
項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

駐車スペースは建物の機能に影響する。駐車スペースをＪＡ跡地に確保する計
画があるか確認したい。

駐車場は建物周囲が少ないならJA全体の活用が必要と考える。

平屋でバリアフリーならよいと思う。

高齢者が多いので平屋で新築してもらいたい。

平屋建てが理想ではあるが、現状を考えると、複数階で検討していただきた
い。

高齢化、室内スペースのフリー化への対応のため、できれば平屋建てにした
い。（ＪＡ事務所・駐車スペースに関係して）

高齢者や障がいのある方にも使いやすい施設であってほしいので、バリアフ
リーの施設にしてほしい。

心豊かになれる雰囲気と高齢者や障がいのある方にも優しい施設を望みます。

ユニバーサルデザインに配慮し、バリアフリーや同デザインに配慮した建築と
してほしいが、あまり特化しないでほしい。（費用対効果も大事）

階段の傾斜はなだらかにしてほしい。

階段は危ないから、階段を上り下りしやすくしてもらいたい。

もっと広い方が良い。

これからは人が減るので、小さい部屋が良い。

大きすぎても、少し月日が経つと子ども達が少なくなることも考慮してほし
い。

建物の計画の基本になるので、上下足の扱いを計画にあたって明確にする。

スリッパでの歩行は不自由さがあると思うので、下足のままでの出入にしてほ
しい。

部屋への履かえが不便であるので、創錬センターや野沢会館のようにそのまま
出入りしたい

検診の際スリッパが滑り危ないので、床を滑りにくい材質してほしい。

ギャラリーとしての機能をもったホール・玄関・空間スペースで、学習グルー
プの作品展示ができる場所を設置してほしい。

公民館活動で制作した作品を一時的に展示するスペース・ギャラリーがほし
い。

上下足 4 ７件 　上下足の区分をせず会館を利用できるよう計画します。

ギャラリー
展示スペース

5 ８件 　作品展示ができるよう、基本設計で計画します。

広さ 3 ３件
　公民館として必要な機能を有する諸室を設けることに加え、多
目的トイレの設置やバリアフリー対応とすることから、延べ床面
積は1,000㎡程度を計画します。

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

敷地
駐車場

1 ２件

　新しい東会館の建物及び駐車場は、現状の敷地の範囲内で整備
することを計画をしていますが、駐車場については、利便性の面
で課題も予想されます。今後基本設計の中で、詳細な検討を行い
ます。

35件
　現東会館と同じ２階建てを計画します。
　なお、施設はユニバーサルデザインに配慮したバリアフリー対
応とし、使いやすい施設を計画します。

2
階数

バリアフリー
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項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

２階（大広間）への動線として、エレベータの設置をお願いしたい。（つどい
の見学も含めて、高齢の方や足の不自由な方の利便性を図る）

高齢者、障がいのある方に使いやすいように、エレベータを設置してほしい。

高齢者が増え、２階への昇降が楽にできるように、エレベータをつけてもらい
たい。

トイレは洋式で、ウォシュレットがついたものにしてもらいたい。

浅間会館のようにトイレは自動洗浄、手洗いがいい。

トイレが狭いので広げて洋式便器にしてもらいたい。

車イストイレもできればほしい。

東・志賀地区の中心には公衆トイレがなく来る人が困っているので、トイレを
外から使用できるように。

利用者へ周囲屋外で利用している人の声として、トイレ使用が履き替えもあり
内外から出入りしたい。

暖房をつけても足元が寒いので、天井にファン等つけてほしい。

北側の部屋がとても寒く勉強にならないので、暖房をよくしてほしい。

つどい期間は冬季でありフラダンスや薄着で出演される方の寒さ対策一考を願
う。

足元を全体的に暖めたいので１階会議室等の床暖房。

扇風機だと半紙がまくれるので、中会議室にエアコンがほしい。

インターネットが使えるようにしてほしい。

みんなの集まる場所で共有して使えるように、インターネットが使える一角。

支柱など備品類は、１階２階への移動が大変なので、倉庫は、ホールや部屋の
並びにしてほしい。

備品の保管庫は別棟にするか、専用の出入口があれば便利だと思う。

自宅に持ち帰れない備品を置きたいので各学習用の収納庫がほしい。

外に気兼ねなく使用できるように、防音の設備をつけて欲しい。

楽器、カラオケなどの練習に使いたいので、音が外に漏れないような部屋が欲
しい。

収納
10 ３件

　利用しやすい位置に倉庫を計画します。個人の機材等は個人で
管理をお願いします。

防音機能 11 ５件
　一部会議室について、防音機能を有する部屋として計画しま
す。

冷暖房 8 ５件
冷暖房に配慮した施設を計画します。なお、床暖房は計画してお
りません。

インターネット
環境

9 ６件
　インターネット環境及びＷiFiを利用できる施設を計画しま
す。

エレベーター
6 ２７件 　エレベーターは設置する計画です。

トイレ 7 ９件
　近年の生活様式に合わせたトイレの整備を計画します。なお、
外から使用できるトイレの設置については、安全面や防犯面か
ら、現時点では計画していません。
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項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

つどい時、園児や高齢者が階段を上り下りするのは危ないから、ホールは１階
にしてほしい。

大勢集まれる場所は誰でも参加できる方がいいので、大広間とピアノは１階
に。

大勢の人が使いやすいので、大広間（会議室）は１階。

出入が容易なので、可能な限り大広間は階下にしてほしい。

文化祭の時に２階は準備が大変なので、大広間を１階にしてほしい。

小さな部屋が数あるより、広い部屋を移動壁で仕切る方がいい。

大広間は200名くらいの収容で中間に仕切りをして、健康高齢者にカラオケのス
ペースを望む。

建替え時でないと要望できないので、欲を言えば平面（床）の会場でなく、舞
台を見やすくしてほしい。

会場の皆さんが一体感を感じられるように、ステージはある程度広く、高さは
あまり高くなく。

つどいで剣舞など動きに制限があるので舞台スペース（ステージ）は広くほし
い。

つどいで琴や大き目の楽器にスペースが必要なため、舞台は台形でない方が有
利。

つどい出演者の移動場所など遠い関連もあり、舞台床がすぐ汚れやすい。

つどいでステージと着替室が遠いのでステージと控室を近くに考えてほしい。
（男性着替室の工夫）

ステージ脇には控室がほしい。（ステージを使用しない時には貸室として使え
るように）

控室があればつどいの発表もスムーズにいくと思う。

つどいで現状は雑居状態で出入りが大変なので、楽屋は広くほしい。

現在利用している和室がとても使いやすいので、同じ広さの和室がほしい。

畳文化を大切にし利用多岐にわたるため、和室は残してほしい。

子どもたちが遊んだり勉強したり全世帯にとって使いやすい畳部屋があったら
いいと思う。（障子ではなくカーテンかブラインドで）

ストレッチ、舞踊、銭太鼓等の教室に便利だから広い和室がほしい

机を並べてもゆとりのあるような和室に水屋などあったらいい。

控室 14 ５件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

和室 15 ５件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

大会議室 12 ７件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

ステージ 13 ６件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。
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項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

１階に作業室（作業台があり備品の棚を備えた）を設けてもらいたい。（陶
芸、木彫、リフォームなど活用できる）

作業室に水道（流し台）と備品用棚（共同で使用する染料なども）設置しても
らえるとありがたい。

気軽に泥水を流せる場所をつくってほしい。

書道や絵画、調理などの水回りの工夫が必要なので、便利よく辺りを汚さなく
ても処理や片付けられるような工夫か設備がほしい。

工作室は衝立・木工・篆刻など教室と共有でいいので設置し、電気窯もほし
い。

作業制作室としっかりした作業台がほしい。

東会館の衝立教室は昭和５８年に始まり３６年目となり、特色ある講座である
ので今後も引き続きできるように工作室あるいは作業場をつくっていただきた
い。

最近に合ったお料理を作るため、創錬センターと同じレベルの調理室を計画し
てほしい。

食についての関心が高く希望者が多くいるため、調理室の拡充してほしい。

創錬センターの調理室を見本に、調理室を使いやすく器具を充実させて若いお
母さん達が参加できるような魅力的な教室。

災害時の緊急避難所になるため、厨房設備の充実。

教室参加者から不衛生面も含め不人気であった料理（台所）を明るい側にして
ほしい。

東地区にはカフェ等がないのでカフェ的な空間や、自分達で料理をして食べら
れる開放された空間がほしい。

机のストッパーがすぐ壊れるなど新しい物でも問題が発生しているので、机・
イスは常設または壊れない物を。

創錬センターの備品同様に机・イス類は軽くしてほしい。

現在の机は動いてしまうから、しっかりとした机にしてほしい。

高い机やイスは子ども達にとって危ない時もあり床に座り長テーブル（低めで
軽く出し入れしやすい）があるといいと思う。

書道で使うので長机をガタガタしないものにしてほしい。

陶芸のための工作室と電気窯の設置。

近くにあれば多くの方が作品を作る喜びを共有して楽しめるので、陶芸のでき
る部屋と電気窯がほしい。

工作室と陶芸用の窯をつくってほしい。

陶芸や手芸などのグループ活動に活用できる窯付の工作室。

現在の東会館にはない工作室と電気窯を設置してほしい。

陶芸のできる部屋と電気窯を設置してほしい。

机等 18 ４件
　使用できる備品については、引き続き使用します。
　新たに購入する備品等については、利便性、安全性等考慮し選
定をします。

陶芸窯 19 ９件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

工作室 16 ６件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

料理講習室 17 １７件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。
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項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

着物の着付に鏡がほしい。

着付に鏡１枚だと不便なので姿見を多く欲しい。

着付を習っているので姿見がほしい。

自分達の姿をチェックしたいので、鏡のある部屋がほしい。

フラダンスの練習を行うため野沢会館のように、側面へ大きな鏡の設置をお願
いしたい。（浅間会館はあまり良くないと思う）

ダンスや体操をする時、鏡を見ながらできたらいいと思うので、ホールの壁面
に鏡をつけてもらいたい。

全体が見える鏡のある部屋があるとよい

情報を見せることの勉強会などにプロジェクターやテレビからの接続で使用し
たので、映像が使えるようにしてほしい。

いろいろの器具を用意しなくても放映できる施設にしたいので、防音のきく部
屋と大型テレビやスクリーンを設置してもらいたい。

小中高生が学校帰りに勉強できる学習室をお願いしたい。

利用者が高齢であるから、学習の部屋を１階に設けてほしい。

小学生や中学生等が自ら勉強できる自習室がほしい。

日常的に地域の人が立ち寄れたり話し合いのできる時間が持てる場所、地域コ
ミュニティの役割ができる施設。

誰でも気軽に立ち寄れる場所に談話スペースを設けてほしい。

部屋を予約しなくても誰でも使いやすい憩いの場所になるスペースがあるとい
い。

ゆとりを感じみんなが集まりやすいように、ロビーを広くし談話ができる一
角。

JA、支所が合同となれば遠くから来る人も多くなり、高齢者がバス利用をする
ことが多くなり待合場所として、また子ども達が通学バスの待ち合い場所とし
て利用できるようになので、広めの談話ホールの設置。

景色を楽しみながら地域の人達ともゆっくりくつろげるフリースペースがあれ
ばいい。

気軽に立ち寄れると思うので軽食やお茶が飲めるスペースを作っていただきた
い。

入ってすぐ談話室、遊びスペースだと小さい子ども達が外へ飛び出す危険性も
あるため、敷居があった方がいいと思う。

音響設備 24 舞台発表等に利用できるアンプマイク等、大会議室に音響設備がほしい。 １件
　大会議室には音響設備を整備し、諸室で必要な場合は、アンプ
を貸出すことを計画します。

談話だけでなく、ゆっくり一人で本等読みたいので談話スペースに図書を置い
てほしい。

小規模でよいので図書館をつくっていただきたい。（本は住民より寄贈でもい
いと思います）

図書スペースがほしい。

図書室 25 ３件
　図書館の併設は考えておりません。
　談話スペースへの図書の設置は計画します。

学習室 22 ３件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

談話
交流スペース

23 １８件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。

鏡 20 ７件 　ご意見として承り、基本設計で検討します。

視聴覚設備 21 ２件 　ご意見として承り、基本設計で検討をします。
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項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

26
ちょっとした落とし物を届けたり認知症の人をパトロールする駐在所。（大袈
裟でなく）

　落とし物を届けたり認知症の人をパトロールする駐在所のよう
な施設は考えておりません。

27
児童館的役割、母親交流広場、いきいきサロン的広場、若者から大人までがい
つも集まる「東区の明日を語る会」室、ＪＡ複合化を生かし「人生の（道の）
駅」の充実。

　特定の活動のための専用の部屋を設けることは困難です。多目
的にご利用いただける部屋を設けますので、そちらをご活用いた
だきたいと思います。

28
志賀地区の子ども達は新子田までの児童館は遠すぎるので、児童館を併設して
もらいたい。

　東会館への児童館の併設は考えておりません。

29
登山者や大学生、小中学生が１・２カ月泊まれる民宿施設と合わせて、子ども
の遊べる図書館、パソコン教室、勉強室がほしい。

　学習室の設置については、「№．２２」のとおりです。
　図書館の併設については「№２５」のとおりです。
　民泊施設の併設については考えておりません。

30
せっかく建替える複合施設としてはもっと範囲を広げた方が良い。（利用活用
範囲として志賀５区、三井７区のままか？）

　東会館は主に東地区の皆さんを中心に利用していただく施設で
すが、市内外の大勢の方にも使用していただけることを期待し、
計画をします。

皆で楽しめるようにするため、娯楽（麻雀・囲碁・将棋等）ができる施設。

認知症予防にもなり上田市では既に交流大会が開催されてる「飲まない・吸わ
ない・賭けない」をモットーとする健康マージャン教室の道具を揃えてもらい
たい。

気軽にバスケットをしたいから、バスケットボールの普及・発展のため、バス
ケットゴール・リングを外に作ってほしい。

本格的でなく、サッカー、バドミントン、キャッチボール、テニス、卓球、
プール等々の広場や子ども食堂、子どもが毎日遊べる広場がほしい。

33
東公民館では健康教室をシリーズで開催していますが、世界一ヘルシーといわ
れる地中海料理を行ってほしいので、是非他の公民館にないピザ窯を作ってほ
しい。

１件 　ピザ窯については考えておりません。

自動販売機 34 近くにお店がないから自動販売機の充実。 １件 　自動販売機は、設置することを計画します。

各１件

31 ２件
　囲碁、将棋については現在も行っております。
麻雀については、公民館活動としてニーズが増えるようであれ
ば、将来的に対応します。

32 ２件
　球技やプールなどのスポーツができる施設については、考えて
おりません。

その他

6 



項目 ＮＯ 意見・要望 意見数 市教育委員会の考え方

東公民館改築に係る意見・要望事項に対する考え方

（佐久市型論点整理手法）

建物スペースで制限され、つどいの際に廊下が出演者と出入者の通路兼では不
便。

雨天時でも会場に持ち込み、出しができるように庇も必要ではないか。

東地区の自然や歴史が生かされた、この地区らしい施設になることを楽しみに
しています。

20年、30年先を見据えた建物をお願いしたい。

規模や他地区同様には大変だと思うので、同じ形式で行うとすれば今後の負担
があるか、建て替えと施設活用面の検討事項が多い。

今まで不自由を我慢して使ってきたので、よいものをお願いします。

公民館、出張所、JAの窓口を明確にしてほしい。

玄関は二重扉に。

小諸図書館のように光が入る明るい設計にしてほしい。

他の新公民館を見て良いところを取り入れて、今様の公民館であればいいと思
う。

具体的な例がないと議論が空論になりやすいので、他市町村の公民館（１例で
よい）を協議の場に出す。

小諸市役所の新築建物にある大広間のステージ、折り畳み収納式観覧席、トイ
レを見てほしい。

項目 ＮＯ． 意見・要望 意見数 ＪＡ佐久浅間の考え方

ＪＡについて 37 ＪＡはどのような機能が入り、どの程度の規模となるのか。 １件
　東会館に入るＪＡ東店は金融業務に特化し、職員数は４名程度
を予定しています。

参考施設 36 ４件 　ご意見として承りました。

構造全般 35 各１件
　ご意見として承り、基本設計に反映できるものは反映させてい
きます。
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