
1 
 

第６回草加市庁舎建設審議会会議録 
 

 １ 開催日時 

   平成２６年７月１８日（金）午後２時００分から午後４時００分まで 

 

 ２ 開催場所 

   草加市役所本庁舎３階 第１委員会室 

 

 ３ 出席者の氏名 

  ⑴ 委員 鈴木隆委員（会長） 内田佳伯委員（副会長） 伊藤庸一委員 大谷久美子委員 

野崎友義委員 三井忠委員 吉田浩士委員 石川憲章委員 染谷勝之委員 

鈴木生一委員 高田公子委員 

  ⑵ 事務局 小野総務部長 増渕総務部副部長 

        津島庁舎建設室室長 渋谷庁舎建設室主査 高畑庁舎建設室主査 

  ⑶ 事務局補助 株式会社桂設計 岡崎俊一 田名部大輔 

 

 ４ 開会 

 

 ５ 資料説明及び質疑応答 

  ⑴ 配布資料の確認 

   ・第５回次第 

   ・中間答申書 

   ・資料「庁舎面積の比較」 

   ・資料「駐車場の検討」 

   ・資料「庁舎面積の比較表」（追加） 

   ・前回（第５回）議事録 

  ⑵ 質疑応答 

・会長 

事前に配布した資料「庁舎面積の比較」、「駐車場の検討」について、事務局の方から説明をお

願いします。 

・津島庁舎建設室室長 

「庁舎面積の比較」ですが、これは前回の審議会におきまして、本庁舎に集約する場合に適正

な職場確保ができるのか検討する必要があるとのことでしたので、現況使用面積 10,283㎡と

国交省基準の面積 16,977㎡を各部局ごとに色分けして棒グラフで比較しています。また、仮

に本庁舎面積を10,000㎡で建設する場合は、本庁舎と西棟で13,505㎡になりますので、その

面積を点線で表現しておりますが、国交省基準の面積16,977㎡は、本庁舎と西棟の面積13,505

㎡だけでは約3,500㎡不足しますので、市としては不足分を第二庁舎で補いたいと考えていま

す。本庁舎に市民が訪れる部署・窓口を集約し、市民があまり訪れない管理部門や教育委員会

等を第二庁舎に設置すれば、本庁舎の面積が 10,000㎡でも庁舎全体として国交省基準に収ま

るのではないかと考えています。また、現況と将来の事務室空間のイメージについて、職員１

２名の所属を想定して比較しました。現況の事務室は約 50㎡で、机と机の間や通路の幅がか

なり狭く、車椅子の職員は移動が困難な空間ですが、将来は 70㎡ほどの広さになり、車椅子

の職員も十分に移動でき、打合せスペースも設けることができます。国交省基準で計算すると、

事務室は現況の約１.４倍の70㎡の広さが必要となります。 

次に「駐車場の検討」ですが、これも前回の審議会におきまして、駐車台数の確保や建設コス

トを検討する必要があるとのことでしたので、駐車場を４つのパターンで比較検討しました。

草加市建築物駐車施設条例に基づくと、本庁舎を10,000㎡とした場合、西棟3,505㎡を含め

て敷地全体では面積が13,505㎡となりますので、駐車台数は４９台必要となります。さらに、
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埼玉県福祉のまちづくり条例により車椅子駐車場が１台となりますので、合計５０台となりま

す。本庁舎と第二庁舎を集約した場合は面積が 17,205㎡となりますので、一般６１台、車椅

子対応２台の合計６３台が必要になります。この資料では、新たに駐車台数を５０台分確保す

る想定で、４パターンを比較検討しました。 

Ａ平面自走式駐車場は、本庁舎敷地の中に５台程度の駐車場を確保し、近隣の敷地を購入して

４５台駐車場を整備した案になります。駐車場１台あたり２５～３５㎡が必要になるので４５

台駐車するには約1,600㎡必要になります。草加市建築物駐車施設条例では、隔地駐車場の場

合、当該敷地から200ｍ以内に駐車場を設けなければならないので、本庁舎周辺地価２５万円/

㎡から算定すると、土地購入費だけで４億円ほどかかります。この他に駐車場の整備費が1,500

万円くらいかかりますので合計４億1,500万円程度となり、新しく敷地を購入することも現実

的には難しいということで評価は×としております。 

Ｂ建物地下駐車場は、本庁舎を免震構造とした場合、地下にできる免震層を利用して地下駐車

場を設ける案になります。免震層の階高を多少高くする事でコストをかけずに駐車場を確保で

きると思われます。機械室、エレベーター等を除いても1,800㎡ほど地下駐車場面積が確保で

きるとすれば、５０台ほどの駐車スペースは作れます。そうした場合に、躯体の増加、耐火被

覆の追加、避難器具、消火栓、排煙設備、換気設備の追加などの建設コストを算定すると２億

5,000万円程度と見込んでいます。地下を活用する場合、エレベーターを地下まで延長したり、

車の出入口が免震層を縦断しないよう車路を作ったりと追加部分も増えますが、コスト面や利

便性を考えると評価は◎としております。 

Ｃ自走式立体駐車場は既存の第２駐車場を平屋建て２層から２階建て３層に改築する案にな

ります。しかし、第２駐車場の敷地は都市計画道路の計画に当たっているため、都市計画法に

より移転が困難なものは建築できませんので鉄骨２階建ての駐車場までしか建設できません。

この場合は本庁舎に５台と第２駐車場に１０２台設置でき、建設コストが２億2,000万円程度

となります。第２駐車場は庁舎の斜め向かいなので利便性も良いと思われます。しかし、解体

期間を含めて工期が約６ヶ月必要になるので工事期間の仮駐車場を新たに確保する必要があ

ります。建設コストと利便性を考慮して評価は○としています。 

Ｄ機械式タワー駐車場は、敷地内に５０台分のタワー駐車場を設置するという案になります。

５０台を確保しようとすると高さ約４４ｍの建物になり、本庁舎よりもタワー駐車場の方が飛

び出た形状になります。４４ｍの高さは１３階建てマンションに相当します。建設コストは２

億5,000万円になり、建設後も定期メンテナンスと常駐管理人が必要であり、他の案よりも運

営経費がかかるため、評価は△としています。 

・会長 

本日の資料について説明が終わりましたが、今回は前回、前々回からの継続審議になっている

内容について、最終答申に向けて方向性を決めて行きたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。本日の論点としては大きく分けて２点あります。１点目は、本庁舎と第二庁舎の使い道に

ついて、機能を本庁舎に集約するのか、あるいは本庁舎と第二庁舎の両方を使って機能分担す

るのか。また、その場合どのような使い分けを行うのか。２点目は、庁舎の使い道が決まった

ら、新しい庁舎に求められる機能を審議会の提言として出したいと思います。 

最初に、本庁舎に機能の集約を行うのか、もしくは第二庁舎と両方を使いながら計画を進めて

いくのか審議をお願いします。また、それに関連して駐車場の検討もお願いします。 

機能の集約という点で、「庁舎面積の比較」で、現況10,283㎡から国交省基準16,977㎡にな

ると、今あるスペースよりかなり広くなるということが分かると思います。国交省基準の中に

13,505㎡の所に点線でしるしをしており、本庁舎と西棟だけで収められる面積と収められない

面積が分かるかと思いますが、収められない面積をどうするか、この場で検討していきたいと

思います。前回は、本庁舎と西棟のみで機能を集約するという考えと、第二庁舎も使って機能

を分担させながら運営していくという考えの２通りに分かれたと思います。今回配布された資

料について、機能を集約するという点で見ると、市民がよく利用する行政機能の窓口を一本化

するために本庁舎に集約して、市民があまり利用する機能ではない議会や教育委員会を第二庁
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舎に持っていくという機能の分担を示唆しているように思われます。そういう意味では行政機

能だけなら本庁舎に集約することができるということが資料から読み取れます。 

・伊藤委員 

庁舎の面積と平行して駐車場の検討も行うが、「駐車場の検討」の４パターンの中のＢ案にな

った場合は、庁舎本体の面積に影響を及ぼすのかを確認したい。駐車場を地下に作っても屋外

に出しても庁舎の利用面積に影響がないのであればこのまま議論を進められるが、駐車場の設

置によって庁舎の利用面積に影響あるのであれば駐車場を先に議論しないといけないと思い

ます。 

・津島庁舎建設室室長 

庁舎の必要面積には、駐車場部分は含まれておりません。行政上必要な床面積を 10,000㎡と

して検討していますので、駐車場が屋外でも地下でも床面積 10,000㎡に影響を与えることは

ありません。ただし、機械室などを地下に設けられれば、地上階の面積が少し広くなるという

ことは考えられます。 

・会長 

今、駐車場に関して話がありましたが、駐車場の４つの案についても議論をしていきますが、

まずは機能の集約についてご意見いかがでしょうか。 

・高田委員 

１か所に機能を集約させれば一番利便性はあるとは思いますが、配布された資料を見る限り第

二庁舎を使わなければならないと思います。近所の方からも意見を伺ってきましたが、「本庁

舎はベビーカーを押して相談窓口へ行くと狭くては入れない。」、「介護保険や生活保護の相談

を窓口ですると、隣の席が近すぎて他人が気になって気軽に話すことができないので、相談で

きるようなスペースが欲しい。」といった意見がありました。先ほどの説明で車椅子が移動で

きるようなスペースが必要という事がありましたが、市民側としてもゆとりのあるスペースや

プライバシーが守られたスペースが欲しいという意見を聞いてきましたので、やはり第二庁舎

と本庁舎を使い分けて、市民が使う窓口関係を本庁舎、市民があまり訪れない部署を第二庁舎

に設けるなどして、第二庁舎も使っていかなければいけないのではと思います。 

・会長 

市職員だけでなく利用者側としても庁舎を広くしたほうが良いという意見でした。利用者側と

してもいろんな意味で現況の庁舎は手狭であるので、国交省基準に合った面積で計画するのが

妥当ではないかということですが、それに関連して他に意見がある方はいませんか。 

・伊藤委員 

「庁舎面積の比較」を見ると、事務面積はゆとりが出ることになりますが、通路や待合い等は

どのように計算されているのでしょうか。ただ事務室等の働く人たちの面積が広くなるという

ことなのでしょうか。棒グラフの資料を見ると、一般の人が使うスペースについて触れていな

いので、この資料だけではなかなか賛成することは難しいです。 

・津島庁舎建設室室長 

空間イメージとしては事務室の例しか示していませんが、廊下や待合室、子供が遊ぶ空間、倉

庫、機械室、電気室、玄関等その他のスペースも計算には含まれています。全ての空間を例示

することはできませんので、これらのスペースについては各部局ごとに按分して表しています。

全体の床面積を現況と国交省基準で比較すると約１.６倍になりますが、そこには通路や待合

等の増えた面積も含まれています。 

・三井委員 

一般市民の方々が訪れたときに利便性が良くなるように面積を広くしていかないといけない

ので、多少複雑になってしまってもそれぞれの数値を記載した方が説得力があると思います。

また、事務室の間取りの比較に関しても、窓口対応の比較的少ない事務室で比較していますが、

窓口対応の多い事務室の比較があってもいいのかなと思います。単純にこの資料を見ただけで

は、全体の面積が大きくなるということは分かりますが、本当に必要な部分の面積がどうなっ

ているのかが分からないと思います。 
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・津島庁舎建設室室長 

事務室面積は約１.４倍程大きくする必要があるのですが、その他の諸室は、会議室・倉庫・

管理関係室が約２.１倍、議会関係が約１.１倍、機械室・電気室・自家発室関係が約１.４倍、

廊下・玄関・階段が約２.１倍、庁舎全体では約１.７倍が必要になります。これらを試算した

資料がありますので、追加資料として配布いたします。 

・三井委員 

今のような数値が分かる資料があれば分りやすいと思います。現況と将来の間取りイメージも

市民が多く訪れる窓口のレイアウトがないので、追加で用意できないのでしょうか。 

・津島庁舎建設室室長 

間取りに関しては、各課で使い方も違ってくるのでかなり種類が多くなってしまいます。市民

が多く訪れる窓口は全てローカウンターにして奥に低いパーティション等を置いてプライバ

シーに配慮するなど、レイアウトを描くには様々な事を考える必要があり、かなり複雑なもの

になってしまいます。そのため、一番標準的なレイアウトを一つの例として記載しています。 

・染谷委員 

予算の裏付けについてはどのように考えているのでしょうか。庁舎の耐震化ということで早く

建て替えるために今検討をしているわけですが、第二庁舎の建設の発注も同時に行っています。

予算は建設基金を元にしているわけです。第二庁舎は将来的に役所の人しか使わない事を前提

に建設しているのでしょうか。現実としては、両方の庁舎を使うという考えで発注をしている

のでしょうか。また、10,000㎡作るための資金はこれからの短い期間で確保できるのでしょう

か。 

・小野総務部長 

第二庁舎の入札を先日行ったところ、予算を超えたため不調に終わってしまっています。現在、

設計の見直しを行っているので、９月議会に間に合えば９月議会までに契約したいと考えてい

ます。予算額は決まっているので、予算を増やすということはできませんが、９月議会に出す

ためには、設計の仕様を落として予算の範囲内になるように手続きをしています。本庁舎

10,000㎡の予算については、現在の庁舎建設基金の中では第二庁舎よりも㎡単価を多少高く見

ていますが、第二庁舎の入札が不調に終わったということは、本庁舎も今見込んでいる基金よ

り多少の積み増しを行わなければいけないのかなと思います。９月議会でいくら積み増しがで

きるのかまだ財政部局に聞いていませんが、昨年度の不用額を庁舎建設基金の積み立てに回し

て欲しいという交渉をしているところです。 

・染谷委員 

予算の裏付けは作れそうだということですね。先週テレビで市庁舎の問題の番組が放送されて

おりました。日立市と栃木市の市庁舎の問題についてですが、市民になかなか納得してもらえ

ないというものでした。日立市の場合、周りに広い土地があるにも関わらず地下に駐車場を設

けることに理解が得られませんでした。人や場所によって価値観が違うので、誰が資料を見て

も納得できる資料を作っておくことは必要だと思います。また、時間がない中で新庁舎の検討

をしているので、検討内容はある程度時間で区切っていかないといけないと思います。その判

断資料としても資料は丁寧に作って欲しいと思います。 

・伊藤委員 

棒グラフを見ていると、議会を第二庁舎に移して、もう少し調整すればそれ以外の部局は本庁

舎に全て収まるように思えます。本庁舎を1,000㎡程大きくしたり国交省基準の比率を少し厳

しくしたりする調整は可能でしょうか。また、教育委員会はこれから役割が増えていくと思い

ますので、本庁舎に集約するということで考えています。 

・高田委員 

議会を第二庁舎にするというのは決まっているのですか。 

・伊藤委員 

決まってはいないですが、確認したいということです。 

 



5 
 

・津島庁舎建設室室長 

このグラフは部局順に色分けして並べただけですので、議会関係や教育委員会を第二庁舎に持

っていくことを前提にしているわけではありません。 

・三井委員 

そうすると 13,505㎡よりも大きくなるので第二庁舎も活用しないとできませんという説明だ

と思います。そうすると、伊藤委員さんがおっしゃったように、議会関係などを第二庁舎に出

せば必要面積には足りるということが言えます。そうすると、第二庁舎にどの機能を持って行

くのが良いのかという議論も同時に進めていくのが良いのではないでしょうか。 

・会長 

そういう方向で進めようと思います。第二庁舎を使うのか、使うのであればどの機能を第二庁

舎に移すのかという話になってきます。議会が第二庁舎の移転候補になりましたが、これも一

つの案としてはありうるかと思います。以前に第二庁舎の平面図を見たときに、議会も配置さ

れていたように記憶しています。 

・副会長 

それに関しては、事務局側も意見があると思いますので、先に事務局の意見を聞かせてもらっ

た方が良いかと思います。 

・津島庁舎建設室室長 

第２回審議会で配布した資料に第二庁舎の平面図がありますが、本庁舎建て替え時に一時的に

使った場合の計画です。仮設の計画であり、本庁舎が建設された後での使い方ではありません。

13,505㎡を超えた部分を第二庁舎に持っていくことですが、どの機能を第二庁舎に移すかとい

うことは具体的に決まっていません。考え方として、市民が直接関係する機能を本庁舎に集約

して、それ以外の部分を第二庁舎に移動させるという方向性のみ検討しています。具体的な部

分は何も決まっておらず、審議会で方針を決めてもらった後で実際に設計を進めていかないと

分らない部分もあります。設計を進めるなかで細かい内容は決めていければと思っています。 

・高田委員 

それでは審議会では具体的にどこを第二庁舎にもって行くかということは決めなくて良いの

でしょうか。 

・津島庁舎建設室室長 

それを審議会で検討していたら、時間がいくらあっても決めきれないので、市民の関わりが大

きい機能を本庁舎に、市民の関わりが少ない機能を第二庁舎にというように、大きな方向性を

示していただければと思います。 

・会長 

分かりました。それではここで、先ほどの庁舎面積の比較で追加資料が配布されましたので説

明をお願いします。 

・津島庁舎建設室室長 

追加配布しました「庁舎面積の比較表」について説明しますと、事務室等の執務面積は現況

3,985㎡から国交省基準5,514㎡と約1.38倍、会議室・倉庫等の付属面積は現況2,064㎡から

国交省基準4,315㎡と約2.09倍、議会関係は現況900㎡から国交省基準980㎡と約1.09倍、

機械室等の設備関係面積が現況1,044㎡から国交省基準1,460㎡と約1.40倍、玄関・廊下等

の交通部分面積が現況2,289㎡から国交省基準4,707㎡と2.06倍となっております。庁舎全

体の面積は現況10,283㎡から国交省基準16,977㎡と約1.65倍が必要になります。今日最初

に配布した資料の棒グラフは執務面積以外の面積を事務室の各部局に按分して示したものに

なります。 

・会長 

玄関・階段・廊下は2.1倍となり非常に広がるということが分ります。 

・副会長 

議会関係は議席数が１席減になっていますが、それで算定を行っていますか。 
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・津島庁舎建設室室長 

２８席で算定しています。 

・会長 

仮に、第二庁舎と両方使う場合の機能分担としては、もっと計画を見つめる段階で具体的なも

のを決めていくという事にして、この場では市民に直接関わり合いのある機能を窓口一本化さ

れるように本庁舎に集約するという方針を結論にすることができると思います。そして、今後

市の方で具体的な内容を考えてもらうという結論の出し方があると思います。 

・染谷委員 

始めのころ第二庁舎は民間が使えるようにするという意見があったかと思いますが、はっきり

と第二庁舎は民間では使えないということで議論を絞って進めてよろしいですか。テレビ番組

で見た栃木市役所は１階２階が店舗でその上に役所が入っていました。仕組みや何かを変える

ことで、初めに三井委員さんや野崎委員さんが言ったようなことができるかもしれないと思い

ます。ですので、ここで本庁舎と第二庁舎を関連付けて使うということを結論づけてしまって

よいのだろうか。その辺をはっきりさせてから細かいことを言ったらよいのではないだろうか。

予算のつけ方によっては絶対に民間の人は使えないが、実際に栃木では同じビルの中に店舗が

入っています。この事例の場合は、周りの店舗が潰れてしまうから苦肉の策でこのような庁舎

の使い方を行っているように私は見たのですが、栃木のような事例を事務局ではどのように見

ていますか。 

・津島庁舎建設室室長 

地方都市の場合は中心市街地が衰退して郊外型のショッピングセンターに集中しがちなので、

中心市街地活性化法や国の補助を利用して計画ができるのであれば可能性があると思います。

逆に、ＰＦＩのような手法を用いて下層階を店舗や事務所にして、３階から上を市役所にする

というようなことができるのであれば可能性がないとまでは言えません。しかし、今の庁舎建

設基金を積み上げて、それを原資にして市債を借りてやるということであれば、別途の資金を

どこかで得る必要があります。平成２５年度は７億円の庁舎建設基金を積み増しを行いました

が、それだけでは全然足りません。もっと積み増しを行わなければならないので、今計画して

いる新庁舎についてそこまで検討していたらできないと思います。 

・染谷委員 

耐震化のためには早くやるということが一番の目的ですね。 

・津島庁舎建設室室長 

いつ東京湾北部地震が来るか分からない状況で、耐震診断を行ったらIs値が0.12だったので、

これは何としても耐震化をしなければならないという事で始まった計画です。いろいろな手法

を検討すれば確かにありますが。 

・染谷委員 

今回は耐震化の速さを重視するという事で、その中で市民の要望をどの程度受け入れられるか

を考えて欲しいということですね。 

・副会長 

事務局で何を第二庁舎に移して、どのくらい余るのか足りないのかという検討もしているはず

です。それがどのくらい余るのか。余った場合は市民に貸し出しができるスペースになるのか。

そのあたりの考えを聞かせてください。第二庁舎にどれだけの部局が入って、どれくらいの㎡

数が余るのでしょうか。 

・津島庁舎建設室室長 

国交省基準の16,977㎡と比較して、仮に本庁舎が10,000㎡として、西棟と建設予定の第二庁

舎を合わせると合計で約17,200㎡になり、余りは約200㎡強になります。第二庁舎をどこに

持っていくかという話に関しては、具体的には決まっていませんが、例えば教育委員会は現況

が約560㎡で国交省基準が約1,500㎡になり、第二庁舎は約3,700㎡なので残りは約2,200㎡

になります。残りは監査、議会など「市民があまり使わない部局」を集約していったら第二庁

舎はほぼ埋まってしまうと思います。 
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・三井委員 

何回か審議会を重ねていく中で、最初事務局側から本庁舎の建て替えについてこの審議会で検

討を行うということで説明がありましたが、第二庁舎と併用していくというような流れで検討

が進んできています。その中、我々としては何とか利便性を確保するために一極集中したほう

がいいという考えで、「市民があまり使わない部局」を第二庁舎に移すという議論に流れてき

ています。また、第二庁舎の入札が不調に終わっているので、予算の見直しも含めて設計変更

というお話も出てきました。第二庁舎の変更を行うのであれば、予算の積み増しなどではなく、

今ある予算で建てられる設計に変更することはできないのでしょうか。 

・津島庁舎建設室室長 

国交省基準で庁舎を作るということになりますと、第二庁舎も使わないと収まりません。予算

の積み増しについては、第二庁舎に積み増すのではなく、今後、建設資材の高騰などがあって

今の予算で 10,000㎡建設するのは難しいだろうということで本庁舎の方に積み増しを行って

いるということです。 

・三井委員 

そうなると、第二庁舎の設計変更とは規模が同じで設計変更するということですか。 

・小野総務部長 

設計変更とは、造作棚やキャビネット、案内サインの仕様を落としていくということです。 

・津島庁舎建設室室長 

入札額との差を縮めていくための設計変更です。 

・三井委員 

第二庁舎と本庁舎の面積は国交省基準で変更しないことが基本と考えてよいのですね。設計を

変更するのであれば、建物の規模を小さくして予算に合った建物にすればよいと思ったのです

が。 

・津島庁舎建設室室長 

面積は変えない変更です。 

・小野総務部長 

建物の規模を変える変更をしてしまうと、設計期間がまた一年くらいかかってしまいます。ま

た、柱の大きさ等、始めから変えなければならなくなります。 

・伊藤委員 

いくつかの議論と重なるのですが、本庁舎のほうに「直接市民に関わりが強いもの」を集めて、

第二庁舎に「直接市民に関わらないもの」を持っていくという話の所で、前回から第二庁舎に

もって行くのは教育委員会・建設部・都市整備部と市として明記されているのですが、議会は

市民に直接関わらない、市民が直接足を運ぶことが少ないと思うので、第二庁舎に持っていく

のがよいのではないでしょうか。第二庁舎に何を持っていくべきかの検討は必要ないというこ

とでしたが、「議会を第二庁舎に持って行くのが良いのではないか」という意見は伝えておき

たいです。 

・三井委員 

同感です。時間がないので議論しないのではなく、審議会としての意見があるのであれば伝え

ておく必要があると思います。 

・会長 

審議会としての考え方でまとまるものがあるのであれば、審議会の意見として述べていいので

はないかと思います。 

・高田委員 

そこは価値観の違いで、利用の度合で何が市民に直接関係あるかは、沢山いる草加市民の中で

多様な見方があるので、市に判断していただきたいと思います。議会は直接関係ないとおっし

ゃる方もいるかもしれないが、私は地域の女性団体で活動していて、議員さんに話を聞いても

らえたことが結構あります。そう考えると、関係ある市民と関係ない市民があるので、そこは

両論あったということで最終的な判断は市に任せたい。 
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・大谷委員 

市では教育委員会・建設部・都市整備部を第二庁舎に持って行きたいと考えているようですが、

選挙管理委員会は何で本庁舎に入っているのですか。議会も関わっている人は必要で関わって

ない人は必要ないと、いろいろな意見が出ると思います。市職員は携わっているから分かるか

もしれないいが、私たちは分かりません。 

・会長 

前々回の議事録で、第二庁舎に教育委員会・建設部・都市整備部が入るというのが一つの考え

としてあるようですが、最終的に第二庁舎に入れると市の方では考えているのでしょうか。 

・津島庁舎建設室室長 

最終的に入れようというのではなく、一つの案として示しただけです。審議会の中で異論があ

れば、これはもう一度考える必要があります。 

・増渕総務部副部長 

第二庁舎に議会を持って行くということは議場を作る必要がありますが、第二庁舎の設計では

本設の議場を作る設計にはなっておりませんので、議会を持って行くとなるともう一度設計を

やり直すことになります。 

・染谷委員 

普通の会議室で議会を行っているところはいくらでもあります。物事の考え方を決め付けては

いけないと思う。 

・増渕総務部副部長 

議場を作るとなると、どのような議場にしていくか議会と話し合っていく必要があります。 

・染谷委員 

窓口に来ている人がどのような割合で来ているか、例えば証明書をコンビニで発行できるよう

にすれば来庁者が減ることも考えられる。これからの技術の発達があるのだから、市役所に来

なくても近所のコンビニで済むようなことも考えても良いのではないでしょか。今ではコンビ

ニでできることはずいぶん増えています。議場についても、こうでなければいけないという概

念を取ってもらわないと、全て今までのレベルに合わせないといけなくなる。今回採用してい

る国交省基準も、何年前に作成されたものかは知らないが、技術革新を見込んでのことなのか。

駐車場にしても、車で来る人を減らすことができるのかできないのか、もう一方では考えても

らわないといけない。単純に市の条例だけでやっているわけで、今までの基準どおりにやって

いてよいのか考えるきっかけになる。耐震化を急ぐためには第二庁舎を含めて考える必要があ

るが、それを緩和するためにはどうすればよいのか考えてもらわないと。 

・会長 

そうすると、今議論になっている第二庁舎の使い道についてですが、両方使うとなった場合ど

うお考えでしょうか。 

・染谷委員 

容積率で考えると面積的には本庁舎敷地に全部作れるだけの余裕はあります。容積的には本庁

舎敷地だけで必要な機能の面積は作れるのです。建設費の問題を含めるとどちらが高いか安い

かは分りませんが。本庁舎の工事期間中の引越し先として第二庁舎が必要なのは間違いありま

せんが、その作り方に問題があります。建設費に市債を充てた場合、もし面積が余っても市役

所関係しか使えない。野崎委員さんや三井委員さんが、余った面積で収益を得られないのかと

いうことをおっしゃいましたが、市債であるからできませんという話がありました。本庁舎の

耐震性が低いということで急いで作ることはいいのですが、作り方をもう少し考えられないの

か。実際には、第二庁舎の建設は予算も付いており、審議会の途中で発注されていくわけで、

本庁舎で使う予算が減ってきて７億円ほど積み増したのかも知れません。議場にしても、今ま

でのような議場とは違い、普通の会議室で議会をやっている議会はいくらでもあります。 

・会長 

今回で６回やってきており、皆さんご意見がある中、ここまで積み上げて今日に至っています。

少なくとも前回の段階で、本庁舎が10,000㎡と言うことに関しては合意ができたと思います。
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ですので、また最初に戻るというのはちょっとありえないと思います。 

・染谷委員 

戻るということではなく、我々としては審議会で話し合った内容で、どういう内容が反映でき

るのか心配になります。徐々に否定されてきて初めのシナリオに戻ってきてしまっています。

５回、６回と審議会で意見を言ってきたのが何だったのだろうということになりかねません。

そうならないように、審議会で出た意見はしっかりと残しておいてもらわないと、審議会では

何をやってきたのかと言われかねない。 

・会長 

それは毎回議事録に残っていますので、大丈夫だと思います。議事録は公開になっています。 

・鈴木委員 

議会は市民の代表となる大事な場なので、どの市でもだいたい本丸にあるので、第二庁舎に持

っていくというのはどうかと思います。やはり本丸に議会があるというのは筋だと思います。 

・会長 

それでは、基本的には第二庁舎も利用して 16,977㎡全体の計画を考えていくということでい

かがでしょうか。審議会で出た意見は議事録に残りますので、その意見を踏まえて市の方で判

断してもらう。その一つの基準としては、市民が利用し関わる部門はできるだけ集約してもら

う。そういう考え方に基づいて機能の振り分けを考えてもらうということで、審議会としては

そこまででよろしいでしょうか。それに関して、ご異議がありましたらこの場で出していただ

きたいと思います。国交省基準は１０年ほど前の基準なので、現代において必要な面積をある

程度反映していると思います。事務局からも再三事務・執務スペースが手狭であるということ

と、会議室や書庫・倉庫が足りないということ、市民の側から見ても手狭で使いづらいという

ことがありましたので、この国交省基準をある程度考慮して作っていくということは妥当では

ないかと思います。特にご異議がないということでしたら、両方の庁舎を使って考え、機能の

分担に関しては議事録に残った皆さんの意見も十分に考慮し、市民にできるだけ関わりの深い

部分を本庁舎の敷地の中に移していくという方向で、市の方に考えてもらうという事で、審議

会としての意見にしたいのですがよろしいでしょうか。このような方向性を最終答申案に盛り

込んで、さらに皆さんに検討してもらいます。本日の資料の駐車場の検討について意見はいか

がでしょうか。 

・伊藤委員 

必要台数については、（1）が４９台ないしは５０台、（2）が５１台ないし５３台、（3）が６１

台ないし６３台としていますが、比較では、「現在の第２駐車場の６６台に加えて、新設すべ

き駐車場の必要台数５０台として比較を行う。」とあり、（1）（2）（3）の必要台数は第２駐車

場で全て確保できてしまいます。そう考えると、駐車場の整備費２億円から数億円が節約でき

ると思うのですが、新しい駐車場はどうしても作らなければいけないのですか。免震層を利用

する場合、おそらく免震層自体は２ｍくらいで１ｍ位高くするということだと思うので、２億

5,000万円全てが駐車場費用というわけではないと思いますが、これに５０台作るということ

は一台あたり 500万円かかるということになります。自走式で考えると最大１０２台で２億

2,000万円なので、一台あたり220万円でできる計算になります。そう考えると、免震層を使

って駐車場を作るということが市民に説明して納得してもらえるかどうかという気がします。 

・津島庁舎建設室室長 

必要台数の算定は、駐車場の附置義務条例と県の福祉のまちづくり条例から単純に計算したも

のです。現況は本庁舎２３台と第２駐車場６６台で運用しています。平時は足りていますが、

繁忙期には明らかに駐車場が不足します。全体としては駐車台数を増やさなければいけないと

いう考えがあります。 

・伊藤委員 

そうすると、「新設すべき駐車場の必要台数５０台」という表現は少し違いますね。可能な限

り多いほうが良いというのは分かりますが。 
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・津島庁舎建設室室長 

可能な限り多い方が良いので、仮に５０台分を追加するものとして比較しました。 

・伊藤委員 

免震層を使うというのは上手い方法だと思いますが、やはり予算額からすると自走式の２段３

層の駐車場が安いのかなと思います。 

・津島庁舎建設室室長 

ただし、この場合には現況の６６台が１０２台になるので、３６台分しか増えません。比較す

るために出しましたが、全体としては必要台数が少し不足し、それだけのコストが掛かるとい

うことで◎ではなく○にしています。 

・三井委員 

第２駐車場の敷地は、都市計画道路が通る計画になっているので、実際に道路が通ることにな

った場合に駐車場をどうするかという話になってしまうので、道路の計画も平行して考えてい

かないといけないかなと思います。 

・会長 

都市計画道路が敷地に掛かっているということですね。将来どうなるかは分かりません。 

・染谷委員 

今と同じような車社会だということを前提にしていますが、実際には行動範囲がどんどん狭く

なっていくはずなので、本当に車でここに来る人が増えるのかどうか、増えないようなまちづ

くりもあるので。そういう意味でこれから草加のまちづくりをどのように考えているのかとい

う質問を一番初めにしました。出てくる資料が全部、過去のデータから考えられていて、これ

から先のことを考えたデータが一つも出てきていません。コンパクトシティーと言われている

のであれば、自転車や徒歩がもっと盛んにならないと街がやっていけなくなります。そのよう

な中、駐車場を広げるようなことをやって本当にいいのだろうか。 

・会長 

そうすると、この駐車場は必要ないという意見でしょうか。 

・染谷委員 

本当は何を基準に駐車場を増やさないといけないのか。 

・伊藤委員 

後ろ向きな意見ではありますが、都市計画道路に掛っているので将来分からないということに

なると、都市計画道路ができたときには必要台数が足りないということになるので、地下駐車

場はその分を含んで作らないとおかしいことになります。物事を考えるときは、理論的にきち

んと考えないと、後ろ向きでも前向きでも押さえどころがなくなり、議論しにくくなります。 

・会長 

将来なくなるかもしれないということですが、地下に５０台作ってもし仮に第２駐車場がなく

なった場合をある程度視野に入れているのでしょうか。 

・副会長 

第２駐車場全部がなくなるわけではないですよね。どのくらい削られて、どのくらいの台数が

置ける土地が残るのですか。 

・津島庁舎建設室室長 

都市計画線では敷地のほとんどにかかります。残る敷地は細長い三角形の変形の土地で、それ

ほどの台数が置ける土地は残りません。ただし、近い将来に事業化される可能性は低く、何十

年か先になると思われます。もし事業化されるようなことがあれば、それまでに駐車場の敷地

を確保したり第４駐車場を利用して代替駐車場にするなど、将来的には対応しなければならな

いと思います。 

・会長 

駐車場に関しては、審議会で意見をまとめたほうが良いのでしょうか。 

・津島庁舎建設室室長 

駐車場の確保は必要であるというような方向性を示されればいいと思います。 
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・副会長 

駐車場が必要ないということはないと思う。 

・小野総務部長 

駐車場についても庁舎に求められる機能の一つですので、Ａ～Ｄという案の中で審議会として

はこの案が妥当だろうというご意見をいただければと思います。 

・会長 

この４つの案と、今まで出てきた皆さんのご意見を踏まえたうえで、意見のある方いらっしゃ

いますか。 

・鈴木委員 

４つの案に建物が配置されているが、建物と駐車場の位置はこれで決まっているのか。 

・津島庁舎建設室室長 

第４回審議会で、ボリュームチェックということで、どれくらいの建物が敷地に建つのか仮の

イメージで作成しましたが、駐車場の配置も仮のイメージで作っています。 

・鈴木委員 

この案の形で、駐車場を作るわけではないのですね。 

・会長 

この案は、台数の検討と、おおよその場所をどこにするかという案なのでしょう。その他、特

にご意見がないようですと、事務局が説明してくれた案の中では地下を利用するというＢ案が

一番妥当だと思いますが。 

・三井委員 

Ｂ案になった場合でも、現在の第２駐車場は使えるのですか。 

・会長 

使えます。それでは駐車場はＢ案が妥当であると審議会として考えたいと思います。 

・伊藤委員 

Ｂ案を地下二層にするとどのくらいコストアップするのでしょうか。地下駐車場で５０台、現

況の第２駐車場で６６台の１１６台でゆとりがあるわけですが、増えるのは２７台分ですので

大幅に増えているわけではありません。そんなにコストアップにならないのであれば、予め地

下二層にしておいた方がいいかもしれない。 

・津島庁舎建設室室長 

さらにもう一層足すとなると、床面積として駐車場に1,800㎡、ＥＶと階段室で200～300㎡

くらい作らないといけないため、７～８億円くらい必要と思われます。地下二層については検

討しておりません。 

・伊藤委員 

２億円で空いている土地を探した方がいいような気もしますが。 

・津島庁舎建設室室長 

現実的に空いている土地がありません。 

・会長 

新庁舎に求められる機能についてはどのように審議会として意見を述べるかということがあ

ります。本庁舎と第二庁舎で、「市民に直接関わりのあるもの」を本庁舎に集約して考えても

らう。その枠組みの中でさらに付け加えてもらう機能というものを、今まで議論に出てきた議

事録を参考に市で検討してもらうということが一つの考え方としてあります。もう一つは、市

民の交流のスペースとなるようなもの、市役所の中で空間の中でできるだけ使いやすいもの、

また、建物の外を使って観光というような事で意見があったかと思いますが、そういった拠点

のようなものが必要ではないかという意見がありました。本庁舎に機能を集約するのではなく

綾瀬川左岸広場の方の機能と中心部を結びつける回遊という概念で、全体を一つの草加の中心

部的な市街地として考えていく。そういう計画の考え方を生かせば、一つの市役所の中にもそ

ういう拠点があってもいいのではないか。障がい者のための販売所はぜひ必要であるいう意見

がありました。事務局の方でもこれは積極的に考えてもらえると思います。食堂については考
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えが二つあり、一つは職員の福利厚生上あってよいという考え方、もう一つは周辺の店舗との

競合になるのではないかという考え方でした。これは市の方で検討してもらうということにな

ります。保健センターについては、老朽化がかなり進んでいるので検討の余地があり、市の方

でもそういう意見がありました。小さな子供がいる家庭は利用するので、市役所と一緒にあっ

ても不自然ではないと思われます。今まで、審議会で積極的に議論されたのはそういった内容

です。それぞれについて、この場で改めて、こういうのも検討の余地があるとして審議会とし

て答申に含めるか、あるいは機能を振り分ける段階で議事録に残っている資料で検討をつめて

もらう。特に意見がないようでしたら、今言った機能について次回の最終答申案を作る段階で、

例えばという形で事例を出すか、あるいは、設計段階で市の方に考えてもらうか。その辺は次

回の最終答申の原案で皆さんに考えてもらうということでよろしいですか。 

・全員 

よろしいです。 

・会長 

それでは、今日考えていた論点はそこまでで、皆さんの意見をいただいて方向性が見えてきま

したので、次回、最終答申の原案を事務局と話し合って検討したところで、再度、皆さんにご

意見を伺います。今日はそういうことでよろしいでしょうか。 

事務局から何かありましたらお願いします。 

・高畑庁舎建設室主査 

次回の審議会では最終答申の原案を提示させて頂きます。次回の審議会は、会場の都合上８月

２８日（木）午後３時１５分から高砂コミュニティセンターで開催させて頂きます。 

・会長 

他に何かありましたらお願いします。 

・高畑庁舎建設室主査 

本日は大変お忙しいところご審議いただきありがとうございました。これをもちまして閉会と

いたします。ありがとうございました。 
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