
市民ワークショップ第１回目を開催しました！

・基本計画について説明

・パブリックコメントの実施

　＋住民説明会 5回実施

・総合支所、公民館、図書館が複合する

　魅力のつくり方

・外部空間のつくり方

・解体跡地の利用方法

◎秋芳中学校ワークショップ  1/17(金)

基本計画のとりまとめ

・配置、平面計画をみんなで考えよう

・内部と外部空間のイメージを考えよう

・平面計画、断面計画をみんなで確認

・建物の外観イメージを検討しよう

・建物の性能を比較しよう

基本設計のとりまとめ

実施設計

◎第1回ワークショップ　12/14(土)

◎第3回ワークショップ　2/15(土)

◎第4回ワークショップ　4/11(土)

◎第5回ワークショップ

◎第6回ワークショップ

第１回市民ワークショップ プログラム

ステップ１ 　はじめに

ステップ２　 新しい拠点づくりの流れとワークショップの目的を説明

ステップ３　 グループ内で自己紹介＋「ここが秋芳のいいところ」

秋吉台、秋芳洞、山焼き、花火大会、

秋芳運動会、岩永大行司、弁天池、

白糸の滝、日峯川、青景のホタル、自然

がきれい、人情がある、など、様々な良い

ところ、感動した出来事が語られました。

グループ内で自己紹介をし、「ここが秋芳のいいところ」、「秋芳地域で

の出来事などで感動したこと」などを語り合い、地図上にまとめました。

秋芳総合支所と秋吉公民館と秋芳図書館を一体的に整備し、新しい

拠点をつくる計画づくりがスタートしました。

多くの市民に参加いただき、新しい拠点について意見を出し合いました！

新しくできる拠点が「…だったらいいネ！」、「こんな拠点はお断り！」に

ついてグループで話し合い、意見をまとめて発表しました。

ステップ４　 住民ヒアリングのまとめについて説明

ステップ５　 新しくできる拠点が「…だったらいいネ！」

ステップ６　 まとめ

ステップ3の作業風景。各グループで、秋芳のいいところや、

感動したことなどを語り合い、地図上にまとめました。

・秋芳地域の魅力と抱える課題・秋芳地域の魅力と抱える課題・秋芳地域の魅力と抱える課題・秋芳地域の魅力と抱える課題

・こんな複合施設だったらいいな！・こんな複合施設だったらいいな！・こんな複合施設だったらいいな！・こんな複合施設だったらいいな！

・建設場所について

・総合支所のつくり方

・公民館のつくり方

・図書館のつくり方

次回

開催

12月14日、第1回目の市民ワークショップを開催しました。市民29

名の参加があり、支所職員、計画グループ、総勢40名弱が５つの

テーブルに分かれて、意見を出し合いました。

人口が減り、子ども達が少なくなっていく中で、安心して暮らして

いくために、どんなことが出来たらよいのか、どんな場所があった

ら良いのか、さまざまな意見が出され、会場は大いに盛り上がりま

した。みんなで考え、力を合わせて、自分たちの暮らしに必要な施

設のあり方を探り、施設の姿をつくりあげていけたらと思います。

次回は、今回出された意見をもとに、施設全体のあり方を考えたい

と思います。暮らしやすい地域をつくって行くためには皆さんの知

恵と力が必要です。２回目からの参加も大歓迎です！皆さんの参加

をお待ちしています。

◎第2回ワークショップ　1/18(土)

みんなで考える

新しい拠点づくりの流れ

※ワークショップ(WS)とは、参加者がグループに分かれて意見やアイデア出し合い、意見をまとめていく話し合いの手法です。

秋芳地域の新しい拠点づくりを考える

市民ワークショップ便り
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参加して下さった方の感想カードの中から、一部を紹介します。

●いろんな人の視点での意見を聞けて、自分と違ったり、自分が思いつかないことがたくさんありました。

　こうやって多くの意見が出れば、どんどん良くなって素晴らしいものができると思います。

●活気のある意見がたくさん出ました。現実離れしたものも多々ありましたが、夢を語るってすばらしい

　と感じました。もっと20代30代の出席があれば良いと思いました。

●自分は行けないから代わりに行ってもらえないかと言われて参加しましたが、住民が主体的に考えてまち

　づくりに参加できるという良い機会に出会えて良かったと思います。もっと広く参加をうながすような

　取り組みが必要では？参加すれば参加してよかったと思う人が私のように多いと思います。

第２回市民ワークショップを開催します！

日時： 令和２年 １月１8日（土） 14:00～16:30

会場： 秋吉公民館 大会議室
事前申込不要

誰でも参加ＯＫ！

世代・地区に関わらず多くの方のご参加をお待ちしています。

第２回市民ワークショップの内容

・建設場所について

・総合支所、公民館、図書館のつくり方について

１．みんなが気軽に集まれて、家のようにくつろげる団らんの場所
２．練習や発表の場(ギャラリー、ステージ)があって、活動が展開できる
３．イベントやスポーツにも使える、多目的で柔軟なスペース
４．子どもを遊ばせるスペースや、一時預かりの仕組みがあって、子育て世代も気楽に
　　立ち寄れる
５．支所 + お店や銀行など、ここに来れば一度に色んな用事が済む場所
６．地域の情報を発信して、地元の人も外から来た人も一緒に楽しめる
７．公共交通が集まる、地域の交通の拠点

新しい拠点が「…だったらいいネ！」について、

各グループで挙がった意見を整理してまとめました！！

参加者の皆さんは、各グループの発表に耳を傾けて聞いていました 各グループから、多くの自由な発想の意見が出ました

そのほかのいろいろな「…だったらいいネ！」で出た意見 「こんな地域の拠点はお断り！」で挙がった意見

×入りにくい、集まりにくいところ  ×暗い雰囲気
×一部の人たちだけの施設  ×維持費がかかりすぎる
×地域の雰囲気に合わない  ×災害に耐えられない  等

〇お茶や軽食ができる場所  〇ゆったりした駐車場
〇バリアフリー  〇平屋の建物  〇木の温もりを感じられる
〇利用のルールが堅苦しくない  〇分かりやすい案内  等

各グループで挙がった「こんなことが出来たらいいネ！」、「こんな場所があったらいいネ！」についての意見を

計画グループが持ち帰り、整理してまとめました。

２回目からの参加も大歓迎！

秋芳地域の新しい拠点づくりを考える

市民WS便り発行： 美祢市秋芳総合支所 総合窓口課

○問い合わせ先

〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉5335-1

美祢市秋芳総合支所 総合窓口課 

電話:0837-62-1910　fax:0837-62-1828

メール:s-sogomadoguchi@city.mine.lg.jp

基本計画・基本設計策定業務受託事務所

株式会社 龍環境計画 − −(03 3383 8673)



第1回市民WS、新しい地域の拠点が「…だったらいいネ！」のまとめ－1

１.みんなが気軽に集まる
     世代を超えた居場所

３.みんなをつなぐ情報拠点

４.くらしを支える場所

・友達とおしゃべりができる

・高齢者、子どもが集まれる

・学生が集まれる

・大人が集まれる

・散歩中に、ちょっと休めるベンチ、あずまやがある

・くつろげて、散歩ができる公園

・娯楽(囲碁、健康麻雀など)ができて集まれる

・軽食ができて、長く居られる

・ロビーなどで喫茶ができる

・地域(秋吉)の活動の練習ができる

・伝統芸能(草炎太鼓)の練習場所、保管場所

・生け花展ができる

・50人程度が集まれて、踊りや歌の発表ができる

・体操や簡単なスポーツができる

・バレーやバトミントンなどができる

・地区対抗の運動会

・フィットネスクラブのような汗をかけるところ

・ふるさと祭りができるような空間がほしい

・映画の上映会やコンサートができる

・気軽に集まれるカフェ的なスペース

・調理したもの、買ったものを隣で食べられる

・多目的、柔軟に使える広いオープンスペース

・ギャラリーや、民間が入れるスペースなど、いろんな使い方ができる

・民生委員(80人程度)が月一回会合で集まれる

ワークショップで挙がった、新しい拠点が「…だったらいいネ！」についての意見

・観光＋情報の発信、カルストの湯、秋芳洞、ジオパーク

・洞窟探検課…450カ所以上ある洞窟を紹介する

・ジオガイド

・インターネットを活かした町外への情報発信

・子どもが楽しめる図書館(一部で良い)

・社会教育を学べる空間

・楽しく、情報交換(個人の知識を活かせる)が出来る

・学習の場もあり、憩いの場もある図書館

・図書館で子どもの待ち合わせ(一時見守り)

・地域おこし協力隊の事務所

・広い収納庫のある図書館

・本を読む、借りるだけじゃない、新しい図書館

・星がきれいなので天体観測ができる会場

・バイク好きな人が泊まれる

・自転車、トレイルランナーのエイドステーション

・一晩中ワイワイ騒いでもよいところ

・足湯

・ジビエ、加工所(イノシシ、シカ、クマ)

・厚東川流域水族館

・洪水に耐えられる

・地震に耐えられる

・屋内で子どもが遊べるスペース、キッズルーム

・一時的に子どもを見てもらえる仕組み

・授乳室、幼児用トイレをちゃんと整備してほしい

・体育館(コミュニティホール)、災害避難の男女別の空間

・どこで相談したらいいか分かりやすい窓口

・憩いの場と窓口が一緒になっている

みんなが集まれる

おしゃべり、娯楽が楽しめる

散歩の途中に休憩できる

練習、発表ができる

イベントができる

運動、スポーツができる

地域の情報、観光情報を発信できる

子育て世代が気楽に立ち寄れる

災害のときに頼りになる

喫茶、軽食ができる

図書館に学習の場、憩いの場がある

外から来た人も、地域の人も楽しめる

窓口がわかりやすい

多目的に使えるオープンスペースがある

図書館で子どもと一緒に楽しめる

「…だったらいいネ！」を実現するための、

新しい地域の拠点づくりの目標

目標を実現するために

必要な機能

・落ち着いて相談ができる 落ち着いて相談ができる

・カフェ、軽食スペース

・新聞、雑誌コーナー

・ギャラリー

・和室

・研修室、会議室

・多目的ホール

・ロビー

・読み聞かせコーナー

・多目的ホール

・地域資料コーナー

・市民サロン

・ベンチ

・調理室

・相談コーナー

・総合窓口カウンター

・開架図書、子ども図書

・地域情報、観光情報コーナー

・閲覧、学習スペース

・広場

・多目的ホール、和室

談話、交流

喫茶、軽食

図書館活動

手続、相談

情報発信

新聞、雑誌閲覧

災害時避難所

・多目的ホール

・備蓄倉庫

・オープンスペース

文化活動

運動、スポーツ

イベント

・草炎太鼓

・民舞

・琴

・詩吟

・カラオケ

・生け花

・書道

・写真

・調理実習

・バトミントン、バレー

・体操、ヨガ

・ふれあい祭り

・コンサート

・映画の上映会

・窓口、キャッシュコーナー

・移動販売

・共同売店

・スーパー、コンビニ

銀行

買い物

・授乳室

・キッズルーム

・子ども用トイレ

子育て支援

休憩

必要な場所・空間

２.市民がさまざまな活動
     を展開する活動の場

・道の駅の併設

・買い物、貯金、郵便など、一ヶ所で日常の用事が済ませられる

・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等の併設

一度にいろんな用事を済ませられる

・土地の一部で良いので、民間の利用が可能になる箇所
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・秋芳の自然に合ったデザインの建物

・地域の雰囲気に合った建物

×ランニングコストがかかりすぎる

×夏に冷えすぎ、冬に暑すぎる

×大き過ぎる建物は不可

×子孫に多くの負の遺産を残す

×風通しが悪く、いやな臭いがする

×快適に過ごしづらい

×私語禁止の図書館

×飲食完全禁止の施設

×使用手続きがめんどうくさい

×使用料が高い

×使用内容の制限が厳しい

×施設の使用方法が堅苦しい

車を運転しなくても公共交通を使って利用しやすい施設

公共交通の拠点になってほしい

バスやタクシーの待合ができる

ゆったりした駐車場

バリアフリーになっている

平屋または1階だけで用事が済む

分かりやすい案内図

外から使える車いす対応のトイレ

・平屋が良い。高齢者にとって2階へ登るのはきつい

・何階建てになってもいいけど、お年寄りの用事は全て1階で済む

・調理室は１階の方がいい

・どこで相談したら良いか分かりやすい案内図がある

・どこに行ったら○○(居場所)があるか分かりやすい

・窓口の案内図が分かりやすい

・バスの待合室になるスペースがあり、色々なバスが停まる

・交通の拠点となる場所

・公共交通機関が集まる場所

・秋吉駅を総合庁舎の一角に移し、地域交通のハブ機能を高める

・敷地構内に、秋吉駅の移築

・アクセスしやすい(バス停)

・地域で皆(多人数)が乗れる車

・駐車場はゆったりしたスペースをとって欲しい

・バス待機所、タクシー待機所

・バス乗り場。ターミナルのようにして、待ち時間に図書館、公民館

・バリアフリーの建物エリア(敷地も含めて)

・身障者でも使える施設、設備

・秋芳産の木材を使った施設

・木がふんだんに使われた建物

・木造で、木の温もりを感じられる

・地域の外から来た人も使いやすい、車いす利用に対応したトイレ

・施錠の工夫で、施設が閉まっていても利用できるトイレ

秋芳産の木材を使った建物

維持費がかかりすぎる施設はお断り 

地域の自然、雰囲気に合った建物

快適に過ごしづらい建物はお断り 

利用の制限が厳しい施設はお断り 

どんな人でも利用しやすい、ユニバーサルデザインの施設

秋芳産の木材を使った、地域の自然、風景に合う施設

使用料が高い、手続きが面倒な施設はお断り 

快適に過ごせて、維持費になるべくお金がかからない施設

運営のルールに柔軟性があり、みんなが気軽に使いやすい施設

ワークショップで挙がった、新しい拠点が「…だったらいいネ！」についての意見 新しい地域の拠点づくりの目標

ワークショップで挙がった、「こんな地域の拠点はお断り！」についての意見

×修繕ができない建物

×すぐに壊れる建物、雨漏りする建物

×暗いイメージの空間

第1回市民WS、新しい地域の拠点が「…だったらいいネ！」のまとめ－2

新しい地域の拠点づくりの目標

入りにくい、集まりにくい施設はお断り  

×入りづらい、集まりにくい

×一部の人のためだけの施設
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・カフェ、軽食スペース

・新聞、雑誌コーナー

喫茶、軽食

新聞、雑誌閲覧

・ギャラリー

・和室

・研修室、会議室

・多目的ホール

み
ん
な
が
頼
り
に
で
き
る
、
く
ら
し
の
中
心
を
つ
く
る

・ロビー

・読み聞かせコーナー

・多目的ホール

・地域資料コーナー

・市民サロン

・ベンチ

・調理室

・相談コーナー、相談室

・総合窓口カウンター

・授乳室

・キッズルーム

・開架図書、子ども図書

・地域情報、観光情報コーナー

・子ども用トイレ

・閲覧、学習スペース

・広場

・多目的ホール、和室

１.みんなが気軽に集まる世代を超えた居場所

３.みんなをつなぐ情報拠点

２.市民がさまざまな活動を展開する活動の場

４.くらしを支える場所

談話、交流

図書館活動

文化活動

手続、相談

子育て支援

情報発信

運動、スポーツ

災害時避難所

イベント

新しい拠点が備えるべき基本要素

・多目的ホール

・備蓄倉庫

・草炎太鼓

・民舞

・琴

・詩吟

・カラオケ

・生け花

・書道

・写真

・調理実習

・バトミントン、バレー

・体操、ヨガ

・ふれあい祭り

・コンサート

・映画の上映会

・オープンスペース

施設づくりの目標と備えるべき4つの要素 目標を実現するために必要な機能 必要な場所・空間

休憩

・窓口、ATMコーナー

・移動販売

・共同売店

・スーパー、コンビニ

銀行

買い物
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公民館と図書館の解体跡地に、新総合支所を建設する総合支所の解体跡地に、新総合支所を建設する 体育館の解体跡地に、新総合支所を建設する

１．総合支所から仮設施設への引越、既存総合支所の解体

２．解体跡地に新総合支所の建設

３．仮設支所、既存公民館、既存図書館から新総合支所へ引越

４．既存公民館、図書館の解体、跡地整備

５．施設全体完成

１．公民館、図書館から仮設施設への引越、既存公民館、図書館の解体

２．解体跡地に新総合支所の建設

３．仮設公民館・図書館、既存総合支所から新総合支所へ引越

４．既存総合支所の解体、跡地整備

５．施設全体完成

１．既存体育館の解体

２．解体跡地に新総合支所の建設

３．新総合支所完成後、既存総合支所、公民館、図書館から引越

４．既存総合支所、公民館、図書館の解体、跡地整備

５．施設全体完成

施設整備の

手順

配置計画

のイメージ

新総合

支所

新総合

支所

新総合

支所

評価

安全性 老朽化した、旧耐震基準の体育館が敷地内に残る
×

敷地内のすべての建物が新耐震基準となる老朽化した、旧耐震基準の体育館が敷地内に残る

◎
×

評価項目 評価 評価

秋吉

保育園

秋芳

保健ｾﾝﾀｰ

訪問看護

ｽﾃｰｼｮﾝ

旧施設課

(解体)

ﾃﾆｽｺｰﾄ
ﾌﾟｰﾙ

秋芳地域

福祉ｾﾝﾀｰ

ＪＡ山口

ﾏｰﾙ

秋吉公民館

(解体)

秋芳図書館

(解体)

秋芳体育館

(既存)

秋吉

保育園

秋芳

保健ｾﾝﾀｰ

訪問看護

ｽﾃｰｼｮﾝ

旧施設課

(解体)

ﾃﾆｽｺｰﾄ
ﾌﾟｰﾙ

秋芳地域

福祉ｾﾝﾀｰ

ＪＡ山口

ﾏｰﾙ

秋芳総合支所

(解体)

秋吉

保育園

秋芳

保健ｾﾝﾀｰ

訪問看護

ｽﾃｰｼｮﾝ

旧施設課

(解体)

ﾃﾆｽｺｰﾄ
ﾌﾟｰﾙ

秋芳地域

福祉ｾﾝﾀｰ

ＪＡ山口

ﾏｰﾙ

秋芳総合支所

(解体)

秋吉公民館

(解体)

秋芳図書館

(解体)

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

S=1:2,500

秋芳体育館

(既存)

駐車場 新総合支所の近くに十分な駐車場が確保できない

◎△
新総合支所の近くに十分な駐車場が確保できない 新総合支所の近くに十分な駐車場が確保できる×

仮設施設 総合支所機能を維持するために必要、費用大 ×
× △

引越し 整備期間中に総合支所の引越しが2度あり、負担大

公民館および図書館機能を維持するために必要、費用大

中学校体育館等を代替利用すれば不要

整備期間中に公民館、図書館の引越しが2度あり、負担大 体育館の引越しは負担が少ない

〇×
×

(秋芳体育館は、旧耐震基準であること、雨漏りがあることなどから、現状の

 利用は少ないため、中学校体育館等で代替利用が可能であると考えられる)

利

便

性

経

済

性

秋芳体育館を解体し、その跡地に新総合支所を建設することが安全性、利便性、経済性の面で最も優れている。比較検討結果：

駐車場

(40台程度)

駐車場

(40台程度)

駐車場

(50台程度)

駐車場

(30台程度)

駐車場

(80台程度)

敷地Ａ

敷地Ｂ

敷地Ａ

敷地Ｂ

敷地Ａ

敷地Ｂ

建設場所の比較検討 資料-5
秋


