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第６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２月２２日（金）１０時００分～１１時００分

場 所：宮崎市民プラザ４階「大会議室」

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」） ２名

【 開 会】

１ 総務部長あいさつ

・本日が第６回目という事でいよいよ最後の懇話会の予定となっているが、委員の皆様方

においては、これまで市庁舎見学会での課題の情報共有や、ワークショップにおける各

班でのご議論等をいただき、皆様が真剣にご協議を積み重ねていただいたことを、改め

て感謝申しあげたい。

・本日皆様に確認いただく懇話会の報告書については、３月末までには熊野委員長と松竹

副委員長から市長にご提出いただきたいと考えている。

・また市としての最終方針、いわゆる本庁舎を「更なる長寿命化」するのか、または「建

替え」るのかといった大きな方向性等については、この懇話会でのご議論を十分参考に

させていただき、平成３２年度、２０２０年度までには公表したいと考えている。

・来年度については、総合支所管内などの各地域協議会等への説明会を開催する予定であ

り、更に庁内の議論も加速させていく必要があると考えている。

・今回の懇話会の最終報告書については、来年度の各地域協議会等の説明会や庁内協議の

資料として十分活用させていただきたいと考えており、更に議論を深めていきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

・最後になるが、熊野委員長、松竹副委員長をはじめ委員の皆様においては、いろいろと

ご多忙の中、懇話会にご参加いただき、真剣にご協議いただきましたことに、感謝と敬

意を表して、御挨拶とさせていただきたい。

【 議 事】

２ 第５回の結果共有について・・・【資料１】

（庁舎管理課長）

・それでは私の方から、前回、第５回の結果共有について、【資料１】の「第５回市民懇話

会等の意見・質問要旨（抜粋）」を使用して説明する。

・【資料１】は、前回の会議の際のご意見やご質問と、会議後にメール等でいただいたご意

見等を抜粋して作成したものである。
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・いただいたご意見等を受けての修正として、後程、次第３以降で具体的に回答していく

ことになるので、私の方では概略のみ説明したい。

・それでは、１ページをご覧いただきたい。ＮＯ１からＮＯ５が、現地建替え一棟案や市

庁舎整備比較表についてである。

・まずＮＯ１は、前回、現地建替えの場合のボリュームイメージ図を、一棟案である「Ｂ

－４」と「Ｂ－５」でお示ししていたところであるが、他の現地建替え案（Ｂ－１～Ｂ

－３）でも同様に作成して欲しいとのご意見であった。

・ＮＯ２では、現地建替えの一棟案の場合には、仮設庁舎を別敷地に設置する必要がある

が、閉店した百貨店を賃借し仮設庁舎とした事例もあり、できるだけコストをかけずに

できる検討もあることを記載して欲しいとの事であった。

・次にＮＯ３として、「Ｂ－４」と「Ｂ－５」は仮設庁舎が必要であるので、その用地取得

費用等の表記が必要ではないかとの事であった。

・続いて、ＮＯ４とＮＯ５であるが、懇話会としてどこまで結論を出すのかという共通し

たご意見であった。対応方針のところに記載させていただいているが、懇話会としての

再確認が必要ではないかと考えている。

・右側の対応方針をご覧いただきたい。①の「現地」か「非現地」については、前回、報

告書の素案において説明させていただいたが、市としても現段階では具体的な候補地を

持っている状況ではないので、両論併記という事で、委員の皆様から特にご異論はなか

ったかと思っている。

・しかしながら、②の整備プランについては、「現地」Ｂシリーズの中で優先順位を付ける

のか付けないのかを、懇話会としてお話していただいた方がよろしいのではないかと考

えている。

・続いて、ＮＯ６からＮＯ１１までが、市庁舎のあり方体系（案）に関するご意見等であ

る。

・続いて、２ページのＮＯ１２とＮＯ１３をご覧いただきたい。庁舎を建替える場合の「場

所」を判断していく際に、どのような基準を元に判断していくべきなのかについて、そ

れぞれご意見をいただいたところである。

・続いて、３ページをご覧いただきたい。ＮＯ１４とＮＯ１５については、財源について

のご意見である。財源については、報告書（案）のまとめの章である第５章に記載させ

ていただいたので、後程、説明したい。

・次に、ＮＯ１７とＮＯ１８であるが、懇話会の報告書の位置付けや意味付け、庁舎建設

までのスケジュールを踏まえた、市民の意見をどのように盛り込んでいくかなどのご意

見をいただいたので、こちらも第５章に考え方を追記したところである。

・最後にＮＯ１９でである。こちらは第５回の会議後にメールでいただいた内容であるが、

今年度の懇話会では、市庁舎整備の入口、方向性を協議したところであり、所掌事務、

つまり本庁舎の方向性である「更なる長寿命化」か「建替え」かという事や、今後の市

庁舎のあり方についての２点については、懇話会としての方向性はいただいたところで

あり、いわゆる総論の部分である。

・各論の議論、デザインやフロアー配置、財源等については、基本構想策定時に設置され
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ることになるであろう市民委員会等で、具体的な事項を協議することになるので、そう

いった会にバトンタッチできるような報告書とすべきであり、第５章のまとめは重要で

はないかとの事であった。

・大変参考となるご意見であった。感謝申しあげたい。説明は以上である。

（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。 【質問なし】

・質問等がないようであれば、次第３に移りたい。

３ 建替える場合の本庁舎のボリュームイメージ図等の修正案について

・・・【資料２】、【資料３】

（ＬＢ）

・前回の会議の中で、現地建替えのボリュームイメージ図に関して、Ｂ－４とＢ－５のみ

お示しをしていたところであるが、Ｂ－１～Ｂ－３も作成し比較をしたい、また、ボリ

ュームイメージ図を作成する際には、一つの方向だけでなく、複数の方向から作成して

欲しいとのご意見があったところである。

・そのため、【資料２】として、前回のアングル①を含めて３つの方向からのボリュームイ

メージ図を作成し、修正案としてご提示している。

・アングルに関しては、アングル①として大淀川上空から市街地方向を望む方向で作成し

ていたが、それにアングル②として橘橋から本庁舎方向を望む方向でのアングル、主に

歩行者が市役所の方に向かってくる時の目線でのアングルを追加している。

・また、アングル③として第二庁舎側、本庁舎を西側から望む方向ということで、大淀川

と街の関係性が少し見えるようなアングルで作成した。

・今後の市庁舎整備の検討を進めていく上で、参考となるような資料として作成したとこ

ろである。

・次に【資料３】をご覧いただきたい。前回の会議からの変更点を説明する。

・延床面積の欄であるが、ボリュームイメージ図で大まかな建物のボリュームが分かった

ので、それぞれのプランの中に、建物の階数を追記した。

・例えばＢ－２を見ると、建物の階数の表記だけでなく、建物と建物の棟間をつなぐ上空

通路があるが、どの階数で接続するのかという部分についても利便性を考慮して検討し、

２階と５階を接続する案で追記させていただいた。

・また、延床面積についてはＢ－１～Ｂ－５までと、Ｃ－１とＣ－２も含めて全てのプラ

ンについて、約４５，０００～５０，０００㎡で統一、修正させていただいた上で、ス

ケジュールや概算事業費を算出させていただいたところである。

・それぞれの整備プランを比較すると、概算事業費について、おおよそ約２３０億円から

２７０億円程度で積算できている。

・Ｂ－１～Ｂ－３では直接建設費のみで、建設が可能である。Ｂ－４とＢ－５やＣプラン
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と比べると、他の敷地が必要ではなく、現在の敷地の中で上手くスケジュールを組みな

がら建設することになり、用地買収等の費用は発生しない。

・Ｂ－４とＢ－５は、前回の会議で新たにお示しした一棟案であるが、延床面積を他のプ

ランと統一する修正や、仮設庁舎をリースとして若干単価の見直しをした上で、概算事

業費の修正も行った。

・Ｂ－４とＢ－５については、直接建設費に加えて仮設庁舎の建設費も含めての概算事業

費となっている。

・ただし、仮設庁舎の建設場所が市有地以外であれば、別途賃借料等の費用が発生するた

め、現在記載している概算事業費に上乗せされることになる。

・次に、Ｃ－１とＣ－２は非現地での建替えのプランであるが、概算事業費については直

接建設費に加えて、土地購入費が必要ということになる。

・前回の会議でも説明したとおり、用地取得に伴う補償費等は含まれていないので、更な

る費用の増加の可能性が見込まれるのではないかと考えている。

・続いて、整備期間に関して、現地建替えの分棟方式Ｂ－１～Ｂ－３では約７年～８．５

年となっている。これは、現在の敷地の中で、空地を利用して順次、建設と解体を繰り

返していくスケジュールとなるため、分棟方式では期間が若干長くなる。

・現地建替えの一棟案であるＢ－４とＢ－５では、分棟方式よりは整備期間を短縮するこ

とができるのではないかと思う。

・続いて、非現地建替えのＣ－４とＣ－５では、全く別の敷地に建替えることができるの

で、現地建替えよりも整備期間が短くなると考えられる。

（委員長）

・説明は以上である。「現地」か「非現地」かについては、前回、事務局から説明があった

とおり「報告書」では両論併記の形を取ることに、特にご異論はなかったところである

が、整備プラン、特にＢパターンについては、優先順位を付けるのかどうかについては、

ご意見が分かれたところでもある。

・ここで、委員の皆様のご意見をお聞きしたいと思うが、発言をお願いしたい。

・それでは、先程の整備プランの、特に現地建替えのＢパターンについての優先順位は付

けるかどうかについては、いかがか。

【質疑応答】

（委員）

・各パターンに関しては市民懇話会の中で各委員からの意見によって一棟案のプランも出

てきて、そういったものも含めて検討を進めてきた。

・しかしながら市民懇話会の所掌事務を考えると、各パターンをこの市民懇話会の中だけ

で絞り込むことは難しいと感じる。

・今後、専門的な委員会等の設置も検討されているようなので、今回、無理してこの中か

ら絞り込むのではなく、この市民懇話会では広くいろんなパターンを検討したというこ
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とで、次につながっていくことになると思う。

（委員長）

・今のご発言にもあったが、整備プランについて優先順位は付けないという市民懇話会の

方向性でよろしいでしょうか。

（委員全員）

・問題ない。

４ 市庁舎のあり方の体系図の修正案について・・・【資料４】

（事務局）

・市庁舎のあり方の体系図ということで、前回の会議でお示しした際に、何点かご意見等

をいただいたので、修正した内容をご説明する。

・まず、前回、この庁舎のあり方については、ワークショップでの意見を体系化している

が、内容が一人歩きしては困る、表現として少し弱めて欲しいというご意見があった。

・そのため、表題の下の文章の部分の一行目に「ワークショップ形式等による協議で」と

いう文言を追記した。

・また２行目において、「今後検討を深めていく際には費用対効果も勘案しながら、必要な

機能等を判断していただきたいと思います。」といった表現も追記した。

・限られた財源の中では、記載されている項目の全ての機能を導入するのは実際は難しい

と思うので、２行目のような表現を追記したところである。

・次に、前回から表現を、「将来像⇒目標」、「整備の基本方針⇒整備のポイント」、「基本的

機能⇒求める機能」といったようにトーンを弱めている。

・次に目標の文言であるが、「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」としているが、前回は「誰もが」という表現は抽象的ではないかという

ご意見があった。

・また、会議後にいただいたメールでは、別の委員から「誰もが」という表現が他都市で

も使っており、特に問題はないのではないかといったご意見であったり、目標のフレー

ズは優先順位の高い順番に並べた方が良いのではないかといったご意見をいただいたと

ころである。

・それぞれのご意見を反映すると目標の表現の変更が難しい面があったため、前回と変更

せずに、再度、皆様方でご検討いただければと考えている。

・次に、整備のポイントを○Ａ～○Ｇまで７項目上げているが、前回のご意見をいただいた「信

頼できる」いう表現を追記して欲しいとのことで、入れさせていただいた。

・また、市役所は正しい情報発信であったり、個人情報等の書類等も保管されており、情

報セキュリティへの配慮を徹底して欲しいというご意見があったので、○Ｆの内容の説明

文のところに「情報セキュリティ等への配慮」という文言を追記したところである。
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（委員長）

・説明は以上である。ワークショップで出てきた意見を適切にまとめていただいているの

ではないかと思う。ご意見、ご質問があればお願いしたい。 【質問なし】

・質問等がないようであれば、次第５に移りたい。

５ 市民懇話会の検討結果報告書（案）について・・・【資料５】

（事務局）

・【資料５】の報告書（案）についてご説明したい。前回の会議では報告書の素案というこ

とでご説明し、ご意見を受けての修正した内容を中心にご説明する。

・まず、表紙をめくっていただき、「はじめに」ということで、委員長のご挨拶文を寄稿い

ただいたので、掲載している。表現としては、この報告書を総括した内容となっている。

・次に、変更した点としては８ページをご覧いただきたい。８ページは庁舎の建替えの場

合の「場所」についての記述であるが、ページ上段の図では、前ページまでの現地と非

現地の良いところや気になるところについて、ワークショップでのご意見をまとめてお

り、前回の素案ではここまで表記していたところである。

・しかしながら、前回では「場所」について２人の委員からご意見をいただいたが、「場所」

を判断していく際には、何を指標として判断していくのか、例えば「防災」や「コスト」

など、重視するものを表現して欲しいといったご意見といただいたところである。

・そのため、市民懇話会から「場所」の判断指標の例として７項目挙げさせていただいた。

・「①市民の利便性」として機能面やアクセスの部分、「②防災上の拠点性」として耐震性

や耐浸水性等といった指標。

・また、「③まちづくりへの影響」として、市全体や周辺を含む中心市街地といったことや、

「④事業費の抑制」として、建設費や仮設庁舎、用地費、事業手法といった指標。

・「⑤敷地の規模」や「⑥工事期間中の影響」、「⑦他の官公庁との連携」といった指標の例

として、７項目追記させていただいたところである。

・次に、９ページをご覧いただきたい。庁舎建て替えの建設イメージ図についてであるが、

前回、他市では仮設庁舎を建設する際に、閉店した百貨店を賃借し費用を抑制した事例

があり、できるだけコストをかけずに検討して欲しいといったご意見があったため、５

行目からに追記したところである。

・また、本日の次第３であったように、庁舎整備プランについては優先順位は付けないと

いう結論でありましたので、そのような表現を追記したいと思います。

・次に少し飛びますが、１４ページをご覧いただきたい。この報告書のまとめの章である

「第５章 今後に向けての課題等について」ということで、前回は空欄で素案を示して

いたが、ご意見を踏まえて記載したところである。

・前回、この市民懇話会の報告書がどのような位置づけ、意味付けになるのか。また、今

後のスケジュールがどのように流れ、市民の意見をどのように反映していくことになる
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のか、記載して欲しいというご意見があった。

・先程、総務部長からこの報告書は来年度の庁内での議論や、議会や市民への説明の際に

使用し、十分参考にしながら更に検討を深めていきたいという話があったとおりである

ため、そのような表現を４行目に盛り込んでいる。

・また、今後のスケジュールについては、第１回目の会議でご説明しているが、ページ中

段に図を掲載している。これは平成３０年１月に議会に提出した資料でもあるが、庁舎

の建て替えの場合を抜粋している。

・第１回目の会議から期間が空いているため再度ご説明するが、今年度は「更なる長寿命

化」か「建替え」かといった大きな方向性を検討するために、市民懇話会を開催させて

いただいたが、市の最終方針を平成３１年度から平成３２年度にかけて公表したいと考

えている。

・来年度は更に市民の皆様のご意見をお聞きするために、地域協議会等への説明会を開催

したいと考えている。

・市としての最終方針が建替えということになれば、平成３３年度から平成３４年度にか

けて基本構想を策定することになるが、その際も市民懇話会のような組織を設置してご

意見をお聞きしたいと考えている。

・その後、基本計画、基本設計、実施設計、建設工事というスケジュールになるが、２０

２８年、平成４０年度が本庁舎の推定耐用年数である築６５年となるので、そこまでは

必要な維持管理を行いながら、建物を使用したいと考えている。

・今後のスケジュール案としてはこのような予定となっていくと考えるため、今年度の市

民懇話会としては、来年度以降に検討すべき事項をバトンタッチしていくことになるた

め、その課題を記載し次につなげていくような報告書のまとめ方にしている。

・来年度以降に検討すべき事項としては、４項目記載している。

・１つは、「①本庁舎の大きな方向性」として、市民懇話会では建替えが望ましいとの結論

を出したが、市の方針は平成３２年度までに公表することになっているため、検討状況

については、適宜公表するなど、市民への説明をしっかりとお願いしたい。

・次に１５ページをご覧いただきたい。「②庁舎の建替え「場所」について」として、市で

は具体的な候補地を提示した上で、先程の７項目の判断指標の例を参考にしならが、議

論を進めていただきたいと記載している。

・「③庁舎の規模について」という事で、会議の中でいただいた「一極集中方式か分庁方式

か」、「人口減少やＡＩ等の技術革新に伴う職員数の減」、「本庁舎と各地域自治区の業務

の考え方」、「議場を含む市議会の規模や機能」などを整理して、ハードとソフトの両面

から議論を積上げていただきたいと追記した。

・「④財源について」では、基金については各年度の予算編成や年度中の収支状況を見て積

み立てていくため、平成３０年度から３億円の積立てを開始している。

・ページ下段に各整備プラン毎の概算事業費とその財源の内訳を記載している。庁舎の建

設については、地方債として７５％は借り入れができるため、残り２５％が基金を含む

一般財源となる。

・庁舎の規模が固まっていない段階であるため、概算事業費に幅があるが、約６０億円程
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度は基金を積み立てていく必要があり、厳しい財政運営の中で、どのように財源を確保

していくのか、今後の負担はどれぐらいになるのかなどについては見えにくい部分もあ

ったため、整備プランを固めていく段階においては、より具体的な説明をお願いしたい

という表現を追記している。

・報告書（案）の主に修正した部分のみであったが、説明は以上である。

（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）

・こういう検討の状況についてはあまり上手く市民に伝わっていない部分もあったり、実

際に建設する際に問題になる事例もある。

・今回、市の方では検討状況を広報誌に掲載するなどしているので、ただ公表していると

いうよりも、資料でも良いがこの一年間の間に、タイトルだけでも良いので情報発信の

履歴を報告書に明記した方が良いのではないか。

（事務局）

・ただ今のご質問について、一部ご紹介差し上げたい。昨年１０月には、第１回の市民懇

話会の状況等を、市広報の見開きで掲載したところである。

・また、各ワークショップ通信に関しては、印刷の関係等で２ヶ月遅れにはなっているが、

自治会の班回覧を実施したところである。

・また、今年度の市民懇話会の報告書の内容等については、今年の５月号の市広報に掲載

する予定である。

・その他、ホームページ等の媒体を利用し、広く情報発信しているので、そうした内容を

報告書（第５章）にも掲載したい。また、ワークショップ通信に関しては、報告書の資

料編に盛り込んでいるところであり、自治会の班回覧では、このように目立つ色紙を使

用し全班に回覧をしているところである。

（委員）

・報告書の最終版として、市長等への報告を行うことになるが、報告書はカラー版になる

のか。

・また報告書については、この市民懇話会では了承されるが、市としては市長が受け取っ

た時点で、公式な報告書となるのか。この報告書は取り扱い注意の資料となるのか。

（事務局）

・報告書はカラーとしたい。



9

・３月末までには委員長、副委員長より市長に報告する。市長が受け取った段階で正式な

報告書となる。

・また、先程申しあげたとおり、５月の市広報誌で特集掲載を行い、報告書を一部抜粋し

て、市民に広く発信したいと考えている。

（委員長）

・それでは若干の修正もあったが、この報告書（案）でご承認いただいたということでよ

ろしいでしょうか。

（委員全員）

・問題ない。

６ その他

（庁舎管理課長）

・委員の皆様においては、７月の第１回の会議から、本日の第６回まで半年以上にわたり

大変お世話になり、この場をお借りして改めてお礼を申しあげたい。

・冒頭の総務部長の挨拶にもあったが、懇話会の報告書については、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。

・本日いただいたご意見、９ページの優先順位を付けないといった追記や、市民の情報発

信の部分、それと「てにをは」の部分の微修正については委員長と調整をさせていただ

き、印刷等の準備もあるので、市長への提出は３月中旬頃になるかと考えている。

・委員の皆様には、市長提出前日までに、報告書を郵送させていただきたいと考えている

ので、よろしくお願いしたい。

（委員）

・多額の費用を使って庁舎を建設することになるので、ぜひ夢のある庁舎を作っていただ

きたい。

・業務だけをするような建物ではなく、５０年、１００年後も子供たちが誇ることのでき

る「夢」ということを念頭においた庁舎整備を進めていただきたい。

（委員長）

・市においては、ぜひ検討をお願いしたい。それでは以上で、全ての議事を終了する。

（事務局）

・以上で「第６回 宮崎市庁舎整備に関する市民懇話会」を終了したい。委員の皆様にお

いては、これまでお世話になったことを感謝申しあげたい。

【委員から拍手】


