「上田市庁舎改修・改築基本構想（案）」に対するパブリックコメント
（意見募集）についての実施結果
（１）実施結果
平成２９年３月１６日（木）～

意見募集期間

平成２９年３月３０日（木）

意見提出者数

１２人

（２）提出された意見とその意見に対する考え方
（ご意見の一部については、趣旨を損ななわない範囲で要約させていただきました。）
No

意見の要旨及び内容

意見に対する考え方

●１台あたりの駐車スペースの狭さの改善。

● 駐車スペースは標準的な駐車区画になるよう配

慮してまいります。

１

●立体駐車場の設置と庁舎と連結。

●駐車場を含めた庁舎のレイアウト等は、今後の設

計業務の中で検討してまいります。貴重なご意見
として参考とさせていただきます。
●南庁舎は耐震補強を実施しても、耐用年数が

●南庁舎の耐用年数は 20 年以上あり、耐震補強に

伸びないので無駄な投資になってしまうので

よる支障も少ないため、継続して使用する計画で

はないか。

す。

●本庁舎の階数を増やし、駐車場やオープンス

ペースを確保するほうが良いのではないか。

●この場所は、景観条例により、建築物の高さの上

限が 25ｍと規定されています。建築基準法や条
例を遵守し規定の範囲内で、オープンスペース、
駐車場のレイアウトは、今後の設計業務の中で
検討していきます。

２
●北、東庁舎の耐震性を調査し、総合的な構想

策定を。

●北庁舎は、昭和

40 年の建設で建築年も古く、ま

た、従来の建物の用途が銀行であったことから、
使い勝手も悪いため、改めて耐震性の調査は実
施せずに、新本庁舎の機能、規模を検討する中
で、総合的に判断してまいります。
東庁舎は、昭和 56 年以降の建設であり、耐震
基準を満たしており、耐震性を有していると考え
られることから、継続して使用してまいります。
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No

意見の要旨及び内容

意見に対する考え方

●耐震化の視点からは庁舎の改修を行うことは

異論ない。
●庁舎より築年数の古い第五中学校等の改築を

検討するほうが急務ではないか。

●市では、平成

20 年度から、すべての学校施設の

耐震化を最優先で行い、平成 28 年度に耐震化率
は 100％達成しました。
これまで、学校施設については、耐震診断・耐
力度調査の結果、強度的に耐震補強が実施でき
ない施設について、改築を実施してまいりまし

３

た。
第五中学校は、昭和 37・38 年に建設され、耐
震診断・耐力度調査の結果平成 21・22 年に校舎
を、平成 24 年には体育館の耐震補強工事を実
施しています。なお、第五中学校の改築について
は、早い時期に実施できるよう調整してまいりま
す。

●市役所周辺の景観について

●庁舎の設計では、建設場所や周辺の歴史的地域

ストーリー性を確立した改築を

性を考慮した設計となるよう検討したいと考えま

・市庁舎以外の市が所有している駐車場や上

す。

田高校周辺などの歩道境に設置されている
フェンスを武家風の塀にして頂きたい。

は、沿道の修景も考慮しながら、城下町に相応し

・大手町通りの自治会や個人のお宅の協力を

４

周辺の大手通りや、上田高校周辺において

いただき、それぞれの塀も武家風に修飾す
る気運を盛り上げる。

い景観形成と、まちづくりも含めた沿道の統一的
な雰囲気作りが必要であると考えています。
まちづくりを進めていくにあたっては、地元自

・市役所周辺にある歴史・由緒ある施設への
回遊も考慮したルート作り。

治会及び沿道の個人宅や企業等、意見を伺いな
がら進めていきたいと考えております。

・市役所は上田市の観光・歴史・子供達への
示唆などを意識した設計にして頂きたい。
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No

意見の要旨及び内容

意見に対する考え方

● 検討委員会の内容と基本構想案とはずれが

●検討委員会で協議・検討し基本構想案をまとめて

ある。委員会の傍聴者や説明会参加者が少な

まいりました。委員会や説明会の開催や状況に

く市民が知らないのではないか。

ついては、広報やホームページ、またマスコミ等
を通じて市民にお知らせをしてまいりましたが、今
後も情報発信にはさらに配慮してまいります。

●商店街関係者の意見交換があったようである

が、一部の人の意見ではないか。

●基本構想の策定では、有識者や市内の関係団体

の代表者で組織しました検討委員会で、協議、検
討してまとめてまいりました。

●建築場所についての検討意見

５

●市役所のこれまでの歴史的経過を踏まえるととも

・現在地は上田城跡の目前で遺跡もあり好

に、国県の行政・司法の出先機関、広域消防の

ましくない。

中枢施設、銀行等の金融機関、通信電力などの

・既存ストックを有効に利用し広く利便性の

社会基盤を支える事業所、商店街それらに付随

ある所と交換しその場所へ市役所を建設す

する駐車場や道路など、こうした施設が周辺に立

べきと思う。

地するという条件の中で、市役所を中心とするま

・市役所通りは民間に開放すれば高価格で

ちなかが形成され、周辺地域一帯の、社会基盤

売却でき商店街も活気を帯び発展が期待

を含む様々な施設は、この過程で築いてきた既

出来る。

存ストックであり今後も活用すべきものであると考

● 市役所への交通機関の利用が複雑面倒で

難儀している。

えています。
仮に市庁舎を移築する場合は、移転先周辺の
道路網等の新たな社会基盤の構築が必要とな
り、新たな投資が発生することとなります。
最寄りの上田駅は、路線バスや鉄道が結節す
る公共交通の中枢拠点であり、公共交通の利便
性の観点からも、市役所庁舎は現在の場所に改
築することが最良であると考えます。

● 健幸都市上田の実現を目指す新庁舎は全面

●貴重なご意見として今後検討します。

禁煙にすべきである。

６

●新庁舎は

50 年、100 年先を見据えたデザイン

● デザイン、施設、機能については、庁舎の規模、

とされたい。レストランは、最上階に設置し、屋

構造、コスト等を踏まえ、総合的に検討してまいり

上は展望広場とし市民も休日も含め開放す

ます。

る。
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意見の要旨及び内容

意見に対する考え方

● 集成材を使ったビルは可能だと聞いているの

●貴重なご意見として構造、コスト等を踏まえ、総合

で、木造の庁舎とされたい。

的に検討します。

● エネルギーは森林バイオマスの活用とコジェ

ネの使用を

●木質バイオマス活用設備等の導入の可能性や費

用対効果を考慮し検討します。

７
● 内装、家具にはできるだけ県産材を利用して

ほしい。

● 地場産材の活用については、可能な限り進めた

いと考えています。

●庁舎規模について

●庁舎規模について

・『公共施設マネジメント基本方針』に述べら
れた出生率を 2.0 にするための施策は。

・合計特殊出生率 2.00 という数値は極めて高い目
標であり、行政のみならず、民間企業や市民が
一丸となってあらゆる取組を進める必要があると
考えますが、「上田市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」では、平成 27 年度から 31 年度までの 5 年
間の具体的な施策として、若者の結婚・子育ての
希望を実現するため、結婚支援や出産・子育て
環境の充実、未来に繋がる教育環境の創出など
取り組むこととしております。
また、若者らの定着・定住を促すため、多様な
産業の振興や雇用マッチング等による「しごとづ

８

くり」、上田のくらしや地域資源等、地域の魅力の
積極的な発信などにも取り組んでまいります。

・公共施設の将来的配置や機能について人

・将来の人口は減少することが予想され、人口減

口動態の変動をどのように見込んでいるの

少による職員数が減少することも考えられます

か。また、南庁舎について将来どのように考

が、地方分権の進展や高齢化に伴う行政需要の

えるのか。

増大や事務の高度化、複雑化が進むことも予想
されるため、大きな変動は生じないと想定してい
ます。
庁舎の規模については、県内他市の職員一人
当たりの平均面積を下回るコンパクトな庁舎と
し、周辺の庁舎も活かしながら業務を行うことし
ています。今後、基本計画において具体的な規
4

No

意見の要旨及び内容

意見に対する考え方
模を決定してまいります。
また、南庁舎については、耐震補強し継続して
使用しますが、耐用年数到達時には、人口減に
伴う職員定数が減るということも考慮し、庁舎事
務スペースの見直し、また、分散している機能の
集約なども考えられます。その時点で、長寿命化
対策の実施、建替え、あるいは取り壊し等総合
的に検討することとしたい。

●コンパクト化について

●コンパクト化について

・居住地域への集住へ行政からのインセンテ
ィブについて

・市は、中心市街地におけるまちなか居住の誘導
を目的とした優良建築物等整備事業を現在実施
しており、民間事業者によるマンション等の共同
住宅供給事業を推進し人口減少・少子高齢化に
対応したコンパクトなまちづくりのための「立地適
正化計画」を現在策定しています。
この、「立地適正化計画」は、都市機能や居住
を誘導する区域を設定し、様々な施策を講じるこ
とによって、インセンティブ効果を生み出し、区域
内への緩やかな誘導と、区域間の交通ネットワ
ークの充実を図ることで、一定の人口密度と都市
機能を維持するというものです。
誘導施策につきましては、国の財政支援策の
活用等がありますが、市の独自施策につきまし
ても、今後の策定作業の中で他市の事例等を研
究しながら検討してまいります。

・地域公共交通の機能について各交通機関

・地域公共交通の機能については、H28 年に策定

や道路の役割について新庁舎のあり方はど

いたしました「上田市公共交通網形成計画」に沿

のように考えるのか。

った形で、現状公共交通網が整備されていること
から、基本的には現状の公共交通の維持・確保
に向け利用率向上を目指しております。
地域間を結ぶ幹線道路や生活道路は日常生
活の利便性向上や地域間の交流を推進するた
め、今後のコンパクトなまちづくりには必要不可
欠であると考えています。
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意見の要旨及び内容

意見に対する考え方
市役所はコンパクトなまちづくりを進める上で、
中心市街地に位置し、重要な都市機能の一つで
あると考えます。

●地域自治センターについて

●地域自治センターについて

・将来的な機能や配置についての考え方は。

・合併協議においては、分権型合併を選択し、各

ICT の徹底等によって、地域自治センターと

地域の自治センターが中心となり、地域の住民

の有機的な連携を強化することで、本庁舎

自治や地域振興を図ることとしております。

配置の軽減が可能になるのではないでしょう
か。

合併から 10 年が経過する中にあっても、この
考えは変わることなく、引き続き地域に関する事
項は地域が対応していくこととしております。
ICT（情報通信技術）の活用方法については、
部署の配置を含めた基本計画の中で検討してま
いります。

・地域のコンパクト化の中心を担うための施策
について具体的な内容は。

・各地域自治センターの周辺は、行政機能をはじ
め既存の都市機能集積を活かした生活複合拠
点（小さな拠点）として、多様な地域活動を支える
環境整備を行うこととしております。
真田の図書館整備や、武石の庁舎の複合的
整備、丸子の周辺道路整備、塩田や川西のセン
ターの建替え等を実施したり計画しています。

●災害対応について

●災害対応について

・災害本部は、単に実務的な司令塔ではなく、

・災害時の災害対策本部の設置については、上田

開かれたシステムとボランティアを含めた人

市地域防災計画の中に具体的に定められてお

的配置であることから、災害対応の対策本

り、災害対策本部設置基準に基づき災害発生時

部は南庁の低層階へ設置することも検討が

には速やかに本庁内に本部を設置することにな

必要では。

っています。本庁舎が被災した場合は予備施設
として第 1 順位から第 3 順位の市役所以外の施
設が定められています。
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●長期計画について

●長期計画について

・施設の統廃合（小中学校、保育所、図書館、

・市では、公共施設を取り巻く現状と課題を踏ま

地域自治センター等）も含めて、市政および

え、財政負担の平準化や縮減、公共施設の適切

諸施設整備運用の長期計画が必要では。

な維持管理と有効な利活用を図ることで必要な
サービスの提供を将来にわたり継続していくこと
を目的とした「上田市公共施設マネジメント基本
方針」を策定しました。今後はこの方針に基づき
取り組んでまいります。
この基本方針は、「第二次上田市総合計画」の
計画期間にあわせ、また、経済情勢の変化や市
民ニーズの多様化などを見据え、平成 28 年度か
ら平成 37 年度までの 10 年間を対象期間とし、必
要に応じて内容の見直しや期間の延長等を行う
こととしております。

●高知県で木造ビルの建築が進められている新

９

庁舎に木造庁舎を検討されたい。

●貴重なご意見として構造、コスト等を踏まえ、総合

的に検討します。

●庁舎 1 階は東側の今の駐車場と併せて全面駐

車場とする。駐車場より直接庁舎へつなぐエレ

● 建物床面積と高さの制限があることから、１階に

駐車場を設けることは難しいと考えます。

ベーターの設置を

10

●建物は威圧感がなく上田城と相対するもの

● 庁舎の設計では、コスト等を踏まえ景観を考慮し

を

たデザインに配慮したいと考えます。

●六文銭の活用の検討を
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●耐震強度不足のため必要な改修・改築は実施

してもらいたい

●他の自治センターなど庁舎について総合的な

検討を。

● 自治センター庁舎の活用は機能や部署の在り方

を含めて今後検討したい。

●防災拠点として庁舎屋上にヘリポートの設置。

●災害対策用のヘリポートについては、上田市地域

防災計画の中で、避難所と競合しない場所を 23

11

か所指定しています。市役所周辺では、市営陸上
競技場が該当します。庁舎屋上への常設のヘリ
ポート設置は、専用施設としての設備・構造の確
保が必要であるため、コスト等から設置は困難と
考えます。

●議場は会議室との兼用できるような工夫を。

●議会側と協議して検討したい。

●分譲マンションを併設し民間資金を活用した計

●この場所は、景観条例により、建築物の高さの上

画の検討の提案。

限が 25ｍと規定されています。ご提案のマンショ
ンとの複合ビル案は難しいものと考えますが、民

12

間活力を導入する考えについては貴重なご意見
として参考にさせていただきます。
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