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第５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２月２８日（月）午後２時００分～午後４時００分 

２ 開催場所 

富岡市生涯学習センター ３階会議室 

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 傍聴者 なし 

５ 新委員の紹介及びあいさつ 

  佐藤剛委員（富岡市議会副議長） 

６ 委員長あいさつ 

  ニュージーランド地震の報道を見て、阪神淡路大震災の復興に携わったことを思い出し

た。神戸市や芦屋市では、市役所の建設関係部局が入っている庁舎が倒壊して、地図や市

内の情報が取り出せなくなっており、大変であった。市庁舎が強固な建物でないと、いざ

というときに指示を出す場所が無い。富岡市においても、市庁舎が災害対策拠点として機

能するよう考えていかなければならないと思う。 

  本日は市庁舎の位置について検討していく。本委員会もいよいよ本題に入りつつあるの

で引き続き活発な議論をお願いしたい。 

７ 協議事項 

（１）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主な公共施設リストと市民活動団体リスト、廃業と

なった既存民間施設等の概要に関して、資料１から資料３に基づき事務局が説明 

 ①まちづくり（都市計画）と市庁舎について 

  前回配付した資料の都市計画マスタープラン（抜粋）、景観計画の概要、庁舎の位置等

の考え方について事務局が説明 

<委員長> 

 本日は主に市庁舎の位置について検討していただきたい。富岡製糸場の世界遺産登録と

の関係や財政状況などを勘案しつつ、自由にご発言いただき、徐々にまとめていきたい。 
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<委員> 

 廃業となった既存民間施設を市庁舎として使用するのはどうかと思う。 

 市役所の西駐車場に景観計画に合った庁舎を建設する方法が良いと思う。建設中は上町

駐車場を利用すれば問題ない。また、富岡製糸場が世界遺産登録となった場合、富岡駅と

市役所は近い方が良い。できるだけ現在地に近い場所に建設するのが理想的である。 

<委員> 

 景観計画によると現在地での建て替えの場合、高さが１４ｍまでとのことであるが、現

在の庁舎の高さはどのくらいか？ 

→<事務局>本日は正確な資料が無いが、最高点は１４ｍ以上である。 

     【富岡庁舎の高さ】 

     ・煙突を含めた最高点 １９．４ｍ 

      ・３階の屋根まで   １２．４ｍ 

<副委員長> 

 高さが１４ｍあれば３階建ての建物を建設するには十分である。１階あたりの高さを低

くすれば４階建ても不可能ではない。 

<委員> 

 大成ポリマー跡地は都市計画により３，０００㎡以上の事務所等は建設できない。また、

周辺の道路が狭いため、市庁舎建設の候補地とするのであれば、国道２５４号線バイパス

へ抜けることができる道路を整備する必要がある。そういったことを考えると難しい場所

だと思う。 

<委員> 

 現在地で建て替える場合、現庁舎より高い建物は建てられない。そうすると、さらに土

地が必要となる。上町駐車場は富岡製糸場の来場者用に国の補助金等を使用して整備した

と思うが、そういった場所を市役所の駐車場として使うことは可能なのか？ 

→<事務局>土地の取得については補助金等を使用していない。トイレ等は国の補助金を使

用しているため、壊す場合等には補助金の返還手続きが必要になると思われる。 

<委員> 

 現庁舎は書類が多い。もっとパソコンやインターネットを活用すれば、書類は片付くと

思う。また、庁舎内での市民の移動が少なくなりサービス向上につながる。今後の人口減

少とともに、職員も減らしていくことで庁舎内も整理されると思う。 

市役所西駐車場に庁舎を建設すれば引っ越しも楽である。 

→<事務局>庁舎の規模にもよるが、西駐車場に庁舎を建設し、現庁舎を取り壊して駐車場

にすることは面積的には可能であると考えている。 
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<委員> 

 職員による検討委員会では延床面積が１万㎡くらいの庁舎を想定しているとのことであ

ったが、それは南庁舎、北庁舎、ガス水道会館、妙義庁舎も全て取り込む想定なのか？ 

→<事務局>やや手狭にはなるが、分散した５庁舎を全て統合した場合を想定している。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設は誰も利用しなければ廃墟と化してしまう。中心市街地に廃

墟をそのまま置いておくわけにはいかないと思う。市庁舎として活用できる可能性がある

のであれば、検討する価値があるのではないか。 

<委員> 

 宮城県石巻市では民間商業施設を改修し市庁舎として使用している。６階建ての建物の

うち、１階を商業スペースとしている。廃業となった既存民間施設もそういった活用法が

あるのではないか。 

<委員長> 

 県内では渋川市役所が旧ジャスコ建物を改装し、第二庁舎として使用している事例があ

る。また、前橋市の元気２１という施設は旧百貨店施設を改装しているが、約５０億円の

費用がかかっている。 

古い建物を市庁舎として使うには、耐震性、使い勝手、公共交通との関係、市のシンボ

ルとしてどうなのか。また、富岡駅舎の改築等も視野に入れ、まち全体としてどうなのか

をよく考える必要がある。 

<委員> 

 ２月２２日の新聞に廃業となった既存民間施設利用についての記事があった。富岡の中

心に空いている施設を残しておくことは、富岡製糸場の世界遺産登録に向けてもイメージ

ダウンになる。なんとか活用する方法はないものか。 

<委員> 

 市役所機能が移転した場合、現在の庁舎はどうなるのだろうか。 

 また、景観計画で建物の高さ基準は１４ｍ以下と定められているが、例外的にそれ以上

の高さの庁舎を建設することは可能なのか？ 

<委員長> 

 高さ基準については、例外規定があるので、できないことはない。ただし、市民が納得

するかどうかが問題である。市民は全員が基準を守っているのに、市役所が守らないのか

ということになる。 

 また、市役所機能を廃業となった既存民間施設に移転した場合、現在の庁舎は何かに再

利用するか、壊すことになる。再利用する場合は耐震補強か改修に費用がかかり、壊すに
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も費用がかかる。そのまま残しておいて誰も利用しなければ、廃墟と化して新たな問題に

なる可能性が高い。 

<副委員長> 

 移転した場合、現在の庁舎をどうするかという問題であるが、庁舎が古すぎて機能変換

して新たに活用するということは不可能である。壊すしかないと思う。 

 また、現在地に建設する場合、面積が不足しているのであれば地下を使うという方法も

ある。市庁舎が景観計画の基準を破ることはどうかと思う。 

 シンボル的な建築物といっても、県庁舎のような建築物はシンボルとは言えないと思う。

高ければ良いという問題ではない。 

<委員> 

 市役所西駐車場に庁舎を建設する方法の他に、富岡庁舎を壊して新庁舎を建設する方法

もある。一時的に仮庁舎に引っ越す必要があるが、土地を有効に使うことができる。 

<委員> 

 庁舎の位置は現在の位置が理想である。現在は富岡駅、市役所、富岡製糸場がバランス

よく配置されている。そこが空洞化すると街が衰退してしまうと思う。 

<委員> 

 必要な敷地面積については、本庁方式、分庁方式、サテライト方式など庁舎の配置方式

によって変わってくるのではないか？ 

<委員長> 

 厳密にはそのとおりであるが、庁舎の大まかな位置はどこが良いのかについては議論で

きる。市職員が検討した結果の１万㎡という延床面積には、あまり捉われすぎないでいた

だきたい。 

<委員> 

 庁舎の候補地として考えられるのはどこか？事務局の考えを聞きたい。その候補地の中

から絞っていけば良いのではないか？ 

→<事務局>大成ポリマー跡地、廃業となった既存民間施設と県合同庁舎跡地、現在地の３

ヶ所と考えるが、大成ポリマー跡地は都市計画の規制があり、建設は困難であ

る。廃業となった既存民間施設と県有地は土地を買収しなければならない。現

在地で建て替える場合、特に用地買収もなく、新たな廃墟を生むこともない。  

<委員> 

 そうすると可能性としては、現在地か廃業となった既存民間施設の２ヶ所に絞られる。

廃業となった既存民間施設については庁舎として使用できるのかどうか、耐久性の調査を
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行い、改修費用の試算もしてみてはどうか。それで駄目なら現在地での建て替えに決まる

という考え方で良いのではないか。 

<委員長> 

 市庁舎の位置は、現在地か廃業となった既存民間施設ということで、みなさんが了承し

ていただければ、２ヶ所に絞って議論を進めていきたいが、いかがでしょうか？ 

―異議なし― 

<委員> 

 現実的には２ヶ所に絞って議論を進めていくのが良い。廃業となった既存民間施設につ

いては、改修にどのくらいの費用がかかるのか数字を出していただきたい。 

 市役所の中枢的な機能を持った庁舎はまちなかにあるべきだと考えているが、サテライ

ト方式も検討する価値がある。例えば、銀行はどの支店に行ってもある程度は用が足りる。

アンケートの結果によると、市役所利用者の主な目的は戸籍、税、福祉、年金、国保がほ

とんどであることがわかる。そういった業務については、市の職員がサテライトで行える

ようになれば良いと思う。現在、公民館で住民票等の発行を行っているので、少し業務を

増やし、対応できる職員を配置すれば実現できるのではないか。将来、近隣自治体と合併

するようなことがあっても、サテライトを増やしていけばどうにかなるのかと思う。 

<委員長> 

 サテライト方式というのは、中枢機能は分散させないよう一ヶ所にまとめ、よく使う窓

口機能は公民館などを活用して市民サービスを行うというイメージである。 

 サテライトである程度の業務を行うことで、本庁を小さくすることはできる。 

 副委員長に伺うが、廃業となった既存民間施設の耐久性はどのくらいか？ 

<副委員長> 

 昭和５６年改正の建築基準法の耐震基準には達しているとは思うが、設計の時にどのよ

うな荷重計算をしたのかがわからないのでなんとも言えない。おそらく２０年から３０年

くらいの耐久性はあるであろう。また、改修費について大まかに計算してみたところ、約

１８億円から２０億円くらいはかかるだろうと思われる。さらに、新庁舎と比べると機能

的にも劣ることになる。 

 そう考えると、現在地に極力小さな本庁舎を建設し、サテライト方式により市の隅々ま

でサービスが行き届くようにするのが一番良い方法であると思う。本庁舎に機能を追加す

る必要が生じた場合に備えて増築するスペースは確保しておけば将来の変化にも対応でき

る。 

<委員> 

 １ヶ所で全ての用事が済む庁舎が良い。廃業となった既存民間施設については改修にど
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のくらいの費用がかかり、どのくらいの耐久性があるのかわからない。市の財政的に無理

のない範囲で現在地に新庁舎を建設することを望む。 

<委員長>

 将来の増築も見据えてコンパクトな庁舎にするのであれば、廃業となった既存民間施設

は使えないという考え方と、廃業となった既存民間施設をこのまま放っておくわけにはい

かないという考え方がある。 

また、廃業となった既存民間施設は窓が無いので、建物の強度を保ちつつ窓を設けるな

どの環境整備も必要になる。そうすると、かなりの改修費になってしまうのではないかと

思う。 

<委員> 

 合併特例債について教えていただきたい。 

→<事務局>合併後の市町村の均衡な発展のために行う公共施設の整備等に使える借金で、

元利償還金の７０％が国から交付税措置される。合併特例債の借入れられる期

限は平成２７年度までである。 

<委員> 

 場所は現在地が良いと思う。駅から近く、駐車場もあり使い勝手が良い。廃業となった

既存民間施設を使うのであれば、保存・再生に最新の技術が使われ、生まれ変わっていく

ストーリーのようなものが見えれば、活用する意味はある。そのためにも調査、検証は必

要だと思う。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設は４階と屋上が駐車場になっていた。その重みにも耐えられ

るかなり強固な建築物であると思う。 

<委員> 

 富岡市は甘楽郡を含めた地域の中心となってもらいたい。廃業となった既存民間施設を

改修するのではなく、新庁舎を建設するべきである。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設をなんとかしなくてはいけないという考え方もあると思うが、

最初に戻り、どんな市庁舎が必要なのかをきちんと考えていく必要がある。市庁舎は災害

対策の拠点にならないと困る。そのためには廃業となった既存民間施設ではなく、きちん

と災害対策拠点として機能する新庁舎を建設すべきではないかと思う。個人的には廃業と

なった既存民間施設を保存活用し残していきたいという魅力を感じない。現在地での建て

替えを望む。 
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<委員> 

 廃業となった既存民間施設はおそらく使えないと思うが、市民からの声がある以上は、

使えるか使えないか専門的な裏付けが必要である。 

庁舎の場所を考えると、現在の西駐車場に新庁舎を建設し、現在の庁舎を駐車場にする

方法が良い。将来、建て替えの必要が生じた場合は逆の方法で建て替えができるので経済

的である。 

 廃業となった既存民間施設を活用するための時間や労力を考えると、新庁舎を建設した

方が効率的である。 

<委員長> 

 現在地に新庁舎を建設する場合は、最新の技術を使える、人々の動きの点でのメリット、

市有地なので土地を自由に使えるなどのメリットがある。 

 廃業となった既存民間施設は、そのまま放置しておいて良いのかどうかという問題があ

る。古い建物をうまく再生し活用していくことに意義を見出せるかどうか。そのための前

提条件として、土地建物が適正な金額で手に入るのか、隣にある県の土地を取得できるか

どうか、そもそも建物が市庁舎として使えるのかどうかを調査する必要がある。また、現

在の庁舎はどうするのかといった新たな課題も生まれる。 

廃業となった既存民間施設を利用するのであれば、耐震性や耐久性について調査が必要

になるが、調査には税金を使うことになる。そこまで踏み込んでやる必要があるかどうか

考えていただきたい。 

<委員> 

 まちなかの周辺住民からは廃業となった既存民間施設を活用できないだろうかとの声を

よく聞く。調査をしないで候補からはずすと市民は納得しないのではないか。 

<委員長> 

 調査をするとなると、土地建物を購入することが前提になる。税金を使い実施すること

なので慎重に考えていただきたい。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設は、市庁舎としては使えないというしかるべき理由がないと

市民は納得しないのではないか。費用をかけても調査はすべきだと思う。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設をなんとかしてほしいという意見は聞いたことはない。この

委員会で初めて聞いた。市と所有者の間に何か関係があったのではないかと市民に疑惑を

持たれないよう、慎重に議論を進めるべきである。 
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<委員> 

 大金をかけてまで廃業となった既存民間施設を使うという結論では市民は納得しないと

思う。廃業となった既存民間施設にこだわるのであれば、建物を壊して新しい庁舎を建設

すべきであると思う。それなら現在地で建て替えた方が良い。 

<委員> 

 委員会の結論として廃業となった既存民間施設を使うということにするのであれば、明

確な理由が必要である。お金をかけて細かな部分まで調査しなくても、専門家が見れば使

えるかどうかは大体わかるのではないか。 

<副委員長> 

 そもそも廃業となった既存民間施設は人の所有物である。なぜ税金を使って人の建物の

調査をするのかが問題である。 

古い建物を保存、再生し大切に使っていくことは良いことであるが、様々な建築物に携

わってきて、成功しそうな建物はある程度わかる。個人的には廃業となった既存民間施設

はあまり期待できない。他の建築関係の専門家にも訊いてみたらどうか。 

そして、改修する場合の費用と、新庁舎を建設した場合の費用との差でどれくらいの違

いがある庁舎になるのかをきちんと判断しなければならない。 

<委員> 

 副委員長と同感である。 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設を使う場合と現在地に新庁舎を建設した場合を比較した資料

を用意していただき、それをもとに検討していくべき。 

<委員長> 

 副委員長の発言のとおり、廃業となった既存民間施設は人の所有物である。それを調査

するとなると、特定の個人に対する利益供与のようにもなりかねない。それでも調査をし

たほうが良いのかどうかを検討してほしい。 

 次回は、今日の意見をまとめた資料と、既存資料から可能な範囲で廃業となった既存民

間施設を使う場合と現在地に新庁舎を建設した場合の是非をある程度判断できる資料を用

意して議論してはどうだろうか？ 

―異議なし― 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設の所有者から建物の活用について検討してほしいと申し出が



9 

あったわけではないのに、廃業となった既存民間施設の活用が中心の議論になってしまっ

ている。 

<委員> 

 副委員長の話を聴き、廃業となった既存民間施設の改修費用や耐久性について気になっ

ていたことが解決した。副委員長の意見を専門家の意見として事務局でまとめ、そこに他

の専門家の意見も加えれば説得力のある資料となるのではないか。 

<委員> 

 副委員長の意見の他に、専門家から意見を聴けば、本委員会の判断材料としては十分で

あると思う。大金をかけて細かな調査をする必要はない。 

<委員長> 

 廃業となった既存民間施設を庁舎として使うのは難しいという意見が多い一方で、廃業

となった既存民間施設を使ったらどうかという市民の意見を無視するわけにはいかない。

先ほども述べたが、次回は今日の意見をまとめた資料を作成し、それをもとに議論を進め

ていきたい。 

 それから、本委員会は白紙の状態から検討する委員会であり、できるだけ時間をかけて

様々な意見を聴き、あるべき方向性をまとめていければと考えている。とにかくたくさん

の意見を出していただきたい。遠回りをしているようで不満もあると思うがご協力をお願

いしたい。 

<委員> 

 庁舎の配置も本庁方式、サテライト方式、分庁方式のどれを目指すかによって、庁舎の

規模が変わってくる。庁舎が大きすぎて、駐車スペースが無くなると困るなどの問題もあ

る。 

 事務局としてはどの方式を目指しているのかなど、ビジョン等を次回お聞かせ願いたい。 

（２）その他 

<委員> 

 この委員会の当初スケジュール表によると、３月に市長に中間報告書を提出する予定に

なっているが、現在の状況ではできないと思う。事務局はどのように考えているか？ 

→<事務局>ある程度意見がまとまり、方向性が見えた段階で中間報告書を提出しようと考

えている。 

８ 第６回富岡市庁舎市民検討委員会について 

 事務局で日程調整し、後日、通知にてお知らせする。 



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 11/26 1/28 2/28

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


