
公民
館名

回答 御意見の内容

中央 ①使用する 祝日に利用できるのは大変うれしいです。

中央 ①使用する 週１回活動のため使用したい。

中央 ①使用する 休館日が少ない方が選択しが増えるので

永山 ①使用する そういう事も起きてきます。皆様も休みの時

永山 ①使用する ・毎週～１日・毎月～４日参加したい。

永山 ①使用する
週に１回の使用なので，祝日で使えないと，間が空いてしまうので，出来ることなら祝日も
使用したい。

東旭川 ①使用する サークルの曜日が決まっているので、祝日の時も使えるのはありがたい。

東旭川 ①使用する 特別な地域の文化祭とか敬老の日等のは、良いのではと思います。

東旭川 ①使用する 公共施設であるので、広く利用することが望ましい

神楽 ①使用する 計画的な活動のためには祝日開催も望ましい。

神楽 ①使用する
現在月曜日に使用させて頂いておりますが、祭日が多いため休みが多いので、祝日に開館し
てもらえたらうれしいです。ぜひお願い致します。

神楽 ①使用する
私たちのサークルは月曜なので祝日で休みが多く不満に思っていました。祝日も開館してい
ただけると大変嬉しいです。

神楽 ①使用する
月曜日に毎週使用させてもらっていますが、振替休日等で毎年９～１０回お休みになりま
す。何とか祝日も使用させて欲しいと思います。

神楽 ①使用する
現在会の曜日は決めて行われておりますが、祝日に開館するとなると利用の幅が広がり便利
になると思われる。

神楽 ①使用する 定期利用者とは別に使いかつてよくなるのでは

神楽 ①使用する もしも叶うのでしたら、嬉しいです(^^)

神楽 ①使用する 定例会を祝日等のために延期する必要がないので、利用しやすくなり良いですね

神楽 ①使用する 祝日開館が行われれば、定例会を延期することなく行えるのでよいと思います。

神楽 ①使用する
勿論お仕事をしている利用者も沢山居る訳で，公共施設（公民館）が祝日に休まれるのは如
何な物かなと思います。

末広 ①使用する 他センターが出来るのに公民館はしていないのか

末広 ①使用する 月曜はよく祝日にあたり休みが多かった（月曜に使用している）

末広 ①使用する 祝日等の休日だから利用できるのでないかと思う。一般勤労者の利用も考えるべきである。

江丹別 ①使用する イベントの多くは土・日・祝日になることが多く、開館する場合には利用したい

江丹別 ①使用する 農産加室の使用する場合，仲間を揃える時，助かります

東鷹栖 ①使用する 町内行事など祝い事で使用できる

東鷹栖 ①使用する 祝日は勤めが休みなので，集まりに都合がよい

神居 ①使用する 日時が合えば使用する。

神居 ①使用する 祝日は皆休み。催し物をやる場合は良いと思う。

神居 ①使用する 皆さん祝日はお休みなので良いと思う。

神居 ①使用する 日・祝日にスポーツ運動を行いたいという意見が会員からある。

設問２　公民館の祝日開館についての御意見

- 1 -



公民
館名

回答 御意見の内容

設問２　公民館の祝日開館についての御意見

北星 ①使用する 地区の行事があれば利用する事がある。

北星 ①使用する 月曜日は休みが多いので

北星 ①使用する 会議等，行事を開催する事が多いと思います。

新旭川 ①使用する 発表会等の日時が近いと利用できたら良いと思います。

新旭川 ①使用する 入場料が１００円位でしたら（無料を望む）

新旭川 ①使用する 月曜が振り替えで休みが多くなるので、出来れば使用したいと思う。

愛宕 ①使用する 図書館を利用したい

愛宕 ①使用する
住民センターや地区センターが祝日に開館していることを知らなかった。可能ならぜひ実現
していただきたい。

愛宕 ①使用する 図書室は午前中から開けていただきたいです。

愛宕 ①使用する 毎週だが週1回の使用なので、祝日に使用できるのは大変良いことと思います。

愛宕 ①使用する 図書の貸し出し希望

愛宕 ①使用する 月曜日は振替休が多いので開いてほしい。※月曜日使用サークル

東光 ①使用する サ－クルの日程に合えば使用する

東光 ①使用する 会の活動日が祝日となれば利用したい。

東光 ①使用する 祝日と重なっても予定変更しなくて良い。

東光 ①使用する 仕事が休みの日に練習ができる。

東光 ①使用する 毎月の活動日が決まっているので

東光 ①使用する 活動日と祝日が重なった場合活動できる。

東光 ①使用する 休みが多いので活動する日を増やして欲しい。

西神楽 ①使用する
私たち高齢者は特に遠隔地に行くことがないので、計画通りに曜日の指定が出来るため良い
ことと考えてます

中央 ②使用を検討 祝日等は来客や外出の機会が多くなる為

中央 ②使用を検討 時間が大幅に変わるより利用出来るかも知れません

永山 ②使用を検討 演奏会の日程により，祝日でも練習した日が出てくるかもしれない。

永山 ②使用を検討 ②使用を検討，③何とも言えない，の両方に○印あり。

東旭川 ②使用を検討 使えることは便利で有、有りがたいが、スタッフの人件費の問題がある。

神楽 ②使用を検討
サークル活動としては月曜日は振替休日が多かったりするので、祝日も使用出来れば便利な
面もあるが、祝日は国民の皆が祝い休むのが理想。どうしても開館を願う程では無い。敬老
会・成人式等祝日は地域的にかんがえられるかもしれない。

神楽 ②使用を検討 決まればサークルで検討したいと思います。

神楽 ②使用を検討 曜日で活動を考えるので（土及び日）、変わったら利用方法を再検討する。

神楽 ②使用を検討
当サークルは月曜日なので、振替休日があり、祝日も開館になれば使用も検討することにな
るでしょう。

神楽 ②使用を検討 祝日開館となった際は、講堂使用を申請順にしてほしい。
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設問２　公民館の祝日開館についての御意見

神楽 ②使用を検討 毎日が日曜日の人が結構います。役所の休みに合わせなくても良いと思います。

神楽 ②使用を検討
祝日だが活動予定がある場合、他の施設を利用しており、公民館が使える場合は検討した
い。ただし、利用料が現行のように安価である場合に利用しやすい。

神楽 ②使用を検討 コンサート等近づく行事がある場合、使用できると有り難く思います。

末広 ②使用を検討
祝日が月曜日に集中しているため，月曜日のサークルの活動が減ってしまうため，開館して
もられるとありがたいです

北星 ②使用を検討 室内で使用料が安いとなると使用したい

北星 ②使用を検討 使用する可能性は高い。

愛宕 ②使用を検討 利用できる日が増えるのはありがたい。

春光台 ②使用を検討
通常の申請日が祝日と重なった場合，練習が休止となっているが，開館していれば練習のた
め使用したい。

春光台 ②使用を検討
使用者側からすると便利ではあるが，管理側からすると大変だと思うし，人件費が増えるこ
ととなると思う

春光台 ②使用を検討
祝日に集会を設けることより，参加者が多く出席することが予想される場合，使用させてい
ただく。

中央
③何とも言え
ない

サークルとしては使用しないと思いますが、イベントや会合等は使用は可能だと思います。

中央
③何とも言え
ない

買い物など用事があるので何とも言えない

中央
③何とも言え
ない

主婦の団で、今まで祝日の練習をしたことがないので、たぶん今後も使用することがないの
で

中央
③何とも言え
ない

祝日は来客があったり、家族で過ごすことがあったりで、それらを優先したいと個人的には
考えています。

永山
③何とも言え
ない

その時の状況で決めます。

東旭川
③何とも言え
ない

現在までは、「敬老の日」「ふれあいまつり」等で使用しいたので、使えなくなるとどうす
るかなと思います。

東旭川
③何とも言え
ない

日曜祝日には、いろいろな行事があるので、開館する為に考慮が必要だと思います。

神楽
③何とも言え
ない

使用する団体についてはバラつきがあると思う。

神楽
③何とも言え
ない

例会日は使用すると思います。

神楽
③何とも言え
ない

神楽の場合、道の駅などのＰが少ないので、車が流れてくるので入れなくなるから。

神楽
③何とも言え
ない

祝日は他の行事が入る事が多いので、今のところ何とも言えないです。

神楽
③何とも言え
ない

会員の意見は祝日は、休みましょうとなってますが、使用料が変わらなければ、使うかもし
れません。

末広
③何とも言え
ない

どうしても祝日だと何かと用事が出来る事が多いので，今のところ分かりません。でも都合
付けて出席する様にしたいです

末広
③何とも言え
ない

主婦は祝日はでにくいので

末広
③何とも言え
ない

市営なので職員の勤務時間など難しいのでは？！

末広
③何とも言え
ない

祝日は会員各自で予定があると思われるので！

東鷹栖
③何とも言え
ない

利用する予定が今のところないので

神居
③何とも言え
ない

休みありきで進めると良いと思う。言い出せばきりがないが３６５日体制はきついと思う。
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新旭川
③何とも言え
ない

講師の都合によるので個人では答えにくい。

新旭川
③何とも言え
ない

今まで祝日休みだったので問題なかったのですから、いいと思います。

新旭川
③何とも言え
ない

今迄祝日は休みで問題なく来たので、休日にしたほうが働いている方のお休みが有り良いと
思います。

愛宕
③何とも言え
ない

祝日の場合は変更して使用しているのでどちらでも良い

東光
③何とも言え
ない

サ－クル行事にもよる

東光
③何とも言え
ない

家族の予定

東光
③何とも言え
ない

祭日は休館でもよい

春光台
③何とも言え
ない

今までどおりでも。ただし，何か催し物を企画するなら，祝日もあり得る。

春光台
③何とも言え
ない

サークル員の家族状況によっては，せっかく開館してくれても祝日の活動ができない。

中央 ④使用は困難 祝日は色々といそがしく困難

東旭川 ④使用は困難 祝日や日曜日には、家族・親戚との交流、町内会の行事が組みこまれているため。

神楽 ④使用は困難 祝日は家族もお休みなので休みたいです。

神楽 ④使用は困難 主婦の集いですので、もともと祝日には活動を考えていないので。

東光 ④使用は困難 祝日は家族がいるので行動しずらくなる

東光 ④使用は困難
・仕事している人は利用したいと思う。展示物を見に来た人が閉館で見られなかった人がお
り,他の施設からの利用者があるのであれば開館したほうが良い。

西神楽 ④使用は困難 皆さん祝日は休みを希望。私たちは月３回なので祝日を抜いています

中央 ⑤使用しない
祝日に活動をしても参加者は少ないと思います。もし開館するなら単発の講座やイベントを
やったらいいのでは。

中央 ⑤使用しない サークルの決まりで祝祭日は開講しないので。

中央 ⑤使用しない 祝日でなければできないことは限られているから

永山 ⑤使用しない 祝日はそれぞれ用事があり，人数がそろわない様な気がします。

神楽 ⑤使用しない 特別な行事を考えることがあるようになる可能性もあります。調理関係のみですが。

神楽 ⑤使用しない ママ中心のサークルのため、祝日は家族と過ごす人が多いため使用しないと思います。

神楽 ⑤使用しない
祝祭日は会員の多くが家族との計画があり祝祭日は会の活動を休みとしているので、使用し
ません。

神楽 ⑤使用しない 祝日は集まらないので使用しない。

神楽 ⑤使用しない 祝日は休み！

末広 ⑤使用しない 祝日は完全に休館が宜しい

末広 ⑤使用しない なにせ主婦ですから・・・

末広 ⑤使用しない 祝日までも使用したいとは思わない

北星 ⑤使用しない 費用対効果を優先すべき〈休日利用料金を設定もあるが利用度は低いと思われる〉

愛宕 ⑤使用しない 働き方改革に反すると思う。祝日はみんな休もう！

春光台 ⑤使用しない 家の近くにないので，多分使わない。
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中央
個人的には、その日によって、使用する（出席）出来たり、出来なかったりすると思いま
す。

東鷹栖 特にない

神居
祝日は先生が休みのため，今まで通りで良い。職員の方も出勤しなければならず，大変だと
思う。

新旭川
通常の利用では使用しないが、地域の子供、住民にとっては図書室の利用ができたら喜ばれ
ると思います。
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