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長崎市新庁舎建設基本計画検討市民会議議事概要 

 

日時：平成２５年９月３０日（月）１４：００～１６：３５ 

場所：長崎市立図書館 新興善メモリアルホール 

参加者：委員  ２２名（欠席５名） 

    事務局 総務局長 

        企画財政部長 

総合企画室 向井主幹、岩永係長、諸岡係長、井上主査 

建築部 松尾理事 

財産活用課 林次長 

 

＜議事＞ 

 

１ 報告事項 

（１）前回のグループ協議のとりまとめについて 

○誰もが使いやすい庁舎について 

⑴災害時に迅速に対応できる防災拠点として配慮すべきこと 

 ⑵高齢者、障害者、子育て世代へ配慮すべきこと 

・事務局より前回の「誰もが使いやすい庁舎」をテーマとしたワークショップで出された

アイデアのとりまとめについて説明 

 

（２）大丸跡地における新庁舎建設に関するＰＲについて 

・事務局よりＰＲ方法、内容について説明 

 

＜意見交換＞ 

 

（会  長）このＰＲを見たという方はいらっしゃいますか。（約半数の委員が挙手） 

 

（委  員）ＰＲを実施してから、市民から市に対し意見やアイデアはあったのか。 

 

（事務局） いまのところまだいただいていない。 

 

（委  員）もう少し大きかったらよかったのではないか。通りすがりでは少し見にくかったと思

う。ただ、今日来ている委員の目にも触れているというのは、やってよかったのでは

ないか。 

 

（会  長）この場所では本日で終わりとなっているが、せっかく作っているので今後も本庁や支

所などで掲示してもいいのではないか。 
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２ 協議事項 

（１）環境にやさしい取り組みについて 

・環境に関する作業グループ会議のとりまとめ 

・事務局より「環境に関する作業グループ」におけるとりまとめについて説明 

・宮原委員から、作業グループで環境問題や他都市の事例などの検討を行ったことなどを

説明 

 

＜意見交換＞ 

 

（委  員）建物は周りから負荷がかかる。建物の中ではそういう負荷をできるだけ少なくしよう

というのが一つの方法である。それが「建物外からの熱による影響の低減」となって

いると思う。もう一つは、周辺の緑化とか周辺に水を使うという意見が出ているが、

これはどういうことかというと、建物は都市環境に対して蓄熱体となり、負荷を大き

くしている。しかし、建物を造りながら積極的に周辺を整備することによって、周辺

の環境が良くなるというメリットが出てくる。ぜひそのことを付け加えてほしい。 

 

（会  長）新しい市庁舎ができることで、周辺の環境が改善されるという視点も加えてはどうか

という意見だが、これは重要な視点であるので取り入れてまとめたいと思う。 

 

（会  長）作業グル―プでまとめられた意見は、先ほど出た視点を加えて、報告書にまとめてい

きたいと思う。 

 

 

（２）長崎市新庁舎建設基本計画検討市民会議報告書のとりまとめについて 

   ・長崎市新庁舎建設基本計画の骨子（案）図 

   ・行政が行った検討の状況について 

 

・事務局より資料について説明 

 

＜意見交換＞ 

（会  長）今日は資料を見て意見をいただき、それを基に次回、修正を加えて素案を作成すると

いう段取りでいきたい。 

 

（委  員）資料 5の素案の 3ページ「平成 23年度 市民懇話会報告書」の（6）は経済的ではな

いか。 

 

（事務局） 経済的が正しい。 
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（委  員）参考資料 1 を見ると、基本理念の中で（6）だけ市民会議で議論をしていない。この

基本方針を見てみると、「限られた予算の中でやっていく」と記載してあり、市民会

議で議論してきた（1）から（5）までをブロックしているようにも見える。そういっ

た意図ではないと思うが、こういった文章を記載していると一人歩きしていってしま

う。したがって、例えば「各基本理念の実現を図りながら限られた予算の中でやって

いく」とか（1）から（5）までをしっかりやっていきつつも、（6）も見るんだよ、バ

ランスをとるんだと書いた方がメッセージとして伝わるのではないか。 

      あと、報告書（素案）のエントランスホールと広場で、どちらも多目的利用の話が出

てきているが、実際に整備計画を作る時には、どういう役割分担をしていくのかとい

うことを入れた方がいいのではないか。 

      次に（1）イ「市民と行政、市民と市民のネットワークを広げる庁舎」となっている

が、「市民と行政」という表現がぴんとこなかった。市民との協働を指しているので

あれば、他の部分でも使っているので、「協働」という言葉を使ったほうがいいので

はないか。 

 

（委  員）敷地面積が 7,200 ㎡、容積率が 600％となると 42,000 ㎡までしかできない。しかし

50,000㎡が計画されている。どういう調整をされるのか。 

それと市民会議報告書（素案）の主体は誰か。市民会議なのか。 

 

（会  長）市民会議である。 

 

（委  員）そうなると言葉遣いで気になる点がある。一つはあとがきの部分で「多くの意見が出

されている」というのは主体性が違うような気がする。報告書であるので、「いつ、

誰が、何を、どうした」という報告にまとめられた方がいいのではないか。 

「市民会議がありました。何回こういうことを検討しました。結果、こういうことを

報告書として提出いたします。」というようなストーリーがいるのではないか。 

      それと、「信じて疑いません」というのは市民会議としては、このような感じではな

いのではないか。「努力を払って、市民に愛され、市民が誇れるような新庁舎となる

ことを目指すよう要望いたします。」とか市民としての要望事項として書いた方がイ

ンパクトがあっていいのではないか。 

      あと、経済性の話が出たが、現在の計画では坪単価でいうと約 120万ぐらいだが、120

万というと県庁の第 2別館がそのくらいであったと思う。建物自体をレベルが高いも

のとした場合、そのくらいになると思う。今回はその他にいろいろな要素がたくさん

ある。フロントオフィスを広いワンルームで作る計画。これはなるべく柱がない方が

いいと思うが、これに対する構造の増額であるとか、屋上緑化とか周辺緑化など、周

辺も含めて整備をしようとした時に、120 万で足りるのかなと思う。ここはもう少し

精査していただきたい。 

それと、経済性が高いということはいろいろなものをやめて、ただ単純に安い建物を

造るというような話ではないと思う。今回は庁舎としては、5 つの目標が挙げられた
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ように、目標がはっきりしている。この目標を大事にしながら、どうコストを配分し

ていくかという注釈があると分かりやすいのではないか。 

 

（委  員）全体が 55,000㎡で、うち 33,000㎡が基本機能のスペースとなっている。共有部分と

か付加機能といった部分はたくさん意見が出されて検討されているが、基本機能の

33,000 ㎡の部分については、「市民へ円滑なサービスを提供し、効率的な事務を行え

る機能的な庁舎」だけでくくられている。いろいろなサービス機能も必要だが、新し

く造り変えた場合に、現在のＩＴの進み具合を見ていると 10 年後には影も形もない

ものがいっぱいあるのではないか。例えば、申請書類にしても果たして今のように紙

で申請するのか。それともタッチパネルなどで行い、紙はなくなってしまうのか。現

時点で今後の変化を見た場合、5 年後に市民と関わってくる部分でどれくらい変化が

起きているのか。そこをどの程度考えているのか。 

倉庫が今までのように必要なのか。法律により何か決まりがあるのかもしれないが、

今後も申請書や会議の資料、県や国とのやりとりが紙でされるのか、市民にとっては

理解しにくい。行政の特性でこうなるとか説明をしていただいた方が、面積の説明に

ついては分かりやすくなると思う。 

 

（委  員）今までワークショップをした中で、たくさんの意見が出たものをよく細かく広いあげ

てもらったと思う。この要望が全て新庁舎に入ったら完璧でこんな市役所はないとい

うものになると思う。それが全部入るとは思ってはいないが、この会議の中では市役

所に対してこういう想いがあるんだとこれで伝わると思う。 

      その他に、ここで提言していいか分からないが、市民の一人として市役所など新しい

建物ができていくにあたっては、それを使う「市民のマナー」も大切だと思う。そう

いうことは、我々市民も守らなければいけないということを書いてもいいのではない

かと思う。 

      それと新市庁舎にエコなどを取り入れた時に、必ず「見える化」してほしい。今日は、

どのくらいの電気が使われているといったことが分かるようにしてほしい。広報なが

さきでは 1か月に 1回来るが、それがリアルタイムで分かるようになっていけばいい

のではないか。 

      「あとがき」は、我々メンバーが提出する言葉としては、まるで他人のような気がす

る。再考していただきたいと思う。 

 

（委  員）浜町、中島川、中通り周辺の自治会の代表として参加ささせていただいている。今回

の公会堂敷地への市役所の移転の目的には、10年後に向けて駅前地区の開発、連続立

体交差、ＭＩＣＥ施設の建設、県庁舎移転などまちづくりが進む中、重心がそこへ移

るということから、浜町を中心とした旧市街地のまちづくりの活性化、人の流れを作

るといったことがあると思う。 

      それが、資料 5の 9ページ、10ページに記載されている。これはこれでいいと思うが、

中島川の石橋は 57 年の大水害の時に 6 つの石橋が流出した。そのうち市民会館の裏
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のすすき原橋、その上流の大井出橋が平橋として復元された。その他の東新橋、一覧

橋、古町橋、編笠橋は太鼓橋として復元されている。見かけは景観上風流だが、人が

渡る橋としてはこれがいいのかどうかというのが地元に住んでいるものとして問題

にしている。いわゆるバリアがかかっている橋であり、体が不自由な人、お年寄り、

幼い子供たちがなかなか渡れない橋である。 

ワークショップで出た意見として「市役所から中島川への緑道」、まちなかの憩いのス

ペースとして「市民ホールから中島川・中通り・寺町・浜の町 プロムナードになる

ようなにぎわい空間の創出」、これは市が現在プロジェクトを行っている「まちなか軸」

のプロジェクトと併せて記載されていると思うが、それと「新庁舎から市民会館、中

島川、中通りをつなぐ歩行者路の整備」といったことが書いてある。 

しかしながら、市民会館の裏にある東新橋が大きなバリアになるのではないかと思う。

この橋を改修するのは難しいとの市の考え方だと思うが、駅地区が整備され、まちな

か軸が今後どうなるかと心配な中で、地元住民としては人の流れができるような状況

を作るのが大事だと思う。したがって、中島川の太鼓橋を歩行者が歩きやすい橋に改

修をするという記載を入れてもらうことで、スムーズな人の流れができる可能性が十

分にあると思う。わざわざ迂回してすすき原橋を渡るよりまっすぐな動線ができるこ

とによって人の流れがスムーズになると思う。 

 

（委  員）今まで、行政、議会とか市民で会議を開いていると思うが、今までの行政サイドでの

原案とこの市民会議との比較の中で、この市民会議が開催されることによって、ここ

をアレンジしたということを報告書に盛り込んではどうか。市民会議でこういうこと

をやったんだとアピールできるようなことがあるといいのではないか。 

職員数は、今 2,240 名という数字があがっている。これは本庁・支所の検討で流動的

だと思うが、これが設計をする上で大きなウェイトを占めてくると思う。詳細設計で

はきちんと反映させてほしい。それと、類似都市の職員 1人あたりの面積、5㎡とか 7

㎡とかあると思うので、過去 5 年、10 年間における人口規模が 40 数万の都市の基本

機能や付加機能、共有スペースの占める割合がいくらなのか、そのへんの比較をして

はどうか。 

 

（委  員）職員数の見込は、これが減っているのか増えているのか分からないが、新庁舎の面積

にも影響が出てくると思う。この 5 年 10 年では、書庫の意味合いはずいぶん変わっ

てくると思う。それが減るのであれば分かるが、46％以上増えるというのはちょっと

時代の流れやコンピュータ化にはそぐわない気がする。もっと削減できるのではない

か。 

それと駐車場は、公共交通の利用だとかエネルギー問題のこともいろいろ踏まえて提

案しているにも関わらず、現在と同じ台数になっている。これも時代背景からいって、

市民も公共交通を利用するのであれば、公用車もどんどん減らしていく方向が望まし

いと思う。できる限り基本機能をより充実させて、職員の方たちや市民も使いやすく

していくのが理想的だと思うが、もっと兼用を増やすことによって、基本機能の面積
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は減らせる方向に進むことを望む。 

 

（委  員）資料 5や参考資料 2などをまとめて基本計画をつくることになっているが、今、皆さ

んから出された意見は、これまでワークショップで議論したもの以外の、もっと根本

的な建物の容積の問題だとか経費の問題だと思う。こういったことを報告書の中に市

民会議の意見として、「新庁舎に必要な機能について」といった項目以外に入れられ

ないというのも変な感じがする。したがって、もう一つ付随した形で、市民会議とし

ての意見として、その他の項目でもいいが、「要望」として報告書の中に意見をまと

めていくようなものが必要ではないか。 

 

（委  員）報告書の扱いだが、基本計画を策定するにあたって、広く市民からの意見を聴いてア

イデアをもらうということでされていると思うが、公表されるということでいいのか。 

 

（会  長）公表される。 

 

（委  員）この報告書には、これまで出たアイデアを取り入れてもらっているが、今後、基本計

画を策定するにあたっては、予算や限られたスペースの中で取捨選択をして優先順位

を決めていくという理解でいいか。 

それと、参考資料 1 の一番下の欄外に「2」から「5」まであるが、資料として出るの

であれば意味がよく分からないのではないかと思う。 

      次に、参考資料 2 はこの会議でどうこういうべきものではないかと思うが、6 ページ

の延床面積の駐車場のところで、現在の 2,000㎡から 5,000㎡の倍以上になっている。

7 ページからすると、現状とあまりかわらない台数になっている。整合性はどうなっ

ているのか。 

 

（会  長）平成 23 年度の市民懇話会で市庁舎整備の基本理念を出して、場所についても意見を

出し、そういった意見を参考にしながら建設場所などが決められた。この市民会議で

は、それを前提として建設していく場合にどういう市庁舎であってほしいのか、それ

ぞれの項目についてワークショップをしてもらいながら方向性を出した。そういう、

より具体化する上で必要な事柄についてまとめる形になっているのが今回の報告書

のポイントである。 

参考資料 1の一番下のところの「2」から「5」までは右の方に行くと、「行政で基本計

画素案を作成」となっている。ここの部分が参考資料 2 につながっていく。新庁舎建

設基本計画について我々が検討していることを受けながら、行政もそれを斟酌しなが

ら空間的なものとか、仕組み的なものなどを併せて検討していって、具体的に数値化

できるものは数値化して、課題があるものは今後詰めたいということで提出されてい

る。これは、資料 5に参考資料として記載してある。 

次に、本当に必要な職員数とそれに対応した機能、面積をしっかり詰めてほしいと会

議の中で意見が出ている。 
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合併したので本庁舎と支所との関係などを少し整理しないと地域に密着した行政がで

きないのではないかというようなこともあって、それを含めて行政システムを検討す

るということで、総合支所という考え方が出てきた。そうすると、人口減に対応して

職員数を減らしていくという方向に加え、行政システムを本庁と支所の間に総合支所

を置いて仕事の仕方を少し再編するということも必要になる。それについて出された

参考資料 2 を見ると、そこは詰まっていない。次回の会議までにそこが詰められるの

か、それとも何人かの委員から出された意見を報告書のまとめのところか、別の形で

項目を起こしてでも強く主張すべきではないかとのご意見をいただいている。事務局

で回答をしてほしい。 

      主体が市民会議であればそれをはっきり表現すべきとの意見をいただいた。最終報告

では整理したい。 

      将来を予測すべきだということについては、なかなか予測がつかない部分があると思

うが、紙全部なくなるかもなかなか判断が難しいところである。極力対応しやすいも

のを考えろというのが方向性として示されている。いろいろ要望していても、具体化

した中で分かることある。きちんと将来の事務処理に対応するのかどうかというのも、

基本設計したときに、皆さんにいただいた意見はこんな風に実現しようと思っている

と示してもらえれば、そこでまた新たな意見が出て、そこでまた詰めていけると思う。 

現在建設中の市民病院は、コンペで決められて、ＰＦＩ手法で建設する。建物を建設

するのは別の主体が行うということで、市があまりいろいろ言えないとなると、今、

どうなっているのか誰も分からないということになる。市庁舎については、各段階で

いろいろな意見が言えるようにしておくことで、ここで出された意見が、本当に実現

しているかを、みんなの目でチェックできるのでいいのではないか。「華美でない」と

か「素晴らしいデザイン」とかいうのは、出てこないと分からない。 

坪当たりの単価が 120 万なのか 100 万なのかは、たっぷりお金をかけてほしいところ

と、そんなにかけなくてもいいというところもあると思う。トータルで安くすればよ

いのではないか。それもみんなの目が光っていないと、なかなかできない。そういう

ことを検討する必要があるのではないか。 

 

（事務局） 報告書の中の市民会議としての表現については、「まえがき」「あとがき」も含めて会

長とご相談しながら改めさせていただきたい。それから、他都市の状況も調べるべき

とのご意見をいただいたので、比較表を作ることを検討したい。将来を見通してとの

意見もあったが、現在、庁内の窓口のあり方をどうしようかという部分については、

番号法が施行されたときに受付のやり方が少し変わるのではないかということも含

めて、内部でも検討している。 

本日お示しした、参考資料 2の部分だが、ここ 1、2ヶ月で数字を詰めるのは難しいと

思っている。ただ、精査中であっても一回示しており、それに対してたくさんのご意

見をいただいたので、そのご意見は報告書の中にどういう形で反映するかについては、

表現方法、レイアウトも含めて検討させていただきたい。ご意見は記載する方向で調

整したい。 
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（事務局） 敷地面積に容積率の 6倍をかけてみても建物が入らないとの意見については、容積率

を増やすような、例えば総合設計であるとか、そういった手法を入れながらでないと

建たないということになる。また、建物の規模を 45,000㎡から 50,000㎡と言ってい

るが、これについては精査をしていくこととしている。基本的には、延床面積を減ら

すアプローチと容積率についてボーナスをもらって少しでも上げていくというアプ

ローチの中で、折り合いがつくところで建物が建つということになると思う。現時点

では数字は固まっていないが、そういったやり方で実現を目指していく。 

      駐車場の面積は、建物の中にある面積ということでご理解いただきたい。現状、駐車

場は足りないため、市役所近隣から離れたところまで含めて、土地を確保して離れた

ところに駐車場を置いているということがある。車の台数について建物の中にない青

空駐車場のものも含まれているので、少し前後のバランスが悪いといったことになっ

ている。 

 

（委  員）庁舎を建設する際には法律によってやることが決まっている物がある。ハートビル法

に基づいてスロープを作るとか通路幅をいくらにしなさいとか。したがって、報告書

にこの法律を使いますということを一つ書けば済むのではないか。むしろ、それプラ

スアルファで何をやったという事の方が大事だと思う。それがアイデアの中にいくつ

かあるのでプラスアルファとして記載していただいた方がいいのではないか。同じよ

うな話が避難経路である。避難経路を確保するとなっているが、法律で敷地内の避難

経路、建物の避難経路は決められているので、その避難経路をどうすればいいのかと

いうことを整理した方が次のステップとして大事ではないか。それと、省エネは、省

エネ法の適用を受けるので、それはやる必要がる。プラスこういうことを具体的に整

理しますというようなプラスアルファの分は、整備方針として示されれば、もっと中

身が受実してオリジナリティのある庁舎にできるのではないか。 

 

（会  長）法律で決まっていても、プラスアルファがあれば更に質が高いのではないか。その部

分を強調して明確な方がＰＲとしてはいいんじゃないかというご提案ですので配慮

したいと思います。 

 

（委  員）新庁舎の建替えは、耐震がクローズアップされていた。ここにきて、広さの話が出て

きているが、庁内を考えてみると一部狭いところは広くとらないといけないが、公用

車の台数を減らすことを考える必要がある。職員も当然減ってくる。そうすると、

55,000㎡はもう少しコンパクトにすべきではないか。そういうことを市民会議として

提言していただきたい。 

 

（会  長）今のご指摘については、平成 23 年度の市民懇話会においても、今回の会議において

も基本方向として出している。行政の検討の中で職員数が減ることで面積を縮める方

向で検討を進めているということである。 
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（会  長）景観に配慮した取り組みの中で、石橋を復元するということで太鼓橋ができているが、

何人かの方が転んだという事で手すりを付けたりもしている。川を流れる水量を確保

するために川岸のところから弧を描かせた。通行人に不便だと言うのは、当初から言

われていたが、石橋にするのであればこれしかだめだと言われる中で、やむを得ず設

置されたといった経緯があるので、改善する場合は 100年 200年考えて造った建物を

壊すのかということになると思うので市民運動を起こしていくことを背景にしない

と難しいのではないか。 

      しかし、「つながり」という意味で言うと障害物になっている。バリアフリーの時代

に検討をしていく必要があると思うが、今回の報告では直接には入らないと思う。そ

の他の将来検討すべき課題のような部分があれば、そこの部分に入るのかなと思う。 

 

（会  長）今日いただいた意見を基に、事務局と相談しながら最終報告のとりまとめを行ってい

きたいと思う。それについて次回、最終的な意見をいただきたいと思う。 

 

 

３ その他 

 ・次回の開催予定 10月 31日（木）午後 2時～ 場所は市立図書館新興善メモリアルホール 

  内容 長崎市新庁舎建設基本計画検討市民会議報告書（案）について 

  詳細は、後日、開催案内を送付する。 

 

 


