
　ができ、引越の手間とコスト

　等、費用面でも優位性がある

　と思われる。また以前の場所

　とも近く、広く認知されてい

　ると考える。

建物
回答

（Ａ） （Ｂ）

保健センター脇 保健センター脇

案① 案①

〇本案を選択することにより、 〇ＷＧ報告書に同意。

（意見） （意見）

◆WG(5)の意見…「将来的な維持

　いて丁寧な検討を」「地震・

　管理も含め、建物規模等につ

　べき」

　台風等、災害の対策を検討す

　WG(4)の意見…「コンパクトか

　つ機能性ある建物を」と言っ

　た意見を尊重願いたい。

長 南 宿 既存公民館跡

案① 案②

（意見） （意見）

〇WGにおいては案②既存公民館 〇防災の観点から、本案が良い

複合施設
　跡が多数を占めており、各施 　と考える。本庁舎からも近く、

（公民館）　ていたが、あくまで平日・役 　一体的な活用ができると考え

　設へのアクセスの良さを挙げ 　災害時等には、防災本部との

　すと想定され、休日の、特に

　場業務時間内のアクセスを指 　る。

　若者のアクセスにとって良い

　のかは疑問。

　少子高齢化の進む町にあって

　は、複合施設が必要なのか検

　討を。また、避難所としては

　世帯数の多い宿中に建設する

　価値もあると考える。

資 料 １

本庁舎
　できる。 〇現在の分館との一体的な利用

　建設時のコスト軽減が期待
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建物
回答

複合施設

（公民館）

本庁舎

（Ｃ） （Ｄ）

保健センター脇 保健センター脇

案① 案①

〇ＷＧ報告書に同意。 〇防災に強い町の防災拠点とな

（意見） （意見）

　ると思うが、保健センター脇

・問題の本質を検討していない

　（町からの説明が不充分では） 〇現庁舎跡に建設する場合と保

　ていない 　の概算事業費は？

・経済性等の関連事項を検討し 　健センター脇に建設する場合

　所の検討をしたに過ぎない為、 　削減は町民の関心を寄せる部

　等の問題が指摘され、ただ場 　仮庁舎が不要、などのコスト

　「建設場所の協議結果報告書」 　分。

　人口動態・行政事務の見通し 　庁舎が望ましい。

　とすべきとの意見があったが、

　に基づく施設規模等、基本的

　ＷＧとしては、建設の必要性、 〇コンパクトかつ機能性のある

　を含めて役場内での検討がさ

　事項については、既に専門家

　れており、（下に続く）

既存公民館跡 既存車庫棟跡

案② その他

（意見） （意見）

〇ＷＧ報告書に同意。 〇防災上、安全性の確保が最重

　要。役場敷地内であれば安全

　ＷＧでの検討は住民にとって

◆（上からの続き） 　と考える。

・既存施設との一体性ある活用 　場合、新庁舎が隠れ、美観を

　の利用勝手を検討したところ。 〇案②既存公民館跡に建設した

・高齢者、子どもにとって求め 　損ねる恐れがある。

　られる施設とは

・まちづくり、活性化の観点 〇案②と本案の事業費は

・経済性（投資効率）の勘案

・災害対策の観点 〇上記の理由から、既存車庫棟

・今後の行政需要 　跡に建設し、保健センター、

　等、幅広く検討がなされてい 　新庁舎との一体的かつコンバ

　と感じる。

　るので、敢えて「建設場所」 　クトな施設が必要と考える。

　と限定的に捉える必要はない

資 料 １

◆ＷＧの検討結果について、 　に建設するコンセプトが必要
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建物
回答

複合施設

（公民館）

本庁舎

（Ｅ） （Ｆ）

保健センター脇 保健センター脇

案① 案①

〇ＷＧ報告書に同意。 〇保健センターとの一体的な繋

（意見） （意見）

　がりによる役場機能の集約、

　保健センター脇が適切と考え

　る。

既存公民館跡 既存公民館跡

案② 案②

（意見） （意見）

〇ＷＧ報告書に同意。 〇場所の分かりやすさと駐車場

　スペースを考慮すると、本案

　くり委員会における充分な検

◆長期的視点に立って、まちづ 　が適切と考える。

　があり災害発生時の司令塔と

　討が必要と考える。 〇案①長南宿については、河川

　しての施設の建設は避けるべ

　き。

資 料 １

　引越等のコストを考慮すると
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建物
回答

複合施設

（公民館）

本庁舎

（Ｇ） （Ｈ）

保健センター脇 保健センター脇

案① 案①

〇駐車場の利便性向上など、住

（意見） （意見）

〇ＷＧ報告書に同意。

　民の利便性向上と、将来にわ

　案すれば、ＷＧの報告にある

　ように、本案が望ましいと考

◆但し、コスト負担軽減につい

　える。 〇役場といえばあの場所という

　ては、数字で具体的に根拠を

　示すことも必要。メリット・ 〇高齢者、障害者の為に、エレ

　デメリットをしっかり分析し

　ておくことも必要と考える。 　る。トイレの配慮も同様。

既存公民館跡 既存公民館跡

案② 案②

（意見） （意見）

〇乳幼児から高齢者までが利用〇上記の本庁舎と同様、現状に

　おいて移転する程のメリット 　する場所であることから、現

　民館跡が望ましいと考える。 　（認知度も高い）

　を見い出せない以上、既存公 　在の場所が良いと考える。

〇今後、自然災害が増えるのは◆但し、上記と同様、メリット

　及びデメリットの分析を充分 　自明であり、避難所としての

　にしておくことも必要と考え 　使用を想定すると、本案が良

　いと考える。　る。

　ベーターの設置も必要と考え

　認知度の高さからも適切。

資 料 １

　として良いと考える。

　たってのコスト負担軽減を勘 〇小・中学校に近い点も、場所
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建物
回答

複合施設

（公民館）

本庁舎

（Ｉ） （Ｊ）

保健センター脇 保健センター脇

案① 案①

（意見）（意見）

〇補助金を要求するための計画 ◆町の発展の広がりは行政施設

　書に記載する位置としては本 　や道路による影響が非常に大

　案が良いと考える。 　きいと聞く。町の将来を見た

◆但し、現在、検討不足である 　適であろうか。国等による新

　しい施設ができていることを　ことは明白であるため、実施

　検討願いたい。 　いは残る。

　（※別紙　資料参照）

　案を選択する。

既存公民館跡 既存公民館跡

案② 案②

（意見）

〇上記：本庁舎建設場所と同様 〇案①長南宿については道路の

（意見）

　の理由で本案が良いと考える。 　事情に課題があり、面積につ

　め、建設中の状況を見ながら

　いても爽籟の発展の余地が少

　引き続き検討を行われたい。

◆本庁舎建設後の計画となるた 　ないと考える。また、周囲に

　ついても同様と考える。

　（庁舎と並行して複合施設を

　検討するにあたっては、発注

　者側のマンパワー不足を感じ

　る。）

〇現実的には資金等の課題が大

　きい。諮問の二者択一では本

　（現実には検討しているもの

　と思慮するが）

　計画の際に、別紙を参考にし 　考慮しないで良いかと言う思

資 料 １

　時に、果たして現在の地が最
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建物
回答

複合施設

（公民館）

本庁舎

◆住民と職員の安全、災害時にお

　ける司令塔としての役割を担う

　ことから、公共施設を将来にわ

　たって一体的に整備することと

　併せ、迅速に進めなければなら

〇以上の理由から、複合施設に

　ついては案①宿中の立場。

〇旧長南小、保育所、商工会等

　と一つの公共施設エリアと位

　置づけ、一体的な活性化の観

　点、コスト面の優位性を挙げ

（Ｋ）

保健センター脇

案①

（意見）

◆現行場所にこだわる必要はなく

　窓口の同一フロア化や客だまり

　進めていく必要がある。

長 南 宿

案①

　↘答申を延長、議論を継続す

　べきと考える。◆公共施設の整備にあたっては、

（意見）

　まちづくり・町の目指す姿に

　資する施設づくりを目的にす

　て議論する必要がある。

　るものであるから、本施設を

　町の活性化に繋げる施策とし

◆諮問では、喫緊に方向性を見

　出さなければならないとし、 　たい。

〇コンパクトシティの観点、ま　また将来的なまちづくり、公

　た町内集落の将来の観点から　共・公設施設ゾーンの位置づ

　け・持続可能かつ豊かなまち 　も有用と考える。

〇活性化等、付加価値を生むも　づくりに資する建設場所につ

　のであれば、投資の価値もあ　いて諮問しているため、理解

　ため、複合施設については↗

　を深めるための情報提供を行 　るものと考える。縮小だけが

◆建設時期は本庁舎の後となる

　べきと考える。 　解決策ではない。

◆現行の議論の在り方に疑問を呈

　しつつ、本案に賛成。

　ない。

資 料 １

　の工夫を含め、今後の人口減少

　や住民窓口のありようを考え、
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建物
回答

複合施設

（公民館）

本庁舎

集　計

他案②既存庁舎跡案①保健センター脇

11 0 0

2 8 1
他案②既存公民館跡案①長南宿

資 料 １

-7-


