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平成２９年度 第６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１２月２１日（水）午後３時００分～ 

場所  米沢市役所 議会棟２階 委員会室 

 

【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、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、財政課長、営繕主幹、財政課長補佐、財政係長、管財係長、 

財政係主任、管財係主任、管財係主事、 

新庁舎建設基本計画策定・発注支援業務受託者(明豊ファシリティワークス 

株式会社)木内芳夫取締役第二事業本部長、水間隆文技術本部建築技術部長、 

遠藤眞人第二ＰＭ本部ＰＭ二部第三チーム次長 

 

【会議録】 
１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

委員長  委員の皆様には、年末のお忙しいなか御出席いただきありがとうございます。

本日は、新庁舎建設基本計画（案）について、御意見を賜りたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

（１）米沢市新庁舎建設基本計画（案）について 

委員長  それでは、議事に入ります。資料に基づき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資料１から３まで説明いただきましたが、まず、（１）米沢

市新庁舎建設基本計画（案）について、御質問があればお受けしたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

委員   新庁舎については、高い安全性が求められていることは当然でありますが、基

本方針の中では免震構造を導入するとしています。免震構造と耐震構造の建設費

用はどのぐらい違うかおわかりでしたら教えていただきたいと思います。 

業務受託者  一般的には免震構造は構造種別Ⅰ類に相当し、通常の耐震構造より約 10％

から 20％高くなる傾向があります。免震層部分の費用は階数が多くても少なくて

もあまり変わりませんので、建物の階数が少なければ少ないほど割高になる傾向

があります。今回の庁舎は４階建てですので一般的には免震構造を採用する階数

としては低い方になります。しかし、庁舎建築の場合は、地震を受けた後もすぐ

に使える必要があるため免震層を採用する事例が多いです。 

委員   免震構造はメンテナンス費用がかかるのではないかと思いますが、更新費用は

どのくらいでしょうか。 

業務受託者 免震装置は基本的にメンテナンス不要ですが、目視での点検は必要になりま

す。建築後１年で点検をして、点検周期を徐々に延ばしていきます。初期に問題

がなければその後問題が出ることはないと考えられています。また、免震装置に
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使われるゴムの耐久性については、よく心配されますが紫外線が当たらず劣化し

にくい環境に置いてあるので、建物の寿命の中で交換するということは被災後も

含めて通常ありません。また、オイルダンパーについても、目視の点検のみで途

中で交換するというものではないので、免震構造によって更新コストが追加でか

かるということはありません。 

委員   熊本地震の例もあるが免震構造まで必要でしょうか。それより避難所としてど

のぐらいの準備ができているのですか。免震構造でお金をかけるのであれば、も

し市内の避難所の設備が不十分であれば、そちらの方を充実させるべきではない

でしょうか。震度７の地震となればライフラインにも影響があるので、東日本大

震災では幸い米沢では停電にならなかったが、その時避難所ではどういう状況だ

ったのか、それに耐えられる備品等が備わっているのか教えていただきたいと思

います。 

業務受託者 庁舎に免震構造が必要かについては、米沢では確率的には東南海のエリアよ

りも地震の確率は低いと考えられますが、山形県内にいくつか断層が走っており

無いとは言えないと思います。万が一の際には庁舎に対策本部をすぐに設置して

使い続けなければなりません。ライフラインが使えなくなっても業務を継続させ

なければならないわけですが、熊本地震では耐震構造が繰り返しの地震で大きな

損傷を受ける事実を示しています。免震構造なら影響も軽微ですぐに対応が可能

であり、庁舎に適していると考えます。 

事務局  避難所は６５ヶ所あり、そのすべてが万全かと言えばそうではありませんが、

救援物資等については、現在、計画的に充実を図っているところです。また、災

害応援協定を結びながら、他市や民間団体からも応援などの対策を整えておりま

すので、そういったものを総合的に活用しながら、災害時には対応したいと考え

ております。被害の大きさが大きければ大きいほど災害時対応の業務も膨大にな

ります。そういった時に、非常時優先業務を速やかに行うには、庁舎がすぐに使

えることが望ましく、免震構造なら地震後すぐにその対応が可能であると考えて

います。 

委員   今の耐震基準をクリアした建物が地震でダメになったというのは聞いたことが

ありませんが、多くの費用をかけて免震構造にする必要はありますか。 

事務局  耐震基準をクリアした建物が地震で使えなくなった事例は個別にはわかりませ

んが、確かに今の耐震基準では震度６強の地震でも倒壊しないで中の人命は守ら

れるものの、建物は倒壊しなくても、確実にダメージを受けています。耐震構造

でも壁や柱にひびが入る等のダメージはあり、それが繰り返されればそのダメー

ジは大きくなります。そのまま使い続けていいかというと、非常に難しいと考え

ます。それが免震構造なら倒壊はせずに、すぐに使えますが、耐震構造ならダメ

ージを検証して、場合によっては補修をしてからでないと使えないという状況に

なります。耐震構造は初めに費用がかからないとしても、総合的に言って免震構

造より費用がかかる可能性もあり、防災拠点ということを考えると免震構造とい

う結論に至ったものです。 

委員   米沢市の財政を考えた場合、まず、避難所の整備についてスピード感をもって

対応することが必要だと考えます。現在、上郷コミセンを整備していますが、他

にも老朽化した避難所がたくさんあり、限られた財源をどこに、いかに効率よく

使うかということを考えると、もっとやることが先にあるのではないかと私は考

えます。 

委員長  今、委員から意見がありましたが、他の委員から意見はありませんか。 

委員   景観委員を代表して今の意見に賛成です。中途半端な階にして免震構造にして
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いるような気がしてなりません。例えば２階にすれば必要ないと考えています。

ここで、景観委員会から前回のブロックプランを見ての意見をいただきましたの

で述べさせていただきます。一人目の意見です。①建築内部の通路面積が無駄に

多すぎます。集約すれば１階の窓口（待合スペース）が狭すぎるのを改善できま

す。②１、２階を１階、３、４階を２階にし、あと屋上に機械室としてまとめる

ことが可能です。③北側敷地（職員駐車場）から傘をささないで歩けるように歩

廊（屋根つき通路）の設置が望ましいのではないでしょうか。④低層化すること

で駐車台数を確保するために一部１階屋上を駐車場とすることが可能です。かな

り詳細になりますが、北側に向けて、西側道路に近い位置に１階部（屋上駐車場）

をＬ字型平面になるように配置するのも１案です。Ｌ字の北側に突き出た部分に、

現平面図の北側に並ぶ部分（更衣室、会議室、相談室、２階ミーティングスペー

ス等）を集約します。この北側の突き出た部分の庇が北側とのつなぎ空間となり

ます。Ｌ型平面の要の位置に入口、守衛室等が配置できます。１階の待合スペー

スの幅が狭すぎです。西に現２階の産業・建設等部門スペース、東側～真ん中に

市民環境・福祉等部門スペースを待合スペースで囲むようにして、両側の間に２

階税部門を挟んで配置すると、相当大きな待合スペースができます。これで窓口

スペースがゆったり確保できます。階高を１階は５～５．５ｍ、２階は３．５～

４ｍで大丈夫ではないでしょうか。待合スペースの南側数メートル東側市民ホー

ルを上部を吹き抜けとすることも可能でしょう。そこに階段のみ（エレベーター

は東側風除室近辺）を設置するとダイナミックな空間体験を提供するでしょう。

２階の会議室部門を南東角にガラス張りにし天井高を高めて設置することが立面

にアクセントを与えてくれると思います。１階北側Ｌ字型に突き出た部分の階高

を低くし、２階西側入口部分を斜めに上る立面とすることも考えられます。なお

南側体育館との繋がりを考えた広場にしていただければ幸いです。街中の広場の

ように舗装された広場がよいのではないでしょうか。二人目の意見です。まちに

背を向ける印象が否めません。例えば九里学園高校の木造校舎のように南西の角

交差点に歩行者用の門を設け、角を斜めに切って玄関をできないでしょうか。九

里学園高校の木造校舎正面玄関はその前に立っていた米沢市役所の玄関をデザイ

ンごと踏襲したものです。九里学園も正面玄関、北西角から東に駐車場を挟み、

その向こう北を正面に、大きく生徒昇降口をもっています。南西角は、歩行者用、

自転車用よりも小さな玄関でよいのでデザイン的に存在感のある入口をまちの方

向に開いてほしいと思います。以上、景観委員からの意見を申しあげました。 

委員長  先ほどの意見について、他の委員からの意見はありませんか。 

委員   これからの財政負担を考えるとできるだけ縮減していくことは必要と思います。 

委員   免震構造であればコストがかかりますが、国の支援をもらって整備するので、

耐震構造にして安くあげてもその分国の補助の差が浮くだけで、市の負担として

は相対的に変わらないのかなと考えると、（また、１０月の委員会で免震構造につ

いて十分に説明されていたので、免震構造で理解していたので、）免震構造のまま

でいいのかなと思います。 

委員   将来の小中学校の整備や病院の建替えも含めてのことだと思いますが、まだ申

し上げるまでに考えがまとまっていません。 

委員   免震装置を導入した場合とそうでない場合の差額を教えていただければと思い

ます。 

業務受託者 今の段階でその試算はしておりません。通常の耐震構造に比べ免震構造の場

合、全体のコストの 10％から 20％ほど費用がかかると言われております。補足さ

せていただくと、中枢機能を持つ自治体庁舎について、国の定める耐震基準では
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通常の 1.5 倍割増の基準が設けられております。この基準を満たそうとすると、

免震構造はクリアできますが、耐震構造でこれをクリアしようとすると割高とな

りますので、単純には比較できません。 

委員   こちらの予算については免震装置を含めて額で出ているわけですが免震装置を

しない時には概算で１割２割違ってくるというふうにとらせていただいてよろし

いですか。 

業務受託者 １割２割上がりはしますが、１割２割下げて造った通常の耐震構造というの

は重要度係数が 1.5 ではなく、1.0 になってしまうのでそれでは国が定める中枢

機能をもつ庁舎としては不満足な建物になってしまいます。 

委員   そうすれば国の方からの補助もクリアしないとどうなるのかわからないという

ことになってくるのでしょうか。 

事務局  明確に補助の基準にはなっていませんが、市としては庁舎に求められる耐震性

能は一番高いものが求められていると考えています。通常の建物が１だとすると、

1.5 倍増の耐力度がないと庁舎としてはふさわしくないと見られています。免震

装置を単純に外してしまうと、1.5 をクリアできないので庁舎としてはふさわし

くなくなります。免震装置を使わずに 1.5倍にすることも可能ですが、その場合、

柱や梁を太くし強固なものにしなければならず費用がかかることになります。免

震装置をとったからといって単純に費用が浮くということにはなりません。 

業務受託者 同じ重要度係数 1.5の免震構造と同じ重要度係数の耐震構造で金額が 10％～

20％上がるということではなく、今回の建物として必要な 1.5 倍の耐力を求めた

場合は耐震構造でも免震構造でも価格の差はそれほど生じないと考えています。

庁舎の場合は免震構造と耐震構造での差は小さいと考えられます。私どもが関わ

らせていただいている他の自治体で耐震構造とした例では、1.5 倍の基準を満た

すのに相当な金額がかかっております。耐震構造でも免震構造に近い金額がかか

ると思われます。 

委員   免震装置をはずせばその分だけ安くなるのではないかと考えられたので、今の

説明である程度理解できました。市として今後大きな災害があったことを考えれ

ば、免震装置をつけて、きちっとした体制を整えていくことは大事だと思います。 

委員   私も免震構造は高いと思います。３階以上になった場合は免震構造が必要にな

ってくると思いますが、３階以下なら現在の耐震基準であれば耐震構造で十分だ

と思います。 

委員長  今、委員はそう思っているということでよろしいでしょうか。 

委員   耐震構造でもダメージを受けて検査や補修でコストがかかるとしたら、初めか

ら免震構造で良いのではないかと思います。避難所については、財政的に大変だ

と思いますが、中心部だけでなく山間部でも整備が必要だと思います。 

事務局  敷地全体を考えて駐車台数の確保や車の出入、消防署前の緊急車の出入り等を

考慮して、４階がベストと考えてお示しさせていただきました。免震構造のメリ

ットとしては、耐震構造は内部がダメージを受けて使えなくなっても、免震構造

では備品等の落下が少なく、初期活動がすぐできるというメリットがあります。

東日本大震災でも、地震後、安全確認等でなかなか中に入れず市内のパトロール

に行くのが遅れたということがありました。免震構造は建物自体が追従するとい

うことでダメージをうけないということも大きなメリットだと付け加えさせてい

ただきます。 

委員   意見はほぼ出たかと思いますが、予算の面で免震構造は若干高い感じがありま

すが、耐震構造の場合、上部構造の耐力を上げる必要があり、免震構造は地震の

入力がかからないようにしますが、耐震構造は地震の入力をそのまま受け止める
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ので、免震と同じ耐震性能を持たせるとなるとそんなに変わりがなくなると思い

ます。また、中小の地震でも耐震構造は少しずつ痛んできますが、免震構造は少

なくて済むので、ランニングコストは免震構造の方が小さくなります。さほど高

価なものではないのかなと思います。 

委員長  事務局の方から何かありますか。 

事務局  防災拠点として整備していくのであれば、副委員長の話でもありましたが、ダ

メージの蓄積を受けないというメリットがあり、いつ地震が来るかわからないな

かで、いかに安全性を担保していくかを考えると、大地震が来てもすぐにタイム

ラグなしに業務を続けられる免震構造が有利だと考えます。 

委員   個人的な考え方の差ではあるので何も申しあげられません。言われればそうだ

ろうと思いますし、費用対効果を考えると、私としては疑問点が残ります。 

委員長  免震構造の部分については整理してよろしいでしょうか。 

委員   概算費用と後年度負担について、基金取崩等とあるが現在の基金の残高はいく

らあってどのくらいもつのでしょうか。あと、国の補助のあり方を教えてくださ

い。以前、財政状況が悪化してふるさと納税で何とかしのいだが、今後の負担に

耐えられるのか、グラフを見ると国の支援は毎年少しずつもらえるようですが、

財政に余裕がないなかでどうなっていくのか、毎年３億円ずつかかっていくこと

になるので、将来負担していく若い人にも何らかの方法で説明してほしいと思い

ます。 

事務局  全体事業費については今の段階で積み上げた金額が 68.9 億円で約 69 億円です

が、後年度負担は 71億で計算しており、約２億程度は余裕を見ています。これは、

労務単価や資材価格の高騰に対応するためのものですが、これから先、どの程度

上昇するかわからないため、これを超えるようなら市民の方にあらためて説明を

して理解を得ていく必要があると考えています。また、国の支援は毎年の返済額

に対してなされるためにこのようになっています。なお、このシミュレーション

は庁舎のみで、将来的に統合中学校の整備や病院の建替えがあった場合は、あら

ためてシミュレーションを出していきます。若い人が払っていけるようにしてい

かないといけないので、事業のスクラップ＆ビルドをすることで、対応していき、

機会を設けて説明していきたいと思います。市庁舎整備基金としては、市庁舎整

備基金に昨年度末で３億円を積んでおります。健全化計画により財政状況はＶ字

回復をしまして、平成 27年度は 10億、平成 28年度は８億円の黒字となり、今年

度も黒字の見込みで、今、別の基金に入っている金額を市庁舎整備基金に移して

将来の取り崩しに備えて、12億５千万円を積んでいきたいと考えております。こ

れから大きな事業が続きますので、何を削減していくかを、ここ数年で道筋をつ

けていきたいと思います。あと、先ほど景観委員からの意見として述べられた御

意見について、できる範囲で取り入れられるものは入れていきたいと思いますが、

かなり煮詰まったプランになっていますので、ここから大きな変更をして取り組

もうと思うと 32 年度までの完成まで難しいと思いますのでそれはできる範囲で

と考えています。後で詳しく教えていただきたいと思います。 

委員   病院や中学校の整備にどのぐらいかかるのか、返済がどうなるかをおおよそで

いいので全体的な財政状況について知らせていただきたいと思います。 

事務局  病院は建て替える場所も決まっておらず、おおよそでも金額を見込むのは難し

いところですが、できるだけ早くお知らせしていきたいと考えています。新年度

予算が決まる２月上旬までには示していきたいと思います。 

委員   エコボイドとは吹き抜けですか。寒い地方ですが外まで出して大丈夫ですか。 

業務受託者 ここは屋上まで続く煙突状の吹き抜けです。屋上に排気する開口を設けて上
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昇気流を発生させるという考え方の吹き抜けです。 

委員   暖房をすると上昇気流が発生しますがどうなのでしょうか。 

業務受託者 基本的に中間期及び夏季に有効なもので、冬期は閉めます。 

委員   各階で閉めるのですか。それとも屋上階だけを閉めるのですか。 

業務受託者 最上階は自動的に開放しますが、冬期は閉めることを検討します。 

委員   議場について、多目的利用とありますがフラットにするということでしょうか。 

業務受託者 議場は床面をフラットにして対面式を想定しています。傍聴席の床下に家具

類を収納できるようにしています。 

委員   他の自治体の例では、休会中の多目的利用の頻度は低いと聞きますが議場の使

い勝手としてどうでしょうでしょうか。 

業務受託者 議場の規模にもよると思いますが、本市の規模の議場の床がフラットでも影

響はないと思います。利用頻度は運用の問題になりますが、家具は容易に入れ替

えできるようにする予定で、訓示等に利用すると聞いております。現在のような

大会議室は設けないので、有効利用はできるかと思います。 

事務局  今の６階にある大会議室に近いものは２階の会議室になりますが、サイズはだ

いぶ小さくなるので、訓示等全職員が集まる場合には議場を使う予定でおります。

視察で行った新発田市役所では議場でジャズコンサートをしたという例も聞いた

のでそういうきっかけもできるのかなと思っています。 

委員   防災センターの役割として、危機管理室と庁議室を使うという話でしたが、以

前も指摘しましたが、危機管理室の位置が変わっていないようで、奥まったとこ

ろにあるのではなく、外が見えるよう、また、人が出入りしやすいような配慮を

していただきたいと思いますがどうでしょうか。 

業務受託者 機能の詳細に関してはこれからになりますが、防災センターの機能は、情報

を集めて状況を判断し、各所に指示を伝えるものと理解しておりますので、外を

見るよりも、モニター等の情報が主になると考えております。そういう機能を考

えると窓側である必然性はないのかなと思います。 

事務局  庁議室の壁面には多面モニターでいろんな場所が映せるような設備等は設置し

たいと考えております。 

委員   庁議室には防災センターとして何人ぐらい入るのでしょうか。 

事務局  現在、危機管理室の担当は４人で嘱託が１人となっておりまして、災害対応時

は対策本部として市長以下 20数名が入ります。 

委員長  他にございませんか。他に御意見等がなければ、次に資料２の市民説明会につ

いても説明がありましたが、質問等ございませんか。 

     ないようですので、次に（２）その他ですが、事務局ではないとのことですが、

委員の皆さんから何かありますか。 

     ないようですので、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。事務局にお返しします。 

 

４ その他 

（１）第７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、１月下旬で別途調整させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

     それでは以上をもちまして、平成２９年度第６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。 


