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第１０回富岡市庁舎市民検討委員会会議録 

１ 開催日時 

平成２３年８月２９日（月）午後２時～午後３時４５分 

２ 開催場所 

富岡庁舎３階 大会議室 

３ 出席者 

戸所隆委員長ほか１５名 別紙出席者名簿のとおり 

４ 委員長あいさつ 

２週間ほど、国の研究費をいただいて、スペインとポルトガルの都市開発について見てき

た。その中で見ると市庁舎というのは工業化社会の時代に造られ、街のシンボルの様に中心

に都市計画されている。それをこれからの新しい時代にどのように対応させるか。それぞれ

で悩んでいる。

 富岡も工業化社会が始まった時に富岡製糸場という大きなシンボルが造られた。知識情報

化社会が成熟するにあたって、市役所がそれと連携しながら次の世代のシンボルなり、まち

づくりの基盤、中心になっていけるのか、これまで皆さんに色々と検討してもらい、今まで

とは異なった新しい考え方を入れてきた。今日はそのまとめなので、忌憚のない意見を出し

てもらい、次回が最終となるようにしたい。

５ 協議事項

  提言書素案について

<委員長> 今まで皆さんに審議してもらったことが提言書素案という形で、皆さんのお手元

に配られていると思う。今日は、これについて色々と指摘してもらい完成させたいと思う。

 まず２ページの「１現庁舎の現状と課題」のところで何か意見はあるか。なぜ庁舎を新し

くしなければならないのかということについてはこれで良いか。３ページの「２市庁舎の整

備の必要性」についてはどうか。

 ここでちょっと感じるのは、２のテーマが「市庁舎の整備の必要性」となっている、必要

性というのは課題の方で整理してある。むしろ、ここはこれからの検討にあたっての方向性

ということだと思う。タイトルを変えるように、再検討してもらった方が良いと思う。皆さ

んの意見によって方向が決まってきた。そのことを明確にする市民の検討委員会の立場を明

らかにするという方向でどうか。「３庁舎の位置」はどうか。

<副委員長> 「２整備の必要性について」を、「整備の方針・方向性」ということで考えると、

本委員会で議論した内容は、新庁舎を建設する、大規模改修をする、民間施設を使う、もう

一点「３庁舎の位置」にあった旧大成ポリマーの話も入れて良いと思う。４つの項目を議論

し、その検討事項について一つ一つ細かく書くべきだと思う。その結果、最終的に新庁舎を
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この位置に建設することに決まったという方が良い。今の素案では、必要性の話と位置の話

がぐちゃぐちゃになっており結論付けが見えてこない。

つまり、「２方針・方向性について」は旧大成ポリマーの話を入れて、４項目について検討

してきた。「整備方法について」は４つの方向の中から一つ一つ検討してきて、この位置に新

庁舎を建設するという結論に至ったという方が市民に上手く伝わると思う。

<委員長> ２に旧大成ポリマーのことを入れる。３は、それぞれ一つ一つ検討してきたこと

を入れる。なお、資料については特に議論のあった「現在地での新築」と「廃業となった民

間施設」との比較考量がこういう形であると資料を示した方が良いと思う。文言的には検討

してもらうが、流れとしてはそういう方向で良いか。事務局の方はどうか。

→<事務局> 事務局は中間報告書の文書をそのまま書いたが、今までの議論の流れとすると、

庁舎の整備の方向性と位置を分けて書くと議論の流れから外れてしまう。提言書のまとめ方

は、新庁舎を現在地で造るか、廃業となった民間施設を活用するか、大成ポリマーで造るか

など併せて議論されてきて、最終的に現在の位置になったとする。

<委員長> 「４庁舎の機能」はどうか。

<委員> 「②窓口機能の万全なセキュリティ設備」と書かれているが、セキュリティについ

ては特に議論して来なかったと思う。「万全なセキュリティ設備」とはどういったことなのか。

→<事務局> 具体的には、庁舎にある個人情報を保護するためのセキュリティ機能が一点。

もう一点は防災関係の議論にあった市民の方が庁舎の窓口の中まで避難してくることを含め

ての、市民スペースと執務スペースに明確な線が引けるようなセキュリティということで「万

全なセキュリティ設備」と書かせてもらった。

<委員> 庁舎の入口に門番を立たせという意味でなければ「万全な情報セキュリティの確保」

という書き方で良いのではないか。

<委員長> 庁舎全体のセキュリティをカードなどで強化し過ぎると非常に不便なことがある。

私が前に仕事をしていた大学は非常に高度なセキュリティであったが、高度なセキュリティ

であると全部をシャットアウトされてしまって入れないことがある。バランスが難しい。セ

キュリティについては簡単に結論がでないので、少し検討をしてもらうということでどうだ

ろうか。他にどうだろうか。

<副委員長> 機能について書かれている７項目については、ある意味、当たり前な最低限度

のことが書かれている。今まで議論してきたのはそれだけではなかったと思う。富岡にとっ

て必要なものは何なのかとの話がされてきたと思う。報告書を市長に提出するだけならよい

が、この提言書は設計の基本的な考えになる可能性がある。設計の概要書になったとすると、

今のままだと建物の基本的な考え方そのもの自体が伝わってこない。たとえば前回話をした

「世界遺産を目指す町」として土日業務をどうするかなどの話がない。設計する方にとって
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は提言書の内容で考え方が変わってしまう。社会の予測が不可能なので規模はできるだけ小

さくして、できるだけ柔軟な、造ったり壊したりできるような考え方の話が書かれていない。

もう少し今まで話してきた内容を付け足してもらうとありがたい。この報告書はどのように

使うのか。

→<事務局> 委員会からのこの提言書を尊重して、市としての庁舎建設の基本構想を作成す

る。柔軟な建物や土日業務などに関しては、次の「５庁舎の規模・デザイン」に「増改築を

見越したできる限りコンパクトな長寿命な庁舎」と短くまとめ、「①市民利用の部分で情報交

換の場所として自由につかえるミーティングスペースだとかイベント・災害対策に使えるフ

リースペース」と書いたので、その辺は手直しをしてもらえればありがたい。

<委員> 議論をしてきた中に、新しい庁舎の特徴があった、特徴ということで富岡市に求め

られている部分を別項目で書いても良いと思う。

<委員長> 市民の感覚としてこれからの庁舎はこういう機能や働きがほしい、そういう対応

にしてほしい。そういう中で理念的なことと最低限必要なことと、二つに分けた方が良いと

思う。

機能のあり方で言うと、たとえば、将来的には議会は夜間や土日に行うことがあるかもし

れない、それに対応できる庁舎を念頭において庁舎を造る必要があると思う。

上州富岡駅が新しくなる、富岡製糸場が世界遺産になる。いずれにしろ、富岡製糸場は富

岡市の宝であるから、それをつなぐ庁舎としての機能がある。庁舎には町全体をかたち造る

機能がある。庁舎をこの場所に置く意味を持たせた方が良いのではないか。市民も他の地域

から来た人達も、常に庁舎を通過していくそういう機能もある。その辺のことが入ると、こ

こで書かれている防災機能なり窓口機能などもちょっと違った面で考えることになる。

<副委員長> 委員長の言うように、機能の前に理念のような項をたてたほうが良い。

<委員長> 「５庁舎の規模・デザイン等」という項を４にし「新庁舎に求められる機能」と

か「求められるもの」とかのほうが良いと思う。

<委員> その構成の方が良い。今後、この提言書が市の方で基本構想を作る有力な参考資料

になるとすると、庁舎建設の大本の考え方とか理念が入っている方が良い。

<委員> 文面の「次のような庁舎機能の整備を考えてほしい」という部分は「ほしい」とい

う要望ではなく。「庁舎機能の整備が求められる」のほうが良いのではないか。

<委員> 全体の流れとして、整備方法が決まって場所が決まっている。基本的な理念を先に

書いて、それから専門家が加わるような議論の部分に入っていくのが良いと思う。

<委員長> 東京の区役所でのことだったと思うが、職員の職場環境を良くして業務をしやす
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くするという風に書くと市民から批判がある。職員がスムーズに働けるということは、税金

で賄われる市の経費の削減にもつながる。庁舎が非常に良くなったが、職員にとっては非常

に使いづらいということがある。職員が使いやすく働きやすい庁舎は、市民サービスの向上

につながることがある。当たり前なことだが理念としては必要だと思う。

<委員> 市民課に来て市民課では分らないことがあって他の課で聞くことがあっても、たと

えば、一体化してその課が近くにあってサービスが行き届いて短い時間で用事が済めば、来

た人も気持ちよく帰れる。市民が窓口で何十分も待つのはものすごい大変。まずは職員が働

きやすいのが一番だと思う。市民が庁舎に来るのはほんのわずかな時間、何かの時には使い

やすい、使い勝手があれば良いのではないか。

<委員長> 相互連携がうまくいくシステムができればお客さんの待ち時間も短くてすむ。心

地よい庁舎にしていくというのが理念に入れば良いと思う。無駄なスペースも省ける。これ

からますます市民と行政が協働化していく。協働化がやりやすいような理念、方向性が大切。

理念によって形はできてくると思う。その辺りを含めて他はどうだろうか。今までの議論を

した中でこれは書かれていないというものがあるか。

<委員> 市民にはどのように提言書の内容を知らせるのか。広報に載せるのか。別紙で配布

するのか。

→<事務局> 市のホームページには提言書の全文を載せる。広報で市民の方にお知らせする

には、文書量が多いので、提言書の内容をかいつまんでお知らせする。

<委員> 理念の部分になるのかもしれないが「ボランティアをしてほしい」との市役所の窓

口へ行ったら、「ここでは対応できない」と答えられたらしい。私たちのグループに相談して

もらえば対応できた。お客さんが来たときに「何処どこに相談してください」と一言あれば

良かったと思う。今は個人情報の問題などで職員の横の連携がなってないと思う。

<委員長> そういった横の連携がうまくいくような構造は、設計をどういう風にするかシス

テムの問題が大きいと思う。庁舎の構造がどういう風なものかで横の連携が違ってくると思

うので、どのようにそういうことを求めていくかが大事。

<委員> ５ページ「④自然環境のところ」を具体的に「自然エネルギーの活用」とかの文言

にしたほうがより分かりやすくなるのではないか。

<委員長> 確かに幅広くなる。他に文言で問題があるとか今まで発言したことが書かれてな

くてもったいないとかあるか。

<委員> 経済性とか探求性が入っていないと思う。
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<委員長> ５ページに「コンパクトな長寿命な庁舎」とあるが、そこのところにもう少し強

く書き込むかどうか。

<委員> ５ページ「④管理運営コストの低減」の部分をもうちょっと広く捉えて「ライフサ

イクルコスト」とし、大きな５番の中にライフサイクルコストを下げるための話を入れて、

５ページ④はあくまでも省エネということを謳うのであれば、CO2の低減と省エネ機能でま
とめていく方が良いと思う。全体の考え方としてはライフルサイクルコストの低減とした方

が良いと思う。

<副委員長> 設計する立場からすると理念はすごく大事で、凝縮した言葉があると良い。「市

民と共に進化する・成長する富岡市庁舎」などの言葉があると良い。設計者はある言葉にこ

だわり、キャッチコピーなどで細かいところが形づけられる。キャッチコピーを考えたほう

が良いと思う。

<委員長> 今まで議論してきたことを短い言葉で、こんな風にというものがあれば出しても

らうとありがたい。

<委員> たとえば、市民と議会あるいは行政が一歩ずつお互いに近づくような雰囲気の言葉

が大事ではないか。

<委員長> 議会活動と市民活動がもっと近づけるような、キャッチフレーズがあれば議会も

やりやすくなってくると思う。

<委員> 議員さんは、選挙期間中はまだ候補者段階なので身近に感じる。しかし、選挙が終

わって当選して議員さんになると別世界にいる感じになる。それではいけない。我々と関係

ないかのような状態になるのではなくお互いが一歩ずつ近づくような感じが必要だと思う。

<委員長> 「５庁舎規模、デザイン等」についてもう少しこうした方が良いということがあ

れば出してもらえればと思う。

<委員> 「庁舎の外観は富岡の景観に配慮した建物とする」とあるが、これは、富岡製糸場

の外観を考慮してという意味なのか。

<委員長> 富岡の風土にというか地域性にあった建物ということである。そのまま富岡の景

観の配慮でも良いと思う。

→<事務局> 委員会の議論した中で出てきたものをそのまま入れた。文章にすると色んな風

に読める。今日、意見をもらって直していけたらと思う。そもそも建物の外観の話をここに

入れるのかも議論してほしい。
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<委員長> 富岡の場合は高層建築を抑える方向で景観形成をやっている。庁舎もそれに則っ

て高さを抑えるという考え方と、富岡製糸場や街並み全体を見渡せる場所がないので、庁舎

だけはシンボル性とか全体を上から見た景観を大事にするという考え方から、制限を超えて

高層にするという考えがあると思う。そんなことはしてはいけないとするのか、市役所だけ

は全体を見渡せるものにしても良いという考え方にするかは理念等に係わってくると思う。

<委員> 富岡市は景観条例を施行して、現在地は指定区域の中に入っている点を考慮すると、

条例を作った市側で、市役所は特別、特例だから高層建築にするということは考えにくいと

いうのが市民的な考え方である。逆に景観を維持していくためのモデル建物として位置付け

たほうが良いと思う。県庁舎や高崎市役所は展望台を設けて周りを見渡せるようなっている

が、富岡の市役所でそのような機能が特に求められていないのであれば条例に則った方が良

いのではないか。

<委員> 富岡市は４階以上の建物がない。今の消防のはしご車は４階までの高さにしか対応

できない。もし高層ビルができるとなると消防のはしご車も購入しないといけない。しかし、

高い建物ができて周辺が見えれば、一つの憩い場というか、楽しみが増えていいと思う。

<委員> いまの建築技術でコンクリート建物を建てたとしても耐用年数は５０年なのか。

<副委員長> そう思ってもらっていいと思う。

<委員> 委員長は海外に行ってきたようだが、私たちが知っているヨーロッパでは地震がな

いということかもしれないが、石でできている大聖堂がシンボル的なものになっている。

<委員長> あくまでヨーロッパ文化であり、何を基準に考えるかが問題で、市庁舎と教会と

広場とそれをつなぐ道路を基準としている。自然発生的にできてきた町と計画的に造ってき

た町は違う。日本のように自給自足ができる気象条件の中であると、きちっとした規制を掛

けないと、どこでも間違いが起きる。

日本は日本の、富岡は富岡の形をどう考えてまちづくりをするかが重要だと思う。

<委員> 友達からどんなデザインの市役所ができるのと聞かれるが、イメージが湧かない。

「市民と共に進化する庁舎」は理念としては分かってきた。ところがデザインが問題。今ま

での話から副委員長のイメージを言葉で表すと、どんなコンパクトな増改築が見込める庁舎

となるのか。教えてもらうと友人にイメージはこんな感じだと言いやすい。まとめ方の一つ

としてあっても良いと思う。

<委員> 富岡駅のコンペの公開プレゼンに行った方は７つの作品を見て分かったと思うが、

あの駅であれだけ多様な種類の案が出てくるとは一般の人は想像もつかなかったと思う。お

そらく皆さんが考えている「コンパクトで増改築できるという庁舎」というものは、実際に
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は、すごく多様なデザイン案ができると思う。何が富岡らしいかということもすごく多様。

本当は、理念なりイメージをきちんと実現できる人を選ぶことがすごく重要で、そういう

設計者を選ぶということを提言書のどこかに入れた方が良いと思う。ただし、市民と協働し

て、市民の声を取り入れながら設計をしていくことも必要だと思う。理念があったとしても、

その理念をきちんと市民に説明したり、市民の意見を取り入れたりしながら「それはこうい

うこと」ときちんと提示していけるような優れた建築家、設計者を選ぶことが重要だと思う。

話は戻るが、イメージはなかなか言葉にしづらいと思う。副委員長のイメージは出せると

思うがそれが全てではないと思う。いろんな形があると思う。

<副委員長> その通りだと思う。同じキーワードに対し１００人の建築家がいれば１００人

の答えがある。皆さんが設計者を決めて案を決めるということが大事。「６庁舎建設事業計画」

の中に、市民の意見を取り入れるというシステムを、明確に位置付けてもらうことが「市民

と共に」のところを現実にする一つのファクターだと思う。

<委員> 先ほども言ったように設計者をどう決定するのかを、具体的に我々の考え方として

提言書に盛り込んでいくことが大事なことだと思う。  

<委員長> 市民の意見を聞きながらと言うが、市民は一体誰かということも、市民も１００

人１００様である。市民が５万人いれば５万人の案がある。何をもって市民とするかという

ところも非常に難しい。

それを総体として理解し、ある程度のところで設計者は一定の条件の中で選ばなければな

らない。それが結果として「良かった」と思われる、そういう設計者を選ぶにはどうしたら

良いかを決めることはなかなか難しい。

<委員> 副委員長のキャッチコピーはどんな感じか。

<副委員長> 大事なのは１０年先２０年先を読めない社会システムでもそれに対応する行政

もどういう風になるのか読めない。ところが建築というのは造ったら５０年はそのまま残っ

てしまう。だからそれをいかに自由に変化させることができるような建物を造るか。不変的

なものはきちっと作っておく、そして、それ以外のものについては柔軟に１０年単位で変わ

ることができるようなシステムを取り入れることが必要だと思う。これは基本的な考え方で

あるから大きくは間違っていないと思う。それを理解して、たとえば１０人の建築家にテー

マを与えたとしても、答えは全部違って出てくる。だから、この委員会でできるのはそこま

での基本的な考え方で、形というのは別の次元だと理解している。

<委員> 副委員長が、今言われたような考え方をまとめるとどうなるのか。難しいか。

<副委員長> 難しい。
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<委員> 案外、世界遺産に捉われることなく、レンガに捉われることなく、将来を見てコン

パクトで、条例に反しない景観を損なわない建物が良いのではないか。やはり十人十色、１

００人に聞けば１００人の答えが出でくるのはわかるが、私たちは素人で建築的なことは不

勉強なので、アドバイスをもらいながら進めていく方が良いと思う。

<副委員長> まったくそうである。正直言って「形をこうした方が良いのではないか」と設

計者に言うのはどうも間違っていると思う。本当に優れた専門家はきちんとしたデザインの

中に、全うできるようなシステムを兼ね備えている、そう人を選ぶとことが重要だと思う。

<委員長> それでは、今の意見を理念のところに入れながら。一つは市としての権威を保ち

つつ、行政としてのあるいは市民の代表としての議会などの権威を保ちつつ、かつ、市民活

動、官民協働がしやすいような庁舎とういうことになると思う。

その設計を具体的にどうするかということになるが「６庁舎建設事業計画」の表現がこれ

で良いかということになるわけだが、どうだろうか。市民の合意形成を図るために、事業計

画については、情報公開しながら市民の意見を聴取、勘案しつつ進めるということで良いか。

<委員> もう少し具体的に、建物を設計するにあたり市民の意見をきちんと取り入れるよう

な書き方にしてほしい、市民の意見を尊重してほしいというような要望的なことを書いても

良いと思う。

<委員> プロポーザル方式を具体的に説明してほしい。

<委員> いわゆる一般に言われているプロポーザルというのは、考え方を提示してもらって、

その考え方を基に人を選ぶと言われている。案を選ぶのではなくて人を選ぶ。相性が良いだ

とかこの人だったら上手くやっていけそうだとか、自分で家を設計するときは大体そうだが、

嫌な人には安くでも頼まない。そういうのと同じ。

コンペというのは、もう少し具体的に求めるものが決まっていて設計案そのもので選ぶ、

設計がほぼそのまま。プロポーザルというのは案も出てきて選ぶが、その後、話し合いによ

って色々と変えていく要素はある。

実際コンペやプロポーザルであっても、設計者は依頼者の言い分を聞いてないのでその後

の話し合いで設計を変えたいと考えていると思う。

<委員> たとえば「プロポーザル方式を望む」という文言を入れられないか。

<委員長> 提言書に入れることは問題ない。それを市なり議会が受け入れるかどうかは別問

題。けれども、委員会の意見は当然尊重してほしい。ただし、委員会の意見も憲法ではない

ので意見が吹き飛ばされる可能性はある。もし委員会でプロポーザル方式が良いかあるいは

コンペ方式を取り入れるべきか決めるのであれば、「ほしい」ではなくて「望ましい」という

表現の方が良い。要求型ではなく委員会で決めたという形にすべきだと思う。
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<委員> 私はコンペだとかプロポーザルだとかこだわらない。「きちんと世界に通用するよう

な市庁舎を実現できる設計者を選ぶ方式を取る」と書いてほしい。

<委員長> あまり具体的に書くよりは、先ほどの理念的なところで抑えた方が効果はある。

あまり具体的にするとそれを採用するかしないかという話になってしまう。理念になるとそ

れを頭に入れて動かなくてはならない。今のようなことでよろしいか。

<了解の声あり>

<委員長> 次に資金計画についてだが、これは我々がここで議論することではないと思う。

これで良いか。

<了解の声あり>

<委員長> 事業期間もこれで良いか。最後の「７庁舎建設とまちづくり」について、この項

は修正版では消してある。理由は説明してもらうが、今までの議論をしてきたことを考える

と理念のところに入ってくるので消されても特に問題ないかと思う。

→<事務局> 今回の修正版で消させてもらった理由は、前回の委員会の議論の中で庁舎建設

とまちづくりという話があったので、入れさせてもらった。よくよく考えると、この提言書

の内容は庁舎の建設の提言なので「庁舎建設とまちづくり」については、たとえば、戸所委

員長の「はじめに」の文章の中に入れてもらっても良いと思い、削除した。

<委員長> この部分については理念のところにもかなり入ってくるので、７は消して理念の

方を充実させるということでよいか。一つ一つやってきたが全体としてはどうか。

<委員> ５ページ中ほどの「⑤議会機能」の内容に「会派室」という項目が設けられている

が、現状で会派室はあるのか。

<委員> 会派室の機能、場所はない。議員が勉強したり集まる場所が全くないので、皆自宅

の事務所でそれぞれやっているのが現状である。３年程前から会派室を作りたいということ

で、議員控え室をカーテンで仕切って会派室にしようとしたこともあったが実現しなかった。

<委員> 会派室ということだが、専用の会派室を設けたり、会議室をいくつか用意してそれ

を会派室として利用するという考え方とかあると思う。会派なので、所属議員が一緒になっ

たり別れたりする場合もあると思うがその辺りのところはどういう風に考えているのか。

<委員> 個人的には、会議室の利用でも良いと思う。いくつか小会議室みたいなものがあっ

て、皆で共有して使っても良いのかもしれない。しかし、色々と書類を置かなければならな
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いこともあるので、できればそういうスペースがほしい。

<委員長> この議論は、ここで結論づけるのは難しいと思う。書き方とすると「１現状と課

題」のところに「議会活動をする会派室がない」とか、何か一文入れたらどうかと思う。

 私たち大学の教員の場合、大学に研究室がある。これが自由に使える。そして一定の物を

置くことができ、初めてそこで色々議論ができる。

議員さんたちが勉強したり、議論したりしもらう場所がないということは、実はかなり議

員さんの活動を妨げ、本来やらなければならないことができないということにつながるかも

しれない。そのための部屋を設置することが議員さんの動きやすさにもつながると思う。

議場をフラットにするとかとは別の問題で、機能の問題としてあるかと思う。

<委員> 贅沢なものは求めてないが、集まって議論する場所があると良いと思う。

<委員長> 「会派室の新設」とか課題に入れると良いと思う。他に何かあるか。

<委員> ８ページの「６市民の利便性③窓口の利便」が△になっている理由を教えてほしい。 

→<事務局> これは、比較が難しいという意味で△になっている。窓口の利便性を向上しよ

うと思って、施設的にいろいろ改築をすると仮定すると、既存の廃業となった民間施設にし

てもすごい事業費をかけて改築すれば、新築と同じ程度のものができるだろうと考えられる

ので、単純には比較ができないので△になっている。費用を考えないで、利便だけを考える

と同じものができるということで△にしてある。

<委員長> 最後に、全体としてどうだろうか。今日、意見をもらったものを含めて取りまと

めて、次回市長に提出しようと思っている。
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