
内容分類 意見内容 事務局回答 提出日

事業方式 PFI方式はさいたま市で事例があるか。 北区役所が入居しているプラザノースがさいたま市初のPFI
事業として実施しています。本事業は2例目です。

4/23

事業方式 PFI方式のメリット・デメリットを教え
てほしい。

メリットとしては、設計・建設から維持管理・運営までの
一括発注による全体的な経費の節減、設計段階から維持管
理運営者のノウハウを反映できること、民間資金の活用に
よる市の財政負担を平準化できることなどがあげられま
す。
デメリットとしては、長期間の契約となるため、諸問題が
発生した場合、その都度協議が必要となること等があげら
れます。

4/23

事業方式 その他の施設もPFI方式で建て替えるよ
うになるか。

事業ごとに異なります。大宮区役所新庁舎を建設するに当
たっては、PFI方式が一番好ましいとなったため選択しまし
た。今後、市のすべての事業がPFI方式になるわけではあり
ません。

4/23

事業費 契約金額はいくらか。 契約金額は約197億5000万円になります。 4/23
事業費 PFI事業で一括発注だが、契約書の内容

について、金額はどうなるか。
維持管理の金額は、契約書の中に金額
の決め方が書いてあるのか。懸念は20
年で費用が予定より大幅に多くなる可
能性もある。歯止めは考えているか。

契約金額は20年間の維持管理を含めた金額となります。
追加費用については、消費税などの社会的情勢に応じた金
額の増加や不測の事態などで発生する可能性はあります
が、当初の契約金額で20年間の事業を実施します。

4/23

事業費 社会的な情勢とは。 消費税の増税とオリンピック需要に伴う建築資材の高騰、
人件費の増加を考えています。

4/23

事業費 建築資材のインフレはどこまで見るの
か。
変更した場合、議会にかけるか。

契約時より1.5%以上、上がった場合、協議を行う契約と
なっています。
契約金額の変更が発生する場合は議会承認が必要です。

4/23

事業費 約197億5000万の予算は承認されて
いるか。予算費目は、建設費用として
単独に承認されているか。

この予算については、債務負担という形で平成51年3月31
日までの維持管理運営期間終了まで予算の承認を得てお
り、その予算の承認に基づき契約しています。
債務負担行為とは、20年間でこのくらいの金額が発生しま
すという枠を承認いただいて、年度ごとに発生する金額を
予算化し承認してもらうという形になります。

4/23

事業費 事業費が全体で約197億5000万円で
平成51年3月31日まで分割で毎年均等
割りで支払うのか。

約197億5000万円で設計建設費がそのうち約105億円で
そのうちの約７７％を建設工事完了時に一括で支払い、残
りは事業期間の２０年間に渡って分割で支払います。維持
管理・運営費は別途四半期ごとに支払うこととなっていま
す。

4/23

事業費 維持管理費は毎年いくらになるのか。 約92億が維持管理費となりますので、92億を均等に割っ
た額となります。

4/23

事業費 最初は少なくて済むが、何十年と支払
いがあると将来的に負担が大きくなる
のではないか。

将来的な財政負担も含め市の財政部門と協議し、PFI方式を
とりました。

4/23

事業費 PFIについての不安も出ていたので、随
時検討し、市民負担が増えるようなこ
とがないようにしてほしい。

ご意見をふまえ、今後、事業を進めていきます。 意見提出表
（4/23）

建築計画 前回の設計からの変更点はあるか。 大きな変更点はありませんが、細かな点では、庁舎南側の
タワーパーキングの位置を変更し、周囲にバイク駐輪場を
配置しました。変更前は、タワーパーキングがもう少し北
側に位置し、バイク駐輪場を区役所側だけに配置していま
した。

4/22

建築計画 免震構造について詳しく説明してほし
い。

免震層のゴム部分で地震の揺れを免れるようになってい
て、建物自体の揺れを大きく軽減できます。

4/22

建築計画 各施設の面積の内訳を教えてほしい。 基本設計では区役所13,700㎡、図書館4,000㎡、駐車
場・駐輪場は除くとし、実施設計ではプラスマイナス３％
の範囲内で設計を進めています。

4/22

建築計画 建物の外周一辺の長さは。
内側コアの一辺の長さは。

建物の外周一辺の長さは55mになります。
内側コアの一辺の長さは21mになります。

意見提出表
（4/22）

建築計画 エレベーターがあるのに、１～２階に
エスカレーターを設置する理由は何
か。また、エレベーターを設置するこ
とで費用が高くなるのではないか。

基本的には中央のエレベーター２台を利用していただくこ
とを考えていますが、区役所の窓口、図書館入口が２階に
もあるため、利便性を考慮してエスカレーターを設置しま
した。エレベーターの設置の有無に関わらず、契約金額に
変更はございません。

4/22

建築計画 氷川参道からテラスに入る動線を知り
たい。

テラスの位置は、外からもテラスに入りたいというワーク
ショップの意見を取り入れました。１階カフェの脇の階段
を上り、2階テラスに行くことができます。図書館テラスは
子ども読書コーナー専用で、外部から直接入れないように
なっています。

4/22

大宮区役所新庁舎整備事業に関する説明会（懇談会）の主な意見
　　　　　　　　　　　　第１回：平成２９年４月２２日（市民会館おおみや集会室）
　　　　　　　　　　　　第２回：平成２９年４月２３日（大宮ソニックシティ６０２会議室）
　　　　　　　　　　　　意見内容の（　）内は意見が出された日

PFI事業全般について

建築計画について
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内容分類 意見内容 事務局回答 提出日

建築計画 外部空間のオープンテラスは高さが高
いが、中間に踊り場を設けるような階
段となっているかと思うが、カフェと
テラスの意匠が重要となると考える。
氷川参道を文化的に高める素材・デザ
インとなっているか確認したい。
カフェのデザインを教えてほしい。

テラスが高いのはテラスの下が防災広場・防災拠点として
の役割があり、災害時にトラックなどの車両が入ることと
デッキの高さを二階の図書館と揃えていることから、通常
より高くなっています。
カフェは参道側がガラス張りになっていて、参道側を向い
たカフェというイメージで設計を進めています。

4/23

建築計画 外階段は非常階段的なデザインになっ
てしまうので、素材を検討する、足元
をLEDライトで照らすなどデザインポ
イントを作って参道とマッチしたもの
にしてほしい。

皆様方の大切な参道なので、美しいものにするよう考慮し
ていきます。
また、図書館が２１時30分まで開館しているので遅い時間
に利用される人も増えてくると思いますので、照明計画を
含めてデザインしていきます。

4/23

絹糸スクリーンは透明性のある外装材
とあるが、耐久性はあるのか。また、
汚れの対策は。

4/22

絹のスクリーンの素材は、スチールか
それともガルバニウムなどを使うの
か。メンテナンスの費用対効果の表れ
る素材か。

4/23

建築計画 会議室の数や駐車場の数は現区役所と
比べるとどうなったのか教えてほし
い。

現区役所の会議室は行政の打合せなどに使うような会議室
で１１部屋あります。新庁舎にも同様に14部屋確保してい
ます。大きさについても200㎡の大きいものから20、30
㎡の小さい会議ができる10人程度でできる会議室を用意し
ています。
現区役所の駐車場は約120台ありますが、新庁舎では地下
に自走式で89台分計画しています。駐車台数は事前に交通
計画を行い、必要台数を算定しています。

4/22
4/23

意見提出表
（4/22）

駐輪場は無料か。 4/22
駐輪場に屋根がつくことを期待してい
ます。

意見提出表
（4/23）

建築計画 図書館は２１時３０分まで開く予定で
あるが、参道との調和は？
また、本は日焼けしないのか。

明るさについては、タスクライトで書架を照明したり、ス
タンドで個別に手元を明るくするなど考えています。
夜はほんのり明るくなるように周りの緑になじむような照
明計画を検討しています。

4/23

建築計画 待ち合いスペースを広くとってくださ
い。

十分なスペースを確保する計画としています。 意見提出表
（4/23）

建築計画 区役所でプライバシーを配慮した相談
場所はあるのか。

区役所窓口のカウンターに衝立の設置を考えています。ま
た、１・２階に個室の相談室を設置します。

4/22

建築計画 授乳室を設置してほしい。 設置します。 意見提出表
（4/23）

運営 今後具体的な運営計画の説明をお願い
します。

今後、運営に関する説明会を開催する予定です。 意見提出表
（4/22）

運営 これから先長く使っていく建物なの
で、維持管理や施設の使い方といった
運営協議会の設置を検討いただきた
い。

維持管理・運営段階においては定期的に市民の方々の意見
を取り入れられるよう、運営協議会の設置を検討していま
す。

4/22

現在多目的室を区民会議や市民活動
ネットワークで利用しているが、新庁
舎でも同じような部屋はあるのか。

4/22

２階会議室の広さと利用方法を知りた
い。

4/22

運営 どのような手続きをしたらフリース
ペースを利用できるのか。

平日は庁舎の待合いを兼ねたスペースとして利用し、土日
はイベントを開催する予定です。イベントの内容について
は、今後ご意見を伺いながら運営に反映していきます。

4/22

運営 コンビニやカフェはどこが入るのか。 カフェはEPRONTO（エプロント）を出店します。コンビ
ニは生活彩家が入ります。

4/22

運営 カフェでお酒の販売はするか。 お酒の販売は想定していません。 4/23

運営 カフェ・コンビニには地域の食材やア
ルディージャの商品を入れることがで
きるのか。

地元商品の販売については、コーナーを設けたいと考えて
います。また、大宮アルディージャのグッズ・チケット販
売、地元社会福祉団体と連携し授産商品をコンビニで販売
する予定です。参考として町田市役所で生活彩家さんが
入っていますが、一角にコーナーを設け地元商品を販売し
ています。
カフェについても、盆栽をイメージしたお菓子や料理を検
討していきたいと考えています。

4/23

１階に北側に多目的室を設けています。
２階の西側の区民交流スペースが合計200㎡あり、分割し
て利用することができます。現在の南館３階の会議室と同
等の利用となります。２階東南側の会議室は職員用になり
ます。

運営

金属に細かい穴を空けることで、通風や軽さにつながって
おり、また、透けて見えるようになっています。経年劣化
については、金属に耐久性のある塗装を施し、錆びや劣化
して落下することのないように細かい検討をしています。
塗装により雨で汚れが落ちるようになっており、メンテナ
ンス費用を抑えられる予定です。
外装の素材は、アルミ、ガルバニウム、スチールなど検証
を行っています。実施設計でベストなものを決定します。

駐輪場は無料になります。屋根付きのラック式の導入を予
定しています。

運営について

建築計画
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内容分類 意見内容 事務局回答 提出日

土日等は区役所エリアにシャッター等
が閉まるのか。

4/22

区役所機能の営業時間と異なるエリア
とのゾーニング区分けをご説明いただ
きたいです。

意見提出表
（4/22）

運営 ふれあいスペースと区役所の窓口が同
じフロアにあり、ふれあいスペースの
イベントがあると区役所業務の邪魔と
いうか、うまくいくか教えてほしい。

4/23

運営 来庁者向けの観光関係や情報発信や交
流をどのように進めていくかイメージ
がわかなかった。

観光に関しては、氷川参道を使って行き来する人がもっと
増えると考えています。ガイダンスステップで自由に座れ
るようになっているので、観光に来た人に座って説明でき
るようにするなどイベントだけでなく団体で来た人が説明
を受けたりできると考えています。

4/23

運営 観光用のスペースは取っていないの
か。空いているスペースを利活用する
のか。

観光専用スペースはありません。フリースペースなどを活
用し、今後、運営の中で検討する課題だと認識していま
す。

4/23

図書館 現大宮図書館の所蔵物やレーザーディ
スクは移設されるのか。

4/22

図書館 歴史的文書等、現大宮図書館の資料は
移設するのか。

4/22

図書館 新図書館の面積はいくつか。 現在の図書館の面積は3,521㎡、新図書館は図書館部分約
2,400㎡とふれあいスペース約1,600㎡ の合わせて約
4,000㎡です。

4/22

図書館 現在の図書館の展示スペースの機能は
新庁舎にもあるのか。

4/22

図書館 現在の大宮図書館は市民サークルが使
う展示スペースがあるが、新しいとこ
ろはどこになるのか、また、費用はど
の程度になるか。

4/23

図書館 図書館の席数。閲覧席の他、勉強ス
ペースもあるのか。

4/22

図書館 現在の大宮図書館の読書室のようなス
ペースはあるか。

4/23

図書館 大宮図書館をよく利用するが、現在の
大宮図書館と新しい図書館の比較が分
からなかった。どんなところが良く
なったのか教えてほしい。

現大宮図書館は、昭和48年に建設された建物で、バリアフ
リーが考えられていません。たとえば、入口には階段があ
り、ベビーカーや車いすの方は裏手まで回っていただいて
います。エレベーターは車いす非対応であり、子供室の専
用入口は階段です。また、機能が部屋ごとに分散してお
り、資料を探すために複数の部屋を回る必要があります。
これらへの対応をはじめとして、新しい図書館は様々な
方々が安全・安心に利用できる施設となります。
また、現図書館の約２５万冊をすべて引き継いだ上で、追
加購入して約３０万冊で開館する予定です。
また、開館時間を延長することにより、利便性が向上して
います。
さらに、市で初めて予約棚のシステムを導入し、予約した
本をカウンターに行かずとも借りることができたり、週１
回育児コンシェルジュが託児を行う、といったサービスを
考えています。

4/23

図書館 新図書館でもレファレンスサービスは
あるか。
コムナーレの市民活動スペースのよう
なスペースは今後の市民活動を充実す
るために重要だと考える。新庁舎では
同じような活動の場はあるか。

レファレンスサービスを含め、図書館機能は現大宮図書館
の機能をそのまま移転し、より良いサービスに努めるとと
もに、自動返却機や予約棚を導入し、利便性を向上させま
す。
市民活動ができるスペースは、１階のフリースペース等で
ご利用いただけると考えています。

4/23

図書館 図書館職員の説明会の開催を要望しま
す。設計が決定する前の開催を希望い
たします。

ご意見を参考に検討してまいります。 意見提出表
（4/22）

図書館 会議室の数が少ないようなので、現大
宮図書館の会議室利用等の有効活用は
あるか。

移転後の現図書館施設の方向性については、具体的には何
も決まっていません。

意見提出表
（4/22）

運営 区役所は多くの個人情報を取り扱うため、閉庁時は一般の
方が入れないように、シャッター等によりセキュリティの
区画を取ることを考えています。
区役所業務とイベントの住み分けについては、音が出るよ
うなものは土日に行う想定です。

現大宮図書館が移転する際に所蔵する図書等の資料は、す
べて移転後の大宮図書館に移動し、さらに新しく資料を追
加するので蔵書数は増えます。
レーザーディスクについては、再生機器が生産終了となっ
ていることから、現在主流となっているDVDを購入する予
定です。

閲覧室の書架スペースに気軽に本を閲覧する座席も多く設
置するほか、勉強スペースとなる３階のスタディルーム
は、現在の108席から120席程度になります。また、３階
に個室を設置しますが、個室は有料となります。

展示スペースの機能は、新庁舎１階に設置します。減免申
請等の利用方法も現在と同様とする予定です。

図書館について
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内容分類 意見内容 事務局回答 提出日

工期 ２年後のオープンの工期は守れるの
か。
障害があるとすればどのようなものを
考えているか。

２年後のオープンについて、現在解体工事が順調に進んで
おり、７月から建設工事を着手する予定です。建物的にも
地下１階地上６階建ての建物で工期的に十分だと考えてい
ます。

4/23

跡地利用 現大宮区役所の跡地利用について、区
民の意見を聞く場が設けられるのか。

市民の大切な公共用地にふさわしい魅力的な利用につい
て、庁内で様々な検討を重ねていますが、市民の方々が入
れる会議となるかについては今後の検討課題とさせていた
だきます。

4/22

安全対策 新庁舎北側の道路がS字カーブからまっ
すぐになる計画だが、安全対策はどう
なっているのか。

工事期間中は、山丸公園と道路の間に飛び出しを抑制する
柵を設ける準備をしています。
計画では新庁舎北側の道路を整備する計画ですが、歩道と
車道の間にガードレールを設け、安全対策をしていきま
す。警察と協議を行い、意見をいただいています。

4/22

新庁舎へのバス路線や、バス停の設置
予定はあるか。

4/22

コミュニティバスをぜひ実現してほし
い。

意見提出表
（4/23）

コミュニティバスを取り入れてくださ
い。足の悪い年寄りが行くことも考え
て、西口からか東口からの巡回式に
大栄橋から落合のガード日赤までもぐ
るりとしてほしい。

意見提出表
（4/23）

コミュニティバスなどを通す計画はあ
るか。

4/23
意見提出表
（4/22）

アクセス 大宮駅から行くのと新都心駅から行く
のではどちらが利便性がいいか。

位置は大宮駅と新都心駅のほぼ中間の位置になります。 4/23

防災の考え方は。72時間維持すると書
いてあるが、東日本大震災では、72時
間では厳しいという事例もあったが。
どのくらいの人が使えるのかわからな
い。

4/23

一次困難の待機は対応できないのか。
東日本大震災の時は駅や百貨店も利用
できず、さまよった。
対応ができないのか。

4/23

防災 災害時におけるタワーパーキングは問
題なく機能するのか。（災害時におけ
る公用車は機能しなくなるのでは？）

災害時には非常用発電によりタワーパーキングを稼働し、
公用車の使用を可能としています。また想定外の事態に備
え、地上南東側に3台分の公用車駐車スペースを確保してい
ます。

意見提出表
（4/22）

その他 説明会は今回が最後か。 設計に関する説明会は今回が最後となりますが、７月から
工事が始まりますので、現場見学会を開催できればと考え
ています。
また、維持管理・運営に関する説明会を今後、行うことを
検討しています。

4/22

その他 周辺の植栽や車の動線など外周の関連
を教えてほしい。

植栽については、氷川参道側の既存植栽は極力残すように
考えています。残す部分と新しく植える部分はあります
が、植栽を設けていく計画となっています。
道路の関係については、都市計画道路の氷川緑道西通線の
拡幅工事を行っています。ガス・下水道などのインフラ工
事を進め、新庁舎が完成する平成31年には、工事が完了す
る予定と聞いてます。また、北側のアプローチゾーンと書
いてある部分から駐車場に入ります。北側には山丸公園が
ありますが、小さいお子様も利用しているので、車道に飛
び出さないよう計画していきたいと考えています。

4/23

その他 新庁舎に郵便局や金融機関は入るの
か。

日本郵政より、近隣に大宮浅間郵便局があるため、新庁舎
の中に郵便局は入らないと回答がありました。郵便ポスト
については設置を協議しています。
金融機関はさいたま市指定金融機関の埼玉りそな銀行の窓
口を設置する予定です。ATMは現在と同じ、埼玉りそな銀
行と武蔵野銀行のATMを設置予定です。

4/22

その他 現在の大宮区役所に入っている外部団
体は、新庁舎にも入るのか。

外部団体と協議中です。 4/22

その他 シルバー関係の施設は入らないのか。 新庁舎には入りません。 4/22
その他 障害者団体の販売スペースは設置する

のか。
ピアショップが現在と同じく新庁舎にも入ります。なるべ
く目立つ場所で販売できるよう協議しています。また、庁
舎１階のコンビニで、授産施設のパンや菓子類を販売する
予定です。

4/22

その他 博物館はどうなりますか。
新庁舎には入りますか。

新庁舎には現区役所の機能と高鼻町にある大宮図書館が移
転して入りますので、博物館は入りません。

4/23

その他 中部公民館は入らないのでしょうか。 中部公民館は新庁舎に入りません。 4/23

アクセス 新庁舎は現在の区役所より約500m南に移転します。その
ため、現在、バス会社と協議を行っています。バス会社に
おいても事業性や採算性を検討していただいています。現
区役所から離れてしまうため、公共交通機関を利用できる
形で協議を進めていきたいと考えていますが、現時点では
バスを通すことは決まっていません。

その他

防災については、長ければな長いほど安心ではあります
が、72時間で設定しています。行政の機能として災害対策
業務に必要な設備を72時間維持できる想定で考えていま
す。
区役所については、一時滞在施設として帰宅困難者がフ
リースペースを使えるよう想定しています。

防災
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その他 中央デバートの跡地の建物に公民館機
能は入らないのか。

大宮駅東口大門町2丁目中地区市街地再開発ビルの中には市
民会館おおみやの機能が導入予定で、公民館機能が入ると
は聞いていません。

4/23

その他 市民が使える会議室は増えているか。 会議室については、現大宮区役所と同様の利用方法となっ
ています。

4/23

その他 コムナーレ９階のような市民活動がで
きるスペースは新庁舎に入るのか。

市民活動ができるスペースは、フリースペースに椅子があ
り、自由に使うことができます。また、１階にワーク
ショップルームという形で100㎡程度の部屋や図書館のス
テップリビングは少人数で打ち合わせができるスペースを
用意しています。

4/23

その他 大宮のガイド会としてコミュニティ課
を介して、昨年11月にメールボックス
の設置を要望書を提出した。
浦和のコムナーレのようなメールボッ
クスの設置の検討について伺いたい。

メールボックスについては、準備室で承っています。市内
の関係部署等と調整協議を行っており、結論はまだ出てい
ません。

4/23

その他 １F窓口の各課に番号発券機と表示板を
設置しわかりやすくしてほしい。

今後、新庁舎の利用状況もふまえ、検討していきます。 意見提出表
（4/23）

その他 庁舎からの視線が気になります。
外装材での対策は理解しましたが、２F
テラス（至る通路）、北側図書スペー
ス、４F休憩室からの視線対策。県庁舎
と比べて接近してきてますので、十分
に配慮いただけるとありがたいです。
公園の木なども有効だと思いますの
で、山丸公園の今後の整備や使用方法
もよく考えていただきたいです。

視線対策として、フィルム貼付や絹糸スクリーンの間隔を
狭めるなどガラス面での視線制御を検討します。

意見提出表
（4/22）

その他 ヘリポート設置はあるか ヘリポートの設置はありません。 意見提出表
（4/22）

その他 落葉や鳥の糞対策は何かされているの
か

落葉、鳥の糞ともに維持管理者による掃除を徹底します。 意見提出表
（4/22）

その他 外側の窓ガラスの清掃方法はどのよう
に考えているのか。

建物外周に掃除用足場を設けています。 意見提出表
（4/22）

その他 身体（自閉症・知的障害）がある方々
も区役所に足を運ぶのが当たり前とな
るようご検討をお願いします。

様々な視点から検討していきます。 意見提出表
（4/22）

その他 あかしあの森が販売するということで
すが、その他の作業所に機会を設ける
よう月替わりなどできないでしょう

コンビニでは、あかしあの森以外の商品を販売することは
考えていません。その他の作業所については、ピアショッ
プでの販売を考えています。

意見提出表
（4/22）

その他 シルバー人材も足を運べるような施設
にしてほしい。

バリアフリー化、フリースペースの設置など、幅広い年代
の人たちが気軽に立ち寄ることができる開かれた利用施設
にしてまいります。

意見提出表
（4/22）

その他 基本図面を公開してください。 意見提出表
（4/22）

その他 概要版ではなく、基本設計の全体版は
どこで見れるか。

4/22

その他 ホームページに説明会の内容を公表し
てほしい。

今までの説明会の内容については、ホームページに掲載を
しています。この説明会の意見と回答についても公表して
います。

4/23

その他 本日の説明会でもたくさんの質問、要
望もあったが、すでに説明した分も含
めて利用、利便性をもっと向上できる
よう意見・要望が出せる受付窓口を市
報などで知らせてほしい。

大宮区役所新庁舎建設準備室で常時受け付けています。 意見提出表
（4/22）

その他 情報発信が不足している。 ホームページの更新を随時行います。
また、大宮区役所新庁舎基本設計（概要版）リーフレット
を市報大宮区版5月号と併せて、大宮区全戸に配布を行いま
した。

意見提出表
（4/23）

その他 図は北を画面の上にしたほうが分かり
やすい。

次回資料より対応します。 意見提出表
（4/22）

その他 ご丁寧に説明いただきよく理解できま
した。ありがとうございます。
新庁舎の竣工を楽しみにしています。

意見提出表
（4/22）

その他 すばらしい区役所の落成を楽しみにし
ております。無事故で終わることを
祈っております。

意見提出表
（4/23）

その他 長い時間の末、ようやくここまで来た
のかな…という感想です。
最初に市民会館の小ホールで説明会に
参加したのが確か平成23年のころで
あったと記憶しています。
完成までずっと見続けていきます。よ
ろしくお願いします。

意見提出表
（4/22）

ありがとうございます。より良い庁舎となるよう今後も事
業を進めてまいります。

大宮区役所新庁舎建設準備室で閲覧できます。図面をHP公
開しました。
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その他 最新技術を導入して様々な仕事を行う
にしてもそれらを適材適所に生かして
いくのはそれらを駆使していくのはそ
れらを活用する職員そのものの知恵と
努力と検証の結果となろう。それだけ
職員一人一人がきちんと対応していく
ことが肝要である。

意見提出表
（4/23）

その他 時に人々が喜んで集合する場こそ必要
である。そうした場を醸成するには職
員と市民が1つ1つ積み重ねていくこと
がベースだ。

意見提出表
（4/23）

その他 デザインを重視するために防災拠点的
な機能がおろそかになってはいけな
い。それらへの十分な配慮が求められ
る。

意見提出表
（4/23）

その他 市・区役所機能は今後ともA.I&ITの活
用が肝要だ。となると区役所機能は少
なくなりこそすれ、広がることがあっ
てはならない。事務改善・効率化・省
エネ化の日々の努力こそ求められる。

意見提出表
（4/23）

その他 施設は作られれば利用は今一つとなら
ぬように区民のアクセスと利用の利便
性への障害を作らぬように職員の意識
改革を望む。

意見提出表
（4/23）

ご意見として参考とさせていただきます。
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