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平成２９年度 第５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１１月２２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、数見等委員、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、建設部長、営繕主幹、危機管理主幹 

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。本日は、前回検討しました新庁舎の配置図及び平面図ゾーニング図（案）

について、更に詳細な案が示されておりますので委員の皆様から御意見を賜り

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

（１）新庁舎配置図及び平面ブロックプラン（案）について 

委員長   それでは、議事に入ります。（１）新庁舎配置図及び平面ブロックプラン（案）

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。御質問があればお受けしたいと思

います。 

委員    資料１の配置図で、新庁舎南西側の歩行者通路があると非常に便利だと思い

ます。市役所を利用される方で、その後、郵便局、保健所、合同庁舎を利用さ

れる方など、非常に有効な通路になると思いますので、ぜひ採用していただき

たいと思います。あと前回欠席したので既に議論されているかもしれませんが、

前回の資料の「新庁舎に必要な機能」についての４２番で１階の市民ホールの

活用方法で、庁内意見が○で導入の可否については×がついていますが、市民

が利用する形態ではなく、違う方法で利用する考え方で良かったのか、その使

用方法を確認したいと思います。 

事務局   ４２番の市民意見の内容ですが、いつでも市民や町内会などの団体が自由に

使える状態にしてほしいという意図であったので、貸館的な利用については近

隣の施設を利用いただきたいと考えておりますので、その整合性を考えると、

導入は難しいのでこのような判断としました。だだ、従来どおり市民ホールを

利用した展示や障がい者の方の物販等は引続き行っていきたいと思います。そ

の他に市民の方がくつろげる場所も提供していきたいと思います。 

委員    前回の案では屋上にあった機械室が、今回は４階にあるのはもったいないと

思います。前のプランのように屋上階に機械室を収納して、利用価値をプラン
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にしていったらどうかと思います。プラン的に閉じている感じに見受けられま

す。景観形成委員の立場として、景観形成委員会の委員長の意見を述べさせて

いただきます。資料をお配りしておりますシティホールプラザアオーレ長岡（長

岡市庁舎とアリーナなどの複合施設）のように市民に開放されたたいへん使い

勝手のいい市民のための空間である。ということです。考え方としては、市民

の要望により、市民が自由に活用でき、２４時間開かれている空間であるとい

うことであります。今回の市のプランでは予算上このようになっておりますが、

外の方に開いて続いていく市民に愛される空間にしてほしい。市民に開放され

た空間、市民にとって開放され、重要な場であること。主役は市民であること。

市庁舎の西側から南側にかけ歩道を整備し、また、東側にもぬけられるように

敷地内に屋根を設けるか、建築脇に屋根で覆われた空間とする。建物は屋根で

つなぐようにし、市庁舎内の食堂や売店は歩道に近い位置で、屋根の下に設け

る。アオーレ長岡のように商業施設や、会社機関を複合的に周辺に集めるなど、

市民の憩いの場としてほしい。上杉の城下町として人の通る空間を、賑わいが

見えるように廊下、歩道、駐車場、動線、活気ある風情を体感できるように周

りに広がって造っていただきたい。という意見がありました。また、建築士会

からの意見も申し上げたいと思います。予算の関係上もあり心苦しいのですが、

駐車場は地下に設けてほしい、地下シェルターとしての活用もできる、市民の

憩いの場を設けてほしい。市民のシンボリック、文化性を考えて造っていただ

きたい。前回のプランの意見で、民間の事務所ビルみたいです。市民憲章をも

う一度考えて造ってほしい。米沢市１００年魅力ある街づくりに努力してほし

い。荘銀タクト鶴岡よりもコストパフォーマンスが良い。市民の意見をよく聞

いて検討してほしい等の意見がありましたので、ご紹介させていただきます。 

事務局   機械室についてお答えしたいと思います。前回のブロックプランよりも、機

械室が４階の内部空間を占めていてもったいないという意見でしたが、前回は

新庁舎の東西方向の寸法が６３ｍでしたが、今回は８０ｍ近いサイズで提案さ

せていただきました。これは、窓口の形態をどうするかを検討したもので、窓

口の形態は南側の一番良好な空間のある所に帯状に窓口を設けることで利便性

を高くしたことで、建物の長さが長くなりました。そのため４階に余裕が出る

のでこのようになったものです。今検討中ですが、機械室はこの面積があれば

必要な機械は収まると考えられます。今後検討を進めていく中で機械室をより

縮小していきたいと考えております。さらに、外部に設置できるものは外部に、

雨風を避ける必要のあるものは内部に配置しますが、内部に設置する方を最小

限として、実用性の高い空間にあてるよう検討していきたいと考えています。 

委員    ぜひそのようにお願いしたいと思います。機械室をある階に全部もっていき、

屋根に屋外機を置いたり、高さ的にも余裕があるようなのでぜひこの空間を入

れない機械室のエリアではなく、市民に開放されるホールであったり、多目的

に開放されるものに造っていただきたいと思います。 

事務局   今の御意見は先ほど述べた意見と趣旨は同じだと思いますので、御意見を参

考に十分検討させていただきます。 

事務局   長岡市の資料ありがとうございました。御紹介いただいた長岡市の例は複合

施設でもあり、多目的利用が可能ですばらしいとは思いますが、今後の米沢市

の事業展開を考えますと、市立病院や統合中学校の整備も控えている中でもあ

り、できるだけ費用を抑えたいと考えております。費用面で検討してその中で

もなるべくいいものを造っていきたいと思いますのでご理解いただきたいと思

います。 
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委員    体育館も近くにあるので勘案してつながりある、市民が集えるような可能性

のある空間に今後広がっていくようなプランであってほしいと思います。前回

もお話ししましたが、庁舎の中で北に抜けるプランであってほしいと思います。

景観形成委員会の委員長の意見で、庁舎敷地南側の広場と庁舎敷地の西側に位

置するコンビニに抜ける歩行者用通路に、外に広がる屋根のついた廊下を設置

して、そこでイベントができ、市民が集える空間があるようなところを考慮し

ていただければと思います。 

事務局   外構についてはまだこれからで、南西部の歩行者の通路につながるところに

屋根を設置という御意見でしたが、冬期間の除雪が非常に難しくなるのかなと

考えております。除雪の方法も課題としてあげています。例えば、西から東に

押雪をすると、いったんどこかで堆雪帯を設けないと一気に押し切れないので

はないか。いろんな考えがありまして外構に関してはいろんな角度、いろんな

方から御意見を頂戴しながらまとめていかなければと考えています。雪国とい

う地域性もあるので雪というところも重々検討しながら全体計画をまとめてい

くという考えですのでその中で今の話も課題として取り上げさせていただきた

いと思います。 

委員    機械室ですが、前回の平面図ゾーニング(案)は、５階に配置されており４階

がすべて議会部門となっておりましたが、プランが変わり４階に機械室が配置

された結果、４階フロアには議会部門すべてと機械室の配置は可能だったので

しょうか。 

事務局   議会部門は、前回のゾーニング図も今回のブロックプランも同じピンクで示

していますが、ここの空間で議場や事務局まですべてまかなえるというふうな

想定はしております。 

委員    議会部門がすべて４階だとすると、講堂というものは新しい庁舎には必要が

ないということなのでしょうか。仮に機械室が移動すると、そこに講堂とかも

入れることもできるのかなと思っていたのでその辺をお聞かせできればと思い

ます。 

事務局   講堂という名目の部屋をプランにする予定はありません。広めの会議室を使

用することになると思います。また、議場をフラットな床にして、閉会中でも

効率的で有効な空間として活用できるよう考えているところです。 

委員    ３階の庁議室は災害対策本部を兼ねるという考え方でよろしいですか。 

事務局   そのとおりで、二役部門と危機管理部門も近接させ、庁議室に関しては災害

対策本部をここに設けて災害にあたるというイメージをもっています。 

委員    歩行者が敷地内に入る通路が多くていいと思いますが、西側に少し大きな用

水路があるので安全性を確保してほしいと思います。おもいやり駐車場や車い

す用駐車場もまとまってすっきりしていていいと思います。さらに要望ですが、

おもいやり駐車場のところに高齢者や、子連れのお母さんのためにも屋根をつ

けていただきたいと思います。ところで、授乳室とかはこれからつけていただ

けるのか確認させてください。 

事務局   敷地内に入る西南の出入口は非常に利便性が高いと思いますので設置する方

向で考えております。また、庁舎敷地西側には大きい水路があるので、現場確

認をしてどのような安全対策が必要か検討したいと思います。駐車場もこのプ

ランに沿った形で検討したいと思います。おもいやり駐車場などへの屋根の設

置については、利便性、優しさ、おもいやりという観点からも検討していきま

す。授乳室などは、まだ詰め切れていないので、より詳細なプランニングして

いく中で今の御意見を反映させていきたいと考えています。 
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委員    フロアごとの職員数はどのようになりますか。 

事務局   今の庁舎に入っている職員数は５００人ちょっとで、そのまま入れるように

していく予定です。 

委員    各フロア別の職員数、更衣室は３階にはないようですし、その辺も含めてお

願いします。 

事務局   今は全体の執務空間として検討していますので、具体的には来年度の基本設

計の中で決まっていくと思います。我々もそれまでに窓口の体制や業務のやり

とりなど検討していく予定であり、今はまだ申し上げられない状況です。 

委員    わかりました。だいたいの職員の数がつかめれば机の数も出てくるのかなと

思います。更衣室も 1 階、２階にはありますが、３階にはなく、代わりに会議

室が多い印象があります。今よりもゆとりのある配置となっているのではない

かと思います。もう少しこの余裕をいい方向に向けられればいいのかなと思い

ます。 

事務局   執務スペースはユニバーサルレイアウトで縮減して今の８割程度に抑えるよ

うにしております。会議室も多いように見えますが現在より縮小しており、大

会議室は設けない代わりに少し小さめの会議室を設置しています。余裕がある

ように見えますが実際にはそうでもないということをご理解いただきたいと思

います。 

委員    職員の食事をするスペースはあるのでしょうか。 

事務局   食堂については前回、もう少し検討するとしていましたが、今の状況では食

堂まで造るというのはなかなか難しいのではないかということで造らない方向

で、検討を継続しているところです。食堂は厨房の他、前室や廊下、食材の保

管庫、従業員のための専用トイレを設置する必要があるなど、かなりハードル

が高く難しいと考えております。食事のためのスペースは、休憩室のほか、ミ

ーティングスペースや空いている会議室も利用できるようにしていきたいと考

えています。他市の事例では、ユニバーサルレイアウトでも窓口から離れたと

ころでは自席で食事をとっていることもあるようなのであわせて検討していき

たいと思います。 

委員    食堂を設けないのは賛成です。庁舎周りの民間の食事ができるところに誘致

していただいて活性化のある街づくりをしていただきたいと思います。 

先ほど市役所の周りを除雪の関係上、一部閉鎖するところがあるかもしれない

という意見がありましたが、ぜひ市役所の周りを市民が歩けるように除雪をし

ていただきたいです。自由にどこからでも出入り口に行けるように考慮してい

ただきたいと思います。 

事務局   市民の方に開放された市庁舎を目指すという意味であれば回廊も一つの方法

だと思います。除雪を考えると路盤の仕様が非常に重要になってきます。南側

に広場や花壇など景観、美観、環境の観点からも緑地帯は重要な要素だと思い

ますが、除雪対応の観点からは相反する仕様とならざるを得ません。周回でき

る通路については今後の検討課題とさせていただきます。 

委員    まちの方から歩いて来られるようなことも考えていただき、ぜひ使い勝手の

よい建物にしていただきたいと思います。 

委員    階段について、今の庁舎の階段の幅は１．２ｍぐらいだと思いますが、健康

づくりのまち米沢として、少しでも歩くことが大事だと思います。階段はウォ

ーキングロードとしてできるだけ広くとっていただきたいと思います。 

事務局   現庁舎の階段の幅については広いとは言えないものです。通路や待合スペー

スも含めて今よりも広くゆとりがあるものにしたいと考えています。前回、西
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側の職員用エレベーターは不要ではないかというお話でありましたが、物品の

運搬用に必要と御説明しました。しかし、職員が行き来する範囲は３階までで

完結しますので、おそらく階段を使って歩くことになると思われます。 

委員    職員だけではなく、来庁者にとっても歩く雰囲気づくりも大事かと思います

のでよろしくお願いします。 

委員長   延床面積が目標の１０，０００㎡より増えているようですがどうなのでしょ

うか。 

事務局   １０，０００㎡を目標とはしていますが、スペース間隔を検証したところ、

執務空間はユニバーサルレイアウトで縮減できますが、市民の使うエントラン

スホールや待合スペースなどは削っていいかというとそうもいかないので、

様々検討した結果として１０，５００㎡となったものです。これは基本計画の

中での面積であり、これから基本設計、実施設計の中で目標に近づけていきた

いと考えています。 

委員    いろいろな方向から検討したものであり良いと思います。ただ、執務空間の

中間あたりに柱があったりしないでしょうか。 

事務局   柱の位置については現在検討していますが、構造上の制約から、執務室のど

こかには建てざるを得ないプランになります。１階でいうと待合スペースと執

務部門の空間に全く柱を建てないようにすることは不可能ではないですが、コ

ストがかかり、今後プランとコストのバランスを考えていきたいと思います。 

委員    西側コア部分の階段部分のパイプスペースやシャフトスペースを、西側の壁

につけるというのは考えられますか。 

事務局   プランニングとしてはできなくはないと思いますが、ただ３階のプランニン

グには支障が出る可能性はあると思います。あえてこのようなプランにしたの

はコアの部分の通路と執務空間の一線を隠すねらいもあるプランとしたものと

ご理解いただきたいと思います。 

委員    このブロックプランを見て正直なかなかイメージしづらかったので、パース

的のようなものは手元にあるのでしょうか。立体的なものがあれば教えていた

だきたいです。 

事務局   今はまだプランの検討でありますので手持ちはありません。また、職員に対

しても周知をするということは今のところ予定しておりません。 

委員    図面を見ると、どこが壁なのか、ここはローパーテーションで間仕切るのか

など、その辺が全然分からないのでその辺は皆さんがしっかりイメージできて

いればいいのかなと思います。米沢ブランド戦略と庁舎建替えの部分はどこか

にリンクしてくる部分があるのでしょうか。 

事務局   ブランド戦略についてはこのたびコンセプトを示させてもらったところであ

りますが、これは個別のブランドを磨いていこうというものであり、まずは米

沢の名前を売っていこうというものであります。庁舎建設に、直接的に関係す

るものではありません。 

委員    市役所は市のシンボリックなものになると思うので、米沢のシンボリックな

建物、米沢のブランドというところはうまくリンクできないこともないのでは

ないかと思いますがどうでしょうか。 

事務局   今建設中の道の駅で城下町を示すものとして塔を建てるなどして頑張ってい

ますので、庁舎は基本的に防災拠点としての機能に重点を置いて節約すること

を優先したいと思います。 

委員    そういう意味でブランド戦略を切り離すという方向はあると思いますが、こ

れまでの協議の中で景観的なところはすごく大事だなと一市民として思ってお
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ります。防災拠点も大事だとは思いますが、市庁舎という箱物が建つというイ

メージではなくて外観についても考慮していただきたいと思います。 

事務局   今は基本計画の段階で方向性を示したうえで、今後、基本設計の中で、景観

だったり、地域に対する配慮であったり、盛り込んでいきたいと思います。 

委員    景観委員の皆さまから、ぜひ発言の機会を設けていただきたいとあったので、

基本設計、実施設計の間にその機会をつくっていただきたいと思います。 

事務局   景観委員の方は都市整備課の所管でやっていますので、どういった形でその

要望に対してお応えできるか、どういうスタイルがいいのか、など持ち帰って

検討させていただきます。 

委員    今日の段階での案ということで、前回は駐車場が不足してしまうということ

でしたが、今日の案でも同じでしょうか。 

事務局   まだ外構までは詰めていないので、除雪の対応で堆雪帯を設けるなど、聞き

取りしながら詰めていきたいと思います。また、北側の駐車場は職員の駐車場

になっていますが、その辺の区割りについても検討し、冬期間足りなくなれば、

職員駐車場は周辺の私有地を借りるなどの対応も検討したいと考えています。 

委員    １階の総合案内とパイプスペースとの関係がイメージしにくいのですが、こ

のレイアウトが基本になるのでしょうか。車寄せの▲から多くの人が入る、も

しくは北側の▲の所から入るとなると、総合案内からは内部が全く見えないの

ではないでしょうか。 

事務局   総合案内は入口に近いところとしてここに設置したもので、この場所がほん

とにいいのか検討しています。いろんな角度から検討したうえで最終的にどこ

がベストかを考えていきたいと思います。 

委員    ３階の庁議室と二役・秘書部門の出入口は赤い△の位置なのでしょうか。 

事務局   西側コアからの内部関係者の動線をイメージしたものです。一般の方は東側

のコアから３階にあがり、南側の通路を通ってきたうえで二役・秘書部門に到

達することになるので、この場合の入口についても、引続き検討していきたい

と考えております。 

委員    庁議室が防災センターとなれば外が見える方が良いのではないでしょうか。 

事務局   そういったことも重要だと思います。同じフロアの外に面した会議室の併用

などを検討していきたいと思います。今、内部の要望で危機管理室が災害対策

本部の外にいるので、本部と一体にできるかなど総合的に検討していきたいと

思います。 

委員    緊急時にはたくさんの人が出入りすることも考慮していただきたいと思いま

す。 

委員    西側のコア部分については、先ほどの説明では、西側に通路を造ることで通

路の騒々しさを遮る役目があるのだということでありますが、効率的にはコア

部分は西側の壁面に配置した方が有効な利用ができるのではないでしょうか。 

事務局   プランのねらいは様々あり、それによって形も様々になります。何を重視す

るかで形は変わってくるので、コアを西側の壁面に配置するプランもあるかと

思いますが、この部分は平面的な寄せ方だけで考えると、面積的にそれほど変

わるものではなく、今回のプランは、採光のことを考えると通路部分には外部

からの光がとれるというところにメリットがあると考えているところです。 

委員長   他にございませんでしょうか。なければ次に進みます。（２）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。 
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４ その他 

（１）第６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、１２月１３日か１４日と御案内させていただき

ましたが、大変申し訳ございませんが、当方の都合により、１２月１８日以降で

後日調整させていただきますので御了承くださいますようお願いいたします。 

     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５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。 


