
令和３年度 第６回三郷区地域協議会 
 

次 第 
 

日時：令和3年10月14日(木)午後6時30分～ 

会場：三郷地区公民館 2階 集会室 

（全体：1時間40分程度を予定） 

 

１ 開  会 

 

２ 議題等の確認                           

 

３ 議題                              

（１）「地域協議会に関する意識調査」結果を受けた取組について 

 

 

 

 

（２）自主的審議事項について                    

「三郷地区公民館の整備について」 

 

 

 

 

「三郷区の郷土芸能 無形文化財『春駒』の伝承について」 

 

 

 

 

４ 事務連絡                                                  

 

 

 

５ 閉 会 
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三郷地区公民館の利用に関する調査結果 

 

（三郷区地域協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月１４日 
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１ 調査目的 

  三郷地区公民館利用者の実態や実感、素直な声を把握し、三郷区地

域協議会における自主的審議事項「三郷地区公民館の整備について」、

今後の審議に生かすもの。 

２ 調査方法 

【対象】三郷地区公民館を利用している団体（１５団体） 

  【方法】地域協議会委員が団体へ依頼 

      事務局で回収 

  【期間】令和３年９月１７日（金）から令和３年９月２９日（水） 

３ 回答結果 

回答団体１５団体 

回答率１００％ 
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設問：公民館を利用する際、助かっている点や利用しやすい点は何ですか。  

【公民館主事の常駐】 

・公民館担当者の受付・対応がよい。 

・いつも元気な声、笑顔で迎えていただいている。 

・利用時のことや、その他相談させていただいている。 

・常に主催者側の人たちは明るく元気に対応していただいており、特に館長さんは

草刈り機持参で、こまめに敷地内の草刈り、清掃をしていただき大変ありがたく

利用させていただいている。 

・30年以上も利用させていただいているので、職員の方は良くしてくださる。 

・気軽に声がけが出来る雰囲気親切さがいい。 

・丁寧な対応で感謝している。 

・いつも元気な声で迎えていただいている。 

・早めに会場準備がされている。 

 

【施設の利便性】 

・三郷地区の中央に位置し、各町内会（１１町内会）の会合、研修他住民の集会に

はかかせない場所であり、市の管理者がいて、安心して利用できる場所である。 

・三郷地区で唯一、地区の皆さんが集まり利用できる施設であると認識しているの

で特別に感じていないが、冷暖房も完備しており、利用し易いと思っている。 

・家から近く通うのに便利。 

・バス停も近くにあるので、町から来ている人も、まだ続けようと思っている。 

・地域の方が親しみやすい場になっている。 

・地域の施設なので、地域の人に集まってもらいやすい。 

 

【施設の料金面】 

・利用料金が発生しないので助かっているため利用させてもらいやすい。 

・市の減免が利用できるので、使用料がかからない。 

 

【施設の設備面】 

・調理室、換気がされている。 

・包丁はいつも使いやすくなっている。 

・２階の設備が整っている。 

・２階集会室の使い勝手が良く、階段も広く使いやすい。 

・集会室の換気がされていて、体操をしていると心地よい風が入ってくるので気持

ちがいい。 

・掃除もいきとどいている。マットを使用するので気持ちがよい。 

・エアコンもあるので、夏の時は心地よい。 

・非常口も整備されていて安心して会議等ができる。 
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設問：公民館を使用する際、困っている点は何ですか。 

【トイレ】 

・新型コロナの関係で換気・通風一階会議室内、トイレの匂いが気になる。 

・トイレは男女共用の場所となっていて、集会施設としては考えられない。 

・トイレの男女共用については、抵抗がある。 

・洋式トイレ２個はほしい。男女一緒のトイレは公共の建物では考えられない。 

改修してほしい。 

・トイレをなんとかしてほしい。 

・トイレ、手洗い場も使いやすくしてほしい（洋式の便器が高く、背が低いと使い

にくい） 

・男女共用は人権問題でもある。臭いがあり、特に夏場がひどい。 

・初めての公民館利用者はトイレに戸惑う。 

・トイレは男女の区別がなく、洋式も１つしかないので不便。臭いも気になる。 

・男女一緒のトイレは非常に不便である。 

・トイレが不衛生、男女別にしてほしい。 

 

【調理室】 

・調理室が狭い。 

・調理器具が管理されていない。 

・夏場は熱中症になる心配があるため調理室に冷房の施設がほしい。 

・調理用の使用できない物がある。（例 お菓子作りのハケ等） 

・オーブン２台、炊飯器１台、調理室で使用できるとよい。 

 

【照明】 

・照明が全体に暗い。 

・１、２階共用場所によっては暗く、夜の会議では特に厳しい。 

・給湯室が暗く使いづらい。 

 

【畳】 

・畳がささくれていて、ズボンにそのささくれた物が刺さる。 

・畳も表替えしてほしい。 

・畳も古く戸の開け閉めもよくできない。（80歳年のせいかもしれないが） 

 

【テーブル、椅子、手すり、掃除用具など】 

・和室にもテーブルと椅子があるといい。 

・階段の手すりは両側に欲しい。右手利用で下りが大変不安。 

・扇風機の首が曲がらないものがある。 

・掃除用具が揃っていない。 
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・掃除機の替えの紙パックがなく、吸い込みも悪いものをずっと使っているが、本

当にごみがとれているのか。 

・掃除機、もう少し吸引力のあるものをお願いしたい。 

・床がところどころ軋んだり、ちょっと体が沈むところもあるように思う。 

・物置が少ない。 

・２階にも水道設備が欲しい 

・建物の老朽化 

・設備も老朽化しており、大至急改善してほしい。 

 

【施設の使い勝手】 

・高齢者利用の立場からすれば、二階に上がらず、洋間と日本間のある平屋建てで

あればと思う。 

・二階の利用は不安で困る。 

・１階、和室の出入り口が中央で使いづらい。 

 

【その他】 

・子供たちが、大勢の時はトイレ、畳の部屋、集会室等がごちゃごちゃしていて、

トイレも並んでいた。帰った後、畳も表面がささくれていた。 

・何年も前から新しい公民館になる話が出ているのにどうなっているのか。 

・子どもだけで使えない？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

設問：今後、公民館や公民館活動がどうなってほしいと考えていますか。 

【施設の改修要望】 

・新しく建て替えてほしい。高士地区公民館が理想。 

・第一は耐震診断を行い、内部の改修をお願いしたい。 

床、壁等もかなり老朽化している。新築が困難であれば内装を考えてもらい、清

潔な気分が明るくなるようにしてほしい。 

・高齢者が多くなり、安心して利用できる建物がほしい。二階利用では活動が制限

され、緊急避難の場合かなり無理がある。 

・利用者で階段の上り下りが大変な方がいるので、平屋や１階に広い部屋（集会室

のような）があると利用しやすい。 

・人と人との結び付きが希薄になっている現在、また希薄化が進むと予想される中、

社会教育の果たす役割が広がり、重要性も増していると考える時、先ず安心して

使用できる公民館の存在が望ましく、その中で人間形成と育成が出来る活動を工

夫しながら実施して行ってほしい。 

 

【公民館の利活用に関する意見】 

・今後コロナが終息して、子どもたちも大勢来て楽しんでいただけたらと思う。「ま

た来たいねと思われるように」 

・子どもさんが少なくなっているので誰でも気軽に寄れる場になってほしい。 

・子どもの数が減っており今後利用されるかわかりませんが、子どもが自由に使え

る（遊べる）ようになってほしい。（島田や子安のように） 

・三郷地区内の各活動団体の一層の活動・会議等の利用向上。 

・地域の皆さんが楽しめる交流の場であったり、利用しやすい環境であってほしい。 

・地域活性化のために、各種団体が活動の拠点として利用できるよう、環境を整え

てほしいと思う。そして、それと並行して地域の活性化のために、各種団体の支

援と地域住民の利用ニーズを把握して公民館の活性化を考えていかなければな

らないと思う。 

・「気軽に利用できます」みたな雰囲気があればよいと思う。 

・若い方にも使用していっていただきたい。 

・誰でも、いつでも、利用できる場になってほしい。 

・人数に関係なく２人でも３人でも、「ちょっと何かしたいね」という場所になっ

てほしいです。 

・コロナ禍で新しい生活様式となっている中での活動は制限されるが、幅の広い年

代が活用・活動できるのが望ましいと考える。 

 

【公民館講座に関する意見】 

・講座で皆さんとの交流等があったが、講座等が少ないので皆さんと会う場がない。 

・講師料（今は皆自主活動）負担してほしい。 
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・気安く学べる講座（自主負担の影響も）新しい人が入ってもやめてしまう。 

・管理人？は三郷の人だと嬉しい。 

 

【その他】 

・公民館活動と地域の活動がそれぞれバラバラではなく、お互いに共有できるとい

いと思う。 
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設問：その他 気の付いたことをなんでも記入してください。 

【改築・改修について】 

・具体的な改装、改築予定があれば知りたい。 

・耐震不良の建物であると言われていますが、利用していることが非常に心配であ

る。二階の床板中央部付近が、少し弱くなっているようだとの大工さんの言葉も

あり、もし、建て替えの計画があるなら、地域の人たちにわかり易く説明してほ

しい。 

・公民館の改築問題は１０数年前からの懸案であり、行政側の説明からはあまり新

しいことは感じなかった。行政側が、今後の社会教育の重要性をどのように捉え

ているのか知りたい。 

・建物だけでなく、周囲に花を植える等をしていただくと、使用する側も気分が変

わってくると思う。外装も住民の要望をいれて改修したらおもしろいと思う。 

 

【公民館の老朽化に伴う地域活動の停滞について】 

・１０年以上も言い続けても、トイレの入り口を少し変えるだけで、他は改善され

ないのはなぜでしょうか。段々公民館に魅力がなくなっていってしまうのは、仕

方のない流れになっています。でもここで何とかしなければ、公民館という建物

がどんどん老朽化し、地域活動そのものが停滞していってしまう危惧があります。 

 

【他地区との比較について】 

・役員の方も大変でしょうが、私の実家が高士地区にあるので、こんなに便利にし

てあるのに三郷の公民館はどうなっているのと思っている。 

 

【施設に関する要望】 

・寄付された絵画の壁掛けの位置を検討してほしい。 

・地域で活動している団体が、使っているもの（大きなものなど）を置かせてほし

い。 

 

【その他】 

・先日の地域協議会で傍聴者にも発言の機会を与えて欲しかった。 
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三郷地区公民館の利用に関する調査結果について 

 

◆公民館を利用する際、助かっている点や利用しやすい点 
調査結果からわかったこと（案） 備考 

区分 回答内容 

公民館主

事の常駐 
・公民館担当者の受付・対応がよい。 

・いつも元気な声、笑顔で迎えていただいている。 

・利用時のことや、その他相談させていただいている。 

・常に主催者側の人たちは明るく元気に対応していただいており、特に館長さんは草刈り機持参で、こまめ

に敷地内の草刈り、清掃をしていただき大変ありがたく利用させていただいている。 

・３０年以上も利用させていただいているので、職員の方は良くしてくださる。 

・気軽に声がけが出来る雰囲気親切さがいい。 

・丁寧な対応で感謝している。 

・いつも元気な声で迎えていただいている。 

・早めに会場準備がされている。 

●施設利用に際し、公民館主事が常駐していることによ

り、親切丁寧、気軽に声掛けできる雰囲気であること。 

 

●掃除、草刈りなど、環境整備が行き届いていることを

実感している。 

 

施設の利

便性 
・三郷地区の中央に位置し、各町内会（１１町内会）の会合、研修他住民の集会にはかかせない場所であり、

市の管理者がいて、安心して利用できる場所である。 

・三郷地区で唯一、地区の皆さんが集まり利用できる施設であると認識しているので特別に感じていないが、

冷暖房も完備しており、利用し易いと思っている。 

・家から近く通うのに便利。 

・バス停も近くにあるので、町から来ている人も、まだ続けようと思っている。 

・地域の方が親しみやすい場になっている。 

・地域の施設なので、地域の人に集まってもらいやすい。 

●公民館は三郷地区の中央に位置し、三郷区唯一の公の

施設である。 

 

●三郷区１１町内会の会合、研修ほか、住民の集会に欠

かせない場所である。 

 

●地域の皆さんが集まりやすく、親しみやすい場所であ

る。 

 

施設の料

金面 
・利用料金が発生しないので助かっているため利用させてもらいやすい。 

・市の減免が利用できるので、使用料がかからない。 

●使用にあたり減免措置がある。  

施設の設

備面 
・調理室、換気がされている。 

・包丁はいつも使いやすくなっている。 

・２階の設備が整っている。 

・２階集会室の使い勝手が良く、階段も広く使いやすい。 

・集会室の換気がされていて、体操をしていると心地よい風が入ってくるので気持ちがいい。 

・掃除もいきとどいている。マットを使用するので気持ちがよい。 

・エアコンもあるので、夏の時は心地よい。 

・非常口も整備されていて安心して会議等ができる。 

●部屋の換気、エアコンなど使用環境が良い。 

 

 

  

当日配布資料№２ 
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◆公民館を使用する際、困っている点 
調査結果からわかったこと（案） 備考 

区分 回答内容 

トイレ ・新型コロナの関係で換気・通風一階会議室内、トイレの匂いが気になる。 

・トイレは男女共用の場所となっていて、集会施設としては考えられない。 

・トイレの男女共用については、抵抗がある。 

・洋式トイレ２個はほしい。男女一緒のトイレは公共の建物では考えられない。改修してほしい。 

・トイレをなんとかしてほしい。 

・トイレ、手洗い場も使いやすくしてほしい（洋式の便器が高く、背が低いと使いにくい） 

・男女共用は人権問題でもある。臭いがあり、特に夏場がひどい。 

・初めての公民館利用者はトイレに戸惑う。 

・トイレは男女の区別がなく、洋式も１つしかないので不便。臭いも気になる。 

・男女一緒のトイレは非常に不便である。 

・トイレが不衛生、男女別にしてほしい。 

●男女共用トイレであることへの抵抗感、不便さを感じ

ている。（公共の施設として考えられない） 

 

●臭気が気になる。 

 

●トイレや手洗い場が使いにくい。 

 

調理室 ・調理室が狭い。 

・調理器具が管理されていない。 

・夏場は熱中症になる心配があるため調理室に冷房の施設がほしい。 

・調理用の使用できない物がある。（例 お菓子作りのハケ等） 

・オーブン２台、炊飯器１台、調理室で使用できるとよい。 

●調理室が狭く、冷房設備がない。 

 

●調理器具の管理が行き届いていない。 

 

照明 ・照明が全体に暗い。 

・１、２階共用場所によっては暗く、夜の会議では特に厳しい。 

・給湯室が暗く使いづらい。 

●照明設備が古く、照度も暗く会議に支障をきたす。  

畳 ・畳がささくれていて、ズボンにそのささくれた物が刺さる。 

・畳も表替えしてほしい。 

・畳も古く戸の開け閉めもよくできない。（80歳年のせいかもしれないが） 

●畳の老朽化、全体的にささくれている。  

テ ー ブ

ル、椅子、

手すり、

掃除用具

など 

・和室にもテーブルと椅子があるといい。 

・階段の手すりは両側に欲しい。右手利用で下りが大変不安。 

・扇風機の首が曲がらないものがある。 

・掃除用具が揃っていない。 

・掃除機の替えの紙パックがなく、吸い込みも悪いものをずっと使っている。本当にごみがとれているのか。 

・掃除機、もう少し吸引力のあるものをお願いしたい。 

・床がところどころ軋んだり、ちょっと体が沈むところもあるように思う。 

・物置が少ない。 

・２階にも水道設備が欲しい 

・建物、設備も老朽化しており、大至急改善してほしい。 

●備品等の不具合 

 ・和室にテーブルとイスを。 

 ・階段の左右両側に手すりを。 

 ・扇風機、掃除機に不具合がある。 

 ・掃除用具の不備。 

 ・床などに軋みがある。 

 ・２階に水道設備を 

 

施設の使

い勝手 

・高齢者利用の立場からすれば、二階に上がらず、洋間と日本間のある平屋建てであればと思う。 

・二階の利用は不安で困る。 

・１階、和室の出入り口が中央で使いづらい。 

●高齢者利用の立場から２階の利用は不安 

 

●和室の出入り口が中央で使いづらい。 

 

その他 ・子供たちが、大勢の時はトイレ、畳の部屋、集会室等がごちゃごちゃしていて、トイレも並んでいた。帰

った後、畳も表面がささくれていた。 

・何年も前から新しい公民館になる話が出ているのにどうなっているのか。 

・子どもだけで使えない？ 
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◆今後、公民館や公民館活動がどうなってほしいか 
調査結果からわかったこと（案） 備考 

区分 回答内容 

施設の改

修要望 

・新しく建て替えてほしい。高士地区公民館が理想。 

・第一は耐震診断を行い、内部の改修をお願いしたい。 

床、壁等もかなり老朽化している。新築が困難であれば内装を考えてもらい、清潔な気分が明るくなるよ

うにしてほしい。 

・高齢者が多くなり、安心して利用できる建物がほしい。二階利用では活動が制限され、緊急避難の場合か

なり無理がある。 

・利用者で階段の上り下りが大変な方がいるので、平屋や１階に広い部屋（集会室のような）があると利用

しやすい。 

・人と人との結び付きが希薄になっている現在、また希薄化が進むと予想される中、社会教育の果たす役割

が広がり、重要性も増していると考える時、先ず安心して使用できる公民館の存在が望ましく、その中で

人間形成と育成が出来る活動を工夫しながら実施して行ってほしい。 

●先ず安心して使用できる公民館の存在を望む。 

 

●耐震診断を行い、内部の改修を望む。 

 

●高士地区公民館のような子どもたちも集えるような

施設を兼ね備えた公民館に建て替えを望む。 

 

●平屋、１階に広い集会室があると高齢者が使いやす

い。 

 

公民館の

利活用に

関する意

見 

・今後コロナが終息して、子どもたちも大勢来て楽しんでいただけたらと思う。「また来たいねと思われるよ

うに」 

・子どもさんが少なくなっているので誰でも気軽に寄れる場になってほしい。 

・子どもの数が減っており今後利用されるかわかりませんが、子どもが自由に使える（遊べる）ようになっ

てほしい。（島田や子安のように） 

・三郷地区内の各活動団体の一層の活動・会議等の利用向上。 

・地域の皆さんが楽しめる交流の場であったり、利用しやすい環境であってほしい。 

・地域活性化のために、各種団体が活動の拠点として利用できるよう、環境を整えてほしいと思う。そして、

それと並行して地域の活性化のために、各種団体の支援と地域住民の利用ニーズを把握して公民館の活性

化を考えていかなければならないと思う。 

・「気軽に利用できます」みたな雰囲気があればよいと思う。 

・若い方にも使用していっていただきたい。 

・誰でも、いつでも、利用できる場になってほしい。 

・人数に関係なく２人でも３人でも、「ちょっと何かしたいね」という場所になってほしいです。 

・コロナ禍で新しい生活様式となっている中での活動は制限されるが、幅の広い年代が活用・活動できるの

が望ましいと考える。 

●子どもや若者、高齢者まで幅広い年代の人が活用、活

動できる施設を望む。 

 

●各種団体が活動の拠点として利用できるよう、環境を

整えてほしい。 

 

 

公民館講

座に関す

る意見 

・講座で皆さんとの交流等があったが、講座等が少ないので皆さんと会う場がない。 

・講師料（今は皆自主活動）負担してほしい。 

・気安く学べる講座（自主負担の影響も）新しい人が入ってもやめてしまう。 

・管理人？は三郷の人だと嬉しい。 

 

 

 

その他 ・公民館活動と地域の活動がそれぞれバラバラではなく、お互いに共有できるといいと思う。   
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◆その他 気の付いたこと 
調査結果からわかったこと（案） 備考 

回答内容 

【改築・改修について】 

・具体的な改装、改築予定があれば知りたい。 

・耐震不良の建物であると言われていますが、利用していることが非常に心配である。二階の床板中央部付近が、少し

弱くなっているようだとの大工さんの言葉もあり、もし、建て替えの計画があるなら、地域の人たちにわかり易く説

明してほしい。 

・公民館の改築問題は１０数年前からの懸案であり、行政側の説明からはあまり新しいことは感じなかった。行政側が、

今後の社会教育の重要性をどのように捉えているのか知りたい。 

・建物だけでなく、周囲に花を植える等をしていただくと、使用する側も気分が変わってくると思う。外装も住民の要

望をいれて改修したらおもしろいと思う。 

 

【公民館の老朽化に伴う地域活動の停滞について】 

・１０年以上も言い続けても、トイレの入り口を少し変えるだけで、他は改善されないのはなぜでしょうか。段々公民

館に魅力がなくなっていってしまうのは、仕方のない流れになっています。でもここで何とかしなければ、公民館と

いう建物がどんどん老朽化し、地域活動そのものが停滞していってしまう危惧があります。 

 

【他地区との比較について】 

・役員の方も大変でしょうが、私の実家が高士地区にあるので、こんなに便利にしてあるのに三郷の公民館はどうなっ

ているのと思っている。 

 

【施設に関する要望】 

・寄付された絵画の壁掛けの位置を検討してほしい。 

・地域で活動している団体が、使っているもの（大きなものなど）を置かせてほしい。 

 

【その他】 

・先日の地域協議会で傍聴者にも発言の機会を与えて欲しかった。 

 

●改修・新築について、市から地域への説明がない。 

 

●市が今後の社会教育施設の重要性をどう考えているか

知りたい。 

 

●公民館施設の老朽化と地域活動の停滞が危惧される。 

 

 

 


