
(子ども)
問問問問３３３３　　　　このこのこのこの施設利用施設利用施設利用施設利用にににに関関関関してしてしてして、、、、他他他他にアイディアがあればにアイディアがあればにアイディアがあればにアイディアがあれば、、、、記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

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

　プレイルームでは幼児し

か遊べないので、広い体育

館にしてほしい。

　東町に町民体育館がありますので、同様な施設を建設するこ

とは難しいです。この施設の活性化エリアでは、軽運動も出来

る多目的ホールがあり、このホールでどのようなことができ、

備品で何を整備すればいいか検討したいと思います。

2

　ＰＣ、ワイファイをつな

いでほしい。（７件）

3

　奈井江の歴史がわかる

コーナーとか、写真をかざ

る。

4

　大きいテレビが１台あれ

ば、待っている時にひまつ

ぶしができると思う。

　テレビは、大きさや機種、設置場所等を合わせて検討したい

と思います。

5

　ゆっくりと休めて、食べ

るものがある場所(２件）

6

　お茶が飲めて、ゆっくり

話せるスペースがほしい。

7

　売店などを農協さんと協

力して、作ってほしい。

8

　身近な食べ物を売ってほ

しい。

9 　茶菓子などの販売

10

　キッチンや厨房もあるの

で、奈井江の特産物を使っ

た軽食コーナーみたいなも

のがあれば。

11 　マンガとかの本屋さん

12

　食堂みたいなのを作る。

（２件）

13

 コンビニ（コンビニの中

にイスとテーブル）がほし

い。（２件）

14

　辞書、本等をおいて勉強

できる場も作ってほしい。

15 　図書館

　施設には、パソコン設置を検討させていただきたいと思いま

す。このパソコンで、情報発信等をどのように活用ができるか

も合わせて検討したいと考えています。

　交流サロンでは、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

基本として考えております。また、この場での飲み物も必要と

思い、自動販売機の設置についても検討したいと考えておりま

す。

　地域活性化ホールは、町民の方々の交流やコミュニティの場

として、利用していただくことを考えており、お店などの営業

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。

　交流サロンには、テーブルやイスを配置しますので、勉強 に

も利用していただければと思います。この施設を図書館にする

ことは出来ませんが、図書館では、移動図書事業も行ってお

り、交流サロンに図書館の本の一部を置くことを検討したいと

思います。 （　1 　）
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(子ども)
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

　個人的に、キッチンの部

分を定期的な食堂にしてほ

しい。

　この施設のキッチンは、行事の時の給湯や葬儀に利用された

ときの遺族等の食事の場所としても利用できるような場所とし

て考えておりますので、食堂としての利用は難しいと考えてい

ます。

2

　和室とか、いらないと思

う。

3

　和室・シャワー室は作る

のがムダ。いらないと思

う。

4

　多目的ホールに、ロック

クライムを

5

　多目的ホールに、イスと

テーブルを置いたほうがい

いと思います。

6 　球技ができるように。

7

　テニス、バドミントンが

できるようになると、小中

学生も集まると思う。

8

　インドアでテニスをした

い。

9 　ミニアリーナ

10 　体育館　小さめの。

11

 トレーニングルーム（ラ

ンニングマシン等）がある

とよい。（町体にある様な

もの）

12 　スポーツできるところ

13

　少しは遊べる所を作って

ほしい。

　和室は、日本の慣習から必要ではないかと思っています。ま

た、多目的ホールは葬儀会場としても利用が出来ることから、

遺族等が宿泊できるようにしており、シャワー室は、その宿泊

者に対する設備にしていきたいと考えております。

　多目的ホールは、占用使用がない場合は、子どもからお年寄

りまで、皆さんが軽運動や体力・健康づくりに利用していただ

きたいと考えております。そのためには、どのような設備や備

品が配置できるか、皆さんの意見を参考にさせていただき検討

したいと思います。

（　2 　）
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(子ども)
ⅢⅢⅢⅢ　　　　全般全般全般全般

質疑・意見・要望 回答・考え方

1

 防弾ガラス、防音ガラ

ス、壁、天井、床

　この施設には、防弾ガラスは必要ないと思いますが、実施設

計時に検討したいと思います。

2

 本屋（ツタヤ）デパート

（イオン）を建てる。（４

件）

3

 高校生とかに、弁当など

を買える場所があったほう

がいいと思います。

4

 ゲームセンターや店を、

増やしてほしい。（３件）

5

 個室を作って、宿泊施設

にする。

6

 学校帰りに、時間をつぶ

せるような所がいい。例え

ば、ガストとかマクドナル

ド等学生が行きやすい激安

の店等。(８件）

7

 カラオケボックス・ゲー

ムセンター　（２件）

8  アニメイト　　（３件）

9

 ＤＶＤが見れる個室を、

何部屋か作る。

10

　プリクラ機とかカラオケ

とか、高校生が遊べるよう

にしてほしい。

　プリクラ機やカラオケ等を置くことは、その場所が占用され

ることとなり、交流エリアはオープンスペースを基本と考えて

おりますので、設置は難しいです。パソコンや軽運動・体力づ

くりにも利用ができるよう検討しておりますので、こちらの利

用をいただければと思います。

11

 防犯にはセコムかアル

ソックを利用する。

　他の施設と同様に、適切な警備対策を行います。

12

 奈井江に天然芝の運動す

る場所を作ってほしい。

　寿運動公園には、芝サッカー場があり、同様の施設を作るこ

とは難しいです。

13

 奈井江町開催の大きな祭

り、行事を開いてほしい。

　大きなイベントとしては、「産業まつり」、「ふれあいまつ

り」・「冬まつり」、事業所で開催している「芝ざくらまつ

り」等がありますが、この場所で開催が可能か今後検討してい

ただきたいと考えております。

　商業施設（本屋・コンビニ・デパート等）やレストラン（ガ

スト・マクドナルド等）、遊戯施設（ゲームセンター・カラオ

ケボックス等）については、町が建てること難しく、それぞれ

の事業者が、町内に建てる計画がある場合には、協力できるこ

とを協力していきたいと考えております。

（　3 　）
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(子ども)
14

 イベントをするさいに、

町外の人も来られるような

チラシ等があればよいと思

う。

　イベント情報は、ホームページに掲載したり、パンフレッ

ト・チラシを作成してお知らせしておりますが、この施設にも

チラシやポスターを置いたりして、町内外の皆さんにＰＲして

いきたいと思います。

15

 周りにでも企業のテント

などでもいいので、色んな

店を置く。（コンビニと

か）

　施設の周りにはテント等を常設する場所がないので、イベン

トが開催される時は、駐車場等を利用して、テントのお店を開

くようなことも検討したいと思います。

16

　月一の卓球大会。マンガ

を自由によめる場所（いら

ないマンガをきふしてもら

い）いろんな物を買える場

所へ。フリーマーケット

17

　２ケ月に１回くらい町と

して、小学校や中学校での

交流で話す場を作る。１ケ

月に１回くらい、町で町づ

くりに関して検討する。

18

　お葬式をするところでイ

ベントはちょっと・・・

　お葬式やイベントもできるホテルや施設もありますので、多

目的ホールも同様に会議やイベントに利用していただければと

思っています。

19

　子どもから大人までが楽

しめるもの

　子供からお年寄りまで、多くの世代の方が遊びや談話などの

交流によって、皆さんが楽しんでいただければと思います。

20

　地域交流センターを作

る。ＪＲ駅とターミナルを

つなげる。

　当町には、地域交流センターとして、道の駅があります。今

回計画している施設は、地域のコミュニティ施設として、様々

な交流ができる施設として行きたいと思います。また、この施

設とＪＲ駅等との連絡は、歩道等を整備して行きます。

21 　ライブハウス

22

　映画の先行上映など、

ちょっとした映画イベント

みたいなのがほしい（期間

限定上映みたいな）

　この施設は、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。

　楽器の演奏等については、音楽専用の文化ホールがあります

のでそちらを利用していただければと思います。また、映画鑑

賞等は多目的ホールの活用も考えられますが、どのようなこと

が可能か検討させていただきたいと思います。

（　4 　）
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(子ども)
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

 学校の補強などにお金を

使ったほうが良いのでは。

　似たような建物ばかり

建っているようだ。

 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。

（　5 　）
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