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庁舎の跡利用に関する市民アンケート 

各庁舎の跡利用をお考えいただくにあたっては、本市における各庁舎及び全市民の利用を対象

としている公共施設の設置状況も踏まえながらお答えください。 

下記は、市内全域を対象とした施設の位置図と、それらの施設の特徴を記載しています。次ペ

ージからは、各庁舎の周辺施設と周辺の概要を記載しています。 

≪各施設の特徴≫ 

福祉施設・老人福祉施設の中で、うるま市健康福祉センター「うるみん」の利用者が最も多い。 

保健施設は、石川保健相談センターの１施設となっている。 

リサイクルプラザなどの衛生施設は、北部に集中している。 

球場などの体育施設は20施設あり、各地域に配置されている。 

劇場などの社会教育施設や消防施設は旧市町区分毎に設置されている。 

防災センターは島嶼地域に２施設設置されている。 

商工・観光施設は観光トイレが多く設置されており、利用者はあやはし館が最も多い。

市内の全市民対象施設位置図 
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石川庁舎の跡利用をお考えいただくにあたって、周辺状況を踏まえ、お答えください。周辺状

況は以下の通りです。 

≪ 石 川 庁 舎 周 辺 地 図 ≫

①①石石川川庁庁舎舎ににつついいてておお伺伺いいししまますす

≪石川庁舎周辺の概要≫ 

うるま市の北部に位置しており、沖縄自動車道の石川ＩＣに近く、那覇や名護など南北地域からの

交通の利便性が高い。庁舎の周辺は運動公園のほか文化施設などが立地し、国道329号に沿って旧

市街地が形成され、新しい商業施設や昔ながらの店舗が立ち並んでいる。 

公共施設等    民間施設 
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問１．現在の石川庁舎周辺地区について、何が不足していると思いますか。あてはまるも

の２つに○をつけてください。 

1. 買い物する場所         2. 働く場所 

3. 運動する場所          4. 交流する場所 

5. 遊ぶ場所            6. 学習する場所 

7. 自然を楽しむ場所        8. 特に不足していない 

9. 分からない           10. その他（                  ） 

問２．石川庁舎の跡は、今後どのような場所にした方が良いとお考えですか。あてはまる

もの２つに○をつけてください。 

1. 市の内外から多くの人が訪れ、賑わいを生み出すような場所にするべき 

2. 市民の暮らしを便利で豊かにするような場所にするべき 

3. 市の産業を育み、地元で働く人を増やすような場所にするべき 

4. まちなかで人々が憩い、交流できるような場所にするべき 

5. 市の人や文化を育むような場所にするべき 

6. 分からない 

7. その他（                                    ） 

問３．石川庁舎の跡利用として、どのような機能を期待しますか。あてはまるもの３つに

○をつけてください。 

1. 飲食店や日用品・買回り品などを購入できる商業施設 

2. 映画館やボーリング場などの娯楽施設（主に市民向け） 

3. 道の駅などの観光施設（主に観光客向け） 

4. オフィスなどの業務施設 

5. 診療所等の医療施設 

6. 保育所や児童館などの子ども関連施設 

7. 社会福祉センターなどの福祉施設 

8. 老人福祉センターなどの老人福祉施設 

9. 体育館やプールなどの運動施設 

10. 市民サークルや団体等が集まれる市民活動の場 

11. 図書館や資料館などの社会教育施設 

12. 劇場・ホールなどの文化施設 

13. 学校などの教育関連施設 

14. 防災センターや備蓄倉庫などの防災機能 

15. 公園や広場 

16. ホテルなどの宿泊機能 

17. 市営住宅などの住宅機能 

18. 証明書発行や各種手続きなどの市民サービス機能 

19. その他（                                   ）
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勝連庁舎の跡利用をお考えいただくにあたって、周辺状況を踏まえ、お答えください。周辺状

況は以下の通りです。 

≪ 勝 連 庁 舎 周 辺 地 図 ≫

②②勝勝連連庁庁舎舎ににつついいてておお伺伺いいししまますす

≪勝連庁舎周辺の概要≫ 

市の南東部沿岸地域に位置する。沖縄自動車道から遠く、北東方向からの県道 10 号線をメインの

アクセスルートとなっている。庁舎の周辺は運動公園ほか文化施設、学校などが立地し、世界遺産

の勝連城跡も近くにあることから、歴史ある雰囲気や豊かな緑が感じられる地区である。 

公共施設等    民間施設 
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問４．現在の勝連庁舎周辺地区について、何が不足していると思いますか。あてはまるも

の２つに○をつけてください。 

1. 買い物する場所         2. 働く場所 

3. 運動する場所          4. 交流する場所 

5. 遊ぶ場所            6. 学習する場所 

7. 自然を楽しむ場所        8. 特に不足していない 

9. 分からない           10. その他（                  ） 

問５．勝連庁舎の跡は、今後どのような場所にした方が良いとお考えですか。あてはまる

もの２つに○をつけてください。 

1. 市の内外から多くの人が訪れ、賑わいを生み出すような場所にするべき 

2. 市民の暮らしを便利で豊かにするような場所にするべき 

3. 市の産業を育み、地元で働く人を増やすような場所にするべき 

4. まちなかで人々が憩い、交流できるような場所にするべき 

5. 市の人や文化を育むような場所にするべき 

6. 分からない 

7. その他（                                    ） 

問６．勝連庁舎の跡利用として、どのような機能を期待しますか。あてはまるもの３つに

○をつけてください。 

1. 飲食店や日用品・買回り品などを購入できる商業施設 

2. 映画館やボーリング場などの娯楽施設（主に市民向け） 

3. 道の駅などの観光施設（主に観光客向け） 

4. オフィスなどの業務施設 

5. 診療所等の医療施設 

6. 保育所や児童館などの子ども関連施設 

7. 社会福祉センターなどの福祉施設 

8. 老人福祉センターなどの老人福祉施設 

9. 体育館やプールなどの運動施設 

10. 市民サークルや団体等が集まれる市民活動の場 

11. 図書館や資料館などの社会教育施設 

12. 劇場・ホールなどの文化施設 

13. 学校などの教育関連施設 

14. 防災センターや備蓄倉庫などの防災機能 

15. 公園や広場 

16. ホテルなどの宿泊機能 

17. 市営住宅などの住宅機能 

18. 証明書発行や各種手続きなどの市民サービス機能 

19. その他（                                   ）
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与那城庁舎の跡利用をお考えいただくにあたって、周辺状況を踏まえ、お答えください。周辺

状況は以下の通りです。 

≪ 与 那 城 庁 舎 周 辺 地 図 ≫

③③与与那那城城庁庁舎舎ににつついいてておお伺伺いいししまますす

≪与那城庁舎周辺の概要≫ 

市の南東部沿岸地域に位置しており、勝連庁舎地区と同様に、沖縄自動車道からは遠い。庁舎の周

辺は運動公園ほか文化施設、学校などが立地している。また、島嶼地域へと延びる海中道路がある

ことから、島嶼地域からのアクセスは最も良い。 

公共施設等    民間施設 
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問７．現在の与那城庁舎周辺地区について、何が不足していると思いますか。あてはまる

もの２つに○をつけてください。 

1. 買い物する場所         2. 働く場所 

3. 運動する場所          4. 交流する場所 

5. 遊ぶ場所            6. 学習する場所 

7. 自然を楽しむ場所        8. 特に不足していない 

9. 分からない           10. その他（                  ） 

問８．与那城庁舎の跡は、今後どのような場所にした方が良いとお考えですか。あてはま

るもの２つに○をつけてください。 

1. 市の内外から多くの人が訪れ、賑わいを生み出すような場所にするべき 

2. 市民の暮らしを便利で豊かにするような場所にするべき 

3. 市の産業を育み、地元で働く人を増やすような場所にするべき 

4. まちなかで人々が憩い、交流できるような場所にするべき 

5. 市の人や文化を育むような場所にするべき 

6. 分からない 

7. その他（                                    ） 

問９．与那城庁舎の跡利用として、どのような機能を期待しますか。あてはまるもの３つ

に○をつけてください。 

1. 飲食店や日用品・買回り品などを購入できる商業施設 

2. 映画館やボーリング場などの娯楽施設（主に市民向け） 

3. 道の駅などの観光施設（主に観光客向け） 

4. オフィスなどの業務施設 

5. 診療所等の医療施設 

6. 保育所や児童館などの子ども関連施設 

7. 社会福祉センターなどの福祉施設 

8. 老人福祉センターなどの老人福祉施設 

9. 体育館やプールなどの運動施設 

10. 市民サークルや団体等が集まれる市民活動の場 

11. 図書館や資料館などの社会教育施設 

12. 劇場・ホールなどの文化施設 

13. 学校などの教育関連施設 

14. 防災センターや備蓄倉庫などの防災機能 

15. 公園や広場 

16. ホテルなどの宿泊機能 

17. 市営住宅などの住宅機能 

18. 証明書発行や各種手続きなどの市民サービス機能 

19. その他（                                   ）
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問１０．あなたの性別は何ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

1. 男性                 2. 女性 

問１１．あなたは何歳ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

1. 18、19歳    2. 20～29歳    3. 30～39歳    4. 40～49歳 

5. 50～59歳    6. 60～69歳    7. 70 歳以上 

問１２．お住まいはどちらですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

1. 石川中学校区       2. 伊波中学校区        3. あげな中学校区 

4. 具志川中学校区      5. 具志川東中学校区      6. 高江洲中学校区 

7. 与勝中学校区       ８. 与勝第二中学校区      ９.彩橋中学校区 

１０. 津堅中学校区 

最後に、庁舎の跡利用に対するご意見がありましたらお書き下さい。 

ご協力ありがとうございました。 

自自由由意意見見

ごご回回答答者者ににつついいてて


