
（仮称）えんがる町民センター建設に伴うアンケート調査集計結果（全体）

問１ 問３ 問４ 問５ 問７

主な活動場所
1ヶ月間の
活動日数

活動曜日 活動時間帯
1回当たり活
動人数

活動場所の広
さ

大会及び
発表会等
開催

時期 人数 会場
町民センター
の利用

1 遠軽町書道連盟 福祉センター　２Ｆ大ホール（町文化祭展
示部門）
４Ｆ予備室（会議、学習会等）
木楽館ロビー、ホール（会員作品展）

不定期 午後3時～5時 9 ちょうど良い ○ 2月 200～
250

木楽館、書道連盟独自
の発表

利用する

2 遠軽考古学同好会 主な活動は野外が多く、利用していません 3～5 午前9時～午後3時 5～6 × 利用しない

3 遠軽写真同好会 今は無料の会場で木楽館を毎回利用してい
ます。年間5回～6回（1回の利用15日
間）

1回の作品展
示に15日間
使用

午後6時～8時 11 ちょうど良い
木楽館ロビー

○ 2ヶ月に
1回程

11 作品30点程、木楽館
ロビー

無料なら使用
したい

4 遠軽町茶道連盟 文化祭　福祉センター　２F和室、2号会議
室
研修会　文化研修館
成人式　福祉センター　大ホール、２F和
室

決まった行
事、連盟の
研修会で活
動してお
り、1ヶ月の
日数は未記
入

土、日曜日 文化祭　土、日曜日午
前9時～午後4時30分
研修会　土曜日　正午
～午後5時
成人式　午前11時～午
後4時

文化祭、研修
会　14～15
成人式　6

ちょうど良い ○ 5月、9
月

15 文化研修館 利用する

5 遠軽囲碁クラブ 大通南４（借家）遠軽囲碁クラブ 15 随時 午後1時～午後8時 5～6 ちょうど良い ○ 5月、12
月

10 遠軽囲碁クラブ 利用しない

6 遠軽刺しゅう教室 福祉センター　５F研修室 2 木曜日 午前10時～午後3時 6 ちょうど良い ○ 8月 6 木楽館 わからない

7 絵手紙同好会 福祉センター及びコープさっぽろ遠軽プラ
ザ店

1 日曜日 午後1時～4時 25 ちょうど良い ○ 7月～11
月

32 遠軽郵便局、福祉セン
ター

条件により利
用する

8 遠軽町川柳研究会
（がんぼう大学、遠軽町消
費者協会）

福祉センター　２F大ホール（文化祭の作
品展示）
福祉センター　料理講習室（消費者協会）

4 金曜日 午前9時～正午 文化祭川柳作
品提出　6
消費者協会料
理教室　20

ちょうど良い ○ 12月、2
月

20 福利センター料理講習
室

利用する

9 遠軽華道連盟 自宅又は花店内 4～5 各先生方に
より、平日
が多い

3～4時間位で各先生による ちょうど良い × わからない

10 畑山手描型染友禅同好会 福祉センター　３F和室、自宅 4 火曜日

11 畑山きもの着付教室 福祉センター　３F和室、自宅 4 火曜日 午後1時～3時 15
年1回夏祭り
に向かって浴
衣の無料講習
を7月初めの
土曜日実施

ちょうど良い ○ 10月 20 福祉センター 利用する

12 遠軽手打ち蕎麦同好会 寿町公民館、会長の工房 2 木曜日 午前10時～正午 3～5
年2回は15
～24

ちょうど良い × わからない

13 華の会 福祉センター　３F和室 4 水曜日 午後1時30分～5時 8 ちょうど良い ○ 11月 8 福祉センター（文化
祭、チャリティ）

利用する

14 はらすぽ 会員自宅 2～3 木曜日 午後1時～午後5時 3 ちょうど良い × わからない

№ 団体名

問２ 問６
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（仮称）えんがる町民センター建設に伴うアンケート調査集計結果（全体）

問１ 問３ 問４ 問５ 問７

主な活動場所
1ヶ月間の
活動日数

活動曜日 活動時間帯
1回当たり活
動人数

活動場所の広
さ

大会及び
発表会等
開催

時期 人数 会場
町民センター
の利用

№ 団体名

問２ 問６

15 若柳臣流遠軽若寿会 青少年会館　和室 4～6 火曜日 午前9時～正午 4～6 広い ○ 9,11,12
月

3～6 公設グラウンド（秋
祭）
福祉センター（文化
祭、赤い羽根チャリ
ティ）

利用する

16 遠軽ジャズダンスサークル　 大通南１丁目スタジオ内（大家の西尾林業
さんから近いうちに解体すると言われてい
る。）

10～13 月、水曜日
土曜日は隔
週

午後6時～9時
土曜日のみ午後1時～3
時

8～12 ちょうど良い ○ 11月 20 福祉センター、北見文
化センター（北見のス
タジオと合同）

利用する

17 リズムダンスレディース 福祉センター　４F1号青少年会議室 3 月曜日 午後1時～3時 25 ちょうど良い × 利用する

18 リズムダンス満愛（まんま） 福祉センター　４F1号青少年会議室 3 土曜日 午前10時～午前11時30分 20 ちょうど良い × 利用する

19 民謡好友会 豊里体育館　会議室 1 火曜日 午後1時30分～4時 4 ちょうど良い ○ 4月、10
月

北見市民会館、芸術
ホール
北見地区民謡連盟に加
入しており、年間の大
会、指導者の祭典等に
出場しています。

わからない
（使用料によ
る）

20 遠軽混声合唱団 福祉センター　５F２号研修室 4～5 月曜日（8
月～10
月、月・
水）

午後7時～9時 20 狭い ○ 10月 150 福祉センター大ホール わからない
（使用料によ
る）

21 遠軽三曲協会 青少年会館（体育室） 1（9月～
11月）

午後7時～9時、他適宜 15 ちょうど良い ○ 11月 18 ホテルサンシャイン
以前は福祉センター
だったがステージが使
いづらかった

利用する

22 静雲国暁流詩吟々舞総本部 青少年会館　小会議室 3 火曜日 午後7時～9時 3 ちょうど良い × わからない

23 聖月流日本吟剣詩舞道会遠軽支部 青少年会館　体育室 8 日・水曜日 水曜日午前9時～午後4
時
日曜日午後1時～５時

7 ちょうど良い ○ 5月 50 美幌びほーる（発表
会）
9月札幌 300人（大
会）

わからない

24 琴城流大正琴　遠軽響の会 福祉センター　４Ｆ予備室 3 木曜日 午前10時～正午 4 ちょうど良い ○ 9月 5 教育文化会館（札幌）
響きの会としても発表
会は行なっていない。

わからない

25 向日葵短歌会 福祉センター　４F相談室 1 月曜日 午前10時～正午 6 ちょうど良い × 利用する

26 趣味の部屋 福祉センター　４F２号会議室 年に１回、
４日間（準
備日含む）

木～日曜日 午前9時～午後8時（日
曜日のみ午後4時）

8 ちょうど良い ○ 10月 8 福祉センター 利用する

27 遠軽三絃会 豊里体育館　会議室 3 水曜日 午後7時～9時 4 ちょうど良い ○ 7月 4 道内各所、所属団体の
大会に参加（100人
程度）、町内実施はな

わからない
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（仮称）えんがる町民センター建設に伴うアンケート調査集計結果（全体）

問１ 問３ 問４ 問５ 問７

主な活動場所
1ヶ月間の
活動日数

活動曜日 活動時間帯
1回当たり活
動人数

活動場所の広
さ

大会及び
発表会等
開催

時期 人数 会場
町民センター
の利用

№ 団体名

問２ 問６

28 北見友の会　遠軽最寄 会員自宅持ち回り 4 水曜日 午前9時40分～午後3時 6～7 ちょうど良い ○ 11月 30 福祉センター わからない

29 せせらぎヨーガ 青少年会館　和室 3 木曜日 午後7時～8時30分 10 ちょうど良い × 利用する

30 遠軽グリーンフォークダンスサークル 青少年会館 8～9 火・金曜日 午後1時～3時 9 ちょうど良い ○ 11月 90 遠軽コミュニティセン
ター

わからない

31 安国カメラ同好会 安国公民館 20日過ぎ 不定期 月例会は午後1時30分
～
撮影時は午前中より

10 ちょうど良い ○ 10月 12 安国公民館、木芸館
（7月）

わからない

32 遠軽町生田原俳句同好会 生田原図書館　研修室 1 水曜日 午後2時～4時（準備な
どで前後1時間使用）

10 ちょうど良い × わからない

33 女声合唱団リンデンバーム 安国音楽堂 4～5 木曜日 午後7時～9時 8～10 ちょうど良い ○ 12月 100 安国中学校 利用しない

34 読み聞かせ会　どろんこ かぜる安国 1 土曜日 午前10時～正午 20前後 ちょうど良い × 利用しない

35 安国パッチワーク同好会 安国公民館 4 月曜日 午前9時～正午 5 ちょうど良い ○ 安国公民館 利用しない

36 生田原獅子舞保存会 生田原地域　かぜる南 午後7時～9時 10 ちょうど良い × 利用しない

37 生田原短歌会 生田原図書館　２F 1 土曜日 午前10時～正午 7 ちょうど良い ○ 10月 7 生田原福祉センター ？

38 生田原生花サークル 自宅 3 木曜日 午後1時～4時 7 狭い ○ 9月 10 生田原郵便局展示室 利用する

39 表千家 千葉社中 自宅で活動 木曜日 午後1時～4時30分 4～5 わからない

40 丸瀬布歌謡愛好会 丸瀬布中央公民館　大ホール 5月～10月
は月4日
11月～4月
は月2日

月曜日 午後6時～9時30分 13 広い ○ 9,10,12
月

30 丸瀬布中央公民館 利用する

41 丸瀬布藤の会 丸瀬布老人センター 4 日曜日 午前10時～午後3時 6～7 ちょうど良い ○ 9～10月 7 丸瀬布公民館 わからない

42 山彦太鼓保存会 木工体験館（丸瀬布地域） 不定期（年
約20日間）

午後6時30分～午後8時頃 7 ちょうど良い × 利用しない
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（仮称）えんがる町民センター建設に伴うアンケート調査集計結果（全体）

1 遠軽町書道連盟

2 遠軽考古学同好会

3 遠軽写真同好会

4 遠軽町茶道連盟

5 遠軽囲碁クラブ

6 遠軽刺しゅう教室

7 絵手紙同好会

8 遠軽町川柳研究会
（がんぼう大学、遠軽町消
費者協会）

9 遠軽華道連盟

10 畑山手描型染友禅同好会

11 畑山きもの着付教室

12 遠軽手打ち蕎麦同好会

13 華の会

14 はらすぽ

№ 団体名

問８ 問９

希望する部屋の広さ、設備 意見

書作練成のできる畳敷き和室、又は多目的利用のできるフローリング床洋
室（福祉センター２Ｆ和室程度の広さ）

湧別さざなみのような部屋壁面に写真Ａ３を30枚～40枚程展示できる部
屋が良い。展示室はいつでも無料で使用できること。有料では利用日数が
多いのでできないと思う。書道、絵などと共同でも良い。

廊下でも使用できるように。有料であれば文化連盟の活動はやめるしかありません。
当写真クラブには「北海道写真協会審査委員長山本康雄氏」が在籍していますので、場所があれば写真道展など
の作品の展示は夢ではないかとも思われます。500点の中から入賞作品100点程でも展示できればと思ってお
ります。過去には湧別さざなみで１回やっております。

茶室、和室２部屋続きで水屋があるとよい。茶室としては、床つき炉があ
るとよい（掛軸などをかける。参考文化研修館）。別に湯を沸かしたり、
洗い物ができる所が必要。

安心して駐車できる駐車スペースがあること。荷物が搬入しやすい出入り口。高齢者や小さい子どもたちが利用
しやすい段差（階段等）。広いエレベーター（荷物を運ぶときに便利）。利用することで他の場所に影響を与え
ない防音設備。

絵手紙同好会発足時は、福祉センターを利用していたが、利用料金の問題
等もあり、今はコープさっぽろ遠軽店の会議室を使用、使用条件等もある
が、使用料金は１回216円と安く使用できるので、最近は利用を継続し
ている。部屋はかなりスペースがあり、ゆったりしようできるため。机ー
16、イスー24
絵の具や墨の流し専用台があればよい。

町民が気軽に使用できるように、階段、駐車スペース、使用料金、使用のスペース。特に使用料金が私たちの会
員にとっては最も重要な課題となっていた。今までの福祉センターの使用料金では会員相互の負担が多く、運営
していけなくなるので、コープさっぽろの自主グループ活動に加入し運営している。私たちの今は自分だけで絵
手紙を楽しむばかりでなく、時には子供たち、お年寄りたちに目を向けた活動がモットーで、金がなるべくかか
らない会として運営し、22年活動となっている。（年会費１人2,000円）

料理教室では、調理室はもう少し広くほしい 会議室、研修室では、がんぼう大学生の作品（書道、七宝焼、俳句、絵画、藤工芸・絵手紙）を毎月１回作品展
示願います。
毎年、げんき21で料理教室を実施していますが、町民センターでも毎月１回料理（材料代２千円）を実施した
い。

出瓶する人数による 早く建設されるのを望みます。たいへん嬉しいことです。

私は京友禅の手描と型染をしていて作品を展示する場所がありません。折角出来上がった着物帯、ゆかた、半欠
Tシャツ等町民のみなさんに見てほしいです。

着物着付教室ですので、現在使用している3号和室が良いと思います。 私も高齢になり、早く出来上がって楽しく使わせてくださればとてもうれしいです。ありがとうございます。

私たちが利用する場合は、１階に厨房がある方が良い

12～13人でできる和室が良い
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（仮称）えんがる町民センター建設に伴うアンケート調査集計結果（全体）

№ 団体名

15 若柳臣流遠軽若寿会

16 遠軽ジャズダンスサークル　

17 リズムダンスレディース

18 リズムダンス満愛（まんま）

19 民謡好友会

20 遠軽混声合唱団

21 遠軽三曲協会

22 静雲国暁流詩吟々舞総本部

23 聖月流日本吟剣詩舞道会遠軽支部

24 琴城流大正琴　遠軽響の会

25 向日葵短歌会

26 趣味の部屋

27 遠軽三絃会

問８ 問９

希望する部屋の広さ、設備 意見

椅子、姿見（鏡） 出演者の順番が部屋のテレビ、モニターなどで映るようにする。現在、今何番が出て、自分の出番がわかりやす
いように。

広さ～４０畳くらい、設備～ダンスですので、鏡が付いていてほしい。音
が大きいので防音。音響の設備があれば良い。

お年寄り、子供が交流でき、若い方々が気軽に集まれる場になり、遠軽自慢の施設になってほしいと願っていま
す。メインホールの利用の面が気になりますが、旭川、札幌に行かなくても遠軽でこんなステージが観れる、や
はり音楽の町遠軽の吹奏楽と言われますよう願っています。

現在使用している福祉センター４F１号青少年或いは５F1号研修室と同程
度

会場使用料の負担が重荷になっています。私達は健康づくりを目的にスタートし、地域の人の交流と親睦の場と
して楽しめいるよう30年に亘り続けております。平成2年から25年間チャリティーの集いを開催し、益金を遠
軽町社会福祉振興基金への寄付もできました。その都度、多くの集客ができる会場の必要性を痛感しておりまし
た。今後、熟年層が多くなり生活面での行動範囲が狭くなるのは否めないのですが、当同好会もこの先利用でき
る可能性と希望を持ちながら町民センターの完成を願っております。

現在使用している福祉センター４F１号青少年或いは５F1号研修室と同程
度

防音に配慮、ピアノがあること、70㎡程度 年間通して毎週使用する場合、使用料をラグビー場並びに、シーズン使用料等使用しやすい設定としてほしい。

合奏で使用することが多いので、小ホール（福祉センターのホールの半分
位の広さ）があると音響をみるにも良好だと思います。使用料金との関係
もありますが。

ホールの音響やステージの使い方などは、実際に演奏経験のある奏者などの意見や要望も取り入れてほしい。プ
ロデュースやマネージメンオの立場で発言している様子がホームページから伺え、残念です。国内外のホールや
管内の著名ホールでの演奏経験者からも今までの様々な体験を聴取してください。特にステージ（音響、照明）
部門は専門家に指定委託することが、多くの演奏者に満足してもらえて、長く喜ばれるホールとなることでしょ
う。

現在使用している相談室と同程度 楽しみにしています。関係者の皆様お疲れ様です。よろしくお願いいたします。

現在使用している4階2号青少年会議室と同程度 演奏会や各種発表会等で使用する大ホール。個人又は少人数グループでの展示等で使用する小ホール。共に楽器
や機材、作品等の搬入、搬出に便利な工夫を考えていただきたいと思います。駐車場との位置関係、雨天時等悪
天候の際でもスムーズに対応できるような配慮を希望します。

人数が少ないので利用料金が安いほうがよい。狭い部屋（豊里体育館の会議室のような）があると使用できるか
もしれません。
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（仮称）えんがる町民センター建設に伴うアンケート調査集計結果（全体）

№ 団体名

28 北見友の会　遠軽最寄

29 せせらぎヨーガ

30 遠軽グリーンフォークダンスサークル

31 安国カメラ同好会

32 遠軽町生田原俳句同好会

33 女声合唱団リンデンバーム

34 読み聞かせ会　どろんこ

35 安国パッチワーク同好会

36 生田原獅子舞保存会

37 生田原短歌会

38 生田原生花サークル

39 表千家 千葉社中

40 丸瀬布歌謡愛好会

41 丸瀬布藤の会

42 山彦太鼓保存会

問８ 問９

希望する部屋の広さ、設備 意見

利用料金によって活動に支障があるかもしれないので、料金による。
部屋の広さは10畳位の小部屋があるとよい（会議室）。

遠軽町には、現在、調理実習ができる施設は保健センターと福祉センターだが、福祉センターのは古くて使えな
い、保健センターは一般の人には開放していない→調理実習ができなくて困っているので。
調理実習室は是非是非欲しい。
規模　調理台　６台と付随する器具、食器類、１台に付き５～６人が実習できるように

現在使用している青少年会館の和室ぐらいが丁度良いので、同程度で虫が
入ってこない部屋。青少年会館和室と同じくらいの料金。ウォーターサー
バーがあるとうれしいです。

青少年会館は利用が安くて助かってます。

写真を展示できる部屋、設備等 皆さんが気軽に使うことができるように。

（仮称）えんがる町民センターが入りやすい建物で利用しやすさがあると良いですね。たとえば障がい者、高齢
者にやさしい、バリアフリーが充実している、など

・楽しみにしています。
・多くの方々、年齢層などが利用できるセンターにしてほしい。子ども達と母親なども一休みできるような場
所、中高年も集える場所
・楽器演奏で防音室があり、交換で使用できるなど。
・ロビーの工夫
・使用料を高くしないようにしてほしい。

以前、女性会で整備された施設での講演を拝聴させていただいた時、その最後に整備された事は大変良いが、そ
の後の維持管理である。その様なことを考慮して建築されるとよいと話されていたことを思い出しました。建設
に当たり今後人口減も考慮しつつ、町民の方々が使用しやすいセンターであればと思いますが、町民の方々の負
担はさけていただきたい。ともに駐車場の確保も必要だと思います。

相談室と同程度の広さで十分です。 利用料金ですが、住民が気軽に使用できるような料金に設定していただきたいと思います。

茶道を広める。日本伝統文化を守り伝えること、茶室を使いやすく、子供達が大勢で体験できる広さと茶室の作
り方も専門者の意見を聞いてください。

中央公民館舞台にて歌の練習の指導で使用しています。舞台以外では、
机、イス、音響セットを使用しているので、15人程度座ることができれ
ばよい。

大変光栄な事です。私も町の文化団体の一員ですので、こんなすばらしい所で活動できる事に喜んでいます。町
民センターの建設がなんの障害もなく、待ち望んでいる私たちのために一日も早く建設されますことを願ってお
ります。

駐車場の車と車の幅を広く取ってほしいです。ドアがぶつかる恐れあり。
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