
 

府中公民館建て替え・歴史民俗資料館再整備等に係る 

アイデア募集結果について 

 

 府中町では「府中公民館」の建て替え、「歴史民俗資料館」の再整備に当たり、より使いやすく、親しまれ、

愛される施設にするため、みなさまからアイデア募集を行いました。 

 その結果、多くの方からアイデアを提出いただきました。いただいたアイデアに対する町の考え方について

は次のとおりです。 

 提出されたアイデアについては、趣旨を損なわない程度に要約し、できる限り内容ごとに整理・分類した上

で、町の考え方を示しています。（順不同） 

 

 

１ 募集期間  平成３０年１月２２日（月）～平成３０年２月１６日（金） 

 

２ 募集方法  郵送・窓口提出（社会教育課及び府中公民館）・ＦＡＸ・電子メール 

 

３ 募集結果  提出者数       ２７名（団体含む） 

        アイデア等の数    ５６件（整理・分類後の件数） 

         

※郵送０・窓口提出２０・ＦＡＸ４・電子メール３ 

※提出者のうち１件については、要件を満たしていない（氏名等の明記）ので、回答を行わ

ない。 

        

４ いただいたアイデアとそれに対する町の考え方 

（１）施設全般 

番号 アイデアの内容（要約） 町の考え方 

１ 豊かな歴史を誇る町にふさわしい資料館・公民館を

整備すること。 

古代安芸国の国府が置かれたと言われる歴史ある府

中町にふさわしい施設として多くの方に利用いただ

けるよう整備したいと考えております。 

２ 既存の設備等使用可能なものはできる限り再利用

し、無駄遣いのないように。 

既存施設の設備や備品はできる限り利用可能なもの

は再利用します。 

３ 

 

立派な設備も経年で劣化するので、メンテナンスス

ケジュールを立てておいて下さい。 

設備や備品のメンテナンスについては計画的に実施

します。 

４ ・エレベーターの設置。 

・エレベーターの扉にガラス窓。 

・エレベーターを２ヶ所に設置してほしい。 

新施設にはエレベーターを設置します。また、設置

にあたっては安全に使用できるよう配慮します。た

だし、２ヶ所の設置については、建物の規模や工事

費等により難しいと考えております。 

５ ・多目的トイレ。障害者、高齢者に対応したウォシ

ュレット等を整備。 

・資料館にも洋式トイレと障害者トイレをつくって

新施設には多目的トイレを整備し、温水洗浄便座に

ついても検討します。また、トイレの数や設置場所

についても配慮したいと考えています。 



ほしい。できるだけ沢山。 

・トイレが遠く不便なので、控室、ステージ近くに

ほしい。 

・ホールの近くにトイレは設置、数は多く。 

・温水洗浄便座のトイレ。 

６ 授乳スペースをトイレの中ではなく独立して設置

してほしい。また、安心して使用できるよう防犯

カメラを設置してほしい。 

授乳スペースは独立設置を検討することとし、安

心して使用できるよう配慮します。 

７ ・手すりの設置。 

・手すりをどこにもつけてほしい。 

・バリアフリー（階段等）。 

・学習室ドアを自動ドアや引き戸タイプに(肢体

不自由者、車椅子利用者の移動をスムーズにする

ため)。 

・体育館（ホール）を、高齢者や障害のある方も

気軽に利用できるよう配慮してほしい。 

バリアフリー法に適合した施設にすることを考え

ています。当該基準には出入口、階段、手すり等

の基準が示されています。 

８ ・(非常時用)パトライトの設置。聴覚障害者の音

(非常ベル)のかわりとなるもの。 

・目で見てわかる情報保障。 ケーブルテレビ等の

設置(緊急時の連絡等)、文字情報 字幕つき、手話

つき広報。 

聴覚障害者の方が安心して利用できるよう、非常

時の誘導方法等について検討します。 

９ 駐車場を広くとってほしい。 

 

駐車場については、できるだけ多く確保できるよ

う検討します。 

１０ 空調を全部屋の設置。 空調については、全室に整備するよう考えていま

す。 

１１ ・（図書室もあるといいですが、）フリーに話せる

ミーティングルームがあったらよい。 

・軽食がとれるような場所を設けてほしい。 

ロビーの一部に待ち合わせや休憩・飲食が可能な

スペースを設けたいと考えています。 

１２ ・作品展示室の専用設備がほしい。(現資料館１階

の様な、掛軸が掛けられる高さ)。 

・ギャラリーを見て廻って参考にしてほしい。 

・外部から借りに来る程、充実した展示室にして

ほしい。 

・常設展示スペース(共用でもよい)。 

・ギャラリースペースどのくらいの面積になるの

か。 

・エントランスを企画展用に整備するならば、床

面展示ケース(移動折り畳み可能の展示ケースを

含む)の設置。 

・エントランスを企画展用に整備するならば、展

示パネル設備は最新で作品フレームの展示用レー

ロビー内または隣接するギャラリースペースへ作

品展示ができる場（広さ等を含む）を検討します。

併せて、展示に必要な備品を整備するよう検討し

ます。 



ルを設置。企画展、原爆展等で使用・共用できる

額縁(アルミフレーム)を整備。 

（２）府中公民館 

番号 アイデアの内容（要約） 町の考え方 

１３ ・展示用パネルスペースの確保。(移動を楽にパネ

ルにコロを付ける) 

・時計の設置。 

・演台、黒板、掲示板、お立ち台(低いもの)、脚

立。 

必要な備品として整備したいと考えています。 

１４ ・テレビとビデオを置いてほしい。 

・学習室に DVD 視聴のためのテレビ設置。 

・パソコンのスクリーン使用時、黒板なのでスク

リーンを設置してほしい。 

 

学習室等にプロジェクターやスクリーン（もしく

は白い壁）を設置し、パソコン・ビデオ・ＤＶＤ

を使用した学習ができるような場を検討します。 

１５ ・各室に電源４ヶ所は作って下さい。現在は１ヶ

所で不便です。 

・コンセントを４ヶ所設置してほしい。 

・コンセントを４口くらいほしい。 

・コンセントは各教室３ヶ所以上あると良い。 

必要な部屋に複数のコンセントを備えるよう検討

します。 

１６ ・Free Wi-Fiの利用ができればよい。 

・インターネットに接続できるようにして下さ

い。 

・インターネットへの接続。 

・ネット通信ができるようにしてほしい。 

・ネットできる状態にしてほしい。 

・インターネットが使えるようにしてほしい。 

誰もが自由に使えるインターネット接続環境の整

備（Free Wi‐Fiなども含む）については、セキュ

リティ上の問題もあるため、他の自治体の導入事

例等を参考に、町全体の施策の中で今後検討しま

す。 

１７ ・各教室に給湯・水道を付けてほしい。 

・水道場所。 

・現在の小ホールの流しは、なくても良い。 

・２階の流しを広く、使いやすくしてほしい。 

必要な箇所に流し（水道・給湯）を設置するよう

検討します。 

１８ ・各教室にロッカーを確保してほしい。 

・各グループのロッカーを残して下さい。 

・各グループのロッカー。 

・水彩教室等の道具入れ。机(50×100㎝くらい)や

花瓶等を入れるロッカー。 

・各講座で使用する共用の本等を収納するロッカ

ーを広く確保してほしい。 

定期活動グループのロッカーについては現状程度

スペースを確保したいと考えています。 

１９ 自然光が入る部屋にしてほしい。(絵には自然光が

必要) 

諸室の性質に応じて、自然光が取り入れられるよ

う検討します。 

２０ 上部に展示用レールをつけておいてほしい。 必要な場所に展示用レールをつけるよう検討しま

す。 



２１ 暗幕も必要(直射日光を防ぐため)。 必要な部屋に暗幕をつけるよう検討します。 

２２ 各部屋の扉にガラス窓 (中外の状況がわかるよう

に) 

できる限り各部屋の中がわかるような扉となるよ

う検討します。 

２３ 仮設公民館で畳（4.5-8 畳）を利用したい。礼法室

を使えれば幸いです。 

仮設公民館では府中小学校東棟の礼法室を使用で

きるよう調整したいと考えています。 

２４ 現在活動中のサークルが新設までの間活動が滞る

ことなく維持できるように。スポーツ等活動が中

断すれば体力的に後の活動継続が難しくなる(高

齢者等)。 

現在活動いただいております定期活動グループの

活動が継続されるよう、できる限り配慮します。 

２５ 折角すばらしい樹々の公民館、なんとか新しい建

物でもこの樹を維持してほしい。 

現在の公民館敷地にある樹木を現状のまま残すこ

とは困難と考えていますのでご理解ください。 

２６ 有料でもよいので常設の自習室を希望、各席にコ

ンセント。 

現在、夏休み期間中については、主に小中高校生

を対象として、空いている部屋を無料で自習室と

して開放し、お使いいただいております。これは

新施設でも継続して行っていきたいと考えており

ますので、活用いただければと思います。なお、

社会教育法上、公民館は組織での学習活動の場と

捉えておりますので、部屋を個人で占用しての使

用はできませんのでご理解ください。 

２７ 会議中に隣からの音が入らないように。 できるだけ他の部屋からの音が入らないよう検討

します。 

２８ 調理室はできるだけ広くしてほしい。イスは折り

たたみが良いと思います。 

公民館の諸室は現状と同等程度としており、施設

全体の中で調整します。また、必要な備品も検討

します。 

２９ 公民館図書室はこれまで通り気軽に通え、希望書

が待たずに読める空間にしてほしい。 

新施設の図書コーナーには現在公民館図書室に配

架している一般書に加え、広く利用が可能な町史

等の郷土資料など現在資料館図書室にある資料を

併せて配架するよう検討します。引き続き、希望

に沿えるような図書コーナーとしたいと考えてい

ます。 

３０ 大ホールのフロアー(床)、入口付近がななめにな

っており、まっすぐにしてほしい。 

現在の大ホールには、建設当初、固定席が設置さ

れていため傾斜がついていますが、新施設では床

はまっすぐで検討します。 

３１ 床暖房があるホールがあってもよい。 床暖房については、整備する予定はありません。 

３２ ・音響のあるホールとしてほしい。 

・大小ホール、リハーサル室、スタジオを、音響

効果が大切で、照明も一流の人を、文化面に特質

できる環境づくりを。 

・音響。 

ホールの音響性については、現状程度ものを考え

ております。リハーサル室、スタジオについては

整備の予定はありません。 

（なお、今後、南公民館の改修時に音響設備の整

った施設を検討します。） 



３３ 2 階ホールに引き出し型の舞台があると良い。 大ホールは固定のステージを、小ホールは収納式

ステージを検討します。 

３４ 大ホールの半面～1/3 面敷ける枚数の畳もしくは

大型の緩衝マットがほしい。また、それを収納で

きる器具庫を。 

畳もしくは大型の緩衝マットについては、整備す

る予定はありません。 

３５ フットサルができる設備がほしい。ゴールやその

他関連する設備も含め。 

フットサルのできる設備は整備する予定はありま

せん。 

３６ ホールにくすのきプラザ小アリーナのように開き

戸式の鏡をつけてほしい。 

小ホールの壁には鏡を設置するよう検討します。 

３７ ホールの近くに更衣室がほしい。 大ホールに近接して男女別の更衣室を設置するよ

う考えております。 

３８ ホールの天井を高くしてほしい。 大ホールにおいて、各スポーツや活動すべてに適

した整備は難しいと考えておりますが、相応の高

さを検討します。 

３９ ホールの広さはバドミントンコート 3面とれたら

良い。 

大ホールにおいて、各スポーツや活動すべてに適

した整備は難しいと考えておりますが、相応の広

さを検討します。 

４０ ホールの床は板張りがいい。 大ホール・小ホールの床の材質については設計時

に検討します。 

４１ ・和室へ灰が使える炉と炭がおこせる水屋がほし

い。 

・できたら大炉のある部屋を和室の隣接に確保し

てほしい。 

防火管理上問題があるため、代替の方法で対応で

きるよう検討します。 

４２ 和室の収納部分を広くとってほしい。 

 

和室の収納スペースについては、現状程度を基本

とし調整します。 

４３ 和室は上座床のしつらえとしてほしい。 和室の床の間が上座となるよう検討します。 

（３）歴史民俗資料館 

番号 アイデアの内容（要約） 町の考え方 

４４ 資料館の規模縮小の理由がよくわからない。 

 

町の歴史を学ぶことで、ふるさと意識の醸成と愛

着心の向上に寄与しており、必要不可欠な施設と

考えています。収蔵施設を別の場所へ設け、展示

では映像などの新しい技術も取り入れ、親しみの

ある施設として、多くの方に来館いただけるよう、

今後、展示設計で検討します。限られた財源、ス

ペースの中で適切な規模と考えております。 

４５ 予算・人員が限られた中で、町として企画展等の

開催を具体的に実践してほしい。 

新施設では企画展示用のスペースを設けることと

しており、今後、収蔵資料の整理を行い、それら

を主体に企画展を実施したいと考えています。 

４６ ・専門的職員（学芸員）を配置すること。 

・資料館はシルバー人材センターの管理ではな

専門的職員（学芸員）の配置を今後検討します。 



く、学芸員を配置し来館者に対応してほしい。 

４７ 資料館図書室の貴重図書資料も集約されるようで

すが公民館図書との取り扱いはどのように変わる

か。 

資料館の図書については、広く利用可能な町史等

の郷土資料や歴史一般書を新施設の図書コーナー

へ公民館図書とともに配架し、発掘調査報告書等

の専門書や古文書は別の収蔵施設に保管すること

を考えています。 

４８ ・今までの１Ｆの寄贈資料はどこに保管されるの

か。 

・古代瓦を中心とした大量の下岡田遺跡出土資料

はどこに展示、保管されるのか。 

・資料館の資料などの倉庫は確保。 

府中小学校の東棟へ収蔵することを検討していま

す。 

４９ 「資料館のシアター」とはどのような設備でしょ

うか。 

 

 

資料館シアターについては、公民館会議室の一部

を利用し、映像を作成し、資料館の導入や府中町

の文化財の理解に利用できればと考えますが、今

後、資料館の展示設計で検討します。 

５０ 資料館の展示物の解説「映像と音声」を表現する

コーナーを設けてほしい。 

映像や音声を使っての展示解説ついては、展示設

計で検討します。 

５１ 古民家活用など町の資源を活用した施設整備を図

ること。 

古民家活用など町の資源を活用した展示について

は、展示設計で検討します。 

５２ 府中町の全体のわかるジオラマは残してほしい。

（周囲から見れるようなものを希望) 

ジオラマについては、展示設計で検討します。 

５３ 下岡田遺跡について、認知度が低いので資料館で

もっとＰＲが必要では。 

下岡田遺跡については国史跡指定を目指してお

り、新資料館において、よりＰＲできるような展

示となるよう展示設計で検討します。 

５４ ・資料館のガイドクラブの活動スペースを確保し

てほしい。 

・ボランティアの詰所のような部屋を確保してほ

しい。 

ボランティアガイドの専用の控室や活動スペース

を確保することは難しいですが、必要に応じて公

民館の部屋を利用していただければと考えていま

す。 

５５ 府中町歴史・文化財ボランティアグループ用充分

な大きさのロッカー。 

公民館定期活動グループのロッカーと同程度のス

ペースを検討します。 

（４）その他 

番号 アイデアの内容（要約） 町の考え方 

５６ 小学生の通学路で、道路幅が狭く、車の往来が多

く非常に危険。ゴミ収集車・救急車・消防車・乗

用車などが入ると離合できない。もう少し公民館

側の道路幅を広くとることは出来ないか。 

現在の公民館敷地の一部を道路に供出する形で、

道路の拡幅等を検討します。 

 


