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平成２９年度 第４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１０月２４日（火）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、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、市民環境部長、健康福祉部長、産業部長、営繕主幹、 

財政課長、管財主幹、財政課長補佐、財政係長、管財係長、管財係主任、 

管財係主事 

 

【会議録】 
１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

委員長  委員の皆様には、何かと御多用のところ御出席いただきありがとうございます。

前回はＣＭ事業者の説明による勉強会を開催させていただきましたが、少しずつ

イメージが膨らんできたのではないかと感じているところであります。今日は、

新庁舎に必要な機能について、新庁舎配置図及び平面ゾーニング図（案）につい

て、それぞれ御意見を賜りたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 

３ 議事 

（１）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）新庁舎に必要な機能について事務局から説明

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いただきましたが、御質問、御意見等ありましたらお

受けしたいと思います。 

委員   機能一覧の３の免震構造の導入について、米沢の場合は長井盆地の西縁断層帯

にあって、最大でマグニチュード 7.7 の地震が発生した場合、この米沢では震度

７の地震が発生すると予測されています。免震構造でカバーできると思いますが、

地震の波長、震源地からの侵入角度によって共振を起こして被害を受ける場合が

ありますので、その辺りはどうなのかお聞きしたいのですが。 

事務局  そんな話もお聞きする場合もありますが、免震構造はいろんな構造があり、庁

舎で免震を採用する場合、縦揺れ、横揺れそれぞれでどうなるか等の調査をしま

す。調査に基づいて、この地盤だとどのような建物が適切であるか調査しますの

で、共振についても同じように調査をしまして、自然界で起こることなので完璧

にはいきませんが、その結果を踏まえてできるだけ影響が出ないように検討して

いきます。 

委員   共振は高い建物がより影響を受けやすいとされています。その辺も検討されて

るということであれば大丈夫だと思います。よろしくお願いしたいと思います。     

続けて防災機能の観点から、大きな地震は、他の災害と比較して、被害が同時に

多発するということで一番大変です。特に災害情報の集約が大変で、防災行政無
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線などを使って行うと思いますが、ソフト面でも町内会、防災会等の活動を含め

た災害情報の収集をこれから早急に検討していかなければならないのではないで

しょうか。今現在もどういう形になっているのかお聞きできればと思います。 

事務局  4 月現在で自主防災組織の組織率は６３％となっています。ハードの整備とと

もにソフト面も重要と考えています。災害初期段階の立ち上げ等、職員の訓練も

しながらいざという時に備えていきたいと考えております。 

委員   職員の方の訓練ももちろん大切ですが、ただ職員数も限られており、水害では

直接現地に行って情報を最終的には確認すると聞いていますが、地震では全市に

またがってくるので出向いて確認するのも大変です。自主防災会を今後ますます

活性化させていただいて、そちらの方から地区ごとに情報をまとめて報告する等

の対応がだんだんと必要になると思います。どういう状況かわからなくて対策も

なかなかたてられないと思いますがその辺をよろしくお願いしたいと思います。 

委員長  他にいかがでしょうか。 

委員   全体面積が減るということは、今の部署の中でどういう機能をもったところが

減るのか、検討していれば教えていただきたいです。意見に出ているトイレを広

くしてほしい、通路が狭い、ロッカーが高すぎて中が見えない、倉庫をどうする

か、とかありますが最終的にはどこが減るのか教えていただければと思います。 

事務局  今の考えですが、ユニバーサルレイアウトを採用することで、規則正しく机を

並べることで執務室の面積を全体で２割程度は減らしていきたいと考えています。

その分、市民の方が使われる通路やホール、トイレ等の面積はしっかり確保して

いきたいと考えています。 

委員   資料１の「４」No.8に「情報収集された中で先進施設等の視察等をしながら知

識の蓄積を図りたい。」と記載ありますが、今回意見募集等々でさまざまな機能の

吸い上げをされているかと思いますが事務局でいろいろと視察等を行っていると

思いますが、こういう機能を取り入れたい、カフェとかОＡフロアであったり、

その中でこれは取り入れたいというものは何かあるのでしょうか。 

事務局  この３月に他の庁舎をいくつか視察しました。また、今月の１０月１２日に新

潟県の新発田市役所を窓口関係の部署の職員２０名弱で視察してきました。各部

会や事務局で事前に検討した上で視察しましたが、改めて確認をすることができ

ました。今後も視察をしながら市民にとって使いやすい庁舎というものを考えて

いきたいと思っています。 

委員   ありがとうございます。私も市民検討委員会に参加させていただいて市役所と

かさまざまなウェブで調べさせていただき、例えばカフェ、レストラン機能はキ

ーポイントになりそうな気はしますが、米沢の人口規模に応じて決めなければな

らない部分が一点と、ＯＡフロアは便利だと理解していますが、今の庁舎でＯＡ

フロアを導入しているところはあるのでしょうか。 

事務局  現在は１階の市民課と６階の情報担当がＯＡフロアになっています。 

委員   ＯＡフロアは最初建った時は便利でレイアウトも決まっている中で配線を出し

ていくので露出配線がなくなってきれいに収まるのですが、実際人が異動してレ

イアウトが変わると配線の出し直しも後で大変なところがあり、そういう所も見

ながらＯＡフロアは本当に効果的に活用できるかどうかも研究していただくのと

同時に、視察の際は新しいところだけでなく、建替えてから少し年数が経ったと

ころを見るのも効果的だと思います。 

事務局  今の意見参考になりました。確かに新しく建替えたばかりのところでは、そこ

に目がいってしまいますが、少し経ってからだと不便な点、使い勝手が悪かった、

という話が聞けるかもしれないので、そういう点も注意して今後視察する際の参
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考とさせていただきます。 

委員   機能の２２番でエスカレーターの設置についての意見で、個人的にはエレベー

ターがあれば十分だとは思いますが、妊婦さんや子連れの方、高齢者には移動が

あって大変だと思うので、そういう機能を全部１階にまとめていただければと思

います。こども課は今２階にあり、行くのがちょっと遠いと感じる時があり、可

能であれば１階にあったほうが便利だと思います。機能の２６番のキッズコーナ

ー、授乳室設置も１階につけていただけるとスムーズにいけるのかなと思うので

検討よろしくお願いします。 

事務局  次の平面図で説明しようとしているところで、まだ部署がどこにいくかは固ま

っているものではないので、ご意見を踏まえながら庁内で検討していきたいと思

います。後程説明させていただきます。 

委員   いろんな項目について検討はされているとは思いますが、機能についてすべて

挙げるというよりも、コンセプトのようなものとして、例えば高齢化とか環境、

コスト等、将来に向けてのキーワード的なものを置いてはどうかと思います。い

いものをどんどん挙げるとコストも上がっていくので、取捨選択して、必要最低

限を固めていったらどうかと感じました。 

事務局  基本理念、基本方針と示してはありますが、総花的になっているかもしれませ

ん。機能的に、シンプルというご意見と思いますが最終的にコストとの兼ね合い

の中で取捨選択してお示ししていきたいと思います。 

委員   様々な意見に対して回答されていますが、概ねこれで良いのではないかと思い

ます。今後、コスト面を検討していくことになると思いますが、資料１の機能の

４３番（展望台の設置）と５３番（バス停の設置）は△となっていますが×でも

いいかなと思います。 

事務局  最終的にはコストとの兼ね合いになりますのでそういった部分を十分に検討し

ながらやっていきたいと思います。４３番の展望台は庁舎の高さを見て、眺望等

を含めて検討していきます。５３番のバス停についても、庁舎の中でバスを待っ

ていたいという要望が寄せられておりますので動線等の問題もありますが、今後

検討させていただきたいと思っております。 

委員   今までのは市民の側からの意見になりますが、中で働いている人の意見という

のは別に取りまとめてあるのでしょうか。 

事務局  この資料１の庁内意見という項目に○があるものは、庁内検討部会や各課から

の意見のほか、事務局とＣＭ業者で検討したものになります。 

委員   職員の休憩スペースや昼食をとる場所はどちらかというと割を食う場合がある

ので、そういう場合はどう考えていますか。 

事務局  具体的にその部分の記載はないですが、休憩室、食事をする場所は大きい問題

だとは思います。ただ、専用スペースとなると無駄になるスペースも出てくると

思われますので、他の会議室等と共用する工夫もしながら機能も確保できるよう

に検討していきたいと思っております。 

委員長  他に御意見等ございませんか。御意見等なければ、（１）新庁舎に必要な機能に

ついては以上でよろしいでしょうか。（２）新庁舎配置図及び平面ゾーニング（案）

について、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）新庁舎配置図及び平面ゾーニング図（案）について 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  それでは、新庁舎配置図及び平面ゾーニング図(案)について質疑をお受けした

いと思います。 
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委員   このゾーニング図で思ったのは、コア①とコア②があって、例えばコア①は職

員が主に使用して、市民は主に使用しないと思います。コア②は市民が東から入

り、エントランスホールに抜けられるのか分かりませんが、現在の庁舎には、エ

レベーターが３機ありますが、４階建てだとそれほど必要ないと思います。荷物

運搬用が１機、お客様用が１機、あと職員は歩くようにしてはどうでしょうか。

先ほどエスカレーターの設置という意見もあったようですが、特に１階から２階

に上がる時はとても便利なのではないかなと思っておりますので、エレベーター

を１機減らす事にしてエスカレーターを造ったらいいのではないでしょうか。 

事務局  コア①と②ともにエレベーターは設置する予定としております。市民の方には

必要ですし、コア①は主に職員が使用することになると思います。動線だけでい

うと職員は階段でいいという考えもあるかもしれませんが、会計検査などで書類

を大量に運ぶ際、市民が乗るエレベーターと一緒にならないようにするという意

味もあります。そういうことを考慮すると、やはり、コア①コア②に１つずつは

最低限必要なのかなと思っている所であります。 

委員   エスカレーターはどうですか。 

事務局  エスカレーターは転倒事故の恐れがあるというのが導入しない一番の理由にな

ります。最近、車いすを押してエスカレーターに乗った人が車いすごと転倒し、

後ろにいた方が亡くなったという事故がありました。あると便利なものではあり

ますが、様々な方が使用することを考えるとエスカレーターは難しいと考えてい

るところであります。 

委員   ３階について、市長/副市長ゾーンと危機管理室と会議室がセットになっている

のは大変いいと思います。今はばらばらになっているので何かあった時に心配も

ありましたが、このように配置するのはすばらしいのでぜひこのように進めてい

ただければと思います。 

事務局  御意見ありがとうございました。今回の新庁舎建設では、防災拠点の施設整備

が大きな目的でありましたので、このような配置といたしました。今後ご意見い

ただいた方向で進めていきたいと思います。 

委員   先ほど話があったコア①は職員に限定するわけではないということでよろしい

でしょうか。駐車場のレイアウトを見ると市民の方は北側の駐車場に停める可能

性はあると思いますが、そこから人の流れを考えれば自転車置場があるとコア①

のエレベーターを使うのは考えにくいと思います。コア①コア②のこのレイアウ

トで進めるのであれば自転車置場も含めてもう少し検討が必要ではないでしょう

か。 

事務局  御意見ありがとうございます。この図は現段階での案ですので、まだまだ検討

していかないといけないと考えています。今の御意見を参考として、自転車置場

の場所や人と車の動線についても合わせて今後検討していきます。今教えていた

だいたところも課題として検討していきます。 

委員   駐車場について、市民の意見でも 47番の「十分な駐車場の確保」とありますが、

現在の駐車場の台数で過不足なく確保できているのでしょうか。 

事務局  ゾーニング図の左下の部分を御覧いただきたいのですが、現況の駐車台数は合

計 407台とあります。夏場は問題なく足りていますが、冬期間は最大 50台程度不

足するという状況です。ただ、この 50台というのが確実な数字というわけではな

くおおよそというものとなっています。現況はこのような現状です。 

委員   ありがとうございます。そうであれば、十分な駐車場の確保という 19件の市民

からの意見もあるのでもう少し検討の余地はあるのではないかと感じたところで

す。 
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事務局  台数に関しては多くの御意見があるので、704 台あるいはそれを上回るくらい

が可能かどうかあたりも含めて今後検討していくつもりです。なるべく不便のな

いような台数確保できるように努力はしていきたいと考えています。 

委員   景観形成委員から意見を聴いてきました。プランとしては現在の位置が一番良

い。高さについては山並み等、眺望を含めて庁舎は低い方が良い。駐車場に雪が

多いので２階等を張り出して屋根付きの駐車場とすることで、車で来て、庁舎ま

で歩いて入れるように考慮していただきたいと思います。城下町を意識して、デ

ザインは上杉の誇りを感じさせるような建物にしていただきたい。外壁に木を使

用してほしい。などの意見がありました。確認したいのですがこの案は５階まで

のゾーニングですが、ほぼこの形で進んでいくということでよろしかったでしょ

うか。 

事務局  執務室が４階建て、機械室コアを含めると５層になりますが、これに行き着く

まで３階や５階の案も検討しました。３階だと窓口の比重の多い部署はほぼ１階

に集約できると検証しましたが、庁舎の長さが 90ｍと非常に長くなり、窓口利用

者の動線として便利なのか、それよりもエントラスホールにエレベーターを予定

していますが、入ってすぐに垂直に移動した方が短距離で目的の窓口に行けて良

いという考え方もあります。また、プライバシーを重視しないといけない部署も

あり、そういう部署はあえて２階に配置して見通しのいい１階から分離した方が

プライバシーの確保ができて良いとの意見もあります。いろんな角度から検証し

た結果３階は難しいのかなと思いました。景観としても、今の敷地の南側に寄せ

て建てた場合、南側のメイン道路から 10～15ｍぐらいは離れると思いますが、そ

こに 90ｍぐらいの壁が続くと、人それぞれ感じ方は違うと思います。我々として

もかなり圧迫感があるのではないかと思ったところです。上層階に伸ばすと先ほ

ど景観委員からも低層階がいいとありましたが必要以上に高層化は必要がないの

ではないかと思っております。例えば議会部門だけで言うと、低層階だと１フロ

アにまとめることができます。先ほどのゾーニングの説明でも１フロアに集約す

ることで利便性、効率性をあげると説明しました。全体面積が 10,000㎡とすると、

４階で１フロア 2,500 ㎡だと議会部門が１フロアに入りますが、５階だと 2,000

㎡となり、議会部門が２フロアに分離することになります。そうすると１フロア

にまとめることができたのに、２フロアにまたがって配置することになり、利便

性が悪くなることがあります。トータル的に景観、高さ、建物のバランスもさら

に、低層階だと駐車場のスペースが確保できなくなり、総合的に考えますと４階

建てに至り一番ベストプランであるとさまざまな背後で検証した結果で出したプ

ランなのでご理解いただきたいと思います。 

委員   ありがとうございます。メインの入り口は南側から入るような形でよろしかっ

たですか。 

事務局  東側から入る予定となります。 

委員   コア②から入るところがメインの入口になるのですか。このゾーニングだと南

から北に抜けられると思っているのですが、そうではないのですか。 

事務局  出入口は▲の印で表記しておりますが、コア２の東がメインで、南と北がサブ

の入口と考えております。本来、メイン道路が南にあり、建物が東西に長いと南

側に玄関が１番良いと思いますが、駐車場の配置や建物内部のカウンター等の執

務エリアのレイアウト等考えると東側から入るのが一番いいと考えております。 

委員   景観委員から、庁舎を南北に抜けられるプランが良いという意見もありました。 

事務局  そのメリットについて参考までにお聞かせいただけるとありがたいです。 

委員   一部の景観委員から意見がでたのですが、徒歩で来る人が建物中央１階部分を
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南北に貫通するトンネルにして南北両方の入口を玄関風にし、さらにトンネル両

側が玄関になるようにしてはいかがですか。松が岬公園西駐車場のトイレのよう

に最初から南北両側に玄関を設けても良いかもしれません。 

事務局  わかりました。ありがとうございます。 

委員   資料１の No.10 で災害時には市民ホールを避難場所として開放するという意見

がありますが、その時、広場と駐車場の外部とつなげて災害時の計画を立てたら

どうでしょうか。ホールも広場も一緒に使えるようにして歩道からアクセスでき

るようにしていくというのはいいのではないかと思います。 

     あと、車いす駐車場からスロープをつけてエントランスホールにいきなり入る

ということですか。 

事務局  自転車置場でも申し上げましたが、車いす用駐車場もここで良いのかというこ

ともあり、今後検討させていただきます。広場と市民ホールは一体で使えるよう

に、出入口は今３か所に設けようとしていますが、何か災害が起こった事を見据

えて、エントランスホールの北側に開口部だけを設けて、通常は閉鎖していざと

いう時に開けることも、できないことはないのかなと思いますので今の御意見を

参考に検討したいと思います。 

委員   免震構造はいいと思いますが、構造は鉄筋コンクリートだと、柱の本数も増え

太くなり見通しが悪くなるということもありますが、どのように考えていますか。 

事務局  私もそのとおり認識しております。視察に行った新発田市では、鉄筋コンクリ

ート造で１階にほとんど柱がなく開放的で驚きました。それはＰＣ（プレキャス

トコンクリート：鉄筋コンクリートよりも強い構造体）を使用することで柱間を

広くとっているようでした。普通の鉄筋コンクリートであれば、柱と柱の間が短

くなってしまい、窓口の多いフロアでは採用しにくい構造になってしまいますが、

ＰＣや鉄骨とすることで、柱と柱の間を相当広くとれると思いますので、ＰＣか

鉄骨が有力な構造だと考えているところです。ＣＭ事業者ともその話をしており、

契約方法もこれから決めていくことになりますが、例えば構造については、入札

予定業者から構造方式の提案を受けるような形とする場合もありますので、こち

らで先に決めてしまうと提案しにくくなってしまう恐れもあり、今の段階で構造

を絞り込むという事はしておりません。 

委員   よくわかりました。それでいいのではないかと思います。木造は導入しないと

したのは、規模からすると当然だが、地域の特徴を生かしてほしいという意見は

他の地域でもよくあります。外装も内装も地元産木材を使うということを気に留

めていただきたいと思います。 

事務局  本市でも整備する際に 10数年来、木質化に取り組んできましたので、鉄筋コン

クリートの打ちっぱなしとならないようにしていきたいと考えています。ただ、

地元産の木材は杉が多く、外部に使うのは難しいと考えています。もちろん、そ

のための処理をすれば可能ではありますが、コストに跳ね返ります。内装には多

く使っていけるので、配慮していきたいと思います。 

委員長  先ほど食堂の話がありましたが、設ける形になるのでしょうか。そうすると、

場所はどのあたりになりますか。 

事務局  食堂については現在検討中ですが、今７階にある食堂は入っている業者は使用

料を免除しており、光熱水費も半額減免としております。職員の福利厚生という

観点もありますが、条件を緩くしないとなかなか参入してもらえないということ

があります。仮に入れるとすれば専用スペースというのは難しいので、他のスペ

ースと共用ということを考えると、１階になるかと思っています。 

委員   地下を設けるという考えはありますか。食堂は地下でもいいのかなと思います。
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また、５階で屋上がありますが、ヘリポートにもできるような屋上になるのでし

ょうか。 

事務局  今のところ考えていません。地下は免震構造だと地下３～５ｍに装置を設置す

ることになりますし、土地の有効利用はできますが、地下を設けた場合はその費

用は約３倍多くかかると言われています。今回地下を設置するというのは難しい

かなと考えています。 

     また、機械室の屋上の部分ですが、空調機の室外機を置く予定です。空調の室

外機は意外と大きなもので、その設置場所を考えておく必要がありますのでヘリ

ポートを屋上でカバーするのは難しいと考えております。 

委員   太陽光発電の設置場所は屋上で計画予定でしょうか。 

事務局  規模がどのくらいになるかわかりませんが、非常用発電のバックアップとして

も考えていきたいと考えています。設置場所は、屋上のほか、壁面に設置してい

る学校がありますので、どういう方法がいいのか検討していきたいと思いま      

す。 

委員長  他に御意見等がなければ、次に進みます。（３）その他について、事務局から

何かありますか。 

     なければ、これで議事を終了いたします。御協力ありがとうございました。 

 

４ その他 

（１）第５回委員会の開催日程について 

事務局  それでは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、１１月２２日（水）が御出席いただける委員が多いようであり

ますので、その日に決定させていただきたいと思います。 

     その他、委員の皆様から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４回米沢市新庁舎建設検討市民委員会を閉会いたします。

御審議ありがとうございました。  


