
益城町新庁舎建設基本構想・基本計画（案）に対する 

意見公募（パブリックコメント）の結果 

 

                              

１ 結果概要 

（１）募集方法等 

募集期間 平成３０年１月１６日（火）～２月５日（月） 

意見提出方法 直接提出・郵送・ファックス・電子メール・町ホームページ 

基本構想・基本計画（案）

の閲覧場所 

益城町役場仮設庁舎・交流情報センター・益城町図書館・保健福祉

センター・児童館・各仮設住宅集会所（みんなの家）・つどいの広場

とんとん・ましきラボ・ミライバコ・各校区公民館分館 

 

（２）提出数、提出方法、意見数 

提出数 １５通 

提出方法 直接提出（１３通）・町ホームページ（２通） 

意見数 ３７件 

 

（３）項目別の意見数 

第 1章 はじめに 基本構想・基本計画策定の目的 ０件 

第２章 新庁舎建設の必要性 ５件 

第３章 新庁舎建設検討の経緯 ０件 

第４章 新庁舎建設の基本理念と基本方針 ０件 

第５章 新庁舎の機能 ２２件 

第６章 新庁舎建設の基本指標・規模  ３件 

第７章 新庁舎の建築計画  ３件 

第８章 今後の検討課題  ０件 

その他  ４件 

 

２ ご意見（要旨）と町の考え方 

 

第２章 新庁舎建設の必要性 

 ５ 新庁舎の位置づけ 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

1 ６ 「再生エネルギー」という単語はあまり

相応しくない気がする。（環境省、経産省

などもこのワードは「再生可能エネルギ

ー」の表現で使用している。） 

ご意見のとおり「再生エネルギー」とい

う単語はふさわしくないと思われますの

で「再生可能エネルギー」に修正します。 



 ６ 新庁舎の必要性  

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

２ ８ ８ページの(3)「交通の利便性の確保」の

中で「新庁舎は町の中心部に位置し、こ

れまでも業務機能の集積が図られてきた

経緯があります。バスや自動車などの交

通利便性が高く利用しやすい立地条件を

有しています。」とあるが、 

①「新庁舎」なのに文末が「経緯があり

ます」なのは違和感がある。 

校正案⇒これまでの庁舎は町の中心部に

位置し、業務機能の集積が図られてきた

経緯があります。 

②「交通利便性が高い」という表現につ

いて、どのように利便性が良いのか。バ

スは木山地区に昔からバスが通っている

からという理由から、周知の事実に感じ

るが、自動車については何がどのように

住民にとって利便性がいいのかこの文章

だとわかりにくい。 

校正案⇒交通環境についても、路線バス

が通っており、町内の様々な場所からア

クセスしやすい立地条件を有していま

す。 

「交通の利便性の確保」について、ご意

見の校正案のとおり修正します。 

３ ８ 

13 

14 

34 

44 

健康づくり推進課を新庁舎に配置してほ

しい。理由は以下のとおり。 

(1)ワンストップサービス機能の充実 

(2)町民自治の拠点 

(3)各課間のコミュニケーションが取り

やすい配置（福祉課や職員間の連携強化

などが期待される。） 

※転入、転出など、住民も約２㎞の移動

負担が大きい。 

ワンストップサービス機能の充実、効率

的な課の配置等の観点から、健康づくり

推進課の新庁舎への配置について、検討

を行います。 

４ ８ 

13 

14 

34 

この基本構想では健康づくり推進課は新

庁舎に入っていない。出生・転入などお

子さんがいる方の手続きは時間がかか

る。役場でやっと手続きが終わったあと

ワンストップサービス機能の充実、効率

的な課の配置等の観点から、健康づくり

推進課の新庁舎への配置について、検討

を行います。 



44 に、保健センターへ手続きに行くように

なる。 

高齢者の方も車を持たずバスやタクシー

で来られる方も、役場で手続きを済ませ、

予防接種や健診などについては、また保

健センターにバスやタクシーで移動しな

ければならない。 

せめて庁舎移動はしなくていいように同

じフロア内で手続きできるように改善し

ないとワンストップサービスにはならな

いのではないか。 

５ ８ 

13 

14 

34 

44 

「ワンストップ・ワンフロア化」を考え

るのであれば、健康づくり推進課を庁舎

内に設置すべき。健康づくり推進課は、 

子どもから高齢者まで関係のある課なの

で、役場から保健福祉センターへ来てい

ただくのは不便である。 

ワンストップサービス機能の充実、効率

的な課の配置等の観点から、健康づくり

推進課の新庁舎への配置について、検討

を行います。 

 

第５章 新庁舎の機能 

 １ 町民利用機能  

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

６ 15 

17 

案内表示は、上部だけでなく床にも必要。

（高齢者等は下へ目線がいくため） 

ご意見を参考に、基本設計時に設置につ

いての具体的な検討を行います。 

 

７ 15 

17 

役場の中に行くときに、目的地まで色を

たどって行けるようになるといいと思

う。 

ご意見を参考に、基本設計時に設置につ

いての具体的な検討を行います。 

 

８ 15 

 

 

駐車場は、雨の日でも車いすやベビーカ

ー利用の方が濡れずにゆっくり乗り降り

でき、庁舎内部へもスムーズに入れるよ

う、屋根付き駐車場を十分な台数確保し

てほしい。 

来庁者用の屋根付き駐車場につきまして

は、他庁舎の事例も参考に、適宜台数を

確保します。 

９ 15 

 

 

車いす使用者や高齢者、乳幼児連れの保

護者などが雨の日も濡れずに庁舎内に入

れるよう庇付の玄関にしてほしい。 

ご意見を参考に、基本設計時に設置につ

いての具体的な検討を行います。 

 

 

 



10 17 キッズスペースは不要と思う。現在の仮

庁舎が完成した当初にはキッズスペース

があったが、現在は会議室になっている。 

キッズスペースの設置につきましては、

他庁舎の事例も参考に、継続して検討し

ます。 

11 17 授乳室にはオムツ交換台と手洗い場も必

要。（授乳後にオムツを交換する場合も多

く、汚れた手もすぐ洗えるように） 

多目的トイレ等でオムツ交換ができるス

ペース（折りたたみベビーベッド等）を

確保する予定です。授乳室への設置につ

いては、衛生面も配慮し、保健所と協議

の上判断します。 

12 17 多目的トイレにもオムツ交換台を設置。

（父親が連れてくる場合もあるため） 

多目的トイレ等でオムツ交換ができるス

ペース（折りたたみベビーベッド等）を

確保する予定です。 

13 17 キッズスペースは窓口で手続きしている

親から見える場所、子どもが１人で外へ

出ないような場所に設置。（子どもだけで

遊ぶ場合危険である。親の姿が見えない

と外に飛び出す。） 

キッズスペースの設置や具体的な仕様・

場所につきましては、他庁舎の事例も参

考に、継続して検討します。 

14 17 授乳室はカーテンで仕切れるようになっ

ていると使いやすい。また、子ども用ト

イレも付けてほしい。 

カーテンの設置につきましては、ご意見

を参考に、基本設計時に具体的な検討を

行います。 

多目的トイレ等で子ども用トイレの確保

を検討します。授乳室への設置について

は、衛生面も配慮し、保健所と協議の上

判断します。 

15 17 

 

 

授乳室とオムツ交換台をセットで付けて

ほしい。（授乳室にはドアでなくカーテン

を） 

多目的トイレ等でオムツ交換ができるス

ペース（折りたたみベビーベッド等）を

確保する予定です。授乳室への設置につ

いては、衛生面も配慮し、保健所と協議

の上判断します。 

16 17 

 

子育て世代の庁舎利用をより良くするた

めに、ぜひ保護者が安心して利用できる

託児室を設置してほしい。 

託児室の設置につきましては、他庁舎の

事例も参考にしながら、運用面や安全面

も含めて継続して検討します。 

17 17 キッズスペースで子どもを遊ばせなが

ら、その傍らで各課の相談・手続きがで

きるようにしてほしい。（例えば可動式相

談・手続き窓口など） 

 

 

ご意見を参考に、適切な行政サービスの

提供に努めます。 



18 17 庁舎入口付近に人の出入りの多い課やお

年寄り、子ども連れ利用者に関係する課

を設けてほしい。 

 

町民の皆様にとっての利便性に配慮し、

庁舎の入口付近に配置します。 

19 18 ポスター等の掲示スペースをあらかじめ

決めてあったらと思う。 

ご意見を参考に、基本設計時に設置につ

いての具体的な検討を行います。 

20 19 敷地内での喫煙所は、他者へのマナーの

観点から不要と思う。東京オリンピック

を機に庁舎だけでなく飲食店等での喫煙

所のあり方が進められている。喫煙所を

設けると職員のたまり場にもなりかねな

い。（喫煙時間も労働時間のはずで職務専

念すべきでは。） 

敷地内での喫煙所のあり方について検討

を行います。 

 

21 

 

18 

19 

視察などで来庁される人に、町の特産品

ＰＲも兼ねた売店、飲食スペースがぜひ

ほしい。 

売店や飲食スペースにつきましては、他

庁舎の事例も参考に検討します。 

22 19 特産品の売店をおいてほしい。 売店につきましては、他庁舎の事例も参

考に検討します。 

23 19 ＡＴＭ、郵便局機能の設置。 

明るく外の景色、自然を取り入れたカフ

ェスペース（休憩所・売店）の設置。 

ＡＴＭや郵便局機能、カフェスペースに

つきましては、他庁舎の事例も参考に検

討します。 

 

 ４ 防災拠点機能 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

24 23 

27 

防災拠点機能では非常用自家発電機を設

置するとのことだが、太陽光発電で発電

した電力を日常的に充当する「蓄電池」

の設置は検討されないのか。災害対策＋

環境配慮という観点から、今では進めて

いる都道府県が多い。都道府県の補助金

についても確認したほうがいい。 

ご意見のとおり、災害対策・環境配慮の

観点から、「蓄電池」の設置について検討

します。また、国、県の補助制度につい

ても再度確認し、活用できるものがあれ

ば活用していきます。 

25 23 23ページに「他市町村からの応援やボラ

ンティア受入れ可能な駐車場・広場等、

活動スペースの確保について検討しま

す。」とあるが、健康づくり推進課が本庁

に移動することで、保健福祉センターの

スペースを活用できると思われる。 

健康づくり推進課を新庁舎へ移動させる

かどうかについては検討中ですが、ご意

見を参考に、災害対策本部機能の充実と

いう観点から総合的に検討させていただ

きます。 

 



  ６ 環境への配慮 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

26 27 庁舎へ太陽光発電を設置されるようだ

が、その他再生可能エネルギーについて

の設置はどうか。（風力、太陽熱等） 

太陽光発電以外の再生可能エネルギーに

ついても将来の技術革新等を見据え、新

庁舎に設置可能かどうか検討してまいり

ます。 

27 27 

 

 

 

環境への配慮で注目されている電気自動

車の充電スタンド設置に対する補助制度

などもある。今後、電気自動車は欧州主

要メーカーの動きをみてもさらに普及し

てくると思われる。また、県もビジョン

を策定し、インフラ普及にと取り組んで

いる。熊本地震でも電気自動車が発災直

後の役場庁舎で役に立ったといううわさ

も伺っており、庁用車に電気自動車を導

入して、環境配慮へのＰＲと非常時の電

源としての活用という点でも考えてみて

はどうか。 

電気自動車充電スタンドについては、他

庁舎の事例や周辺施設への設置状況を参

考に検討します。 

また、国、県の補助制度についても再度

確認し、活用できるものがあれば活用し

ていきます。 

 

第６章 新庁舎建設の基本指標・規模 

 ４ 駐車場・駐輪場の規模 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

28 35 

36 

車いす用駐車スペース２台の他に、高齢

者・障がい者・妊婦の方等用に２台程度

確保を希望する。新しい庁舎に両方にや

さしい駐車場の確保をぜひお願いする。 

車いす用駐車場の他に、歩行に配慮が必

要な高齢者・障がい者・妊婦の方などの

ために、対象者を表すシンボルマーク等

の設置により、一般駐車場を優先的に利

用できるようにすることを検討します。 

29 35 

 

ベビーカーや車いすでも乗り降りしやす

い駐車スペースの確保。 

小さな子ども連れ優先の屋根付き駐車ス

ペース（雨の日には傘をささずに建物内

に入れる）を設けてほしい。 

ご意見を参考に、基本設計時に設置につ

いての具体的な検討を行います。 

 

 

 

 

30 36 職員用の駐車場用地として 5,760㎡を確

保される予定で進められているが、職員

自身が確保すべきではないだろうか？ 

今後、庁舎内にイベントスペースや食堂

新庁舎敷地内の駐車場につきましては、

来庁者用駐車場の確保を最優先に考えま

す。ご意見を参考に、基本設計の段階で

敷地全体の各ゾーン面積の精査を行い、



を設置されるなら、駐車台数や滞留時間

が長くなる。職員用に確保する部分を開

放するべきである。また、町で確保する

ならそれなりの対価を役場の収入とする

べきではないか。公共交通や自転車通勤

へ促すきっかけにもなるし、ＣＯ２排出

の抑制にもなる。 

職員駐車場についても、効率的効果的な

コスト縮減に努めます。 

 

 

 

第７章 新庁舎建設の建築計画 

 １ 設計条件の整理 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

31 39 【新庁舎建設候補地の比較・評価】表の 

③利便性の【２案】及び【３案】の課題

と対応策について。 

課題で「県の補助を受けた周遊バスは運

行しているが、災害公営住宅の建設に伴

い廃止の可能性有り」とあるが、国から

も補助を受けている。また、仮設住宅の

延長が決まり、次年度以降も大半の人が

仮設住宅に住む状況を考えると、災害公

営住宅の建設に伴って廃止される可能性

が高いものではないと考える。仮設住宅

の集約が進んだ場合に廃線・縮線の可能

性がでてくると思う。  

（校正案） 

課題：国や県から補助を受けた周遊バス

は運行しているが、仮設団地の集

約化等により廃線の可能性有り 

対応策：国や県に対し、継続的な補助の

要望を行いつつ、バス以外の公共

交通についても検討が必要 

ご意見の校正案のとおり修正します。 

 

 ２ 新庁舎の計画 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

32 46 

～ 

48 

・本庁舎が基礎まで大きな被害を受けた

のだからきちんと整地、土地造成をして

新庁舎を建設したほうがいい。 

ご意見を参考に、基本設計時に造成計画

や庁舎の配置計画、敷地内整備など具体

的な検討を行います。 



 ・熊本地震では阪神淡路大震災のような

大規模火災は時間帯のせいか無かったが

庁舎周りにはある程度空間が必要だと思

う。 

・半地下のある構造は、毎年起こる梅雨

や台風に耐えられるように雨水対策をし

っかりやってほしい。 

・町民体育館や公民館跡地を使ってしま

うが、あまり欲張らないで災害対策とワ

ンフロア化をまずきちんと押さえてほし

い。 

また台風や豪雨、地震等の災害対策を図

ると共に、町民の皆さまが利用しやすい

庁舎づくりを目指します。 

 

 

 ３ 実現化方策 

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

33 51 庁舎建設にあたっては復旧事業債を想定

されているとのことだが、他に使用でき

る財源はないか他の部署にも協力しても

らうなどして、確認した方が良いかと思

う。 

庁舎建設の財源につきましては、関係部

署と相談しながら進めていますが、国や

県の補助制度など、他に利用できる財源

がないかどうか、確認していきます。 

 

その他  

№ 頁 ご意見（要旨） 町の考え方 

34 _ 

 

1.新庁舎はなぜ元の場所に建てるのかわ

からない。地盤の弱い場所だし。それよ

り、仮の庁舎のある今の場所に建てたほ

うがいいと思う。木山地区を変えていく

より北の仮庁舎のある付近を改革してい

ったほうが１０年後、２０年後を考える

とずっといいと思う。地震の時に道路な

ど安定した場所は木山の北の方だったと

思う。町民みんなが避難する場所は木山

北側（今の仮庁舎あたり）と思う。 

2.社協など（福祉）も役場の中に一緒に

作るべきである。 

 

 

1.新庁舎の位置につきましては、新庁舎

建設検討委員会において、現庁舎周辺と

することを了承されています。 

また、益城町復興計画では、現庁舎周辺

を行政・商業・サービス・交通結節等、

高次の都市機能誘導を図る都市拠点と位

置付けています。 

新庁舎を建設するにあたっては、免震構

造の採用等により建物構造体の耐震安全

性を確保するとともに、敷地内の必要な

地盤調査等により安全性を十分確認した

うえで進めてまいります。 

2.社会福祉協議会の事務スペースにつき

ましては、社会福祉協議会の意向や県内

各市町村の事例等も踏まえて検討を行い



ます。 
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1.町全体のイメージを存在感のある街づ

くりを重点にすべきである。 

2.将来を見据えて 30年～50年後の人口

10万、20万を予測して計画すべきであ

る。 

3.場所は現在の仮庁舎付近とする。 

条件として下記のことを進言する。 

(1)グランメッセ木山線まで市街化区域

を拡張する。 

(2)町の行政機関を現在の仮庁舎付近に

統合する。 

(3)震災住宅を 2000～3000棟、仮庁舎付

近に建設する。 

(4)市街化区域に拡張した場所を区画整

理して災害復興住宅にする。 

(5)グランメッセ木山線を４車線化にし

て、町全体を活性化する。 

(6)区画整理後の分譲は災害復興住宅を

優先に格安で供給する。 

(7)町営住宅は平屋が望ましいが、鉄筋４

階も１０棟程建設する。 

(8)グランメッセ木山線には病院、店舗、

スーパー等を誘致する。特に、食事が

できる道の駅などを希望する。 

1.益城町の歴史文化や豊かな自然環境と

調和した町民から親しまれる庁舎の建設

を目指します。 

2.平成２８年３月に公表した第５次益城

町総合計画後期基本計画で掲げてあると

おり、平成３２年の目標人口を 36,000人

として設定しています。 

3.新庁舎の位置につきましては、新庁舎

建設検討委員会において、現庁舎周辺と

することを了承されています。 

また、復興計画では、現庁舎周辺を行政・

商業・サービス・交通結節等、高次の都

市機能誘導を図る都市拠点として位置づ

けています。 

新庁舎以外に関するご質問、ご意見につ

きましては、今後のまちづくりの参考と

させていただきます。 
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から今一度検討する必要があるのではな

いか。候補地がなぜたったの三点なのか

決定までのプロセスはいかにも既定路線

への誘導に映る。町の全域を一望でき、

いち早く災害の箇所、状態等が把握でき

て瞬時出動、的確な対応ができ、すべて

の災害における防災拠点となり得る地点

はあるはずである。 

水や樹木、石といった癒し系のものを活

用し、ほっと一息くつろげる空間を造り

だせば、人にやさしい、親しみやすい庁

新庁舎の位置は、新庁舎建設検討委員会

において、現庁舎周辺とすることを了承

されました。 

候補地につきましては、立地条件や交通

の利便性などから３箇所としたもので、

実現性、安全性、利便性、拠点性、経済

性、防災拠点性の６つの視点から総合的

に比較検討されています。 

また、ご意見を参考に、益城町の豊かな

自然環境に配慮した、災害に強く、町民

の皆様に親しまれる庁舎の建設を進めて

いきます。 



舎に近づけるのではないか。 

庁舎建設を急ぐ必要はない。住民の復興

再建、生活の安定を見定めてからでも遅

くはないのではないだろうか。 

なお、新庁舎は、現計画では４年後の完

成を目指しています。ご意見のとおり、

住民生活の再建と安定を第一に考えてい

ますが、町民の生活と安全を守る庁舎の

建設も進めていく必要があると考えてい

ます。 
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閲覧場所で閲覧して理解できるような内

容ではない。このようなやり方で、果た

して何人の方が意見を出せるのか、大い

に疑問である。 

今回は、「益城町パブリックコメント手続

実施要項」に基づいて意見公募（パブリ

ックコメント）を行いました。 

平成３０年度は基本設計の段階に入りま

すが、様々な媒体等でわかりやすく町民

の皆様に情報をお伝えし、ご意見をいた

だきたいと思います。 

 

 


