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平成２９年度 第３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９月２７日（水）午後４時１０分～ 

場所  議会等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、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、 

営繕主幹、財政課長、管財主幹、財政課長補佐、管財係長、 

財政課管財係主任、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  衆議院の解散風がふき出しまして大変騒がしくなってまいりました。そうした

なか何かとお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。前回は、新庁舎建

設における基本理念及び基本方針（案）と新庁舎に必要な機能について、委員の

皆様からご意見を賜りました。本日は勉強会として、議会や職員の方々とともに

専門家からの説明をお聞きしまして、ここからは、新庁舎の規模、配置について

ご意見を賜りたいと思います。さらに時間があれば、前回に引き続き新庁舎に必

要な機能について意見交換もしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

３ 議事 

（１）新庁舎の規模（案）について 

委員長  それでは、議事に入ります。（１）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  新庁舎の規模の（案）について説明いただきましたが、御質問等受けたいと思

います。 

委員   災害対策本部の場所について、この前の話では、庁舎本体はコストが高いので

コストの安いほうにつくるのがいいのではないか。Ｂ棟の方に災害本部をもって

いくという考えをお聞きしたと思いますが、Ｂ棟の会議室 259 ㎡分の土地が、今

後の災害対策本部の予定地ということでよろしかったですか。 

事務局  災害対策本部については耐震化がしっかりしている建物にあるべきと考えてお

りますので、新庁舎内に設置する予定ですが、会議室等については簡易な別棟に

入れ込むことも可能ではないか検討していきたいと申しあげたところです。それ

についてはＣＭ事業者と打合せしながら今後検討していきたいと考えています。 

委員   新庁舎に災害対策本部を設けるようなスペースをつくっていくという考え方で

すね。 

事務局  災害対策本部は災害時に市長をはじめ、関係職員が集まって、なおかつ防災の

情報を確認できるものとして設置しますので、新庁舎に設置する必要があると考

えています。 
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委員   ２点お伺いしたいと思います。まず１つが資料１の表１の人口推移について、

これは算出根拠は国のデータに基づくものか、市独自で算出したものかというこ

とと、もう１つは 4ページ新庁舎の目標面積を 10,000㎡として、庁舎の区分ごと

の面積がある表でグレーになっているところはこれから検討することになると思

うが、10,000 ㎡が上限値だとすると相当厳しくなると思います。表現として、

10,000㎡±○○㎡と誤差を入れる表記としてはどうでしょうか。 

事務局  人口の推計値については、国立社会保障・人口問題研究所が全市町村のデータ

を公表しており、これは、出産適齢年代の人口や出生率から推計されているもの

です。目標面積については、面積を増やす要望の方が一般的には多くなっていく

ものですから 10,000㎡を切れるような形で調整をしていき、それでもどうしよう

もない部分は最終的に市民委員会の皆様などにご判断いただくということになる

と思います。 

委員   職員ですが、現庁舎建設時よりも職員数が減ってきていますが、今後の職員数

について目標は何か持っているのでしょうか。人工知能等技術の進歩は目覚まし

く、今後急速に業務量が減少していく可能性もあると思われます。また、議場に

ついて、耐震強度は本庁舎と同じでしょうか。もし強度が保てるのであれば、議

場だけ残すということはできないでしょうか。 

事務局  職員数の目標については、平成 32年度までの定員適正化計画がありますが、近

未来的なものになっておりまして、何十年も先までというものはありません。長

期的な予測は難しいが、人口減少で税収も減っていくと思われるので、職員数も

減少していくと考えています。議場の耐震強度については、資料を確認するので

後ほどお答えいたします。 

委員   目標面積が 10,000㎡で、将来的には教育委員会を集約することとしていますが、

対応できるのでしょうか。また、文化センターと上下水道部庁舎の耐震診断はし

ているのでしょうか。Ｂ棟について、平成 33年度に解体すると聞いたことがあり

ますがどうなのでしょうか。 

事務局  目標面積の 10,000 ㎡の中に将来的に文化センターの教育委員会を入れたいと

考えていますが、その時点で行政がどう変化しているのかにもよると考えていま

す。例えば、国や県の仕事が市に移譲されると、職員数は減らないということも

考えられます。新庁舎に入りきらない場合には、分庁舎という対応も可能性とし

てはあります。文化センターの耐震診断結果は一部補強を加えて Is値が約 0.5で、

基準の 0.6 はやや下回りますがある程度の強度は保てており、上下水道部庁舎は

耐震補強済みです。なお、すこやかセンターは、新耐震基準施行後に建設された

ものです。 

     先ほど御質問のあった議会棟の耐震強度についてですが、２階は本庁舎と一体

化しており、東西方向の Is 値が 0.318、南北 0.210、３階の議場（本会議をする

場所）は独立しており、東西 0.226、南北 0.252 と本庁舎同様危険な状態となっ

ています。 

委員   本市の人口推移で、平成52年度の15歳未満人口が全体の約10％と見えますが、

単純に計算すると 1 学年 450 人程度と考えられるのですが、教育委員会、統合中

学校の記載があるが具体的な小中学校の将来的なビジョンというか考えはあるの

でしょうか。参考までにお聞きかせください。 

事務局  適正規模・適正配置等基本計画の改定作業を現在行っているところであり、今

年度末までに方向性を示すこととされておりますが、すぐに統廃合するというわ

けではありません。もう少し時間がかかるだろうと考えているところです。 

委員   庁舎の規模に関する意見の中で分散化等に関するものがありますが、議会は直
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接市民に関係するものではないので分散化するという考えはあるでしょうか。そ

うすれば、教育委員会も集約できる可能性もあり、少なくとも規模の縮小にはな

ると思いますがどうでしょうか。 

事務局  議会と行政はよく両輪と例えられるように、政治の力もありながら市の行政全

体もまわっていると理解しております。それには議会とは常に密接な協議を行っ

ていくことが必要です。また、議会は市民の代表であり、まさに市民の意思がそ

こにあると思っておりますので、基本は同じ庁舎内に一体と考えております。 

委員   予算の関係でＢ棟は残して、教育委員会が戻ってくるときにスペースがなけれ

ばプレハブを建ててということですが、この際、できればＢ棟は解体してその機

能を庁舎の中に入れていただきたいと思います。 

事務局  車庫を除いた 700 ㎡弱のＢ棟の面積を入れるとなると相当コストがかかると思

われます。Ｂ棟は庁舎と同じ年に建てていますが、これまで改修や補強を行って

おり、当面の間は継続して使用していきたいと考えております。倉庫として使う

には十分大丈夫な建物だと考えています。当面は使った上で、教育委員会がくる

時にはＢ棟にという考えでいるわけではありません。 

委員   Ｂ棟を解体したら、その機能は庁舎内に入れるということでよろしいでしょう

か。 

事務局  15年、20年後の状況がどうなっているかは、先ほども申しましたが、国県から

の権限移譲等がある可能性もあり、正確には何とも言えない部分があります。 

事務局  現在、規制緩和が進んで、国から県、県から市町村と仕事が下りてきており、

地方では新たな業務が発生しています。今現在、確定しているものではなく、現

時点でのとりまとめになっているということです。 

委員   これまでの話では、その場限りという印象があり残念に思います。総合的にま

ちづくりの観点から、足りないからプレハブというのではなく、やめていってほ

しいです。建物は見た目なので増築を繰り返していくということではなく、この

機会に取り壊して集約してほしいと思います。 

事務局  継ぎはぎにするのが好ましくないのはよくわかっておりますが、今は将来の負

担も考えて、使えるものは使っていきたいと考えております。今現在の職員が入

ることができるようにしながら中心市街地活性化も考えていく必要もあり、でき

る限り小規模なものにしていくこととしておりますので 10,000 ㎡と考えたとこ

ろです。Ｂ棟も引き続き使っていきたいという気持ちですのでご理解いただきた

いと思います。 

委員長  よろしいですか。他に御意見等ございませんか。御意見等なければ、（２）新庁

舎の配置（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）新庁舎の配置（案）について 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  それでは、質疑をお受けしたいと思います。 

委員   配置案のＡからＣ案の中で、消防本部との関連条件がＡ案で×とされています

が、Ｂ案とＣ案についても新庁舎の高さに制約がでることになっているが無線に

影響するのはどのくらいの高さでしょうか。 

事務局  詳しくは調査をする必要がありますが、消防の資料では 28ｍぐらいまでは建設

可能のようです。具体的には、現庁舎のペントハウスを除いた７階の外壁部分の

上端が 28ｍとなっております。 

委員   議会を分散化することができないならＢ案がよいと思います。現在でも西側の

道路が冬期間凍結するので、日影が少なくなるよう、できるだけ低層にするのが
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よいと思います。 

事務局  私どももＢ案が一番いい配置(案)ではないかと考えています。判断の一つとし

て、日影の影響を少なくするため、高層化はしない方が有利と考えています。 

委員   参考として、消防無線に干渉しない高さ 28ｍは、パラボラの上端でしょうか、

下端でしょうか。 

事務局  消防からの情報として、パラボラの直径が２ｍで上端が 30ｍとのことでしたの

で、下端の 28ｍを超えると支障が出るものと消防からお聞きしております。 

委員   公道からの車の出入りについて、もし低層階で新庁舎を現庁舎の南側に建てる

となると、南側の出入口はこれまでと同じように活用できるのでしょうか。 

事務局  そのまま使えるかは検討が必要で、間違いなく、今の配置よりは窮屈になると

認識しております。そこを技術的にまた、デザイン性を含めて、いかにクリアし

ていくかという所も課題であると認識しております。付替えしたとしても今より

は狭あい感がでてしまう可能性はあると考えられます。 

委員   できれば市役所より南側にある大規模店やデパートから来る人は、南側の出入

口から出入りすると思うので、なくなると入るのが億劫になるので可能ならば移

動して造っていただけるとありがたいと思います。 

事務局  南側の道路がメインとなる道路になると認識しておりますので、市民の方も定

着しているような気はします。ただ平面計画によってどうなるかわかりませんが、

南側のアプローチを全くなくすのは極力避けなければならないと強く思っており

ます。 

委員   Ｂ案とＣ案の間、東西の駐車場の真ん中に建てるというのもあるのではないで

しょうか。 

事務局  米沢は車で移動する場合が多く、また雪も多いので、冬期間の駐車場に対する

配慮が必要と考えております。西側は朝日が当たらないため、冬期間は昼過ぎに

ようやく氷が溶けはじめることになるため、やはり東側に駐車場を配置するのが

有利だと考えております。 

委員   配置イメージ図では庁舎の大きさがどのくらいかわからないので何とも言えま

せんが、工事が始まると工事期間中、工事車両が数多く出入りすることになるの

で、安全面や駐車場の確保は大丈夫でしょうか。 

事務局  当然、工事期間中の駐車スペースは考えていく必要があります。Ｂ案を例にと

れば、平面計画が決まらないとわかりませんが、できる限り東側にあたる部分の

駐車スペースは極力確保しつつ工事を進めたいと考えております。 

事務局  東側の駐車場は確保できるが足りないと思われますので、北側の職員駐車場も

一般の来客駐車場に活用して、職員分は近隣の他に確保していく等で考えていか

なければならないと思っています。 

委員   延床面積が 10,000㎡で４層とした場合、敷地は 2,500㎡必要だが、この配置イ

メージでどのぐらいになりますか。想像がつかないのですが。 

事務局  現庁舎がおよそ 2,500 ㎡なので、形はわかりませんがこのぐらいとご理解いた

だければと思います。 

委員   中心市街地活性化についてもフィードバックして検討いただきたいと、これま

での２回の委員会で提案してまいりましたが、今まで何もお話がない。中心市街

地の問題については、喫緊の課題ではないと行政側がとらえているというふうに

推察しております。これから市庁舎建設問題、市立病院の建替え、統合中学校の

問題、県の対応になりますが統合高校の問題など、その位置関係でいろんな問題

もでてくると思います。最初から申し上げているとおり、市としてのグランドデ

ザインを持つべきではないでしょうか。中心市街地に行政機能を移すべきだとい
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う議論が高まれば、それもあるとのことでしたが、中心市街地活性化については、

米沢市をどういうふうに作っていくかということは、地方都市の場合は、行政の

役割だと考えています。そのことを考えていただき今後行政で進めていっていた

だきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

事務局  中心市街地活性化について考えていないわけではないのでそこは誤解のないよ

うお願いしたいと思います。この委員会の場では間に合わないので別の機会にお

願いしたいと思います。中心市街地活性化は行政が責任を担う必要がありますが、

市だけではなく民間の力が必要であり、広くさまざまな団体、関係者等連携しな

がら意見をいただくため、もう少し議論をさせていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

委員   中心市街地活性化についてはこれまで様々議論してきましたが、全く一向に進

んでおりません。私たちからはいろんな提案させていただきましたが、行政から

の提案は一切何もありませんでした。ということだけ付け加えさせていただきた

いです。 

事務局  はい。わかりました。 

委員長  他に御意見等がなければ、次に進みます。（４）その他について事務局から説 

明をお願いします。 

 

（４）その他 

  ① 今後のスケジュール 

  ②新庁舎建設基本計画（第１～３章）（修正個所） 

事務局 （資料に基づき説明） 

委員長  それでは、議事を終了しまして事務局にお返しいたします。 

 

４ その他 

（１）第４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、１０月２４日（火）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。 

委員   配置は今日案を説明していただきましたがいつ決まるのでしょうか。 

事務局  今回特に異論がなければこのＢ案の方向で検討を進めていきたいと思います。 

委員   水道部を補強したと言ったところで、建替えの時期はいつ頃なんでしょうか。 

     例えばそこをオーバーブリッジでつないで一体化するとか、全く考えてはいな

いと思うのですが足りなかった時に建替えの時につないで一体化するとかそうい

うところも考慮していただきたいと思います。  

事務局  将来的に庁舎に入るのはあると思いますが、オーバーブリッジでつなぐのは難

しいと思います。 

委員   全体的なことを考えてつくっていただければと思います。 

事務局  ほかにございませんか。 

     なければ、以上をもちまして、平成 29年度第３回米沢市新庁舎建設検討市民委 

員会を閉会いたします。ご審議ありがとうございました。 


