
支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
・図書館
　→宮之浦や、尾之間に「図書室」はあるが、「図書館」の規
模ではない。
奄美市のような図書館があれば、屋久島の教育水準向上も
期待でき、子育て世代の移住者も増えることが期待できる。
特に、所得が低い島嶼の人々にとって、本を買うことさえ厳
しい家庭が多い。
そのなかで、図書館があることにより、独学で勉強する環境
が整うことで、伸びる学生もでてくることが期待できる。

・公共の展示スペース
　→ここ、屋久島にはモノづくり、研究、芸術の域において、
多様な才能のある人々が多く暮らしているように思う。
しかし、条件（主にスペース貸出料）に見合った、展示スペー
スや発表の場がないことから、それがなかなか露見してこな
いことは、非常に残念であり、屋久島にとっては未来への損
害でさえある。
そこで、安房（安房は、上屋久と下屋久の中間地点にあるこ
とから、両側からのアクセスが容易である）に公共、ほぼ無
料で利用できる展示スペースを作り、島の人々の豊かな才
能に触れる場所として、活用したらどうだろうか。

・博物館（生命科学）の設置
　→博物館と似たような施設として、「歴史民俗資料館」が宮
之浦にあるが、こちらは主に歴史・民俗に焦点を置いてい
る。
生命科学に重点を置いた「博物館」が、多様な生命が暮ら
す屋久島に、１つあってもよいのではないか。
特に、尾之間は島の中でも気候が温暖で、上屋久に比べて
多くの生命が棲む。
その尾之間にひとつ、生命科学に重点を置いた博物館が
あってもよいのではないか。

インターネット回線の有料(島民は無料)使用スペースを設置
観光客の立ち寄り場所に

インターネット回線の有料(島民は無料)使用スペースを設置
観光客の立ち寄り場所に

観光客の立ち寄り場所に
インターネット回線の有料(島民は無料)使用スペースを
1F321㎡に設置
2Fはパーティションで区切り、スモールオフィスとしてレンタ
ル、もしくはコールセンター等の企業誘致
3F議場は、演劇や音楽の練習スタジオ兼、ライブステージ
4Fはヨガフィトネススタジオ、もしくはレストラン

コンビニで取得できる証明書等が取得出来るシステム設置
または、コンビニ・貸店舗・貸しホール大・小（イベント・発表
会・結婚式等）
老人の室内運動場・憩いの場・デイサービス　・図書室
子どもの室内遊具・室内遊び場
小規模保育事業所

2階レンタルオフィス、コ・ワーキングスペースを運営する業
者を公募。（町は大家さん）
1階　鹿児島市のリボン館のように雨の日に子供が遊べる
子育支援施設

鹿児島市のリボン館のように雨の日に子供が遊べる子育支
援施設

2階以上は、レンタルオフィス、コ・ワーキングスペースを運
営する業者を公募。（町は大家さん）
１階は、オフィス利用者、役場支所利用者、図書館利用者な
ど、多様な町民の憩い、自然な交流を期待する、交差点とな
るカフェ（あるいは、自販機などを設置した広場）

＊図書室のある建物も改装し、全体を鹿児島市のリボン館
のような、子育て支援施設とする。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
大雨の日などに、子供たちが全力で走り回って遊べるような
スペース。
梅雨時など、家に閉じこもりきりになることが多い島の子供
達に、
思いっきり体を動かせる場所が必要かなと思います。
遊具などは最小限で、しっかりとした床などが理想です。

高齢者がたくさん集えるようなまったりスペース。
引きこもりがちの高齢者が気軽に井戸端会議ができるよう
な空間。

子供達と高齢者が交流できるような空間。子供達が高齢者
に元気をあげ、高齢者が子供達に昔の遊びなどを教えるよ
うなことができたら、最高の空間なのでは。世代を超えたコ
ミュニケーションスペース。

屋久島の玄関口にある立地から、観光客への情報提供や、
旅行者同士のコミュニティースペースとして活用。外国人観
光客のための各言語に対応したインフォメーションや、旅行
者同士が情報交換したり、旅行の計画を相談できる場所と
して。Free Wi-Fiや自由に使用できるPCを設置。

屋久島の中央に位置することから、起業・独立・交流を目的
としたコワーキングスペースの設置。各種セミナーやワーク
ショップなどにも活用し、屋久島の新しい産業を支援する場
に。長期滞在旅行者のためのリモートワークスのオフィスと
しても提供。

新庁舎への統合により、南部の町民が小瀬田の役場まで行
くことの負担を軽減するために、Skypeなどのビデオチャット
を使ったオンライン窓口の設置。高齢者でもモニター通し、
顔を見ながら担当者と相談できるような工夫が必須。

子供達が雨の日でも思いきり遊べるような、鹿児島市にある
リボン館のような施設を是非作ってほしいです

安房にも絵本が充実した図書室が欲しいです 共働き家庭が子供が病気の時に急に仕事を休まずに済む
ように病児保育施設が欲しいです

パソコン、コピー機、ファックス、プリンターなどが利用でき
る、
コ・ワーキングスペースを持つ図書館

毎日利用できる屋内子ども向け施設と託児施設 鹿児島市のりぼん館のような屋内子育て支援施設

図書館、コワーキングスペースとしての活用。そこには、子
連れでも利用しやすいようなオムツ交換や授乳できる個室
があるような。フリーで使えるパソコン環境があると、高齢者
の利用や生涯教育につながったり、観光客が使えたりメリッ
トが。コンビニが無いのでコピーを利用できる場所も欲しい
です。島外からセミナーされに来る方が気軽に利用できる場
所。無印良品や蔦屋書店の空間がコワーキングスペースに
は近い。

児童相談所や子育て支援センター、ファミリーサポートセン
ターのような公的な場を安房に作る。

鹿児島「リボン館」のような室内で安心して遊ばせられる天
候を気にせず利用できる空間にして欲しい。各階ごとに遊び
方をアレンジできる。階段があるので子供向けかなと思いま
す。冬でも天候が穏やかな南部の良さを生かせる。

雨の日に子どもが遊べるスペース
絵などの作品を展示できるギャラリー

図書室・自習室の設置
雨の日に子どもが遊べるスペース
絵などの作品を展示できるギャラリー

図書室・自習室の拡張
雨の日に子どもが遊べるスペース
絵などの作品を展示できるギャラリー

雨の日でも子供達が遊べる鹿児島のりぼん館やメルヘン館
の様な施設になるといいと思います。また図書室ももう少し
大きく学習室も充実させ、子供向けの図書も置いて欲しいで
す。

雨の日でも子供達が遊べる鹿児島のりぼん館やメルヘン館
の様な施設になるといいと思います。また図書室ももう少し
大きく学習室も充実させ、子供向けの図書も置いて欲しいで
す。

雨の日でも子供達が遊べる鹿児島のりぼん館やメルヘン館
の様な施設になるといいと思います。また図書室ももう少し
大きく学習室も充実させ、子供向けの図書も置いて欲しいで
す。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
子育てにも優しい施設
りぼん館、授乳室完備、雨の日でもいつでも遊べる屋内プレ
パーク(東京おもちゃ館のような木でできた遊具がある)、充
実した図書館、ミニシアタールーム、

子育てにも優しい施設
りぼん館、授乳室完備、雨の日でもいつでも遊べる屋内プレ
パーク(東京おもちゃ館のような木でできた遊具がある)、充
実した図書館、ミニシアタールーム

子育てにも優しい施設
りぼん館、授乳室完備、雨の日でもいつでも遊べる屋内プレ
パーク(東京おもちゃ館のような木でできた遊具がある)、充
実した図書館、ミニシアタールーム

鹿児島市が運営する「りぼんかん」の様な、雨天時でも屋内
で子どもがのびのびと遊べる子育て支援施設。（りぼんかん
は、０歳から１０歳くらいまでが、同じ空間で遊べる様に、よく
デザインされています）
ファックス、プリンター、スキャナー、などを併設したコ・ワー
キングスペースを持つ、本のしっかりと揃った図書館。図書
館は、宮之浦、尾の間、安房、各生活圏に必要です。減らし
たり、移動したりしないで欲しい。

町として、運営予算の確保が難しければ、指定者管理など
一般企業などに賃貸で貸し出し運営を任せる。又、一般賃
貸スペースを作り（その為には光ケーブルが必要）、その家
賃収入で運営費の一部を賄う。

子育て支援の充実無くして、この先移住者の増加（税収の
増加）は見込めない。宮之浦支所の１階で企業誘致を行
い、２階を図書館、屋久島流「りぼんかん」は新庁舎フォーラ
ム棟に設営もありだと思う。

ファックス、プリンター、スキャナー、などを併設したコ・ワー
キングスペースを持つ、ちゃんと本の揃った図書館。
図書館は、宮之浦、尾の間、安房、各生活圏に必要です。
減らしたり、移動したりしないで欲しい。

鹿児島市が運営する「りぼんかん」の様な、雨天時でも屋内
で子どもがのびのびと遊べる子育て支援施設。（りぼんかん
は、０歳から１０歳くらいまでが、同じ空間で遊べる様に、よく
デザインされています）子育て支援の充実無くして、この先
移住者の増加は見込めない。

ファックス、プリンター、スキャナー、などを併設したコ・ワー
キングスペースを持つ、屋久島のシンクタンク、芸術文化の
保存庫としても機能する、そしてもっと本も揃っている図書
館。

図書館は、宮之浦、尾の間、安房、各生活圏に必要です。
減らしたり、移動したりしないで欲しい。

町として、運営予算の確保が難しければ、指定者管理など
一般企業などに賃貸で出し運営を任せる。または、尾の間
支所は、スペースが広いのでサテライトオフィスとして、島外
の企業を誘致、その賃貸料で子育て支援施設や図書館の
運営費を賄える様な体制を整える。（その為にも光ケーブル
は必要）

図書館や、カルチャースクール、子ども向けの屋内施設 図書館や、カルチャースクール、子ども向けの屋内施設 図書館や、カルチャースクール、子ども向けの屋内施設

リボン館のような施設をお願いします！
雨の多い屋久島、小さい子が雨の日でも走り回れるような、
そんな施設を！！

現在尾之間中央公民館図書室として人口の割合に対し非
常に狭いスペースでしかないものを、空いた広いスペースを
図書館として格上げして利用出来るように図って頂きたい。
純粋な図書の部分だけで無く、自習室/閲覧室をも兼ね備え
て広く町民に活用されるような施設にして欲しい。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
今の図書室もよく利用させて頂いていますが、少し手狭な感
じがします。
落ち着いて本を読んだり、自習したりできるようなスペース
があるといいなと思います。
役場の上の階は眺めもいいし、あの空間をもっと日常的に
使えたら凄くいいなと。

今の図書室が貧相なので、図書館にしてもう少し利用しや
すい場にして欲しいです。蔵書をパソコンで検索が出来た
り、館内での読書スペースを広くしたり…。今は蔵書は受け
付けの人が直接探しに行ったり、それが無い場合、多分貸
し出し中だと思います…といった対応です。ソファが１つしか
なく、通路に座る子供もいますが、大人もゆっくり座って読み
たいです。
ご検討よろしくお願いいたします。

児童館 児童館 児童館

子供が雨の時でも遊べるような児童館＆図書館があれば、
お子さんを持つ親御さんたちが充実した屋久島生活を送れ
ると思います。親御さん同士のつながりももっと活発になっ
て‘元気な屋久島’になるのでは！

子供が雨の時でも遊べるような児童館＆図書館があれば、
お子さんを持つ親御さんたちが充実した屋久島生活を送れ
ると思います。親御さん同士のつながりももっと活発になっ
て‘元気な屋久島’になるのでは！

子供が雨の時でも遊べるような児童館＆図書館があれば、
お子さんを持つ親御さんたちが充実した屋久島生活を送れ
ると思います。親御さん同士のつながりももっと活発になっ
て‘元気な屋久島’になるのでは！

尾の間の図書室がなくなると聞きましたが絶対必要だと思
います。北、南の差をつけないでほしいです。南にもたくさん
図書室を必要としていつ方々がいることを忘れないでほしい
です。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
屋久島には雨の日に子どもが遊べる場所がないので、屋内
用の遊具やボールプール、木を使ったおもちゃ、絵本など、
毎日９時頃～４時頃まで遊べる場所の提供。おむつがえや
授乳室、お弁当やおやつを食べられる部屋があると長い時
間いられて助かる。
子ども連れの観光客でも使えるような、場所作り。

小学生対象の学童。親戚のいない核家族は、子どもが小学
生に入る際、帰ってくる時間に左右されるので、働けなくなっ
てしまう。場所も、小学校から遠くなくていいと思う。

図書室も併設し、土日には、学童や託児所でイベントや講
習会、お話し会等の開催。いろんな年齢層の人の活用があ
るといいと思います！

鹿児島市の「りぼんかん」のような子育て支援施設

学習スペースの充実した図書館

鹿児島市の「りぼんかん」のような子育て支援施設

学習スペースの充実した図書館

鹿児島市の「りぼんかん」のような子育て支援施設

学習スペースの充実した図書館

行政が主体となって活用いただけるのであれば、三支所の
うち一つを雨降りも子供が遊べるような施設を作ってほし
い。アスレチックや図書、工作スペース、屋内用砂遊びな
ど。
予算難などで上記や他の活用法がない、できない場合は指
定管理者を募集して民間で活用するのがよいと思います。
それもできない場合は空き施設だとしても維持費がかかる
ので、数年以内には取り壊すべきだと思います。

行政が主体となって活用いただけるのであれば、三支所の
うち一つを雨降りも子供が遊べるような施設を作ってほし
い。アスレチックや図書、工作スペース、屋内用砂遊びな
ど。
予算難などで上記や他の活用法がない、できない場合は指
定管理者を募集して民間で活用するのがよいと思います。
それもできない場合は空き施設だとしても維持費がかかる
ので、数年以内には取り壊すべきだと思います。

行政が主体となって活用いただけるのであれば、三支所の
うち一つを雨降りも子供が遊べるような施設を作ってほし
い。アスレチックや図書、工作スペース、屋内用砂遊びな
ど。
予算難などで上記や他の活用法がない、できない場合は指
定管理者を募集して民間で活用するのがよいと思います。
それもできない場合は空き施設だとしても維持費がかかる
ので、数年以内には取り壊すべきだと思います。

鹿児島のリボン館のような、雨の日でも子供たちがのびの
び遊べる場所にしていただきたいです。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
鹿児島市のりぼん館やコピー機等の設備が揃った図書館、
学習スペース

自由に利用できるイベントスペース

食事ができるスペース

自由に利用できるイベントスペース

食事ができるスペース

シルバー人材を活用した屋久島の材を使った木工スペース
自由に作り、持ち帰られる

シルバー人材を活用した書のスペース

ヨガやダンスのクラス

イベントスペース

シルバー人材を置いた、学校に行かない（行っている）子供
達が集まれる学習スペース

図書室の維持

自由に利用できるイベントスペース

食事ができるスペース

緊急避難生活スペース、
災害、
ドメスティックバイオレンスからの一時避難部屋、
離婚前の一時冷却期間用等

雨天時に幼児が遊べる大型遊具があるような屋内施設。児
童館。
小さい子供に特化した多少騒いでもOKな絵本館。

雨天時に幼児が遊べる大型遊具があるような屋内施設。児
童館。
小さい子供に特化した多少騒いでもOKな絵本館。

尾之間支所を今の図書館に移設して、
1F　銀行、郵便局、農協を入れて、スーパーマーケット
2F　ホームセンターにする。
3F　100円ショップ、衣料と電気機器
4F　図書館
1～3Fの改造費は入居店が負担とする。4Fまでエレベー
ターが設置されている。
スーパーにAコープが入ってくれれば、今のAコープ跡地を
「道の駅」にする。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
観光推進協議会のプラットホーム：同協議会のイメージは、
お飾り的な協議会ではなく、観光DMOやDMCの考え方を基
に、同機能の一部を備えた、島内の観光に関わる業務全般
の方向性、戦略を司る「半官半民の観光公社の事務所」（既
存の観光協会の下部組織として設置するか否かは今後の
検討事項）です。同公社は島の中心地である宮之浦、小瀬
田、安房、尾之間からアクセスのよい安房に設置するのが
望ましいと思います。同観光公社では、観光に直接・間接的
に携わる方と常に連携を保ちながら、それぞれ人材育成、
マーケティング、プロモーション、顧客のデータベース等の部
署に分かれて業務を進めていくために、専従のスタッフが業
務を行えるパーマネントなスペースが必要になってくると思
います。

●図書館の拡充：現在、尾之間の図書館を利用させていた
だいていますが、同図書館の本棚に並ばない蔵書は「自由
にお持ち帰りください」になっています。私自身幾つか書籍
を同図書館に寄附させていただきましたが、その際「自由に
お持ち帰りください」の扱いになっても構わないか確認され
ました。今後も引き続き、新しい図書を購入するだけでなく、
島を離れる住民他から図書館に数多くの書籍が寄附される
ことが予想されます。本棚に空きスペースがあっても構わな
いと思うので、本棚スペースの拡充をお願いします。また蔵
書が自分に合った本かどうかを確認する、図書館の本を
使って調べ事をする、勉強するスペースがあるとより良いと
思います。

●レンタルDVD：図書館の一部スペースの利用でも構わな
いと思います。屋内の娯楽施設が少ない屋久島では、冬や
雨天時の過ごし方のオプションに限りがあります。住民の寄
付で集められたDVDを主体に運営されれば初期投資は抑
えられると思います。

●レンタルオフィス：ネット環境が整備されればより良いです
が、パーテーションで区切ったレンタルオフィスがあればよ
いと思います。今後、IJUターン後も島外の方とビジネスをし
ていくことを希望する方にとって、レンタルオフィスの存在は
屋久島で暮らすことを決断する上でのプラスの材料になると
思います。私も上記のひとりですが、ひとりオフィスでわざわ
ざ事務所（物件）を探して、借りるのは如何なものかと考えて
過ごしてきました（地元をビジネスの相手として考えるのであ
ればオフィスを構える必要がありますが）。同じような境遇に
ある方の中には、島内では同業者がおらず、島外とネットで
やり取りするも業務に限界を感じている方が少なくないと思
います。同レンタルオフィスの中に、異業種同士が交流、話
し合いを行えるターンテーブルやカフェスペースが設置され
ているとさらに良いと思います。そうなれば、本業とは別に、
異業種の横の繋がりから島の利益になるような新しい試み
や事業が生まれてくる可能性が高まると思います。

図書館を作ってください。
野菜をにこにこ市のように販売
民間への貸し出し（食堂とか）

映画館



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
役場に整備されている光通信網は、今の屋久島において極
めて高価値です。是非とも民間活用に活かす様お願いしま
す。
具体例：個人も企業も使用可能なレンタルオフィス（時間貸
し、日貸、月貸）利用料金を抑えるため、パーテーションで区
切るなど省スペースにし数多く設置する。別途、プライバ
シーの保てる商談室（応接室）を設ける。受付人、警備員な
ど雇用創出にも寄与できる。

宮之浦も図書館をもっと充実して、別ブースでコワーキング
スペース（PCやスキャナー・プリンター・インターネットなどが
使える共有スペース）と屋久島の特産を紹介展示するギャラ
リーコーナー（プラス小さなカフェスペース）などを併設する
のはどうでしょうか。
現在の図書スペースは子ども図書館として独立させて、読
み聞かせや紙芝居なども、他の来館者を気にせずできるよ
うに区別化してもいいかもしれません。

安房には図書室がないので、小さな図書室スペースと雨の
日に子どもたちが安心して遊べる、鹿児島にある『りぼんか
ん』みたいな施設がほしいです。図書室も子どもに向けた本
に特化するスペースにしてもいいかもしれないと思います。
参考：りぼん館

尾之間支所はビルも大きく、面積も広いためうまく活用しな
いとガランとして不気味な感じになると思います。
屋久島外に本社がある会社にサテライトオフィスとして募集
をかけて、会社にフロアを貸し出すのはいかがでしょうか？
映像制作やモノ造りなどの会社のオフィスを誘致することに
よって、島全体の文化活性にもつながるかもと思いました。
参考：徳島神山町のえんがわオフィス

サテライトオフィスとして貸し出す賃貸料で他の施設で働く
方の賃金や経費などが捻出できるでしょうか。

使い道をあまり特定せず、何にでも使えるように
「ものを置かない」が「人は配置する」ことで多目的に、且つ
思い立った時に使えるようにしてほしい。空き状況を確認し
て予約してというような従来のやり方ではなくもっと自由に使
わせてほしい。例えば子供の遊び場であったり、高齢者の
集まりだったり、各種イベントやフリーマーケットなど。運営し
ていく中で新たな使い道も見えてくると思います。

道の駅として利用
解体し駐車スペース

内部を大型ホールへ大改装し多目的ホール化 1F　温水プール（温泉利用）
2F　ボウリング場など健康的な遊びの場
3F　各種教室として利活用
住民、観光客も楽しめるような場所（屋久島ランド）

消防団に１室使用を。

健康増進、健康寿命を延ばすための設備を希望します
例）ストレッチ、ヨガ、エクササイズマシン（医者が関わるのも
いいと思う）料金がかかってもよいのでは。
高齢者ばかりではない問題ではないでしょうか？子ども～
高齢者まで

図書室



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
子どもたちが、雨の日でも遊べるスペース
鹿児島市内の「りぼん館」のような場所が欲しいです!!

「りぼん館」のようなスペース
コピー機やFAXが使えるスペース
図書館
ボルダリングができるスペース

お母さんや子ども、おじいちゃんおばあちゃんが集えるよう
なコミュニティカフェスペース
雨の日でも遊べる場

鹿児島市の「りぼん館」のような子どもサロン
→雨の日などの交流スペースとして
図書館の設置（文化芸術の保存館）

・児童館
放課後や土曜日などに、お友達と遊びたくても遠くて車なし
では行けない、外で遊びたくても雨が降っている。外は犯罪
に巻き込まれる可能性がある。など、放課後、土曜日など子
どもたちのために解放をお願いします。職員（大人）が1～2
人常駐があればいいと思います。

・児童デイサービス　　・放課後等デイサービス
原の元公民館で行っている現在のデイサービスは建物の老
朽化も酷く安全と言えるような状態ではありません。部屋数
も少なく、自閉症状などでパニックや興奮しやすい子どもた
ちにとって心を落ち着ける部屋などが必要に感じます。

・児童館

・児童館

・生活保護者などの共同生活のための住居

子育て支援の一環として、放課後児童クラブや放課後デイ
サービスの施設としての利活用

窓口業務とコンビニ、学童保育を併せた施設はどうでしょう
か。
そして空いたスペースにオフィスや食堂、ビジネスホテル等
を併設します。
コンビニ
企業オフィス
学童サークル室
文化芸能活動基地

窓口業務とコンビニ、学童保育を併せた施設はどうでしょう
か。
そして空いたスペースにオフィスや食堂、ビジネスホテル等
を併設します。
コンビニ
食堂街
観光発信室

窓口業務とコンビニ、学童保育を併せた施設はどうでしょう
か。
そして空いたスペースにオフィスや食堂、ビジネスホテル等
を併設します。
コンビニ
企業オフィス
ホテル

消防団に１室を提供してほしい



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
雨が降ったときに、子どもやお年寄り、観光客が困らないよ
うにしてほしい
健康相談ができるところ
お年寄りもお茶ができるところ

・学童や雨の日に子どもが思いきり遊べるキッズランドを
作ってほしい。
　ボールプールやトランポリンルームやクライミングなど、小
さい子から大きな子どもまで遊べる場所
　鹿児島市の「りぼん館」みたいなところ

ミニシアター
　バス停があるのでお年寄りも来やすいように子どもや大人
が楽しめる映画館

雨が降ったときに、子どもやお年寄り、観光客が困らないよ
うにしてほしい

安房には図書室がないので図書室

雨が降ったときに、子どもやお年寄り、観光客が困らないよ
うにしてほしい

小児科

・南には学童がないので、やはりキッズスペースや学童
　中学生や高校生が勉強したり、小さい子どもと遊べるス
ペース

お年寄りもお茶をしたり子どもと遊べるスペース

南の観光客が寄れるような場所（屋久杉自然館のようなも
の）

無料開放
休憩や食事可能なスペース（ごみ持ち帰り）
2F　テニスコート
1F　スケート場

無料開放
休憩や食事可能なスペース（ごみ持ち帰り）
バッティングセンター

無料開放
休憩や食事可能なスペース（ごみ持ち帰り）
4F　天文観測所

全ての支所に図書館のスペースを作ってほしいです。今の
場所でもいいのですが、本の数をさらに増やし、本を読むス
ペース（学習場所）をもっと広くしてほしいです。
図書館スペースの中などに、PCを使用してインターネットな
どができる場所があると便利だと思います（時間制限などを
つけて）
子どもたちが雨の日に遊べる場所がありません。特に未就
園児は遊べる場所がとても少なく、母親も困るのではないか
と思います。小さなスペースでもいいのであるといいと思い
ます。

全ての支所に図書館のスペースを作ってほしいです。今の
場所でもいいのですが、本の数をさらに増やし、本を読むス
ペース（学習場所）をもっと広くしてほしいです。
図書館スペースの中などに、PCを使用してインターネットな
どができる場所があると便利だと思います（時間制限などを
つけて）
子どもたちが雨の日に遊べる場所がありません。特に未就
園児は遊べる場所がとても少なく、母親も困るのではないか
と思います。小さなスペースでもいいのであるといいと思い
ます。

全ての支所に図書館のスペースを作ってほしいです。今の
場所でもいいのですが、本の数をさらに増やし、本を読むス
ペース（学習場所）をもっと広くしてほしいです。
図書館スペースの中などに、PCを使用してインターネットな
どができる場所があると便利だと思います（時間制限などを
つけて）
子どもたちが雨の日に遊べる場所がありません。特に未就
園児は遊べる場所がとても少なく、母親も困るのではないか
と思います。小さなスペースでもいいのであるといいと思い
ます。

りぼん館（子育て交流館）
図書室・学習室（予約制、時間制で使えるPC数台と料金制
のプリンタ設置）
子どもシェルター（DV被害にあっている子どもの逃げ場）
子ども食堂（サルベージパーティー、食品ロス削減の通販利
用等。食育も）

図書室・学習室（予約制、時間制で使えるPC数台と料金制
のプリンタ設置）

りぼん館（子育て交流館）
図書室・学習室（予約制、時間制で使えるPC数台と料金制
のプリンタ設置）
喫茶コーナー（貸出図書、閲覧可）←4Fの海が見える部屋
希望
子ども食堂（サルベージパーティー、食品ロス削減の通販利
用等。食育も）



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
○雨の日でも子どもが走り回って遊べる場所
○お店を出したい人のためのチャレンジスペース（期間限定
や低料金で貸出）
○ピアノ教室等の発表会場。できれば無料貸出

○雨の日でも子どもが走り回って遊べる場所
○お店を出したい人のためのチャレンジスペース（期間限定
や低料金で貸出）
○ピアノ教室等の発表会場。できれば無料貸出

○雨の日でも子どもが走り回って遊べる場所
○お店を出したい人のためのチャレンジスペース（期間限定
や低料金で貸出）
○ピアノ教室等の発表会場。できれば無料貸出

どちらでもよいので、“大きな”図書館がほしい。娯楽の少な
い離島にとって、町民に文化的な娯楽・教養の場を提供す
ることは、長い目で見て、ムダにならない投資だと思いま
す。

どちらでもよいので、“大きな”図書館がほしい。娯楽の少な
い離島にとって、町民に文化的な娯楽・教養の場を提供す
ることは、長い目で見て、ムダにならない投資だと思いま
す。

どちらでもよいので、“大きな”図書館がほしい。娯楽の少な
い離島にとって、町民に文化的な娯楽・教養の場を提供す
ることは、長い目で見て、ムダにならない投資だと思いま
す。

・図書館とくつろぎのスペース
PCやDVDや映画を鑑賞できるスペース
・学童、児童館のような場所
※雨の日でも大人も子どもも小学生から高校生までも楽し
める場所、鹿児島市内のりぼん館を参考にしてください。

・現在、教育支援センターが安房のつる屋さんの横奥にあ
り、その場所は、閉塞感があります。その場を移動し、開放
的にしてはどうでしょう。センターの子どもだけでなく、学童
の場、図書館、小さい子どもも集える場、そんな使い方をし
てほしいです。

・現在の図書室を支所に移動して、本を充実させてほしいで
す。
・学童として利用できるようにしてほしいです。

雨天時に子どもが遊ぶ施設を作ってほしい。土日もできれ
ばうれしいです!!

学童！　強く望みます・・・働く親も多いのに、場所がなさす
ぎます
子どもと高齢者が触れ合える場所づくり　いつでも誰でも使
える所を！
高齢者の雇用

消防団で１室、使用したい

消防団の集会所として提供してほしいです

観光客の出入りする場所であり、人の動きが多いので、雨
でも使える飲食スペース、コワーキングスペース、ギャラリー
など、観光客＋島民の利用が促進されるような場になれば
うれしいです。

図書室。安房に住む人たちは、図書室が遠いので、安房に
も図書室があれば便利だと思います。
子育て支援のための常時開放しているスペースや、学童保
育を行う場所など、子育ての拠点となる場所をつくってほし
いです。

農産物が豊富な南の拠点として、直売所のようなスペース
があるとうれしいです。

学童など、子育て支援のための施設 フリーwifi、PC、プリンタのある図書館
シェアオフィスとして使えるスペース

子育て支援施設、もしくはシェアオフィス



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
鹿児島のりぼん館のような子どもが毎日遊べるスペース
図書館

そのまま安房支所
イベントスペース
シニアと子どもが共に学べるスペース

図書室
学習スペース
イベント
飲食

消防団の会議室として使用させてください

消防団に１室、提供してほしい

石楠会（精神の家族会）の活動する部屋に提供してもらいた
い。現状の場所は老朽化していることと、トイレがないこと等
あるため

鹿児島市の「りぼん館」のようなところ
子どもたちが雨の日でも遊べるところ
料理教室など（子どものいない人でも集まれる場所）

雨の多い屋久島。そんな時でも室内で遊べる場所を作って
ほしい。室内遊具など・・・

公園 すごい図書館

人がたくさん集まる場所にしてください

道の駅

島外から車などで来た時や観光客が集える場所

今のままで、住民課（等窓口業務）を残し、他の場所等につ
いては、会合等に利用するしかないように思います。地震の
際の津波対策ができないとすれば、資料館等についても、
他の場所に移した方がいいと思います。守るべき資産等
は、安全なところに移すべきです。

窓口業務は残し、他の場所は、会合等の場所を確保してお
いた方がよいと思います。
1F会議室、ロビー等は、改装して、デイケア等、老人福祉施
設に貸すようにしたらいいと思います。

窓口業務は残し、今の健康増進課へ移し、他の1Fは、老人
福祉施設へ貸す方法がいいと思います。
2F、3Fにつきましては、資料室等、財産を残す所を設けて
は、と思います。大切な資料等たくさんありますが、日の目
を見ていない物等たくさんあります。
また、農協等の事務所についても検討してはと思います。
（貸す方法で）

そのまま存続させてください。
身近なところがいいので。
高齢化も進みますので、身近が一番ですヨ。

・広くて明るい図書館と学習スペース
・児童館、キッズスペース
・レンタルスペース（鏡をつけてダンス教室などにも使える）

・広くて明るい図書館と学習スペース
・児童館、キッズスペース
・レンタルスペース（鏡をつけてダンス教室などにも使える）

・広くて明るい図書館と学習スペース
・児童館、キッズスペース
・レンタルスペース（鏡をつけてダンス教室などにも使える）



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
・各集落には、生活館等があり、支所の空きスペースは、必
要最低限の建物を残し、解体する（残存しておくと、維持が
必要）

解体に支障が生じる場合、災害時の拠点とし、宿泊できる
設備を備える（ただし、この地は、海との差がなく、不適か）

図書室併設の学童保育に、異年齢の子どもや高齢者も同じ
フロアで集える
パーテーションを設けて、チャレンジショップ（1～2坪5,000円
～1万円くらいの家賃）

図書室併設の学童保育に、異年齢の子どもや高齢者も同じ
フロアで集える
IターンUターンの人材を活用する（元教師、司書、地元の方
等）

図書室併設の学童保育に、異年齢の子どもや高齢者も同じ
フロアで集える
チャレンジショップは、野菜・手芸・リサイクル・習い事コー
ナー・竹細工　他
保健所の許可をとったうえで、郷土のお菓子や弁当、軽食
（厨房があるので、可能では。高齢者の昼食や、学童保育
児の夕食も飲食コーナーを設けて提供する）

図書館（読書や勉強できるスペースもあればベスト）

耐用年数に問題なければ、試作中の水耕栽培に活用 従来通りの活用（各種会議、福祉事務所） 庁舎を宿泊所に改修
（学生・社会人のスポーツ合宿を誘致。下のグラウンドや屋
根付ゲートボール場の活用）
消防の多目的な部屋として1室使用したい

消防の多目的な部屋として1室使用したい

図書館、いいねと思われる、将来を向いている施設
ミニ映画館
幼児用室内遊び場
卓球場

高齢者受入施設（全国を対象とした終活の地）
宿泊施設（合宿所）、スポーツ団体等誘致

学校から、親の帰る時間まで子どもを遊ばせてほしい 葬儀ができるようにしてほしい
宮之浦のような図書館

高齢者が増え、葬祭場を借りることが困難な方もたくさん出
てくると思うので、校区にある社協の祭壇で格安で実施でき
るように使用できればと思います。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
尾之間の保健センターのような未就学児童を屋内で遊ばせ
るスペースがほしいです。（ボールプール、小さいジャングル
ジム、積木など）
横の部屋か近くの場所に、イートインスペース（簡単にごは
んを食べれる空間）用の机とイスがあれば助かります。雨の
日など特に。親同伴で、何かあれば自己責任、開放時間は
～17or18時まで。受付と清掃だけする人がいれば可能だと
思います。何なら利用料100円とかで使用できるようにして
みては？

雨の日に子どもたちが遊べるスペース（遊具などもある）
ちゃんとした図書館（PCスペース、勉強できたり、その場で
ゆっくりと読める場所）
子どもとランチができる食堂
ママ会などができるようなフリースペース
室内プール
エアロビ・ダンススペース
個人や企業に貸して、家賃収入にして、少しでも借金返済!!

雨の日に子どもたちが遊べるスペース（遊具などもある）
ちゃんとした図書館（PCスペース、勉強できたり、その場で
ゆっくりと読める場所）
子どもとランチができる食堂
ママ会などができるようなフリースペース
室内プール
エアロビ・ダンススペース
個人や企業に貸して、家賃収入にして、少しでも借金返済!!

雨の日に子どもたちが遊べるスペース（遊具などもある）
ちゃんとした図書館（PCスペース、勉強できたり、その場で
ゆっくりと読める場所）
子どもとランチができる食堂
ママ会などができるようなフリースペース
室内プール
エアロビ・ダンススペース
個人や企業に貸して、家賃収入にして、少しでも借金返済!!

全国に広がる「道の駅」として活用したいです。ネーミング
は、道の駅でなくても、その町、あるいは屋久島に合ったも
ので。
消防団の歴史を残し、会議などができる場所にしてほしい 消防団の歴史を残し、会議などができる場所にしてほしい

支所機能を活かし、空き室は、住民に利活用することが良
いと思われる。

支所機能を活かし、残りは農協等に賃貸して活かした方が
良いと考える

住民票交付など窓口機能は残してほしい。全国から寄附を
募ってでも、大きな図書館（室）がほしい。

安房は、北部・南部の中間地点になると思うので、会議室と
して残してほしい。集まりやすい場所だと思う。

災害時の長期避難場所として
フリーマーケット市場

災害時の長期避難場所として
フリーマーケット市場

近場にホールがないので、住民等のコンサートや講演会場
として
災害時の長期避難場所として
フリーマーケット市場

テーマパーク
花園

道の駅 温泉ヘルスセンター



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
ワークショップやイベントなどの貸スペース、会議室 ワークショップやイベントなどの貸スペース、会議室 ワークショップやイベントなどの貸スペース、会議室

尾之間に電気自動車充電がとても必要だと感じています。

屋内遊具スペース（屋内公園） 一般企業への貸事務所・店舗 一般企業への貸事務所・店舗

消防団等の会議をする部屋を設けてほしい（南部、北部併
用）

消防団等の会議をする部屋を設けてほしい（南部、北部併
用）

役場を移動させないでください。
住民課と福祉課、税務課も残してください。

消防団等で会議する場所を確保してほしい 消防団等で会議する場所を確保してほしい

消防団で会議する場所を確保してほしい 消防団で会議する場所を確保してほしい

消防団員が使用するため 消防団員が使用するため 消防団員が使用するため

解体 消防団等の会議場としての場所の確保 消防団等の会議場としての場所の確保

消防団等で会議する場所を確保してほしい 消防団等で会議する場所を確保してほしい

会議室に利用してほしい 広く会議などの場所に利用しては 会議室に利用してほしい

JAに貸し出したらどうか。
スポーツジム等として利用したら。

平日日中は子育て中の母親たちが子供を連れて自由に遊
べ、放課後は小中学生の遊び場（土・日も雨の日は子ども
が体を動かして遊べる場所がなく困っています。）子ども大
人問わず、交流できるような場所。私は、東京都荒川区出
身ですが、区内にそのような施設（町屋ふれあい館等）がた
くさんあり、とても助かっていました。

学生が（図書館のように）勉強できるスペース。今のスペー
スでは、小さい感じがします。

いろいろなサークルが使える貸スペース

議会の中継が生発信されているテレビがある部屋

平日日中は子育て中の母親たちが子供を連れて自由に遊
べ、放課後は小中学生の遊び場（土・日も雨の日は子ども
が体を動かして遊べる場所がなく困っています。）子ども大
人問わず、交流できるような場所。私は、東京都荒川区出
身ですが、区内にそのような施設（町屋ふれあい館等）がた
くさんあり、とても助かっていました。

学生が（図書館のように）勉強できるスペース。今のスペー
スでは、小さい感じがします。

いろいろなサークルが使える貸スペース

議会の中継が生発信されているテレビがある部屋

平日日中は子育て中の母親たちが子供を連れて自由に遊
べ、放課後は小中学生の遊び場（土・日も雨の日は子ども
が体を動かして遊べる場所がなく困っています。）子ども大
人問わず、交流できるような場所。私は、東京都荒川区出
身ですが、区内にそのような施設（町屋ふれあい館等）がた
くさんあり、とても助かっていました。

学生が（図書館のように）勉強できるスペース。今のスペー
スでは、小さい感じがします。

いろいろなサークルが使える貸スペース

議会の中継が生発信されているテレビがある部屋



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
屋久島でも高齢化は待ったなし。健康寿命を維持するため
の食生活と体のしなやかさ作り。そのために都会の体育館
などではトレーニングジムを併設して筋トレなどができる施
設があります。できたら、各地区にトレーニングジム（フィット
ネスジム）のような気軽に通えるようにしていただきたい。

これだけの規模の島に図書館がないのは残念です。宮之浦
に図書室はあるが、内容は学校の図書室並みだ。図書館の
新設をお願いします。

支所庁舎は取り壊し。支所機能は保健センターで行う。
永田出張所は閉鎖。

倉庫として活用。支所機能は閉鎖 支所庁舎は売却。支所機能は保健センターで行う。
栗生出張所は閉鎖

子どもたちがいつでも遊べる場所（特に雨の日は連れて行
けるところがなくて困っています）
保健センターの開放が毎週火曜日（たまにない日も）だけ
で、仕事をしているので、その日は行くことができません。他
の曜日も利用できるようにしてほしいです。

安房には図書室がないので、是非図書室を。（宮之浦と尾
之間に収まりきらないものは、各支所に蔵書スペースのよう
にしてもいいかも）安房には専門的な図書もあるとか。利用
者も多いと思います。

宮之浦と同じで、子どもたちが利用できるスペースがほしい
です。

雨の日に子どもを連れて行くことができるようなスペースが
あったらいいなと思います。
学童

子どもたちが遊んだりできるスペースがあったらいいなと思
います。
学童

子どもたちが遊んだりできるスペースがあったらいいなと思
います。

北部集落には花公園という公園はありません。そこで、桜公
園を作ってもらいたいです。実現してください。お金はかかる
と思いますが、北部集落の人たちを花いっぱいで喜ばせてく
ださい。

解体して跡地利用 防災の拠点 3、4階は解体

老朽化が著しいので、取り壊した方がいいのでは。窓口機
能は（証明書発行のみ）保健センターを活用する。
取り壊す際は、同時に庁舎裏も改修し、古い倉庫や車庫は
除去し、駐車場をかさ上げする。
電気庁舎、建設課庁舎はそのまま残し、電気事業、北部の
水道事業、船舶事業を配置する。

現庁舎をそのまま使用する。
1階部分は、窓口機能のほか、福祉関連施設（地域包括支
援センターや福祉相談所など）や南部の水道事業を配置す
る。

窓口機能を1階の健康増進課部分に移転し、その他は民間
（郵便、農協など）へ貸与できないか。
2階は、現在公民館にある図書室を移転できないか。
3階は当分、議場として残し、議場移転後は、町民ルームと
して活用できないか。
4階は、窓枠の劣化がひどく、危険なため、補強したうえで閉
鎖した方がいいのでは。

古いようなので、解体して離島総合センターの駐車場をたく
さん確保してください。（全体的に屋久島は少ない）

わからない わからない



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
地域活動支援センターとして活用してほしいです。（理由：街
の中にある点がいいです。）
例えば、精神保健福祉に。まだ仕事に就けず、日中外に出
られない当事者の方のために社会の中での居場所、出会
い・交流の場となりますように。様々な出会いを通して気楽
に社会に参加でき、今日の空気を安心して思いきり吸えて
明日を生きる糧となるような、当事者であってもなくても、共
に地域活動を広げられるような場ができるといいです。

歴史民俗資料館の拡充
SOHO個人ビジネス支援ステーション

SOHO個人ビジネス支援ステーション
調理室をきれいにして、里のエコツアーや町民向けに料理
教室や加工品生産拠点に。

SOHO個人ビジネス支援ステーション
パソコン、コピー、プリンター、スキャナー、FAXの高性能複
合機、光通信活用、輪転機、ラミネートなどの事務用機器、
大型プリンターが使える
貸会議室
サイレントルーム
ミーティングルーム
図書室（自習室）もワンフロア
健康プラザ（ジムみたいな感じ）
温泉が出るなら、温泉プール

コミュニティホール、貸室、貸会議場、貸教室として収益をあ
げる活用を望む

窓口機能を別館に移転し、老朽化している建物は取り壊
す。南海トラフ地震対策もあるので、将来的には小中学校、
分遣所を含めて高台移転を検討する。

窓口機能は残さざるを得ないと思うが、プレハブ等の簡易な
建物に移転して、総合センターは取り壊し、鹿銀や南銀に売
却又は譲渡する。

支所本館には、尾之間図書室を移転（2階）、残りのスペー
スは老朽化が問題のJA種子屋久に貸し付ける。窓口機能
は保健センターに移転。中央公民館も老朽化しているので
取り壊す。

大きな図書館にしてほしいです。役場機能をできるだけ残し
てほしいです。小瀬田まで行くのは不便すぎます。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
屋久島スクール構想
屋久島に点在する多種多様な学校、そこに学ぶ人たちもさ
まざま。子どもから中高年の社会人に高齢の人々、一日～
数年と期間もまばらで自由に。島外からの入学者は受入可
能なおじいちゃんやおばあちゃんの家に下宿し、農業・漁業
のお手伝い。おじいちゃんやおばあちゃんの話は聞けるし、
知恵も授かる。おじいちゃん、おばあちゃんは楽しく新しい仕
事もできて、生きがいも生まれる。島の人たちも多く入学し
たり、学びたい科目だけを受ける聴講生と、島内の学びにも
活気が出る。
学校は、町立・私立・寺子屋風学習塾等、様々で学びたい
人たちの心を弾ませます。

屋久島スクール構想
屋久島に点在する多種多様な学校、そこに学ぶ人たちもさ
まざま。子どもから中高年の社会人に高齢の人々、一日～
数年と期間もまばらで自由に。島外からの入学者は受入可
能なおじいちゃんやおばあちゃんの家に下宿し、農業・漁業
のお手伝い。おじいちゃんやおばあちゃんの話は聞けるし、
知恵も授かる。おじいちゃん、おばあちゃんは楽しく新しい仕
事もできて、生きがいも生まれる。島の人たちも多く入学し
たり、学びたい科目だけを受ける聴講生と、島内の学びにも
活気が出る。
学校は、町立・私立・寺子屋風学習塾等、様々で学びたい
人たちの心を弾ませます。

屋久島スクール構想
屋久島に点在する多種多様な学校、そこに学ぶ人たちもさ
まざま。子どもから中高年の社会人に高齢の人々、一日～
数年と期間もまばらで自由に。島外からの入学者は受入可
能なおじいちゃんやおばあちゃんの家に下宿し、農業・漁業
のお手伝い。おじいちゃんやおばあちゃんの話は聞けるし、
知恵も授かる。おじいちゃん、おばあちゃんは楽しく新しい仕
事もできて、生きがいも生まれる。島の人たちも多く入学し
たり、学びたい科目だけを受ける聴講生と、島内の学びにも
活気が出る。
学校は、町立・私立・寺子屋風学習塾等、様々で学びたい
人たちの心を弾ませます。

宮之浦は、新規の事業を考えている方もいると思うので、企
業に貸すこともいいと思う。ただし、立地（川に近い）も考え
て高くない方がいいと思う。長く利活用するならその方がい
いと思う。

隣に離島開発総合センターもあるので、駐車スペースとして
整地するのもいいかと。（古いとかではなく、大雨の時など
水量が上がってきたときの浸水等を考えて）

バス待ちの観光客もいると思うので、休憩スペースや無料
wifiスポットとして解放すれば地域の方も利用しやすい。そこ
に、観光案内やふるさと納税のポスター等、情報提供の
コーナーがあれば見ると思う。とにかく、屋久島無料wifiス
ペースがない。

夜間にも使えるジム等があれば、運動不足の解消になると
思う。広いので、老人の方や子どもが集えるようなスペース
もできると思う。ジムについては、もちろん有料になる思うが
それでもいいと思う。無料wifiスペースとして解放してほし
い。

1Fを全て図書室とし、現在の図書室を廃止する。それに伴
い、蔵書の拡充を図り、広く町民に本の寄付を求める。

鹿児島市にあるりぼん館のような施設。島には、雨の日に
子どもを遊ばせてあげるところが本当にない。

私的、グループ活動で使用可能なスペースを作ってほしい。 図書室をなくさないでほしい。なくなってしまうと、南に住んで
いる本好きな人、絵本を楽しみにしている子どもの楽しみが
減ってしまう。栗生や中間、湯泊、平内など、安房や宮之浦
が遠い人たちは困るのでお願いします。

子どもが雨の日でも遊べるような施設（鹿児島市にあるりぼ
ん館のような）
私的、グループ活動で貸してもらえるスペースがほしい。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
雨の日でも、子どもも親も安心して一日中過ごせる施設。
売店などはなくてもいいので、飲食できるスペースも併設。
図書室の拡大と充実。もっと広くキレイにして、長時間いら
れるような図書室に。本の数ももっともっと増やしてほしい。

雨の日でも子どもたちがお弁当持参で一日遊べる施設。広
くて安全で、子どもも親も安心して過ごせるスペース。飲食
スペースも遊ぶスペースとは別に設け、お弁当を持っていけ
ば一日中いられるようにしてほしい。

図書室の拡大と充実。図書室をもっと広くして、子どもが絵
本を読んでゆっくり遊べるスペースを作り、もっと机とイスを
設置して大人もゆっくりと読書したり、本を選んだりできるよ
うにして本の数をもっと増やしてほしい。本が少なすぎる。
「図書室」ではなく、ちゃんとした「図書館」を作ってほしい。
そしてもっとキレイにしてほしい。

取り壊し 子育て支援センター 図書館

りぼん館のような子どもの施設 りぼん館のような子どもの施設
図書館（本も設備もきちんとそろっていること）

図書館（本も設備もきちんとそろっていること）

高齢者や障がい者が利用できるレクリエーション施設、トイ
レ等

高齢者向け筋トレルーム
企業に貸す
歯科医院として利用してもらう

本来のコミュニティセンターの目的に沿った利活用を図るべ
きです。これまでは、目的外使用でした

中央公民館の図書室を移動して、支所の2F又は1Fにする
2F、3Fに平内の民具を移動する。
少なくとも5人の職員を配置してください。

一部、尾之間区の集落葬のための斎場にしてはどうか。尾
之間だけでなく、神山校区、八幡校区も使えるようにしたら
どうかと考えます。
以前も話がありました、農協に貸すというのはどうか？役場
の件と農協の用事を済ませることができる。町としてもメリッ
トがあるのでは？

老人ホーム、憩いの場として利用できるようになればうれし
いです。

企業誘致ができないものでしょうか。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
屋久島町立ガイド養成学校
日本各地から屋久島・日本・世界でガイドを目指す人々が集まる。
入学希望者は全て制限なしで受け入れる。卒業はランク別で。島
外からの学生は高齢者宅に下宿。学び舎はあわほの利用、あわ
せてビジターセンターとして、島に訪れた人は必ずセンターにて1、
2時間島についての講習を受けてから観光に入ってもらう。また、
その時に講習料金として、入島時に必要経費や寄付をいただくシ
ステムを作る。
・現在のガイドが講師として現地・現場をメインに指導が条件
・すべてを現在いる島の人々で賄うこと
そんな島を訪れる観光客には、必ずガイドが同行する仕組み。ガ
イドは学生だったり、島の若者から高齢者までやはりさまざま。団
体のバス旅行者グループにもバスガイド兼のツアーガイド。ガイド
はお客様の安全を守り、屋久島のルールを守っていただくために
必ず必要となり、ガイド料金は学費になったり、島の人たちの収入
源となり、外貨が島に入り、できるだけ屋久島で使用することによ
り島も潤う。
学生は、単位習得にはボランティアも含まれ、観光客のガイドをす
ることにより、お客様から話を聞くことによりさらに学びます。観光
客や農業・漁業・林業・土木のお手伝い、お礼に頂いた代金は学
生の学費にもなり単位習得にもなる。
これからの屋久島を考えたとき。島民が楽しく、皆が平等に、そし
て自然に優しい経済活動とは。屋久島の自然を教育の地とし、ま
た持続可能な観光資源として、さらには人が生きていくのに絶対
に必要な水を資源に。太古から生活するのに最低限必要なもの
が安全に供給される島、これからも永遠に・・・
受入体制。①高齢者宅への下宿　②下宿が不足した場合は町営
寄宿舎
若者が島のあちこちを歩く姿が多くなり、人口は2万人前後、うち
学生は6000人と島の購買、物流にもベストな状態になると思われ
ます。

屋久島町立ガイド養成学校
日本各地から屋久島・日本・世界でガイドを目指す人々が集まる。
入学希望者は全て制限なしで受け入れる。卒業はランク別で。島
外からの学生は高齢者宅に下宿。学び舎はあわほの利用、あわ
せてビジターセンターとして、島に訪れた人は必ずセンターにて1、
3時間島についての講習を受けてから観光に入ってもらう。また、
その時に講習料金として、入島時に必要経費や寄付をいただくシ
ステムを作る。
・現在のガイドが講師として現地・現場をメインに指導が条件
・すべてを現在いる島の人々で賄うこと
そんな島を訪れる観は、必ずガイドが同行する仕組み。ガイドは
学生だったり、島の若者から高齢者までやはりさまざま。団体のバ
ス旅行者グループにもバスガイド兼のツアーガイド。ガイドはお客
様の安全を守り、屋久島のルールを守っていただくために必ず必
要となり、ガイド料金は学費になったり、島の人たちの収入源とな
り、外貨が島に入り、できるだけ屋久島で使用することにより島も
潤う。
学生は、単位習得にはボランティアも含まれ、観光客のガイドをす
ることにより、お客様から話を聞くことによりさらに学びます。観光
客や農業・漁業・林業・土木のお手伝い、お礼に頂いた代金は学
生の学費にもなり単位習得にもなる。
これからの屋久島を考えたとき。島民が楽しく、皆が平等に、そし
て自然に優しい経済活動とは。屋久島の自然を教育の地とし、ま
た持続可能な観光資源として、さらには人が生きていくのに絶対
に必要な水を資源に。太古から生活するのに最低限必要なもの
が安全に供給される島、これからも永遠に・・・
受入体制。①高齢者宅への下宿　②下宿が不足した場合は町営
寄宿舎
若者が島のあちこちを歩く姿が多くなり、人口は2万人前後、うち
学生は6000人と島の購買、物流にもベストな状態になると思われ
ます。

屋久島町立ガイド養成学校
日本各地から屋久島・日本・世界でガイドを目指す人々が集まる。
入学希望者は全て制限なしで受け入れる。卒業はランク別で。島
外からの学生は高齢者宅に下宿。学び舎はあわほの利用、あわ
せてビジターセンターとして、島に訪れた人は必ずセンターにて1、
4時間島についての講習を受けてから観光に入ってもらう。また、
その時に講習料金として、入島時に必要経費や寄付をいただくシ
ステムを作る。
・現在のガイドが講師として現地・現場をメインに指導が条件
・すべてを現在いる島の人々で賄うこと
そんな島を訪れる観は、必ずガイドが同行する仕組み。ガイドは
学生だったり、島の若者から高齢者までやはりさまざま。団体のバ
ス旅行者グループにもバスガイド兼のツアーガイド。ガイドはお客
様の安全を守り、屋久島のルールを守っていただくために必ず必
要となり、ガイド料金は学費になったり、島の人たちの収入源とな
り、外貨が島に入り、できるだけ屋久島で使用することにより島も
潤う。
学生は、単位習得にはボランティアも含まれ、観光客のガイドをす
ることにより、お客様から話を聞くことによりさらに学びます。観光
客や農業・漁業・林業・土木のお手伝い、お礼に頂いた代金は学
生の学費にもなり単位習得にもなる。
これからの屋久島を考えたとき。島民が楽しく、皆が平等に、そし
て自然に優しい経済活動とは。屋久島の自然を教育の地とし、ま
た持続可能な観光資源として、さらには人が生きていくのに絶対
に必要な水を資源に。太古から生活するのに最低限必要なもの
が安全に供給される島、これからも永遠に・・・
受入体制。①高齢者宅への下宿　②下宿が不足した場合は町営
寄宿舎
若者が島のあちこちを歩く姿が多くなり、人口は2万人前後、うち
学生は6000人と島の購買、物流にもベストな状態になると思われ
ます。

島内、島外の人たちに部屋のレンタルをする。
勉強のためやサークルその他に貸出する。
子どもが遊べる図書館やワーキングスペースとか子育て施
設もいいです。

充実した図書館
習い事スペース　等

子育て支援センターのような、乳幼児が雨の日でも思いきり
遊べる「孤育て」にならない場として、必要だと思います。

充実した図書館
自主学習スペースもあると良い。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
1Fは、開発総合センターの図書室を移動する。また、安房
支所と同様に絵、習字等のいろいろな作品の常設、臨時的
な展示室として利活用する。
2Fの議場跡は、尾之間支所議場と同様に、演奏会・発表
会・映写会の場として、あとの部屋は出演者の控室、更衣
室、準備室として利活用する。

図書室（館）を配置する。
絵・習字等のいろいろな作品の常設、臨時的な展示室として
利活用する。

1Fは、支所としての機能を十分に考慮し（103㎡、89㎡）、残
りのスペース（321㎡）に図書室を配置（中央公民館からの
移動）する。ロビーに特産品の展示・販売ができるスペース
として利活用する
2Fは、平内の民具を移動して、民具展示室（館）として配置
する（318㎡）。印刷室として、また印刷物や資料の整理がで
きる場所に利活用する（69㎡）。旧町長室、応接室は、応接
間、会議室として利用する。
3Fは、イベント会場（演奏会、映写会、発表会など）として、
また、出演者の控室、更衣室、準備室等に利活用する（50
㎡、50㎡）。歯科医院、整骨院などに貸し出す（149㎡、94
㎡）。
4Fは、町民ラウンジは、喫茶店に貸し出す。94㎡の部屋は、
会議室、相談室として現在の利用をする。

維持管理は、町、集落、利用者分担
観光案内所
外国語教室
物産館
よろず相談室
舞踊練習室（音楽等芸術）
絵画、書等作品展示室
各室の清掃は、利用者がすること

維持管理は、町、集落、利用者分担
観光案内所
健康器具室
よろず相談室
農産物、漁、工芸等の物産館
カラオケ室
各室の清掃は、利用者がすること

維持管理は、町、集落、利用者分担
高齢者娯楽室（カラオケ、茶のみ雑談等）
農産物加工研究室
青少年作品展示室
各室の清掃は、利用者がすること

子育て支援センター開設
床は、タイルカーペットを敷きつめて、赤ちゃんがハイハイし
ても大丈夫なように変えてほしい。支援員（？）みたいな方
が常駐して、平日昼間は誰でも自由に出入りして、お父さ
ん、お母さん、子どもたちが遊べるように。未就園児が雨の
日に遊べる場所がない（あるけど、曜日が決まっていて利用
しづらい）ので、是非この機会に開設してください。

半分は住宅やシェアハウス、半分はカラオケルームにして
はどうか。屋久島に住んでみたい人はいるし、賃貸住宅の
需要はあると思う。北欧家具等をそろえて「自然が豊かでお
洒落かつ低価格」を売りに、都会の若者をターゲットに広告
すれば一定数集まりそうだと考えられる。自分で畑をしてみ
たい人たちのために、畑を借りられるシステムなども用意し
てアピールしていくといいと思う。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
1F　　図書室、役場支所
2F　　民具展示室（平内から移設）
3F　　会議室、歯科医院
4F　　町民ラウンジを喫茶店
児童クラブの設立をお願いしたい。
エレベーターがついているので、どのフロアでもいいので、1
フロアをホールにしてほしい。
庁舎2Fと中央公民館2Fとをつなげないか。それによって、敬
老者もエレベーターを使って、公民館に行ける。
4Fの展望所を憩いの場にしてほしい。

屋久島に住んでいるみんなが休みの日にリフレッシュできる
施設があれば、にぎわうと思います。
総合トレーニングセンター
指導員つきトレーニングジム
温泉プール

すぐすぐ活用案を決めるのは時期尚早では。
建物も古いので、利用するのもちょっと嫌だ。維持管理の問
題からも、一度更地にして、駐車場や公園化して、土地は将
来的に活用しては。

近隣に住宅団地、２銀行、警察署、体育館とあり、総合セン
ターでのイベント時には、駐車スペースに困難をきたしてい
た。宮之浦に大きなホールがあるので、２つも要らない。こ
の際、解体・更地にして駐車場とすればよいのでは。
今後、後ろの町営住宅等が老朽化して解体する際に、一体
的にとらえ、何がしかの整備を図ることが、都市整備につな
がるのでは。

駐車場、ロケーションも問題なし。近場に温泉もある。素晴ら
しい観光資源になり得ると思うので、企業への賃貸などによ
り、人口増につながるような活用を願う。

撤去し、更地にする。売却 ホール含め撤去、除却（本庁に新ホールできる） 会議室として使用

解体後に駐車場として活用。 歴史民俗資料館として活用 尾之間への貸付

早い段階で廃止。建物自体は老朽化しているし津波があれ
ば危険。

防災センター（仮称）に位置づけ、防災に対する学習や疑似
体験できる環境を提供し意識の向上を図る施設とする。災
害時には近隣にある屋久島警察署、鹿児島県と即時に連
携できるので防災対応の拠点として活用する

図書室、民具資料収蔵展示、埋蔵文化財収蔵



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
尾之間は、観光で来島しても素通りしていると思う。「道の
駅」みたいなものを営業してはどうか。加工室（調理場）を利
用し、物を作ったり、特産品として置くなど、喫茶室、食堂な
どを営業するなど、野菜の直売所等。
例として、現在タンカンジュースなどがあるが、もっといろい
ろなものを作れると思う。また、ポンカンなどを缶詰できない
か。つわんこ、タケノコ、魚など真空パックにするとか。それ
には、真空パックの機械、缶詰の機械、ビン詰めの機械など
が必要になるか。

宮之浦支所総合窓口と包括支援センターとして活用。 宮之浦図書室と尾之間図書室を統合し，移転する。 雨天時も遊べる「こども広場」

宮之浦出張所を新設 子どもが室内で遊べるフロア。簡易な遊具・絵本等。子ども
たち・保護者の集まりの場の提供

農協事務所移転として売却

個人事業主向けビジネスステーション（SOHO、支援拠点）
コピー、FAX、プリンター、スキャナー、複合機（コインベン
ダー式等）、パソコンなどが使えて、ミーティングなどもできる
スペース。光回線や電気他インフラ設備が整っているのを
有効に利用させてほしい。
大小貸会議室に使えるとありがたい。
図書室の拡充

1Fは、多目的ホールとして活用する。通常は、高齢者や子
育て中の保護者が自由に利用できるスペースとして、移動
式の間仕切り等でそれぞれのスペースを確保する。
1Fの現在健康増進課が入っているスペースは、温泉歩行の
できる小プールを設置して、町民の健康づくりに寄与してほ
しい。
2Fは、町立図書館及び歴史民俗資料館として活用する。
3Fは、南部地区で不足している「歯科医院」の誘致スペース
とする。また、3Fの残りの部屋及び4Fは、IT関連で起業する
方がシェアできる利用方法を考えてほしい。

老朽化が著しい。補修・維持管理を考慮すると民間活用（貸
付け等）には不適。取り壊し・更地後、離島開発総合セン
ターの駐車場として整備を望む。（コンサートやイベント・検
診時など、混雑して道路に駐車するなど危険。）

会議室を今よりもさらに広く町民に使ってもらうため、用途に
ついても、ダンスやヨガ、英会話教室など気軽に借りれる場
所にする。

店舗にする。（窓口はゆくゆくは廃止）



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
町民生活課を配置し，住民サービスができるよう対処する。 教育支援センター ＪＡや尾之間郵便局、企業を誘致

有料で貸し出す 中央公民館機能、会議室、ホール、資料館 総合窓口・南部地域包括支援センター

高齢者が増加する中で、養護老人ホームとして活用してほ
しい。元気老人が使えるジム的な機能も持たせて、日常的
に入所者と地域の元気老人が触れ合える施設にしてほし
い。保健師や介護職員等人的資源の充実したものにしてほ
しい。

消防の多目的な部屋として1部屋使用したい

建物が老朽化しているため、解体し総合センターの駐車場
として利用したらどうか？
建物の改修や維持に莫大な費用をかけるのはもったいな
い！

建物の全部、あるいは大部分を貸付し、維持費の削減をす
べきではないか

消防が多目的に使えるように一部屋ほしい（操法大会時
等、雨の日が多いので、昼食や着替え場として使いたい）
高齢者サロンの多地区交流会の場として使いたい

図書室を移動して、もっと広くきれいにしてほしい。今のとこ
ろは狭くて本も探しにくいし、本を広げて調べたりするスペー
スもない。できれば子どもたちの学習スペースや幼児の読
書スペース（畳かじゅうたんで）もほしい。

住民が集まり等に使用できるスペース（簡単なキッチンがあ
るとよい）
・幼児を連れた母親たちが子どもを遊ばせられる。
・法事に使用できる。
・趣味の会などの集まりに使用できる。

消防団の活用スペースを確保してほしい。

一部屋を消防団に使わせてほしい。

島の中央なので、１室を屋久島町消防団として、会合等など
に利用したい。事務所的でもよい。

やはり、今の宮之浦支所を生かすには・・・。
海が近いので南海トラフの危険もあり、重要な役割は担えな
いと思うが、町民がより喜ぶ、宮之浦図書館の充実に使え
ないかと。

安房支所は小さいが、ホールが一緒なので、キッズスペー
スの充実になればと。

すみません。尾之間の支所のしくみがよくわかっていませ
ん。



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）
多目的な理由の使用で、消防専用室がほしいです。

電気庁舎、建設課庁舎のみを残し、撤去 売却 窓口業務のみを残し，そのほかは賃貸物件として貸し出
す。

取り壊し，ゆくゆくは宮之浦支所敷地全体を公園にする。 図書室を安房に集約。 屋内運動場などとして、福祉関連施設として民間事業者へ
利用してもらう。

歴史民俗資料館を移す。 安房支所（センター含む）そのものを文化的拠点と位置付け
る。

合宿、修学旅行等の必要最小限の受入施設

中央分団詰所に転用 現状のまま利用する。 図書室として活用

離島開発総合センターの別館として活用（会議室利用、検
診、各種教室）

保健センター・地域包括支援センターとして活用 高齢者や未就学児・保護者が集まるフロア（サロンや運動
等、自主活動実施の場として提供）家庭で必要がなくなった
運動道具等持ち寄る。

会議室とホール 各種イベント開催時の控室として利用。 歴史民俗資料館と平内民具倉庫を移し，文化関係の展示フ
ロアにする。

宮之浦支所総合窓口 ゆくゆくは，廃止。その後は会議室。 図書室・印刷室：集落や個人での印刷利用のため（印刷音
がさえぎられるような工夫が必要）

歴史民俗資料館を自然館へ統合→図書館として転用 子供たちが勉強したり本を読んだりする大きな図書室 貸出フロア

資料館機能は安房支所または尾之間支所へ移転　　資料
館に図書室を入れる

青年会議所等へ貸与 貸し出しても維持費がかかるので売却又は解体

弓道場も含めて解体撤去または倉庫　　岩川与助銅像は残
す

会議室及びホール使用時の際の更衣室等 会議室にする。（広く貸し出しをする）

取り壊して、芝公園 取り壊しのうえ更地（一部を鹿銀へ打診して駐車場敷地とし
て売却か貸付け）

介護教室とか子育てサロンとかできるフロア。（憩いの場に
するとか）

取り壊しの上、駐車場として整備 民間事業者や各種団体等へ賃貸借（又は無償）

除却（老朽化のため）



支所の利活用アンケートの意見一覧

支所の利活用案（宮之浦支所） 支所の利活用案（安房支所） 支所の利活用案（尾之間支所）

【その他意見】

○今回2月末期限で住民から支所の活用に係るアイデアを得られると思います。寄せられるアイデアの数にもよりますが、是非寄せられたアイデアについて町報を通して周知をお願
いしたいと思います。そのうえで、役場が住民と共に支所の利活用を考える場を作るため、町報や無線を通じて住民代表を一般公募していただければと思います。

○新庁舎の建設終了、及び職員・役場機能の移転までまだ時間があるので、宮之浦、安房、尾之間の各所で各セクターの代表者及び住民代表が集まって、住民が利活用し易い支
所の在り方について検討する場（以下、検討会）を数回（1回／月　x5～6回）に渡って作っていただければと思います（1回の協議だけでは役場の既成事実作りと揶揄される可能性が
あります）。また、検討会の中で、役場から役場として初期の設備投資、運営費に係る補助額の限度額について説明を行い、同検討会が出席者と共に実現に向けた知恵を出し合う機
会になればと思います。

○設備に予算をかけられない場合は「選択と集中」を行うべきです。例えば、以前図書館の腰掛を、SNSを通して住民に募った実績があります。ボランティアベースのDIYで本棚や机を
作りたい住民を集めて、イベント（親子DIY、他）にしてしまうのも面白いかもしれません。

○協議の途中経過は、町報他で住民に周知を図る必要があると思います。

○空いてしまう支所も、新しく建設している役場と同じくらい素敵に感じるリノベーションを島在住の空間デザイナーや大工さんなどで行ってほしいです。そうすることによって統一感や
屋久島ブランドが作られていくように思います。空間デザイナーやリノベーションが得意な大工さん、建具作家さんの紹介が必要な場合にはご連絡いただければと思います。

○活用方法なんて、すぐにみつかるものではない。屋久島にほしいものは、いっぱいある。古い役場の建物を利用させるのはどうか？管理が問題なら、全て解体して整地し、財政に
余裕が出るまで、ベストな活用法を探してください。とにかく、こんな狭い島で２町合併したのだから、似たような施設は複数要らない！役場もそうしたいのでしょう？そう思ってくれてい
る町民もきっと多いはず。いっぱい時間をかけて議論して決めてください。

○支所とは関係ないのですが、公園マップを作って下さい。小さな公園はあるのに、場所がわからないなど多くあります。せっかくあるのにインターネットなどで調べてもあまり出てこ
ず、自力で探す、人から聞くなどしかありません。町として作って、子育てする母親たちに知らせてほしいです。

○お年寄りも大事だが、子どもたち、若い人も大事にしてほしい。

○これらはすべて、移転が決定されたときに、全て予算に含めて話し合われるべきことでした。さらに追加予算でこれらが行われることが残念であるとともに、対応の遅さに憤りを感じ
ます。全て後手後手ですね。今回、アンケートを町民からとったということで、このまま終わりではないですよね。これをどのような意見が出たか、どう話し合われたか、情報を必ず公開
してください。このアンケートをストレスのはけ口として終わらせないでください。公開されなければ抗議します。

○町民の声に耳を傾けてくれてありがとうございます。

○維持管理は、町、集落、利用者負担。清掃は、各使用室の利用者がする。

○有効活用のアンケートの前にこういう利用の話も含めて、もっと庁舎を建てる以前に話し合いができればよかったと。今さら遅いとは思うが。


