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第２回富岡市庁舎市民検討委員会会議録 

 

１ 開催日時 

平成２２年９月３０日（木）午後１時３０分～午後３時１０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１６名 別紙出席者名簿のとおり 

 

４ 傍聴者 １名 

 

５ 委員長あいさつ 

 

６ 協議事頄 

（１）富岡市庁舎市民検討委員会傍聴規程（案）について 

資料１に基づき事務局が説明 

   全会一致で承認 

 

（２）市庁舎についての意見交換 

前回委員会で要望のあった富岡市の人口推計と合併特例債に関して、資料２から資料

４、追加配付資料に基づき事務局が説明 

 

<委員長> 

 市庁舎のあり方は、今後の富岡市のあり方に大きな影響を持つと思われる。そのために

は委員の皆様から自由に様々な意見を出して頂くことで、徐々にそのあるべき姿が見出せ

るものと考えている。本日の議論で結論を出す必要はないので、市役所の現在の役割、こ

れからの役割は何かを考え、それを実現するにはどういう行政組織が良いのか、それを行

う市庁舎はどうあるべきか、といった市庁舎や富岡市のあり方を基本に、それぞれの立場

でたくさんの意見を出していただきたい。 

 また、人口推計は、今後の予期しない動向によって大きく変化する。推計で富岡市の人

口は減少していくようであるが、ここでは目安の資料として、あまり捉われず議論してい

ただきたい。例えば大学や企業が誘致できれば人口は増大し、既存企業が撤退すれば人口

は推計以上に減少する。富岡市を発展させる視点で市庁舎の在り方も考えていただきたい。 
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<委員> 

学生をはじめとする若い人たちが富岡から流出することを防ぎ、また、若い人を呼び込

む方法を考える必要がある。富岡の良い部分を知ってもらい、富岡に住みたいと思う気持

ちを持ってもらえるようなまちづくりをしなければならない。若い人が夢を持って勉強し、

暮らしていけることを支えてあげられるような庁舎であってほしい。 

 

<委員> 

  若い人が魅力を感じる町とはどのような町なのか？学生と接する機会の多い正副委員長

にお伺いしたい。 

 

 <副委員長> 

  価値観が多様化しており一概に言えない。昔は都市部の近代的な町に憧れる学生が多か

った。今でも東京などの都市部を好む学生は多いが、地方都市を好む学生も多くいる。中

には農山漁村を好む学生もいる。地方でも都市部と同等の生活が送れ、また、都市部とは

異なった人間関係の豊かな生活が送れることに魅力を感じている学生もいる。 

 

 <委員> 

  富岡に住んでいる同級生は自営業者が多い。大学卒業後に富岡で就職しようにも就職先

が少ない。仕事が無いということは生活の基盤となるものが無いことだと思う。 

  また、高齢者の増加は避けられないので、市庁舎はバリアフリーでなければならない。 

 

 <委員長> 

  学生の就職に関する価値観は多様化している。地元での就職を希望する学生は多くいる

が働く場が無い。希望する職種も多様化している。例えば農業を希望する学生を地元で受

け入れ、サポートするシステムがあればよい。大手企業ではなく、地方の小さな企業を希

望する学生もいる。そういった学生が気軽に市役所へ相談に行けるようにする、それもバ

リアフリーの１つである。 

  地元で就職し、生活したいという学生たちを受け入れられる仕組みが必要となる。 

 

 <委員> 

  近隣市町村との合併の可能性も踏まえて検討していくべき。もし今後合併があった場合、

また合併特例債が使えるのか？ 

 →<事務局>使えない。今回限りである。 

 

 <副委員長> 

  刻々と変化する行政体制に対応するため市庁舎は増築を繰り返すことが多い。組織の変

化に柔軟に対応できる庁舎が望ましい。 
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<委員長> 

  時代の変化に対応するためには、増築した場合でも美しく、機能的でなければならない。

最初から増築を想定した庁舎にすることで、将来お金をかけずに時代の変化に対応できる。 

 

 <委員> 

  資料２にある「市庁舎」と「市役所」の使い分けについて、「市庁舎」は建物のこと、

「市役所」は行政システムのことと理解してよいか？ 

 →<事務局>そのように理解していただきたい。 

 

 <委員> 

  住民ニーズや行政システムの変化に対応できる庁舎にすることは良いことである。県内

の自治体にも、合併等で役場が役場としての機能を持たなくなった場合でも、他の用途に

活用できる庁舎を目指して建設された例がある。その庁舎は、使い方次第で柔軟に変化す

る仕組みになっている。将来、都市部に進出した若者が戻ってきて、活動の拠点として活

用してもらいたいとの目的もある。しかし、建物に柔軟性があっても行政システムの中に

建物をうまく活用できる仕組みが無いと、時間が経つにつれ、使いにくいと感じてしまう。

それは使いこなせていないだけである。本委員会のような市民の集まる場を存続させるこ

とによって、市庁舎の本来の目的・機能、また、それを生かすための行政システムの仕組

みづくりに市民が関わり、有効に市庁舎を活用していく必要がある。 

 

 <委員> 

  市庁舎・市役所に対する市民ニーズはどういうものがあるのかを知る必要がある。部課

別の来庁者数の調査データはあるか？高齢化・情報化社会の中で、これからは市民が市役

所に出向かなくてもよくなるのではないか。そうなった場合は立派な庁舎を建てても無駄

になる。将来の市民ニーズはどこにあるのか、それに対応する行政システムはどうあるべ

きかを考えるには現状を知る必要がある。 

 →<事務局>来庁者数は把握していない。 

 

 <委員長> 

  市民の立場で困っていること、問題点は何か。例えば、市役所に相談に行きたいが、相

談室もなくプライバシーが確保されていないので行けないなどということはないだろうか。 

  また、地方分権化が進むと業務は増え、市役所・市庁舎のあり方も変わってくる。柔軟

性を持たせることの意味はそこにもある。 

事務局は職員から見た問題点を可能な範囲で調査してもらいたい。 

 

 <委員> 

  市役所への来庁者は市民だけでなく、業者関係の方が多く来る部署もある。分けて考え

た方が良いのではないか。 
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 <副委員長> 

  本来、市庁舎は市民のものである。市民のものとして日頃から気軽に利用できる仕組み

になっているべきである。これからの人口減少社会では、市民が行政に参加していく時代

になっていくと思う。例えば、道路整備を業者ではなく住民が行うといったことも考えら

れる。窓口だけのことを考えて市役所を建設してしまうのはもったいないことである。市

民が集まれる広場や、情報発信基地として活用するなどの機能を持たせ、市民の声が行政

に反映されるシステム、空間でなければ市庁舎としての意味がないのではないか。 

 

 <委員長> 

  今では必要な情報は窓口に行かなくてもインターネットから入手できる。これも時代の

変化である。また、職員が効率よく働ける庁舎にすることで、市民へのサービスも向上す

る。今後の時代変化に対応するにはどのような市役所であるべきかを考える必要がある。 

 

 <委員> 

  高齢者が集まれるコンパクトなまちづくりをも考えていく必要がある。市庁舎に集まり、

交流をしたり市政に参加することで、いきいきと暮らせるのではないかと思う。 

 

 <委員> 

  夢のような理想的な庁舎を追い求めることも良いが、現実的な問題にも目を向けて検討

すべきである。 

  市庁舎の新しい機能として、本当にその機能が必要か、現在の市庁舎に不足している機

能は何かを議論すべきである。例えば、市庁舎に美術館を入れるとした場合、これはすで

にあるので必要ないなど。 

 

 <委員長> 

  最近ではホールや展望レストラン、乳幼児の健診ができるシステムを備えた庁舎もある。

富岡製糸場の世界遺産登録に向けて、展望レストランから製糸場全体を眺められるような

庁舎も考えられる。 

 

 <委員> 

  市役所と市庁舎に求められるものは２つ。財政や時間を最小に抑えられる機能性とソフ

ト面でのサービスである。サービスは市民のためだけでなく、市外から訪れた人にも全職

員が対応できるサービス体制が必要である。機能性に関しては無駄なく小さく、サービス

に関しては限りなく大きく。 

 

 <委員> 

  福祉事務所（南庁舎）はカウンターが狭く隣の人の話が聞こえる。福祉事務所は困って
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相談に来る人が多いのでなんとかしてほしい。また、社会福祉協議会が離れたところにあ

り、道路も一方通行となっているため不便である。市庁舎の場所を考える際には併せて検

討すべき。 

 

 <委員> 

  人口減少が進むのであれば、庁舎に多様な機能を持たせると無駄になるのではないか。 

 

 <委員> 

  プライバシーの問題は重要である。落ち着いて話や相談ができるスペースがあると良い。 

また、新しい庁舎を見たことがないので、先進地の視察に行きたい。イメージが具体的

になると思う。 

  それから、妙義庁舎の２階と３階は現在ほとんど使われていない。本委員会でそれらの

活用も併せて検討してはどうか。 

 

 <委員長> 

  視察については事務局が検討している。現在の富岡市の庁舎と、他市の庁舎を比較する

ことで具体的な方向性が見えるということは十分考えられる。 

  妙義庁舎の活用については行政システムの変化、市内の分権がどのように進むかによっ

て変わってくる。 

 

 <委員> 

  現在、議会を傍聴することは可能であるが、ほとんどの一般市民は行かない。より開か

れた議会となってほしい。現在、市民ロビーのモニターで見られるのは良い機能だ。 

 

 <委員> 

  気軽に傍聴できるシステムにはなっているが、一般市民には敷居が高く感じられてしま

っているようだ。 

 

 <委員長> 

  議会から見た市庁舎のあり方も考える必要がある。 

 

 <委員> 

  市庁舎は市の顔であり市民の顔である。庁舎を見ることで、その市のイメージがわかる。

既存の施設を利用するには調査が必要。まずは市民ニーズを把握することである。 

 

 <委員> 

  現在の庁舎には老朽化、狭あい化、分散化、プライバシーの確保など様々な問題がある。

新庁舎を建設する場合、景観条例により高さ制限があり、その枠の中で親しみやすく市民
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ニーズが反映された庁舎にする必要がある。財政的な面を考えると、合併特例債は使った

方が良い。 

また、中心市街地が衰退し高齢者が買い物もできずに不便をしている。コンビニやスー

パーなどを市庁舎に取り入れるなど、より多くの市民に気軽に市役所を利用してもらえる

よう考えていくことも大事である。 

 

 <委員> 

  富岡市だけでなく、近隣市町村にとっても象徴となるような開かれた庁舎を望む。 

 

 <委員> 

  日帰り入浴施設を望む声が多くあり、「かのさと」ができた。ところが今では赤字を生

む施設になってしまっている。市庁舎には多くの機能を持たせるのではなく、機能はでき

るだけ絞るべきである。 

  また、人口が減少することは悪いことではない。 

 

 <委員> 

  現在の市庁舎はハード面では使いにくいが、職員の対応などのソフト面でカバーができ

ており不都合を感じたことはない。他市に比べてあたたかい雰囲気で、職員との距離が近

く、声が掛けやすい。新しい庁舎になってもあたたかい職員の対応は変わらないでほしい。 

  また、市民ニーズを反映させることも大事であるが、働いている職員のニーズも取り入

れる必要がある。 

  それから、災害時に活動拠点となるような庁舎にするべきである。 

 

 <委員長> 

  プライバシーを守るためのスペースを確保しつつ、あたたかい職員の対応ができるよう

なレイアウトにすることも考えていく必要がある。 

  災害時に拠点となる市役所が倒壊してしまうと、災害への対応ができない。市役所を中

心に災害対策を行わないと、市全体が駄目になってしまうので重要なことである。 

  職員から見た問題点については、資料を用意できるよう事務局と検討する。 

 

 <委員> 

  市民として富岡庁舎の２階、３階はほとんど利用しないので要望はない。１階の窓口関

係部署はプライバシーの確保が必要である。 

 

 <委員> 

  これからますます高齢化が進む中、１か所で用が足りる庁舎を望む。食堂、スーパーな

ど、他の用事も済ませることができるとありがたい。 
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 <委員> 

  県内で市民ニーズ、職員ニーズを網羅した庁舎が設計された。市民委員会で徹底的に市

民の声を聴き、カフェのような庁舎をコンセプトに、来庁者がくつろげる、職員との距離

が近い庁舎、市民が掃除等を行うことにより行政参加できる庁舎になる予定であった。し

かし、首長が代わったことにより全く別の庁舎になった。市民が行政に参加する仕組みが

構築されつつあったので残念であった。富岡市でもできるだけ市民の声を取り入れた庁舎

になることを望む。 

 

<委員> 

  組織機構図に場所・所在地を加えた資料を用意してほしい。 

  →<事務局>次回までに準備する。 

 

<委員> 

  妙義庁舎の活用について、他市で同様な事例があれば視察したい。 

 

 <委員> 

  本委員会を立ち上げた理由は、庁舎の老朽化が進み物理的に何らかの対策が必要だから

か？ 

→<事務局>第１回の資料のとおり、市庁舎の老朽化、狭あい化・分散化、バリアフリー

への対応などの課題に対応するため。 

 

 <委員> 

  現在の富岡庁舎を建設した際、５０年くらいの耐用年数であると認識していたのか？ま

た、１００年以上耐えられる庁舎にすることも考えてはどうか？ 

 

 <副委員長> 

  コンクリートの建築物は５０～６０年が限界である。この富岡庁舎を建設した時も同様

の想定であったと思う。しかし現在では、耐震強度の不足も明らかで、災害時には使いも

のにならなくなる可能性が高い。 

  また、仮に１００年以上耐えられるシンボル的庁舎にすることも決して悪いことではな

い。それが地域の特色になり、良いイメージに繋がることになる。 

 

 <委員長> 

  長期間耐えられる庁舎にするには最初からコンセプトを明確にしておく必要がある。 

 また、例えば、現状では景観条例による高さ規制があるが、仮にそれ以上の高さの庁舎を

市のシンボルとして建設したいとなった場合、それは特別であると市民や議会等が認めれ

ば、できないことはないと思う。 

本委員会では白紙の状態から市庁舎のあり方を検討することになっており、今後も数回
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は自由に意見を出していただきたいと思う。 

まだ結論を急ぐ必要はないので、今後も様々な意見を出していただきたい。 

 

７ その他 

 ・先進地視察について 

  第３回委員会は先進地視察とする。 

日時は事務局で調整し後日連絡する。行先は東京都青梅市か立川市を予定している。 



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

8/23 9/30

大手　治之 富岡市議会議長 ×

髙橋　章 富岡市議会副議長

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 × ×

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




