
団体名 内容 実施日 時間帯 利用人数 使用部屋
現在の施設利
用に不満

何に不満があるか
千代田庁舎の利活用策として、どのような施
設（諸室・設備）を導入した方が良いと思う
か。

その施設を導入した
場合、どの程度利活
用しますか。

千代田庁舎の利活用策について、自由なご意見をお聞かせくださ
い。

カラオケ教室 歌 毎週月曜日 13：00～16：30 5 応接室 無 － 電気とエアコンがあれば大丈夫 現在と同頻度 畳の部屋があれば便利

千代田ハーモニーズ 歌 第1･3火曜日 10：00～12：00 30 研修室 有
エアコン老朽化
狭い駐車場

市の備品としてピアノ・キーボードがほし
い。
収納スペース（楽譜・楽器等）がほしい。

現在と同頻度 特になし

カラオケ教室 歌 毎週金曜日 19：45～21：45 中会議室

絵手紙星の会 絵手紙 月1回 14：00～16：00 10 ヘルパー室 有 備品が少なく、古い 特になし。 現在と同頻度
グランドゴルフ場が欲しい
堤防道路を通らずに福祉センターと千代田庁舎を行き来できるよう
にしてほしい。

絵手紙
（平島）

絵手紙 第1･3火曜日 10：00～12：00 5 ヘルパー室 無 － 今くらいの広さの個室があればいい。 現在と同頻度
ジムなど運動できる環境（健康器具・体操器具等）
インストラクターの常駐

JAZZクラブ 演奏 毎週木曜日 19：00～21：00 応接室

オカリナ愛好会 オカリナ 第1･3木曜日 10：00～12：00 5 ヘルパー室 無 － 可能ならば遮音など音響がなされている個室 現在と同頻度 使用料の値上げはやめてほしい。

グレース オカリナ 第2･4火曜日 9：30～11：00 30
心配ごと
相談室

有
エアコン老朽化
狭い駐車場

市の備品として楽器等がほしい。
収納スペース（楽譜・楽器等）がほしい。

現在と同頻度 特になし

ケリー オカリナ 第2･4火曜日 14：00～16：00 5 ヘルパー室 無 － 特になし。 現在と同頻度
議場シアター（懐かしい映画が見たい）
図書室を広くして、充実させてほしい

ケムケム お話し会 月1回 9：00～11：00 4 応接室 有
駐車場が狭い
堤防道路が狭くて危ない
トイレが古い

静かな個室 現在と同頻度

出入口付近にトイレがほしい。
体育館の予約などを窓口でできるように。
本庁舎への機能の集中は反対。
図書室を拡大して、キッズスペースを作る。
読み聞かせをするスペースがほしい。
ボランティアのための部屋（事務局）がほしい。
文化活動で使う道具（和太鼓など）を保管する部屋がほしい。
サークル活動のための専用の個室がほしい。
中庭の活用（子供が遊べるスペースに）
テーマを持って統一感のある整備
スポーツセンター機能
歴史的・文化的機能を持った資料館
城原川博物館
年齢に関係なく町民が喜んで集える親しめる建物
多目的に使用できる部屋を整備
防災拠点としての機能
議場シアター
吉田絃二郎の展示スペース
観光拠点として整備
松本清張との関係性を展示
千代田に関係する歴史や偉人をPRするスペース

韓国語教室 韓国語 毎週火曜日 19：30～21：30 ヘルパー室

習字教室 習字 月1回 13：30～15：30 6 ヘルパー室 無 － 特になし。 現在と同頻度

使用料の値上げはやめてほしい。
参加人数が多いサークルは千代田庁舎を使ってほしい。（駐車場の
関係）
管理をしっかりやってくれればいい。（使用日程の把握とか）

キルトハウスベアー
ズポー

手工芸 第2･4火曜日 10：00～12：00 18 中会議室 有
荷物の持ち運び（エレベー
ターが欲しい）
トイレが古い

ホワイトボード、道具を入れる棚 現在と同頻度

使用料の値上げはやめてほしい。
手芸の展示スペース
シアター・視聴覚室（子供が映画・ビデオを見る）議員控え室の畳
部分を舞台に改装
子供がおしゃべりする場所（オープンスペースで飲食可）

デコレートステンシ
ル

手工芸 月末の木曜日 13：00～16：00 中会議室

ひしの実きりえの会 手工芸 第2･4水曜日 10：00～12：00 5 ヘルパー室 無 －
エアコンは必須
作品を飾れる棚など

現在と同頻度 照明を明るくしてほしい。

文化活動

千代田町福祉センター等利用者からの施設・備品整備等に関する意見について（千代田町福祉センター） 資料４



よしの子会 読書会 第3木曜日 13：30～15：30 10 ヘルパー室 有
駐車場が狭い
堤防道路が狭くて危ない
トイレが古い

静かな個室 現在と同頻度 使用料の値上げはやめてほしい。　　　

エコクラフト 手工芸 第2･4金曜日 10：00～12：00 4 応接室 有 掃除の不行き届き テーブルがあればいい 現在と同頻度 特になし。

千代田コープクラブ 料理 第1月曜日 10：00～12：00 4 ヘルパー室 無 － ガスコンロ（温めや簡単な調理ができる程度） 現在と同頻度
小物作りサークル、お茶会（今は中原まで行っているので千代田に
あれば便利）

千代田レクリエー
ションダンス

踊り 第2･4月曜日 9：30～11：30 15 大集会室 有
フロアマット（大集会所）
トイレが古い

ダンス確認用の姿見、エアコン 現在と同頻度
運動できるような床。
使用料の値上げはやめてほしい。

花菱会 踊り 第1･3木曜日 13：30～15：30 8 二階和室 無 －
現在利用している部屋と同程度の広さ（18畳
程度）の和室

現在と同頻度 使用料の値上げはやめてほしい。　　

武円館育成会 空手 毎週金曜日 19：30～21：30 大集会室

三井島システム 体操 毎週火曜日 9：30～12：00 14 大集会室 無 －
定期的に確実に使用できることが条件
土足厳禁のスペースであること

現在と同頻度 特になし。

気功教室 体操 毎週木曜日 10：00～11：00 40 大集会室 有
定期的に確実に使用できな
いことがある

エアコンは必須
定期的に確実に使用
できるなら回数は増
える

土足厳禁で、フロアマット敷の部屋がほしい

にこにこ体操 体操 第1･3金曜日 10：00～11：00 15 大集会室 有
フロアマット（大集会所）
が古い

ストレッチマットが使えるように 現在と同頻度
健康作りをするスペースにしたい。
使用料は公平に徴収してほしい

新婦人神埼支部ヨガ
小組

ヨガ 毎週月曜日 15：30～17：00 7 二階和室 有
エアコン老朽化
ブラインド老朽化（西日の
差込み強い）

エアコンは必須
畳部屋
壁にバー（手すり）と鏡がほしい

現在と同頻度

使用料を無料にしてほしい（病気やケガの予防、健康維持のために
やっていることなので）
教育委員会のエリアを間仕切りで数室に分けて使用
畳の部屋がほしい（32畳ほど）2畳/人 必要

太極拳 太極拳 毎週水曜日 10：00～12：00 10 二階和室 有 部屋が狭い
現在は畳部屋でやっているが、室内シューズ
を履いて使用できる部屋がほしい（60畳程
度）

現在と同頻度

確定申告の千代田会場は存続させてほしい。
談話室、視聴覚室（映画鑑賞できる部屋）、軽音楽室、喫茶スペー
ス（カフェ）がほしい。
体育館の代替施設がほしい。

体育

保健福祉



団体名 内容 実施日 時間帯 利用人数 使用部屋
現在の施設利
用に不満

何に不満があるか
千代田庁舎の利活用策として、どのような施設
（諸室・設備）を導入した方が良いと思うか。

その施設を導入した
場合、どの程度利活
用しますか。

千代田庁舎の利活用策について、自由なご意見をお聞かせくださ
い。

ヘルスアップ 体操 月３回火曜日 20：00～21：00 機能訓練室

ママヨガ ヨガ 毎週水曜日 10：00～12：00
保健指導室
機能訓練室

寛寿会 日舞稽古 毎週水曜日 20：00～22：00 保健指導室

徳友会 民謡 月２回火曜日 19：00～22：00 保健指導室

菱の実 オカリナ練習 月2回木曜日 13：30～15：30 会議室

ソシアルN 社交ダンス 毎週木曜日 13：00～15：00 10 機能訓練室 無 －

現使用部屋と同じ広さ
エアコン
ダンスシューズで踊れるような床（フローリン
グ）

現在と同頻度 使用料の値上げはやめてほしい。

コア・ソシアル 社交ダンス 毎週月曜日 14：00～17：00 4 機能訓練室 有
フローリングがダン
スシューズ用ではな
い

ダンスシューズで踊れるフローリング
姿見が壁全面にほしい（最低4枚程度）

増えると思う
1階は図書室を拡充
図書室に司書を配置する
3階をサークル用の部屋にしてほしい

モキハナ フラダンス 毎週木曜日 20：00～21：00 機能訓練室

ピカケ フラダンス 月３回土曜日 20：00～22：00 保健指導室

水曜教室 フラダンス 月３回水曜日 20：00～22：00 機能訓練室

武円館育成会 空手練習 月３回金曜日 19：00～22：00 機能訓練室

ハッピーダンシング リズムダンス 毎週土曜日 20：00～22：00 機能訓練室

文化活動

体育

千代田町福祉センター等利用者からの施設・備品整備等に関する意見について（千代田町保健センター）



団体名 内容 実施日 時間帯 利用人数
現在の施設利
用に不満

何に不満がある
か

千代田庁舎の利活用策として、どのような施設（諸室・設備）を導
入した方が良いと思うか。

その施設を導入した
場合、どの程度利活
用しますか。

千代田庁舎の利活用策について、自由なご意見をお聞かせくださ
い。

神埼市文化連盟 文化活動 不定期 不定期 － 有 －

議員控室の畳の間を板張に替えてほしい。（高志狂言の練習場、常
設舞台にしたい。（観光拠点にもなる））
舞台袖の扉は引き戸にしてほしい。
議員控室と正副議長室の壁は、移動間仕切りにしてほしい。
道具の収納スペースを作ってほしい。

不明

議場をプラネタリウムにしてほしい。議場の傍聴席と議員席エリア
の段差をなくして平面一体化する。
会議室に防音処置を施し、コーラスや楽器演奏に使用したい。
はんぎーホールで大きなイベントを開催する際に控室（食事スペー
ス等）がなく、はんぎーホールと保健センターを一体的に使用した
いので保健センター機能を千代田庁舎に移転してほしい。
千代田庁舎に公民館機能を持たせてほしい。
はんぎーホールへの看板を大きく見やすくしてほしい。嘉納セブン
あたりにも看板を設置してほしい。

千代田町福祉センター等利用者からの施設・備品整備等に関する意見について（その他）


