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意見に対する市の考え
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《主題》
この度の庁舎整備計画には二つの大きな目的がある。

　第一は、一昨年の3．11東日本大震災の教訓から、今後想定される大震災に備え
て『災害に強い街づくり』であり、庁舎整備計画はその象徴的、代表的事業であ
る。
　庁舎整備計画において、地震・津波・液状化等の対策は不可欠な条件である。
　現在の庁舎は昭和47年の新築時には、当時の建築基準法では十分に耐震性があっ
たにも関らず、現在の新耐震基準では構造耐震指数（Is値）が0．2弱との結果であ
る。
　この事から我々が学習すべき事は、科学の進歩と共に、耐震基準はより厳しく、
津波の規模はより大きく、液状化の予測範囲はより広範に、それぞれ修正されたこ
とだ。この事から、20年後、40年後、60年後を見据えた時、現在公表されている数
値の20％～50％高い数値を想定し、計画を立てるべきである。

　庁舎整備基本構想（案）５、６ページ「２．新庁舎
等の建設の基本理念及び基本方針　基本理念－２　市
民の安心・安全な暮らしを支える庁舎　②防災拠点の
機能が果たせる庁舎　③自然災害に対応した庁舎」に
おいて、耐震性の確保、津波や浸水、液状化を想定し
た施設とする、としております。それぞれについて、
現時点における適正な対策を講じて新庁舎整備を計画
するものと考えております。

2 　庁舎整備基本構想（案）では、現庁舎の駐車場部分に新庁舎を建設する方針が示
されており、津波対策としては公表されている3．8mの津波予想数値を参考に80cm
浸水する可能性があることから、1階の床高を1m嵩上げして、浸水を回避する計画
であるが、昨年、市民に配布された防災マップによれば、現庁舎敷地は津波・液状
化の危険地域に指定されている。その事との整合性、合理性の説明が不十分であ
る。

　新庁舎を現在の本庁舎敷地に整備する計画におい
て、津波対策としましては、本市の想定津波高（東京
湾平均海面：海抜0ｍからの高さ）が4ｍで、90cmの浸
水を想定し、地盤の嵩上げを1ｍ実施することを考え
ております。
　液状化対策につきましては、配置計画等の決定後、
適正な範囲での地盤改良工事を実施する予定です。

3 　更に、災害時に最も重要な役割を担う木更津消防署はどのような対策をするの
か？

　木更津消防署庁舎につきましては、昭和４７年に建
設し、４０年が経過しております。旧耐震で建築され
た建物ですが、構造耐震指標（Is値）は0.9であり、
耐震性能は満足していることから、建て替えについて
は、本庁舎の建設の配置計画を検討する中で、考慮す
ることとしております。

提出された意見
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4 　また、災害時の避難所として重要な木更津市民会館、木更津市体育館等は現庁舎
より更に海抜が低い場所にあるが、その対策はどのようにするのか？
　想定以上の津波がきた場合は、新庁舎の直接的被害は軽微であっても、海抜5m以
下の周辺地域は、車輌、漁船、プレジャーボート、倒壊・破損した建物のがれきで
溢れ、電気、水、通信等のライフラインは機能不全、道路も通行不能な事態が想定
される。
　庁舎整備事業に、総事業費70億円を超える巨額な費用を投じ、更にその後消防署
をはじめ、各種施設整備（市民会館、市民体育館、市民総合福祉会館、水運用総合
センター、あけぼの園等）の対策に100億円を超える費用が必要になると推察され
る。
　その様な将来を踏まえ、加えて今後50年、60年の木更津市民の安全・安心を担保
する重要性を鑑みれば、『木更津市総合防災対策』の一環として庁舎整備基本構想
を十分に時間をかけ、議論を重ね、市民の総意が醸成されてから、計画が実行され
ることを強く切望する。

　市民体育館は津波避難の際にも使用される避難所と
なっております。
　津波等の対策につきましては、県・市等の予測に基
づき、適正に対応策を検討いたします。

　現本庁舎は、耐震診断の結果、構造耐震指標（Is
値）が0.2弱であり、耐震補強工事について検討しま
したが、安全な市庁舎としての構造耐震指標（Is値）
0.9までの耐震補強は難しく、補強工事及び補強工事
中の執務室の移転に多額の費用が見込まれること、加
えて庁舎の延命には設備の更新等に多額の経費がかか
ることなどから、補強をせず、早急に新庁舎建設を目
指すことといたしました。
　続いて、新庁舎が完成するまでの期間において、市
民及び職員の安全を確保しながら、行政機能を継続す
るための方策について検討しました。分散化も含めた
仮庁舎の建設、市有施設、民間施設の活用などによる
移転等の様々な方策を検討しましたが、最大限の安全
対策を講じながら、現庁舎を継続使用する、との方針
に至りました。
　なお、地震発生時に被害を小さくする対策としまし
て、避難訓練の複数回実施や施設利用方法の見直し等
を行っております。避難弱者に配慮し課等の配置を見
直し、市民の安全を図ります。できる限り、崩壊に対
して有利となる方策に取り組みながら、新庁舎の整備
につきまして、早期の建設を目指しているものです。
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5 　第二は、大変不確実な要素ではあるが、近隣市との合併問題である。
　10年後の四市合併を想定した場合、総人口は33万人以上になることが想定され
る。
　現在の本市人口13万人の2．5倍強である。当然のことながら庁舎の規模は2倍以
上必要となり、その核となる本庁舎をどこにするかは大きな論争になる。
　その時、決定的に重要な要素は、庁舎の敷地面積である。本市が合併時に主導的
役割を果たすには、他の三市では不可能な要素をこの際整えておくべきである。
　具体的には、庁舎敷地面積50，000㎡～70，000㎡、消防署をはじめその他の関連
施設用地150，000㎡～200，000㎡、合せて250，000㎡程度必要である。
　東京、横浜から僅か1時間足らず、羽田空港からも30分以内の本市は、首都圏の
中でも今後大きく変貌するポテンシャルがあり、更に、南房総の核都市としての条
件を十分に備えている。その自覚と自負を以って、庁舎整備の大事業に臨むべきで
ある。

　近隣市との合併問題につきましては、不確定要素が
多い状況であるため、新庁舎整備を計画する上におい
ては、現状での検討を基本とすることで考えておりま
す。その上で、合併への対策を講じられることについ
ては検討するものであります。
　庁舎整備基本構想（案）10ページ「４．新庁舎等の
立地条件及び配置計画」のとおり、新庁舎の敷地必要
想定面積については、駐車場及び合併等による庁舎増
設分の敷地の確保を考慮して、現在の本庁舎敷地の面
積が約23,500㎡で、それと同程度のまとまった敷地約
20,000㎡の確保を条件としております。また、庁舎整
備基本構想（案）６ページ「２．新庁舎等建設の基本
理念及び基本方針　基本理念－３　将来の変化に対応
可能で効率的な運営のできる庁舎　①人口の変化（合
併等）を見据えた庁舎　将来の増設を考慮した施設配
置計画を行います」としております。
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　この度のパブリック・コメント制度による意見は、庁舎整備基本構想（案）の目
次に沿って検証する。
　尚、文中の赤色文字部は本文を抜粋、引用した。

1．現庁舎等の現状と新庁舎等建設の必要性
　現庁舎は建築後40年を超え、耐震診断の結果、構造耐震指数（I s値）が0．2弱
との結果で、耐震性能に大きな問題があり、老朽化、バリアフリー対応、高度情報
化、更に、防災、災害復旧・復興拠点としての重要な役割を考慮すれば庁舎の建替
えの必要性は十分妥当性がある。

　

　提出された意見の４に対する市の考えのとおり、現
本庁舎を補強をせず、早急に新庁舎建設を目指すこと
といたしました。
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2．新庁舎等建設の基本理念及び基本方針
　基本理念－1　地域の特性を活かした市民に親しまれる開かれた庁舎
　①誰もが利用しやすい庁舎
　②市民の交流、情報交換が図れる庁舎
　③観光、産業の発信地となる庁舎
　④地域らしさを活かした庁舎
　これらは至極一般的であるが、一方大変重要な新庁舎に求められる要素である。
近年急速に普及しつつある、地産地消を目的とした『道の駅』『農・水産物直売
所』を庁舎敷地の一角に設ける。地域の農産物、水産物の販売を通して、市民の交
流・情報交換の広場として、更には収益事業の一環としても実効性が期待できる。

　

　庁舎敷地内に、地産地消を目的とした「道の駅」、
「農・水産物直売所」等の観光、産業施設を設けるこ
とにつきましては、新庁舎施設内外のスペースに限り
がありますので、その範囲内において、取入れる施
設、機能、配置等の詳細についてを、次のステップで
ある庁舎整備基本計画の中で検討してまいります。

3



意見と回答　２　

8

基本理念－2　市民の安心・安全な暮らしを支える庁舎
　①安心・安全を備えた庁舎
　②防災拠点の機能が果たせる庁舎
　③自然災害に対応した庁舎
　特に②、③に共通する課題であるが、地震・津波・液状化対策、及びライフライ
ンの確保等は最重要事項である。災害時の防災対策本部としての役割、生活物資の
備蓄、被災者の一時避難所等の役割は欠くことができない。
　上記の課題は新庁舎そのものがその機能を維持できたとしても、周辺の施設、及
び道路状況が健全でなければ陸の孤島と化し、災害時の役割を果たし得ないことを
十分考慮する必要がある。

　ご指摘のとおり、「②防災拠点の機能が果たせる庁
舎　③自然災害に対応した庁舎」につきましては、重
要性を十分に認識して、次のステップである庁舎整備
基本計画の中で機能等を検討してまいります。

9

基本理念－3　将来の変化に対応可能で効率的な運営のできる庁舎
　①人口の変化（合併等）を見据えた庁舎
　②インフラ等の増設、メンテナンスの対応が可能な庁舎
　③レイアウト変更（狭くする、広くする、移動する）ができる庁舎
　④新技術に柔軟に対応できる庁舎
　②、③、④は建物のプランニングの問題であり企画、設計時に入念な検討を重ね
ることでほぼ解決できると思われる。
　しかしながら、①については敷地の拡張性が重要な要素であり、新庁舎建設場所
の決定時に最も考慮しなければならない事案である。
　今後50年、60年の長期スパンにおける人口変動、消防署・市民会館・体育館・総
合福祉会館・水運用総合センター・あけぼの園等の対策、合せて近隣市との合併動
向等を勘案し、大局的見地から新庁舎建設場所の選定をする必要がある。
　現庁舎敷地面積の5～10倍（125，000㎡～250，000㎡）の拡張性が求められる。

　

　新庁舎候補地につきましては、庁舎整備基本構想
（案）10ページ「４．新庁舎等の立地条件及び配置計
画」のとおり、敷地候補地の立地条件として、現在の
本庁舎敷地の面積が約23,500㎡であり、駐車場及び合
併等による庁舎増設分の敷地の確保を考慮して同程度
のまとまった敷地約20,000㎡を確保できることを条件
と考え、民有地、学校用地を含む市有地を検討した結
果、立地場所の考え方の６項目において「用地、建物
の費用の縮減性」、「他の施設との連携」を重要視
し、現在の本庁舎敷地が最善であるとしたところで
す。
　また、敷地の拡張性については、提出された意見の
５に対する市の考えのとおりです。
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10

基本理念－4　地球環境に配慮し、ライフサイクルコストを縮減できる庁舎
　①自然環境を最大限に利用し、人と自然をつなぐ、環境に配慮した庁舎
　②ライフサイクルコストを縮減
　近未来的見地から、前述のような各種施設を集結、複合化を前提に考える。
　屋根付き駐車場スペースとして40，000㎡確保し、メガソーラー発電設備を設置
することにより、庁舎施設の電力を賄い、あるいは20年間で16億円の売電収入を得
ることが可能である。
　ライフサイクルコストはもちろん、災害時には非常用の電源として活用できる。
　※これからの自治体は、税収や交付金以外に一般会社の経営手法を取入れ、積極
的に税外収入を得る方法を検討すべきである。
　1）庁舎の維持・管理費は税外収入で賄う研究をする。
　2）施設運営・管理、市民サービスにボランティアの協力を得る。
（特に永年行政に関りをもたれてきた方々の協力に期待したい）

　

　ご指摘のとおり、自然エネルギーを利用し、ライフ
サイクルコストを縮減できる庁舎を目指すものであり
ます。
　なお、取入れる機能、設備等については、次のス
テップである庁舎整備基本計画の中で詳細を検討して
まいります。
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11

12

13

14

3．新庁舎に求められる役割、機能
　①窓口機能
　1階フロアーは市民生活上必要な全ての業務（各種申請、各種証明書、納税等）
が完結でき、市民相談、情報閲覧等、開かれた庁舎の役割のエリアが望ましい。
　広い待合ロビー、喫茶室、レストラン、コンビニ等の他、レンタルルーム、レン
タルスペースを設け、それぞれから賃貸料を徴収し、税外収入として活用すべきで
ある。

　②執務機能
　2階フロアーは執務機能、会議室、事業者との関係業務等に活用する。
　市民や事業者の相談、打合せコーナーは十分なスペースを設けるべきである。

　③議会機能
　3階フロアーは議場を始め、議会関係、委員会室、議員執務室等を設け、更に、
市民に開かれたフロアーにすべきである。
　「他からの独立性を要求される部門」ではなく、議員と市民が懇談できるサロン
を設ける事が望ましい。

　④施設管理機能
　当然の事ながら1階フロアーに最新の機能を備えたエリアを確保すべきである。

　⑤誰もが利用しやすい庁舎
　⑥市民が憩い・集える庁舎
　⑦まちづくりの中核となる庁舎
　⑤～⑦は市民が自由に庁舎施設を利用でき、市民と市行政の垣根を取り払うこと
により市民が市行政により一層の関心を持つことが期待できる。

　
　庁舎内の配置につきましては、庁舎整備基本構想
（案）18ページ「５．新庁舎等の規模及び概算事業費
５－３建築計画　（２）庁舎機能と配置」にて、「市
民窓口部門と市民協働機能を低層階に、行政の執行部
門と防災機能を中層階に、議会機能やセキュリティ管
理が必要な機能を高層階に配置する等、利便性、効率
性を考慮して配置する必要があります」としておりま
すが、次のステップである庁舎整備基本計画の中で詳
細について検討してまいります。
　また、市民サービスの充実を図る利便施設や市民共
用のスペース等についても、具体的な施設の種類・規
模等を、庁舎整備基本計画の策定において、審議する
予定です。
 賃貸料を徴収することにつきましては、庁舎整備基
本計画の施設計画において、行政財産の使用制限等を
確認することを考えております。
　議会機能につきましては、庁舎整備基本構想（案）
８ページ「３．新庁舎等に求められる役割、機能」で
は、「他からの独立性を要求される部門」としており
ますが、議会運営が行いやすく、また、傍聴者にも配
慮した施設とすることを考えてまいります。具体的な
施設につきましては、次のステップである庁舎整備基
本計画の中で検討してまいります。
 「⑧安心・安全な庁舎、⑨防災拠点としての庁舎」
につきましては、重要性を十分に認識して、次のス
テップである庁舎整備基本計画の中で機能等を検討し
てまいります。
　「⑩ライフサイクルを意識した庁舎、⑪環境に配慮
した庁舎」につきましては、自然エネルギーを利用
し、ライフサイクルコストを縮減できる庁舎を目指す
ものであります。具体的な利用方法等につきまして
は、庁舎整備基本計画の中で検討してまいります。
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15

16

17

　⑧安心・安全な庁舎
　⑨防災拠点としての庁舎
　⑧、⑨は先の3．11東日本大震災の教訓から、地震・津波・液状化等の災害時
に、庁舎の建物のみ被災を免れても、周辺道路、庁舎の電気・通信・水等のライフ
ラインが健全に機能しなければ災害対策本部としての役割は果たせない。
　また、生活物資の備蓄機能、災害時の一時避難所、待機場所としての役割は非常
に大きい事を念頭に建設地の選定には十分に時間を掛け、議論する必要がある。

　⑩ライフサイクルを意識した庁舎
　⑪環境に配慮した庁舎
　⑩、⑪に関しては、今後50～60年以上の耐久性、機能性、拡張性等が求められ
る。自然エネルギーについては、先にも記述したが、太陽光発電の電力利用は是非
とも採用したいもののひとつである。

　⑫情報化に対応した庁舎
　⑬効率的で働きやすい庁舎
　⑭行政改革を推進する庁舎
　⑫～⑭は職員の執務環境に深く関る事項であるが、当然あるべき方向性であろ
う。
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4．新庁舎等の立地条件及び配置計画
（1）立地場所の考え方
　ア）市の地理的中心
　イ）市の人口重心
　ウ）交通の利便性（幹線道路との関係）
　エ）市街地形成などの将来の発展性
　オ）用地、建物の費用の縮減性
　カ）他の施設との連携
　庁舎立地場所の選定は、この度の庁舎整備基本構想での最重要課題である。
　立地場所の選定如何で新庁舎の建物の構想はもちろんのこと、現庁舎の周辺にあ
る他の諸施設の今後のあり様に大きく影響を与える。
　日々の市民サービスの利便性も重要であるが、地震、津波、液状化等の災害時
に、災害対策本部としての役割、被災者の一時避難所等に十分に機能しなければな
らない。
　『市民のための庁舎』であるとの観点で評価すれば、利用する市民にとって限り
なく公正・公平・平等であることが望ましい。

　　『地方自治法　第4条　第2項（抜粋）・・・他の官公署との関係等について適
当な考慮を払わなければならない。』は3.11の東日本大震災を経験する以前は理解
でき

　新庁舎候補地については、提出された意見の９に対
する市の考えのとおりです。
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意見と回答　２　
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たが、木更津消防署、木更津総合福祉会館、木更津市水運用総合センター、木更津
市民会館、木更津市民体育館、をはじめとする諸施設、及び県の合同庁舎等が現庁
舎のある潮見地区に集中しているが、それぞれ築後40年超であること、更に地震・
津波・液状化等の問題を抱えており、今後移転する可能性を考慮すればその条文に
固執することは懸命な判断とは思えない。
　先ずは、将来拡張性のある広大な敷地に新庁舎を核として建設し、後に他の施設
を移設、誘致する方が現実的である。
　本来、立地場所は市民から自薦、他薦を含め、公募すべきである。

（2）敷地候補地の立地条件
　現市庁舎の敷地面積は23,491.83㎡であるが、新庁舎を高層階、あるいは低層階
にするか、今後50年、60年の長期スパンにおける人口動向、市職員数、近隣市との
合併動向等を考慮して敷地面積規模を決定する必要がある。
　長期スパンで検証した場合、不確定要素が非常に多く含まれるので、10年、20
年、30年・・・と10年スパンで予想される状況を想定し、その必要性に鑑み、敷地
の拡張性がフレキシブルである候補地の選択をすべきである。

　事務局の提案では、市内全域に渡り5箇所の候補地が提起されているが、候補地
選定の経緯と根拠、及び具体的場所（地番等）が明記されていないので検討に際し
資料不足であることは否めない。
　また、木更津市庁舎整備検討委員会の委員が、5箇所の候補地全ての現地確認を
しないまま、候補地の決定を現庁舎敷地に決定したとなれば、委員の方々の資質と
その責任が問われることになる。
　「他の施設との連携」に関しては、先に述べた論拠を考慮すべきである。
　また、用地取得の費用については、現庁舎敷地を売却し、その1／2以下の単価の
用地を2倍以上の面積を取得することも一考に値する。
　更に、近隣市との合併を考慮すると、4市の人口は約33万人であり、現在の本市
人口約13万人の2.5倍強であり、『敷地の拡張性』は絶対条件となる。
　総建設費70億円を費やしても、60年後の建物価値は限りなく0に低減する。
　
　しかし、土地取得に投下する10億円、20億円は60年後、その価値は数倍に増大す
るか、少なくとも現在価値を下回ることはない。

　※私的見解であるが、市街地の大部分が視界に入り、東京、神奈川、東京湾が一
望でき、且つ、市街地に隣接した平坦な高台が理想的である。
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5．新庁舎等の規模及び概算事業費
（1）規模面積の算定の基本及びその結果
　現況、他市事例等を参考に算出された規模、面積は概ね妥当と思われる。
　しかしながら、将来の増築を否定するものであってはならない。
　また、公的建物であり、その使用目的等の制限があると思われるが、市民サービ
スに有益な商業的スペースを積極的に設け、賃貸収入を計るべきである。

　庁舎の運用、維持管理につきましては民間業者の参
入を含めて詳細を次のステップである庁舎整備基本計
画を策定する中で検討してまいります。

22

23

24

（2）建築計画
　本市は緑豊な自然環境に恵まれており、更に、地価は対岸の都市部と比較する
と、桁違いに低廉である。その様な地域特性を十分に活かした建築計画が望まし
い。
　対岸の東京、神奈川の都市部の高層階の建物を模倣するのではなく、地域の特性
を活かし、耐震性、メンテナンス性の優れた2階建て、ないし3階建ての低層階の建
物が理想的である。
　一例を述べると、理想的建物は、2，000㎡程度の樹木の生い茂る林を中庭に配
し、形状は五角形、六角形、ないし八角形の形状、躯体構造はRC造ないしS造と
し、内外装の仕上げには国策として推奨している国産木材を豊富に使用し、大自然
と調和したユニークで、機能性、耐久性に富んだ話題性のある庁舎を推奨する。

　今後5年～10年以内には木更津消防署、木更津市民会館、木更津市民体育館、木
更津市総合福祉会館、あけぼの園、市民総合運動場、市民公園等の施設を一団の敷
地内に移設、新設し、災害時の一時避難所として、人口の5％程度の市民が安全
に、安心して一時避難できる環境を整備すべきである。

　この様に、主要な施設の集合体エリアには約1,500台～の駐車場スペースが必要
になる。先にも記述しましたが、屋根付き駐車場とし、2メガ程度のソーラー発電
システムを屋根に設置し、各施設の電力に、災害時の非常用電力に、または、売電
により年間8,000万円、20年間で16億円の売電収入が可能となる。

　建築計画及び自然エネルギー利用の詳細につきまし
ては、次のステップである庁舎整備基本計画の中で、
検討してまいります。
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〔補足事項〕
　前段にて再三述べたが、本市のみならず首都圏で大震災、大災害が発生した場合
東京、神奈川の被災者の一時避難所としての役割も非常に重要である。
　先の3.11大震災における被災者の受入れに際し、本県をはじめ各自治体が積極的
に対応した。
　庁舎周辺にさまざまな諸施設を配置する考えの原点は、庁舎を災害対策本部とし
て、備蓄倉庫からの速やかな物資の提供、電力、水、トイレ等諸設備の確保であ
る。
　屋内避難所としては市民体育館、市民ホール、多目的棟、屋外避難所としては総
合運動場、市民公園、更に車中避難所として屋根付き駐車場1,500台以上により一
定の区域に7,000～10,000人の受入れが可能である。

　木更津市として40年に一度の大事業であるから、全国の自治体のモデルケースに
なるような新庁舎を企画し、マスメディアを通して『木更津市の街づくり』を全国
に発信する好機である。

　庁舎整備につきましては、防災拠点の機能が十分果
たせる庁舎とすることを考えております。
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※木更津市庁舎整備検討委員会について
　本委員会は公開で行われており、傍聴も可能であったが、傍聴者の質問を一切排
除した手法は残念であった。
　委員会は、委員長、副委員長を除けば一般委員は8名であり、委員の員数が非常
に少ない。
　なかでも有識者、または本件に関し一定の見識をお持ちの方は数名ではないかと
感じざるを得ないほど低調な発言内容、発言回数であった。
　委員会委員は毎回1回以上発言することが義務付けられているにも拘らず、発言
が無い委員がいたことは、その委員は無論のこと、人選にした執行部にも責任の一
端はあると感じた。
　委員会は昨年9月から、計4回開催され、延べ8時間であった。
　1回2時間の所定時間の内、事務局の説明時間が過半を占め、委員の発言時間は平
均5分足らずで、深く議論を交わすには時間不足であったことは否めない。
　結果、事務局の提案を追認するかのような委員会運営の印象であった。
　因みに、市川市の場合は庁舎整備基本構想策定委員会を既に昨年5月から9回開催
している。
　『木更津を愛する』市民のひとりとして、本市の庁舎整備検討委員会を傍聴した
感想は失望の極みであった。
　委員の皆様には、本件の答申に際し、20年後、40年後、60年後の後世の孫子のた
めに、本市のあるべき未来像に思いを馳せ、今一度熟慮の上、答申いただけます様
お願い申し上げます。

　本委員会委員の皆様には、ご不快な気持ちにさせた事が多々あったと存じます。
　深くお詫び申し上げます。

　附属機関の「木更津市庁舎整備検討委員会」では、
市民の代表者の立場で庁舎整備基本構想及び庁舎整備
基本計画の策定について調査、審議を行っていただく
ことになっております。
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