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平成２９年度 第２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８月２３日（水）午後３時００分～ 

場所  米沢市役所３階 庁議室 

 

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

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  副市長、総務部長、企画調整部長、市民環境部長、健康福祉部長、産業部長、 

建設部長、営繕主幹、財政課長、管財主幹、財政課長補佐、管財係長、 

財政係長、財政課財政係主任、財政課管財係主事 

 

【会議録】 
１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

委員長  委員の皆様、そして事務局の皆様には、何かと御多用の中、第２回の委員会に

ご出席を賜りましてありがとうございます。前回は一部の委員からしかご意見を

お聴きできませんでしたが、今後は全委員からご意見をお聴きしたいと思ってい

ますのでよろしくお願いします。本日の委員会につきましては、お配りしてあり

ます次第の内容で進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。 

 

３ 議事 

（１）新庁舎建設における基本理念及び基本方針（案）について 

（２）新庁舎に必要な機能について 

委員長  それでは、議事に入ります。（１）と（２）については、関連がありますので一

括して事務局から説明をいただき、その後に協議をしたいと思います。それでは

事務局から説明をお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  ただいま事務局から説明がありましたが、まず初めに、新庁舎建設における基

本理念及び基本方針（案）について、御質問、御意見がありましたら御発言お願

いします。 

委員   資料１の 11 ページ、基本方針１ 市民の安全・安心を支える庁舎について、災

害というと地震を最初に思い浮かべられると思いますが、米沢市では他に何が考

えられるでしょうか。このところ、あちこちで土砂災害が発生していますが、そ

ういった水害などがあるのでしょうか。 

事務局  米沢市は比較的災害は少ないと言われていますが、いわゆるゲリラ豪雨が全国

的に多くなっていますので、洪水や土砂災害が発生することが考えられます。ハ

ザードマップを作成して洪水の発生しやすい地域の対応をしています。現実には、

50年前の羽越水害以来、発生していませんが、今後発生しないとは言えないと考

えています。 

委員   冠水したなどの情報は市に入るのでしょうか。 
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事務局  山形県が河川の水位を観測しており、一定の水位を超えると市の担当者に連絡

が入ることになっています。また、市では、台風を伴った警報が発令された場合

や土砂災害警戒情報が出た場合は、関係部署の職員が参集することになっていま

す。 

事務局  今までは少なかったのですが、昨年度は４つの台風が来た時に、職員が参集し

て待機しました。市内でも土砂災害が発生しやすい地区で数回避難する必要があ

りました。また、県が河川に設置した水位計で一定の水位を超えると、市でも対

策本部を設置することになっています。 

委員   前回の委員会で、私が中心市街地活性化についても考慮に入れてほしいと言っ

たところ、総務部長から中心市街地活性化は大事であり、市庁舎をできるだけ小

規模にして、中心市街地に庁舎機能の一部を移すという議論が高まった時には、

機能の一部を移すことができるようにしたい、ただし国の補助を受けるための期

限があるので、この委員会では庁舎建替えを中心に議論してほしいとの答弁があ

りました。その後、今市街地の状況について大きく変化しているという事がある

ので再度ご提案させていただきます。 

ここで、中心市街地活性化の議論がどのような経過をたどったかを御存じない

方も多いと思いますので、説明させていただきます。昭和 40年代にまちづくりが

始まり、金池に市庁舎移転、平和通りに３つの大規模店が進出しましたが、その

後相次いで撤退したことでまちなかの空洞化が始まり、再開発も進まず、市と商

工会議所が話し合いをしました。住民組合が解散しないと開発を進められないた

め、商工会議所が 500 万円出して解散させ、ショッピングビルの所有者が市に寄

贈して、跡地に図書館を建てる話になりましたが、御存じのとおり一部テナント

が撤退せずに今に至っているところです。 

ところが、このたびショッピングビルの所有者にテナントから退去するとの申

し出がありました。これを受けて、市ではどのような対応を取るのでしょうか。

商工会議所としては、これから人口減少が進む中で、病院や統合中学校の建替え

も控えており、今、中心市街地活性化の議論をしなければ、後になれば何もでき

なくなると考えています。この委員会ではない別の場で、中心市街地再開発につ

いて議論していただいて、それをこの委員会にフィードバックして議論いただけ

るようにしてほしいと考えています。 

事務局  ショッピングビルからテナントが退去する話は、間接的には耳に入っています

が、詳しい内容までは把握していないので、ここで議論する状況ではありません。 

委員   私はショッピングビルの所有者から直接聞いて、ここでこの話をすることの了

承も得て話しをしています。 

事務局  私もその話は耳にしていますが、だから庁舎をそのショッピングビルの跡地に

移すとはならないと考えています。ただ、できるだけ中心市街地の動きに対応す

るようにしていきたいと考えています。 

委員   中心市街地活性化と新庁舎建設の議論は連動して考えるべきと思います。考え

方の中で、庁舎はできるだけ小さくし、民間で動いた場合にはとありますが、中

心市街地についても別のテーブルを設けて議論してはどうでしょうか。時間がな

いということではありますが、そちらはそちらで議論して、連動させることはで

きないでしょうか。 

事務局  あのショッピングビルは中心市街地活性化にとって大事だという認識は持って

います。今後、様々な関係機関と話合いを持っていきたいと考えていますが、具

体的にどうするかは、また後で検討したいと考えています。今日の話は市長にも

報告したうえで検討していきます。 
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委員   中心市街地の再開発となった時、市に財政的な余裕はあるのかどうか、今ここ

で議論しないと無理ではないのですか。市民はそれで納得するのですか。 

事務局  庁舎の機能としては一体化した方が良いのですが、今は分散しています。これ

を、さらに中心市街地活性化にために分散するのが良いとなれば、それができる

ように規模を小さくして建設したいと考えています。ただ、この委員会では災害

時に対応できる庁舎にするための話合いをお願いしたいと考えています。 

委員   このたびの動きを踏まえて中心市街地活性化を考え組織を立ち上げるのは、今

の現状では難しいという事ですか。 

事務局  今ここで返事はできませんが、先ほども申し上げたとおり、市長にも報告した

上で検討したいと考えております。 

委員   熊本地震を受けて国の支援が設けられたが、この国の制度は、庁舎機能の分散

化には使えるのですか。 

事務局  単に既存の施設に分散することには使えず、基本的に建替えのみとなります。 

委員   委員の話も分かります。中心市街地の議論をテーブルに乗せる必要があると思

います。 

委員長  委員が話した中心市街地活性化は、この委員会にはなじまないと考えられます

が、大事なことであり、どう調整したらよいでしょうか。 

委員   国の支援が平成 32年度までという期限の中で、他の自治体でも動きが出ていま

すが、非常にタイトな日程であり、米沢市より進んでいる自治体もあります。米

沢市はかなり急いでやらないと間に合わないと思います。中心市街地活性化は大

事なことですが、急がないと平成 32年度までに間に合わないので、ここでは建替

えに絞った話をして、別途中心市街地活性化について話し合いをして、お互いに

すり合わせをしてはどうでしょうか。 

委員長  今整理していただきましたが、そういう方向で進める形でいかがですか。 

委員   それぞれ切り分けるのももったいなく、せっかくのチャンスを生かしていただ

きたいと思います。時間がありませんが、回数を重ねて、並行して進めていって

ほしいと思います。  

委員長 （１）の中で基本理念、基本方針の方でもご意見をお願いします。 

委員   中心市街地活性化と庁舎建設を一緒に解決できればいいと考えています。自分

が高校の頃は中心市街地には活気があった感じがします。今はナセＢＡが出来て

少し良くなったと思います。また、基本理念の中で、使いやすい庁舎として、授

乳室やベビーベッド、子ども用のトイレなどもあったらいいと思います。最近は

ショッピングセンターなどに設置されていますが、それにお金をかけるのが難し

いとしたら、多目的なトイレとして設置するのもあると思います。 

委員   バリアフリーは公共施設には義務であり、防災センターとしての機能を持つな

らば、モニターの設置などの設備も考慮する必要があります。基本的な考え方の

中に庁舎の規模を縮小するとありますが、具体的にはどのぐらい縮小するのです

か。 

事務局  ５月に議会に報告した数値としては、11,000㎡としていますが、現在の庁舎が

約 12,000 ㎡で、北側にある別棟の建物を含めると 13,000 ㎡弱となっており、中

心市街地活性化の話もあるので、具体的にはこれからになるが、規模はさらに縮

小したいと考えています。 

委員   それぞれの職場で同じ割合で少しずつ小さくするのですか。 

事務局  これまで社会情勢によってある課は大きくなったり、別の課は小さくなったり

といったことがあり、狭くなっているところもあれば比較的余裕がある課もあり

ます。それらを調整して全体として小さくしていきたいと考えています。 
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委員   今はどこの自治体でもワンストップサービスを進めています。人の動く動線を

考慮して実施してほしいと考えています。余談ですが、松山市では 182 の業務を

１つの窓口で処理しているということです。 

委員   今現在の分散は良いとして、当分の間とあるのをふくらませて、市民生活に関

係するものは一体化として、そうでないものは機能分散というように広げておい

てはどうでしょうか。 

事務局  どこの部署を分散化させるか、中心市街地にあるべき機能は何かについては議

論が必要と考えています。 

委員   規模を縮小するとありますが、中に入って仕事をしている人にとって、狭くな

ってしまったとならないような対応が必要です。庁舎建替はハード面の話ですが、

ソフト面も一緒に考えていく必要があります。 

また、市民意見募集について、機能としては、子育て、高齢者、防災といった

観点から意見が出てくると思われます。例えば、市庁舎でイベントが開催できる

ようにといった意見が出てくるかもしれません。これは庁舎としては難しいので

すが、中心市街地活性化のアイディアとしては使えるかもしれません。庁舎の議

論を中心市街地活性化に逆フィードバックもあるかもしれません。また、子育て

関係、学校関係の建替えなら使えるものもあるかもしれないので、考慮してみて

はどうでしょうか。 

委員   防災の観点からは、耐震化がなされた建物に機能が集約されていた方がいいと

思います。被災者や行方不明者の確認、安否確認、遺族への連絡、罹災証明書や

埋葬許可証の発行、それらの元になる住民基本台帳システムなど、一体のほうが

良いことがあります。また、規模を縮小とありますが、防災拠点としては、ボラ

ンティアや警察・自衛隊、他自治体の支援などの活動拠点として、広いスペース

があった方がいいと思います。 

事務局  一方では小さい方が良い、また一方では大きい方が良いという議論があります

が、建設単価の高いビルの中に数年に１回使うだけのスペースを取るというのは

どうかと考えています。現在もそうですが、市庁舎の北側に単価の低い建物を作

り、そこを通常は会議室として使い、有事の際には防災拠点とする方法もありま

す。 

委員   東日本大震災の時に、災害対策本部が耐震化の問題で市庁舎に作れず、消防本

部の会議室に設置しました。その会議室には電話回線が１本しかなくて大変だっ

たという話を聞いています。防災拠点として使用するなら、電話回線などの設備

的な面でも対応を考慮してほしいです。 

委員   コストは少なくとありますが、景観形成条例があるので、考慮してやっていた

だきたいです。また、健康福祉部門が中心市街地に移転できれば、小さなこども

が冬期間でも遊べるようなスペースを作り、ナセＢＡも近くにあるので良いので

はないでしょうか。学生のサテライトの施設も中心市街地に作るという方法も検

討してほしいです。 

委員   誰もがわかりやすく利用しやすい庁舎の「誰もが」の中に、外国人が含まれる

とすると、表示も外国語表記とするとか、今、観光もインバウンドを重視してお

り、道の駅等から街中に来たときにもいいと思います。また、外国人が住民とし

ても市庁舎に入ってくるので、グローバルな意味も含めてほしいです。 

委員   市役所では１人に１つの机があり、書類もたくさんだが、民間では１人に１つ

の机がないこともあります。小規模とするならこういったことも見直しをしては

どうでしょうか。 

事務局  市役所でも、市民課では窓口対応が主ということもあり、複数の職員が机を共
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用していますが、ご提案は検討します。 

委員   災害用の備蓄倉庫は庁舎にありますか。 

事務局  計画的に市内各コミセン中心に配置しています。庁舎内にもあまり多くはあり

ませんがあります。 

委員   防災センターとしての機能を作ってほしいです。北朝鮮のミサイルが今話題に

なっていますが、地下に避難するのが良いとも言われています。今回地下にそう

いった機能を配備する必要があるのかどうか、そういう問題も含めて防災センタ

ーとして有意義な機能とするため、消防、警察との連携も必要と考えます。使い

やすいということから、廊下を幅広く、ホールを広くする、天井を高くすること

などもその一つであり、各部署を小さくし、使いやすい所は使いやすく広く造っ

ていただきたいと考えています。 

委員長  防災行政無線は今どのような状態になっていますか。 

事務局  国のＪアラートが作動すれば、防災無線で市民にアナウンスするようになって

います。メールも登録していれば、受信できます。市独自で警報を出すときも、

別に対応できています。 

委員長  昨年だったか、他の自治体で、市民に連絡が届かないことがあり、米沢ではど

うですか。 

事務局  雨の中だと聞こえにくいということもあります。そこで、防災ラジオを今年度

に土砂災害危険区域の希望者に配布したところであります。当面はこの防災ラジ

オで対応することになります。 

委員   いろいろな災害があります。地震、風水害、土砂災害を含めて、それぞれで検

討が必要です。地震は一瞬での予測が難しく、同時多発で被害が発生します。一

方、風水害は予測可能で時間的な余裕もあり、地域が限定されます。電気や電話、

ライフラインが途絶えなければいいですが、ダメなら無線で対応したり、発電機

の対応や物資のスペースも確保しなければなりません。情報の収集選択や町内会

への連絡報告、また問合せでパンクすることもあります。町内会の名簿を市で把

握していないことも多く、地区委員を通して連絡することになりますが、地区委

員がどこの町内会に所属しているかわかりません。ソフト面ですが、これを機会

に充実を図ってはどうでしょうか。 

委員   基本方針５で市民に愛され親しまれる庁舎とありますが、子どもが来やすくな

る場、今の花壇のような、公園とまではいきませんがちょっとした遊べるスペー

スや芝生など、休日に遊べるところがほしいです。 

委員長  他に御意見等ございませんか。御意見等なければ、（３）のその他について、事

務局から一括して説明をお願いします。 

 

（３）その他 

  ① 新庁舎の機能等の市民意見募集について 

  ② ＣＭ事業者について 

  ③ 現庁舎の減築による耐震補強について 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、御意見等あれば

御発言願います。 

委員   減築について、前回言いたかったのはもっと大規模な減築で、ここにあるよう

な６階以上といったものではなく、３階以上ぐらいのものではどうなのかという

ことです。ただ、アスベストの問題があるのかもしれませんが、できるだけ様々

な検討をしてほしいです。今となっては建替えに決定しているので今後について、
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参考にしてほしいです。 

委員   意見募集について、ホームページには情報はどの程度出るのですか。 

事務局  今も市ホームページのトップページ右側にバナーを貼って、そこをクリックす

るとこれまでの情報を見ることができます。基本的にホームページには全体を載

せますが、広報にはスペースの関係で一部になります。 

委員   意見募集について、これまでパブリックコメント等、意見募集をいろいろして

いると思いますが、実数としてどのくらい集まりますか。 

事務局  庁舎建替え以外についてはわかりませんが、５月に議会に報告して、市民説明

会をした後、さらに隣組回覧で意見募集をしましたが、その時には９名から１５

件の意見をいただきました。十分な数ではないと考えていますので、ＰＲをしっ

かりしていきたいと考えています。 

委員   今回もホームページと広報で周知とありますが、どの世代から意見を聞くのか、

対象とする世代に合った媒体で周知をはかる必要があります。また、意見がなか

なか集まらず集約できなかったとならないように対応してほしいです。 

委員長  私の地域では、庁舎建替えの話題がなかなか上がってこないようですが、皆さ

んの地域ではどうですか。 

委員   こちらでもなかなか話題になりません。地区委員の間でも話は出ません。 

委員長  他にご意見等ございませんか。なければこれで議事を終了いたします。 

 

４ その他 

（１）第３回委員会の開催日程について 

事務局  次回の開催日ですが、本日御提出いただいた、日程確認票を集計いたしました

ところ、９月２７日（水）に御出席いただける委員が多いようでありますので、

その日の午後３時に決定させていただきます。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２回米沢市新庁舎建設検討市民委員会を閉会いたします。 

 


