
■運営準備協議会　議題、論点整理シート

第3回運営準備協議会における主なご意見

分類 委員からのご意見 志村教授からのご意見 委員からのご意見 委員からのご意見

・台数が少なくないか。少し多めに確保
した方が良いのではない。

・駐輪台数が少ない。

・東側の道路に面した植栽部分を駐輪場
にできないか。

・植栽のところに駐輪場が作れない
か。

・イベント開催時には足りなくなるが、
施設の管理者がきちんと管理すれば対応
できるのではないか。不足した場合の対
応を協議会の中で考えていけばよいので
はないか。

・コミセンの駐輪場は広いので、き
れいに駐輪するようにすれば良いの
ではないか。

地域サロン
の利用

・地域サロンでくつろぎすぎる方や居眠
りをする方がいた場合には、館長に注意
してもらうようなシステムを作っておい
た方が良いのではないか。

・－ ・－ ・地域サロンの利用に当たって、予約の
受付もするのか。受付をする場合、スケ
ジュール管理や予約申請者への連絡調整
を誰が行うのか。
・地域サロンの利用者に備品等の貸出を
するのか、貸し出す場合に利用料を徴収
するのか。また、貸出の手続きはどうす
るのか。
・登録団体でないと使えないとすると、
面倒になってしまうのではないか。
・利用に当たっては、方向や場所を示す
「立て札」を貸してもらえると便利であ
る。

◎事務局の考え
・資料２の案のとおり進めていきたい。

各施設の運
営時間

・これまでの施設と同じ時間であれば良
いのではないか。

・－ ・－ ・－ ◎事務局の考え
・案のとおり進めていく。

憩いの庭の
花壇の管理

・花壇の管理は、運営協議会で責任を
持って行うという形に位置付け、ボラン
ティアで代表を決めてやっていけばいの
ではないか。
・できるだけ新しい人、若い人を入れて
花壇の管理をしていけたら良いのではな
いか。
・与野の公共施設の花壇なので、バラを
植えるべきだと思う。
・地域サロンを良く利用する方を誘っ
て、バラサポーターの指導を受けながら
花壇を管理できることが理想的である。
・花壇への水遣りは、複合施設の職員に
やってもらえれば良いのでないか。花の
植え替えは、運営協議会の委員にやって
もらうことになるのではないか。

◎事務局の考え
・運営協議会で花いっぱい運動推進会に登録し、花壇を管
理していく。
・日常的な水遣りについては、複合施設の職員で行う。
・植えつけ、除草については、運営協議会のメンバーを中
心にボランティアで行う。
・バラを植える場合には、バラサポーターとの連携も検討
する。

■論点
・花壇を一緒に管理してくださる方（サポーター）を見つ
ける方策

事務局の考え（◎）・論点（■）

複合施設の
利用ルー
ル、運営方
法

駐輪場の台
数

・－ ◎事務局の考え
・コミュニティセンターの駐輪場は約40台であり、利用者
の動線を確保してどちらにも駐輪できる運用をする。
・混雑時には、駐車場の一部を駐輪場として使用するとい
う運用を検討する。
・運営時間前の駐輪ができないような管理を行う。

・施設の運営時間前には駐輪できないよ
うにするといった管理をきちんとすれ
ば、今のままで足りるのではないか。

議題
第2回運営準備協議会における主なご意見 志村教授との懇談会

複合施設の
利用、運営
等について

【資料１】

第４回運営準備協議会

令和元年８月２６日
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・コミセンの隣に作るので、愛称はあっ
た方が良いのではないか。

・「与野本町小学校複合施設」は説明的
で長いので、愛称があった方が皆に親し
まれる施設になるのではないか。

・「与野本町○○センター」、「与野本
町ローズセンター」などはどうだろう
か。

・「与野本町複合施設」はどうだろう
か。

・「中央区」という文言を入れるのはど
うだろうか。

・地域サロンには、「○○カフェ」など
の呼び方があったらよいのではないか。

・愛称はあまり好ましくないと思う。

・「与野本町小学校複合施設」が分かり
やすいのではないか。

・「与野本町小学校」と謳うと小学校の
施設という風に見えてオープンな感じが
しなくなるので、各施設の名称を並べた
だけの方が良いのではないか。

・愛称があっても浸透しないこともあ
る。「与野本町小学校複合施設」でよい
のではないか。

・「与野本町小学校」と愛称を付ける
と、小学校にクレームが入ってしまうの
ではないか。

複合施設の
広報

・－ （前述のとおり） ・ＰＲ不足で複合施設のことを皆知
らず、関心が少ない。自治会で説明
してもらったり、回覧したりすれば
知れ渡るのではないだろうか。

・公募の周知に当たっては、回覧よりも
市報の方が良いと思う。中央区版にも掲
載したらどうか。
・広報での周知と併せて、子ども会やＰ
ＴＡなどの団体に呼び掛けるのも必要だ
と思う。
・運営協議会の活動を季刊などの形で、
常時発信していくことも考えたらどう
か。

◎事務局の考え
・愛称の募集に当たっては、市報、ホームページ、自治会
での説明や、回覧等の広報活動を行う。

・運営協議会の活動の情報発信については、運営協議会に
おいて具体的な方法等を検討する。

・お店でなくても自動販売機を充実すれ
ばよいのではないか。

・ピアショップと自動販売機を設置する
案で進めることで良いのではないか。障
害者に貸す場合は、賃料を減免するなど
の配慮した方が良いと考える。

愛称に反
対、その他

・施設をＰＲするためには、愛称を公募
した方が良い。
・公募に当たっては、懸賞などがないと
応募しないのではないか。
・与野本町小学校の児童に愛称を考えて
もらうのはどうか。

・－

・－ ◎事務局の考え
・公募はできるだけ早く、再度行う。公募書類は準備協議
会で確認する。

・カフェ部分が空くのは望ましくないので、ピアショップ
の設置について協議を進める。また、自動販売機の設置に
ついて準備を進める。

・これらの設置に当たっては、コミュニティセンターと複
合施設との動線の確保を考慮する。

・上記を踏まえて、資料４のとおり、公募資料を一部加筆
修正して公募を行う。

与野本町コ
ミュニティ
センターの
カフェの代
替

・カフェの公募に人が集まらないの
は、複合施設ができることが分かっ
ていないからではないか。

・事業者の公募は、来年度も継続し
てやってもらいたい。

・コミセンから地域サロンに抜ける
動線をしっかり確保してもらいた
い。

・近隣の調理師学校など、当たれる
ところには全て当たったらどうだろ
うか。

・コミセン内での飲食の規制を緩め
て、もう少し自由にやれるようにし
たら、コーヒーを飲みたい雰囲気が
出るのではないか。

複合施設の
利用、運営
等について

複合施設の
愛称

愛称に賛成

・地元の方々は複合施設ができるこ
とをあまり意識していない。

・複合施設ができることは与野本町
にとってよいことであり、関心を
持ってもらう必要がある。

・愛称を募集することで関心が高ま
るきっかけになるので、愛称は公募
した方が良い。

・区名の公募の際には、一番多くの
票を獲得した名称が選ばれなかった
ので、公募をしても意味がないと思
う。

◎事務局の考え
・資料３の案のとおり進めていきたい。

■論点
・愛称の条件について、ご意見を伺いたい。
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・案に賛成である。ボランティアの募集
に当たっては、シルバー人材センターに
声を掛けるのも一つの方法ではないか。

・地域の方々に複合施設を知っても
らい、関心を持ってもらえれば、ボ
ランティアは集まると思う。

・－ ・－ ◎事務局の考え
・案のとおり進めていく。

メンバー

・自治会関係者や公募市民は施設を運営
している訳ではなく、何の実権もないの
だから運営協議会に加わるのはおかしい
のではないか。施設を運営している人以
外が口を挟むと出しゃばりにならない
か。
・何年も前から積み上げてきたものをど
うやって協議会の形にしていくかに興味
がある。運営になったからといって市に
任せるというのはもったいないと思う。
市民として意見を言う場がないのはもっ
たいない。
・運営協議会には、地区に生活している
方に関わってもらった方が良いのではな
いか。
・運営協議会のメンバーは、運営準備協
議会のメンバーから出してもらうのが良
いのではないか。

運営

・運営協議会の事務局の体制をはっきり
してもらいたい。
・運営がうまくできるようになるまで
は、市のパイプ役として、これまでの経
緯を把握している資産経営課にも運営協
議会に入ってもらいたい。

運営協議会
のメンバー
及び運営に
ついて

別途ご意見
を伺いたい
事項

◎事務局の考え
・資料５の案のとおり進めていきたい。

与野郷土資料館のボラン
ティアについて
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