
公民
館名

回答 御意見の内容

中央 ①Ａ案が良い
自分のサークルの場合１８：００～あつまるメンバーが少ないので。入れ替わり時間は１５
分くらいで良いと思います。

中央 ①Ａ案が良い
・入れ替り１５分が適時間のように感じる。・入れ替り時間が含まれていない（使用時間）
表示の方がわかり易い。

中央 ①Ａ案が良い 片付けもふくめてＡ案が良いと思います。

中央 ①Ａ案が良い
終了時間にチャイムをならすなどするとわかりやすく、すみやかに入れ替わりができると思
います。

中央 ①Ａ案が良い 時間内に必ず終わるようにする。

中央 ①Ａ案が良い 今の使用時間に近い

永山 ①Ａ案が良い 楽器の搬入とセッティング。さらに片付けに時間がかかる。

永山 ①Ａ案が良い
４区分になった場合では，午後の２区分を借りることも考えています。その場合、利用料は
増額になると思いますが，連続利用特別割引を考えていただけないでしょうか。

永山 ①Ａ案が良い ９時から午前中に使用できると便利だ。

永山 ①Ａ案が良い
机や椅子の移動に時間を要しますので，次の団体さんの活動時間との間が無いのは，忙しい
気がします。

東旭川 ①Ａ案が良い １５分あったら、入れ替えは可能だと思います

東旭川 ①Ａ案が良い
昼の時間は１２時を基準として、１２時をずらして１２時１５分～スタートした方が昼食の
ことを考慮できる。

東旭川 ①Ａ案が良い 区分を変更しても、使用料は上げないでほしい。もし上がってしまうなら

東旭川 ①Ａ案が良い 但し、昼食時間が習慣化されているので、申込づらくはないか

東旭川 ①Ａ案が良い
Ｂ案は、中途半端な時間帯で利用しずらい。Ｃ案は、夜の時間帯が早く、社会人には利用し
ずらい。

神楽 ①Ａ案が良い
入れ替わりは１５分位で良いのでは。入れ替えの時間が無いと「くぎり」が無いのでだらだ
ら入ってこられても困る。

神楽 ①Ａ案が良い 当サークルの現状に一番近い使用時間帯であること。

神楽 ①Ａ案が良い Ｃ案では交替に余裕がなさ過ぎる。

神楽 ①Ａ案が良い 活動時間からは①②なら一応可と考える。③はあり得ない選択肢と考えます。

神楽 ①Ａ案が良い
声を出すには９：００～では少し苦しく思いますが、他の方々の事もあるので仕方ないと考
えます。

末広 ①Ａ案が良い
後片付けに時間がかかる場合もあり，清掃もあるので，できれば３区分が良いのでは！サー
クル数が増えて割当が難しくなれば考えなおす必要があるかも!!

末広 ①Ａ案が良い Ｃ案は絶対に反対です

末広 ①Ａ案が良い
あくまでも個人の考えや都合ばかりの発言は禁句ですので，仲間の皆さんの考え方を大切に
多数決で決定していくことが集団では肝要なことと思います。あくまでも「臨機応変」にと
いうことです。

神居 ①Ａ案が良い 今までとあまり変わりないので良いと思う。

神居 ①Ａ案が良い A案かC案が良い。

神居 ①Ａ案が良い 机，イスなど使用する場合は使用する人たちでやる。今もそうですが，気持ちの持ちよう。

北星 ①Ａ案が良い どうしても…ならＡ案

設問１－イ　４区分となった場合の案についての御意見
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新旭川 ①Ａ案が良い ３時間という使用時間をそのまま使いたい、のと、スピーディに入れ替えをする様にする。

愛宕 ①Ａ案が良い A案でないと子どもがいるため時間的に厳しいです。

愛宕 ①Ａ案が良い
駐車場が狭いので入れ替わりをスムーズにできるかどうか心配である。その意味でC案は絶
対に無理だと思う。

東光 ①Ａ案が良い 入れ替わりの時間が必要なので

東光 ①Ａ案が良い ＡかＣでお願いしたい。

東光 ①Ａ案が良い 9:00～11:45   12:00～14:45 15:00～17:45  18:00～20:45

東光 ①Ａ案が良い 今までと同じだから

東光 ①Ａ案が良い 参加しやすい時間区分

西神楽 ①Ａ案が良い 将来、現在の支所がなくなるのでセンターで回数を多くすることがよい

中央 ②Ｂ案が良い 入れ替りの時間は３０分ぐらいが良いと思います。

中央 ②Ｂ案が良い 入れ替わり時間を決める

中央 ②Ｂ案が良い
活動前に準備することもあるので入れ替わり時間は余裕があった方が良い。また、交通機関
の都合もあるので、入室に幅があった方が良いと思う。

中央 ②Ｂ案が良い 女性会員が大半なんで昼の時間帯にしてほしい

永山 ②Ｂ案が良い 混乱を避けるために，掃除をしてから入れ替わるためには，２０分は必要と考えます。

永山 ②Ｂ案が良い
いずれの時間の割り振りにも，昼食の時間がありません。１２時～１３時の間は空けた方が
良いのではないかと思いますが？

永山 ②Ｂ案が良い 入れ替わりの時間が，一番長いから

永山 ②Ｂ案が良い 入れ替わり時間が一番長いので。

永山 ②Ｂ案が良い 入れ替わり時間が短くて，トラブルが起きそう。

永山 ②Ｂ案が良い 少しでも時間の余裕はほしいですネ

神楽 ②Ｂ案が良い サークルの入れ替わる時間が確保することがスムーズな運用となる。２０分は必要。

神楽 ②Ｂ案が良い 入れ替え時間長い方が良い。

神楽 ②Ｂ案が良い
０５分より００分の方が分かり易い、覚えやすい。Ｃの方がスッキリした時間で分かり易い
と思うが、時間が空かないのは少々不安（次の団体に迷惑をかけそう）

神楽 ②Ｂ案が良い
出入りに関してサークル同志のトラブルが起きてはご迷惑になると思いますので、２０分の
方が安心かと思いました。

神楽 ②Ｂ案が良い
今，私達のサークルが利用している時間帯は19:00～21:40なのでＢ案が都合が良いで
す。

末広 ②Ｂ案が良い
平日に子供たちが活動するサークルにとっては，今まで入れ替わり時間として空いていた１
７時から１８時の時間が使えるのはとても嬉しい。高学年の子が６時間授業になっても，
サークル活動に参加できるため，活動をあきらめなくてすむため

末広 ②Ｂ案が良い
夜間（現在）ですので，仕事が終わり帰って来てから，夕食たべ練習に向かいますのでＢ案
がありがたいです。（家族の車にお世話に成ってますので・・・）

神居 ②Ｂ案が良い 閉館を２１時に早めるのは止めてほしい。

北星 ②Ｂ案が良い
〇社会人は仕事時間考えて〇子供達は，部活・塾などの時間から　太鼓の運入，運出の都合
上
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北星 ②Ｂ案が良い 部活終わってからの練習なので，19：00からのが一番良いのです

新旭川 ②Ｂ案が良い 駐車場の関係で入れ替わりは長い方が良い。

愛宕 ②Ｂ案が良い
基本的には３時間の利用時間で良いと思うが，開館時刻の点や入れ替わり時の余裕などそれ
ぞれに問題点はないのか。職員の勤務はどうなるのか，民営化につながるのか，知りたい。

愛宕 ②Ｂ案が良い 入れ替わりの時間は少しでも長い方がありがたいです。

愛宕 ②Ｂ案が良い 入れ替わり時間なので20分はあった方がよいと思いました。

東光 ②Ｂ案が良い 片付け・清掃を含めると20分は必要。

東光 ②Ｂ案が良い 後片付けや子どもがいる場合,帰る時間がかかる可能性があるため。

東光 ②Ｂ案が良い 入れ替り時間にゆとりがあるのと,10分刻みの方が覚えやすい。

東光 ②Ｂ案が良い サ－クル活動がやむを得ず時間がかかる時があるので20分位欲しい。

中央 ③Ｃ案が良い ３時間もあれば十分です。

中央 ③Ｃ案が良い ヨガの場合（個々人の都合）

中央 ③Ｃ案が良い 終了が２２時ですと閉館後の戸じまり等の方が大変だと思います。

中央 ③Ｃ案が良い 時間的に調度よいので

中央 ③Ｃ案が良い 時間の区切りがはっきりする事と、閉館時刻にも妥当かと

中央 ③Ｃ案が良い 閉館が遅すぎる

中央 ③Ｃ案が良い
夜のサークルです。会員高齢化と仕事をされている方もいるので今まで通り１８：００～２
１：００が良いです。

中央 ③Ｃ案が良い 終了時間がわかりやすい

中央 ③Ｃ案が良い 閉館時刻は２１時が限度ではないでしょうか。

永山 ③Ｃ案が良い 利用者は高齢者が多いので，単純な方が分かりやすい。

永山 ③Ｃ案が良い 会員の中に現職がいるため，夜の１８時からが一番利用しやすい。

永山 ③Ｃ案が良い 自分達は１８～２１時，終わりを気にしなくても良い。

永山 ③Ｃ案が良い
どちらかと言えば「Ｃ案」10:00～13:00（3h）13:00～16:00（3h）16:00～19:00
（3h）19:00～22:00（3h）（理想は　１３：００～１６：００の３ｈ）

東旭川 ③Ｃ案が良い 片付け準備等に時間が必要とされる団体には申し訳ない。

神楽 ③Ｃ案が良い ・時間区分が分かり易い・閉館時刻が２２時（Ａ・Ｂ）は係の方が大変だと思う。

神楽 ③Ｃ案が良い
閉館時間を２１時にするなら、Ｃ案が良いと思う。２時間４５分活動できたら十分ではない
か。

神楽 ③Ｃ案が良い 年齢を重ねると時間のはっきりしてるのが覚えやすく良いと思います。

神楽 ③Ｃ案が良い Ｃの決まった時間に出てくる様に考えた方が迷わなくて良い。

神楽 ③Ｃ案が良い
入れ替わりの時間については１０分もあれば十分です。その時間も考えた活動のプログラム
をきちんと作ることは当然のことです。画一的に３ｈではなく、午後は現状と同じで少し長
くても良いのではないか。

神楽 ③Ｃ案が良い 閉館時刻が今迄通りの方が良いと思う。
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神楽 ③Ｃ案が良い
主婦の方々は家族の世話があるので、昼食夕食時は厳しいそうです。私はわからないので受
け売りですが。

神楽 ③Ｃ案が良い 時間内で界の人が考えたら良い。

神楽 ③Ｃ案が良い 区分がわかりやすく、閉館時刻も２１時が適当。

末広 ③Ｃ案が良い
私達のサークルは主婦が多いので，現在は13:30～15:00を使用。これに代わるものは
12:00～15:00となるでしょう。15:00～18:00使用するサークルはどんな物があるので
しょうか

末広 ③Ｃ案が良い
中々むずかしい問題ですが，決定したら，その案について仲間達と相談し，解散するか，時
間調整するか検討したい

末広 ③Ｃ案が良い わかりやすくて良いと思う

末広 ③Ｃ案が良い 開館時間が遅くなったら公民館の方も遅くなるのでＣ案が良いのでは？

江丹別 ③Ｃ案が良い
開催時間がＡ・Ｂはそぐわなく、Ｃ案がベストだと。１５分前の退室については、利用者側
の理解を求めるようにしなければいけない。

東鷹栖 ③Ｃ案が良い 冬は暖かくなるのが速いので

東鷹栖 ③Ｃ案が良い そのグループによって内容が違うのと，時間がわかりやすい

東鷹栖 ③Ｃ案が良い Ａ案及びＢ案では，夜の場合だと帰りが遅くなるので

北星 ③Ｃ案が良い 利用時間の中に片付けもふくまれた方が時間ロスがないのではないかと思います。

北星 ③Ｃ案が良い
１．準備や後片付も活動の一貫と考えるのは，日本では自然に受け止められます。２．時間
の区分が，伝えやすく，覚えやすい。

新旭川 ③Ｃ案が良い C案の方が単純でわかりやすい。

新旭川 ③Ｃ案が良い 分かりやすい

愛宕 ③Ｃ案が良い 担当者のことを考えると，18:00～中止

愛宕 ③Ｃ案が良い 閉館時間が遅くならなくて良い。各コースとも20～30分前に終了するよう規定しては？

愛宕 ③Ｃ案が良い 時間がわかりやすくてよい

愛宕 ③Ｃ案が良い 4区分にした場合、駐車場のスペースが足りなくなる心配がある。

東光 ③Ｃ案が良い 夕方の終了が18時を過ぎるのは不便と思う。(18時には終了としたい。)

東光 ③Ｃ案が良い
C案は入れ替り時間をとってないので実質各区分の時間が15分少なくなるが,閉館時刻は21
時より遅くするわけにはいかない。

春光台 ③Ｃ案が良い 現行の活動に影響がない。他案であれば活動に大きな影響があり賛成できない。

春光台 ③Ｃ案が良い わかりやすい

春光台 ③Ｃ案が良い
Ａ・Ｂ案共，最終区分の開始時刻が遅すぎるように考えます。この時間帯では出席する人が
少なくなるのではないか心配です。

中央
④別な案があ
る

１アのとおり（１ｈ○○○円）

永山
④別な案があ
る

今まで通りの，午後１時から午後５時までの時間で活動したいです。

永山
④別な案があ
る

今まで通りが良い。老いて夜はできません。Ｂ案の時間は無理

永山
④別な案があ
る

今現在、１８：３０～２１：３０　を使用しているので，その時間を同じにしてほしい。

永山
④別な案があ
る

大ホールで，今までと同様に夜間１８：００～２２：００の使用でお願いしたいです。
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東旭川
④別な案があ
る

１区分は必ず３時間でなければならないのでしょうか。２時間半で有れば余裕を持って入れ
替わりが出来ると思います

神楽
④別な案があ
る

Ｃ案の表現を変えて9:00～11:45、12:00～14:45、15:00～17:45、18:00～20:45
とする。

神楽
④別な案があ
る

このような区切り方であれば１ヶ月の借り上げは６区分までとして頂きたい。そうすれば早
い時間から夕方終了してくる中学生まで活動させてやることができる。

神楽
④別な案があ
る

利用者も高齢化が進んで、利用時間が三時間ぐらいが良いのでは

神楽
④別な案があ
る

スピーチクラブは18：00～20：00でいいです。

神楽
④別な案があ
る

９：００－１２：００、１２：４０－１５：１０、１５：２０－１７：５０、１８：００－
２２：００

末広
④別な案があ
る

13:00～15:00　今まで通り希望

江丹別
④別な案があ
る

Ｃ案をベースに閉館は２０時とする

神居
④別な案があ
る

①9時～13時，13時～17時，17時～閉館。②曜日で3区分と4区分に分ける（月・水・
金・日は4区分、火・木・土は3区分）奇数月と偶数月で3区分と4区分に分けるなど。

新旭川
④別な案があ
る

1区分は２時間がいいと思います。３時間は家庭、交通など一番忙しい時間帯と重なり余裕
をもっての行動ができなくなると思います。

愛宕
④別な案があ
る

1時間単位での利用案内

東光
④別な案があ
る

13時から使用しているが,12時からになると無理がある。17時までを18時となるのか。
12時からは賛成できない。

中央 使用時間の関係でＡ案かＢ案だと嬉しいです。

中央
家事に支障がない様に楽しみたいと思っていますのでこの時間帯になると不安です。入れ替
わり時間も短くなり清掃の時間もきびしくなると思います。

中央
公民館さんが、このＡ、Ｂ、Ｃ案のどの案でも実施出来るのであれば、どの案でもよろしい
と思います。

中央
１２：００～１３：００（１Ｈ）、１７：００～１８：００（１Ｈ）は貸館に含まないで欲
しい。

中央 時間帯（現在使用している）が午後からの為、動きやすい。

神楽
昔、時間昼からの人でさえ午前中にきて、次自分たちから早くしてしてとか、荷物を持って
きて置かさせてくださいとか。トラブルになると思います。

神楽
Ａ・Ｂについては午後の時間は有効だと思うが、日中働いている人の夜の時間を時間に合わ
せて組んでいる団体にとってはもっと早い時間にしてほしい。Ｃ案が良いかと思う。

神楽 例の中の時間に無理が出てくる。

神楽 18:00～22:00（４ｈ）

神楽 18:00～22:00　今のままが良いです。

神楽 前項の説明通り。18:00～22:00の部を変更を望みません。

神楽 １８：００～２２：００　従来の夜間の部と同じ

神楽 なぜ閉まるのが１時間早めるのかわからない。

神楽 今まで通り維持していただきたい。

神楽 今まで通りにしてほしい
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末広 高齢社会あまり無理のない時間がいい。

末広 １５分の入れ替りにはどうだろうか。ゆったりした用意とかの時間には。１５分は反対

末広
ずっと13時から使用させてもらってたので，12時からの時間変更には今のところ考えられ
ないので・・・答えなしです

末広
・入れ替り時間が15～20分では駐車場が混雑する。おそらく足りないと思われます。・公
民館使用者が高齢者多くなり，閉館時間は21時が良いと思われます

東鷹栖 夏はＢ案，冬はＣ案がよい

神居 今までの３区分で使用させてください。

北星
13：00～18：00でも，使用料が13：00～17：00と同額にしていただければありがた
いです。

北星

どの案でも午前と夜間の部は良いと思いますが，午後の部は昼食・夕食の時間（主に食事の
仕度）と重なるのでむずかしいと思います。活動の時間は必ずしも3時間でなくても午後の
部は，準備・片付けを入れて2時間半で2区分入れてはどうでしょう。「例　12：30～
15：00　15：00～17：30」全サークルが3時間必要としていないと思います。

北星 詩吟秀峰会に該当しない。
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