
波佐見町新庁舎基本設計に対する意見公募の結果公表について 

 

意見募集結果及び寄せられた意見等に対する町の考え方について次のとおり公表します。 

   

令和 3 年７月  

【意見募集の集計結果】 

1 名  称 波佐見町新庁舎建設基本設計【概要版】 

2 意見募集期間 令和 3 年 6 月 21 日～令和 3 年 7 月 20 日 

3 意見の件数（提出者数） 13 件（団体 2、個人 2） 

4 意見の受理方法 

意見受理方法 件数 

投函箱によるもの 5 

郵送によるもの  

ファクシミリによるもの  

電子メールによるもの 5 

その他 3 

5 意見の取扱い 

➀計画済 既に考え方が案に盛り込まれているもの 1 

➁参考 今後の参考とするもの 10 

③その他 そのほか意見として伺ったもの 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



【意見等の内容とそれに対する町の考え方】 

№ 意見内容 分類 町の考え方 

1 議会でも質問が上がっていましたが

事業費の高騰が質問されていました。

各項目、内容別に概算事業費が表示さ

れています。 

ただ、工事費、購入品、材料費など正

当な作業時間、個々の購入品、材料の

価格などが比較検討できないので事業

費の説明ができないのではないでしょ

うか？ 

そこで、業者さんから提出されてい

る見積りを公開していただけないでし

ょうか。 

 

③ 今回、新庁舎建設基本設計概要版

を基に意見公募を実施しており、各

項目の概算工事費を提示しており

ます。今後は、実施設計を進める中

で詳細な工事費を算定していき、予

算を計上していきたいと考えてい

ます。 

 現在の工事費や什器等の購入費

につきましては、近年の先行自治体

建設の工事費等を参考に提示して

おります。 

 

2 災害、緊急事態のとき、町民は新庁

舎を使えますか。 

 

② 新庁舎自体は、災害緊急事態の際

には、災害対策本部として運用する

ため、町民の皆様の避難所としての

活用は想定しておりません。 

町民の皆様におかれましては各地

区の指定避難所をご利用ください。 

 一方で災害の規模や状況によっ

ては、新庁舎や新庁舎敷地の有効利

用を柔軟に計画してまいりたいと

考えています。 

 

3 非常用発電機、受変電設備等を屋上

に設置されるようですがメンテナンス

のための車の進入路は必要ないでしょ

うか。 

② 屋上に設置予定の大型機器（重量

物）のメンテナンスのための搬出入

に関しては、クレーン車などを用い

て北側公用車駐車場からの作業を

計画しております。ご指摘の進入路

につきましても十分に検討し計画

してまいります。 



№ 意見内容 分類 町の考え方 

4 新庁舎配置図に保護動物保管のため

の建屋が見受けられません。もし新し

く建てるのであれば保護動物保管の建

物の詳細を提示してください。（設置場

所、施設寸法、材質、施設内容など） 

② 保護動物保管施設に関しては、新

庁舎東側に計画しております。詳細

につきましては実施設計の中で検

討し計画してまいります。 

 

5  災害や緊急対策のための備蓄品はど

こに保管されるのでしょうか？また、

その名称、その数量の根拠をお示しく

ださい。 
 

①  新庁舎の備蓄品は、敷地北側の水

防倉庫と併設して設置する「備蓄倉

庫」に保管を考えています。備蓄数

量に関しては、新庁舎では主に職員

が迅速に災害対応するための備蓄

を計画しています。 

なお、各避難所の備蓄品に関して

は、災害時に混乱することがないよ

うに各避難所に保管し、数量の根拠

につきましては、⾧崎県の災害時の

物資備蓄等に関する基本方針に示

されており、備蓄目標量は人口の

5％×3 日分と示されており、被災に

より自ら備えた備蓄品を持ち出す

ことができない避難者の 3 日分を

目標としています。（流通備蓄を含

む） 

数量についてですが、Ｒ3.4.1 現

在、人口 14,536 人×5％≒730 名程

度の備蓄を想定しています。 

・食料 女性 1 日平均 1,700kcal 

男性 2,200 kcal(農林水産省 HP)×3

食×3 日分 

・水 1 人 1 日 9Ｌ 

・毛布 1 人 1 枚 

その他、新型コロナウィルス対策の

消毒液やパーテンション、子供用ミ

ルクや高齢者のためのベッドの準

備を進めています。 
 



№ 意見内容 分類 町の考え方 

6 既存庁舎利用計画における新館（議

会棟）を町立図書館にしてほしい。 

 

③  現在、既存庁舎利用計画において

新館（議会棟）を図書館に整備する

計画はありません。概要版に提示し

ている多目的利用についても様々

な意見が出ていて、各部署が有効に

利用するために協議を重ねている

状況です。 

 図書館のあり方はここ数年で、大

きな変化を全国各地で見せていま

す。地域の知の拠点、生涯学習の拠

点として貸出利用が拡大する一方、

その集客力にも注目が集まってき

ています。 

 こうした状況を踏まえ、波佐見町

図書館の新たな役割と可能性を模

索しながら、波佐見町にふさわしい

図書館の整備に努めていかなけれ

ばいけないものであると考えてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 意見の内容 分類 町の考え方 

7 今まで通り総合文化会館内に教育

委員会が一体となって存続すべきで

ある。町⾧部局と離れた所になります

が、これまでの町⾧との連絡会議や近

年のネット社会の中での連携に向け

て対策が図られることを希望します。 

 

②  平成 10 年 3 月の総合文化会館の

開館に伴い教育委員会は役場から

総合文化会館内に設置されていま

すが、近年の教育委員会を取り巻く

環境の変化から今後ますます町⾧

部局の連携が必要になっており、今

回の新庁舎建設に合わせて教育委

員会事務局を移転することにして

います。 

一方で総合文化会館の施設の利

用及び管理を外部委託することで

総合文化会館の業務は、従来どおり

行うこととしています。 

また、新庁舎に移転することで町

⾧部局の各部署と日頃から顔を合

わせて情報共有、連携を図るメリッ

トは大きいものがあると考えてい

ます。 

 

8 町⾧部局との連携のため、教育委員

会移転が止むなしであれば、町民と密

接な関係であるべき社会教育部門は

現状のまま総合文化会館内に存続す

べきと思います。 

過去は教育委員会内に学校教育管

理課と社会教育課があり、課制を引か

れていましたので、検討してはどうか

と思慮します。 

 

②  本町程度の規模で教育委員会事

務局内に課制を設けているのは少

なく現在の体制が効率的と考えて

います 

また、社会教育部門を総合文化会

館内に残すことは、学校教育部門と

の連携に大きな支障が出ることか

ら厳しいものと考えています。 

 

 

 

 

 

 



 

№ 意見の内容 分類 町の考え方 

9 昨今高齢化が進み、本協会において

も高齢化しており、若者の文化・体育

活動を支援し、活力ある波佐見町づく

りを図る必要があると思われます。 

 

②  新庁舎に移転することで更に町

⾧部局の各部署との連携を進め、社

会教育活動の充実を図ることで協

会の活動を支援したいと思います。 

10 総合文化会館に教育委員会があるこ

とが、事業との一体感があり現状がベ

ストであること。 

②  平成 10 年 3 月の総合文化会館の

開館以来、教育委員会事務局は、現

在の総合文化会館内に設置されて

おり町民皆様にも馴染みがあると

思っています。 

 一方で教育委員会を取り巻く環

境は大きく変化しており、今後ます

ます町⾧部局の連携が必要になっ

ており今回の新庁舎建設に合わせ

て教育委員会事務局を移転するこ

とにしています。 

 また、総合文化会館の施設の利用

及び管理を外部委託することで総

合文化会館の業務は、従来どおり行

うこととしています。 

11 現在の教育委員会は、隣地に波佐見中

学校、中央小学校、体育センターがあ

り確かな文教ゾーンが形成されてい

る。 

②  教育委員会事務局が新庁舎に移

転しても、当地区が文教ゾーンであ

ることには変わらず、各学校との連

携もこれまで同様に行います。 

 また、総合文化会館の事業自体が

無くなることはありませんので、新

庁舎に移転することで町⾧部局と

の連携を進め教育行政の充実を図

っていきたいと考えています。 

 

 

 

 



№ 意見の内容 分類 町の考え方 

12 歴史文化交流館に職員が配置され

る予定であり、体育イベント、文化面

の殿堂である総合文化会館に職員が

配置することは実務的にも合理的で

町民サービスに大いにつながってい

ること。 

②  町内の陶芸の館、勤労福祉会館、

農村環境改善センターの施設の利

用及び管理は外部に委託されてい

ます。 

 総合文化会館についても利用及

び管理を外部に委託することで教

育委員会の事業効率化が図られ町

民のサービス向上が図られるもの

と思います。 

13 移転するメリットとして、①横断的

な課題に対しての各課の打ち合わせ

が容易であることや、②事件防止策と

してのチェック機能が働くことが挙

げられますが、①については、電子機

器やズームなどの情報機器の活用で

日常的には済ませられること。細かい

打ち合わせは新庁舎に出向くことを

厭わないことで解決できること、②に

ついては、職員一人一人の倫理観の醸

成が基本であり日常のチェックは教

育⾧はじめ管理職の務めであること

を忘れないことで解決できること。 

②  教育⾧をはじめ教育委員会事務

局職員は、これまでも庁舎に随時出

向いて打ち合わせ等を行っていま

すが、物理的な距離があることから

互いに疎遠となっていることは否

めません。 

 教育委員会を取り巻く環境が変

化の時代にあって、新庁舎に移転す

ることで日常的に顔を合わせ、互い

に相談できる体制を整えることが

倫理観の醸成を更に深めることが

できると考えています。 

 


