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米沢市新庁舎建設基本計画（案）に係るパブリック･コメントの結果について 

１ 募集期間 

平成３０年２月１日（木）～平成３０年２月２０日（火） 

２ 意見の提出者数及び件数 

提出者数 ３名／提出件数 ６件 

３ 意見の内容及び意見に対する回答 

整理 

番号 
意見の内容 意見に対する回答 

修正の 

有無 

1 

【立地場所に関する意見】（10、23ページ） 

計画案では国の支援制度の期限や土地購入費が不要となることを理由

に、現庁舎の敷地内に立地する計画としている。現庁舎は、当時何もな

い場所に建設されたが、この建設によって現在は市内有数の商業地が形

成されている。この例に倣って開発の遅れた地域の市保有遊休地を利用

すべきではないか。 

（候補地１ 大森山森林公園） 

建設当時は多くの利用者がいたが、今は休日以外ほとんど利用者が

いない。市では「上杉の城下町」を口にしているので、城下町らしく

市内の全域を見渡せる高台に庁舎を建設することによって、城下町ら

しさを演出することができるのではないか。また、他の地域に比べ

て、衰退が著しい南部地区の活性化にもつながる。併せて役職名も、

例えば市長を領主・殿、副市長を城代家老、各部長を奉行など時代が

かった名称にすれば城下町らしい風情がでるのではないか。 

（候補地２ 興譲小学校） 

中心市街地に存在し、生徒数が激減している。約 200 名の児童のた

めにあの敷地を使うのは、市にとって大きな損失である。市の目標で

ある中心市街地活性化のためにも、ぜひ検討してほしい。興譲小学校

は中心部にあるので、周辺の小学校へ転出させることも割合簡単では

ないかと思う。  （次ページに続く） 

 

ご意見にも記載されているとおり、国の支援制度期限が平成 32年度ま

でとなっていることや、用地購入費等の費用の面からも新庁舎の立地場

所として現庁舎の敷地内が適していると判断しました。また、その他の

理由として、新庁舎を別な場所に建てた場合、現在同一敷地内にある置

賜広域行政事務組合消防庁舎及び消防指令センターや隣接する上下水道

庁舎との連携が悪くなり、災害時の対応に不安が生じることのほか、現

庁舎付近は既に国や県の機関などが集積した地区であることも挙げられ

ます。こうしたことから、現庁舎の敷地内に立地する方針に変わりはあ

りません。 

「こめつが」の木を残すことについては、新庁舎建設時に支障となる

か、移植ができるかなどを基本設計の中で検討して対応したいと考えて

います。 

なお、22 ページの「２ 建築の計画概要」に全体的な注釈として、本

事業が「設計・施工一括発注方式」による発注であり、最終的な施設の

内容については、平成30年度に実施予定の基本設計の中で設計施工者と

十分な検討を行い決定することを記載するとともに、23 ページの配置イ

メージ図の注釈部分にも、既存樹木の移植等を含めた植栽等の計画を基

本設計の中で検討する旨を記載します。 

 

有 
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また、どうしても現在地に建設するのであれば、市のシンボルである

「こめつが」の木を現状のまま残す配置を考えてほしい。市内にある

「こめつが」の老木がほとんど姿を消している。 

 

2 

【水害対策に関する意見】（14、29ページ） 

発生確率が低い大地震は考慮しているが、平成 27年に相生橋上流の松

川の状況がテレビで放映されたように、市街地に近接した場所で河川氾

濫の恐れがあることをあまり考慮していないように感じる。防災機器は

3 階に配置するとのことだが、平成 27年の水害で一時機能不全となった

常総市庁舎の例を教訓に対策を講じてほしい。 

 

14、29 ページに記載のとおり、米沢市洪水避難地図では、現庁舎敷地

は河川洪水による浸水の可能性が低い地域にありますが、万一の可能性

を考慮し、災害対策本部の設置場所やサーバー室は新庁舎の 3 階に設置

します。 

万一、低層階への浸水が起きた場合にどのようにして庁舎機能を維持

するかについては、基本設計の中で検討します。 

 

 

無 

3 

【配置計画に関する意見】（23ページ） 

老朽化や耐震化のため建替えはやむを得ないと思うが、配置計画に

ついて、現在の案よりももっと東側に配置する方が良いのではない

か。駐車スペースを確保したい考えはわかるが、現在でも職員駐車場

になっている部分が大きい。西側の庭園部分を 3 分の 2 程度残してさ

らに整備し、市民の憩いの場となるようにしてほしい。 

 

様々な条件を検討して現在の敷地南西側の配置案が最も良いと考え、

配置のイメージとして計画案の中で図示していますが、最終的には基本

設計で配置を確定することとなります。 

ご意見のとおり、市民の憩いの空間も重要であると考えていますの

で、基本設計ではこの配置イメージを基本としながらも、設計施工者等

と十分な検討を行った上で配置を調整します。 

なお、23ページの配置イメージ図の注釈部分に基本設計において配置

の調整も含めてさらに検討する旨を記載します。 

 

 

有 

4 

【配置計画に関する意見】（23ページ） 

新庁舎を（現在の案より東寄りの）現庁舎正面くらいに配置すべきで

はないか。 

災害時、施設からの避難路が現在の計画では東側に偏り、適正な避難

路の確保ができない。建物を中央に配置することにより東西に出入り口

を設け、災害時の避難が円滑にできる。 

（次ページに続く） 

 

意見3の回答のとおり、最終的には基本設計で配置を確定することとな

ります。ご意見の趣旨も十分に考慮して検討していきます。 

また、障がい者等のための駐車場につきましては、玄関の近くに車い

す用駐車場や思いやり駐車場を設置する予定です。23ページの配置計画

の中にその旨を記載します。 

 

有 
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また、施設利用者の多くが施設に近い場所に駐車位置を確保する傾向

があり、利用者の動線を考慮すれば敷地中央に施設を配置することによ

り、駐車場からの出入りが円滑になる。高齢化の進む当市の現状を考

え、施設周りに高齢者や障がい者の駐車場を設け、弱者に配慮した施設

にしてほしい。 

目先の事象に惑わされることなく、夢でなく先を見据えた計画を立て

てほしい。 

 

5 

【平面計画に関する意見】（28～29ページ） 

平面計画で、通路、待合スペースの場所を陽当たりの良い南側とする

とあるが、南側の待合スペースで陽当たりが良すぎて嫌な思いをしたこ

とがある。1階の待合スペースが南側だけなのが少し気になる。 

 

 

ご意見のとおり、陽当たりが良すぎるデメリットもありますので、基

本設計の中で夏季の遮熱等に対する配慮も検討し、居心地の良い待合ス

ペースとなるよう努めます。 

なお、28ページの 1階ゾーニング図の説明の中にそうした配慮を行う

旨を記載します。 

 

 

有 

6 

【工期に関する意見】（36ページ） 

新文化複合施設では、当初計画よりも工期が大幅に延長された。国の

支援期限までに完成させ、市民負担が増えないようにしてほしい。 

また、業者選定から設計の期間が、工事期間に比べて長いように感じ

る。早期に業者の公募を実施するとともに、設計期間の短縮を図るべき

ではないか。 

 

新庁舎の発注方式については、設計と施工を一括して発注する方法を

採用し、工期の短縮と費用の抑制を図る考えです。現時点では 36ページ

に記載したスケジュールで新庁舎の完成は可能であると考えています

が、今後、各工程で進捗状況をしっかり把握し、遅れが生じないよう努

めます。なお、スケジュールの説明の中にその旨を記載します。 

設計施工者の公募については、予定どおり本年 4 月に実施できるよう

準備を進めているところです。 

 

 

有 
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（参考）山形大学地域教育文化学部生活環境科学コース 2・3年生からの意見 

※山形大学 教授の新庁舎建設検討市民委員会 三辻副委員長から担当する学生の意見を募集したいとの申し出があり、取りまとめていただいた意見に対して

回答するものです。 

区 分 意見の内容 意見に対する回答 
修正の

有無 

建物配置 ・建物配置をもう少し北側に移して南側に広場を設けてはどうか。 新庁舎北側の自動車通路は、現在ある東西の出入口を活用する計画

としているため、あまり北側に寄せることは難しいと考えますが、広

場や緑地の配置とともに基本設計の中で検討します。 

23ページの配置イメージ図の注釈部分に基本設計において配置の調

整も含めてさらに検討する旨を記載します。 

 

有 

エントラ

ンス等 

・メインエントランスを歩行者から見える南側にするべきではない

か。 

・南側のサブエントランスをメインエントランスとした方が、採光も

とれ道路から見てもわかりやすいのではないか。 

・エントランスが一部分に集中しており、南西にある歩道から敷地へ

の入り口と市役所内へのアクセスが悪いように思える。 

・南西側にもエントランスを設けたほうがよいのではないか。その場

合は、エレベーターやトイレの位置をもっと南側寄りにすることも

検討すべきである。 

 

来庁者の多くが自動車を利用している状況があるため、メインエン

トランスは駐車場に近い東側に設けるものです。歩行者の動線を考え

れば南西側のエントランスも考えられますので、南側のエントランス

との位置関係や除雪対策、セキュリティ対策等を考慮しながら基本設

計の中で検討していきます。また、エントランスの配置とともにエレ

ベーターやトイレの配置についても検討します。 

23 ページの配置イメージ図の注釈部分に基本設計においてエントラ

ンスの位置も検討する旨を記載します。 

有 

展示スペ

ース 

・地元の生産物などの展示スペースがほしい。 

・有機ＥＬ等の県内で開発・生産されているような技術をアピールし

てはどうか。 

北東角に配置を予定していしている情報コーナーなどを活用して情

報発信をしていきたいと考えています。 

28ページの1階ゾーニング図の解説部分にその旨を記載します。 

 

 

 

有 
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総合案内 ・総合案内をもう少し大きく立派にしてはどうか。また、曲線的に配

置した待合スペースの中央付近に設置してはどうか。 

現庁舎の総合案内は、基本的に常時 1 名の配置となっており、大き

な支障もないことから、新庁舎でも同様の対応を考えています。 

また、主にメインエントランスからの来庁者への案内を想定すると

ともに上層階への案内も考慮し、エントランスとエレベーター・階段

との間に配置しています。待合スペースについては、執務室と隣接し

ていますので、執務室内の職員が案内する予定です。 

 

無 

エレベー

ター 

・エレベーターの位置はもう少し中央寄りのほうがよいのではない

か。 

この計画案では、コアと呼ばれるエレベーター、階段、設備配管ス

ペースなどを建物の東西に配置することで建物構造の安定性を高める

とともに、災害時の２方向避難を可能としていますので、大きな配置

の変更は難しいと考えています。 

 

無 

・エントランスから入ってすぐにエレベーターがあると、市民ホール

など大空間をイメージしているところの視線を遮るような印象とな

らないか。 

この計画案ではエントランスホール・市民ホール側の市民の方が利

用するエリアと執務室エリアをエレベーター等のコアで仕切った方

が、市民の方が落ち着けるのではないかと考えています。なお、配置

の調整については基本設計の中でさらに検討します。 

 

無 

市民ホー

ル・売店 

 

・市民ホールをもう少し大きくしてはどうか。 

・住民が利用できるスペースが小さいのではないか。 

今後の財政負担等を考慮して新庁舎の規模はできるだけ縮小する方

針であり、そうした中で市民ホールの面積についてこの程度が妥当で

はないかと考えたものです。面積を大きく広げるのは難しいと考えて

いますが、利用しやすい空間となるよう基本設計の中で検討します。 

 

無 

・市民ホールの吹抜けのサイズが中途半端ではないか。 

・市民ホールの吹抜けは必要か。2 階の会議室などに声が漏れるので

はないか。 

南東面からの陽射しなどを考慮し、少しでも明るい市民ホールとな

るよう設置を計画したものであり、基本設計の中で大きさや遮音方法

について検討します。 

 

無 

・市民が多目的に利用できる市民ホールとは具体的にはどういった内

容か。 

市民ホールでは、企画展示や待ち合わせ、休憩などの市民の方の利

用を想定しています。また、市の業務では、期日前投票会場のほか、

各種給付金受付の臨時窓口の設置などでの利用を想定しています。 

無 
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・市民ホールがエントランスに近いので、冬寒く、夏暑くならない

か。 

エントランスには風除室を設けますが、市民ホールの遮熱等につい

ては基本設計の中で検討します。 

 

無 

・1階にカフェや食堂機能を併設してはどうか。 

・食堂などの一般の人が使える施設を充実してほしい。 

食堂等については、売店の拡充を図ることで代替したいと考えてい

ます。職員の食事場所については、昼食時間におけるミーティングス

ペースや会議室等の優先利用により確保します。 

19 ページの市民ホールの機能部分に、食堂機能を売店の拡充で代替

する旨を記載します。 

 

有 

・売店の面積が小さいのではないか。 来庁者や職員の利用度合いを考慮し、基本設計の中で適切な面積を

検討します。 

 

無 

待合スペ

ース 

 

・南側の待合スペースが横長になっているが、島状に配置して、利用

者用の椅子やテーブルなどをランダムに置いて、人の動きを活発に

できないか。 

・待合スペースや執務室を直線状に配置するのではなく、曲線的に配

置するなどして、どの窓口に行けばよいか一目で見渡せるようにし

てはどうか。椅子やテーブルにも曲線的な要素を取り入れたほうが

利用者の交流にも役立つのではないか。 

・待合スペースが無機質な印象を与えるので、もっと温かみのある計

画にできないか。 

 

待合スペース等の配置や形状については、基本計画では配置イメー

ジとして示しています。このプランを基に基本設計の中でさらに検討

し、市民の方が居心地の良い空間を整備したいと考えています。 

無 

執務室 ・通路を設けるなどして執務室スペースを横断できるようにしたほう

がよいのではないか。 

南側の通路と北側の相談室などとの来庁者動線確保のため、執務室

内の南北通路などについて、基本設計の中で検討します。 

 

無 

・市民（利用者）と市役所職員が分断されて堅苦しい印象を受ける。 個人情報保護などのセキュリティ面からある程度の区域分けは必要

であると考えていますが、カウンターの高さなどに配慮し、市民の方

が相談しやすい環境を検討します。 

 

無 
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会議室・

付属諸室 

・大きな会議室は必要ないのか。 

・3 階南東角の会議室の幅が隣接する付属諸室と異なっているのが気

になる。  

現在の会議室の利用状況等を考慮し、会議室の大きさや配置を検討

しましたが、このプランを基に隣接する部屋や通路の幅も考慮して基

本設計の中でさらに検討を加えます。また、大人数が集まることので

きる場所としては、議場の多目的利用も考えています。 

 

無 

・付属諸室周辺の自然採光があまりないのではないか。 付属諸室は、相談室、倉庫、更衣室、休憩室など、あまり自然採光

が必要ない部屋となっていますが、北側面の窓配置等による採光も検

討します。 

 

無 

その他 ・2 階東側の階段とエレベーター周辺のスペースにカフェや売店など

の来庁者がくつろげる場所やキッズコーナーなどをつくってはどう

か。 

売店やキッズコーナーについては、1階に設置する予定です。2階の

階段南側のスペースについては、小規模な臨時受付窓口などの利用を

想定しています。28 ページの 1 階ゾーニング図の解説部分にキッズコ

ーナーの配置を記載します。 

 

有 

・議場を多目的に利用するとあるが、最上階にあるのは分かりにくい

のではないか。イベント利用時は案内の工夫をしてほしい。 

議場は、大空間のため高さも必要なことから最上階に設置する予定

です。ご意見のとおり、イベント等で市民の方が利用される場合は、

案内対応をしっかり行います。 

 

無 

・エコボイドが吹抜けの大空間となるのであれば、一般の来庁者から

も見える場所にあったほうがよいのではないか。 

エコボイドは自然換気を目的とした省エネ対策の一環として設置す

るものであり、効果的な場所に設置する必要があります。また、吹抜

けの空間となるため、安全対策の配慮も必要です。こうしたことを考

慮して基本設計の中で設置場所をさらに検討します。 

 

無 

・ゾーニング図にキッズコーナーがない。1 階に設けるとよいのでは

ないか。 

キッズコーナーは1階待合スペースに設置する予定としています。 

28ページの1階ゾーニング図の解説部分にその旨を記載します。 

有 

・金融機関のＡＴＭは設置しないのか。 現在、各金融機関と協議を行っており、基本設計の中で具体的な配

置を図示する予定です。 

 

 

無 
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・住民票などの自動発行機があるとよいのではないか。 住民票などをコンビニで取得できるコンビニ交付サービスを導入す

る予定ですので、証明書の自動発行機を庁舎内に設置する予定はあり

ません。 

 

無 

・駐車場や駐輪場、イベントスペースとしての活用のためピロティ部

分（建物の 1 階部分の一部について柱を残して外部空間とするも

の）をつくってはどうか。 

市民の方が手続きをする窓口部門をできるだけ 1 階に配置するとと

もに建設費用の抑制を図るため、ピロティについて積極的に導入する

考えはありません。 

なお、車いす用駐車場の屋根設置や雪対策のためのひさし等の設置

については、基本設計の中で検討します。 

 

無 

 

 

 


