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第１１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９月１３日（火）午後２時～午後３時３０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１４名 別紙出席者名簿のとおり 

４ 委員長あいさつ 

今日はこの委員会の最後ということです。一時間ほどで、取りまとめたいと思うので、

ご協力の程よろしくお願い致します。

５ 協議事項

  提言書案について

<委員長> 今日は、提言書の最終確認をしてもらう。前回の意見を取り入れて直した

ものを皆さんにお送りし、それについて意見が出てきて、その意見を反映したものが、

今皆さんのお手元に配付されている。どのように訂正したのか、事務局から説明を聞い

た後、最終確認していきたいと思うので、先ずは事務局から説明をしてもらう。

→<事務局> 事務局から訂正についての説明

<委員長> 今説明があったように、皆さんからの意見を反映してあるので、順次１ペ

ージの１から確認を取りたいと思う。１ページの「１現庁舎の現状と課題」はどうだろ

うか。文言的に問題がなければこれで良いか。

続いて「２庁舎整備の方向性」についてはどうだろうか。

「３庁舎整備の方法について」は、９ページに資料３として「庁舎整備の方向性とし

て４案を協議した際の主な意見」という形でまとめたようだが、どうだろうか。

また建設コストについて、耐用年数を考えることをプラスしたということのようだ。

<委員> 今の建設コストの件だが、下から３行目の赤字のところで「現在地での庁舎

建設の当初建設コストの高さも」とあるが「高さも」とするとあたかも高そうな庁舎を

造っているような感じとなるのでの「高さ」を切って「コスト」でも良いと思う。

<委員長> 「の高さ」の３文字を削ることですっきりする。よろしいか。
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<委員から了解の声あり>

<委員長> 次の「新しい庁舎のあり方について」これは皆さんの意見を聞きたい。

資料に併記されているように、前回の議論の中で理念を表した言葉として「市民と共

に進化する庁舎」というキャッチフレーズを出してもらった。これに対して「市民と共

に歩み続ける庁舎」が良いという意見があり、事務局としてはどうしたら良いのだろう

かということで併記している。どちらにするかを皆さんに意見を聞きたいと思う。どう

だろうか。

<委員> 前回、キャッチフレーズがあった方が良いという話で、副委員長さんから提

案があったと思う。「市民と共に歩み続ける庁舎」というのはごく当たり前な話で、当

然、庁舎自体は市民と一緒に歩み続けなければならない。議論の中で色々な意見等で市

庁舎の役割も時代と共に変わるだろうという話があった。それに対応した庁舎ができれ

ば良いと思う。色々な部分で考えると「進化する」という方が、私は分かりやすいとい

うイメージを持っている。

<委員長> 人によって取り方は違うかもしれないが「市民と共に歩み続ける庁舎」は

当たり前というか一般的という感じがする。進化と言ったときには時代と共に変革して

いくというか、ダーウィンの進化論ではないが、だんだん進歩していくというか時代に

対応しながら変革していくというイメージがある。そういう風に考えると、今言われた

意見もあるかと思う。どうだろうか。

<委員> 私が提案したのだが、意見を出したときは、委員長の文章もなかったので、

なんとなく進化というのが、その場で「前へ前へ」みたいな感じに捉えられるのが嫌だ

と思った。今みたいな時代なので「緩やかな」ということも必要ではないかということ

も含めて提案させてもらった。委員長の冒頭の文章であったり、今回修正された文章を

読むと、ごくごく当たり前の「歩み続ける」という言葉になってしまったと思う。内容

がだいぶ整理されてきたので「進化する」の方がキャッチコピーとして良いと思う。

<委員長> 「市民と共に進化する庁舎」で良いか。特に反対がないようなので「市民

と共に進化する庁舎」にしたいと思う。他に４のところで何かあるか。

<特に意見・異議なし>

<委員長> ４はこれで良いということか。「５庁舎の機能」はどうか。よろしいか。
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<特に意見・異議なし>

<委員長> 「６庁舎建設事業計画」についてはどうか。

<特に意見・異議なし>

<委員長> 資料としては資料１とか資料２とか番号の付け方を変えた。資料３につい

ては本文にあったものを移した形で定義してある。ここについて意見あるか。

<特に意見・異議なし>

<委員> 事務局に聞きたいのだが、「１現庁舎の現状の課題」のところで、北庁舎は富

岡庁舎より 1年着工した年数が早いとある。昔、農協がもっていて２階や３階で結婚式
に呼ばれた記憶があるが、今でも北庁舎は農協の建物、土地なのか。

→<事務局> 所有権は、建物も土地も市に移っている。

<委員長> 「はじめに」について書かせてもらったが、これで良いかどうか皆さんに

読んでもらい修正させてもらう。

<委員> ５ページの「６庁舎建設事業計画」について「市民の合意形成を図るため、

事業計画については、積極的に情報を公開するとともに市民の意見を聴取し、尊重しな

がら進めることが望まれる」と書かれているが、委員会で出た意見等を考えると、庁舎

を設計する段階においてもできるだけ市民の意見を取り入れていくような、もう少し強

い提案があっても良いと思う。一先ず聞いておけば良いという風に読み取れなくもない。

具体的に計画が進んでいく段階においても市民が関与できる部分があっても良いと思

う。市民の意見を積極的に聴取しても良いと思う。

<委員> 合意形成をするために情報公開して意見を聴取するわけだから、「市民の合意

形成を図るため」は要らないと思う。

<委員長> それで良いか。

<委員から了解の声あり>

<委員> ７ページの比較資料が見づらい。左詰めだったり、真ん中から文章が書いて

あったりして見づらい。同じことが２回書いてある。
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→<事務局> 会議の当日の説明資料をそのまま載せてある。特にまとめてはいない。

基本的にはこれをもとに話合ったということで資料を載せている。

<委員長> もう少し最終的に整理できるところは可能な限り整理しておく。もし変え

るとしたら平成２３年３月２４日資料改変や抜粋とか書く。

<委員> おそらくこの資料も公開されるわけだから見やすい方が良いと思う。

<委員長> 内容を変えるのではなくて、体裁を変える。全体これで良いか。

<副委員長> 色々な経験の中で、パブリックコメントはあまり効果がないと思う。で

きるならば、市職員の団体と設計者が話合うとか、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の市庁

舎を多く利用する人たちの団体と設計者がワークショップ等で話合う場を設けるのが

一番大事だと思う。パブリックコメントはやらなくてはいけないことなだと思うが、個

人的な意見が出てくるので、首をかしげる意見が多い。設計者はプロだからその人たち

がどう判断するかに関わってくるので、市庁舎を多く利用する色々な人たちと話し合う

場を設けてほしいと思う。

<委員長> 訂正はあったが、これで提言書として提出させてもらうが、よろしいか。

<委員から了解の声あり>

<委員長から市長へ提言書手渡す>

<市長からあいさつ>

・市民検討委員の皆様には、昨年の８月から１１回にわたり市庁舎のあり方について検

討していただき、ありがとうございました。

・委員の皆様に検討をお願いした時点では、全く白紙の状態であり、毎回の会議録を読

ませてもらい大変ご苦労してもらっていると感じていた。今回、議論の結果をこのよう

な提言書にまとめてもらい心から感謝を申し上げます。

・市では、この提言書を受けてこれから本格的な庁舎建設の検討を進めるが、委員会の

提言を尊重し、庁舎整備の基本構想を今年度中に作成し、次年以降、基本設計と実施設

計そして建設へと事業を進める予定です。
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<委員長から提言書の内容について説明>

提言書の「はじめに」で書かせてもらったが、建物としての現状の市庁舎は時代の移

り変わりにより色々と問題が発生している。今回、市民公募も含めここに集まった非常

に幅広い立場、地位の委員の皆さんにその問題を色々と検討してもらい、意見交換をし

てきた。それらを今日まとめることができたので、この提言書は委員会の総意であると

考えほしい。

色々と時代は変化していくわけだが、この新庁舎は、これから１００年使っていく中

で、市民活動や市の行政というものが順次進歩していくために、年と共にただ老化する

のではなく、少しずつ市の発展と共に上手く進化していく市庁舎にしてほしい。そうい

う面では核になる部分については堅牢に造りながら、一方では時代と共に変化する、か

なり柔軟性を持った新しいタイプの市庁舎ができたら良いと思っている。一言で言うと

「市民と共に進化する市庁舎」ということだ。

提言書の１ぺ―ジの「現庁舎の現状と課題」に、市長さんが言われたように老朽化や

耐震性の問題があったり、ユニバーサルデザインの対応ができなかったりするなど建物

としての問題が書かれてある。また、議会活動への支障がある。スペースの問題で、会

派室がないということは、議員活動をする上に置いて非常に重要な問題だと思う。他方

で、今の階段状な議場ではなくて床がフラットなものなど、新しいタイプのものにして

はどうか、常に使っている場所ではないので、もう少し汎用性のある空間にしたらどう

かということも含めて新しい議場のあり方なども議論された。

庁舎整備の方向性については、市民にとってもこの場で働く者にとっても居心地の良

いものにするということを念頭に置きながら、４つの場所の検討を行った。色々と検討

した結果、中間報告もさせてもらったとおり、建物の耐用年数、今後のまちづくり
．．．．．

等を

考えると現在地において新庁舎を造るのが良いという結論になった。その庁舎のあり方

は、どういう理念かというと３ページにある庁舎の理想像のとおり「市民と共に進化す

る庁舎」ということだ。

また、市庁舎は、富岡のシンボルとならなければならない。この地域の人々にとって

のシンボルであるとともに、外から来られた人が富岡ってどんな所だろうと思ったとき

に市庁舎を見て判断することもあるので、そういう面からも内外ともにシンボルとなる

ようなものにしなければならない。新しい時代におけるシンボルとは何かというと、こ

れからは市民協働というか、市民と官と民が協働で色々と当っていくことが必要となる

と考えられるので、市民参加のまちづくり
．．．．．

のシンボル・拠点のとして市庁舎が中心とな

っていくということを強調しておきたいと思う。

庁舎の機能としては、市民利用・活動支援機能で土曜日や日曜日でも使えるような広

く色々に活用できる庁舎にしてほしい。窓口機能はこれまでのものを活かしながらより

市民の利便性を高める形にする必要がある。防災・災害対策機能は、今、特に問われて

いるので、十分に配慮してほしい。自然エネルギーを活用した省エネ・少資源機能も配



6 

慮してほしい。また、現状の建物はユニバーサルデザインについては非常に弱いことも

あり、新庁舎ではユニバーサルデザイン機能を十分に備えて、誰にでも優しい庁舎にし

てほしい。そして、議会機能、執務機能は高度化を図ってほしい。

５ページにあるように庁舎建設事業計画をこれから具体的に作るに際しては、積極的

に情報公開をし、同時に市民の意見を十分に聴きながら、それを尊重して進めてほしい。

これは本委員会の重要な要望の一つである。

また、市庁舎が富岡のまちづくり
．．．．．

のシンボルとして、市民の皆さんに理解してもらえ

るように考えてほしい。今度、新しくなる上州富岡駅と、世界遺産登録運動をしている

富岡製糸場の中間となる新庁舎の位置は地理的、歴史的に非常に重要である。まちづく
．．．．

り
．
という観点からも単に市庁舎を造れば良いということではなくて、この地域のまちづ

．．．

くり
．．
、これから１００年間にわたって持続的に発展していくときのシンボルなってほし

い。そういう意味では１００年以上前の富岡製糸場に対して次の新しい歴史を創っても

らいたい。そしてそれらが一体となって富岡という街を発展させるものに是非なっても

らいたい。こういったことを念じながら、市庁舎市民検討委員会の委員の皆さんが非常

に真摯に議論してまとめたものを市長さんの力量で実現してほしいと思う。

<委員> 市民委員として参加させてもらった。これから先の富岡の新しい庁舎のあり

方については、より市民と連携して市の行政にあたっていかなくてはいけないと個人的

には思っている。そのためには新しい市庁舎においてはボランティア団体、その他市民

の団体等との連携を図りながら進めてほしい。新しい庁舎にはそういう連携が図りやす

い形をとってほしいと思う。可能ならば、これから先の建設の基本設計にもある程度市

民や団体等の意見が反映されれば、より連携が取りやすい行政の事務のスペース等も設

けられると思う。是非、そこのところをよろしくお願いしたい。

<委員> 富岡市というところは古くから自然災害が非常に少ないと言われてきた中で、

昨今の震災や台風１２号、集中豪雨を見た中でその神話はもう過去のものだと思ってい

る。したがって、この市庁舎を建てるときにしっかりした建物と同時に近隣のインフラ

整備というものを併せて実現してもらいたい。

<委員> 途中からこの会に参加させてもらい市民の方が活発な意見交換をして、富岡

市の将来を心配していると感じた。私も市民だが、今後、議会でも検討委員会でこの件

について一所懸命に検討したいと思う。お金を掛けていい庁舎を造るのではなく、皆が

本当に良かったな、こんないい庁舎ができてというのが一番良いと思う。そういうこと

を目指してこれからも一所懸命やっていきたいと思う。

<委員> 建築のことに関しては全く素人なので、委員長さん、副委員長さんに色々聞
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きながら会議の中で参考にさせてもらった。私が思うに、この提言書の中で、まず委員

長さんの「はじめに」という文章、それから提言書の中にある庁舎の理想像などの観念

的な部分を是非、理解してもらい実際の建築物に役立ててほしいし、建築物に込めても

らいたいという気持ちがある。よろしくお願いします。

<委員> 私は委員に選ばれたときに目標をいくつか持ってきた。一つは今の市庁舎の

近くに富岡駅があるから、それと昔の甘楽郡が一つになるような特に南牧、下仁田、甘

楽町の人たちが見たときに「さすがに富岡市だな。あんな富岡市に入りたいな」という

ような富岡市にしてもらいたいと思う。

<委員> お世話になりました。市民検討委員会という名前の委員会で、まさしくそう

いう委員会だったと思う。原案があって決まっているのではなくて、自由に委員の意見

が述べられてそれが提言書にまとめられたという感じがしている。委員長さんと副委員

長さんの力が大きかったと実感している。それ程お金を掛けないで、これだけ機能的で、

これだけ使いやすい市役所ができたという風な市役所を造って、他から視察に来てくれ

るような建物になると良いと思う。よろしくお願いします。

<委員> 委員会に出席して、この委員会の難しさを感じて今日までやってきた。委員

長さんの会議の進め方、大勢の皆さんから意見を取り入れるその巧みな誘導に感心して

いた。本当に感激している。

いずれにしろ、新しい庁舎ができても、高齢者に優しいとかそういうことしか分から

ないが、（老人クラブの会議のときに）南庁舎の急な階段で怪我をしないで帰れれば良

いなと毎回考えながらいたが、一日も早くその不安が解消されて、気楽に会議に臨める

ようになると良いと思う。よろしくお願い致します。

<委員> ともすると結論ありきような会もなくはないけれど、この会は、本当に白紙

から１１回という時間を費やして、皆さんで練りに練った提言書だと思う。これから新

聞報道等されると色んな考えを持った方が色んなことを市長のところに話が来ると思

うが、この提言書を基軸として我々の意見を尊重してもらい、一日も早く形になるよう

に努めてほしい。よろしくお願い致します。

<委員> お世話になりました。私も微力でよくわからないままに１１回出席させても

らったが、本当に委員長さん、副委員長さんはじめ皆さんすばらしい意見を持っている

と思い、参加させてもらってありがたく思っている。こんな良い提言書ができたので、

是非、これを新しい新庁舎にたくさん盛り込んでほしいと思う。よろしくお願いします。
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<委員> これから、富岡のまちづくり
．．．．．

もどんどん広がっていくのだと思う。その中で

庁舎も一つのまちづくり
．．．．．

として加えてほしいと思う。そのことで行政が身近に感じられ

ると思うし、市民に愛される進化し続ける庁舎になると思う。世界に誇れるまちづくり
．．．．．

と庁舎づくりができることを望んでいる。また、それを実現する一つの手だてが、優れ

た設計者を選ぶということにあると思うので、それに関しても是非検討してほしい。

色々ありがとうございました。

<委員> 庁舎建設を機に、行政と市民が身近になり共に進化するとあったけれど、ま

さにその通りになって、他所から来た人が富岡らしい庁舎だと言ってもらえるような庁

舎ができたら本当にうれしく思う。参加させてもらいありがとうございました。

<委員> お世話になりました。富岡市というコンパクトなまちの中に歴史的に非常に

価値のある世界遺産を目指す製糸場と、今度コンペで設計された駅ができ、市民の声が

非常に反映された庁舎ができたら、とても面白いまちができるのではないかと期待して

いる。よろしくお願い致します。

<副委員長> 戦後、自治体庁舎というものは建てられて、今、建て直しの時期に入っ

ている。全国の市庁舎を見ると、確かに立派な建物がある。あるいは、ある意味質素と

いう建物もあるが、市民がそれをどういう風に使うかというところに大きな意味がある

と思う。

市庁舎の建設は、富岡市民という家族の住まいを造ることだと思う。住まいというの

は家族が中心で居間がコミュニケーションの場になっている。住まいが立派でも家族が

バラバラで帰って来ない人たちがいる。そういうことではなくて、市民という家族の市

庁舎という住まいがコミュニケーションの場となるような市庁舎という住まいを造っ

てもらう。そうすることによって、行政と市民が非常に近くなる、あるいは市民と市民

が近くなる。これから行政の仕事も少しずつ市民が負担するような仕組が取れるように

なると思うし、そうなれば、全国的にも有数な市あるいは全国的に有名な富岡市になる

と思う。お金を掛けることではなくて仕組を作ることが大事だと思う。

是非、市民の意見を取り入れて立派なものを造ってほしいと思う。ありがとうござい

ました。

<市長> 今、皆さんからの思いを聞かせてもらった。その思いがこの提言書に入って

いるということなので、先ずはこの提言書を尊重して市庁舎を造って行きたいと思う。

 皆さんの意見を委員長さん、副委員長さんがまとめて、皆様の真剣な議論がこの中に

集約されていると思う。私もこういう形でまとめられた意見書はしっかりと尊重したい

と思うので、よろしくお願いします。



第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回

8/23 9/30 11/26 1/28 2/28 3/24 5/27 6/24 7/26 8/29 9/13

春山　邦雄
（髙橋　章）
（大手　治之）

富岡市議会議員 × ×

吉井　洋二
（佐藤　剛）

富岡市議会議員 × × × ×

植村　昭男 富岡市区長会会長 × × × × × × ×

須藤　京子
富岡女性懇談会運営委員
富岡市くらしの会会長 × × × ×

高木　良次 連合群馬富岡地域協議会事務局長 × × × × × × × × ×

小堀　良夫
（田口　基）

富岡商工会議所会頭 × × ×

武井　哲郎 富岡市観光協会総務委員長 × × × ×

舟根　登志子
社会福祉法人富岡市社会福祉協議会理事
富岡市民生委員・児童委員協議会会長 × × × ×

松本　久良
社会福祉法人富岡市社会福祉協議会評議
員

真砂　芳夫 妙義町地域審議会会長 × ×

三田　武夫 富岡市老人クラブ連合会副会長 × × ×

矢野　勅仁 社団法人富岡青年会議所理事 × × × × × ×

渡辺　貴代 富岡市ボランティア連絡協議会副会長 × × × × ×

新井　久敏 公募による市民 ×

石井　理 公募による市民

磯貝　香津夫 公募による市民 × ×

荻野　多美子 公募による市民

矢島　守正 公募による市民

戸所　隆 高崎経済大学地域政策学部教授

宮﨑　均 前橋工科大学工学部教授

氏　　名 所　属　団　体　等

富岡市庁舎市民検討委員会出席者名簿


