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長崎市新庁舎基本設計素案へのパブリック・コメント募集結果について 

 

 

１．募集期間 

平成３０年２月２１日（水）～平成３０年３月２２日（木） 

 

２．意見提出件数 

５０件（３１人） 

 

３．提出意見の具体的概要 

 (1) 項目別の意見数 

意見分類 件 数 

いただいた意見 ５０件 

 基本設計に関する意見（66％） ３３件 

 配置計画に関するもの ６件 

建築計画に関するもの １１件 

立面計画に関するもの ６件 

環境配慮計画に関するもの ３件 

ユニバーサルデザイン計画に関するもの ２件 

その他 ５件 

実施設計に関する意見（10％） ５件 

基本計画に関する意見（18％） ９件 

その他の意見（6％） ３件 
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 (2) 寄せられたご意見と長崎市の考え方 

提出いただいたご意見は、意見の趣旨を損なわない程度に要約しています。また、今回の設計案と

直接関係がないご意見については、市の考え方は示しておりません。 

なお、意見の分類は、意見の趣旨に照らして分類しています。 

基本設計に関するもの 

素案 P5 2-1配置計画 

(1) 建物配置計画 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

1 当初の計画では 20階建でしたが、その後 19階

建に修正されましたが、まだそんな階数は不要だ

と考えます。 

市議会の議場を含めるにしても、12、3 階建が

妥当なのではないかと考えます。 

また、建物の向きですが、現状案だと今の長崎

警察署から桜町小学校方向へ少し上ったところ

にあるマンションからの視界をふさぐ格好にな

っていますので、躯体の長辺を市民会館と平行に

すれば（現状案に比べ 90 度回転）いいと考えま

す。 

新庁舎では、所属間の連携や業務効率の向上を

図るため、分散している庁舎を１棟に集約すると

ともに、待合スペースや執務スペースの狭さの解

消やプライバシーへの配慮など、現庁舎に不足し

ている機能を充実させ、市民に対して十分な利便

性や快適性を提供していく必要があります。その

ためには約 46,200㎡（駐車場を除く）の延べ面積

が必要となります。必要な面積を確保するため、

建物の周辺に誰でも歩ける、また、憩えるような

空地を整備し、周辺環境を向上させることで、容

積率の緩和がある総合設計制度を採用します。 

上下階への移動が少なくワンストップで手続

きが済むことで市民の皆さんの利便性は向上す

るため、市民の皆さんが手続きや相談に訪れる窓

口は、来庁して移動の負担が少ない低層部分に配

置し、かつ、ワンフロアの面積を広く確保する必

要があります。 

中央地域センターや子育て関連、税や生活保護

に係る相談など、市民の来訪が多い所属を配置す

るために必要な面積を積み上げたところ、４フロ

ア分が必要となります。 

また、議会についても、市民の皆さんが訪れや

すく、身近に感じ親しまれることを目的に、出来

る限り低層部分に配置します。しかしながら、市

民の皆さんが多く利用する窓口や相談の部局を

優先することから、議会は５階のワンフロアに配

置します。 

新庁舎に必要な床面積を確保するための建て

方として、低層部分の面積でそのまま上側に延ば

す方法もありますが、この場合 12 階建てで高さ

が 60ｍ程度となることが想定されます。この建て

2 現在の市役所は本館 5階、別館 2階建てだと思

うが、なぜ執務室に 12階もとり全体で 19階も必

要なのか不明である。30ｍ以上の建築物は消火活

動が困難であり、そのために不要な消火設備が必

要になると思料される。 

また、災害時の避難場所としての役割を考慮し

ても低層（30ｍ程度の高さ）で十分のはず。また

低層部の 5 階分の高さが 30ｍとは一般の建物の

床から天井の高さの 2倍以上あり、無用に空間を

取っていることは明らかである。構造的強度を確

保するための建築費も増大することは容易に想

像できる（経済的で柔軟性のある庁舎のコンセプ

トから大きく逸脱している）。 

今後の課題、人口減少や 406.4 km?という広大

な地域に公平なサービスを提供するなど、やるべ

きことが多い長崎市には不釣り合いの建造物（展

望台に行くよりも風頭山からの眺望が良いのは

当然）であり、見栄映え重視の計画としか思えな

い。市民は庁舎に宮殿を求めているはずもなく、

見直しを強く要望する。 
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3 長崎市の景観を考えて欲しい 

長崎市の夜景、灯台市庁舎にならないか？ 

方では、南側及び西側の建物に対して圧迫感を与

えるとともに、日影の影響は大きくなります。 

このことから、南側道路側に低層部分のみを配

置することとし、道路幅員が広い北側に高層部分

を配置することとします。 

なお、高層部分については、必要な床面積を確

保しつつ、風頭公園などの眺望ポイントからの景

観に配慮した高さ、形状とする必要があることか

ら、階数は 19階とすることとします。 

(2) 動線計画 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

4 大型の市役所を考えているのなら道路はもっ

と大幅な道路にしなくては渋滞では。 

市庁舎の移転に伴い、車や人の流れが変化する

ことが想定されますので、交通の円滑化や歩行者

の安全性を確保するために周辺道路の改良が必

要であると考えています。 

このことから、平成 28年度から 29年度にかけ

て周辺道路の交通解析を行うとともに、市議会で

の議論を踏まえながら検討を進め、交通対策とし

て、次のような道路整備を想定しています。 

 市道諏訪町桜町 1号線（新庁舎南側） 

・２車線（片側１車線）の車道を確保し、車道

の両側に歩道を設ける。 

・新庁舎駐車場への右折進入車渋滞対策とし

て、右折車線相当幅員を確保する。 

・上記に必要な道路拡幅は、新庁舎敷地側で対

応する。 

 市道出来大工町江戸町線（市民会館側） 

・新庁舎側及び市民会館側の双方にバスベイ

（バスの停車スペース）を設ける。 

・市道諏訪町桜町１号線への右折進入車渋滞対

策として、右折車線相当幅員を確保する。 

 市道大黒町麹屋町線（長崎警察署側） 

・新庁舎側にバスベイ、タクシーベイ（タクシ

ーの乗降場）の設置を検討する。 

 市道興善町桜町 1号線（勤労福祉会館側） 

・新庁舎側に歩道を設ける。 

・車道の一部に左折帯を設ける。 

・上記に必要な道路拡幅は、新庁舎敷地側で対

応する。 

5 周囲が狭い。一方通行が多いなど、道路を整理

するなど、交通渋滞を避ける工事をしてほしい。 
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今後、さらに交通事業者及び交通管理者と協議

を行いながら、必要な整備について検討を行って

いきます。 

6 まわりに大きな駐車場がないことから、新庁舎

の駐車場を地下 1B→2B に拡大し、低層部分の屋

上も駐車場とする。 

桜町駐車場の拡大、立体駐車場増設（土日も運

用）のうえ低コスト化を図る。 

新庁舎の駐車場は、敷地内に 150台程度を確保

することとしています。これは、来庁者数や来庁

者の交通手段に関する調査や桜町駐車場の利用

実態等を基に必要数を算出したもので、必要な駐

車スペースは確保できるものと考えています。 

なお、新庁舎駐車場の具体的な運用方法につい

ては、今後実施設計と並行して検討していきま

す。 

 

素案 P6 2-2建築計画 

(1) 窓口、キッズスペース 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

7 1 階に窓口を設けるところは市民にとってわか

りやすくて良いと思う。 

市民の皆さんが利用される手続きや相談の窓

口については、ワークショップ等を通していただ

いた意見などをもとに「利用しやすい窓口とプラ

イバシーへの配慮」や「分かりやすいサイン計画」

など、設計を進めるうえでの考え方を設計方針と

して整理し、この方針のもとに設計を進めてきま

した。 

今後、実施設計を進める中でも、市民の皆さん

にとって、利用しやすく使いやすい庁舎となるよ

う取り組んでいきます。 

8 窓口の配置が見てわかりやすいため、使用しや

すくなるのではないかと思います。また、耐震性

を考えながらも長崎らしさが感じられるデザイ

ンが入った設計も魅力的で、展望スペースが作ら

れるのも楽しみです。なかなか手続きがないと、

立ち寄りにくいと考えていた方も新庁舎が出来

ることで、訪れる方が増加すると思うし、私も訪

れてみたいです。 

9 1 階フロアのイメージを見て、キッズスペース

が小さいように感じました。 

素案でお示ししているのはイメージであり、キ

ッズスペースの配置場所や広さ等については、今

後実施設計の中で、さらに具体的に検討していき

ます。 

また、授乳室については、1 階から 4 階の各階

に設置することとし、室内に配置する具体的な機

器等については、今後の実施設計の中で検討して

いきます。 

 

10 目線がカウンターと子どもの両方に向けられ

るよう、キッズスペースの周りにイスを囲むよう

に配置してほしい。キッズスペースが後方になる

場合でも、エスカレーターの近くでない方が好ま

しい。 

授乳室などに乳幼児用の体重計と身長計を置

いてほしい。 

観光地にある公共施設なので、1 階にも授乳室

を設置し、街なかで気軽に立ち寄って授乳できる

とありがたい。 
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(2) 展望フロア 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

11 屋上庭園に飲食スペースをつくる 展望フロアに常設の飲食スペースを設置する

ことは難しいと考えていますが、イベント時等に

おいて臨時的に開設するための設備を設置する

ことが出来ないか、今後実施設計の中で検討した

いと考えています。 

なお、噴水の設置や展望スペースの拡張は、機

械室の配置や事業費等の関係から難しいと考え

ています。 

12 屋上庭園に噴水をつける。 

展望台を広くする。 

(3) その他 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

13 基本計画においては、当然のこととして市役所

本来が持つ機能（公の事務とりわけ行政事務を行

う機能）を行使する場が、市民交流イベントの場

（くんちの庭先まわり、ランタンフェスティバル

時のオブジェの設置等）よりも優先されるべきで

あることをもっと強調するべき。 

市庁舎は、手続きや相談の窓口など、本来行政

が担うべき機能を十分に確保していくことが重

要です。 

一方で、長崎市新庁舎建設基本計画において、

新庁舎の目指すべき姿や基本方針として掲げて

いる「市民に親しまれ、つながりの拠点となる庁

舎」や「まちの活性化に貢献する庁舎」などを実

現するための機能についても、これからの市庁舎

には求められる機能であると考えており、市役所

本来の機能をしっかりと確保したうえで、これら

の機能も充実を図っていきたいと考えています。 

14 市民広場にもトイレはいると思う。（1階） 広場内へのトイレ設置は考えていませんが、建

物内の 1階に配置するトイレを市役所の閉庁時間

にも使用できるよう、具体的な検討を進めていき

たいと考えています。 

15 2 階のレストランと 3 階の多目的スペースを逆

にしても良いと思う。 

新庁舎の低層部分に配置する機能の優先順位

を再検討した結果、「行政機能」、「市民活動機

能」、「利便施設」の順に設置する方針としまし

た。これにより、素案では 2階に配置していたレ

ストランと、3 階に配置していた多目的スペース

を入れ替えることとしました。 

多目的スペースを 2階に配置することにより、

アクセス性の向上が期待できるとともに、屋外テ

ラスや外階段を通じて、新庁舎前の広場と連携し

た活用も可能となるものと考えています。 
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16 1F Open Floorの具体的な使い道を、春・夏・

秋（くんち）・冬（ランタン）など、スペースの

レイアウトを具体的に検討されること。 

1 階のエントランスホールや市政資料室では、

イベントや情報発信など幅広い活用が可能とな

るようにしたいと考えています。 

具体的な活用方法については、今後実施設計と

並行して、さらに検討を進めます。 

17 議会の傍聴席数？ 議会の傍聴席数は、109 席（記者席 12 席を含

む。）を予定しています。 

座席幅や通路幅などは現状より広くすること

で、市民の皆さんが快適に傍聴できる環境を整備

したいと考えています。 

 

素案 P11 2-3立面計画 

(1) 長崎らしいデザイン 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

18 基本設計素案を拝見して、「長崎市らしさ」を

感じられない。この素案は、どこの市・町でもあ

てはまるのではないかと思う。 

長崎らしさは、歴史（異国情緒）と平和を祈念

する庁舎であってほしい。それを建物の中に長崎

市民の総意を表現するものであってほしいと強

く望む。 

例（ステンドガラス、長崎の鐘の設置など） 

長崎市庁舎として、長崎らしさを感じさせるデ

ザインとすることは大切なことと考えています

ので、今後、実施設計の中でより詳細に検討を行

っていきます。 

19 低層部の“長崎をイメージさせるデザイン”と

してレンガや石などを使うのは良いと思う。 

20 低層部に限らず、広場などにも長崎らしさを取

り入れてもいいのではないかと思う。 

21 新庁舎の外観に、長崎らしい素材のデザインを

取り入れていて、とても良いと思いました。 

(2) その他 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

22 245 億円の建物 18 階建＋議会棟はあまりデザ

インにこりすぎないように地道な設計にする。 

木造使用は耐久性に問題あり。メンテ費用かか

るのでは？ 

新庁舎の具体的なデザインにつきましては、今

後の実施設計の中でより詳細に検討していきま

すが、華美ではなく、維持管理のしやすいものと

したいと考えています。 

また、木質耐震パネルについては、窓の内側に

設置するため、長期間の使用が可能と判断してい

ます。今後、実施設計と並行して、さらに検証を

進めていきます。 

23 建物の周りに緑が多くて良いと思う。 広場や庁舎周辺を含めた外構計画については、
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植樹等も含め、来庁者が安らげる空間となるよう

整備していきたいと考えています。 

 

素案 P13 2-5環境配慮計画 

№ いただいたご意見（要旨） 長崎市の考え方 

24 公会堂を壊してまで、新市庁舎を建築されるの

ですから、当然、市民のプラスになるような設計

であることを望みます。 

まず、絶対にしていただきたいことは、大きな

市庁舎のエネルギーを太陽光などの自然を利用

したものですべて賄っていただきたい。大きな建

物になったからといって、今まで以上にランニン

グコストをかけていただきたくありません。 

新市庁舎を建てる際には、当然議題にのぼって

いるはずのエネルギー問題ですから、ランニング

コストが上がったため、税金等が上がったりしな

いよう、市民にわかる言葉で、きちんとランニン

グコストの説明をしてください。 

自然エネルギーの積極的活用と最新の省エネ

ルギー技術の導入により、環境への負荷が少ない

庁舎とします。 

太陽光パネルの設置、雨水利用、自然採光、春

や秋といった中間期に自然換気が可能な計画と

するなど、自然エネルギーを活用した施設計画と

します。 

また、庇（ひさし）などによる日射負荷の低減

や断熱性能の向上、快適性と経済性の高い輻射パ

ネル空調方式の採用、ＬＥＤ照明などの省エネ機

器の選定、明るさセンサや人感センサを活用した

照明制御などにより、建物の一次エネルギー消費

量を現行省エネ基準に対して 50％以上削減する

ことを目指すとともに、ＢＥＭＳ※を採用して、災

害時における非常用設備機器への対応、機器及び

システムの適切な維持管理により、光熱水費の低

減につながる監理を行います。 

なお、具体的なランニングコストは、実施設計

の中で精査していく予定ですが、コスト縮減に向

けしっかりと検討したいと考えています。 

また、新庁舎高層部分の屋上においては、火災

時の建物自体の消火活動への対応や緊急救助の

ため、ヘリコプターのホバリングスペース（着陸

せず、空中浮揚するスペース）が必要と考えてお

り、太陽光パネルは低層部分の屋上に設置を検討

していきます。 

※ＢＥＭＳ（Building Energy Management System）  

ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギ

ー消費量の削減を図るためのシステム。 

25 屋上は、県庁にもヘリポートはあるので、緊急

の電源確保（自家発電が使えない場合の保険とし

て）ソーラー発電を設置した方が良いと思いま

す。電源確保してエレベーターの復旧などに役立

つのと普段はクリーン電気を確保できます。 

26 環境に配慮しようとしている点は良いと思う。 

 

素案 P14 2-6ユニバーサルデザイン計画 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

27 長崎県庁舎のトイレは、「多目的化粧室（とい

う表示）」だが荷物置きも荷物掛けもない。切羽

新庁舎においては、建物の出入口やエレベータ

ー、階段などを分かりやすく配置するとともに、
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つまって入る時、介助する人、本人は荷物をどこ

へ置けばよいのか、洗面所は濡れしまっていて女

性たちは荷物が置けない。使う側の使い勝手を机

の上だけで設計するとキレイなだけのトイレと

なる実例です。 

新庁舎は、立地からしても「まちかどトイレ」

としての存在であり、観光都市「長崎のおもてな

しの顔」となるトイレでもある。設計ができてか

ら、修正すると言われているが、それでは、これ

までのキレイなだけのトイレとなると懸念され

る。 

・高齢化社会におけるトイレの在り方 

・ＬＧＢＴにおけるトイレの配慮 

・知的障害の方へのトイレの配慮 

・導尿患者へのトイレの在り方 

・災害時におけるトイレ 

などトイレに対する提言、使い勝手などトイレに

対する真剣な検討に至っていない事を感じます。 

トイレは、使う当事者の意見が重要なポイント

となります。トイレに対する課題は多く、本課題

に特化したプロジェクトチームで検討していく

必要性を痛切に感じています。 

設計が出来てから修正するのでは動線も、スペ

ース配分もできないと思われますが、いかがでし

ょうか。 

窓口カウンターやトイレなどについても、高齢

者、障害者及び子ども連れの方など、すべての人

が快適に利用できるように配慮し、誰もが使いや

すい庁舎とすることを目指しています。 

トイレを含むユニバーサルデザイン計画につ

いては、引き続き市民の皆さんからご意見をいた

だきながら、実施設計を進める中でさらに詳細な

検討を行っていきます。 

28 入口にスロープ的な物を付けるのも良いと思

う。 

 

その他 

(1) 保育所機能 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

29 新庁舎には是非、建物内に保育施設を併設して

欲しい。「子育てワンストップ窓口」にある一時

的なキッズスペースではなく、小規模保育事業所

又は認可保育所などです。女性の活躍なしには成

り立たない現代、それを支えるのは雇用主の責任

でもあると考えます。社会にそのような風潮を広

めるために長崎市役所こそが率先して職員も預

女性の活躍に向けた仕事と家庭の両立支援策

として、長崎市では、長崎市役所の事業所内保育

所の設置を検討しているところですが、新庁舎に

ついては、庁舎に必要な機能を優先して配置する

必要があることから、事業所内保育所については

設置を計画しておりません。 

しかしながら、事業所内保育所を設置すること
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けることのできる保育施設を設けてほしい。大阪

市役所ではすでに実施されているようです。 

新県庁舎は、喫煙所はありますがこのような施

設はなく前時代的。「長崎」のイメージを良い方

向に牽引してください。 

で、育児期の時間的制約がある中であっても、女

性職員が仕事と家庭の両立を図りながら、安心し

て働き続けることができ、多様な職務経験を得る

ことで、キャリア形成につながります。 

また、このことが、ひいては、質の高い市民サ

ービスの提供につながり、また、長崎市全体の事

業所内保育所設置の推進にもつながるものと考

えていますので、設置場所を含め、今後も引き続

き検討を進めていきたいと考えています。 

30 社内保育園・病児保育園をつくる 

(2) 喫煙所 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

31 「新庁舎建設ワークショップ」に参加させて頂

き、毎回タバコの喫煙場所の確保を訴えてきまし

たが計画書には記載されていません。 

今後市民が市役所建て替え費用を負担します

のでタバコ税は貴重な財源と思っています。 

受動喫煙を回避する為にも、日本たばこ産業が

いろんな提案が出来ると聞いていますので、専門

的な意見を取り入れて設置をよろしくお願いし

ます。 

新庁舎における喫煙スペースの設置について

は、現在、国において受動喫煙対策として健康増

進法の改正が予定されていることから、その動向

を見極める必要があります。 

平成 30年 3月 9日に閣議決定された法案では、

原則「行政機関については、敷地内禁煙とする」

こととされていますが、今後、国会で法案の審議

を経ることとなりますので、その審議内容等を確

認しながら、検討を進めていきたいと考えていま

す。 

（参考）健康増進法の一部を改正する法律案 

(平成 30年 3月 9日閣議決定)の概要 

＜厚生労働省ホームページアドレス＞ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b

unya/0000189195.html 

(3) その他 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

32 長崎市内に住む全ての子どもたちの意見を聞

いてみては、いかがでしょうか。 

この市役所は長崎市の財産となるものです。そ

れを維持・継続していくのは今の子ども達も同じ

です。 

長崎も日本も世界もベクトルを見失っている

様です。 

先ずはこの長崎市から平和ではなく「正義」を

発信して行きませんか？  

市庁舎は、利用者である市民の皆さんの利便性

が大事であり、基本設計を進めていく過程で、シ

ンポジウムやワークショップなどを開催し、市民

の皆さんからご意見を伺いながら進めてきまし

た。 

このうちワークショップについては、新庁舎建

設事業への関心を持っていただくとともに、新庁

舎への親しみや、使いやすさへの寄与、さらには、

まちづくりへの関心を高めていただくことなど

を目的に、大学生や高校生、中学生など、次世代

を担う若い世代を対象としたワークショップも

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
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開催いたしました。 

学生の皆さんからも、多くの貴重なご意見をい

ただいており、基本設計を進める中で参考とさせ

ていただいたところです。 

33 5～10 年後に市県民税が上がらないようにして

欲しい（若い人に負担がかからないように） 

新庁舎は「経済的で柔軟性のある庁舎」を目指

すこととしており、コスト意識をもった取り組み

が重要であると考えています。 

新庁舎建設事業については、平成 3年度から基

金の積み立てを開始し、現在の積立て額は約 160

億円となっています。 

その他の財源については、国庫補助や地方債等

を予定しており、できる限り有利な財源を確保

し、将来の負担を軽減するよう努めていきます。 

 

実施設計（以降に調整するものを含む）に関するもの 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

34 市役所の建物はこれから何十年もずっと使う

ものになると思います。 

だからこれからの建物の老朽化について充分

考慮してほしいです。例えば窓ガラス掃除、どう

しても雨水などで汚れていくので、窓ガラス掃除

をできるように。でも危険な作業で嫌なのはわか

ります。掃除屋さんの配置、命綱を確保して、ち

ゃんと窓掃除ができるような思いやりと未来設

計を。 

新庁舎は「経済的で柔軟性のある庁舎」を目指

すこととしており、今後実施設計を進める中で、

清掃作業などメンテナンスの容易性の確保など

についても具体的に検討を行っていきます。 

35 新庁舎建設において、長崎市公会堂の保存の議

論が多くあったと思いますが、新庁舎では、公会

堂をアーカイブできる場所や展示などは考えら

れているのでしょうか？ 

この場所に公会堂があり、多くの方々の記憶に

残っていると思うので、何らかの形でアーカイブ

できるといいかと思います。 

新庁舎建設にあたって、周辺の景観形成に配慮

するとともに、土地の歴史性を踏まえたデザイン

としていきたいと考えており、今後実施設計を進

める中で、具体的な方策について検討していきま

す。 

36 以前、グアムに旅行した時に、グアムの代々の

長の方の写真とお名前と、在職期間が額に入った

部屋がありました。長崎が港になってからの 16世

紀からの歴史のひとつに、諏訪公園にある長崎甚

左衛門の像と、桜の馬場にある屋敷跡などの写真

を展示されてはいかがかと思います。 

長崎のまちの成り立ちを後世に伝えていくこ

とは重要な取り組みと考えており、今後実施設計

を進める中で、新庁舎における具体的な発信方法

や内容などについて検討していきます。 
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37 新庁舎 19 階に屋上展望スペースが配置される

予定と伺っております。「長崎市優れモノ認証品」

ＰＢウッドは、長崎市より排出された樹脂製キャ

ップ等県内の廃プラスチックを 100％原料として

再生されたエコ建材です。環境負荷低減と市民へ

の環境の意識を高める庁舎を目指す基本方針が

謳われております。そこで「デッキ材」「フラワ

ーポット」など、ＰＢウッドを活用されてはいか

がでしょうか? 

再生材や地元産材の利用については、市民の皆

さんの環境意識や地元への愛着を高める有効な

手法の一つであると考えますので、今後実施設計

を進める中で、使用材料についても検討していき

ます。 

 

38 自動販売機をつける 自動販売機の設置方針については、今後実施設

計と並行して具体的な検討を行っていきます。 

 

基本計画に関するもの 

 (1) 建設規模 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

39 本素案からは、建設規模の根拠（なぜ 19階建て

にしなければならないのか）が明確にされていな

いので、基本計画には掲載すべきである。 

行政サービスの基本となる人口減少が予測よ

り厳しいことから考えると、新庁舎配置職員も少

なくなることは明らかであり、規模の縮小を検討

する必要はないのか。 

現在の市庁舎は、建築から 60 年近くが経過し

ていますが、その間、建物の老朽化が進むととも

に、業務の IT化やバリアフリーへの対応など、建

物の機能面での課題を抱えています。また、建物

が狭く、窓口が分散しているため、市民の皆さん

から「わかりにくい」「使いにくい」といったご

意見を頂いています。 

さらに、庁舎が分散していることは、所属間の

連携など業務を行う面からも効率性が高いとは

いえない状況にあることから、周辺庁舎の所属を

一箇所に集約することとしています。 

新庁舎の建設にあたっては、待合スペースの狭

さの解消、プライバシーへの配慮あるいは防災機

能の確保など、現在不足している庁舎機能を充実

させ、市民の皆さんに対して十分な利便性や快適

性を提供していくことが重要なことと考えてい

ます。 

こういった中で、市民の皆さんのご意見や市議

会でのご議論を踏まえながら策定した「長崎市新

庁舎建設基本計画」では、駐車場部分を除く新庁

舎の延床面積を 46,200 ㎡としています。その内

訳として、執務室や作業室、会議室、議場等の議

会などの基本機能に 26,400 ㎡、多目的スペース

や情報コーナーなどの付加機能に 1,000㎡、エン

40 私は、ワークショップに参加していましたが、

残念ながら第 3 回は都合により欠席しましたの

で、「長崎市新庁舎基本設計素案」で確認しまし

た。 

私が今でも納得がいかないのが、市庁舎（事務

所）が地上 19階であるということです。長崎市の

説明では、今後人口減少は認識しているが、高齢

化社会をふまえ介護等に従事する職員を考慮す

ると市の職員数はあまり減少しないとの説明が、

第 2回ワークショップで事務局から説明がありま

した。 

本当にそうなのでしょうか？人口減少により

住民税等の直接税収入が減るので長崎市財政は

厳しくなります。職員数も考慮しなければならな

いと思います。 

資料では設計・建設費等で約 245億円を支出す

ることになっています。長崎市では、短期的政策
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として給食センター建設、小・中学校の統合、長

崎新幹線、長期的政策としてＭＩＣＥ、長崎市庁

舎跡地あるいは長崎県庁舎跡地の整備など都市

計画に関して大型事業が想定されています。 

行政は当初予算に基づき計画を進めることを

最重要視しますが、収入あるいは収入見込みも予

算通りなのでしょうか？歳入と歳出のバランス

はとれていますか？ 

長崎市の財政状況と人口減少を考えると、地上

19階建てが疑問でなりません。 

今一度立ち止まって、長崎市の財政シミュレー

ションを行い、都市計画全体を見直す必要がある

のではないでしょうか？財布はひとつで、いくつ

もあるはずがありません。本当にこの素案で進め

ることに責任を持てますか？ 

トランスホール、待合スペースや通路、トイレな

どの共有部分に 18,800 ㎡をそれぞれ想定してい

ます。 

現状と比較して、庁舎全体の面積は約 15,000㎡

増加することを見込んでいますが、そのうち、約

10,000㎡はエントランスホール、待合スペース、

トイレや通路などの共有スペースを拡大するも

のであり、狭い廊下に椅子を並べて市民の皆さん

にお待ちいただいている状況、トイレを含めてバ

リアフリーに十分に対応できていない状況、災害

発生時の一時避難場所としての機能が十分でな

いなど、現在の庁舎に不足している必要な機能へ

の対応を図ろうとするものです。 

さらには、プライバシーへの配慮としての相談

ブースや相談室の設置、乳幼児健診室など狭隘な

子育て関連の諸室の拡大、市民利用が可能な会議

室の設置、市民活動や地域情報を共有するための

情報コーナーの拡大など、市民の皆さんに対し、

十分な利便性や快適性を提供する庁舎とするた

めの規模であると考えています。 

また、長崎市においては、今後、急速に少子化・

高齢化が進行することが予想されていますが、一

方で、社会経済情勢の変化により高度化、多様化

する市民ニーズに対して、迅速で的確な対応が求

められています。その変化に対応するための制度

の見直しや、新たな行政需要が生ずる可能性があ

るとともに、地方分権の一層の拡大など、地方自

治体を取り巻く環境の変化は今後も続くものと

考えられます。 

長崎市ではこれまでも、数次にわたる行財政改

革によって、大幅な人員削減を行ってきました

が、人口減少が見込まれる中にあっても、現実的

な対応として、安定した市民サービスを提供する

ためには、一定規模の職員数は必要であると考え

ています。加えて、環境の変化に伴う制度の見直

しや組織改正への対応を考慮した場合、執務空

間、会議室などについて、基本計画に掲げる程度

の規模は確保する必要があると考えています。 

41 人口減少と（10年後には）7～8万人減（もっと

かも）なのにそんなに大型の市役所がいるのか問

題！ 

42 身の丈に合った庁舎を建設すべきである。 

建設費・設計費で約 245億円ということだが、

人口減が現実となっている今、本当にこんな大き

な箱物が必要かと思う。執務室の総面積など数字

がないが、1 人当たり何㎡で計算しているのかわ

からないし、人口減が進むということは、当然、

職員の数も減るわけだから、6Fから 12Fまでいる

のか疑問である。職員何人が働くことで計算して

いるのか。また、財源は基金だろうが、もともと

税金だし、全部使い切らなくて良い。そして高齢

化が進めば、本所でなく、支所に行く（近くに行

く）人が増えるのは、目に見えている。だからこ

んな大きな器はいらない。縮小すべきだ。 

43 まず、国民 1 人当たりの負債額が約 20 年前、

1,000 万円といわれていた。最近は情報すら流さ

れていないが、1.5倍にはなっていると思われる。

国民レベルで考えると例えば標準家族 3 人とみ

て、1 家に 4,500 万円の借金があれば新居を建て

るなど論外。そのような状況のなか、新庁舎を建

設するのである。 



- 13 - 
 

平成 23 年に新庁舎建設検討が始まり、これが

その結論とは情け無い。これまでの年月は何だっ

たのだろう。 

具体的に述べると、「新庁舎建設基本計画」は

実によく書かれている。まるで理想の庁舎計画で

ある。具体的に言及するのは省略するが、多いに

疑問に思った点を列記する。 

今後の更なる長崎市の人口減少をどうとらえ

ているのか。数値上まったく見えない。30 年先

（generation）を考えると長崎市は確実に 30 万

人代都市である。 

新庁舎に入る部局・課にも集約、不必要な課を

伺い見る。整理すべきである。Slim化を目指して

欲しい。 

そうなると単純計算ではあるが職員数は 1,620

人、必要延床面積 35,650 ㎡、現計画の 76％、建

設費は現計画の数値を持ってくれば 231億円とな

る。 

「市民広場」「市民とその交流の場」が不可欠

なものなのか。庁舎に求めるのは行政のサービス

に徹することである。上記の要素は別の施設に任

せればよい。余裕を持つ建物ではない。 

敷地（選択された）について“狭隘”に尽きる。 

幾つかの選択があったと思う。 

・県庁の跡地：県と市との話し合いがあったのか

どうか。おたがいの協力の跡が見えない。 

・元来江戸時代からの歴史を見れば、この地ほど

行政府に適した所無いと思う。地盤は岩盤であ

る。資金面から見れば現市庁舎地を売却すれば

負担も軽くなるのでは。 

・現庁舎地での建替（別館を含めて）：国道 34号

を跨いでの一体化計画 

・公会堂跡地と現市庁舎地を利用しての分館計画 

・公会堂跡地と市民会館を壊しての市民会館跡地

との一体化 

余談であるが、長崎市の公共建物は評判が良く

ない。ブリックホール然り、市民会館然り、まと

もな音楽をたのしむ空間が無い。返す返すも壊さ

れた公会堂が無念 

新庁舎の建設にあたっては、経済的で柔軟性の

ある庁舎とすることは、基本計画にも掲げている

ところですが、今後、基本設計を進めていく中で

は、市民サービス充実のために、現在不足する、

あるいは、現在ない機能を十分に持たせながら、

様々な変化にも対応できる施設計画としていき

たいと考えています。 

その他のご意見に対しては次のとおりです。 

 

＜市民交流の機能について＞ 

市庁舎は、手続きや相談の窓口など、本来行政

が担うべき機能を十分に確保していくことが重

要です。 

一方で、長崎市新庁舎建設基本計画において、

新庁舎の目指すべき姿や基本方針として掲げて

いる「市民に親しまれ、つながりの拠点となる庁

舎」や「まちの活性化に貢献する庁舎」などを実

現するための機能についても、これからの市庁舎

には求められる機能であると考えており、市役所

本来の機能をしっかりと確保したうえで、これら

の機能も充実を図っていきたいと考えています。 

 

＜事業費について＞ 

今後、長崎市では様々な大型事業が予定されて

いますが、中期財政見通しにおいて、将来負担が

財政運営に与える影響を見込んだうえで、健全な

財政運営を持続することは可能であると判断し

ています。 

 

＜事業の周知について＞ 

新庁舎建設事業については、これまでシンポジ

ウムやワークショップのほか、広報ながさきやホ

ームページ、テレビなどを通じて市民の皆さんに

説明を行うとともに、近隣自治会の皆さんに対し

ても、交通対策や日影の影響などについて説明を

行っております。今後とも様々な機会・媒体を通

して、事業の周知に努めてまいります。 
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・MICE用地：何となれば急に降って沸いた計画の

感がある故 

計画庁舎の高さが 90米とは crazy!!“景観”“景

観”と言い条、本家本元が景観無視、商業地域に

建つとはいえ、付近には低層の建物が大部あり。

一日中日影の所もある。 

長期的な都市計画が無い 

色々述べたが、結論として未来へ向かっての

design policyが無い。少なくとも新県庁舎には

それがある 

新庁舎建設事業に反対するのではない。願わく

は規模と建設費をおさえてもらいたい。 

44 どうして長崎市は既存の価値あるものを破壊

したがるのでしょう。原爆の被害にあった長崎市

に対し、全国から寄せられた浄財で建設された公

会堂の破壊にも反対してきましたが、今回はオラ

ンダ坂の石畳の破棄と、市民感覚ではあり得ない

ことが次々と起こっています。 

今回の市役所にしても、258 億円ものお金をつ

ぎ込んで建設しても、またすぐに破壊するのでし

ょう。長崎市民の、市政に対する目線は厳しいと

いうことを理解してほしいです。 

20階建を決定する前に、今ある部署の再編や統

合など、検討することは山ほどあるはずです。そ

れを行なった上で建築規模を縮小してほしいで

す。 

また、日照権の問題とか、駐車場に向かう道路

が狭いために起こるであろう渋滞の問題、それに

伴う近隣住民の騒音や排気ガスの問題などが予

想されます。 

繰り返します。市民の目線は厳しいです。市民

の方を向いた行政を行ってください。 

 (2) 建設場所 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

45 新市庁舎の建設地「公会堂跡地」では、極端に

敷地が狭く、外部空間がない（バス 1台も停車で

きない）この敷地に計画どおりの建物では行政庁

としての活動は皆無です。 

新市庁舎の建設場所の決定に至るまでには、市

民懇話会や市民アンケートなどを通じて市民の

皆様からご意見をいただくとともに、市議会での

議論を踏まえ、多面的な評価を行い、時間をかけ

て慎重に検討を重ねてきました。市庁舎の建替え
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長崎市は一早く認識し、広大な県庁跡地への変

更を勇気をもって断行すべきです。その為の日時

の延期は取り戻すことができます。 

これは最後の最も大切な決断である 

隣地の市民会館の地下室に長崎大水害で

46,000 トンの雨水が浸入している四周に防水扉

（Ｈ1,200）が設置していたが機能したのかは不

明です。 

これが市庁舎だったら防災の拠点であり考え

られない事態です。 

集中豪雨は、北九州北部の豪雨のように雲行き

一つで発生します。 

万一の為にも、水没地（地下駐車場）は中止す

べきです。建設も中止。 

上記の 2点が満足するのは県庁跡地です。 

場所の決定に至った経緯とその考え方について

は次のとおりです。 

● 建替えを検討するエリアの考え方（平成 23年

2月公表） 

建替えを検討するエリアは、「現在の市庁舎が

ある場所から公会堂を含む一帯」とする。 

（理由） 

・長崎市のまちづくりの大きな方針である、陸の

玄関口の「長崎駅周辺」、新大工町から中通りを

経て南山手に至る「まちなか地区」、海の玄関口

の「水辺の地区」という 3つの拠点の連携におい

て、現在の市役所は、これらを結びつける重要な

位置にある。 

・市庁舎には多くの市民が出入りする集客施設と

いう側面もある。このエリア内に市役所を置くこ

とで、長崎駅周辺とまちなか地区、水辺の地区と

いった都市の拠点のつながりが、“線から面”に

拡がり、都心部全体への人の回遊性の維持や中心

市街地の活力の向上に繋がる。 

・まとまった規模の市有地があり、土地取得を要

しない。 

・交通の利便性が高い。 

● 建替え場所の決定（平成 25年 1月公表） 

建替え場所は「公会堂及び公会堂前公園敷地」

とする。 

（理由） 

・建替えを検討するエリアの決定理由に加え、現

在の市役所がある場所に比べて、施設計画に制約

条件が少なく、1 棟にまとまり、より良いサービ

スを提供できる。 

・防災拠点としての安全性も確保した庁舎が早期

に実現できる。 

・工事期間が短く、コスト的に有利である。 

・まちなか軸に一歩近づくことで、まちなか・市

庁舎双方の交流と賑わいが期待できる。 

 

このような考え方のもと、新庁舎の建設場所に

ついては、平成 28年 11月市議会において、「長

崎市役所の位置を定める条例の一部を改正する
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条例」が可決され、旧公会堂及び公会堂前公園敷

地である「魚の町 4番」とすることが決定してい

ます。 

また、県庁舎跡地活用については、県が設置し

た 2度の懇話会において、跡地活用に関する基本

理念や行政機能を含まない具体的な主要機能及

び附帯機能が提言され、これを受けて、基本的考

え方が示されております。 

一方、市庁舎の建替え及び建替え場所の検討に

当たっても、同様に長い時間をかけて、市民の利

便性の向上、事業期間、コスト、まちの賑わいな

どの観点から多面的に評価・検討を行い、併せて

市議会や市民の皆さんからいただいた意見を十

分に反映し方針を決定しており、この方針に基づ

き着実に事業を進めていくことが最良の方策で

あると判断しています。 

なお、水害対策については、長崎大水害時にも

新庁舎敷地は浸水しておらず、水害後は、中島川

水系において、長崎水害緊急ダム事業によりダム

の改修がなされるとともに、河川激甚災害特別緊

急事業として、中島川の拡幅やバイパス工事が行

われています。 

加えて、新庁舎の基本設計においては、敷地内

で標高の高い場所を基準に、新庁舎 1階フロアの

床の高さを設定し、防災安全性に配慮した計画と

しています。 

市庁舎は、災害時の防災拠点となる重要な施設

であることから、その機能を最大限に発揮できる

よう、今後実施設計を進める中でさらに詳細な検

討を行っていきます。 

46 1 「長崎駅周辺エリア」「水辺エリア」「まちな

かエリア」の 3つの拠点と新庁舎の位置につい

て  

基本設計案に、3 つの拠点のつながりを深め、

全体の賑わいを創出するとあるが、距離感、地形、

連続性など考慮しても根拠はなく、公会堂跡地の

位置が賑わいを創出するとは思えない。なぜなら

3 拠点を結ぶ三角形の中に位置していないから

だ。3 つの拠点で賑わいや連続した交流性を生め

新庁舎の建設場所の決定に至るまでには、市民

懇話会や市民アンケートなどを通じて市民の皆

様からご意見をいただくとともに、市議会での議

論を踏まえ、多面的な評価を行い、時間をかけて

慎重に検討を重ねてきました。市庁舎の建替え場

所の決定に至った経緯とその考え方については

次のとおりです。 

● 建替えを検討するエリアの考え方（平成 23年

2月公表） 
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る距離感は、長崎でいうと原爆資料館、浦上天主

堂、平和公園、こういう距離感だ。 

設計の説明は少々、無理があるように思える。 

公会堂跡地で言えることは、まちなかエリアと

新大工エリアとの連続性、活性化のみである。 

2 問題は、長崎の中心部の空洞化 

県庁移転により、県庁跡地も案が定まらないま

ま、県警、県庁新別館などもぬけの殻な状態だ。

その上、市役所が公会堂跡地に移り、市役所跡地

が公園になったら、諏訪神社から県庁跡地まで、

この空間は空洞化が起こる。 

長崎という地名の由来、長崎は昔より、この地

が政治の中心でもある。 

長崎の真ん中の盛り上がった部分が空洞化と

なると、逆に、賑わいを遮断する壁と豹変する。

盛り上がった坂を登る必要がなくなるからだ。そ

して、まちなかエリアと駅周辺、水辺のエリアの

交流が鈍化する。 

まるで、パレスチナに突如現れた壁のように、

人の流れが鈍り都市機能が低下する、何よりも味

気ない街になる。 

そういう意味で、県庁も市役所も、市民目線か

らみると無責任に見える。長崎にいると、いかに

長い岬が重要なのかがよくわかる。 

この長い岬の中でも、最も南に突き出した部

分、そこに全てが集まる。 

行き着くところがそこである。いわゆる県庁跡

地が行政を行うに最もふさわしい最たる場所で

あることは明らかだ。歴史が物語っている。 

3 県庁跡地が最適地 

県庁跡地に市役所が来てこそ、都市機能が復活

する。 

ここであれば、諏訪神社から県庁跡地までに、

いわゆる長崎という地名の由来の地に活気が出

る。空洞化が回避でき壁でなくなる。 

また、長崎駅から、大波止、水辺のエリアの連

続性や賑わいも維持できる。特に駅から大波止ま

でのエリアは、新県庁との相乗効果も生まれ、長

崎の新たな経済界の中心的存在になりうる。 

建替えを検討するエリアは、「現在の市庁舎が

ある場所から公会堂を含む一帯」とする。 

（理由） 

・長崎市のまちづくりの大きな方針である、陸の

玄関口の「長崎駅周辺」、新大工町から中通りを

経て南山手に至る「まちなか地区」、海の玄関口

の「水辺の地区」という 3つの拠点の連携におい

て、現在の市役所は、これらを結びつける重要な

位置にある。 

・市庁舎には多くの市民が出入りする集客施設と

いう側面もある。このエリア内に市役所を置くこ

とで、長崎駅周辺とまちなか地区、水辺の地区と

いった都市の拠点のつながりが、“線から面”に

拡がり、都心部全体への人の回遊性の維持や中心

市街地の活力の向上に繋がる。 

・まとまった規模の市有地があり、土地取得を要

しない。 

・交通の利便性が高い。 

● 建替え場所の決定（平成 25年 1月公表） 

建替え場所は「公会堂及び公会堂前公園敷地」

とする。 

（理由） 

・建替えを検討するエリアの決定理由に加え、現

在の市役所がある場所に比べて、施設計画に制約

条件が少なく、1 棟にまとまり、より良いサービ

スを提供できる。 

・防災拠点としての安全性も確保した庁舎が早期

に実現できる。 

・工事期間が短く、コスト的に有利である。 

・まちなか軸に一歩近づくことで、まちなか・市

庁舎双方の交流と賑わいが期待できる。 

 

このような考え方のもと、新庁舎の建設場所に

ついては、平成 28年 11月市議会において、「長

崎市役所の位置を定める条例の一部を改正する

条例」が可決され、旧公会堂及び公会堂前公園敷

地である「魚の町 4番」とすることが決定してい

ます。 

また、県庁舎跡地活用については、県が設置し
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市と県が、連携も取りやすい位置関係となる。

また、浜の町と大波止、水辺のエリアを結ぶ拠点

として位置付けるので人の流れや、連続した賑わ

いが生まれるのである。 

県が検討している文化芸術ホールは、常時、賑

わいがあるわけでなく、また、県警跡地などの方

向性も難しくなる。ＭＩＣＥを市が進め、ブリッ

クホールがあり、市民会館があり、その上で、県

庁跡地に文化芸術ホール？そんなにホール作っ

て何をするのか？ 

また、市役所が県庁跡地にくることで、人通り

の少ない出島のカーブが大きく活性化される。市

役所の先に出島があるというこの形が、歴史、観

光をアピールできる最良の形である。 

また、多くの市民が暮らしている浦上、住吉や、

南部地域からのアクセスを考えてみても公会堂

跡地よりも県庁跡地が有益であり、また交通機能

を考慮しても利便性は高い。住吉、浦上、長崎駅、

大波止、大浦、このラインが長崎市の大動脈であ

り、この近くに頭脳は位置すべきなのである。 

4 建物の形、大きさ、デザイン、周辺に与える影

響 

設計案の建物自体は、北側から見ると、まるで

巨大な壁のようだ。 

権力の象徴にも見える。現在の原爆資料館が、

地下に埋めて緑の中へアクセスさせる設計の発

想は素晴らしかった。そびえ立つ権力の象徴を否

定し、世界に平和をアピールする長崎の意思を見

事に表現したのだ。 

今回の設計案には、そのような長崎の願いが感

じられない。 

また、周辺にもたらす影はどうなのだろう。庁

舎だけ日当たりよく周辺に迷惑をかけてないか。

圧迫感はどうだろう。まるで周囲とそぐわない高

層ビルとなるのではないだろうか。デザインをみ

ると、上がマンションで下が、商業施設の最近よ

くある、まるで再開発のビルのようだ。 

第一、長崎らしくない。親しみのわかないデザ

インである。 

た懇話会の提言の基本理念の中に「事務所機能を

中心とした行政機関が占有し続けることは、この

場所が本来持つ価値や大いなる可能性を将来に

わたり閉ざしてしまう」と述べられ、行政機能を

含まない具体的な主要機能及び附帯機能が提言

され、これを受けて、県において基本的考え方が

示されております。 

一方、市庁舎の建替え及び建替え場所の検討に

当たっても、同様に長い時間をかけて、市民の利

便性の向上、事業期間、コスト、まちの賑わいな

どの観点から多面的に評価・検討を行い、併せて

市議会や市民の皆さんからいただいた意見を十

分に反映し方針を決定しており、この方針に基づ

き着実に事業を進めていくことが最良の方策で

あると判断しています。 

なお、その他のご意見に対しては次のとおりで

す。 

 

 

 

＜デザイン、周辺に与える影響、景観＞ 

長崎市庁舎として、長崎らしさを感じさせるデ

ザインとすることは大切なことと考えています

ので、今後実施設計の中でより詳細に検討を行っ

ていきたいと考えています。 

また、新庁舎建設事業については、これまでシ

ンポジウムやワークショップのほか、広報ながさ

きやホームページ、テレビなどを通じて市民の皆

さんに説明を行うとともに、近隣自治会の皆さん

に対しても、交通対策や日影の影響などについて

説明を行っております。今後とも様々な機会・媒

体を通して、事業の周知に努めてまいります。 
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5 配置計画、動線計画、交通問題 

南西側に駐車場出入り口、これは極めて危険で

ある。 

南側、西側はともに狭く、周辺の関係性を考慮

しても歩道の意味合いが強い。 

さらに南西側は、先にも伸びず車が入り、出、

ともに渋滞の可能性が高い。 

また、渋滞になると東側、北側は、電車道路、

電停のための車道面は狭くなり、かつ交差点のた

め、市役所駐車場による渋滞が原因となり、著し

く長崎市内の交通機能を低下させる危険性があ

る。かといって、北、東側に駐車場入り口は論外

である。 

市役所に入ろうとする車を考えてみよう。JR長

崎駅前から NBC前を通ってきた車はまず長崎警察

前で、右折待ちとなる。さらに信号が変わって右

折したら市役所に入るため、またすぐに右折待ち

となる。しかもどちらの右折も電車の敷道をまた

ぐことになり、ドライバーには大きいストレスと

なる。 

大きな交差点がスムーズに流れなくなり、しい

ては長崎バイパス、東長崎に抜ける幹線が、渋滞

する。 

また、浜の町方面は行く方向、さらには長崎駅

方面へも渋滞の恐れがある。 

このことを考慮しても、現候補地は、適さない。 

安全性、都市機能性を、脅かす可能性が大きい

のである。 

6 県庁跡地に市役所がきた場合の交通機能 

県庁跡地だとどうだろうか。車は、交通量が少

なく車道の広い出島内カーブから南口として入

る。また、諏訪神社方向からは北口となり、人が

入る表玄関となりうるし、車道としては、ホテル

のような建物とロータリーが創造できる。そもそ

も大波止から浜の町へ歩ける中間地点でもある。

公会堂跡地よりも公共交通機関が使いやすく、車

にしても渋滞は起こりにくいと思える。 

＜配置計画、動線計画、交通問題＞ 

市庁舎の移転に伴い、車や人の流れが変化する

ことが想定されますので、交通の円滑化や歩行者

の安全性を確保するために周辺道路の改良が必

要であると考えています。 

このことから、平成 28年度から 29年度にかけ

て周辺道路の交通解析を行うとともに、市議会で

の議論を踏まえながら検討を進め、交通対策とし

て、次のような道路整備を想定しています。 

 市道諏訪町桜町 1号線（新庁舎南側） 

・２車線（片側１車線）の車道を確保し、車道

の両側に歩道を設ける。 

・新庁舎駐車場への右折進入車渋滞対策とし

て、右折車線相当幅員を確保する。 

・上記に必要な道路拡幅は、新庁舎敷地側で対

応する。 

 市道出来大工町江戸町線（市民会館側） 

・新庁舎側及び市民会館側の双方にバスベイ

（バスの停車スペース）を設ける。 

・市道諏訪町桜町１号線への右折進入車渋滞対

策として、右折車線相当幅員を確保する。 

 市道大黒町麹屋町線（長崎警察署側） 

・新庁舎側にバスベイ、タクシーベイ（タクシ

ーの乗降場）の設置を検討する。 

 市道興善町桜町 1号線（勤労福祉会館側） 

・新庁舎側に歩道を設ける。 

・車道の一部に左折帯を設ける。 

・上記に必要な道路拡幅は、新庁舎敷地側で対

応する。 

今後、さらに交通事業者及び交通管理者と協議

を行いながら、必要な整備について検討を行って

いきます。 
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「さるく」長崎を検証してみよう。JR長崎から

大浦天主堂、グラバー園、新大工方面、県庁跡地

は、これらの中心に位置し、なんと歩ける距離だ。 

逆にいうと、用事があっても歩いてこられる、

これは、市役所にくる車の数を大幅に減少できる

要素で、渋滞が減り、逆に歩くことで街が活性化

される。観光客目線でも市役所を起点でどこにも

いけるのだ、市役所での情報発信が生きてくるの

である。 

7 市民との交流について 

設計案の 1F、どこに市民との交流の場が取れる

のか、誰もが来たいと思う仕掛けがどこにあるの

か、執務スペースが占める広さに対して、市民と

の接点カウンターラインは短くないか。今まで

の、普通の市役所の 1Fではないか、どうせ作るな

ら、という思い切ったアイデアはないのか。 

1Fは、市民が集まりやすい仕掛けが必要だ、ま

ずは、市役所に親しみを持ってもらい、多くの人

がきて、そのことによって、市役所に親しみを持

ってもらい、多くの人がきて、そのことによって、

市役所に多くの智慧が集まる、そのことによって

市役所自身が進化できるのである。 

ただ、住民票を取りに来るだけで、いいはずが

ない。キッズコーナーがあって、案内があって待

合と売店、ATM があるだけではないか。情報発信

もなければ、展示コーナーもない、気軽にお茶も

できない、ちょっとしたワークショップ、イベン

トもできない。 

県庁以上に市民に近いはずの市役所が設計案

で、どこに人を集め、親しみをもたれ、外部の智

慧を集約し自らを進化させるアイデアがあるの

だろう。 

用事がないと来なくていい市役所でいいはず

がない。 

8 職員の働き方について 

流行りの言葉のように使われる働き方改革は

求めない。ただ、建物を新しくする時が、職員の

意識改革、業務改善、強いては働き方を大きく見

直すチャンスのはずだ。最低、文書管理を徹底さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民との交流について＞ 

市庁舎が担う役割として、これまでの手続きや

相談など単なる「役所」としての機能に加え、新

庁舎では、市民の皆さんと行政、市民の皆さん同

士がつながる場所としていくことも重要だと考

えています。 

1 階では、来庁者の待合や休憩場所としての機

能と合わせて情報スペースとしても活用できる

よう、ゆとりあるエントランスホールを設置し、

パブリックビューイングなどのイベントにも対

応できるスペースとします。 

また、市民と行政の協働や市民間の交流の拡大

を図ることができるよう、2 階に市民利用会議室

と多目的スペースを配置することとしており、ワ

ークショップやイベントの開催も可能と考えて

います。 

 新庁舎が市民の交流の場となるよう、具体的な

活用方法等についても検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜職員の働き方について＞ 

 新庁舎の建替えは、市民サービスの向上を図る

ための業務改善を行う、絶好の機会であることか

ら、「建物が新しくなっただけではなく、中身も変

わった、サービスがとてもよくなった」と感じて
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せ、電子と文書のバランス、効率 UP、電子決済等、

はっきりとわかる改善は最低限、やってほしい。 

働き方で最もやっていただきたい改善点は、 

1、職員が積極的に市民に入り込み、仕事をとって

くる働き方 

2、部局間を超えた仕事の連携、わかりやすく言え

ば、物理をやる人が物理をやる。化学をやる人は

化学をやる。そうではなくて物理をやる人と化学

をやる人が知恵を出し合い、物理化学を生み出す

こと。そのようなことを、当たり前にやってほし

い。組織やマニュアルに縛られず積極的に若い頭

でやってほしい。仕事に方程式はないのだ。 

残念ながら、設計案の上層階の執務空間は、そ

のワクワク感はない。 

中間部はコラボと書いているが、単なる打ち合

わせコーナーにすぎない。 

また、19階なんて、単純に市民から遠い。上が

りたくない。ワンフロアーが狭く、階数が多いの

で、大きな組織変更や、フレキシブルなプロジェ

クトが組みにくい。 

9 まちづくりについて 

公会堂跡地は、上記で述べたように、まちの賑

わいを創出する場所ではない。また、現市庁舎跡

を公園にすると、逆に人の流れは切れる。駅から

公園を歩いて抜けて市役所に行く人がどれだけ

いるだろうか。 

県庁跡地に市役所がくるとしたら、まちづくり

の課題は一挙に解決して行く。何よりも出島と一

体したエリアが形成される。もし、電車が協力し

てくれたら、築町ルートを、出島の内カーブに切

り替えてもらい、出島表門橋、あるいは、市役所

南口に電停を持ってくれば、出島の扇型を復元で

きる。電車の敷道はヨーロッパ方式を採用し、歩

道側に寄せ、十八銀行の裏で中島川を渡らせれ

ば、行けそうに思える。築町電停が、出島表門橋

電停に変わるが 1番ルートの浜の町までの時間は

短縮できる。出島に話を戻そう。 

もらえることを目指し、職員の資質向上の取り組

みを進めていきたいと考えています。 

 執務環境の改善を図ることは、円滑な市民サー

ビス提供の上でも必須でありますので、文書管理

やオフィスレイアウト等を改善していくととも

に、将来の行政需要や機構改革に柔軟に対応でき

る執務室となるよう、実施設計を進める中で検討

していきます。 
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本来、長崎で、いや日本で世界遺産に残すべき

歴史的価値のあるものは出島なのである。想像し

てほしい。 

出島内カーブの道沿いに電車が走り、電停があ

り、長崎市役所の明るい南口がくるのである。長

崎を象徴するいい風景、いい街並みがそこにある

のだ。 

県庁跡地に市役所がくれば、自ずと県警、県庁

新別館は、埋まるはずである。 

いわゆる市役所通りは、そのまま市役所通り

で、県庁坂は市役所坂として親しみを持たれ、ま

た途中、図書館もあり、諏訪神社、歴史博物館に

もいけるので、歴史と学問と芸術の通りとして市

民が好きになるエリアとして再生できるのでは

ないか。 

そうすると、まちなかエリアと長崎駅周辺と、

水辺のエリアをつなぐことのできる長崎を象徴

するエリアとなりうるのである。 

パブリック・コメント（長崎を、故郷を良くし

たい） 

この基本設計から、わかる事は、公会堂跡地は

長崎市役所新庁舎建設地として、著しくふさわし

くないという事である。設計者は、様々な要素を

考慮し、バランスという軸を一番に重きに考え、

結果、この場所は適さないということを、皮肉に

も証明してくれた。 

県庁跡地について 

長崎という名前の由来の地、江戸、京都からの

流れの行き着く西の果て 

また、発信する最初のところ、その先が出島で

あり、海から直接、つながるところ 

県庁が去った今、次に来るのは、ホールでもホ

テルでも交流施設でもなくそれは、市役所しかあ

りえない。 

市が、市民を守り、司り、親しみを持たれ、か

つ世界に発信できる場所  

県庁跡地しかないのではないか。県庁跡地が西

から太陽を登らせる不可能を可能にすることの

できる、唯一の場所である。 
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この結論を持って、一度決定したものに対し

て、長崎をこよなく愛する一市民の意見として、

公会堂跡地は、ＮＧということを市に対して訴え

たい。 

ここで、県と市のコラボをぜひ、実現してもら

いたい。 

市民から見ると、県有地も市有地も、同じ税金

を納めた対象物である。 

行政は、そういうしがらみよりも、市民、県民

を優先させるべきである。市政を司る場所を選ぶ

とき、ながさき全体にとって、ベストチョイスを

していただきたい。 

市、市議会、そして田上市長には、勇気を持っ

て、検討をしてもらい、県と交渉し、県庁跡地で

の、建設検討をしていただきたい。 

長崎は今、大きな分岐点に立っており、市役所

の位置によって都市機能は大きく変化します。方

向性を間違えないで欲しい。 

マッチ箱みたいな建物ではなく、土地の形に馴

染んだユニークでワクワク感と親しみと長崎ら

しさがにじみ出る庁舎が実現して欲しい。 

長崎の歴史が受け継がれ、出島が生きたものに

なり、県庁坂が市役所坂となり市民から親しま

れ、3 つの拠点の中心にも位置し街全体を活性化

させる、そのような市役所 

真に長崎の都市計画、あるべき姿、内にも外に

もみんなが、さすが、と思える長崎市役所新庁舎

を実現してもらいたい。 

幸せの軸、豊かさの方向性を、改めて考え直し

て欲しい。 

長崎に高層ビルは、いらんのです。 

〈長崎の形〉 

1、長崎奉行（西）→県庁跡地→市の新庁舎 

2、出島を扇形に復興 

3、電車の軌道変更 

4、国道の車道変更 

 (3) その他 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

47 交通体系の起点となる市役所を期待します。 バスターミナルは、その周辺の土地利用や人の
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長崎バスの新地バスターミナルと県営バスの

駅前バスターミナルが建て替え時期になってい

るので、市役所が交通の起点となるよう両バス会

社と共同でバスターミナルの併設を考えてみて

はどうでしょう。 

そうすれば家の近くのバス停からバスに乗れ

ば必ず市役所にアクセスできるようになるはず

です。 

クルーズ船のお客さんも、市役所の展望室にい

ってバスに乗って市内どこにでも行けるように

なります。 

あと、バスプールに市外からの格安ツアーバス

の発着所を設け、今の市庁舎の跡地に門前町を作

って、カステラの実演販売や甘味処をつくれば、

観光の拠点にもなると思います。門前町をつくっ

て実演販売をするのは今、京都や出雲や伊勢など

で流行っています。長崎も観光客の拠点をつくれ

ばよりいっそう賑わいが復活すると思います。 

子育てエリアに、時間外休日診療所をつくって

当番医の診察の場とすれば、車がなくてもバスタ

ーミナルなので誰でも来られるので、どの家庭で

も子どもなどに緊急の診察を受けさせることが

できて福祉にかなうと思います。市役所ターミナ

ル化のメリットは大きいと思います。 

動線にも大きな影響を与えるものであり、将来的

な都市の構造や、全市的な公共交通網のあり方を

見据えた中での検討が必要だと考えています。 

新庁舎の敷地については、庁舎として必要な機

能を配置した上で、バスターミナルを設置するこ

とは困難と考えていますが、周辺道路にバスベイ

（バスの停車スペース）を設けるとともに、バス

路線の見直しについても交通事業者等と引き続

き協議を行い、新庁舎への円滑なアクセスの確保

に努めていきたいと考えています。 

 

その他の意見 

№ ご意見（要旨） 長崎市の考え方 

48 長崎市の発展のため出島橋を江戸風に、前の空

き地に江戸風長屋のお土産品と食事処を設ける。 

県庁空き地にバス、一般駐車場(出島口)、その

上にホール(公会堂)又くんち資料館を作る(山車

の保管場所)くんち資料館前に県庁坂くんち広場

を作る(客の流れが変わったからと、くんちに参

加しなく成る街もある)県庁坂側に店舗を作る。 

レンガ倉庫を飲食店に、新県庁付近にフアミリ

ーレストランなど飲食店を作る。 

3 つの資料館を回れる共通チケットを 2 千円程

度で販売する。個別に買わせると高いと思われ

県庁舎跡地活用については、平成 28年 2月に、

県としての基本的な考え方として、「多様なイベ

ント等により賑わいを創出する広場」、「歴史・観

光情報の発信も行う交流の場や県都長崎に相応

しい迎賓機能を備えた交流・おもてなしの空間」、

「歴史あるこの地に相応しい文化の中心となる

質の高い文化芸術ホール」という方向性を中心に

検討したい旨の方針が示されています。この考え

方は、県が設置した地元自治会等や経済界、学識

経験者、公募県民などからなる跡地活用懇話会の

提言や県議会での議論を踏まえて示されたもの

です。 
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る。資料館を利用しない人も納得するのではない

か。 

公会堂跡地には市役所、土木事務所税務署、職

安、水道局その他まとめて設置する。今までの建

物は売却する 

なお、旧公会堂及び公会堂前公園敷地において

は、現在分散している市役所の各所属を１棟に集

約する方針であり、ご提案の上下水道については

設置することとしていますが、土木事務所や税務

署、職業安定所については設置を予定していませ

ん。 

49 本庁舎別館の跡地の問題、利用方法 現庁舎別館跡地については、公会堂前公園の代

替となる公園を整備することを決定しています。 

50 新庁舎の建設後の路線価？  路線価は、地価公示価格や鑑定評価価格等を基

にして求められるため、新庁舎の建設や周辺道路

の整備状況等により、今後、決定されていくもの

と考えられます。 

 

４．意見を取り入れて修正した内容 

・素案 2-1「配置計画」を「建物配置と高さ」に変更し、説明を追加 

・素案 2-2「建築計画」の「2.各階の配置構成」について一部修正 

・「基本設計策定までの経過」及び「新庁舎の建設規模とその考え方」について、参考資料を追加 

５．意見を取り入れなかった理由 

 ・上記３(2)に記載の「長崎市の考え方」のとおり 


