
日　時：平成２９年１０月２５日（水）　午後７：００～９：００

場　所：さんぽく会館　集会室

まとめ

さんぽく会館改修工事　基本構想策定業務委託

第１回ワークショップ



テーマ １　「これまで施設を利用して、良かった所、困った事、不便だと思った事」



・土足利用ができない ・土足利用ができない(3人） ・坂の上にある

・どんなことでも使える ・段差がある（2人） ・ロビーが狭い

・誰でも使える ・バリアフリーでない ・玄関にアーケードがない

・集会室が多目的に利用できる ・冷暖房の温度調節がうまくできない

・大集会の利用ができる ・椅子、机に不具合がある

・畳の部屋がある

・素足で使える部屋がある ◆調理実習室 ◆図書室 ◆トイレ

・坂の上にある ・調理設備器具が古い(2人） ・狭い(2人) ・洋式トイレがない

・床が滑る ・暗い ・暗い

・魚焼き器がない ・手摺がない

◆駐車場 ・多目的トイレがない（授乳など）

◆会議室 ・狭い（3人）

・全室和室である ・暗い ◆集会室

・第２会議室のふすま外しが大変 ・狭い

・イベント時に下足袋が必要で大変

チームA

デーマ１　について

良かった所 困った事、不便だと思った事

テーマ １ 「これまで施設を利用して、良かった所、困った事、不便だと思った事」 チーム名



・誰でも使える ・土足利用ができない(2人） ・利用者がゆっくり過ごす場所がない ・段差がある

・飲食ができる ・机と椅子が常設でない ・畳の部屋が多く椅子の会議ができない ・時計の時刻が違う

・お酒の席が用意できる ・21:00までしか使えない ・中間の大きさの部屋がない ・坂の上にある

・割ときれい ・パイプ椅子が斜めになって使いづらい ・学習するスペースが狭い ・急な停電がある

・有名な講演を身近で聞けた ・テーブルが壊れていて使いにくい ・設備が古くなってきている ・犬走の排水が悪い

・部屋が広い ・冷暖房の熱源が一つで非効率 ・冷暖房設備が古く故障も多い ・窓が開かない

・日本調で落ち着ける ◆調理実習室 ◆図書室 ◆集会室

・洗い場が狭い ・狭い(2人） ・音響が悪い(2人）

・電子レンジを多く使うとブレーカーが落ちる ・読書スペースがない ・緞帳の色が暗い(写真が暗い。）

・スリッパだと濡れていると滑る

・調理台が古く使いづらい ◆駐車場 ◆湯沸室

・狭い（3人） ・衛生的でない

◆トイレ ・暗い(3人） ・狭い

・洋式トイレがない（5人） ・防犯対策がない ・換気扇から音がする

・ウォシュレットがない ・桜の木が邪魔

・多目的トイレがない ・舗装されていない

テーマ １ 「これまで施設を利用して、良かった所、困った事、不便だと思った事」 チーム名 Ｂグループ

デーマ１　について

良かった所 困った事、不便だと思った事



・コンパクトで使いやすい(2人） ・土足利用ができない(2人） ・部屋数が少ない(2人) ・サークルの活動場所が少ない

・役場近くにある ・段差が多い(2人) ・椅子・机が片付けにくい ・施設内が禁煙である

・掃除が行き届いている ・館内全体が暗い ・机が重い ・ゆり花会館と差別化できていない

・アットホームな雰囲気がある ・手摺がない ・椅子に不具合がある ・飲料水を飲める場所がない

・飲酒ができる ・場所が辺ぴ ・網戸・窓の開閉ができない

・施設内が禁煙である ・バスが目の前まで来ない ・演奏者が調理室から退場するのは見苦しい

・ギャラリーがある

・緞帳が立派 ◆調理実習室 ◆図書室 ◆駐車場 ◆検診室

・畳の部屋がある ・炊事場の改善 ・狭い（2人） ・狭い（3人） ・狭い

・いろいろな用途の部屋がある ・暗い ・暗い

・集会室と調理室がつながっている ・閲覧場所がない

・手続等が簡単 ◆会議室 ・学習場所がない ◆集会室

・椅子・机利用できない ・蔵書が少ない ・ステージが狭い(2人）

・机の折りたたみが固い ・スリッパだと滑る

◆トイレ

・洋式トイレがない（6人）

テーマ １ 「これまで施設を利用して、良かった所、困った事、不便だと思った事」 チーム名 日本国チーム（清とその仲間たち）

良かった所 困った事、不便だと思った事

デーマ１　について



テーマ ２　「この施設でどんなことがしたいか？　どんな部屋が欲しいか？」



・お茶会 ・鏡常設の壁面(2人） ・図書室兼学習室 ・凍らない坂道

・映写会 ・フローリングの部屋(2人） ・カフェ ・室内遊具

・演劇 ・作品展示をする部屋 ・売店 ・バリアフリー化

・音楽会 ・仕切れる部屋 ・パソコンを使える部屋 ・ファックス

・趣味の発表会 ・防音のきいた部屋(2人） ・DVDや音楽が鑑賞できる個室 ・舗装された駐車場

・自分が作ったものを売る ・音響・照明の整った部屋 ・出張レストラン ・多くの蔵書

・物作り ・椅子を使用できる部屋 ・駐車場の外灯

・職業体験 ・茶室（炉付き） ・Wi-Fi環境

・子育て講座・相談 ・離れの東屋 ・インスタ映えスポット

・料理教室 ・200席のホール

・学習 ・乳幼児が遊んだり寝ころべる部屋

・レクリエーション ・授乳・おむつ替えできる部屋

・机・椅子が常設の部屋

・畳の部屋

・静かに話せる小さめの部屋

デーマ２　について

したい 欲しい

テーマ ２ 「この施設でどんなことがしたいか？　どんな部屋が欲しいか？」 チーム名 チームA



・調理実習 ・大勢が土足で入れる講堂 ・作品展示スペース

・カラオケ ・土足利用の部屋 ・ゆったりとできるスペース

・土足利用の会議室 ・明るい玄関

・椅子と机の部屋(3人) ・休憩できる椅子またはベンチ

・高齢者に優しい使い勝手の良い部屋 ・ソーラー発電もある明るい部屋

・図書室兼学習室 ・移動間仕切りのある部屋

・学習室(2人) ・Wi-Fi環境

・図書室で読み聞かせのできるスペース ・段差のない施設

・設備の整った衛生的な調理室 ・災害時のための太陽光、風力発電

・7～8人で会議ができる部屋を2～3室 ・個別制御の冷暖房

・現在の談話室を複数室 ・少しおしゃれな空間

・クラブ活動ができる小さい部屋

・少人数で使える部屋(2人)

・避難所として使いやすい畳の部屋

・乳幼児健診ができる畳の部屋

・文化祭のための茶室

デーマ２　について

したい 欲しい

テーマ ２ 「この施設でどんなことがしたいか？　どんな部屋が欲しいか？」 チーム名 Ｂグループ



・芸能祭り(2人) ・読書スペース(3人） ・広いトイレ ・大きなステージ

・体操教室 ・漫画図書館 ・ウォシュレット

・高嶺大での利用 ・多くの蔵書 ・身障者用トイレ

・音楽の集い ・絵画・写真展示スペース(3人） ・移動式椅子で話を聞ける講堂(2人)

・ホールでゆっくりできるスペース ・学習室

・インターネットが使える部屋 ・サークル活動ができる部屋

・あったかみのある調理室 ・椅子と机の会議室

・明るく 新器具の調理室 ・プライバシーが保てる個室

・今より広い調理室 ・今より多い部屋数

・お茶会ができる部屋(2人) ・演奏者や講演者が観客に見られない廊下

・喫茶店・カフェ(2人) ・カラオケ・音楽のできる音響の整った部屋

・ゆっくり交流できる部屋(2人） ・支所からのエスカレーター

・子供と親がくつろげるスペース ・団体ごとの備品置場

・1部屋ごとの冷暖房 ・飲酒後の無料送迎バス

・舗装されている広い駐車場 ・簡単に利用できる手続き

・駐車場・部屋の明るい照明 ・卓球台の常設

デーマ２　について

したい 欲しい

テーマ ２ 「この施設でどんなことがしたいか？　どんな部屋が欲しいか？」 チーム名 日本国チーム（清とその仲間たち）


