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美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本計画（案）パブリックコメントの結果について 

 

案件名 美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本計画（案） 

意見募集期間 令和２年９月 29 日（火）から令和２年 10 月 28 日（水） 

意見提出者数 51 名（男性 20 名、女性 30 名、事業所１社） 

意見提出数 136 件 

提出方法 郵送 ０件  持参 48 件  メール ３件  ＦＡＸ ０件 

地区別提出数 
秋芳地域 31 名（青景 １名 嘉万 ８名 別府 ９名 秋吉 ６名 本郷 ４名 下郷 ３名）  

美東地域 ４名  美祢地域 ３名  市内勤務者 12 名  市内事業所 １社 

 

 

提出されたご意見ご質問に対しての考え方（回答） 

 

第１章 P17 第４回市民ワークショップ（紙上ワークショップ） 

ご意見・ご質問 回 答 

小・中学校の体育館は教育施設であり、安易な

シェアはできないのではないか。 

新複合施設の建設場所は、秋芳体育館の解体

跡地としており、新施設に整備する多目的ホール

はバレーボール等ができる天井高は想定しており

ません。バレーボール等のスポーツ活動は小・中

学校の体育館等の活用をお願いしたいと考えてい

ます。 

秋芳体育館の現在の使用状況を踏まえるとシェ

アは可能と考えています。 

 

秋芳中学校は駐車場が狭いし少ないのでバレ

ーのできるくらいの体育館があった方がいいと思

う。 

美祢市が直面する高齢化の進行、出生率の低

下といった課題を踏まえ、できるだけコンパクトで機

能的な建物を整備することを計画しています。 

秋芳中学校の駐車場は狭いという課題はありま

すが、秋芳体育館の現在の使用状況を踏まえると

シェアは可能と考えています。 

バレーボール等のスポーツ活動は小・中学校の

体育館等の活用をお願いしたいと考えています。 

 

地域の方、ご年配も使えるような運動施設が必

要。 

新複合施設には、市民一人ひとりの様々な活動

を支える場として、日中でも軽運動ができる多目的

ホールの整備を計画しています。 

バレーボール等のスポーツ活動は小・中学校の

体育館等の活用をお願いしたいと考えています。 
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第１章 P21 秋芳中学校ワークショップ 

ご意見・ご質問 回 答 

中学生ワークショップから気づきです。 

中学生の意見の取りまとめにもありますが、カフ

ェのようなくつろげる場、飲食をできる場、買い物の

できる場など賑わいを求める意見が多いように思え

ます。将来美祢市を背負っていく若者が生活して

いく上でモノが買えない町に魅力を感じないので

はないでしょうか。若者の意見を最優先に考え、行

政として賑わい創出は大きな課題ではないでしょう

か。 

新複合施設に求められる要素に、みんなの暮ら

しを支え、地域の中心として賑わいを創り出す場と

なることをあげています。暮らしの利便性を高め、

ふれあいの中から賑わいが生まれる施設となるよう

に検討します。 

 

 

第２章 P24 建設候補地の比較検討 

ご意見・ご質問 回 答 

体育館が老朽化していますが、今回の建て替え

計画に盛り込んではどうか。Ｃ案によると現体育館

を解体して新総合支所を建設となっていますが、

体育館の機能を備えたコミュニティースペースは必

要と思います。 

 

新複合施設には、地域の文化活動の拠点とな

り、日中でも軽運動ができる多目的ホールの整備

を計画しています。 

バレーボール等のスポーツ活動は小・中学校の

体育館等の活用をお願いしたいと考えています。 

 

第２章 P26 新秋芳総合支所庁舎等に求められる基本的な役割について 

ご意見・ご質問 回 答 

秋芳総合支所庁舎は、秋芳にこれから住んで楽

しく住みよい所になったという建物にしてほしい。

（庁舎・公民館・図書館の一体化） 

秋芳地域の５回ほどの意見交換ですばらしい意

見が出たと思いますので、十分検討してほしいで

す。 

 

 ワークショップ等で住民の方からいただいたご意

見・ご提案を踏まえ、住民の方が使いやすい施設

になるように検討します。 

 

 

第２章 P28 民間施設との複合化の可能性 

ご意見・ご質問 回 答 

近くに店がなく、小さくてもよいので店があると良

いと思います。 

 

 銀行やカフェ、買い物ができるお店、食堂など、

市民の皆様の利便性を向上させる機能について、

限られた時間の中で検討します。 

移動販売車やキッチンカーなどの駐車場スペー

スの確保も検討します。 
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ご意見・ご質問 回 答 

スーパーマーケットやコンビニエンスストアが少

ないため不便。 

 

銀行やカフェ、買い物ができるお店、食堂など、

市民の皆様の利便性を向上させる機能について、

限られた時間の中で検討します。 

移動販売車やキッチンカーなどの駐車場スペー

スの確保も検討します。 

 

・スーパーマーケットやコンビニエンスストア等買い

物施設。 

・トラックステーション的な何か休憩施設（交通拠点

都市なので） 

 

同上。 

 

・スーパー 

・ほっともっと 

 

同上。 

買い物（特に食料品）ができる場がほしい。 

 

同上。 

売店的なコンビニのようなものがあると助かる。 

 

同上。 

・高齢が多い市なのは分かるが、数少ない子どもを

遊ばせるところがないので休日どうしても美祢か

ら出てしまう。子どもに対して、とても住みにくい。 

・買い物する所、病院無し。 

 

同上。 

支所内に本屋、コンビニ（ATM）、飲食店、映画

館を併設したらどうか。 

 

同上。 

 

食事処が少ないので、気軽にランチができるとこ

ろが欲しい。 

最近では、ＳＮＳなどで映える場所がとても人気

となっているので、おしゃれなカフェのような場所、

または美祢市ならではの材料を使って「大盛○○

‼」「巨大パフェ！」など人気のメニューなどあれば

若い世代の方々が観光に来るきっかけになりそう

です。 

 

同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

現在の案は建物が新築となり図書館が増設され

るのみで、これは市民サービスのための意見のみ

を取り入れたもので、地域で暮らす市民にとって「く

らしの中心」としての役割としても市外から市内へ

移動し働く「昼間の市民」への配慮としても乏しい

機能と思えます。 

現在、旧秋芳町では生鮮食品などの生活の要

である「食」の調達が不便な状態。そこで市民と市

のコミュニケーションの場所でもあり秋吉台観光の

玄関口でもある新秋芳総合支所庁舎には「食」の

窓口的な役割を頼みたいです。生鮮食品の販売

や、食事を摂ることができる食堂などいかがでしょう

か。 

またその店舗的なものの営業時間ですが、閉店

時刻を 18：00 以降とするなど、市民はもちろんのこ

と、「昼間の市民」が帰社時に立ち寄れる営業体制

とするなど、新たな収入源を得るための機能として

も考えていただけたら幸いです。「新しいまちの中

心」に「くらしの中心」である「食」をぜひ。 

 

銀行やカフェ、買い物ができるお店、食堂など、

市民の皆様の利便性を向上させる機能について、

限られた時間の中で検討します。 

移動販売車やキッチンカーなどの駐車場スペー

スの確保も検討します。 

 

 秋吉台が有り、サイクリングで長門・山口・萩への

拠点施設にし、地元の人のための、図書館・行政

窓口・商業施設・市内で働く者としては、食事ので

きる場所も欲しい。欲張りすぎでしょうが多機能をそ

ろえた複合施設にすると良いと思う。 

 

同上。 

ファミレス等、ランチのしやすい飲食店を増やし

てほしい。 

 

同上。 

商業施設等がテナントとして入るようにしたらどう

か。 

新たな賑わいを生み出すため、引き続き、民間

施設との複合化の可能性を探ります。 
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ご意見・ご質問 回 答 

複合施設の考え方ですが、官民共同施設の展

開を求めます。これまでの支所の役割、公民館とし

ての役割は当然のこと、そこに民間の力を借りてテ

ナント募集（公募）にて入居者を募る。もちろん入

居条件には、買い物、飲食を目的としている企業・

団体を対象者とし、賃料もいただく。この町の過疎

化を食い止めるためには、“人の流れ、賑わい”を

いかに創出するか大きなカギのような気がします。

この建て替えがあとにも先にもラストチャンスなのか

もしれない。過疎化地域ならではの策を打っていく

必要があると感じます。新総合庁舎には他地域が

していない流れをつくってもらいたい。 

新たな賑わいを生み出すため、引き続き、民間

施設との複合化の可能性を探ります。 

 

 

第３章 P32 総合支所機能の構成と規模 

ご意見・ご質問 回 答 

基本計画（案）においては、総合支所機能のあり

方などは整備目標には触れられていない感じがし

ます。 

合併当初総合支所に有った建設経済部門は数

年で本庁一括となり、今では取り次ぎ的職員1人の

配置がある現状であり、地域住民は不便を感じると

ともに不公平感は否めないと思います。 

議会特別委員会において「まちづくり」をどうする

かを整備計画に考えるべきとの発言をＭＹＴ放送

で見ました。ワークショップでは現状の支所機能に

ついてご意見が出なかったものなのか。現状を容

認する方向であれば３出張所のあり方にも波及す

ることが予想され、高齢化が顕著な嘉万・青景地区

の「まちづくり」が危惧されます。 

 

総合支所機能は実情に基づき想定しています。

諸室の機能及び規模については、基本設計段階

で再度検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

第３章 P33 公民館機能 

ご意見・ご質問 回 答 

○子育て支援センターについて 

 子育て支援センターは、わずか５年の間に、秋吉

保育園（週 3 回）→嘉万憩いの家（週 1）→桂花小

学校（隔週 1）→現在は美東でのみ開所という変遷

がありました。 

子育て支援センターは単に子どもを遊ばせる場

所なのではなく、母親たちにとっては母親として地

域に参加する最初の第一歩になる場所です。 

子育て支援センターが移転を繰り返す中で秋芳

は利用者が少ないから、という話が出ました。子育

て中はちょっとした距離や変化も負担に感じるもの

です。名前は子育て支援センター・カンガルームと

変わっていなくても、秋吉から嘉万に移転し以前と

違う先生が担当になられると、もうそこは知らない場

所です。こうした変化が利用者を遠ざけた側面はあ

ると思います。 

最近は市の移住施策の成果として移住者も増え

ています。遠方から身寄りのない秋芳に来られた

子育て世帯がまず気軽に利用できるわが町の、地

元の子育て支援センターが必要です。 

美東町はスーパー、道の駅、公園があり、ほかの

子どもに会う機会があります。秋芳には出かけてい

く場所がありません。桂花小学校では大変よくして

いただいたのですが、学校の一室ではやはり子ど

もの声で迷惑をかけるのではないかという遠慮が

ずっとあります。また学校行事の影響を受けて、子

育て支援センターが開所できないということが起こ

ってきます。子育てに休みはありません。学校や保

育園の行事に影響を受けない一室を公民館に設

けて子育て支援センターとして年間通じて開所で

きる体制を整えていただきたいです。 

前述の通り秋芳の親子が精神的ハードルを感じ

ながら、いつも美東に行かなくてはならない。 

現在の状況は、同じ美祢市民にも関わらず不公

平と言わざるを得ないでしょう。せめて週2日ずつ、

秋芳・美東と交互に定期的に開所できるようになら

ないでしょうか。 

 

子育てしやすいまちづくりのため、新複合施設

に子育て支援センターの機能を望む声が多く寄せ

られました。主管課と協議し対応を検討します。 

 



7 

 

ご意見・ご質問 回 答 

○大人向けのカルチャー教室を 

大人向けのカルチャー教室を土日に開催してい

ただきたいです。親子向けの催しだと親子はいつ

も同じ行動をとらなくてはなりませんし、どうしても子

どもが優先になります。親と子が離れても安心し

て、親が「自分としての時間」を楽しめる催し、カル

チャー講座があればと思います。 

 単発の講座もいいですが、3 回程度の連続講座

で開催されると顔見知りも増え、人とのつながりが

生まれてくると思います。3 回が好評なら、次は半

年の講座に、通年の講座にと発展していくかもしれ

ません。 

公民館に集う親が増えれば自然と地域にネット

ワークができます。公民館を中心に地域にネットワ

ークができれば、自然災害や予期せぬ事態が発生

した時にも安心できる地域が自然と形成されていく

のではないでしょうか。 

 

いただいたご意見を参考にしながら、子どもから

大人まで、多くの皆様に使いやすい交流の場にな

るように検討します。 

 

○ファミサポさんとのつながり 

 秋芳町は観光地で土日仕事の家庭も多くありま

す。日曜は子供を預けるところがなく、ファミサポさ

んにお願いしたいけれどもなかなか難しいと嘆いて

います。 

例えば子どもが新公民館でずっと過ごせるように

なれば、ファミサポさんが個人のお宅で預かる負担

やおもちゃの心配、子ども預ける親の心配が軽減

されると思います。 

 

子育てを応援できる施設になるように、主管課と

対応を検討します。 

諸室の設備及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

 

○用があっても用がなくても 

 今の公民館は、用があるときに予約を取っていく

場所です。予約をしていれば確実に部屋が使えま

すがかえって予約がないと行きにくい場所になって

しまっているのかも知れません。新公民館は用がな

くても行ける、安心して時間を過ごせる空間になっ

てほしいです。 

 

いただいたご意見を参考にしながら、住民の方

が集まりやすく利用しやすい施設になるように検討

します。 

地域住民が集いやすい防災機能を備えたコミュ

ニティーのある施設となるといいと思います。 

防災機能について主管課と検討し、住民の方が

集まりやすく利用しやすい施設整備を検討します。 
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ご意見・ご質問 回 答 

保健師さんに相談できる場所にして欲しい。 

（子どもの体重を計ったり自由にできると良い） 

 

諸室の設備及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

 

・子ども達（幼児～中高生）が行きたくなるような所

にしてほしい。公園、キッズスペース、学習室

（Wi-Fi やタブレット、パソコン等使用可能な所） 

・カフェや軽食などがあれば時間をつぶしたい時に

利用できる。 

同上。 

・子供が安心して遊べるスペースが欲しい。 

・カフェスペースが充実していたら行きたくなる。 

・持ち込みＯＫ、さわいでもＯＫ、Wi-Fi 完備、自動

販売機（アイス、食べ物系）、ＴＶコーナーがあっ

て欲しい。 

・子供達が大きくなって（中学生とか）友達同士でも

集まれる場所であってほしい。 

・親の居心地も良くないと利用は絶対しないと思う

のでステキな空間をお願いします。 

同上。 

・もっと気軽に利用できるようにして欲しい。 

・子育てのためになる話しや、楽しく会話が出来る

イベントをして欲しい。 

・子供たちが気にせずに遊べる場がほしい。 

同上。 

室内でも小さい子が遊べるような遊具があれば

良い。 

 

同上。 

 子育て世代のため、土日祝でも利用できる施設

にしてほしい。 

 

同上。 

・雨の日でも室内で遊べる場所がほしい。 

・飲食が軽くできるスペース、道路側からも見えるよ

うにしたら寄りやすい。 

 

同上。 

・子どもがいつでも楽しく安全に過ごせる公園や部

屋がほしい。 

・人が集まれる場所にしてほしい。（子どもをあそば

せながら親は話したいもの） 

・お茶会のような部屋もあれば利用したい。 

 

諸室の設備及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

公園整備については、今後検討します。 

 

施設の利用料は安いとありがたいです。 いただいたご意見を参考にします。 
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ご意見・ご質問 回 答 

○学童期の子どもたちに多様な経験を 

 学童期の児童向けの催しがあまり開催されて

いません。習い事も近隣には少なく、情報もあ

まり入ってきません。 

 公民館は土日には予約がないと利用できませ

んが、社会教育、生涯教育を担うという公民館

の使命を考えれば、土日こそ公民館主導で楽し

い催しが開催されてほしいと思います。アイデ

アとしてはこんなことがあります。 

1）秋芳町内の子どもたちが多様な経験を積む

ことができるような子ども向けの教室。秋芳町

内の講師はもちろん、市内・市外からも多様な

講師を呼んで定期的に開催し、秋芳の子どもた

ちにとにかくいろいろなことを経験させてほし

いと思います。（スポーツ、レクリエーション、

バードウォッチング、虫取り、花の観察、手芸、

伝統文化、ハイキング、キャンプ、合唱、合奏

など、ネタはいくらでもあります） 

2）秋芳町の魅力をもっと掘り下げて深く知る

講座。芸術村を案内してもらう、実際に芸術家

と交流してみる、街歩きをしてみる、秋吉台の

探検、梨狩り、ぶどう狩り、マス釣り、八代で

そば作りなど 

3）美祢市内のあれこれを体験してみる講座。

美祢市の化石採掘体験、炭坑について学ぶ講座、

長登銅山で鋳造体験、美東で竹細工つくりに挑

戦など 

4）市外に出て体験する講座。博物館・美術館

で学芸員さんに説明を受けるなどは、家族単位

ではなかなか体験できないことです。 

 

自分の通っている学校の子ではなくても、班

行動などを経験すれば仲良くなる経験が得られ

ます。よく知らない人に出会い一緒に何かをす

るというのも子どもたちには大切な経験になり

ます。学童期に地域の人や公民館と関わる経験

をすれば、生涯学習や社会教育を一生身近に感

じて生きていけるようになるでしょう。 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 
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ご意見・ご質問 回 答 

・児童館のように子どもが保育園に入っても親子で

利用できる場所がほしい。母もだれかとお話しし

たい時があるので、保育園、小学校に入っても

気軽に行ける場所がいい。 

・季節ごとにイベントをしてみてはどうか。 

夏祭り、ハロウィン、クリスマスなど子ども向けの

サッカー教室、お花の教室など参加費を集めて

もいいので毎月何かイベントをして、皆が公民館

に行ってみようと思う場にするとよい。 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

 

大きなイベントの時はバスなども出して秋芳地域

の方々が参加できるようになればいいと思います。 

 

同上。 

・子供が楽しめるイベントをして欲しい。 

・休みの日に楽しめる所が近くにない。 

 

同上。 

雨の日でも遊べる室内遊び場が欲しい。（ボー

ルプール・ブロック・おままごと・すべり台） 

 

同上。 

土日なども開放してだれでも予約なしで集まれ

るスペースがあればよいと思います。 

体育館で遊びたくても１家族で借りるには大きす

ぎますし、だれかが借りていると遠慮もあるし、子ど

も広場のような形で開放してほしい。 

 

同上。 

・子どもたちだけのキャンプ教室、バートウォッチン

グ、自然観察、秋吉台ハイキング（ナイトハイキン

グ）など、美祢市内の子どもたちに集まってもらう

イベントをしてほしい。 

・（子どもは別室であずかってもらって）母親のため

の料理教室、お弁当の入れ方教室などしてほし

い。 

 

同上。 

・土日も利用できやすいと助かる。（遊べるスペース

など） 

・フリーマーケット（バザー）のような事があれば参

加したい。 

 

同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

・土日に子どもの教室＆若い人向けのカルチャー

教室があるといい。 

・秋芳はサービス業が多いので日曜も仕事の人が

います。日曜は保育園が休みなのでそういう家

族は困ります。ファミサポさん預りで公民館で過

ごす保育ができればいいと思います。 

・中学生、高校生に自習するスペースを開放してあ

げてほしい。 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

 

旧別府小の別府公民館や嘉万公民館などよい

所がたくさんあるのですが、イベントは秋吉でする

ことが多いです。３ヶ所が連携すればこんなに豊か

な環境はなかなかないと思います。 

阿知須の公民館では子どもイベントの担当係が

いて１年中子どものイベントが開催されていました。

秋芳の自然を生かして別府・嘉万・秋吉どこでも催

しがあるといいと思います。 

社協さんと連携して大人も子どもも居心地のよい

まちづくりにしてほしい。 

 

同上。 

子供とイベントに参加するので、グルメが充実し

ていて子供たちが体験や遊びができるイベントを

やってほしい。 

 

同上。 

教養講座を増やし、キャリアアップできる機会が

あったらいい。 

 

同上。 

 

第３章 P34 公民館機能の構成と規模 

ご意見・ご質問 回 答 

秋芳地区にある公民館や体育館等の既存の公

共設備は、トイレが狭かったり、ホールが 2階にある

など高齢者や障がい者にとって活用しづらい状

況。特に災害時には新設される複合施設が高齢者

や障がい者の避難場所の拠点となるが、図に示さ

れた広さの多目的ホールでは対応できないと思わ

れる。 

 

 新複合施設は平屋建てを想定しています。トイレ

等は高齢者や障がい者にも使いやすいよう配慮し

たいと考えています。 

諸室の規模及び機能については、基本設計段

階で再度検討します。 
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ご意見・ご質問 回 答 

・地域の高齢者の方の研修（予防講演等）では開

催時 120～130 名の参加があり、今の多目的ホ

ールの面積では狭い。 

・災害時に秋吉から岩永本郷水田地区の独居要

支援、要介護者の方は小中学校への避難は身

体的に困難なため、多目的ホールを第一選択さ

れると思います。また、特養サテライト秋芳の里

の 39 名（ショートステイ含）の入居者も、川の水

位が上昇し（集中豪雨、台風）、危険が予測され

るときは多目的ホールに避難させていただく事

になります。体育館がなくなり、また密集を避ける

ため、避難される人が収容できる広さを確保して

ほしい。大雨の時は瀬戸が通行止めになる為、

南部で避難できる体制が必要です。ワークショッ

プを 1 年かけて行われた皆さんの思いが反映さ

れてないと思います。 

 

 多目的ホールなど諸室の規模及び機能について

は、基本設計段階で再度検討します。 

 

体育館等がないのでもう少し面積の広いホール

が欲しい。ワークショップが何回もあったのに、その

時の意見が反映されていない（何のために集まっ

たのか）。 

 同上。 

 コンパクトな造りも必要かもしれませんが、今しか

ないと思います。 

もう少し面積が欲しいと思います。 

多目的ホールの面積拡大を望みます。 

避難場所としての広さももっと必要です。 

 

同上。 

今提示されている 1,200 ㎡の案では、秋吉地区

は独自の公民館を失うことになる。これまで秋吉公

民館は秋芳地区の中心公民館であり、多くの団体

がここを中心に活動していることを考えれば、この

提案では会議室・研修室が全く不足している。 

 

同上。 

多目的ホールにする意見が出ています。これか

らの行事、いろいろな面で利用価値のあるところで

すので、十分に考えていただきたいところです。 

あの原案をしっかり見てほしいです。 

 

 同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

下記の機能を持たせて欲しい。 

・災害対策拠点、避難場所として住民が利用できる

広さがあると良い。 

・ステージを活用し秋芳町住民が集合できる場所と

して面積 250 ㎡以上が必要。 

・会議や趣味など様々な活動に気兼ねなく取り組

める場所。 

・ある程度の広さがあり、隣接する部屋の音や声、

騒音が気にならない様にしてほしい。 

・庭があり心豊かに過ごせ休息・休憩できる場所。 

・乗り物や人との待ち合わせとして利用できる場

所。 

・カフェ、軽飲食のできる場所・コーナー。 

・子供からお年寄りまで住民の誰もが気軽に利用

できる場所。 

・ワークショップでの要望が生かされる様、取り組ん

でほしい。 

 

多目的ホールなど諸室の規模及び機能につい

ては、基本設計段階で再度検討します。 

 

 安心して避難できる場所としては狭すぎる。面積

の広いホールが欲しい。 

同上。 

多目的ホールをもう少し大きめにしてほしい。 

 

同上。 

多目的ホールはもう少し広い方がいいのではな

いか。 

 

同上。 

体育館が無いのであればホールがあまりにも狭

いと思います。 

美東総合支所庁舎整備と経費の比較をされま

すが、将来性を見て機能性がどうかをもっと考えて

ほしい。 

 

同上。 

一般住民が申込みにより自由に使用できる施設

にしてほしい。 

スポーツ生涯学習等を行うのであれば大きなホ

ールが必要と思う。 

現在示されたホールの面積では狭すぎると思

う。 

 

同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

高齢者が安心して避難できる場所が必要だと思

うので、畳やベッド等必要になると思います。多目

的ホールを広くしてください。 

 

多目的ホールなど諸室の規模及び機能につい

ては、基本設計段階で再度検討します。 

今後、大規模災害の危険が毎年のようにある

中、避難所としての役割を考えた時、体育館がな

く、今の計画面積では狭いと思われる。 

各公民館の老朽化が進んでいる中、各地区から

の避難者もあると思われる。コロナ感染予防を考え

てもある程度の広さは必要。また講演会等の催しを

行う時も広さがないと人数を集めることができない。 

 

同上。 

多目的ホールというには総面積が狭いと思われ

る。避難所や講演などをイメージしても、もう少し大

きなものにする必要があるように思われる。 

同上。 

地域の避難場所としてソーシャルディスタンスの

確保、地域住民との共有という点を考えると、高齢

者が避難した際に介護スペースや付添い介護スタ

ッフのスペースを確保する点でもう少し広いスペー

スが欲しい。 

 

同上。 

「多目的ホール」としての空間は必ず必要であ

る。広い空間は建てた後で拡張ということはほぼ無

理なことなので、せめて 400 ㎡くらいは確保して欲

しい。 

 

同上。 

ホールを主体とした施設にしてほしい。 

子供が通う学校の空き時間に大人が体育館を

利用することは問題が生じる可能性が強いと思うの

で、ホールの設計を見直し、一般人も何時でも使

用できる施設の方が良いように思う。現在予定され

ているホールでは狭すぎると思う。 

 

多目的ホールなど諸室の規模については、基本

設計段階で再度検討します。 

新複合施設に整備する多目的ホールはバレー

ボール等ができる天井高は想定しておりません。

バレーボール等のスポーツ活動は小・中学校の体

育館等の活用をお願いしたいと考えています。 

100 人前後が収容できる会議室（イベント室）を

計画してほしい。 

 100 人規模が収容できる会議室としては、現計画

の多目的ホールで対応可能と考えています。 

  



15 

 

ご意見・ご質問 回 答 

○キッズルームについて 

 子育て支援センターは「就園前」の乳幼児のため

の施設で「就園」すると利用を断られます。そのた

め就園した子が長期休みになると「幼稚園に通う子

どもたちと親は居場所を求めてさまようことになりま

す。 

子育て支援センターは赤ちゃんから 1～2 歳児

が中心ですから安全のためには仕方がないと思い

ますが、それなら就園した子どもたちが安心して遊

べる空間を用意していただけないでしょうか。子育

て支援センターがお休みの日も、土日祝日も、天

候に関わらず 9 時～5 時まで行くところがあれば、

子育て世代にとって大きな安心になります。 

キッズルームも部屋が狭ければ安全の問題が発

生するかもしれません。その点を考慮し、例えば新

設される多目的ホールは利用予約がない時間は

開放して使えるようになるといいと思います。スペー

スがないのであれば、壁にウォールクライミングを

設置するだけで子どもは十分に遊ぶでしょう。でき

れば室内に、雨風がしのげるのであれば半屋外で

もちょっとした遊具があると助かります。 

 

新複合施設に子育て支援センターの機能を望

む声が多く寄せられました。主管課と協議し対応を

検討します。 

多目的ホールの機能や利用方法については、

今後基本設計段階で検討します。 

 

 子育て広場もほぼ美東での活動になり、秋芳町

の親子で集う場所がない。 

使わない会議室を減らして、そういう部屋や時間

をつくってもらうことはできないか。 

 

子育て広場について主管課と協議し、対応を検

討します。 

諸室の規模及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

 

皆が気軽に立ち寄れるようなちょっとしたカフェ

があるといいと思う。待ち時間がある時など、カフェ

でくつろげるスペースを希望する。 

 

諸室の規模及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

 

市民の憩いの場となるようなスペースを造って欲

しい。 

同上。 

若い親など集まる機会が多いが、中年層で子育

てが終わった人たちは集まる機会がほとんどない

ので、スポーツジムなど皆が気軽に行ける、そして

体を鍛える施設があるとよいと思われる。 

 

同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

何の用事がなくても１日過ごせる場所（軽食の提

供）にして欲しい。 

調理室で時々でも簡単な昼食を提供してもらうこ

とはできないか。 

 

 公民館機能については、気軽に集まり、ゆっくりく

つろぐことができる居場所になるように基本設計段

階で検討します。 

 

芸術・文化活動発展のためステージを設ける空

間が必要。 

諸室の規模及び機能については、基本設計段

階で再度検討します。 

 

現在、美祢市文化財保護課は、秋吉公民館に

同居している。文化財の保護という大切な役割を

果たすためには、秋吉台・長登にも近く、市のほぼ

中心にあるこの場所が相応しいと思える。この 1200

㎡の中にこの部署が入る余地はないと思える。 

 

本基本計画（案）における新複合施設の中には

文化財保護課の入居は想定しておりません。 

文化財保護課の事務所は、今後調整等行い、

移転先を検討します。 

 

 

第３章 P35 図書館機能 

ご意見・ご質問 回 答 

○中高生が安心して過ごせる空間を 

 子どもが少ない現在の状況では、友達に会うため

に遠方まで出向かなくてはなりません。公共施設に

安心して自習やテスト勉強、おしゃべりができる空

間があれば親も安心して送り出すことができます。

公共施設でのふるまいも経験しながら覚えていくこ

とができるでしょう。中高生が何か調べたいときに

図書館施設を大いに活用するような仕組みもあれ

ばいいと思います。Wi-Fi も完備して、調べたいこ

と見たいことが遠慮なく楽しめる空間であってほし

いと思います。例えば予約のない場合は研修室を

自習室として開放する。バスを待つ中学生や下校

してきた高校生が使いやすいように、図書館の開

館時間、自習室の利用時間を 9～5 時から 10～18

時にするといった案も検討していただきたいです。 

 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

諸室の設備及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

 

カフェがほしい。（本を読みながらコーヒーが飲

みたい） 

 

同上。 

Wi-Fi 完備の図書館+カフェが良い。 同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

新総合支所内の図書館についての充実、つまり

読書環境・利用しやすさ、図書の充実などを切望

する。主婦・学生・高齢者が利用しやすく読書習慣

を身に着け、見聞を広めてゆく場になればと思う。 

図書館機能は、市民の方が利用しやすいよう機

能の充実を図るよう検討します。 

 

図書館は、コンピュータでの蔵書検索はもちろ

ん、気軽にインターネットで調べものができ、印刷

できる（有料）と便利でいいなと思いました。 

もっと他市や他大学の本を貸し借りしやすくなる

といいです。 

赤ちゃんが一緒でも気にせずゆっくり読めるスペ

ースを確保してほしいです。以前は秋芳図書館に

も、児童書のある部屋があり、そこにマットが敷いて

あり、座って読むことができました。 

 

 同上。 

図書館は下記機能について検討してほしい。 

・図書館の閲覧はスペースと設備に万全を期する

こと。 

・小中高生と一般のエリアを区分すること。 

・新聞・雑誌コーナーを設けること。 

・図書館に収蔵されているものをデータベース化す

ること。 

 

諸室の機能については、基本設計段階で再度

検討します。 

 

・子育支援センターが美東・秋芳は休みなので、図

書館の休館日の月曜を別日に変更してほしい。 

・連休等休みの日に母一人で子育てする際、近く

に半日でもいいから過ごしやすい所が欲しい。

（図書館内で絵本を親子で読める場所。子ども

が手に取りやすい本棚。和室。） 

・今の図書館は30分以上子どもと居られない。小さ

い子連れにも優しい図書館にしてほしい。 

・工作あそびを美祢図書館で一度参加した事があ

る。新図書館でも何かイベントをしてほしい。 

 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

諸室の設備及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

 

図書館は雑誌などを充実させて欲しい。 いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 
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ご意見・ご質問 回 答 

・図書館は静かすぎて使いにくい。絵本の読み聞

かせ等してほしい。 

・本の滅菌機がほしい。 

・利用料は一人一日○○円などにしてほしい。長

時間利用したい時もある為。（１時間○○円と遊

べる方式だとなおうれしい） 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

 

 

第３章 P36 図書館機能の構成と規模 

ご意見・ご質問 回 答 

図書館のスペースが狭いと思った。 

 小野田市立図書館のようにイベントスペースがあ

ればと思いました。中学生も学校帰りに利用できる

と思います。 

 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

諸室の規模及び機能については、基本設計段

階で再度検討します。 

 

 

第３章 P37 秋芳地域の複合施設の整備方針  

ご意見・ご質問 回 答 

・総面積をもう少し大きくしてほしい。1,700 ㎡くらい

必要。 

・多目的ホールは避難場所としても体操教室、集

会などするにしても狭いのではないか。400 ㎡～

500 ㎡は必要。 

・子育て支援として保育園に行く前の親子の遊び

場所や、ママ友を作るための場所として広いホ

ールでのびのびとさせてあげたい。 

・講座室がもう一部屋あるといいと思う。 

・ワークショップの意見をもう少し反映して欲しい。 

 

美祢市が直面する高齢化の進行、出生率の低

下といった課題を踏まえ、できるだけコンパクトで

機能的な建物を整備することを計画しています。 

諸室の床面積については、基本設計段階で再

度検討します。 

 

総面積が小さすぎる。 

 

同上。 

 総面積が小さすぎる。 

 密を避けるためには狭すぎる。 

 全体的に狭すぎると思います。 

 

同上。 

 総面積がもっと広く欲しい。 

 建設費の問題もあると思うが将来の事を思うともっ

と積極的に考えて欲しい。 

 

同上。 
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ご意見・ご質問 回 答 

近年は思いもかけぬ災害も多く発生している為、

多くの住民が安全に避難できる公共の場所であっ

て欲しいと思います。そのためにも面積を広く、活

用しやすく安全な建物や場所にして欲しいと思い

ます。 

美祢市が直面する高齢化の進行、出生率の低

下といった課題を踏まえ、できるだけコンパクトで

機能的な建物を整備することを計画しています。 

各諸室の床面積については、基本設計段階で

再度検討します。 

 

避難場所の３密を避けるためにも総面積が狭す

ぎる。 

同上｡ 

 緊急時の際やコロナ対策の３密を防ぐためにも、

総面積をもっと広く確保して欲しい。 

同上｡ 

全体的に総面積の拡大を望みます。 同上｡ 

小ホールは体育館を失うことの代替であるので

1200 ㎡という支所総面積の外にするという最初の

約束を守って欲しい。総合支所計画には体育館が

入っていない。 

 

同上｡ 

安心して避難できる場所としては総面積が小さ

すぎる。 

 

同上｡ 

総面積が小さすぎる。 

地域の方が安心して避難できる場所としては狭

すぎる。 

３密を避けるためにも広くして欲しい。 

 

同上｡ 

若い人の定住を進める為にも、設備を充実させ

ることが望ましいと思う。 

 諸室の設備については、基本設計段階で検討

します。 

 

・多目的ホールを広くし、子育て支援の交流の場に

してほしい。 

・高齢者が避難した場合、簡易畳が必要になりま

す。畳を設置することを考えると狭い気がしま

す。（畳を半分設置してほしい） 

 

多目的ホールや和室など諸室の規模について

は、基本設計段階で再度検討します。 
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第３章 P39 敷地利用計画 

ご意見・ご質問 回 答 

外のスペースでは自由にキッチンカーなど営業

を許可して賑わいの創出を演出してもらいたい。今

やキッチンカーはどこの観光地にも存在し、手軽に

身近に販売できる利点があるので採用してほしい。

とにかく何かがここで販売している空間をお願いし

たい。 

移動販売車やキッチンカーなどの駐車場スペー

スを確保することを検討します。 

【基本計画修正】 

「移動販売車やキッチンカーなどの駐車スペー

スを確保することを検討」追記。 

 

 

移動スーパーを入れて欲しい。  同上。 

 

図書館については、旧図書館を残し書庫・資料

室とする案が提示され、面積的には一歩前進と思

える。 

なお、旧図書館は書架などを補充して、利用者

が検索しやすく、史料センターとして保管・保存の

効果が上がるよう改修をしていただきたい。 

現秋芳図書館は解体せず、本の収蔵庫として

の活用を検討します。 

現図書館の機能については、今後検討します。 

お祭り等イベントの際の会場及び設備の設置が

あると良い。 

新複合施設の敷地については、お祭りやイベン

トの会場として利活用しやすいよう検討します。 

 

現状の駐車場は狭いと思います。高齢者が多い

ので通常幅より広めにラインを設置すればどうか。 

 

今後基本設計段階で検討します。 

 

公園のような体を動かして遊べる遊具が欲しい。 

 

同上｡ 

・水遊びができたり､休憩できるスペースが欲しい。 

・遊具、芝生のあるスペースが欲しい。 

 

同上｡ 

 

第３章 P41 空間構成の基本的な考え方 

ご意見・ご質問 回 答 

空間構成の基本的な考え方。 

仮に民間の力を借り、テナント募集するならば、

現在計画されている図書館の横にスペースをつく

り、入居してもらう。図書館との連携、流れもつくると

いい。 

 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 
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第３章 P47 防災計画 

ご意見・ご質問 回 答 

停電時の非常用電源の確保が必要であり、その

機械を保管する頑丈な非常用備蓄倉庫が必要。 

 

今後基本設計段階で検討します。 

 

避難所の断水でトイレの使用不可が大問題にな

っている。マンホールトイレと記載されているが、下

松市だと思いますがマンホールトイレを数カ所設置

したとのテレビ放送があり、県内の設置状況を調査

し検討すべき。 

秋吉地区は下水道のインフラ環境が整っておら

ずマンホールトイレの設置は困難なため、該当項

目を削除します。 

【基本計画修正】 

「断水時にも利用可能なマンホールトイレの設置

を検討する」を削除。 

 

 

第３章 P48 洪水浸水に対する安全性 

ご意見・ご質問 回 答 

新庁舎が避難場所になるなら「今までに経験し

たことがない災害」この言葉を何度も耳にしました。

絶対的な安全な場所の確保は必要です。 

避難場所にもなる新複合施設の建設場所は、秋

芳体育館の解体跡地で計画しています。 

新複合施設は浸水時に被害を受けにくいような

対策を検討します。ただし、想定最大規模の降雨

による浸水が予測される際には、新複合施設は避

難場所として適さないため、高台にある秋芳中学

校などの避難場所への誘導も検討します。 

 

雨水を貯留する設備は、県内の新庁舎（宇部

市・山口市・防府市）の計画にも雨水貯留槽として

記載されている。また東京など大都市は地下に貯

める施設を設けており、避難場所に洪水が侵入す

る時間を遅くする為にも一旦地下等に貯める等の

対策が必要。 

 

雨水を貯蔵し散水やトイレの洗浄などの中水利

用の可能性を基本設計段階で検討します。 

洪水、浸水に対する対策として浸水時に被害を

受けにくいような対策を検討します。 

 

建設予定地とされている秋芳体育館場所は、こ

の 40 年間では浸水した記憶はないが、最近の線

状降水帯による集中豪雨が起きれば浸水する可

能性は否定できない。災害対策拠点機能と必要な

重要施設は中２階等に設置することが必要と考え

る。（2 日間の総雨量 518ｍｍの計算ではなく、3 時

間に 300ｍｍ程度の雨量に対する供水量の想定が

必要ではないか） 

 

 ご指摘のとおり、災害対策拠点機能として重要な

サーバー室や備蓄倉庫は、中２階等に設置するな

ど浸水被害を受けにくい対策を検討します。 

 

 



22 

 

第３章 P49 ユニバーサルデザイン計画 

ご意見・ご質問 回 答 

車椅子利用者はもちろんのこと、子育て世代とし

ては、気軽にベビーカーを押して入れる施設を希

望します。 

少しの段差が乗り越えられなかったり、つまづい

たりすると億劫になり足が遠のいてしまいます。 

お手洗い、授乳室などは当事者目線で検討を

お願いします。おむつ交換台を可能であれば男女

ともに設置を希望します。 

また、個室には、1 人座りできる子のベビーチェ

アの設置や、多目的トイレとは別にベビーカーのま

ま入れる広さのお手洗いがあると助かります。 

過去に松葉杖で生活したことがあります。バリア

フリーとは名ばかりで、車椅子では入れない、鍵が

閉められない、実際使うと不便なアメニティ（トイレッ

トペーパーが遠い）といった経験があります。可能

な限り十分な広さ、そして、さまざまなハンディキャ

ップを持った人にも使い勝手の良いお手洗いをお

願いします。 

授乳室も可能であればおむつ交換台の設置

や、調乳用スペースもあると助かります。男女共用

スペースとなり、カーテン（扉）の向こうは赤ちゃんと

お母さんのための授乳スペースというようなつくりも

いいです。 

これまで子連れでいろんなところに行きました

が、カタチだけの授乳室、不便な設備に驚き、難儀

したことがありました。どうか、よろしくお願いしま

す。 

 

 新複合施設は、障がい者、高齢者、子ども連れ

等、それぞれ異なるニーズにきめ細かく対応したユ

ニバーサルデザインを徹底し、すべての人が使い

やすい施設となるように検討します。 

 

子供にも優しくお年寄りにも優しいといいと思い

ます。 

 

同上｡ 

子どもが利用しやすい施設だったらうれしい。  

   

同上｡ 

保健センター等、高齢者向きにして欲しい。 いただいたご意見は今後の参考にします。 

 今後保健センター等が必要になると思うので、高

齢者等が行きやすいよう改善して欲しい。 

同上｡ 
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ご意見・ご質問 回 答 

高齢者、ベビーカー等移動時のバリアフリー化

は必要。 

障がい者に対応した点字ブロックの設置が必

要。 

障がい者の移動時に、エレベーター、エスカレ

ーター等の設置が必要。 

 

新複合施設は、障がい者、高齢者、子ども連れ

等、それぞれ異なるニーズにきめ細かく対応したユ

ニバーサルデザインを徹底し、すべての人が使い

やすい施設となるように検討します。 

 

 

第３章 P50 将来を見据えたＩＣＴ環境の整備 

ご意見・ご質問 回 答 

新秋芳総合支所庁舎には、「光 net 回線」及び

「Wi-Fi」環境を整備して欲しい。今後、秋吉台・秋

芳洞を中心とした周辺の観光地にも「Wi-Fi」環境

及び直売所を整備すれば、観光客増加に繋がると

思います。 

また、現在、コロナ渦ということもあり、都市部の

企業は家賃の高い都心部のオフィスから地方へオ

フィスを移す流れも出てきていますので「光 net 回

線」及び「Wi-Fi」環境を整備したサテライトオフィス

（国際芸術村など）の提供調整窓口となる情報戦

略室を秋吉台・秋芳洞に近い新秋芳総合支所内

において欲しい。 

 

 諸室の設備及び機能については、基本設計段

階で検討します。 

美祢市全体の今後の情報処理のあり方や通信

環境の整備等については、本庁舎や美東総合支

所とも連携し、今後検討していきます。   

 

子育てしやすい環境を整えて、将来人口が増え

るような施策をお願いしたい（ICT 環境を整えてほ

しい）。 

 

新複合施設がそのような場になるよう主管課と協

議し、今後検討していきます。 

 

○新庁舎は地域の窓、ネットワークの中心地です 

 秋芳町には嘉万公民館、別府公民館、秋吉公民

館と 3 つの公民館が存在します。新設される秋芳

総合支所の新庁舎を中心に 3 館がネットワークを

結んでほしいと思います。「秋吉ばかりが得をする」

とならないように、嘉万、別府の住民を置いてけぼ

りにせず、秋芳全域で地域づくりを考えていただき

たいと思います。 

 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 
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第３章 Ｐ52 交通アクセス計画 

ご意見・ご質問 回 答 

公共交通の引き込みについてです。 

秋吉を通過するすべての公共交通を新庁舎テラ

スで乗降できるように要望します。 

団塊の世代が運転免許を返上した際、公共交

通が頼りです。赤字路線も解消できればと望みま

す。 

 

 中国 JR バス秋吉駅に停留する「あんもないと号」

の経路を新秋芳総合支所の敷地内に停留するよう

検討し、市民の利便性の向上を図ります。 

その他のバスの経路変更は困難と考えます。 

 

 

第４章 P60 概算事業費 

ご意見・ご質問 回 答 

総合支所建設について、過疎化していく地域で

あることを予想し、規模を縮小して置くべきという案

もあるが、それでは過疎を一層加速させることにな

り、市として過疎化に対する方針が無いことにな

る。ここは、むしろ地域を活性化するためのまちづ

くりを見据えた場所づくりとすべきではないかと思

う。少なくとも 5回にわたるワークショップではそのよ

うな意見が大勢ではなかったかと思う。費用を抑え

魅力のない、使い勝手の悪い建物をつくることは、

まちの活性化にはならず、税金の無駄遣いに他な

らないと思います。 

市長さんは、市民からの意見は大切にする方針

だそうなので、十分ご検討いただきたい。 

 

美祢市が直面する高齢化の進行、出生率の低

下といった課題を踏まえ、できるだけコンパクトで機

能的な建物を整備することを計画しています。 

諸室の床面積については、基本設計段階で再

度検討します。 

 

 

第４章 P64 既存施設の取り扱い 

ご意見・ご質問 回 答 

訪問看護ステーションは総合支所の中の方が地

域に密着できる。地域との連携を密にしてほしい。 

 訪問看護ステーションの建物は新耐震基準であ

り複合化の対象として想定しておりません。 

 

保健センターを含めた整備を考えてほしい。 

 

 保健センターの建物は新耐震基準であり複合化

の対象として想定しておりません。 

 

訪問看護ステーションの出入り口が狭いことや、

現在の建物の利便性も悪いところがある為、保健

センターの空き事務所に移してほしい。 

 

いただいたご意見を参考にしながら、今後長期

的に検討していきます。 
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ご意見・ご質問 回 答 

保健センターには､保健師がいてほしい。 いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

 

保健センターを訪問看護ステーションや包括セ

ンターなどとして活用していけないか。 

 

いただいたご意見を参考にしながら、今後長期

的に検討していきます。 

 

訪問看護ステーションはどこかに移した方が良

いのではないか。 

 

同上｡ 

訪問看護ステーションは保健センターに移転し

たら良い。 

 

同上｡ 

 

第４章 Ｐ65 跡地利用 

ご意見・ご質問 回 答 

子どもを育てていて、近くに遊ぶところがほしい。

車に乗せて移動するのも大変です。美祢市内まで

も 15～20 分かかります。美東だって 10～15 分。秋

吉地区で親子が半日でも一緒に遊んで過ごせる

場があったら本当に助かります。公園がほしい。さ

くら公園、ごぼう公園のようなものを秋吉につくって

下さい。 

現秋芳総合支所庁舎の解体跡地の活用方法に

ついては、現段階では駐車場又は広場としての利

用を想定しています。跡地利用については、今

後、本計画とは別に「美祢市都市・地域拠点活性

化計画」に基づいて検討します。 

【基本計画修正】 

「今後、本計画とは別に『美祢市都市・地域拠点

活性化計画』に基づいて検討する。」追記。 

 

ごぼう公園、さくら公園のような公園がほしい。 

 

同上｡ 

子供が遊べるような所が近くにあればいいと思い

ます。 

同上｡ 

子供が遊べる所がほしい。（外に公園、または下

関のふくふく館のような遊べる施設） 

 

同上｡ 

人が気軽に立ち寄って休憩できるような公園（簡

易な遊具を含む） 

 

同上｡ 

コインランドリーができてほしい。（町内にない） いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

 

 



26 

 

その他 

ご意見・ご質問 回 答 

・美祢市の知名度が低い。よって市外、県外の観

光客が集客できていない。 

・観光ホテル、旅館等の宿泊設備の設置。 

・せっかく秋吉台という国定公園があるのに周りに

飲食店などがなく素通りされている。 

・他市、他県へのアピール度が不足していて、地元

の食、田舎の良さをもっと知ってもらいたい。 

 

いただいたご意見は今後の取組の参考にしま

す。 

 

・バスの本数が少ないため、通学時の送迎が必要

となる。 

・バス停の整備（屋根等）。 

・小児科が無い。 

・若者が就職できる様に企業誘致。 

・瀬戸の県道を整備（落石等の危険）。 

 

同上。 

 

 


