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第８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６月２４日（金）午前１０時３０分～午後０時 

 

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１５名 別紙出席者名簿のとおり 

（傍聴者 １名） 

 

４ 委員長あいさつ 

  前回、市長への中間報告について協議し、中間報告案にプラスアルファしたものを市長

へ提出した。それに基づいて本日は新たな展開を図って行きたいと思っている。 

  先週土曜日に上州富岡駅舎設計コンペのプレゼンテーションを傍聴した。そこで感じた

ことだが、かなり似たものが出ていた。最終審査に残った７点について私なりに見ると、

開放性がある、緑をより重視している、街との連続性、そして市民の交流性、低層での施

工など共通性があった。伝統性にちょっと対峙する部分があった。例えば富岡製糸場を際

立たせるために富岡製糸場とは別のコンセプトで駅舎を造るというものと、連続性という

ことで似たような形（レンガ的なもの）で駅舎を造ろうとするものがあったように思う。

ざっと見ても共通性があり、似たパターンが感じられた。 

 本日も良い市庁舎になるように議論していきたいと思うので、よろしくお願いする。 

   

５ 協議事項 

（１）市庁舎の機能等について 

  資料１、討論用参考資料等について事務局が説明 

  

<委員長> 

 前回の議論で市の政策的部門を一極集中しながら現業部門を分散したらどうだろうかと

いう考え方が出てきた。本日はこの考え方で良いかどうかを議論し、大枠を決めていきた

い。次に討論用参考資料の中の、交流・憩い・市民利用あるいは規模・財政的なものにつ

いて協議したい。次回の第９回はその他の防災・災害対策等について議論し、８月に提言

書素案としてまとめられればと考えている。 

第１回委員会の議論の中で、農林関係の中枢的部門が妙義庁舎に分かれていて不便だと

いう意見があったと覚えている。分権化が進むと政策部門は重要になってくる。今までは

国が地方の政策的部分を考えてきたが、これからは地方で考えなければならなくなるので

政策的部門は本庁に集約するという考え方のなか、分散させる行政機能は何なのか皆さん

の生活感覚の中から意見を出してもらい固めたいと思う。 
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<委員> 

 富岡市は乗合タクシーも１日に３便から５便くらいしか出ていないところなので、暮ら

しに必要なもの、市民サービス的なものについては、ある程度分散化を考えなければなら

ないと思う。政策的なものは中央にあっても、各種証明の発行や各種届出等の市民サービ

ス的なものを考えると妙義庁舎も必要だろう。 

  

<委員長> 

 各種証明の発行等は、公民館でネットを使ってできるようになってきていると思ってい

る。公民館には専属の職員を最低１名は配置するなどで利便性を高めることはできる。富

岡市ではどうか。 

→<事務局>公民館主事は居るけれど、そのような体制的なものはできていない。 

 

<委員> 

 なかなかそこが対応できない。ネットとか言われても高齢者には難しい。 

  

<委員長> 

 住民票や戸籍抄本など、公民館の窓口で職員が本庁とネットで結んで作成することで、

公民館で手続きができるということです。職員の配置とか、本庁にそれだけの中央装置が

あるか、そういうことになるかもしれない。これは防災面とも関係してくると思うが、そ

の辺は新庁舎にするに当って、市として将来考えているものはあるか。 

→<事務局>まだ考えていないが、現在のところ住民票の交付はできているのでそこからの

発展性が考えられる。 

 

<委員> 

 市役所で市民ニーズが高いのは各種証明の発行と届出だと思う。それが各公民館におい

てできるようなオンラインシステムが構築できれば各種手続きもできると思う。通常、住

民からすると各地区の公民館は市役所の本庁舎に来るよりは近いと思えるので、市民の利

便性は上がると思われる。 

なお、業者が必要とするサービス等については、本庁舎に集約しても問題はないと思う。

高齢者対策などを重視するとそういうことになると思う。 

 

<委員長> 

 各種証明発行等の市民サービスについては、これからは公民館でできるよう分散化を図

っていく必要があると思う。 

よそ者として客観的立場から言わせてもらうと、合併時、妙義庁舎に農政部門の中枢が

配置されたということは、何か取り決めがあったのか。政策部門を一か所に集約すること

は市民感情としてできないことなのか、一極集中化を進めていいものなのか、少々軋轢が

あっても説明し政策部門の集約を進めていくなど、その辺りを含めて新しい一体的な富岡

市を創りかつそれぞれの地域が生き生きとするにはどういった機能を集中と分散をしたら
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いいのか、これらについて意見を出して欲しい。 

 

<委員> 

 富岡は、将来的には下仁田、南牧、甘楽町との合併問題が出てくると思う。高崎市は倉

渕から吉井、新町まで広い範囲でやっている、そういったところを参考にしたらどうか？ 

 

<委員長> 

 今回の市町村合併は様々なケースあったので簡単には参考にできないと思う。 

富岡という町をこんな風にしたいという思いをこの場で出して欲しい。その中でそれだ

ったらこういった所が参考になるという風に進めた方が、実はやり易いということを理解

して欲しい。今、皆さんがこういう点が不便であり、こうした方がいいと思うことを出し

てもらい、後は専門的に検討し、あるべき姿にしていく。こういう風に進んで行こうと思

うがどうでしょうか。 

 

<委員> 

 富岡市の人口は委員会資料の中に書かれているが、平成４２年には今から約１万人減少

し高齢化率も３５％程になる。今後は庁舎の機能というのは政策的なものから高齢者対策

や生活指導相談とかが行政の役割になってくるような気がする。そうなればそういった機

能を持った庁舎造りが大事になると思う。高齢者の人たちがそこに行けば全部間に合う、

公民館での市民サービスはこれからのシステムではかなりのものができるということも含

めて、行政の役割の主たるものができるような庁舎造りが必要と思うので、そういう考え

方で進んで行った方がいいと思う。 

前回に妙義地域審議会の意見を聴きたいという意見が出ていたと思うので、そのことに

ついて聞ければいいと思う。 

 

<委員> 

 合併に際してどういう経緯で農政課が妙義庁舎にあるのかは分からない。市の職員の方

がよく知っていると思う。妙義庁舎では市民サービスの証明や届出とかいろんな手続きが

でき、富岡庁舎より妙義庁舎の方が家から近くて大変ありがたい。そういう意味では分散

の機能を残しておいて欲しい。 

 ７月か９月の地域審議会において庁舎市民検討委員会の報告をし、審議会委員皆さんの

考えを聴き、審議会で話し合われた結果で必要なものは本委員会で報告したい。 

 

<委員> 

 庁舎に訪れる市民の目的は、アンケートによると戸籍、住民票、国保年金、福祉で７割

を超えている。つまりは公民館の住民票発行機能を高めれば高齢者ニーズに対応できる。

交通手段の調査もあるが、これからは市民サービス機能を分散し市民が行きやすい所に行

くという形態が良いと思う。行政の広域化ということも念頭に、あまり大きな庁舎という

話はないものと思っている。 
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庁舎の金額の２８億円が市民の中で独り歩きを始めている。関心が高まるのは良いこと

だが、そこだけに議論が集中してしまうのはまずい。 

 

<委員長> 

この金額については、どんな機能を持たせるか、どのくらいの規模にするかによって変

わってくる。例えば市民のスペースをどれくらい確保するかによっても変わってくる。こ

の委員会でさまざまな金額が飛び交うけれども、委員会の議論だということで理解して欲

しい。 

 富岡市として市役所を造るに当っての機能の集中と分散の考え方とすると、政策的部門

はできるだけ本庁舎に集中化させて、市民サービスに直結するものはできるだけ人件費が

掛からないシステムを考えながら分散させて市民サービスの向上に努める。ある地区だけ

に係わる現業部門はそこに配備するなどというような考え方で良いか。 

   

<副委員長> 

 基本的には委員長のまとめで良いと思う。 

富岡も合併をした。いつまでも妙義は妙義、永遠に妙義は富岡と違うというのではまず

いと思う。それは富岡という市、地域の結束力につながってくると思う。 

現状を考えると市民が市庁舎に来るというのは各種証明の発行等であり、市役所が政策

部門だけになると市民が市役所に来ることがないように思える。しかし、これからの行政

は人口も減り、行政職員の人数も少しずつ減ると考えると、市民が行政にいかに係わって

いるかということが課題となり、これを解決するために市庁舎の中に政策的部門があって

それをフォローアップするように行政と市民活動が一体となるような機能が庁舎の中にな

ければならない。ここでの活動を各地域で具体的に市民にサービスしていく。例えば高齢

者に介護の話、子育て中の人には子育ての話などができるように政策と結びついている市

民活動の場が庁舎に求められている。それを各地域で具体的に活動できるシステムを作っ

ていくべきではないか。 

政策部門だけだと職員と議員が庁舎に来るだけとなってしまい、それはちょっとおかし

いのではないかということになる。これからの行政のあり方と市民活動のあり方を考えな

いと立派な建物だけで結束力のないものとなってしまう。極端な話、年に１度庁舎でお祭

りができるくらいの市民の結束力を高める市庁舎でなければいけないと思うが、そのため

に庁舎で市民活動が活発に行われることがこれからの大原則になるのではないか。 

 

<委員長> 

 市民と行政が協働で何かをやっていくことは必要であり、全市的なものがこれから日常

的に出てくるだろう。そういうものは庁舎でやっていく必要がある。 

例えば景観の問題はそれぞれの地域ごとの景観の特色を生かしながら全市的な調整をし

なければならない。こういったものに関心を持った人たちがいつでも本庁舎に来て自由に

議論できるような場所も必要だ。言うなれば市民活動における政策的なものなどは新しい

庁舎で活動できるようにしなければならない。 
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討議用参考資料の交流・憩い・市民利用もここに係わってくる。視察に行った立川市や

青梅市役所には市民スペースがあったが、富岡の場合どんなものが必要か、意見があれば

出して欲しい。 

 

<委員> 

 庁舎の中にそういったスペースは必要だと思う。フリースペースでいいと思う。そうい

った政策的な活動拠点を新庁舎に作っていくと同時に、既存の勤労者会館などの上手く活

用されていない広いスペースとうまくリンクさせて、実際の活動は今あるスペースを有効

に活用できればと感じている。 

 

<委員> 

 各種窓口手続きが公民館等でできれば良い。現状でも富岡の場合は公民館で住民票等が

取れる。公民館で住民票等が交付できれば本庁舎の窓口スペースがその分不要となるので、

ボランティア関係の窓口を本庁舎に置いた方が良いと思う。 

 協働作業を考えるとボランティアが中心になると思う。本庁舎にボランティア活動の中

心となる場所ができれば市民参加が進むと思う。ある程度ボランティア活動を統括する組

織が本庁舎にあると良いと思うし、当然、近隣住民が使う本庁舎窓口も必要だ。 

 

<委員> 

 役所に来る機会が少なくて、問題点が良く分からないのが現状だ。今富岡市が行ってい

るのは分庁方式で、富岡庁舎があって妙義庁舎があっていろいろと課題があるのだろうが、

実際の行政に係わっている人たちの分庁方式の課題、問題がどの程度なのか分らない。組

織として分庁方式、政策部門と市民活動が一体となった機能だったり、仕組みたいなもの

があっても本当に大事なことは、行政の人たちのやる気であったり、市民の人たちのやる

気だったりすると思うが、その舞台がなければ何もできないので、庁舎は必要だと思う。 

  

<委員> 

 これから市民が行政にどう係わっていくのかというイメージは、この委員会のような会

議が増えてくるということだと思う。 

 中枢的なものというか政策的なものに市民が介入できるのはやっぱり本庁舎だと思う。

それぞれの活動というものはそれぞれの場所でもできれば良いと思う反面、まとまった方

が良いのかなとも思う。ちょっと分からない部分もある。 

 今の問題点はどこにあるのか、ガス水道会館のように近くだが離れている、正直言って

分かれているのがどの程度の問題なのか、いろんな意味で不便ということはわかるが、細

かい点を知らないと難しい。 

 

<委員長> 

 会議はこれから結構増えてくる。今までは市民から意見を聴くということで市民を公募

するということが少なかった。市の職員だけで政策を決定していた。市民を入れると時間
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が掛かり、当然、会議スペースが必要になってくる。今、官庁で会議室が足りないという

ことが多くなってきている。その原因はそこにもあると思う。地区の公民館等で会議をや

って要望を挙げても中央に吸い上げられない。仕組としては必要であり作らなければなら

ないし、スペースも必要になってくる。そういうフリースペースと言っていいのか、行政

と個人の中間項のようなものがこれから結構出てくるのかなと感じている。 

 

<委員> 

 県庁を新しくした時に、県庁を開放してイベントを随分やったが、前橋のあの辺の人た

ちだけのイベントというような感じがした。どういうものかなと思っていたら、知事が変

わった途端ばったりやらなくなった。 

 

<委員> 

 個人的な意見を言うと、立派な県庁を造ったので職員だけで使ったらまずいだろうとい

うこともあっただろしイベントの反省点もあったと思う。現知事になってからイベントは

いろいろな場所でやったらどうかということになった。 

建物を造る前から職員と市民の仕組を創り、建物自体もそれを前提に造らなければ、た

だイベントをやっているだけということにすり替えられてしまう。行政の人は良かれと思

ってやっているが、市民に享受されていない。これは今回の本庁方式と分庁方式の問題に

通じるものがあるのかもしれない。 

勘違いされては困るのは、先ほど会議室があればという話があったがそれとは違うと思

う。市民と行政が近付けるような庁舎の造り方があると思う。これから市庁舎を設計・建

設していくなかでは、そういうことも必要になってくると思う。 

 

<委員> 

年間、障害者関係者がイベント等で延５，０００人くらい集まっていた。県庁に行ける

ということで障害者にとっては励みにも楽しみにもなっていた。 

 

<委員> 

上州富岡駅舎コンペを聴かせてもらった。あれを設計した人たちが富岡を訪れて、街中

を見て、いろんな観点から駅舎の設計をして、その発表に生涯学習センターのホールが満

員になるくらいの人が関心を持って集まったことを考えると、ここでの議論も含めて、市

庁舎のコンペをやれば、ああいう人たちの中からいろんなものが出てくるのかなと感じた。

コンペ方式はできるのか。 

 

<委員長> 

 コンペをする場合は、かなりの労力と覚悟が必要だと思う。私も京都のグランドビジョ

ンを考えるコンペに関係したが、全国のゼネコンや大学研究室等から２０００件くらい応

募があった。応募者にはそれなりに返さなければならないし、出てきた作品の後処理や予

算の関係もあり、かなり検討を要する。コンペには意味はあるが、かなり時間が必要かと
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思う。 

 

<委員> 

 コンペについて勘違いして欲しくないのは、コンペの提案のとおりに造るということで

はない。作品を基に市民や行政と連携し、協議しながら進んでいく。市庁舎のコンペをし

ても話合いをしながら進めていくことになる。 

 県内自治体庁舎のコンペに関係したことがある。新しい提案で市民を公募して、一般市

民３３人が応募して事業を進めた、そこでは真摯の議論がなされていて議論の都度プラン

が変わっていた。自治体の内部でいろんなことが決まっていればいいかもしれないが、今

回の富岡市もそうだがなかなか細かいことが決められない。そのため設計しながら公募市

民のいろんな意見を吸い上げながら進んでいた。それは素晴らしい行為であるし、そのプ

ロセスから市民もいろんなことを覚えるし、行政も市民と一緒に事業をやる重要さ大切さ

を感じたり学んだりしていた。何が言いたいかというと、コンペをすれば、ちゃんとした

ものは間違いなくできる。ただし、コンペは審査する人が重要です。また、事務局は大変

です。期間は半年くらいあれば十分だと思う。 

 

<副委員長> 

 やり方とするとコンペ方式とプロポーザル方式がある。コンペは出てきた作品を審査・

採用して造る。プロポーザルは設計者を決める。 

 個人的には、プロポーザル方式で設計者を決めて、この委員会のような形式のワークシ

ョップを開いて、その中でいろんな意見を戦わせながら皆で創っていく。それが一番良い

と思う。設計者の競争入札だけは避けて欲しい。どうしょうもない物ができてしまうので

止めた方が良い。 

 

<委員長> 

 コンペの件についてはここで議論を切り、交流・憩い・市民利用についてどういう点を

考えていったらいいか、意見があったらお願いしたい。 

 

<委員> 

 青梅や立川市を見てきて、両市とも１階にフリースペースを広めに取っていた。防災上

の問題等いろいろな意味があるのだろうが、広めに取ってあるのが特長のように感じた。  

基本的に広いスペースの方が人は集まりやすいと思われる。先程言ったボランティア活

動の件についてもある程度広いフリースペースがあった方が集まりやすいと思う。これは

屋内に限らず玄関前のスペースでも有だと思う。人が集まってゆっくり過ごすような場所

があってもいいと思う。 

  

<委員長> 

 前回、喫茶コーナーやレストランについて意見が出ていた。それなりのレストランを作

ると周辺との関係が問題になる、その辺りについて意見はあるか。喫茶コーナーやレスト
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ランを作るにしても、できるだけ簡便なものという方向性になってきているように感じて

いるが、そういうことで良いのか。 

 

<委員> 

 立派なレストランができて街のお店が寂れたのではいけないなと考えている。ちょっと

した喫茶コーナーは必要だと思うが、県庁や高崎市役所のような立派なレストランは富岡

には必要ないように思う。 

 

<委員長> 

 会議明けにちょっと立ち寄れる簡単な喫茶コーナー程度、売店にしてもちょっとした物

が買えるようなコンビニのようなイメージで良いのか。 

  

<副委員長> 

 市民活動がそこで行われているレストラン。例えば視察先にあったような障害者が運営

しているレストランや地場で採れる野菜で主婦等が研究した料理を出す店など、ここしか

ないようなオリジナルなものを小ぢんまりとやるのは良いと思う。街の他のお店と競合す

るのはまずいが、特色を出したコンパクトな店を出せる可能性は十分あるのではないか。 

 

<委員長> 

福祉的な売店を庁舎の中でやるのも一つの考えだ。富岡の場合は、駅前のあい愛プラザ

など施設利用の関係で考えてもいいと思う。 

 

<委員> 

  各公民館で住民票が取れることは便利だと思う。現在、何か所の公民館で取れるのか。 

聞くところによると利用が１日に１通あるかないかということだが、そのような状況で、

費用を掛けて各公民館に全部整備するということはどうなのか。 

→<事務局> ８か所で取れ、一日の利用は１館あたり８．９件です。少しずつ利用が増え

ている。 

 

<委員> 

期間が過ぎれば少しずつ周知されて、利用が高まるという風に考えれば良いのか。 

 

<委員長> 

前橋も公民館で各種証明等が取れることを知らないでわざわざ本庁に行っている人がい

る。しかし、公民館で取れることが分かると利用が多くなってきているようである。 

 

 

<委員> 

  市民サービスを進める場合は、市民への周知も良く検討しないとだめということだ。 



9 
 

 

<委員長> 

こういう会議で情報を得て、それを地元等で明らかにすることも意味がある。 

 

<委員> 

交流・憩い・市民利用については、飲物が飲めるぐらいのスペースがあれば十分と思う。 

市民と行政が上手く係わり合える場所、１階の市民が庁内を移動しているような脇で、

オープンスペース的な場所で、市民と行政、市民と市民のちょっとした会議をやっている

ということが見えるようなスペース、そこは会議に使ってもいいし、正式な会議が終わっ

た後のちょっとした反省会など多目的に使える、ちょっとした間仕切りがあるような場所

があればいいと思う。 

 

<委員> 

そこが喫茶スペースだといいでしょうね。 

 

<委員長> 

ここではきちっと決められるわけではないが、今の意見でイメージが湧いてきたと思う。

庁舎の規模・財政について意見はあるか。 

 

<委員> 

これから先、市の財政が厳しくなることが考えられるので建物は華美にならないように

することはもちろん、ランニングコストを抑えることが重要になってくると思う。 

 

<委員> 

  現在の富岡庁舎が新築したとき私は職員でいた。地下に食堂を作るということで、職員

と一般の人が食べられるようなことで計画をした。出店について飲食店組合に打診したら

受け手がいなくて、結局は水道局の部屋が足りなくなり事務所で使ったり休憩室に使った

りしていた。今思うと広さ的に食堂にするには非常に中途半端な広さであった。 

オープンスペースを作ってもらって、一般の人も職員もお茶を飲めて気軽に議論できる

ような場所が必要だと常々感じていたところだ。 

 

<委員長> 

  やはり十分議論しないと中途半端なものができるということですね。 

 

<委員> 

最初から言っているように、妙義の方へ農政の窓口が行ったということが一番残念だし、

古くなった庁舎を新庁舎にしても、それがそのまま残るのでは何のために新庁舎にしたの

かと思う。家から遠くまで行かなくても市役所の用が足せるようにして欲しい。 
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<委員長> 

先程から言っているとおり、行政の中枢機能は一つにまとめて、市民サービスに直結す

るものについては新しい廉価な技術を使いできるだけ市民の身近な場所で処理できるよう

にしていきたい。 

協議事項最後のその他の意味は、これからこの委員会として提言を行うに当たり、どん

な内容にしたら良いかということ。今、事務局で考えているものは現状の課題、整備手法、

位置など資料に書かれている内容です。これを今回、決定することは難しいと思うので、

次回までに意見があれば出して欲しい。 

時間になったので協議事項についてはこれで止め、次回については今日できなかったこ

とをつなげていきたいと思う。 

 

６ その他 

第９回富岡市庁舎市民検討委員会について 

・７月下旬に開催予定。日程調整し、後日、事務局から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 6/24

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




