
８-１必要機能の検討 ヒアリングから考える

琴浦町関係者、町⺠の⽅々へ
計34回のヒアリングを⾏い
総数194 の意⾒を頂きました。
（※2021.04時点）

No. 対象諸室
/分類

稼働率
H29
年度

意見内容 発案者

69

交流
スペース

-

図書館前などフリースペースにして使いやすくしてほしい。 サークルアンケート 10/16

70 自習スペースと 別に、ちょっとおしゃべりできるフリースペースが欲しい。 サークルアンケート 10/21

71 誰か 家以外で別に集まれる場所が欲しい。 子育て応援課 10/26

72 まなタンでみんなで集まってご飯を食べること できる場所が欲しい。 すこやか健康課 10/26

73 くつろげる場所があったら良い。 プレイパーク 10/24

74 座りやすいソファがあると良い。 プレイパーク 10/24

75 休憩スペースが狭い。 プレイパーク 10/24

76 ゲームなど自由に利用できる場所があると良い。 琴浦まちネット 11/05

77 気軽に人々が集まれる場所が欲しい。小さな寄り合いなどができると良い。 鳴り石 浜 11/05

78 学生・子育て世代・中高年が集える場所があると良い。 8/30WS 08/30

79 人と集まる場所、賑わいとなる場所があると良い。 8/30WS 08/30

80 人が集まる機能があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

81 みんなが集いやすい場所があると良い。 8/30WS 08/30

82 みんなで宿題をしている風景が好ましい。 琴浦まちネット 11/05

83 夜に作業できる場所があると良い。 琴浦まちネット 11/05

84 一人でも大勢でも使える勉強場所があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

85 電源やWi-Fi環境を整備して、PCを使用して勉強できると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

86 Wi-Fiと座れる場所があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

87 インターネット環境 整備をする必要性がある。 8/30WS 08/30

88 テスト前に勉強できるスペースがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

89 勉強 ため 個室があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

90 魅力的な展示会を期間長めで開催してほしい。 サークルアンケート 10/22

91 自然光が入り適切で ないが、４Fと５Fで展示をしている。 山田美鈴さん 11/19

92 月ごとに変える 展示を変える どうか。 鳴り石 浜 11/05

93 子どもも大人も楽しいと思える場所になってほしい。 子育て応援課 10/26

94 子どもたちが集まれる場所があると良い。 プレイパーク 10/24

95 まなタンに子育て支援センターなどあれ 、子連れママなど結構くると思う。 松田さん 11/19

96 サークル同士 交流会ができる場所が欲しい。 すこやか健康課 10/26

97 グループ活動発表 場があると良い。 8/30WS 08/30

98 お年寄りやサークル団体が気軽に集える場があると良い。 琴浦まちネット 11/05

99 行政指導員を施設内に呼んで、町民がいつでも簡単に相談できる場所にしたい。 琴浦まちネット 11/05

100 移住 相談ができるコーナーがあると良い。 地域おこし協力隊 11/05

101 体が動かせるような場所があれ 利用したいと思う。 プレイパーク 10/24

102 東側階段が行き止まり。動線が悪い。 サークルアンケート 10/16

103 廊下 声が響く が良くない。図書館やホール 中でも聞こえる。 山田美鈴さん 11/22

104 コワーキングスペースがあると良い。(→コワーキングスペース) 琴浦まちネット 11/05

105 商工会施設が古くなってきているため、それら 機能もまなタンに含めたい。
(→まちづくり活動拠点スペース) 琴浦まちネット 11/05

106 まなタンに琴浦まちづくりネットワーク サロンを設ける どうか。
(→まちづくり活動拠点スペース) 琴浦まちネット 11/05

107 町民センター ような機能を入れて どうか。(→まちづくり活動拠点スペース) 琴浦まちネット 11/05

108 町全体 情報 集約と発信ができる場所があると良い。(→まちづくり活動拠点スペース) サークルアンケート 10/22

109 待合スペース 普通に暑い、寒いがないようにして欲しい。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

110 寒い時 屋内で待てると良い。暑い時に エアコンがあると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

111 冷暖房機能があると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

112 冬 寒い で、ドアなどで閉められると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

113 迎え 車からも中 様子が見えて、冷暖房が仕様できる場所があると良い。
(→待合スペース) 浦安駅迎え保護者 11/20

114 駅や汽車、バス、迎え 車などが見えるようにした方が良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

115 まなタン（待合い）でも切符買えたら良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

116 雨風が防げて、座れる場所があると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用30代 11/20

117 通路 スポットが暗い 良くない。今 ままで 飾れない。 山田美鈴さん 11/20

118 壁際全体にピクチャーレールが欲しい。 山田美鈴さん 11/21

119 活動備品を置いておけるようなロッカーがほしい。 サークルアンケート 10/22

120 座って話せる場所が欲しい。自販機で軽食飲食もしたい。 サークルアンケート 10/22

121 まなタン 利用者がいるため、昼ご飯を食べるお店が欲しい。 ユアネバ鈴木さん 10/26

122 各階に給湯室があり使用者が自由にお湯を沸かしたい。 サークルアンケート 10/16

123 フリースペースに自販機とテーブル椅子があり座っておしゃべりできるとよい。 サークルアンケート 10/21

124 景色が良くて、お茶ができる場所があったら良い。 プレイパーク 10/24

125 小腹が満たせる場所があると良い。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

126 カフェがあると良い。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

127 待合か近くに、飲み物 自販機とテイクアウト カフェなど欲しい。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

128 高校生 お腹がすく で、100円パンとか売って欲しい。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

129 カフェがあると良い。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

130 4階 見晴らしが素晴らしい で、カフェやロビーを設けて憩い 場にしたい。(→カフェ) サークルアンケート 10/22

131 カフェなどがあると良い。(→カフェ) プレイパーク 10/24

132 まなタン 利用者がいるため、昼ご飯を食べるお店が欲しい。(→カフェ) ユアネバ鈴木さん 10/26

133 まなタンに「白バラカフェ」作って欲しい。(→カフェ) 横山よしこさん 11/20

134 2階（1階） WC位置などを検討して欲しい。 企画政策課 10/23

No. 対象諸室
/分類

稼働率
H29
年度

意見内容 発案者

135 教育委員会
事務局

-
まなタン3F 事務局 入りづらい。気軽に声をかけられる窓口が欲しい。 すこやか健康課 10/26

136 3階 社会教育課に入りにくい。 サークルアンケート 10/19

137
茶室 11.4%

茶室 使用しづらく、机や椅子 方が利用しやすい。 すこやか健康課 10/26

138 寿大学、茶道で利用する。 サークルアンケート 10/21

139

歴史民俗
資料館

-

燻蒸室がないため展示物 管理に不安がある。 郷土資料館 10/24

140 展示物選定者が不足しているため、人員・体制を整備したい。 郷土資料館 10/24

141 現状 施設だとバックヤードが少ない。 企画政策課 10/23

142 現在 鍵を管理しているだけで自由見学としているため展示物 管理に不安がある。 郷土資料館 10/24

143 展示品 解説者を充実させたい。 郷土資料館 10/24

144

ハイビジョン
シアター

-

ハイビジョンシアター 内蔵型 映写機が故障しており、卓上プロジェクターで投影している。 オペレーター 10/23

145 同じ映画を1週間ほど上映して欲しい。 すこやか健康課 10/26

146 以前 映画を見に行っていたが、いま 見たいも がない。 サークルアンケート 10/19

147 昭和 懐かし映画を週ごとに連続上映してみて どうか。 サークルアンケート 10/22

148

駅前広場 -

日陰になるところがあると良い。 サークルアンケート 10/19

149 汽車で行く。駅から連絡通路（屋根）があれ いい サークルアンケート 10/19

150 今 駅 自動販売機 外で屋根もない で、雨 時など濡れるし使いにくい。 浦安駅利用高校生 11/20

151 駅前に街灯が必要。冬場 5時に 真っ暗で誰がいる か全く見えない。防犯上もよくない。 浦安駅利用高校生 11/20

152 駐車スペース 線を書いた方がいいと思う。 浦安駅利用高校生 11/20

153 自転車置き場をもう少し使いやすくしてほしい。 浦安駅迎え保護者 11/20

154 倉吉駅 ように歩車分離を目指したい。 すこやか健康課 10/26

155 浦安駅 琴浦町 玄関。県 中央に位置し、会合も多い。顔となる駅空間が望ましい。 企画政策課 10/23

156 駅前広場に駅周辺店舗を紹介する看板が欲しい。 地域おこし協力隊 11/05

157 駅トイレ 改修をしてほしい。 浦安駅利用高校生 11/20

158 今 駅 外 トイレ 男女共同 ため、トイレがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

159 トイレを清潔に、また男女別々にしていただきたい。 浦安駅利用高校生 11/20

160 駅 トイレを男女別々してあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

161 トイレが待合室 近くにあると良い。 浦安駅迎え保護者 11/20

162

来館方法 -

車に乗れなくなれ 、行くことができなくなる。 サークルアンケート 10/19

163 駅から近くても、汽車・バスが少なく不便。 サークルアンケート 10/19

164 出張機能を増やして、歳をとりいけなくなる人も使える機能を考えてほしい。 サークルアンケート 10/21

165 まなタンと住居を結ぶ送迎機能が欲しい。 すこやか健康課 10/26

166

アプローチ -

正面玄関からすぐにエレベーターに乗れれ いい。 サークルアンケート 10/16

167 正面玄関 広い階段が危ない。 サークルアンケート 10/21

168 正面玄関からエレベーターに乗りたい。 サークルアンケート 10/21

169 北側駐車場が少ない。 サークルアンケート 10/16

170 地下駐車場を利用してキッチンカーを出店する どうか。 ユアネバ鈴木さん 10/26

171 駅北側 駐輪場 、アプローチ 道が舗装されておらず使いにくい。また、水もたまる。 浦安駅利用高校生 11/20

172 フロア高さ設定が複雑でアクセスがしにくい。 企画政策課 10/23

173 まなタン3階から 入り口がわかりづらい。 サークルアンケート 10/16

174 3F南側 出入り口が裏口みたいで利用者に わかりづらい。 すこやか健康課 10/26

175

南北通路 -

陸橋 エレベーターがなく、車椅子 方に 利用しづらい。 すこやか健康課 10/26

176 南駐車場から 歩行大変。普段歩ける人も荷物があるとき 階段上り下りが大変。 サークルアンケート 10/16

177 南側駐車場から アプローチが悪い。荷物があるとき 駅高架階段ルートを使いづらい。 サークルアンケート 10/16

178 南側駐車場 遠く、階段がおっくうで足が遠 く。 サークルアンケート 10/22

179 南側駐車場 雨風 時に大変。 サークルアンケート 10/19

180 駐車場から 階段が歳を取ると年々きつい で、駅からエレベーター、エスカレーターがあれ い
い。 サークルアンケート 10/21

181 階段が大変な で、駅にエレベーターが欲しい。 サークルアンケート 10/22

182 南北 分断をつなぐ機能が必要だと思う。 8/30WS 08/30

183 跨線橋南側にエレベーターがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

184 跨線橋 北側階段が1つで充分だが、可能であれ 自転車用 スロープがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

No. 対象諸室
/分類

稼働率
H29
年度

意見内容 発案者

1

建物全体 -

tette ように全館配架ができるといい。 図書館 10/23

2 若い子たち あこがれ 場所にしたい。 図書館 10/23

3 浦安駅から帰る学生がまなタンに寄るようにしたい。 図書館 10/23

4 情報 集約と発信をしてほしい。 サークルアンケート 10/22

5 周辺店舗 情報発信が必要。 8/30WS 08/30

6 汽車 運転時間まで施設を開放するなど、開館時間 設定について検討して欲しい。 企画政策課 10/23

7 図書館が空いていない時間にも、拠り所となるような整備が検討できると良い。 図書館 10/23

8 行く度に楽しませられるような仕掛けが必要で ないか。 鳴り石 浜 11/05

9 高齢者サークルが子供達を巻き込んで、書道・絵・料理で触れ合いたい。 子育て応援課 10/26

10 高齢者 男性が外に出られるような機会（料理、eスポーツなど）を作りたい。 すこやか健康課 10/26

11 遊べる/食べられる/買い物できる/施設があると良い。 プレイパーク 10/24

12 駅から まなびタウン 視認性、印象を良くする必要がある。 8/30WS 08/30

13 まなタンに琴浦全体町 情報を知ることができる機能があると良い。 琴浦まちネット 11/05

14 まなタン号が復活してほしい。 プレイパーク 10/24

15 カウベルホールを残してほしい。 サークルアンケート 10/21

16 イキイキ健康センターも使用不可になった。なぜ一ヶ所にお金をかける か。 サークルアンケート 10/19

17 講師派遣などセンターとして全地域へ 出張機能が欲しい。 サークルアンケート 10/22

18 施設と施設 連携がうまくいくと良い。 8/30WS 08/30

19 まなタンと駅前周辺エリアと 繋がりがあると良い。 8/30WS 08/30

20 一極集中的に作っても利用しにくい。小規模でよいから近い地域に機能が欲しい。 サークルアンケート 10/19

21

図書館 -

郷土資料、古い行政文書 受け入れ場所や受け入れ方針について定まっていない。 図書館 10/23

22 図書館内に飲食できる場所があったら良い。 図書館 10/23

23 親子 過ごしやすい本 空間が欲しい。トイレも近くにあると良い。 図書館 10/23

24 図書館に木 おもちゃが欲しい、木コロン(地場産材を使用)を使用する どうか。 子育て応援課 10/26

25 子ども いつもいる場所が目 届くところにあると親御さんも安心できる。 図書館 10/23

26 もっと上手な読み聞かせをしてほしい。 サークルアンケート 10/22

27 子どもが遊べるスペースに座って見守りながら読書ができたら良い。 プレイパーク 10/24

28 半地下に閉架書庫がある 管理上良くない。 図書館 10/23

29 荷物をカウンターに預けるようになってから利用が減った。ロッカーが欲しい。 サークルアンケート 10/22

30 PCタブレットコーナーを充実させてほしい。 プレイパーク 10/24

31 全館配架を行う際、資料 追い方が分かりやすいようにしてほしい。 図書館 10/23

32 本が古く、新刊が少ない。棚 並びが雑でいつも場所が変わる。本が取り出しにくい。 サークルアンケート 10/22

33 図書館 ゆとりを持たせて本を配置できたら良い。 鳴り石 浜 11/05

34 専門書、特に芸術とかがすみっこで分かりづらい。 山田美鈴さん 11/22

35 地元 本 コーナーをもっと分かりやすいとよい。 山田美鈴さん 11/22

36 テラスで本を読みたい。(→テラス・屋外空間) プレイパーク 10/24

37

多目的
ホール

20.7%

音響システム かなり古く、使えない機材ある。更新 必要がある。 オペレーター 10/23

38 まなタン ホール 音響も悪い。 男子高校生 11/20

39 照明、音響 調整 ために5階PA室へ行く必要がある。 オペレーター 10/23

40 ステージ脇などで、音響・照明設備を利用者が操作できることが望ましい。 オペレーター 10/23

41 多目的ホール照明 水銀灯である。点灯までに時間が掛かるため更新が必要である。 オペレーター 10/23

42 照明器具 古くて使いにくい、更新 必要あり。 オペレーター 10/23

43 照明・ステージ 設備を充実させるなど、ダンスや劇に特化したステージにしたい。 琴浦まちネット 11/05

44 舞台控室があると良い。 サークルアンケート 10/16

45 ステージ 機能、駐車場、階段からいって、カウベルホールが使いやすかった。 サークルアンケート 10/19

46 ステージが狭くて踊りにくい。 サークルアンケート 10/19

47 ステージが狭く演芸や音楽 発表ができない。 サークルアンケート 10/16

48 ステージ 階段が狭い。 サークルアンケート 10/16

49 多目的ホール ステージが狭く、芸能・音楽発表に向かない。 サークルアンケート 10/19

50 子ども 音楽発表会や芸術芸能ステージ 淀江か羽合、倉吉、米子開催になってしまった。 サークルアンケート 10/19

51 ホールが使いにくい。（広さ・段差） サークルアンケート 10/21

52 舞台が狭く、低い。 サークルアンケート 10/16

53 まなタン ホール 舞台が貧弱である。20名ほど 合唱団メンバー全員乗るに 小さい。 男子高校生 11/20

54 ステージ セッティングに時間と労力がかなりかかる。 オペレーター 10/23

55 ステージ収納部にステージを新設し、そ 脇に照明、音響 制御コーナーが欲しい。 オペレーター 10/23

56 座席 段が急で怖い。 サークルアンケート 10/19

57 空調 効きが悪く夏季 窓を開放して利用するため電車音が気になる。 オペレーター 10/23

58 控室から 階段が急で暗く、荷物を持って 上り下りが難しい。 サークルアンケート 10/16

59 赤碕分庁舎ホールと 使い分けを検討すべきで ないか。 琴浦まちネット 11/05

60
調理室 8.0%

調理室前 着替え室が狭く使いにくい。 サークルアンケート 10/19

61 調理室をもっと町民が使えるように、魅力的な料理講習を入れてほしい。 サークルアンケート 10/22

62

創作室 18.6%

創作室 焼き窯に関して 、電気釜を設置しているが、更新、整備が必要。 オペレーター 10/23

63 も づくりができるような場所があれ 利用したいと思う。 プレイパーク 10/24

64 制作できる場所があると良い。 琴浦まちネット 11/05

65

屋内
遊び場

-

屋内遊戯施設が欲しい。(→屋内遊び場) すこやか健康課 10/26

66 室内で遊べる施設があると良い。(屋内遊び場) プレイパーク 10/24

67 子どもを遊 せながら、親御さんに本を読むなど 自分 時間ができるようにしたい。
(→屋内遊び場)

子育て応援課 10/26

68 子どもたちが普段から遊びに行ける場所があったら良い。(→屋内遊び場) プレイパーク 10/24

・
・
・



No. 対象諸室
/分類

稼働率
H29
年度

意見内容 発案者

69

交流
スペース

-

図書館前などフリースペースにして使いやすくしてほしい。 サークルアンケート 10/16

70 自習スペースと 別に、ちょっとおしゃべりできるフリースペースが欲しい。 サークルアンケート 10/21

71 誰か 家以外で別に集まれる場所が欲しい。 子育て応援課 10/26

72 まなタンでみんなで集まってご飯を食べること できる場所が欲しい。 すこやか健康課 10/26

73 くつろげる場所があったら良い。 プレイパーク 10/24

74 座りやすいソファがあると良い。 プレイパーク 10/24

75 休憩スペースが狭い。 プレイパーク 10/24

76 ゲームなど自由に利用できる場所があると良い。 琴浦まちネット 11/05

77 気軽に人々が集まれる場所が欲しい。小さな寄り合いなどができると良い。 鳴り石 浜 11/05

78 学生・子育て世代・中高年が集える場所があると良い。 8/30WS 08/30

79 人と集まる場所、賑わいとなる場所があると良い。 8/30WS 08/30

80 人が集まる機能があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

81 みんなが集いやすい場所があると良い。 8/30WS 08/30

82 みんなで宿題をしている風景が好ましい。 琴浦まちネット 11/05

83 夜に作業できる場所があると良い。 琴浦まちネット 11/05

84 一人でも大勢でも使える勉強場所があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

85 電源やWi-Fi環境を整備して、PCを使用して勉強できると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

86 Wi-Fiと座れる場所があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

87 インターネット環境 整備をする必要性がある。 8/30WS 08/30

88 テスト前に勉強できるスペースがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

89 勉強 ため 個室があると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

90 魅力的な展示会を期間長めで開催してほしい。 サークルアンケート 10/22

91 自然光が入り適切で ないが、４Fと５Fで展示をしている。 山田美鈴さん 11/19

92 月ごとに変える 展示を変える どうか。 鳴り石 浜 11/05

93 子どもも大人も楽しいと思える場所になってほしい。 子育て応援課 10/26

94 子どもたちが集まれる場所があると良い。 プレイパーク 10/24

95 まなタンに子育て支援センターなどあれ 、子連れママなど結構くると思う。 松田さん 11/19

96 サークル同士 交流会ができる場所が欲しい。 すこやか健康課 10/26

97 グループ活動発表 場があると良い。 8/30WS 08/30

98 お年寄りやサークル団体が気軽に集える場があると良い。 琴浦まちネット 11/05

99 行政指導員を施設内に呼んで、町民がいつでも簡単に相談できる場所にしたい。 琴浦まちネット 11/05

100 移住 相談ができるコーナーがあると良い。 地域おこし協力隊 11/05

101 体が動かせるような場所があれ 利用したいと思う。 プレイパーク 10/24

102 東側階段が行き止まり。動線が悪い。 サークルアンケート 10/16

103 廊下 声が響く が良くない。図書館やホール 中でも聞こえる。 山田美鈴さん 11/22

104 コワーキングスペースがあると良い。(→コワーキングスペース) 琴浦まちネット 11/05

105 商工会施設が古くなってきているため、それら 機能もまなタンに含めたい。
(→まちづくり活動拠点スペース) 琴浦まちネット 11/05

106 まなタンに琴浦まちづくりネットワーク サロンを設ける どうか。
(→まちづくり活動拠点スペース) 琴浦まちネット 11/05

107 町民センター ような機能を入れて どうか。(→まちづくり活動拠点スペース) 琴浦まちネット 11/05

108 町全体 情報 集約と発信ができる場所があると良い。(→まちづくり活動拠点スペース) サークルアンケート 10/22

109 待合スペース 普通に暑い、寒いがないようにして欲しい。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

110 寒い時 屋内で待てると良い。暑い時に エアコンがあると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

111 冷暖房機能があると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

112 冬 寒い で、ドアなどで閉められると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

113 迎え 車からも中 様子が見えて、冷暖房が仕様できる場所があると良い。
(→待合スペース) 浦安駅迎え保護者 11/20

114 駅や汽車、バス、迎え 車などが見えるようにした方が良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

115 まなタン（待合い）でも切符買えたら良い。(→待合スペース) 浦安駅利用高校生 11/20

116 雨風が防げて、座れる場所があると良い。(→待合スペース) 浦安駅利用30代 11/20

117 通路 スポットが暗い 良くない。今 ままで 飾れない。 山田美鈴さん 11/20

118 壁際全体にピクチャーレールが欲しい。 山田美鈴さん 11/21

119 活動備品を置いておけるようなロッカーがほしい。 サークルアンケート 10/22

120 座って話せる場所が欲しい。自販機で軽食飲食もしたい。 サークルアンケート 10/22

121 まなタン 利用者がいるため、昼ご飯を食べるお店が欲しい。 ユアネバ鈴木さん 10/26

122 各階に給湯室があり使用者が自由にお湯を沸かしたい。 サークルアンケート 10/16

123 フリースペースに自販機とテーブル椅子があり座っておしゃべりできるとよい。 サークルアンケート 10/21

124 景色が良くて、お茶ができる場所があったら良い。 プレイパーク 10/24

125 小腹が満たせる場所があると良い。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

126 カフェがあると良い。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

127 待合か近くに、飲み物 自販機とテイクアウト カフェなど欲しい。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

128 高校生 お腹がすく で、100円パンとか売って欲しい。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

129 カフェがあると良い。(→カフェ) 浦安駅利用高校生 11/20

130 4階 見晴らしが素晴らしい で、カフェやロビーを設けて憩い 場にしたい。(→カフェ) サークルアンケート 10/22

131 カフェなどがあると良い。(→カフェ) プレイパーク 10/24

132 まなタン 利用者がいるため、昼ご飯を食べるお店が欲しい。(→カフェ) ユアネバ鈴木さん 10/26

133 まなタンに「白バラカフェ」作って欲しい。(→カフェ) 横山よしこさん 11/20

134 2階（1階） WC位置などを検討して欲しい。 企画政策課 10/23

No. 対象諸室
/分類

稼働率
H29
年度

意見内容 発案者

135 教育委員会
事務局

-
まなタン3F 事務局 入りづらい。気軽に声をかけられる窓口が欲しい。 すこやか健康課 10/26

136 3階 社会教育課に入りにくい。 サークルアンケート 10/19

137
茶室 11.4%

茶室 使用しづらく、机や椅子 方が利用しやすい。 すこやか健康課 10/26

138 寿大学、茶道で利用する。 サークルアンケート 10/21

139

歴史民俗
資料館

-

燻蒸室がないため展示物 管理に不安がある。 郷土資料館 10/24

140 展示物選定者が不足しているため、人員・体制を整備したい。 郷土資料館 10/24

141 現状 施設だとバックヤードが少ない。 企画政策課 10/23

142 現在 鍵を管理しているだけで自由見学としているため展示物 管理に不安がある。 郷土資料館 10/24

143 展示品 解説者を充実させたい。 郷土資料館 10/24

144

ハイビジョン
シアター

-

ハイビジョンシアター 内蔵型 映写機が故障しており、卓上プロジェクターで投影している。 オペレーター 10/23

145 同じ映画を1週間ほど上映して欲しい。 すこやか健康課 10/26

146 以前 映画を見に行っていたが、いま 見たいも がない。 サークルアンケート 10/19

147 昭和 懐かし映画を週ごとに連続上映してみて どうか。 サークルアンケート 10/22

148

駅前広場 -

日陰になるところがあると良い。 サークルアンケート 10/19

149 汽車で行く。駅から連絡通路（屋根）があれ いい サークルアンケート 10/19

150 今 駅 自動販売機 外で屋根もない で、雨 時など濡れるし使いにくい。 浦安駅利用高校生 11/20

151 駅前に街灯が必要。冬場 5時に 真っ暗で誰がいる か全く見えない。防犯上もよくない。 浦安駅利用高校生 11/20

152 駐車スペース 線を書いた方がいいと思う。 浦安駅利用高校生 11/20

153 自転車置き場をもう少し使いやすくしてほしい。 浦安駅迎え保護者 11/20

154 倉吉駅 ように歩車分離を目指したい。 すこやか健康課 10/26

155 浦安駅 琴浦町 玄関。県 中央に位置し、会合も多い。顔となる駅空間が望ましい。 企画政策課 10/23

156 駅前広場に駅周辺店舗を紹介する看板が欲しい。 地域おこし協力隊 11/05

157 駅トイレ 改修をしてほしい。 浦安駅利用高校生 11/20

158 今 駅 外 トイレ 男女共同 ため、トイレがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

159 トイレを清潔に、また男女別々にしていただきたい。 浦安駅利用高校生 11/20

160 駅 トイレを男女別々してあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

161 トイレが待合室 近くにあると良い。 浦安駅迎え保護者 11/20

162

来館方法 -

車に乗れなくなれ 、行くことができなくなる。 サークルアンケート 10/19

163 駅から近くても、汽車・バスが少なく不便。 サークルアンケート 10/19

164 出張機能を増やして、歳をとりいけなくなる人も使える機能を考えてほしい。 サークルアンケート 10/21

165 まなタンと住居を結ぶ送迎機能が欲しい。 すこやか健康課 10/26

166

アプローチ -

正面玄関からすぐにエレベーターに乗れれ いい。 サークルアンケート 10/16

167 正面玄関 広い階段が危ない。 サークルアンケート 10/21

168 正面玄関からエレベーターに乗りたい。 サークルアンケート 10/21

169 北側駐車場が少ない。 サークルアンケート 10/16

170 地下駐車場を利用してキッチンカーを出店する どうか。 ユアネバ鈴木さん 10/26

171 駅北側 駐輪場 、アプローチ 道が舗装されておらず使いにくい。また、水もたまる。 浦安駅利用高校生 11/20

172 フロア高さ設定が複雑でアクセスがしにくい。 企画政策課 10/23

173 まなタン3階から 入り口がわかりづらい。 サークルアンケート 10/16

174 3F南側 出入り口が裏口みたいで利用者に わかりづらい。 すこやか健康課 10/26

175

南北通路 -

陸橋 エレベーターがなく、車椅子 方に 利用しづらい。 すこやか健康課 10/26

176 南駐車場から 歩行大変。普段歩ける人も荷物があるとき 階段上り下りが大変。 サークルアンケート 10/16

177 南側駐車場から アプローチが悪い。荷物があるとき 駅高架階段ルートを使いづらい。 サークルアンケート 10/16

178 南側駐車場 遠く、階段がおっくうで足が遠 く。 サークルアンケート 10/22

179 南側駐車場 雨風 時に大変。 サークルアンケート 10/19

180 駐車場から 階段が歳を取ると年々きつい で、駅からエレベーター、エスカレーターがあれ い
い。 サークルアンケート 10/21

181 階段が大変な で、駅にエレベーターが欲しい。 サークルアンケート 10/22

182 南北 分断をつなぐ機能が必要だと思う。 8/30WS 08/30

183 跨線橋南側にエレベーターがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

184 跨線橋 北側階段が1つで充分だが、可能であれ 自転車用 スロープがあると良い。 浦安駅利用高校生 11/20

No. 対象諸室
/分類

稼働率
H29
年度

意見内容 発案者

1

建物全体 -

tette ように全館配架ができるといい。 図書館 10/23

2 若い子たち あこがれ 場所にしたい。 図書館 10/23

3 浦安駅から帰る学生がまなタンに寄るようにしたい。 図書館 10/23

4 情報 集約と発信をしてほしい。 サークルアンケート 10/22

5 周辺店舗 情報発信が必要。 8/30WS 08/30

6 汽車 運転時間まで施設を開放するなど、開館時間 設定について検討して欲しい。 企画政策課 10/23

7 図書館が空いていない時間にも、拠り所となるような整備が検討できると良い。 図書館 10/23

8 行く度に楽しませられるような仕掛けが必要で ないか。 鳴り石 浜 11/05

9 高齢者サークルが子供達を巻き込んで、書道・絵・料理で触れ合いたい。 子育て応援課 10/26

10 高齢者 男性が外に出られるような機会（料理、eスポーツなど）を作りたい。 すこやか健康課 10/26

11 遊べる/食べられる/買い物できる/施設があると良い。 プレイパーク 10/24

12 駅から まなびタウン 視認性、印象を良くする必要がある。 8/30WS 08/30

13 まなタンに琴浦全体町 情報を知ることができる機能があると良い。 琴浦まちネット 11/05

14 まなタン号が復活してほしい。 プレイパーク 10/24

15 カウベルホールを残してほしい。 サークルアンケート 10/21

16 イキイキ健康センターも使用不可になった。なぜ一ヶ所にお金をかける か。 サークルアンケート 10/19

17 講師派遣などセンターとして全地域へ 出張機能が欲しい。 サークルアンケート 10/22

18 施設と施設 連携がうまくいくと良い。 8/30WS 08/30

19 まなタンと駅前周辺エリアと 繋がりがあると良い。 8/30WS 08/30

20 一極集中的に作っても利用しにくい。小規模でよいから近い地域に機能が欲しい。 サークルアンケート 10/19

21

図書館 -

郷土資料、古い行政文書 受け入れ場所や受け入れ方針について定まっていない。 図書館 10/23

22 図書館内に飲食できる場所があったら良い。 図書館 10/23

23 親子 過ごしやすい本 空間が欲しい。トイレも近くにあると良い。 図書館 10/23

24 図書館に木 おもちゃが欲しい、木コロン(地場産材を使用)を使用する どうか。 子育て応援課 10/26

25 子ども いつもいる場所が目 届くところにあると親御さんも安心できる。 図書館 10/23

26 もっと上手な読み聞かせをしてほしい。 サークルアンケート 10/22

27 子どもが遊べるスペースに座って見守りながら読書ができたら良い。 プレイパーク 10/24

28 半地下に閉架書庫がある 管理上良くない。 図書館 10/23

29 荷物をカウンターに預けるようになってから利用が減った。ロッカーが欲しい。 サークルアンケート 10/22

30 PCタブレットコーナーを充実させてほしい。 プレイパーク 10/24

31 全館配架を行う際、資料 追い方が分かりやすいようにしてほしい。 図書館 10/23

32 本が古く、新刊が少ない。棚 並びが雑でいつも場所が変わる。本が取り出しにくい。 サークルアンケート 10/22

33 図書館 ゆとりを持たせて本を配置できたら良い。 鳴り石 浜 11/05

34 専門書、特に芸術とかがすみっこで分かりづらい。 山田美鈴さん 11/22

35 地元 本 コーナーをもっと分かりやすいとよい。 山田美鈴さん 11/22

36 テラスで本を読みたい。(→テラス・屋外空間) プレイパーク 10/24

37

多目的
ホール

20.7%

音響システム かなり古く、使えない機材ある。更新 必要がある。 オペレーター 10/23

38 まなタン ホール 音響も悪い。 男子高校生 11/20

39 照明、音響 調整 ために5階PA室へ行く必要がある。 オペレーター 10/23

40 ステージ脇などで、音響・照明設備を利用者が操作できることが望ましい。 オペレーター 10/23

41 多目的ホール照明 水銀灯である。点灯までに時間が掛かるため更新が必要である。 オペレーター 10/23

42 照明器具 古くて使いにくい、更新 必要あり。 オペレーター 10/23

43 照明・ステージ 設備を充実させるなど、ダンスや劇に特化したステージにしたい。 琴浦まちネット 11/05

44 舞台控室があると良い。 サークルアンケート 10/16

45 ステージ 機能、駐車場、階段からいって、カウベルホールが使いやすかった。 サークルアンケート 10/19

46 ステージが狭くて踊りにくい。 サークルアンケート 10/19

47 ステージが狭く演芸や音楽 発表ができない。 サークルアンケート 10/16

48 ステージ 階段が狭い。 サークルアンケート 10/16

49 多目的ホール ステージが狭く、芸能・音楽発表に向かない。 サークルアンケート 10/19

50 子ども 音楽発表会や芸術芸能ステージ 淀江か羽合、倉吉、米子開催になってしまった。 サークルアンケート 10/19

51 ホールが使いにくい。（広さ・段差） サークルアンケート 10/21

52 舞台が狭く、低い。 サークルアンケート 10/16

53 まなタン ホール 舞台が貧弱である。20名ほど 合唱団メンバー全員乗るに 小さい。 男子高校生 11/20

54 ステージ セッティングに時間と労力がかなりかかる。 オペレーター 10/23

55 ステージ収納部にステージを新設し、そ 脇に照明、音響 制御コーナーが欲しい。 オペレーター 10/23

56 座席 段が急で怖い。 サークルアンケート 10/19

57 空調 効きが悪く夏季 窓を開放して利用するため電車音が気になる。 オペレーター 10/23

58 控室から 階段が急で暗く、荷物を持って 上り下りが難しい。 サークルアンケート 10/16

59 赤碕分庁舎ホールと 使い分けを検討すべきで ないか。 琴浦まちネット 11/05

60
調理室 8.0%

調理室前 着替え室が狭く使いにくい。 サークルアンケート 10/19

61 調理室をもっと町民が使えるように、魅力的な料理講習を入れてほしい。 サークルアンケート 10/22

62

創作室 18.6%

創作室 焼き窯に関して 、電気釜を設置しているが、更新、整備が必要。 オペレーター 10/23

63 も づくりができるような場所があれ 利用したいと思う。 プレイパーク 10/24

64 制作できる場所があると良い。 琴浦まちネット 11/05

65

屋内
遊び場

-

屋内遊戯施設が欲しい。(→屋内遊び場) すこやか健康課 10/26

66 室内で遊べる施設があると良い。(屋内遊び場) プレイパーク 10/24

67 子どもを遊 せながら、親御さんに本を読むなど 自分 時間ができるようにしたい。
(→屋内遊び場)

子育て応援課 10/26

68 子どもたちが普段から遊びに行ける場所があったら良い。(→屋内遊び場) プレイパーク 10/24 交流スペースへの意⾒は
全体の意⾒の1/3を占めていました。

交流スペースへの意⾒
36%

機能部への意⾒(※)

26%

駅や駅前への意⾒
20%

廃⽌する諸室への意⾒
7%

※機能部には図書館や多⽬的ホール、屋内遊び場などが含まれます。

８-１必要機能の検討 ヒアリングから考える

建物全体への意⾒
11%

・
・
・



建物全体

・既存施設はブラック
ボックスで中の様⼦が
⾒えない

・どこからでも⼊れる
施設としてほしい

・駅からの視認性を良く
する必要があると思う

・図書館が開いていない
時間にも拠り所となる
場所としてほしい

・情報の集約と発信を
してほしい

・まなタン号を
復活させてほしい

●琴浦町関係者、町⺠の⽅々へのヒアリング（計34回）

８-１必要機能の検討 ヒアリングから考える



●琴浦町関係者、町⺠の⽅々へのヒアリング（計34回）

機能部
(図書館)

・図書館内で飲⾷できる
場所があったら良い

・テラスで本を読みたい

・親⼦で過ごしやすい
空間としてほしい

・⼦どもを⾒守りながら
本を読みたい

・ゆとりを持たせて書架
を配置してほしい

８-１必要機能の検討 ヒアリングから考える



●琴浦町関係者、町⺠の⽅々へのヒアリング（計34回）

機能部
(屋内遊び場)

・⼦どもを遊ばせながら
⾒守れるような空間
としてほしい

・親も⾃分の時間を
楽しめる施設となる
と良い

・室内で遊べる施設が
ほしい

・⼦どもたちが普段から
遊びに⾏ける場所が
ほしい

・⾬の⽇に遊びに⾏ける
場がほしい

８-１必要機能の検討 ヒアリングから考える


