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ⅠⅠⅠⅠ．．．．交流交流交流交流エリアエリアエリアエリア

質疑・意見・要望 回答・考え方

1

交流サロン内に仕切りのつい立て

（パーティーション）があれば、囲

碁将棋をする場所との遮断ができ、

他人に迷惑にならない。

2

予約なしでも３役打合会ができる

スペースが５名位迄で、２ヵ所くら

いお願いしたい。

3 　プレイルームは狭いのでは。

4

プレイルームにお母さんが買物後

に子どもを連れてきたくなるよう

な、ものを置いては。（何がいいか

はわからない）

5

公民館や文化ホールで良いと思

う。

現在、公民館や文化ホールでは、会議や講座・サー

クル活動などで、各部屋の使用申請をした上でご利用

いただいています。交流エリアでは、このような申請

も不要で、皆さんが気軽に利用でき、多くの方と交流

していただくことを目的としています。

なお、活性化エリアにある多目的ホールは、会議や

イベント等にも利用できますが、葬儀もできる施設と

してご利用いただくことを考えております。

各施設が持っているそれぞれの機能は、その機能を

生かして今後もご利用いただきたいと考えています。

6

自動販売機の内コーヒー等が飲め

る場があると良いと思います。

7

軽食喫茶があると話す場としても

いいのでは。

8

図書館の本をエリアにも少し置い

てほしい。

9

このエリアに単行本など、ちょっ

とした本も置いたらどうか。

交流サロンは、皆さんがいつでも自由に利用できる

よう、テーブルとイスを配置し、ゆったりとしたオー

プンスペースを基本として考えています。

パーティーションなどで仕切ることにより、占有感

や閉塞感を与えかねないことから、導入は難しいと考

えています。

なお、囲碁、将棋につきましては、和室でもご利用

いただけるよう検討して参ります。

　プレイルームは、幼児を対象と考えています。

買い物帰りに立ち寄ったり、お母さんたち同士で話

し合いをするときなどに子どもを安心して遊ばせるこ

とができるような部屋を考えています。

遊具なども、何が良いか検討して参りますが、配置

するものによっては遊びのスペースも変わりますの

で、ゆったりした中で安全面にも配慮したスペースを

検討して参ります。

このホールは、町民の方々の交流やコミュニティの

場としてご利用いただくことを考えており、軽食喫茶

のような営業活動のスペースを確保することは難しい

と考えておりますが、交流エリアに飲み物の自動販売

機を設置したり、カップラーメン用の給湯設備を設け

るようにして参ります。

図書館では、移動図書事業を行っておりますので、

定期的に図書館の本を置くことを検討して参ります。

図書の貸し出しまでは難しいと思いますが、図書の返

却については前向きに検討して参ります。
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（一般）
10

PC教室を開いてはどうでしょう

か。（２件）

11

中古パソコンを置いて、お年寄り

がインターネットや使い方を学べる

コーナーを設けてはどうかと思う。

12

一般的なインターネットなどでの

予約可能なサービスの実施（コンベ

ンションセンターの様な物）。

13

Aコープで買物を終え、こちらで

休んでタクシーを呼ぶとき、何かボ

タン等を押せば来るようなシステム

があれば、お年よりは喜ぶが。

このホールからタクシーを呼ぶ場合、どのようなこ

とが可能か、タクシー会社と相談して参ります。

14 　ＡＴＭ（できれば24時間）

町内金融機関に確認したところでは、費用や保安上

の問題から、設置は難しいとのことですので、ご理解

をお願いいたします。

15 　コンビニ

このホールは、商業施設とはせずに、あくまでも町

民の皆さんの交流やコミュニティの場として、ご活用

いただくことを主眼に考えていますので、ご理解をお

願いいたします。

16

魅力的な管理人を置くべきかと思

われる。（遊び方や話題提供できる

人）

17

利用可能な時間帯を一般的なサラ

リーマンが利用可能な時間帯を考慮

する。（17：00～21：00頃を）

18

少子高齢化だからこそ三世代交流

の場として交流をはかってほしい。

（特に子供を持つ親を教育の場とし

て（昔の様に））

19

老人と子供達の遊び、昔話、お手

玉、あやとり等。

20

飲物等はどのようにしたらよいの

か。自分達で持ち寄るのはどのよう

にするのでしょう。

飲食物については、利用する人が自由に持ち込むこ

とができるようにし、交流エリアには飲み物の自動販

売機を設置したり、カップラーメン用の給湯設備を設

けるようにして参ります。

施設の管理運営をどのような手法で行うことが良い

のか、現在、町と新砂川農協、商工会の３者（以下、

３者と記載します）で協議をしているところです。お

寄せいただいたご意見を参考にしながら、検討させて

いただきます。

多くの方から、パソコンの設置ついて意見が寄せら

れていますので、前向きに検討するとともに子どもか

らお年寄りまで簡単に操作ができるような方法につい

ても、奈井江商業高校の協力をいただきながら検討し

て参ります。

また、このパソコンを利用して、まちの情報発信な

ど、どのような活用ができるかも検討して参ります。

なお、パソコン教室につきましては、施設の広さや

台数の確保などが難しいため、公民館講座でご協力い

ただいている奈井江商業高校の施設を今後も利用して

いきたいと考えています。

子どもからお年寄りまで、多くの皆さんが交流を通

して様々な体験ができ、世代間の交流も普及するよう

な施設にしていきたいと考えていますので、皆さんの

ご協力をお願いいたします。
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（一般）
21

週に１・２日保健師さんに来ても

らってはどうでしょうか。

活性化エリアの多目的ホールでは、占用利用がない

場合は、体力・健康づくりに利用していただくことも

考えています。町民の皆さんが自ら行う体力づくりに

ついて、健康器具の種類や保健師がどのように関わる

ことができるかなど、検討して参ります。

22

地域の農産物等を使った菓子等の

提供

23 　農産物や特産品の販売（２件）

24 　物産館的な要素があればいい。

25 　町の特産品販売などの商業施設。

26

地場の産物を加工、販売できる場

所。

27

町のやる気のある人が独自（オリ

ジナル）な商品を販売できるスペー

スが必要だと思います

28

子供達やママ達の情報交流の場に

なるようにしてあげてほしい。（紙

芝居とか）

この施設は、町民の皆さんの情報交流やコミュニ

ティの場として利用いただきたいと考えています。そ

のためには、皆さんのご協力が不可欠ですので、よろ

しくお願いいたします。なお、紙芝居については、図

書館の本と併せて設置をすることを検討して参りま

す。

29

ＪＲやバス等の運行状況やイベン

ト案内。町からのお知らせ等をマル

チビジョンで情報化する

30

街中の情報発信基地として利用

（ミニＦＭや観光案内）

31 　趣味やイベントの情報案内

32 　不動産情報

33 　工業製品の展示

34 　展示（地域の生産品の）

35 　趣味の作品展（町民）

町民の皆さんは、多様な趣味を持たれています。そ

の作品の紹介や展示での利用は、世代間の文化交流を

促すものでありますので、交流エリアだけでなく、多

目的ホールでの利用も含め、積極的にご活用いただき

たいと思います。

このホールは、町民の方々の交流やコミュニティの

場としてご利用いただくことを考えており、施設内に

店舗スペースを常設で設けることは難しいと考えてい

ます。しかしながら、多目的ホールや雁木（雪よけ用

の大型の庇）の下、駐車場などを利用した農産物の朝

市やイベント時に特産品の販売にご利用いただくこと

は可能です。

寄せられたご意見は、大いに参考にさせていただ

き、３者で協議をしながら、より良い管理運営を行っ

て参ります。

町のイベントや不動産情報、町内事業所の製品や地

域の特産品の紹介については、パソコンを設置して、

様々な情報を広く発信できように検討して参ります。

また、発信する情報の内容や子どもからお年寄りま

で簡単に操作ができるような方法についても、奈井江

商業高校のご協力をいただきながら検討して参りま

す。
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（一般）
36 　インターネットカフェ

37 　ネット利用可能にしてほしい。

38

管理体制を厳しくしっかり確立す

ることが大前提。モラルの指導と使

用規定の両立体制。目的も無く集ま

る場合、気楽の裏側は無責任。結果

～ ごみの山に止まらず大きな事故

になりかねない。

自由、気軽にご利用いただく施設をどのような形で

管理していくのが良いのか、現在、３者で協議をして

いますので、お寄せいただいたご意見を参考に管理運

営について検討して参ります。

39 　カラオケ

交流サロンは多様な方が自由にご利用いただくとい

う点から、こちらでのカラオケの利用は難しいと考え

ています。また、多目的ホールについては、カラオケ

に限った音響や防音の設備は考えていませんので、機

械の持ち込みによる利用については、今後、十分に検

討して参ります。

なお、発表会などについては、今までと同様に、公

民館などをご活用いただきたいと考えています。

40

住民票や行政窓口など利用できれ

ばよい。

住民票などの窓口設置は、人員体制の整備や自動交

付機の設置などが考えられますが、利用頻度、費用対

効果などの観点から困難な状況です。

なお、役場窓口は、平日午後６時まで対応しており

ますので、こちらのご利用をお願いいたします。

パソコンの設置を検討していますので、インター

ネットの利用も含めて、どのように皆さんにご利用い

ただくか検討して参ります。
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（一般）
ⅡⅡⅡⅡ　　　　活性化活性化活性化活性化エリアエリアエリアエリア

質疑・意見・要望 回答・考え方

1 　葬儀ができるようにしてほしい。

2

葬儀会場として利用する場合、小

規模な家族葬程度のスペースでよい

のではないか。（大きな葬儀は町外

で）

3

和室の数を増やし、百人一首（カ

ルタ）ができる様にできないか。

和室は、広さが20畳程度の部屋を２室整備する予定

です。間仕切りをなくすことで、最大40畳ほどで利用

できるような整備を検討しています。

4

このエリアを葬儀会場のみにす

る。会議、イベント等は予定や計画

にもとづき人が集まる。葬儀は突然

で絶対的、尊厳なもの、他の目的と

は共存は不可能。結果いづれも使い

勝手が悪く、利用しずらい。

5

アイディアと違いますが、イベン

トで利用できるとの事ですが葬儀が

入ると「そちらを優先する」このよ

うなルールを作るとイベント等を主

催する方の人からすれば利用する店

が無くなると思います。

6

葬儀が優先するのであれば、施設

の利用が不可能ではないですか。

（２件）

7

使用行事の日程があり、参集の案

内が出されている時は葬儀ができる

か。

活性化エリアでは、会議やイベントのほか、葬儀に

も利用できるようにバリアフリー化した整備を考えて

います。広さについては、町内の平均的な会葬人数を

参考に最大200人程度が収容できる規模とし、パー

ティーションなどで仕切ることにより、家族葬として

も利用できるような整備を検討しています。

活性化エリアは、あらかじめ利用者に申請をしてい

ただいた上で使用する施設として、会議やイベントな

どでの活用を考えていますが、このような利用がない

ときには、軽運動など健康づくりの場として一般解放

することも考え、可動式のトレーニング機器の設置に

ついても検討しています。

また、「地元で、バリアフリー化した施設でお参り

ができるようにしてほしい」とのニーズがありますの

で、葬儀にも利用可能な施設として整備を行うととも

に利用にあたっては、３者で協議を行い、葬儀を優先

した運営をしていきたいと考えておりますので、ご理

解をお願いいたします。

なお、葬儀などが行われている場合でも、交流エリ

アについては、通常どおり、自由にご利用いただける

よう、きちんとエリア分けができるような整備を検討

して参ります。
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（一般）
8 　各種イベント。（３件）

9

例えば、今年イベントに出品した

米粉パンとかアイディアのある物を

取り入れたらよいと思いますが、一

月に何回が行ったらいかがでしょう

か。

10 　農商、合同催事（ホール利用）

11

子供が集まって遊べるイベント開

催（ゲームの集まりやカードゲーム

の大会）。

12

かるた（百人一首）とかやってみ

る。

13

クリスマスとかもちつきとか、子

供達が楽しめる場としてほしい

14

子供向けイベントの開催（実験教

室、絵本の読み聞かせ会など、規模

の小さいもの）

15 　人形劇、読み聞かせ。

16 　料理教室。

厨房スペースでは、イベントや葬儀などの際の食事

の場所としての利用を考えています。料理教室につい

ては従来どおり、公民館をご利用いただきたいと考え

ています。

17

ホールのまま普段は使うとか

（ローラースケート・卓球など）。

18

小規模なスポーツイベント等がで

きるスペース、葬儀会場をメインと

して考えられている感じがする。活

性化につながるのか？

19

シャワーもちょっと使えるように

（髪の毛を洗える程度）。

シャワーは、葬儀の際に宿泊者する方の設備として

検討していますので、ご理解をお願いいたします。

この施設は、各種団体や実行委員会、事業所など、

多くの方々のアイディアと活動のもとにご活用される

とともに、世代間の交流や遊びなどの文化継承、コ

ミュニケーションの場として、たくさんの皆さんにご

利用いただきたいと願っています。

お寄せいただいたご意見を参考にしながら、施設の

有効活用を３者で検討させていただきます。

前述のとおり、活性化エリアは、あらかじめ利用者

に申請をしていただいた上で使用する施設として、会

議やイベントなどでの活用を考えています。

また、このような利用がないときには、軽運動など

の健康づくりの場として一般解放することも考え、可

動式のトレーニング機器の設置についても検討してい

ます。

なお、「地元で、バリアフリー化した施設でお参り

ができるようにしてほしい」とのニーズがありますの

で、葬儀にも利用可能な施設として整備を行うととも

に利用にあたっては、３者で協議を行い、葬儀を優先

した運営をしていきたいと考えていますので、ご理解

をお願いいたします。
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（一般）
20

利用可能な範囲を判りやすく紹介

した冊子等の配布（ゴミ分別のよう

な物）。

21

多目的ホールは、メインに葬儀会

場になるのであれば、他の大きなイ

ベント予約は急にできなくなること

も考えられるので、それも込みで予

約することになる。リスクも高いの

で利用料はすごく安いとかにしてほ

しい。

22

使用料が解らないので利用方法が

わからない。

23 　それなりの使用料をとるべし。

24

学生が子供達に楽器の演奏を教え

たり、企画されてはどうでしょう

か。

25 　アマチュアの演奏会など。

26

葬儀が優先なら、使用して制限さ

れてしまうのでは。（交流エリアの

扱い）

活性化エリアで葬儀などが行われている場合でも、

交流エリアについては、通常どおり、自由にご利用い

ただけるよう、きちんとエリア分けができるような整

備を検討して参ります。

施設の利用形態や管理運営方法については、３者で

協議を進めているところです。

使用料についても、これから３者で検討して参りま

すので、方針が決まった段階で、分かりやすい資料を

作成し、周知して参りたいと考えています。

演奏会などについては、音楽専用として整備した文

化ホールをご利用いただきたいと思いますが、集客イ

ベントとして行うことは可能ですので、お寄せいただ

いたご意見を参考にさせていただきます。

（　7 　）

奈井江町（仮称）地域活性化ホール　アンケート調査結果（平成23年度）



（一般）
ⅢⅢⅢⅢ　　　　全全全全　　　　般般般般

質疑・意見・要望 回答・考え方

1

砂川の「ゆう」みたいになったら

良いと思います。

2

簡素な設計を望みます。豪華な建

物は必要ないと思います。

3 　入口や廊下も広めに、段差なく。

4

機械室は外側に面した位置にあっ

た方が、故障等のことを考えた場

合、便利だと思う。（仕事がしやす

いと思う）灯油ボイラーの場合。

5

多目的ホールを葬儀と利用するの

であれば、ホールロビーの西側を全

面ガラスにすると良いと思います。

6

多目的トイレは広めに使ってあげ

てほしい。

7

障害者(車椅子使用者)の駐車場

は、風除室の近くに確保してほし

い。(２件）

8

駐車場は、葬儀やイベントを考慮

した広さが必要では。

9

駐車場入り口は、２箇所設けてほ

しい。

10

駐車場付近の街路樹は、安全面か

らいらない。

11

新砂川農協さんと商工会が、協力

して是非作ってほしい。

12

JA奈井江店と連携した構想になれ

ばと思います。

13

歩行者専用の歩道を。国道、バス

停、駅前その他に出入りする高齢者

や幼児など心身が充分でない方が安

心して安全に歩行できることが、施

設利用の必須条件です。数多くある

中からこれだけは是非というものの

みを提起します。この施設が多くの

町民に利用され、長く名実ともに目

的が達成されますようかつての福祉

センターが、町民に親しまれたよう

に。

文化ホールからＡコープ奈井江店までを結ぶ動線に

ついては、安全性を十分に考慮した整備を検討して参

ります。

地域活性化ホールの建設については、町外の類似施

設も参考にしながら、華美にならなくとも、ゆとりの

ある空間となるよう整備していきたいと考えていま

す。

また、お寄せいただいたご意見を参考にメンテナン

スや維持管理の面も考慮しながら設計して参ります。

なお、駐車場などについても、同様に皆さんが利用

しやすい整備を行って参ります。

地域活性化ホールの構想策定にあたっては、商工会

館や文化ホールなどの駅周辺のほか、Ａコープ奈井江

店を含めたまちの中心区域が活性化し、より良いもの

になるよう、３者が協力、連携しながら協議を行って

います。
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（一般）
14

今の公民館も立派な施設なので、

公民館も無駄にならない施設が良い

と思います。

活性化エリアは、会議やイベントなどでの活用を考

えていますが、このような利用がないときには、軽運

動などの健康づくりの場として一般解放することも考

えています。

また、葬儀にも利用可能な施設として整備を行うと

ともに利用にあたっては、３者で協議を行い、葬儀を

優先した運営を行って参りたいと考えています。

今後ともそれぞれの施設が持っている特性や機能を

生かしながら、ご利用いただきますようよろしくお願

いいたします。

15

本町には町内会等の活動や会議の

場所がない。子ども達が学校終了後

集まる児童館もないので、併設でき

ないか。

（仮称）地域活性化ホールは、誰もが気軽に利用で

きる施設です。地区の打ち合わせはもちろん、子ども

たちが集まる場としても、ぜひこの施設をご活用いた

だきたいと考えています。

16

建設場所が、駅の近くではある

が、国道を渡って、奥の場所であ

り、低学年の子どもは行きずらい。

地域活性化ホールの構想策定にあたっては、商工会

や文化ホールなどの駅周辺ほか、Ａコープ奈井江店を

含めたまちの中心区域が活性化するよう、現在ある農

協の倉庫群を取り壊した跡地に建設します。

交通や防犯など、子どもたちにも安心して利用でき

るように整備して参ります。

17

老人に対するサービスの提供（食

事、買い物情報、生活に必要な情

報）

この施設で食事の提供はできませんが、農協や商工

会からの情報も含め、高齢者の方にも分かりやすいよ

うな情報提供を検討して参ります。

また、高齢者支援ネットワーク懇話会などでも、ど

のようなサービスが提供可能か検討をいただき、参考

として参ります。

18

導線を考慮した歩道は良いが、雨

天や降雪時のJRやバスのアクセスを

考慮すべきです。例えば 屋根付の

歩道

施設から左記の施設を結ぶ歩道については、事業費

や道路を管理する上から、屋根付きの歩道を整備する

ことは難しい状況ですが、安全性を十分、考慮した整

備を検討して参ります。

19

老人の場合車の確保が必要です。

利用効率が課題になります。

20

バス停の場所もホール前にあると

便利。（２件）

21

送迎バスがあると高齢者も利用し

やすいと思います。

22  お年寄りが集まれるような施設。

23

子供から老人まで集える場所の提

供。

高齢者が増える中で、町民の足をどう確保していく

かが、これからの町全体の大きな課題と捉えていま

す。今後、町民ニーズのほか、運行方法やコストなど

について調査、分析を行い、公共交通のあり方につい

て検討して参ります。

子どもからお年寄りまで、趣味や遊び、談話など

で、気軽に利用できるとともに世代間交流もできるよ

うな施設づくりに３者で努めて参ります。
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（一般）
24  児童館のような事。

児童館と違うところは、この施設が子どもだけでは

なく、多世代の皆さんが利用する点で児童館とは違い

ますが、気軽に利用でき、軽スポーツができるなど、

同じ面もありますので、たくさんのご利用をいただき

たいと思います。

25

利用者が一部に限定されるおそれ

があり維持が難しいと思う。

管理運営の方法については現在、３者で協議しなが

ら進めております。お寄せいただいたご意見を参考に

させていただきながら、検討して参ります。

26

映画、相撲観戦、スポーツ観戦な

ど、映像を活用したもの。

たくさんの皆さんが一堂に会して、映画やスポーツ

観戦を通じた交流ができるよう、どのようなことが可

能で、どのような設備が必要か、３者で検討して参り

ます。

27  ビアガーデン。

営業を目的とするビアガーデンについては、場所や

時間の占有の観点から難しいと思われますが、ビール

パーティーなどのイベントについては、他の施設と同

様に利用が可能と考えています。

（　10 　）

奈井江町（仮称）地域活性化ホール　アンケート調査結果（平成23年度）



（一般）
ⅣⅣⅣⅣ　　　　建設建設建設建設にににに疑問疑問疑問疑問・・・・否定的否定的否定的否定的

質疑・意見・要望 回答・考え方

　互助会に加入しているので、葬儀

場所は心配ない。

　葬儀をする場合は、寺院とか各連

合区にコミュニティ会館がある。

　他の施設を充実させることが先で

は。

　本当に望まれて、建設されるもの

なのでしょうか。

　今の公共施設と重複している面が

あり、双方が中途半端なものになら

なければよいが。

　既存施設の有効利用に力を入れる

べきで、建てることに疑問。

　町では、町内の高齢化が進む中、高齢者が安心して

暮らせるまちづくりは「高齢者本人はもちろん、それ

を支える家族、若い人たちの生活をも支えていくこと

に繋がるもの」であると今年度、町民の有識者のほ

か、JA新すながわや町商工会の役員も参加する「高齢

者支援ネットワーク懇話会」を設置し、議論を進めて

参りました。

　この中で、高齢者が「孤独を感じている」「買い物

難民対策」などが大きな問題として議論をされ、「気

軽に出かけられて、誰かに会え、サロンのようにお茶

を飲んで話ができるところが必要」という意見が出さ

れました。

　そこで、町と農協、商工会の３者で検討を重ね、町

の中心が活性化し、地域コミュニティの拠点にもなる

よう協議を進める中、高齢者のみならず、子育て中の

お母さんや若い人たちにも気軽に集い、世代間交流が

できる施設として、交流サロンの構想が生まれまし

た。

　この計画には現在、町外で多く行われている町民の

葬儀について、「町外に出るのがたいへん」「階段の

段差が気になる」など、「町内で葬儀を行って欲し

い」との町民ニーズを受け、今まで町民が行ってきた

葬儀規模を調査して、200人程度の参列ができるバリ

アフリー化した葬儀会場としても利用できるように計

画したところです。

　今回のアンケートで、町民や町内企業に勤める多く

の方からこの構想にご賛同いただき、基本構想策定の

アイディアをいただきましたので、多くの方にご利用

いただけるよう、さらなる検討をして参ります。
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