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江津市庁舎基本設計（案）に関するパブリックコメント回答書 

 

1 

意見内容 

年間に 20 日程度しか使用されない本会議場を多目的ホール（議場）とする

ことには「大賛成」です。床もフラットにしてあり、市長、市職員、議員、

傍聴の市民が対等の立場で議事を進行できると思います。 

回答 

市庁舎改修整備基本計画の基本方針における「庁舎機能の効率化（コンパク

ト化）」、「建設事業費削減」を目指し、議場については専用とせず、市民

の利用はもとより市の業務、また災害時の救援物資の受入れなど多用途に有

効活用したいと考えています。さらには基本設計のコンセプトの一つ「市民

の広場」に込められた市民が寄り集える庁舎を実現するように、運用につい

て今後も検討を深めていきます。 

ご指摘のように、議場の床はフラットで、市民が立ち寄りやすい低層階（2

階）に配置していますので、より市民に開かれた身近な議会になるものと考

えています。 

2 

意見内容 

公用車駐車場の屋根に太陽光発電パネルを設置することはできませんか。

2020年以降、車のＥＶ化が拡大する予定。太陽光で発電して、ＥＶ公用車へ

充電するエコ化もありではないでしょうか。ＥＶは停車時に非常用電源にも

なります。 

回答 

建設地となるシビックセンターゾーンは、市景観計画で定める重点地域であ

り、景観形成基準として、屋根には傾斜屋根に石州赤瓦を活用し、道路など

から望見できる所にソーラーパネル、太陽熱温水器等を設置しないように努

めることとしています。市庁舎は市の象徴的な建築物でもあり、自ら推進す

る施策を充分に考慮して整備すべきであることから、屋根への太陽光発電パ

ネルの設置は考えていません。 

なお、ＥＶの普及を見据えて、将来容易に充電設備の導入ができる計画とす

るように検討しています。 

3 

意見内容 

１F、２Fの一般トイレの出入口を誰でもトイレのように引き戸にすると、ハ

ンデのある人や子供さんも入りやすいと思います。化粧室としても使える配

慮を１F、２F女子トイレ（一般・職員）にされてはどうでしょうか。トイレ

の質的向上→江津のイメージアップ 

回答 

引き戸については、戸の引き込み可能な範囲があるかどうかなど実施設計の

中で可能な限り検討します。 

化粧室については、スペース及びコスト等の問題もありますが、より使い勝

手のよいトイレになるように可能な限り検討します。 

4 

意見内容 

省エネルギー化を進めるため、高効率ＬＥＤを採用予定ですが、屋外・庁舎

ロビーのＬＥＤは暖色系として「ぬくもり」を演出してはどうでしょう。石

州瓦の茶色ともマッチします。（とくに夕方） 

回答 
ＬＥＤの色温度については、冷たい印象にならないように実施設計において

検討・設定し、施工時にも重ねて検討します。 
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5 

意見内容 

新庁舎に対する意見を募集しておられたので、私の思いをメールしました。

パレットが出来る際に住民の要望が多かったのに図書館が併設されません

でした。市民に納得される新庁舎にするには、図書館の併設が重要と考えま

す。今の図書館に耐震強度があるとは思えません 。 

回答 

新庁舎の整備については、これまで行ってきた様々な調査結果から、現庁舎

が防災拠点として求められる耐震強度を有していないことが明らかとなっ

たため取り組むものです。多くの市民が図書館の整備を希望されていること

も承知していますが、いつ発生するかわからない大災害において対策を講

じ、生活再建支援を行う防災拠点の確保は最優先すべきと考えています。財

政状況に配慮して、最小限度の規模になるよう計画していますので何卒ご理

解ください。 

なお、昭和 49年に完成した江津市図書館は、昭和 56年 6月 1日に改正され

た建築基準法に規定されている建築基準より前の基準で建てられたもので

す。そのため、耐震強度の有無については耐震診断を行わなければ分かりま

せん。しかし、建築物の耐震改修の促進に関する法律によって実施が求めら

れている施設規模に満たないため、現時点で耐震診断は行っていません。 

6 
意見内容 

基本設計を拝見しました。 

多くの市民の声が反映された基本設計かどうか不明ですが、いろいろな人か

ら聞かされるのが、市の職員だけが最高の施設で仕事をし、これからの子ど

もたちのための施設が（津宮小学校、図書館）は後回しになりますます老朽

化していくという江津のまちづくりはどうなっているのだろうかというも

のでした。 

防災を考えての新庁舎ならまだしも、基本指針には新庁舎が市民との交流に

よりにぎわいを創出するためのものであるとあり、パレットごうつは何のた

めに大切な税金が投入されたのかいい加減なまちづくりだとしか考えられ

ません。 

本来、住民の生命財産を守り、住民が快適に暮らしていけるよう、適切なサ

ービスを行なうところが市役所であり、そのための新庁舎建設で何が悪いで

しょうか。 

本来の業務を効率的に、そしてサービスが向上するために建設されることが

一番重要だと考え、基本設計案に対して、疑問に思うことや意見を別紙 1～3

に述べますのでご回答ください。 

回答 6-1～6-10に回答します。 

6-1 意見内容 

①これからのまちづくりの中で市庁舎が優先されましたが、市民の願いであ

る津宮小学校の建て替えや図書館の建設はいつになったのでしょうか。（建

設全般にかかること） 
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回答 

新庁舎の整備については、これまで行ってきた様々な調査結果から、現庁舎

が防災拠点として求められる耐震強度を有していないことが明らかとなっ

たため取り組むものです。西部統合小学校や図書館の整備を多くの市民が希

望されていることも承知していますが、いつ発生するかわからない大災害に

おいて対策を講じ、生活再建支援を行う防災拠点の確保は最優先すべきと考

えています。庁舎整備は平成 31 年度から 2 カ年の計画で行う予定であり、

それ以降の財政推計を勘案しながら西部統合小学校や図書館の整備時期に

ついて引き続き検討します。 

6-2 意見内容 

②ページ A-01、A-04、A-05、A-06、A-17の「広場」、「市民交流スペース」

について、必要ないのではないか。 

「市民の広場」として、新庁舎内の市民交流スペースのにぎわいが、広場へ、

広場のにぎわいが街へ、新庁舎が街の活性化の起点となると示されています

が、それはパレットごうつの役割だと思っていましたが変更になったのでし

ょうか。 

同じ機能を持つのであれば税金の無駄遣いではないかと思いますし、多くの

人が同様の声をあげておられます。 

将来人口 1万 7千人を目指す小さな市に、新庁舎の目と鼻の先に総合市民セ

ンター、パレットごうつがあり、また、道路を挟んだ向かい側にシビックセ

ンター公園があるにもかかわらず、1階、2階、4階に市民交流スペース、さ

らに、広場を設けなくてはならないほど高い市民のニーズが本当にあるので

しょうか。 

ニーズをどのように把握されているのかを教えてください。 

また、パレットごうつの市民交流スペースとの違いは何か、また、建設後そ

れぞれの施設にどの程度の利用を見込んでいるのか教えてください。 
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回答 

市の中心市街地活性化は、中心市街地を形成する大型商業施設ゆめタウン江

津を中心とする「商業集積ゾーン」、「江津駅前ゾーン」、「シビックセン

ターゾーン」の 3つのゾーンそれぞれが市民の活動の場となり、中心市街地

全体が賑わう仕組みづくりを目指しています。そのなかで、パレットごうつ

は江津駅前から中心市街地に賑わいを生み出すために重要な施設であると

考えています。引き続きご支援をお願いします。そのうえで、総合市民セン

ターや新庁舎も多くの市民が利用する施設であり、その活用を工夫すること

によって、シビックセンターゾーンから中心市街地の活性化に寄与できると

考えています。 

１階の市民交流スペースは、平常時にエントランスロビーを市民活動スペー

スや市民展示スペースとして活用するほか、市の業務で使用することも考え

ています。また、災害時には北側壁面を開放して前面の広場と一体的に救援

物資の受入れに利用します。２階の多目的ホールは、平常時には市民利用を

はじめ議場、会議室としても利用し、災害時には救援物資の保管等が行える

よう計画しています。４階の展望ホールは職員や市役所を訪れた方が休憩で

きるように解放する計画にしています。このように、新庁舎は、通常備える

範囲の施設を多機能化することで災害対策を含む多様な機能を確保し、コン

パクト化を図ることにしています。市民交流スペースとしてのニーズをはっ

きりと把握はしていませんが、庁舎の施設を市民も利用できるように計画す

ることは、市民サービスの向上に繋がるものと考えています。 

6-3 

意見内容 

③ページ A-01、A-04、A-05、A-06、A-17の「市民交流スペース」について、

仕事をするために有効活用すべき。 

パレットごうつの市民交流スペースを生かし、新庁舎の市民交流スペースを

減らすことができれば、仕事をする上での有効なスペースが確保できるので

はありませんか。 

例えば、1 階の市民活動スペースを職員がいつでも協議ができる小会議室な

どに活用するなど。 

また、相談室や会議室は話し声が外に漏れないようにするのはもちろんのこ

と、赤ちゃん親子が相談する場合も想定し、ベビーベッドをそなえつけられ

るよう広さも確保してください。 

回答 

市民活動スペースは、市民利用のほか市の業務などに使用することも考慮し

て計画しています。 

ご指摘いただいた音漏れ対策やベビーベッドの備え付けなど相談室の環境

整備については、実施設計において検討します。 

6-4 意見内容 

④ページＡ-07の吹き抜けについて、吹き抜けをやめて有効活用すべき。 

吹き抜けの必要性について、明るさも大事でしょうが、仕事をするスペース

を犠牲にしてまで必要なものでしょうか。むしろ、吹き抜けがない方が余裕

のある空間ができ働きやすい職場となりますし、別の用途の部屋も確保する

ことができるのではありませんか。 

仕事を優先し、見た目より仕事をしやすい市庁舎であるべきだと思います

が、お考えをお聞かせください。 
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回答 

市民ロビー１階から２階へ吹き抜けは、広いうえに市道高丸線の法面に遮ら

れて光が入りにくい１階フロアの自然採光を確保するために必要であると

考えています。また、メイン玄関を開放的にすることは、市民が気軽に訪れ

られる庁舎にするうえで効果があると考えています。 

なお、全体の床面積は、吹き抜けの有無に関わらず必要に応じた面積を確保

するよう計画しています。 

6-5 

意見内容 

⑤ページＡ-06、Ａ-07、Ａ-08 について、水道局、教育委員会がないことに

よるサービスの低下はないのか。 

市民課が利用しやすい市役所としてワンストップサービスが求められると

思います。 

基本設計案では水道局、教育委員会などは新庁舎に入らないようになってい

ますが、その場合、転入時の手続きがワンストップでできない場合が出てく

るのではありませんか。 

市民サービスの向上を考えた新庁舎建設であれば、市民に負担がかからない

ようどのような対応が考えられているのでしょうか。 

前にも述べていますが、市民交流スペースをやめると、教育委員会が新庁舎

に入れるのではありませんか。 

回答 

水道課、下水道課、教育委員会のほか、人権啓発センター、選挙管理委員会

事務局、監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会は、新庁舎

には移転せず、現有の分庁舎等に配置します。 

防災拠点を確保するという喫緊の課題を解決するため、市の財政推計や将来

の職員数の減少などを総合的に勘案して新庁舎の整備規模を決定し、その結

果として当面は分庁舎も利用することにしています。新庁舎では、窓口サー

ビスを１階に集約することで市民サービス機能の向上を目指していますが、

分散した本庁舎と分庁舎を跨いだ手続きが不便にならないように、その対策

については今後しっかりと検討します。 

6-6 意見内容 

⑥ページＡ-03外「ガラス張り」について仕事をする上で必要と感じない。 

建物の外観を見ると総ガラス張りのように見えますが、何故、ガラスなので

すか。パレットごうつでもガラス張りのためブラインドを下ろして利用され

ていますし、利用者や使用者から批判の声を聞いていますが、見えること、

見られることの利点は何でしょうか。 

全面ガラス張りなので日が入り今以上に暑くなることが想定されます。ま

た、ガラス張りにするため耐震性や台風などの災害に耐えられる設計になっ

ていると思いますが、絶対に割れないガラスは存在しませんので、周囲に破

片が飛び散る危険性を考えるとやはり心配になります。 

暑さや危険性を考えると、単純な設計でガラスは少なく、耐震壁を多く機能

的な配置ができないものでしょうか。 

どうしてもガラス張りにするのであれば、その理由と暑さ対策や災害時の対

応について教えてください。 
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回答 

新庁舎は、北側と東側の外壁にガラス面を多く設けています。日差しが強い

南側、西側よりも室内の温度に受ける影響が小さいため、自然光をガラス面

から多く取り入れて室内環境を向上させ、省エネルギー効果も高めることが

できるためです。新庁舎では、照明器具に照度調節を自動で行うことができ

る昼光センサーを用い、照明に使用するエネルギーが削減できるように計画

しています。また、自然採光などによって省エネルギー化を進めることは、

災害によって電力が遮断した際に防災拠点施設としての自立性と機能の持

続性を高めることに繋がります。 

ガラスを含む耐震強度については、防災拠点として求められる国の基準を満

たすよう計画しています。また、暑さ対策については、遮熱効果の高いガラ

スを用い、さらに必要な箇所には庇を設置します。 

6-7 

意見内容 

⑦ページＡ-18 の「サイン計画」について、駐車場に入った時点で分かる案

内板を設置して欲しい。 

市民が不安なく庁舎を利用できるよう庁舎の外には、誰もが分かる案内板や

誘導サインを目立つ大きなものにして設置して下さい。 

パレットごうつでは、目につかないよう設置しているため、利用者から高齢

の利用者からクレームが未だにあり困っています。 

回答 
分かりやすい案内ができるように、サインについては実施設計において具体

的に検討します。 

6-8 

意見内容 

⑧ページＡ-19「授乳室」について、2階にも必要。 

赤ちゃん親子にやさしい施設として、1 階にしかない授乳スペースとおむつ

替えペースを 2階にも確保して安心して利用できるよう充実してください。 

回答 

授乳室は１階にしか設けていませんが、おむつ替えについては、２階の多目

的トイレが利用できるようにユニバーサルシートを設けることにしていま

す。また、各階男女それぞれのトイレにベビーチェアを設置したブースを設

けて、子ども連れの方への配慮をしています。 

6-9 

意見内容 

⑨ページＡ-05「配置計画の考え方」について、にぎわい創出をするのであ

れば・・・ 

駅前のにぎわい創出と市民交流施設として運営されるパレットごうつの位

置づけが分からなくなりました。将来の人口を 1万 7千人と想定する中で、

総合市民センターを活用し、新庁舎を中心ににぎわいが創出できるのであれ

ばパレットごうつは必要ないのではありませんか。 

回答 

市の中心市街地活性化は、中心市街地を形成する大型商業施設ゆめタウン江

津を中心とする「商業集積ゾーン」、「江津駅前ゾーン」、「シビックセン

ターゾーン」の 3つのゾーンそれぞれが市民の活動の場となり、中心市街地

全体が賑わう仕組みづくりを目指しています。そのなかで、パレットごうつ

は江津駅前から中心市街地に賑わいを生み出すために重要な施設であると

考えています。引き続きご支援をお願いします。そのうえで、総合市民セン

ターや新庁舎も多くの市民が利用する施設であり、その活用を工夫すること

によって、シビックセンターゾーンから中心市街地の活性化に寄与できると

考えています。 
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6-10 

意見内容 

⑩ページＡ-01の「設計コンセプト」について・・・ 

基本設計には関係ないことかもしれませんが、市役所が誰でも気軽に来られ

る場所となるためには、建物が新しくなることではなく、職員の対応にある

のではないかと思います。 

やさしい声かけや市民の困り感にいつでも相談にのってもらえる場所でな

いと誰も行きたがらないでしょう。 

まず、職員が仕事しやすい環境を整備し、業務の効率化を図ることで市民へ

のサービス充実につながっていくと思います。 

建物だけ自慢する市ではなく、人口 1万 7千人ほどの一番小さな市だからこ

そできる市民にやさしい、きめ細やかなサービスができる市役所をつくるこ

とによって目的を達成していただきたいと思います。 

市民が希望している小学校の建て替えや図書館の建設を先送りにするわけ

ですから税金を大切に使っていただきたいと思います。 

回答 
新庁舎整備に関わらず、貴重なご意見として受け止め、市政における市民サ

ービスの向上と経費節減に今後も努めます。 

7-1 

意見内容 
パレットごうつ、総合市民センター、現庁舎の活用で同じような内容となっ

ていないか心配です。 

回答 

新庁舎の市民交流スペースは、予約が重なった場合などにパレットごうつや

総合市民センターの機能を補完し、また市庁舎を訪れる方がゆっくりと過ご

せるよう設けるものです。広く市民が利用できる施設（スペース）を設ける

という点では、同じような用途を持っています。そのうえで、１階の市民交

流スペースは、平常時にエントランスロビーを市民活動スペースや市民展示

スペースとして活用するほか、市の業務で使用することも考えています。ま

た、災害時には北側壁面を開放して前面の広場と一体的に救援物資の受入れ

に利用します。２階の多目的ホールは、平常時には市民利用をはじめ議場、

会議室としても利用し、災害時には救援物資の保管等が行えるよう計画して

います。４階の展望ホールは職員や市役所を訪れた方が休憩できるように解

放する計画にしています。このように、新庁舎は、通常備える範囲の施設を

多機能化することで災害対策を含む多様な機能を確保し、コンパクト化を図

ることにしています。 

7-2 

意見内容 
合併特例債と過疎債を使うようですが、借金が増えて行き今後に不安がつの

ります。 

回答 

合併特例債、過疎債ともに市の借入金ですが、どちらも償還金の 70％が普通

交付税に加算措置されます。こうした有利な起債をはじめ国の補助金などを

財源に充てながら市の実質的な負担を少なくし、また事業規模も最小限度と

することで、将来にわたって市の財政が困窮することがないように事業を進

めたいと考えています。 

7-3 

意見内容 「想定外」との事のないようにしていただきたい。 

回答 
洪水、地震、津波など様々な災害に対する最新の科学的知見を用いた被害想

定をもとにして設計を行っています。 
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8-1 

意見内容 食堂は作らないのか。 

回答 

現庁舎の食堂の利用状況から検討した結果、新庁舎に設けても維持が困難で

あると判断しました。また、周辺が商業地であることから民間との競合を避

けるべきであるという意見にも配慮しています。 

8-2 

意見内容 正面玄関の入り口が狭い。 

回答 

高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律、島根県ひとにやさし

いまちづくり条例の規定を満たすように計画しています。基本設計には有効

開口等の寸法の記載はありませんが、車椅子利用者や子ども、高齢者等の通

行に支障がないように実施設計において検討します。 

8-3 

意見内容 窓ガラスによるプライバシーの確保が難しいのでは。 

回答 

近年の庁舎建築では、可能な限り自然採光を有効利用し、消費電力を抑え、

省エネルギー化を図る設計が多くなっています。また、建築基準法における

採光に関する規定を遵守したうえで、個人情報など重要な情報を扱う市役所

としてプライバシーや情報セキュリティの確保は重要課題として認識し、検

討を行っています。特に１階の執務スペースは、外部に面しない中央部分に

配置し、外部建具から見えにくいように配慮しています。 

8-4 

意見内容 高丸線からの市庁舎へのアプローチが少ないのでは。 

回答 

市道高丸線と庁舎敷地には高低差があるため、アプローチを設けるには計画

上の制約があります。設計では、高丸線から庁舎２階への連絡橋を設け、ま

た連絡橋の高丸線側から１階地上部へ下りる階段も設けています。 

8-5 

意見内容 付加機能の向上とは何か。 

回答 
新庁舎には、市役所としての業務スペースだけでなく市民交流スペースを設

け、災害時には救援物資の受入れなどが行えるように計画しています。 

9-1 

意見内容 建物を大きく作る意味はあるのか。 

回答 

新庁舎の規模は総務省起債対象事業費算定基準における標準面積をもとに

設定しています。そのうえで、人口減少に伴って職員の数も減少することを

考慮し、開設時は現有の分庁舎を引き続き活用しながら将来の統合を目指す

ことで、当初の整備規模をコンパクト化しています。 

9-2 意見内容 全体的にパレットごうつの二番煎じ。 
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回答 

新庁舎の市民交流スペースは、予約が重なった場合などにパレットごうつや

総合市民センターの機能を補完し、また市庁舎を訪れる方がゆっくりと過ご

せるよう設けるものです。広く市民が利用できる施設（スペース）を設ける

という点では、同じような用途を持っています。そのうえで、１階の市民交

流スペースは、平常時にエントランスロビーを市民活動スペースや市民展示

スペースとして活用するほか、市の業務で使用することも考えています。ま

た、災害時には北側壁面を開放して前面の広場と一体的に救援物資の受入れ

に利用します。２階の多目的ホールは、平常時には市民利用をはじめ議場、

会議室としても利用し、災害時には救援物資の保管等が行えるよう計画して

います。４階の展望ホールは職員や市役所を訪れた方が休憩できるように解

放する計画にしています。このように、新庁舎は、通常備える範囲の施設を

多機能化することで災害対策を含む多様な機能を確保し、コンパクト化を図

ることにしています。 

9-3 

意見内容 駐車できる台数が多いのに需要はあるのか。 

回答 

新庁舎の整備に伴って移転する現庁舎の一般用駐車スペースは約 40台です。

しかし、現庁舎の状況を見ると、駐車場が分散して分かりづらいうえに駐車

できる台数も不足しています。そのため、新庁舎では駐車スペースを分かり

やすくまとめ、一般用として 70台分を確保しました。 

9-4 

意見内容 職員休憩室と市民の展望ホールを一緒にしたら市民が来づらい。 

回答 

新庁舎の設計にあたっては、事業費の削減を念頭に置き、できるだけコンパ

クトになるよう努めています。そのため、専用の職員休憩スペースを少なく

して展望ホールを兼用としています。市民が利用しやすい環境づくりに配慮

しますのでご理解ください。 

10-1 

意見内容 車の出入口が少ない。 

回答 

新庁舎の敷地は、北側の市道シビックセンター線と東側の市道高丸線に面し

ていますが、高丸線とは高低差があるため、庁舎敷地への車両の出入口はシ

ビックセンター線に限られます。さらに交通安全への配慮から、シビックセ

ンター線と高丸線の交差点近くでの出入りを避ける必要があったため、出入

口はシビックセンター線の江津警察署側１箇所としています。 

10-2 

意見内容 ＥＶもう一つ欲しい。 

回答 

新庁舎の１階は、窓口サービスを集約したため広いスペースになっていま

す。しかし４階に向かって床面積が小さくなる構造であるため、比較的近い

位置にしかエレベーターを増やすことができず、効果が小さいことから１箇

所としています。 

10-3 

意見内容 展示スペース２Fにするとバスの待ち時間に見れると思う。 

回答 

庁舎１階は、窓口サービスを行う部署を集積しているため、最も多くの方が

訪れるフロアになっています。展示スペースを１階に設けることで、より多

くの方が利用できると考えています。 

11-1 意見内容 コスト削減。 
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回答 

新庁舎の規模は総務省起債対象事業費算定基準における標準面積をもとに

設定しています。そのうえで、人口減少に伴って職員の数も減少することを

考慮し、開設時は現有の分庁舎を引き続き活用しながら将来の統合を目指す

ことで、当初の整備規模をコンパクト化しています。また、平成 29 年 3 月

に策定した市庁舎改修整備基本計画では、新庁舎整備の概算事業費を 33億 9

千万円としています。その財源には、償還金の多くが普通交付税に加算措置

される有利な起債や国の補助金を充てることで、市の実質的な負担が少なく

なるように計画しています。加えて自然採光や自然通風をできるだけ取り入

れ、さらに照明や空調設備への高効率機器の導入、地中熱利用を行うことで

ランニングコストの削減にも配慮しています。 

11-2 

意見内容 地元の特産品を使いすぎ。 

回答 

これから数十年使い続ける新庁舎に市民が愛着を持ってもらえるように、適

所に慣れ親しんだ材料を用いる計画にしています。また、耐久性の高い庁新

舎に用いることは、江津市の伝統を将来に受け継ぐことに繋がると考えてい

ます。 

11-3 

意見内容 もし庁舎が災害でダメになったときの対策は。 

回答 

新庁舎は、防災拠点施設として求められる耐震性能を有し、震度６強の地震

にも耐えられるように計画しています。そのうえで、被災により建物が万が

一使用できなくなった場合にも備え、優先すべき業務や人員配置、代替施設

などをあらかじめ決めておく「業務継続計画（ＢＣＰ）」を定めることにし

ています。 

11-4 

意見内容 4階は必要なのか。 

回答 
４階は機械室として必要なスペースです。そのうえで景観のよい北側に市民

が利用できる展望ホールを配置しました。 

11-5 

意見内容 ロッカーを男女別で１Fと２Fに分けた意味は。 

回答 

職員数の男女比は、採用や人事異動によって常に変動します。そのためロッ

カーの数には予備を持っておく必要があります。ロッカー室を男女別でフロ

アごとに設けるよりも、１箇所に集約した方が予備のロッカーの数も集約で

き、省スペース化に有効であると考えました。 

11-6 

意見内容 駐車スペースを 100台も確保して需要はあるのか。 

回答 

新庁舎の駐車スペースは、一般用 70台と公用車用 40台の合計 110台分を計

画しています。新庁舎の整備に伴って移転する現庁舎の一般用駐車スペース

は約 40 台です。しかし、現庁舎の状況を見ると、駐車場が分散して分かり

づらいうえに駐車できる台数も不足しています。そのため、新庁舎では駐車

スペースを分かりやすくまとめ、一般用として 70台分を確保しました。 

また、公用者用駐車スペースについても、現有台数を考慮して必要台数分を

確保しています。 
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12-1 

意見内容 

(1)敷地の高さ（標高）について 

現地を見ると、庁舎建設地の整地高は、JR 線路高より 50～60 ㎝低く整地さ

れているようですが、最低でも線路と同じ標高にすべきではないですか。 

市は、想定される最大の津波の高さは 3.35ｍと標記してありますが、余りに

低く誤りではありませんか。万が一の大地震による大津波や大水害などで、

庁舎が水に浸かったのでは対策本部としての機能が果たせませんが。 

回答 

新庁舎は、１階床レベルを 8.4ｍで計画しています。新庁舎の敷地は、島根

県が公表している津波浸水想定区域や、国土交通省が公表している江の川の

洪水浸水想定区域に入っていません。また、江津町と嘉久志町の津波浸水想

定は、海岸線の浸水深・約 2メートルにとどまっています。 

12-2 

意見内容 

(2)庁舎建設地とＪＲ線路との間の水路について 

庁舎建設地とＪＲ線路との間に河川（水路）があり、江津駅構内からの排水

もあると思います。最近は全国のあちらこちらで「今までに経験したことの

ない集中豪雨」による大水害が報道されていますが、排水できるか検討して

ありますか。 

回答 

新庁舎敷地とＪＲ線路との間にある水路については、現状ではＪＲ構内から

の排水経路にはあたっていません。敷地内の排水計画については、実施設計

において適切に検討します。 

12-3 

意見内容 

聴くところによると、基本設計は大阪方面の業者が受注していると耳にしま

したが、なぜ市内または県内近隣の業者に委託しないのですか。建設地の標

高、風向・風力など立地環境、地域の情勢・実情などが全く分からないと思

われる県外の業者になぜ委託するのですか。計画設計委託料が高額になると

思われますが、江津市出身の業者ですか。 

回答 

庁舎整備にあたっては、まず現庁舎の耐震改修を含めて整備パターンの比較

検討を行った市庁舎改修整備基本計画を策定しています。そして、その策定

業務を委託する際には、一般公募によるプロポーザルを実施し、審査を経て

株式会社佐藤総合計画関西オフィス（大阪市）を委託先として選定していま

す。このたびの設計業務は、当初財源として予定していた合併特例債の使用

期限が平成 31 年度末までとされる中、短期間で業務を実施する必要があっ

たため、基本計画策定業務を行うことによって設計要件を熟知した同社と引

き続き契約をしています。 

プロポーザルでは、外部の専門家を含む選定委員会によって審査が行われ、

同社が行った提案で評価された点には、地形や気候風土、地域材への配慮な

ども含まれています。 
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12-4 

意見内容 

(1)以前は、総合市民センターの中に市社会福祉協議会があったのに、江津

駅前に大規模な福祉施設「パレットごうつ」を建設し、これに移転させたた

め市民センターの元の部屋は市文化祭で使用するくらいで、何時行っても利

用されていないように見ています。 

「パレットごうつ」にも月に 3～4 回行き、広い調理実習室の前を通ります

が一度も実習している姿を見ていません。大きな屋根付きイベント広場も一

度しか利用されているのを見ていません。なぜ、このような無駄と思われる

ことをするのですか。 

江津市の人口は急速に減少していますので、市庁舎はこれに対応した必要規

模で必要なもののみ整備すべきです。一方、市は下水道整備が急務で、巨額

の事業費を要することと推察します。この庁舎完成予想図を見ますと、また

巨額の建設費が想定され、財政破綻するのではないかと心配になっています

がどうですか。 

回答 

新庁舎の規模は総務省起債対象事業費算定基準における標準面積をもとに

設定しています。そのうえで、人口減少に伴って職員の数も減少することを

考慮し、開設時は現有の分庁舎を引き続き活用しながら将来の統合を目指す

ことで、当初の整備規模をコンパクト化しています。また、平成 29 年 3 月

に策定した市庁舎改修整備基本計画では、新庁舎整備の概算事業費を 33億 9

千万円としています。その財源には、償還金の多くが普通交付税に加算措置

される有利な起債や国の補助金を充てることで、市の実質的な負担が少なく

なるように計画しています。加えて自然採光や自然通風をできるだけ取り入

れ、さらに照明や空調設備への高効率機器の導入、地中熱利用を行うことで

ランニングコストの削減にも配慮しています。 

将来にわたって市の財政が困窮することがないように事業を進めたいと考

えています。 

なお、パレットごうつは、当初の想定年間来館者数 50,030人を上回る 79,262

人（平成 29 年度実績）が訪れています。平日を含めて常時多くの人が利用

するという状況には至っていませんが、若者の定住を促進するうえでも、ま

ちの賑わいを生み出すために重要な施設であると考えていますので、ご支援

をお願いします。 

12-5 意見内容 

(2)計画概要を見ますと、1階に市民交流スペース（市民活動スペース、市民

展示スペース）、2 階にも市民交流スペース（多目的ホール）、更に 4 階に

も市民交流スペース（展望ホール）を計画されていますが、３か所も設置す

るのは無駄だと思われます。こんな低い土地の 4階に展望ホールを設置して

誰が眺めるのですか。この 4階の展望ホールは、「かわら版」には市民交流

スペースと記されていますが、計画書を見ますと「職員の休憩所」とカッコ

書きされ、多数のベンチと男女洗面トイレが計画されており、とても市民が

展望できそうな場所ではないと思います。まさに、職員の息抜きの場所では

ありませんか。済生会病院の 6階の談話ホールに上った方が、まだ気楽に遠

くまで眺められると思います。 
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回答 

１階の市民交流スペースは、平常時にエントランスロビーを市民活動スペー

スや市民展示スペースとして活用するほか、市の業務で使用することも考え

ています。また、災害時には北側壁面を開放して前面の広場と一体的に救援

物資の受入れに利用します。２階の多目的ホールは、平常時には市民利用を

はじめ議場、会議室としても利用し、災害時には救援物資の保管等が行える

よう計画しています。４階の展望ホールは職員や市役所を訪れた方が休憩で

きるように解放する計画にしています。このように、新庁舎は、通常備える

範囲の施設を多機能化することで災害対策を含む多様な機能を確保し、コン

パクト化を図ることにしています。 

また、事業費の削減に向けた省スペースの観点から、専用の職員休憩スペー

スを少なくして展望ホールを兼用しています。市民が利用しやすい環境づく

りに配慮しますのでご理解ください。 

12-6 

意見内容 

(3)各階の部門構成及び平面計画を見ますと、水道課、下水道課、教育委員

会の表示がなく、また付属棟と記されていますが内容が表記してありませ

ん。これについては、元の場所にそのまま残すようだと、ある方から聴きま

したが本当ですか。 

これが本当なら、場所が大きく離ればなれになって、目的に「庁舎機能の効

率化」が謳ってありますが、これに相反することになり、市政・行政がうま

く機能しないのではありませんか。離れた 2箇所を行ったり来たりになれば

市民も混乱すると思います。広い広場が計画してありますが、水道課、下水

道課、教育委員会を本庁舎に併設したがよいのではありませんか。 

回答 

水道課、下水道課、教育委員会のほか、人権啓発センター、選挙管理委員会

事務局、監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会は、新庁舎

には移転せず、現有の分庁舎等に配置します。 

防災拠点を確保するという喫緊の課題を解決するため、市の財政推計や将来

の職員数の減少などを総合的に勘案して新庁舎の整備規模を決定し、その結

果として当面は分庁舎も利用することにしています。新庁舎では、窓口サー

ビスを１階に集約することで市民サービス機能の向上を目指していますが、

分散した本庁舎と分庁舎を跨いだ手続きが不便にならないように、その対策

については今後しっかりと検討します。 

12-7 意見内容 

(4)平面計画を見ますと、正面玄関、サブ玄関とも冬季に最も風を受ける西

北西側から出入りするようになっており、冬季には絶えず強風が吹き込んで

ドアの開閉も難しく、風除け場を設置しても内部に影響があると想像できま

す。入口の向きを変える必要が大いにあります。上記２．で指摘しましたよ

うに建設予定地の自然環境などが全く判っていない大阪方面の業者に委託

するからこのようなことが生じるのです。 
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回答 

新庁舎の正面は概ね北西を向いています。通常であれば建物正面に向かって

玄関を開口するところですが、ご指摘のとおり冬季に北西の風が建物内に吹

き込むことが懸念されるため、直角に向かって開口するよう計画していま

す。その向きは、概ね南西となりますので、風の影響は強くは受けないもの

と判断しました。 

また、駐車場を建物の北側から西側にかけて配置していますので、そちらに

入口を向ける方が来庁者の動線上利便性が高いと考えています。 

12-8 

意見内容 

(5)配置図に公用車と来庁者の駐車場は表記してありますが、職員の駐車場

はどこに配置計画されていますか。広い広場が計画してありますが、駐車場

を増やした方がよいのではありませんか。 

回答 

職員用駐車場については、現在も使用している総合市民センター北側や、江

津警察署西隣りの江津西浄化センター敷地を使用するように検討していま

す。 

13-1 

意見内容 

(1)2-3 外部意匠計画 A-09 の北東側からの新庁舎全景イメージに写っている

歩道（グレー色のタイル）から男女が歩いて向かっているタイルの色につい

てですが、ピンク色のタイルが敷き詰めてありますがピンク色の基調より黄

色の基調のタイルだけを使用した方が個人的には全体の茶色とマッチする

のではないかと考えます。（写真を別紙つけています。） 

回答 

広場のインターロッキングの色については、庁舎とともに景観に配慮した配

色になるように実施設計において検討・設定し、施工時にも重ねて検討しま

す。 

13-2 

意見内容 
室内の自動販売機についてですが、第 3回定例会一般質問において坪内議員

が質問した災害型自動販売機の設置を考えて欲しい。 

回答 

市には、売上げの一部が各種団体に寄付される寄付型の自動販売機が設置さ

れている施設はありますが、災害時に無料で飲み物が取り出せる災害対応型

自動販売機は設置されていません。他にも様々な機能を持つ自動販売機があ

るようですので、どのようなものが設置できるか検討します。 

なお、新庁舎には、防災拠点として機能するために必要な水を備蓄するよう

に計画しています。 

14-1 意見内容 

①パレットでの説明会でも云いましたがバリアフリーのトイレの位置は考

え直して下さい。友達と集まって話すとやはり元気な者でも各課の前を通過

することは抵抗がある。障害を持っておられる方はもっと嫌かもしれないと

話し合いました。 
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回答 

１階のトイレは、メイン玄関とサブ玄関からほぼ直線の位置にあり、誰でも

分かりやすく使いやすい場所に配置しています。 

加えて、近年の新庁舎の窓口レイアウトは、多くの自治体で「回転の速い窓

口業務は入口近くに、時間のかかる相談業務は奥側へ｣という工夫がされて

います。このことから本市の設計では、市民課、保険年金課、税務課の窓口

をメイン玄関側に、福祉関係の窓口は、その奥側の比較的往来と衆目の少な

い位置とし、トイレは福祉関係の窓口から近い配置にしています。 

また、窓口カウンターから見えにくい角度で出入りができるようプライバシ

ーにも配慮しています。 

14-2 

意見内容 

②展望室もやはり意見が出ました。済生会の休憩所の広場も今の庁舎も市長

室からの望めはすごいので利用するならそちらの方が良い。お金が余ってい

るのならともかく今からの建物に必要かどうか再考して欲しい。 

回答 

展望ホールは、市役所を訪れた方の休憩スペースとして計画しています。ま

た、事業費の削減に向けた省スペースの観点から専用の職員休憩スペースを

少なくして展望ホールを兼用しています。 

14-3 

意見内容 
③急ぐ必要はありません。これから何年も先まで使う建物には、充分納得の

いく建物にして欲しいとの意見が出ました。 

回答 

事業を長期化することは事業費の増加に繋がります。可能な限り事業費が削

減できるよう配慮しながら利便性のよい庁舎になるようしっかりと検討し、

予定どおり事業を進めます。 

15-1 

意見内容 

１．水道課・下水道課・教育委員会などが新庁舎に含まれないことについて、

説明会ではワンストップサービスを充実させるとしていたが、子育て支援課

⇔教育委員会や土木建設課・都市計画課⇔上下水道課など、窓口業務の関連

性としてはいろいろなケースが考えられる。「担当課がちがう」と別の窓口

を案内するのではなく、ワンストップサービスを徹底することが求められ

る。また、実際にどのようにワンストップサービスを実施するのか、市民へ

具体的に示す必要がある。 

回答 

水道課、下水道課、教育委員会のほか、人権啓発センター、選挙管理委員会

事務局、監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会は、新庁舎

には移転せず、現有の分庁舎等に配置します。 

防災拠点を確保するという喫緊の課題を解決するため、市の財政推計や将来

の職員数の減少などを総合的に勘案して新庁舎の整備規模を決定し、その結

果として当面は分庁舎も利用することにしています。新庁舎では、窓口サー

ビスを１階に集約することで市民サービス機能の向上を目指していますが、

分散した本庁舎と分庁舎を跨いだ手続きが不便にならないように、その対策

については今後しっかりと検討します。 

なお、１階フロアでの窓口サービスについては、ひとつの窓口で手続きを行

うことができるワンストップサービスではなく、窓口サービスをひとつのフ

ロアに集約するワンフロアサービスの提供を目指しています。 



16 

 

15-2 

意見内容 

２．今年度の「ごうつ秋まつり」は、総合市民センターから会場をパレット

ごうつに移して実施されたが、捉えようによっては「どちらでもかわらない

施設」ということになる。 

パレットごうつ･総合市民センター・地場産センターなどが、施設として新

庁舎と重複すると考えられるが、現段階で機能・役割・市民利用に向けての

計画・利用者数の目標を明確に示し、無駄な施設整備とならない設計とすべ

き。 

回答 

新庁舎の市民交流スペースは、予約が重なった場合などにパレットごうつや

総合市民センターの機能を補完し、また市庁舎を訪れる方がゆっくりと過ご

せるよう設けるものです。広く市民が利用できる施設（スペース）を設ける

という点では、同じような用途を持っています。そのうえで、１階の市民交

流スペースは、平常時にエントランスロビーを市民活動スペースや市民展示

スペースとして活用するほか、市の業務で使用することも考えています。ま

た、災害時には北側壁面を開放して前面の広場と一体的に救援物資の受入れ

に利用します。２階の多目的ホールは、平常時には市民利用をはじめ議場、

会議室としても利用し、災害時には救援物資の保管等が行えるよう計画して

います。４階の展望ホールは職員や市役所を訪れた方が休憩できるように解

放する計画にしています。このように、新庁舎は、通常備える範囲の施設を

多機能化することで災害対策を含む多様な機能を確保し、コンパクト化を図

ることにしています。 

15-3 

意見内容 

３．市民ホールを備えた場合と備えない場合での費用の比較を示す必要があ

る。国からの交付金･補助金や合併特例債などを含めて、建設費がどの程度

ちがってくるのか市民に知らしめるべき。 

同様に、展望ホールについても示す必要がある。 

回答 

市民交流スペースは、それぞれ市の業務スペースや議場、休憩場所、さらに

は災害対応などにも兼用できるように計画しています。そのため、市民交流

スペースとしている場所は、市民の利用に関わらず本来必要なスペースで

す。基本設計では、「市民のひろば」という設計コンセプトのもとで、これ

らの施設を市民にも利用してもらえるよう計画しています。 

15-4 
意見内容 

４．信号設置など、高丸線交差点の安全対策が必要。あわせて、渋滞が懸念

されるため、国道 9号から高丸線へ右折する際の右折レーンの整備を求める。 

回答 公安委員会と適切に協議を行います。 

15-5 

意見内容 
５．新庁舎において、障害者差別解消法に定める「合理的配慮」が施されて

いる部分の全部を示すことを求める。 

回答 

新庁舎の整備にあたっては、障がい者だけでなく、すべての人が使いやすい

ユニバーサルデザインに配慮して設計を行っています。また、障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の趣旨にのっとり、

市の事務又は事業を行う際には障がい者の社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮を行います。 
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15-6 

意見内容 

６．ユニバーサルデザインやバリアフリーを誇っているが、凹凸がなければ

バリアフリーなのではなく、距離そのものがバリアであることを認識すべ

き。出入口から一番遠い場所に配置されているトイレについて、説明会では

「『あそこに見えます』と案内ができる」と述べていたが、歩くことが困難

な障がい者や視覚障がい者への配慮が欠けている。また、窓口の前で衆人環

視のもと移動しないとトイレに行けない構造となっている点は、デリカシー

が欠けていると言える。設計の改善を求める。 

回答 

１階のトイレは、メイン玄関とサブ玄関からほぼ直線の位置にあり、誰でも

分かりやすく使いやすい場所に配置しています。 

加えて、近年の新庁舎の窓口レイアウトは、多くの自治体で「回転の速い窓

口業務は入口近くに、時間のかかる相談業務は奥側へ｣という工夫がされて

います。このことから本市の設計では、市民課、保険年金課、税務課の窓口

をメイン玄関側に、福祉関係の窓口は、その奥側の比較的往来と衆目の少な

い位置とし、トイレは福祉関係の窓口から近い配置にしています。 

また、窓口カウンターから見えにくい角度で出入りができるようプライバシ

ーにも配慮しています。 

15-7 

意見内容 
７．上記の意見（１・２・３・５）のなかで求めている情報について、パブ

リックコメントへの回答で明示してください。 

回答 

15-1～15-6に回答します。 

 

 

 

 

16-1 

意見内容 １．倉庫車庫棟は庁舎に近く屋根付連絡通路があれば使用しやすい。 

回答 
駐車場を横断することになり、また事業費抑制の観点からも屋根付連絡通路を設置

することは困難です。 

16-2 
意見内容 

２．吹抜けは桜江支所前でも問題になっており、不要。冷暖房効率、プライ

バシー、上からの落下物や覗く人など問題が多すぎる。後からふさぐ場合に

確認申請が問題になる。 

回答 2 階からの視線を抑制するように実施設計において検討します。 

16-3 
意見内容 ３．敷地内の夜間照明は必要だが、資料に記載がないように思う。 

回答 実施設計において敷地内の夜間照明が必要な箇所を検討します。 

16-4 

意見内容 
４．敷地内からの車両出入口が１箇所しかないのは、そこで事故が発生した

ときの想定が記載されていないので、見直すこと。 

回答 
緊急時に使用できる敷地外への車両出入口を確保するよう、実施設計において計画

します。 

16-5 意見内容 
５．広場より駐車場にしたほうが利用者も利用方法も弾力的であるので、望

ましい。 
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回答 

庁舎前面の広場は、通常は市民の憩いの場として使用しますが、緊急時には車両を

乗り入れて、市民活動スペースに救援物資を搬入するために使用するように計画し

ています。普段は駐車場として開放はしませんが、車両が進入できるように計画し

ていますので、弾力的に活用できると考えています。 

16-6 

意見内容 
６．市民活動スペースは周囲に市民センター、パレットがあり不要。市役所

でないとできない活動の具体的な運用の計画も無く無駄である。 

回答 

新庁舎の市民交流スペースは、予約が重なった場合などにパレットごうつや総合市

民センターの機能を補完し、また市庁舎を訪れる方がゆっくりと過ごせるよう設け

るものです。広く市民が利用できる施設（スペース）を設けるという点では、同じ

ような用途を持っています。そのうえで、１階の市民交流スペースは、平常時にエ

ントランスロビーを市民活動スペースや市民展示スペースとして活用するほか、市

の業務で使用することも考えています。また、災害時には北側壁面を開放して前面

の広場と一体的に救援物資の受入れに利用します。２階の多目的ホールは、平常時

には市民利用をはじめ議場、会議室としても利用し、災害時には救援物資の保管等

が行えるよう計画しています。４階の展望ホールは職員や市役所を訪れた方が休憩

できるように解放する計画にしています。このように、新庁舎は、通常備える範囲

の施設を多機能化することで災害対策を含む多様な機能を確保し、コンパクト化を

図ることにしています。 

16-7 

意見内容 

７．ガラス張りはスペースを狭くし（什器おけない。ポスター貼れない。な

ど）、割れやすくそのときの修繕も費用が増加し、清掃コストが高く、汚れ

が目立ち、強風時にうるさい、反射光でまぶしいなどいいところがまるでな

いので、採光は考えて適度な壁の設置が好ましいと考える。 

回答 

新庁舎は、北側と東側の外壁にガラス面を多く設けています。日差しが強い南側、

西側よりも室内の温度に受ける影響が小さいため、自然光をガラス面から多く取り

入れて室内環境を向上させ、省エネルギー効果も高めることができるためです。新

庁舎では、照明器具に照度調節を自動で行うことができる昼光センサーを用い、照

明に使用するエネルギーが削減できるように計画しています。また、自然採光など

によって省エネルギー化を進めることは、災害によって電力が遮断した際に防災拠

点施設としての自立性と機能の持続性を高めることに繋がります。 

清掃コストが増加する一方で、エネルギーコストは削減できますので、様々な要件

を総合的に勘案しながら適切に計画します。 

ガラスを含む耐震強度については、防災拠点として求められる国の基準を満たすよ

う計画しています。 

16-8 

意見内容 
８．植樹の数は周りに緑は多く減らすべきである。落ち葉で足はすべるし、

落葉時期の清掃がコストを上げるため。 

回答 

植栽については実施設計において具体的な検討を行います。シビックセンターゾー

ンの景観調和に配慮するとともに、熱環境緩和や防風対策、視線制御などの観点か

らも植栽の適正な配置に努めます。 

16-9 意見内容 
９．床下空調は床下結露・カビ発生（夏場）とホコリ浮遊・死滅カビ浮遊（冬

場）など問題が多いと思います。 
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回答 

構造床とＯＡフロアの間での空気の動きであり、結露やカビ発生のリスクは

少ないと考えられます。また床吹出し口近くの執務者が不快感を持たないよ

うに配慮するため、冷房の場合、通常の空調は室温より 10℃くらい低い冷風

を送りますが、床吹出し空調は約 7℃差くらいの吹出し温度になります。 

温度差が少ないということは、結露が生じにくいということになります。 

また、天井からの吹出しは、舞い上ったホコリ・粉塵などを再び吹き降ろし

て室内に対流させますが、床吹出しの場合は、下から上への気流を作ること

によって除去にも適しています。 

16-10 

意見内容 
10．桜江総合センターは携帯電話の電波が受信しにくいので、新庁舎は調査

してそうならないよう工夫をめぐらしてください。 

回答 

携帯電話の電波を受信する際に、新庁舎の建物構造がどう影響するのか現時

点で確実には分かりませんが、現状において建設予定地の受信状態に問題は

ないと考えています。 

16-11 

意見内容 
11．緊急汚水槽で 250 人・7 日分を想定しているならば、それに見合った備

蓄品倉庫や、救護室（エアコン独立、冷蔵庫あり、など）を整備してほしい。 

回答 

災害対策の初期に必要な物資は、新庁舎に備蓄することにしていますが、保

管場所については実施設計において検討することになります。 

救護室については、庁舎を救護施設とする計画はないため設置していません

が、医療が必要な場合は済生会江津総合病院の利用が考えられます。 

16-12 

意見内容 
12．１階書籍コーナー前の通路は細すぎるので、扉は引き戸にできないか。

避難時でも困ると思う。 

回答 
スペースの有効利用の観点から引き戸にしておく必要があると考えますの

で、実施設計において調整します。 

17 

意見内容 

車両出入口を 1箇所に集約していますが、非常用で良いので反対側に 1箇所

は車両出入口を設計した方が有事の際にリスクを分散できるのでは無いで

しょうか？ 

回答 
緊急時に使用できる敷地外への車両出入口を確保するよう、実施設計におい

て計画します。 

18 

意見内容 
倉庫車庫棟は庁舎から遠く利便性が悪いと思いますが、庁舎に隣接させたり

風雨を防ぐ為の連絡通路を設けたりする予定は有りますか？ 

回答 
駐車場を横断することになり、また事業費抑制の観点からも屋根付連絡通路

を設置することは困難です。 

19 
意見内容 

吹き抜けとオープンスペースにより、２階から１階のカウンター上の手続き

内容やデスク等での業務内容を故意、若しくは偶然目撃されるリスクが有り

ますが、セキュリティ上の対策はどう検討されますか？ 

新庁舎案は市民スペースが豊富な為、庁舎に用事の無い市民の出入り滞在が

容認される設計になっており、故意の場合更にリスクは高くなります。 

回答 2階からの視線を抑制するように実施設計において検討します。 



20 

 

20 

意見内容 

ユニバーサルレイアウトについて、各課配列例を元に確認します。社会福祉

課へ来訪者が来た時に社会福祉課職員が対応できない場合、対応できない同

じ島に居る税務課職員に対し来訪者が心象を悪くする可能性はどのように

回避しますか？ 

回答 
運営面についての具体的な検討はこれから行うことになりますが、お客様が

快適に窓口を利用できるように接遇を心がけながら工夫していきます。 

21 

意見内容 
新庁舎は日当たりのよい広い屋根を持っていますが、ソーラーパネル設置で

庁舎電気代を節約する事は検討されますか？ 

回答 

建設地となるシビックセンターゾーンは、市景観計画で定める重点地域であ

り、景観形成基準として、屋根には傾斜屋根に石州赤瓦を活用し、道路など

から望見できる所にソーラーパネル、太陽熱温水器等を設置しないように努

めることとしています。市庁舎は市の象徴的な建築物でもあり、自ら推進す

る施策を充分に考慮して整備すべきであることから、屋根への太陽光発電パ

ネルの設置は考えていません。 

22 

意見内容 

1、2階オープンスペースの執務室に於いて、休日出勤や残業など、1人また

は少数人で業務を行う際に、1 区画だけに空調を作用させるようなコントロ

ールは出来るのでしょうか？ 

回答 

空調機械の系統により作用する場所が分れることになりますが、あまり細か

い区画にはなりません。新庁舎は、来庁者にとって分かりやすいフロア作り

と職員相互の円滑な業務連携を促進するため、執務室を見通しのよいオープ

ンフロア形式にすることを原則として計画しています。オープンスペースで

天井吹出しによる空調を行う場合、周囲に多くの熱が逃げてしまいますが、

床吹出しの場合は、足元から直接人に作用するため効果的であると考えられ

ます。 

23 
意見内容 敷地内の夜間照明は設置しないのですか？ 

回答 実施設計において敷地内の夜間照明が必要な箇所を検討します。 

 


