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1.  調査概要 

1.1  調査の目的 

新しい庁舎の建設を進めるうえで、庁舎整備基本構想を策定するにあたっての基礎資料を得る

ことを目的とする。 

 

1.2  調査概要 

（１）調査対象者数 

  平成 24 年 10 月 1 日現在の住民基本台帳から無作為に抽出した満 18 歳以上の市民 3,000

人。 

（２）配布方法 

   郵送配布・郵送回収 

（３）回収数 

   1,391票（回収率 46.4％） 

（４）実施期間 

  平成 24年 11月 1日～平成 24年 11月 23日 

 

※表中にて、パーセンテージ算出については小数点第 2 位の四捨五入を行っているため、一部合計

が 100％とならない場合があります。 

 

 

1.3  調査内容 

調査の内容は、以下のとおりである。 

① 本庁舎への利用経験 

② 本庁舎への来訪回数 

③ 本庁舎までの交通手段 

④ 本庁舎への来訪用件 

⑤ 本庁舎へ来訪し不便に感じたこと 

⑥ 耐震診断結果の認知度 

⑦ 新庁舎建設において重要と考える項目  

⑧ 新庁舎建設地の方向性についての意向 

⑨ 新庁舎建設場所について重視すること 

⑩ 市役所本庁舎に望む機能 

⑪ 性別 

⑫ 年齢 

⑬ 職業 

⑭ 木更津市に居住している期間 

⑮ 家族構成 

⑯ 居住地区 

⑰ 自由意見 
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2.  考察 

今回のアンケート調査結果を受け、本庁舎の建て替えに関して特に注視される３項目についてそ

の傾向をまとめる。項目は、「本庁舎へ来訪し不便に感じたこと」、「新庁舎建設場所について重視

すること」、「市役所本庁舎に望む機能」とする。 

 

・ 本庁舎へ来訪し不便に感じたこと 

本庁舎へ来訪し不便に感じたことでは、多かった意見が、「窓口や担当部署の位置がわかりづら

い」（16.3％）および「段差や階段が多く移動しづらい」（16.0％）である。次いで「廊下、階段、

ロビー、窓口の待合スペースなどが狭い」（14.0％）、「公共交通の利用が不便」（11.9％）、「窓口ス

ペースにゆとりが少なく、プライバシーの確保が十分でない」（10.0％）と続く。なお、性別、年

齢別、職業別、居住期間別にみた場合においても、ほぼ同じ傾向がみられる。 

以上のことから、庁舎内の空間における利便性、快適性などに不便を感じている意見が多く、利

用者にとってわかりやすい窓口等の配置とサイン計画が必要であると考えられる。また利用目的に

よってプライバシーを確保できるよう配慮し、ゆとりある空間構成の検討が求められていると思わ

れる。さらに、段差や階段が多く移動しづらいという現状を改善するため、エレベータの設置など

バリアフリーへの十分な配慮が必須であると考えられる。 

なお、公共交通の利用の不便という点においては、後に挙げる「新庁舎建設場所について重視す

ること」において主に記述していく。 

 

・ 新庁舎建設場所について重視すること 

新庁舎建設場所について重視することをみると、多かった意見が、「公共交通の利用の便が良い

こと」（20.7％）、「津波対策、液状化対策」（19.5％）である。次いで「車・バイクでの利用の便が

良いこと」（14.6％）、「用地購入費を極力抑えること」（13.1％）、「市役所周辺に公共施設があるこ

と」（10.2％）と続く。なお、年齢別、居住期間別、家族構成別、居住地区別にみた場合において

も、ほぼ同じ傾向がみられる。 

以上のことから、建設する場所によっては、公共交通の整備が必要であり、市と公共機関が連携

し、公共バスの本数増強やコミュニティバスの運行導入などが望ましいと考えられる。 

津波や液状化対策においては、先の東日本大震災等の教訓を基に十分な検討が必要である。 

さらに、車・バイクでの利用の便が良いことについては、周辺道路が整備され、駐車場が確保で

きる場所であること、また用地購入費を抑えるという点では、既存の市有地を活用することが望ま

しいと考えられる。 

 

・ 市役所本庁舎に望む機能 

市役所本庁舎に望む機能をみると、「災害時に支援や復興活動の拠点（防災拠点）となる機能や

備蓄倉庫があること」（24.7％）が最も多く、災害への意識の高さがみられる。次いで、「一度に様々

な申請手続きや相談ができる総合受付窓口があること（ワンストップサービス）」（21.5％）が続く。 

その他に「誰もが利用しやすい施設であること（バリアフリーやユニバーサルデザイン）」（16.0％）、

「駐車場や駐輪場が十分確保されていること」（15.4％）の意見が多くなっている。なお、年齢別、

居住地区別にみた場合においても、ほぼ同じ傾向がみられる。 
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以上のことから、災害意識の高さが顕著に表れており、市民の安心・安全を守る庁舎として、建

物の性能の向上や災害時などにおいて対応可能な空間計画の検討が必要であると考えられる。 

窓口機能では、より早く、わかりやすく利用できるよう、ワンストップサービスの導入が望まし

いと思われる。また窓口やその他施設においては、誰もが利用しやすい施設となるように建築計画

の段階で、十分な検討が必要であると思われる。 
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