
 

 

玉野市庁舎整備基本計画（素案）に係るパブリックコメント結果について 

 

意見募集期間  令和 4年 10月 3日（月）～11月 2日（水） 

開催場所    本庁情報公開室、各市民センター、図書館、ミネルバ、すこやかセンター 

意見書提出   ５件 

 

意見・提案内容 市の考え方等 

旧消防庁舎の活用方針 

１ 現市役所庁舎と同じく半世紀を超える建物を

最小限の改修をして倉庫として使うよりも現

庁舎附属B・C棟と合わせて解体して倉庫機能

を新庁舎に集約すべきと考える。 

新庁舎ができるというのに真横にボロボロの

建物があるのは市民としてあまり嬉しいもの

ではない。 

旧消防庁舎の活用について、解体、長寿命化、

最小限の改修の３つのパターンに分けて新庁

舎計画への影響、財源、安全性等を検討した結

果、最小限の改修を実施し、新庁舎整備時に、

現 B・C 棟の仮移転先として活用後、10 年程

度を目途に倉庫等として活用するのが妥当と

いう判断に至っています。 

建設時期 

２ 候補地選定にあたって、ほぼすべて「時間を要

す」ため候補地に適さないと結論づけている。

なぜ、時間を要してはいけないのか。また、総

合計画には盛り込まれているのか。庁舎整備は

緊急性があるのか。旧消防庁舎のように外壁が

剥離して落下し危険な状態なのか。 

市庁舎は、耐震基準を満たしておらず、今後発

生が予想される南海トラフ地震などの大規模

災害等に対して、防災拠点としての機能が危惧

されています。平成 28年の熊本地震では、複

数の自治体で庁舎が使用不能となり、災害対応

に大きな影響があったことから、本市において

も、早急に対策を講じる必要があると考えてい

ます。現庁舎においても、外壁の剥落や、大梁

のひび割れに加え、防火区画、排煙設備、非常

用照明等の避難設備関連も現行の建築基準法

の基準を満たしていないなど、迅速な対応が必

要な状況です。 

事業規模 

３ 面積の算定において、本庁職員を 394人で算定

しているが、人口減少の趨勢下で職員数を維持

するのは、矛盾しているのではないか。また、

部長職は一般職の 9倍、課長職は 5倍の面積が

必要とは、オープンスペースが主流の時代で、

いかにも官僚的・時代錯誤ではないか。 

計画に記載の本庁職員数は、庁舎規模を算出す

るためのものであり、将来の職員数を示すもの

ではありません。また、一般職の 9倍、課長職

の 5倍という換算率は、地方債同意等基準運用

要綱での換算率であり、新庁舎で当該役職者に

同等の面積を割り当てることを示したもので

もありません。 

新庁舎においては、スペースの有効活用を図る

ためオープンなフロア構成を基本とし、部長室

は廃止する予定です。 

事業費 



 

 

４ 市民は起債と交付税制度について知識がない

ため、負担がいくらなのか、計画書から理解が

できない。70億円の事業費のうち、本当に玉野

市が負担する金額を明示すべきだと考える。 

庁舎整備基本計画（素案）でお示ししている財

源計画は、現時点で想定できる財源について記

載しているもので、各財源の内訳を確定してい

るものではありません。今後、他の財源や補助

金の活用を含め、市の負担額が固まり次第、お

示しします。 

５ 現庁舎はアスベストを使用していることが濃

厚ですが解体工事費 5.5 億円の中に処理費が入

っているか。 

現庁舎のアスベストの含有状況については、過

去に市が実施した調査や建築時の図面により

総合的に判断して、解体工事費を見込んでいま

す。 

６ 資材の物価上昇の時期の庁舎整備になるが、大

幅に事業費が膨張することは許されないため、

責任を明確にして欲しい。 

昨今の物価上昇は、新型コロナウイルス感染症

や国際情勢など諸々の影響により、予測困難な

状況ですが、建設資材の物価変動等を注視する

とともに、専門知識を有するコンストラクショ

ンマネージャー、設計施工事業者等と連携し、

徹底したコスト管理を行うことにより、事業費

が膨張することのないように努めてまいりま

す。 

ICT 環境 

７ 現在の電算システムはスタートして数十年経

過しているが、庁舎建替え後も現システムを使

用する前提で、事業費に含まれていないのか。 

電算システムは、これまでも随時必要な更新を

行っていることから、新庁舎で使用する電算シ

ステムについては、移転に伴い全体を更新する

計画はありません。各システムの契約期間やデ

ジタル庁が進める基幹業務システムの統一・標

準化などを踏まえながら、計画的にシステムの

更新を行ってまいります。 

災害対策 

８ 地震による津波や高潮が深夜に起こった場合、

玉野市は庁舎でどう対応するのか。水が引かな

い路面(道路)では担当職員・市長も庁舎に出向

く事が出来ず、消防・警察と連携して災害対応

をしようにも初動災害対応の遅れ、災害対応が

機能しないという事になりかねない。WEB で

市長が自宅で遠隔指示も出来ると考えている

かもしれないが、災害時は電気も使えなくなる

可能性もある。 

その点、新庁舎は非常時の直流電源設備や非常

用発電機を設けると想定しており、災害時には

新庁舎以外での災害対策本部の対応はありえ

ないと考える。 

発災時の対応については、地震の場合や高潮の

場合、また、災害発生時の時間帯によっての参

集方法など、その時々に最適な対応ができるよ

う業務継続計画を検討しています。 

新庁舎には、３日間の停電に耐えうる非常用電

源設備等を備える予定としておりますが、消防

庁舎も同等の機能を有しているため、消防庁舎

と新庁舎との連携で、災害対応に当たりたいと

考えています。 



 

 

９ 高潮・津波で被災する可能性のある立地場所で

ある事を玉野市が認識しながら、何故今の低地

の場所に玉野市新庁舎を建設するのか。 

用地取得ほか、建設費用が多額にかかるという

理由かもしれないが、建設費用を抑えられて

も、災害時に市民を守れない可能性のある新庁

舎の方が私は反対である。 

市庁舎は市民サービスの中心で、誰にでも使い

やすく、安心して利用できる施設であるべきと

考えており、地方自治法の規定等も踏まえ、中

心市街地に位置する現庁舎敷地が、利便性やま

ちづくりとの整合性などの観点からも最も適

していると考えています。 

10 現在地周辺は液状化が極めて高いとされてお

り、南海トラフ地震等の大規模地震時には道

路の陥没やライフラインの寸断が想定される

中、十分な支援や復旧活動を行うことができ

るのか。 

県が作成した液状化危険度分布図によれば、県

南部は沿岸部や干拓地が多く、液状化はほぼす

べての県南自治体において共通のリスクとい

えます。本市においても、沿岸部のみならず、

内陸部でも液状化の危険性を抱えています。新

庁舎整備にあたっては、防災からの視点、市民

の利便性やまちづくりとの整合性などの様々

な要素を勘案して、現庁舎敷地での整備を判断

しています。 

11 「浸水等に対応した設計とする」とあるが、

津波浸水想定高さ（海抜2.48m）や高潮浸水想

定高さ（海抜4.38m）が何を意味するのか。浸

水の到達標高を意味するのであれば、津波防

災地域づくりに関する法律等に則り、新庁舎

候補地で想定される浸水深を提示して欲し

い。計画の対策パターン①Ｂ案の場合、津波

は、高潮とはメカニズムが異なり川の流れの

ように押し寄せてくることから、地盤かさ上

げと防水板が浸水深以上あっても、防水板を

乗り越えて浸水する虞があり、現行の計画で

対応できる旨の検証が終わっているのか。 

現庁舎の地盤レベル海抜2.4ｍを基準として算

出すると、津波での浸水深は 0.08ｍ、高潮での

浸水深は、1.98ｍとなります。新庁舎では、海

抜 4.38ｍの高潮にも耐えうる対策（防水板、腰

壁及び嵩上げ）を行うため、津波に対しても十

分な浸水対策となっています。 

12 「一時的な避難所として活用できるスペース

を設ける」とあるが、ここで言う避難所とは

災害対策基本法第49条の４、５、８で規定さ

れている指定緊急避難場所か指定避難所かそ

の両方のいずれを指すのか。ここで指定緊急

場所を意味する場合、新庁舎予定地の南海ト

ラフ地震の津波浸水深が0.3m～1m未満、津波

の最短到達時間が196分であることに鑑み、周

辺施設の利用者や近隣住民はハザードマップ

に記載のある宇野小学校等の津波避難場所や

宇野港パーキング等の津波避難ビルに避難で

き、ハザードマップに記載はないがメルカの

指定緊急避難場所と指定避難所のいずれにも

該当いたしません。記載のとおり一時的な避難

所とします。大規模災害発生時には、ご指摘の

とおり液状化や道路の陥没などがある中で、新

庁舎にもそのような機能を持たせることで、周

辺施設の利用者や市民の方が一時的に避難で

きる場所として選択肢の一つになると考えて

います。 



 

 

利用者はビルの上層階に避難すればよく、地

震後の液状化で道路の陥没が想定される中、

新庁舎を訪問している市民や職員を除き、津

波の指定緊急避難場所としては不適である。

次に指定避難場所を意味する場合（避難が必

要な居住者が災害の危険がなくなるまで一定

期間滞在する施設）、液状化による道路の陥

没等が想定される中、新庁舎を訪問している

市民や職員を除き、新庁舎への避難は二次災

害につながる虞があり不適である。 

13 「災害時には高台に移転した消防庁舎と連携

し、機能を相互に補完する」とあるが、どの

ように連携し、どんな機能を分担若しくは相

互補完するのか。それに基づき新庁舎に必要

な規模や機能・レイアウトを検討すべきであ

る。 

発災時の対応については、地震の場合や高潮の

場合、また、災害発生時の時間帯によっての参

集方法など、その時々に最適な対応ができるよ

う業務継続計画を策定する予定です。 

激甚化する自然災害に対応できる規模、機能、

レイアウトを検討いたします。 

14 建設中の玉野医療センターに救急患者搬送の

ヘリポートが設置されないとすると、災害対

応を含め市役所新庁舎に設置してはどうか。 

新庁舎の屋上には、浸水等への対策として機械

室を整備するため、ヘリポートの整備は予定し

ていませんが、県が公表する市内 20か所を超

えるヘリポート適地（災害時においてヘリコプ

ターの臨時発着場に適した場所）の活用を図っ

てまいります。 

ユニバーサルデザイン 

15 ユニバーサルデザインの7原則の一つである

「公平な利用」の観点で現状の玉野市の人口

分布に鑑み、現庁舎から峠を越えて行く地域

（日比、渋川、山田、八浜、荘内、東児）を

遠方・周辺地域と定義する場合、人口の過半

数を占めており、公平な利用で住民の利便性

が高まると言えるのか。また、「市民の利便

性等を考慮すれば、基本的には１箇所にまと

まっていることが望ましい」とあるが、遠

方・周辺地域の住民からすれば不便な庁舎と

なるのではないか。 

以上の事から素案では庁舎を一極集中させる

方針であるように思われるが、メインの中央

庁舎は現庁舎地域でやむを得ないと思うが、

機能の分散配置についても検討すべきではな

いか。 

前提となる配置する部局の考え方に「今後の

市庁舎は市民サービスの中心で、誰にでも使い

やすく、安心して利用できる施設であるべきと

考えており、地方自治法の規定等も踏まえ、中

心市街地に位置する現庁舎敷地が、利便性やま

ちづくりとの整合性などの観点からも最も適

していると考えています。 

分散配置を行うことも１つの手法とは認識し

ていますが、仮に複数の分庁舎を設けると、手

続きの種別に応じて各分庁舎を訪れる必要が

出てくるおそれがあります。 

ご指摘の「配置する部局の考え方」についてで

すが、市内に分散している健康増進課、商工観

光課、水道課及び下水道課を集約化するために

は、現庁舎と比較して、延べ床面積の拡大は避

けられません。将来的に人口減少が進展すれ

ば、集約化するために拡大した床面積は、余剰

となる可能性もあるため、既存の施設を有効活



 

 

人口減少の進展を考慮すれば、将来の市民負

担の増加に繋がるおそれがあり、（中略）現

行のとおり分散配置とする」と分散配置の有

効性が述べられている。分散配置を行う場

合、新たに庁舎として建築するのではなく、

現行の施設の改修利用や今後建築が見込まれ

る施設の利用などにより費用も抑えられると

考える。例えば現在、最大の人口を有する荘

内地区については、秀天橋近隣で建設の可能

性がある商業ビルの一部を分庁舎として利用

することで同地区の利便性は向上するし、

「安全・安心な庁舎」の観点で津波による市

内最大浸水深（3m以上）が想定されている大

崎地区では、横田公園以外に安全な避難先が

ないところの指定避難所として利用できる。

また、6月市議会で否決された鉾立小学校耐震

化案について、統合後の出張庁舎利用を見込

んで予算を投下することで新たな耐震化案の

道が開かれ、地域住民の利便性向上に寄与す

るのではないか。更には和田・日比地区の幼

稚園・保育園統合後の施設を出張庁舎として

利用することで、同地区の利便性向上と統合

過程で生じる整備・改修費用の費用負担の相

互の効果が図れると考える。 

用しつつ、将来的な集約化を検討することで、

市民負担の軽減を図りたいと考えています。 

公共施設の再編整備に当たりましては、玉野市

公共施設等総合管理計画に基づき、総量の見直

し、施設の質の向上、既存施設の有効活用等、

幅広い選択肢を検討してまいります。 

16 「デジタルサイネージや情報コーナーなどを

設け、市政情報や観光情報などを発信できる

環境を整える」とあるが、利用者は観光客や

若年層と想定されるが、そもそもそれらの

人々が市庁舎を訪れることをどのように見込

んでいるのか。例えば現在直島にある草間彌

生氏の第3のかぼちゃを誘致するなどして観光

客や市民が来庁するような仕掛けを考えるべ

きであり、誘致・制作費用についてはクラウ

ドファンディングで民意を図る方法により行

うことで、各方面へのＰＲにもなると考えら

れる。 

デジタルサイネージや情報コーナーは、利用者

が観光客や若年層に絞られることがなく、幅広

い年代の方に認識していただけるように整備

し、運用してまいります。ご提案の芸術作品の

ように、各方面にPRできる要素も重要である

と考えており、継続して検討いたします。 

17 「ICTを活用し、行政手続きの電子化や来庁不

要のサービス体制整備」とあるが、少子高齢

化が進む社会情勢の中でそのような整備が高

どの年代の市民の方にも効率的で質の高い住

民サービスとなるよう ICT の活用を検討して

まいります。 



 

 

齢者にとって効率的で質の高い住民サービス

と言えるのか。 

18 更なる分散配置を検討し、将来の人口減少に

備えるべきではないか。中央庁舎のスマート

オフィス導入や、既存施設等を分庁舎、出張

庁舎として活用する分散勤務や在宅勤務の促

進による基本計画の半減を基に再考すべきで

はないか。ユニバーサルデザインを方針に掲

げるのであれば、元からすべての住民が利用

しやすい庁舎を検討すべきであり、その一方

策が小さな中央庁舎とサテライトオフィスで

あると考える。 

市民の利便性等を考慮すれば、庁舎は基本的に

は１個所にまとまっていることが望ましいと

考えます。オフィス環境の整備に当たっては、

先進自治体の事例を研究するとともに、民間事

業者の専門的な知見も活用し、より効率的で質

の高いサービスを目指してまいります。 

環境負荷低減 

19 再生可能エネルギー活用として、また災害時

の電源確保として、太陽光発電と蓄電池（バ

ッテリー）の設置は望ましいと考える。 

雨が少ない瀬戸内式気候の特徴を生かした再

生可能エネルギーの活用を行ってまいります。 

20 屋上の一部分に緑化施設を設け、市民が憩え

る場所を希望する。家族連れにも良い場所に

なり、また、省エネにも多少寄与できると考

える。そのためには、屋上までのEVを設置す

る必要がある。 

高密度化した市街地では緑化スペースが限ら

れているため、屋上緑化が有効な空間活用とさ

れていますが、本市では地表部に緑化スペース

の確保が可能と考えています。なお、庁舎１階

には市民の方が多目的に利用できるスペース

を整備する予定です。 

市民交流機能 

21 計画されている１F の市民交流スペースが地域

の芸術・文化・歴史などの展示可能な場所にな

れば良い。キッズスペースの設置も良いと思

う。必要と思われる装備品を計画の中で設置し

ておくのが良い。 

１Fの市民交流スペースは、市民ギャラリー、

会議、企画展示など、多用途に活用いただける

よう整備いたします。また、キッズスペースは、

乳幼児連れの来庁者が安心して利用できる場

所とします。 

市民会館 

22 国の補助金を活用し、フロアを増設して市民会

館を併設することができれば、一石二鳥だと考

える。 

市民の文化、芸術の拠点となるホールの整備

は、重要な検討項目であると認識をしていま

す。庁舎整備に当たって、市民会館を併設する

ことに活用できる補助金はありませんが、市民

会館の建設に当たっては、今後も引続き活用可

能な補助金等の有利な財源を調査するととも

に、他の大型事業の進捗や、将来的な財政負担

を見極めながら検討を進めていく必要がある

と考えております。 



 

 

 


