連番 質問８-５_その他の内容

主な内容

1

旧御坊町に住んでいます。旧御坊町は津波が来ても逃げる所が無く、現庁舎前に出来れば建設して頂ければと思います。

立地に関すること

2

新庁舎は、高台へ移転すべきだと思います。

立地に関すること

3

是非、現場所へ避難所にもしてほしい。屋上に避難に向けて、食事、トイレ、他の設置。出来るだけ高くしてほしい。

立地に関すること

4

市役所は、今位の位置が最も良いと思われますが（慣れているからかも分かりませんが）大災害時に対策本部として機能する事が最も重要かと考えます。

立地に関すること

5

高台移転が望ましい。

立地に関すること

6
7
8

高台に上がった方が良いと思います。
JR御坊駅を中心としたコンパクトなまちづくり。津波浸水想定区域外での安心、安全な庁舎位置。来庁時での安心できる耐震、免震構造。
教育委員会は今の場所で

立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること

立地に関すること
今のところで建て替えて
今の場所がいい。階段もスロープもなしで玄関に入れるように。備蓄品（食料、ふとん）をおけるように。車の駐車スペースを地下（玄関より下）にするなら
立地に関すること
10 エレベータをつけるように。議会の傍聴席は階段がないように。
障害者用駐車場はスロープを車で上がって玄関の近くに作ってほしい。屋上にヘリポートを作ってほしい。
立地に関すること
11 新庁舎を建設するにあたって、今と同じ場所ではなく、駅の近くなどの交通機関が充実している所の方が良いと思う。
9

12 建替場所は、現在地ではなく交通機関等が便利な駅周辺、津波ことも考え高台移転がいいと思います。

立地に関すること

13 現地場所は災害に怖いので、駅近くに移転してほしい！！

立地に関すること

14 新庁舎の現在地建替絶対反対

立地に関すること

15 津波が来ない場所への移動がよいと思います

立地に関すること

16 津波対策が必要になってくると思います

立地に関すること

17 御坊駅付近に移転して欲しいです

立地に関すること

18 高台希望します

立地に関すること

19 今の場所でいいです

立地に関すること

20 市役所建て替えの際、今の場所ではなく津波等に対処するため高台に行く事が好ましいと思います。その事を市民に情報の提供することが重要。

立地に関すること

21 市役所建て替えの場所は高い所でお願いします

立地に関すること

22 現在地で避難所の機能をもった庁舎の建設を望みます。

立地に関すること

23 高台へ移すべき

立地に関すること

24 可能であれば、日高振興局の北側に移った方が良いと思います。

立地に関すること

25 新庁舎の建設は出来るだけ高台で避難場所として機能を有し、災害時対策本部として動けること。場所としては御坊駅周辺が良いと思われる。

立地に関すること

立地に関すること
26 御坊駅周辺への移転を希望します。
新庁舎の建設は高台に移転してほしい。避難施設、防災施設も設けてほしい。交通の便利のよい津波のこない御坊駅周辺に設置してほしい。災害時対策本部と
立地に関すること
27
しての機能が発揮出来る所。
立地に関すること
28 津波の被害に、あわない場所で、災害時の拠点となる建物。経済的に発展出来る場所。
29 新庁舎を高台移転、又津波災害時、緊急的な避難場所として機能できる場所。
・津波浸水区域外
・液状化現象が生じない
30 ・人口密集地から遠くない
以上より御坊保健所周辺も候補として考えられてはいかがでしょうか。
又、現在の土地の地盤調査を早急に行ってほしい。
31 出来れば高台に建設して頂きたい。又、駅の近くや浸水規定外地域にお願いしたい。

立地に関すること

32 市役所新庁舎は、南海トラフ大地震による津波の予想浸水区域外での建設を願います。

立地に関すること

33 地震のことを考えた方が良い。

立地に関すること

34 地震・津波に対しての安全性の確保を願います。

立地に関すること

35 周辺の状況を考慮して現在地にカサ上げして新庁舎建設を望む。又常時使用していない建物、例えば議会棟など簡素な建物に。

立地に関すること

36 特に大地震や津波に対して安全・安心であることを重要視してください。
安全面のことを考えて、高台への移転を考えてほしいです。津波などで市役所が倒壊・浸水してしまったら、市役所としての機能が果たせないと思います。こ
37
れからは大地震のことを踏まえた対策がとても大切だと思います。
38 津波が心配です。高台への移転を希望します。
災害時、助けを求める、全国へ発信する、庁舎が、機能しなくなるということは、今後避けなければいけないと思います。災害は必ず来るという防災教育を初
39
めとし、拠点となる庁舎が被害にあわないように高台へ行くか、遠方へ行くかと希望します。
40 高台に建てた方が良い。
地方新聞などで新庁舎をどこにするか記事になっていましたが、高台への移転には消極的なのですか？現地での建て替えでは、津波が来たら災害対策本部の機
41
能は果たせませんよね。もう少し考えた方がいいのでは？
42 新庁舎は、津波被害がない場所へ移転した方が良いと思います。
いつくるかわからないと言われている地震に備えて高い安全性が必要だと思います。また、体育館等への避難は高齢者や子ども、障がい者にとっては厳しいの
43
で、新庁舎で安心できる緊急的な避難場所があればなおいいと思います。
利便性の問題もあるが、津波浸水想定区域外に建設するのが大前提だと思う。高齢者・障がい者が来庁する場所にはバリアフリー化・多目的トイレを、乳幼児
44 や子育て世代が来庁する場所には授乳室や子ども用トイレを設置すべき。市民に開放した交流スペース・カフェ・会議室などを設け、市民が集まりやすい、行
きやすい場所・空間になるよう願っています。
45 市役所、浸水区域にあるのに現地前提に進めず高台移転も考えてほしい。防災に強い町作りを進めて下さい。
新庁舎は高台に移転するべきです。交通のアクセスが問題ならば、白浜町、有田市はどうなっているか報告して欲しい。独自にバス（小型）を所有して職員が
46
運転してもいい。人口3万人たらずの市で職員が500～600人いるのなら人手は確保できると思います。

立地に関すること

立地に関すること

立地に関すること
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立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること

連番 質問８-５_その他の内容

主な内容

1．現在の所に盛土をして建築すると、国及び県の補助金の割合が少なくなり、市民の負担が多くなる。
2．未来の事を考えると災害が発生した時の交通手段としてJRが通っている、御坊駅近くの方が良いのではないか。（丸山切り開く）
新庁舎は、高台の近畿大学あと地に置き、現庁舎あとは古くなっている体育センターを作り、スポーツ施設としてでなく災害時には避難所として利用する様
48
に。
49 田辺、白浜、近隣の市町村は、高台移転しているのに御坊市はそのままでは、いけない様に思います。
47

立地に関すること
立地に関すること
立地に関すること

50 高台へ移転してほしい

立地に関すること

51 防災拠点、避難場所として現在地建て替えに賛成。市民により開かれた、利用しやすい庁舎にしてほしい。

立地に関すること

52 新庁舎は耐震性、津波対策も充分であり、明るく快適な庁舎であることを切望する。

庁舎のつくり等に関すること

53 将来、発生し得る災害（地震、津波など）に対して、十分な対策を施した庁舎が望ましいと思います（特に立地）

庁舎のつくり等に関すること

54 新庁舎は安全である事。

庁舎のつくり等に関すること

55 スロープはゆるやか。現場所希望。議会傍聴は階段がなしで行けるように。屋上にヘリポート。

庁舎のつくり等に関すること

56 障害者が自由に庁舎に出入出来る様に段差のない建物こうばいも考えて頂きたい。
障害者、高齢者にやさしい、利用しやすい様にしてほしい。段差なく、車イス移動がしやすく、スロープはゆるい角度で、各階に障害者トイレがほしい。エレ
ベータは音声ガイドが必要です。各課の窓口が今はバラバラであちこちと移動しなければならないので、1ヶ所ですむ様な工夫をして欲しい。庁舎、駐車場、
57
道路のバランスも考えて欲しい。現在、駐車禁止を守らない車が多く危険である。車イス障害者用駐車場は屋根が必要です。災害時の避難所としての機能も準
備して下さい。特に障害者、高齢者の福祉避難所も必要です。
駐車場と庁舎を隣接させて道路を横切らずに庁舎に入れる様にしてほしい。窓口を一列に並べて手続きの移動を少なくしてほしい。庁舎の周り（裏も）は一般
58 車両の駐車場にして庁舎の出入りの利便性を高くしてほしい。職員の駐車は全て別の場所にしてほしい。あるいは、平屋の広い庁舎にして屋上を駐車スペース
にすると、庁舎がバリアフリーになって障害のある方も利用しやすくなる。
59 エレベーターの数を増やしてほしい。できればエスカレーターもほしい。

庁舎のつくり等に関すること

60 車イス駐車場から玄関のスロープまで道路があり、危険を感じた。

庁舎のつくり等に関すること

61 喫茶室があれば良い。

庁舎のつくり等に関すること

62 新庁舎、トイレなどキレイになると良いと思います。
少子化等の相談場所やトイレの充実
63 市民の利用や交流場所
これから来るかも知れない、災害に対して、考慮される事が必要だと思います。
64 福祉課が1階にあれば良いと思います。

庁舎のつくり等に関すること

65 新庁舎を建てるのであれば、無駄な吹抜け、オブジェ等は排除し、簡素にすべきである。

庁舎のつくり等に関すること

66 どこに何課があるか分かりやすくして欲しい。

庁舎のつくり等に関すること

67 入り口横のスロープがあるものの、だいぶ歩かないといけないので、杖歩行の方は不便だと思います。福祉の窓口が1階がよいと思います。

庁舎のつくり等に関すること

68 高齢者、障がい者などの窓口は1階にお願いします。

庁舎のつくり等に関すること

庁舎のつくり等に関すること

庁舎のつくり等に関すること
庁舎のつくり等に関すること

庁舎のつくり等に関すること
庁舎のつくり等に関すること

庁舎のつくり等に関すること
69 震災に負けない、強い庁舎を望みます。
身体障害者の利用に対応したトイレがない。
庁舎のつくり等に関すること
70
給湯室（？）が女性トイレ側のみに設けられているが、建て直すのであれば男女のトイレ双方に設置、もしくは男女とも利用できるスペースにした方が良いと
庁舎のつくり等に関すること
71 シンプルな外観がいいと思います。
72 できるだけ早く建て替えに着手してほしい。他町より遅れてる感じがするので、御坊市の力をみせてほしい。

建て替え時期に関すること

73 一日も早く！

建て替え時期に関すること

建て替え時期に関すること
74 新庁舎早期に建設してくださいませ。
いろいろな意見の調整も必要かと思いますが、災害は、“待ったナシ”の状態かと思われますので、スピード感を持って新庁舎の建設を進めてほしいと考えて
建て替え時期に関すること
75
おります。
建て替え時期に関すること
76 災害に備え、早急に建設する必要があると思います。
77 情報提供に不安がある（緊急時）。スマホ等持っていないので。避難所暮らしの時、年配の方への情報提供。

情報共有・情報開示に関すること

78 市民の意見を広く聞くべきだと思います。市民投票でもするべきではないですか。

情報共有・情報開示に関すること

79 一部の市議、市長の判断で決行するつもりか。市民の声を広く聞け。

情報共有・情報開示に関すること

情報共有・情報開示に関すること
80 私達、市民の事なので、もっと幅広く何でも聞いてほしい。アンケートも少し的から外れている様に思われる。新庁舎建設の事なのに。
建設に向けてのアンケートは、もっと広く市民の皆に問うべきであると思う。税金納税者は市民であるのだから、一部の人々によって操作されている様に感じ
情報共有・情報開示に関すること
81
られます。もっと市民と議論するべきであると思います。

82 新聞に記載（アンケート）されていた様ですが、全戸配布する事を意見します。アンケートの答えは是非公表されますように、内々で処理しないで下さい。
83
84
85
86
87

住民にもっと新庁舎の建替の事が知れわたる様に各町内会長様を中心とした新庁舎の場所新しく移転するとした場合、旧庁舎のあと地の利用方法とを話し合え
る場をもつ様にしてほしい。
職員の方の対応は良く、すごく教育されていると思う。
ほとんどの部署が窓口に行くとすばやく対応してくれますが、一部署はなかなか対応に出て来ない。出て来ても上司が後ろから偉そうな態度。再教育して頂き
たいです。
分からない事があり確認に来ているので、分かっている前程での話し方をせず、1から説明いただけると助かります（以前にそのような事があったため聞きに
くることが不安になる）
現在は何とか自分で来庁出来ますが、今後自分で来庁出来なくなった場合どうすれば良いですか。訪問して相談に応じて頂けますか。不安に思います。

情報共有・情報開示に関すること
情報共有・情報開示に関すること

職員の対応に関すること
職員の対応に関すること
職員の対応に関すること
職員の対応に関すること
職員の対応に関すること

88 昔の職員に比べると、今の職員は大変親切で行き届いていて好感度とても良いです
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連番 質問８-５_その他の内容

主な内容

89 事務的ではなく、しゃべりやすくてやさしい方もおられるのが良いです。

職員の対応に関すること

90 2Fの何と言う課は忘れましたが、職員の方は大変親切でした。

職員の対応に関すること

91 どの部署の職員さんすべて来庁者に笑顔であいさつしてくれると感じがいいと思います。

職員の対応に関すること

92 窓口の方は話もしやすく親切で好感がもてました。

職員の対応に関すること

93 暴力団・反社会的勢力の排除に向けた動きを推進させて下さい。

その他

94 公共工事に於いて、暴力団排除条例に基づき、しっかりした取組みを行ってほしい。

その他

95 日曜日・祝日・夜間も手続きできるように

その他

96 御坊市が好きです。生涯安全に住みたいものです。お守り下さい。

その他

97 建て替えを楽しみにしています

その他

98 税金が高い

その他

99 消防庁舎の建て替えもお願いします。

その他

100 時間外の受付、休日の受付をもっと分かりやすくして欲しい

その他

101 福祉面での充実

その他

102 現市役所からの駐車場スペースに建て替えでは、補助金が出ないと聞きました。税金の負担が大きくなるのは困ります。

その他

103 他の市町村と考えが違うのでしょうか？私達の税金も上がるのでしょう

その他

104 庁舎建設するにあたって、入札方式ではなく提案型（プロポーザル）の方が住民の為になるのではと思います。

その他

105 特にありません。

特になし

106 特になし

特になし

107 なし

特になし

108 なし

特になし

109 なし

特になし

110 なし

特になし

111 特にありません

特になし

112 特になし

特になし

113 特になし。

特になし

114 なし

特になし

◆主な内容別件数（合計114件）
1 立地に関すること 51件
2 庁舎のつくり等に関すること 20件
3 建て替え時期に関すること 5件
4 情報共有・情報開示に関すること 7件
5 職員の対応に関すること 9件
6 その他 12件
7 特になし 10件
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