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平成２９年度 第１回米沢市新庁舎建設検討市民委員会 会議録 
 

【日時及び場所】 
日時  平成２９年７月２７日（木）午後３時３０分～ 

場所  置賜総合文化センター ２０３研修室 

 

【出席者】 
市民委員 三辻和弥委員、数見等委員、吉野徹委員、渋谷哲委員、渡部登一委員 

岡田堅委員、加藤英樹委員、平山博志委員、村山紀子委員、宮坂尚美委員 

事務局  市長、副市長、総務部長、企画調整部長、産業部長、財政課長、営繕主幹 

管財主幹、財政課長補佐、財政係長、管財係長、財政課管財係主任 

財政課財政係主任、財政課管財係主事 

 

【会議録】 
１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 市長あいさつ 

市長   本日は、大変お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。

委員をお引き受けいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、市庁舎につきましては、耐震診断の結果、震度６強で崩壊、倒壊の恐れ

があるという非常に厳しい診断を受けております。また、昨年の熊本地震では、

５か所の役場が機能を失いました。地域の防災拠点である庁舎が使用できなくな

ったということで、今まで庁舎の建替には国の支援はなかったのが、４か年に限

り支援をするという方針が昨年末に出されております。これらを踏まえて、我々

も庁舎建替に取り組む必要があると考えました。そこで、市民に愛され、機能性

の高い役所を建てなければならないと考えて、本当に急なご案内であり、また、

期間のないところではありますが、皆さまからご意見をいただきながら、建設に

向けて取り組んでいくことといたしました。 

私共としましても、この米沢市で市民の皆さまが安心、安全に、そして健康長

寿を全うできる地域社会の実現に向けて、私をはじめ職員が一丸となって取り組

んでいかなければならないと考えております。 

今後、市庁舎建設について忌憚のないご意見をいただきながら、愛される市役

所づくりを進めていきたいと考えております。わずかな時間かもしれませんが、

皆さま方からのお力添えを受けながら進めてまいりたいと考えておりますので、

なにとぞよろしくお願い申し上げまして、本日の委嘱状交付にあたってのあいさ

つとさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。あり

がとうございました。 

 

４ 委員自己紹介及び事務局職員紹介 

委員自己紹介・事務局職員紹介 

 

５ 米沢市新庁舎建設検討市民委員会について 

事務局  資料に基づき説明 
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６ 委員長及び副委員長の選出 

事務局  委員長の選出を行いたいと存じます。委員会設置要綱では、委員の互選によっ

て委員長を定めるとありますが、お顔を合わせるのが初めての方もいらっしゃる

と思いますので、事務局から案を提示させていただいてもよろしいでしょうか。 

委員   異議なし。 

事務局  それでは、事務局から提案させていただきます。 

     委員長につきましては、社会福祉法人米沢市社会福祉協議会会長の渡部登一委

員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員   異議なし。 

事務局  それでは、渡部委員、中央の委員長席にご移動ください。 

     （渡部委員、委員長席へ移動） 

事務局  続きまして、副委員長の選出でございますが、委員長より推薦をいただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

委員   異議なし。 

事務局  それでは、委員長よろしくお願いします。 

委員長  三辻委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

委員   異議なし。 

事務局  それでは、三辻委員、副委員長席にご移動ください。 

     （三辻委員、副委員長席へ移動） 

事務局  委員長、副委員長から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

     （委員長・副委員長あいさつ） 

委員長  ただ今皆さまからのご推薦により委員長という大役を担うことになりました、

社会福祉協議会の渡部でございます。どうぞよろしくお願いします。 

市長のごあいさつにもありましたとおり、現在の市庁舎は、耐用年数的にはま

だまだ使えるわけでございますが、残念ながら耐震診断において震度６強程度の

地震で倒壊又は崩壊の危険性が高いとの判定により、早急に建て替えざるを得な

いという状況になり、建設にあたって基本計画、基本設計の検討をこの委員会で

行うことになったわけですが、このような大事業の委員長を仰せつかり、大変重

荷に感じているところであります。市役所の建替えは市民の方にとっても関心の

高いものだと思います。お引き受けいたしました以上は、少しでも市民にとって

安心、安全で利用しやすい市庁舎となるよう、事務局の皆さまの力をお借りしな

がら、委員の皆さんの活発な議論をお願いしたいと思っているところであります。

委員並びに事務局の皆さまどうぞよろしくお願い申し上げます。 

副委員長 山形大学の三辻です。どうぞよろしくお願いします。私の専門は、建築の構造

や建築防災の分野になります。２００７年の能登半島地震以降、国内の地震被害

の調査はほとんど関わってきました。東日本大震災でも屋外調査を行っておりま

す。そうした経験や大学での活動を活かして、委員長を補佐する形で、どこまで

お役にたてるかわかりませんけれども、できるだけ貢献したいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

事務局  それでは、ただいまから議事に入りたいと思います。委員会設置要綱の規定に

より、委員長が議長となることとされておりますので、これからの議事につきま

して、委員長に議事をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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７ 議 事 

（１）会議等の公開について 

委員長  それでは議事に入ります。初めに、（１）会議等の公開について協議いたします。

事務局から説明願います。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  ただいまの件につきまして、ご意見、ご質問がないようであれば、この会議は

開かれたものにすべきと思いますので、事務局案のとおり会議を公開し、会議録

及び配布資料についても事務局案で公開する取扱いとしてよろしいでしょうか。 

委員   異議なし。 

委員長  それではそのように決定したいと思います。 

 

（２）現庁舎の概要とこれまでの経過等について 

委員長  次に、（２）現庁舎の概要とこれまでの経過等について、事務局から説明願いま

す。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問はございますか。 

委員   資料２の２ページ目、４の関連予算案の審議の③で「費用高騰に対する懸念」

とありますが、想定事業費に費用の高騰分は入っていないのでしょうか。 

事務局  事業費は５２～７１億円、１㎡当たりの単価は４１万～５８万円としておりま

すが、これは、ここ１０年間で建替えをした９つの市や町の単価から算出したも

ので、今後予想されるインフレスライドなどの費用は織り込んでおりません。こ

こから更に上昇することもなくはないと考えているところでありますが、早期の

設計施工一体発注という方式で、なるべくコストを下げていきたいと考えており

ます。 

委員   うろ覚えですが、庁舎建設の平均的な高騰の割合は４％とされていたようなの

で、今後念頭に置かれてはどうでしょうか。 

事務局  今後、ＣＭ事業者からアドバイスを受けながら検討してまいります。 

委員   ここまで経過説明があって次も説明が続くようですが、我々はどこで意見を述

べれば良いのでしょうか。 

事務局  議事の（４）その他でお伺いする予定としております。 

委員   設計施工一括発注方式とありますが、施工業者の設計担当部署が設計して施工

も行うといったところでしょうか。 

事務局  やり方はいろいろあると思いますが、中央の大手ゼネコンであれば１社で設計

施工ができる場合もありますが、設計業者と施工業者が組んだＪＶがやる方法も

あると考えております。 

委員   業者の選定はどのように行う予定となっていますか。 

事務局  来年度から選定に入る予定でありますが、ＣＭ事業者と相談しながら地元業者

も入れるような選定方法を考えているところです。 

委員   中央の業者の方が多いと思いますが、地元の業者が入れるような方針をあらか

じめ作っておけば地元の業者も入りやすいと思います。 

事務局  そのようなことを踏まえて基本計画に盛り込んでいきたいと考えております。 

委員   今後、我々はこれから具体的に何をどのように議論していけばいいのかわから

ないので全体のスケジュールがどうなっているのかお聞きしたいのですが。 

事務局  次の（３）の中で基本計画の策定体制や全体のスケジュールを説明したいと考

えております。 
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（３）新庁舎建設基本計画の策定体制等について 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問はございますか。 

委員   ＣＭ事業者は決まっているのでしょうか。 

事務局  ６月定例会で補正予算を議決いただいた後、６月２９日に公募を開始、現在募

集を締め切りまして、３事業者からの応募がありました。７月３１日にプレゼン

テーションをしてその日に審査会を開催し、決定したいと考えております。８月

上旬には契約したいと考えております。 

委員   資料３の４ページ目の２で前提条件が記載されておりますが、これらは議論の

余地がないのか、それともまだ意見を申し上げてもいいのでしょうか。 

事務局  ２の①では、現庁舎の面積が 12,000㎡に対して、５月に市の基本的な考え方と

して 11,000㎡とお示ししており、それよりもさらにコンパクトにしていきたいと

考えておりますが、どのくらいの規模にするかの意見があれば検討していきたい

と考えております。②から⑤については、国の支援を受けて平成３２年度まで完

成させたいと考えておりますので、スケジュールとしてはなかなか厳しいと考え

ております。ただ、まったく意見をお聞きしないというものではなく、できるも

のは考えていきたいと思っておりますが、まず我々としてはこのような考えで進

めていきたいという考えであります。 

委員   この前提条件は、市民にとっても興味のある部分であると思いますので、例え

ば場所についても、市としての中長期ビジョンでどういう位置づけにあるのか、

そのプランに沿っているのか、それとも方向転換するのか、そういったところも

お聞かせいただけると、市民の皆さまの理解もスムーズになり、より良い庁舎建

設につながると思いますので、是非お話をさせていただきたいと考えております。 

委員   確認も含めまして、庁舎にどのような機能を持たせるかを、この委員会から意

見を出したり、現にここで働いている人が庁内検討部会で話し合った意見を吸い

上げたりするのは、次回の委員会からということになるのですか。 

事務局  次の８月から１０月にかけての委員会で行うことになりますが、８月はまだ庁

内検討部会の意見がまとまっていないと思いますので、まずは皆さまから意見を

いただき、それを庁内検討部会でも話し合って、１０月までに市民委員会で必要

な機能について取りまとめていきたいと考えております。 

委員   庁内検討部会の意見をこの委員会に諮ることはあるのでしょうか。 

事務局  そのようなこともあります。その場合できるだけ早く情報をお出ししていきた

いと考えております。 

委員   これまで建替えをしたところでは、コンパクトにしたために休憩室が狭くなっ

たりしたことがあるので、働きにくくならないよう、そこで働いている人の意見

も委員や市民の意見とともに取り入れていきたいと考えております。 

委員長  それでは当面このスケジュールで行くということでいいですね。次の委員会は

８月下旬の予定となっております。 

 

（４）その他について 

委員長  最後の「（４）その他」について、委員の皆さまや事務局から何かありますでし

ょうか。 

委員   米沢市は、まちづくりのグランドデザインがないまま、ここに至っていると感

じています。今のまちづくりができたのが約５０年前、ここに庁舎が来たのが約

４０数年前、その間、中心市街地の空洞化が進んできました。約２０数年前から

空洞化について継続して話合いを持っていますがなかなか進まず、残念ながら空
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き地が増えてきています。ナセＢＡが出来て歩行者がいくらか戻って来てはいま

すが、複数のビルが更地になりました。原因のひとつはスプロール現象で、郊外

に移転してしまったこともあります。市庁舎という高額な建物を建てるのならば、

まずは米沢市のまちづくりに対するグランドデザインが大事だと考えております。

以前は商業施設を張り付けようと検討してきたわけですが、難しくなっています。 

私の考えですが、中心市街地が大事というなら、移転した市庁舎を戻すべきだ

と考えています。敷地の問題もあり、全部の移転は無理という事は承知しており

ますが、その行政機能の一部でも戻るべきだと考えております。市庁舎の建替え

という、この大きなチャンスを逃せば中心市街地の活性化は不可能だと考えてい

ます。ぜひ、この建替えの話合いの中に、事務機能の一部を中心部に持っていく

ことを検討に入れていただきたい。分散化は利便性低下の可能性があると書いて

いますが、現に教育委員会と健康課は分かれています。庁舎の一部を中心に移し

たときに何が不便なのかお聞かせいただきたいと思います。 

耐震補強は無理とありますが、例えば減築で軽減化を図れば下の階は使えるの

ではないかと考えているので、その辺も考慮したのかお聞きかせください。関根

小学校での例があると思うので検討していただきたい。 

また、ＣＭ事業者を使うことで低コストにできるというのであれば、行政の建

物はすべてそうなっていくのでしょうか。分散化すれば、さらに低コストにでき

ると思うので、これからでも検討いただきたいと考えております。 

委員長  今の意見に対して事務局で答えられることがあればお願いします。 

事務局  中心商店街活性化と今回の庁舎建設については、関連してはおりますが、議論

するには、国の補助を受けるための期限もあり、ここで一緒に話し合うには無理

があります。しかし、中心商店街活性化は大事でありますので、建替え後の庁舎

を全ての部署が収まる規模にすると、中心市街地に行政機能が出ていくのは難し

いことから、規模を小さくすることで、必要があれば中心市街地に移すことが可

能になると考えているところであります。分散化についても、一つにまとまった

方が市民にとって便利であると考えておりますが、そうであっても、中心市街地

に一部を移すべきだという議論が高まればそれもあると考えております。 

ＣＭ業者については様々な実績とノウハウがあり、期間を短縮して進めること

ができるというメリットがあると考えております。ただ、没個性、月並みな建物

になってしまう可能性もありますが、例えばコミセンや学校等とは違って、市役

所の建物に個性が必要かということもあります。いずれにしましても今後とも率

直なご意見をいただければと考えております。 

事務局  減築につきましても耐震化工法等調査の中で検討しておりまして、将来的に発

生する累計コストを計算するとそれなりの金額となり、建替えの方が累計コスト

は低いという検討結果が出されております。この結果につきましては、議会に提

出した資料がございますので、後日配布させていただきたいと思います。 

委員   先ほど中心市街地の話がありましたが、この財政がひっ迫している状態で、市 

立病院の建替えなどもあり、中心市街地活性化を別個に対応するというのは、不 

可能であると考えていますがいかがでしょうか。 

事務局  中心市街地に市の機能の一部を出す方法としては、中心に庁舎の一部を新たに

建てるのか、民間のビルの一部を借りるのかなどいろいろ考えられます。庁舎を

大きくしてしまうと、市の機能を出すという議論にはならないので、規模は小さ

くしたいと考えています。人口減少により職員も減ることが考えられ、将来を見

据えながらさらに縮小することで様々な時代に対応することができるのではない

かと考えているところであります。中心部に機能の一部を移転するとなれば、お
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金をかけない方向で移転ができればいいのですが、そういう体制をとれるような

小さい面積で役所を建てるべきだと思っており、今後様々な説明をさせていただ

きたいと考えているところであります。 

委員   分散化するか、しないかという議論をこの機会にしてほしい。分散化という方

針になれば、11,000 ㎡も必要ではなくなるということになると考えているので、

その議論を今してほしいということを言っているのであります。 

事務局  分散化を議論すれば、どうしてもどこへどの機能をという議論になります。そ

れを議論するには時間的に無理がありますが、後々議論は必要であると考えてお

ります。将来そういった事態になっても対応できるような、コンパクトな建物と

すべきだと考えているところです。 

委員   委員の意見ごもっともだと思います。資料にも市民の意見が載っており、分散

化がいいという意見もあります。同時に期限が今年度中で、そこまで議論ができ

るか疑問もあり、もう少し市の方で案を示していただければいいのだが、委員会

に任せたからこれでいいのだということがないよう、これが説明ができないとい

うようなことがないよう進めていかなければならないと思っております。 

委員   美しい米沢のメインとなる建物であり、それにふさわしい建物を建てていただ

きたいと思います。 

委員   私も同感であり、これから何十年も使う建物でありますので、没個性ではない

ものに設計していただきたいと考えております。 

委員長  他にございませんでしょうか。他になければ議事を終了します。 

 

８ その他 

事務局  その他といたしまして、次回の開催日ですが、８月２３日(水)が出席可能な委

員が多いようでございますので、その日に開催させていただきたいと思います。

お忙しいとは存じますがよろしくお願いいたします。 

     他に何かございませんでしょうか。なければ、以上をもちまして、平成 29年度

第１回米沢市新庁舎建設検討市民委員会を閉会いたします。 

 


