
利用団体意見集計表

集計期間 2021年11月25日 ～ 2021年12月06日
回答数

項目 性別
回答 女性 無回答

回答数 26 2

項目 年齢

回答
19歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30代 40代 50代 60代 70歳以上

回答数 0 0 2 7 9 10 13

項目 お住まい

回答
一戸建（借
家）

集合住宅
（分譲）

集合住宅
（賃貸）

公営住宅 社宅・官舎 その他 無回答

回答数 0 7 6 1 1 0 1

項目 居住地区

回答
研究学園地
区

市内（上記
以外の地
区）

県内他市町
村

県外

回答数 16 15 1 0

項目 つくば駅周辺への来訪頻度

回答
週２、３回
程度

週１回程度
月１、２回
程度

年数回程度
まったく訪
れない

回答数 14 13 6 2 0

項目 つくばセンタービルで利用する施設

回答
吾妻交流セ
ンター

つくばイノ
ベーション
プラザ

市民活動セ
ンター

ホテル日航
つくば

つくば献血
ルーム

オフィス
つくばセン
ター広場

地下駐車場 その他 利用しない

回答数 22 9 23 5 0 0 18 0 0 2

項目 現在の吾妻交流センターで利用する施設

回答 和室 音楽室 調理室
フリース
ペース

回答数 2 3 3 2

項目 新たに整備する交流センターに求める機能について

回答
和室につい
て

音楽室につ
いて

調理室につ
いて

フリース
ペースにつ
いて

その他

回答数 9 7 12 13 12

項目 現在の市民活動センターで利用する施設

回答
印刷スペー
ス

情報コー
ナー

回答数 13 0

項目 新たに整備する市民活動センターに求める機能について

回答
印刷スペー
スについて

情報コー
ナーについ
て

その他

回答数 17 10 11

43

男性
15

18歳以下

2

一戸建（持
ち家）

27

つくば駅周
辺

11

会議スペー
スについて

20

ほぼ毎日

8

ノバホール

12

会議室

14

会議室につ
いて

21

会議スペー
ス

14
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新たに整備する交流センターに求める機能について
No. 回答

1
会議室について(車椅子でアクセスしやすい通路の確保をお願いします。)／調理室について
(車椅子で動きやすい通路の確保。作業をしやすい調理台（テーブル）確保をお願いしま
す。)

2
音楽室について(防音機能向上。ピアノを新しくすること)／その他(視聴覚室にピアノがあれ
ば利用範囲が広がる。)

3

会議室について(吾妻交流センター及び市民活動センター及びイノベーションプラザの現在の
会議室の数と面積、機能を最低条件として保持すること。部屋が汚れてもよい工作室などを
別途設けてはどうか)／和室について(吾妻交流センターにある現在の和室の面積と機能を最
低条件として保持すること)／音楽室について(吾妻交流センターにある現在の音楽室の面積
と機能を最低限保持すること)／調理室について(吾妻交流センターにある現在の調理室の面
積と機能を最低限保持すること)／フリースペースについて(つくば駅周辺では、にぎやかな
キュートのフリースペースですら勉強している中高生の姿を見かける。塾に通えない中高生
もいる。中高生が勉強できるスペースを確保すべき)／その他(イノベーションプラザは企業
などだれでも利用できた。イノベーションプラザが持っていた機能も残すべき。機能が削減
されたら何のためのリニューアルか分からない)

4

会議室について(現在の機能、広さが損なわれないこと)／和室について(現在の機能、広さが
損なわれないこと)／音楽室について(現在の機能、広さが損なわれないこと)／調理室につい
て(現在の機能、広さが損なわれないこと)／フリースペースについて(現在の機能、広さが損
なわれないこと)／その他(現在の機能、広さが損なわれないこと 。イノベーションプラザの
機能はどこへ行ったのでしょう)

5 会議室について(密を避けられるような広めの部屋とし、また換気の機能を充実させること)

6 会議室について(バリアフリーに対応した部屋にしてほしい)

7

会議室について(安心して会議するには、フリースペースではなく、会議室形式を望みま
す。)／和室について(利用する団体によっては、和室の方が望ましい場合があると思いま
す。)／調理室について(講師が調理指導する際に、上面に鏡があるととても見やすいと思い
ます。)／フリースペースについて(つくば市に引っ越す前に、他県でフリースペースがある
建物を利用していたが、使いにくかった。他グループとの間をかなり空ける必要がある。)／
その他(耳が遠い人、聞こえない人にも利用しやすいように、ツールを用意することが望まれ
す。)

8
調理室について(ガラス張りの意味が良くわかりません。ガラス張りにする必要はあるでしょ
うか?)

9
会議室について(今のままで良い(経年劣化は補修))／和室について(今のままで良い(経年劣化
は補修))／調理室について(眺め良く開放感がある。今のままで良い良い)／その他(経年劣化
を補修し､現施設をそのまま使う)

10 和室について(お茶のお稽古)／音楽室について(みんなで歌を歌ったり体を動かしたりする)
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11
会議室について(2～30名程が使える会議室が複数あるといいと思います。出来れば、定例で
行われる会議や集会に利用出来るよう、予約の取れやすいシステムがあると助かります。)

12
会議室について(飲食可能など柔軟性を求めたい、定期的な独占はやめてもらいたい)／フ
リースペースについて(定期的な独占はやめてもらいたい)

13
会議室について(車椅子でも入りやすい大きめのドア、机や椅子の出し入れが簡単なことな
ど、高齢者やハンディキャップのある方に配慮ある施設を期待しています。)

14 その他(指定管理者で実施して欲しい。)
15 会議室について(最大10名程度の会議室が複数あると良いと思う。)

16
会議室について(１０人使用ぐらいの小さい部屋を増やしてほしい。)／フリースペースにつ
いて(会議室の代わりになるようなものがよい。)

17
会議室について(確保して欲しい。音楽室と兼用だと予約が入らなくなります。)／フリース
ペースについて(高校生が自習できるスペース、ベンチャーイベントが開催できるスペース、
飲食が可能なスペースを確保して欲しい。なるべく広く。)

18
調理室について(先生用の調理台（TV付き）、ロッカー（荷物置き場・上着掛け：調理の匂
いがつかないように）、試食の際のアクリル板の設置、膝が入り座りやすい調理台、調理台
が正面に背を向けない配置、手洗い用の洗面台など)

19 音楽室について(1 譜面台を複数整備して欲しい 2 倉庫の確保)
20 会議室について(今までの仕様で十分)

21
調理室について(全体に現在ある調理器具以上のものを用意していただきたいです。あと、ガ
ラス張りというのは嫌な方もいらっしゃるかと思います。)

22

会議室について(市民活動センターには会議室が無く、交流センターと共用できる会議室が必
要)／和室について(和室として予約が無いときは自由に使える場として活用すること)／音楽
室について(防音機能が必要。使用者が無いときは会議室として使えるようにする。)／調理
室について(多世代（老若男女・外国人）を繋ぐ場として、また共生の場としも有用であ
る。)／フリースペースについて(誰でも、何時でもオープンにしたスペースが必要。子供か
ら高齢者までの居場所としての必要性が望まれる。)／その他(提示されたレイアウトは使う
人たちの意見を入れて見直した方がよい。)

23 その他(PCを自由に利用し、情報のプリントアウト、コピー、印刷のできる設備＆場所)

24

会議室について(ふれあいサロン（認知症本人を中心としたサロン）。Wi-Fi、大画面のディ
スプレイ。プロジェクタ。市民交流集会を開く。)／調理室について(ふれあいサロンの活動
時の調理・試食会。市民イベント準備。大型ホワイトボード、Wi-Fiと大型ディスプレイ。)
／フリースペースについて(ふれあいサロンを市民に対して開かれたスペースで行う。マイ
ク、スクリーン、Wi-Fi、テーブル・椅子・看板立て。ピアノ。)／その他(全館にWi-Fiが使
えること。定期活動団体が使える物置きが、あちこちに必須です。公衆電話。)
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25

会議室について(書道のサークル活動が行えるよう、壁紙、床、椅子、テーブルを汚した場合
でも拭ける素材を希望。雑巾や手などが洗える流し台を会議室内に設置希望。現在の大会議
室と同程度の広さを希望。ホワイトボード希望。)／フリースペースについて(基本的に会話
が許される雰囲気であってほしい。学生の自習用で埋まってしまう可能性があるため。)／そ
の他(各サークル団体が利用できる倉庫も現在と同程度のものは希望します。(駐車場からの
距離が遠いため、全ての荷物を持ち運ぶのが困難であることから))

26
会議室について(ヒアリングループの敷設希望)／調理室について(カレーなどを作って談笑希
望)

27

会議室について(6人ほどの打合せに、無料で使えるモバイルプロジェクターが投影できる白
い壁がある。)／フリースペースについて(6人ほどの打合せに、無料で使えるモバイルプロ
ジェクターが投影できる白い壁がある。)／その他(A0～A3パネル用にpdfから印刷ができ
る。補助金情報、市民イベントのポスター掲示、チラシの設置が申し込めばできる。現在は
ほぼ掲示されずにファイルに綴じられるので、機能していない。)

28

会議室について(イノベーションプラザ、吾妻交流センター、市民活動センターを集約するな
ら、部屋数、面積は同等かそれ以上にしてほしい。使い勝手も悪くならないようにしてくだ
さい。)／和室について(窓もなくて息苦しい。)／音楽室について(窓もなくて息苦しい。防音
設備が整っているのか。)／フリースペースについて(面積が狭すぎる。つくばは、駅近くに
フリースペースがまったくない。中高生、大学生がお金をかけずに利用できる場所をもっと
たくさん作るべき。)／その他(そもそもの全体面積が狭すぎる。アイアイモール跡地すべて
を市民のために公共利用すべき。)

29
会議室について(人数に応じてスペースサイズを変えられる。スクリーン、プロジェクターの
設置)／和室について(汚れにくい、劣化しにくい、防水機能。防ダニ)／調理室について(IH)

30
フリースペースについて(自習するスペースが少なくて困っています。塾にもいっていないた
め、勉強する場所が本当になく、大変困っています。)

31
フリースペースについて(自由に学習のできるスペースをもっと作って欲しい。今の図書館な
どのスペースだけでは少なすぎてできる人が限られてしまう。)

32
和室について(20年以上吾妻交流センター和室を使って「乳幼児とお母さまたちの出会いと支
援の場（井戸のない井戸端）」を開いています。今の和室の広さが必要です。)
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新たに整備する市民活動センターに求める機能について
No. 回答

1

会議スペースについて(10名位で打ち合わせをする場所)／印刷スペースについて(紙を持ち込
み、2色刷ができる印刷機はある施設は市民活動センター だけです。事務所の近くに設置し
て下さい。)／情報コーナーについて(コーナーに気軽に立ち寄れたら世代交流にもなれるの
で、広いスペースを取って欲しい。)

2

会議スペースについて(多様な人数規模の会議が可能となるよう、会議スペースでなく40人規
模と10人規模複数の会議室を整備して欲しい。)／情報コーナーについて(市民活動に関する
図書等情報の充実に加え、つくば市に関する多様な情報及び市役所行政情報コーナーを設け
て欲しい。)／その他(市内の市民活動団体が利用できる個別拠点ブース（現在の資料ボック
スでなく）を一定数設置をして欲しい。)

3
印刷スペースについて(車椅子でアクセスしやすい通路（スペース）の確保をお願いしま
す。)

4

会議スペースについて(現在の面積より広い個室の会議室及び機能（wifi、電子黒板等）を充
実させてほしい)／印刷スペースについて(現在の機能を保持する)／情報コーナーについて(市
内の各公民館に掲示しているポスターやチラシ等を市民活動センターに行けばすべて見られ
たり、インターネット上で情報発信を充実してほしい)／その他(市民活動センターは市全体
の市民活動を支援する組織。専門家による相談コーナーがあったり、市民団体同士の交流会
や交流イベント、だれでも自由に書き込めるインターネット上の掲示板等、ソフト面を充実
してほしい)

5

会議スペースについて(現在の機能、広さが損なわれないこと)／印刷スペースについて(現在
の機能、広さが損なわれないこと)／情報コーナーについて(現在の機能、広さが損なわれな
いこと)／その他(現在の機能、広さが損なわれないこと。イノベーションプラザの機能はど
こへ行ったのでしょう)

6 会議スペースについて(バリアフリーに対応した施設にしてほしい)

7
会議スペースについて(フリースペースではなく、会議室形式が望ましい。)／印刷スペース
について(通常の印刷だけでなく、大きい紙への印刷ができる機械はぜひ必要。)

8 会議スペースについて(会議内容が室外に漏れない工夫)

9
会議スペースについて(個室が欲しい)／印刷スペースについて(もっと広く)／その他(全体に
もっと広く)

10

会議スペースについて(会議内容が隣の団体に筒抜けではないように、外から見えてよいが、
音は少し伝わりにくいほうが良いと思います。)／印刷スペースについて(印刷時に仕上がっ
たものを一時的に分別整理して並べたり、半分に切るなどの作業スペースが隣接していると
使えると思います。)

11
会議スペースについて(2～30名程が使える会議室が複数あるといいと思います。出来れば、
定例で行われる会議や集会に利用出来るよう、予約の取れやすいシステムがあると助かりま
す。)

12
会議スペースについて(定期的な独占はやめてもらいたい)／その他(助成金情報など詳しい方
に相談できるようにしてもらいたい)
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13 その他(指定管理者で実施して欲しい。)
14 会議スペースについて(WiFi使用可能に)／その他(もっと自由に集える空間がほしい)

15
印刷スペースについて(現在、イベント用の印刷（A3以上）の時に利用させてもらっていま
す。カラー印刷ができると助かります。)

16 会議スペースについて(交流センターと同様ですが、きちんと量を確保して欲しい。)

17

会議スペースについて(独立した会議室が必要)／印刷スペースについて(印刷後の作業場所も
必要)／情報コーナーについて(助成金情報・活動団体の広報資料・他自治体の市民活動情報
などの展示コーナーが必要)／その他(市民活動、ボランティア活動に関しての相談・支援
コーナーが必要。)

18 印刷スペースについて(自由に使用できるPC（Net利用可）を複数台置いてほしい。)

19

会議スペースについて(会報の折り込み等の作業、打ち合わせ。)／印刷スペースについて(会
報、ちらしの印刷。裏表印刷可能な印刷機。 調子の良い紙折り機。)／情報コーナーについ
て(活動団体が、チラシなどを置くコーナー。)／その他(wi-fiが使える事。立派な椅子ではな
くベンチが欲しい。気軽に腰かけて自由な時間を楽しめる様に複数（例：イギリス）。)

20
会議スペースについて(無料で使えるのは助かります、定員枠ふやしてください)／印刷ス
ペースについて(印刷できる場が貴重なのでコスト合うよう料金(高めに) 見直しも良いです)

21
会議スペースについて(会員は全員難聴者です。補聴希望器人工内耳装用者です。ヒアリング
ループを敷設してください。)／印刷スペースについて(機関紙などの印刷、製本、垂れ幕の
プリント等にも利用させていただきたい)

22

会議スペースについて(6人ほどの打合せに、無料で使えるモバイルプロジェクターが投影で
きる白い壁がある。)／印刷スペースについて(A0～A3パネル用にpdfから印刷ができる。)／
情報コーナーについて(補助金情報、市民イベントのポスター掲示、チラシの設置が申し込め
ばできる。現在は人通りの少ない廊下に設置されるので、機能していない。)

23
印刷スペースについて(職員のいる場所と印刷室は近くに置くべき。作業室ももっと広く整備
してほしい。)

24

会議スペースについて(広い、分割できる、出席者数に応じてサイズの変更ができる。スク
リーン、プロジェクターの設置。)／印刷スペースについて(安くたくさん刷れる輪転機。大
きなサイズにも対応できる印刷機。)／情報コーナーについて(助成金や各団体の情報。団体
同士の繋がりが持てるような、協働を促すような伝言板的なもの。)／その他(市民活動団体
の事務所機能。事務所「所在地」として使用できたり各団体が常駐して作業ができる、また
相談を受けられるような部屋・スペース。団体同士が活動を協働できるようなつなぐ機能)

25

会議スペースについて(外からある程度見えても良いが、団体内の会議内容は他へ聞こえない
ように、部屋として仕切られている方がよい。)／印刷スペースについて(印刷したものを
ページごとに置いたり半分に折ったり切るなどの作業ができるスペースが欲しい。)／情報
コーナーについて(情報コーナー壁につくば市の歴史資料展示（常設と入れ替え部分）パネ
ル。地域資料閲覧コーナーに文化財課の資料、白書・オープンデータなど。)

26
情報コーナーについて(市内のいろいろな催しのチラシが、多くの人の目につくような場所を
作ってください。)／その他(いろいろな市民活動の「活動センターに行けば分かる」「情報
が貰える」と共に、マッチングも今以上に行っていただけると嬉しいです。)
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新たに整備する国際交流機能について
No. 回答

1
調理室や音楽室も様々な国との交流の場になるように部屋の広さや倉庫の広さが必要と思い
ます。国際交流団体のたまり場的なスペースが必要と思います。

2
ぜひ国際交流をメインに活動しる当事者の方に意見を聞いて、より良い施設にしてくださ
い。

3 高価な駐車料金を気にせず活動に使えるようになって欲しい。

4
外国人の子どもたちが学ぶ日本語教室のスペースなど現在行っている活動がきちんとできる
よう確保すべき

5 市民活動のためのスペースを圧縮しない形での導入が必要
6 音声言語だけでなく、手話言語利用者にとって使いやすい機能を期待しています。
7 翻訳ソフトの設置。音声入力出来るものであればなおいい。
8 要らない

9
国際交流したい団体との橋渡し、年に1度程度は誰でも参加しやすい交流会を開く、つくば在
住者の国籍や世帯数などオープンデータの展示・入れ替え制の各国文化紹介など、他の都市
から来た人も興味を持つパネル展示など

10 今までのようにお抹茶のお稽古ができるようにしてほしい。

11

・筑波大学の留学生が自分の国をアピールする「月1留学生･プレゼンテーション」を実施す
 る。

・テーマを決めて、海外在住の日本人とZOOMコミュニケーションが行えることで、海外が
 身近に感じられるようになる。

・センター広場で「インターナショナル･フリーマーケット」を開催。

12
外国人の経済的な環境も多様であろう。それらに対しての支援活動と文化交流活動を合わせ
行いながら彼らが安心・安全な日々が送れるような活動が望まれる。交流センター・市民活
動センター・国際交流センターを一体化した組織運営も考えられる。

13
Freeに外国人とくつろげるスペース（出来ればコーヒーなども飲める）で、交流を求める

 人々がいつでも集える空間。
コーヒーなどは有料で可。温水、冷水は無料で。

14

 ・安価で良いので多国語対応の翻訳機
 ・PC・Wi-fi ・大型ディスプレイ

 ・民芸品等の展示スペース、
 ・簡単な調理スペース
 ・音響設備・防音設備

・チョットしたステージが作れるひな壇、開閉できる簡単な膜（緞帳の代わり）、簡単なラ
 イト（左右から照らす）

＊言葉による交流よりも、音楽・踊り・衣装などの文化の感じられる物等を通しての交流が
楽しいし、望ましいと思われる。
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15

説明会に参加しヒアリングループについて説明させていただきました。ヒアリングループは
磁界が発生するようになっておりこの磁界を通して雑音が入らず音声をクリーンに聴くこと
が可能。会議等は常にループを使って実施中。つくば社協にも携帯型があります。土浦社会
福祉協議会の会議室床下にも設置済み。土浦市役所議事堂等にも設置済み。パンフレットを
お渡ししてあります。聴覚障害者には必須のアイテム器です。

16
日本語学校が定常的に利用でき、相談なども気軽に利用できる場所を専用で作ってくださ
い。

17

外国籍の方が多いつくば市には必要です。外国籍の方が来たくなる、使いやすいのはもちろ
ん、他の地域から来た人へのアピールにもなるように。つくば市の文化の新たな拠点セン
タービルに国際交流拠点があることに意味がある。他の来場者も見る場所に、各国人数・世
帯数などオープンデータや文化紹介入替展示、よくあるQ＆A展示、外国籍の方の相談受付、
交流希望団体との相談を繋ぐ、定期的な交流会開催の主体となる。
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新たに整備する市民窓口機能について
No. 回答

1 土曜日曜や祝日も利用できる様な窓口にしてほしい。

2
市役所の支所的機能が求められると思います。夜は7時まで。土日は本庁で。職員数は5つの
機能が1カ所に集まるのに更衣室や休憩室がないように思います。

3 特にありません。
4 手話で対応できる職員を雇用して頂きたいです。

5
 住民票の写しだけでなく戸籍謄本も取れるようになると大変助かります。

よろず相談窓口として、市政情報コンシェルジュの一定の時間帯の常駐。
6 通行人が入りやすいBiviに入れるべき｡センタービルはおかしい。年中無休､夜間開設。
7 市役所の、本庁舎と、同レベルの行政サービスが実施できるようにして欲しい。
8 シニア向け「地域包括ケア相談窓口」の開設。

9
 取り扱い業務

住民票、パスポートなど各種申請書

10

デジタル化が進むことを前提にローソンのマルチコピー機を活用すべし。その意味で BiVi2
階に市民窓口を設置し、必要に応じてローソンのマルチコピー機の利用を案内すべし。つま
り、それ以降は住民票の取得などはコンビニで済ませ、市民窓口を訪れる必要がないように
する。

11 土曜日も開館して頂けると有難い

12
この機能こそ、AI,IOTを駆使した窓口コーナーにすべき。最小の管理人で運営。よろず相談
窓口を設け、対応できない場合は
市庁舎の専門部署とテレビ電話でつなぐようにする。

13
高齢者が気兼ねなく自由にAI機能について質問したり操作方法を習える空間（全くの入門か

 ら始める場所として）。
中上級者のコースはあるものの、超初心者のコースは見当たらないので…。

14
事務的な窓口にとどまらず、市民の”困りごと相談”窓口の機能が欲しい。
高齢者、特に一人暮らし（家族が居ても若者は共稼ぎで相談しにくい）はオンライン化の進
もうとする社会に不安を感じている。マイナンバーカードはどうすれば？

15 祝際日にも開館してください
16 会社員が仕事後に市民活動に参加できるよう、休日と平日22時までの開館を希望します。

17
住民票等取れるだけでなく、市役所とほぼ同等の機能を作って欲しい。地区相談センター機
能も置くべき。

18
土日祝日にも開館。朝から夜遅くまで利用できる。証明書等の発行機械。
婚姻届やお悔やみの手続き。
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新たに整備するフリースペースについて
No. 回答

1
中学生、高校生、大学生、社会人などのスペースはまちの賑わいをつくります。フリース
ペースは狭いと思います。

2

つくば市民誰にとっても自由に利用可能な居場所として使える場所であって欲しい。
センター地区に行った際に、くつろぎの時間を自由に過ごし、様々の情報入手に活用した
い。
また、小人数（2、3名）の打ち合わせ交流の場にも利用したい。

3 気軽に休憩ができるよう、目隠し用の仕切りがあるスペースも選べると良い。
4 中高生が勉強できるスペースは必要
5 会議として利用したい。

6

つくばセンターは、障害のある人の福祉事業所のいくつかの送迎車が利用しています。障害
（知的障害）のある人が、平日の作業所終了後（15:30～）、あるいは休日に気軽に利用でき
る障害者カフェ、簡単なスポーツ（ゴロ卓球、ぼっちゃ、ダンスなど）を楽しめる場所にし
て欲しいです。

7 屋内休憩所

8
WiFi完備し､学生などがボランティアで年配者にスマホの使い方など教える。学生の自習ス
ペース。サークル活動などの作品展示。

9
たまには読書会、 自分の気に入った本を持ち寄って、とか、自分の好きなコレクションの
紹介、など気軽に文化交流できると楽しいと思います。

10

以前、市民活動センターで行っていたような、登録団体による交流会のような事を続けてい
 ただけたらと思います。

直接活動されている内容をお聞きする事は、つくば市で生活していくうえでとても参考にな
りました。

11 打ち合わせや簡単な作業ができてWi-Fiが使えると良いと思います。
12 特になし。
13 ・WiFi可能に
14 フリーWiFiが利用できると助かります。

15
高校生の自習スペース（放課後から塾通いの隙間時間の活用とか）が優先度が高い。未来を
背負っている人です。オープンな（誰でも無料で参加できる）ベンチャー運営者と研究者な
どの交流の場も、必要度が高い。

16
あらかじ目的を決めない方が良い。オープンな場所だけを用意し、使う市民が考えればよ
い。但し、やってはいけないことは明記しておくこと。

17
高齢者が気兼ねなく自由にAI機能について質問したり操作方法を習える空間（全くの入門か

 ら始める場所として）。
中上級者のコースはあるものの、超初心者のコースは見当たらないので…。

18 待ち合わせ。伝言板。公衆電話。

19
充実した自習室や複数のミニ会議室が交通要所にあると高校生など若者あつまりやすくて地
域活性につながるかも。
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20

フリースペース、見た目には開放感があり一見よさそうだが、実際には自習の学生で埋まっ
てしまう可能性が大きく、その場合は子供が騒いだり、憩いの場としての利用が出来なくな
るという懸念もあるので、自習に関しては会議室が空いている時間に開放し、フリースペー

 スはあくまでも会話OKの場所としてもらいたい。
また、壁面に各サークルの作品展示スペースなどがあったら、市民の活動の発表の場となり
いいなと思う。

21 休憩おしゃべりなど

22

 打合せと交流。
 メンバー間の伝言や、荷物の受け渡しができるとありがたいです。

 (伝言板、コインロッカー？)
pcを使うための無料wifiと電源がほしいです。

23
今の面積は狭すぎる。アイアイモール跡地すべてをフリースペースにして、イベントやコン
サート、ライブ等もできるようにしてほしい。市民ギャラリーとしても使えるといい。

24 打ち合わせ、休憩、自習、飲食など幅広い利用ができる

25
オープンデータ活用の話し合い、読書会など、オープンでいろいろな人が見学しながら参加
できるような文化的な場所になってほしい

26 無料で自習するスペースが少ないので、是非とも作っていただけると嬉しいです。

27
無料で自由に自習できるスペースをもっと増やして欲しい。今のつくば市のフリースペース
や図書館だけでは少なすぎて、自由に使える人が少なすぎる。
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つくばセンター広場の改修について
No. 回答

1

エスカレーターは、点検整備にかなりのコストがかかるので、費用対効果の観点から問題が
 ある様に思います。

 また、車椅子の利用ができない事など、バリアフリーの観点からも賛同できません。
搬入に関して、１階の広場に車が乗り入れられる様にできないものか、検討して欲しいと思
います。

2
磯崎新氏の設計のセンタービルを活かして、リニューアルすることは可能なのではないかと
思います。ヨーロッパではやれて遺産を残しています。

3
搬入用のスロープはどこに設置するのでしょうか、広場と直接2Ｆペデ結位置だと広場全体の
景観への影響があると思います、磯崎新氏設計コンセプトを損なわない改修を願います。

4
アクセス向上を目指す為にも、ぜひ子育て世帯、ご高齢の方、障害のある方などに意見を聞
く機会を作ってください。

5

エスカレーターは無駄。すぐ脇にエレベーターがある▽センター広場を取り囲む壁面は正方
形のアルミ板と窓ガラスの幾何学模様の意匠。壊してはならない▽ノバホールと小ホールの
間の通路は筑波研究学園都市の都市軸。壊してはならない▽ノバホール西側のスロープは危
険▽センター広場の床にタープの穴を空けてはならない。カンピドリオ広場の意匠を傷つけ
る▽屋内改修も回、廊のような廊下を将来元に戻せるよう仮設改修とすべき。

6

意匠の保持等の観点から、エスカレーター、搬入用スロープ、床穴の設置は、再考が必要。
 特にエレベーターは、利用を見込めず、1基であっても必要はない。 

つくばまちなかデザインの事業内容、出資者構成、出資金等が不透明であり、市はこのよう
な不透明な組織への出資を取り止めるべきである。センタービルの多くのスペースをこのよ
うな組織に占有させるのではなく、市民のために取り戻すべき。

7 つくば駅、バスセンター、駐車場からのバリアフリーに充分に配慮するべき

8
視覚障害者及び車いすユーザーなどにとって安全に利用できるように、当事者の意見を積極
的に取り入れて欲しい。

9
エレベーターを１機に変更した点は評価します。エレベーターの設置でエスカレーターの混
雑が緩和されるものと期待します。

10

エスカレーターの設置については、利用頻度や保守点検に掛かるコスト、受益者が一部の市
民に偏っていないか等、十分な検討が必要であると思います。車椅子は利用できない等バリ

 アフリーの観点からも問題ありそうです。
 総合運動公園の騒動の繰り返しにならない事を望みます。

搬入スロープは、日航ホテルの地下を上手く活用する事ができそうに思います。

11
エスカレーターは不要!危ない!重大事故は全国で年700件､子供手足切断や死亡事故も!〈これ
が安心の子育て???〉邪魔!フェス出来ない!高い工事費､維持費はトイレの改修に!!そもそも何
のために作るのか?!交通機関でも商業施設でも無いのに!!!
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12
エスカレーターを広場西側に１基設置 について 便利になると思いますが、豪雨・落ち
葉・鳥の糞が入ることで故障しやすいのでは？と心配します。その対策も考えて設計されて
いますか？

13 噴水周りをもう少し改修して、じゃぶじゃぶ池みたいなのにして欲しい。

14
ぜひ、広場で、テーマ(シリーズ)を決めて、「屋外シアター」を毎週土曜の夜とか、春･夏･
秋に開催。

15

1階広場のためにtonarieからJALホテルに直線で行けないのは大変不便だと思ってきました。
いまさらあの穴はふさげないのでしょうか。建築家の設計は便利ということに注目しないよ

 うですからそのコンセプトのために諦めるべきでしょうか。
ふさげないとすればエスカレーターの設置は歓迎されます。

16

土浦学園線側から民間駐車場横を通り、センター広場1階への入り口、通路が、うす暗くて物
置になっているのが気になっていました。搬入用の通路・物置スペースとしてきちんと整備
するか、歩行者の出入り口にするのかを考えてもらいたいと思っていました。
改修案については、市民活動のスペースがまとまり、利用しやすそうで賛成です。

17

３００人程度の利用者のためには、既存の 15人乗りのエレベーターで十分すぎます。その真
横に「アクセス向上、一体的利用」のためのエスカレーターは不要です。設置の目的や必要
性が曖昧なことが、問題の深刻さを物語っている。この工事を請け負う業者以外にメリット
はあるのか？そのレベルで話がおかしい。

18

磯崎新さんが設計した広場には手を付けないで欲しい。国の政策で作られた都市、つくばの
中心となるシンボルは手を付けることなく、生まれたままの姿を後世に伝えるべきと考え
る。
身体の不自由な人たちにはエスカレータよりも安全なエレベーター既にある。人類の勝手な
便利さの追求が今日のCO2問題に繋がってきたことは周知の事実でもある。それに輪をかけ
るような施策はSDGｓの考え方にも合わない。

19
習熟しているAIの使用者ではなく、興味はあっても気遅れしてしまって、とっかかりが見つ
けられない高齢者に対して、超初心者の訪れることのできるスペース。

20
中央の石の広場は建設当時からの哲学や歴史があるので、きちんと紹介した上でぜひ残して
ほしい。映画のロケにも使われているし。ら

21
1階の広場に面した場所にカフェやファストフードなどがあれば(アイアイモール1階の部分)
もっと人が集まると思う。そこで買った飲み物や食べ物をフリースペースに持ち込めたら、
ちょっとした息抜きにもなるし、市民の憩いの場になるのでは？

22 荷物の搬入搬出がスムーズにできるようにしてください

23
 北側からも階段で1階に降りられるとありがたいです。

西側1ヵ所だと大回りになるので。
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24

床にタープ用の穴を開けるのは反対。そこからタイルがどんどん劣化する。今の重りを使う
 手法で十分。

 スロープは傾斜角もつくりも危険なため必要ない。
 磯崎氏の意匠を壊すジャバラの窓も作るべきでない。

エレベーターもあるし広場の内壁を壊すエスカレータは必要ない。エレベーターの中を広く
目立つようにする改修はあっても良い。

25 車いすでの動線が良くない。動きにくい。

26

エスカレーターは半ば屋外設置で豪雨・落ち葉・種や鳥の糞などによる被害・故障が無いよ
 うに検討されていますか？西向きだと西風が強いときに特に影響がありますね。

激しい雨の日に駅からノバホールへ行くのに少しの距離なのにびしょぬれになっていまし
た。それは今回の改修後も同じですね。
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その他
No. 回答

1

つくば駅方面からセンター広場まで、階段やエレベーター・エスカレーターを使わずに歩行
 者が往来できる様にして欲しいと思います。

現状では、ノバホールの１階やホテルの下など大回りを強いられるルートしかなく、不便で
す。

2 センタービル、クレオ周辺はつくば市のシンボルです。

3

センタービルはつくば市のランドマークである。
センタービルの改修にあたっては、センター地区全体からの視点、またSDGｓの視点からが
基本である。
センター広場を含むセンタービルは磯崎新氏設計の重要な建築モニュメントであり市民の共
有の財産である、
文化財として大事に永く残す必要があると思う。その視点から外観について、建築学的価値
をそこなわないよう手を入れることは最小限にして欲しい。

4
誰もが使いやすく、また利用したいと思えるような施設にする為に、ぜひ海外の方、子育て
世帯の方、障害のある方など当事者の意見を聞く機会を作ってください。

5

世界的に評価されているつくばセンタービルは、未来に引き継ぐべきつくば市民全体の大切
な財産である。なぜ今回のような、意匠を無視した改修案が出来たのか。なぜ設計前に市民
説明会を開かず強引に進めようとしたのか、市長は説明すべきだ。今からでも、市民無視か
ら市民第一の市政に立ち戻り、市民を対象にした市民説明会を開き、まちなかデザインのオ
フィススペースも含め、リニューアル計画をゼロから作り直すべきだ。

6
全市民が参加可能な説明会が開催されていません。市民説明会なく10億円規模の事業の実施
設計、予算付け、着工を図ることは問題があります。

7

 計画の変更を含む最新の検討状況を解り易く公開してほしい
 （「つくばセンタービル及びつくばセンター広場のリニューアル」ページ

 https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/machinami/machidukuri/1012833.html
 には以前からの資料も掲載されているため少し解りにくい）。

今回の説明会まで「市民意見募集」等に気づいていなかった。

8
聴覚障害者が緊急事態や災害でも情報が入手できるようにデジタル掲示板を設置して頂きた
いです。

9
障害者の生涯学習が、進んでいません。推進のために、障害のある人が集まる利便性からみ
ても、吾妻交流センターが、障害者に特化した生涯学習講座の開催を進めていただきたいで
す。

10
コロナ禍の影響もあって、市の動きが十分に幅広く市民に伝わらなかった点が残念でした
が、改めてアンケートや意見募集を実施している点は評価します。

11
現在のセンタービルは障碍者に優しくない事が欠点だと思うので、これを改善する事を目標
にすべきだと考えます。階段やエレベーターやエスカレーターを使わずに、バスターミナル
から広場の中へ入る動線を確保する事が望ましい解決策ではないでしょうか。
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12

 エスカレーターは要らない!
 センタービル1階の通路は今のままで!

 交流センターは補修して現地で再開!
 折角の素敵な建築物を破壊するな!

センタービル､ホテル､三井ビルは3兄弟のような物!勝手に素人が手を入れるな！

13
やる気のない出先の市職員での運営はやめてほしい。
指定管理者の導入を求めます。

14
単なる建築設計者が考えるリニューアルではなく、未来を夢見るような、ワクワクする空間
を演出して欲しい。そのための創造的･芸術的専門家が改修計画の「指揮官」になって欲し
い。

15

エスカレーターの設置に象徴されていますが、ここまで意見を言う機会がなかったこと自体
が、大問題です。吾妻交流センターも実質の面積が減るらしい。説明会での市の回答も「答
えになってない」。面積が足りないのに、センター広場の反対側でまちづくり会社が貸しオ
フィスを運営するとか、何かが根本的におかしい。市民の財産であるセンタービルを使って
金儲けを企んでいる人がいるのではないかと勘繰ってしまいます。

16

改修後の交流センターと市民活動センターの運営は一体化すべきと考える。交流センターは
生涯学習支援の場、市民活動センターはＮＰＯ・ボランティア団体支援の場と一線を引いた

 考えは今日的な社会には通用しなくなっている。
学んだり、趣味を通しての集まりと言えども、仲間と共に生きることを学び、人として生き

 ることを学ぶはずです。
そのような人たちが拡がっていくことは立派な市民活動だと考えます。

17
習熟しているAIの使用者ではなく、興味はあっても気遅れしてしまって、とっかかりが見つ
けられない高齢者に対して、超初心者の訪れることのできるスペース。

18
今現在つくばセンターの各施設を利用している人達が、改修後、かえって不便にならぬよ
う、今回あがった意見を是非とりいれていただければ嬉しいです。そして、市民が様々な文
化的活動が活発に行えるつくばセンターになることを願っております。

19 搬出がスムーズにできるようにしてください
20 利用料が現在より値上げにならないよう、ご配慮お願いします。

21

 収支も計画も不透明なまちづくり会社にアイアイモール跡地の大部分を貸すのは絶対反対。
 そもそもこういった意見募集が遅すぎる。説明も不十分。

 市民説明会をきちんと開催して仕切り直すべき。
あの場所は、市民の共有財産なので、市民のために公共利用すべき。マンションも乱立して
いる駅前は、住民も増え公共スペースは確実に必要になる。公共利用できるスペース使う維
持費は市民とってはプラスになるものです。
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 車いす使用者や視覚障害者等への配慮が欲しい。
 周辺駐車場と駅とセンタービル等の一体的な動線がない。

 ユニバーサルトイレ、大人用オムツ交換用の簡易ベッドの設置。
災害時やTXの緊急停止に一時避難・待機にも利用できるスペース・電源・水の確保。非常
(災害)トイレ。

23

つくばセンターにおける課題についてはいろいろ述べておられ理解しますが、それぞれの課
題をどのように解決するために改修するか、どの程度解決できるのか（数字で表示）が見ら
れませんでした。今回の説明では運用上の問題は今後検討していくと理解しましたが当初か

 ら運用についても検討が必要と思われました。
すでに改修が始まっており、どのように課題を解決するためにどの程度予算が必要かの説明
が欲しいと思いました。
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つくば駅周辺での活動について
No. 回答

1
センター広場はイベント空間としての利用が見込まれるので、センタービルにはイベントの
障害にならない様な業種に限って賃貸する様に考えて下さい。

2
つくばの文化や科学都市の中心的存在になるように、人が集まるように、交通も便利にして
下さい。

3 多様性を認め合えるようなイベント

4

つくばまちなかデザインがエリアマネジメントを行えば、つくば駅周辺が活気づくといった
イメージ、空想で仕事するのはやめてください。財源、権限、経験・ノウハウをもった人

 材、透明・公正なプロセスが説明されてはじめて可能となることです。
情報小出しのパブコメとオープンハウスだけで、市民説明会がないのは、適切に説明できな
いのだと推測します。市議会にも適切な情報を出してないのでしょう。責任問題になりま
す。

5 ボランティアフェスタをぜひ、つくば駅周辺で開催して欲しい。

6
障害（知的障害）のある人が、平日の作業所終了後（15:30～）、あるいは休日に気軽に利用
できる障害者カフェ、簡単なスポーツ（ゴロ卓球、ぼっちゃ、ダンスなど）を楽しめる場所
にして欲しいです。（重複しています）

7
 幅広いジャンルの短時間の音楽イベント、若者のダンスパフォーマンス。

今までの様々な試みも継続できるといいですね。

8
イベント空間として利用できる事が必要と思います。旧アイアイモールをオフィスにする
と、イベント時の騒々しさが迷惑になりそうなので、イベントに対応できる様な飲食店等が
相応しいと思います。

9
 ＊WiFi導入､皆でスマホ勉強

 ＊広場で子供イベント
＊広場で音楽やパフォーマンス披露

10
オープンデータの活用について話し合う、国際的に文化的に科学的に活用できると、つくば
ならではの場所になる可能性があるので、期待しています。

11

アルス、市民ギャラリーなど近隣の施設との一体感があると良いと思います。市内で活動し
ているプロ、アマ問わず、気軽に発表できる場所があると良いと思います。市民ギャラリー
は展示壁の高さが低く、またエアコンが効かないので使いづらいです。代わる展示施設がセ
ンター内にあると人が集まる効果があると思います。

12 イベントを沢山呼び込んでくれればそれでいいです。
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13

つくば市街地を網の目のように巡るペデストリアンデッキとセンタービルを有機的に結ぶ。
たとえば、
１）「つくばペデ・ベンチプロジェクト」で、総延長約48kmのペデを、住民の「居場所・語
らいの場・集いの場」にする。
２）「センター広場・フリーマーケット」や「センター広場・野外シアター」で、市民のお
楽しみ広場にする。
３）「つくばペデ・マラソン」（ゴールはセンター広場）
など

14
アルスの2階スペースを子供向けのイベントで利用しようとしたが、貸出の机が4台しかな
く、開催ができなかったことがありました。つくば駅周辺では有料の人が集まるイベントが
開催しにくいです。（カピオは社会教育関係の無料イベントのみで断られました）

15
センター広場は市民の広場と位置づけ、市民が主体となったイベントが実施できるようにし

 たい。
イベントの質が高まれば人は自然に集まる。

16

・小さな祭り、盆踊りなど。異世代の交流イベント。
・学校や保育園、会社等の軽音部の発表など、市民の小さな活動の発表の場が有ると市民の
交流が起きるのではないか。
 浜松市では、駅前に階段状の簡単なステージがあり、中学・高校・会社などが発表会を
し、行きかう人が足を止めて聞いている。
・浜松市では、よさこい祭りコンクールが有って、全国から若者チームが集まり、市内を
ハッピで歩きまわている。

17

 個人的には現在の書道サークルを引き続き行えることを願っております。
また、つくばといえば子育てに人気の文化都市なので、今回の改修を機に書道以外にも子供
が参加できる文化的な活動(華道、茶道、絵画、陶芸、工作など)が気軽に行える設備の整っ
た施設となってくれたらと思います。

18
 会社員でも参加できる、異業種交流の読書会や撮影会。

プログラミングやものづくりのもくもく会。
19 子どもたちや市民意見をしっかり聞いて、イベントも開催すべき。

20
駐車場の無料化。市民活動センターや交流センターを利用しても少なくても利用時間分は無
料にして欲しい。

21
 HackMyTsukuba、 code for つくば準備会、読書会、国際交流会など、

オープンでいろいろな人が見学しながら参加できるような文化的な活動場所になってほしい

22

このアンケートでは研究学園地区とあるが研究学園都市地区の区別がわかりにくいです。す
でに改修計画があり改修が始まっている中でのこの質問は意図が不明です。センタービル・
広場ありきが優先されているように思われます。イベントは興味あるものであればどこでも
出かけます。センタービル・広場だけが活動する場所ではないと思います。いずれにしても
駐車場あるいはアクセス（交通網）の問題があると思います。
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