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第５回 宮崎市庁舎整備に関する市民懇話会 議事概要

日 時：平成３１年１月１７日（木）１０時００分～１２時０２分

場 所：宮崎市民プラザ４階「ギャラリー」

参加者：委員２１名（欠席４名）

宮崎市 庁舎管理課長、庁舎管理課職員

委託業者 ランドブレイン株式会社（以下「ＬＢ」） ３名

【 開 会】

１ 委員長あいさつ

・前回までの計４回の会議は、夜間の開催であったが、今回から日中の開催ということで、

また新鮮な気分で会議を迎えている。

・懇話会ではすでに満場一致で「更なる長寿命化」ではなく「建替え」という方向性が決

まっているが、前回はワークショップ形式で、「建替える場合の本庁舎の場所」をテーマ

に議論を行なったところである。

・「場所」については、委員の皆様だけでなく、市民の皆様の関心も高い内容であることか

ら、会議においても様々なご意見やアイデアをいただいた。

・「現地」建替えか、「非現地」建替えかについては、非常に難しい判断になるのではない

かと考えられることから、市の方では、懇話会の様々なご意見等を、判断指標として活

用していただきたい。

・この懇話会も、本日と２月２２日の後２回の予定となっており、今回から、市長に対し

て懇話会の結果を報告するための「報告書」の取りまとめ作業も行っていく事になって

いるので、委員の皆様においてはご協力をよろしくお願いしたい。

【 議 事】

２ 第４回のワークショップの結果共有について・・・【資料１】

（ＬＢ）

・前回は、市庁舎の大きな方向性と市庁舎の新たな活用方法の２点についてご議論いただ

いた。

・市庁舎の大きな方向性としては、どこに建替えるのかといった場所についての議論を中

心に行っていただいた。

・市庁舎の新たな活用方法としては、第２回のワークショップでもご議論いただいたが、

どのような導入機能が必要なのか、どのように活用したいのかといった事について、皆

様からアイデアをいただいたところである。

・先程、委員長がご挨拶されたとおり、「更なる長寿命化」では現状の課題解決が難しいこ
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と等から「建替え」の方向性でまとまり、第４回目の議論をしていただいた。

・場所の議論では現地以外に敷地選定をする場合には、どのような場所が良いのかといっ

たご議論をいただき、６箇所の案をいただいたところである。

・次に、現地と非現地に対する意見の取りまとめとして、それぞれの良いところと気にな

るところについてご意見を出していただいたところである。

・例えば、現地の良いところとしては、施設の立地がよい、施設のコストが安い、周辺の

まちづくりと連携が可能といったご意見があった。

・現地の気になるところとしては、防災上の不安、敷地形状が活用しにくい、アクセスが

悪い、工事が長期化するといったことであった。

・非現地についてはそれぞれ敷地の現状が異なるため、あくまで想像ということになるが、

良いところとしては、せっかく建替えるのであれば利便性の向上に期待したいし、周辺

環境の向上に期待したい、なるべく財政コストをかけない建替えに期待したいといった

ご意見をいただいた。

・次に、市庁舎への導入が望ましい機能のとりまとめとして、第２回の会議においてこん

な市庁舎になったら良いというご議論をいただいたところであるが、第４回では具体的

に必要な機能はどのようなものであるかというアイデアをいただいた。

・皆様のアイデアを表にまとめているが、大きな部分でいうと整備の基本方針として、１

点目が市民の使いやすいという事が望ましいというご意見があった。

・また、２点目が実際に働く職員が働きやすいということ、３点目が今後の災害を考えて

防災機能を備えて欲しい、４点目がまちのシンボルとしての市庁舎であって欲しい、５

点目が環境へ配慮して整備して欲しい、６点目は情報発信拠点として整備して欲しい、

７点目は収益を生む等、稼ぐことができる庁舎であって欲しいという７項目の方針を示

していただいたところである。

・整備に関する基本方針の他には、オープンな空間や明るい空間が欲しいといった空間コ

ンセプトに関するご意見をいただいたところである。

３ 建替える場合の本庁舎のボリュームイメージについて・・・【資料２】、【資料３】

（庁舎管理課長）

・まず、私の方で簡単に経緯等を説明したい。建替える場合の図面について、昨年度の報告書

においてイメージ図として作成し、会議の中でも何度かご説明しているところである。

・前回のワークショップにおいては、現地の建替えの場合には、２棟～３棟での新庁舎建設で

あり、現状の分散化による不便さの課題が、あまり解消されないのではないかというご意見

等があった。

・また、昨年１２月に開催された市議会においても、議員から一棟案での検討が必要ではない

かとの一般質問があり、今回ランドブレインさんに検討を行っていただいたところである。

（ＬＢ）

・資料２と資料３を使用し説明するが、先に資料３をご覧いただきたい。
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・表には４つの整備パターンを記載しているが、昨年度の市の検討した報告書において、

いくつかの整備パターンを作成しているが、Ｂ－２（例）、Ｃ－２（例）を昨年度の検討

の例として記載しているところである。

・Ｂ－４とＢ－５が現地建替えを行う場合の一棟案として新たに作成した図面であり、昨

年度の案と比較するために表としてまとめている。

・それでは、資料２に戻っていただきたい。１ページ目がＢ－４のパターンについて、具

体的に配置図、平面図、ボリュームイメージ、概算事業費、スケジュールを記載してい

る。

・２ページ目がＢ－５の図面であるが、Ｂ－４とＢ－５の違いに関しては、Ｂ－４は本庁

舎の建設場所を市民プラザの南側、大淀川沿いに配置し、立体駐車場を現在の第二庁舎

側に配置するパターンである。

・Ｂ－５は、現在の第二庁舎側に本庁舎を配置し、現在の本庁舎側に立体駐車場を配置す

るパターンである。

・それぞれ現実可能なプランを検討するために、空港が近いという事で航空法のしばりが

あることや、都市計画法上においても現在の制約で考えうる最大限のパターンで作成し

ている。

・Ｂ－４のボリュームイメージ図を見ていただくと分かりやすいが、大淀川沿いに配置す

る本庁舎について、黄色いボリューム図を立ち上げている。

・階層は１２～１３階の本庁舎が建設されるイメージで考えている。

・青いボリューム部分が立体駐車場であるが、大体１６ｍぐらいとして、約５５０台の駐

車が可能と考えている。

・先程、１２～１３階と申しあげたが、これは現在分散している庁舎を、一棟の建物に入

れる場合、最大限の面積を確保するとこれぐらいのボリュームイメージが立ち上がるだ

ろうという事である。

・次のＢ－５は現在の第二庁舎側に本庁舎を建設するパターンであるが、同様にボリュー

ムイメージを見ていただきたい。

・こちらは１１～１２階層ぐらいの高さになる。Ｂ－４よりも建設のために使用できる敷

地が若干広いため、Ｂ－４よりもボリュームを下げたイメージとなる。立体駐車場はＢ

－４と同じ１６ｍの高さとなる。

・今回新たに作成したＢ－４とＢ－５に、昨年度に検討したパターンと比較してどのよう

に変わってくるかというものを、資料３の比較表にお示ししているので、再度ご覧いた

だきたい。

・資料３の赤字で表記している内容がポイントとなる部分であるが、整備期間、概算事業

費、メリット・デメリットを中心に説明する。

・整備期間では、一棟案のＢ－４とＢ－５では約６．２年かかることになる。昨年度検討

したＢ－２では約８．５年、非現地建替えのＣ－２では約４年の期間を要することにな

る。

・次に概算事業費については、直接建設費と土地購入費で積算しているが、Ｂ－４では約

２４３億円、Ｂ－５では約２３３億円、Ｂ－２が約２３６億円～約２６２億円、Ｃ－２
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が約２５１～２７５億円となったところである。

・単純に金額だけを見ると、非現地のＣ－２案が最も金額が高くなり、現地一棟案のＢ－

５が最も金額が低くなる。

・現地建替えの場合は土地購入費は不要であるため直接建設費のみで積算しているが、非

現地Ｃ－２については、建替える場所にもよるが土地購入費が発生してくることになる

ため、約２３億円を直接建設費にプラスしている。

・また、Ｃ－２の場合で民有地を購入した場合には別途、補償費用が必要になるため記載

した概算事業費よりも高くなる可能性もある。

・次にそれぞれのメリット・デメリットについてであるが、Ｂ－４のメリットとしては集

約化により分散化を解消することが可能である。また、市民プラザ側の方が若干土地が

低くなっていることから、現地建替えのプランの中で最も浸水の可能性が低いプランと

なり、防災上の観点からもメリットがある。

・Ｂ－４のデメリットとしては、１２，０００㎡の仮設庁舎を別敷地に整備する必要があ

ることがある。

・Ｂ－５のメリットとしては一棟案であるためＢ－４と同じように集約化により分散化の

解消が可能であることである。

・Ｂ－５のデメリットとしてはこちらも仮設庁舎が別敷地に必要となる点が挙げられる。

・Ｂ－２のメリットとしては、駐車場等の空地を利用して順次建設していくため、仮設庁

舎が不要な点である。この点がＢ－４，Ｂ－５と違ってくる部分である。

・一方、Ｂ－２のデメリットに関しては、工事期間が長くなるため市民への影響が大きい

点がある。勿論、職員の業務にも多少影響は出てくることになる。

・また分棟方式のため、窓口のワンストップ化が一棟案より劣る点がある。何を持ってワ

ンストップ化という事もあるが、窓口が分散してくる可能性もある。

・最後に非現地のＣ－２に関するメリットとしては、こちらもＢ－４とＢ－５と同様、集

約化により分散化の解消が可能であるということ。また、最も建替え期間が短いため業

務や市民への影響を抑えることができる。

・一方、デメリットとしては土地購入にかかる補償が必要であり、想定以上の費用や時間

が必要になる可能性が考えられる。

（委員長）

・説明は以上である。ご意見、ご質問があればお願いしたい。

【質疑応答】

（委員）

・お願いしたいことがある。資料３の比較表の文字に書いてあることは理解できるが、Ｂ

の３つを同じように比較検討ができない。

・Ｂ－４とＢ－５については資料２でボリュームイメージが表示されているが、Ｂ－２も

ボリュームイメージを表現すると、松橋駐車場に立体駐車場を配置しているが、庁舎Ｃ
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の位置に立体駐車場を入れるなどの検討もできるのではないか。

・Ｂ－２がワンストップという面では一棟案より劣るとしても、全く別の敷地にある訳で

はなく、そこまで距離はないと思う。

・ブリッジで庁舎間がつながると、その場所が市民の憩いの場とすることもできると思う

ので、ボリュームイメージを示していただいた方が、我々は比較がしやすい。

（事務局）

・昨年度のＢ－１～Ｂ－３は複数棟で建替えるということで検討した。複数棟の場合、ど

こにどの課を持っていくのかの検討が必要となってくる。そのため、今年度中にボリュ

ームイメージを示すことが難しいため、この比較表で検討していただけないかと考えて

いる。

（委員）

・そうした事情は十分理解できるが、とても大事なことだと思う。詳細は無理とは思うの

で、ある程度想定できる範囲でボリュームイメージを示していただけると、景観面や、

近隣への影響なども比較できるのではないか。

・これから何十年も先の宮崎のことを考えることになるので、懇話会で案を絞り込んでい

くにしても、多少実際とは異なるボリュームイメージになると思うが、このままでは比

較をしにくいのではないか。

（ＬＢ）

・仮のボリューム感は出したいと思う。

・Ｂ－２の庁舎Ｃの位置は、現在駐車場で空地なので、第一期に庁舎を建設するというロ

ーリングを考えている。そのため立体駐車場が庁舎に近くなるというのは難しい。

・また、庁舎Ｃも現在の第二庁舎程度の面積を確保したいと考えると、ペンシルビルのよ

うな形になる。

（委員）

・そのためにも、Ｂ－２等もＢ－４、Ｂ－５と同じようにを示してもらわないと私たちに

は比較しにくいと思うので、ボリュームイメージの作成をぜひお願いしたい。

（委員長）

・次回への宿題ということでよろしくお願いしたい。

・Ｂ－４、Ｂ－５のデメリットで仮設庁舎を別敷地に建てる必要があるということだが、

周南市庁舎は、閉店した百貨店を賃貸し活用することで、仮設庁舎を建設せず、中心市

街地活性化につながるような取り組みを行った。

・いろんな選択肢ができると思うので、できるだけコストをかけずにできる検討も必要で

あることを入れて欲しい。
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（委員）

・例えば家を建てるときに、部屋割りを考える。集中型の場合はできるが、分棟型ではボ

リュームを検討できないということだが、市役所の業務をどのようにするのか分かって

はじめてできるのではないのか。

・１階に何をおいて２階をどうしてというのがあってから決めていかないと、コスト面だ

けの比較になってしまう。ワンストップはそれほど簡単ではなくて、単純に一階に集め

ればいいというものではない。

（事務局）

・仮に、建替えという方針が決まれば、平成３３年度～３４年度にかけて基本構想を策定

するため、そこで基本的な各課の配置を検討する予定としている。

・懇話会では大きな方向性の検討をお願いしているところであるが、具体的な庁舎規模の

検討は、今後市の方でも行っていく必要があると考えている。

（委員）

・今後の検討では、今のメンバーはいない時期での検討になる。資料３などの資料を出し

てしまうと、これをたたき台にして話を進められてしまうのではないかということが気

になっている。

・それであれば、資料３などを出さずに、大きな方向性だけ示すだけでも良いのではない

かと思う。

（委員長）

・この比較表ありきで基本構想等を策定するのではなく、あくまで今年度のこの懇話会で

の参考資料として、この比較表は作成されたものであって、それを基に議論をして方向

性を出したということでよいか。

（委員）

・それで良い。

（委員）

・懇話会でどこまで結論を出すのか、はっきりして欲しい。いろいろ案が出ているが、ど

れがいいというある程度の結果を出すべきではないか。

・パターンがはっきりしていればこの先の議論も進みやすいが、そうでないと今後、会

議をしてもいつも同じ話をすることになるのではないか。

・個人的にはＢ－５がいいのではないかと思う。この案では仮設庁舎への移転も大がかり

ではないと思う。

（委員長）

・おっしゃる通り、懇話会の案として方向性が示せればよいと思う。
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（委員）

・今のご意見はもっともだと思う。ただし、懇話会として一つに絞るのは難しいと思うが、

いくつかのパターンの中でこれがいいのではないかと示せればと思う。

・そのためにお願いしたいのは、Ｂ－２のボリュームイメージの他、Ｂ－１とＢ－３も含

めて、できれば橘通り沿いなど複数の視点からボリュームイメージを示すなど、いくつ

かの方向から視覚化してもらえないか。その方が、何らかの方向性を示すのに議論しや

すいと思う。

（ＬＢ）

・時間と技術面から検討させてほしい。

（委員）

・懇話会でどこまで方向性を示すのかは重要だと思う。私たちが全会一致で決めたのは、

長寿命化はないということだけである。

・その上で、懇話会として、現地か非現地か、あるいは整備プランの中で、この案が良い

のではないかという方向性を出すには、ハード的なことだけでなく、ソフト的な行政の

あり方、体制、まちづくりも含めて考えないといけないが、そこまではこの懇話会では

整理されていないのではないかと思う。

・その上で、どこまで方向性を出すのかは、懇話会メンバーで意思統一が必要ではないか

と思う。

・個人的には、長寿命化を案から削除して、現地または非現地とすることができたので、

この懇話会としては十分に役割を果たしたのではないかと思う。

（委員）

・概算事業費には、非現地のＣ－２は土地購入費が入っているが、現地は建設費のみなの

でフェアではないのではないか。仮設庁舎のこともあるので、その用地費用等の表記が

いるのではないか。

（事務局）

・Ｂ－４とＢ－５に関しては、仮設庁舎をどの場所に設けるのか検討していない。市の敷

地であれば費用は不要となる。街中であれば借りたりする必要があるが、賃借料の算出

は難しい。

・しかし賃借料が必要な場合もあるのので、金額ではなく表現としてそういった記述も入

れることを検討したい。

（事務局）

・今後のスケジュールは、懇話会の報告を受けて平成３１年度、３２年度に市として「更

なる長寿命化」か「建替え」かの判断をする。仮に建替えの場合は平成３３年度、３４
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年度に基本構想、その後、基本計画となるので、その際は改めて別途、懇話会といった

組織を立ち上げたいと考えている。

（委員長）

・この懇話会としては、建替えの方向性は満場一致で示せている。現地なのか、非現地な

のかという方向性は、先程の皆様の意見を聞いていると、本日この場では出しにくい。

そのため、次回以降考えさせてほしいがいかがか。

（委員）

・市の中心部の容積率の見直しを以前からお願いしている。できればそこも検討してもら

って、容積率を上げて欲しい。

（委員長）

・中心市街地の活性化とリンクした話ではある。ご意見として市に伝えたい。

（委員）

・確認するが、現地か非現地かの方向性を示すような委員長の発言があったが、意味とし

ては、ボリュームイメージ等の整備プランの方向性を判断していくということか。

（委員長）

・懇話会としては、何らかの方向性を示した方が良いのではないかと思う。

４ 市庁舎のあり方の体系図について（将来像、基本方針）・・・【資料４】

（ＬＢ）

・「市民懇話会における市庁舎のあり方体系（案）」ということで、第２回、第４回とワー

クショップにおいてご議論いただいたご意見、アイデアを体系化している。

・体系の見方としては、左側に将来像を記載しており、その将来像を受けて整備の基本方

針を記載している。

・基本方針は、ＡからＧまでの７項目で構成している。また、その基本方針について、ど

のような機能があった方が良いのかということで、具体的な機能を記載している。

・また、市庁舎整備を進めていく上で重要な視点になるという事で、基本方針を３つの大

きなくくりでまとめている。

・１つ目は、まずは庁舎を使い、働く「人」という視点を持って整備を進めていくべきと

いうこと。２つ目は、やはり南海トラフ巨大地震が予測されていることから、安心・安

全に使える「庁舎」として整備する必要があるのではないかという視点。

・３つ目は、厳しい財政状況という事も踏まえて、健全な行財政運営に向けた「コスト」

の視点を持って整備する必要がある。

・以上の３つの大きな視点、「人」、「庁舎」、「コスト」といった整備の基本方針を踏まえて、
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その右側に将来像として、「誰もが使いやすく、市民の安心・安全を守り、市民のシンボ

ルとなる庁舎」ということで、案として記載している。

・次に、整備の基本方針の大項目、「人」に関して、２つの基本方針に分けている。

・まず、「○Ａ市民の使いやすさを重視した庁舎」としているが、第２回で庁舎見学会をして

いただいた際に、庁舎の分散化等の現状を見ていただいたところであり、その事も踏ま

え、庁舎を訪れた市民が迷うことなく簡単に用事を済ますことができるように、分かり

やすい部署等の配置が必要であると考えている。

・また、市民の使いやすさを重視した庁舎を検討していく必要があるのではないかという

ことで記載をしている。

・○Ａの基本的な機能として５項目を記載しているが、例えば「③市民の居場所になりうる

多世代交流の場づくり」ということで、市民の憩いスペースを設置したらどうかという

ことを具体的なイメージとして記載している。

・次に「○Ｂ職員の働きやすさに配慮した庁舎」ということで、現在は庁舎の狭隘化が進ん

でおり、職員が狭いスペースで働いているということもあるため、ゆとりあるスペース

や各課が連携しやすい空間づくりを行うなど、働きやすい庁舎を検討していく必要があ

るということ。

・また、ＩＴ、ＩｏＴ等の新たな技術革新に対応したワークスタイルを実現できる庁舎を

検討することとしたところである。

・○Ｂの基本的な機能として、例えば「②各課連携のしやすい空間づくり」として、各課配

置や、共有の会議室、オープンな空間づくり等のイメージ例を記載している。

・次に、整備の基本方針の大項目、「庁舎」に関して、４つの基本方針に分けている。

・まず、「○Ｃ市民の安心・安全を守る防災機能が備わった庁舎」として、現在の本庁舎には

災害対策本部室があるが、今後、南海トラフ巨大地震が予測される中、災害発生時に市

民の安心・安全な暮らしをサポートすることができるよう、防災機能が備わった庁舎の

機能の検討が必要としている。

・基本的な機能としては「②災害時の防災拠点となる庁舎」について、具体的には情報発

信機能や災害ボランティア拠点、データのバックアップが取れている等である。

・次に、「○Ｄ市民が誇ることのできるまちのシンボルとしての庁舎」としている。第４回目

の会議で、市の方からの説明では、現在の本庁舎は４代目として整備されているが、建

設当時の市長が完成時に「市のヘソができた」と語ったとのことであったが、新たに５

代目となる庁舎についても、そういった精神を引き継ぎ、市の中核となる施設であり、

長年にわたって市民が活用していくため、市民に愛され、誇ることができる庁舎として

検討が必要であるとしている。

・基本的な機能として、例えば「①シンボルとなる外観デザインの導入」としているが、

懇話会の中でも宮崎らしさとはどんなものかというアイデアをいただいたところである

が、具体的には、宮崎らしさ、南国らしさ、大淀川の景観に配慮したもの等のイメージ

を持って、整備していくことを検討するとしている。

・次に、「○Ｅ環境へ配慮した庁舎」として、自然豊かな宮崎市の市庁舎として、地球温暖化

の防止など、環境負荷の低減に寄与することができる庁舎を検討するとしている。
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・基本的な機能として「①再生可能エネルギーの導入」について、例えば太陽光発電、自

家発電などを、新庁舎に導入していくことを検討していく必要があるのではないかとい

うことで、記載している。

・次に「○Ｆ市民や観光客が分かりやすい情報を受け取ることができる庁舎」として、これ

からの時期はキャンプを見に来る観光客も多いでしょうし、外国人の観光客も増加して

いくことも予想されるため、市民に対する情報発信はもちろん、観光客等が宮崎市の観

光情報等を得ることができる庁舎を検討するとしたところである。

・基本的な機能としては、例えば「②観光客が情報を得ることができる観光案内スペース

の導入」として、具体的には観光情報の集約化、観光案内窓口、コンシュルジュ等をイ

メージ例で記載している。

・最後に、健全な行財政運営に向けた「コスト」ということで、「○Ｇより利便性の高い機能

導入による収益性の高い庁舎」として、民間活力を導入し財政負担を軽減できる庁舎を

位置付けている。

・基本的な機能として、例えば「②民間テナントの誘致」として、ブックカフェやレスト

ラン、コンビニ等をイメージ例に上げさせていただいた。

（委員長）

・説明は以上である。ご意見、ご質問があればお願いしたい。

【質疑応答】

（委員）

・一つ目、ＬＢさんはいろんな自治体で庁舎の建替等の検討をしていると思うが、この体

系図で、何か足りないものがあるか。また、宮崎市らしい特徴があれば教えて欲しい。

・二つ目、基本方針はブレインストーミングのようにして意見を出したものを表現してい

るだけなので、この内容が一人歩きしては困る。

・費用対効果等を勘案しながら、検討を進める中で選択していくという表現をどこかに加

えて欲しい。

（事務局）

・二つ目の質問を先に回答する。懇話会の内容が一人歩きしては困るという事であるが、

後程、報告書の素案で説明するが、この体系図等はワークショップ等で検討した結果を

まとめたものであるというように、表現を加えたい。

（ＬＢ）

・委員の皆様のアイデアを最大限盛り込んで体系化したが、他都市と比較して足りないも

のはないと思っている。むしろどこを重点的に整備していくのかいった優先順位を考え

て検討していく必要があるのではないかなと考えている。

・宮崎市らしさに関しては、基本方針「○Ｃ防災機能が備わった庁舎」であり、南海トラフ
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巨大地震等が予測されるので、防災面に特徴があると考えている。

（委員長）

・ワークショップ結果をとりまとめた体系図であり、今後は優先順位を考えていくという

作業も大事だと思う。

・そして、宮崎市らしさは防災機能が大事だということであった。

（委員）

・将来像の「誰もが」という表現はどうやって決めたのか教えて欲しい。

（事務局）

・「誰もが」というフレーズはワークショップで出たわけではない。基本方針の○Ａ「市民」

の使いやすさ、○Ｂ「職員」の働きやすさという意見が出ていたので、総称して「誰もが」

と表現したところである。

（委員）

・第１回の会議でも意見が出たが、庁舎を整備する際の財源について、具体的な財源確保

をどのように考えているのか、概略だけでも教えて欲しい。

（事務局）

・仮に建替えという判断となれば、約２百数十億円の事業費が必要となるが、財源に関し

ては、起債という借金がベースとなる。しかし、起債は総事業費の７５％までしか借り

れない。残り２５％は基金、いわゆる貯金と一般財源の繰入れで賄う必要がある。

・そのため、１０年間で約６０数億円を積み立て、貯金しなくてはいけない。

（委員）

・今の話では単純に年間６億円の積み立てが必要となるが、今年度は年間３億円だと以前

説明があった。また、事業費の７５％は借金をしていかないといけないという事である。

・個人的に一番重要と考えるのは、防災とコストだと思っている。

・コスト面について、市がどのように支払っていくのかということが、今の説明ではわか

りにくい。毎年、市の負担がどれぐらいになっていくのかという事は、しっかりとシミ

ュレーションしていただきたい。

・建設費以外にも備品とか、いろいろな費用を入れるともっと経費が膨らむと思うので、

そこをもっとお聞きしたいところではある。

（事務局）

・ただ今のご質問については、検討させていただきたい。
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５ 市民懇話会の検討結果報告書の素案について・・・【資料５】、【資料６】

（事務局）

・懇話会の検討報告書については、次回の第６回を経て市長に提出いただきたいと考えて

おり、その素案についてご説明させていただく。

・まず【資料５】をご覧いただきたい。報告書の基本フレームである。「はじめに」は委員

長のごあいさつを記載いただき、「第１章」は市民懇話会の開催状況として第１回～第６

回の開催プログラムを記載したいと考えている。

・「第２章」は現状の市庁舎の課題についてということで、市民懇話会の視点としての報告

書であるため、市から現状の老朽化等の説明を受けたことや、市庁舎見学会を行って、

課題について情報共有を行った旨、記載している。

・「第３章」から懇話会の考え方を記載しているが、まず（１）の「更なる長寿命化」か「庁

舎の建替え」かという大きな方向性については、先程から皆様からのご意見があったと

おり、建替えが望ましいという意見で一致されているということで、その内容を記載さ

せていただきたい。

・庁舎の建替え場所については、本日の会議の結果によって記載内容が変わってくると思

うが、ワークショップなどで現地、非現地について皆様から様々なご意見をいただいた

ことから、良いところ、気になるところを列記しているところである。

・（３）の「庁舎の建替え」の建設イメージ図については、本日お示ししたボリュームイメ

ージ等であるが、先程、宿題をいただいたところであるので、記載内容が変更になると

考えている。

・（４）のその他の意見について、様々なご意見をいただいているのでここに記載している。

・「第４章」は今後の市庁舎のあり方についてという事で、先程説明した庁舎のあり方体系

図をまとめた部分を記載している。

・「第５章」が最後のまとめとして、今後に向けての検討課題や、懇話会からの要望事項等

を記載している。

・それでは、具体的な記載内容について、【資料６】の報告書の素案で説明する。

・まず、目次をご覧いただきたいが、報告書は本編と資料編に分けており、本編が大体１

５ページ程になる。資料編には、会議中に使用した資料で報告書の内容に関連するもの

を掲載したいと考えといる。

・１ページが、「第１章 市民懇話会の開催状況」、２～３ページが「第２章 現状の市庁

舎の課題について」記載しており、内容は先程説明したとおりであるので、割愛するが

何かご意見があれば教えていただきたい。

・「第３章 本庁舎の大きな方向性」として、ページ中段に「（１）「更なる長寿命化」か「庁

舎の建替え」について」は、建替えが望ましいとの結論に至った旨、記載している。ご

意見があれば伺いたい。

・５ページの「（２）「庁舎の建替え」の場合の「場所」について」は、まず本庁舎がどこ

にあるべきなのかというエリアについて、都市計画マスタープラン等の関連計画と整合

を図ることが重要であるため、「中核拠点」が望ましいとの内容を記載している。
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・また、場所について市の方では現時点で、具体的な候補地を持ち合わせていないため、

懇話会としては、現地、非現地について１つの意見にまとめるのではなく、できるだけ

多くの意見を出すことにしたという内容にしており、ご意見を伺いたい。

・また、現地、非現地のそれぞれの良いところ、気になるところについてワークショップ

通信 Vol．３にもまとめさせていただいたが、その記述内容を全て書いているところであ
る。

・次に、８～９ページをご覧いただきたい。本日のボリュームイメージ等の図面関係を含

めて建設イメージ図を掲載しているが、図面の追加のご要望等もございましたので、そ

れに合せて次回記載内容を変更したいと考えている。

・１０ページが、「（４）「庁舎の建替え」に関するその他の意見について」ということで、

前述以外の内容を記載している。

・「①一極集中と分庁方式について」は、各部局を本庁舎に集約させて欲しいというご意見

があった一方で、災害のリスク軽減等を勘案して分庁方式も検討した方が良いのではな

いかといったご意見もあったことから記載している。

・「②時代に合せた庁舎規模、機能について」ということで、ソフト面の話につながってく

るが、今後の人口減少や AI 等の技術革新により、職員数の減少や旧町の総合支所の活用

なども含めて、庁舎規模を検討しなければいけないのではないかといった内容にしてい

る。

・「③財源の確保」については、本日のご意見を書き足すことになるかと考えているが、公

立公民館の建替えや老朽化した学校施設の整備等もあり、積立金が確保できるのかとい

ったご意見を記載している。

・次に、１１ページが「第４章 今後の市庁舎のあり方について」であるが、まず情報共

有として、市総合計画の人口減少や、都市計画マスタープランの多拠点ネットワーク型

コンパクトシティの説明を第２回で行ったため、その内容を抜粋している。

・次に１２～１３ページが市庁舎のあり方体系図のまとめた内容を記載している。

・本編の最後が１４ページ「第５章 今後に向けての課題等について」、本日は何も記載し

ていないが、５回目までの意見等を踏まえて記載したいと考えている。

・１５ページからが資料編であるが、１９ページと２０ページをご覧いただきたい。市庁

舎整備比較表であるが、本日の【資料３】では昨年度の報告書のパターンはＢ－２とＣ

－２を例として比較したところであるが、こちらの資料編では全てのパターンを記載し

ているところである。

（委員長）

・説明は以上である。ご意見、ご質問があればお願いしたい。

【質疑応答】

（委員）

・市庁舎のあり方体系図について、「将来像、基本方針」などは、言葉が非常に強いという
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印象を受ける。将来像も話し合っているわけではないので、例えば「基本的機能」を「出

された意見」、それをまとめると「大項目」とするなど、言葉を弱めてもらえたらと思う。

・体系図をきれいに作れば作るほど、これが決まったような印象となり一人歩きされるの

が怖いので、全般的そうであるが表現を変更してもらえたらと思う。

（事務局）

・ただ今のご意見、将来像、整備の基本方針等の表現の仕方を検討したい。

（委員）

・庁舎のあり方体系図に、「信頼できる」という表現を入れて欲しい。災害時の拠点なる施

設なので、正しい情報を発信する機能を高めて欲しいと思う。

・また、収益性の高い庁舎を検討するということだが、個人情報が保存されている庁舎な

ので、セキュリティ化をしっかりして欲しいということもあり、「信頼」できるという言

葉が欲しい。

・「誰もが」という表現は抽象的で、恐らく不可能ではないかと思う。将来的には超高齢化

や少子化の時代となるので、「誰もが」というのはいかがかと感じた。

（委員長）

・信頼できるとか、正しい情報を速やかに出す、個人情報が漏れないようなセキュリティ

化など、大事だと思うので表現は見直して欲しい。

・将来像もユニバーサルデザインを考えているのではと思うが、南海トラフ巨大地震が発

生したときに１００％全員を助けられるかというと難しい。（案）とするなどの方法で懇

話会の合意がとれるといいのではないか。

（事務局）

・懇話会の意見は十分に取り上げたい。次回が２月２２日開催であるが、それまでに、電

話でもメールでもご意見をいただきたい。

（委員）

・庁舎の見学をした際、コースに議場も入っていた。庁舎は市民と行政だけではなく、議

会との関係もあると思う。将来的には市議会も含まれるので、市議会も市民との関係も

あるので、今後の課題などで入れてはどうかと思う。

（委員長）

・議会の話も検討して欲しい。

（委員）

・庁舎のあり方体系図の将来像のところの決め方だが、こういった文言を入れたいとかい

う意見があると思う。もう１回だけ会議があるので、そこで議論をして、「（案）」ではあ
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るけどしっかりと議論してはどうかと思うがいかがか。

（委員長）

・我々がワークショップとして出した意見を上手にまとめてくれているが、それをもう一

度議論したいということであるが、事務局はそれで良いか。

（事務局）

・次回の会議で、庁舎のあり方体系、将来像等をご議論、ご承認いただく場をつくりたい。

（委員）

・とてもきれいに整理されているが、この報告書はどのような位置づけになるのかを書き

記してはどうか。

・懇話会の提案なのですべて決定になるのではないが、位置づけ、意味づけを明記してほ

しい。この先、新たな市民懇話会ができてどう流れていくのか。１０年先の建設までど

ういう流れで進んでいくのか。第５章でふれられるのか、私たちはすごくそれが気にな

っている。

・庁舎建設に向けて、今後どのように進めていくのか、私たち市民の意見をどのように盛

り込んでいくべきなのかを記載してほしい。

（委員長）

・今回整理する内容の位置づけは非常に気になっている。報告書に位置づけということで

掲載してほしい。

（事務局）

・第５章にしっかりと記載したい。また委員長あいさつにも盛り込みたいと思う。

（委員）

・報告書がこれまでのまとめとなるが、１回～５回までの意見がよく整理されていると思

う。一番大事なのは第５章、今後に向けての部分なので、これまで議論した中で補足す

るべき意見が、あれば意見を出してほしいということだと思う。

・第５章の中をどうするか、懇話会で検討していくべきだと思う。

（委員）

・報告書素案の８ページだが、現地か非現地かということを、これまでのワークショップ

でも議論してきたが、重要なのはコストと災害対応だと考えている。

・そもそも現在の庁舎の位置が大淀川沿いでなければ非現地の話はない。

・ＬＢさんから防災面が宮崎市の特徴だという話があった。防災が今回の提案のポイント

だということを記載してほしい。

・私たちも庁舎の移転にはコストがかかるので判断できなかったということを入れて欲し
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い。

・防災の不安が大きくて、その他はそこまで問題はない。淡々と全てを記載しているが、

そのレベル差が分かるようにして欲しい。

（委員）

・コストと防災も重要であるが、必ずしもその２点だけで判断すればいいものではないと

思う。

・現地、非現地での課題は他にもあると思うので、防災が一本だというところまで懇話会

の意見が集約したとは思っていない。もちろん防災とコストは重要だと思うが、一つの

項目であると思っている。

（委員長）

・皆様いろんな意見があると思う。コスト、災害対応が重要という意見や経済、利便性な

ど、たくさん判断指標があると思うので、皆様のご意見を重視しながら様々な視点から

報告書をまとめていきたいと思う。

６ その他

（事務局）

・今後のスケジュールだが、次第に記載してあるとおり、第６回目が２月２２日（金）の

１０時からの開催予定である。場所は、宮崎市民プラザの４階「大会議室」、この部屋の

真向かいとなっている。

・この第６回目が最後の会議の予定となっており、３月中には、検討結果の報告書を、熊

野委員長、松竹副委員長から市長へ提出していただきたいと考えている。


