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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
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をプラン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１０

０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
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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。 

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
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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。 

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
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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。 
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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
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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。 

 

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。 


