
備前市 施設建設・再編課

市の考え方
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　片上地区で開催されている様々な行事は大切な地域資源であり、新たな施設との有機的な
連携は、この基本構想に実効性を持たせるうえで重要な要素であるといえます。とはいえ、
跡地活用に多額の事業費を要することに鑑みると、片上地区に特化した施設整備とはなら
ず、広く備前市民に親しまれる施設として、整備を進めてまいりたいと考えています。
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　若者からお年寄りまで、誰もが気軽に利用しやすい、市民にとって開かれた施設とし、周
辺地区で執り行われているイベントにとって核になるような使われ方も可であると考えてお
ります。

　整備の基本理念と同じ御意見であり、基本構想で目指している姿です。広く市民の皆様に
親しんでいただけるよう、あまり華美なものとはせず、建築意匠的な手法のなかで、周囲の
環境に調和できる配慮が必要と考えています。

シンプルな建物が良い。

魅力あるものが見当たらない。

備前市としての基本構想策定の方針等

軽飲食が出来る場所が欲しい。

喫茶、軽食が欲しい。民間委託となるが、カフェもあると良い。

障がい者就労支援施設きずな、ユートピアの飲食店を移設すれば良いのでは。営利目的では
なく、障がい者の就労の場に。

備前は工員のまちなので、文化イベントをしても人が集まらない。

飾りは不要である。

市民に開かれたの理念の意味が不明。

賑わい創出のために各ハードがどのように貢献するか、具体的なイメージが湧かない。

■ 自然や環境と調和した経済的な施設

施設整備の基本理念は、平成30年度の庁内検討委員会や片上まちづくり会議の要望をふまえ、
「交流・賑わいのある広場」としました。

　交流と賑わいを育むために「食」も重要な要素ではありますが、スペースに限りがあり、
他に導入する機能との兼ね合いがあるとともに、事業者の有無が実現性のポイントとなりま
す。また地産地物のアピールの場としての活用も、交流と賑わいが生まれることが期待され
るため、そのような使われ方も有効であると考えます。

皆様からの御意見

集い、賑わいが必要である。

地元産業である耐火物や備前焼、食事に関してはカキオコをアピールすれば良いのでは。

整備の基本理念

　第2回意見交換会（令和2年2月7日（金）開催）において、出席者の皆様から頂いた御意見に対して、備前市としての考え方を整理しています。頂いた御意見を、「整備の
基本方針」に掲げる5項目に分類し、「備前市としての基本的な考え方」を示したうえで、それぞれに考え方を記述しています。類似している御意見に対しては、市の考え方
をまとめて記述しています。御理解のほどよろしくお願いします。
　なお、意見交換会でお示しした3案と、頂いた御意見を参考として、3案をそれぞれ修正します。これらについては、令和2年4月から5月にかけて実施予定のパブリックコ
メントで改めて御意見を募集したいと考えています。

旧アルファビゼン跡地活用基本構想の策定について

【備前市としての基本的な考え方】
　基本理念を実現するために、整備の基本方針を定め、市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点整備について構成要素の一つとして掲げています。利用者として広く備前市民や、市外
からの来訪者を想定し、地域に根差したイベントや伝統行事をとおした交流や賑わいのコアになることはもとより、新たな地域資源を発掘、創造し育む場となることを期待しています。これ
らを踏まえたうえで、御意見に対して市の考え方を述べます。

備前市の発展に繋がるものをつくってほしい。

人が集ってくれる誘い水（目的）が必要なのではないか。

■ 市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点

チョイヤサ等の展示場が欲しい。

「交流・賑わいのある広場」

整備の基本方針

■ 市民に開かれた、賑わいあるまちづくりの拠点

■ 誰もが利用しやすい施設

■ 市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設

■ 災害に強く、防災機能を有する施設

実現するために
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　頂いた御意見を参考として、施設に付与する機能や役割の優先順位を整理してまいりま
す。また施設の階層などについては、利用のありかたを想定するなどして、採用する機能や
その配置、さらに移動の円滑化に配慮した動線となるよう検討してまいります。

敷地の効率的な利用や、周辺商業施設との関連性をふまえて、公共交通機関との調和を検討
し、マイカーでのアクセスが難しい子どもやお年寄りの方にも利用しやすい施設整備を目指
します。また、バス停を設ける際には、現行の敷地から必要となる用地を捻出し、道路用地
とすることで、バスも含め交通の安全に寄与できると考えています。

整備の基本理念と同じ御意見であり、基本構想で目指している姿です。

現状の敷地や計画する施設規模からみて、平面的に大きな駐車スペースを確保することは、
かなり困難であると見込んでおり、また、建物と一体の駐車場整備は高額となり、町並みと
の調和に課題が生じる場合があり、周辺の低利用地の活用と併せて検討する必要がると考え
ます。
また、高校生を含め自転車等の利用者を想定し、駐輪場の整備も必要であると考えます。

人の流れは自動車だけに限らず歩行者や自転車、バイクによるものを想定しています。ま
た、サイクルステーションを整備することで、片上ロマン街道の利用者が少しでも片上のま
ちに立ち寄るよう誘導し、新たな人の流れを創出するきっかけになればと考えています。

屋外にトイレが必要ではないか。

駐車場について民間から借り上げて上手くいくとは思えない。

駐車場は必ず要る。100台は確保しなければ意味がない。
B案（17台）では施設の活用ができないので多く確保してほしい。
A案とC案は駐車場が少なすぎる。

駐車場ほか、人の流れの構想が見られない。

高校生が利用するため、駐輪場が欲しい。

建物は2階建てでよい。

バス停は必要である。市内全体の交流を考えると、市バスを取り入れるべきである。

サイクリングロードで人を誘導できないか。

いかに多くの人に使ってもらえる施設にするかが重要である。

建物としての基本的な機能は必要である。

バス停が欲しい。乗入れのバスで送迎する。

中高生の居場所を。

市営バスも良いが、現状の利用状況をみると使う人や、便が少ないのではないか。

周辺道路が狭いので、バス停の位置がおかしいのではないか。

1階を車庫にし、機能を上階に持っていくべき。

市民が本当に利用できるものにしてほしい。

【備前市としての基本的な考え方】
　基本理念を実現するために、整備の基本方針を定め、誰もが利用しやすい施設整備についても構成要素の一つとして掲げています。施設そのものがバリアフリーであることはもとより、開
放的で明快な空間となることを目指しています。さらに、この場所へのアクセスも、マイカー以外の交通モードが必要と考えており、市営バスの乗り入れも手法の一つと考えています。
　限られた敷地・空間の中に、想定されるすべての機能を付与することはできないことから、意見交換会等で頂いた御意見を参考とし、施設に付与する機能や役割の優先順位を整理してまい
ります。

皆様からの御意見

畳の間、スポーツ施設、調理室、図書関係は不要である。

場所を作るだけではアルファビゼンの二の舞になる。
10、20年後に活躍している建物にしてほしい。

室内でダンスや運動をしたい。

調理室を2階に。

■ 誰もが利用しやすい施設
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　具体的な利用方法について提案をいただいていますが、敷地の広さや、他に要望のある機
能との兼ね合いを考慮すると、対応困難なものもあります。頂いた意見を参考として、施設
に付与する機能や役割の優先順位を整理してまいります。また一つのスペースで複数の機能
を担えるよう、建築計画的な手法も検討しています。

　備前市としてこの場所での図書館建設を計画していません。前回の意見交換会や緑陽高校
へのアンケート調査などもふまえて、学習室や読書コーナーなどとして、市民センターの図
書館との棲み分けなどを検討しており、市民や高校生の生涯学習活動に寄与するものになれ
ばと考えております。

　基本方針の基本的な考え方のとおり、市民の皆様が取り組まれている生涯学習や文化・芸
術活動の場となることや、施設の利用をとおして、子どもからお年寄りまで、老若男女問わ
ず交流を深められる施設整備を目指します。

図書と学習室を一体で計画する。

閑谷学校、地元有名作家や文学者、耐火煉瓦の産業等の資料等の展示があればよいのでは。

図書館を中心にした交流施設があればよいのでは。図書館が大変なのであれば、生涯学習用
のスペースを。

美術館があればよいのでは。

建物をつくるとしたら、市民センターと同じものではなく、映画館、社会福祉協議会等を入
れてみてはどうか。

映画館（野外シアター）が欲しい。

3階建てとし、2階に図書室を入れてはどうか。

図書館が欲しい。

図書館は不要だが、図書があるくつろげる場所が欲しい。

学習室等、学生の学習の場があったほうがよい。

市民センターの補完が必要なのではないか。

グランドゴルフ、ゲートボール、e-スポーツ、ボルダリング、スケボー場を取り入れてはど
うか。

子どものレベルを上げる教育スペースをつくってほしい。

ゲートボール等できる場所が欲しい。

【備前市としての基本的な考え方】
　基本理念を実現するために、整備の基本方針を定め、学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設整備についても構成要素の一つとして掲げています。市民の皆様が取り組まれている生
涯学習や文化・芸術活動の場となることや、備前緑陽高校等の活動と連携したサテライトキャンパス的な利用や、空き、待ち時間の自習スペースなど、施設の利用をとおして、子どもからお
年寄りまで、老若男女問わず交流を深められる施設整備を目指します。

高い建物や負荷の掛かる図書館が何故出来ないのか。

高齢者のレベルを上げる場所づくりを。

■ 市民の学習活動や地域文化創造の交流拠点となる施設

計画に図書館を入れ、市民センターの旧図書室をキッズルームにする。

多目的ホールは、学校に体育館があるので不要ではないか。

自転車に特化して、競輪用のコースを設けてはどうか。

和気ドームのように屋根付グラウンドにして、イベントやマルシェ、マーケットに利用でき
る空間にしてはどうか。

皆様からの御意見
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　早期に解体するためには、皆様方の御協力が不可欠でありますので、何卒お願いいたしま
す。

65 　御意見として参考にさせていただきます。

市の考え方
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　跡地活用にあたり、従来からある備前市の防災計画に変わりありません。新たに整備する
施設に防災機能を導入するとしても、この施設だけで様々あるすべての災害や、災害後に発
生する事象に過不足なく対応することは、困難であると考えます。従って、この場所に持た
せる防災機能としては、片上小学校や緑陽高校など既存の避難場所と連携し、これを補完す
ることが大きな役割になると考えます。つまり、初動期（災害発生当日）に果たす役割は小
さく、2日目以降の展開期に被災者支援としての機能が主となると考えます。

　潤いのある施設とするために、建物だけでなく広場を含めたランドスケープデザインに配
慮した計画を目指してきたところです。頂いた御意見のとおり、植栽を放置すれば景観上好
ましくない状態となるため、継続して施設全体を維持管理する仕組みを合わせ、最終的な調
整を行いたいと思います。

浸水するので、もう少し地盤高を上げてほしい。

南海地震を考えると2階建てでは防災の役に立たないので、建物は建てず、憩いの場、公園
のみにするべき。

浸水保険が下りない場合があるので、今の建物を車の避難に使えばよいのでは。

【備前市としての基本的な考え方】
　この基本理念を実現するために、整備の基本方針を定め、自然や環境と調和した経済的な施設整備についても構成要素の一つとして掲げています。旧アルファビゼンのイメージを払拭し、
周辺環境と有機的に連携した建物・広場のデザインを検討し、あわせて自然との調和によりエネルギー負荷の低減を図ることで、経済的な施設とすることを目指します。

皆様からの御意見

広場、公園が欲しい。

鹿の出る地域なので公園を作っても良いことにならないと思う。

メンテナンスできない緑は不要。

かまどベンチを増やしてほしい。（案は3台）

芝生は不要。少しなら良い。

樹木も芝生も不要。コストが掛かる。その分、全面アスファルトとし、駐車場をつくってほ
しい。

植木等のランドスケープデザインは維持管理にコストが掛かる。草ぼうぼうになる。

■ 自然や環境と調和した経済的な施設

皆様からの御意見

■ 災害に強く、防災機能を有する施設

津波の来ない東片上に計画するべきでは。

地下から悪臭物質が発生し、健康被害があるので、早めに解体するべき。

防災アドバイザーは公共施設を浸水の可能性のある場所に建てるべきではないと言ってい
る。

避難所として相応しいのか。

避難所として絶対必要な施設である。

防災機能をより強化してほしい。

最新の地震の情報を考慮していないのではないか。南海トラフに対応できるのか。

防災計画に一度も参加していない、設計、市役所の担当が作成しているのでダメ。

【備前市としての基本的な考え方】
　基本理念を実現するために、整備の基本方針を定め、災害に強く、防災機能を有する施設整備についてもあるべき機能の一つとして掲げています。この場所は部分的に土砂災害警戒区域と
なっているものの、河川氾濫や津波による浸水想定区域に指定されていません。従って整備手法により備蓄倉庫の設置や、災害発生時の一時避難場所とすることは可能と考えています。とは
いえ昨今の想定外という言葉に鑑みると、例えば津波警報や大雨にかかる警報が発令されて、この場所に避難することは適当とはいえません。すでに避難場所として指定されている片上小学
校や茶臼山公園など、より高い場所への避難を優先させなければなりません。これらを踏まえたうえで、ご意見に対して市の考え方を述べます。
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　旧アルファビゼンは天満屋ストアが撤退し閉館して以降、部分的に使用されていた時期も
ありましたが、閉館時のまま長期間経過しています。このため、電気、給排水、空調及び消
防設備等が老朽化により、ほぼ機能不全な状態にあります。再度利用するためには、先述の
設備を更新・改修するとともに、建物の仕様を現行の建築基準関連法令へ適合させる必要が
生じる場合もあり、多額の更新・改修費用が見込まれます。
　市として現況の建物を、公的施設として利用する計画はなく、また民間事業者からも具体
的な活用の要望もなく、多額の更新・改修費用を償却し、同様に多額のランニングコストを
負担できる活用法を見出すことは、現状で困難と考えています。（市としても民間事業者の
公募や、不動産コンサルタントにリサーチを依頼した経緯がありますが、いずれも不調でし
た。またNPO法人（片上まちづくり）によるテナント誘致活動も不調でした。）
　また、旧アルファビゼンの建物は永久構造物ではないため、いずれ解体撤去が必要となり
ます。このように建物のトータルコスト（建設～運営・管理～解体撤去）を勘案すると、こ
れまでと同様に「使えるかもしれない」という可能性に依存して存置するより、現時点で解
体撤去し、新たな活用策を検討することに妥当性があると考えます。

73

　災害が予見される緊急時においては、市職員はタイムラインに基づき、配備につきます。
このような状況下でも、御提案のような対応が可能か、またその実効性についても測りかね
ますが、旧アルファビゼンの駐車場再利用の可否という観点から、以下に課題、問題を整理
します。
　災害対応であってもこの駐車場を再利用するのであれば、まず、駐車場を構成する鉄骨構
造に関して現状の劣化した耐火被覆の撤去・更新と、消防設備及び電気設備の改修・更新が
必要となります。いずれも建築基準法、消防法への適合要件となります。さらに旧店舗部を
避難場所として利用するのであれば、事実上全館改修となります。
　駐車場の構造に関して、現状の車路の高さは2.10ｍで、駐車場法施行令の技術基準であ
る2.30ｍを下回っています。このため大型のワンボックスタイプやSUV等の大型乗用車、
２トン以上のトラックのなかには、通り抜けが困難なものがあります。
　以上のように、多額の費用負担が可能であれば再利用も可能ですが、駐車場の構造上の課
題もあり、現実的ではないと考えます。

74
　７２と同様に更新、改修に多額の費用を要しますが、５階以上を解体するとすれば、７２
以上に費用を要する可能性がります。また、３階もしくは４階を駐車場に改修することは、
工法及び構造的に大きな課題があり、ほぼ不可能と考えます。

75 　本事業では実現しかねます。御了承ください。

76

77

78

79

80

　本年度、2度意見交換会を行い、また、高校生の意見交換会及びアンケートにより、市民
を含め関係者の意見を聴取してきたところです。当然のことながら、本事業は、多額の予算
を投じる事業であり、市民の皆様が望まなければ実現は不可能です。
　今後、意見交換会で頂いた御意見を整理し、構想案に反映させたのち、パブリックコメン
トを募集することで、再度市民の意見を聴取し、最終的な整備案を作成したいと考えており
ます。

障害福祉センターの一部を活用するべきでは。

現在の3案では満足できない。

令和2年３月３日作成

皆様からの御意見

A案よりB案とC案の方が外を活用しやすい。A案は不要。

■ その他

3案ともよくできたと思います。

A案が特に優れていると思う。

市民の要望を聞いてやるべき。

避難の際は、市職員はアルファビゼンの駐車場まで車を移動し、空いたところに市民が車を
避難させる。

現在の建物で、地下は使用せず、
1階:イベント広場、2階:集会や多目的室、3階:駐車場、4階以上はなし、若しくは、
1階:イベント広場、2階:調理室や会議室、3階:多目的室、4階:駐車場、5階以上はなし
とすれば良いのでは。

旧アルファビゼンをどうして活用できないのか。
旧アルファビゼン建物を有効活用してほしい。


