
 

 1

「那覇市真和志南地区活き活き人材育成支援施設（仮称）建設 

基本構想（素案）」に対する市民意見募集の実施結果について(公表) 

 

教育委員会 生涯学習部 生涯学習課 

 

「那覇市真和志南地区活き活き人材育成支援施設（仮称）建設基本構想（素案）に対する

市民意見募集について、市民の皆さまからのご意見を募集しましたところ、下記のとおりご

意見をいただきましたので、ご意見の要旨とそれに対する市の考えを公表いたします。 

 市民の皆さまより貴重なご意見をいただきましたことに対し、厚く御礼申し上げます。 

 

記 

 

１ 市民意見募集の実施状況 

（１）意見の募集期間：平成 27 年 2 月 9 日（月）～ 平成 27年～3月 2日（月） 

（２）提出された意見の件数：46件（4名） 

（３）意見の要旨及び市の考え方（下記の一覧表のとおり） 

（４）連絡先  生涯学習部 生涯学習課 

        〒900－8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

        電話 098－917－3502  ＦＡＸ 098－917－3521 

        メール e-s-sya-001＠neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

1.施設のあるべき姿に対する意見 

No. 該当ページ 市民意見 市の考え方 

1 P1～2 

構想の背景について 

 地域の要請は、住民に密着

したコミュニティ機能だと思

うが、産業振興経済発展がメ

インの感あり。 

背景にも記載しているとおり、当該

施設は、地域の要望であるコミュニテ

ィ機能と、沖縄振興に資する人材の育

成、その両機能を包含した施設となっ

ております。 

2 P2－4行目 

リーディング（leading）産

業の意味を欄外に記入してい

ただきたい。 

ご提案については、欄外に用語解説

を記入いたしました。 

3 

 
P2－9行目 

均衡ある人材育成とは？簡

単に具体的な施策の説明と今

日的課題が欠けていることの

提案理由を記述していただき

たい。その文言を受けて観光

産業を支える「多様な言語が

活用できる人材育成」が急務

であることに繋げる整合性を

記述していただきたい。 

均衡ある人材育成とは、各地区にお

いて、公共施設を整備することにより

人材育成を図ることを意味しており

ます。 

今日的課題については、構想の背景

で、「多様な言語が活用できる人材育

成」が急務であることについては、基

本的考え方で説明しております。 
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4 
P2－11 行目 

 

施設がないことからに続

き、行政も公共施設の必要性

の認識を挿入し、その後地域

からの要請もあったと続けて

いただきたい。 

ご提案については、下記のように挿

入をいたしました。 

「同地区における公共施設整備は

長年の課題であった。」 

5 
P2－14 行目 

 

14 行目に下記の条文を挿入

していただきたい・ 

なお、当候補地は市街地の

湿原地としてラムサール条約

に登録された漫湖の上流に位

置し、国場川に隣接している。

よって当地域はアジア諸国と

環境問題について提案、議論

を深める拠点として世界に貢

献できる。 

候補地につきましては、真和志南地

域全域から選定すべきですが、ご提案

の表現は、特定の場所が候補地として

念頭になされているものと誤解をあ

たえる可能性があるため、条文の挿入

は行いません。 

 

6 P2－14 行目 

広域交通の前に「国道５０

７、３２９号に囲まれ、沖縄

自動車道ＩＣにも近い」を記

述していただきたい。 

ご提案の「国道５０７、３２９号に

囲まれ、沖縄自動車ＩＣに近い」につ

いては、広域交通に含まれておりま

す。 

7 
P2－16 行目 

 

ために、の次、「活き活き」

した地域活動を展開しなが

ら、地域コミュニティと続け

ていただきたい。 

ご提案については、地域コミュニテ

ィにその意味が包含されていると認

識しております。 

 

8 
P3－13 行目 

 

13 行目に下記の条文を挿入

していただきたい・ 

小中学校と隣接することか

ら、将来を担う子どもたちに

も積極的に、当該施設を活用

した異文化交流、多様な言語

に触れ合う機会をつくり、グ

ローバル化した社会を生きる

力を身に付けることを意図し

た新たな試みとしたい。また、

ここで学んだ児童生徒は将来

那覇の観光産業の発展に寄与

する。 

候補地につきましては、真和志南地

域全域から選定すべきですが、ご提案

の表現は、特定の場所が候補地として

念頭になされているものと誤解をあ

たえる可能性があるため、条文の挿入

は行いません。 

なお、小中学校との隣接による優位

性については、候補地選定において、

ｐ32 の評価指標に既存人材育成施設

等との連携に含まれております。 
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9 P3 

基本的な考え方 

①人材育成機能②ライブラ

リー機能の想定内容が専門的

であり、地域住民が容易に入

れない、置いてきぼりの感あ

り。 

③コミュニティ機能の内容

については、特定の人が対象

で、「いつでも、誰でも」の感

がない。 

 ②ライブラリー機能、③コミュニュ

ティ機能を中心に、地域の方が「いつ

でも、誰でも」気軽に利用できる施設

となるように、運営方法等を検討して

まいります。 

10 P4 

第 4 次那覇市総合計画の 

・基本計画のどこでも誰でも

生涯学習ができる。 

・市民の文化活動支援等相応

した施設であってほしい。 

 ご提案については、Ｎｏ9で回答し

たとおり、②ライブラリー機能、③コ

ミュニュティ機能を中心に、地域の方

が「いつでも、誰でも」気軽に利用で

きる施設となるように、運営方法等を

検討してまいります。 

11 
P6 

 

（1）の民間業者の事業圧迫

は必要ですか？ 

それよりもそれぞれ（公・

民）の特性を生かす視点を記

述していただきたい。 

例えば病院、郵便局、銀行、

市役所、モノレール、交番、

ポリス等の公的機関の窓口に

少なくても英語、中国語が堪

能な者が欲しい。ちなみにモ

ナコのおまわりさんは５～６

ヵ語を話しステータスの高い

職業だそうです。 

公的な施設で言葉が通じれ

ば、沖縄は「安全な地域」と

しての評価が高まり、観光客

が増える。 

今後、那覇市の施策に窓口

通訳○○％と数値目標が欲し

いところである。 

ご提案については、P7(４)に下記の

ように挿入をいたしました。 

「既存の民間事業との住み分けや、本

施設での人材育成機能の一部を民間

事業者に委託する等、民間と行政の協

働により、相乗効果を上げることが望

まれる。」 

 

又、「窓口通訳○○％」との数値目

標につきましては全庁的な施策であ

ることから、本施設の基本構想におい

て定めるのはそぐわないと考えてお

ります。 
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12 
P6（２） 

３行目 

活用することでに続き「地

域住民の活き活きした活動に

つながり」を記述していただ

きたい。 

ご提案については、「地域住民の生

きがいの創造や、地域結束力の向上」

にその意味が含まれていると認識し

ております。 

13 
P6（２） 

９行目 

キャリアパスの説明を欄外

に記述していただきたい。 

ご提案については、欄外に用語解説

を記入いたしました。 

14 P6 

 真和志南地区にやっと待ち

望んだ公民館の建設、どのよ

うな施設になるのかを期待し

ていた。しかしながら、「基本

構想（素案）」を読んでいて、

社会教育施設（公民館）？そ

れとも、専門的な人材育成施

設？と疑問がある。 

 

 地域の人（市民）が気軽に

利活用できる公民館（社会教

育施設）を想定していたが、

専門的な人材育成機能が主

で、公民館（コミュニティ）

としての機能は付け足しの感

が否めない。 

 当該施設は、人材育成施設として整

備を行いますが、「地域づくりの活動

の拠点等」の機能を併せもつものであ

ります。 

Ｎｏ9の回答にもあるとおり、地域

の方が「いつでも、誰でも」気軽に利

用できる施設となるように、運営方法

等を検討してまいります。 

15 P6 

 この地域は貧困世帯が多い

とのこと。子供達の学習支援、

学習環境の提供、親の支援、

大人の活用等、「いつでも、誰

でも」足を運べる身近な施設

で学んだことが、引いては那

覇市の発展に寄与すると思わ

れる。 

 当該施設は、人材育成施設として整

備を行いますが、「地域づくりの活動

の拠点等」の機能を併せもつものであ

ります。 

Ｎｏ9の回答にもあるとおり、地域

の方が「いつでも、誰でも」気軽に利

用できる施設となるように、運営方法

等を検討してまいります。 

16 P6 

基本方針の 1-4 について、

全て、産業振興のための人材

育成で、地域コミュニティの

要素が含まれていない。 

ご提案については、P6（2）「人材育

成等の取り組みを通じた、コミュニテ

ィ活性化等」の中で位置づけておりま

す。 
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17 P6～7 

 基本方針「特に語学、国際

交流を中心とした人材育成機

能を担う」と特化した感あり

可能か。専門的に実施してい

る民間活用が効率的であり、

経済の活性化にもなる。 

ご提案については、Ｎｏ11 で回答

したとおり、P7(４)に下記のように挿

入をいたしました。 

「既存の民間事業との住み分けや、

本施設での人材育成機能の一部を民

間事業者に委託する等、民間と行政の

協働により、相乗効果を上げることが

望まれる。」 

 

18 P7 

 人材育成機能の「通訳・翻

訳育成」等は専門的に実施し

ている民間に委託する等で対

応し、それが民間活力に繋が

ると思われる。 

 やっと出来る施設である。

時代を背景として、地域社会

の資質の向上のため社会教育

機能（コミュニティ）の充実

が今一番必要とされているの

ではないか。 

 

ご提案については、Ｎｏ11 で回答

したとおり、P7(４)に下記のように挿

入をいたしました。 

「既存の民間事業との住み分けや、

本施設での人材育成機能の一部を民

間事業者に委託する等、民間と行政の

協働により、相乗効果を上げることが

望まれる。」 

 コミュニティ機能については、P3

の基本的考え方のとおりであります。 

 

2.市民のニーズに対する意見 

19 P9 

2 回、3回のテーマが、地域

住民のこの施設建設への期待

であり、要請と思われる。 

 地域の要望については、コミュニテ

ィ機能等において可能な限り対応し

てまいりたいと考えております。 

20 P11 

本施設に関する市民ニーズ

（1）-（5）の市民ニーズを満

たす施設に是非してもらいた

い。 

 

 可能な限り市民ニーズが、反映させ

られるよう努めてまいります。 
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3.施設の機能・運営方法に対する意見 

21 
P12－1 行目 

 

「活き活き人材」のに変え

て、21 世紀ビジョンを担い、

那覇市の活性化を推進するた

めのリーディング産業である

観光業の発展に資する人材が

育ち、活躍できるに続けたら

どうですか？ 

ご提案については、下記のように挿

入をいたしました。 

「沖縄２１世紀ビジョン基本計画

や那覇市第４次総合計画に基づき、本

市の活性化及び産業振興に資する人

材」 

22 
P12 

③に挿入 

地域での「活き活き」した

コミュニティ活動を観光資源

として活用する。（阪神、東北

震災で日本が世界に誇ること

がコミュニティの力であるこ

とが認識されたと思う。魅力

あるコミュニティを世界に発

信する） 

 

コミュニティ活動を観光資源とす

る考え方もあると思いますが、ご提案

について、現時点では観光資源として

想定しておりません。 

23 
P13 

3）７行目 

蓄積されに続き、よりよい

市民社会の実現に繋がる。 

※市民社会の説明必要かも

しれません。 

 

ご提案については、下記のように挿

入いたしました。 

「蓄積され、那覇市第４次総合計画

にも位置づけられる自治・協働・平和

都市の実現に繋がる」 

24 P13～P15 

運営手法・主体のあり方 

 目的達成のためには直営が

望ましい。 

 指定管理方式の場合、施設

運営能力・知識等、業者選定

及び設置目的の達成（成果）

の検証が重要である。（指定管

理で退化したとの声がある。） 

 

 ご指摘の点について、直営および指

定管理者ともにメリット・デメリット

が想定されます。 

運営手法を直営にするか、指定管理

方式等にするかについては、今後検討

してまいります。 

 

4.施設の設備・規模等に対する意見 

25 P16 

1)語学習得など人材育成プロ

グラムを実施する設備高水準

の施設か、公民館で専門的な

事業実施が可能か。 

 

 

 施設の設備については、平成 27 年

度の基本設計等で検討していきたい

と考えております。 
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26 P17 

地域住民に貸し出しが出来

る図書館 

（現在、子供達（高校生以上）

がマック等ファーストフード

店などで勉強している。その

スペース等も必要） 

 

 

 

ご提案については、P17（2）に記載

しているとおり、地域住民が気軽に利

用できる、一般的な蔵書についても対

応を図ります。 

子どもたちの自主学習については、

フリースペースの確保で対応可能か

どうか、平成 27 年度の基本設計等で

検討していきたいと考えております。 

27 P17 

(2)ライブラリー機能 

3)この地域は貧困世帯多いと

のこと。 

 学習環境の提供、学習スペ

ースの設置が望ましい。 

 

 

 

ご提案については、Ｎｏ26 で回答

したとおり、フリースペースの確保で

対応可能かどうか、平成 27 年度の基

本設計等で検討していきたいと考え

ております。 

28 
P17 

 

ホールに下記の文書を追加

していただきたい。 

言語研修の成果の発表の場

であり、国際社会で活躍でき

る人材の育成を目指し、より

実践的プレゼンテーション、

ディベートの研修、訓練の場

として活用する。ホールの一

番の目的は言語研修の効果を

高めることにあると思いま

す。 

 

 

ご提案については、下記のように挿

入いたしました。 

「言語研修の成果の発表の場とし

て、より実践的なプレゼンテーショ

ン、ディベート研修、訓練の場として

活用」 

 

29 

 

P18 

1）1行目 

地域住民の要望としてに続

き、那覇市発展、観光に資す

る「活き活き」したコミュニ

ティ活動の醸成を目指すため

には、会議室、ホール・・・・

等の研修施設の設置要望が出

されたを記述したらどうです

か？ 

 

 

ご提案については、下記のように挿

入いたしました。 

「地域コミュニティの活性化に資

する設備として、地域住民からの要望

は、」 
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30 P18 

(3)地域住民ニーズ（P11）で

ある活動スペースを確保する

ことで地域コミュニティの活

性化に資する設備 

全ての設備が重複し、「いつ

でも誰でも利用出来る」地域

コミュニティの場として十分

な機能の確保が可能か危惧さ

れる。 

 

 地域コミュニティの場として十分

な機能の確保については、可能なかぎ

りできるよう運営面等において検討

してまいります。 

31 P19 

②調理室 

オール電化が管理、安全上

からも便利。 

 ご提案については、平成 27 年度の

基本設計等で検討していきたいと考

えております。 

32 P19 

③カフェ機能 

カフェ（フリースペース）

機能は是非備えて欲しい。 

研修室での語学研修を終え

た者は、カフェでグループや

個々で「学んだこと」を振り

返り、確認しあう自習学習で

学びが深まると考える。教室

を出て、学びを確認すること

で効果が上がる。 

また、その学びの姿を小学

生、中学生が見て学ぶことが

多いとも考えられる。カフェ

は単なる「ゆんたく」の場で

はないことを。マック、スタ

バ等々の若者を見て欲しい。 

余談ではあるが、市内の専

門学校ではほとんど自習室が

あり、成果の効果が挙げられ

ている。 

カフェの設置については難しいと

考えておりますが、ご提案の趣旨であ

る自主学習の場については、Ｎｏ26

で回答したとおり、フリースペースの

確保で対応可能かどうか、平成 27 年

度の基本設計等で検討していきたい

と考えております。 

33 P19 

コミュニティ広場（キッズ

ルームも有ると若い方々が集

い親学も出来るかと） 

（可能なら自販機を設置、お

茶しながらゆんたくできるス

ペース） 

ご提案については、平成 27 年度の基

本設計等で検討していきたいと考え

ております。 
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34 P19 

④ＷＩ―ＦＩ 

ネット社会では不可欠であ

る。 

 

ご提案については、平成 27 年度の

基本設計等で検討していきたいと考

えております。 

35 P19 

広いホール（約 300 人程収

容）舞台については、音響、

照明、防音等の充実 

（今年、成人式実行委員とし

て、関わり痛感した事に施設

の借用等他青年会やサークル

活動ができる事等） 

 

ホールについては、本基本構想にお

いて、面積 400 ㎡程度を想定しており

ます。 

設備の詳細については、平成 27 年

度の基本設計等で検討していきたい

と考えております。 

36 P19 

会議室、視聴覚室、和室等

の設置を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室については、P21にあるとお

り、人材育成機能を担う設備として 1

室設置し、地域住民のコミュニティ活

動の場としても使用していただくこ

とを考えております。 

視聴覚室については、図書室（ライ

ブラリー機能）の中で視聴覚設備を充

実させたいと考えております。 

和室については、P19 に位置づけ

ております。 

 

37 
P20 

3）７行目 

調理実習室の前に、楽しみ

ながら、自然に言語を習得す

る機会をつくる、と挿入した

ら？ 

 

 

P19 の主要設備等の想定用途で説明

しておりますので、ご提案については

挿入を行いません。 

 

5.その他意見 

38 

P37 

７．施設概要 

（1） 

真和志南地域に初めてこの

ような施設ができる事に感謝

いたします。2 階建て賛成で

す。近代的な建物でなく地域

の特徴を生かした、緑豊かな

合理的なそしてバリアフリー

の建物を望みます。 

 

 

ご提案については、平成 27 年度の

基本設計等で検討していきたいと考

えております。 
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39 P37 

①駐車場の確保 

外国語習得に当施設の利用

者は那覇市全体からの若者の

参加が想定される事から、可

能な限りの駐車場が必要であ

る。沖縄の交通事情を勘案す

ると駐車場の整備が稼働率を

左右すると考える。なお、緑

地に関しては隣接するくねく

ね公園の活用で十分である。 

 

ご提案の駐車場の確保については、

公共交通の利用促進を考えており、ま

た、建設候補地は第 1種低層住居専用

地域に指定されているため、周辺環境

への影響を配慮し、必要最小限に努め

るべきものと認識しております。 

 また、緑地については、計画敷地ご

との確保が原則であると考えており、

周辺地域に対する住環境への影響の

低減化を図るためにも、敷地内への緑

地の確保は必要であると考えており

ます。 

 

40 
P38 

（1）－7行目 

仲井真小学校隣接地が、に

続き、新設施設の効果がより

大に発揮され、隣接する仲井

真小学校、中学校へ波及する

教育効果も大であると想定さ

れ、建設候補地とつづけたら

どうですか。 

 ご提案については、P39（４）地域

の利便性向上やコミュニティ活性化

への寄与で下記のように挿入をいた

しました。 

「また、建設候補地が仲井真小学校に

隣接し、仲井真中学校に近接すること

から、本施設の建設により、小中学校

の教育との相乗効果が発揮できるよ

うにすることが望まれる。」 

 

41 
P39 

（4）－4行目 

地域であり、を地域である。 

以下挿入が望ましい。 

当地域は、那覇市第 3 次総

合計画の地区ビジョンを基礎

に、市街地を流れる汚染が進

んだ国場川の環境問題に取り

組むため自ら新たなコミュニ

ティづくりに２０年以上の歳

月をかけ挑戦してきた。 

 

 

 ご提案については、下記のように挿

入をいたしました。 

「地域であり、那覇市第３次総合計画

の地区ビジョンに基づき、国場川の環

境活動を通して、新たなコミュニティ

づくりに取り組んできた。」 

42 
P39 

（4）－4行目 

本施設建設により、地域は

新たな那覇市のリーディング

産業に寄与する地域を目指

し、と続けていただきたい。 

 

 

 ご提案については、下記のように挿

入をいたしました。 

「那覇市の産業振興に寄与すること

が望まれる」 
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43  

できればブロックで仕切ら

ず子どもたちの安全を考えつ

つ開閉式にする。 

そして、地域の皆さんの足

腰の丈夫な健康作りに子ども

たちがプールを使わない時だ

け開放して下さるといいな。 

学校との境界については、平成 27

年度の基本設計等で検討していきた

いと考えております。 

プールについては、本基本構想と直

接かかわりはないと考えますが、参考

意見としてうけたまわります。 

44  

書面だけでなく関心のある

方の集いを希望 

ご提案については、平成 26 年度に

計 3 回の地域勉強会を開催しました。

平成 27 年度においても、基本設計等

における住民説明会開催を考えてお

ります。 

45 

 

P25 

 

私の歳でも手伝う事があれ

ば、楽しみながら友人も誘っ

て行きます。 

 ご期待に添えるよう各種講座の開

催に向けて取り組んでまいります。 

46 

 

P25 

 

 全事業の対象が市民となっ

ているので有意義と思われ

る。 

ご期待に添えるよう各種講座の開

催に向けて取り組んでまいります。 

 


