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江津市庁舎改修整備基本計画に関するパブリックコメント回答書 
 

 

１ 

意見内容 

現在の庁舎（23m）よりも低い位置に（7m）移動は安全確保ができない

のではないか。 

財源についても不安定である。 

 

回答 

安全確保というのは津波のご心配だと思いますが、津波による浸水想

定につきましては、日本全国の都道府県で、 悪の事態を考えたものが

公表されています。これは、科学的知見に基づき想定される「 大クラ

スの津波」をもたらす地震が発生した場合の浸水を想定したものです。

今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35 のパタ

ーンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識しています。シ

ビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に入って

おりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・約 2 メ

ートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判断して

います。また、日本海側と太平洋側では、浸水想定による浸水域・浸水

深が大きく異なることも確認しています。 

このことも含め、 新の知見を読み取ったうえで、今回のご提案をし

ていることをご理解いただきたいと思います。 

次に財源について、江津警察署東側に庁舎を新築した場合の建築費は、

用地費も含め約 33 億円と試算しています。この財源については、合併

特例債などの借入金が 28 億 5 千万円、一般財源が 4 億 5 千万円と見込

んでいます。一般財源の 4 億 5 千万円は市の貯金である基金で賄います。

また、借入金の 28 億 5 千万円は、30 年で返済するとして試算すると、

30 年の総額で利子を含め 30 億 8 千万円の返済となります。一年あたり

では 1 億 2 百万円の返済です。この返済金には、国から交付税による補

てんがあり、総額で 16 億 2 千万円、一年あたりで 5 千 4 百万円が交付

されます。 

従って、市の実質負担は国の補てんを除き、総額で 14 億 6 千万円、

一年あたり 4 千 8 百万円となり、この実質負担額も市の貯金である基金

で賄うことができます。 

平成 28 年度末の基金は約 52 億円で、ここから建設時の負担額 4 億 5

千万円、返済金の市負担額 14 億 6 千万円を引いても、32 億 9 千万円が

残りますので、将来の財政運営は可能であると試算しています。 

なお、市の基金は も少ない時期（平成 18 年）で約 22 億円でしたが、

平成 28 年度末は約 52 億円となっています。 
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２ 

意見内容 

建設候補地について、②③④より①⑤又は①より高い場所が望ましい。

理由：浜田地震の時、二宮消防分団庫横口屋邸まで津波が上がった。又、

大平寺裏に大崎（屋号世波）宅があったが屋号の由来は津波が来たとの

事から、庁舎としての機能が発揮できないと思う。 

（備考）少数意見でも一般市民の意見を第一に考え、外部からの意見は

参考として考えるべきである。 

 

回答 

津波による浸水想定につきましては、日本全国の都道府県で、 悪の

事態を考えたものが公表されています。これは、科学的知見に基づき想

定される「 大クラスの津波」をもたらす地震が発生した場合の浸水を

想定したものです。 

今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35 のパタ

ーンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識しています。シ

ビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に入って

おりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・約 2 メ

ートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判断して

います。 

なお、浜田地震は、明治５年の３月 14 日、M7.1 とされています。死

者 551 人、負傷者 582 人、家屋全壊 4506 件、焼失 230 件との記録があ

り、このときの地震は揺れの被害が多く、家屋の倒壊や土砂崩れといっ

た被害が多かったようです。津波についてはいろんな伝承がありますが

平均 1.2m と言われています。  

浜田地震の伝承からより高い場所が望ましいというご意見だと思いま

すが、これらのことを含め、 新の科学的知見を読み取ったうえで、今

回のご提案をしていることをご理解いただきたいと思います。 

 

３ 意見内容 

20 ページの“ケース⑤新庁舎建設＋ＡＢ棟耐震改修他用途利用を基本

計画における整備方針とします。”について、先日の江津市庁舎整備基本

方針説明会に出席し大変感銘しました。出席者のご意見も参考になりま

した。私なりに解釈すると、基本計画に関しては、大変性急なものであ

り、もっと幅広い意見の集約と説明が必要ではないかと感じましたが、

小学校の建設等、多くの課題があるなかでの、今回の説明会は有意義な

ことだと感じます。 

私は、この基本計画におけるケース⑤への決定が、市長の熊本地震に

対するお考えも含まれているということであり、新市庁舎に関しては、

防災に特化した建物をつくるのが良いと思います。もっとも、提案され

た建物がそうでないわけではありません。今度建設される新庁舎は、説

明会でもお話しのあったワン・ストップ機能等、さまざまな機能が期待
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できますし、立地条件に関しても防災上有効だと思います。 

 熊本の震災では、数多くの避難拠点が倒壊したと聞いており、車中泊

の避難者を増やさない観点では、他の公共施設の耐震化の促進や新庁舎

周辺の公共施設利用の考え方も住民の信頼を得るうえでも重要だと思い

ます。 

現在の庁舎が地震で倒壊すれば、早急に復旧や建替えは大変困難であ

りますので、他の公共施設の耐震補強にも重点をおくべきだと思います。

また、本庁舎を避難場所にするとした場合でも、避難所が住民の生活環

境の場と考えた場合、身近な人との避難がコミュニケーションをとりや

すく、また、仕事などさまざまな影響があることから遠くの避難所は不

便であると思います。防災に関しては、市庁舎の機能の維持だけではな

く、他の公共施設、拠点施設との関係も考慮してシステムをつくってい

ただけたらと思います。 

 

回答 

市庁舎の安全確保については、市民のみなさんの安全・安心につなが

ることから、 も優先して解決すべき、極めて大きな問題です。 

市民のみなさんの「命」を守る司令塔たる庁舎やその設備は、平常時・

災害時を問わず、その機能が維持できる高いレベルが必要ですし、防災

拠点施設としての業務継続が担保できるものでなければならないと考え

ますので、新庁舎建設を進めたいと考えています。 

 また、災害時に防災拠点となる市庁舎と周辺の公共施設や公共空間は、

避難場所や物資の集積場所、災害支援組織の活動拠点としての利用が考

えられます。 

 避難場所に関しては、市内各地に指定している施設の耐震化も重要で

す。江津市建築物耐震改修促進計画に基づき、計画的な改修を進める必

要があると考えております。 

 

４ 

意見内容 

今の庁舎の位置はＪＲ駅、バス停があり乗物できた人には近くてよい。

又、地震、津波があった時は高位置（海抜 23m）にあり、避難場所にな

りうる。シビックセンターゾーンは低くて（7m）心配な上に重要な公的

施設が一ヶ所に集中しているところに多数の人が安全と思い避難すると

キケンです。今の庁舎でなんとかなりませんか？ 

 

回答 

津波による浸水想定につきましては、日本全国の都道府県で、 悪の

事態を考えたものが公表されています。これは、科学的知見に基づき想

定される「 大クラスの津波」をもたらす地震が発生した場合の浸水を

想定したものです。 

今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35 のパタ
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ーンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識しています。シ

ビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に入って

おりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・約 2 メ

ートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判断して

います。また、日本海側と太平洋側では、浸水域・浸水深が大きく異な

ることも確認しています。このことも含め、島根県の 新の知見を読み

取ったうえで、今回のご提案をしていることをご理解いただきたいと思

います。 

 また、公的施設が集中すると危険ではないかということですが、そう

いった面も一理あると思います。しかしながら、現在の庁舎の状況を考

え、防災拠点として新庁舎を整備しようとするとき、「分散」と同時に「集

中」という視点も併せ持つ必要があります。防災・危機管理の視点から

申し上げますと、危機が発生した場合に、そのマイナスの影響を 小限

にするとともに、いち早く、危機状態からの「脱出・回復」を図ること

が求められます。その視点から申し上げても、洪水や津波の浸水想定区

域外であって、関係機関が集中し、自由に使える広いスペースがある「シ

ビックセンターゾーン内の警察署東側」へ庁舎を移転建設することは、

危機管理・災害復旧に向けてすべての力を集中しやすい環境とすること

ができますし、また、シビックセンターゾーンは、すでに主要施設が集

積しており、仮に災害が発生しても、 優先に機能回復が行われるため、

現在の庁舎以上に災害拠点機能が確保できると考えています。 

 

５ 

意見内容 

私は市庁舎はどんな地震、津波が来ても安全な場所。海抜が 25m 以上

が必要だと思う。今市がすすめている江津警察署東側の土地は海抜 7m

であり、今県より大きな津波は来ないと示されていても、地震・津波が

どこでどの様な規模で発生するか予測不可能であり、市行政の司令塔で

ある市庁舎はまず安全な場所にすべきです。 

 

回答 

ご指摘のとおり自然災害は完全な予測が難しいと考えていますが、

新の知見は、これまで想定していた条件に、更に厳しい条件を加えたも

のが発表されています。その中のひとつが、津波による浸水想定です。

日本全国の都道府県で、 悪の事態を考えたものが公表されています。

これは、科学的知見に基づき想定される「 大クラスの津波」をもたら

す地震が発生した場合の浸水を想定したものです。 

今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35 のパタ

ーンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識しています。シ

ビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に入って

おりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・約 2 メ
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ートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判断して

います。また、日本海側と太平洋側では、浸水域・浸水深が大きく異な

ることも確認しています。 

このことも含め、島根県の 新の知見を読み取ったうえで、今回のご

提案をしていることをご理解いただきたいと思います。 

 

６ 

意見内容 

災害に強い高所に作るべきだと思う。 

病院、警察等すべての施設を今の所に集め作るのは反対。市民が災害時

に逃げこむ事のできる場所、災害時に必要な備品が格納できる事が必要

になり、今の案では津波だけへの対策にもならない。 

備考：同じ財源を使うなら、きちんと市民の意見を聞くべきと考える。

 

回答 

災害に強い高所というのは、津波のご心配だと思いますが、津波によ

る浸水想定につきましては、日本全国の都道府県で、 悪の事態を考え

たものが公表されています。これは、科学的知見に基づき想定される「

大クラスの津波」をもたらす地震が発生した場合の浸水を想定したもの

です。今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35

のパターンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識していま

す。シビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に

入っておりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・

約 2 メートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判

断しています。また、日本海側と太平洋側では、浸水想定による浸水域・

浸水深が大きく異なることも確認しています。このことも含め、 新の

知見を読み取ったうえで、今回のご提案をしていることをご理解いただ

きたいと思います。 

また、施設が集中すると危険ではないかということですが、そういっ

た面も、一理あると思いますが、現在の庁舎の状況を考え、防災拠点と

して新庁舎を整備しようとするとき、「分散」と同時に、「集中」という

視点も併せ持つ必要があります。防災・危機管理の視点から申し上げま

すと、危機が発生した場合に、そのマイナスの影響を 小限にするとと

もに、いち早く、危機状態からの「脱出・回復」を図ることが求められ

ます。その視点から申し上げても、洪水や津波の浸水想定区域外であっ

て、関係機関が集中し、自由に使える広いスペースがある「シビックセ

ンターゾーン内の警察署東側」へ庁舎を移転建設することは、危機管理・

災害復旧に向けてすべての力を集中しやすい環境とすることができます

し、また、シビックセンターゾーンは、すでに主要施設が集積しており、

仮に災害が発生しても、 優先にインフラの機能回復が行われるため、

現在の庁舎以上に災害拠点機能が確保できると考えています。 
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７ 

意見内容 

１．庁舎建設について 

 基本的に耐震構造を強化して、少なくともＡ棟を保存し建設すべきで

す。 

 

２．庁舎建設の場所について 

 現在地で建てるべきです。海抜 7m の地にするより現在地で建替えを

することが、災害時の庁舎機能確保という点からより安全である。津波

被害をあまりにも過小評価している。 

 

回答 

1．現市庁舎につきましては築 50 年以上が経過し、耐久性と耐震性能に

不安を抱えていることから、平成 25 年 10 月より、資料収集や設計者の

吉阪隆正氏関係者への意見聴取などを始め、平成 26 年 9 月より耐久・

耐震性能に関する詳細調査に着手しました。この作業と並行して、専門

家によります市庁舎改修整備検討委員会を設置し、技術的検討を深めて

きました。 

この検討委員会より、平成 27 年 8 月に耐震改修の可能性が見え、耐

震診断調査に向かうべき資料が揃ったとの判断がなされ、平成 27 年 12

月に補強計画も含む耐震診断業務に着手しました。 

 その結果、現庁舎 A 棟・B 棟とも一般的な公共施設に必要とされる構

造耐震指標の Is 値 0.6 を超えた Is 値および Is 値相当 0.7 とした耐震改

修が可能であると判断されましたが、防災拠点となる庁舎に必要とされ

る Is 値 0.9 を満たす改修は不可能であることも判明しました。 

 このことから、現庁舎は防災拠点機能と業務継続機能が必要とされる

庁舎としては利用しない方針です。 

 

2．津波被害を過小評価しているとのことですが、確かに自然災害は完

全な予測が難しいと考えていますが、 新の知見は、これまで想定して

いた条件に更に厳しい条件を加えたものが発表されています。津波によ

る浸水想定につきましては、日本全国の都道府県で、 悪の事態を考え

たものが公表されています。これは、科学的知見に基づき想定される「

大クラスの津波」をもたらす地震が発生した場合の浸水を想定したもの

です。今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35

のパターンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識していま

す。シビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に

入っておりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・

約 2 メートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判

断しています。また、日本海側と太平洋側では、浸水想定による浸水域・

浸水深が大きく異なることも確認しています。このことも含め、 新の
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知見を読み取ったうえで、今回のご提案をしていることをご理解いただ

きたいと思います。 

また、シビックセンターゾーンは、すでに主要施設が集積しており、

仮に災害が発生しても、 優先にインフラの機能回復が行われるため、

現在の庁舎以上に災害拠点機能が確保できると考えています。 

 

８ 

意見内容 

1．災害拠点機能をもたせること。安価にあげる事が大切で、他は工夫

次第でどうにもなる。 

 

2．シビックセンター位置は液状化し易い地質の たるところ。基礎処

理に膨大な費用がかかる。建物の基礎を堅固にしても道路や駐車場は隆

起や陥没等の地割れが発生、水道管や電柱の倒壊が発生し、拠点機能の

役割が失せる。（想定外の経費がかかる） 

 

3．現庁舎の位置はこの付近では も堅固な地質であり、直接基礎でも 5

階建は十分である。（市職駐車場の地山カット面の崖から推察） 

こんな良い土地があるのに危険で経費のかかる場所に移るとは「クレイ

ジー」この上ないと考えます。 

 

4．島根県技術士会に問い合せて下さい。（100 人中 100 人が液状化し易

いと言います。） 

 

回答 

1．新庁舎は、災害時の司令塔となるべき防災拠点機能を持つことが

も重要であると考えておりますが、この防災拠点機能は建築物単体で機

能が十分に発揮できるものではないと考えております。他の公共施設と

の機能的連携、物資集積や災害支援組織の活動拠点となる広い公共空間

等も必要です。また、平常時においては も多くの市民が利用する公共

施設でもあるため、アクセスなども重要視しております。 

 新庁舎整備においては、必要な機能を備え、 大の効果を 小限の事

業費で得るよう実施することが必要だと考えております。 

 

2．平成 24 年 6 月に作成された島根県地震被害想定調査報告書には、地

震時に液状化の可能性のある地域が示されており、本市の海浜部も可能

性ある地域であると示されております。しかしながら、大田市西南方、

浜田市沿岸、浜田市沖合、弥栄断層の各々を震源とした液状化の危険度

においては、江の川河口付近を除き、危険度は低いものとなっており、

出雲地方の平野部に比べ、地震時に液状化の可能性区域は狭く、その危

険性も格段に低いものとなっております。 



8 
 

 一般的には、地震時液状化の可能性の有無をもって都市計画や市街地

整備に制限がかかるものではなく、各々の個別事業において対策をしま

す。シビックセンターゾーンは、公共施設を計画的に集約整備してきた

地域であり、仮に液状化によりインフラ等に被害があった場合、短期間

において集中的に復旧が可能な地域であると考えています。 

 

3．本市においては、砂地盤での施設整備が一般的となっており、この

事が特別な基礎となっているとは認識しておりません。基礎地盤が岩盤

で直接基礎が可能となれば、基礎工事費においては大幅な経費の削減に

つながりますが、基礎地盤が岩盤となることを大前提に庁舎の立地場所

を検討することは、庁舎に必要とされる様々な機能を発揮させる上にお

いては適当ではないと考えています。 

 現庁舎敷地を新庁舎敷地とした場合、市民利用の利便性に劣り、災害

時にも利用できる広い公共空間が得られないだけでなく、隣接する民有

地を取得する必要もあるなど、基礎工事で削減できる経費を大きく上回

る経費が必要となると試算しております。 

 

４．地震時の液状化については、島根県内の土質工学や防災社会工学に

関する研究者の知見などもいただいております。 

このような知見なども踏まえた上で、シビックセンターゾーン警察署

東側が適地であると判断しております。 

 

９ 意見内容 

１．市庁舎を新築することについては 3 年前の市長選挙で公約されたも

のではなく唐突に浮かんできたことに疑問を感じます。昨今の地震災害

の状況から現在施設に問題があるとのことですが、新築移転をした場合

は現庁舎を図書館等に再利用するため、10 億円程度かけるとのことです

が、それで耐震・耐久性の問題が解消するのなら新庁舎建設計画はいっ

たん凍結し、来年 5 月の市長選挙で市民の判断をあおがれてはいかがで

しょうか。 

 

２．庁舎の在り方について懸念していることが江津市の人口がすでに 2

万 3 千人台に落ち込み、今後も減少し続ける中で、市行政規模の縮小が

考えられ、新旧両庁舎を維持運営することは困難ではないかと思います。

この点もよくご検討願いたいと思っています。 

 

３．諸般の情勢から先延ばしできない切迫した事情があり、用地選定を

迫られているとしてもシビックセンターゾーンの土地開発公社保有地

（海抜 7m）に建設されることは危険と思います。市議会の議論をお聞
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きしますと「予想される津波髙は 2m であり津波被害は考えられない」

とか「万寿 3 年（1026 年）大海嘯」は伝説の城を出ない」など危機管

理監がお答えになっていることには疑義を感じています。 

 ご承知のように平成 28 年 9 月 14 日開催の第 3 回・島根県地震津波防

災対策検討委員会における資料 3、資料 4（2）津波浸水想定、島根沿岸

における市町村別津波 高水位は江津市においては向の浜海岸（注・和

木町東部）で 4.8m とされており建設計画用地は向の浜から 2 キロ圏内

にあり危険性は充分に認識されておかれるべきではありませんか。 

 万寿の津波は文献が残ってないことから、伝説を文政 9 年（1826 年）

に大田村庄屋、石田春律が著した「石見八重葎」が初出文献であり、「津

波があったと言われるときから 800年後に書かれたもので信憑性は乏し

い」と議会答弁がされています。しかし、永亭 2 年（1430 年）僧正徹

が「徹書記物語」で紹介したのが文献では初めて、江戸時代に入ると香

川隆景の「石見名所記」岡熊臣の「柿本人麻呂事績考弁」等にこの津波

の記載があることを、元県立浜田高校教諭矢富熊一郎氏は著書の中に明

らかにされています。 

 このことを長々と書くのは、先の東日本大震災と津波で沿岸市町村は

壊滅的な被害を受け、ことに福島原発は取り返しのつかない惨状となっ

ています。 

 これは、過去 大級の貞観三陸地震（867 年）の前例を「伝説的なも

ので現実にはあり得ない」軽視し、地震津波対策を怠った東京電力㈱は

経営者責任が問われて裁判が始まりました。 

 庁舎用地計画に置かれてはリスク分散の観点からも津波対策を視野に

入れることが必要です。少なくとも、現庁舎付近から白寿園跡地程度の

高台を選定されるべきと思います。 

 

回答 

１．庁舎の耐久・耐震性能に関する問題については、平成 25 年度から

調査検討を進めてきたものであり、その経過等については市議会にも細

かく説明しております。昨年 11 月には「モダニズム建築と江津市庁舎

を考えるシンポジウム」を江津ひと・まちプラザで開催し、12 月には市

内 4 ヶ所で「庁舎耐震改修整備に関する市民説明会」を開催するなど、

様々な形で市民の方々にも検討経過など、現在に至るまでの状況は伝わ

っていたものと思います。 

 現庁舎は、日本建築学会等から近代建築物の文化的価値と歴史的意義

において高い評価を得ており、その保存と活用が求められています。 

新庁舎整備が確定すれば、現庁舎を耐震改修した上で、市民が必要とす

る公共施設として再生整備をすることも考えられます。基本計画の報告

書では、その一例として図書館や郷土資料館等としての利用を示してお
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りますが、現庁舎を再生再利用する場合には、その可否も含めて専門家

だけではなく、多くの市民の方々のご意見を聞きながら慎重に対応して

いくことが必要だと考えております。 

次に、市庁舎の安全確保については、市民のみなさんの安全・安心に

つながることから、 も優先して解決すべき、極めて大きな問題です。

市民のみなさんの「命」を守る司令塔たる庁舎や設備は、平時・災害時

を問わず、その機能が維持できる高いレベルが必要ですし、防災拠点施

設としての業務継続が担保できるものでなければならないと考えます。

その視点と合併特例債の使用期限を考え合わせますと、現時点で新庁舎

建設の方針を固めることが、現在そして将来の江津市民のためになると

考えます。そのため新庁舎建設に向けて準備を進めたいと考えています。

 

２．2040 年の江津市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計で

は 15600 人、本市の独自推計（目標値）は 17300 人としており、人口

減少は避けられないものと思っています。これにより、当然、市職員も

減少すると考えております。新庁舎の規模は、将来を見据えた適正かつ

小限の規模とすべきであると考えております。 

 また、現庁舎の利用につきましては、将来整備計画のある施設として

の活用ができるかどうかを今後、詳細に検討したいと考えております。

 

3．まず島根県地震津波防災対策検討委員会における江津市の津波 高

水位ですが、ご指摘のとおり「向の浜海岸 4.8m」となっています。し

かしながら、これは和木町ではなく、波子町の浜田市境の海岸線に位置

するもののことですので、ご確認をいただきたいと思います。 

次に、万寿地震ですが、そもそも、万寿地震は、平安時代の万寿 3 年・

西暦 1026 年に起きたとされていますが、地震とその被害をさすと思わ

れる記述がはじめて確認できるのは、ご指摘のとおり、約 400 年以上あ

との室町時代の書物で、その後さらに 400 年経過した、1800 年代の江

戸時代に作成された書物に多く記述があるようです。数百年前のことを

記述することは、科学や調査技術が発達した現代でも、相当困難な作業

ですが、そういった状況ですので、地震史の史料としては、信頼性の問

題もあってか、統一的な見解は得られていないというのが現状です。こ

の地震については、柿本人麻呂にかかる伝承も相まって、様々なご意見

があることは承知いたしておりますが、文部科学大臣を本部長とする政

府の特別機関である「地震調査研究推進本部」が公表している「島根県

に被害を及ぼした主な地震」のなかに取り上げられておりませんし、万

寿地震についての推進本部の見解は、「その襲来範囲は伝承より狭く、局

地的な津波だったと考えられています。」と記述しておられます。万寿地
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震については、以上のような認識をいたしております。 

また、東京電力㈱の福島県の原子力発電所事故にかかる裁判は、津波

の浸水想定区域内にあったにもかかわらずその対策を行っていなかった

か否かという点が争点となっているものです。仮に、シビックセンター

ゾーンが、 新の知見に基づいた津波浸水想定区域内であれば、当然候

補地からはずすことになると考えています。 

洪水・津波・地震の 新の知見などを読み取ったうえで、今回のご提

案をしていることをご理解いただきたいと思います。 

 

10 

意見内容 

新庁舎の規模について 

素人考えで新築されるなら、全体が一つの建物に入ると単純に考えて

いましたが、山下市長は教育委員会、水道課、下水道課は別の建物で考

えていると発表されました。大変よく研究されていると感心しました。

 一番大きな理由は財政面からであると答えられましたが、私なりにも

う一つ別の面があると説明されると、市民はより納得するのでは、と思

います。それはリスク管理の一面です。全機能が一点に集中するよりも、

ライフラインを管轄する特に水道事業、下水道事業はまさかの災害時に

は対応が独立して出来、別の建物が有効です。この点も説明に加えられ

た方が説得力が増すと思います。 

 

回答 

2040 年の江津市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計では

15600 人、本市の独自推計（目標値）は 17300 人としており、人口減少

は避けられないものと思っています。これにより、当然、市職員も減少

すると考えております。そのため、現在の市職員数や組織を前提として

庁舎規模を検討すると、近い将来に過大な施設となるとも考えられます。

そこで、現在の組織において比較的独立性の高い部署は当面、既存の

施設を利用することが適切であると考えております。 

また、庁舎整備の在り方につきましては、集約整備型と分散整備型が

あります。双方一長一短があり、災害時のリスクの分散という考え方も

重要でありますが、現状におきましては事業費削減の必要もあり 小限

の庁舎規模とする事を重視しております。 

 

11 意見内容 

計画のはじまりは耐震化がどうかでした。 

地震と津波、液状化は一連のものです。それに一つでも不安のある場所

はまず除外されるのが常識だと思います。そして、災害は想定外のこと

が超えるというのがこれまでの経験から学ぶべき教訓のはずです。シビ

ックセンターゾーンの移転は間違っています。考え直してください。 

予定地の整備される土地は、当時まだ不法投棄が強く言われない時、色々
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なものを投棄したという証言も聞こえています。整備費用が予定より多

額になったときは誰が責任を取りますか？そのことを警告させていただ

きます。 

 

回答 

 自然災害において、地震と津波、そして地盤の液状化は一連の現象と

して発生することがあるものとは認識しております。 

平成 24 年 6 月に作成された島根県地震被害想定調査報告書には、地

震時に液状化の可能性のある地域が示されており、本市の海浜部も可能

性ある地域であると示されております。しかしながら、大田市西南方、

浜田市沿岸、浜田市沖合、弥栄断層の各々を震源とした液状化の危険度

においては、江の川河口付近を除き、危険度は低いものとなっておりま

す。また、出雲地方の平野部に比べると、本市の地震時液状化の可能性

区域は狭く、その危険性も格段に低いものとなっております。 

 一般的には、地震時液状化の可能性の有無をもって都市計画や市街地

整備に制限がかかるものではなく、各々の個別事業において対策をしま

す。シビックセンターゾーンは、公共施設を計画的に集約整備してきた

地域であり、仮に液状化によりインフラ等に被害があった場合、短期間

において集中的に復旧が可能な地域であると考えています。 

 社会基盤などの面的整備においては、地震と津波は一体のものとして

検討することが必要ですが、地盤の液状化について個別事業において対

策が可能なものです。近年の本市の建築工事にいては、液状化の検討を

行った上で施設整備を進めております。 

 また、シビックセンターゾーン警察署東側の候補地の盛土部には、焼

けた木材やチップ、コンクリート殻などが混入しているのを確認してお

り、これの処分費が必要となると思っております。今後の造成工事にお

いては、予想を大きく上回る工事費となるような特別の要因は無いと考

えております。 

 

12 

意見内容 

地震、津波などの自然災害の事を考えると、対策の中心となる市役所の

位置は大変重要です。東日本大震災から学んだこととして２点あげたい

と思います。 

①高い位置にあること 

②避難場所が分散していること（集中していたら危険です） 

 

回答 

① 高い位置にあることというのは、津波のことを意識されてのことだ

と思いますが、津波による浸水想定につきましては、日本全国の都

道府県で、 悪の事態を考えたものが公表されています。これは、

科学的知見に基づき想定される「 大クラスの津波」をもたらす地
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震が発生した場合の浸水を想定したものです。今年 3 月に公表され

た 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35 のパターンを想定して、

同様の姿勢で考察された結果だと認識しています。シビックセンタ

ーゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に入っておりませ

んし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・約 2 メート

ルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判断しま

した。また、日本海側と太平洋側では、浸水域・浸水深が大きく異

なることも確認しています。このことも含め、島根県の 新の知見

を読み取ったうえで、今回のご提案をしていることをご理解いただ

きたいと思います。 

 

② 避難場所が分散していることというのは、シビックセンターゾーン

の施設が分散した方が良いのではないかということだと思います

が、そういった面も、一理あると思います。しかしながら、現在の

庁舎の状況を考え、防災拠点として新庁舎を整備しようとするとき、

「分散」と同時に、「集中」という視点も併せ持つ必要があります。

防災・危機管理の視点から申し上げますと、危機が発生した場合に、

そのマイナスの影響を 小限にするとともに、いち早く、危機状態

からの「脱出・回復」を図ることが求められます。その視点から申

し上げても、洪水や津波の浸水想定区域外であって、関係機関が集

中し、自由に使える広いスペースがある「シビックセンターゾーン

内の警察署東側」へ庁舎を移転建設することは、危機管理・災害復

旧に向けてすべての力を集中しやすい環境とすることができます

し、また、シビックセンターゾーンは、すでに主要施設が集積して

おり、 優先にインフラの機能回復が行われるため、現在の庁舎以

上に災害拠点機能が確保できると考えています。 

 

13 意見内容 

7 ページおよび 52～66 ページで、現庁舎の有効利用について述べられ

ているが、保存・再利用が市民にとって本当に必要か、調査・確認して

からの計画が正しい。保存か撤去かでまちづくりに大きく影響する。１

０億円かけて耐震改修しても、３０年程度しか寿命が延びないのでは、

文化的価値を云々言っても、将来的には負の遺産になる。その点を市民

に知らしめて意向を把握し、その上で計画を決定すべき。撤去となった

場合は、計画案で示されている候補地だけでなく、丸子山を含めた現庁

舎周辺も改めて候補地として、計画案を策定し直す必要がある。 

 

30 ページで、新庁舎の移転先の概要が述べられているが、現庁舎よりも

海抜が低く、津波に対して危険性が高い場所となっている。また、地震
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の際には液状化現象が起こる可能性も否定できない場所でもある。シビ

ックセンターゾーンへの移転新築は、７ページの「目的」で一番に記さ

れている「防災拠点機能の確立」を具体化する上でナンセンスであり、

災害対策としての機能分散という危機管理の観点からも、あってはなら

ない計画となっている。 

さらに、市民説明会などでシビックセンターゾーン周辺について「津波

想定は２ｍまでで、浸水想定区域外」としているが、その認識のもとと

なる島根県の「津波浸水想定」では、「「 大クラスの津波」は、現在の

科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される

津波から設定したものですが、これよりも大きな津波が発生する可能性

がないというものではありません」とされており、津波が２ｍまでとな

る保証はない。 

それでも「シビックセンターゾーンは安全」とするなら、上記の県の認

識も踏まえて、科学的な根拠（この根拠については、パブリックコメン

トへの回答で、きちんと示してほしい）を市民に示した上で、新庁舎の

建設場所についての意向を確認すべき。 

東日本大震災の教訓から、現庁舎よりも低地となる場所への移転は厳に

慎むべきであり、将来の江津市民のためにもシビックセンターゾーンへ

の移転には反対。 

 

回答 

現庁舎は、日本建築学会等から近代建築物の文化的価値と歴史的意義

において高い評価を得ており、庁舎 A 棟、B 棟、丸子山を一体と捉えた

その保存と活用が求められています。 

また、現庁舎敷地を新庁舎敷地とした場合、駐車場問題やアクセスな

どにおいて市民利用の利便性に劣り、災害時にも利用できる広い公共空

間が得られないだけでなく、隣接する民間宅地などを取得する必要もあ

ります。結果的に事業期間も長くなり、事業費も増大することが考えら

れます。将来に渡る市庁舎問題を完全に解決できる場所としては適当で

はないと考えております。 

 つぎに現在の庁舎の状況を考え、防災拠点として新庁舎を整備しよう

とするとき、ご指摘の「機能分散」と同時に、「集中」という視点も併せ

持つ必要があります。防災・危機管理の視点から申し上げますと、危機

が発生した場合に、そのマイナスの影響を 小限にするとともに、いち

早く、危機状態からの「脱出・回復」を図ることが求められます。その

視点から申し上げても、洪水や津波の浸水想定区域外であって、関係機

関が集中し、自由に使える広いスペースがある「シビックセンターゾー

ン内の警察署東側」へ庁舎を移転建設することは、危機管理・災害復旧

に向けてすべての力を集中しやすい環境とすることができますし、また、
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シビックセンターゾーンは、すでに主要施設が集積しており、 優先に

機能回復が行われるため、災害拠点機能は確保できると考えています。

また、確かに津波も含め自然災害は完全な予測が難しいと考えていま

すが、 新の知見は、これまで想定していた条件に更に厳しい条件を加

えたものが発表されています。津波による浸水想定につきましては、日

本全国の都道府県で、 悪の事態を考えたものが公表されています。こ

れは、科学的知見に基づき想定される「 大クラスの津波」をもたらす

地震が発生した場合の浸水を想定したものです。 

今年 3 月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9 断層の 35 のパタ

ーンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識しています。シ

ビックセンターゾーンは、この 新の島根県の浸水想定区域内に入って

おりませんし、江津町・嘉久志町の浸水想定は海岸線の浸水深・約 2 メ

ートルでとどまっていますので、この点はクリアされていると判断しま

した。また、日本海側と太平洋側では、浸水域・浸水深が大きく異なる

ことも確認しています。 

なお、島根県の浸水想定の前提として示されている解説文は、地震災

害研究に対する真摯な姿勢を示すもので、科学的知見の信頼できる考察

であることを意味するものと考えています。このことも含め、島根県の

新の知見を読み取ったうえで、今回のご提案をしていることをご理解

いただきたいと思います。 

 

14 意見内容 

新市庁舎の建設、およびシビックセンターゾーン（警察署横）への移設

に賛成という前提で、以下意見いたします。 

１．パレットごうつの検証（ハード面） 

 パレットごうつについては、今後一緒に育てていくという姿勢に同調

する反面、建設段階での意見がどこまで反映されたのか、など、建設後

の事態を検証し、今後の対応を含めて市民にオープンにすべきであると

思います。同様の大型物件が、問題を抱えているにもかかわらず、具体

的に発表できていない中での新市庁舎建設は、市民の共感を得にくいも

のだと思います。 

 

２．職員の仕事改革（ソフト面） 

 市民サービスの向上は、職員の職場環境の改善も必要だと思います。

また、職員が今後どのようなサービスを提供、向上させていくの、その

あたりを市庁舎機能に付加できればと思います。市民の声も大事ですが、

職員の声も反映させてほしいと思います。 なお、旧来以前とした働き

方、職場環境は見直しを図り、効率化を図ってほしいです。特にＩＴを

活用した業務効率化を進めてください。もしかしたら床面積が削減でき
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るかもしれません。 

 

３．旧市庁舎の有効利用 

 文化的建造物の保存、維持は、今後コストの問題が大きく影響するは

ずですので、事業性のあるものを運営（誘致）し、少しでも自主財源の

確保できる施設になることを望みます。また、図書館は現在の建物では

サービスの限界ですので、是非図書館を中心とした施設にしてほしいで

す。 

 

４．内公共施設の見直し 

 パレットごうつ他、市内に存在する公共施設とのすみわけ、役割分担

を明確にすべきかと思います。特に、新市庁舎、旧市庁舎、パレットご

うつの機能は、役割ごとにうまく分散させ、機能させるべきと考えます。

 

回答 

1．パレットごうつは、江津駅前地区の再生整備計画において、賑わい

を創出し、民間投資を誘発すべき施設として整備するよう平成 18 年か

ら各種団体や地域住民と協議を進めながら計画しました。 

計画にあたっては市民ワークショップを 3 度開催するなど、可能な限

り市民に意見を取り入れるよう努力をしました。 

 パレットごうつを計画、整備することにより、ビジネスホテルの誘致、

金融機関の建替え、空き店舗活用の促進にも繋がっており、一定の効果

が見えてきました。 

 今後は、屋根付きの市民交流広場を有効に活用することで、本市の中

心市街地の賑わい創出の拠点施設として確立させたいと考えています。

 なお、パレットごうつの活用実態やより有効な活用方法等につきまし

ては、江津市中心市街地活性化協議会においても実態把握と様々な検討

がなされているところです。 

 

2．新庁舎建設に合わせソフト面において市民サービスを更に向上させ

ることが必要だと認識しております。 

新たに設置予定の職員で構成する新庁舎建設庁内検討委員会におい

て、ワンストップサービスの導入等、市民の皆さんの利便性の向上や組

織機構、効率化を含めた業務の改革等の観点から、協議をすることとし

ています。 

 

3．現在の図書館は、昭和 49 年 4 月に開館、業務を開始しました。以来、

40 年を超え、狭隘なことから資料・情報の充実が難しく、利用者の要求

に応じきれていない状況があり、整備が急がれる公共施設の一つである
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と理解しております。 

 現在の市庁舎は素晴らしいロケーションを持ち、建築物自体も文化的、

歴史的価値も有していることから、新庁舎建設後に耐久性を中心に再度

詳細な調査を行い、費用対効果も含めて図書館や郷土資料館、そしてレ

ンタルオフィスやインキュベーションルームとしての活用が可能か否か

を検討したいと考えております。 

 

4．パレットごうつ、新市庁舎、現市庁舎、総合市民センターなどの公

共施設が中心市街地内に立地することとなります。それぞれの機能を特

化しながらも有効に連携できるよう検討することが必要だと考えており

ます。 

  

15 

意見内容 

１．現在の建物を利用（耐震補強等）しながら必要スペースを周辺で新

築整備する。 

 

①新築整備部分に公共的スペースを配置する。 

②新築建物の配置は現在の建物が見えるよう配置する。（江津駅、グリ

ーンモール側等） 

③海抜高さ（津波対策） 

 

２．現在の建物の歴史的価値を判断し、耐震補強等の費用助成先の捜査。

 

３．ケース毎の総予算額の作成 

①費用対効果（人口減少を考慮した）の判定。 

 

４．第３者を含めた特別委員会の創立、審査、提案等 

 

回答 

1．現市庁舎につきましては築 50 年以上が経過し、耐久性と耐震性能に

不安を抱えていることから、平成 25 年 10 月より、資料収集や設計者の

吉阪隆正氏関係者への意見聴取などを始め、平成 26 年 9 月より耐久・

耐震性能に関する詳細調査に着手しました。この作業と並行して、専門

家によります市庁舎改修整備検討委員会を設置し、技術的検討を深めて

きました。この検討委員会より、平成 27 年 8 月に耐震改修の可能性が

見え、耐震診断調査に向かうべき資料が揃ったとの判断がなされ、平成

27 年 12 月に補強計画も含む耐震診断業務に着手しました。 

 その結果、現庁舎 A 棟・B 棟とも一般的な公共施設に必要とされる構

造耐震指標の Is 値 0.6 を超えた Is 値および Is 値相当 0.7 とした耐震改

修が可能であると判断されましたが、防災拠点となる庁舎に必要とされ
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る Is 値 0.9 を満たす改修は不可能であることも判明しました。 

 このことから、現庁舎は防災拠点機能と業務継続機能が必要とされる

庁舎としては利用しない方針です。 

また、現庁舎敷地を新庁舎敷地とした場合、駐車場問題やアクセスな

どにおいて市民利用の利便性に劣り、災害時にも利用できる広い公共空

間が得られないだけでなく、隣接する民間宅地などを取得する必要もあ

ります。結果的に事業期間も長くなり、事業費も増大することが考えら

れます。将来に渡る市庁舎問題を完全に解決できる場所としては適当で

はないと考えております。 

津波による浸水想定につきましては、日本全国の都道府県で、 悪の

事態を考えたものが公表されています。これは、科学的知見に基づき想

定される「 大クラスの津波」をもたらす地震が発生した場合の浸水を

想定したものです。今年 3月に公表された 新の島根県の浸水想定も、9

断層の 35 のパターンを想定して、同様の姿勢で考察された結果だと認識

しています。この 新の島根県の浸水想定区域内に入っていない地域を

候補地として選定します。津波を含め、 新の知見を読み取ったうえで、

ご提案することをご理解いただきたいと思います。 

 

2．現庁舎は、日本建築学会等から近代建築物の文化的価値と歴史的意

義において高い評価を得ており、庁舎 A 棟、B 棟、丸子山を一体と捉え

たその保存と活用が求められています。 

新庁舎整備が確定すれば、現庁舎を耐震改修した上で、市民が必要と

する公共施設として再生整備をすることも考えられます。基本計画の報

告書では、その一例として図書館や郷土資料館を示しておりますが、現

庁舎の再生再利用につきましては、その可否も含めて専門家だけでなく、

多くの市民の方々のご意見を聞きながら慎重に対応していくことが必要

だと考えております。 

 

3．市庁舎整備につきましては 5 つのパターンについて様々な角度から

検討をしました。 

 その検討結果においては、 も事業費の高い整備パターンとなる「新

庁舎建設＋A 棟 B 棟耐震改修他用途利用」が も望ましいと判断しまし

たが、これは人口減少も見据えながら将来に渡る市庁舎問題を完全に解

決できるものであり、財源措置も含めて長期的視点での費用対効果を考

えれば適切な判断であると考えております。 

 

4．これまでも第３者の専門家の方々を中心にした市庁舎改修整備検討

委員会を設置し、２年半にわたる検討や協議を行ってきました。 
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また、江津市議会では、すでに市庁舎建設調査特別委員会を設置され

ています。その中で、様々な方々からの意見を取り入れ、意見をまとめ

られると認識しております。 

 

 


