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第９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７月２６日（火）午後１時～午後２時４５分 

 

２ 開催場所 

富岡庁舎３階 委員会室 

 

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 委員長あいさつ 

  ここ一カ月ほど東日本大震災に関係する業務を行う中で感じることは、復旧復興にあた

り地域が自ら考えることの重要性で、その際、市役所がいかにしっかりしているか、庁舎

がしっかりしているかが重要だと深く感じた。 

それは国が頼りにならないという面があるかもしれないが、分権化の中でこの流れは強

くなってくると感じた。自らが動き出している地域の復興がやはり進んでいる。地域が自

ら動くために一番重要なことはそれができる人材であるが、人々が動きやすいシステムと

中心活動の場としての市庁舎の重要性をつくづく感じた。 

   

６ 協議事項 

（１）市庁舎の機能等について 

  前回の議論用参考資料により進行 

  

<委員長> ８月は提言書の素案について、９月で提言書の確認提出ということになってい

る。今日が実質的な討議の最後ということになる。次第にあるとおり庁舎の機能について

ということで意見交換していきたいと思う。 

これまでのところ前に配付した第７回資料のまとめ議論用参考資料に基づいて防災・災

害対策、環境との共生について、ユニバーサルデザイン・バリアフリー、交流・憩い・市

民利用、それからまちづくり
．．．．．

、
．
規模・財政について、情報管理と行政機能との関係などに

ついて皆さんから意見を出してもらっている。今日は、どの分野でも結構なので、今まで

言い残したこと、市役所の機能・あるべき姿に関して意見を出してほしい。 

建設資金面では積立金や合併特例債を使う方向性が議論され、機能的には今までの議事

録にあるように現業的な部分と政策・中枢的な部分との関係を議論し、できるだけスリム

でコンパクトな庁舎にし、かつ市民の利便性を高める方向性で議論してきた。まず、その

辺りで具体的に注意した方が良いことがあったらどんなことでも出してほしい。 

 

<委員> 防災無線を放送する時に、最初の合図で、連絡事項かあるいは人命に係わるよう

なことかを区別できるようにしてほしい。それを是非機能の一つに加えてほしい。 
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<委員長> これは、防災関係の機能を普段のお知らせにも使うのか、本当に緊急のときに

だけに使うのか、富岡市の考え方によると思う。組織そしてシステムの問題、その点につ

いて庁舎を造るにあたって防災設備も再検討すると思う。 

防災無線については市役所の防災機能に大きく関係するし、委員の言うとおり命に係わ

る大変なことなのでこれに対して事務局の考えとして何かあるか。 

→<事務局> 防災無線については、緊急連絡用ということで位置付けられている。たとえば

義援金の関係や選挙の関係についても防災無線で放送させてもらっている経過もあるので、

その辺りも踏まえて、検討させてもらいたい。 

  

<委員長> 防災無線は、大雨の場合は雨が強くなって危なくなってから放送しても聞こえな

い。危なくなる前に市民に警報を出したいが、その頃は何で今頃避難しないといけないの

と思われがちで、非常に難しい。地域が高齢化してくると、避難するのに時間も掛かるの

で、非常時の連絡システムをどうするかは庁舎の機能とは別な問題として議論してほしい。 

  

<委員> 何回か欠席して流れが少しわからないが、交流・憩い・市民利用を促すために、市

役所に業者を入れるのは難しいと思う。立派な喫茶コーナーを造るよりも、水とお茶がた

だ飲め、コーヒーは１００円程度で飲める設備を置く方が良いのではないかと思う。地元

の商売の邪魔をしたくないので。 

 

<委員長> 今までの議論の中でも、周辺の街の活性化を妨げない施設にしよう、ちょっと

休めるようなものが必要だという意見が出ていた。 

 

<委員> ３月の大震災によって有事の際には庁舎の重要度がかなり高いことが認識されて

きていると思われる。地震は富岡にも大きいのがあるのではと考えている。津波は当然海

なし県なので考えらない。あと可能性があるのは、河川氾濫など豪雨での災害と浅間山の

噴火が富岡においては大規模災害となる可能性があるのではないかと考えている。火山に

よる災害は、日本では雲仙普賢岳の火砕流などがあったわけだが、浅間のハザードマップ

が作られていて降灰による被害があるように思うので、その辺りのところを加味した設備

等が必要になるのかもしれないと個人的には思う。皆さんの意見を聞きたいと思う。 

 

<委員長> 火山については、浅間が一番近くかもしれないが、榛名山も含めこの辺りどこ

から噴き出すかということは何とも言えない。例えば昭和新山のようにどこでどうなるか

も何とも言えないし、大きな爆裂が起こる可能性もある。ただこればかりは分からないの

で、一定の対応はして、あとは起こった時にどうするかということが重要だと思う。 

 集中豪雨が頻発しており、水害が中小河川で起こる可能性がある。鏑川は河床が低いの

で問題は少ないと思うが、別の内水災害が起こる可能性はある。その時の防災体制として

一極集中型も重要だが、何かのバックアップシステムを持っておくことも必要で、その辺

りを皆さんがどう考えるか。 
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<委員> ４年前の台風災害時、富岡市においては、当初東富岡公民館に７０名程度の人が

一次避難し、その後かの
．．
さと
．．
に１カ月寝泊まりした経緯がある。河川の氾濫が起きないこ

とはない。 

その時、防災拠点となる市役所の機能で感じたのは、ブルーシートやスコップ、土嚢な

どの防災用具が市内にあちこちに散らばっていた。市役所に来れば最小限の災害対応の用

が足りるということで配備して、あとは地域で防災用具はここに行けばあるというシステ

ムを市で考えてもらう。とにかく防災の拠点となる防災司令室を備えた庁舎造りが必要な

のではないかと思う。 

 

<委員> 東日本大震災時に富岡の場合、停電が１２時間続いてかなり大変だったが、非常

時の電源の確保にいくつか方法があると思う。非常用の発電機等を備えたり、コジェネレ

ーション機能のような自家発電機能を備えた庁舎にしたり、発電機能を持つ太陽光電池パ

ネルを使用してバッテリー等を備えてある程度の電源を確保するなど、幾つかのシステム

が考えられるが、どういうシステムが良いか少し検討した方がいいのではと思う。 

 

<委員長> 電源については、何か、今すでにやっていることはありますか。 

→<事務局> 特にはない。 

 

<委員長> 電源に関しては、石巻市長と話す機会があったが、石巻専修大学が大きな被災

を免れ発電設備を持っていたため、結果として県や自衛隊の災害対策拠点になった。発電

設備をずっと動かしていたので真っ暗の中に不夜城のようになっていて、それだけでも心

強かったようだ。ただし、それを動かす技術者と、燃料確保が重要で、燃料確保に非常に

苦労したようだ。大きな電源確保を自然再生エネルギーで行うのは、まだ難しいようだ。 

 

<委員> 災害時には市役所が頼りなので、職員や関係者たちが災害時でも安心して仕事が

でき、職員の安全が確保される必要がある。新しい市役所には、発電室というか特別な発

電機能があっても良いと思う。 

 

<委員長> 防災関係は役所としてこうした方が良いという全国共通のシステムづくりが今

後かなり出てくると思うので、それらを参考にしてもらいたい。 

もう少し議論した方が良いと思うのはまち
．．
づくり
．．．

との関係、富岡製糸場を中心とした世

界遺産を目指す際に市役所の位置付けをどう考えていったら良いかなどで、意見はないか。 

 

<副委員長> 場所的には、現在の場所に庁舎を造ることはそれなりに良いだろうと思って

いる。議論の中で一つ抜けていたのが、ここに新しい庁舎を造った場合、人の流れや街路

の作りなどを都市マスタープランの中に位置付けなければならないと思うが、そこが抜け

ていたと思う。となると中心市街地の区画整理を休止した辺りとの関連性をどう考えるか、

その辺りが議論していなかったという気がしている。 
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ただし、議論していなくとも元の位置に建設するのだからそう問題はないのかもしれな

いという感じもするが、都市マスタープランの中に市庁舎を位置付けなければまずいので

はということを考えている。 

→<事務局>都市マスタープランでは、現在地ということでは位置付けられていると思う。

都市マスタープランの大枠とすると、市庁舎を移転するとしても中心市街地の中に移転し

ようという考えがある。そこで市庁舎の位置として中心市街地の３か所に絞った中で決め

てもらった。 

 

<副委員長> 大枠の中であれば、一番良いところだ。旧大成ポリマーの方だったら人の流

れが変わってきてしまうということだ。現在地で建て直すのであれば問題ないかと思うが、

ここに庁舎を建てた場合、来庁者数は増えるのか。 

→<事務局> それほどは変わらないと思う。 

 

<副委員長> アクセスの問題で交通渋滞が起きるなど、庁舎を建て直すことで色々なところ

に影響が出てくると街路の作り方などを考えなければならないのではないかと思う。 

→<事務局> 今考えられるのは、富岡駅から市役所へ向かう道路が交互通行になるが、そ

のことで、どう交通形態が変わるのかということだ。 

 

<委員> 富岡庁舎に訪れる方は一日平均何人程度なのか。 

→<事務局> 昨年の１１、１２月の調査では全庁舎で８００人から１０００人だった。 

 

<委員> 新庁舎になるともう少し来てもらえるような体制が整うのか、集いやすい庁舎と

いうことになるとそういうことになるのか。 

→<事務局> 今までの議論にあったように政策的部門が他から移動してくるとその分少し

増えると思う。 

 

<委員> 庁舎の主な機能は３つ位に分かれると思う、窓口機能、執務機能、それから議会

機能に、また庁舎の延命化、長い時期使える庁舎づくりと、維持管理のコストが掛らない

庁舎づくりをしなければいけないと思う。 

  

<委員長> それに関しては、これまでの議論でも、できるだけ長く持ちかつ最初から全部

できあがったものではなく、時代の変化に柔軟に対応できるものにしようという基本的な

考え方が出ていた。それと耐震強度を確保しようという基本的な考え方がある。それから

議会や執務の中でも意思決定をするような中枢的な業務については一極集中し、住民票・

所得証明発行などの窓口業務は、市民の利便性向上のため公民館などを活用するなどして

全ての地区で発行できる形を考えたらどうだろうかとの意見が出ている。 

他方で、用事があるなしは別に、市民が集える、できるだけ足を運んでもらえるような

市役所にしていくということついてはどうだろうか。例えば小学生などは子どもの頃、社

会見学などで市役所に来ると思う、出入りすることで親しみを感じてくる、そういった目
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配りも必要なのかなと思う。市民との触合いという意味では、視察に行った立川市はかな

りそういう点を考えていた。今までもそういった意見が出ていたわけだがそういう点も含

めてどうか。 

 

<委員> それを含めて、具体的な話というのは難しい。実際、今ここで決めようとしている

のは大枠だ。実際の庁舎を造っていくとすると、細かい話がいっぱい出てくると思う。先

ほどの喫茶コーナーにしても防災無線にしても絡んでくる、色んな問題があると思う。ど

のくらいの広さにするのか、それを誰がどういう風に決めるのかなどもある。広さや執務

スペースは行政内部で決めることもできると思うが、今委員長から振られた「市民との係

わる部分」であるとか、それもどう作るかによって広さとか空間の造りとか色々ある。実

際それをどう進めていくのかが重要になってくると思う。前回、話に出たコンペだとコン

ペの前にそういうものは決まらない。そういうことを色々考えると、たとえば誰か先に設

計者を決めてしまって、その人が言ったことを案として造ってもらうというやり方もある

のかなと思う。設計者を決めて皆で意見を言いながら造るという方法もある。 

とにかく一つのことをやるにしても、なかなか決まらない。実際に設計者を誰が決めて

いくのか、ちょっと違った形のワークショップをしながら、それぞれの機能について議論

しながら決めていくというやり方もあるだろうし、私とするとそういうところに最終的な

形というのが係わってくるのかなと思う。その中で「市民との係わり」とはどういうもの

なのだろうか、「開かれた」とはどういうことなのだろうかが市民の人にも分かってくる

のではと思う。そういうプロセスの場を早く作らないと市民と共有されたものができない

のではないかという懸念が少しある。 

 

<委員長> この委員会は、大枠の考え方を出す委員会です。ここでみなさんの意見をお聴

きする中で、庁舎の位置とか新築・改築の方向性が決まってきました。あまり詳細・具体

的なことはここで決めるわけにはいかない。設置場所や新築などここで決まったことが尊

重されるでしょうが、機能的なことは市政の優先順位と予算とで決まるのでその辺りはで

きるだけそこで考えていただく。それを前提にして、市民の目線からすると何を優先順位

にするか、執務スペースを最低これだけ取るとするのか、何らかの形で市民のスペースも

この程度は必要だという話になってくるわけです。それをどのような形で進めていくのか、

ワークショップ形式でやるのか、誰かに任せるのか、その辺りは次の段階だと思う。この

委員会での役割ではない。次の段階にできるだけ皆の意思が伝わるようなことでここはま

とめ上げたいと思う。 

 

<副委員長> 富岡市の全国にない特徴とは何だろうかと考えている。コンパクトの庁舎っ

て何なのだろうか、今までの議論の中でも、政策に関係することは５０年経ってもそう変

わることはないだろうから、そこは鉄筋コンクリートできちっと造り、それ以外の予測で

きない部分については地域の県産の量産材で造ったらどうだろうかという話もあった。木

造庁舎は全国に何件かあるわけですが、こういう庁舎はそう全国にあるものではない。コ

ンパクトに造りながら地場産材を使って増えたり減ったりして、その時代に合わすという
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ことが一つ特徴になると思う。 

 また、庁舎は土曜・日曜日にどういう使われ方をするのかということを考えなければな

らないと思う。一週間のうちの２日間をお金に換算すると結構なものになる。 

もう一つは富岡製糸場が世界遺産になり来街者が多くなると、そういう人たちと庁舎の

核でないところの使い方をどういう風に考えるかということがある。そういうことによっ

て富岡が全国に名前を売ったり来街者が増えたりする気がする。 

 先ほど委員さんが言ったように、庁舎機能についてこれから先は叩き台がないとイメー

ジできない。是非叩き台を持った上で、別組織かもしれないが、市民とのワークショップ

で一つ一つ詰めていくことが望ましい。コンペやプロポーザルという方式で設計者を選ぶ

のだろうけれど、形式的なワークショップが多くて、真剣に時間を掛けてやることがあま

りない。できれば時間を取って関係する市民・団体に集まってもらい、自分たちの活動し

やすい方法はこういうものだということを設計者と議論する時間が取れれば良いものが作

れると思うし、それが望ましいと思う。 

 

<委員> この委員会で詰めるものかどうか、詰められるのか、委員会としてどの辺りまで

相談したり詰めたりするのか、今後時間がない中でその辺りはどうするのか。 

 

<委員長> これだけは必要だという意見を出してもらい次のところにバトンタッチする形

になると考えている。副委員長の発言のように、一週間のうち５日間を使う市役所にする

のか、７日間を使う市役所にするのかで大きく変わってくる。仮にある施設にレストラン

を設置したとすると５日間ではなかなかペイできない。施設に来た人だけを相手にしてい

るとなかなか経営的には難しいと思う。 

大学に生協や学内のコンビニエンスストアがある。大学が休むと店も休み。これは大学

が場所等を無料で貸しているから、成り立つけれど経営的には無理だ。したがって大学が

街の一部となった、誰もが入って来られるような形になればこれが生きてくる。つまり、

周辺の街を生かした形にすれば良い。 

街に世界遺産の関係で観光客が来たりして市役所がもっと動く、また土曜・日曜日も別

の形で動くとすれば、おそらくレストランなどが市役所にあったとしても、それは街とし

て有だと思う。その辺りをどういう風な大枠でするかということは、もし意見があれば出

してほしい。 

  

<委員> 市役所に喫茶や軽食コーナーが必要だという発想が理解できない。市役所に来る

ときは用が済めば家に帰るという発想で、ここでお茶を飲むという発想はない、中にはそ

ういう人たちもいるだろう。そういう人たちのために喫茶・軽食コーナーを設ける必要は

ないと思う。確かに要望はあると思う。要望があるからと言って対応しましょうというの

はあまりにも短略的だろう。 

 過去にある地区の区長会で日帰り温泉施設の要望を出した。ところが、毎年４千万円か

ら６千万円の赤字を出す施設になった。市民の要望だからと言って経済的に採算が合わな

いものをやって良いのかというものがある。採算が取れなければ税金をつぎ込むことにな
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る。あれも良いこれも良いとあるが、やっぱり災害防災は重要だけれども、やっぱり取り

入れるべき優先順序を意思表示してやるべきではないか。 

 

<委員長> 今は町づくり全体との係わりでどう風に考えるかということで、役所単独の機

能としては「レストランなんかはいらない」ということになるだろう。そこは皆さんがま
．

ち
．
づくり
．．．

の関係でどういう風に考えるかということになる。 

 

<委員> 基本的に富岡駅から来られるお客さんたちのルートを考えると今後は市役所の方

に来るお客さんが多くなると思う、上信電鉄を使って来るお客さんが増えるかどうか分か

りにくい部分もあるが、そういったことを考えると意外に市役所が富岡駅の次の拠点とし

て重要なのかなと思う。 

 立川市は市役所の部分とレストランの部分を仕切ることができ、市役所が閉まった後で

もレストランが営業できるような形になっていた。レストランは極端だが同じような発想

をすれば、１階のホール辺りを一部仕切ることができる形にして、その一部をフリースペ

ースにして、他方を観光案内ができる部分にしたら、それはそれで使い勝手の良いスペー

スができると思う。土曜・日曜日に市役所を単に閉めてしまうということより、ある程度

の富岡市の拠点、富岡製糸場へ来る人の拠点として考えると一部を開けておく部分があっ

ても良いのではと個人的には思う。またそういうスペースに先ほど言われていた喫茶コー

ナーのような休める部分も一緒に併設した方が良いのではないかと思う。 

  

<委員長> 何らかの形で今後の市役所というのは、可能な限り７日間使っていくことを追

求していくことは必要だと思う。二十数年前に私が居たアメリカの街は、土曜・日曜日と

夜に議会をやる。一般のサラリーマンが議員であり日本とシステムが違った。今の日本は

中央集権的に制度が縛られているが、将来的に考えると、必ずしもそうならないこともあ

る。これから５０年のオーダーで考えると、サラリーマンが議員になる、土曜・日曜日、

夜の議会をやる可能性もある。市役所は百年で考えようと言ってきた訳だが、そういうこ

とを考えるとできるだけ施設を多様に使えるように造ることは全体として必要なのではな

いかと感じるが、その辺りはどうだろうか。 

 

<委員> 私もそう思う。たとえば公民館的機能がそこに入っていれば夜や土曜・日曜日使

えたりできる。 

今言ったようなことについて皆さんのコンセンサスを得ていく場というのが、これから

議論していくうえで重要なことだと思うので、市民コンセンサスを得て市庁舎を建設する

ということを報告書に入れるということはできないのだろうか。 

 

<委員長> それは要望として、その辺りはどうか。 

 

<委員> 全員が賛成するということはあり得ないだろうが、話合いをすればお互い理解し

てだいたい収斂する。その時に重要なのは、叩き台だったり、目指すものが見えていたり、
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そうしないと意見の言いようがない。テレビで東日本大震災の復興住宅をどうするかとい

うのをやっていたが、やはり模型を作って市民に見せると、今まではどういう計画にする

かという漠然としたものが絵なり模型となって形で出てくることで、直接的に「こうだね。

こうだね」ということがだんだん分かってくる。そういったことを含めながら設計してい

ったら良いと思う。 

 

<委員長> 市民コンセンサスを完全に得ながら進めると二進も三進もいかなくなる可能性

があるので、情報公開しながら、あるいは皆さんの意見を聴きながら、交流を図りながら

進めていく。これからの役所づくりには情報公開が重要で、必要だと感じている。 

今まで出た意見を生かしていくためにも、情報公開は必要である。そうでないとここで

話をしていたものが、ある日突然全く違うことが起こる可能性が無きにしも非ずなんてこ

とになる。事務局を縛るという意味ではなく、ここでの議論を積み上げていくという意味

で情報公開しながら、交流しながら市民と図りながらやっていくことは必要だと思う。 

  

<委員> さらにはそれをまちづくり
．．．．．

の中に位置付けるということが重要で、市役所づくり

だけのためにそういうことをするのではなくて、まちづくり
．．．．．

全体があってその中に庁舎を

造る部分があるというようなことを知った方が良いと思う。 

 

<委員長> まち
．．
づくり
．．．

について意見が出たが、市役所のあり方を示すことによって、自然

に市民が「富岡はこういう方向に向かっている」ということが何となく肌で感じやすい。

そうすると何となくそういう方向に皆が向く。少し遠回りになるかもしれないが、それだ

けの市役所を造るというのはシンボル性があるということだ。 

 

<委員> 富岡の街の中を考えた時に、製糸場があって、駐車場が３か所あって、元気のな

い町があって、商店街があって、市役所があって、今度富岡駅ができる、全体を見た時に、

まちづくり
．．．．．

の中の位置付けも含めて、この庁舎は大事な位置にあると感じている。まちづ
．．．

くり
．．
から考えると、色合いもそうだし、形もそうだし、庁舎だけの発想では何か浮いた物

ができてしまうと思う。 

人の動きは、富岡駅に来た人が市役所周辺を通って街に行く、富岡製糸場に来た人が上

町駐車場にきて、市役所に寄ってみよう、富岡駅に向かう、流れがかなり変わってくると

思う。例えばで、建物はあるイメージで造るとして、庁舎前に広場がある、高崎にも音楽

センターの前の広場があり庁舎があるが、広場を上手く使っている。新庁舎のホールがあ

って、土曜・日曜日に業務は閉まっていてもいいが、庁舎の一部のスペースは団体などが

自由に使える、その前に広場があって、そこではお店があったり青年部が何かをやったり、

フリーマーケットをやったりして人が動くようなことができる。地下は駐車場がなければ

駐車場、そうでなければ緊急時の貯水槽、そういった何かに活用できる。駅前と三角公園

を一体としたスペースは上手く使うと面白いかなと感じている。そうすると役所の機能や

喫茶コーナーなどが７日間使えるかもしれないし、ペイできるかもしれない。 

まちづくり
．．．．．

の中での庁舎のカラーが決まってくる。機能と並行、先行して、まちづくり
．．．．．
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を誰かが考えていかないと、我々がこういう時間を一生懸命に作ったとしても、我々が「え

っ」という行政の基本的考えがどこかでできてしまうと困る。 

議場についてだが、どこかの町では床が平らで、緊急の場合は机や椅子が片付けられて、

避難所に使えるとか使ったとか言う話を聞いた。議員さんらしい机や椅子を備え付けるこ

とは良いと思うが、固定した作りではなくて、移動できたり様々なことに汎用できるとい

うことが議場の作りの中では重要だと思う。副委員長も話したような増改築も含めた汎用

性のあるスペースの使い方はとても大事だと思う。 

 

<委員長> 広場的な機能を役所の近くに持ち、それを一体的に上手く使っていくというこ

とは重要なことだ。きちっとした市役所を造ることによりその周辺を整備し、今、委員が

言われたようにより有効な広場を造ることで街の一体化を図っていくことになると思う。 

  もう一つ重要なこと、常々、思っていることだが、議会というのは当然権威を持っても

らう。議場の床はフラットにしても良いかは、法律で決まっているわけではないので、議

会がどう考えるかである。イギリスの場合は割とフラットになっている。効率面からも議

場も一般の会議で使えるようにもう少しスペースを上手く使えるようにしても良いのかも

しれないと思う。 

 

<委員> 議員さんが率先してそういう風にしようということになれば、市民は喝采する。何

故そうならないか不思議でしょうがない。 

 

<委員> ５月末に多賀城に行って現地を見てきた、災害はなくて幸いのことだと思うが、

いつ何があるか分からないので、議会にしても、ロビーにしても、こういう部屋にしても

何かがあったら違うスペースに代わるということが一番大事だと思う。 

 

<委員長> フラットで汎用性のある議場にしたら視察が増える庁舎になるかもしれないし、

効率的かつ床面積を減らすことができ事業費を削減することができるかもしれない。 

 

<委員> まちづくり
．．．．．

の関係になると思うが、富岡製糸場の見学者が富岡の街は土産物屋も

ないし食堂もないと言って帰るお客さんが多いらしい。そこで庁舎の近くに、製糸場見学

に来たお客さんが寄れるような、特産物や穫れたての物を直売するコーナーを造って街の

活性化が図れればと思う。街が沈んでいるところにそういう直売所的なものができたらど

うかということを提案してみたい。 

   

<委員長> 市役所を新しくする、そしてどういう機能を持たせるかということと同時に、

これをシンボルにしながらその周辺の街をどうするかということを市民運動的な意味で広

げていく、その広がりの中から市民の意見が出てくると思われるので、その意見を庁舎が

できるまでの間にまとめるということが重要だと思う。 

富岡製糸場が観光化すると市外の人たちが来るようになる、市外から電車で来る人も増

えてくると思う。そして街を歩くことになった時に今までと違った人の流れができると思



10 
 

う。当然、車で来る人も多いと思うが、電車で来る人をどう増やすかということが市役所

の機能にも関係する、周辺の街並みを作ることが市役所の機能を高めるということにもな

る。市役所を造ることによって、周辺のあり方、まち全体のあり方を変えていくというこ

とだと思われるのでそこは広げてほしいところだ。 

 

<委員> 新鮮なものが求められるというか、市役所の近くに行けば直売所がある。そういう

ことだけでも何か一つ明るみがあると思うので、そんなことも検討してほしい。 

 

<委員> 新しい庁舎に雨水を地下に貯水するというような設備を作る話は出ているか。 

→<事務局> 今のところない。 

 

<委員> 現庁舎の周辺はインフラ整備が非常に悪い、大雨が降ることが少ないので側溝や

暗渠が小さい、少し雨が降ると溝蓋が持ち上がるような水が流れてしまう。できれば庁舎

の地下に貯水施設を造るとか、そういうことは必要だと思う。 

もう一つ、今の市役所の西駐車場は浸透アスファルトコンクリートで、お祭りの山車の

集結のために駐車場を借りようとしても山車の轍の跡が残るということで、山車が入れな

い。市民と市が上手く行ってない証拠でもある。現庁舎の西側に庁舎を建てれば東側の駐

車場が広くなると思う。富岡は２０台山車を持っている、５万３千人の人口で２０台の山

車を持っているところなんてそうない。できたらそういうことも考えて駐車場に山車が入

れるように考えてほしい、これはまちづくり
．．．．．

の大切なことだと思う。駅前整備の会議の時

にも言わせてもらった。駐車場の検討の材料にしてほしい。 

 

<委員長> 山車が終結できる場所があるかどうかは相当重要なことだと思う。 

 

<委員> 駅舎や駅前広場の整備については委員会ができている。駅舎を整備するにあたっ

てはまちづくり
．．．．．

と連動して進めていこうと県も考えていると思う。 

 

<委員長> かつて京都にいて、京都という街が全て連動しているなあと思ったのは、祇園

祭の鉾、あれは５階建てくらいの高さがあるので、路面電車の架線に引っ掛かる。したが

って鉾を通すところの４車線道路の２車線分の架線は、鉾が引っ掛からないで通れるよう

に上を空けるようにしていて、鉾が動けるようなシステムになっている。また集まる場所

も八坂神社との関係で全部決まっていて、市役所の前もそのようになっている。市民意識

を高めていくためには祭りとまちづくり
．．．．．

の関係は非常に重要だと思う。一見祭りのために

何でそんなことしなきゃならんのという考えもあるが、波及効果はものすごく大きい。 

  

<委員> 議会の関係で聞くが、市議会内に市庁舎に関しての特別審議委員会のようなもの

はあるのか。 

 

<委員> あって同時進行している。 
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<委員> ここの答申待ちで、それから進むと思う。 

 

<委員> 地域審議会があって、この委員会が設置された経緯、中間報告書の内容等につい

て事務局に説明してもらった。その後の質問や意見についてまとめたので報告させもらう。 

富岡市にとって素晴らしい結果が出され、ふさわしい庁舎ができるように十分に検討し

てほしい。検討委員を信頼している。という基本的なものが１点。その他に具体的要望と

して二つあった、一つは現在妙義庁舎で各種証明の発行、あるいは届出等の手続きができ

る、これらの機能は今後とも継続して残してほしい。もう一つは、中心部から離れている

所では利用者が高齢化していて交通手段が非常に不便になってきているので、その辺りも

踏まえて、この課題に対応できる方策を考慮してほしいという２点が要望としてあった。 

別件だが、議論用参考資料を見ると、この部分は委員会としても多分異論がないのだろ

うなと感じる点と、この部分については色々な意見やあるいはもう少し詰めたほうが良い

と思われる点と両方があるのだろうと感じながら個人的に見ている。資料の最初にある防

災・災害対策これは異論のないところだと思う。ユニバーサルデザイン・バリアフリーこ

れも当然新しい庁舎には求められるものだと思う。規模・財政の中で、将来の社会変化に

柔軟に対応できる庁舎は問題ないだろうし、そうしていかなければならないと思う。次の

情報管理等で来庁者のプライバシーを守れる庁舎というのがある、今、私が言ったところ

は、誰も問題ないと考えたり、あるいは今までの庁舎になかった要素として新しいものに

是非取り組んでほしいという点で共感できる部分ではないかと思う。それ以外に今日、話

に出ている憩いの場などについては色々な意見があると思う。ただ次回に提言書の素案が

示されるということなので、僭越な言い方だが、色々な意見があるところは、場合によっ

ては両論併記やこんな考え方、こんな意見もあったということでまとめていくのだろうか

と思う。 

 

<委員長> 最終的には、今までの話の中で皆さんが同意いただける部分と、他方でレスト

ランや議会の議場のように色々と意見のあるものもあるので、そこはこういう意見もあっ

たということで考えてもらい、庁舎整備の市の方針に何らかのくさびが打ち込まれるとい

うことで了承してほしい。この委員会には、最終的なところまでまとめるという権限はな

いが、ここでの意見は建物の設計時に何かしら参考になると思われるので、是非意見を出

してほしい。 

 

<委員> 妙義庁舎の農林課の有害鳥獣被害対策用に罠を貸してくれるサービスについてだ

が、こういうサービスについて、妙義庁舎から遠いところは、申請に行くのも罠を取りに

行くのも大変なのだから、これからは公民館を利用させてもらい、公民館で借りられるよ

うなそういう考え方にしてもらえればと思う。今からでもお願いしたい。 

 

<委員長> 可能ならば市庁舎を造るにあたり、これまでに議論があった政策的部門は新庁舎

に集約し、現業部門なり窓口業務的なものについては市民の身近なところでサービスを受
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けやすくする。市役所の農政課をどこに置くかも含めて市役所を新築するにあたって少な

くとも、全体としてどんな配置にするか、ということを再検討する必要があり、そのうえ

で市役所の規模なども決まってくると思う。 

 

<委員> この資料の規模・財政の中に「行政機能を集約したコンパクトな庁舎」というの

があるし、支所という考え方もあると思うので、その辺りも含めて意見として上げられれ

ばと思う。 

 

<委員長> 市庁舎を造るという立場から行政機能を見直し、合併時からの改善すべきもの

はこの機会にやってほしい。そういう意味合いで、全体として庁舎のあり方を考えると、

政策的なものは一体にあった方が望ましい。他方で市域が広域になっているので市民の利

便性が向上できるように窓口業務を各地で可能にするなどこの機会に検討してほしい。 

 

<委員> 喫茶コーナーや食堂が庁舎にあることは理想だが、これからの検討課題だと思う。

また庁舎近くの広場はこの狭いスペースのところに高崎のような大きな広場を確保するこ

とは難しいだろう。そうなると本来の市庁舎機能を一番に優先すべきだと思う。 

 

<委員> 市役所を造ることは、これからのまちづくり
．．．．．

の大きなポイントになると思っている。

市役所を造り上げるワークショップをやったりして、市民が関心を持つきっかけ、市民が

行政参加するきっかけになってくれると良いと感じている。 

 

<委員長> 市民が関心を持つかどうかで、市の行政も市役所も変わってくる。 

 

<委員> レストランや喫茶などの話が出ていたが、ちょっとした休憩場所がないので、あ

まりお金を掛けなくても良いので、皆が来て、一休みできるような場所を作ってほしい。 

 

<委員長> 一休みできるような場所、そういうものが街にないとすると、そういう市民が

必要だと思うものを街の人が自然に作っていくような全体の雰囲気がないと街はなかなか

活性化しない。市役所づくりとまちづくり
．．．．．

が相まって、街が活性化していくきっかけにな

ればと思う。 

 

<委員> 漠然としているが富岡が生まれ変わったと思えるようになれば良い。 

 

<委員長> ４５歳位から下の年代の人たちは何か面白いものがあるとそこへ行ってみよう

という感覚で必ずしも目的地でない方向へも歩く人が相対的に多い。ちょっと面白いもの

があれば、少々遠回りしても面白ければ良いという感覚が若い人たちにある。そういう人

たちが出始めた頃から原宿の竹下通りや裏街が活性化してきた。この先には何かあるのか

なというようなそういう町を皆で作る必要があるのではないか。富岡の場合は富岡製糸場

があって、その中間を上手くつないで、広がりを持って人が動ける街ができるのではない
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かと感じるので、市役所を造っていくうえにおいて、是非まち
．．
づくり
．．．

との係わりを上手く

進めてほしい。今回の場合、世界遺産登録推進もあるし、富岡駅も含めて周辺を少しずつ

変えていこうということと上手くリンクさせていければと思う。 

時間も来たので、これでうまく事務局にまとめてもらい次回はそれを検討してもらうこ

とになる。まとめる段階でも色々あると思うので意見をもらい、また今日言い足りなかっ

たことは事務局宛、意見を出してほしい。 

 

<副委員長> 建築というのは一回建てると形は変わらない。しかし我々の生活は変わる、

活動も価値観も変わる、これが一番建築の難しいところだと思う。庁舎を造るとなると庁

舎が市民活動に影響を与えるし、逆に市民活動が庁舎を造らなければならないし、お互い

の関係が上手く行くと、初めて生き生きとした街ができる。建物だけが立派であっても、

中にいる職員や市民の元気がないと全然この街はだめだと思うし、建物はそこそこで、形

はたいしたことなくて美しくないけれど、市民が一生懸命動いているとなるとその建物は

価値がある。お互いのバランス、お互いが積極的に参加して作っていくということが一番

大切なことで、これからのスタイルはそういうものになるだろうし、５０年いつも少しず

つ変わっていけるようにしてほしい。 

 

（２）その他 

 特になし 

 

８ その他 

第１０回富岡市庁舎市民検討委員会について 

・８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 7/26 8/29

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




