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1. 調査の概要 

（１） 調査の目的と背景 

本市では現在，令和７年度に予定する庁舎移転に伴い，現庁舎用地の利活用に関する検討を進めてい

る。この検討にあたっては，『国分寺市公共施設適正再配置計画』に基づき，建替えの優先度の高い近

隣の公共施設や地域性を問わない公共施設を対象とした複合化・多機能化の公共施設の整備，及び民間

事業者による現庁舎用地の有効活用も考慮し，進めているところである。 

現庁舎用地への建替えによって集約する公共施設は，「恋ヶ窪公民館・図書館，福祉センター（近隣

の施設）」，「市民本多武道館（地域性を問わない施設）」を基本として進めている。 

民間施設に関しては，民間事業者に対して活用意向調査（サウンディング型市場調査）を行った結

果，「商業，医療，福祉，学校，住宅」といった用途が複数の企業から提案されている。各事業者とも

複数の用途を組合せた提案（例：「学校・商業・医療」，「商業・福祉・住宅」等）となっている。 

本アンケートは現庁舎用地による再配置で出来る新たな公共施設をより良いものとするため，各施

設の利用者から公共施設（現状の利用施設に対する考えも含む）のあり方等について尋ねるものであ

る。 

（２） 調査内容 

本アンケートの実施に係る内容は，以下の通りです。 

① 調査対象：恋ヶ窪公民館，恋ヶ窪図書館，福祉センター，市民本多武道館の利用者 

② 回 収 数：168件 

③ 調査方法：上記施設及び市ホームページでの調査票の配布による無記名アンケート方式 

④ 実施期間：令和２年８月 11日～令和２年８月 28日 

⑤ 設問構成：・回答者の施設利用形態 

・普段利用する施設 

・現庁舎用地に複合化・多機能化した公共施設を建設する際に重視する事項 

・各施設を現庁舎用地に集約せず，現在の位置で建替えが必要であると考えられる 

場合にはその理由 
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2. 調査結果 

（１） 回答者の施設利用形態 

 

各施設の調査時点における利用登録団体数は，以下の通りである。 

図表 １ 施設別利用登録団体数 

施設名 利用登録団体数 

恋ヶ窪公民館 107団体 

福祉センター 125団体 

市民本多武道館 17団体 

 

（２） 現庁舎用地に複合化・多機能化した公共施設を建設する際に重視する事項 

 

問３現庁舎用地に複合化・多機能化した公共施設を建設する際に，施設面で特に重要だと思うことにつ

いてお教えください。（該当する項目に☑をいれてください：複数回答可） 

 

✓ 全体では，「ユニバーサルデザイン（バリアフリーを含む）について」（90.6％）が最も高く，次い

で，「利用する部屋について」（79.4％），「駐輪場，駐車場について」（72.5％）と続く。 

✓ 施設ごとにみると，恋ヶ窪公民館では「駐輪場，駐車場について」（77.8％），「利用する部屋につ

いて」（88.9％）が全体と比べて高い結果となった。 

一方で，恋ヶ窪図書館では，同項目に対する回答がそれぞれ 20.0%と，全体と比べて低い結果とな

った。 

 

図表 2 公共施設を建設する際に重要だと思うこと 
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スの充実に
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その他

合計 90.6 68.1 72.5 79.4 38.8
恋ヶ窪公民館 91.7 66.7 77.8 88.9 38.9
恋ヶ窪図書館 60.0 60.0 20.0 20.0 0.0
福祉センター 91.8 70.6 72.9 80.0 37.6
市民本多武道館 91.2 64.7 73.5 76.5 47.1
無回答 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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✓ ユニバーサルデザインについてみると，各施設とも「エレベーター」，「多目的（だれでも）トイレ」，「案内表示」，「ゆとりある仕様」が共通している。 

その他，恋ヶ窪図書館では「赤ちゃん休憩室，授乳室」の回答がみられた。 

✓ 市民サービスの充実についてみると，各施設において「予約不要で使用できるスペース」，「出張所」「多目的オープンスペース」，「情報発信コーナー」が共通している。 

その他，福祉センターでは「喫茶スペース」，市民本多武道館では「会議室」や，「防具等の保管場所」，「娯楽施設」の回答がみられた。 

✓ 駐輪場，駐車場についてみると，各施設とも「屋根付き駐輪場・駐車場」や，「広い駐輪場・駐車場」が共通している。 

その他，市民本多武道館では，「地下駐車場・駐輪場」の回答がみられた。 

✓ 利用する部屋についてみると，「少人数から大人数まで利用可能な部屋」が「30人～60人程度が使える広さの部屋」といった人数に応じて利用できる部屋が共通している。 

その他，恋ヶ窪公民館では，音楽関連施設や，キッズルーム・保育室などの子育て関連機能の回答が見られた。また，恋ヶ窪図書館では図書館の本の予約・受け取り機能が，市民本多武道館では鏡付きの体操ができる

部屋といった回答が見られた。 

図表 3 公共施設を建築する際に重要だと思うことの主な内容（回答者が良く利用する施設別） 

回答施設 
主な回答内容 

ユニバーサルデザイン 市民サービスの充実について 駐輪場，駐輪場について 利用する部屋について その他 

恋ヶ窪公民館 

 エレベーター 

 多目的（だれでも）トイレ 

 案内表示 

 ゆとりある仕様 

 予約不要で使用できるスペース 

 出張所 

 多目的オープンスペース 

 情報発信コーナー（市内のイベン

トや行事を紹介するパンフレッ

ト等を展示できるスペース） 

 打合せスペース 

 屋根付き駐輪場 

 屋根付き駐車場  

 広い駐車場 

 広い駐輪場 

 少人数から大人数まで利用可能

な部屋 

 防音の音楽室 

 音楽ホール，音楽練習室 

 各部屋の機器設備の充実（ホワイ

トボード，マイク，投影機器，パ

ソコン等） 

 小学生専用のキッズルーム 

 専用保育室 

 災害備蓄の充実 

 施設の維持管理 

恋ヶ窪図書館 

 エレベーター 

 多目的（だれでも）トイレ 

 案内表示 

 ゆとりある仕様 

 赤ちゃん休憩室，授乳室 

 段差のないバリアフリー設計 

 予約不要で使用できるスペース 

 出張所 

 屋根（悪天候への対応） 

 新市役所に図書館の予約本の受

け取りなど設置希望 

 

― 

福祉センター 

 エレベーター 

 多目的（だれでも）トイレ 

 案内表示 

 ゆとりある仕様 

 洋式トイレ（ウォシュレット付

き） 

 予約不要で使用できるスペース 

 出張所 

 情報発信コーナー 

 案内係 

 喫茶スペース 

 屋根付き駐輪場 

 屋根付き駐車場  

 広い駐車場 

 広い駐輪場 

 障害者用駐車場 

 少人数から大人数まで利用可能

な部屋 

 

 床の間・炉のある和室 

 カフェ・喫茶室 

 交流サロン・フリースペース 

 備品保管スペース 

市民本多武道館 

 エレベーター 

 多目的（だれでも）トイレ 

 トイレ（ウォシュレット付き，洋

式） 

 空調設備 

 予約不要で使用できるスペース 

 出張所 

 情報発信コーナー 

 30～40人の会議室 

 剣道防具等の保管場所 

 娯楽施設 

 屋根付き駐輪場 

 屋根付き駐車場  

 広い駐車場 

 広い駐輪場 

 地下駐車場 

 地下駐輪場 

 30 人～60 人程度が使える広さの

部屋 

 体操ができる部屋（鏡付き） 

 水回りの充実 

 ロッカールーム 

 安全安心な施設 

 空調設備・エアコン 

赤字：各施設で共通して重視される項目   青字：個別の施設で独自に重視される項目 
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（３） 各施設を現在の位置で建替えが必要であると考える理由 

 

問４各公共施設を同じ場所で建替えるには，解体及び建設のために３～４年の施設の休止期間が発生し

ます。その上で現位置での建替えを必要と考えられる場合は，その理由をお教えください。 

 

各公共施設について，現在の位置での建替えが必要だと考える理由は，以下の通りとなった。 

 

図表 4 現在の位置で建て替えが必要であると考える理由 

施設名 主な意見 

恋ヶ窪公民館  隣接する第九小学校の子どもたちの居場所という役割も担っているから 

恋ヶ窪図書館  周辺の住民にとって便利だから 

福祉センター  近くて利用しやすいから 

 集まりやすいから 

 地域住民が長年利用し，なじみのある場所だから 

市民本多武道館  近くて利用しやすいから 

 他の場所(現庁舎敷地)では利用しにくくなるから 

 施設設備の充実が期待できるから 

 避難場所としても重要な施設だから 
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（４） その他ご意見 

 

問５  その他ご意見等あればお教えください。（自由記述） 

 

その他の意見として，以下のような回答が寄せられた。 

 

施設名 主な意見 

恋ヶ窪公民館  ぶんバスの利便性向上 

 施設屋上への中庭の設置 

 泉町（庁舎移転予定地）への移転 

 施設利用時間単位の変更 

 子どもや高齢者が気軽に話せるスペースの設置 

 集約後の跡地の活用法の検討 

 広報・図書音声制作室の設置 

 ボランティア団体の活動場所の設置 

 施設の休止期間が生じないようにすることへの配慮 

恋ヶ窪図書館 ― 

福祉センター  集約後の利用者利便性が低下しないようにすることへの配慮 

 集約後の跡地の活用法の検討 

 市役所跡地活用におけるランニングロードの設置検討 

 感染症予防対策 

 健康麻雀専用スペースの設置（高齢者向け） 

 施設屋上への子供向けアミューズメント空間の設置検討 

市民本多武道館  見学用スペースの確保 

施設共通  現在の施設の位置での建て替え 
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※具体的な団体名の記載があったものについては，該当部分を削除している。 

利用施設 内容 

恋ヶ窪公民館  市役所はじめ，市内各公共施設への市民のアクセスの便を図るため，ぶんバスの

利便性を高めていって欲しい。 

 医療モール等は市内あちこちにできている。中途半端な規模の商業施設は，立川

や国分寺駅周辺に大規模施設があるのではやらないと思う。 

 恋ヶ窪駅周辺に食事やお茶をするところがないので，複合施設内にカフェレスト

ンのようなものが入っているとよい。 

 現庁舎用地の民間活用のなかに，住宅とあるが，個人住宅は分譲・賃貸とも止め

てほしい。旧庁舎，恋ヶ窪公民館は，私鉄駅ではあるが駅に近いので使い方を十

分に検討してほしい。 

 福祉センターは，第十小学校にも近いので，子供のための施設が良いと思う。（人

口動態によっては学校の統廃合も考えられるか？）国分寺市は，住宅地としての

開発が進んでいるので，施設は住宅の増加も考慮する必要があると思う。 

 確かに公共施設を１つ作れば維持管理費が必要で大変なことです。とってもあり

がたい事だと感謝しています。「ゆりかごから墓場まで」市民は生きなければなり

ません！どうせなら豊かに楽しく日々暮らしたいです。ひとりひとりそれぞれの

ペースで障がいのある人も病気の人もです。だれでも受け入れてくれる公共施設

を望みます。そのために税金を市に託しています。その使い方は最終的には市の

判断です。しっかり説明していただいて，ベターな方向を示して下さい。福祉セ

ンターは市内に一つしかないので駅の近くが良いと思います。でも戸倉の現在地

の地域の人々にとっては地域センターがなければこまると思います。空白地域に

なってしまいます。 

 アンケート用紙に〆切日が示されていません。わかりにくいです。 

 問３，これからの施設はエレベーター，だれでもトイレは重要というより，もう

あたり前，聞かれることがもう古いのではと考えます。 

 現在地の場所に建て替えをするなら，多目的に使用出来る部屋（例，体操とか出

来る広い場所）があると良いと思う。（エレベーター付，多目的トイレ付） 

 ①公民館・図書館，さらに福祉センター（社会福祉協議会も入る）が併設予定の

複合施設。同一棟の中に４施設が！ということで，様々な期待が持てる。その大

きなメリットの一つに，市民の生涯学習（公民館活動）と全てが敬愛の念に通じ

る福祉活動は，共に誰しもの人間形成の中で様々な活力につながっていく。 

 ②公民館と学校（互いが近距離にある小・中学校）とが，事業（公民館）と行事

（学校）を通して結びつきをいっそう持ち続けたい。前段の①と合わせ，国分寺

の新しいモデルを創りたい。（現在，九小と一中の児童生徒数は微増を続けている

との由，チャンスでもある） 

 ③複合施設の設計上，屋上に「中庭」を設計することが可能（望まれる構造）で

あるなら，「中庭」をぜひつくっていただきたい。現在の恋ヶ窪公民館の中庭はす
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利用施設 内容 

っかり地域に溶け込み，子ども達が自由勝手に出入りしているのはもちろん，家

族や親子グループの憩い・集いの場としても頻繁に利用されています。公民館事

業の場としても活用されています。 

 ④「問５」の中で，最も希望したいのが小規模音楽ホールの新設です。 

 建設場所は，複合施設の地下一階。・外部に対する遮音効果は，現在光公民館に設

備されている「集会ホール」を下回らない事を最低条件とします。 

 附随する設備や備品も光公民館のものを下回らないことを望みます。 

 収容人員 ８０～９０名・備品→可動ステージ，スクリーン，グランドピアノ，

照明設備，音響設備などです。 

 活動拠点となる部屋（機材なども置いておける，打合せや作業ができる）を要望

したいです。このアンケートだけでなく，私達の要望を聞いてもらえる場をぜひ

設けていただきたく，お願いいたします。また，視覚部会など各障害者団体の方

からの意見も聞いていただきたい。現在，障害者センターでは会議が開けず，会

議や活動場所が確保できないという話を聞いています。 

 基本的に恋ヶ窪公民館を泉町に移転してほしい。 

 騒音対策・子どもたちはいつも，静かに静かにと言われ続けています。少々騒い

でも隣りの部屋に迷惑とならない程度の騒音対策を。児童館も併設されることを

望みます。 

 恋ヶ窪公民館の施設も昭和の名残りでどうにか利用して来ましたが，バリアにな

ってない為，年々不自由さを感じて居ります。念願かなうべく後５年，残れる様

努力していきたく，協力はおしみません。謝々 

 部屋の利用について，現在は午前・午後に分れ場所取りをしていますが，１グル

ープの利用時間は１時間半～２時間が多いと思います。多くのグループが利用出

来るよう変更をお願いしたいです。２時間半位の単位にしてほしいです。（実現し

てほしいです）より多くのグループが利用出来，便利だと思います。 

 公民館の小さなスペースに，子育ての悩みや高齢者の悩み，子供達の悩み，その

他を，気楽に話せる場所があると，良いと思います。傾聴ボランティアを通して，

専門の方に，つなげて，対応していくのはどうでしょうか？私は，本多公民館の

ともしび工房のお店，喫茶ほんだのようなスペースが好きです。障害者の方達と

気軽にお話しできるからです。そのような場所をもっと，広げて，育てていけた

らと思います。 

 シンプルなデザインで，広々とした，スペース（部屋）を作ってほしい。 

 一日も早い建替を希望します。 

 いろいろな場所に公共の施設がいっぱいあるとよい。老人にとっても子ども達に

とっても，いろんな場所に点在していることがよい。 

 限られた敷地に商業施設はいりませんが，飲食物を扱う店舗はあった方が便利で

す。緑の空間が広くとれるよう，考えてください。 
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利用施設 内容 

 早期の完成を期待しています。 

 駅に近いので，市民が利用しやすい公共施設を希望。「恋ヶ窪」という名にふさわ

しい文化の街にしてほしい。 

 抽選申込み制になって，それ以前のような話し合いや譲り合いが難くなり，部屋

を利用する日数確保が大変な時があるので，部屋数を増やしてほしい。 

 公民館について。・地域住民が日常生活の一部分として，気軽に利用できる場所で

あってほしいです。・高齢になっても障害があっても人とつながり合える場所とし

て，利用しやすい施設であってほしいです。 

 これまでの恋ヶ窪公民館の運営は，職員の皆さんとも話がしやすく，あまりお役

所的・事務的でないところが，とても良い点だと思ってきましたので，この点は

変わらないでほしいです。 

 管理体制を機械的・事務的にシステム化してしまうと，かえって利用しにくく，

公民館の存在が身近かでなくなっていくと思います。 

 申込書類の記載が多い。ネットで申込なら必要ないのでは？ 

 「費用対効果」などという民間商業施設的な発想でなく，市民のために税金を使

うのが当たり前と考えて，あまり大きすぎる（高層とか）施設でない事を望みま

す。建物以外に緑地・広場的ないこいの場を作って下さい。売店やカフェもあっ

たらいいですが。 

 庁舎跡地に周辺公共施設を統合した場合は，ぜひ，身体障害者の方が使いやすい

施設にして下さい。そのためにも，市の広報紙を録音するための部屋（他の目的

にも使用できるような部屋）の設置を強く希望します。 

 恋ヶ窪公民館が，解体されたあと地はどうなるのでしょうか？どうか，子どもた

ちに有意義な利用が出来る，何かが出来ればと思います。 

 公共交通機関によるアクセスの利便性を考えて欲しい。ｅｘ．路線バス及びぶん

バスの停留場も近くに設置。同じ建屋内にコンビニがあれば便利。 

 視覚障害者の方へ声で市報・議会だより，福祉関係，国分寺市立図書館蔵書を伝

えている。国分寺市内では私たちが唯一，音声を届けるグループである。固定し

た作業場所がないが，障害福祉課・市政戦略室広報担当業務の一部を担っている

という思いで，音訳活動を行っている。 

 新公共施設には，是非「広報・図書音声製作室」を作っていただきたい。昨年７

月に，新庁舎建設への要望として，政策経営課に要望を出したが，その回答を頂

きたい。新庁舎に「広報・図書音声製作室」の要望を申し上げました。 

 現在は光公民館を主に利用しています。ボランティア団体（音楽）に所属してい

ます。ボランティア団体としての活動場所がほしいと思っています。 

 恋ヶ窪公民館利用者だけでなく，広く市民に対して，新公共施設建設への意見・

要望を聞いていただきたい。今回のアンケートの期間も短いので。ぜひ，今後，

要望を聞く機会を設けてくださるようお願いします。 
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 国分寺市の台地のがんじょうさと，立川段層との関連で最大限考慮すべきと思い

ます。 

 恋ヶ窪公民館は全体に（特に講座室），暗い感じがする。 

 公共施設の複合化，多機能化で利用者は不便になります。すぐ近くにあった公民

館，福祉センターへ行くために遠くまで行くことになります。災害時は目的地に

到着するまで不意の障害物に長い距離ほど遭遇します。人々の混雑も心配になり

ます。子ども・高齢者は各地区にある公共施設に気軽にいつでも行けるのがあり

がたいのです。その良さを活かしてほしいと願っています。交通手段として，バ

ス，ブンバスも走っていない地域に住んでいる人にとっては，公共施設まで遠く

て利用できません。交通不便な地域には市の補助で乗れる，小路を走れるタクシ

ー券を出してほしい。市民としては税金はキチンと払っているのですから，交通

弱者にも目くばりを望みます。 

 公共施設利用で教養，体力向上・維持があり，市民レベルＵＰにつながっている

と信じ，使いやすく，通いやすくなるよう望みます。 

 民間事業者に，サウンディング型市場調査を行った結果が出ていたが，複数の用

途を組合わせた提案の中に，学校は組合わせには当てはまらないと思う。学校教

育の中で環境は，その目的の一環を任うものであり，複合施設の中に入れこむこ

とは反対である。 

 現在の公民館は九小の隣にあり，児童館がないため中庭や通路が小学生の遊び場

となっております。子ども達が放課後や休日に友達と安心して，また安全に遊べ

る施設の併設や活用を検討願います。 

 現在の場所と移転先は，そんなに離れた場所ではないので，現位置での建て替え

は必要ない。時間と経費の無駄になると考える。また，移転先はぶんバス他公共

交通機関でアクセスできるので，障害者用駐車場以外は必要ないと思う。駐車場

を確保するよりも，そのスペースの有効利用（公園，水遊び場，共用の自転車置

き場など）した方がよい。 

 ①図書館の充実は文化のバロメータとも言われます。図書館の施設設備をデジタ

ル時代にも対応した最新の充実したものにしてほしい。 

 ②視聴覚機材も設置して，音楽や映画等の映像も視聴できるブースも複数設置し

てほしい。 

 ③同じく，図書館の閲覧場所を衝立式の場所も含めて，拡大してほしい。同じく

図書館で，子供たちへの読み語りを行うような小部屋もあるとよい。 

 恋ヶ窪公民館・図書館と市役所現在地は非常に近いので，何も現位置にこだわる

必要はない。施設の休止期間を生じさせないことのほうが大切である。 

 アンケートの締切日については，期日が近づいたらあらためてＨＰなどで告知し

てほしい。 

 恋ヶ窪公民館は学校用地で違反であり，移すことには賛成ですが，集約化が，す
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べてベターの考えは，管理側の考えだろうと考える。身近かにいろいろと施設が

あることが住民からはベターである。市内とは言え，遠くにあったら，利用価値

が悪くなる。 

 恋ヶ窪公民館を利用しています。九小にも近く，学童保育所の要素も兼ねていて，

全世代交流の良さがあります。今までエレベーターが無くて高齢者には二階に登

るつらさがあり，来館を諦める人も出ています。昨年，全議員賛成で，エレベー

ター設置が決定し，喜んでいたのですが，裏切られた気持ちでショックです。５

年間も老いた体にガマンを強いるのですか。すごく長い５年です。なんらかの対

策をたててほしい。議会採択は重いです。 

 ５館の公民館建設に当たっては長い審議期間があり，現在の場所に決定したとき

いている。現庁舎用地を活用するなどの検討もまずあってもよいのではないか。 

恋ヶ窪図書館  もし恋ヶ窪公民館にすぐエレベーターを付けていただけて，図書館が移転すれば

後２０年は使えるはず。１階も公民館として改築していただければ使い続けても

良いかとこのごろは考えます。年々２階へ上がれない利用者がどんどん増えてい

ます。５館が各地にあるから親しみがあって使いやすいのです。考えてみて下さ

い。 

 別の場所でも良い。 

 周辺の住民にとっては便利。 

 同じ場所での建替えは求めていません。 

福祉センター  公共機関建物には，印刷室が必要。印刷機，コピー機等，用紙持参の場合は無料

にして下さい。 

 福祉センターは市民のサークル活動の場としての機能を残してほしい。 

 複合施設であっても，各フロアーが，担当課が異なることで（高齢者用と福祉セ

ンター用）共用ができないことのないようにしてほしい。 

 福祉センターは，市全体の公共施設でありますが，一方，戸倉地区の重要な地域

コミュニケーションのセンターでもあります。従って，この施設が移転したあと

の戸倉住民に対して，代替の施設の検討をお願いいたします。 

 市庁舎跡地の建設計画の中に住民が走れるランニングロードを跡地に一周分作っ

てほしい。 

 やたらと，集中施設にすることなく分散は大事な面である。 

 電力エネルギー消費節約の常時心掛けの啓蒙をもっと推進されるべし。 

 新しい場所（プラス）現在の施設内での活動が出来るように残してほしいです。

体操は出来るようにしてほしい。 

 １．高齢者のコミュニティ場所として有効活用出来るようにお願いします。 

 ２．福祉センター内にボランティア活動センターこくぶんじを移転についても検

討してほしい。 

 市役所跡地に建築されれば，（現在の）福祉センターとも，駅にも近くて，便利と
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思う。出張所の機能もあるといい。 

 国分寺市にふさわしい市庁舎が早く欲しい。 

 今と同じ位の部屋を作ってほしい。遠い所には行けません。 

 今の施設のあと地に会場を作ってほしい。小さくてもよいのです。 

 福祉センターの後地に小さくてもいいですから，公共施設ができればいいなーと

思います。十小も近いので，子供達があそべるようにもしてほしいと思います。- 

 現位置で今までのように体操が出来るようにしていただきたいと思います。 

 老人クラブ会員を含め，市民が憩う場所となるため，明るくオープンな感じの施

設にして欲しい。当然，カフェや食堂など飲食が出来るスペースも欲しい。市民

が親しめる施設に工夫してもらいたい。 

 福祉センターは高齢者にとって貴重な施設である。また，現福祉センターは「ぶ

んバス」の乗り入れを前提に現路線を通過する様，陳情し，道路拡幅をし現在に

至っています。ついては，現福祉センターの取りこわし後，高齢福祉センターと

して再建を望みます。 

 「文化の都市国分寺」として，現市庁舎跡は，市民が誇れる施設をどうして考え

ないのか不思議である。また質問時に具体的な内容（面積，㎡） 

 大型より小さいものを各地に欲しい。 

 現場所で無料で使用出来たら。 

 感染予防対策が整っている（手洗い（場所）が随所に有り，換気設備） 

 福祉センターは室内の設備も老朽化してきたなくなってしまっているので，新し

く別の場所へ移れるのはうれしいです。 

 国分寺市は町中に，飲食店，洋服屋が少なく，複合化するならば，市民が楽しん

で，出かけられる施設にして頂けましたら，有難いです。 

 民間施設による活用は市の財政負担を転減させるには良い手段であるが，恋ヶ窪

公民館，図書館，福祉センター，本多武道館を全て移すのは難しいのではありま

せんか。活用意向調査の中にも，これらの施設を入れる案はないのではありませ

んか。 

 健康麻雀は現在会員が１００名以上で男女比率は女子が多く，高齢者のストレス

解消，脳溢血の後遺障害の手足のまひ，しびれ，言語障害等，も良くなる等良い

ものです。専用の麻雀室を用意できれば，高齢者の方々にとってうれしいことで

しょう。９０歳超の方々も通って来てくれるので現庁舎用地なら交通の便も良い

ので宜しくご準備下さい。 

 場所がどこであれ，交通の便と使い易さ，受付の充実をお願いします。 

 泉町になった場合，府中街道通りのぶんバスを多く出してほしい。東戸倉１丁目・

６丁目（恋ヶ窪）の方は，私達高齢者は足腰が弱っているので，大変です。 

 新庁舎に５００人位収容出来るホールをお願いします。（その時は現いずみホール

は不用） 
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 高齢者の利用が多いので，そこを配慮していただきたい。 

 泉町移転に大賛成 

 福祉センターは近いからと利用される年寄が多いので，跡地に，年寄がよれるス

ペースがあればと願います。 

 問４での３～４年は，新施設に通うにもブンバス利用の場合は，帰りの心配あり。

自転車で行ける間は問題ない事ですが，３～４年後は交通機関利用になるやも（体

力的に） 

 新府中街道が現市役所裏に完成した後には，現市役所エリアと，現福祉センター

エリアは，離れたエリアになることへ配慮し，地域で活用できる公共施設の設置

が必要です。 

 福祉センター跡地も売却ではなく次の計画をお願いします。多世代，多様な住民

が，ともに利活用できる居場所が，地域にあることを，望んでいます。 

 現センターの跡地に，地域センター（北町，北の原）くらいでも，戸倉で歩いて

来れる施設を作ってほしい。 

 庁舎跡地に周辺公共施設を統合した場合は，ぜひ，身体障害者の方が使いやすい

施設にして下さい。そのためにも，市の広報紙を録音するための部屋（他の目的

にも使用できるような部屋）の設置を強く希望します。 

 利用する人の立場にたって，想像力豊かに，使い勝手のよい施設をつくっていた

だけるととてもうれしいです。価格帯低めのカフェなどの飲食店が入ると良い。

デザイン案ができた段階で再度アンケートをとってもらいたい。 

 帯に短し，たすきに長しという中途半端な建物だけにはしないでください。 

 早く移転して。 

 １．軽食が出来るように。 

 ２．公共施設に車を出してほしいです。 

 食事が出来る場所（カフェ等）が欲しい。 

 公共予約システムで予約した上で，本申請する場合，公民館のように１７時すぎ

でも出来るようにしてほしい。 

 本庁舎の中に食堂がほしい。地域の交流の場にもなる場所で，食堂が無いのはお

かしい。廻りにも食堂が少ない場所なので，ぜひ食堂は作ってほしい。 

 ①青少年が誠の心を養って生長するには武道は大切。特に要望したいのは畳の部

屋の充実です。（例，合気道などは勝った負けたはありませんが，お互いを尊重し

肉体と精神を鍛えますが，この件是非宜しくお願い致します。 

 ②施設の屋上などに青空 Kids amusement.parkなどは如何かと思いますが。 

 できるだけ早く移転してほしい。 

 施設内設置備品につて安定して，かるいもの（移動させやすいもの）を設置して

ほしい。 

 多くの市民が利用する施設ですので，障害福祉の啓発や障害者の社会参加の意味
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でも公共施設内に障害者が利用する事業所を併設していただきたいと考えます。

（福祉センターでは地域活動支援センター虹が長年にわたり設置されています）

また，単に障害がある方が利用する場だけでなく，市民の方に「障害がある方が

働いている・地域のために貢献している姿」を見ていただくことが大切だと考え

ます。 

 例えば，当該公共施設の清掃管理（館内・駐車場・剪定植栽など）や市民の方が

利用できる売店（軽食・飲料の販売，自動販売機の管理等）の運営を障害者施設

に委託していただくことができれば，市民との交流も深まり，一層の理解・啓発

が進むものと期待できます。 

 現在の福祉センターは，高さを抑えるために実質地下２階まで掘り下げて造って

あります。（バックスペースは，更に下まで？）建築当時はかなりの金額を掛けた

と思います。（土を動かすのが最も高い）他に転用（転売）するためには莫大な費

用をかけて埋め戻さなければなりません。現在の大幅な補修･改善や，什器の入れ

替えを望みます。 

 超高齢化が進み介護費や医療費が増大する中，最期まで自立した生活を送るには，

歩いて行かれる所に体操や趣味，会食など集まる場が必要です。（生活の中に地域

の人々と助け合いながらの暮らしを築くことを習慣化する＝地域福祉の拠点の

場）現在歩いて参加の 40 名近くは遠くになることで健康維持ができなくなりま

す。 

 北町地域センター程度で住民が管理できる規模の集会所を希望します。規模が小

さいことで高齢者には親しみやすい場として多くの方の参加が見込まれます。 

 更に 10 小の児童との多世代交流の場としても活用が幅広く出来る場所をなくさ

ないよう希望します。 

市民本多武道

館 

 現庁舎用地には武道館としてではなく新たな多機能化したスポーツ施設ができる

事で，人の流れも変わり地域住民にとって楽しい場所になり得る。そうなること

を期待します。市として所有地を統合してゆく方針も大事ですが，ひとつしかな

い「本多武道館」の所在地として引き揚げるには惜しい場所です。半世紀近くの

歩みを止めないで欲しいです。 

 市庁舎跡地には老人保健施設が必要と思います。市内に１３２床のみではあまり

にも少ない！！ 

 私たちは約３０年本多武道館で体操をやっています。場所的にも広さ的にも使い

勝手が良いので重宝しています。本多武道館はまだまだ使えると思いますので，

残していただきますようお願いします。 

 本多武道館は，近くに住む高齢者にとって，とても使いやすい，通いやすい所で

す。そして，木の床で安心して体操が出来ます。是非残していただきたい。この

ままで充分使えます。何もしていただかなくても良いので，残して下さい。 

 現在の施設のまま，使用させていただけたら十分です。コロナでも使えず，運動
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不足になりました。大きい施設ばかりでなく，こういう近所の施設も必要です。 

 耐震工事，床の張り替え，トイレ工事，等費用を使ってなくすというのは，税金

の無駄使いだと思います。高齢の身，現状維持をお願い致します。 

 公民館→防音室，イベント広場（屋内，屋外），喫茶と小食堂。図書館→本の配列

の工夫（案内表示をわかりやすくする），自動貸出し 

 公共施設の建替えの為に工事に３～４年かかるとのこと。休止期間がその程度な

ら無理に仮設移転する必要があるのか。これから先の事を考えれば施設利用の休

止もやむないと思います。費用がかかり，国分寺市の財政に負担がかかるのだか

ら，仕方ないのでは？コロナで沢山の行事，イベントが中止になっても市民は困

りません。今はがまんの時だと思います。 

 最先端設備を参考に使いやすい施設をお願いします。 

 本多武道館は，本多・本町周辺の利用者が多く，特に中高年の方々には身近なス

ポーツ施設として親しんできました。移転すると移動が困難になるので，この地

域で武道館にかわるスポーツ施設がほしいと思います。 

 熱中症予防のため，冷房設備は必要。武道館特有の使用，特に素足で利用してい

るため，床を痛める器具を利用する団体への利用制限もしくは利用条件の徹底。

運動くつを履いての利用も止めてほしい。 

 男子更衣室，女子更衣室の設置。又，更衣室に（ロッカー）に私物を置かせない。 

 大会開催用の備品倉庫もしくは設置を継続して承認してもらいたい。 

 少年部保護者の見学，立入りスペース（２Ｆからみれる等）の確保。 

 日本伝剣道は，古来より継承された日本がほこる伝統文化であります。「剣道は剣

の理法の修錬による人間形成の道である」人の道であります。 

 １．現武道館の床が固く，足に負担がかかります。新しくするならもう少し弾力

性に配慮した構造でお願いします。 

 ２．床面に何か重いもの（？）を落としたような傷があり，木片がつき出ている

時があります。素足で使用するには危険なので養生テープ等で補修して使用して

います。武道館として使用するなら素足の競技に限定した使用貸出しでお願いし

ます。 
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3. 資料編 

（１） 問３の自由記述一覧 

 

施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 ユニバーサルデザイン エレベーター（足の不自由な方，ご高齢の方の為）バ

リアフリー，多目的トイレ 

 
  

エレベーター，だれでもトイレ，案内表示，視覚障害

者および聴覚障害者へ各種ガイド←物的ガイダンス 

   エレベーター 

   現公民館を存ぞくするのであればエレベーターを 

 
  

エレベーター，誰でもトイレ（ただ作るのではなく，

よく吟味してください），階段の段差 

   エレベーター 

 
  

肢体不自由者，高齢者以外のニーズのある人も使いや

すい施設 

   エレベーター，トイレ，エスカレーター等 

 
  

会議より他の目的で利用してる事（グループ）が多い

ので広い部屋が必要。 

   耐震構造，エレベーター 

   楽器が大型なのでエレベーターはぜひお願いします。 

   エレベーター，多目的トイレ，クーラー，暖房 

   エレベーター，多目的トイレはぜひ 

   エレベーター 

 

  

エレベーターは必ずほしい。子ども達，老人も含め使

える。多目的本棚，部屋があるとよい。倉庫，数グル

ープが使える大きさ。 

   バリアフリー・多目的トイレ必要。 

   エレベーター必須 

 
  

体の不自由な方や老人も使用するので，エレベーター

は必ず設置して下さい。 

   エレベーター 

 
  

エレベーターは必ず設置希望。年齢に関係なく，重い

荷物がある時もあるので。 

 

  

車椅子でも利用できるエレベーターが必要だと思う。

コロナ禍がいつまで続くか解りませんが，常時，検

温，除菌消毒が出来るコーナーを設置してほしいで

す。 

   １０人程度収容できるエレベータ，２基 
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施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 ユニバーサルデザイン エレベーターは絶対に必要。 

 

  

１．トイレ，暖房，洗浄便器，水タッチレス出水方

式，照明，人タッチ式（指不要の方法）２．顔認証方

式による，申請方式 

   車椅子で使用出来るエレベーター 

   エレベーターあると便利 

 
  

エレベーター設置，室のわかりやすい表示，トイレは

各階複数，多目的スペース 

 
  

公民館は利用者も高齢者が多く，エレベーターの設置

は特に重要です。 

   バリアフリー，障害者ファースト 

 

  

①高齢者も多いので，エレベータは必要。②トイレも

洗浄付きの最新のものを用意してほしい。案内表示

は，わかりやすいものを。また，最低限，英語表記も

必要と思う。 

   エレベーターと多目的トイレはぜひ設置してほしい。 

 市民サービスの充実 屋外（庭）に「日よけ」の設置（日よけの頭上から

は，定時的にＢＧＭが流れる。音楽ジャンルのコント

ロールは公民館で行う。「自動」でないあたりに地域

と施設の一体感を感じさせる。曲目は心が洗われるよ

うな優しくスローな曲。「今日の曲はどんな曲かな

…」なんて聴くのが楽しみでつい公民館に足を運んで

しまう♪♪★曲目の一つに，歌詞もメロディも秀でて

いる「国分寺市歌♪」をぜひお奨めしたい！★ 

   情報発信コーナー 

   足の便 

   出張所の設置，予約不要で使用できるスペース 

   泉町公民館が望しい！室も小ホール付 

 
  

１００名位入れるステージ付きのミニコンサート等が

出来る会場がほしい。 

 

  

多目的オープンスペースが必要。公民館祭の時に，子

供たちの演奏，踊り等出来る，展示も出来る様にした

い。 

   出張所の設置，展示スペース 

 
  

予約不要で使える所，出張所の設置，情報発信コーナ

ーなどがあるとよい 

   お茶やお話が自由にできる，明るい部屋。 
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施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 市民サービスの充実 出張所の設置 

   予約不要で使用できるスペース 

 
  

予約不要のスペースがあると，急に利用したいときに

便利。 

 

  

新庁舎は恋ヶ窪地域から遠くなるので，出張所の設置

はぜひ検討してほしい。予約不要のスペースは関心が

あります。 

 
  

市内のイベントや行事を紹介するパンフレット等を展

示できるスペース 

 
  

市西方面からは地元の施設で，証明等取得出来るシス

テム。 

   出張所の設置 

 
  

出張所の設置，予約不要スペース（子供の居場所づく

りに） 

   総合案内所の設置 

 

  

現在の公民館の中にも各種情報が掲示されております

が，気軽に座って情報を確認したり，ちょっとした打

ち合わせのスペースがあると良いと思います。 

 

  

①出張所の設置は必要。②コピーや印刷が従来どおり

できるようにしてほしい。カラーコピー機もあると有

り難い。 

 駐車場・駐輪場 市内でも特に遠い所から学びにきている方もいるので

特に雨の日は車を利用したいが駐車場がなく，あって

も公民館まで遠い為，屋根付き駐車場がほしい 

 
  

駐輪場・駐車場ともに，一定時間以上停めたい場合は

有料とする。・駐車場，立体駐車場とする。 

   駐車場１０台程度，駐輪場２０台程度 

   駐輪場 

 
  

駐輪場の上屋必要です。そこで雨具の着脱ができま

す。 

   収容台数，屋根 

   駐輪場，駐車場 

 
  

地区の公民館を考慮，自転車優先の屋根付きの大きな

駐輪場（１００台） 

   自転車，車を利用しないので，よくわからない。 

   駐車場は特にほしい。 

   駐輪場，駐車場 
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施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 駐車場・駐輪場 駐輪場屋根つき駐車場必要 

   駐輪場 

   駐輪場は絶対欲しい 

 
  

商業施設併設だと５０台，公共施設のみだと３０台は

最低必要かも。 

   駐輪場の屋根の設置は是非してほしい。 

   十分な収容台数 

 

  

駐輪場の屋根は急に雨が降ってきた時，子どもを連れ

ている場合や荷物がたくさんある時に，雨にぬれない

ように対応するのに便利。 

   駐車場は２０台分以上欲しい。 

 
  

駐輪場・駐車場等，公民館祭等イベントの時，皆使え

る分。駐輪場は無料。駐車場は今のシステムでよい。 

 
  

・駐車場は，庁舎に隣接した駐車場棟を独立して設け

る。 

   駐車場の収容台数 

   駐輪場に屋根（暑さ，等） 

 
  

電動自転車を始めとして自転車の利用は今後も増える

と思いますので駐輪場の確保は必要です。 

 
  

地下，または屋上に駐車場があると便利だと思う。30

～５０台ぐらいか。 

   ２０台くらい収容できる駐車場がほしい。 

 利用する部屋 会議室 現状を下回らない床面積 １室。講座室 現

状を下回らない床面積 ２室。・和室 現状を下回ら

ない床面積 １室。★専用保育室（こども１５人，大

人１５人）新設 １室。★調理実習室（子ども食堂で

も利用）新設 １室。「子ども食堂」→これまでは各

市とも民間や個人の建物をご厚志により調理・食事・

団らん場所として解放されるケースが殆どだが，今後

の「子ども食堂の支援のあり方の一つとして，これか

らは行政の手助け（調理室の貸し出し）の期待も大き

くなっていくと考えられる。その日が近くやってくる

ことを願い活動の輪を広げたい。 

   ２０人程度の会議室２室，１５人程度の会議室３室 

 
  

今までがせいいっぱいの状況だと思いますが，公民館

祭等を行える部屋があれば！ 
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施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 利用する部屋 設備－ガス・水道・鍋等備品棚（館には各々特色があ

ります。例，並木は焼き物ができる。藍染め等染色で

きる部屋があっても良いのでは。 

   １０名程度が利用出来る広さ 

 

  

大きな部屋が少ないと今回のような密をさける事が難

しいため，複数あるとよい。または小さい部屋と可動

式壁のある部屋があるとよい。 

   小・中・大の使用部屋 １０人・３０人・５０人か！ 

 
  

体操等出来る広い部屋が必要です。１ケ所ホールがあ

ったらいいと思います。 

   ２０名程度を優先に設計希望 

 
  

５人で２列，１０人位演奏出来る位の大きさの室（今

の講座室位） 

 

  

グループの事だけを考えると，２０名位が合唱できる

こと，防音の部屋，アップライトピアノがあると良

い。 

 
  

２０人ぐらいでソーシャルディスタンスがとれるぐら

いの広さ 

   １０人～２０人 

 
  

今の講義室の大きさのもの，広いもの，など今より，

多い方がいい。 

   １０名位，使用。荷物置き分の椅子も是非 

 
  

多目的ホール５０人位，中規模の集会室（３０人

位），小さい集会室（１０人位） 

 
  

１００人規模の小ホール・音楽室（防音有）・視聴覚

室 

 
  

２０人，１０人ぐらいが音楽練習等で使えるスペー

ス，部屋。 

 

  

音楽関係が利用できる部屋，ピアノ・キーボード等設

置の部屋が複数希望。２０人～３０人ぐらいで歌える

広さ。 

 

  

年齢や目的にもよると思いますが，１０名位で少しゆ

とりのある広さが使いやすいのではないかと思う。テ

ーブルや椅子は配置の都合上，できるだけ軽くて丈夫

なものが良いです。 

   子どもたちが，居場所として使用出来る部屋 
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施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 利用する部屋 音楽に利用できる部屋２室（５０人と２０人）：共に

ピアノとＤＶＤプロジェクターが欲しい。 

 
  

恋ヶ窪公民館も，発表会の時の会場が並木公民館位あ

るとよい。 

 
  

常時自由に使用可能な１０人以下位の部屋をいくつ

か。 

   会議室の部屋数 

 
  

現在の同じ広さ位の講座室３を２にして１つは広めの

部屋が欲しい。 

 
  

今回のコロナ禍の教訓もあり広いスペース必要，ひな

ん所としても利用あるか。 

 
  

・１０人程度の人が使用できる会議室。・５０人程度

の使用で映像利用できる部屋。 

 

  

講演会，学習会を開催するために，少なくとも 70名程

の会議室，及びそれに付随した機器の設置があると良

いと思います。 

 

  

①自治会の役員会や総会を開く場合，３０～50名収容

の部屋が必要。また，他団体の利用の便も考え，5部

屋以上必要。これとは別に，少人数で利用できる部屋

も複数あるとよい。２０名程度収容の部屋を４部屋 

②ママさんたちも集まるので乳幼児も過ごせる和室が

あるとよい。それぞれ，ホワイトボード，マイク設

備，投影機器設備，パソコン等の視聴覚設備があると

よい。③小学生等専用のキッズルームもあるとよい。 

 

  

大・・３０人用，中・・２０人用，小・・１０人用

と，用途別に使える部屋がほしい。せっかくの機会だ

から規模の拡大もお願いしたい。 

 その他 高齢者と，子どもたちのふれあいコーナーやたまり場 

   泉町公民館 

 

  

活動用大型器材用ロッカー等 

大型で毎回の搬入搬出のむずかしい楽器（琴）をお預

かり頂けるロッカー等。他のグループの活動のさまた

げにならずに出し入れの出来る専用のロッカー室のよ

うな室がほしい。 

   アトリエ，工作室 
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施設名 項目 内容 

恋ヶ窪公民館 その他 併設の公園 

建物は集約し，空地を広くして，植木を多く緑の公園

を。 

 
  

市民・グループの活動が活発で，室の確保が出来ない

場合が多いので，小部屋でも数を増やしてほしい。 

   無料（市民の活動のため） 

 
  

緑地をとり入れてほしいです。（駅に近いので駐車場

より，緑地をと考えます）。 

   コピー機，印刷機 

 
  

災害時の避難所としての役割が図れるスペース，及

び，飲物，食糧など。 

 
  

駅・バス停が近い，多くの利用可能となるよう，図書

館は夜までやってもらいたい。 

   施設のメンテナンスはしっかりやってほしい。 

 
  

館もともと，恋ヶ窪公民館には駐車場はないので，駐

車場は必要ないと思う。 

 

  

食堂兼カフェ，広場 

①八王子市・立川市にあるが，障害者自立支援の食堂

兼カフェがあるとよい。②商店街や自治会のイベント

やお祭りができるような広場（駐車場）があるとよ

い。 

恋ヶ窪図書館 ユニバーサルデザイン 出入口，エレベーター，トイレ，案内板等，相手に対

応した仕様を希望。 

   だれでも（多目的）トイレ 

   赤ちゃん休憩室，授乳室。段差のないバリアフリー設

計。 

 市民サービスの充実 新市役所に図書館の予約本の受取りなど設置希望。多

摩図書館では貸出がなく，子どもが自分で借りて返す

（責任）ことができる場所を希望します。 

   出張所 

 駐輪場，駐車場 天候の悪い時の事を配慮した配置を希望 

 利用する部屋 音・声を出す部屋で防音の機能を備える様にしてほし

い。 

 その他 ― 

福祉センター ユニバーサルデザイン 
障害者対応に，特に車イス（電動等）利用出来る大き

さが必要。エレベーター・トイレ（内部障害者用） 
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施設名 項目 内容 

福祉センター ユニバーサルデザイン エレベーター，駐車場 

    視覚障害者や高齢者にとりユニバーサルデザインの庭

や入口（エントランス）の境界をはっきり表示できる

ようにして下さい。 

    エレベーター 

    エレベーター 

    エレベーター，だれでもトイレ 

    エレベーター 

    エレベーター，だれでもトイレ，案内表示。 

    バリアフリー，エレベーター，トイレ 

    エレベーター，エスカレーターがあれば尚可。 

    エレベーター，トイレ 

    エレベーター，会員が高齢のため 

    ・エレベーター（…奥行の深い）・だれでもトイレ・

ユニバーサルデザイン・案内表示 

    バリアフリートイレ，入口のスロープ，大きなエレベ

ーター 

    エレベーター，トイレ 

    エレベーター，トイレ，案内表示 

    エレベーター，トイレ 

    エレベーター，トイレ，案内表示 

    特にトイレはウォシュレット付が欲しい。 

    エレベーター 

    エレベーター 

    ☆ロッカーを多く設置。たとえば，体操する時にセッ

トを保管するため，その部屋内のスぺースに設けて頂

きたい。☆ホールにピアノ設置 

    公共施設はどこも，トイレが少ない。多目的トイレも

含め多く望む。 

    エレベーターは是非必要 

    エレベーター，多目的トイレ 

    ２Ｆ以上ですとエレベーター 

    エレベーターの設置 

    多目的トイレは絶対必要 

    エレベーター，高齢者利用の為 

    エレベーター，洋式トイレ，照明 
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施設名 項目 内容 

福祉センター ユニバーサルデザイン エレベーター，男女別トイレ洋式で，給水室，空調 

    エレベーター，バリアフリー 

    女性と幼児専用トイレ 

    エレベーター，男女別，洋式トイレ，給水室，空調 

    食べる物が売っている売店みたいなのがほしい。 

    エレベーター，多目的トイレ，出入口ドアの工夫 

    エレベーター，エスカレーター，案内表示 

    エスカレーター 

    高齢者の方，身体障害者の方が，使いやすい施設にし

てほしい。案内表示も，文字は大きく，わかりやすく

してほしい。 

    エレベーター，多目的トイレ 

    エレベーター，案内表示（わかりやすい），地下に駐

車場 

    ・足の悪い利用者が多いので，エレベーターは必要で

す。・具合が悪くなった方のために休憩室，又は保健

室が必要ではないでしょうか。 

    申請が簡単であること 

    Ｅ・Ｖ，トイレ，水道 

    エレベーター，ＡＥＤ設置 

    多目的トイレ，休憩室，売店 

    エレベーター 

    エレベーター，バリアフリートイレ，案内表示 

    エレベーター，洋式トイレ，表示板 

    １００人入れる部屋必要。イベント，新年会，総会等

で７０人～８０人参加するため。（現状会員１０９

人）＋会議，ダンス，体操等出来る部屋（１０人～３

０人）入れる様 

    多目的トイレ 

    エレベーター 

    トイレもう少し明るくきれいにしてほしいです。 

    トイレ 

    エレベーター，だれでも（多目的）トイレ，誰でも使

用出来る会議室，休憩コーナー，自由に使用出来る印

刷機 

    備品 鏡，座布団等（和室），掃除用具，机等 
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施設名 項目 内容 

福祉センター ユニバーサルデザイン 発表会ホール・控室・防音機能等 

    エレベーター，トイレは重要です。 

    エレベーター，洋式トイレ 

    視覚障害者にもわかりやすい案内表示の工夫，音声案

内など 

    障がい者が利用しやすい様にして欲しい。避難の際：

外にすべり台で逃げる事ができる。階段は低く。 

    エレベーター 

    トイレ 

    エレベーター，トイレ，軽食の出来る場所 

    エレベーター，多目的トイレ 

    冷暖房設備 

    トイレを全部洋式にしてほしい 

    エレベーター 

    トイレは全てウォシュレット，階段の踏み板の幅少し

広めに。 

    エレベーター，誰でもトイレ，誰にでもわかりやすい

工夫がされた案内表示。受付に「筆談で対応できま

す」の表示と筆談ボードの設置，視覚障がいがある方

もスムーズに利用できる為の工夫。文字，光，音での

情報保障（例えば，非常時の情報等）各部屋への磁気

ループの設置。各部屋でＤＶＤ等の電子機器が使える

よう，あらかじめセッティングしてある（持ち運びし

ないで済むように） 

    エレベーター・誰でもトイレ・手すり。車いすや杖の

者が使いやすいように 

    休養室，調理実習できる栄養指導室，視聴覚可能な講

堂，シャワ－室，利用団体のロッツカ－ル－ム              

    市民が気軽に利用できるよう入口をオープン化する：

トイレ，情報，打ち合わせ出来るスペース，などの案

内版を設ける 

  市民サービスの充実 
災害時の避難所に障害者対応設備が必要。市役所移転

後に体育館（避難所）を建設。市役所が遠くなる為，

出張所は現存する建物を利用する。 

    市役所の出張所 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 市民サービスの充実 ・喫茶ルーム（国障連他，障害のある方たちの経

営）。複合施設となると，部屋数が限られるが，現在

の各施設も空率がない程競合している（特に昼間）。

従って，現有の部屋数を下まわらないようにして下さ

い。 

    出張所の設置 

    予約不要で使用できるスペース 

    予約不要できるスペース 

    予約不要で使用出来るスペース 

    予約不要で使用出来るスペース 

    予約不要で使用できるスペース 

    出張所の設置 

    出張所の設置，フリースペース 

    予約不要で使用できるスペース，定例日以外の会員間

の打ち合わせ。 

    食事可で予約不要で使用できるスペース→例．けやき

スポーツセンターのロビーみたいなコーナーがぜひ欲

しい。 

    出張所（あれば便利），食堂・喫茶室の充実，誰でも

ホールの充実 

    予約不要できるスペース 

    市の情報発信コーナーは必要 

    予約不要で使用出来る施設 

    予約不要で使用できるスペース 

    予約不要の使用可能なお部屋。 

    市内は，中央線を挟み東西に長く，この〓国分寺駅北

口には出張所？があるが，西方に無い。今までも不便

を感じている。 

    出張所の設置はお願いしたいと思います。 

    情報発信コーナー，納税の為の出先機関 

    予約不要で使用できるスペースは必要 

    小さくて良いので各地に設置して欲しい。 

    ロビー，ちょっとの打合せの時など使用したい。 

    無料 

    出張所の設置，予約不要で使用できるスペース 

    打合せ（緊急な）が出来るようなロビーなど 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 市民サービスの充実 お茶を飲みながら，ちょっと談話できるオープンスペ

ース。 

    予約不要で使用できるスペース←並木公民館，福祉セ

ンター等の空きフリースペースのような 

    出張所の設置 

    出張所の設置 

    予約不要で使用できるスペースは，市民交流の場とし

て是非取り入れてほしい。 

    出張所，ハケで上と下になっているので，必要だと思

う。 

    出張所の設置，１Ｆにロビー，図書スペース等 

    現庁舎附近の方には庁舎移転後にも簡単な市民サービ

ス拠点を置いて下さい。 

    施設の場所と交通便の一致化 

    市民部の出張窓口的な所が数あると便利＝効率 

    現庁舎用地に出張所設置。有料喫茶店（又はスペー

ス） 

    説明・案内等，窓口は重要 

    予約不要スペース 

    １０人以下のスペースが予約なしで有ると好都合（役

員打合せ等） 

    予約不要で使用できるスペース 

    親切な案内係 

    予約不要スペースを広く作ってほしい。多くの利用者

が使用出来る様に。 

    今の季節の涼み処として予約不要スペースは必要（年

寄りには） 

    フリースペースの充実 

    市内の事全てがここ一カ所でわかる様に。市役所のミ

ニ版。 

    喫茶 

    予約不要でいつでも使用出来る様になれば良い。 

    出張所の設置 

    ①出張所の設置，②予約不要で使用できるスペース→

当日・前日の予約要，空は限らず，③市からの発信。

市民の要望，アイディア気軽にフィードバック出来る

システム作り 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 市民サービスの充実 市役所出張所の設置 

    喫茶スペース・気軽に使える談話スペース（今福祉セ

ンターにあるようなスペース） 

    予約申請申し込み窓口，介護保険利用相談室，室                    

    ネットを用いて，予約状況の可視化や，PC・スマホか

らの予約等可能となれば良いと 

考えます 

    予約不要で使用できるスペース：受付で利用券をもら

い表示した上で 1時間以内の利用 

  駐輪場，駐車場 現庁舎の駐車場の地下は，利用不能です。建物は建設

出来ないと聞いています。 

    駐輪場，駐車場，施設利用時間は無料で 

    屋根の上まで，自転車を引き上げるのは高齢者には厳

しい。ぶんバスの便数をふやし，ルートもふやしてほ

しい。 

    駐車場は必須だと思う 

    駐輪場 

    駐輪場（屋根付） 

    収容台数が多いこと。 

    駐車場，駐輪場 

    両方多く必要 

    出入りしやすい駐輪場，屋根があれば尚可。 

    屋根付駐輪場，１００台分 

    駐輪場，駐車場，共に重要。 

    駐輪場の屋根：自転車も車も出来るだけ多くして欲し

い。→管理をしっかりしないと不法使用が増えるかも

…駅の近くの立地のため。 

    一台あたりの面積を広く，駐車しやすい様に。台数多

ければ多いほどよい。 

    駐輪場も設置して欲しい 

    屋根付にしてほしい。 

    駐輪場２５台分 

    収容台数を多く確保出来るスペース。因みに，都立多

摩図書館は，駐車場台数少なく，しかも，駐車代金を

請求され，足が遠のきます。せっかく，国分寺に素晴

らしい図書館があるのに，残念です。 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 駐輪場，駐車場 目的が見えない中，台数質問はいかがかと思うが，立

地場所から，駐車場，駐輪場は必要不可欠。 

    駐輪５０台以上，駐車２０台以上 

    駐輪場，屋根付き 

    自転車が大型化しているので広く欲しい（屋根も） 

    屋根のある自転車置場 

    自転車 

    屋根付き駐輪場 

    駐輪場，屋根付き 

    電動の三輪で動く車？（足が弱い方が乗っている）の

駐車場 

    整備された駐輪場 

    地下に駐輪場，駐車場 

    駐車場，駐輪場は必要と思います。駐車場は２０台，

駐輪場は１００台位を希望致します。 

    自転車の駐輪場には屋根がどうしても欲しい。駐車場

は２０台位の収納場所を確保して欲しい。 

    駐輪場 

    近隣に駐車場がない為，２０～３０台位必要と思いま

す。 

    ２時間以上は有料 

    駐輪場 

    市民は１Ｈ１００円を取る，有料自動車，自転車は無

料。台数は３０台位は必要と思う。 

    駐車場をもっと台数が停られると良い。 

    駐車場の広さ 

    両方共使用してないので特にありません 

    駐輪場は広くしてほしい 

    屋根の設置を特に望む 

    荷物が多く，車の人が多い為，駐車場は必要だと思い

ます。 

    バイクスペースもお願いします。 

    屋根付きスペースがあること。傘を使わず施設に入れ

るように。 

    障害者用駐車場 

    車イス用の駐車場の充実 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 駐輪場，駐車場 身障者なので駐車場はちょっと広めにお願いします。 

    障害者の為に広くお願いいたします。 

    １台でも多く駐輪出来る様に。 

    屋根のある駐車場（出来れば） 

    屋根付きの設置が良い。一般利用も考え，コインパー

キングにして，来庁者にサービス券発行，一般利用者

は有料にする。収容台数もかなり必要で地下駐車場も

あると良い。駐輪場についても収容台数がかなり必

要。屋根付きなら尚良い。立体でおけると小スペース

で済む。 

    駐車場。特に障害者用駐車場 

    ご高齢の方や障害がある方が玄関前からスムースに乗

降できるよう屋根のある車寄せが 

あれば良いと考えます 

    現在，徒歩で行きます。が，西側駐車場は前面道路が

狭く，左右に駐車されると狭くて軽四輪しか停められ

ません。（５ナンバーでも狭い道路に出てしまう）台

数を減らして，タテヨコを広げてください。◎道路等

に案内表示看板をつけてください。何度も場所を聞か

れたことがあります。 

    会館オープン時のみ開設し閉館後は施錠する 

  利用する部屋 グループ利用は，１５人～２０人の広さ。団体総会等

は５０人 

    いろいろな団体に合った大きさ，広さの部屋 

    ５０人収容規模の部屋と３０人～２０人位の小部屋が

多い方が良い。 

    ４０人程度が活動できる広さも必要。小部屋も必要 

    ２０人ぐらいが自由に 

    ２０人，３０人，必要に応じて各種の部屋 

    ３０人以上使用出来る広さ 

    ３０人程度，１０人以下利用可能部屋 

    大（４０人），中（２０人），小（１０人） 

    ３０人ぐらいが，動き回れる広さ。 

    福祉センターと公民館の合計の部屋数。福祉センター

第一会議室同等の舞台付きの部屋。 

    １０人くらいが切手整理作業の時に使えるテーブルと

椅子。 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 利用する部屋 ３０人位がフォークダンスを踊れる部屋と音響機器 

    軽体操，ダンス等に使えるような明るくて大会室程度

の部屋が各施設に欲しい。色々なタイプの部屋が多く

欲しい。 

    体操ができるスペースがあればと思います。 

    体操の出来る部屋，なにもおいてない広い〓〓部屋が

ほしい。 

    ソーシャルディスタンスの必要性から，５０～８０名

の部屋，２０～３０名の部屋，１０～１５名の部屋と

利用しやすいような部屋が欲しい。 

    ３０人～５０人位の部屋 

    ２０人ぐらいの使える広さ 

    カルチャ講座・教養文化など活用するにあたって，部

屋数を多く設置して頂きたい。 

    国分寺市内の公共施設は全体に少なく，公民館，地域

センターの使用が難しい状態である。体操が出来，会

議も可能な広さ，２００㎡設備は最低必要なもの。 

    少人数で利用できるとうれしい 

    少人数～多人数が使える部屋を複数 

    ５０人程度が収容出来る部屋 

    麻雀台が１５台程度設置出来る部屋 

    ２０人～５０人が収容出来る設備。 

    ３０～５０人位でも使用出来る広い部屋必要 

    ２０人位，サークルに良って多目的に 

    １５人位 

    用具など広げるので１５，６人位の部屋 

    ５人，１０人，１５人，２０人に適した広さ 

    体育場（間仕切りできる），災害時の避難場所 

    １０～１２人位の部屋もあった方が良いと思う。 

    ダンスなどができて，鏡がある部屋がほしい。 

    私達はお茶のおけい古をしていますので，和室に道具

の収納スペースが必要です。 

    ２０，３０，５０，１００ 

    ５０人位 

    １００人位 

    ３５名位がゆったり使える広さが良いと思う。 
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施設名 項目 内容 

福祉センター 利用する部屋 ５０人位で使用の部屋を多く，運動できる広さの部

屋，２０人位のサークルで使用できる部屋等。 

    ・福祉センターの第一会議室と同様の会議室（９０人

収容）が欲しい。・健康麻雀は会員も多く，１５卓は

出来るスペースがいる。（１５卓×４人＝６０人） 

    大部屋でも，使える広さが簡単に調整できること 

    ２０人位 

    １０人位で利用出来る和室も必要 

    少人数から１００名まで。会議室～小ホールまで。 

    １０人位の音響設備良，大部屋 

    ２０人入れる部屋が１０部屋は必要 

    １０人位が使える広さ 

    現在の広さでいいと思います。 

    １０人くらい 

    ３０人が使用出来る室 

    １５人位で使用できる和室がほしいです 

    調理のできる場所と道具，食べながら情報交換できる

テーブルとイス 

    体操に使える，机など出しておかない 

    ・出入口の広さの確保。ガイドと並んで歩いてもぶつ

からないように。・給湯設備のついた部屋 

    コロナのことを考えると想像できません。 

    １５人以上 

    ３０人位で使用出来る部屋を３位欲しい。 

    広さは，いろいろあって良いと思うが，用具などは老

朽化していると思う。 

    大（１５ｍ平方），中（１０～８），小（５～６） 

    コロナの影響で今現在，部屋の広さにより利用人数が

制限されている。この様な事態になった場合には，従

来の部屋の広さと部屋数だと厳しい。 

    １５人ぐらいは使える部屋 

    ５～10人で使用可能な会議室，20人ぐらいで使用可能

な部屋，50人使用可能なホ－ル  

    60～70㎡で 50人が利用できる正方形の部屋：机，椅

子，最低限度の音響設備 

  その他 日本人の伝統・文化の推進 
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施設名 項目 内容 

福祉センター その他 備品など保管出来る所 

    備品が保管出来る場所 

    食事 

    設備 

    トイレの充実 

    利用団体の伝言コーナーが欲しい（Ｐ／Ｃ利用） 

    用途 

    イベント発表出来る舞台 

    子どももつれて参加できること 

    音楽ホール 

    和室設置 

    畳のお部屋を増設。茶室⇒精神的な浄化・カタルシス

的作用で心の平安をもたらします。是非とも，茶室を

お願いします。 

    気軽に会合を開く場所が市内に少ないので，施設内

は，会議等ができる室を主に考えてほしい。 

    麻雀台など 

    周辺に食事処が少ないので，カフェ，又はレストラン 

    トイレもバリアフリーで 

    災害時の避難場所 

    和室に床の間と炉を二ケ所 

    福祉センターに設置してある電気椅子（地下）ヘルス

トロン？，喫茶室，憩の場（囲碁などできる） 

    会員への伝言や会員になりたい人へのお知らせ等を設

置してあるパソコンで見れるようにして欲しい。 

    芸術（音楽・美術・スポーツ舞踏）専用のスペース 

    エレベーター，車椅子が入って少し大きめが良。 

    市老連，総会，利用団体の発表会，多人数入れる舞台

が有るホール，３００人入場可能 

    市内に少ないので。 

    黒板 

    誰でも休憩出来る部屋が欲しい。 

    公民館のように，ゴミを分別して出せるようにしてほ

しい（現在はコロナのため出来ないが） 

    １階にオープン喫茶の設置（異なる団体との交流はか

れるか） 
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施設名 項目 内容 

福祉センター その他 黒板やホワイトボードが無料で使用できるように。登

録団体用ロッカー 

    超高齢化が進む中，和室は不要。各館デットスペース

になっている。和室の要望には薄縁，座布団で対処す

る。 

市民本多武道館 ユニバーサルデザイン エレベーター，多目的トイレ 

    

エレベーター，だれでも（多目的）トイレ，案内表示

など→当然設置されると思います。木質を使う等，暖

かみのある空間 

    
バリアフリー，案内表示の充実（市内のここに行って

みたくなるような案内） 

    トイレは洋式にしてほしい。 

    
広い駐車場，駐車場で天候に左右されず集まれるよう

にしたい。 

    広い空間，洋式トイレ 

    エレベーター，トイレ 

    多目的トイレ 

    
例の事はもちろん，終った後ちょっとくつろげる場が

有ると良いと思います。 

    エレベーター，多目的トイレ，実習室（調理） 

    
冷暖房設置，自動洗浄トイレ，グループ毎の備品スト

ック場所の設置。 

    更衣室，定期利用クラブ専用貸ロッカー。 

    エレベーター，多目的トイレ 

    元気な人ばかりでない誰でも利用できる所がよい。 

    トイレ 

    
まず不便な所なので，案内表示をわかりやすく。交通

機関の充実。１つ施設ごとに案内管理人を置く。 

    多目的トイレ，案内表示 

    
武道に通づる床のクッション（膝をいためない），空

調 

    

光公民館のイメージか。（もとまち地域センター）用

途をどう割りふるか。（剣道，卓球，ブヨウ）（多目

的）トイレ，ロッカースペースの大きさ 

    新型コロナ対策として，余裕のあるスペースの確保 

    
安全・安心で誰もが平等に利用可能である施設。優し

さが感じられる施設。 
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施設名 項目 内容 

市民本多武道館 ユニバーサルデザイン 冷暖房設備，多目的フロア 

  空調整備 

    
エレベーター，バリアフリー，わかりやすい配置，防

災 

  市民サービスの充実 出張所の設置 

    手続きが，簡単に出来ると良い。 

    個人で一定時間使用できる学習室 

    
今の様に，継続しているグループが登録して，そのま

ま使用できると良い。 

    予約不要で使用出来るスペースがほしい。 

    
情報発信コーナー，市民が一人でも多く参加できる

用，わかりやすく発信してほしいです。 

    
予約不要で使用できるスペース，喫茶コーナー，出張

所 

    住民票などの取得ができる場所。 

    予約不要 

    予約などしないで，ゆっくりできる場所も欲しい。 

    予約不用 

    
せっかく出来ても気軽に利用するには例の様に予約不

要で利用のスペースもあれば良い。休憩場所とか。 

    いつでも利用出来る工夫 

    会議室（３０～４０人）がほしい。 

    全ての要件が対応出来る施設が希望される。 

    
現本多武道館では，剣道防具など保管場所が確保され

ています。新しい施設でもそれをお願いします。 

    出張所の設置，娯楽施設 

  駐輪場，駐車場 
駐輪場の屋根については，維持管理にお金がかかるよ

うなら必要ないと思います。 

    駐車場（５０台位収容） 

    
駐輪場，駐車場は維持管理に多額費用がかからない方

法で設備 

    
高齢者のことを考えて，複雑にしないこと。駐輪場の

出し入れは簡単に。 

    屋根つき駐輪場 

  近くですと自転車で行く方が多いから，７０～１００

位，屋根も半分はほしいです。 
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施設名 項目 内容 

市民本多武道館 駐輪場，駐車場 自転車の収容台数は多い方がよい。 

    
地下駐輪場を作り，施設利用者は無料，その他は有料

とする。 

    屋根付き，５０人位ゆったり 

    
町の真中あたりなのでブンバス等利用できるようにし

て欲しい。 

    駐車駐輪場 

    
車でや自転車で来る人が多いと思うので，充分に駐車

出来る広さを確保してほしい。 

    １００台，屋根は半々 

    駐車場台数は出来るだけ多くを希望 

    
利用者がふえると思うので，台数確保を。（現状に比

べ交通のアクセスが不便になるため） 

    地下駐車場，２０～２５台。料金は安価で。 

    
駐車場の確保は，優秀な人材が集まり，安定した運営

となる。 

    

現本多武道館での駐車は民間の駐車場を利用している

が，１０台程度の駐車場があるとよい。駐輪場スペー

スも３０台分程度はほしい。 

    
駐車場は（恋ヶ窪駅が近いので）利用者のみが駐車出

来るよう工夫する。 

  利用する部屋 ２０人くらいが体操できる広さ。鏡がほしい。 

    
本格的な剣道場（裸足の人しか入れない，柔らかな

床，神前） 

    広さは今のままで良いです。 

    
１０人から２０人のグループで使用，冷暖房設備があ

る事。 

    ３０人位は使える広さに。（動き回れる広さ） 

    
両手を広げてくっつかないくらいで，５０人位使える

広さ 

    ５０人位でゆったり体操できる様。 

    
約１００人が，会議等で使える広さ。プロジェクタ

ー，スクリーン，音響システムなど 

    
５０人位がゆったり体を動かせる部屋，音楽を流せる

装置 

市民本多武道館 利用する部屋 ２０人ぐらい，話し合い，軽い体操等 

    ５０人位が手を広げてもぶつからない広さ 
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施設名 項目 内容 

市民本多武道館 利用する部屋 ５０人ぐらい 

    ５０～６０人 

    
３０人位までは入れる広さ。フラダンスとかでは鏡が

必要。 

    ５０名位が利用できる広さ 

    
場合によっては，剣道・居合にも使える天井の高を考

慮した部屋 

    道場は２０人ぐらい確保を。空調は必要でしょう。 

    
新型コロナの関係あり，それを考慮して利用人数が３

０名くらい 

    剣道場においては，正規の試合場が二面以上必要 

    ８人程度 

    

剣道競技を考えると１０ｍ四方で周囲に１ｍ程度のス

ペース，また，保護者が見学できるスペースがほし

い。 

  その他 室内環境 

    エアコン 

    本多武道館はそのまま残していただきたい。 

    高齢化社会対応 

    空調とエアコン設備 

    冬寒いので考えてほしい。 

    
耐震補強，床の張り替えも最近行なったばかりです。

まだまだ使える市の財産です。 

    冷・暖房設備 

    施設の雰囲気。だれでも行きたくなる様な 

    
福祉センターには，デイサービス，ショートステイサ

ービス用の施設設置。 

    気楽に行ける場所 

    皆が楽しめる場所 

    ロッカールーム 

    
とにかく安心安全に使える施設。外観も派手でわかり

やすい様に。 

    楽しんで行ける様な場所 

    利用回数，時間がどう確保されるか。 

  水回りの充実 

    幼児から高齢者までが交流出来るしくみ 
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（２） 問４の自由記述一覧 

 

施設名 内容 

恋ヶ窪公民館 公共施設の地域分布（高齢化を考慮して） 
 

現位置での建替えは基本的には不必要である。つかい勝手も悪いし，大きさに問

題がある。 
 

本計画に賛成です。 
 

泉町の市庁舎のそばに公民館施設が望しい。 
 

場所変更でも良い。３～４年利用出来ないのは困ります。 
 

現在活動しているので，新しい施設が使えるまでは恋ヶ窪公民館を使用したい。 
 

今の所，たてかえに３～４年は長い。旧市役所のあと地にできる方がよい。 
 

期間がかかりすぎ。 
 

３～４年休止は困るので，早めの通常化をお願いしたいです。 
 

恋ヶ窪公民館は隣接する，第九小学校の子どもたちの居場所という役割も担って

きました。恋ヶ窪公民館が，移設されて，子どもたちの居場所がなくなってしま

う…。そんなことがなければ良いと思います。 
 

現庁舎用地への移設に賛成です。休止は好ましくない。 
 

・庁舎完成を３～４棟に分ける（中層階５Ｆ位）事で，年次計画で完成させる。

短期間で全館を完成させる。 
 

悩ましいところであり，現位置に近い人達が新位置に通える方法も考えられると

いいかと。 

恋ヶ窪図書館 周辺の住民にとっては便利。 
 

同じ場所での建替えは求めていません。 

福祉センター 現庁舎はプレハブ式で解体が可能。建物建設が出来れば交通便上，現市役所後地

でも良い。 
 

地域ごとの住民が利用することを考えれば，現在位置のまま，残す必要があろう。

したがって休止期間があっても仕方があるまい。リニューアルは必要ではあると

思う。大切なのは，市民・住民に寄りそうことである。  
地域住民利用予定者達のほぼ中央であれば宜しい。 

 
市民誰でも気軽に使用出来る，近場，利便性が重要 

 
同じ場所で使用出来る事は，近くてとても便利です。 

 
福祉センターは建替えをせず，現状で使用出来る限り使用していきたい。ｅｘ．

体操の出来る状態であれば建替は必要なしです。 
 

集まりやすい，ので現状の施設を残してほしい（福祉センター） 
 

現福祉センター地域は学習集会施設がなくなる。遠方に大規模な施設を建てるよ

り，徒歩圏に中規模な公共施設が欲しい。 

 ・ここにあるから老人の方々も通える所だから重要です。・学校のそばで利用する

子供もいるから。 
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施設名 内容 

福祉センター 現位置の建替えは必要ないが，新施設が完成するまでギリギリのところまで現福

祉センターは開いていて欲しい。我々福祉センターが活動の拠点のクラブは他の

場所確保が困難であるから。 
 

新施設の完成までは現施設の保存（使用）可にしてほしい。代替施設がなく活動

が出来なくなる為。 
 

特になし 
 

原施設を地域住民が長年利用し，特に高齢者は馴れ親しみがある場所なので，移

動は難しい。別場所となれば，土地確保・まわりの住民の理解も必要になる。 
 

市内に福祉を主とする施設は，現福祉センターのみです。昭和４０年代に建設さ

れ，福祉のまち国分寺のシンボルであり，再建を望む。※他の市では，現福祉セ

ンターが多くある。 
 

馴み深い場所ですし，行き付けている場所は遠くに感じない。建替えの時期はど

こか空き場所を利用させて頂く必要がありますが。 
 

現場所，通うのに便利。 
 

現市庁舎の場所は，交通の利便性が良い。電車・バスを利用して，行けるので高

齢者には利用しやすい場所。 
 

・地理的に通える所。 
 

福祉センターを利用していますが，現状の位置で使えると一番良いと思う。 
 

福祉センターは交通が不便のため，現庁舎用地への移転を希望します。又，現位

置での建替えの必要性は全然ありません。 
 

長年の利用個所で便利 
 

会の方が福祉センター近くにお住いだから。 
 

西部地区（西町，高木町，光町，富士本）等，３～４年休止期間有っても，老人

会の場所取り苦労を考えると今は何とか調整しているが，将来を考えると良い事。

現在の市役所後では遠すぎる。老人では無理。 
 

代替場所が必要 
 

自分の家から近いので通いやすい。 
 

仮設の場所がほしいですが，長い間の休みは辛いです。 

 

 

 

 

 

  

福祉センターの利用は，年に１回ですが，戸倉２丁目３丁目の方と，調理し試食

し，情報交換する会をしています。学習会をした年もありました。現市役所の場

所では，ちょっと遠い感じがします。お近くの方々との交流を，歩いて１０分く

らいの福祉センターを利用してできることは，とてもありがたいことです。福祉

センター老朽故，いったん，現市役所の場所への移転もやむなしと思います。が，

その後，現福祉センター解体後の跡地には，戸倉２丁目～４丁目地域での居場所，

多世代が利活用できる施設の設置を望みます。 

 恋ヶ窪公民館等，市の計画通りでＯＫですが，設計等の段階になった時は又皆で

知恵を出し合って行きたい。 
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施設名 内容 

福祉センター 現市役所跡地に賛同。 
 

解体・建て替えによるなどによる空白期間がない 

取り壊した跡地の再利用ができる 
 

現位置での建替えが必要とは考えません。空白期間なく多くの市民が利用できる

ことを最優先に取り組んでいただきたいと考えます。 

市民本多武道館 １．本多武道館の名称には歴史となじみがある事。２．ＪＲ国分寺駅から徒歩圏

内に位置する立地の素晴らしさ。３．心技体を鍛える道場として国分寺の魅力に

つながっている。 
 

本多武道館は地域の避難所としても大切。建替えは本多公民館の建替えのタイミ

ングを利用すると良いと思います。避難所を見据えての設備の充実も合わせて考

えて頂けると良いかと思います。 
 

自分の家から近いので，とても便利に利用しています。遠くになると，時間がか

かるので不便になります。 
 

市民本多武道館で，本町・本多・東恋ヶ窪・南町の近隣住民が，約３０年以上に

渡り，健康維持のため，体操を続けています。移転となると，継続が難しくなり

ます。武道館のような施設は，この地域に必要かと思います。 
 

現庁舎用地への交通手段，老人に優しいと有り難いと考えております。（車・自転

車，難しく徒歩）本多・本町在住者には必要なのではと考えてます。囲りに気が

ねなく運動出来る場が有る事。 
 

あまり必要ではない。お金がかかりすぎる。 
 

武道館は冷暖房がなく，トイレも今時めずらしいですネ。大きな，きれいな施設

が欲しいです。レストランか喫茶があると尚良いと思います。 
 

現在私の利用している市民本多武道館は先日床もきれいに修繕して，トイレも洋

式にしている最中。体操するには充分な広さと場所も利便性ありで満足している

ので，現状維持でお願いします。 
 

現在位置にはこだわらない。 
 

交通のアクセスが悪くなる。ＪＲを利用してケイコにこられる方にとってのりか

えが必要。参加しにくくなる。会員により場所が近くなる方もおられると思うが，

車，自転車以外の鉄道利用の方の参加がへるのではないか。 
 

将来の資産（教育・地域活性他） 
 

現状より，十分な進化が期待できると思考する。 
 

市内で剣道を実施している所は，東西南北とバランスがとれている所にある。現

位置を移動すると東地区での少年達の移動距離が長くなる。 
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（３） アンケート調査票 
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