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委員会提案 

当委員会は、これまで議論を重ね大野支所の位置、付随機能、敷地及び周辺市

有地の有効活用等について検討する中で、大野地域に新たな賑わいや活力を創り

だすことが大変重要であると考えました。 

これらを今後の大野地域及び廿日市市域全体の経済活性化へと結びつけていく

観点から、次のとおり提案します。 

１ 大野支所の位置 

大野支所の位置については、現大野支所の敷地での建替え、または筏津地区

への移転で新たに建替えることが考えられます。その中でそれぞれの利点と課

題が、各委員の意見から次のようにまとめることができました。 

具体的には、現在地に支所を配置した場合に想定される利点として、道路の

アクセスが良いこと、周辺の民間施設が充実していることです。 

また、大規模災害を想定すると行政施設を２カ所に配置することによって、

行政機能喪失のリスク分散が図れるとの意見が出されました。 

課題としては、行政施設が２カ所にまたがることで、その機能の集中が図れ

ないとの意見が出されました。 

一方、筏津地区に支所を配置した場合に想定される利点としては、行政機能

の集中が図れること、現支所の位置に支所を建替えないことで、この跡地が広

く使え、より有効活用できるのではないかという意見が出されました。 

課題としては、駐車場の不足が懸念されること、現在の道路網ではアクセス

が悪いこと、河川に挟まれた地形のため永慶寺川の護岸整備が必要ではないか

という意見が出されました。 

２ 現大野支所敷地及び周辺市有地の有効活用 

現大野支所敷地及び周辺市有地は、大野地域の賑わいの場として有効活用す

ることが望ましいと考えます。ここには、市民と観光客の交流・憩いの場とな

るような機能、市民の安全安心が確保できる防災機能、訪れた人たちに観光を

はじめとした地域の情報を発信するような機能、障がい者・女性団体など各種

団体の活動や相互交流の場である活動拠点機能といった、多様な機能を持つ拠

点づくりが必要であるという意見が出されました。 

当委員会では、賑わい創出の観点から、これらの機能に地域の海産物等の特

産品を販売する商業機能を有する「道の駅」を提案する意見が大半を占めまし

た。



 

３ 今後の方向性 

「道の駅」を中心とした拠点を市民や各種団体が有効に活用することで、

大野地域を中心として賑わいが生まれ、これが廿日市市全体に広がっていき、

商工業、農林水産業、市民活動をはじめとして、あらゆる分野への活力につ

ながっていくことが期待されます。 

しかし、拠点づくりとその活用に向けては、多額にのぼる施設整備の費用

や施設運営管理の方法、各種団体との調整など多くの課題があります。 

これらを市民と行政が一体となって解決していくことが重要と考えます。 

 

なお、大野支所の建替えに伴い、この報告書だけではなく、これまでの当委

員会の検討過程における各委員の意見などを広く参考にし、市において総合的

かつ適切に判断し、今後の施策につなげていただくようお願いします。 

以上、当委員会の意見をまとめ提案といたします。 

 

 

平成２３年１０月１９日 

 

廿日市市長 眞野 勝弘 様  

 

廿日市市大野支所及び周辺市有地有効活用検討委員会 

委 員 長  野  原  建  一 
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第１ 検討委員会設置の経緯 

 

市は、市有建築物の耐震化を計画的・効率的に推進するため、平成２０年度に「市有

建築物耐震化方針」を策定し、この方針の下に大野支所の耐震診断を実施したところ、

所定の耐震性能を有しておらず、大規模な耐震改修が必要であることが判明しました。 

これを受け、平成２１年度から市内部では、大野支所の耐震対策について、耐震改修

費用と耐用年数の費用対効果を考慮しながら、支所の適正な機能発揮を前提に施設規模

の縮小や移転も視野に入れて総合的に検討した結果、耐震補強を行なわず現支所の新館

及び旧館を解体し、適正規模の支所に建替えるものとされました。 

この支所の建替えに伴い、その位置、付随機能、土地の有効活用については、大野地

域のにぎわい創出の観点からも、大野地域の各種団体から推薦された者、大野地域の地

縁団体から推薦された者及び学識経験者により構成された、廿日市市大野支所及び周辺

市有地有効活用検討委員会が、広く意見を聴くことを目的として設置されました。  

 

 

 

 

 

 

 

廿日市市大野支所周辺航空写真 
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第２ 委員会開催状況及び検討内容 

 

１ 第１回委員会  

(1) 開催日：平成２２年１１月３０日（火） 

(2) 場 所：廿日市市大野支所 ３階 大会議室 

(3) 出席委員：１９名 傍聴者：５名 

(4) 委員会の概要 

第１回委員会の開催にあたって、市長あいさつの後、各委員の自己紹介、続いて、

委員互選により委員長に野原建一委員、副委員長に小熊鶴雄委員が選任された。 

大野支所耐震対策及び有効活用方策の検討、大野支所周辺土地利用可能性調査に

ついて事務局から説明し、意見交換を行った。 

(5) 主な意見等 

・ 既存の福祉売店や産直市も含めて新たな商業施設等の場所とするなど、現在ない

ものを作っていく方が、まちの活性化やにぎわいづくりにつながるのではないか。 

・ 地域の活動団体が利用できる市民活動センターがぜひほしいという意見があり、

支所の機能や場所と併せて検討してほしい。 

 

 

 

 

 
委員長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 
市長あいさつ 
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２ 第２回委員会 

(1) 開催日：平成２３年１月２５日（火） 

(2) 場 所：廿日市市大野支所３階大会議室 

(3) 出席委員：１８名（１名欠席） 傍聴者：１９名 

(4) 委員会の概要 

旧大野町作成の「地域活動等拠点機能調査報告書」、大野支所の位置の検討及び

大野支所に含める付随機能の検討について事務局から説明し、意見交換を行った。 

(5) 主な意見等 

・道路のアクセス状況や災害時・緊急時の対応を重視して位置を決定する必要があ

る。 

・公共施設ではないので利用者数は把握されていないが、現在地には医療機関、商

業店舗等が立地しており、一定規模の利用者数や実際の人の動きがあるので、地

域の人の利便性という点では現在地が良い。 

・筏津の場合、建物だけでなく周りの道路や歩道、駐車場等、総合的な整備が必要。 

・支所の業務内容をよく検討して、本庁との連携の中で必要規模のものとすること。 

・支所が筏津に移転した場合、跡地となる現在地において、大規模な有効利用を行

うというのは時代に逆行している。適正な行政サービスをしていただきたい。 

 

３ 第３回委員会（視察） 

(1) 開催日：平成２３年２月２５日（金） 

(2) 出席委員：１３名（６名欠席） 

(3) 視察について 

ア 道の駅「たけはら」（平成２２年１０月オープン） 

竹原市の中心地にあり、幹線道路に位置している竹原警察署跡地周辺の有効活

用策として、地域交流機能及び防災拠点機能を備えた道の駅を整備した。 

跡地利用策として道の駅を選定したポイントについては、まちなみ保存地区の

ゲートウェイとする事が大きな目的であり、国道沿いであることも道の駅の条件

に合致した。また、国の財政措置を活用できるというのも大きなメリットであっ

た。ただし、事業費は市と国（まちづくり交付金）からの支出のみで、広島県か

らの支出はない。 

運営方法については、オープン当初は市の直営管理として、売上・利用者数等

のデータ収集を行ない、平成２４年度から指定管理者制度の導入予定である。商

工会議所の関わりは、レストラン、売店の営業部門の統括と運営である。 

防災機能に関しては、当該建物のみに対応した自家発電があり、一時避難スペ

ースとして、３００人・３日間の避難に対応可能である。 

地域コミュニティとの関わりは、ワークショップ等の中で地域交流スペースの

要望があり、会議スペースを設けた経緯がある。利用料は有料ではあるが、減免
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制度もある。 

道の駅ができたことで、ここに駐車して、まちなみ保存地区に行くという回遊

性が生まれた。また、道の駅のレストランが満席で待ち時間が発生することが多

いが、逆に飲食マップによってお客様が、周辺の飲食店に流れて行くという状況

もできた。 

イ 呉市安浦市民センター（平成２２年１２月オープン） 

老朽化した安浦支所を建て替えるにあたり、支所に図書館及び地域協働機能ス

ペースを加えた市民センターとして一体的に整備した。 

待合いロビーは投票所や期日前投票等の選挙会場としての使用や、展示等の催

物開催を想定して広めにとっている。 

緊急時には支所が拠点となり、消防署出張所・消防団と一体になって対応する。 

書類作成を行なうパソコンやプリンター等を備えた地域協働スペースについて

は、基本的に市民へ解放しており、地域活動団体の活動はすべて受け入れている。

ただし、各団体個別の事務局スペース等は設けていない。 

また、まちづくりサポーター１名が常駐し、安浦町内で活動する各種団体間の

連絡・調整やイベントのコーディネートを行なっている。 

 

 

 

 

 

道の駅「たけはら」 呉市安浦市民センター 

道の駅「たけはら」視察状況 呉市安浦市民センター視察状況 
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４ 第４回委員会 

(1) 開催日：平成２３年４月２７日（水） 

(2) 場 所：はつかいち市民大野図書館２階大研修室 

(3) 出席委員：１６名（３名欠席） 傍聴者：１０名 

(4) 委員会の概要 

委員の交代を報告し、新たに就任した委員（３名）の自己紹介があった。 

第３回委員会（視察）の報告を行ない、意見交換した。 

提案書様式について、事務局から説明し、第５回委員会で提案説明するよう依頼し

た。 

(5) 主な意見等 

ア 道の駅「たけはら」について 

・ 幹線道路の傍にあり、結構にぎわいの場になっていた。にぎわい創出にはいい

のではないか。 

・ 新しいアイデアを入れたような本当に特徴のあるものでないと、なかなか繁栄

はしないのではないか。 

・ 問題はやはり採算。継続的に採算がとれるかどうかという点が心配。 

イ 呉市安浦市民センターについて 

・スケールはともかく、行政サービスを中心に考えると参考になった。 

・ 行政施設が一箇所に固まっており、非常に使い勝手が良いという印象。 

・ 規模が小さく、スペースが狭い。大野支所の場合は尐し広くてもいいのではな

いか。 

ウ その他 

・ 災害時などを想定してどこが一番いい場所かを考える必要がある。 

・ 行政側としてどのくらいのものが必要なのかが原点。まずは行政の規模に見合

う機能、加えてにぎわいづくり、さらに将来の若い人たちのためにどういう施設

だったら良いか、という３つの観点が融合するようなものが必要。 

・ 次の世代を担う若い人たちの考えをどうやって採り入れていくか、ということ

が重要。 

・ 施設を作ることも大事だが、作ったものを育てあげて、発展させていくこと、

人の力が大事。その点、竹原も安浦も官民一体でよくやっている。 
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５ 第５回委員会 

(1) 開催日：平成２３年６月２３日（木） 

(2) 場 所：はつかいち市民大野図書館２階大研修室 

(3) 出席委員：１３名（６名欠席） 傍聴者：１２名 

(4) 委員会の概要 

各委員により提案の説明が行なわれ、その提案に対する意見を交換した。 

(5) 主な意見・提案等 

・ 大野町商工会による報告書に基づいて、進めていただきたい。また、運営力を強

力に管理できるかどうかが課題である。 

・ 道の駅等は、全国に地域の物産などを発信する拠点になり、市全域にとっても大

きな活性化を促すと思える。また、支所は旧農協跡地で、コミュニティ施設との併

設がよい。 

・ 現大野支所の敶地は、交通の利便性を活かして市民の憩いの場を創出し、地域産

業の活性化に寄与する施設づくりの場として提供することも考えられる。筏津地区

には、各種行政施設が集結しており、支所が移転することでミニ市役所とも位置づ

けられるのでは。 

・ できれば障がい者を中心として運営され、みやげや特産品の販売及び観光案内が

できる道の駅的な施設であれば活性化につながると思う。このことで、地元の商業、

農業及び漁業にも活気が増し、雇用の促進、担い手づくりにもなるのでは。 

・ 子どもと大人が一緒に遊べる施設、公園、スポーツジム、道の駅など。支所と市

民活動センターのような複合施設、医療複合ビル、防災施設などの意見があった。 

・ 宮島の観光客が立ち寄ってみたくなるような、日本一のトイレの宮殿。よそに無

いような魅力的な施設があると観光客に興味をもってもらえるのではないか。支所

については、現在の場所の方が、金融機関、医療機関、スーパー等があり、利便性

が非常に高い。 

・ 現在地への建替えを前提に、支所の機能充実・拡充し、住民の為になって誇りを

もてる機能と設備をもち、旧大野町の産業・観光・文化等のすべての情報を発信で

き、住民の憩いの場、コミュニティづくりの場としての施設で、例えば道の駅。 

・ わざわざ買い物に出かける意欲をかき立てるほどの魅力的なものができれば、大

野が活性化し人が集まる。ただし、収益見込みを相当厳しく見る必要がある。アク

セス道路の整備、駐車場の確保、必要な事務スペースが確保できるなら、筏津地区

に支所があるのが望ましい。 

・ 地域の特徴を全面に出した商業施設。観光客の休憩施設。立地条件は非常に良い。

宮島の観光客に大野を知ってもらう為にも、積極的に案内すればいい。 

・ 大野 IC と国道２号線の結束点という利便性が最大限に活用できる施設が望まし

い。多くの人が行き来する施設を造って、シビックコアに匹敵する活気ある地域に

なることを期待する。強いて言えば、支所の位置は公共施設が集中している筏津地
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域が良いが、河川の護岸整備など災害に強い周辺対策が求められる。 

・ 新大野支所を建設し、箱物はつくらない。民間との共同開発で資金は民間が負担

し、税金投入を避け、過去や現在のしがらみではなく、将来のあるべき姿を重視す

る。災害時のリスク分散として、行政拠点の一カ所集中は危険なため、支所の位置

は現在の場所。 

・ 市民活動センター機能があれば、ふれあいやつながりが今以上に増し、観光客を

取り込んだにぎわいの場等複合的施設を設置すると、カキやアサリなどの地域の特

産品を販売でき、経済効果が期待できる。支所の位置は、住んでいる場所により、

賛否両論あった。 

・ 地産地消、農水産物・特産品販売、観光連携、障がい福祉及びイベント開催地等

地域に貢献できる道の駅は、大野中央地域のにぎわい施設として最もふさわしいも

のである。ただし、農水産物などの商品の調達は課題。 

・ 大野町商工会の地域活性化プロジェクト有効活用報告書の内容を拝見し、具体的

に良く検討されており、これを参考にしたら良いと思いました。 

・ 竹原の道の駅のように、地域の人が集まりやすい場所づくりを行ない、全国各地

から人が来るようになれば、情報交換ができ、色々な人から地域の活性化のヒント

がもらえれば良いと思う。支所の位置は、現在の場所は認知度があり、金融機関も

ある。筏津の場合は、行政の一元化を図れる。 

・ トイレの機能を充実させ、清掃してきれいに保つことは、女性や子育て世代、障

がい者の利用においても良いことであり、宮島への観光客を呼び込む上でも有効で

はないか。 

・ 福岡県宗像市の「道の駅むなかた」には、地域の農水産物を扱う販売施設が併設

されて非常ににぎわっており、参考になるのではないか。 
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６ 第６回委員会 

(1) 開催日：平成２３年８月１１日（木） 

(2) 場 所：はつかいち市民大野図書館２階大研修室 

(3) 出席委員：１３名（６名欠席） 傍聴者：５名 

(4) 委員会の概要 

委員会報告の骨子について、委員長が説明し、意見交換等行った。 

その骨子を基に委員長、副委員長が報告書（案）を作成し、各委員からの修正を

加えて報告書を完成させ、後日、委員長と副委員長が市長へ報告することとなった。 

(5) 主な意見等 

・ よそにない特色のある道の駅という観点から、道の駅と支所機能を併せた施設と

すれば、賑わいとふれあいのある場所になるのではないか。 

・ いろいろ道の駅を視察すると、女性の方が頑張っているが、やはり、そこで働く

人が経営を含めて、どのようにお客さんに接し、盛り立てるか、これが一番大事だ

と思う。 

(6) その他 

大野町商工会による、道の駅「むなかた」（福岡県宗像市）、道の駅「蛍街道西

ノ市」（山口県下関市）への視察報告があった。 

 

 

 

  

 委員会状況 



廿日市市大野支所及び周辺市有地有効活用検討委員会委員名簿

組織名 役職 委員名 備考

高嶋郁夫 第１回～第３回

北村　登 第４回～第６回

2 大野区長連合会 ３区区長 中丸建二

3 大野区長連合会 ５区区長 三和紘洋

4 大野区長連合会 ７区区長 山本国雄

5 大野区長連合会 １０区区長 小熊鶴雄 副委員長

6 大野区長連合会 １１区区長 藤本益之

7 大野町商工会 副会長 竹内義徳

8 大野町商工会 専務理事 岡　勇

9 はつかいち観光協会 副会長 上野純一

10 大野漁業協同組合 参事 平田訓之

美川治巳 第１回～第３回

浜本伸治 第４回～第６回

12 大野障害者就労促進協会 事務局長 篠原頼正

13 社会福祉法人　おおの福祉会 理事長 船倉智雄

14 社会福祉法人　いもせ聚楽会 事務局長 岩井耕二

15 廿日市市女性連合会　大野支部 支部長 原本弘子

16
廿日市市老人クラブ連合会
大野支部　万年青会連合会

支部長 谷口恒人

宮本裕子 第１回～第３回

山中美保 第４回～第６回

18
廿日市市ＰＴＡ連合会

大野ブロック
半田行美

19 広島県立大学 名誉教授 野原建一 委員長

17
廿日市市子ども会

育成連絡協議会大野支部
支部会長

1 大野区長連合会 １区区長

11
佐伯中央農業協同組合
大野経済センター

所長
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   廿日市市大野支所及び周辺市有地有効活用検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 廿日市市大野支所（以下「大野支所」という。）の建替えに伴い、

その位置、付随機能、土地の有効活用等について、広く意見を聴くため、

廿日市市大野支所及び周辺市有地有効活用検討委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、大野支所の建替方針に基づき、次に掲げる事項につい

て調査検討し、その結果を市長に報告する。 

 (1) 大野支所の位置に関すること。 

 (2) 大野支所に含める機能に関すること。 

 (3) 大野支所周辺の市有地又は跡地の有効活用に関すること。 

 (4) その他大野支所及び周辺市有地の有効活用に関して必要と認める事

項。 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者１９人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する。 

 (1) 大野地域の各種団体から推薦された者  １２人以内 

 (2) 大野地域の地縁団体から推薦された者  ６人以内 

 (3) 学識経験者  １人以内 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、市長が依頼した日から第２条各号に掲げる事務が

終了する日までとする。 

２ 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充できることとし、任期

は前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員の互選により

定める。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたと
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きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を

求め、その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会に関する庶務は、分権政策部行政経営改革担当において処

理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が委員会に諮って定めるものとする。 

   附 則 

１ この告示は、平成２２年１０月２７日から施行する。 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定

にかかわらず、市長が招集する。 

３ この告示は、第２条各号に掲げる事務が終了した日に、その効力を失

う。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年１１月２４日から施行する。  




