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第１０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３１年１月２８日（月）午後３時１５分～ 

場所  米沢市役所 庁議室 

 

【出席者】 
市民委員 三辻和弥委員、数見等委員、根津良伸委員、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  総務部長、企画調整部長、市民環境部長、建設部長、営繕主幹、財政課長、営

繕室・財政課担当職員、明豊ファシリティワークス㈱、㈱竹中工務店、㈱久米

設計 

 

【議事録】 
１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

   

３ 議事 

（１）米沢市新庁舎建設基本設計（概要）について 

事務局   前回の市民委員会では、主に平面プランの原案についてご意見をいただきま

したが、いただいた意見や議会からの意見を踏まえ、プランを再調整いたしま

した。また、構造や電気、機械設備、その他の計画につきましても、とりまと

めましたので、本日、ご協議いただき、基本設計を確定していきたいと考えて

おります。 

本日の協議の進め方としては、資料１の表紙目次前半の「1.設計方針」から

「7.内装計画」まで通して説明させていただいた後、一度ご意見を伺い、引き

続き後半の「8.構造計画」から「14.サイン計画」まで説明させていただいて、

再度ご意見をいただきたいと思います。 

それでは、説明に入ります。 

本日は、前回同様、設計施工者が出席しており、説明は設計施工者が行いま

すのでよろしくお願いいたします。 

事務局   前回の市民委員会から変更した点を中心に説明します。 

      はじめに配置計画について、東側に青の点線で示した箇所が堆雪スペースに

なります。スムーズな除雪を行うため、駐車枡と車路を東西方向にしています。 

      駐輪場については、建物南側に来庁者用駐輪場を設置し、職員用は消防署前

の既存の駐輪場を利用したいと考えています。 

      建物南側には市民参加型の花壇を整備します。 

      建物西側には空調用のガスバルクタンクを地上部分に配置し、発電機の燃料

となる軽油のタンクを地下に埋設します。 

      続いて、１階の平面計画になります。建物の入り口前のキャノピーについて、

以前は歩道から建物まで設置していましたが、利用が少ないのではないかとい

うことと、風が通り抜けるのではという意見があったことから、庇の範囲を見

直しています。 

      エントランスの見通しについて、市民ホールの間仕切りが邪魔になって見通
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しが悪いのではないかという意見がありましたので、階段下に壁があったもの

を取り払い市民ホールとの広がりを作っています。また、総合受付の場所を風

除室の正面から、風除室と情報コーナーの間に設けています。それから、市民

ホールの間仕切りを回転式のものから、平常時の見通しを確保するため、移動

式のスライディングウォールとしました。 

      北東側のサブエントランスについては、銀行から ATM の資料を頂いたので、

風除室とセットで大きさの見直しを行いました。 

      授乳室については、男子トイレの隣にありましたが、ご意見をいただきまし

たので、その並びを西側から授乳室、女子トイレ、男子トイレに変更しました。 

      続いて 2 階の平面図について、南西側を倉庫から会議室兼応接室に変更しま

した。 

      北東にあった職員団体事務室を北西角に移動しました。 

      続いて 3 階の平面図について、ユニットシャワーを市長室廻りから北側に移

動しました。 

      また、北側に設置していた会議室 1室を相談室に変更しました。 

      続いて 4 階の平面図について、正副議長室、議会事務局、応接室の面積配分

を変更しました。 

      西側の電気室、機械室について屋外化、レイアウト見直しで面積を縮小し、

休憩コーナーを拡大し、倉庫も設けています。 

      また、休憩コーナーについては、一人で来てもリラックスできるように、窓

際に一人席を設置しています。それから、議会の方にも展望コーナーを設けて

います。 

      展望テラスについては、社会科見学で市内の南西、南東方向を見渡せるよう、

左右に屋外のデッキを設けています。 

      北西角に設置していた倉庫を清掃休憩室、清掃倉庫に変更しています。 

      続いて 5番目の立面計画になります。 

      私たちの考えとしましては、人や身近に触れるインテリアについて、強調し

て浮きだたせるために、土蔵の漆喰壁に代表される白、サッシの黒といった、

ニュートラルな色調を基本ベースとして建物全体を組み立てています。 

      このようにシンプルでありながらも、地域に親しみを与えるデザインとなる

よう、建物のコーナー部分である、吹抜けのある市民ホールを配置し、透明感、

開放感のある外観としています。 

      庇については以前は歩道まで伸びていましたが、その範囲を見直しています。 

      南側の 1 階から 3 階までは、来庁者の待合ロビーに面することもあり、横連

装の横に伸びる外観としています。 

      東側、北側及び西側については、個室が多いという事で、壁と単窓の組み合

わせによる外観とします。 

      続いて断面計画になります。 

      市民利用が多い 1 階エントランス、待合ロビーについては 3.5ｍの天井高さ

とし、2 階から上の待合ロビー、事務所については庁舎や事務所として一般的

な 2.7ｍの天井高さとしています。また、議場については一段高いところに傍

聴席がありますので、議場の天井高さは 6ｍを確保しています。 

      建物全体の高さについては、1 階の床面から一番高いところで 21.7ｍとなっ

ています。 

      続いて内装計画になります。 

      シンプルで長きにわたって親しまれる庁舎を目指して計画しています。 
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      1 階のエントランスは見通しを確保するためスライディングウォールとし、

床については大判のタイル、壁は塗装、天井は岩綿吸音板を使用しています。 

      1 階の窓口についても、エントランスからの連続性であったり、雪や雨の影

響を考慮し、床については大判のタイルとしています。 

4 階の議場は壁の低い部分は、左側が委員会室との間のスライディングウォ

ールとなっているので、スライディングウォールを化粧のシートで覆って、そ

れ以外の壁紙と合わせています。 

      上部は地場産材を利用した仕上げとし、床はカーペット、天井は岩綿吸音板

としています。 

      それでは、今日は模型を準備していますので、その模型をご覧になっていた

だきたいと思います。 

 

～～～模型を使って説明～～～ 

 

事務局   事務局より補足説明させていただきます。喫煙所については、市民委員会で

は議題にはなりませんでしたが、議会の方で喫煙所を設置すべきという意見と

敷地内禁煙にすべきという意見がありました。事務局としては、喫煙者は減っ

てはいますが、一定程度喫煙者はいますので、喫煙者にも配慮が必要と考え喫

煙所を消防署のアンテナ付近に設ける予定としています。 

      次にメインエントランスについてですが、前回の委員会で北寄りの配置だと

入ってすぐに閉塞感を感じるという意見がありましたので、南側に設置した場

合と比較検討してきました。その結果、南側に設置した場合、車寄せが南側に

下がってきて県道との距離が短くなり、車寄せまで十分に距離がとれなくなり

渋滞を招いたり、その渋滞している脇を車がすり抜けていくことになります。

そうなると車同士の接触事故であったり、駐車場からメインエントランスに向

かう来庁者が横断するときに接触が懸念されることから、北寄りの配置が良い

と考えました。また、市民ホールと情報コーナーの面積についても現在の案の

方が確保できること、メインエントランスを南寄りにした場合、東側から西側

に一直線上に通路ができてしまうので風が吹き抜けてしまい、冷たい空気が流

入する問題もありまして、今の案がメインエントランスの位置として良いので

はないかということになりました。 

      メインエントランスに入ってからの見通しの確保については、東側の階段下

の壁を無くしたり、内装の質感や、配色で工夫していきたいと考えています。 

      また外装の色については、白を基本にするとしていますが、先週開催した庁

内検討委員会では色の議論をすべきとの意見がありました。今の庁舎も白い外

観になっていますが、十数年前に外壁の色を塗り直し、億単位でお金がかかっ

しまうということもあり、白はどうしても汚れが目立ってしまうので、もう少

し違う色も検討したいと考えています。その結果については、改めてご説明し

ます。 

      それから、後で電気の方で説明しますが、要求水準書では有機 ELを設置する

としていましたが、この概要版では有機 ELの記載がありませんでした。しかし、

照明用の有機 ELパネルを確保し、トイレの鏡に設置するなどして使用する予定

です。補足説明は以上になります。 

委員長   それでは 1.設計方針から 7.内装計画までについてご質問、ご意見ありますで

しょうか。 

委員    1階平面図の西側の実線は通路なのでしょうか。 
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事務局   免震の蓋をかけている部分の表示になります。 

委員    西側は植栽があるようですが、通り抜けはできないのでしょうか。 

事務局   来庁者が通り抜けるというのは想定していません。南西側から庁舎に入る時

は南西側のサブエントランスからと考えています。北側から来庁される場合は

北西側のサブエントランスから入っていただくことを想定しています。 

委員    閉庁後に南西側から来られた来庁者は、敷地外の西側の道路か若しくは建物

東側を廻ることになることになり、動線が遠くなるので、建物西側を通り抜け

できるようにレイアウトを考えていただきたいと思います。 

事務局   建物西側を通ることができるよう考えていきたいと思います。 

委員    消防庁舎前の駐車場はそのままとなっていますが、アスファルトを剥がすな

ど工事をしないで、既存のまま残すのでしょうか。 

事務局   消防署前は工事をしない予定をしています。 

事務局   地盤のレベル的には現状のままで問題無いようなので、できるだけ活かせる

ものは活かしたいと考えており、不都合がある部分はご相談に応じたいと考え

ています。 

委員    1階平面図のところで住民票を記載するところはどこになるのでしょうか。 

事務局   記載台は待合ロビーと東側階段の西側に設置しています。 

委員    建物の色について、景観委員から白はいかがなものかという意見がありまし

たので、木の色やアースカラーなど米沢にふさわしい色となるよう慎重に検討

していだきたいと思います。 

委員長   喫煙所は 1 カ所となっていますが、現状の喫煙者、来庁者の人数を考えた場

合に、1カ所で十分なのでしょうか。 

事務局   現庁舎では来庁者用、職員用、議員用として 3 か所あります。時代を考える

と喫煙場所の制限は必要と考えており、新庁舎では全ての人が 1 カ所で喫煙す

ることと考えています。 

委員長   他の施設ではエントランス廻りに喫煙所を設置していると苦情が出ているこ

とが多いので、夜間受付などで来庁者が北西側のサブエントランスを訪れた場

合に苦情が来ないか心配されます。 

委員    4階の平面図で展望デッキは外に開放された空間なのでしょうか。 

事務局   屋外となります。外部の屋上に設置したものです。 

事務局   通常は安全管理の問題がありまして、手摺は設置しますが、危険な場合もあ

りますので、社会科見学など管理者が付いているときのみ外に出られるように

したいと考えています。よって、通常は締切としたいと考えていますが、4 階

南面はガラス張りとしていますので、建物の中からも外を眺められるようにし

たいと考えています。 

事務局   補足になりますが、図面の真ん中に屋外デッキと記載していますが、両サイ

ドが屋外デッキとなり、コの字型に手すりを設置する計画としています。 

委員    子供の安全面を配慮した計画にしてほしいと思います。 

委員    3 階秘書室受付に扉が付いていますが、ロビー形式は考えなかったのでしょ

うか。セキュリティの問題もあると思いますが、扉を廊下 4 の方に付けて開放

的にした方が良いのではないでしょうか。 

事務局   ご意見があった扉については、開庁時はオープンにしています。来客の方が

市長に用事があるときは、オープンにしている扉を入ってきて、秘書で受付を

し、お待ちいただく時は待合室又は応接室でお待ちいただき、秘書がご案内す

るということで考えています。秘書が誰もいなくなったときだけ、扉を施錠す

る予定です。 
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委員長   雪庇対策、雪対策はどのような計画となっていますか。 

事務局   パラペットには笠木ヒーター、東面には雪庇対策用の笠木を設置する計画で

す。 

委員長   サッシは凹凸が無いものでしょうか。 

事務局   なるべく凹凸の無いものを使用する予定です。 

委員    3階に湯沸室はあるのでしょうか。 

事務局   ミーティングコーナーの中に設置する予定です。今の庁舎は各階の女子トイ

レ脇に湯沸室を設置していますが、新庁舎では湯沸室という形では設けないで、

ミーティングスペースの中にミニキッチンという形で休憩するスペースとシン

クをおける形を計画しています。 

委員    消防庁舎前について、一般の車も通行するということでしょうか。その場合、

緊急車両の出動に支障をきたさないでしょうか。 

また、来庁者用の駐車場と職員用の駐車場の区分は目印をつけることにする

のでしょうか。 

事務局   駐車場については、まだ十分に議論されていない部分もありますので、もう

少し精査をした上で動線計画を検討していきます。 

委員長   それでは、続いて資料１の後半の説明願います。 

 

事務局   （8.構造計画から 14.サイン計画について資料の説明） 

 

委員長   それでは 8.構造計画から 14.サイン計画までについてご質問、ご意見ありま

すでしょうか。 

委員    自家発電は 3 日間ということですが、それ以上の停電が続いた場合、地下の

タンクから屋上に設置される自家発電まで電気で燃料をポンプで送る形になる

ので、自家発が止まったらポンプは動かないのではないでしょうか。 

事務局   地下に埋設されるオイルタンクに 3 日分の燃料が入っている訳ですが、ポン

プで屋上の小出槽まで供給していますので、油の残量を見ていただいて、少な

くなって来れば給油をしていただかなければ機能維持はできません。貯蔵量と

しては 3 日間ということになっています。それ以上、停電が長引くようだと、

ガソリンスタンドに給油を依頼して、給油をしていただければ、3 日間以上の

発電も可能となっています。 

委員    安価でそういう形でディーゼルエンジンを選択されたと思うのですが、空調

でガスを使う、そのガスについては 1 週間分を貯蔵しておくということ、給水

も 4 日間確保ということなのですが、電気でポンプアップで全て動くと思うの

で、ガスで自家発電を動かすことは考えられないでしょうか。 

事務局   今回は消防法の非常電源を兼用した発電機ですので、ガスの発電機というも

のもポータブルですとか、容量の小さいものはあります。今回計画している大

きさになりますと、消防法で認定されている発電機がガス炊きのものはありま

せん。消防法に対応したものはディーゼル若しくはガスタービンの 2 種類しか

ありませんので、今回はディーゼル式で軽油を燃料としています。 

委員長   8.構造計画で免震については球面すべり支承となっていますが、復元力は通

常だと積層ゴムによって確保すると思いますが、今回は何によって復元力を確

保する計画なのでしょうか。 

事務局   球面の形状によって元に戻ることと、ダンパーの剛性で元に戻るようになっ

ています。 

委員長   新庁舎は低層で鉄骨造のため比較的軽い建物となると思いますが、そのよう
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な建物でも免震の周期を 5秒以上とする計画はされているのでしょうか。 

事務局   球面すべり支承は建物の重さに関わらず周期を一定にできるというのが特徴

となっており、製品としては免震周期 4.5 秒と 6 秒の 2 種類があり、今回は 6

秒のものを採用しています。 

委員長   エネルギー吸収能力としては、鋼材ダンパーだけで、オイルダンパーは使用

しないのでしょうか。 

事務局  オイルダンパーは使用しません。球面すべり支承は摩擦力だけでもエネルギー

を吸収しますが、それだけで不足する部分で鋼材ダンパーを併用します。 

委員長   鉄骨造ということで、地震の揺れ対策は免震構造を採用するということで良

いと思うのですが、通常の床震動は支障ないのでしょうか。何か対策はとるの

でしょうか。 

事務局  代表的な執務室のポイントを取り出して、建築学会の床震動の評価指針による

検証を行い、問題無いレベルとなっています。 

委員長   建築基準法の基準値をクリアしていても、案外立っていても揺れるという話

をよく聞くので、十分に配慮していただきたいと思います。 

委員長   山形県の浸水想定が昨年変わったと思います。米沢については不明ですが、

場所によっては厳しくなったところもあったと思います。今回の計画で水害対

策は 1階のレベルを 50cm上げるとなっていますが、新しい浸水想定について市

役所の敷地はどのくらい厳しくなったのでしょうか。 

事務局   現在県で調査していますが、まだ結果は来ていません。今年度内に報告され

る予定となっています。 

委員長   結果が来ましたら、教えていただきたいと思います。 

委員    防災の件に関しましては、色々と今までも提案をさせていただいてきました。

自主防災会としましては、災害時の断水に備えて飲料水の備蓄であるとか、生

活用水の確保というために、風呂水であるとか雨水の利用を皆さんに呼びかけ

ております。新市庁舎でも雨水の利用を災害時だけでなく、常日頃も雑用水と

して利用できればと提案をさせていただきました。災害に対して非常に安全安

心な市庁舎ができると期待しています。太陽光発電や雨水の利用をもっと市民

へアピールし、米沢市全体で再生可能エネルギーの利用を推進していくような

形にできないかと思います。太陽光発電の発電状況を 1 階の市民ホールで数字

を表示するということも出ていましたので、そういうことを利用して再生可能

エネルギーのアピールをもっと市民にしていくということも大事だと思います。 

地下水の利用は地盤沈下の問題になっています。地下水も利用しなければな

らないと思いますが、もっと雨水も利用できる形にお願いしたいと思います。

また、雨水は他の自治体も使っているのでしょうか。 

事務局   当社で設計した事例でもかなりの採用実績があります。庁舎でも使った事例

はあります。 

委員    この機会に再生可能エネルギーを市でも使用しているとことを宣伝していた

だき、市民の方の利用促進にも展開できればと思っています。 

委員長   敷地の地盤は比較的良好と聞いていますので、いわゆる固い地盤に比較的低

層な建物、つまり周期の短い建物となることで、地震の強い揺れに対しては問

題ないと思います。しかし、長周期震動に対しては山形盆地で測ったものだと

3 秒程度の長周期が出ますが、米沢盆地は長周期がどのくらい出るのか分かれ

ば教えてください。設計段階で調査されるのであれば、併せて調査していただ

き、対策を検討する必要があると思います。4 階には議場や機械室があります

し、コピー機などが暴れないよう対策を検討していただければと思います。 
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事務局   地盤調査は今やっていますが、速報レベルで常時微動では 2 秒弱くらいで出

てきています。免震の機能としては、大地震時でも十分免震効果を発揮できる

と考えています。長周期対策については、計画地の地盤状況から、設計段階で

は必要ないと考えており検討していません。 

委員    外観に米沢市役所の文字は入るのでしょうか。 

事務局  入口前には設置する予定ですが、建物全体としてはこれから検討します。 

委員長   サイン計画と関連して、1階、2階は廊下が長く直線的なため、手前の方から

どこに何があるか見えにくいと思いますので、廊下の幅を変化させたり、サイ

ン計画で軸をずらすなど、遠いところから見やすい計画を検討していただけれ

ばと思います。 

事務局   窓口にはカウンターの間仕切りに部署名を入れたり、天井に番号を入れます。

まず番号で案内し、近くまで行ったら間仕切りの部署名を確認してもらうこと

を予定しています。また、運用中に部署の移動やレイアウト変更があると思う

ので、番号をスライドできるようにしています。 

委員長   エレベーター計画について、全て車いすとストレッチャー対応可ということ

でしょうか。 

事務局   ストレッチャー対応は西側のエレベーターのみになります。車いすは東側の

エレベーターも対応しています。 

委員長   基本的に一つのフロアに段差がある構成にはならないのでしょうか。 

事務局   階段以外は段差が無い計画としています。 

委員    エコボイドついて、執務室から A 階段、B 階段に抜けて、自然換気で空気が

抜ける計画だと思いますが、これは B 階段の場合は廊下に落として、換気窓か

ら抜ける計画なのでしょうか。換気窓は手動で開けるのでしょうか。 

事務局   B 階段の方は、廊下の方からではなくて、執務室に面した方から空気が抜け

ることを考えています。換気窓は手動がメインになりますが、エコボイドの上

の窓については、中央で制御する仕組みを検討していく予定です。 

委員    自然換気で空気を抜くのは各階ではなく、一番上で抜くのでしょうか。 

事務局   エコボイドの空気を抜くのは、ペントハウスの階段室の一番上になります。 

委員    AEDの設置場所を明示することは可能ですか。 

事務局   1階の市民ホールに設置する予定です。 

委員    全盲者に対する配慮は何か検討していますか。 

事務局   全盲者が来られたときにセンサーで反応する音声案内システムを検討してい

ます。 

委員長   点字ブロックは設置しますか。 

事務局   バリアフリー法や条例に基づき設置します。 

委員長   他に無ければ、（１）米沢市新庁舎建設基本設計（概要）についてを終了しま

す。続きまして、（２）その他になりますが、委員の皆様から何かございますか。 

事務局   今後の日程についてご説明します。外観の色について詰め切れていないとこ

ろもあり、また概算費用もまだまとまっていない状況です。今月末まで基本設

計を取りまとめる予定でしたが、2 月か 3 月にずれこむと今の段階では考えて

います。 

      工事の方については、5 月から工事用の囲いを設置して、樹木や外に置かれ

ている像を撤去する作業に入りたいと考えています。 

      樹木や像については、移せるものはできるだけ移すよう考えていますが、南

面にあるヒマラヤスギはかなり大きい木になっていて、今後のことも考えます

とこの機会に伐採した方が良いと考えておりますので、ヒマラヤスギについて



-8- 

は全部伐採するという方向で考えています。また、造園業者にも見てもらいま

して、市の木であるコメツガの木は 4 本あります。その内小さい方の 2 本は移

植できそうだということでしたが、残りの大きい方の 2 本は移植できないとい

うことで伐採する方向で考えています。南西角に桜も 1 本ありまして、できれ

ば残したいと考えたのですが、工事エリアにかかってしまうことから、その桜

についても伐採することになっています。 

概算費用について、今、積算しているところですが、設計に基づいた金額で

変更契約をしなければなりませんが、その変更契約を 6 月定例会か 7 月に臨時

会を開催してもらい変更契約をしていきたいと考えています。 

本格的な着工については 8月頃から着工したいと考えています。 

次回の市民委員会ではまだ詰まりきれていない部分の基本設計について、再

度事務局で固めたものを報告させていただきたいと考えています。 

委員長   最後になりますが、委員の皆様から何かありますか。 

委員    （特になし） 

委員長   今日も様々な意見がありましたが、一番難しいのは南側のエントランスにつ

いてだと思います。事務局で様々検討して、その結果、今の案が出てきている

ことはわかりますが、今日、意見も出ていますので、配慮できるなら、配慮し

ていただければと思います。他に委員の皆様から何もなければ、これで議事を

終了したいと思います。議事の進行にご協力いただきありがとうございました。 

 

４ その他 

委員    先ほど委員長からもありましたが、設計方針である市民に開かれた誰もが利

用しやすいコンパクト庁舎の 1 番から 4 番まで、これを十分念頭に置き、本当

に市民に開かれた庁舎であってほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

５ 閉会 


