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第１回 江津市新庁舎設計有識者会議 委員発言要旨 （H30.2.8 パレットごうつ） 

 

①これまでの経過について 

 事務局説明事項 

 ・設計方針 

・市民ワークショップの説明内容と参加者意見 

 ・議会庁舎建設調査特別委員会の要望と回答 

 ・作業スケジュール 

要  旨 

Ａ委員 

・現庁舎は瓦屋根ではないが様々な部分で江津らしさが表現されている。 

・瓦屋根は陸屋根に比べて、メンテナンスはかからない。 

・瓦屋根の耐震に関する実験を行ったが、最近の瓦屋根の瓦は地震時もほとんど 

 落ちることはない。鉄釘で止めている瓦は２０年くらい経過するとそれが錆びて 

落ちてしまう。 

・屋根に瓦を使っても地震被害はないと思っているが、大きな大屋根（建物全体を

覆うような）での事例がなく、本当の大地震に対して大丈夫かは少し気になる。 

・現庁舎は使い勝手は別として、スタイルも良く専門家の評価が高いが、熊本地震

発生後、耐震改修をしても庁舎としての性能は不足するという事で新庁舎の話し

になった。新しい庁舎は一般の建築物より１．５倍の耐震性能を得る条件として

いる。 

・議場の位置や利用の話が出ているが、災害時に物資を集配したり、住民がそこへ

行くことや使うことのできる空間は必要だと思う。 

・サーバー室の耐震対策は、３階、４階の建物だと大きな問題にはならない。 

・夕日は綺麗な場所だが、西日対策が必要ではないかと思う。 

・省エネ技術や設備は日進月歩であり、良いものが安くなっている。 

・スケジュール的にいつまでに設計を終え、完成させるのかを確認したい。（事務

局より調整に時間を要し、スケジュールがやや遅れているが、合併特例債の期限

延長が確実視され、32年度中の完成を目指している旨を説明） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

 

 

 

・基本方針の「市民を見守り、市政を支え、地域を表現する新庁舎」は大変良いと

思う。 

・これまでの市役所や議会関係のスペースにしても少し閉鎖的なイメージがある。

先進事例を参考にし、市民に開かれた施設のイメージを出していって欲しい。 

・議場は高い場所ではなく、２階とか市民にとって近い身近に感じられる低い階の

方が良いと思う。 

・議場の使用頻度は年間を通じて少ないので勿体無い感じがする。可能性を広げる

ことは重要なので、市民の多目的利用も可能になるような仕様、整備を考えて欲

しい。 

・議会での机の配置はひな壇式の相対するような形ではなく、先進事例で見かける

円卓状がよいのでは。その方が良い雰囲気で良い意見が出やすいと思う。 

・市民要望にもあるようにカフェや食堂はあれば良いなと思う。例えば海の見える
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Ｂ委員 

上階に、市民が市外からの客を連れてきて自慢したくなるような、「市民の応接

間」的な使い方のできるスペースができると良いと思う。（金沢 21 世紀美術館

のコンセプトのような） 

・赤瓦は使い方が大切。江津市は赤瓦の映える景観まちづくりに取り組んでおり、

市民に赤瓦利用促進をして効果も出ている。市の本丸である市庁舎でそれをどの

ように表現するのかが重要だと思う。さすがだねと言われるようなセンスの良い

使い方をして欲しい。大屋根として全体を赤瓦にする必要はないとは思う。 

 

Ｃ委員 

・ＷＳでの若者の要望内容は難しくても前向きに取り入れて欲しい。 

・江津の赤瓦景観は他にはない特色を持った景観だと思う。コスト面を意識しなが

ら、地場産業としても赤瓦は是非使って欲しい。 

・３層庇案は瓦を使う面積は少ないが屋根を大きく見せている。ＷＳでもこれが選

ばれており、若者もこの案に目が奪われていた。この形が大きく変わらないこと

を期待したい。 

・建築は見た目も大事だと思う。この部分にお金はかけても良いのではないかと思

う。 

・本庁舎に全ての機能を集約することは賛成。この方が市全体から見るとコンパク

トになると思う。 

 

Ｄ委員 

・屋根に対する考え方は、瓦はコストもかかるし重量があるので躯体への影響もあ

るとは思うが、建物が建設当時そのままで 50年、60年も維持されるわけではな

い。メンテナンスが関わってくることを考えれば維持費は陸屋根より瓦屋根の方

が有利である。陸屋根では防水に関わる維持費に対して不安がある。 

・階数を３階建程度に収めることができれば、躯体コストは下がってくるのではな

いか。そこで３層庇案にできれば外壁劣化にも対応できる。 

・全ての課を一つにまとめることは良いとは思うが、建設規模を考えると今すぐ全

ての課を入れる規模にするのが良いのか。将来の人口減少を見据え、行政規模が

小さくなることを見越して、その時に全ての課が入れることを考えることも必要

ではないか。その場合、当面は現庁舎や市民センターの空きスペースを使うなど、

分庁舎形式もあって良いのではないかと思う。 

・現庁舎の利用にも少し特色を持たせることも良いかと思う。建築的には価値が高

いと評価される現庁舎に例えば商工観光や教育委員会を配置し、観光資源や文化

的施設として活用しながら、将来は新しい庁舎で一つにすることも考え方もあっ

ても良いのではないかと思う。 

・最近の新しい市庁舎での議場は、パブリックという考え方だと思う。提案にある

ように市民にも解放するのであれば、上層階ではなく低層配置が良いと思う。 

・サーバーは災害時のことを考える必要がある。 

 

 

Ｅ委員 

 

・敷地の特性を活かした設計になっているのか。周囲の施設を有効利用しながらの

庁舎をどうすれば良いのかの考え方があまり見えない計画かと思う。 

・赤瓦は 200 年の歴史があり、今でもそれを作り続け、使い続ける当地域は江津
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Ｅ委員 

市の他にはない。計画地は景観重点地区なので是非とも赤瓦の利用はお願いした

い。 

・駐車場への出入口が現在の計画では１箇所のみである。もし敷地内で何かあった

時に、逃げ場がないことも考えられる。できれば２方向避難ができるような駐車

場になった方が良いかと思う。 

・市民センターの駐車場もあるので、そちらとの繋がりも考えると高丸線の下に通

路（車道）を計画する事も検討してもらえるとより安全な施設になるかと思う。 

Ｆ委員 

・駐車場について 100台の記載があったが、その根拠があれば説明して欲しい。（事

務局より類似自治体を参考にしていることなどを補足説明） 

・パレットごうつの利用者からは駐車場が少なさすぎるという評価を頂いているの

で、十分な駐車台数を確保しておいた方が良いと思う。今からでももし可能であ

れば現庁舎の駐車場の利用台数状況を調査した方が良いのではないか。パレット

の二の舞にならないようにして欲しい。（事務局から現庁舎駐車場について補足

説明） 

・「親しみやすさ、行きやすさ」と「市民が集う」というのは分けて考えた方が良 

いと思う。WSの中で市民が集える場所という意見が出ているが、本当にそれが

新市庁舎に必要なのかどうか。市民センターもパレットもある事を考えるとその

ような空間が庁舎に必要なのか疑問に思うところがある。ただ、「親しみやすさ、

行きやすさ」が必要という考え方そのものは否定しない。 

・親しみやすい、行きやすい場所にするために飲食コーナーを設けようとするのは

少し違うと思う。もう少し議論して市庁舎に何が必要なのかというところはコス

トダウンの観点からも考えた方が良いと思う。 

Ｇ委員 

・ＷＳには中心市街地の人が多く、中山間地の人の参加が少ないのが残念。 

・新しい庁舎に期待をする半面、将来を見据えて身の丈にあった施設にするべきか 

とも思う。 

・外部から来た人に少しでも江津を知ってもらえるように、屋上に案内して日本海

や赤瓦、島の星を見ることのできる空間ができればどうだろうか。そして江津の

自然の良さを知って頂く機会できたら良いのではないかと思う。 

・植栽での対応も可能かも知れないが、強い風を考えると正面玄関の向きは本当に

これで良いのかと思う。 

・周辺施設を利用する発想があるとすれば、災害時の防災センターを周辺の市民セ

ンターに持ってくる事も可能だと思う。その時の交通の利便性を考えることも大

事だと思う。 

Ｈ委員 

・中活エリアの施設の機能と役割分担をし、現庁舎の機能も見据えた上で一つ一つ

を考慮して計画すべき。 

・議場は２階で市民が利用しやすい場所とし、市民が普段使っている場所が議会の

場にもなるという意味でも親しみやすさを感じることに繋がると思う。 

・現庁舎は暗さが気になる。中で働いている職員のストレスなども考慮することが

良いと思う。働く職員がより快適に職務を行える環境と連携の取りやすさを考え

るべきだと思う。多くの職員が働く場所であり、そういった意味でもカフェなど

は必要になるのではないかと感じる。 
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Ｉ委員 

・WSや市民説明会の意見は一握りの市民の意見だと思う。 

・江津市で、市役所を企業と考え職員を従業員と捉えると、従業員が一番多いのは

市役所なので、職員の働きやすい環境を作るのが一番大切だと思う。 

・目の前にシビックセンター公園もあり、緑や公園よりも駐車場を確保した方が良

いと思う。 

・ほとんどの市民は議場には行ったことが無いと思うが、市民が使える議場という

ものがどの様な議場になるのか楽しみである。 

 

Ｊ委員 

・外観は「ザ・江津」だと言うような外観にして欲しい。赤瓦を使って欲しい。 

・雲南市に最近、新しい市庁舎が建った。いったい何処の庁舎かと思うような建物

でがっかりした。見ただけで江津市庁舎と判るものにして欲しい。 

・機能面にこだわり、市民にとっても職員にとっても徹底的に使いやすい庁舎にす

ることが必要だと思う。 

・今回の計画で１階に市民窓口を集める案は大賛成である。仕事をする上では平屋

建ての体育館のようなところに集めるのが理想だと思っている。私の職場の本社

はビルだが、縦方向にはなかなか連携が取りにくい状況もある。 

・２階の議場を挟んで上下階の事務連携が取れるのかという気がする。 

・議場と議会関係諸室を離してしまうと機能するのかどうかは疑問。 

・議場を市民が使うというのは何に使うのかよく分からない。親しみやすさを議場

に求めなくてもいいのではないかといった気もする。 

 

Ｋ委員 

・議会からの中間報告としての要望事項は、各議員の意見をまとめたもので、議会

としては一つの意見には纏めにくく、個人的な意見もあるのは否めない。 

・赤瓦は使うべきというのは皆が思っているが、上層階に使用すると維持管理費も

かかるのではかいとの意見もある。瓦の利用にこだわり、他の機能を損なっては

いけないと思う。使用方法について検討が必要だと考えている。 

・議会では議場配置の件は議論の真っ最中である。議会としてここでなければなら

ないといった考えは無い。議場は２階でも良いが、市民の使い方といったものが

不透明であり、市民利用がメインではいけないと思う。 

・議会諸室と議場とは同フロアであるのが合理的ではある。 

・議会が議場を最上階にという要望を出しているのは、低層階から市民サービス機

能のものを入れていくと、最終的に残っていくのが議場であり、必然的に上の階

に上がってくるということでもある。 

・議会がどうしても最上階でないといけないというわけではなく、議場もフラット

で仕切りもできて多機能に使える方が良い。議場を議会だけで使うべきでは無い

かと思っている。 

・人口減少を考えると分庁舎方式も仕方ないと思うが、教育委員会はその性格上、

本庁舎へ入った方が良く、商工観光課はパレットが観光の中心でもあることから

役割分担と言う考えでパレットに配置と要望している。 
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②基本設計素案の説明について 

 事務局説明事項 

 ・計画素案の 4案 

 ・建物配置と外構 

 ・各階機能と配置 

 ・建物意匠 

要  旨 

Ａ委員 

・駐車場への出入口について、2 方向に出ることはできるものなのか。（事務局よ

り必要性は認識しているが困難が予想される旨を説明） 

・補助金はどのような内容なのか説明して欲しい。（事務局より事業の主旨と補助 

事業対象部分を説明） 

・外観は 3層庇案が良いと思う。 

・各課や諸室の配置は職員や市民の意見を聞きながら詰めて欲しい。 

・四角の建物は作るのは易しいが、目暗がりの空間が出てしまう。窓を設けてもあ

まり明るくならない空間となるようなことが否めない。少しでもトップライトが

あれば違うと思う。 

・現庁舎のことは並行して考えて欲しい。また、ホームページで現庁舎の使い方な

どの問いかけを期限は切らずに行い、拾い上げるようなことをしてもらいたい。

このような事にはお金がかからない。 

・江津市は箱物が多いかなという感じがするし、この会場の稼働率 50%は個人的

には少ない気がする。なおかつ諸施設がこの地域に集中しているので、機能をど

のように考えるかもっと議論してもらいたい。 

・地震は本当にいつどこで発生するのかは判らない。明日かも知れない。建設を 1

年延ばすとだいぶダメージが違う。やはり決められたスケジュール通りに進めて

欲しい。 

 

Ｂ委員 

・外観は赤瓦を上手く使い、江津市の顔になるような建物にして欲しい。 

・議場は２階の方がよいと思うが、市庁舎全体としての市民サービス、使い勝手と

考え併せて、各部署のレイアウトを工夫してもらいたいと思う。 

・市民が自由に使えるスペースはもう少しまとまっていた方が良い。 

・他の施設との機能や役割の分担が必要。そのためには、現庁舎の保存・再活用に

ついても検討していく必要がある。市民に現庁舎のことをもっと知ってもらうこ

とも必要。 

・外観は 3層庇案が良い。基本計画報告書の中では、現庁舎を再活用することにな

った際には建設当時の元の姿に戻すという案が出ていたと思う。その元の姿（3

層の梁ライン）が復活すれば、それと新庁舎の調和も都市のデザインとして生き

てくるのではないかと思う。 

 

 

Ｃ委員 

 

・外観はプロポーションが良い 3層庇案（2-2案）が良い。 

・内部の使い勝手は議場 2階の案（2-1案）が良い。 

・プロポーションを保つために無理な構造にしている部分もあるのではと感じる。 
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Ｃ委員 

・エレベーターの位置が入口から遠いのが気になる。近ければ良いわけではないが、

わかりやすい動線とするようにエレベーターや階段の配置を考えて欲しい。 

・市民利用スペースはあった方が良いが、少し広すぎると感じる案もある。また分

散しているのが気になる。 

 

Ｄ委員 

・デザイン的には 3層庇案が良い。 

・エントランスの風除室が外に飛び出している案があるが、上の屋根との関係も考

えピロティのような空間にすれば良いかと思う。高丸線から 2階への出入口も同

じようにピロティ柱が見えるように統一感を持たせると美しく見えると思う。高

丸線からの見下げの外観にも配慮があると良いと思う。 

・駐車場の奥の方（線路近く）に車を止めた時に、建物出入口まで北西の風が当た

り続けるのは辛いのではないか。通路に庇があると良いのではないかと思う。 

・議場を市民活用のスペースとして捉えるのであれば、議場 2階案（2-1案）が良

いと思う。 

・議場としての天井高はどの程度の高さが適当なのか判らないが、無駄な空間にな

らない様に上手にまとめ欲しい。 

 

Ｅ委員 

・駐車場の出入口が 1ヵ所しかないのが一番の心配。出入口付近で何かあった時に

どこにも出ることができない。これでは問題が大きいのでないかと思う。 

・高丸線のバス停があってそこから橋を架けて２階に入るというプランは良いが、

斜面もあって不安にならないかと感じる。また、バス停には待合いがあるのか、

ブリッジに屋根や壁があるのかわからない。高齢者にやさしい出入口なのかどう

かが心配。 

・基本計画のプランでは、庁舎の２階出入口前に広いスペースを設け、車も寄り付

けるようなプランであったと思う。どうしてそのプランがなくなったのか残念に

思う。 

・バス停が提案の場所で使いやすいのかどうか。もう少し考えた方が良いのではな

いかと思う。 

・テラスの市民利用目的が想像しにくい。屋外階段を設けて外部と連携を持たせて

空間を利用するのはどうだろうか。管理の問題もあるかと思うがテラスと外部と

の繋がりの意味付けが欲しい。 

・今の庁舎との関連性もありデザイン的には 3層庇案が良い。 

・出入り口への車寄せの設置や庇は必要。 

・市庁舎敷地から市民センターへの通路があれば利便性も良く、安全上でも絶対に

必要だと思う。1つの出入口だけで本当に大丈夫だと言えるのか。 

・現庁舎について、庁舎改修整備検討委員会においては同時に検討するように報告

書を出している。切り捨てるのではなく同時に計画する方向性を進めて欲しい。 

 

 

Ｆ委員 

 

・コスト面も考慮しながら地域産材を使うべきだと思う。市庁舎だからという事で

地域産材を多用するのではなく、現庁舎の様にメリハリをつけて使った方が目立

つと思う。 
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Ｆ委員 

・職員休憩スペースの計画しているようだが、市民の方からは見えないスペースで

くつろげる様に配慮すべきだと思う。 

・デザインは 3層庇案が良い。シンボリックで判りやすく、現庁舎との関連性も持

たせていると感じる。市民ワークショップでもこのシンプルな形を望んでいたと

思う。 

Ｇ委員 

・外観は 3層庇案が良い。 

・議場は議員が条例を作る場所だから 4階とし、しっかりと議場を設けた方が良い

と思う。 

・庁舎に市民が集える場所は大事な事かも知れないが、他の施設もある中で機能の

役割分担について考えると、市役所に市民が集える場所を作ってもどのくらいの

利用量があるのかは疑問に思う。 

・入口のフラットなスペースは高齢者にとっても歩きやすく良いと思う。 

・2階、3階の配置は、各課の連携が取りやすく職員が使いやすければ良いのでは

ないかと思う。 

 

Ｈ委員 

・外観は 3層庇案が良い。 

・現庁舎を図書館とかの文化的な施設として再利用しようという動きがあるのな

ら、市民ギャラリーや市民ロビーとかは他の施設を上手く活用していく方が、逆

に分散しなくて各施設の集客力も上がるのではないかなと思う。 

・今の庁舎においてロビーが一杯になったことは見たことがない。市民ロビーやエ

ントランスホールは床面積を大きくするのではなく、ランニングコストを含め経

費削減をすることによって、庁舎への入りやすさとか緊急時の出やすさなどの方

に予算を割く方が良いのではないかと思う。 

・議場は議員が使いやすい形が良いと思う。議場は 4階とし、庁内の連携が取りや

すいようにするのが良いと思う。しかし、議場は議場としてだけで使うのではな

く、いろいろと工夫して使えるようにするという各委員さんの意見にも共感して

いる。 

・庁内の使いやすさに関しては、女性職員の意見を積極的に聞くべきであり、職員

が心地よく使えればサービスも向上し、結果的に市民が集いやすい施設になるの

ではない 

Ｉ委員 

・外観は 3層庇案が良い。済生会側からも高丸線側から見ても良いと感じた。 

・バス停の計画はタクシー乗り場になるようなイメージがする。 

・建物の中のことは職員の意見を聞いて作ってもらえれば良いと思う。 

・議場は市民が有効活用するのかどうかを決めないと何階にするかはそれで変わっ

てくると思う。 

・ワークショップに 20 代 30 代の参加者が少なかったとのことであるが、興味の

問題がある。小中学校の生徒に、今この時代にこんな庁舎を計画していて、自分

達が大人になると新しい市役所ができているということを、庁舎計画のコンセプ

トや思いとともに伝えていくような展開で将来に繋げていって欲しい。 

・教育委員会とも連携し、旧庁舎の想いから新庁舎があるという夢の話しがあって、

そして赤瓦の町に繋がるようなことを伝えて欲しい。 
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Ｊ委員 

・外観は 3層庇案が良い。 

・ATMは利用率を上げる必要もあるのでわかりやすい場所に設置して欲しい。 

・エレベーターの位置が出入口から遠いのが気になる。エレベーターはもう 1基あ

っても良いのではないかと思う。 

 

Ｋ委員 

・庁舎計画のコンセプトが明確にされないまま急いで作業をしており、基本構想と

いう作業が無かった結果が今にあると感じている。 

・議員の中で多い意見は、屋上テラスが何層にもある案には疑問があり、必要性や

本当に利用できるのかという意見が出ている。 

・ワークショップでは花火も見ることのできる場所があると良いとの意見もあった

が、年に一回のために必要かとの意見も出ている。 

・平面計画については今回、議場と議会関係諸室を 2階配置とした案が出てきた。

議会としては、議場と議会関係諸室は同じフロアの方が良いとの考えであるが、

執行部は財源上の事も含めて配置を検討していると思う。 

・議場を議場以外で何に使うのかが重要であり、パレットごうつや地場産センター

などと同じような施設機能を議場に求めるのはおかしいのではないかという意

見もある。 

・議会としては市民サービスの観点で、議場と議会関係諸室は必然的に 4階配置が

良いのではないかとの考えだが、どうしても 4階という訳ではない。 

 

 

 


