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第６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３月２４日（木）午前１０時００分～午前１１時５５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１１名 別紙出席者名簿のとおり 

 

４ 傍聴者 なし 

 

５ 委員長あいさつ 

  私は、東北地方太平洋沖地震が発生した時、札幌に滞在していた。飛行機で東京まで戻

ることはできたが、東京から群馬へ戻るのが大変であった。 

  前回も話したが、地震等の災害時には市庁舎が強固な建物でないと、市職員が災害対応

に動けない。市庁舎だけでなく、職員や市民の危機管理意識がうまく関係し合っていかな

ければならない。 

  富岡市はどういった庁舎にしたいのか、決めるのは市民のみなさんである。最新の技術

を使い、将来に向かって市民にとって夢のある安全な庁舎を造っていく必要があると思う。 

  今回の震災を通じて様々なことを考えさせられた。 

  東京に出張する際に電車を利用するが、計画停電によって両毛線、上越線、吾妻線は運

休になっている。しかし、高崎から東京、都内の電車はほぼ平常通り運行している。なぜ

違うのかというと、複数のJR関係者にお聴きした話では、東京はＪＲの自家発電所から直

接電力の供給を受けており、それに東京電力からの電力を追加して運行しているとのこと

である。高崎線、新幹線もこの仕組みに組み込まれているため運行ができる。ところが、

両毛線、上越線、吾妻線等は東京電力からの電力供給が主体であるため、計画停電によっ

て運休となってしまうとのことであった。 

  東京都で水道水から放射性物質が検出され、都庁は２４万本の水を都民に配るとの報道

があった。これは東京都に限ってみれば、素晴らしいことであるが、全国レベルでみると

どうなのだろうか。原子力発電所に近い被災地では、物資が不足しており、危険を承知の

うえで沢の水を飲みながら復旧作業を行っている方もいる。さらに、東京での買い占めな

どの行為によって、被災地に物資が届かなくなる。福島などの被災地は苦労しているにも

かかわらず、東京は電車も水もいつも通りである。これらの構造的な問題を見直さなけれ

ばならない。全国的なバランスを考えたまちづくり、国づくりを進めていく必要があると

思う。 

  これから分権化が進んでいく中で、地域がいかに頑張るかが重要になってくる。震災か

らの復興を考えた時も、外部の人に頼りっぱなしにするのではなく、その地域の人が考え、

造りあげていくことが重要である。 
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  富岡市は比較的自然災害が少ないが、浅間山が近くにある。今回の震災を通して、何が

起こるかわからないということを我々は学んだ。町長が亡くなったり、市庁舎が流された

りした地域はどのように復興していくのか問題になっている。 

  分権化の在り方、市の危機管理、市庁舎のあるべき姿について、一人ひとり真剣に考え

る機会になったのではないかと思う。 

 

６ 協議事項 

（１）市庁舎についての意見交換 

  廃業となった既存民間施設についての専門家からの意見聴取結果、資料１、資料２に関

して事務局が説明 

 

<委員長> 

 前回、市庁舎の位置については、現在地での新庁舎建設と廃業となった既存民間施設の

２ヶ所に絞って検討することとした。本日は、配付した資料に基づき意見を出していただ

き、ある程度の方向性を見出せるようご協力願いたい。 

 

<委員> 

 現在の庁舎で業務をしながら新庁舎を建設するのであれば市役所西駐車場になると思う。

仮に、西駐車場に新庁舎を建設する場合は、どのくらいの規模の庁舎を建設できるのか？ 

 →<事務局>敷地面積を目一杯使って、地上３階、地下１階の庁舎を建設した場合、延床面

積は約７，０００㎡程度になると思われる。 

 

<委員> 

 現在の庁舎の規模はどのくらいか？西駐車場に新庁舎を建設した場合、分散した機能を

集約できる規模なのか？ 

→<事務局>現在の庁舎の延床面積は、富岡庁舎が約３，９００㎡、南庁舎が約５６０㎡、

北庁舎が５５９㎡であり、合計約５，０１９㎡である。西駐車場に７，０００

㎡の新庁舎を建設した場合、機能は集約できる規模であると考えている。 

 

<委員> 

 現在の西駐車場に機能を集約した新庁舎を建設するのが良い。 

 先日、県庁に行った際、地震でエレベーターが止まらないか不安になった。もし、地震

でエレベーターが止まった場合やエレベーターが使用禁止になった場合でも、３階建てで

あればなんとかなる距離である。西駐車場に地上３階、地下１階の庁舎を建設すればちょ

うどよい規模だと思う。 

 

<委員長> 

 もし、もっと大きな規模の庁舎が必要となった場合、西駐車場だけに限定して考える必

要はない。例えば、上町駐車場を含めて考えてはどうか。 
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<委員> 

 上町駐車場は富岡製糸場来場者のために整備をしたので、現実的には庁舎建設は難しい

と思う。現在の庁舎を壊して建て替えれば、３階建てでも十分な規模の庁舎が建設できる。

しかし、その場合は、建設中の仮庁舎が必要なこと、２回引っ越しをする必要があること

などの問題がある。 

 

<委員長> 

 委員の皆さんの考え方によるが、将来に必要なことならば、上町駐車場を含めて整備し

ていくという可能性もある。最初から西駐車場に限定した狭い範囲で考えることはない。 

 

<委員> 

 上町駐車場にあるトイレは国の補助金が使われているので壊したりできないのではない

か？ 

→<事務局>トイレ等は国土交通省、舗装の一部に総務省の補助金が使われている。しかし、

補助金を返還すれば活用できる。 

 

<委員長> 

 長野新幹線の佐久駅周辺は農業振興地域であったが、新幹線駅を活かすために農水省か

らの補助金を返還して駅周辺整備をした。市民が補助金を返還してでも整備したいと考え

るか、そこまでやる必要は無いと考えるかによって変わってくる。 

 

<副委員長> 

 上町駐車場の利用者は土日が多い。逆に市役所は土日が休みになるので、駐車場として

はうまく使えると思う。 

 市庁舎は５０年以上使うことになる。上町駐車場を含めて整備することも想定し、より

良いものを造ったほうが良いのではないか。 

 

<委員> 

 現在の庁舎を壊して、新しい庁舎を建設した方が廃業となった既存民間施設の活用より

スペースが広く、自由な設計ができる。 

 

<委員> 

 資料１を見ると、現在地に新庁舎を建設した方が優位であることがわかる。位置につい

ては、最初は廃業となった既存民間施設を活用した方が良いと思っていたが、副委員長や

専門家の意見を聴き、今では現在地に新庁舎を建設した方が良いと思うようになった。 

 

<委員> 

 建設コスト部分を除くと、現在地に新庁舎を建設した方がメリットが多い。しかし、富

岡市の財政状況を考えると、少しでもコストが安い廃業となった既存民間施設の活用とい

う選択肢を残しておいても良いと思う。市の財政状況を伺いたい。 
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 →<事務局>経常収支比率というものがある。１００％を超えるとかなり悪い状態で、８０％

を目標にしている。富岡市は現在９０％を切っている。全国的に見ても悪い数

字ではない。起債については実質公債費比率が１８％を超えると起債許可が必

要になるが、富岡市は１３％である。そのため、庁舎整備にあたり財政的な支

障は無いと考えている。また、新庁舎建設基金を積み立てており、それを使う

ことができる。 

 

<委員> 

 東中の建設にも多額の費用がかかるのではないか。 

→<事務局>東中の建設は可能な限り国の補助金等を使うなど、計画的に考えている。新庁

舎を建設したからといって、市の財政が急激に傾くことは無いと考えている。 

 

<委員> 

 新庁舎を建設した場合、コストがどのくらいかかるのか。また、財政的にどのような計

画で進めていくのか知りたい。 

→<事務局>次回、資料を用意する。 

 

<副委員長> 

 庁舎の予想される規模で一般的な建設費等を用いた概算事業費を出してみる。その事業

費を耐用年数で割った１年間あたりの金額に換算すると新庁舎は５，６００万円（２８億

円÷５０年）、廃業となった既存民間施設を活用した場合は１億４００万円（２０億８，

０００万円÷２０年）となる。新庁舎を建設した方が経済的であるといえる。 

 東北関東大震災から何が起こるかわからないことを学んだ。現在、市庁舎整備に使うこ

とができる予算の範囲内で、できるだけ小さな新庁舎を建設し、市の発展に合わせて増築

できるように造っておく方法が良いと思う。 

 

<委員> 

 上町駐車場の土地建物は市で所有・管理しているのか？ 

→<事務局>全て市の所有・管理である。 

 

<委員> 

 副委員長を始めとした建築の専門家の意見を聴いて、現在地での新庁舎建設が良いと感

じた。 

 

<委員> 

 木造の庁舎は建設できるのか？木造の方が林業、製材業、大工など多業種にお金が回る

ので、地域の活性化に繋がると思う。 

 

<副委員長> 

 おっしゃるとおり、木造の庁舎を建設すれば地域の活性化につながると思う。ただし、
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建築基準法で木造建築物は最大５００㎡と決まっているため、間に鉄筋コンクリートを挟

むなどの条件があるが、できないことはない。 

 

<委員長> 

 木造の庁舎で鉄筋コンクリートと同程度の強度を持たせるためには、おそらく数倍の費

用がかかると思われる。また、維持管理などにも費用がかかる。 

 改築が容易、話題性があるなどのメリットはあるが、財政的に厳しいと思われる。 

 

<副委員長> 

 市庁舎は長期に渡って使用するため、鉄筋コンクリートの方が向いている。例えば、本

体はしっかりした鉄筋コンクリートで造っておき、増築部分はフレキシブルな木造にする

などの工夫が必要である。 

  

<委員> 

 上町駐車場の補助金を返還することになった場合、どのくらいの金額か？ 

→<事務局>正確に把握していない。１億円弱くらいではないかと思う。 

 

<委員> 

 上町駐車場はせっかく駐車場として整備したのに、それを壊してまで市庁舎を建設する

必要は無い。庁舎の建設場所として使用するのではなく、市役所駐車場として使用すれば

そのまま使用できるのではないか。 

現在の庁舎を壊し、スペースを確保したうえで新庁舎を建設するのが現実的ではないか

と思う。 

 

<委員長> 

 まず、市庁舎の位置について、現在地と廃業となった既存民間施設のどちらが良いかを

決め、それから細かな部分について議論していきたい。 

 

<委員> 

 位置については現在地が良いと考えている委員が多いので、廃業となった既存民間施設

のことはもう話し合う必要は無いのではないか。 

 

<委員長> 

 廃業となった既存民間施設を活用すべきと考えている委員もいる。本委員会での決定は、

市や議会の最終決定の際に尊重されると思う。委員全員が納得するよう進めていきたい。 

 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設を活用した場合、２５％のコスト減にしかならないこと、耐

用年数も２０年であることを考えると、現在地に新庁舎を建設した方が良い。 
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<委員> 

 庁舎建設時のコストは高くても、耐用年数を考えると新庁舎の方が有利になる。西駐車

場に新庁舎を建設すれば、仮庁舎へ移転をする必要もなく合理的である。西駐車場でスペ

ースが足りなければ上町駐車場を活用するといった方法が良いと思う。 

 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設は自動車以外の交通手段の場合は、利用しにくい位置である。

富岡駅からの利便性を考えると現在地に新庁舎を建設すべきである。 

 

<委員長> 

 新庁舎を建設した場合は、バリアフリーに関しても自由に設計することができる。既存

の施設ではどうしても制限されてしまう。また、公共交通機関との位置関係も現在地の方

が優位であるように感じる。 

 

<委員> 

 西駐車場に庁舎を建設することは可能なのだろうか。 

 

<副委員長> 

 可能であると思うが、新庁舎としてはかなり狭い庁舎になると思う。現在地で新庁舎を

建設することになった場合、どのように整備していくかは次の段階での議論である。先に

位置は現在地と廃業となった既存民間施設のどちらが良いかを議論した方が良い。 

 

<委員長> 

 現在地に新庁舎を建設する場合、西駐車場に建設することも可能であるし、現在の庁舎

を壊し新たに建設することも考えられる。現在地の敷地の広さは十分であり、どのような

形にも整備することができる。 

 廃業となった既存民間施設を使うということは、建物を使うことになる。商業施設は広

大なワンフロアで使うことを前提に設計されているが、事務所として使用するには部署ご

とに区切る必要がある。その結果、当初設計の空気の流れが変わり、執務室の空気環境が

悪化してしまう。県内のある市の庁舎を会議でよく利用するが、窓が無いため空気が悪く

感じる。また、窓が無い施設は閉塞感があり、事務所に向いていないと思う。 

 

<委員> 

 廃業となった既存民間施設を活用した方が断然コストが安いと思っていた。しかし、２

５％程度しか差がないという専門家の意見を聴くと、メリットが多い新庁舎の方が良いと

感じた。今後は新庁舎を建設することを前提に議論を進めていくべきである。 

 妙義庁舎は建設から約３０年経過したところであるが、合併によって使用頻度が少なく

なった。富岡市も今後合併するかもしれない。市の財政は決して豊かではないので、無駄

にならないよう、コスト面についてもしっかり考えていかなければならない。 
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<委員> 

 廃業となった既存民間施設の改修費用が予想よりもはるかに高い。なぜこんなに費用が

かかるのか？ 

 

<委員長> 

 既存の施設を実際に市庁舎として使うとなると、基本的な骨組みを残してほとんど手を

加えることになると思う。また、少なくともトイレなどの設備関係は全て入れ替える必要

がある。それでも残すべきなのかどうかの判断をしていただきたい。 

 

<委員長> 

 今までの皆さんの意見をまとめると、位置は現在地の方が良いということになると思う。

本委員会の中間まとめとして、位置については現在地で、新庁舎を建設することが望まし

いという結論としたい。 

 

―異議なし― 

 

現在の敷地にどのように庁舎を建設するのが良いかは次回以降に話し合っていきたい。 

 

 

（２）その他 

<副委員長> 

 廃業となった既存民間施設については、市庁舎としては不向きであるという結論になっ

たが、まちづくりにおいては重要な建物である。違った角度から活用の方法を検討しなけ

ればならない施設であると思う。 

 

<委員長> 

 中心市街地にある廃業となった既存民間施設をどうするかといった事例は全国的に問題

となっている。まちづくりと併せて考えていかなければならない問題である。 

 

<委員> 

増改築が容易な木造庁舎は魅力的である。副委員長には事例などを紹介していただきた

い。事例が無いのであれば、なおさらやってみる価値はあると思う。 

 

<委員> 

 商工会議所が移転を考えているという話を聞いたが本当か。 

 

<委員> 

 建設資金を積み立てて検討している。市庁舎への入居も視野に入れ、検討しているとこ

ろである。 

 それから、廃業となった既存民間施設を市庁舎として活用するという選択肢は無くなっ
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たが、今後は、まちづくりの観点から活用方法を探っていかなければならない。廃業とな

った既存民間施設の活用の方向性がはっきりしたと思う。 

 

<委員> 

 今回の委員会で市庁舎の位置については具体的に決まった。今後は、各自で「こんな市

役所にしたい」といったキーワードを出し合って検討していってはどうか。 

例えば、市民が使いやすい庁舎といっても駅との距離、駐車場の広さ、庁舎内のレイア

ウト、バリアフリー、商業施設の併用、市民協働スペースなど、人それぞれ市庁舎に望む

ことは違うと思う。それを出し合う機会を設けてはどうか。 

 

<委員長> 

 次回以降はどういう市役所が良いのか、どのようなキーワードで庁舎の整備を進めてい

くのか検討していくことになる。市役所に市民の意見を反映させる、まさに市民検討委員

会の核心に入っていく。 

 市役所は市のシンボルである。富岡市はどのようなまちにしたいのか、そのためにはど

のような市庁舎にすべきか、皆さんに考えていただきたい。 

 

<副委員長> 

 こんな市庁舎にしたいと思うことを簡単な箇条書きにして集めたらどうか。１人５つく

らいのキーワードを持ち寄れば、１００の意見になる。それをグループ化することで、い

くつかの柱が見えてくる。それによって、新しい市役所のあり方や方向性が見えてくるの

ではないか。 

 

<委員長> 

 それでは、次回までにみなさんからの意見を集約したいと思う。 

 事務局から書式を郵送するので、「こんな庁舎にしたい」というキーワードを５つ書い

て４月末頃までに返送していただきたい。その結果を見ながら、また自由に意見交換をし

ていきたい。 

 

 ７ 第７回富岡市庁舎市民検討委員会について 

・５月下旬に開催予定。日程調整し、後日、通知にてお知らせする。 

・今回までの意見をまとめた中間報告書の草案を作成するので、審議していただきたい。 



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 2/28 3/24

髙橋　章 富岡市議会議長 × ×

佐藤　剛
（大手　治之）

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 × × × ×

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




