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「公民館利用に関するアンケート調査」概要 

（１） 調査の目的 
公民館では、社会教育・生涯学習のための講座や公演などの開催による学習機会を得る

場、あるいは、市民の皆さんが心豊かに暮らしていくための学びや文化活動を自主的に行うサ
ークルや活動団体の活動の場としてご利用いただいています。一方、現在の少子高齢化、情
報化、環境問題への対応に加え、今後、施設の更新期を迎えるにあたり、東村山市第５次行財
政改革大綱・第１次実行プログラムに「公民館の役割・機能の整理」を掲げ、社会教育・生涯
学習拠点に求められる機能や役割を整理し、今後の方向性を検討することとしています。 
これまでの利用実態に加え、広く市民の皆さんの利用ニーズや今後の施設利用の方向性な
どをお聞きしたうえで検討していくため、本アンケートを実施いたしました。 

（２） アンケートの実施概要 

実施期間： 令和３年１１月２日（火）から１２月１０日（金）まで 

実施方法： 市内公共施設でのアンケート回収箱の設置（２１箇所）のほか、郵送やファクシ
ミリ、市ホームページを通じて回答を受け付け。  
 ・市情報コーナー・いきいきプラザ総合窓口・ワンズタワー内地域サービス窓口 

 ・公民館（中央・萩山・秋津・富士見・廻田）・図書館（中央・富士見）・ふるさと歴史館 

 ・市民スポーツセンター・ふれあいセンター（多摩湖・恩多・栄町・久米川・秋水園） 

 ・青葉地域センター・美住リサイクルショップ・社会福祉センター 

 ・子育て総合支援センター（ころころの森） 

アンケート回答数： ３６０件 

（３） アンケート結果の活用 
これまでの施設利用状況やアンケート結果などを踏まえて、今後、求められる公民館の役割

や機能を整理し、今後の公民館のあり方や施設の方向性について、検討などを進める際に参
考とします。 
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「公民館利用に関するアンケート調査」集計 
 
１． 回答者の基礎情報 

（１） 性別 

今回の「公民館利用に関するアンケート」にご協力いただいた方々は、オンラインでの回答
を含めて ３６０人でした。（男性 １２９人／女性 ２１６人） 
 
（２） 年齢 

アンケートにご協力いただいた方々の年齢構成は上記のとおりでありますが、このうち６０歳
代以上は ２０９人（58.1%）となりました。 
 
（３） 居住地 

本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 

29 人 24 人 61 人 25 人 22 人 

萩山町 栄町 富士見町 美住町 廻田町 

46 人 17 人 27 人 15 人 8 人 

多摩湖町 諏訪町 野口町 東村山市外 無回答 

11 人 11 人 20 人 39 人 5 人 

 
  

（％）

（％）
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（４） 日頃、利用する公民館 

居住地 中央公民館 萩山公民館 秋津公民館 富士見公民館 廻田公民館 

本町 80.6% 3.2% 12.9% 3.2% 0.0% 

久米川町 50.0% 4.2% 45.8% 0.0% 0.0% 

秋津町 20.8% 5.6% 68.1% 5.6% 0.0% 

青葉町 36.1% 2.8% 50.0% 11.1% 0.0% 

恩多町 59.3% 18.5% 11.1% 11.1% 0.0% 

萩山町 29.3% 58.6% 3.4% 8.6% 0.0% 

栄町 52.2% 21.7% 4.3% 21.7% 0.0% 

富士見町 26.2% 19.0% 0.0% 52.4% 2.4% 

美住町 33.3% 12.5% 0.0% 50.0% 4.2% 

廻田町 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 

多摩湖町 45.5% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 

諏訪町 70.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 

野口町 57.1% 7.1% 10.7% 14.3% 10.7% 

東村山市外 53.2% 19.1% 4.3% 14.9% 8.5% 

 

 

≪アンケートの結果から≫ 

日頃、よく利用している施設について 

・ 中央公民館については、本町や諏訪町など、施設に近い地域にお住まいの方々の利用割合が高

くなっていることに加えて、地区館のない地域や市外など、地域に偏りなく一定の割合で利用され

ていることがわかりました。 

・ 一方、地区公民館では、施設に近接する地域にお住いの方々の利用割合が、中央公民館と比し

て極めて高くなっています。 

・ また、よく利用するその他の集会施設では、市民センター、社会福祉センター、ふれあいセンターな

どが挙げられ、集会室などを有する市内の公共施設を利用していることがわかりました。 

○ 日頃、よく利用するその他の集会施設 （※自由記述） 

・市民センター ・社会福祉協議会 

・図書館 ・社会福祉センター 

・ふるさと歴史館 ・諏訪町自治会館 

・サンパルネ コンベンションホール ・小平市内の公民館 

・ふれあいセンター（多摩湖・恩多・栄町・秋水園） 
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２． 公民館を利用する目的や利用しない理由 
（１） 公民館の利用目的 

アンケートにご協力いただいた方々のなかで、「いままでに公民館を利用したことある」と回
答された方は ３３６人（93.3%）でした。今回のアンケートの回収にあたっては、市内５館の公
民館に用意したボックスでの回収が ３１４人（全体の 87.2％）であり、結果として公民館を利
用した方々の回答が中心となりました。 

公民館で活動しているサークルや団体活動へ参加するために利用する方が ２３６人で、全
体の 65.6%となり、次いで、市や関連団体等が主催するイベント等（文化祭・環境フェアほか）
のために来館する方が １２９人（35.8％）、公民館が主催する講座への参加（市民講座など）
のために利用する方が １１７人（32.5%）となりました。 

 

  

○ その他の意見 （※自由記述） 

・公民館で講座開催 ・ボランティア活動 ・秋津図書館 

・所属する団体のサークル活動、イベント（絵画・囲碁・合唱練習・バンドの練習・山の会） 

・マンションの自治会 ・新婦人会議 ・ホール発表会 

・映画会 ・喫茶の利用 ・勉強 

・印刷機の利用。公民館ごとに印刷機をリースしているが、館によって仕上がりの良し悪しがあり、良いとこ

ろへ行く。（イベントのプログラム、資料など）集まりやすい。 

・新たな出会い、久しぶりの邂逅など人との出会いの場。それによる情報交換。新たなアイデアが沸く場 

・地域の団体として会議や学習会を開催する場所が市内に限られており、公民館を利用させてもらってい

ることが多いことから、その他の項目にもチェックを入れました。 

（％）
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（２） 公民館の利用頻度 

公民館を利用する方々の利用頻度は、月に数回の利用が １８３人（50.8％）であり、多くの
方々が利用されています。サークルや団体活動の開催が１カ月に１回から複数回行われてい
ることが多いことを再確認しました。 

 
（３） 公民館を利用しなかった理由 

一方、アンケートにご協力いただいた方々のなかで、「いままでに公民館を利用したことがな
い」と回答された方は １２名（3.3%）でした。少数意見ではありますが、「仕事や家事、子育
て、介護などにより利用する時間がない」「公民館で提供されるサービス等を必要としていな
い」が、それぞれ半数の ６人、次いで「場所が遠い、交通が不便」が ４人、「サークル活動な
ど他人との交流が不得手」「参加したい講座やサークル活動がない」がそれぞれ ３人となり
ました。 

 

≪アンケートの結果から≫ 

公民館を利用する目的や利用頻度について 

・ 公民館を利用する目的は、公民館を利用しているサークルや団体などの活動に参加するためとし

ている割合が高くなっています。 

・ また利用頻度は、月に数回の利用が全体の半数以上であることなど、サークルや団体などの活

動が、１ヶ月に数回程度開催されていると推察することができました。 

  

○ その他の意見 （※自由記述） 

・月に２回 ・月に１回 ・毎月１回、たまに２回 ・ほぼ毎日 

○ その他の意見 （※自由記述） 

・利用したい時間帯に予約ができない。 ・設備やサービスなどに不満がある。 

・公民館がどのような施設か知らない。 ・主に他の施設を利用している。 

・生涯学習や社会教育に興味がない。 ・利用方法を知らない。 

・イベント情報がつかみにくい。 ・機会がなかった。 

（％）
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３． 公民館はどのような施設か 

「公民館はどのような施設と考えているか」に対し、「市民講座などを通じて、様々な学習の
場を提供する施設」 ２０６人（５７．２％）、「誰もがいつでも利用できる施設」 ２２６人（６２．
８％）、気兼ねなく立ち寄ることができる施設」 １６３人（４５．３％）、「地域の防災拠点としての
施設」 １０３人（２８．６％）、「地域の集会所」 １４８人（４１．１％）、「子どもや青少年の居場所」 
８３人（２３．１％）となりました。 

 
 

  

○ その他の意見 （※自由記述） 

・サークル活動の拠点 ・会議場。集まりやすい。市民の集いの場 ・気軽な発表の場 

・公民館は、地域に開かれた市民活動の拠点であり、文化、芸術の活動拠点と考えます。また、市民の要

望に応えた文化、芸術等を講座等により発信し、活動の活発化を促す役割を有すると思います。 

・お茶や軽食を食べながら、打合せやおしゃべりができる場 ・人と繋がれる安心できる場所 

・用事がないと行かない ・図書館が利用できない時の二次的な場 

・市役所の窓口がある施設 

・イルソーレや中央公民館フリースペースのいつもいっぱいな状況を見ると中高生ぐらいの世代が公共

の場を求めている現状が見える。これにさらに答えていく必要がある。学習スペースとしてはあまり良好

な環境と言えない面（往来の人の声がうるさく学習に集中できない）を聞くので、さらにニーズにこたえ

る場を模索してほしい。例えば、空いている集会室を開放する等。学習スペースについては地域館やほか

の公共スペースでも行ってほしい。それと同時に少人数の大人が気軽におしゃべりしたり打ち合わせで

きるスペースが欲しい。富士見公民館の富士見喫茶があった場は、現在この館にそういったニーズにこ

たえるスペースがないので、早く利用させてほしい。 

（％）
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４． 生涯学習や社会教育に限定しない利用目的のニーズや認知 
（１） 生涯学習や社会教育活動に限定せず、他の目的で利用したいと思うか。 

生涯学習や社会教育活動に限定しない施設の利用についてお聞きしたところ、「利用した
い」 １０８人（５０．３％）、「利用は考えていない」 １４２人（３９．４％）となり、営利目的や公序
良俗に反するものなどを除き、肯定的なご意見を多くいただきました。 

 
（２） 生涯学習や社会教育活動に限定しない民間企業や団体等の活動（講習会や説明会）な

どを行うことについてどのように思うか。 

また、このような利用についてどのように思うか。との質問には、「行っても良い」 １８２人（５
０．６％）、「行うべきではない」 ６６人（１８．３％）、「わからない」 ７９人（２１．９％）となりまし
た。 

○ その他の意見 （※自由記述） 

・特に考えていないが、利用があっても良いと思います。 

・会社の会議のために広い場所が必要となり、利用したいと思ったことがある。 

・他に何かあれば、限定しなくても良いと思う ・保護者会 

・内容によっては参加したい。 ・興味のある内容ならば利用したい 

・部屋が空いている前提だが、学習スペースなどに一時的に開放（ex.小平市） 

・仲間との懇親、習い事の場。 ・風俗に関わらないように、青少年に害を与えないものは可 

・公民館の目的で良い ・営利、政治目的は駄目 ・わからない 

○ その他の意見 （※自由記述） 

・地域の活動と連動した活動が望ましい。 ・部屋が空いているなら行ってもいい 

・地元企業のワークショップ等があると地域活性化にもなる。 

・利用に考えて使ってもらう。ホールは残して集会施設の利用を考える。 

・行っても良いと思うが、今までの活動に支障がない程度。 

（％）

（％）
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さらに、「なぜ、そのように思うか」との問いには、「行っても良い」の意見として、「施設の有

効利用や利用料収入につながること」のほか、「企業や団体を知ることができ、新たな交流へ
の期待」など。「行うべきではない」との意見としては、「公共施設として如何か。」や「予約が
取りづらくなる」などの声をいただきました。 

・営利を目的にした貸し出しはよくない。 

・企業の説明や政治家の後援会などは歓迎しない。 

・特定な過激な偏った反社会的な活動を行う組織には使用して欲しくない。 

・人と人の対話が重要 ・民間企業の講座もいろいろあるので 

・限定しなくても良いと思うが、地域の人たちが優先しないと使いたい時に使えないのも困る。 

・民間企業や団体等の活動が多くなると市民が利用しにくくなる。 

・現在の形態では行わない方がいい。 

○ 行っても良いと思うのはなぜか。 （※自由記述） 

・開かれた公共施設にするため ・より多くの人が公共の施設を利用できるといいから 

・不特定多数の市民との交流が大事だから ・各方面からの考えが学べる。 

・見識が広がる。 ・楽しい講習会を増やしてほしい。 

・幅広い活動に利用してほしい。 ・地域の活性化のため 

・内容によって、市民のためになることならばよいと思う。良い内容はチェックすべき。 

・企業や団体を一般住民が知ることができる。 ・民間企業の催しの方が参加しやすい。 

・地域の方たちのみの使用でなく、民間や団体の活動にも参加したい。 ・高年齢化のため 

・幅広く利用してもらうことで、東村山市をアピール出来るのでは？ 

・人が集まりやすいからと、小規模で事業などを始めたい場合にお試しできるから 

・営利を目的としない又は宗教活動でなければ積極的に利用しても良い。 

・場所が便利なら ・他に場所がないので ・公民館スペースの有効利用 

・使用の目的が合えばどこでもよい ・利用の稼働率を上げ、利用料収入を図るべき 

・施設維持及び運営費の捻出ため、少しでも利用者のため安く便利に 

・空いているより利用料をもらって貸し出した方が市の財政に良いと思う。 

・これらが主流になっては困るが空間スペースの有効活用や外来者の増加による東村山市の活性化の

一助になると思われる。 

・関連収入を増やすために空いている部屋を活用し企業等にも利用できるようにしてもいいと思うが、住

民利用の優先度を高く設定する配慮が必要だと思う。 

・中央公民館のホールは残す。地区館は公民館をやめて公民館の拘束を解く 

・悪い理由が見つからない 

○ 行うべきではないと思うのはなぜか。 （※自由記述） 

・公共施設の性格上 ・社会教育法の範囲でやるべき ・公民館の目的や趣旨に沿って 

・公共公益が基本 ・利益追求になりがち。 ・利益を得るところではない。 

・一部の人の営利に協力すべきでない。 

・民間企業は営利宣伝に利用されかねない。団体は政治、宗教に利用される恐れあり。 
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≪アンケートの結果から≫ 

公民館の利用に関する認識について 

・ 公民館に対して、「誰でも利用できる」「学習できる」「地域の集会所」などの認識があり、サーク

ルや市民活動の拠点であることや人との繋がりの場など、概ね、公民館の設置目的を認識してい

ただいていることに加え、「気兼ねなく立ち寄ることができる場」「子どもや青少年の居場所」な

ど、様々な役割を持っていることと認知されています。 

・ また、公民館本来の目的である生涯学習や社会教育活動に限定しない施設の利用に関しては、

様々な地域活動との連携や知見を広げるためにも期待される意見もありました。 

・ 一方、公共施設においては、民間企業や一部の法人などが利用する際、勧誘や直接的な利益が

生じる場合も想定されること、一般の市民活動のための利用がしにくくなることも考えられること

を心配する意見も多くありました。 

・民間企業は営利を結局求めざるをえず、無料といっても市民があとで高額な商品を買うことになること

が予想されるため。例えば、無料の着付体験と言って高額な帯の購入や健康体操と言って高額な健康

食品の購入など。 

・宗教団体に利用される恐れがあるから 

・宗教団体等に使用されると一部の者だけになり、良くないと思う。 

・社会教育活動などを優先したりすべきで、この活動のため集会室が利用できなくなると困るから。 

・企業や団体に占有されてしまって、一般の人が利用できなくなる。 

・今までより予約しにくくなるため。 ・自分たちの活動に支障をきたす。 

・市民が使えなくなってしまう。 

○ わからないと思うのはなぜか。 （※自由記述） 

・ネズミ講のような営利を目的としている民間企業は最近巧妙になので、区別がつかないから。 

・必要なこともあるが、最も基本的活動に使いたい時、部屋がいっぱいで使用できなくなると困る 

・団体だけが利用できるというより、個人主催での講座やワークショップで利用できるようになれば良いと

思う。 

・サークル活動で予約が取れなくなると困る。 ・具体的な例が思い浮かばない 

○ その他 （※自由記述） 

・行政機関としての公共施設のため ・公序良俗的な、一般常識的に考えて 

・税の優遇を受けられる企業や税からの活動資金を得ている政治家が利用すれば二重の援助につなが

ると思うから。(もしも利用料金設置が別で市民に公開できるものなら空室のある時には使っても良いと

思う。)  

・通常予約を取るのはかなり大変ですが、一週間前位になっても空いていれば使っていただいていても

良いと思います。 

・公民館の利用が少ないのならもったいないと思うので、また民間企業となると営利目的になると思う。 

・ねずみ講だとか、社会への悪影響のあるものは避けたい。 ・高年齢化のため 

・サークル活動を優先して欲しいので 
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５． 公民館施設の環境 
（１） （中央公民館）２階学習スペース 

中央公民館では、平成２７年度に実施した耐震化工事に合わせて、館内の一部リニューア
ルを行い、２階のロビーには、テーブルや椅子などを配置することで、中高生の放課後の学習
や居場所として、あるいは公民館利用者の憩いの場として、いつも多くの方々に利用されてい
ます。 

今回のアンケートに協力いただいた方の多くがサークル活動や講座、イベント等へ参加され
た方々であったこともあり、打合せでの利用が多い傾向となりましたが、日頃から一日を通じ
て中高生が学習している姿が見られるとともに、喫茶コーナーの営業が終了する夕方以降は、
１階ロビーでも、２階に座れなかった中高生が閉館時間近くまで学習しています。 

 

≪アンケートの結果から≫ 

中央公民館２階の学習スペースについて 

・ 今回のアンケートにご協力いただいた方の多くが、サークル活動や講座、イベント等へ参加された

方々であり、打合せなどの利用が多い傾向となったが、一方で、学習や読書での利用も一定数あ

り、このことから中高生の放課後の学習の場として利用されていることが推察されます。 

  

○ その他 （※自由記述） 

・中高生が利用していていいことだと思う。 ・コミュニティの場 

・部屋が開くまでの時間 ・休憩 

・1,2 は、照明不足で目に悪い。照明を増やさないとダメ。 ・存在を知らない 

人

人

人

人

人

（人）
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（２） （中央公民館）ホール 

「いままでに中央公民館ホールを利用したことある」と回答された方が、 １９３人（53.6%）
となりました。今回の設問では、主催者と鑑賞者を区分せずに、中央公民館ホールの利用の
有無をお聞きしたところであるが、結果として、公民館を利用した方々のうち、約半数以上の
方々が中央公民館ホールを利用していることがわかりました。 

 

また、その利用目的については、「音楽、ダンス、演舞などの発表会」 １１０人（５２．１％）、
「講演会、研修会」 ５３人（２５．１％）、「音楽、演劇、寄席などの鑑賞」 ９３人（４４．１％）、そ
の他 １０人（４．７％）となりました。 

 

≪アンケートの結果から≫ 

中央公民館ホールについて 

・ 今回のアンケートにご協力いただいた方の半数以上が、中央公民館ホールを利用したことがある

との回答であり、比較的、多くの方々に利用していただいていることがわかりました。 

・ その利用は「音楽、ダンス、演舞などの発表会」や「音楽、演劇、寄席などの鑑賞」が多数あり、公

民館利用に限らず、活動サークルや各種団体などの発表や、優れた芸術・伝統文化に親しむ場と

なっていることと推察することができました。 

  

○ その他 （※自由記述） 

・市のイベント ・文化祭 

・囲碁大会 ・展覧会 ・詩吟大会等 ・ミーティング 

・車椅子席をもう少し増やした方が良い。※最低でも 5 席は。 

（％）

人

人

（人）

人

人
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（３） インターネット通信環境（Wi-Fi 環境） 

公民館を利用する際のインターネット通信環境（Wi-Fi 環境）の必要性については、アンケ
ートにご協力いただいた方々のなかで、「Wi-Fi 環境が必要」と回答された方が ２１９人
（60.8％）となり、「Wi-Fi 環境は不要」２４人（6.7%）、「どちらとも言えない」７５人（20.8%）
を大きく上回りました。 

 

一方、Wi-Fi の利用目的については、「資料検索」が １３４人、「団体やサークル活動等の
オンライン配信（動画配信）」が ５２人、「活動団体やサークルのリモート会議」が １５人、「そ
の他」が ２７人という結果となりました。その他の意見としては、「仕事関係」「あると便利」の
ほか、「利用しない」などが寄せられました。 

 
 
 

○ その他 （※自由記述） 

・資料検索 ・サークル活動 ・仕事関係（テレワーク） 

・連絡手段 ・メール連絡 ・個人の内容 ・SNS アップ時 

・音楽を聴く ・動画を見る ・ゲーム通信 ・スマートフォン 

・あると便利 ・今時無いのが不思議  

・自分は使わないが Wi-Fi が必要な人のため ・個人的には利用しない 

（％）

人

人

（人）

人

人
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また、Wi-Fi 環境が整った場合の利用頻度は、「週に数回」が ３３人（１４．２％）、「月に数
回」が １２０人（５１．７％）、「年に数回」が ５０人（２１．６％）、「年に１回程度」が ８人（３．
４％）、「その他」が ２１人（９．１％）という結果となりました。その他の意見としては、「来館時」
や「必要なとき」のほか、「利用しない」などが寄せられました。 

 

≪アンケートの結果から≫ 

公民館のＷｉ-Ｆｉ環境について 

・ 今回のアンケート結果から、公民館施設において Wi-Fi 環境が必要との多くの声が届きました。

利用の目的としては、サークルや団体の活動に直接かかわることよりも、サークル活動などのため

に来館した際、資料の検索などで Wi-Fi を利用したいとの傾向が強く表れました。 

  

○ その他 （※自由記述） 

・来館したとき ・利用の際、必要と感じる時に利用できればと思います。 

・子どもが週に数回 ・私はインターネットを使えません 

・他市は整備されているところが多い。東村山市は遅れている。 

・わかりません 

（％）
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６． 公民館を利用する際に重要と思うことについて 
（１） 中央公民館 

今後、中央公民館を利用する際、特に重要と思うこととして、「社会教育や生涯学習にかか
る魅力ある教室や講座の実施」 ２０２人（５６．１％）、「社会教育や生涯学習に限らない子育
て支援や高齢者介護予防などの教室や講座などの実施」 １６７人（４６．４％）、「商業施設な
ど民間サービスを併設する施設」 ８２人（２２．８％）、「東村山駅前にあること」 ９５人（２６．
４％）でした。 

 
 
 
 

  

○ その他 （※自由記述） 

・サークル活動が出来る事 ・オンラインでも活動できること 

・芸術家の展示やコンサート ・学習スペースの拡充 ・勉強できるところ 

・避難場所 ・もう少し大規模な施設を望む 

・商業施設などの併設は計画に取り入れないでほしい。 

（％）
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（２） 地区公民館 

また、萩山、秋津、富士見、廻田の各地区公民館については、「社会教育や生涯学習にかか
る魅力ある教室や講座の実施」 １８０人（５０．０％）、「社会教育や生涯学習に限らない子育
て支援や高齢者介護予防などの教室や講座などの実施」 １８５人（５１．４％）、「商業施設な
ど民間サービスを併設する施設」 ９０人（２５．０％）、「地域サービス窓口が備えられているこ
と」 １３０人（３６．１％）となりました。 

 
 

  

○ その他 （※自由記述） 

・サークル活動の拠点 ・地域での館独自の講座や教室を 

・市民が気軽に参加できる講座、展示が良い。 ・自宅の近くにある。 

・安心して利用出来る。 ・使いやすさ ・使用料が安い 

・少子高齢化進むなか、老人介護施設的な役割になってもよいのではないか。この公民館も若いお母さ

んがたにとって、保育所的な施設となっても OK 

・図書館がある ・勉強できるところ 

・富士見の喫茶は中央公園も見えて利用する人も多かったのでは。ぜひ再開してほしいです。無理なら

児童音楽室にある使用してないピアノを喫茶に移動して利用させてほしい。 

・富士見公民館第一集会室の音響機器が古いせいか、職員の知識が乏しいせいか使えないことあり、

改善してほしい．カーテンは暗幕の機能があるものに変えてほしい。Wi-Fi 環境は今や必須と思う。 

・備品の充実 ・冷暖房設備、洋式トイレの増設 

・商業施設などの併設は計画に取り入れないでほしい。 ・駅に近い場所であること。 

・一時避難所 ・今のままで良い 

（％）
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７． これまでのサービスを見直すときの視点 

これまでのサービスを見直すときの視点については、「サービスの満足度や市民ニーズなど
から、サービスの必要性を検討すること」 １９６人（５４．４％）、「行政サービスとしての必要な
水準を検討すること」 １４９人（４１．４％）、「他の公共施設との複合化や共用化について検討
すること」 １１４人（３１．７％）、「民間活力を導入し、効果・効率的な事業運営・施設管理を行
うこと」 １００人（２７．８％）となりました。 

 
 

  

○ その他 （※自由記述） 

・使いやすいこと ・現在のサービスを低下させないこと。 

・市民の立場になって有益と思えることを優先する。 

・地域の団体として会議や学習会を開催する場所が市内に限られており、公民館を利用させてもらって

いることが多いことから、その他の項目にもチェックを入れました。 

・地域交流の活性化を仕掛ける拠点としての意識を持った運営が必要で、その地域のいろいろな世代の

ニーズをつかむ力を持った文化コーディネーターの配置が必要だと思う。貸し館機能だけではダメ。 

・ルネ小平ような型がよい ・ダンスサークルに参加しているので、鏡を増やしてほしい。 

・指定管理にしないで、市が市民サービスのために直営を続けてほしい。 

・現在でも富士見公民館以外は図書館と同じ建物なので、これ以上の集約化はサービスの低下につな

がる。 

・開館時間の再考 ・利用料は廃止し住民が使えること 

（％）
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８． 自由意見 （※自由記述） 

（備品などに関する意見） 

・ 第 1 集会室の鏡が汚すぎます。次に入れ替えるときはシートの鏡はやめて欲しいです。オーディオも今

はブルートゥースにつないで音楽をかけるのが一般的になってきていますので、ご検討をお願いします。

駐車券をいただく時に氏名、電話番号、車のナンバーと他人には見られたくないものを誰でも見られる

ようなやり方は変えていただきたいと思います。  

・ ホワイトボードの設備。鏡を新しくしてほしい。現在使用しているものは 20 年近く使用しておりあちこち

破損している。 

・ 富士見公民館の耐震工事はありがいことだと思いました。音楽室のアップライトピアノは古いので弾き

にくいです。市民の寄付を呼びかけるか、新しいピアノを購入してほしいです。保育室のシンクがついて

いることは、良いと思いますが水を出すと茶色の水が流れたのでびっくりしました。利用者が少ないの

ならば、シンクを撤去して給湯室を使わせてもらう方がよいのではないかと思いました。少しでも保育

室は広々していた方がよいので。CD カセットの貸し出しもありがたいです。いつもお世話になっていま

す。今後ともよろしくお願いします。 

（施設や設備などに関する意見） 

・ 中央公民館ロビーではお茶を飲んだり、食事もできます。市民が語り合う場として助かってます。(あまり

交流できる場がないので) 

・ コロナの今の時期、高齢者の方々のホッとひといきつく場所になっていること、1 階ロビーがそんな場所

です。市民のいこえる場所となり、文化的な事に参加できるようにのぞむところです。 

・ 財政面で大変でしょうが、中央公民館以外の公民館のトイレ洋式、机の軽量化など少しづつでも良く

して行ってほしいです。 

・ 富士見公民館にいこいのカフェができればと思います中央公民館は交通のべんがわるく不便かと思

います。 

・ 富士見公民館の中にあった喫茶室を皆の休憩場所、ホールの控室 

・ 冬にトイレが寒く洋式などが使えない。いつも会議等が終わり部屋を出ると館内の空調が止まり冷え

切っている。昼と同じ利用料を払っているに…一寸腰かける場所もなく(ほんの一部)冷たい印象。以

上、富士見について 

・ お庭があるのでブックカフェとか出来るといいですね。 

・ 喫茶室がほしいです。又は自由に持ち込みで使えるようにしてほしいです。 

・ 公民館に用事があって行くことがほとんどですが、カフェスペース以外にワークショップスペースやマル

シェなどや物販など華やかさがあると利用者が増えると思います。中央は比較的多くの人がくるとは思

いますが、廻田など駅から遠くても住んでる人が多いので、上記のようなイベントがあると楽しめそう。

又全体的に暗いので照明や内装、イスなど時代に合ったものや木など自然のものなど温かみある空

間つくりにしてほしいです。 

・ 打ち合わせや友人とおしゃべり、読書をする際に利用できる、以前のようなカフェの復活を希望します。

学校との複合化はやめてほしい。 

・ お金を払って利用しているので、設備の点検等はこまめに行ってほしい。床が剥がれていたり、鏡が割

れたままとか。 
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（講座の開催や集会室等の貸し出しなどに関する意見） 

・ 以前は楽しい講座(料理教室など)があったが、最近は全くないようでとても残念です。また料理、お菓

子、パン、陶芸教室など開催してほしいです。 

・ 秋津公民館の講座がもう少しあるといい。中央は遠い。 

・ 部屋の定員の制限を早く解除して欲しいです。 

・ 利用時間を 3 枠にして欲しい午前(9 時～)、午後（13 時～)、夜(18 時～)。他市でも 3 枠のところが

多い。東村山は使いづらいです 

・ 月曜日は、休館は理解できるが、月曜日が祝日なら開館してほしい。翌日の平日を休館してほしい。 

・ 文化としての落語もいいのですが、公民館には、主催者教育、人権、環境、子ども等々、もっと社会的な

テーマに焦点を当てた学びの場を主体的に設けてほしいとかねがね思っております。多様な活用を検

討したいと考えてのアンケートと受け止め、こうして声を聴いてくださることには感謝します。多世代の幅

広い市民がもっと利用する施設になってほしいとは思いますが、同時に公民館としての使命を踏まえた

市民向けの講座や、利用者がヨコに繋がって主体的に施設活用を考えるような取り組みも進めていた

だきたいと思います。文化としての落語もいいのですが、公民館には、主権者教育、人権、環境、子ども

等々、もっと社会的なテーマに焦点を当てた学びの場を主体的に設けてほしいとかねがね思っていま

す。多様な活用を検討したいと考えてのアンケートと受け止め、こうして声を聴いてくださることには感

謝します。多世代の幅広い市民がもっと利用する施設になってほしいとは思いますが、同時に公民館と

しての使命を踏まえた市民向けの講座や、利用者がヨコに繋がって主体的に施設活用を考えるような

取り組みも進めていただきたいと思います。 

・ 公民館は高齢者が利用するイメージがあるので、若者が利用しやすい環境だと良いなと思います。何と

なく入りづらいです。若者でも気軽に参加できるイベントや講座があれば良いです。何度も通う講座で

はなくて、お試しで一回だけの講座・イベント等があれば嬉しいです。他の市民の方達と繋がる事が出

来る場所だと良いなと思います。 

・ 公共施設予約のホームページが見にくい。もう少し、見やすく使いやすいページだとうれしい。もう１ヵ月

先まで予約が取れると予定を立てやすいので、期間が先も取れるとうれしい。 

・ 公民館を利用する場合、なかなか抽選に当たらない。中央公民館など、全日使用不可のことが多い。

全部押さえられると使用できない。文化祭シーズンなど。係員について、時間を１分でも過ぎるとドアを

たたいて出て行けという。また次に使うものが入ってくる使用時間に 20 分もあるのに不快。 

・ 社会教育法 20 条に書かれている通りのことを東村山市はみたしていない。予約がなかなか取れな

い。施設が少なすぎる。本当に市民の利便性を考えていないと思う。 

・ 中央公民館１階の展示室は、中央公民館以外で活動している人も抽選に参加できるようにしてほし

い。 

・ より多くの市民が利用できるよう施設の充実 

・ 子どもが居られる学童のようなサービス 

・ 中央公民館のピアノが使える部屋が減っている。地下のピアノを移動させて欲しい。 

・ よく、音楽室を利用するのだが、なかなか予約が取れない。現在、地下の部屋が利用できないこともあ

り、楽器利用ができる部屋がもう少し多くあると有り難い。 

・ 部屋毎に机の数が決まっているので、増やせるよう共用の机を用意してほしい。 

・ 会議や打ち合わせなどで利用したい方は多いはず。どんな部屋があるか、どんなものが使えるのか(ホ

ワイトボードなど)もう少し周知徹底した方がよいと思います。 
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・ 公共以外の施設の使用の際は、政治的な宗教的、商売等の要素は全体に入らないことが必須と思い

ます。 

・ スマホと接続できて、サークルの皆で見る事のできるような大画面のモニターが設置してあると更に活

動しやすいと思います。そのためには、Wi-Fi をつけることは必要と思います。また子ども連れでも安心

して使える環境があると良いと思います。 

・ ポータブル Bluetooth スピーカー等、今日地上では標準的に使えてるものを貸し出してほしい。空気

清浄機などを各部屋に設置されるようになるとより安心して利用できると思います。 

・ Wi-Fi は是非お願いしたいです 

・ 住民票などの窓口を土日や平日夜間 21 時ころまで開けて欲しい 

・ 市役所の窓口を月曜日も開けて欲しい。 

（施設再生などに関する意見） 

・ 民間活力を導入すれば効果・効率的と思えるが、公共施設については、ある程度非効率的でも、行政

が直接住民とふれ合う場として割り切るべき。(使用料をもう少し上げ、民間施設に近づけることも一方

法) 

・ 利用料金負担がきつい。もっと安くしてもらいたい。宗教団体の利用につながる「再生計画」は行わな

いでほしい。 

・ 公民館はあくまでも市が管理運営をしていくべきだと思う。民間の力を借りないと運営できなくなること

には反対です。 

・ 地域住民との連携で運営する魅力的な公民館が理想形だと思います。かりに民活導入へ舵を切ると

いう判断をする際は、地域住民との協働ができる能力が求められると思います。そこは行政が責任を持

って運営を行ってほしいです。 

・ 建物の活用があまりされていない感じがします。箱物の活用が得意な地元にある民間企業の知恵を

借りて、市民サービスを行って欲しい。民間のスペースなどは金額が高くても、多くの利用者がいます。

ご検討お願いします。 

・ いつも、気持ち良く利用させて頂きありがとうございます。親しみやすく利用しやすいのが、公民館の良

い所かと思います。多少の商業施設の併設は利便性が良くなると思いますが、今の雰囲気は大事にし

てもらいたいと思います。  

・ 更新は行うべきですが、公民館の趣旨や法律に基づいた更新をすべきです。お金がないわけではあり

ません、税金の使い方だと思います。ムダな使い方から、市民の福祉や教養への文化予算をしっかり活

用してほしい。  

・ いつも、私達の活動の場を提供していただいてありがとうございます。もし移転とかになる時は、空白の

時間が生じない事を願います。 

・ 使用料を無料に戻してほしい。立て替えでなくはなく、今のままでいいので耐震等、安全性を重視。もう

けることを考えないでほしい。 

・ 経済効率ばかりを考えるようなしくみずくりには反対です。多少ふるくても近場で人が集まれる場所は

公民館きりありません。高齢になって公民館のありがたさを感じています。 

・ 中央公民館が無くなると困る。存続してほしい。 

・ 中央を残し文化会館。商業、産業展示場。民間併用はどうか。サンパルネのようなものはいかがでしょ

うか。中央は文化発信の中心として残す。 
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・ 富士見町に住んでいますが、富士見文化センターと中央公園は毎日の暮らしになくてはならないもの

です。公民館、児童館、育成室、憩の家の複合施設はいろいろな世代の交流もできます。青少年（中･

高生）も気軽に利用できるよう、ここに図書館があれば文句なしです。歩いて行ける公共施設をぜひ存

続させてください(中央公民館･スポーツセンターは遠すぎます)。交流の場であった「喫茶ふじみ」がな

くなり淋しい思いをしています。ここに民間サービスを併設するのも一案ではないでしょうか。学校施設

との複合化は教育を大事にする観点から、安易にすべきではないです。 

・ 市内には美術館や本格的なホールが無いため、芸術作品に触れるためには市外に移動して（遠くま

で）行かなければならない。公民館は文化芸術に触れる唯一の施設であるので、地元市民の作品展

や文化祭を行うことも大切で、これからも行ってほしいが、越智流芸術家の優れた作品に触れる機会も

同じく大切な事であるはずなので、そのような機会をもっと提供して欲しい。公民館の再生を考えるな

ら、展示スペース拡大とホールの充実を希望します。 

・ 中央を残し文化会館。商業、産業展示場。民間併用はどうか。サンパルネのようなものはいかがでしょ

うか。中央は文化発信の中心として残す。 

・ 富士見文化センターのふれあい喫茶ふじみが年度初めから閉鎖になり、とても残念に思います。誰も

が気軽に利用できる場所が無くなりました。厨房設備も撤去され、新たに指定管理者に応募できるの

は資金的にバックボーンがあるところしかできないのではないかと思います。新たな方向性として、自販

機を設置してオープンスペース的な使い方は考えられないでしょうか。 

・ 老朽化が目立つので、建て替えてほしい。ホールを大きくして、市内の小中学校の合唱コンクールや発

表の場で活用できないか。  

・ ホールだけで十分。民間マンションと、共同化して早期建て替え希望。カフェを入れて。学習スペース、

集会室は、高架下、西口ビルでよい。 

・ 中央公民館のホールを作り直す際、他市からもそこを利用したいと思うような設備にして活用して欲し

い(催し物を増やす)。東村山市には近隣のようなホールが無いので人が集まりにくい暗いイメージがあ

る。公民館の利用料金が高いので気軽に使えず、せめて登録団体(市内)は使用料 0 円にしてほしい。

人数制限もあり今はとっても不利だと思う。ピアノも眠らせていないで場所を移して(2 万程度で済みま

す)使わせて欲しい。よろしくお願いします。  

・ あまり公民館と縁がないため、公共施設としての維持費が無駄に思える。近所に小規模な施設を整備

し、各施設をオンライン接続できれば、大規模なイベントにも活用できと思う。その意味では、今後教室

の空きが増えていく、小学校や中学校と共用するのも良いと思う。 

・ 高齢化がすすんでいますが、お年寄りにも若い人にも魅力的な施設になってほしい。・住み続けたい街

として東村山がアピールできるような施設になってほしい。富士見図書館は老朽化しているように感じ

る。・民間の施設などとも協力して、カフェなどもいれてほしい。・八坂から中央公民館にいくのが不便。

バスを検討してほしい。 

（その他の意見） 

・ いつも、綺麗な施設を使わせて頂き気持ちがいいです。ありがとうございます。 

・ 図書館と公民館が近いので引越してきました。おかげさまで健康で文化的な生活ができていると思い

ます。30 代・40 代子育て世代にとどまらず、全世代の利用者のことを考えて運営していただけるとあ

りがたいです。施設の老朽化で大変なことと存じますが、閉鎖したり無くすことのないことを願っており

ます。 
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・ 昔は窓口の方の対応が悪く、不快に感じることが多々ありました。最近(数年前)くらいから変わって感

じよく対応して頂き、気持ちよく利用させて頂いています。ありがとございます。 

・ Wi-Fi を活用すれば，隣の市の方々や遠方の市町村(白州や柏崎市)の方々とつながって交流すること

ができたり、様々なジャンルの専門家とつながれるような活動を期待したい。公民館は地域で活動する

チームや団体と連携し、一緒に何かつくり上げるということも進めていく必要がある。ハードもソフトも見

直し、市民活動センターのような存在の舵を切る必要があると思います。民間を 100％入れているとこ

ろもあるようですが、高齢化が進んでいるので地域人材の登用の方が良いかと思うし、町の活性化に

つながります。何か決める会議にマイノリティの人や若い人の意見を入れられるように幅広い人が出ら

れるといいと思います。公民館は福祉と教育のプラットフォームと言われた人がいるのですが、そう思い

ます。 

・ 現在は一部サークルや団体の専用の様な状況。もっと広く市民に拓かれるべき。 

・ 公民館がダンスパーティの斡旋をしているとの噂を聞いたが、本当か確認したい。 

・ スポーツセンターや駅のスポーツジムなど、民間委託して利用料など民間企業がもち帰るのは納得で

きない。 

・ このままでいい 

・ 商業施設や民間活力の具体的な内容が良くわからない。 

・ アンケートの内容がわかりづらい。 

・ 9 年前、区内から引っ越してきて驚いたこと。(中央公民館)冷房温度が低くすぎることが多い。1F エレ

ベータ前は、以前要望して改善されたが。市に問い合わせたら 28℃と指導しているとのことだったが、

今も守られていない。26℃と設定されている部屋が多い、熱中症だけでなく冷房病予防対策を。省エ

ネにもなる。 

・ 中央公民館を利用するに駐車場が少ない。近くの商業施設の駐車場を利用しますが、公民館との契

約割引できるようにしてほしい。商業施設は、買い物 1,000 円以上だと 1 時間延長し 3 時間駐車で

きます 2．その仕組みを公民館利用者(サークル活動のみ)にもできるようにしてほしい。 

・ 市民が学習や交流のためにもっと気軽に利用出来るような周知や金額設定も考慮してほしい。現役世

代も学生も利用できるように利用者は市民の中でも限られているよう感じる。利用するには敷居が高

い。だからと言ってだからと言って民間利用企業が入ってしまうと市民が利用したくてもできなくなる。

何のための、誰のための公民館なのか考えてほしい。一生を通じて学習や人との交流を続けることが、

人間。自発的に利用したくなるような公民館の魅力をもっとアピールしてほしい。市民が元気になれば、

様々な部分に影響が出てくる。高齢者が集められるよう、イベント内容だけだなく自宅からいける範囲、

または公共交通の利用で行けるようお願いしたい。トイレがとても綺麗になり、好感。けれども備品や施

設の老朽化が気になる。少しずつでも改善を。 

・ 中央公民館の空室チェックの施錠がうるさい。ある時は１時間に４人８回、ハッキリ言って異常です。無

駄な仕事です。 

・ 現在、子供たちが遊べる所が少なくなっています。緊急事態宣言が解除されたのにも関わらず、ふれあ

いセンター等は遊べません。公民館は登録してから、予約が必要と、手軽に遊べる所が本当に少ないと

思います。外で遊べば、声がうるさいと苦情が入ります。子供たちはいつまで我慢すれば良いのでしょう

か？もっと手軽に、気軽に遊べる所を用意していただければ助かります。住宅を増やすならば、子育て支

援も充実させていただきたいです。 
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・ 東村山市における公民館の役割は、とても大切な施設であると同時に、市民活動の拠点でもあります。

東村山市の子供会、少年団、ボーイスカウト、ガールスカウトなどの団体も含めて、非常に低調化してい

る現実をどのように把握し、その活動をサポートする施策が見受けられません。これは、社会教育課の

範疇化もしれませんが、活動拠点としての公民館の大きな役割ではないでしょうか？そもそも、東村山

市は、社会教育課、市民スポーツ課、公民館と生涯学習部門が分断されているように見受けられます。

他市では、生涯学習部（課）の中に、社会教育部門、スポーツ部門、施設部門が連携を取りながら進め

ているところがあると聞きます。施策を統合し、総合的な対応が求められているのではないでしょうか図

書館との関係では、地区公民館（文化センター）は、複合化されていますが、一括した管理、運営、事業

化がされていません。富士見においては、３施設が合築されているにもかかわらず、総合的な施設管

理、運営、事業が展開されていません。もったいない話です。今回のアンケートから導きされたものを施

策に反映していただければと思います。 

・ 今まで、コロナで夜間が使えないため利用が減りました。そのため、利用回数は２年前の数で回答し

た。 
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９． 今後の方向性（考察） 
① サークルや団体の活動場所としての施設利用について 

・ 公民館を利用する方々は、公民館の設置目的にかかわらず、サークルや団体などが活動
できる場所を求め、市内の公共施設を利用していることが伺える結果となり、特に地区公
民館は地域における活動の拠点として、サークルや団体が日頃の活動しやすい環境であ
ることが求められていると考えます。 

・ 一方で、ホールを有する中央公民館においては、サークルや団体が活動場所としての機
能に加え、文化祭などを含むサークルや団体活動の発表の場など、より広い意味での交
流の場として利用されています。このことから、今後もサークルや団体が活動の発表がで
きるような空間、利用環境を整えることが求められていると考えます。 

 
② 公民館としての機能について 

・ 公共施設として、「公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき」や「営利を目的とする
とき」などの利用を制限する必要はありますが、生涯学習や社会教育活動に限定しない
施設の利用に関しては、個人での利用や地域産業の活性化といった意見の結果から、一
定の期待がうかがえます。ただし、社会教育法に基づき設置している公民館については、
一定の利用範囲が定められていることから、今後の施設のあり方については、求められる
機能に着目した十分な検討が必要と考えます。 

 

③ 市民の居場所づくりについて 
・ 各種講座等の開催や活発なサークル活動が展開されることで、社会教育施設として、市

民が気軽に立ち寄り、居場所としての機能や交流機能を高めていくことが必要になってい
ることが伺える結果となりました。加えて、これまで中央公民館２階のロビーにて運用して
いる「学習スペース」は、放課後の中高生の居場所としても機能している実態があります。 

・ 今後もカフェやフリースペースなど、いつでもだれもが利用できる居場所空間となるスペ
ースを確保し、交流や学習機能を高めていくことが求められていると考えます。 

 

④ 公民館における情報環境の整備について 
・ 公民館における Wi-Fi 環境の整備は、これまでも課題の一つとして認識していますが、公

民館に導入する目的や利用対象者などを精査する必要がありました。今回のアンケート
結果から、サークルや団体などの活動に直接かかわる、動画の配信やリモート会議など、
一定の容量や時間を要する通信環境利用ではなく、フリーWi-Fi による一時利用を目的
と考えていることがわかりました。 

・ 施設利用者へのサービスと市民の居場所(学習スペース・交流の場)としての機能向上に
つなげるため、公民館においてもフリーWi-Fi 機能を含むインターネット、情報環境につい
て整備手法を検討していくことが必要と考えます。 
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公民館利用に関するアンケート 
 

 

公民館では、これまでも社会教育・生涯学習のための講座や公演などの開

催による学習機会を得る場、あるいは、市民の皆さんが心豊かに暮らしていくた

めの学びや文化活動を自主的に行うサークルや活動団体の活動の場としてご

利用いただいています。一方、現在の少子高齢化、情報化、環境問題への対応

に加え、今後、施設の更新期を迎えるにあたり、東村山市第５次行財政改革大

綱・第１次実行プログラムに「公民館の役割・機能の整理」を掲げ、社会教育・

生涯学習拠点に求められる機能や役割を整理してくこととしています。 

これまでの利用実態に加え、市民アンケートを通じて、広く市民の皆さんの利

用ニーズや今後の施設利用の方向性などをお聞きしたうえで検討してくことか

ら、皆さんからの率直なご意見をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 

令和３年１１月 

東村山市教育委員会 教育部公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケートの実施概要】 

実施期間： 令和 3 年 11 月 2 日（火）から 12 月 10 日（金）まで 

実施方法： 市内公共施設でのアンケート回収箱の設置のほか、郵送やファ

クシミリ、市ホームページを通じても回答を受け付けています。 

（いただいたアンケート内容の信憑性を維持するため、回答は

いずれかの方法にて一人一回とさせていただいます。） 

 

【回答内容の取扱い】 

アンケートにお答えいただいた内容は、今後検討する「公民館の機能・役割」

を整理していくための基礎資料とするほか、公民館の運営にあたって参考と

させていただきます。 

 

【アンケートについての問い合わせ先】 

東村山市教育委員会 教育部公民館（中央公民館） 

TEL： (０４２)３９５－７５１１ 

Mail： kominkan@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

以下の質問に、もっとも当てはまる内容の番号を○で囲んでください。 

また、その他の場合は、その内容を□の中にお書きください。 

 

Q1） あなたについて、以下の内容を教えてください。 

Q1-1） 性別 

１． 男性 ／ ２．女性 ／ ３． （           ） 

Q1-2） 年齢 

２０歳未満 （１．小学生／２．中学生／３．高校生／４．大学生／５．その他） 

６． 20 歳代 ／ ７． 30 歳代 ／ ８． 40 歳代 ／ ９． 50 歳代 

１０． 60 歳代 ／ １１． 70 歳代 ／ １２． 80 歳代以上 

Q1-3） お住まい 

１． 本町 ／ ２． 久米川町 ／ ３． 秋津町 ／ ４． 青葉町 

５． 恩多町 ／ ６． 萩山町 ／ ７． 栄町  ／ ８． 富士見町 

９． 美住町 ／ １０．廻田町 ／ １１．多摩湖町 ／ １２．諏訪町 

１３．野口町 ／ １４．東村山市外 

Q1-4） 日頃、よく利用される公民館はどちらですか。（複数回答可） 

１． 中央公民館 ／ ２． 萩山公民館 ／ ３． 秋津公民館 

４． 富士見公民館 ／ ５． 廻田公民館 

６． その他の集会施設 

 

 

７． 利用していない 

Q2） 東村山市には、「中央公民館」「萩山公民館」「秋津公民館」「富士見

公民館」「廻田公民館」の５つの市立公民館があります。 

・ 中央公民館 開館：S５４（１９７９年） 利用率：59.9％ 

・ 萩山公民館 開館：S５6（１９８１年） 利用率：44.5％ 

・ 秋津公民館 開館：S63（１９８８年） 利用率：39.9％ 

・ 富士見公民館 開館：H3（１９９１年） 利用率：46.0％ 

・ 廻田公民館 開館：H４（１９９２年） 利用率：22.7％ 

※ 令和元年度実績 

Q2-1） いままでに公民館を利用したことはありますか。 

１． ある ➜ Q2-2, Q2-3 へ 

２． ない ➜ Q2-4 へ 

Q2-2） これまでに公民館を利用した目的はどのようなことでしたか。 

（複数回答可） 

１． 公民館が主催する講座などへの参加（市民講座、寄席など） 

２． 公民館で活動しているサークルや団体活動への参加 

３． 市や関連団体等が主催するイベント等（文化祭・環境フェアほか） 

４． 地域サービス窓口での行政手続き 

５． ロビーや学習スペースの利用 

６． その他 

 

 

Q2-3） どのくらいの頻度で利用していますか。➜ 回答後は Q3 へ。 

１． 週に数回 ／ ２． 月に数回 ／ ３． 年に数回 ／ ４． 年に１回程度 

５． その他 

 

Q2-4） 公民館を利用しなかった理由をお聞かせください。（複数回答可） 

１． 公民館がどのような施設か知らないから 

２． 場所が遠い、交通が不便だから 

３． 主に他の施設を利用しているから 

４． 仕事や家事、子育て、介護などにより利用する時間がないから 

５． 生涯学習や社会教育に興味がないから 

６． サークル活動など他人との交流が不得手だから 

７． 参加したい講座やサークル活動がないから 

８． 利用方法や内容が制限されるから 

９． 利用したい時間帯に予約ができないから 

１０． 公民館の設備やサービスなどに不満があるから 

１１． 公民館で提供されるサービス等を必要としていないから 

１２． その他 

 

Q3） 公民館はどのような施設とお考えですか。（複数回答可） 

１． 市民講座などを通じて、様々な学習の場を提供する施設 

２． 誰もがいつでも利用できる施設 

３． 気兼ねなく立ち寄れる施設 

４． 地域の防災拠点としての施設 

５． 地域の集会所 

６． 子どもや青少年の居場所 

７． わからない 

８． その他 

 

Q4） 公民館は、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活

文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とした施設です。 

社会教育法（抜粋） 

第一章 総則 
(社会教育の定義) 

第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律
第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推
進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程とし

て行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織

的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。 

第五章 公民館 
 (目的) 

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の

向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄

与することを目的とする。 

mailto:kominkan@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp


Q4-１） 公民館の会議室やホール等を生涯学習や社会教育活動に限定

せず、他の目的で利用したいと思いますか。 

１． 利用したい ／ ２． 利用は考えていない（利用したくない） 

３． その他 

 

Q４-２） 公民館の会議室やホール等を生涯学習や社会教育活動に限定

しない民間企業や団体等の活動（講習会や説明会）などを行う

ことについて、どのように思いますか。 

１． 今後、行ってもよいと思う ／ ２． 行うべきではない 

３． わからない 

4． その他 

 

➜ なぜ、そのように思いますか。 

 

 

Q5） 以下の施設や環境についてお聞きします。 

【学習スペース（個人利用スペース）について】 

Q5-1） 中央公民館の２階にある学習スペース（個人利用スペース）を

利用したことがありますか。 

１． 利用したことがある ／ ２． 利用したことはない 

Q5-2） 学習スペース（個人利用スペース）をどのように活用しています

か。 

１． 学習（自習） ／ ２． 読書 ／ ３． 打合せ ／ ４． テレワーク 

５． その他 

 

Q5-3） どのくらいの頻度で学習スペース（個人利用スペース）を利用し

ていますか。 

１． 週に数回 ／ ２． 月に数回 ／ ３． 年に数回 ／ ４． 年に１回程度 

５． その他 

 

【中央公民館 ホール（定員 457 名（うち車いす席３席））について】 

Q5-4） 中央公民館のホールを利用したことがありますか。 

１． 利用したことがある ／ ２． 利用したことはない 

Q5-5） どのような目的で中央公民館ホールを利用しましたか。 

１． 発表会（音楽・ダンス・演舞ほか） 

２． 講演会・研修会 

３． （音楽・演劇・寄席などの）鑑賞 

４． その他 

 

 

➜ 裏面の記入もお忘れなく。 

★ こちらの質問にもお答えください。 

Q5-6） どのくらいの頻度で中央公民館ホールを利用していますか。 

１． 週に数回 ／ ２． 月に数回 ／ ３． 年に数回 ／ ４． 年に１回程度 

５． その他 

 

【インターネット通信環境（Wi-Fi 環境）について】 

Q5-7） 公民館を利用する際に、Wi-Fi 環境は必要ですか。 

１． 必要 ／ ２． 不要 ／ ３． どちらともいえない 

Q5-8） Wi-Fi を何のために活用しますか。（主なものをひとつ） 

１． 資料検索 

２． 団体やサークル活動等のオンライン配信（動画配信） 

３． 活動団体やサークルのリモート会議 

４． その他 

 

Q5-9） Wi-Fi 環境が整った場合、どのくらいの頻度でインターネット等を

利用したいですか。 

１． 週に数回 ／ ２． 月に数回 ／ ３． 年に数回 ／ ４． 年に１回程度 

５． その他 

 

Q6) 今後、公民館を利用する際、特に重要と思うことは何ですか。 

Q6－１） 中央公民館について（複数回答可） 

１． 社会教育や生涯学習にかかる魅力ある教室や講座の実施。 

２． 子育て支援や高齢者介護予防などの教室や講座などの実施。 

３． 商業施設など民間サービスを併設する施設。 

４． 東村山駅前にあること。 

５． その他 

 

Q6-2） 地区公民館（萩山・富士見・秋津・廻田）について（複数回答可） 

１． 社会教育や生涯学習にかかる魅力ある教室や講座の実施。 

２． 社会教育や生涯学習に限らない、子育て支援や高齢者介護予防など

の教室や講座などの実施。 

３． 商業施設など民間サービスを併設する施設。 

４． 地域サービス窓口が備えられていること。 

５． その他 

 

 

 

 

 

Q7) 「公共施設の更新問題※」を乗り越えるため、将来的な公民館の方向

性については「東村山市公共施設再生計画」の基本理念と基本方針、

再生の方向性に沿って取り組むこととしています。 

※ 高度経済成長期に一斉に建てた公共施設が一斉に老朽化する問

題で、少子高齢化・人口減少社会においては、今のまま今までどお

りには建て替え等ができないため、東村山市では学校を中心とした

公共施設の再生などを今後進めていきます。将来的な施設の更新

にあたっては、「東村山市公共施設再生計画」の基本方針に沿って

取り組むこととしています。 

  基本理念 

将来世代にツケを回さず、時代の変化に対応した安全・安心な

施設に再生し引継ぐ 

  再生の方向性 

  中央公民館 

サービス（機能）移転等の可能性検討、サービス提供方法

の見直しや廃止の検討 

  地区公民館 

サービス提供方法の見直しや廃止の検討､学校施設との複

合化等の検討 

Q７-１） 公民館でのこれまでのサービスを見直すときに、どのような視点

が必要ですか。（複数回答可） 

１． サービスの満足度や市民ニーズなどから、サービスの必要性を検討す

ること。  

２． 行政サービスとしての必要な水準を検討すること。 

３． 他の公共施設との複合化や共用化について検討すること。 

４． 民間活力を導入し、効果・効率的な事業運営・施設管理を行うこと。 

５． その他 

 

Q8） その他、ご意見などがありましたら、ご記入ください。 

 

 

★ ご協力いただき、ありがとうございました。 
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