
【問３】現在の主となる職業　その他

性別 年代 居住年数
女性 70歳代 21年以上 用事がある時だけなので決まってはいない
女性 60歳代 21年以上 決まっていない

性別 年代 居住年数
女性 60歳代 21年以上 介護施設の車
男性 80歳以上 21年以上 他の人の車を利用
男性 50歳代 21年以上 公用車
男性 40歳代 10年以上21年未満 公用車

性別 年代 居住年数
男性 60歳代 21年以上 水道料金の支払い
女性 60歳代 21年以上 水道料金の支払い
女性 10歳代 10年以上21年未満 職場体験
女性 50歳代 21年以上 離島割引カードの作成
女性 60歳代 10年以上21年未満 土地の件
女性 50歳代 21年以上 公共料金の支払い
女性 10歳代 10年以上21年未満 パスポート取得の為
男性 70歳代 ６年以上10年未満 水道料金の支払い
- 80歳以上 10年以上21年未満 伊仙町加工センター利用料納入のため
男性 40歳代 21年以上 ハブ買い取り
男性 50歳代 １年未満 水道料金の支払い
女性 50歳代 21年以上 不在者投票
女性 60歳代 21年以上 さとうきび被害の支援（肥料、除草剤）の申し込み、きび植え付け時の補助

性別 年代 居住年数
男性 50歳代 21年以上 職員の態度、認識不足が気になる。もっと精を出して欲しい。
女性 50歳代 10年以上21年未満 トイレが汚い(整理整頓されていない。掃除がされていない。)
男性 60歳代 10年以上21年未満 町民が利用できるパソコンがない
女性 40歳代 ６年以上10年未満 職員の対応が悪い
男性 60歳代 21年以上 トイレが狭い
男性 60歳代 10年以上21年未満 職員の態度が悪い
女性 30歳代 １年以上３年未満 殺伐とした雰囲気がある。暗い。

女性 30歳代 10年以上21年未満
役場の施設面、環境面以前に職員の態度(接客態度)が悪い。身なりが普段着なのか仕事中か
すら分からない。

男性 50歳代 21年以上 用事があり役場に行った時、責任者が不在の事が多くて困る
女性 50歳代 10年以上21年未満 全体的に暗い感じがする
男性 80歳以上 21年以上 狭いので、もっと広くゆったりとした感じにしてほしい。優しくしてほしい。
男性 60歳代 21年以上 対応が良くない。
男性 80歳以上 21年以上 文化的施設が少ない
男性 50歳代 １年未満 建物が古く、駐車場も舗装していない
男性 20歳代 21年以上 働きづらく感じる
男性 40歳代 １年以上３年未満 防犯、セキュリティレベルの不安
男性 50歳代 １年未満 駐車場が狭い
男性 80歳以上 21年以上 トイレが少ない
女性 50歳代 21年以上 トイレが少ない
男性 70歳代 21年以上 トイレの改善が必要だと思う。
男性 60歳代 21年以上 トイレ環境が悪い
女性 50歳代 ６年以上10年未満 職員が暇そうにしている。対応や態度が悪い。

性別 年代 居住年数

女性 50歳代 21年以上
完全に施設としての機能が低下しているのであれば建て替えても良いが、補強で済む状況であ
れば投資は必要ないと思う。

男性 50歳代 21年以上 費用の負担が大変だから
女性 50歳代 10年以上21年未満 建て替えの費用がどのくらいかかるのか分からないが、今は修繕していった方がいいと思う。
男性 60歳代 21年以上 29年度に塗装等建物の整備をしたと思うから。

女性 60歳代 ６年以上10年未満
車の運転が出来ないので、バスで役場に行っていますが、今の場所は道路に面していて便利で
す。だから移転は反対です。

男性 40歳代 21年以上 税金が上がりそうだから
男性 60歳代 10年以上21年未満 現在借金が多すぎるから
女性 60歳代 ３年以上６年未満 予算があるのか心配だから
女性 60歳代 21年以上 町の財政が厳しい中、これ以上の借金は負担が大きいから。
女性 30歳代 10年以上21年未満 それ以前に解決、話し合いが必要なことが山ほどあると思います。
男性 70歳代 21年以上 建て替えによって移転した場合、役場が遠くなったら困るから
男性 70歳代 ６年以上10年未満 費用がかかるから

　新庁舎の整備や公共施設の再編に向けて、庁舎等の利用実態、及び庁舎建替えや公共施設の再編に対する町民の
意向等を把握するため実施した町民アンケートにおいて、その他の回答や、庁舎や公共施設の整備についてのご意見
を多数いただきましたのでお知らせ致します。

【問９】役場を訪れた用件　その他

【問１０】役場を訪れて施設面・環境面で感じた事　その他

【問１２】現庁舎を建て替えた方がいいとは思わない理由

ボランティア
町の臨時職員
嘱託職員
医療関係

【問７】役場を訪れる頻度　その他

介護職
看護師

【問８】役場を訪れる主な交通手段　その他



男性 60歳代 21年以上
これ以上の町債を増やしてどうするのですか。もう要らない。伊仙町内の小中学校を統廃合し、
廃校となったところや旧農高を役場として利用し、足りない分のみ増築する。債金を少なくする
方向付けが必要である。

男性 50歳代 21年以上 計画的でなく、行き当たりばったりの行政。基金積み立てもなく、財政的な問題がある。
男性 50歳代 21年以上 お金を使ってまで作る必要はない
女性 60歳代 21年以上 財政が大変なので、その分福祉に力を注いでほしいです。
男性 60歳代 21年以上 塗装を昨年したばかりで、内部も問題は少ないように思う。
女性 60歳代 21年以上 他に必要なところがあるのではないか。優先順位を考えてほしい。
- 70歳代 21年以上 町の財政が苦しいから

男性 30歳代 21年以上
AIやIOHの発達により、役場機能の半分が20年以内に要らなくなると言われている。もし建設す
るなら小規模にするべきだが、今後建設するなら時期的に中途半端になると思われる。

男性 80歳以上 21年以上 現在のままでいい

男性 30歳代 １年以上３年未満
徳之島町、天城町と機能が重なる為、合併連携の方向性が望ましい。建て替えありきで考えな
い方がいいと思う。人口減少も進んでいるので、税金の無駄遣いはやめるべき。

女性 70歳代 21年以上 以前にも補強工事をしているし、町民も少ないから

男性 20歳代 10年以上21年未満
質問内容的に、移動したいと言っているようなものなのですか。メリット、デメリット、費用などの
きちんとしたデータの記載をしてほしかったです。

男性 60歳代 21年以上 まだまだきれいだから
男性 30歳代 21年以上 税金の無駄遣いだと思う。それよりその予算を住宅等の整備費にあてて欲しい。
男性 70歳代 21年以上 借金をこれ以上増やさない方が良いから。人口減少の為、15年後は3町合併が避けられないと
男性 60歳代 21年以上 まず現場で公務に当たっている職員の意見が聞きたい。どこをどうしたいと思っているか。
女性 80歳以上 21年以上 町民の税金負担が増えるので反対である
女性 70歳代 21年以上 ほーらい館など既存の施設を有効活用するべき。やるなら2階、3階を増築したら良い。
女性 20歳代 １年以上３年未満 古い建物を残していってほしい
女性 50歳代 １年以上３年未満 今のままでも使えるから
女性 80歳以上 21年以上 将来町民に負担がかかるから

女性 60歳代 21年以上
人口減少でそれほど税金を投入する必要はない。何年か後には、ほとんど空き家になる。行政
だけが大きくならず、住民の生活向上を考えてほしい。

女性 50歳代 21年以上 伊仙町は借金だらけなので、建て替える必要はない。
男性 60歳代 21年以上 風景がいい
女性 50歳代 ６年以上10年未満 コスト面と人員が多すぎる
男性 80歳以上 21年以上 伊仙町内では昔から大きな地震はないから

性別 年代 居住年数

女性 50歳代 21年以上
現在一部の施設を拠点として運営していると思うが、若い世代だけを中心としており、高齢者が
利用できる施設だとは思えない。

男性 60歳代 10年以上21年未満 一か所に集中しすぎている。分散して欲しい。
男性 60歳代 21年以上 交通手段が無い
男性 70歳代 ６年以上10年未満 遊びに来る子供も少ないだろうし、人も集まらないと思うから。

男性 60歳代 21年以上

エリア内の住民はいいとして、他の地区の住民はそれをどう思うでしょう。他の地区の住民はど
うでもいいのですか。多くは望んでいませんが、近くで皆が集まりやすい場所が出来て欲しいと
西部、東部の住民はいつも言っています。中部だけが良くなっている。中部だけが伊仙町の住
民なのですか。

男性 40歳代 21年以上 ほーらい館があるから

男性 50歳代 １年未満
多機能化は無駄な支出も予想されるので、民間を活用した部門ごとの強化が有効であると考え
る

男性 20歳代 21年以上
狙いが分からない。公共サービスを一つの施設に再編し、多機能化を進めるのはいいが、既存
サービスをまず再編する必要がある。安易にこのアンケートで民意を得るのは、無駄の上塗りを
招くことになるだろう。

女性 50歳代 21年以上 個人情報などを守る為、あまり出入りが無い方がいいと思う
女性 80歳以上 21年以上 中心部だけでなく、各集落の活性化もしてほしい

女性 50歳代 21年以上
人口減少や高齢化が進むので、施設を集約しても住民負担が減るかは分からないし、サービス
の向上につながるのかも不明。

男性 50歳代 １年未満
それぞれ目的の趣旨が違うので、充実した機能を施設に持たせられるかが難しいように思う。
利用時間の調整や管理が難しかったりあいまいになったりするような気がする。

性別 年代 居住年数
男性 50歳代 21年以上 職員の削減
女性 30歳代 21年以上 一時的に力を入れて取り組むのではなく、継続的に続けていけられるような使用方法、サービス
女性 50歳代 21年以上 分からない
女性 30歳代 １年以上３年未満 税収など、利益を生む施設(道の駅等)を造り、その収入を費用の補填にするべきだと思う。

女性 50歳代 ６年以上10年未満
施設の老朽化に伴い立て直すことは必要だと感じるが、行政職員の人数や議員数などをまず
は削減し、それから利用者の負担について考える必要があると思う。

男性 60歳代 21年以上

税収が減少する傾向の中で、いかに町民のニーズに応える行政を進めていくかが大事。町民に
負担させることだけにこだわらないで欲しい。人事などは管理を見直し費用を最小限に抑え、施
設は統廃合し要らないものは省く。職員定数も適当なのでしょうか。課長から降格したら降格の
辞令を出し、職務に合った給料を支給するなどしていく。水道料金などの各種料金を上げる前に
何をすべきか検討するのが大事である。

男性 50歳代 21年以上 仕事をせず、暇を持て余している姿をよく見かけるので、公務員の数や議員数を減らす。

男性 20歳代 21年以上
行政サービスも公共施設のサービスも見直すべきである。既存の施設、環境、地域資源を見直
し、活用する方向で可能性は広く存在する。新しい事を考えるだけなら馬鹿でもできる。今の時
代、成功している自治体は、まず地域資源を活用するところから始めている。

【問１５】町中心部の公共サービスを一部再編することへ反対である理由

【問１６】施設の利用料の見直しについて　その他



男性 40歳代 １年以上３年未満

基本的に人口や税収が減る傾向であるなら、上記のように多機能化、複合化で、効率的な行政
サービスを目指すことが”良”ですが、伊仙町は現在行政の大切な役割や機能ともいえる公立
学校での教育を支えるための運営手法として、小規模校は出来る限り残すという集中よりも分
散を重視されているのではないかと感じています。そのあたりも含めた、より全体の（町の中心
地や公共施設に限定するのでなく、それを超えた範疇で）基本方針をより具体的に明示してほし
いと思っています。

女性 50歳代 ６年以上10年未満 利用者や使用される人にヒアリングしてみたらどうか

女性 70歳代 21年以上
公共施設自体を赤字で運営していることが一番の誤りです。実際に目にするとよく分かると思い
ます。

男性 70歳代 21年以上 公共施設の利用料金はいつも最低限の設定を目指すべきである。

女性 40歳代 ６年以上10年未満

町立の公共施設であれば、たくさんの人に利用してもらうためにも利用料金を今以上に下げて
欲しいと考えている。今よりも利用料が上がるのであれば、ますまう利用しないと断言できる。町
は町民の収入などを考えてくれているのか疑問に思う。月に1万以上のお金をほーらい館利用
の為に支払う子育て世帯なんて数えるほどしかいないのではないか。利用者の負担金を当てに
して既存の様な施設を作っても赤字が増えるだけです。

女性 50歳代 １年以上３年未満 古いものも大切に使う大切さを町民に見せる
男性 60歳代 21年以上 行政の負担を増やしても、健康・長寿・安心・安全が守られるなら大丈夫。
男性 60歳代 21年以上 利用者負担が増えると、利用者は減るだろう
女性 60歳代 21年以上 税金滞納者ゼロにするべき

性別 年代 居住年数
男性 50歳代 21年以上 市場
女性 40歳代 ６年以上10年未満 室内で遊べる施設(例、奄美ＡｉＡｉひろば)
女性 40歳代 10年以上21年未満 住宅
男性 70歳代 21年以上 駐車場（地下、地上）
- 50歳代 21年以上 町にはホームセンターがないので、町が建物を作り、民間に委託する
女性 70歳代 21年以上 専門学校があればいいと思う
男性 40歳代 21年以上 現庁舎跡地を駐車場にし、近辺に建設する
男性 80歳以上 21年以上 伊仙中学校を設立したらいいと思う

性別 年代 居住年数
男性 70歳代 21年以上 公衆トイレの数が他の自治体と比べて少ないと思うので増やして欲しい。
女性 30歳代 21年以上 住民の意見やニーズの把握をしっかりして欲しい。住民主体の公共施設作りをお願いします。

女性 30歳代 １年以上３年未満
他自治体を見習い、町民、島民、観光客が集える明るい雰囲気の施設にして欲しい(役場職員
の為のものではない)。例えば都城の図書館など。

女性 50歳代 21年以上
JAL再建の際、稲盛氏が行った改革の様に、まずは職員一人一人の意識を変える事。職員一
人一人が当事者意識を持ち、町作りに尽力して欲しい。封筒一枚、切手一枚、出張一つ、小さな
ことから、全て無駄にならない様に配慮し、行動すれば大きく変わります。

男性 60歳代 21年以上
町の債権を考慮すると、これ以上の債権はしない事が大事。既存の施設の有効活用、人件費
の削減等過去にとらわれない発想の転換が望まれる。

男性 40歳代 １年以上３年未満
それらの施設を実際に利用することになる（だろう）住民の意見を反映した方針・計画であること
が最も大切だろうと思います。

女性 70歳代 21年以上

長寿と子宝を掲げているのに、保育園等の待機児童が多いこと自体が変です。また、各町に歯
科や眼科が少ないことで、患者が大変困窮しているので早急の対応を希望します。島でも冬は
寒いのに、小中学生のカーディガンやベスト等の着用を禁止にしていることも検討してほしいと
思います。公共施設を利用する人々も少ないために、人件費光熱費の多大な出費は町民の一
人として負担することも困難な状況です。色々な点をご理解いただき、伊仙町を明るくクリーンな
町へ導いてくださいますようお願いします。

男性 70歳代 21年以上
例えばカムイ焼などの歴史、遺跡などをもっと深く詳しく調べるための専門職を置き、伊仙の独
自性を示す

性別 年代 居住年数
男性 60歳代 21年以上 民俗資料館は、展示内容が変わらないから。
女性 60歳代 21年以上 目が見えないから
男性 70歳代 10年以上21年未満 現在東京在住の為、たまにしか帰省しないから
女性 60歳代 10年以上21年未満 わざわざ施設を利用しなくても、健康管理は個人でできるから。
男性 50歳代 21年以上 仕事上、利用時間が合わないので利用したくてもできない。

性別 年代 居住年数
男性 50歳代 ３年以上６年未満 利用料金が高い

女性 30歳代 １年以上３年未満
コスト削減(費用対効果が見えない施設は特に)を行うべき。過去よりも未来に視点をおいたサー
ビスを求める。

男性 20歳代 21年以上 行政含む
男性 40歳代 １年以上３年未満 管理運営費の縮減とサービス改善は一まとめにはできないので、この設問には答えにくい。
女性 50歳代 21年以上 農高跡地をもっと有効に活用してほしい。
女性 70歳代 21年以上 管理人がいない、整備維持が出来ていない施設
男性 80歳以上 21年以上 伊仙中学校前にある古い建物の外壁が傷んでいるので、新建材を貼ったらいいと思う
女性 70歳代 ３年以上６年未満 スタッフの人件費がかかるため

性別 年代 居住年数
男性 60歳代 21年以上 維持費がかかるから反対です
男性 80歳以上 21年以上 経費の無駄遣いである
男性 60歳代 21年以上 町予算の無駄遣いに気付いて欲しい
女性 80歳以上 21年以上 施設の維持は無理だと思う

性別 年代 居住年数
男性 60歳代 21年以上 古い建物を新しく建て直し、利用者を増やして欲しい。

男性 70歳代 21年以上
建物の維持、管理にはそれ相当の経費は必要だと思う。伊仙町も隣接する徳之島町や天城町
を見習い、両町と互角に肩を並べていける様、行政のご健闘を祈念しております。

【問２３】公共施設のあり方を検討するにあたり、施設を維持しつつ管理運営費の縮減やサービスの改善をする考え方に反対である理由

【問２４】自由意見

【問１７】現庁舎跡地へあれば良いと思う機能　その他

【問１８】公共施設のあり方を検討していくにあたり、町に期待すること　その他

【問２０】すべての施設について利用が少なかった理由　その他

【問２２】どのような施設において管理運営費の縮減やサービスの改善に取り組むと良いと思うか　その他



男性 60歳代 21年以上
ほーらい館については、早い時期に民間に業務委託をするように進めるべきと考える。阿三に
ある旧紬センターを町は放置せず跡地利用を何か考えるようにして欲しい。鹿浦小学校の校舎
建設を早期実現するよう望みます。

男性 50歳代 21年以上 借金しても必要な物、借金するなら必要な物など色々あるが、大体必要ないのではと思う。

女性 60歳代 21年以上
役場は駐車スペースが少ないので、色々な会議等が集中している日などは車の置き場所に
困っています。

男性 50歳代 21年以上 ほーらい館は民間へ業務委託した方が良い。旧農高を有効利用した方が良い。

男性 60歳代 21年以上
役場は旧農高跡地へ移設し、現役場敷地には中央公民館、または多目的施設(宿泊施設等)を
建てる計画を進めて欲しいです。

女性 60歳代 10年以上21年未満

役場隣の公民館は一般の利用者が自由に使えるようにし、役場の部署の会議、打ち合わせな
どは役場内に専用会議室等オフィスを設けて利用した方がいい。旧徳之島農高跡地を有効に
活用するなど、閉館している施設を放置せず、他の目的で利用できないか検討して欲しい。その
ための改修はやむを得ないかと思う。

男性 50歳代 ３年以上６年未満 もっと農業の人の事を考えて欲しいです。公共施設は利用料金が高くて利用できないです。

男性 70歳代 21年以上
役場庁舎は老朽化が進み危険なので建て替え、修繕等必要だと思うが、出来るだけ費用を抑
えて無駄な税金をあまり使わない様にして欲しい。高齢者の町にならない様に、皆で助け合う社
会になって欲しいです。今後も未来ある町になる様期待しています。

女性 60歳代 21年以上 町役場の建物のデザインを現代的なものにして欲しい。

男性 50歳代 21年以上
整備についてはまあまあ賛成であるが、問10にも書いたように、職員の質の向上も必要だと思
う。今のままではサービスも何もダメに感じる。

男性 60歳代 21年以上
利便性の悪い施設は閉鎖し、悪循環になる補修、修繕などは行わないのが良いと考えます。郡
内でも、和泊町の庁舎建設など良い事例もあるので、民間と共存の施設建設も計画に入れて欲

女性 50歳代 10年以上21年未満

町役場は町の行政の中心であり、町民の鑑であると思う。建物が老朽化する事は仕方ないの
で、新しくするよりまずは今ある建物を活かして大切に使ってこそ、住みよい充実した町づくりも
出来るのではないか。役場の使い方が様々な町政を象徴しているように思えてならない。公正
無私、公僕の心を大切に、庁舎の建て替えをしてあげたいと町民が思うような町役場であって欲
しいと思う。公民館講座等、機会があれば利用したいと思っているが、案内が少ないので分かり
にくい。

女性 10歳代 10年以上21年未満
若者がＵターンしやすい環境を整えて欲しい。そのために様々な施設やサービスを提供できる
ように整備して欲しい。

女性 50歳代 21年以上
役場は窓口が分散しているなど分かりにくいので、案内板が欲しい。一番の原因は老朽化だと
思うので、建て替えを望みます。駐車場も広くして欲しい。

男性 70歳代 21年以上
町の顔である役場庁舎の建て替え実施を願いたいです。そのために住民の負担が多少増えて
も仕方ないと思います。

男性 70歳代 21年以上
運動公園はトイレが老朽化しているし、そもそもトイレの数が少ない。水道も不足している(あっ
ても水が出ない)。管理棟は、こんな老朽化した建物見たことが無いというくらいひどい。島外か
らのお客様が宿泊する施設が無い。

女性 60歳代 21年以上

庁舎や公共施設の整備等は大切な案件だと思いますが、それ以上に大切な事があると感じて
います。役場職員の皆さんの、伊仙町や伊仙町民に対する意識、モラルの向上や、業務に対す
る品質管理やコンプライアンス等のレベルアップを図り、伊仙町の様々な財産をしっかり守って
欲しいと思います。役場の時間外受付については、そもそもあることすら知らなかったです。

男性 60歳代 10年以上21年未満
町民または民間企業等から意見を公募して、採用された場合には賞金を与える。利用者が少な
い施設については、どうすれば利用者が増加するか意見を集めて欲しい。

男性 80歳以上 21年以上
地域の人達の教養を高め、生活水準を上げるには、文化、社会施設等を兼ね備えた生涯学習
の拠点として図書館の整備が望ましい。入りやすく、親しみが持て、学びの心を掻き立てるよう
な図書館が欲しい。

男性 20歳代 １年以上３年未満 街灯が少ない

女性 40歳代 ６年以上10年未満

住民が役場に用事で行く際、たらい回しにならない様にして欲しい(例、畑の番地や所在地が知
りたい時、まず耕地課に行くが内容によっては税務課に行くよう言われたりし、2Ｆと1Ｆを行ったり
来たりしないといけない時がある）。本当の住民サービス向上を目指すのなら、役場内の配置を
もっと考えて欲しい。農業関連、税金関連、土木修繕関連など関係ある部署ごとにまとめる等し

女性 60歳代 10年以上21年未満

子供の数も減ってきていますし、新たな施設等の建設には反対です。今ある施設をどうしたら
もっと集客出来るのかもう少し工夫を凝らし、伊仙町の皆さんが興味を持つようになれば今より
も活性化してくるのではないかと思います。家に閉じこもっている老若男女が外に出たくなるよう
な公共施設の整備を望みます。

女性 30歳代 21年以上

誰もが利用出来る様、バリアフリーにして欲しい。お年寄り、障害のある方、子供がいる方などト
イレにしても利用し辛い場所がほとんどです。役場や公共施設については、入り辛い、利用し辛
いと感じています。職員の方は、顔見知りや知人以外にも挨拶をしっかりしていだたきたい。最
低限度のマナーや挨拶、プライバシー保護に努めていただきたいです。

男性 70歳代 ６年以上10年未満
庁舎は古いと思う。会議場への入り口が分かりにくく、入り口が汚い。年金暮らしの身には、銭
湯の料金が高すぎて利用しにくい。

男性 60歳代 21年以上

隣町の様な図書館になる様整備して、子供の勉学や町民の勉学、研究等の促進になる様にし
て欲しい。グランドゴルフ人口が増えているので、グランドゴルフ場を整備して高齢者の健康維
持促進の図って欲しい。農高跡地の有効活用を積極的に議論して、町の活性化に繋げて欲し
い。農高跡地に新役場、現役場跡地に図書館他(公民館等)を建設してはどうか。

男性 60歳代 10年以上21年未満
公共施設は利用者を増やす努力をお願いします。役場に用事があって行っても、詳しく分かる
係りの者がい今はいないのでとよく言われる。仕事の休みを利用して行くので、そういう対応をさ
れると非常に困ります。役場職員の教育をよろしくお願いします。

男性 70歳代 21年以上 他町村の既存施設等を参考にして、無駄のならない施設整備を望みます。

男性 60歳代 21年以上
今の伊仙町に、新しい公共施設を建てる意味は何だろう。役場周辺など建物は何でもいいと思
う。今の伊仙町はダメです。鹿児島県も他の県に負けて欲しくない。少しは伊仙町住民の意見も
聞いて欲しいです。

女性 40歳代 10年以上21年未満

障害者と健常者が共に憩える庁舎、公共施設作りをして欲しい。図書館と町役場が同じ場所に
あって欲しい(小・中学の図書館にはない書籍、調べ物が出来るような機能を持たせて欲しい)。
旧徳之島農業高校跡地について、養護施設を整備すると話を聞きましたが、どのように考えて
いるのか。具体的には、発達障害と言われている生徒、児童へのサポート、障害児への支援な
ど、今の町の状況を住民に周知したら身近に感じやすいと思う。



男性 60歳代 ３年以上６年未満
建て替えなどを行う場合、必要最低限にすべき。負担が25％であっても、出来るだけ費用を抑え
るべき。箱物は作らない方がいい。町の職員の数を削減すべき。このアンケートにもお金がか
かっている。コンサルで税金を使わないで欲しい。アンケート結果は公表すべきである。

男性 60歳代 21年以上
今の場所に建て替えて欲しい。役場はエレベーターを設置して欲しい。駐車場を広く作って欲し
い。職員の車、水道課や各課の車は別の場所に駐車するなど。臨時的にでも農業高校跡地を
利用して欲しい。

男性 80歳以上 21年以上
図書館や美術館を新設する。子供達の学習施設(寺子屋みたいなもの)を作る。アイランド余熱
を利用する(憩いの場として)。

男性 40歳代 １年未満

ほーらい館の利用料金を見直して欲しい(案、現在料金が一律700円だが、入浴、ジム、プール
それぞれ単体での利用だと300円ずつ、3つの内２つ利用だと500円、３つ全て利用なら700円に
する等)。客単価は今よりかなり下がると思いますが、利用者は増えると思います(特に高齢者な
どは入浴のみという方が多いので、利用料金が3つに分かれていると大変助かるのではないか
と思います)。是非ご検討ください。町営住宅はいろいろと欠陥があります。一度、町全体で町営
住宅についてアンケートを取ると良いのではないかと思います。特に台風後は壊れたものが多
いです。

男性 70歳代 21年以上 伊仙町総合運動場の整備を要望します。

男性 50歳代 21年以上
教職員住宅(空き家)などは建設課で管理し、町営住宅として活用した方が良いのではないかと
思います。管理者のいない公民館や公共施設(跡地を含む)など、積極的に民間移譲や民間活
用したらいいのではないか。

男性 60歳代 10年以上21年未満 公共施設が多すぎる。早く町の借金を無くすようにまずは努力して欲しい。税金を減らして欲し
男性 50歳代 21年以上 海と山に囲まれた徳之島、有料でもいいので海釣り公園があっても良いのではないかと思いま
男性 70歳代 21年以上 農高跡地への移転が良いと思います。

女性 50歳代 21年以上
庁舎の老朽化は今後も進むので、建て替えは絶対必要だと思う。公共施設を充実させ、人口が
増えるようにして欲しい。

男性 60歳代 21年以上 2階以上の高さの施設を建設する場合は、お年寄りの為にエレベーターを設置する必要がある

女性 70歳代 21年以上

今の庁舎は狭い。保健センター、教育委員会等一つのエリア内でまとめた方が町民は利用しや
すいのではないかと思う。駐車場のスペースもゆったりなるよう整地して欲しい。町の負担が
25％という事ですが、伊仙町は財政が厳しいので心配です。クリーンセンターにもお金がかかり
そうだし益々不安です。町長さんの裁量で、素晴らしい庁舎が完成するのを楽しみにしていま
す。

男性 80歳以上 ６年以上10年未満
百菜は採算が取れているのか疑問に思う。集客率、売価、仕入れ価格等一旦考えざるを得ない
と思う。公僕足り得る人が少ない。問題意識が低いと思う。

男性 70歳代 21年以上 義名山公園のトイレを増設して欲しい。管理施設を建て替えて欲しい。

男性 50歳代 21年以上
将来の人口推移を見据えて施設整備を計画して欲しい。庁舎はコンパクトに施設を組み合わせ
て、子供から老人まで利用できるように。小中学校も統廃合したりすれば、新たな校舎建設はし
なくてもいいと思う。しかし、診療所は町内に必要なため是非作って欲しいです。

男性 60歳代 21年以上 図書館など、老人も子育て世代も立ち寄りやすい施設を考えて欲しい。

女性 30歳代 １年以上３年未満

町の長所でもある、牧歌的な雰囲気に合う新庁舎のデザインにして欲しい。「子宝」をうたってい
る割には子供が安心して遊べる施設、知的欲求に応えられる施設が少ない。「子宝」→「子育
て」に視点をシフトして欲しい。公共事業において、特定の利害関係からではなく、町民の為の
事業をして欲しい。伊仙町のイメージを刷新出来るような魅力ある施設建設を行って欲しい。

男性 70歳代 10年以上21年未満
上面縄高千穂神社の屋根の銅板が、台風24号の影響で飛ばされています。これは町で修復す
るのか、上面縄集落で修復しなければならないのかを検討お願いします。

女性 60歳代 21年以上 伊仙町は古く暗いイメージがある様に思います。明るい、楽しい、幸せそうな町に変わって欲し
男性 80歳以上 21年以上 公共施設を整備する前に、他にやる事がたくさんあると思う。

女性 30歳代 10年以上21年未満

義名山体育館を月1～2回利用させていただいております。2年前まではすごくきれいでしたが、
ここ最近トイレや廊下は髪の毛だらけでとても不衛生です。掃除が全く行き届いていない印象を
受けます。子供達の大会で2階積から応援しようと思ったら、通路が閉められていました。フロア
では試合が始まっていたので中の階段を使う事が出来ず困りました。2階の体育館をつないで
いる通路をあけるなりしていただかないと不便です。しっかりと対応してください。

女性 60歳代 ３年以上６年未満
身障者や老人が利用しやすい1階建てにするか、2階建てにするならエレベーターやエスカレー
ターが欲しい。実用的である事が大切で、華美なものは要らない。

女性 60歳代 21年以上 町民の負担の減少を考えながら、施設を整備する事を望みます。

男性 80歳以上 21年以上
どのような施設でも、全ての物が町民全体の財産であることを自覚し大切に利用し、建物や広
場等の清掃、管理等定期的にしっかり行う様にしたらいいと思います。

男性 70歳代 21年以上

旧農業高校跡地の利用は、ぜひ促進して欲しいです。世界自然遺産登録されたら伊仙町を訪
れる人も多くなると思います。現在、色々対策していると思いますが、島の伝統文化の活用など
人や物をもっと活用して欲しいです。子供の教育にもっと力を入れて欲しいです。子育て支援、
高齢者支援の対策を推進して欲しいです。

男性 70歳代 ６年以上10年未満 町の人口は減少しているうえに高齢化しているので、庁舎、公共施設にお金をかけるべきでは

- 50歳代 10年以上21年未満
既存の施設(農高跡地等)を有効活用するのは大いに賛成です。設備投資費が軽減できるという
のが一番の理由です。広い敷地を利用し、公共的サービス機能の集約化が図れれば大変便利
であると思います。

男性 60歳代 21年以上

このようなアンケートは初めてです。今更と思います。犬田布小中学校、伊仙小中学校、面縄小
中学校は隣接している関係から統廃合して、廃校を有効活用して欲しい。公共施設を各地区に
分散させることが施設の有効利用につながると思います。施設の運営管理、サービス向上のた
めの改善等の基本的な事は、必要最小限の経費で最大の効果を上げるのが地方自治体行政
の本旨と理解して欲しい。とにかくこれ以上町債する事なく、子や孫の代に迷惑をかけないで欲
しい。人口が減少しているから今後公共施設の職員数も減少も考えられるので、こじんまりとし
た必要最小限の庁舎で良い。既存施設の有効活用をまず考えるべきである。庁舎を建て替える
だけでは満足のいく住民サービスは出来ない。職員の資質も問題である。伊仙町役場はあらゆ
る手数料が他の市町村役場に比べて高い。行政が全くなってないと思うから、徳之島町に住民
票を置いている。地方自治体の本旨は、必要最小限の経費で最大の効果を上げる事である。
解って欲しい。



女性 50歳代 １年未満

高校跡地エリアを有効活用する。例えば、運動場を畑にし、販売している苗を植え（家庭菜園）、
収穫時に～狩りにしたり販売する。子供たちも喜ぶのではないでしょうか。雑草対策としては、ヤ
ギの飼育がいいと思う。近年DIYが女性でも取り組めるようになってきたので木工教室や、廃材
で作るリメイク作品（テーブルやいす）などを教える場にする。校庭には子供や高齢者が集える
スペースを確保するのもいいと思う。

女性 60歳代 21年以上 町の運営をもう少し考え直してほしいです。
女性 30歳代 ６年以上10年未満 庁舎の建て直しをしてほしい。高齢者や障害者でもスムーズに出入りできるような庁舎にしてほ

男性 50歳代 21年以上
このアンケートは公共施設建設ありきのようです。10年後、15年後を見据えて計画的に建設す
ることを望みます。大久保町長は、箱モノだけに目を向けすぎているようです。

男性 70歳代 21年以上
町役場庁舎を新築で建設する場合、災害時に避難ができるような施設にしてほしいです。また、
インフラに配慮してほしいです。教育委員会、中央公民館、図書館などと一帯的に機能性のあ
る建築を望みます。現在の庁舎周辺を含め、道路の整備もお願いします。

女性 40歳代 21年以上
役場は職員が多すぎて、人件費がかかりすぎていると思います。職員の対応もあまりよくないと
聞きます。ほーらい館や百菜は、他の町の人からとてもうらやましがられているので、ぜひ維持
する様にしてほしいです。

女性 60歳代 10年以上21年未満
百菜に隣接して、色々な品物の買い物が一度に済ませられるようなお店があると思います。伊
仙のAコープも中途半端な品数です。町づくりの前に、なぜ亀津に行くのかということを分析する
と良いと思います。

男性 80歳以上 21年以上
庁舎建設よりももっと先にやるべきことが多い。町民所得の向上など、豊かさを先に考えるべき
であると思います。特に、伊仙町は町民所得が低いことが、人間性が失われる要因になってい
ます。庁舎建設など次の次でいいと思います。

男性 40歳代 21年以上

町役場に限らず、古い施設が多数あり老朽化も進んでいることから、撤去の費用もかなりの額
になると予想される。町の施設は優良物件が多い為、民間に払い下げをするなどして、撤去の
費用に充当するのがいいと思う。今後は大金のかかる施設を作らず、民間の建物をリースして
補うのがいいのではないかと思う。

女性 50歳代 21年以上

ちょっとした集いの場があればと思います。広場、公園などの子どもがいても、周りを気にせず
に行ける所。また、子どもから高齢者まで行けるように、中が外からも見える様なファーストフー
ドなどの飲食店があればいいと思います。田舎のカフェは外からは中が見えずに入りづらいで
す。施設は出入口を大きめにしてほしいです。伊仙のほーらい館は少し狭いようですし、出入口
が少なすぎます。

男性 20歳代 21年以上

まず、公共事業を適切に。ムダな工事や工期が多すぎる。地域資源、既存の施設の維持管理
だけでも、やれる仕事はいくらでもある。無駄の負担を民間町民にきたいするから、行政に対す
る期待値が下がっていることを自覚するべき。まずは、地域資源、地域住民の生活を守ることが
最優先課題だと思う。地域資源が少ないとか、何もないと思うのは、視野の狭い証拠だと思う。

女性 40歳代 10年以上21年未満 総合体育館はバレー以外は使えない。バスケット、バドミントン、卓球なども使えたら利用すると

男性 30歳代 21年以上
事務的な仕事の円滑化は、AIによって解決されます。今後、官と民をつなぐ、よりコミュニティー
機能の高い施設になるよう望みます。

男性 70歳代 21年以上
庁舎建て替えについて。現在のゲートボール場に建築し、現庁舎跡地は駐車場として使うのは
どうでしょうか。

男性 30歳代 21年以上 ほーらい館、百菜は必ず残し、それらを中心とした人の集まる施設にしてほしい。
女性 70歳代 21年以上 現庁舎は交通の便がいい場所ですので、新庁舎も同じようなところに建設することを望みます。

男性 40歳代 １年以上３年未満

今回のアンケートの最優先事項は、町役場の建て替えの賛否とその手法を調査することなのだ
ろうと思いますが、今回はそれ以外の公共施設のことにも触れられていて良いと思いました。こ
のような全体感を持った意見や情報収集を継続的に行っていくことが、町政あるいは基本方針
を決めるうえで最も重要な事なのではないかと考えています。現在は特に、災害避難時の場所
についてよく考えます。

女性 50歳代 ６年以上10年未満 必要であるならコミュニティ全体で話し合うのが良いと思う。

男性 30歳代 １年以上３年未満

新しく作る場合、ITも活用し、コンパクトな建物が望ましい。島の未来に向けて、持続可能性を表
す環境負荷が少ない設備を希望する。デザイン性に配慮し、徳之島の従来の建築文化と最先
端技術がミックスされたものにしてほしい。現在伊仙町に関わりを持つ、「studio-L」にコーディ
ネートを頼みたい。

男性 50歳代 １年未満
町民目線で考える事も大事ですが、職員も気持ちよく快適に働ける施設を目指してほしい。緑
化や休憩スペースなどリフレッシュできる環境にし、やる気を出しやすいムード作りをお願いした

男性 20歳代 10年以上21年未満
老若男女が利用できる娯楽施設があると良いと思う。例えばラウンドワンのようなものがあると、
他町からでも人が来て利用してくれるのではないかと思う。ボウリング、卓球、カラオケ、ダー
ツ、ビリヤードなどの施設がほしい。

女性 70歳代 21年以上
役場は建て替えたとしても、今の場所がいいです。農民高校跡地にすると、車が無い人たちに
とっては不便になります。

男性 70歳代 21年以上

庁舎内に、プラザ広場を設け、ゆっくりと用事が済ませられるようにしてほしい。そのスペースに
は、町独自の歴史的遺物や季節ごとの農業生産物などを展示し、外来者が立ち寄りたくなる役
場にしてほしい。カフェなども併設してもいいと思う。役場に来れば、観光、産業、文化も分かる
ようなシステムができたらいいのではないでしょうか。

男性 60歳代 21年以上 小学校に教職員駐車場を作ってください。現在は校庭に停めています。
女性 40歳代 ６年以上10年未満 伊仙町には宿泊施設が少ないので、友人等を呼びにくい。子供が室内で遊べる施設がない。

女性 70歳代 21年以上
集落で婦人会の数名グループを構成して、地産地消の食材を使い予約のみのランチやカフェな
どをしたらいいと思います。集落の施設は集落で利用するのが良いと思います。ご検討をよろし
くお願いします。

男性 20歳代 １年以上３年未満 教育文化施設の充実をお願いします。

男性 40歳代 10年以上21年未満
施設管理を専業的に行う組織が必要。町職員の職務が多様化しているなか、所管施設の管理
に多大な時間と労力が割かれており、これが施設老朽化の一因となっている。建築物の法令に
熟知した職員を増やすことも必要。

女性 60歳代 ３年以上６年未満
新庁舎に期待しています。図書館が分かりづらいので、町民が時間があるときはいつでも入館
できるようにしてほしいです。

男性 40歳代 21年以上
町民全てが住みよいまちづくりを、町民みんなで考えていくことが大事だと思う。声を出す人、出
さない人それぞれいるが、日本一の町づくりをしていきたい。

男性 60歳代 21年以上 庁舎の外観はマッチ箱型で良いと思う。



女性 50歳代 21年以上

鹿児島県本土に行った時、県庁の旧館を見ました。立派で趣があり、まだ何十年も利用できそう
な旧庁舎でした。なぜこんな立派で貫禄がある建物があるのに新庁舎を作ったのだろうかとま
ず思いました。その力を離島にも分けて欲しい、もっと奄美大島に力を注いで欲しいと思いまし
た。伊仙町役場は県庁に比べるとプレハブの建物の様に質素です。可哀そうなくらいです。しか
し島民は力強く、明るい未来を夢見て生きています。伊仙町の既存の公共施設は、島内風土の
個性が強調され過ぎていて敬遠してしまいます。

女性 20歳代 10年以上21年未満 図書館を整備して欲しい。

女性 70歳代 21年以上
新庁舎建て替えについては、有識者および町民代表の意見、要望等を踏まえ、しっかりとした業
者の選定をして欲しい。建築士の有資格者にしっかり設計して欲しい。

男性 80歳以上 21年以上
庁舎を移転するなら、利便性を考えて町民が利用しやすい場所にして欲しい。ゲートボール場
にもトイレを作って欲しい。

女性 40歳代 21年以上
庁舎や公共施設の整備は必要だと思うが、それよりも職員の意識改革が必要なのではないか
と思う。以前に比べてかなり改善されているとは思うものの、庁舎への入りにくさ、接客の悪さを
感じる事が多い。町民に開かれた庁舎が理想だと思います。

女性 60歳代 21年以上
伊仙町のメイン通りが寂しすぎるので、庁舎を移転する時はメイン通りから外れないで欲しいで
す。

男性 70歳代 21年以上

古いものを壊して新しいものを作るだけではなく、古いものを整備、改善し、新しいものを足して
いくといういわば「蓄積」が大切ではないかと思う。農業で例えるなら、古い方法(鎌、鍬等)と新し
い方法(ビーバー、トラクター)を共に利用する等。町役場は県道沿いがベストだと思う。町役場エ
リアでは行政施設を、ほーらい館周辺エリアでは健康、交流施設を、旧徳之島農業高校跡地エ
リアでは文化的施設をまとめたらいいと思う。蓄積か置換かをよく考えるべきである。

女性 60歳代 10年以上21年未満
あらゆる申請や手続きなど、完了するまでに役場は時間がかかり過ぎている事が多くある。ス
ムーズな処理をし時間短縮化を望みます。

男性 60歳代 21年以上
ほーらい館を午前中～午後は趣味講座や育児に関する集い等に使用、放課後～夕方は子供
の遊び場として利用、夜間は地区の会合等に利用するようにして欲しい。

女性 40歳代 ６年以上10年未満

図書館をもっと大きくし充実させるべき。ほーらい館は維持管理に費用がかかる事は理解できる
が、値上げを続け休みを増やし続けると利用者離れになると思う。オープン時の料金設定が安
すぎたのだと思う。見込みが甘かったと思います。良い施設なのでこれからも運営を続けて欲し
いです。ほーらい館内に売店を作ったりしてもいいのではないでしょうか。

女性 60歳代 21年以上
庁舎は誰でも気軽に入れるように整備して欲しいものです。正面と入り口をもう少し考えてくださ
い。

女性 40歳代 ６年以上10年未満
歴史民俗資料館、図書館は独立させた方が良い。事業費で職員を雇用してるのに、町行事へ
の協力が多すぎる。教育委員会と先ほどの2機関は運営を町とは別にすべきだと思う。

男性 60歳代 １年以上３年未満
全ての町民が平等に使用できるようにして欲しい。特定の団体等に有利な公共施設にならない
様にして欲しい。

男性 70歳代 21年以上
無駄な借金は積み重ねない事。町議や町長は30年から50年先を見据えた行政を行う事。10年
～15年先がわからなければ辞めるべき。将来の3町合併時に嫌われない様に借金を増やさない
方が良い。

男性 60歳代 21年以上 庁舎をする場合はバス停を中心に場所を考えて欲しい。

男性 60歳代 21年以上 新庁舎も必要だろうが、まずは職員の資質向上を図ってもらいたい。

男性 70歳代 21年以上

12月20日までの回答となっておりましたが、私たちの所に届いたのが20日の夕方でした。期限
が過ぎているのでどうしようかと思いましたが、一応出しておきたいと思います。町の公共施設
整備も必要ですが、私の住む東犬田布の集落では公民館が大分古くなっております。他の集落
は役場の方が生活館を作っているようですが、私たちの集落だけは昔自分達で寄付金を集めて
建物を作ったとの事です。その建物が現在白アリがいて今にも崩れ落ちそうになっています。出
来ましたら、東犬田布の公民館を公共施設を作る前に作っていただきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

男性 80歳以上 21年以上
先を見据えた設備を作るのは良い政策ですが、施設を立て続けに作ったり、整備不良で荒れ放
題になっている所が多いと感じられます。定期的に施設を整備し、再利用が出来たらいいと思い

女性 70歳代 21年以上 現中央公民館はどうなるのでしょうか。

男性 40歳代 21年以上
フリースクール(学校に登校しなくても学校の単位が認められる)を作って欲しい。島内の小中学
生の不登校児の対策を考え、将来(高校進学等)の選択肢を広げて欲しい。

- 60歳代 10年以上21年未満

①立地条件に関して：現在の役場は,県道沿いにあることや周辺に公共施設や商業施設,金融機
関などが集積しているいわば中心市街地に立地しています。老朽化や狭隆さを除けば極めて利
便性が高く,親しみやすい庁舎です。こういう環境は,長い間かけてできたものです。役場をどこに
置くかということは,100年先以上を見据えて決めることが必要と思います。旧農業高校跡地とい
うスペースがあるからということだけで,建替地を判断することは少なくとも避けるべきではないで
しょうか。身近な事例では、鹿児島市役所や奄美市役所は様々な工夫をしながら現地立替えを
選択しています。また、民問では鹿児島銀行(本部・本店)も同様です。一方、鹿児島県庁や鹿児
島相互信用金庫はスペースがあるからということを主な理由として,中心市街地から離れた所に
移転したようです。この二つの形態(現地又はその近隣地域での建替えと離れた所への移転・建
替え)のメリット・デメリットを住民の利便性や地域経済に与える影響という観点を中心に、じっくり
と客観的に検討すべきと思います。②財源に関して：アンケート用紙には、市町村役場機能保全
事業債(特例債)活用のメリットだけが記されております。今後の具体的な建替検討に際しては、
特例債活用とそうでない場合(一般の起債などの活用)の両方を示すべきではないでしょうか。長
い期間での償還額を単年度でみると、それほどの差はないようにも感じます。また、総務省の
「平成30年度地方債同意等基準運用要綱について」では、この特例漬に関して、「(イ)地方債の
充当残部分については、基金の活用を基本とするなど、事業の実施に当たっては、財源計画の
確実な見通しを十分勘案すること。」とされております。町が充当できる基金をどれだけ準備でき
るのかも併せて明示すべきではないでしょうか。このほか,特例債では起債対象経費が本庁舎
の建替が原則となっています。対象外の経費も相当にあると思いますが、その全容を示した上
で建替え案を検討していただきたい。③既存計画との整合性について：町には、様々な計画が
あります。特に、平成28年3月に策定された「伊仙町公共施設等総合管理計画」では、「人口減
少及び少子高齢化による公共施設に対する町民ニーズの変化」、「公共施設の更新時期の集
中及びその他施設やインフラ資産の更新」などが掲げられております。ぜひこれらの既存計画と
の整合性がきちんととられた庁舎建替

男性 70歳代 ６年以上10年未満
ほーらい館エリア、町役場エリアは距離的に近いので、商業施設、観光施設等、民間企業の資
金活用も可能ではないかと考えます。農業高校跡地エリアは他2つのエリアと距離がやや離れ
ているので、公共施設を中心に検討する必要があると思います。

男性 50歳代 １年未満
役場は駐車場を広くして欲しい。もう少し外観をきれいに見せるために花や木を植えたり、外壁
をきれいにするなどした方がいい。待合所の椅子の数を増やした方が良い。



女性 70歳代 21年以上

百菜もほーらい館も赤字運営と聞いています。今後どの様にお考えでしょうか。運営の仕方でど
うにかなると思います。建物は素晴らしいと思います。他町からも良いねと言われています。西
部公民館は西部全体で大いに利用していました。このようなアンケートを実施して、民間に渡せ
なかったのでしょうか。周辺住民が怒っていると聞きました。みんな気軽に利用していたのにと。
西部全体の集会場所についてはどう考えていますか。

女性 70歳代 21年以上

急激な過疎化が進む今日、時の流れに合った庁舎、公共施設の新築、または改築について、見
た目よりも機能性を重視した施設を望みます。旧徳之島農業高校跡地を利用するということも考
える必要があると思う。いつまでもあのまま利用しないで、朽ちていくのを待っているのはもった
いない。利用できるものは早く手を打つべきではないでしょうか。

男性 60歳代 ３年以上６年未満
各公共事業の収支決算を明確化し、問題点の分析と対策をしっかり練る事。（プロの力も借り
て）役場の不祥事や業者との不正な関係などマスコミで知る事があります。行政トップから職員
まで公務員としての自覚と誇りを持ち、住民としっかり信用関係を保つことが何より重要だと考え

女性 50歳代 ３年以上６年未満 役場の機能はそのままで、新庁舎をまず建設してください。
男性 50歳代 21年以上 財政的に必要最低限の整備にとどめる

男性 30歳代 21年以上
子宝の町でありながら、町の施設（特に公園）の規模や遊具が他の町と比較しても圧倒的に差
があると思う。休日の家族の過ごし方として、他町の公園まで出向く若い世代がかなり多いの
で、伊仙町内にある施設の改修等の必要性を感じる。

女性 30歳代 21年以上
農業高校はまだ使える教室があるように思う。役場のトイレが古い。また、高齢者や身体障がい
者の方が2階や中央公民館に行くのは大変なので、エレベーターが設置されていると、ベビー
カーの人も助かると思う。社協や教育委員会も役場内にあると助かると思う。

男性 40歳代 10年以上21年未満
町の規模に見合った整備をしてほしい。見た目の外観よりも、機能重視した施設の整備。人口
減少は避ける事が出来ないことからも、後年の負担も考え、コンパクトにまとまった整備をお願
いしたいです。コストをかけ過ぎないでください。

女性 40歳代 21年以上 政争の具とせず、未来志向でお願いします。

男性 80歳以上 21年以上
伊仙町目手久にあるなくさみ館（文化施設と銘打っているが）は予算的にも無理があり、町財政
を圧迫しているように感じる。場所的にも不便であるし、闘牛場以外の利用があまりなく、駐車場
も狭小である。他にも利用できるよう考慮してみてはいかがでしょうか。

男性 50歳代 21年以上
ゴミ箱の設置（分別の手本となるように）をお願いしたい。各公園、闘牛場、祭会場、自販機の近
くにゴミ箱があれば、ポイ捨てや放置は減る。子どもたちの教育上も、きちんとしたゴミの分別を
した方がいい。特にタバコや空缶などのゴミのポイ捨てが多いように感じる。

男性 70歳代 21年以上
町の各集落でも、もっと活性化されるよう町が活動や指導をしてほしい。農業、生活面、健康促
進など老若男女が参加できるような施設や指導者を増やすことなどに取り組んでほしい。

女性 60歳代 21年以上
今の伊仙町には、ちょうどよい庁舎です。外面だけ飾り立てても、中身のない行政では住民のた
めにはなりません。公共施設は利用者の安全性のためには必要なこともあるかと思います。定
期的に修理等を行い管理していただきたいです。将来の子どもたちが行きやすい伊仙町であっ

男性 50歳代 21年以上
目まぐるしく変化する時代に対応できるようにする。例えば、スケルトンだけど可動式のパー
テーションで区切れるような仕様にしてほしい。ユニバーサルデザインで、全ての町民や来訪者
に優しい、環境にも優しい庁舎にしてほしい。

男性 50歳代 １年以上３年未満
子どもたちからもぜひ意見や提案を出させてほしい。（伊仙町教育委員会主催「子ども議会」の
活用）将来的なハード面の整備と併せて、役場職員等のソフト面の育成も大きな財産になると思

男性 50歳代 21年以上 庁舎の建設は必要だと思う。各集落の公民館を整備して、住民自治の場の整備が重要だと思

女性 20歳代 21年以上
子育て世代の親子や高齢者の方が交流できるスペースがあったら、より町民の絆やアイディア
などもたくさん出るだろうし、地域活性化に繋がっていくと思う。

女性 30歳代 21年以上

女性用トイレの数が少ないのは問題だと思います。男性よりも女性は時間がかかるため、ス
ペースを広めに使いやすくしてほしい。個別の相談スペースや体調が悪い時などの休憩スペー
スを作ってほしい。出来れば、人目に付きにくい所で男女別がいい。仕事で行き詰った時などに
も、切り替えられる場所が必要だと思う。また、Wi－Fiスポットがあれば、町民や観光客も利用し
やすいとおもう。音声機能などを付けて障がい者の方に使いやすくするのもいいと思う。

男性 60歳代 21年以上 庁舎の移転等も考えているようですが、町民の方々が納得できるような説明会が必要だと思い
男性 60歳代 21年以上 庁舎が移転すると、中心市街地域で賛成、反対の意見が割れると思う。

女性 50歳代 ６年以上10年未満
人員、コスト削減を検討していく。職員の教育や指導を行う。アンケートが届いたのは12月26日
です。ずさんすぎると思います。

女性 60歳代 21年以上
現庁舎の出入り口が少し不便。（車両が多く通る道のため、出入りが不便。そのうえ、住民用駐
車場が少なく、駐車場も狭いので危険）災害にも強い施設が良いと思う。

男性 50歳代 １年未満 図書館の整備（子どもから高齢者まで活用できる）をしてほしい。
男性 80歳以上 21年以上 ホーライ館内にある氷プールを無料開放してほしい。

女性 30歳代 21年以上
高齢者にとって2階に上がるのは大変きついでしょうし、担当者を呼んでくるのも気が引けるで
しょう。職員駐車場は砂ぼこりがひどいです。来庁者の駐車場を作ってください。

男性 50歳代 ３年以上６年未満
公共サービスは赤字でも維持すべきサービスが多い。利用料金の値上げ等については、維持
費等を開示してから実施する方が理解が得られると思う。


