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第４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１月２８日（金）午後３時３０分～午後５時２５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 なし 

５ 新委員の紹介及びあいさつ 

  小堀良夫委員（富岡商工会議所会頭） 

６ 委員長あいさつ 

  前回、東京の青梅市･立川市の新庁舎を視察し、新しい市庁舎はどの様なものか認識され

たと思う。それを踏まえて富岡市庁舎のあり方を検討していただきたい。 

７ 協議事項 

（１）市庁舎についての意見交換 

  ①市庁舎の機能について 

   来庁者アンケート結果報告（資料１）、職員アンケート結果報告（資料２）、先進地

視察報告について事務局が説明 

<委員長> 

 視察に参加した委員さんに一言ずつ感想を言っていただき、そのうえで議論したい。 

<委員> 

 青梅市の新庁舎は、非常に豪華であり市のシンボル的な庁舎という面も見られた。やや

贅沢であると思った。立川市の新庁舎は市民１００人委員会を設置して、市民の声を取り

入れており、建物自体もぜい肉を削いだ造りであった。どちらも良い庁舎だと感じた。 

 青梅市のように駐車場に新庁舎を建設し旧庁舎跡地を駐車場にする方法は、後の世代に

おいても繰り返し庁舎建設が可能となる。富岡市も参考にするべきだと感じた。 

<委員> 

 両市とも立派な庁舎であった。車椅子の用意が不足している気がしたが、足りていると
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のことであった。 

どちらの庁舎も外から直接食堂、喫茶コーナーへ入れるようになっていた。誰でも気軽

に利用できるため良い機能である。 

 立川市に設置されていた広い間口のエレベーターは、車椅子利用者には使いやすいと思

う。非常に良く考えられた実務的な庁舎であると感じた。 

<委員> 

 立川市は１００人委員会の設置や、設計者選定手法など市民に対してオープンと感じた。

いろいろなことができそうな感じのする庁舎だと思う。青梅市は綺麗でいかにも市庁舎と

いった造りであったが、立川市は市民参加で造り上げてきた感じがした。 

これからは市民がより行政に係わる時代になっていくと思う。市庁舎は市民が集まり交

流し、自分たちの暮らしを豊かにしていくような場になると思う。庁舎を造った後に市民

参加を求めても、同意は得られない。市が情報を発信し、市民が集まれる仕組を作り、市

民とともに考えていかなければならない。立川市は庁舎を造る段階から市民が係わってお

り、行政への市民参加が深まることを予感させる庁舎であった。 

<委員> 

 どちらの庁舎も中央に広いホールがあり、その周りに窓口を配置する造りは共通してい

た。しかし、その直線的な窓口配置は距離が長くなり分かりにくいと感じた。青梅市は２

階以上がすべて同じ直線的な窓口配置で画一的すぎる。立川市のホールは吹き抜けで空中

の回廊のようであり、全体を見渡せる少し変わった構造が印象的であった。また、工事費

を抑えるために天井材を張らなかったり、旧庁舎の机や棚を使用するなどの工夫が随所に

見られた。いろいろな方法があることを感じさせられた。 

<委員> 

 青梅市は新しく、綺麗で、機能的であるが、他の市庁舎に比べ特に代り映えのしない庁

舎という印象。一方、立川市は入った時に市役所というよりは地域のコミュニティセンタ

ーのような雰囲気であった。子供が遊んでいても違和感が無かった。 

 どのような庁舎を目指すかによって、こんなにも違った庁舎になるということを学んだ。

また、目指す姿を実現する方法を組み立てていく大切さも感じた。 

<委員> 

 視察した２市は富岡市より人口規模が大きく、財政状況も豊かである。 

 また、立川市は市民１００人委員会で市民の意見を徹底的に聴いている。富岡市も市庁

舎整備の検討をしていることをもっと市民に周知すべきだと思う。本委員会は今回で４回

目になり、傍聴できるにもかかわらず、そのことを知らない市民は多い。市広報等を利用

して、会議の開催情報や進捗状況等を市民へもっと積極的に知らせたほうが良いと思う。 
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<副委員長> 

  最先端であり、両極端な庁舎を見ることができた。 

 青梅市は、完成された形であり、いかにも行政組織の事務所といった感じの庁舎であっ

た。一方、立川市はまだまだ市民と一緒に育って行くような感じを受けた。未完成のよう

に見えるが、これから市民とともに変化、進化していくような建築物であると感じた。 

 人口が減少する中で、市民は行政に頼っているだけでなく、行政に参加せざるを得ない

時代がやってくる。立川市役所には常に市民がいて、様々な活動をしている。それが見え

ることは、行政にとって力強いことであり、市民にとっても信頼感につながると思う。富

岡市はどういった形態の庁舎を目指すのかを考えさせられた。 

 また、コミュニティセンターとの違いは何なのかということも考えさせられた。市庁舎

の機能について、もう少し検討していくと良いと思う。立川市は刺激的であった。 

<委員長> 

 両市の庁舎が大きく異なったタイプの庁舎になったのは、それぞれの市民性が表れたも

のと思われる。 

しかし、仮に立川市のような庁舎を富岡市に建設しても市民がついてこないことも起こ

り得る。富岡市民に合った庁舎はどのようなものか、時代の変化も読み取りながら検討し

ていく必要があると思う。 

 アンケート結果報告では、市民より市職員の方がプライバシーに関して意識しているこ

とがわかった。しかし、急速に市民のプライバシーに対する意識が高まることもある。富

岡市の現状を考えつつ、将来を読み取り、時代の変化に対応できる庁舎を考えていく必要

があると感じた。 

 また、今後、世の中の社会構造は大きく変化していくことを考えると、順次成長してい

くことができる未完成のような庁舎というのは、立川市から学ぶべきと感じた。 

 それから、議会のあり方も変わる可能性がある。以前滞在していたアメリカでは、議会

は夜や日曜日に開かれていた。日本ではサラリーマンが議員になるためには仕事を辞める

ことが多々あるが、公務員や教員でも休職して議員になれる制度があるところもある。こ

うした変化に対応するためには立川のような庁舎が良いのかもしれない。 

 次に、アンケート集計結果や視察報告を参考にしながら、富岡市はどういった市庁舎を

目指すべきなのか、どのような機能が必要なのかについて議論していただきたい。 

<委員> 

 来庁者アンケートの回収総数は２１３件であるが、市外の人が３７人いるので実際は１

７６名のアンケートになる。参考にはなるが、件数が少なすぎる。市民の声をもっと聴い

た方が良いと思う。２０代、３０代に至っては全体の４分の１にもならないほんのわずか

な人数になってしまう。 

 また、職員アンケートの回収率が低すぎる。自分の職場を整備しようとしているのに意

識が低すぎると思う。 
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<委員長> 

 現実的には、アンケートの回収率はこのくらいの数字が一般的かと思われる。特に職員

アンケートについては、一定の期間で本来の業務を行いながらのことなので、提出するつ

もりで忘れてしまっている職員もいるであろう。回答していない職員が必ずしも意識が低

いとは限らない。しかし、市民の目線で見るとそういった批判があるということはごもっ

ともである。 

<委員> 

 立川市は移動しやすく、トイレも利用しやすかった。 

<委員長> 

 それは、たくさんの市民の意見を聴き入れた結果であると思う。 

 利用しやすい庁舎を実現するには、深く厳しい議論をしつつ､市の職員と市民がお互いに

協力しないと難しいと思う。 

<委員> 

 立川市のような市民参加を実現するには、まず「首長のやる気」が必要。そして、それ

を受け止める「やる気のある職員」、それから、さらに「やる気のある市民」、その３拍

子が揃わないと難しいと思う。完成後は、立川市でさえ思ったように市民活動がうまくい

ってないようである。 

そうだとしても、できるだけ市民が関われるような仕組で造り上げていくやり方が良い

と思う。本委員会と並行して、ワークショップを開催していく方法もある。そのための職

員体制や予算なども整えていただきたい。 

<委員> 

 事務局の人達の視察の感想を聴きたい。 

<事務局> 

 どちらも立派な庁舎であったというのが率直な感想である。 

また、富岡市民はどちらかというと保守的なのかと思う。市民の意見を聴くために様々

な情報発信はしているが、市民からの反応は薄い。庁舎建設についても、関心の低い市民

が多いのかなと感じている。そういった市民の関心を高める行政の力も弱い。関心を高め

る方法に問題もあると思うので、もう少し身近な問題として庁舎建設を積極的に情報発信

していくことが必要であると思う。 

<委員> 

 立川市で気になったことは、旧庁舎からかなり離れた場所に移転したということ。最寄
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りの駅から７００メートルくらい歩くので、交通弱者には不便な場所に建設してしまった

のではないかと思う。期待していたほど市民参加がうまく機能していないのも、旧庁舎周

辺の住民が市役所に行きにくくなったことが影響しているのではないか。 

<委員> 

 これからの人口減少、高齢化を考えると郊外に庁舎を建設すべきではない。誰もが気軽

に電車や徒歩で利用できるような場所が良い。また、近年の情報処理技術を利用すれば、

すぐに事務処理が終わり、来庁者を待たせなくなる。そうすれば広い駐車場も必要なくな

るのではないか。富岡らしい、あまりお金をかけない庁舎もできると思う。 

<委員長> 

 立川市の旧庁舎はＪＲ立川駅の近くであり、そこは様々な交通機関や商業施設が集まっ

ている。新庁舎の場所も交通の便は決して悪くないが、元の位置に比べれば低下した。ま

た、市役所が離れたことで元の地域の飲食店などに大きな影響があったとのことである。

しかし、離れたことによって、低層の広々した庁舎が建設できた面もある。 

富岡市の場合、移転の影響は大きいので、富岡市におけるこれまでの都市計画･まちづく

りの方針を参考に、一定の範囲内で位置を検討していくことになると思う。 

<委員> 

 もう青梅市と立川市の話は終わりにして、富岡市はどうするかを話し合うべき。 

<委員> 

 国では地方分権を進めており、富岡市も将来どこかと合併することも考えられる。後か

ら付け足し、付け替え、取り外しができる未完成のような庁舎は魅力的である。インター

ネットも急速に普及しており、あまり立派なものを建設しても無駄になる可能性がある。

富岡市に合ったサテライト方式を研究してみたいと思う。 

<委員> 

 庁舎建設には大金がかかるので、納税者・市民として富岡に見合った庁舎となるよう考

えていかなければならない。今後はますます人口減少、高齢化が進む。視察先の２市とは

規模も財政状況も異なるので、同じような発想で考えていてはいけないと思う。 

<委員> 

 限られた財源の中で、市民が使いやすく、また、様々な機能を持たせ、他市からも見学

に来るような先進的な庁舎ができれば良いと思う。 

 もっと委員会の開催数を増やし、時間をかけて議論を深めていくことにより、良い方向

性が導き出せると思う。そして広報などを使い、もっと市民に知ってもらうことでいろい

ろな意見が出てくるのではないだろうか。 
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 立川市を見習い、市民３０人委員会などの組織を立ち上げたらどうか。 

<委員> 

 市民３０人委員会は良いアイデアだと思う。この委員会に応募した市民は全部で１１人

いたので、選ばれなかった６人を追加しても良いのではないか。より活発な市民の意見が

聴けると思う。 

<委員長> 

 よりたくさんの市民の意見を聴き、検討していくことは良いと思うが、本委員会の形を

変えてしまうことはいかがなものか。別組織を立ち上げるなど、他の方法もあるので、や

り方については検討しなければならない。 

<委員> 

 将来、近隣の町村と合併する可能性がある。それを見据えて検討していく必要がある。 

<委員> 

 委員会の進め方として、グループに分かれてワークショップ形式で議論をしても良いと

思う。 

 また、アンケートの集計結果をもっと分析すべきである。例えば、車での来庁者は９０％

を占める。庁舎の機能、位置を検討するうえでは重要なデータになると思う。 

 それから市庁舎の位置は市街地の方が良い。商工会議所も老朽化しており、建て替えを

検討している。市庁舎の中に商工会議所の事務所を設けてはどうかとの意見もある。市庁

舎の機能として検討しても良いと思う。 

<委員長> 

 この委員会は、どういった市庁舎が良いのかを様々な角度から自由に意見を出していた

だき、徐々に方向性を導き出していくといった方法で進めている。 

 商工会議所を市庁舎に入れた事例は聴いたことがないが、新しい考え方としておもしろ

い。ただし、その是非については、あらゆる角度から検討する必要があろう。 

<委員> 

 来庁者アンケートの中で、市庁舎を利用して特に問題を感じないという市民が８０人い

たという結果がある。市民は市庁舎にあまり関心がないことを示しているように感じる。 

 また、１つの庁舎で用が済まないといった意見は他でもよく聴く。バリアフリーへの対

応はもはや当たり前のことであると思う。最低限その２つはクリアしなければならない点

かと思う。 

 それから、現在、富岡駅をリニューアルする計画がある。庁舎の位置が変更になると、

現在の場所が空洞になる。富岡駅のリニューアル効果が低下するので、庁舎の位置を変更
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するのは避けたほうが良いと思う。 

<委員> 

 今後、富岡市を去る企業が増えていくことも予想される。そうした場合、急激に人口が

減少する。現在の転入人口は、企業に勤めるための人や外国人も含んでいる。企業が出て

行かないための努力も必要だと感じている。 

 また、市職員のアンケート回収率が低い。市職員は富岡市のことをもっと真剣に考えて

いただきたい。 

<委員> 

 会議前に窓口を見てきたが、座るところが無く立って話をしている方もいた。現庁舎で

はスペースが不足していることを実感する。職員も雑然としており、もう少ししっかり応

対してほしいと感じた。先ほどから話がでているが、職員アンケートの回収率が低く、こ

んなものなのかと感じてしまった。 

<委員長> 

 アンケートはその結果のとおりにやれば良いというものではない。その結果に振り回さ

れおかしな結論に至ってしまうこともある。本委員会としては、最も良い結論が出せるよ

う将来をしっかり見据えて議論していかなければならない。そのために、アンケートの結

果をそれぞれでしっかり分析していただき、次回につなげていただきたい。 

<副委員長> 

 建築物は一度造ると変わらないが、組織や市民活動は時代に合わせて変わっていく。現

時点でできる一番コンパクトな庁舎を考え、後から増築していく建築方法もある。最初か

ら増築すること見込んで計画しておけば、変な建築物にはならないと思う。そのために市

民活動リスト、公共施設のリスト、それらの関係がわかる資料を提供してほしい。 

→<事務局>可能な範囲で用意する。 

<委員長> 

 増築しても美しく調和のとれている庁舎にするには、敷地や機能のほか、他の公共施設

や活動との関連性も考えていかなければならない。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設の延床面積がわかる資料、設計図などを提供していただき、

検討するに値するかどうかの資料にしてはどうか？ 

→<事務局>可能な範囲で用意する。 
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８ 第５回富岡市庁舎市民検討委員会について 

平成２３年２月２８日（月）午後２時から開催。場所は決まり次第通知する。 

<委員> 

 今後は月に１回くらいのペースで開催していったほうが良い。 

<委員> 

 次回、今日やり残した「まちづくり（都市計画）と市庁舎について」を議論するにあた

って、どういうイメージで進めるのかを知りたい。 

→<事務局>都市計画マスタープランではコンパクトシティを目指しており、行政機能につ

いても市街地に集めるよう方針が出されている。それについて異論が無ければ、

その地域内で市庁舎を整備していくことになり、ある程度意思統一が図れると

考えている。その後、市街地の中であれば具体的にどこが良いのかという議論

をする、といったイメージで進めていければと考えている。 

<委員長> 

 都市計画マスタープランでは、まちづくりの大まかな方針が出されている。その方向性

で良いのかどうかを検討していくことになる。 

 ただし、本委員会は白紙の状態から検討していくことになっているので、位置について

もマスタープランありきでなく、自由にご発言いただきたい。 



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 11/26 1/28

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

富岡市庁舎市民検討委員会出席者名簿

氏　　名 所　属　団　体　等


