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≪アンケート結果≫ 

 

 

 

 

調 査 期 間：令和元年 12 月 27 日～令和 2 年 1 月 12 日 

調 査 場 所：八街市ホームページ、中央公民館、八街市図書館、八街市役所受付、商業施設

（1 店舗） 

アンケート回答者数：八街市ホームページ…272 人 

街頭アンケート  … 10 人 

計        …282 人 

 

 

Q１ あなたの性別を教えてください。     Q２ あなたの年齢を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Q３ 「ほとんど利用しない」または「利用したことはない」理由を下の選択肢から ２つ以内でお

選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【Ｂ】３つの施設を「ほとんど利用しない（年に数回程度）」又は「利用したことが

ない」 
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「その他」についての記述意見は 
Q6 を参照 
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Q４ ３つの施設の整備にあたって、今後、どのようなことが大切だと思いますか。特に重要と思

われることを下の選択肢から３つ以内でお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q５ ３つの施設の運営にあたって、今後、どのようなことが大切だと思いますか。特に重要と思

われることを下の選択肢から２つ以内でお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q６ ３つの施設の今後の在り方について、ご意見がありましたらお書きください。 

 

・民間企業等への積極的な貸出、ノウハウの集積による集客による施設全体の活性化。 

・他市町村のイベント人気と地域ニーズをリサーチしつつ、ネットを有効活用したイベント開催。開催し

たイベントのアーカイブ配信、YouTube で広く知ってもらうことで、若年層や忙しい人にも伝わる。 

・書籍はもう少しバリエーションがほしい。 

・【Q3 のその他について】図書館を本当はもっと利用したいがテーブル数が少ない。また 1 人用のスペー

スをもっと増やしてほしい。 

・他市町村のようなコンサートホールが無いことが不満。文化的な活動が少ない。コンサートホールが完

備され、色々なコンサートが開かれるようになれば、もっと沢山の人が利用すると思う。 

・駐車場をもっと増やしてほしい。 

・学生や社会人が勉強できるような場所を増やしてほしい。 

・もっといろいろな講座を開催してほしい。 

・香取市のいぶき館は図書館に受験生用スペースがあり好評。また 21 時まで利用できる交流・談話スペ

ースがあり、無料 wi-fi の利用が可能。また、窓口際のカウンター席は１席ごとに LED のスタンドやパ

ーテーションがあり快適に利用できる。 
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書架や展示スペースの配置を工夫し、資料やサービスを充実する

予約なしに自由に使える談話・交流スペース等を充実する

ボランティア等の市民が直接に関われるような仕組みとする

その他
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市外の人も利用したくなるような施設にする

近隣住民を中心として気軽に利用できる施設にする

各施設の連携や相互利用ができるよう一体的な施設にする

市の財政負担を軽減できるような規模の施設にする
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「その他」についての記述意見は 
Q6 を参照 

「その他」についての記述意見は 
Q6 を参照 
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・１つの建物に集約してあると利用しやすい。 

・授乳室（オムツ替え含む）があれば子どもを連れていきやすい。キッズスペースのような一時的に子ど

もだけで遊べる部屋があれば、その間に本を借りたり用事を済ませることができる。 

・使いたくなるような魅力的な施設、マンパワーで人を集める工夫をすれば、財政負担を軽減する必要は

なくなると思う。文化・社会教育の充実に後ろ向きなことは、市にとってひとつもメリットはない。 

・（各種講座等について）参加者に知り合いがいないと参加しづらい。 

・募集人員が少ないのにチラシ等の配布が多く、無駄に税金を使われている。 

・広報で集まらないのは魅力に欠けるからか、参加したくとも平日で仕事をしている人には向いていない。

年寄りと仕事をしていない人しか利用できていない。 

・公民館の中が暗く、設備も古い。大会議室は音楽に向いていない。 

・図書館に読みたい本が無い。リクエストしても他館からの取り寄せに半年かかると言われ図書館として

の役割を果たせていない。利用の少ない本は別の場所に移動保管し、新刊やベストセラーを増やすべき。 

・館内の天井の高さを利用し、簡易増設できる架台を取り入れ、魅力のある蔵書数を増やして欲しい。 

・駐車場の広さが十分で無いため、本を借・返却する際、イベントと重なると車を停めることが難しい。 

・入って直ぐの駐車場が狭いのと少ない。バス専用駐車場がないので団体利用できない。 

・資料館は公民館の中にあった方が利用しやすいような感じがする。 

・大きなホールも椅子が備え付けではないので会場の設営、撤収に人数が必要。 

・身体障害者や高齢者等の施設利用に関しては問題ないと思うが、単独で公民館などに行くことが困難。

八街駅から公民館に行くにはふれあいバスを利用。車イスは車道を通るしかなく点字ブロックや音の出

る信号機もない。 

・財政難はわかるが、すべてが中途半端な気がする。 

・今回このようなアンケートをとっていただいたことはありがたい。 

・イベントなどがあると駐車場が一杯になり、利用しづらい。 

・沖方面からの交通が非常に不便。子どもが大きくなって八街の街中に行こうとしても市バスが近所から

出ていない。千城台に行くバスしかなく、八街市民だけど千城台に行こうとなる。市バスが来られない

なら学生や年配の方、交通手段がない方が利用できる乗合タクシー等を検討してほしい。市街地の方優

先でなく離れた地区の意見にも耳を傾けてほしい。 

・郷土資料館があまりにも貧弱すぎて利用しづらい。プレハブでは資料の保管もできない。 

・明治以降開拓された八街の貴重な歴史を残す気がないのだなと文化レベルの貧困さを感じる。 

・歴史は長ければ貴重なのではなく人々の営みの記録をいかにして後世に伝えるかが重要であり、明治以

降開拓の 150 年の濃い歴史を持つ八街市の記録が今からでもしっかり残せるようにしてもらいたい。 

・現状のプレハブ資料館を今まで維持してきた現場の職員の方の苦労はいかほどだったかと想像する。現

場の職員の方の意見を重視したものをベースに郷土資料館作りをお願いしたい。 

・年々台風等が巨大化し、昨年は八街市も過去に例をみない大きな被害に見舞われた。今後一層の被害が

出て、避難者の数も年々増えるのではないか。 

・電気を購入するのではなく、ソーラー発電で電力をまかない、かつ余剰電力を売電することにより市の

財政負担の軽減を図るとともに、市民の避難所として活用しやすい施設にして欲しい。 

・市在住なら個人にも条件付きで貸し出しを許可して欲しい。5 人以上でないと貸せないと言われた。 

・もっと行きたくなるような立派な施設に。 

・駐車場や出入り口を増やして来館しやすくして欲しい。 

・図書館については、現状のままでも良いと思う。郷土資料館についてはイベント等の充実を図った方が

良いと思う。公民館についてはどういうことができるのかアピールする必要があると思う。 

・小さい子どもが騒いでも煙たがられない図書館や広い資料館。 

・本を沢山読むにもかかわらず図書館を利用しないのは、不特定多数の人が読む本の衛生面が気になると

言う個人的な感覚が理由なので図書館に問題は何もない。調べ物をする場合でも、今はインターネット

があるので図書館の利用は必要なくなった。図書館は今後拡大の必要はない。 
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・公民館については、現在の学校の体育館兼講堂のような場所から音楽の演奏や演劇などのできるホール

をつくり、他市も利用できるようにすると良い。 

・災害時に避難所にできるよう最新の設備が良い。（体育館でダンボールの仕切りを作るなどでない） 

・郷土資料館は凄く良いのに建物と場所が悪くてもったいない。 

・身近なイベントの開催、図書の充実、分かりやすい郷土の歴史教材の展示等。 

・高齢化が進み免許返納を迫られている人は増える一方であり、交通手段確保が第一。 

・郷土資料館は見たいとは思うが、一度見たら当分行かないかもしれない。 

・もっとイベントをするべき。 

・道路の混雑問題、駐車場が狭い。 

・何をやっているのか分からない。 

・図書利用券無くしても再発行不可と言われ、二度と行く気をなくした。 

・共働き家庭が多くなって来ているので、開館時間の延長や週末や祭日のイベントを充実したら利用率は

変わるのではないか。 

・郷土資料館の存在は知らなかった。 

・図書館のイベントがあり(飲食と音楽)久しぶりに行った。 

・子どもが小さいときに利用していたが、子ども向けのスペースが小さい。別に区切られていると他の利

用者に遠慮しなくてすむので助かる。 

・災害時の避難所になっていたが市の南端居住者は行けない。自衛隊の入浴支援を利用させていただいた。 

・公民館の入口も狭く、全体的にクローズな空間に感じる。公式 Twitter もなく情報も閉鎖的。時代にそっ

た新しい取り組みを。 

・3 つの施設でどんなことができるかよく分からない。もっと周知が必要。 

・郷土資料館は規模が小さく奥まっているので、公民館や図書館の中にある方が立ち止まる方も増えるの

ではないか。 

・図書館は学生が勉強するスペースを広げて欲しい。公津の杜図書館や八千代中央図書館などを参考に。 

・公民館はもっと個人でも使用できるようにしてもらいたい。個人では使用できないため、ガストなどで

集まらなくてはいけないなど余分な出費になってしまう。 

・佐倉市の南部児童センターの様な児童館もつくれば小さい子のいる家族ももっと増えるのでは。 

・カフェ(ドリンクバー利用)のある広いキッズルームで、大人もゆっくり過ごせる場所があると良い。 

・閲覧スペースでは落ち着かないので、自習室があると利用頻度が高くなる可能性あり。 

・蔵書本との出会いを演出している提案型の特集コーナーは続けて欲しい。 

・インターネットを利用できる環境（端末、持込端末用の電源、公衆無線ＬＡＮ等）があるとよい。 

・総合的な文化交流ができる施設にするべき。例えば、ホールや児童館もあわせてほしい。 

・子どもが小さい頃はよく使っていたが、家庭教育などサークル的に使用したいと思って公民館などを申

請しに行くと、他の宗教団体は関わっていないかと聞かれ不快な思いをした。受付の方の態度 1 つで二

度と借りたくないと思わせてしまうのはどうか。 

・駐車場も狭いし、行ってみたい、利用したいと思う魅力がない。いつ行っても薄暗いイメージ。 

・図書館のトイレで子どもが怖い男の人がいたと言っていたので、明るく現代的なものに改装してほしい。 

・冷暖房の温度が快適ではない。 

・古くて暗いインテリアでは気持ちが暗くなるので明るく楽しいものにしてほしい。 

・子どもたちもインドアで遊べる環境を作ってほしい。 

・【Q3 のその他について】小学生の子どもが利用する時以外はほとんど中央公民館の方面には行かない。 

・利用する全てが古いが、そのために改築や機材導入は税金の無駄遣いだからしなくていい。 

・子どもが小さい時は子育てサロンや習い事で利用していた。もっと色々な習い事が公民館でできたら良

い。あるのかもしれないが、情報が入ってこなくてわからない。部屋が沢山あるのに勿体ない。 

・文化会館をつくりコンサートなど著名人を招けるようにする。 

・施設内にカフェがあったら嬉しい。 
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・公民館は電気が暗くどんよりした雰囲気に見える。職員の方は明るくハキハキとした人は一部で、更に

活気がない。郷土資料館も、もう少し開放的にした方がよい。職員の方が中心となって寄りやすい場所

として運営を考え直してもらいたい。 

・駐車場を広くする。 

・発表会等で利用したくなるようなホールをつくる。 

・図書館を富里のような感じにする。 

・生まれた時から八街市に住んでいるが八街市は道路が危なく、公園も少なく、遊んだりできる場所が少

ないので、小学生の頃は自転車で図書館によく行った。八街市の道路は昔よりも交通量が増え、以前よ

りも危なくなっているように思える。図書館のところに子どもたちが走り回って遊んでも良いような場

があれば移動せずに遊ぶことができ、図書館で宿題を終え、外で遊べれば、健全な遊びができとても良

い。 

・同じ敷地内に３施設あるのを、１つの大きな施設に建て直す。そうすれば駐車場も広く使え、トライア

ル側の門も使える。 

・公民館前にある池は無くしても良いのでは。花壇の方が管理しやすいのでは。 

・若い人達が八街市に住みたくなるような施設づくりをしていかないと、今以上に若い人たちがいなくな

ってしまう。産婦人科もなくレジャーや施設が全然無いことや、八街市の子育て待遇などが少ないこと

などから、できれば引っ越したいと言っている人も多い。子育て世代の方などが住みたいと思えるまち

づくりをしていただきたい。 

・どういったイベントや展示をやっているのかの情報を得ることができないため、もっと何かしらの方法

でイベントなどの情報を得られれば、利用したいと思える気がする。 

・郷土資料館の存在価値が全くない。公民館内の 1 スペースに収めれば良いと思う。 

・節税第一に運営してほしい。図書館員も削減してよいのではないか。 

・スポーツ施設があれば有料でも利用者が増え、ついでに図書館利用や展示品の鑑賞も増えると思う。 

・仕事終わりに行けるような夜の講座を充実させてほしい。 

・お金を払ってでも見に行きたいコンサートやイベントをしてほしい。 

・佐倉南部図書館のようにパソコン等を持ち込んだり、個別で学習できるスペースができると良い。 

・郷土資料館は駐車場奥にあるため施設が目立たない。 

・公民館は富里市のように舞台や椅子が完備されているホールがあれば、もっと多くの催しができるし、

設営の時間がかからなくてよい。図書館や公民館を 1 つの建物にしてもよいのでは。それには八街市が

収入を得ていくために魅力あるまちづくりをしていく必要があると思う。震災の時に多くの市町村と交

流したことでボランティアが定着し、今回の台風で素早く市役所が稼働したように。そのためもっと他

の市町村と様々な交流や市役所職員の研修などを増やして市民みんなの意識改革が必要ではないか。そ

れにはトップの意識改革が重要だと思う。意見を聞いて終わりでなく見える形にしてほしいと願う。 

・WEB サイトをわかりやすく、随時更新するなど、イベント情報を配信してもらえば行きたいなと思う。 

・子どもが自由に遊べる場所にしてほしい。 

・魅力が何かあるというと何も思い浮かばない。 

・成田市、富里市、神栖市などの図書館を参考に、皆が利用したくなる清潔な館内、使いやすくニーズに

合った施設にしてもらいたい。 

・市役所周辺に移転した方が施設を相互利用できるので良い。 

・スポーツプラザなども含め、八街市は公共施設が分散しすぎ。 

・もっと明るく、利用していて気持ちがよいような施設にしてほしい。 

・昔から変わらない外観、狭く、音響もよくない。図書館に関しては館内少しリニューアルしているよう

だが、魅力に欠ける。 

・公民館は古すぎる。文化会館にするべき。近隣の市町にはもっと館内も気持ちがよく、カフェのように

リラックスできるような施設もある。大人だけではなく、小中学生が集まってくるような施設になれば

と願う。 
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・マスコミが動くくらいのインパクトのある改革を。 

・地域コミュニティの中心になるとよい。 

・乳幼児、小学生が自由に遊べるよう開放してほしい。知育玩具を置いたり、体を動かせるように卓球や

バスケットボールやバレーボールなどできるようにして欲しい。 

・どれも暗くて重い雰囲気があり、入りづらい。 

・車での出入りがしづらい。 (門が狭い、真ん中が障害物になっている)  

・子どもたちが安全に遊べる遊具があるといい。 

・中央公民館と図書館は認知度があるが、郷土資料館があるということを知らなかった。もっとアピール

した方が良い。歴史が浅い八街なので開拓と農業しか無いのは資料館として難しいが、市内随一の根古

谷城とか御成街道をもっと前面に出せたら、歴史ファンに足を運んで貰え、SNS でアピールし、市外の

集客も望めると思う。 

・図書館は開館時間の延長よりも、職員が交代で勤務していただくことで、月曜日休館を無くしてほしい。

世間には月曜日しか休みがない職業も多く存在することを知っていただきたい。 

・人の集まる場所に。 

・学校にいけない、家に居場所のない子どもたちが、遅くまでいられるような施設。 

・歴史民俗資料館は周りの市町村から比べると貧相に感じる。皆が気軽に八街の歴史や生い立ちなどを体

感でき、市民が自慢できるような施設にしてほしい。文化の重要性が分からない自治体は衰退していく

だけであり、過去からの伝えられるものは無くしてしまったら終わりである。 

・行くチャンスがないので！ 

・都市に近く栄えている所に建設するとよいと思う。 

・八街の歴史資料・地域の紹介。 

 


