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第７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５月２７日（金）午後１時３０分～午後３時５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 傍聴者 ３名 

 

５ 新委員及び事務局の紹介並びにあいさつ 

  吉井洋二委員（富岡市議会議員）、春山邦雄委員（富岡市議会議員） 

  企画財務部長、企画政策課長 

 

６ 委員長あいさつ 

  平成２２年度中に委員の皆さんといろいろと審議し、大きな方針がまとまったと考えて

いる。それが本日中間報告として最終確認できることとなり、ほっとしている。 

前回の委員会から今日までの間に、東北地方の被災地に行かせてもらった。そこで考え

たこととして市庁舎の位置付けをどう考えるかということは、市民が市庁舎をどう考える

かということと密接になっている。また市庁舎の役割が非常に大きいということを感じた

ので、防災面を十分考慮した庁舎を考えていかなければならない。同時にこの震災を受け

て市民と市庁舎の関係も新しいものが生まれてくるのではないかと考えている。それは地

域の人たちの考えで変わってくると考えている。新しい市庁舎を造っていくとすると、富

岡市民の皆さんが、今後数十年、１００年単位で、まち
．．
づくりの中核として市庁舎をどう

いう風に考えるのか、この場で十分に考え一つの知恵が出てくると良いと思う。 

石巻市に行き、市庁舎の中を見て来た。地元の百貨店を使った７階建ての建物を衣装替

えしないで活用していたので、外観は商業施設の感は抜けきっていなかった。割合しっか

りした造りの建物のように思えたが、使い勝手を考えるとやはり商業施設という感じであ

り、市役所とすると無駄なスペースあると思った。建物の無償提供を受けたりいろいろな

条件があったりして市庁舎にしたと思い、印象深く見させてもらった。 

本日は中間報告書を審議することを一つの区切りとし、次のステップに行きたいと思う。 

   

７ 協議事項 

（１）中間報告書（案）について 

  中間報告書（案）について事務局が説明 
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<委員長> 

 これまで６回いろいろなことを議論してきたなか、前回「新庁舎建設の是非については、

新築による庁舎整備が望ましい。」、「新庁舎の位置については、富岡市富岡１４６０番

地１及びその隣接地が望ましい。」という合意が得られ、このような報告書案が作成され

た。皆さんのお手元に中間報告案があらかじめ配付されているので、すでに検討している

と思うが、これで認めてもらえるか。 

 

<委員> 

 結論についてはこれで良いと思う。しかし検討経緯についてもう少し書いた方が良いと

思う。委員会で検討した内容を踏まえてもう少し踏み込んだ報告の方が、この結論に至っ

たということがより分かりやすいと思う。せっかくの中間報告書ということなので、結論

に至った経緯について二三書き添えた方が良いと思う。 

  

<委員長> 

今回の報告書をこのように簡潔にしたというのは、最終報告ではなく中間報告というこ

とであり、あくまでも現在の合意事項を書いたということだ。 

 

<委員> 

 「新築による庁舎整備が望ましい」との結論に至った理由は既存の施設の耐震性の問題

やこれからの利用できる期間を考えると新築の方が優位だということ、場所の決定の理由

はすぐに調達できる広い敷地が見当たらない、敷地があっても道路環境等に問題があるな

どを書き加えた方が良いと思う。 

 

<委員> 

 委員の言うことくらいの文面は書き込んだ方が良いのではないか。なぜならば、一時期

は廃業となった既存民間施設の活用の方向に話が進んでいたし、旧大成ポリマー跡地も候

補地にあがったが道路関係等の問題があり、最終的にこの形になったのだから。 

 一般市民の代表として参加している私たち委員の立場からすると、実際にいろいろなこ

とを一生懸命検討した結果なのだから、ある程度は書き込んだ方が良いと思う。 

 

<委員長> 

 それでは報告書案の「新築による庁舎整備が望ましい。」という結論を導き出すにあた

って、廃業となった既存民間施設等の候補についても検討した結果がこの結論になったと

いう事実を書き込むということで良いか。位置についても検討されたことをもう少し書き

入れるということで良いか。 

 

≪異議なし≫ 
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<委員長> 

 まとめとして、結論は報告書案のとおり「新庁舎建設の是非について」は新築による庁

舎整備が望ましい。「市庁舎の位置について」は富岡市富岡１４６０番地１及びその隣接

地が望ましいとういことで合意させてもらう。 

合意理由は、ここに書かれたもの以外に地域の資源を検討した結果、今後の市民サービ

スに課題が残るなどという理由で新築による庁舎整備にしたということを書き入れる。市

庁舎の位置についても委員会での検討内容をもう少し加味して書き、中間報告書の市長へ

の提出など今後のことは、こちら（委員長と事務局）で進めて行くということで良いか。 

 

≪異議なし 委員から「はい」の声あり≫ 

 

<委員長> 

 中間報告書として、今回出された意見を加味して確定する。ありがとうございました。 

 

 

（２）市庁舎についての意見交換 

 

<委員長> 

 （２）に関しては、今後テーマを絞った形で皆さんと議論をして行きたいと思う。今日

は今まで議論してきたことを念頭に、中間報告の合意事項を前提として、どんな風な機能、

整備方針にしたいか、皆さんとのフリーディスカッションで議論したいと思う。 

  

<委員> 

 資料を読むと視察に行った立川市にコジェネレーションというものがあるが、富岡規模

の庁舎にこれを設置する場合、予算的にどれくらいになるのか。 

→<事務局>その件に関しては、調べて回答する。 

 

<委員> 

 大震災に遭い富岡市も大停電となり富岡庁舎も１２時間程度停電し、その間市役所の機

能もかなり損なわれていたようだ。今回は特別なケースなのかもしれないが、外部からの

電力が遮断されても自立して行政運営ができる機能、基本的には自家発電機能など自立し

たエネルギーを持った庁舎が今後の災害時を考えると必要になると思う。 

  

<委員長> 

 これから庁舎を造るとなると、防災に関しては委員の意見は基本的に設置しなければな

らない機能といえる。基本機能にプラス何をするかが重要になってくると思う。 

 

<委員> 

 市役所に自家発電機能はあるのか。 
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→<事務局>現在は自家発電装置の設置はない。 

 

<委員長> 

 これからは電力も分散型にしなければならない。システムとして最初からできるかどう

か分からないが、これから建物を造るときには、今すぐ設置できなくとも太陽光発電など

を将来において設置できる仕組などいろいろと考えなければならない。前回までの議論の

中にもあったように、時代変化に対応できる柔軟性のある庁舎をどう設計するかを考えな

ければならない。とにかく現在において考えられるものはしっかり実施しながら、将来の

変化に対応できるように建物の躯体そのものを考える必要もあるのではないか。 

  

<委員> 

 ３月１１日の夜に市役所に来たが、真っ暗で、外に簡易発電機を置いて庁内の一部の場

所を明るくして災害対応していたようだ。富岡市の災害拠点となる場所がそういうことで

はいけないのではないかと強く感じた。 

市では、新エネルギービジョンで太陽光など新エネルギーのことを検討している。そう

いったことも踏まえて、今後、皆で知恵を出し合うことは良いことではないか。 

 

<副委員長> 

 資料１について、市庁舎に関して皆さんからいろいろな意見が出てきており内容的には

問題ないと思う。今後は、これらの項目について、具体的にまとめることになると思う。 

一つ思うのは、市役所の機能が一極集中型で良いのかどうかである。一極集中というの

は何かあったときに問題があると思う。また、市町村合併がどうなるか分からないが、合

併が進んだ場合やはり一極集中が市民への行政サービスにとって良いのかどうかは疑問の

あるところだ。 

市庁舎は一次避難所としては良いと思うが二次避難所としては避けなければならないと

考えている。東北地方でも見てきたが、市庁舎そのものは災害対策拠点として使うべきと

考えている。 

 

<委員長> 

資料１については皆さんの意見をまとめたものです。これを煮詰めていき基本的な考え

方や設計に役立てれば良いと思う。 

副委員長の話で重要と思うことは、市庁舎は災害対応等の指示を出すところであり、避

難所ではないということだ。阪神淡路大震災の現場を見て、行政機能部分と緊急避難所部

分のメリハリをつけられるような庁舎構造にすることが大切であると思った。 

 

<委員> 

 資料１は必要なことが十分に書かれていて、これを実現すれば素晴らしい庁舎ができる

だろうと思う。資料の財政の項目が庁舎の規模で、その他の項目が庁舎のあり様だと思う。

この規模項目に分散化や機能のことが入ってくると思うが、そこのところがまだあいまい
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な部分だと思うので、これから先はそこをどうするのかという議論になってくると思う。 

  

<委員長> 

 庁舎の分散化というなかで妙義庁舎との関係をどうするかという問題もある。一言で分

散といってもいろいろなパターンがある。富岡のような分庁型の分散と総合支所的な分散

があったりする、またそのやり方によってお金のかけ方も違うし、庁舎のあり様も変わっ

てくる、市民の行動も変わってくる。そういったなかで富岡の場合はどういったものが良

いのか、庁舎のあり方を考えるならば、そういうことも考えなければならない。この委員

会で考えることかどうかも疑問だが、非常に悩ましいところだ。 

 

<委員> 

 富岡市の場合、現状を考えると富岡製糸場や生涯学習センターなど市内各所に施設を抱

えて、そこに部署も分散している。市庁舎を新築する場合は庁舎の機能や部署に関しては、

最低限、富岡庁舎、南庁舎、北庁舎にある機能を移行するということが基本となってくる

と思う。 

 外の部署を新庁舎に入れる否かについては、ある程度は入れるスペースを作るべきだと

思うが、既存施設の有効利用を考えると、ある程度の分散化は止むを得ないとも思う。 

 

<委員長> 

 議論のために聞いてほしいのですが、地方分権化が進み今の単純な地方自治体から意思

決定組織としての地方政府となってくると体制が変わってくる。そうなると政策を考える

部門と現業部門が分離してくる可能性がある。市でも自分たちで政策を考えるようになっ

てきた時に、政策官庁的な部門を中心に置き、現業部門を周辺に配置し、うまく連携し運

営していくことも十分に考えられる。その辺りの将来をどう読むか、あるいは皆さん市民

がどういうものを望むかということが一極集中や分散化を考えることとなる。 

 もう一つ重要なことは今の行政がやっていることが将来も行政でやるのかということだ。

ある国では都市計画について、政策的部分は行政でやるがそれ以外の多くの部分は民間に

任せている。将来、今行政でやっていることを民間やＮＰＯがやることになれば役所のあ

り方も変わってくると思う。 

３０、４０年経つと行政のあり方は変わってくる、それに対応できるような庁舎をどう

いう風な考え方で造ったら良いか、今までは国が基準のようなものを出してくれたが、こ

れからは各地域でバラエティに富んだものになってくると思う。富岡の将来はこうだねと

いう考えを出し合い、少しでも将来に向かって良い庁舎の考えがまとまればと思う。 

 

<委員> 

 委員長の言うことは分かるが、２０年、３０年後体制がどうなっているかを考えると議

論が先に進まないのではないか。 
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<委員長> 

 ２０年、３０年後の将来のことを念頭に置きながら考えたらどうかということだ。 

将来のことを何も考えないとすると、庁舎を建替えたときに現状をそのまま移すだけに

なってしまう。そこに将来の富岡のために何かを付け足したい。 

 

<委員> 

 新庁舎になった場合、教育委員会の建物は新庁舎に入る対象になっているのか？ 

→<事務局>職員の検討結果の中では、入っていた。 

  

<委員> 

 ３０年後、富岡市の人口は減り、高齢化しているということは確実だと思う。２０歳の

若者が５０歳になっている。その時に市役所がどんな役目を果たし、どんな形であるのか

を考えておくことが我々の仕事だと思う。 

 庁舎のあり方については政策部門と現業部門との分離の話にヒントがあったと思う。建

物に求めるものは安全な庁舎とかエコな庁舎というのは当然なことだと思う。その建物の

活用方法や位置付けの方向性を出していけばどういう庁舎が良いか分かるような気がする。

政策部門だけの庁舎であれば、言い過ぎかもしれないが、そこは子どもたちの来る場所で

はないように思う。施設やスペースの目的が違うような気がする。 

視察の資料を見るとコミュニティスペースのある施設もあるが、そこには大変なスペー

スが必要になる。そのようなところを勉強すれば良いのかなと思う。 

 

<委員長> 

 そのあたりが規模や分散化をどうするかに係わってくると思う。市役所に市民の皆さん

が集まるための交流の場としてレストランを作ろうというのも一つの考え方だが、その時

は庁舎の周辺のまち
．．
を考えなければならない。市役所という単体で考えると良いが、その

ことにより周辺の店が潰れたりすればまち
．．
の賑わいという点ではまずいと思う。 

また、富岡製糸場が世界遺産となった時に周辺に満足する店がなかったとする、それを

市役所内に作るか地元の人たちで街中に作るか、どちらかにするのは地元の人たちの意思

で決めれば良い、それにより市役所の形も変わってくる。 

また、政策部門の建物にしても気軽に若い人が意見を申し出に来られるような建物の方

が良い、それにはどうしたらいいか。このように庁舎は、周辺のまち
．．
づくりと密接に係わ

ってくる。 

 

<委員> 

 宮本町の「遊ＹＯＵプラザ」は良いと思う。同じようなものが街中のいろんな位置にあ

り、そこに人が集うようになればまち
．．
づくりの動きとして見えてくるのかなと思う。 

 

<委員> 

 資料１を見ると防災・災害対策や環境との共生の項目は大体良いと思う。市民利用の項
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目を見ると、ここまで市庁舎に商店的要素を取り入れる必要はないのではないか。狭い視

野で見ると市役所で用が済んだらお茶を飲みたいというのは便利ではあるけれど、震災以

降、県庁などではだいぶお客さんが減ったという話を聞く。レストラン等を設置すれば費

用はかかる。ここまで彩り豊かな機能を市庁舎に持たせる必要はないのではないか。食事

とか憩いの場所は、民間に任せれば良いのではないかと思う。 

 

<委員> 

 市民が行政を動かすような体制を作りたいと思っているが、市民が市役所に足を運ぶ機

会が少ないと思う。この会議があるので近所の高齢者の方に新しい市役所はどんな庁舎が

良いかを聞いてみたら、「行かないので心配はいらない」という寂しい返事だった。 

 市民が少しでも市役所に足を運ぶための入口から考えなければいけないのかと思った。

市と市民との間に溝があると思われるので、行政も変わらなければならないと思った。 

 

<委員長> 

前述２人の委員の意見は、求めていることは同じだと思う。市役所に来るきっかけ作り

として市民が来たいというスペースを設け、市民と市役所のきずなを作ろうという考えと、

市民が市役所に足を運ぶことは重要だが、そのための特別なスペースは要らないという考

え方の違いで、当然市庁舎の形となると変わってくるということだと思う。 

 

<委員> 

 行政改革委員会では、これからは地域単位の政策が重要になってくるのではないかとの

意見が出ている。公民館単位の活動をより重視し、より市民に近い形のきめ細かいサービ

スが可能ではないかという意見が出ている。それを考えると庁舎の役割も見えてくるので

はないか。 

また他市と比較すると富岡市はボランティア活動が少ないように思えるので、本庁舎に

ボランティア窓口などを設けて市民協働を進めていったらどうかとも思う。 

 

<委員> 

 これからは市民が行政に係わらなければならないと思う。ひとつに少子高齢化による行

政コスト増をどのように市民が担うかということが重要な役割になってくると思う。市民

が行政と係わりを持てるような方策をとって、市民が円滑に主体的に行政の一部を運営で

きるような形が必要になると思う。その一つがボランティアだったりすると思う。そうい

うことができる雰囲気づくりに行政組織や市庁舎の建物の造りが関係してくると思う。 

 

<委員長> 

 市庁舎で市民活動を進めるにあたって、活動状況が変わる要因は何だと思うか。 

 

<委員> 

 建物で変わるというものではなく、行政マンの市民に対する応対だとか運営方法が大き
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な比重を占めると思う。ただし、市民活動を進めようと思った時に、単にカウンターやス

ペースがあるだけよりは、立川市のように庁舎の其処彼処にそういった活動ができるスペ

ースがあった方が良いとは思う。 

 

<委員> 

 市と市民が繋がるのに建物も大切だろうが、市長と市民と直接話ができるような仕組や

市民とどう繋げるか、どうすれば市民の意見や考えを引き出させるか、行政に反映できる

かということを考えてほしい。 

 我々市民の考えは資料１で出ていると思うが、こんな市庁舎なら働きやすいということ

に絞って、実際働いている職員の考えをまとめたデータと市民の意見を合わせればある程

度のものが見えてくると思う。 

 

<委員長> 

 職員の考えの取りまとめを事務局の方に考えていただきたい。 

 建物で、実際に中心的に働く人が働きやすいということが、実は業務効率が良くなりお

金が掛からなくなる。働きやすい場所、希望・夢を持って働ける場所、働く場にいる人が

良いと思える場所を作る。その場にいる人が良いと思えるということは、他所の人が来て

も良いと思える場所である。市役所の職員がこんな庁舎で働きたいという希望を、新庁舎

を作るという方向性の中で考えてもらうことも必要であると思う。 

 

<委員> 

今後は課題を絞って審議できるように、中心となる課題を絞って議論してはどうかと思

う。 

 

<委員長> 

 次回からは課題を絞って話し合う。今回はそれを踏まえてフリートークで議論している。 

 

<委員> 

 政策拠点としてある程度機能をそぎ落として中心的なものを確保した市庁舎とし、その

他、市内にはいろんな拠点があるのでそこに機能を分散させても良いのかなと思った。 

また妙義庁舎をどうしたら良いのかが大きな課題と考えていた。妙義地域の人が妙義庁

舎や富岡庁舎のことをどう考えているのか興味がある。 

上州富岡駅舎の件もそうだが、まち
．．
づくりに基本的コンセプトがなくて、いろんなもの

が街中にできてしまうのはどうかと感じている。市庁舎はまち
．．
づくりの核となるものなの

でまち
．．
づくりの中でどう捉えていくかは大切なことだと感じている。 

 

<委員長> 

 近いところで、関連なくまち
．．
づくりを進めることは問題がある。特に今回、現在地周辺

での建替えとした理由に、駅が近いからとか富岡製糸場との関連とかがある。そこのとこ
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ろを全体のことと考えて、市役所のデザインひとつにしても考えていかねばならない。 

 

<委員> 

妙義町住民の市庁舎の考え方として、妙義町地域審議会の考えを７、９月くらいにまと

めて報告させてもらいたいと考えている。 

 

<副委員長> 

一極集中が良いか分散型庁舎が良いかという問題については市町村合併で考えさせられ

たものがある。市町村合併は財政的に良い結果が見えるが、市民としてサービス向上にな

ったのかという点については、疑問に思えることがたくさんある。今回庁舎を一極集中す

るとさらに合併と同じような問題が進むのではないかという懸念があると感じている。し

かし、また同じような権限・機能を持った庁舎を分散させても一つの自治体としてまとま

るのかという問題もある。となると政策部門としての庁舎はきちっと造るべきだと思う。

その答えが、資料１の中に「社会の情勢の変化に対応できるフレキシブルであること」と

あるように、これだけは庁舎として絶対必要だという最低条件のものを鉄筋コンクリート

でより耐震性のある堅牢なものをこの地に造る。だだし、２０年、３０年先は情勢が読め

ないので、柔軟性を持ち、建物が将来こうなってくことも可能だという青写真を作って、

いつでも増改築できるようなものを考えていく必要があると思う。また庁舎から離れた地

域ではサービスが一極集中にならないように一般市民の日常生活が不便にならないような

行政サービスを考えなければならないと思う。 

富岡市のまち
．．
づくりコンセプトがばらばらで良いのかという話もあったが、事業を進め

ていくなかで、建物を設計するにあたり、設計者は地域の風土、歴史等を考えていく。そ

うすると本来であれば駅舎であれ庁舎であれ同じ様にまとまってくるはずで、そういった

設計者を選ばなければならない、またそういった設計者を選ぶことが次の時代の富岡市の

まち
．．
づくりへ繋がっていくと考えている。 

 

<委員長> 

今日は中間報告を一部手直しして認めてもらい、その後フリートークという形で進めさ

せてもらった。今後は今日出てきた意見をいくつかに絞って議論したいと思っている。 

 

（３）その他 

資料２について事務局が説明 

 

<委員> 

この資料の起債残高については平成２７年、２８年をピークにだんだん減っていくとい

うことだが、この中にはごみの焼却施設の建替事業が抜けている。事業費がだいぶ掛かる

と考えられるが、その点を十分に留意して今後の財政面を考えてほしいと思う。 

→<事務局>了解した。 
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<委員> 

  市内の防災ヘリコプターのヘリポートはどこか。 

→<事務局>ドクターヘリコプターは丹生小学校をはじめ１０か所、防災ヘリコプターは

北部運動公園など２か所を登録している。 

 

８ その他 

・新井委員から平成２３年６月１８日に生涯学習センターで開催される「上州富岡駅舎設

計提案公開プレゼンテーション」についてのお知らせ 

 

９ 第８回富岡市庁舎市民検討委員会について 

・６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。 

 



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 5/27

春山　邦男
（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




