
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■⽬的-3■ こと                          

◆ お問い合わせ先 ◆ 
伊佐市役所 財政課 庁舎建設推進係 

〒895-2511 伊佐市⼤⼝⾥1888 番地 電話 0995-23-1311（内線 1147）

［⼈が集う（にぎわい創出）ため］ 
＜⼤⼝ふれあいセンター＞        
・チャレンジショップがほしい 
・居酒屋（伊佐の焼酎の紹介をしやすく） 
・市議会の様⼦やPRがTVで流れるスペー

ス 

＜スクエア広場＞            
◎スクエア広場で集えるようにする（屋根、

ベンチを設置する等） 
◎スクエア広場でイベント利⽤をしやすく

する（敷地をフラットにする、電気、⽔
場を設ける、パラソル付きのテーブル、
椅⼦、移動販売⾞等で飲⾷ができる場所
にする等） 

＜複合施設全体＞            
◎特産品・観光案内窓⼝（情報集積） 
・商店街に隣接した多⽬的広場（にぎわい

をつくるため） 

［快適に過ごすため］
＜庁舎＞                
・明るい待合室がほしい 
・グリーンスペース（座る・愛でる・話す） 

＜⼤⼝ふれあいセンター＞        
◎ふれあいセンターの空調の整備をする 
・アトリウムの天井の断熱をする 
・アトリウムの椅⼦を新しく 
・今より区切られた居⼼地の良いスペース 
・各⼩学校の紹介ブース 
・３Fで飲⾷を可能にしてほしい 
・施設を明るくする 
・資料館は壊れているものを修理する 

＜スクエア広場＞            
・スクエア広場の段差をなくす 
・スクエア広場を樹⽊や芝にしてくつろげ

る感じにしてほしい 
・噴⽔の復活 
・ガードレールの⾒栄えをよくする 

＜中央公園＞              
・⽊陰がある公園 

［観光振興のため］
＜複合施設全体＞            
・他市からの⼈が来る場所にする 
・伊佐の⾷材を使った⾷堂 
・井上雄彦⽒に壁画を頼み観光スポットに 
・井上雄彦美術館をつくる 
 （クオンタイズ、榎⽊孝明 他） 
・スラムダンクの銅像（モニュメント）を

設置し、聖地にする

［市⺠の知識向上のため］ 
＜⼤⼝ふれあいセンター＞        
◎活動の様⼦が⾒える貸しスペース（ダン

ス室、和室、調理室など） 
・図書館で本を読む（座って・のんびり）

スペース 
・図書館の本を充実させる 
・明るくWi-Fiが使えるカフェ図書館 
・パソコン室がほしい 

［⼈と⼈がつながるため］ 
＜複合施設全体＞            
・親⼦連れ（乳幼児）が無料で遊べるスペ

ース 
・児童館のような場所 
・若者が集まるスペース（談話室） 
・⺠間のまちづくりにかかわる⼈（NPO等）

の集まれる場所 
・情報が集まる場所 

◎が付いている意⾒は複数のグループで出た意⾒です  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News 第２号

伊佐市 新庁舎建設 向   

市⺠       

第２回伊佐市の新庁舎建設に向けた市⺠ワークショップを開催しました 

◆第２回ワークショップ◆ 
 

開 催 ⽇ １０⽉２７⽇（⽇） 
開催時間 14 00 16 00 
開催場所 ⼤⼝元気こころ館 

多⽬的ホール 
 

-------------当⽇のプログラム------------ 
①開会 
②前回のふりかえり・情報提供 
③グループ分け 
④ワークショップ－１ 

新庁舎（複合施設）に必要な機能を考える 
⑤ワークショップー２ 
 その機能の⽬的と優先順位を考える 
⑥発表・まとめ 
⑦閉会 

伊佐市では新庁舎建設に向けた検討を進め
ています。新庁舎は、⼤⼝ふれあいセンター周
辺にまちの活性化に寄与する複合施設として
整備する予定です。 

この新庁舎建設に伴い、市⺠の皆さんが⾃由
に意⾒を交換し、アイデアや提案を出し合う全
4回の市⺠ワークショップを開催しています。 

 
第２回⽬は、「⼤⼝ふれあいセンターや中央

公園を利⽤しやすくするために必要なもの、こ
と」「庁舎に新たに必要なもの、こと」につい
て思いを出し合い、それは誰のため、何のため
なのかを確認しながら、新庁舎（複合施設）に
必要な機能を整理しました。

■市⺠ワークショップ全 4 回のプログラム■

第２回 
第３回 

第１回 

第４回 

こんな施設配置にしたい 11 ⽉ 23 ⽇（⼟） 
菱刈庁舎

３階⼤会議室

こんな施設（庁舎）にしたい 10 ⽉ 27 ⽇（⽇） 

回 テーマ（予定） 開催⽇ 会場

こんな地区拠点にしたい 1 階和室

こんな施設の使い⽅をする 12 ⽉ 15 ⽇（⽇） 3 階

9 ⽉ 28 ⽇（⼟） 

⼤⼝元気こころ館
多⽬的ホール

毎回、託児ルームを開設しています     
ワークショップの開催にあたり、⼦育て世代が参

加できるよう、託児ルームを開設しています。今回
は⽇曜⽇ということもあり、⼦どもたちの声で託児
ルームは賑やかでした。ボランティアさんに⽀えて
いただきながらワークショップを開催しています。 

※各回紙⾯を通して、ワークショップの様⼦をお伝えしています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新庁舎（複合施設）に必要なもの、ことについて意⾒を出し合いました 

■⽬的-1■ ひと                          

［みんな、利⽤者のため］ 
＜庁舎＞                
◎相談窓⼝（総合受付）の充実 
◎わかりやすい課の案内と受付 
◎コンシェルジュ（どこに相談すればよい

かがすぐにわかる） 
◎会議室の貸し出しができる 
 →誰でも利⽤できる明るい会議室がある 
・受付の対応（感じがよい、何でも答えて

くれる） 
・時間外窓⼝ 
・⼿続きしやすい動線 
・各係に⾏きやすい間取り 
・ワンストップで届出が済む配置 
・課の配置をまとめる 
・来庁者の⽴場に⽴って対応する 
・椅⼦、ソファーなどがある待合所 
・⼿続き時に待機できるスペース 

＜中央公園＞              
・公園は残したい 
・⽇影ができたり、⾬よけが可能な屋根 

＜⼤⼝ふれあいセンター＞        
◎わかりやすく、誰でも楽に⼊れる⼤きな

エントランス 
・出⼊⼝を他につくる 
・利⽤しやすい部屋（和室から洋室へ） 
・アトリウムのステージをもっと⼤きく 
・アトリウム内に伊佐ヒノキを使って建物

をつくる 
・アトリウムの安全性を周知 

＜複合施設全体＞            
◎建物も⼈も明るい 
◎Wi-Fiが使える 
・いろいろな世代が気軽に交流できる場 
・学習や調べ物ができる場所 
・デジタル掲⽰板（タッチパネル、⼤きい） 
・庁舎と⼀体となったタクシー待ち合わせ

場所、バス停留所 
・スクエア広場をバス停にしてほしい 
・広い駐輪場 
・屋根がある道路（アーケード） 

［⼦育て世代、⼦どものため］
＜庁舎＞                
◎⼿続き時に待機ができるキッズスペース 
・⼿続き時に⼦どもを⾒てくれるスペース 

＜中央公園＞              
・中央公園をもっと広くしてほしい 
・中央公園に⼦どもを快適に⾒守ることが

できる影・屋根・コンテナがほしい 
・遊び場のゾーニング（幼、⼩、中、⾼が

それぞれ遊ぶ場所の確保） 
・中央公園にわかりやすい⼦ども向けの⾶

び出し防⽌の看板の設置 

＜複合施設全体＞            
・⼦どもが安全に遊べる場所 
・⼦どもが⾬天時でも遊べる場所 
・中央公園とキッズスペースをつなぐ通路 
・乳児を連れて⾏きたいと思えるスペース 
・託児機能 
・授乳やおむつ替えスペース

［⾼齢者・障がい者のため］
＜中央公園＞              
・季節の花が楽しめるバリアフリー公園 

＜複合施設全体＞            
◎考え抜かれたバリアフリー 
◎利⽤しやすいトイレ（完全バリアフリー、

洋式へ変更、ウオッシュレットの設置） 
◎⼤きなエレベーター（⾞いすやベビーカ

ーのサイズに対応） 
・ゆったりと通れるスロープ（⾞いすやベ

ビーカーのサイズに対応）

［若者・学⽣のため］
＜複合施設全体＞            
・多⽬的に使えるスペース（⾃習・交流・

リラックス） 
・伊佐についての情報収集ができる場所

（就職情報など） 
・⼀⼈でゆったりと仕事ができる広さ 

⼤⼝ふれあいセンターや中央公園などの既存施設に必要な機能と、新庁舎に必要な機能につい
て意⾒を出し合い、それが何のため、誰のために必要なのかを整理をしました。

◎が付いている意⾒は複数のグループで出た意⾒です

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■⽬的-２■ もの                          

［環境・景観への配慮のため］ 
＜庁舎＞                
◎地元建材を使った建物 
・景観（デザイン）に配慮 

＜複合施設全体＞            
・環境にやさしい 
・再⽣可能エネルギーの活⽤ 
・ごみを分別して捨てられるエコスポット 

［経費・ムダの削減のため］ 
＜⼤⼝ふれあいセンター＞        
◎ふれあいセンターの空間を有効に利⽤ 
・みんなが集う場はふれあいセンターでま

かなう 
・アトリウムはなくてもよい 
・エスカレーターを取り除く 
・利⽤していない部屋は他利⽤⽬的で使⽤ 

＜スクエア広場＞            
◎モニュメント、噴⽔は必要ない 
・スクエア広場は必要ない 

［施設の利⽤しやすさ向上のため］
＜庁舎＞                
◎⽇常的に多⽬的利⽤できる会議室として

使える議場にする 
・適正な規模の市⻑室 

＜⼤⼝ふれあいセンター＞        
◎図書館を１階に設ける（⾏きやすい場所

にする） 
◎資料館を移転・移設する（⾏きやすい場

所にする） 
・多⽬的ホールを１階に移す 
・展⽰コーナーを利⽤しやすいギャラリー

にしたほうがよい 
・和室を板張りにして和洋で使えるように

する 
・施設の無料化 

＜複合施設全体＞            
・スクエア広場からふれあいセンター、中

央公園まで通り抜けができる空間 
・ふれあいセンターと庁舎が⾏き来しやす

いように廊下でつなぐ 
・ふれあいセンターと公園がアクセスしや

すいようにする

［施設の利⽤促進のため］
＜複合施設全体＞            
◎コンビニ機能のあるショップ 
◎カフェ 
◎フードコート、誰でも利⽤できる⾷堂 
・ATMの設置 
・展望室 
・トレーニングルームの拡充（器具等） 
・室内プール 
・ミニホール 
・映画館 
・⼦ども向けに伊佐の歴史を知るスペース 

＜中央公園＞              
・運動施設がある公園 
・⾬天時でも利⽤できる全天候型ドーム 

◎が付いている意⾒は複数のグループで出た意⾒です

［安⼼安全のため］ 
＜中央公園＞              
・中央公園横の道路を広く 
・⼦どもが⾶び出しにくい公園 
・公園道路周辺に⾞が⼊れない配置 
・夜間でも安⼼して通れる街灯の設置 

＜複合施設全体＞            
・明るい廊下 

［防災、災害時対応のため］ 
＜庁舎＞                
◎災害時の避難拠点 
・災害対応の備蓄の拠点 
・防災機能の改善（災害情報伝達機能） 
・災害が起きたときは⾃家発電できる施設 
・災害時のコントロールタワーの機能 


