
                       令和４年５月～６月住民説明会/新南陽地域政策課 

新南陽総合支所整備に関する住民説明会概要 

 

１ 日程及び参加者 

日程 会場 参加人数 意見等数 

令和 4年 5月 20 日 学び・交流プラザ 9 11 

5 月 25 日 新南陽ふれあいセンター 7 5 

5 月 26 日 とんとん会館 6 4 

5 月 30 日 みなみ会館 8 11 

  6 月 1 日 ほのぼの会館 11 11 

6 月 3 日 和田市民センター 4 3 

合計 45 45 

 

２ 意見等の内訳 

項目 件数 内容 市の回答 

庁舎の機能等 19 出入口に軒はあるのでしょうか。
5/20、5/25 
 

正面玄関、西側出入口、おもいやり駐
車場に設置します。正面玄関の軒下は
車の乗り入れが可能です。 

ソーラーパネルの容量を教えてく 
ださい。5/20 

発電した電気を有効利用できる最大
限の容量を設置します。 

防火水槽は設置するのでしょう 
か。5/20 
 

容量 4 ㎥の受水槽を設置します。西
消防署の貯水庫の使用についても調
整中です。 

会議室は市民が利用できるのでし 
ょうか。5/20 

2 階は、職員の会議スペースとしての
利用を考えています。1 階は、選挙の
際や、緊急時の避難所として利用して
いただけます。 

油庫にはどうやって給油するの 
ですか。5/20 
 

ポンプで圧送させる等の方法を考え
ています。実施設計の中で最良の方法
を検討してまいります。 

木造は検討されたのでしょうか。 
5/25、5/30 

周南市西部地区の防災拠点として、強
度の高いＲＣ造で建設します。 

エレベーターは設置するのでしょ 
うか。5/25、5/26、5/30 
 

設置しますが、2 階は主に職員の管理
スペースとして利用するため、基本的
には市民の皆さまがエレベーターを
利用することはありません。 

駐輪場はありますか。5/25 
 

敷地西側に屋根付のものを設置しま
す。 

屋根はフラットですか。5/30 陸屋根仕様で設計しています。 
情報コーナーに歴史展示できない 
でしょうか。5/30 

歴史に関する展示物に関しては、歴史
資料館に展示したいと考えていま
す。。 

公文書の置き場はどこですか。 
5/30 

基本的には 2 階の文書庫に保管しま
すが、全て総合支所で管理するか、一
部本庁に置くか、今後関係課と協議し
決定します。 

玄関の位置、向きをずらせないで 
しょうか。6/1 

現在北東の方向を向いていますが、点
字ブロックの関係等考慮し、北向きの
配置に変更するよう検討しています。 

緊急時に 2 階の会議室、倉庫を開 
放できないでしょうか。6/1 

停電時に自家発電装置が稼働します
が、2 階はサーバー室を除き機能しま
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せん。災害対策本部が発足すると、避
難者に係る人員が確保できないため、
避難所としての 2 階の利用は考えて
いません。 

メンテナンスしやすい屋根の形状
で設計をお願いします。6/1 

陸屋根で設計しており、メンテナンス
しやすい仕様となっています。 

自治会の会議等は 2 階を利用する 
のでしょうか。6/3 

2 階会議室は職員用の利用を考えて
います。自治会の会議等は 1 階会議
室で行います。 

新設市道について 13 道路の幅員を教えてください。
5/20、5/30 

片側一車線 3.5ｍの道路幅員を確保し
ています。道路の両側には 2.5ｍの歩
道を設け、計 12ｍ歩車道を建設しま
す。 

カーブの真ん中に横断歩道がある
と危ないのではないでしょうか。
5/25 

現在、公安委員会と協議しているとこ
ろです。安全が確認できれば整備した
いと考えています。また、注意喚起の
表示等の設置も検討しています。 

郵便局の利用者が新設市道に駐停
車する危険があると考えます。
5/26 

交差点付近での駐停車は道路交通法
で禁止されており、想定していませ
ん。 

富田西小方面からは下りでスピー
ドが出て危ないのではないでしょ
うか。5/30 

富田西小方面から来られる人は、敷地
手前に直角のカーブが 2 か所あり、
スピードは出しにくいと考えていま
す。 

横断歩道を設置するなら臨時駐車
場からの動線は不要ではないでし
ょうか。6/1 

横断歩道の設置については公安委員
会と協議しているところです。市民の
皆さまが安全に通行できるよう最良
の方法を検討します。 

臨時駐車場からの動線に陸橋を設
置してはどうでしょうか。6/1 

有効敷地面積が減少してしまい、十分
な駐車場の確保が困難になるため現
在のところ考えていません。 

横断歩道は職員が旗を持ってでも
横断できるとよいと考えます。6/1 

注意喚起の表示等の設置を検討し、ド
ライバーに注意を呼び掛けたいと考
えています。 

富田西小方面からの交通量が多く
なるのではないでしょうか。6/1、
6/3 

平成 28 年度に作成した市道測量設計
の際、1 日 740 台と想定しています。
また、中溝線が完成すれば、さらに交
通量は減少すると想定しています。 

横断歩道の部分をフラットにでき
ないでしょうか。6/1 

既に市道の設計は完了していますが、
ご意見があったことは道路課へ連絡
します。 

道路に注意喚起の表示をしてはど
うでしょうか。6/1 

ドライバーへの注意喚起のため、標識
や道路標示の設置を検討しています。 

カーブに横断歩道は設置できるの
でしょうか。6/3 

公安委員会と協議中です。市民の皆さ
まが安全に通行できるよう最良の方
法を検討します。 

整備スケジュール 2 基本設計案提示まで時間がかかり 
すぎではないでしょうか。5/26 
 

基本構想の策定から建設位置の決定 
まで大変時間がかかり申し訳ありま 
せん。基本設計に取り掛かって以降、 
標準的な工期で進められるよう努力 
してまいります。 

完成を急いでください。5/26 整備スケジュール通り進められるよ 
う職員一同努力してまいります。 

交通アクセス 1 以前の説明会で、⾧田町から新南 
陽総合支所にバスを経由できない 

イオンタウン周南ができたときに、現
在のバス路線に変更した経緯があり
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かと質問した件はどうなったので 
しょうか。5/30 

ます。バス事業者からは、庁舎の完成
に伴い、利用者が増える見込みがあれ
ば検討するとの回答をいただいてい
ます。 

防災倉庫について 2 会議室として利用できますか。 
5/20 
 

50 ㎡の防災倉庫を 2 基建設します。 
それぞれ、備蓄食料・飲料水、防災資 
機材を保管する目的としていますの 
で、会議室、避難所としての機能は有 
していません。 

避難所として利用できますか。 
6/1 

事業費について 2 令和 4 年度の事業費を教えてくだ 
さい。5/20 

約 6,700 万円です。令和 4 年度は、庁 
舎敷地造成工事、旧西消防署解体工 
事、実施設計、臨時駐車場造成設計を 
行う予定です。 

市道整備費は含まれていますか。
5/20 

新南陽総合支所整備事業費に、市道整 
備費は含まれていません。 

駐車場について 2 職員駐車場はあるのでしょうか。 
5/20 

臨時駐車場内の鉄塔メンテナンス用 
地を利用し、賄えなければ臨時駐車場 
の西側を利用したいと考えています。 

臨時駐車場には転落防止のフェン 
スの設置をお願いします。6/1 

臨時駐車場の入り口から、臨時駐車場 
東側の階段までの間で検討します。 

その他 4 片山団地、庁舎敷地、県道の高さ
を教えてください。5/20 
 

（海抜）県道 7ｍ、敷地（郵便局との
境界）9.5ｍ、庁舎入口 11.5ｍ、都市
計画道路 12.5ｍです。 

建設用地の地盤高を教えてくださ 
い。5/30 

現状は 13ｍですが、敷地造成に伴い、
市道の高さと同程度の約 11.5ｍに掘
削します。 

西消防署前の信号機はそのままで
しょうか。5/30 

東側に移設します。また、交差点内の
信号、形状等は道路完成後、実地検証
を行って決定します。 

中溝線完成後、消防車は県道を通
るのでしょうか。5/30 

県道から国道 2 号に出ると聞いてい
ます。経路は消防で検討します。 

合計 45   

 


