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防府市新庁舎基本設計（案）に対するパブリックコメントに提出された意見と市の考え方 

 

№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

1 防府市民にとって待ちに待った新市庁舎建設基本設計

（案）を拝見しました。 

 基本理念・設計方針など期待に応えるものがあり、関

係者の工夫・ご苦労が読み取れましたが、最も驚き、大

問題だと思う事について述べたいと思います。 

 それは、防府市民の市庁舎の敷地５０００㎡に県の

「警察署」を誘致する予定となっていることです。まさ

かと思っていましたが、驚きあきれました。 

 「設計案」も建設の進め方も、憲法の地方自治の本旨

（住民自治と団体自治）に反しています。 

［警察署の誘致をやめてください］ 

 市庁舎は、地方自治の拠点です。すべての防府地域住

民の生まれてから亡くなってもまだ、その生活すべてに

関わる役所です。警察署は、県の組織であり、仕事内容

が全く違います。市民を取り締まり、監視し、留置所さ

えあります。市庁舎の敷地にわざわざ誘致するという発

想は、信じられません。ワークショップでも出ていたよ

うに「用事が無くても行ける」「誰でも行って楽しいエリ

アに」「日本でここしか無いような市役所に」や、「行き

やすい」「自分がそこで楽しい心地よい体験ができるとイ

メージできること」などかってのアンケートにもありま

したが、ほとんどの市民にとって寝耳に水の市民の期待

を裏切る設計案です。 

 市庁舎の建て替えをどこにするか、現在地に決まるま

で、何年も防府市民は当然ながら我が事として考えてき

ました。それには、当時の市長の姿勢と、何より市議会

の力が大きかったと思います。市民の声を聞きながら進

めたと思います。市民アンケート（市と議会による）、シ

ンポジウム、各地区説明会（それこそ多くの市民が参加

した）、パブリックコメントなど。そして市長選で、「新

市庁舍は、防災の拠点となる現在地」を明確に公約した

現市長が当選したと多くの市民は思っています。 

 実際、私が所属している新日本婦人の会が、市長候補

者に出した公開質問状に、現市長の回答は、市庁舎建て

替えの場所について「大規模災害に備え、防災・減災の

拠点となる市役所は、必要な面積と機能が確保できる現

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

※県施設移転の経緯について 

山口県防府総合庁舎機能並びに

防府警察署の市庁舎敷地内への移

転については、平成 30年 8 月 23

日開催の市議会庁舎建設調査特別

委員会において、駅北公有地エリ

アに比べてより早く、より安く建

設できる現庁舎敷地を建設地とす

る方針をお示しした際に、現庁舎

敷地に行政ゾーンを形成すること

により、土地利用の高度化と防災

拠点機能の強化、及び市民サービ

スの向上を図るため、県への要望

を行いたいとの意向をお示しした

ものです。 

その後、平成 30年 10 月 12 日

には、「山口県防府総合庁舎機能

の市庁舎敷地への移転」、「山口県

防府総合庁舎の一部賃貸」、「防府

警察署の市庁舎敷地への移転」の

３点について、防府市長・市議会

議長連名により県に要望を行いま

した。この要望について、平成

31年 4月に県から回答があり、

１点目、２点目については賛同を

得ました。なお、３点目の警察署

の移転については、将来的な課題

とし、防府警察署の更新時期に合

わせて市庁舎敷地への移転を前提

に検討を行うとの回答であり、現

時点で具体的な計画等はありませ

ん。 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 
 

在地での建替が一番」でした。 

 ここまでは市民が直接意思表示する機会が何度もあり

ました。市民はすっかり安心し、広い敷地に「防災拠点

となりうる理想的な市庁舎」を期待し、待っていまし

た。 

 このたびパブリックコメントのために公開された新市

庁舎設計（案）は、敷地の正面（と私は思う）５０００

㎡もの広い土地に、県の警察署を誘致し、そのために市

役所の平面駐車場は今の半分とぐっと狭くなっており、、

市民が「事故が起こりやすい」「高齢化が進むので」と敬

遠している立体駐車場にたよるなど、寝耳に水？の驚く

べきものです。市民の許しも得ないでと言いたい。 

［どうして警察署を誘致？ ・その理由］ 

 議会を傍聴して、市長が議長と副議長を伴い、県に

「市庁舎敷地に警察署の移転を要請」したのだとわかり

ました。市民に説明も意見も聞くこともなく、議会には

かることもなく、市長独断で推し進められたと思いまし

た。また、昨年の県議選のおり、地区の集会？である県

議が、新市庁舎敷地へ警察署を移転すると話していたと

参加者から聞きました。 

 市長は警察署誘致の理由を、（広い市庁舎の敷地の）土

地利用の高度化のため、市民が車で右折して警察署に入

るのは危険なので、安全に行けるよう市民サービスのた

めと、議会で繰り返し答弁しています。全く理由になら

ないと思います。 

 わざわざ警察署を市有地の正面に呼び込み、その裏側

に市庁舎があるような市役所は、恥ずかしいです。市長

と一部の人がしていいことではありません。 

［広く市民に資料を提供し、説明し、意見を聞いてくだ

さい］ 

 新市庁舍建設設計（案）を、広く市民に説明し意見を

聞いてください。実施された３回のワークショップは、

敷地全体、警察署誘致については聞いていません。パブ

リックコメントに応募するためには、資料（設計案）を

市役所か、公民館などに行くか、市のホームページを開

いて見なければなりません。コメントする人は限られ、

少ないでしょう。これではたくさんの市民を無視してい

ることになり、市民の意見を聞くことにはなりません。

議会で市長が「パブリックコメントで意見を聞きます。」
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

と回答されたことに、怒りを感じます。市長の公約「し

っかり聞いてまいりたい」はうそですか。 

 市民に呼びかけて「説明会」、また各地区説明会を開い

て市民に資料（設計案）を提供し、意見を聞いてくださ

い。聞くべきです。１００億円以上の税金を使う大事

業、防府市の５０年１００年先まで市民の生活に深く関

わりその福祉の増進を図る地方自治の拠点である新庁舍

建設の大事業を、ときの市長と一部の人たちの意向で勝

手に強引に進めることは許されません。市長のやり方

は、「知らしむベからず、寄らしむべし」の観があり不信

をおぼえます。時間が無いから等と見切り発車をしては

いけない、できることではない、絶対にです。 

 市長は、市民の信頼を裏切らないで、防府市長とし

て、全市民の幸せの増進に全力をあげて取り組んでいた

だきたい、と心から願います。 

2 最近、新庁舎敷地内に、警察署が建てられると聞き、大

変驚き、又疑問を感じています。 

図面を見ると、かなりの広さを占めています。 

庁舎は災害時の拠点でもあり、あれほどの敷地を占有さ

れてはイザという時に市民への救済が為されるでしょう

か？ 

警察車輌は緊急出動などが多く、平地駐車がたぶん基本

なのだろうと思いますが、そのぶん庁舎用の駐車場が狭

くなり、やむを得ず立体駐車場を設置するのか、という

感が否めません。 

立体駐車場は事故率も高く、ましてや高齢者の技術的力

量から考えても適切ではありません。期日前投票時には

大混乱するのではないでしょうか。 

庁舎敷地に警察署を誘致する必然性は何ですか？ 

「災害時に市民を守る」という観点から余裕スペース

（広場とか）として活用すべきです。聞けば議会でも異

論が噴出しているとの事。庁舎建て替え問題が湧き起こ

った時、デザインプラザにて市民の声を聞くシンポジウ

ムが行われました。今回は市民の声を聞くでもなく、各

地区への報告会を開くでもなく、水面下で事が進むとい

う陰に「何かあるの？」というきなくさささえ感じまし

た。 

ともあれ、市民の知らない所で不透明な誘致など言語道

断であり、「庁舎は市民のもの」という原則をお忘れなき

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№.1の※県施設移転の経緯につ

いてをご参照ください。 

※立体駐車場について 

 立体駐車場は、文化・福祉セン

ター機能の複合化、県総合庁舎機

能の移転等に伴う駐車台数の増大

に対応し、限られた敷地を効率的

に活用するために整備するもので

す。 

 立体駐車場の２階部分と庁舎

棟・福祉棟２階（共に福祉関係フ

ロアとする予定）及び議会棟を連

絡通路やデッキにより段差なく接

続し、より多くの市民の方にとっ

て移動が安全で容易となるよう計

画しています。 

また、立体駐車場には屋根があ

ることから、雨天時の視界不良等

が軽減されるほか、傘を差さなく

ても快適に庁舎にアクセスでき

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

ように。 

警察署が建つという話は次第に拡がっているようです。

市民に早急に説明する場を作られるよう希望します。 

☆関係ない分野ですが、ついでなので、 

玄関前にある「光田健輔」像は一体いつまで置いておく

のですか？「無らい県運動」「らい予防法」制定の中心人

物であり、多くのハンセン氏病の方々の人生を狂わせた

張本人です。県外から来た友人に指摘されて恥ずかしく

思いました。 

る、直射日光をさえぎることがで

きるといった利点もあります。 

災害時には、帰宅困難者等の一

時的な緊急避難場所や、その後の

応援人員や支援物資等の受入れ場

所等としても幅広く活用が可能で

す。 

なお、立体駐車場の安全面につ

いては、見やすい標識や誘導表

示、カーブミラーや墜落・落下防

止措置、照明設備等にも配慮し、

通常の運転技術により十分安全に

ご利用いただける計画とします。 

なお、利便性と安全性の向上の

ため、立体駐車場のほかに、庁舎

棟メイン出入口付近には平面駐車

場（約 75台分）を整備し、必要

に応じて使い分けをして頂けるよ

うにしています。 

 

☆「光田健輔」像について 

 光田健輔氏の業績については

様々な評価があることは承知して

いますが、名誉市民顕彰のために

建てられたものであり、撤去等の

予定はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ 

3 １．防災拠点に広場の確保は必須である 

２．議会棟は将来的に移設でなく、計画に折り込むべき

である 

３．立体駐車場の建設は現状の規ボが不明で判断不能 

４．現状の主要用途別延床面積が不明で庁舎棟の規ボの

算定が出来ない（必要であれば高くする） 

５．コストダウンは必要なれど、将来に向けた庁舎棟建

設を願う 

１．※災害時の敷地利用について 

災害時には、庁舎棟南側の来庁

者用駐車場を含め、敷地内に全部

で約 300 台分ある平面駐車場にお

いて、避難者の緊急的な一時受け

入れが可能です。 

また、福祉棟２階の防府市社会

福祉協議会にボランティアセンタ

ーが設置された際には、隣接する

立体駐車場と直接接続されている

ため、車の乗り入れが可能で、悪

天候の影響を受けにくい、広大な

Ｃ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

スペースを活用することができま

す。 

 

２．庁舎の建て替えは耐震性の不

足が主な理由であるため、耐震性

のある議会棟は費用削減のために

も継続利用としたものです。ま

た、将来的な人口減少やＩＣＴ技

術の進歩に伴う市庁舎（本庁舎）

規模の減少も視野に入れた計画と

しています。 

 

３．４．立体駐車場及び庁舎棟の

規模については、防府市庁舎建設

基本構想・基本計画 1-3現庁舎の

状況及び 4-4想定規模でお示しし

た考えを基に、その後の施設集約

化等の影響を考慮して計画してい

ますが、実施設計においても必要

面積等を更に精査し、適正なもの

とします。 

 

５．貴重なご意見ありがとうござ

います。基本設計（案）の基本理

念・設計方針でお示ししたとお

り、長期的な視野を持って、合理

的かつ安心・安全な庁舎を目指し

てまいります。 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

4-1 今、起こりうるリスクに対して最大限に対策する時代に

入ったと思います。７日間の非常発電機用意が明示され

ているように、水害など被災を予定し検討を始められて

いるようです。 

東京の区、山口大学など、今は科学的シミレーション可

能です。 

今行われている発掘現場又、構造計画の地盤調査、又、

防府市の中世図をみても、元々河川であり、海であった

場所の建設物であることは明らかです。 

被災地へボラに行っても、庁舎がダウンした中でも災害

対応は無力です。 

 地震や水害等の災害に対する強

さについては、基本設計（案）

（１）の設計方針１において、市

民の生命と安全を守る庁舎とする

ことを示しています。 

 また、これを実現する方法につ

いては、（９）構造計画及び

（10）設備計画に掲載していま

す。 

Ａ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

基本理念でダウンしない建物とすることを明示して下さ

い。 

4-2 佐波川左岸に居住し、家族でも避難マップ作り試みてい

ます。 

庁舎棟の東に予定された広場もその一つに入れていまし

た。 

ところが市民の意見を聞く前に市長は県にのこのこ行っ

てこの場所に警察署をと申し入れられたとか信じられま

せん。 

前市長をあきらめ、投票しましたが、昔の自分の仕事を

今やっておられるような市長では自治の守り手ではあり

ません。 

ただちに撤回して、まずは市民の意見を聞き、市民の生

命を守る行動、理念にもどして下さい。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 

4-3 防府市に昨年石炭火力発電所が街の真中に建ってしまい

ました。グレタさんに顔むけできず、はずかしい気持で

一杯です。 

市民に意見を聞くかギリギリの容量で、知らぬ顔で誘致

され、建ちあがったのにはあきれました。 

山口県内にまだ４基計画中とか。他市では市民の反対も

起こっていると聞きます。 

石炭火力が出しているＣＯ２を公表し、それをカバーす

るくらいの無炭素でエコの庁舎を望みます。 

 現在、分散している庁舎を合理

的に集約配置することにより大幅

な省エネルギー化を図るととも

に、基本設計（案）（10）設備計

画にお示しした自然エネルギーの

活用、最新の高効率・高性能機器

の導入等により、建物の更なる省

エネルギー化を図ります。 

Ａ 

5 （１）基本理念・設計方針 

・基本理念前文の中で、「新庁舎の建設は、防災拠点のみ

ならず」うんぬんとある以上、庁舎が災害に耐えうるも

のであることはもちろんではあるが、災害の際に必要不

可欠となるであろう「市民の被災地」としての平地の確

保には、万全を期すべきではないでしょうか。 

そのため、防府市１２万人を支えるための庁舎床面積の

現状を、今回は縦方向へのばす高層建物形であるから、

かなり相当の平地面積が、確保出るはずであろう。議会

棟も現時点での費用削減かもしれないが、将来的には、

福祉棟、議会棟を上に延ばせば、充分平地が確保できる

であろう。 

再度、平面計画を考え直してほしいものです。 

（２）計画概要中の立体駐車場について 

・「立体駐車場」を想定しなければならなかった理由は何

（１）災害時の敷地利用について

は、№3の※災害時の敷地利用に

ついてをご参照ください。 

 

（２）来庁者用駐車場は、利用者

の移動距離、敷地内の段差、悪天

候時の利便性等を考慮し、平面駐

車場と立体駐車場の併用を計画し

ています。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

 

（５）立体駐車場の構成は、１階

を資材倉庫及び公用車駐車場（緊

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

か。また、その２Ｆ、３Ｆに日中動きが多い来庁者用と

しているのはなぜか、日中動きが多いい来庁者用は職員

の平面駐車場と変えた方が安全、適切でしょう。 

・（５）階層構成のなかでは、立体駐車場の２階、３階が

来庁者用駐車場となっているが、「計画概要」の駐車場概

要には、「来庁者駐車場」は合計 240台となっており、

「立体駐車場」の１階当たりのあたりの容量が不明であ

り、どう理解すればいいのでしょうか。 

・また、来庁者以外ではどこの部署がどの程度駐車され

る予定でしょうか。立体体駐車場の地上４階•塔屋１階の

意味は、４階部分の床は何に使われるのか不明。駐車場

ではなさそうですね、確認を！ 

（３）配置計画中の防府警察署の移転について。 

・１号館解体跡地、防府警察署の移転について、「県に要

望中」とはだれが何のために要望しているのでしようか 

・敷地内に警察署を要望するということは、よっぽど新

しい庁舎内には危険度が高く、常時、警察官を必要とし

ているということなのでしょうか。市庁舎敷地内に警察

署を配置しなくてはならない理由を明確にし、平地を確

保すべきであることを明確にするべきです。 

（４）平面計画 ｐ６ ８階構成 

・ここの考え方として、市民の活用場面が多いようなの

で、職員の食堂として活用し、かつ市民の素敵な「レス

トラン」とすることが適切であろう。特に、近隣県内都

市と比較し、防府市の「食」に対する格がおちている、

と言われております、この際多くの人に楽しめ、自慢の

できる「食の場」となるよう希望いたします。多くの市

民が楽しみにしている場「展望回廊」がもったいないで

はないですか。 

急車両等）、２～４階（一部）を

来庁者用駐車場、４階（一部）～

屋上階を公用車用駐車場としま

す。また、１階あたりの駐車台数

は約 70台で、塔屋はエレベータ

ーの機械室等です。 

 

（３）県施設移転の経緯について

は、№1の※県施設移転の経緯に

ついてをご参照ください。 

 

（４）「食」については市民ワー

クショップでもご意見をいただい

ております。貴重なご意見として

承りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ 

 

 

 

Ｂ 

6 私は先の市長選で、現池田市長を支持した者です。 

池田さんは現在地での市庁舎建替を主張され、理由とし

て地震などの大規模災害時に多くの市民を受け入れるこ

との出来る広さと利便性を訴えられました。それは多く

の市民の心に響いたと思います。又、私は、県の要職を

経験された池田さんなら、山口市のパークロード周辺の

ような市民のいこえる、緑豊かな空間を作り出されるだ

ろうと期待していました。そうすれば山口市より狭いな

がらも市民が集い、つながり合えるあたたかな場所が防

府市中心部に初めて生まれて市が活性化すると思ったの

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

立体駐車場については、№.2

の※立体駐車場についてをご参照

下さい。 

災害時の敷地利用については、

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

です。（勿論、災害時には沢山の人々が集っても収容でき

る広さがあります） 

 でも現在進められている市庁舎（建物および敷地全

体）建設のあり方が期待していたものとは全然違う事を

知って驚いております。 

 配置計画の図面の白の余白部分（現在の１号館や旧消

防署などの部分）に警察署を誘致しているとのこと。こ

れは本当でしょうか？ 

 市広報にその事は全く触れられていませんし、市民の

大多数は知らないと思います。（４）の配置計画で庁舎棟

と１号館解体跡地（警察署予定地）の広さを比較してみ

ますと、警察署予定地の方が大きいです。これでは敷地

のメインをしめるのは警察署であって防府市庁舎はまる

でつけ足しのように見えます。 

 また平時、災害時を問わず、車で訪れる人は大部分が

奥の立体駐車場を使うことになっています。今よりずっ

と不便で、災害時には対応できないと思います。 

 なぜ、警察署をメインの場所に誘致しているのです

か？ 

 また、なぜその事を市民に知らせないのですか？ 

 ３の事業スケジュールに、警察署誘致の是非を市民に

問うためのシンポジウム、各地区説明会の開催、アンケ

ートの実施等を加えて下さい。前市長はそうして多くの

市民の声を聞きながら民主的な取組みをされました。 

 池田市長。より良い活気ある防府市作りをめざして下

さい。市長自身、ご自分の生まれ育った防府市を愛して

いらっしゃるのでしたら、また、子どもや孫にステキな

防府市を手渡していきたいのなら。ぜひ再考をお願いい

たします。 

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

7 今回新庁舎建設についての平面図を見ると、敷地の北

側、一号館解体跡地に防府警察署が入ることになってい

ます。 

 市役所の敷地に県の施設が入ること自体、奇異なこと

ですし、専有面積も広く、これでは市役所なのか警察署

なのかわかりません。市役所の敷地は言ってみれば防府

市民の土地です。市役所としての機能充実のために利用

していただきたい。防府警察署は、現在の場所で改築さ

れるべきでしょう。 

 今後地震、津波、台風などの大災害が起こる危険が増

えると考えられます。災害時に警察署があることで、緊

急車両などの出入りに支障をきたすケースが考えられま

す。あるいは市役所独自の避難者対応にも支障をきたす

のではないでしょうか。 

平面図によれば、一号館跡地の西側に、立体駐車場を設

けられるとのことです。ただ、市役所利用の市民は、せ

いぜい 30分程度なので、立体駐車場利用は、かえって不

便を感じると思います。この際、1号館跡地は平面駐車場

として残し、災害発生時に避難者対策の場とされるよ

う、切に願います。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

立体駐車場については、№.2

の※立体駐車場についてをご参照

下さい。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

8-1 一、市庁舎は憲法９２条に定める地方自治の本旨（住民

自治と団体自治）に基づくものでなければならないこと

は当然です。 

 今次の池田市長による庁舎建設基本設計（案）は、こ

れに著しく反する非常識なものです。警察署、県庁部局

の市役所併置・合築は、白紙撤回することです。 

 市長は庁舎建設計画を、市民なら主権者として誰でも

が見れるよう開陳していません。市民を領民視している

のではないですか？。そうならば言語道断の態度です。

前松浦市長でさえ住民への説明を繰り返しました。 

 警察は、治安維持と犯罪防止が主な仕事です。 

 一般行政は住民の福祉の増進を図るものです。 

 別次元の役割を有していることは誰でも知っていま

す。 

 常識を働かせてください。防府市は未来永劫続きま

す。一時一人の思いつきで未来に禍根を残すことは許さ

れません。 

 池田市長は憲法と地方自治について誠実に勉強し直し

たらよいと思います。この（案）のままでは防府市役所

は県庁の支所になりかねません。 

二、市庁舎は地方自治法第１条に基づく「住民の福祉の

増進を図る」ことを具体化するものでなければなりませ

ん。今次の池田市長による庁舎建設計画は、この原則を

無視すること著しいものです。白紙撤回を求めます。 

 また、今の市役所用地で防災、減災のためのエリア確

保が切実に求められます。警察署・県庁部局に用地提供

と併置の余裕はないはずです。 

三、県警察防府警察署の市庁舎敷地内建設は非常識で許

されません。白紙撤回することを求めます。警察には警

察法に定める独自の任務があります。治安維持と犯罪防

止が主な仕事です。 

 池田市長の計画する設置ゾーンの「高度利用化」「市民

サービス」の主張は警察署設置ありき」の言い訳に過ぎ

ません。見え透いたトリックです。 

 なお、昨年の県議選のおり、Ｓ県議が市役所用地に警

察署誘致構想を語ったと聞いています。もしもＳ県議の

意向に沿うものならば、なおさら許されるものではあり

ません。 

 また、警察署誘致は、議長を同行して県に要望したも

市庁舎敷地内への県施設の移転

に対するご意見として承りまし

た。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

行政ゾーンの形成による土地利

用の高度化、防災拠点機能の強化

及び市民サービスの向上を図るた

め、県に移転の要望を行っている

ものです。 

 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

ので、市長は市議会と一体のつもりと発言しています

が、根拠はありません。特に同行した前議長は不祥事で

議員を辞職した人ではありませんか。嘘はいけません。 

四、市民世論の分断は許されません。 

 議会でＳ市議は「自民党周辺は賛成」で「共産党周迈

は反対」しているなどと発言したと聞いています。これ

は市議会外での責任は問われないものの、聞き捨てなら

ないものです。 

 なぜならば市民の意思表明を特定政党の意思とし、さ

まざまの市民の意見・世論を分断し押さえるものに他な

らないからです。市民が意見を自由に表明できることこ

そパブリックコメントの真髄ではありませんか。 

五、池田市長は、憲法・地方自治法が示す首長の態度を

貫き堅持されたい。住民の意思と要求に応えている阿武

町長の姿勢を誠実に見習うべきであると考えます。 

六、防府市議会はこの機会にこそ「防府市議会基本条

例」に則った誠実な態度と行動をとるべきと考えます。

池田市長の警察署誘致と県の部局併置を撤回させてもら

いたいと思います。市議会と市議会議員の良識を示して

ください。 

8-2 一、池田市長は再び市民の信を問うべきです。 

 池田市長は自らの市長選挙では、「市庁舎は現在地に

建設」を公約しましたが、今次の新計画（警察署、県庁

部局の市役所併置・合築）については一言も提言してい

ません。また、新計画の内容を市民の前に堂々と示して

いません。説明もありません。憲法９２条の地方自治の

本旨（住民自治原則と団体自治原則）をないがしろにし

ています。このような大事業についての態度とはいえま

せん。辞職・再選挙が至当といえます。 

二、市長に問います。答えてください。 

 市長選では市庁舎は「現在地が一番」の公約で市民の

期待に応えたが、その内容（警察署誘致など）を市民に

示すことはありませんでした。 

①いつ頃から新計画を考えたのですか。 

②新計画の理由と動機・意図は何ですか。 

③その折、地方自治の本旨（住民自治、団体自治）のこ

とを留意・考えましたか。 

④県内の自治体（地方公共団体）の中で、市庁舎用地の

中に警察署を建設しているところは皆無です。周南市、

市庁舎敷地内への県施設の移転

に対するご意見として承りまし

た。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

宇部市、下関市、長門市など最近新設したものでも皆無

であり、各自治体とも広場を持っています。防災上重要

だからです。防府市で警察署を誘致し、広場をなくした

計画をつくったのはなぜか、市長は真面目に説明しなけ

ればなりません。 

⑤市民の前に広報、全地域、全自治会の説明会で示すの

は当然ではありませんか。説明会をしないのはなぜです

か。開いてください。 

三、本来新庁舎建設は、全議員一致が当たり前と考えま

すが、今次池田市長の設計案は、少なくとも市議会議員

の３分の２以上の同意が必要なのではないですか。憲法

第９３条は住民自治原則に基づき地方公共団体の長（執

行機関）と議会（議決機関）の議員とを直接選挙で選ぶ

事を規定しています。長と議会は対等平等なのです。地

方自治法第４条（事務所の決定又は変更）は、事務所の

位置を条例で規定するとともにその変更は出席議員の３

分の２以上のものの同意を得なければならないことを定

めています。今回の市庁舎（事務所）の建設計画の内容

は、警察署の設置、土木建築事務所、農林水産部事務所

水産部、山口健康福祉センター防府支所など、県知事が

統括する部局の市役所内設置が計画されており、位置変

更に匹敵する以上の大変革になっています。 

四、付記 地方自治の本旨とは 

 念のため憲法第９２条の定める「地方自治の本旨」に

ついて付記します。１９４６年７月２日第９０帝国会議

で大村内相の提案説明で、いわゆる「団体自治」と「住

民自治」の双方を実現することが「地方自治の本旨」だ

と説いています。これが憲法第９２条に規定されたので

す。 

①「住民自治」とは地方の政治や行政が、中央の官僚に

よってではなく、その地域の住民とその代表者によって

行われること。つまり民主主義が徹底すること。 

②「団体自治」とは国内の一定地域を基礎とする独立の

団体一地方自治体（地方公共団体）一を画し、その事務

は国から相対的に独立した団体の機関にあり、その責任

において執行されることをいいます。 

現実には、この両者のうち一方が欠ければ他方も十全に

は保証されず、両々相まって地方自治が健全に発展して

いくという関係にあります。 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

9 市民が利用する市役所の敷地内に警察署が移転すること

が、理解できません。あの敷地は解放型の公園として、

災害時に炊き出しやテントをはっての救助などに利用で

きるように、あけておくほうがよいと考えます（バイオ

トイレの設置も必要）。建物が十分機能できない状態にな

ることも考えておく必要があります。これからの異常気

象に備えることは、十分過ぎるくらいの準備が必要で

す。それにパトカーが常に出入りすることで、市役所の

利用時も心配することが多いです。 

 市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

災害時の敷地利用については、

№3の※災害時の敷地利用につい

てをご参照ください。 

Ｅ 

10 ・車両の入り口を１か所にしてしまうと混んでしまうの

で最低でも２か所は設けるべきです。 

・立体駐車場を建築するようになっていますが、警察署

移転予定地をそのまま平地の駐車場として利用すれは無

駄な建築費が掛からず、敷地の北側にも出入口を作れる

ため混雑するのも防ぐことができるのではないでしょう

か？そもそも市役所の横に警察署を移転させる必要があ

るのでしょうか？ 

・周辺道路の交通量及び交差点と

の位置関係、車による来庁状況等

を考慮し、適切な出入口の配置を

検討します。 

 

・市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｅ 

11 ・防府警察署の移転要望は取り消すべきだ。設計方針

に”防府らしさが感じられる庁舎”とあるが、昔から防

府は県下でも広い平野からなりゆったりとした市なの

に、敷地一ぱいに建造物があるとは、防府らしさとはあ

い入れない。又、時を嫌わずパトカーのサイレンは鳴り

ひびきとてもいい環境とはいえない。 

・駐車場の件、なるべく立体はやめて、１号館解体跡地

には平面駐車場を作ってほしい。又、少々ゆとりのある

広場は災害時など必要だと思う。 

・その他、庁舎はなるべく高層にしないでほしい。”防府

らしさが感じられる庁舎”として、他市をまねることは

ない。 

・市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

 

・立体駐車場については、№2の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

・災害時の敷地利用については、

№3の※災害時の敷地利用につい

てをご参照ください。 

 

・貴重なご意見ありがとうござい

ます。現庁舎の運用を行いながら

の建替え工事となるため、敷地や

建物形状の制約がありますが、な

るべく便利で合理的な建物となる

よう、計画してまいります。 

Ｅ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

12 １．基本理念・設計方針 

 基本設計案の根本的な問題点として、まず目につくの

１．市庁舎敷地内への防府警察署

の誘致に対するご意見として承り

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

は「当該敷地の最も中心的な部分である交差点の区画

が、防府警察署の移転先に差し出されている」という点

である。これでは、あたかも「防府警察署の移転に付随

する市庁舎建設計画案」の如きものである。 

 市長の職責は「市民の財産を最有効に活用し、市民の

利便性を図ると共に、防災拠点として確保する」ことだ

と考えるが、この案では「山口県のご都合主義に追従す

る計画」と言わざるを得ない。基本理念の点において本

末転倒である。 

 当該区画を、防府警察署の移転先として売り渡すのは

絶対反対である。市民中心に考え、防災の拠点としても

当面は駐車場として、絶対に確保するべきである。 

２．計画概要 

 文化福祉センター、多目的ホールなどの機能を盛り込

む計画だが、あくまでも行政の中心施設であるべきであ

る。総花的にならないことを要望したい。 

３．配置計画 

 基本設計案では、大規模な立体駐車場の計画が盛り込

まれている。これは防府警察署の移転先(分譲)計画を優

先した為に発生したものと思われるが、市民の目線から

はケシカラン計画である。 

 そもそも前市長の駅北庁舎案に対して、「立体駐車場は

イヤだ」という反対意見が相当数あったことは記憶に新

しい。地区説明会の議事録をちゃんと読んでもらいたい

が、そのことを市長にしっかりレクチャーしていない事

務方にも苦言を呈したい。 

 最近、周南市庁舎を利用したが、ゆったりとした平面

駐車場で、イベントなども実施していると聞いた。業務

用車両は立体駐車されている様である。本件基本計画に

おいて防災や各種イベント用途に、平面駐車場は優先的

に充分確保すべきである。業務用車両のみの立体駐車が

相当と思う。 

 ”無理矢理立体駐車場”の原因にもなっている、防府

警察署の移転計画は絶対排除しなければならない。もし

これを強行すれば、「市民より県を優先した」とのそしり

を受けること必定である。 

ました。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

 

２．貴重なご意見ありがとうござ

います。基本設計（案）（１）に

お示しした基本理念・設計方針に

基づき、機能的な行政施設として

設計してまいります。 

 

３．市庁舎敷地内への防府警察

署の誘致に対するご意見として承

りました。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

13 交差点からよく見える良い立地をなぜ警察へ渡すのか。

まるで市役所の中心が警察署であるかのように感じてし

まう。警察に対して良い印象を持っていない人も少なく

なく 市役所に行く度に常に“警察署”を感じなければい

けない。市役所は市民の拠り所。すべての利用者が気持

ちよく行きたい所です。 

 平面駐車場を広く設けるべき。警察署を移転しなけれ

ば広い平面駐車場を確保でき、立駐を作らなくても良

い。高齢でも車を運転される方も多く、立駐よりも平面

の方が簡単に駐車ができ、気軽に市役所を利用できる。 

災害時には広々とした屋外避難場所としても利用がで

き、その他、福祉関係のイベントの開催場所としても利

用ができる。立駐を設けなければ税金の節約にもなる。 

 何が起こるかわからない時代、広い平地が必要になっ

た時、市民が利用しやすい場所を新たに確保することが

できるのか。警察署を移転することと、市民のために広

い平地を確保すること、どちらが重要でしょうか。 

警察署は“県”の管轄。なぜ“市”が慮っているのか。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

災害時の敷地利用については、

№3の※災害時の敷地利用につい

てをご参照ください。 

Ｅ 

14 ４ 配置計画 

○1号館解体跡地の利用、警察署は出入りが不便になる 

・「１号館解体跡地」について、「防府警察署の移転につ

いて山口県に要望中」と記載されているが、移転の可能

性はあるのか。 

・警察署がここに移転すれば、交差点に近く、どの位置

に車の出入口を作られても、車での出入が現在の警察署

よりも難しくなり困る。市民の便利さを考えてほしい。

役所同士の便利さを優先して、市民に不便を押し付ける

のか。 

・駐車場、イベント広場などとして活用した方がいいの

ではないか。 

○立体駐車場をやめ工事費の削減を 

・「１号館解体跡地」は平面駐車場として利用すれば、立

体駐車場は不要になり、工事費が少なくてすむのではな

いか。 

６ 平面計画 

○テラスの南部分は不要 

・２階のテラスは、駐車場口から庁舎棟の西の連絡口ま

でと議会棟への連絡部分は必要だが、庁舎棟の南側は不

要ではないか。南側出入口の側にはキッズスペースがあ

４． 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

 

６． 

・庁舎棟２階南側のテラスについ

ては、意匠上の表現として基本設

計（案）に記載されていますが、

安全性や必要性等を考慮し、削除

します。 

 

・庁舎棟から議会棟への通行ルー

トについては、利用者の利便性を

優先し、福祉棟のロビーを通らな

 

Ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

Ａ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

るが、子どもさんが出入口からテラスへ出て危険ではな

いか。テラスに接続して階段もある。 

○福祉棟のロビーは通路にしない 

・議会棟へ庁舎棟から行くためには、必ず福祉棟のロビ

ーを通らないと行けない。ロビーを通路のようにするの

は良くないのではないか。 

９ 構造計画 

○福祉棟の３階部分の有効活用を 

・福祉棟の柱・梁の図を見ると北側は３階、南側は２階

の構造になっているが、北側の３階部分は倉庫等のスペ

ースとして、活用するのか。「（１０）設備計画」の福祉

棟の断面図でも、何の記載もない。もったいないのでは

ないか。 

い形に変更します。 

 なお、基本設計（案）では、ロ

ビーと通路を共用することにより

生まれる人々の交流や、外部通路

を取り込むことで建物を効率的に

利用すること等を考慮しています

が、そうした効果については、実

施設計で改めて検証を行います。 

 

９．福祉棟３階は建物の外部とい

う扱いであり、空調などの機械置

場を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

15 １. 市役所職員のための駐車場が必要か。 

周南市では、全職員公共交通機関を利用して登庁するこ

とになっている。周南市にできて防府市でできない理由

がわからない。職員の皆さんには申し訳ないが、そのス

ペースを有効利用していただきたい。 

２. 警察署が同じ敷地内に入る意味がわからない。 

大阪でも起きたということは、防府でも起こりうるわけ

で、万が一留置された犯罪者、容疑者の逃亡事件が発生

したときは、真っ先に矢面に立たされるのは、市庁舎を

訪れていた一般市民ではないのか？現在の警察署でも同

じことだと言う考えがあるとするなら、あまりにリスク

を考慮していないと思われる。 

３. 市の庁舎に県の行政機関がなぜ入るのか？ 

なぜ土木建築事務所が入るのでしょうか？市民の利便性

向上にどう繋がるのでしょうか？駐車場もそのために立

体にするのでしょうか？市民のためとは思えません。 

１．職員の通勤用車両について

は、敷地周辺部や高低差がある部

分等において、市の業務に支障を

生じない範囲で駐車を認めている

ものです。災害時にはこのスペー

スを公用車駐車場、応援人員、支

援物資の受入れ、避難者の一時的

な緊急避難場所等として利用でき

ます。 

 

２．市庁舎敷地内への防府警察署

の誘致に対するご意見として承り

ました。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

 

３．県施設移転の経緯について

は、№1の※県施設移転の経緯に

ついてをご参照ください。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ 

 

 

 

 

 

 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

16 １．住民福祉のための市政と市民をとりしまる警察とは

役割が全く異なる。同じ敷地内などありえない。 

２．県からすると、農業試験場を防府に移転するかわり

に、警察署を市に押しつけ、跡地を民間に払い下げして

利益を得る構図。県とのパイプ＝「言いなり」では市民

のためにはならない。 

３．警察署がなければ、広々とした空間ができる。ゆと

りの空間が、災害時に役立つはず。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 

17-1 思いやり駐車場が５台とは、あまりにも少なすぎる。社

会福祉協議会も福祉棟に入るなら、倍の１０台以上思い

やり駐車場が必要。思いやりは障害者だけではない。高

齢者・妊婦・生まれたての赤ちゃんの健診に来る人、い

ろいろな思いやり駐車場を使う人がいる。必要としてい

る人々がいる。５台は、あまりにも少なすぎる。 

思いやり駐車場の台数は、「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」に基づき、

「駐車台数が 200台を超える場合

は駐車台数の 1/100に 2を加えた

数以上の車いす使用者駐車場を設

置すること」を基準として、来庁

者駐車予定台数 240台に対し

（2.4 台+2台＝4.4 台＜）5 台の

計画としていますが、建物用途等

を勘案し、より利用しやすい施設

となるよう、今後の実施設計にお

いて、更に検討します。 

Ｂ 

17-2 新庁舎ができると、小学校等の社会見学等もあると思い

ます。また、トラックに乗っている人が、途中で市役所

へ手続き等で来庁されることも、まれですがあると思い

ます。 

すべての方に利用可能な駐車場設置をお願いしたい。今

の平面駐車場では、大型車（バス等）駐車できない。一

般の小学校にも肢体不自由な児童もいる。大型車が市役

所そば（平面）に駐車できるスペースがほしい。（大型

車庫等がありますが、そこにバスは駐車できますか？） 

 平面駐車場は災害時の多目的利

用やイベント利用等を想定して車

止めを設置しない計画としていま

すが、通常時は一般利用者の駐車

台数及び安全性の確保を優先し、

バス駐車を想定していません。ご

提案のありました、庁舎見学等の

団体利用者の大型バスの駐車場所

については、実施設計において引

続き検討します。 

 なお、配置計画の大型車庫棟

は、大型公用車（マイクロバス

等）の車庫として使用します。 

Ｂ 

17-3 災害時になると、たくさんの市民が、市役所にも避難し

てきます。その中には、急病人・大けがをした人も含ま

れます。市役所として、ドクターヘリが駐機できる場所

を求めます。 

 災害対応機能を維持した状態で

敷地内に臨時ヘリポートの条件を

満たすスペースを確保することが

困難であることから、近隣の桑山

Ｃ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

中学校、佐波小学校のグラウンド

を臨時ヘリポートとして使用する

こととしています。 

17-4 災害時、たくさんの被災者が、市役所にも避難して来ら

れると想定できます。被災者の中には、けがをした人等

も含まれます。 

ブルーシートやテントをはって、トリアージをする場所

と、たくさんの救急車が駐車できる場所が市役所に必要

です。防府警察署が移転すれば、たくさんの被災者（何

千人、何万人かも）をトリアージしてわけるたくさんの

救急車が止まる場所はどうなるのでしょうか。被災者が

何千人、何万人と避難してくることを想定をして下さ

い。小・中・高等学校では、牟礼地区でも３千人が受入

限度、住民は１万人以上います。あとの７千人余りはど

こへ避難？市役所に来られるかもしれないことを想定し

てください。 

災害時の敷地利用については、

№3の※災害時の敷地利用につい

てをご参照ください。 

なお、災害時の避難場所は各公

民館、小中学校等を指定していま

す。市庁舎は災害対応の指揮命令

機能の維持を優先する必要がある

ため、緊急時における一時避難を

除き、避難場所として使用する想

定はありません。 

Ｃ 

18  防府市教育がより充実し、質が向上するために提案さ

せていただきます。 

 教育の質の向上のためには、教員の質を高めることが

必要です。このために有効なのが教員同士の学び合いと

いうことは、多くの研究者や実践者が明らかにしていま

す。 

 個々の教員は様々な学びの機会をとらえて努力をして

いますが、その環境が必ずしも十分とはいえません。防

府市では新庁舎の建設を機会に、教員の学びの環境をぜ

ひ整えていただきたいと思っています。具体的には、新

庁舎教育委員会のフロアに教員の研修スペースをつくっ

ていただきたいと思っています。そこでは、先輩、後輩

の垣根なく、空いている時間に学び合いが出来ることを

願っています。私自身、これまで努力し、苦労を重ねて

つくってきた教材教具、参考にしてきた書籍等このスペ

ースに提供できればと考えています。このように先輩の

学びの成果を後輩に受け継ぐことができれば、まさに防

府市の教育文化づくりの拠点になるのではと考えます。

よろしくお願いいたします。 

新庁舎においては、特定用途の

諸室等の設置は難しい状況です

が、市民共用スペース等の運用の

あり方を検討して参ります。 

Ｃ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

19 1①住民の福祉の増進ための市庁舎と、犯罪の予防や治安

の維持のため市民監視機能を持つ権力装置である警察と

が同一敷地内に併存することはあり得ない。 

②警察署の移転の目的について、市議会での市長答弁

は、現状では「警察の右折出動時が危険」「市役所との

行き来が危険」なためとなっているが、これこそまった

く幼稚な理由づけである。右折出動云々はすべて警察の

都合であり、出動の際は非常サイレンを鳴らして注意を

喚起すればよい。また、日頃いったい何人の市民が市役

所と警察署を行き来するというのか。また、どうしても

渡らなければならない時には信号を守ればいいだけの話

ではないか。 

6①基本設計案では、市民が利用できる敷地の約三分の一

を警察署が占め、その結果平面駐車場の面積が極端に狭

められて不便な立体駐車場に頼らざるを得ないことにな

る。これは立体駐車場を前提とした前市長の駅北庁舎に

反対した多くの市民の意見に背くことになる。 

②災害時の避難場所の確保の点からも、基本設計案のよ

うに建物がひしめき合い平面の空き地が少ない状況では

問題がある。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

 立体駐車場については、№2の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 

20 １．基本理念について 

１）『中心市街地の一体的なにぎわいを形成し、まちづ

くりを推進していくための第一歩となる事業（※）』 

２）『市民だけでなく、訪れた人々全てに本市の歴史や

文化等の特徴や魅力を発信する情報展示スペースを計画

します。』 

イ）現行の市役所位地は、鉄道駅や多くのバス停がある

ＪＲ防府駅からやや離れており、免許返納後の人など公

共交通機関と徒歩で市役所にアクセスする高齢者やベビ

ーカーを押す保護者にはやや不便です。また、ソラール

や文化財郷土資料館は公共交通機関を使いアクセスする

市民以外の来訪者に極めて不便を強いる位置関係にあり

ます。新庁舎完成に伴い、自家用車とタクシー利用以外

の方々の周辺隣接施設を含めたアクセスの改善案（Ｑ

１）があればお示しください。 

ロ）かなり衰退気味とはいえ、駅前や天神街、うめテラ

スや山頭火館のある宮市などの市街地との「中心市街地

の一体的にぎわい」や「まちづくりを推進」と新市庁舎

（Ｑ１）地域交通政策の課題の一

つと認識しており、今後とも検討

を進めていきます。 

 

（Ｑ２）以前からの懸案である新

庁舎建設について、具体的な方針

と財政的な目処が立ち、事業が軌

道に乗ったことにより、中心市街

地の活性化に本格的に取り組むこ

とが可能になったことから、まち

づくりの第一歩であると表現して

います。 

 

（Ｑ３）ユニバーサルデザインへ

の対応及びサイン計画について

は、頂いたご意見を参考に実施設

計にて詳細を検討します。 

 

Ｄ 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

がどう結びつくのか分かりません。ご説明ください。

（Ｑ２） 

ハ）ユニバーサルデザインへの対応と「サイン計画」現

行案では示されていませんが、具体例を示していただき

たいです。（Ｑ３） 

例えば、最近完成した市庁舎を実際に身障者の方に検証

してもらった結果、車椅子利用可能な多目的トイレの表

示が壁面上に貼り付けられているだけで、通路からその

マークが見通せないので分かりにくいとか、エレベータ

ー内の各階案内の文字の大きさや掲示位置が不適切で、

車椅子利用者には判読できないなどが判明し、是正を余

儀なくされたという事例に報道で接しました。また、色

盲・色弱だけでなく高齢者特有の視覚障害（白内障、緑

内障、黄斑変性）、さらには必要な場所には多言語対応

にも配慮した文字情報などの工夫も十分行われることを

期待します。 

ニ）ファサードは建物に取って大切です。設計案のオー

プンな雰囲気は良いとして、また、大仰なものは今風で

はないとして、防府市役所であるというアイコンも名称

提示も全く無くノッペラボーというの「まちの顔」とし

てもおかしいと思います。（Ｑ４） 

正面入口の外側にも、山口県庁のように施設内や敷地内

の案内版があると親切です。 

２）『市民だけでなく、訪れた人々全てに本市の歴史や

文化等の特徴や魅力を発信する情報展示スペースを計画

します。』 

イ）現文化財郷土資料館はスペースも狭く、議会でも数

千点に及ぶ遺物の保存にも難儀していると答弁もあり、

調査研究および市民への情報公開にも支障を来たしてい

るようです。このことがひいては「歴史文化構想」を持

って『文化財を生かした地域づくり』に資するという国

の方針も、防府市に於いては当面生かされそうも無い危

惧があります。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibun

ka/index.html 

しかし、今回の新市庁舎計画では文化財郷土資料館に関

し一切言及されていません。現行の文化財資料館に同居

する文化・スポーツ課は文化財課と近い関係にあるとは

いえ、もしも、この課が新市庁舎に移転したとしてもな

（Ｑ４）建物外観デザイン等は今

後の実施設計において詳細に検討

することとしており、基本設計

（案）においては意匠上の表現を

抑えています。 

 

（Ｑ５）出先機関との業務連携の

効率化やテレワーク等を推進する

ため、テレビ会議システム等のＩ

ＣＴ機器の導入を推進します。 

文化財郷土資料館の将来構想に

関しては、貴重なご意見として、

関係部署を含め全庁で共有しま

す。 

 

（Ｑ６－１）「文化センター」に

ついては、文化福祉会館の文化セ

ンター機能のうち、主に会議室や

展示室等を想定しています。 

 

（Ｑ６－２）アスピラート及び文

化財郷土資料館については、新庁

舎建設計画に関連し、特段の機能

の変更はありません。 

市庁舎内にも、会議室や展示室

等必要な諸室を整備し、市民と共

用する考えです。 

 

（Ｑ７）貴重なご意見ありがとう

ございます。 

 

（Ｑ８－１）「公共建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法

律」第４条では「地方公共団体

は、その区域の経済的社会的諸条

件に応じ、国の施策に準じて木材

の利用の促進に関する施策を策定

し、及び実施するよう努めるとと

もに、その整備する公共建築物に

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｄ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

お文化財課に必要十分なスペースが確保できるとは言い

難いと考えます。また、文化財課は教育委員会所属とは

いえ、文化・スポーツ課、観光課、さらには市民活動推

進課と現行以上に業務の連携を求めたいと思っていま

す。ついては互いの情報共有や課どうしの会議や交流が

活発に行える庁舎内での配置も重要な課題と考えます。

新市庁舎（案）には『議会フロアに転用可能なスペース

を確保』の言及はありますが、直ぐに手をつけられない

としても文化財郷土資料館の将来構想に関し、何らかの

提示をお伺いします。（Ｑ５） 

ロ）（※）と関連して８階「文化センター」は、どうい

った機能を持つのでしょうか（Ｑ６－１）？ 

現行のアスピラーや文化財郷土資料館との棲み分けはど

うなるのでしょうか。ｐ２の注釈に『文化福祉会館のう

ち、市民の利用の多い講座室等については、中心市街地

への移転整備を検討』とあります。あちこちに「文化

云々」を散見しますが、現行行われている文化行政、文

化サービスなどを包合する全体の棲み分け概要を示して

いただきたいです。（Ｑ６－２） 

３）『訪れた人々全てに本市の歴史や文化等の特徴や魅

力を発信する情報展示スペースを計画』 

日本では何度か試みられるも未だ法制化されていません

が、世界には「１％ for Art」（公共事業の建築費の

１％を芸術・文化に）という潮流があります。単純に計

算すると防府市新市庁舎建設費１０６億円の１％は約１

億円です。単に寄贈された絵を飾るのではなく、対象は

芸術的な評価に耐える作品とし、現存する芸術家への場

の提供を通した支援という意味もあります。予算面での

ご苦労はあると考えますが、場合によっては、別途クラ

ウドファンディングやふるさと納税も活用するなど、是

非一考していただきたいと考えます。（Ｑ７） 

「１％ for Art」のコンセプトは下記サイトをご参照い

ただきたいと思います。 

防府市では、学究的経歴やスポーツ、音楽、俳句を含む

文学などに関する奨励の土壌はある程度備わってるとは

いえ、表現芸術という意味での絵画などへの啓発が今ひ

とつのように印象します。例えば防府駅のレリーフやデ

ザインプラザの陶板など、周知の程度がいま一つです。

情報展示スペースはともかく、新市庁舎全体を一歩進ん

おける木材の利用に努めなければ

ならない」とされています。この

規定に沿った、内装や備品、家具

等への木材利用を考えています。 

 

（Ｑ８－２）使用場所により適切

な素材使用の組合せを行います。

詳細は今後の実施設計において検

討します。 

 

（Ｑ８－３・４）今後の実施設計

において検討します。 

 

（Ｑ８－５）県産木材への関心を

喚起し、木材利用の効果を周知す

ることにより、林業への理解が深

まり、森林の整備促進に繋がると

考えています。 

 

（Ｑ８－６）今後の実施設計にお

いて検討します。 

 

（Ｑ８－７）「防府市木材利用促

進基本方針」（平成 25年 3 月 26

日策定）については、防府市ホー

ムぺージの農林水産振興課のペー

ジに「計画・ビジョン」の項目と

して掲載しています。 

 

（Ｑ９）床材への木材の利用は想

定していません。材質等について

は、今後の詳細設計で検討しま

す。 

 

（Ｑ１０）太陽光発電設備につい

ては、費用対効果の観点から計画

していません。今後の実施設計に

おいて、部分的な太陽光発電付き

外灯などの採用も検討します。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｄ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

だ文化的活性化に資する場として、子供たちを含む市民

が一流の芸術に親しむ場としての新市庁舎の活用を是非

ご一考ください。また付随して、例えば芸術的絵画とは

言えないかもしれませんが、市長室にあるという（見た

ことは無いので）吉田初三郎の鳥瞰図や、図書館に死蔵

してあったという現在福岡アジア美術館に預託している

陳澄波の絵はもちろんのこと、所謂絵画としての必要な

保護環境を整備しつつ市民一般にも鑑賞できる設を一考

していただきたいと思います。 

下記２つは交通文化協会の「１％ for Art」に関わるサ

イトです。 

ttp://www.1percent-for-art.com/public-art-

(japan).html 

http://jptca.org/publicart/one-persent-for-arts/ 

「文化政策に充当する財源に関する調査研究」(文化庁） 

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokei

chosa/bunka_gyosei/pdf/h25_zaigen_houkoku.pdf#searc

h=%271%25+for+Art%27 

「文化の１％システムの日本における展開」 

http://aoishibata.la.coocan.jp/2-3-

PercentForArt.pdf#search=%27 建築費の 1%25++芸術+公

共建築% 

４）『内装材やインテリア家具には県産木材(佐波川流域

等) を取り入れた計画とします。』 

イ）「公共建築物等木材利用促進法 第４条 公共建築

物における木材の利用に関する情報を公共建築物の整備

に携わる者や地域住民への提供～木材の利用の意義につ

いての普及啓発～実施していくことが求められます。」

に沿ったより詳細な説明を求めます。（Ｑ８－１） 

・内装材やインテリア家具の全てが県産木材ですか？

（Ｑ８－２） 

・使用するのは県産木材のおよそ何立法メートルで、立

木にすると何年もの何本くらいですか？（Ｑ８－３） 

・供給は山口県森林整備センター（山口中央森林組合）

ですか一般事業者ですか？（Ｑ８－４） 

・新市庁舎に県産木材を使用することに伴い、整備促進

される森林事業のあらましを教えてください。（Ｑ８－

５） 

 

（Ｑ１１）地中熱利用設備につい

ては、費用対効果の観点から計画

していません。今後の実施設計に

おいて、補助金の活用も考慮して

可能性の検討を行います。 

 

（Ｑ１２）敷地内に上下水道局の

寿第 1水源地（井戸）があるた

め、水質管理の観点から、現状で

は新規の井戸掘削は計画していま

せん。 

今後の実施設計において、詳細

な調査を行ったうえで影響が出な

いようであれば再検討します。 

 

（Ｑ１３）照明器具は全館ＬＥＤ

照明で検討しております。法定対

応年数は 15 年ですが、一斉に更

新するのではなく、予防保全を含

め、計画的な更新を行います。 

 

（Ｑ１４）今後の実施設計におい

て検討します。 

 

（Ｑ１５）「平成 17年度版 建築

物のライフサイクルコスト」記載

のモデルに合わせて 65年として

います。 

 

（Ｑ１６）今後の実施設計におい

て、建設コストと省エネルギーに

関するコスト、維持管理コストの

バランスを検証します。利用しや

すさ、快適性などと合わせ、コス

トパフォーマンスの高い施設計画

を行います。 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

Ｄ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

・新市庁舎に県産木材を使用することで削減が期待され

る二酸化炭素量はどのくらいですか？ （Ｑ８－６） 

県産木材を使用しない場合（木材以外の内装やインテリ

ア家具）との消費二酸化炭素量との比較もご提示くださ

い。 

ロ）同法第９条にある防府市の方針が定められています

か？定められている場合はそれをお示しください。（自

分では例規集では見つけられなかったので）（Ｑ８－

７） 

ハ）床材について 

庁舎棟だけでも 17,000 平方メートルと延床面積が広大な

新庁舎の床材への説明がありません。どういった計画で

すか？「内装材～県産木材～取り入れた計画」とありま

すが、耐火・断熱性能の利点から壁面の木材は理解でき

ますが、内装のうち床材も木材でしょうか？樹脂を注入

し弾力性、耐久性を持たせた木材の床材も開発されてい

ますが、それとも、どういった床材が採用されるのでし

ょうか？（Ｑ９） 

床材は、市民や職員の方が常に接する内装なので、壁面

以上に以下のような多方面からの要請ある床材です。 

・車いすやベビーカーの走行に支障はないか 

・「つまずき易い」「滑りやすい（特に雨天）」床材は

高齢者に危険 

・歩行衝撃が少なく歩行時の騒音が抑制的であること 

・歩行に伴う埃の舞い上げが少ない 

・防火性能に優れている。火災時有害物質の発生が無

い。 

・イニシャルコストと、掃除やメンテナンスなどのラン

ニングコストが優れている 

・できればリサイクル可能素材であったり、環境適合性

の高い床材 etc. 

５）『災害発生時のライフライン等のエネルギー供給の

断絶に備え、バックアップ設備を搭載し、』『自然採

光、自然換気、雨水利用など自然エネルギーを積極的に

活用し』 

イ）わずかであっても停電時のバックアップ電源として

も活用できる可能性がある太陽光発電設備の採用予定は

ありますか？採用しない場合その理由をお示しくださ

い。（Ｑ１０） 

（Ｑ１７－１）閉庁時の市民開放

に伴うセキュリティ管理について

は、扉・シャッター及びエレベー

ターの停止階制御等によるセキュ

リティラインの設定を想定してい

ます。 

詳細については今後の実施設計

において検証します。 

 

（Ｑ１７－２）庁舎８階の文化セ

ンター部分については、既存の文

化センターの利用時間に合わせ

て、年末年始を除いた日の午前 8

時から午後 10時までの運用を考

えています。 

 前項の運用コストに鑑み、具体

的な運用方法を検討します。 

 

（Ｑ１８－１・２）現時点で具体

的な想定はしていませんが、状況

に応じて適切に対応します。 

 

（Ｑ１８－３）事業内容に大幅な

変更が生じた場合は、その都度お

知らせします。 

 

（Ｑ１９）貴重なご意見を踏ま

え、運用面については、今後庁舎

の供用開始に向けて検討します。 

 

（Ｑ２０）窓口や待合スペースの

規模・レイアウトについては、他

の自治体の事例等も参考にしなが

ら、利用状況に鑑み適切な計画と

します。 

なお、繁忙期等で混雑が予想さ

れる場合は隣接する会議室を臨時

窓口や臨時待合スペースとして活

用することも可能です。 

Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

建物と日照の関係で大きな発電量が期待できなくとも、

例えば屋外の夜間指示灯や停電時の携帯電話などの充電

用など、コストパフォーマンスを勘案した上で、スポッ

ト的な活用も含め、採用を検討していただきたいと思い

ます。 

ロ）国交省・環境省が推進する地熱利用も採用予定が無

いようですが、採用しない理由をお示しください。（Ｑ

１１）可能性があればぜひ検討をお願いします。 

官庁施設における地中熱利用システム導入ガイドライン

（案） 

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課平成 25年 10

月 

https://www.mlit.go.jp/common/001016159.pdf 

地中熱利用システム（環境省） 

https://www.env.go.jp/water/jiban/pamph_gh/full_a_2

017.pdf 

地中熱ヒートポンプシステム（環境省） 

https://www.mmtec.co.jp/consulting/ 

全国の地中熱利用の導入事例や補助金などの紹介（大阪

府） 

ＮＰＯ法人地中熱利用促進協会 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/19834/00332034/2

0190809-04.pdf 

地中熱利用システム（三菱マテリアルテクノ） 

https://www.mmtec.co.jp/consulting/system/ 

ボアホール型地中熱ヒートポンプシステム（大成建設） 

https://www.taisei.co.jp/giken/report/2011_44/paper

/A044_052w.pdf 

ハ）各地で防災用井戸の登録活動が進められています。

一般住宅だけでなく公共施設や地区センターさらには市

庁舎内に新たに井戸を掘削する事例もあります。停電を

想定し、手押しポンプを備えた井戸の掘削・整備例もあ

ります。防府は大規模地震などの想定は確度が低いなが

ら、水道管の老朽化による断水の危惧はあります。飲料

水利用の可否は検査が必要ですが、ｐ９の雑用水として

利用される「雨水または井水」とあるのとは別に、単体

で利用できる井戸も設けていただきたいです。（Ｑ１

２） 

防災用井戸（新潟県村上市） 

窓口等のディスプレイは様々な

情報を来庁者に提供するため、必

要性に従い適切な場所に必要台数

を設置する予定です。 

 

（Ｑ２１）窓口カウンターをＬ字

型の仕切り板で仕切った相談ブー

スを想定しています。銀行窓口等

でよく見かけるタイプのもので

す。 

 

（Ｑ２２）通路幅は、車いすがす

れ違うのに十分な 2.0ｍを超え

る、2.4ｍを確保する計画です

が、来庁者の動線等を考慮し、実

施設計で検討していきます。 

 

（Ｑ２３）ご意見や他の事例を参

考に、安全性や利便性等に十分配

慮して検討します。 

 

（Ｑ２４）ご意見を参考に、今後

安全性や利便性等に十分配慮して

検討します。 

 

（Ｑ２５－１）階段出入口部分

は、通常時は開放されています

が、火災時には、感知器と連動し

た防火扉により閉鎖されます。 

 

（Ｑ２５－２）停電時に非常用発

電機で運用する非常用エレベータ

ーを設置する計画ですが、その他

の移動方法についても、今後運用

を含めて検討します。 

 

（Ｑ２６－１）十分な大きさの屋

根や手すり等を設置し、安全性と

利便性に配慮します。また、凍結

 

 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｄ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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https://www.city.murakami.lg.jp/site/bousai/bousaii

do.html 

市内７か所に災害時用井戸を寄贈（秋田県横手市） 

https://www.city.yokote.lg.jp/kikikanri/page000015.

html 

常滑市新庁舎地下水利用設備設置工事にかかる一般公募 

新たに建設する市庁舎の敷地内に井戸を掘削し、地下水

を汲み上げ、ろ過等の処理を行った処理水を、別途本体

建設工事で整備する免震ピット内の雑用受水槽(１７㎥？

２基)に引込み、雑用水系統に地下水を供給利用できる設

備（以下「地下水利用設備」という。）を設置する工事

である。 

http://www.city.tokoname.aichi.jp/_res/projects/def

ault_project/_page_/001/003/737/koukokubun_tikasui.

pdf 

船橋市役所に浄水装置付き防災井戸を設置 

http://fujikawahiroko.jp/dt/smile-blog/3237.html 

ニ）もちろん照明はＬＥＤだと考えますが、「一斉に」

新庁舎全体の照明の耐久年限がくる可能性があり、その

場合の再整備費用は、現行価格で見積もるとおよそいく

ら位ですか？また採用するＬＥＤ照明器具の耐用年数は

どのくらいですか？（Ｑ１３） 

ホ）ｐ２の鳥瞰図には植栽が示されていますが、車や人

の通行スペース以外の緑化は、省エネにも貢献します

し、木陰を作り、人の目に癒しをもたらします。警察署

予定地などの現存樹木の移動などを含め詳細な植栽計画

をお示しください。（Ｑ１４） 

６）『長期的なコスト削減のため、維持管理しやすく耐

久性の高い部材や機器を採用した計画とします。』 

イ）新市庁舎の想定耐用年数はどのくらいですか？（Ｑ

１５） 

ロ）新庁舎の建物・設備の年間維持管理コストはどのく

らいですか？（Ｑ１６）経過年数で傾斜する経緯に沿っ

て人件費を含め、おおよその見通しをお示しください。 

７）『市内を３６０度眺められる、展望回廊を整備し、

市民に開放します。』 

８階の説明に『閉庁となる休日や夜間の市民利用も想定

した、動線管理、セキュリティ管理を行います。』とも

ありますが、閉庁時の市民解放に要する警備などの人件

部分があれば融雪し、通路を確保

します。 

 

（Ｑ２６－２）床面は、水がたま

りにくく滑りにくい材料選定、施

工を行います。また、段差をなく

し、手摺を適宜配置します。 

 

（Ｑ２７－１）通信線を異経路か

ら引込み、冗長化する検討を行い

ます。 

 

（Ｑ２７－２）ご意見を参考に、

通信環境やハードウェアの進歩に

対応しながら、情報の保護を最優

先に考えて、今後実施設計の中で

検討します。 

 

（Ｑ２８）重要機器に対しては、

必要に応じて各々に無停電電源装

置を設置します。 

 

（Ｑ２９－１・２）今後、事業者

等と様々な交渉・検討を行い、可

能なことは取り入れていきたいと

考えています。 

 

（Ｑ３０）施設の集約化によりス

ケールメリットが発生します。個

別に整備する場合と比較すると、

交通部分や設備の共用等により建

設費用の大幅な削減が見込まれる

とともに、光熱水費や修繕費用等

の運用経費も大幅な削減が見込ま

れます。具体的な金額については

今後検証します。 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｄ 
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費を含め閉庁時の８階開放に関わる年間費用はいくらく

らいですか？（Ｑ１７－１）費用負担が大きい場合、閉

庁時の開放を、曜日や日柄の限定するという選択はあり

ますか？（Ｑ１７－２） 

２.計画概要と事業スケジュール 

イ）新型コロナウィルス（ＣＯＶＩＤ－１９）の世界的

な蔓延による経済状況の激変が予測されています。おそ

らく患者の発生数やまたインバウンド起因の経済の落ち

込みなどは他地域ほど大きくは無いとしても、防府市に

於いても今後、税収・交付税のありように変化が生じる

可能性が高いと危惧します。 

こうした状況を鑑み、新市庁舎建設計画の事業計画に関

し、着工前に事業計画の変更ａｎｄ／ｏｒ縮小ｏｒ中止

（棚上げ）や、事業スケジュールの延期ａｎｄ／ｏｒ変

更などの可能性もあるのでしょうか？（Ｑ１８－１） 

ハ）万一着工前に見直しが行なわれるとすれば、その時

期は何時頃ですか？（Ｑ１８－２） 

ニ）こうした事業は往々にして結果当初予算を超えるこ

とが少なくありません。上昇・縮小いずれにせよ、建設

途中で大幅（たぶん予算の１０％前後）な費用変更や仕

様変更がある場合は都度情報公開していただけますか？

（Ｑ１８－３） 

３.階層構成 

１）『防府をアピールする情報コーナー』 

昨今、自治体の情報発信において、パブコメの公開資料

しかり、インターネット上での公開が進んでいます。し

かしながら、高齢者の多くがスマホを活用する時代とな

った現在ですが、特に５０才代後半以上の方でＰＣも活

用している人の数はそれほど多くは無いのが現状です。

つまり、膨大なページ数をスマホで閲覧することは難し

く、また出力せずＰＣでスクロールしながら読むことも

難しい方が少なく無いと考えます。出力するにしても、

ページ数の多いものは利用者への負担が少なくありませ

ん。また、市の各課では様々な計画や報告書が作られて

いますが、一般市民にはまだまだアクセスのハードルが

高いのが現状ですし、どういった資料が有るのかさえ分

りにくい現状です。 

そこで、単に「アピール」の為の情報コーナーではな

く、市の施策に関わる文書が１カ所に備えられ、閲覧・
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コピー・販売などが可能な「情報コーナー」の設置が不

可欠と考えます。下記は比較的大規模な基礎自治体例で

すが、イメージはご理解いただけると思います。もちろ

ん防府市と同等またはそれ以下の規模の基礎自治体で

も、充実度は様々であるものの、こうしたコーナーを設

けているところは少なくありません。スペース確保だけ

でなく、本来的な形での情報コーナーの充実は、それな

りの人員配置も必要ですが、市民の市行政へのアクセス

が容易になることはもちろん、各課員の手間も省けま

す。是非、ご検討ください。（Ｑ１９） 

大阪市市民情報プラザ 

「市民情報プラザは、大阪市の市政情報を広く提供する

ために設けられました。市政に関する冊子・地図などの

刊行物を自由に閲覧することができ、刊行物の販売や案

内も行っています。その他広報ビデオなどの視聴ができ

ます。」 

https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000440457.h

tml 

福岡市情報プラザ 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/shisei/j

ohoplaza/031_4.html 

川崎市 

http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/50-20-

0-0-0-0-0-0-0-0.html 

熊本市 

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx

?c_id=5&id=276&class_set_id=2&class_id=157 

２）１階庁舎棟『併せて、ゆったりとした待合スペース

を併設します。』 

イ）ｐ５の平面図では待ち合いスペースはどうみても

「ゆったり」しているようには思えません。窓口との距

離も近くプライバシー確保の点でも疑問です。イメージ

とは言え、ｐ７の「市民を優しく迎える窓口機能」にあ

る大型ディスプレイは、横長の配置の端や吹き抜けの下

で待つ人には見えません。横長窓口の市庁舎では、ディ

スプレイを複数備えるなどしていますが・・？スペース

や椅子の並べ方とディスプレイの位置など再考が必要と

考えます。（Ｑ２０） 
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ロ）Ｐ７『窓口カウンターには、横や背後からの視線を

遮るパネル等を設置し』とありますが、ｐ７の「市民を

優しく迎える窓口機能」図には背後にパネルはありませ

ん。実際「背後からの視線をパネル」とはどういった物

でしょうか？ 邪魔なだけとしか思えませんが。（Ｑ２

１） 

ハ）図面では各階とも市民の動線でもある通路の幅が狭

い気がします。窓口に留まって対応を受ける人の後を通

る人に十分な幅が残されていますか？（Ｑ２２） 

３）『キッズコーナー』 

イ）もちろん事故や怪我は保護者責任とし、年齢制限な

ど設定し安全確保に努められるとは考えますが、「イメ

ージ」とはいえ写真では１才以上であればクッション椅

子を乗り越え、外の床面に落下します！ 過去の事故事

例などを参照し十分な安全確保をお願いします。 

ロ）新型コロナウィルスが蔓延する昨今でなくとも、こ

うしたキッズコーナーの利用前に、子供と保護者に手洗

いを義務づけているところも少なくありません。その為

には、キッズコーナーの近くに石けん供給機能付きの手

荒い用の施設（水道）が不可欠です。水道位置も、保護

者が抱いて使用するものと、幼稚園前の子供が自分で洗

える高さのもの、二タイプ備えられることが望ましいで

す。図面のキッズコーナーの位置で、危なくない位置に

手荒い場を設定してください。（Ｑ２３） 

ハ）多くの保護者がベビーカーを使用すると考えます。

コーナーの近くで且つ安全を確保した位置にベビーカー

の置き場所も設ける必要があります。（Ｑ２４） 

商業施設内の遊戯施設の安全に関するガイドライン

（Ver.1.0）２０１６年６月経済産業省 

https://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160603003/20

160603003-1.pdf 

４）階段 

２０１９年竣工した渋谷区役所では、階段への出入り口

に全て扉があり、防火区画として機能する作りとなって

います。防府市の新市庁舎設計案では、階段への出入り

はオープンになっており、別途縦穴区画が設けられてい

るようには思えません。火災の場合に階段で入口の防火

扉が作動できる仕様になっているのか図からは不明で

す。避難はエレベーター利用という想定であっても、フ
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ロアと一体ともいえる階段出入り口がオープンとなって

いるような状態は不安です。階段と火災時の対応につい

てどうなっているのでしょうか？（Ｑ２５－１）また、

停電時に障害者を階段で移動させる場合の補助器具の設

置はありますか？（Ｑ２５－２） 

高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策

（東京消防庁） 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-

yobouka/data/high-rise03.pdf 

５）テラス 

福祉棟と庁舎棟の間のテラスは図では屋根はあるようで

すが、一部に側壁が無い部分があるようです。例えば、

風雨が強い時や床面が凍結などした場合の安全対策はど

うなっていますか？（Ｑ２６－１）厳しい天候時には地

下通路で往来できることが一番安全なのでしょうが、そ

うした設計ではない本計画の場合、天候上２階テラスの

往来が困難な際は、大屋根の下を通って双方の１階出入

り口を利用するしか無いようです。車いす利用者や歩行

補助具を使用する方、妊産婦の方、ベビーカーなど、ハ

ンディキャップを持つ方たちの為の１階、２階テラス、

および福祉車両駐車場から入口までの各々の歩行面（床

面）の施行にはどういった工夫がされる予定ですか？

（Ｑ２６－２） 

３.設備計画 

イ）ｐ９の『災害時インフラバックアップイメージ』の

通信設備の箇所に「多重化」とありますが、もう少し詳

細の計画をお示しください。（Ｑ２７－１） 

現在も情報発信システムａｎｄ／ｏｒ設備の更新がなさ

れておらず、さまざま使い勝手の悪い状況があるようで

すし、このことが情報発信そのもののｕｐ ｔｏ ｄａ

ｔｅな対応の阻害要因となっているのではないかと危惧

します。例えば企業では、東日本大震災以後には災害時

のデータのバックアップや速やかな情報発信体制の普及

といった側面からも、またサイバー攻撃や情報漏洩など

への安全性の利点もあることから、サーバーとクラウド

サービス利用の併用や完全なクラウドサービス利用への

移行などが行なわれています。さらに、通信環境も目覚

ましい技術革新が行なわれ、変化のスピードや価格の変

化も年々早くなっています。こうした状況を鑑み、「建
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設」とは直接関係しない部分もありますが、税制上のサ

ーバーの減価償却は６年ですし、せめて５年～１０年先

をみこした防府市役所の通信環境・ＩＴ環境の整備計画

を、新市庁舎建設計画と併せて説明いただきたいと思っ

ています。（Ｑ２７－２） 

ロ）ｐ９の『災害時インフラバックアップイメージ』図

には、蓄電池や発電機の補助としての大型の無停電電源

装置（UPS; Uninterruptable Power Supply）などがあり

ません。災害時の行政機能の速やかな復旧とＩＴ環境の

保全に電源確保は不可欠ですが、「油」を使う「発電

機」のみの対応では心配です。市では図の示す範囲で必

要十分とお考えなのでしょうか？（Ｑ２８） 

４．その他 

６）ＡＴＭと郵便局 

コンビニにＡＴＭがあるとは言え、市税などの納付にも

便利なＡＴＭコーナーとできれば郵便局（郵便窓口）の

併設があれば便利です。例えば、各種罰金等の納付が必

要となるであろう警察署との共有できる庁舎外のしかる

べき場所でも良いと思います。（Ｑ２９－１）銀行や郵

便局も経費削減で消極なのかもしれませんが、コンビニ

ＡＴＭでは提携先いかんでは手数料が発生する場合もあ

ります。コンビニＡＴＭだけとなる場合、県内地銀とゆ

うちょ銀行だけでもこれらの銀行ＡＴＭで手数料が発生

しない時間帯での手数料無し対応を可能にして欲しいと

思います。（Ｑ２９－２） 

３．警察など県施設との敷地共有などについて 

全く異存はありませんが、このことによって市の財政負

担がどう軽減されるのか、また借金が１兆円を超すとも

聞く県の財政負担がどう軽減するのか、交渉段階で確定

はしていないとしても、およその見込の数字をお示しく

ださい。（Ｑ３０）" 

21 いよいよ新庁舎（案）ができたと嬉しく思っておりま

す。 

全国災害列島になった感がある時、市民の安全を守る中

核部がしっかりあるという事は心強いです。 

パブリックコメントは特に出さないでも…と思っていた

所、突然、警察署を敷地内に組み込む案が浮上したと聞

いてびっくり！！ 

これはパブリックコメントに応じなければと思った次第

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

Ｅ 
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です。 

広報等もパラパラと見る程度で記憶にありませんが、市

庁舎案に警察署の案は無かったと思います。新しい案が

できたのなら今一度市民に問うべきです。 

①立体駐車場はあっても良いですが警察署は必要ありま

せん。平面の駐車場を広くとっておき、災害の時、テン

ト仮設するかもしれない用地として確保しておく必要が

あります。又、高齢者は平面駐車場を望みます。 

②警察署は県の責任で用意すべき案件です。 

③新型コロナの件で連日、テレビを見ていますが、保健

所が防府だけ支所扱いというのはどういう事でしょう

か。合併話の流れでそうなったとしても、今は合併話は

なくなり、独立した市として「きちんと独立した保健

所」があってしかるべきと思いますが、如何でしょう

か。 

隣近所の人に聞いてみると新庁舎の事は知っているけれ

ど警察署の事は知らないし、そばにある必要も感じない

と言ってます。若い人は「ワヤじゃ！」と言います。 

皆が知らない間に、望んでもいない事を浮上させないで

下さい。 

議会報告会が各公民館で行われ、市民との関係がとても

近くなって良かったと思っています。この市庁舎案が当

初と変わるのであれば各公民館で市民の声を聞くとか、

せめて自治会長さんに案をおろして住民の声を聞くのが

筋ではないでしょうか。 

新市庁舎を建てるという何年も皆で考えている過程で一

度も出て来なかった警察署案はどこから、どういう過程

で出て来たのか不思議としか思えません。市民の為の土

地がせっかくあるのですから最大限、市民の為に有効活

用して下さい。よろしくお願いします。 

立体駐車場については、№.2

の※立体駐車場についてをご参照

下さい。 

なお、③山口健康福祉センター

防府支所については、感染症対策

をはじめ、食品衛生行政などをし

っかりと担われています。 

 

22 市庁舎の完成を楽しみにしていました。大規模な工事

で、市民が親しみを持って利用できるためにも不要と考

えます。他地域から転入した時、最初に訪れるのが市役

所です。防災の指揮を執ったり、様々な行政の中心活動

を担う場所として、広い敷地をわざわざ今ある警察の移

転としなくてよいのではと思います。いつ、どこでゲリ

ラ災害が起こるか分かりません。福祉のまちの宣言もあ

るように、一般市民、弱者のための利用にしてくださ

い。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

23 市長選の大きな争点となっていた市役所の建設につい

て、市民には知らされないまま進められようとしている

警察署誘致について、市民を無視しない説明と、同意を

求めます。 

新市役所で一番広い角地を警察署にあて、その代わりに

駐車場は立体となり、平面駐車場が極端に少なくなるな

ど、建設計画当初にはなかった設計が進められようとし

ていますが、そのような計画は、いつ、どこで議論さ

れ、広く市民に知らされたでしょうか。まず、市民に広

く、きちんと内容を説明し、意見集約、同意の場を設定

してください。また、どこの市町でも、役所前は大規模

災害時の集中的拠点として活用することを想定して、広

く場所が確保されています。そのような重要な活用場所

となるべき敷地に、警察署を誘致すべきではないと考え

ます。なにより、警察署は現在の場所にあっても、全く

不便はありません。また、立体駐車場は危険で不便で

す。平面駐車場としても広く使えるよう空けておくべき

だと考えます。市民の重要な関心事のひとつである市役

所新庁舎建設を市長や一部の議員だけで一方的に進める

ことのないようにていねいな説明をお願いします。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 

24 市のホームページから基本設計（案）をダウンロードし

て見たところ、１号館解体跡地のところに「防府警察署

の移転について山口県に要望中」とあった。そのような

計画は初耳であるし、市役所のスペースは緑のある公園

や災害時の有効な敷地になって欲しいので、市民にきち

んと説明をして納得のいくようにして欲しいと考える。

今までと同じ敷地で、将来的に活用できる新庁舎を建設

してくれる市長だと信じて、池田市長に期待していま

す。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につい

てをご参照ください。 

Ｅ 

25 「防府警察署の移転山口県に要望中」を見て、市民の一

人として賛成できません。 

「反対します」 

市役所内の一号館跡地の駐車場（予定）スペースは公的

広場として大変大切です。現在起こっている新型コロナ

ウイルスの様に蔓延を防ぐため急を用し「テント内で急

拠診療」するなど今后は、いろいろな事が起る可能性は

大です。防府市民の財産を警察署移転地として売渡ない

で下さい。（防府市は山口県の下請機関ではありませ

ん） 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

池田市長を選んだのは、「現在地に市民が安心・安全な

市庁舎を建設される」と信頼したからこそ一票を投じま

した。市民の声をしっかり聞いて市民の心を裏切らない

で下さい。子供達や孫達に安心・安全な広々とした庁舎

を残してやりましょう。心よりお願いを申し上げます。 

26 １. 私は、月に何回か市役所に用事があって行きます。

反対に警察署にはこの１年で１回も行きませんでした。

住民の必要に応え、福祉や教育を豊かにする市役所をユ

ニバーサルデザインで広くとってください。警察署は今

の所がいいでしょう。 

２. 駐車場が立体になると運転が苦手な高齢者（だけと

は限りませんが）には、出入りが不自由です。駐車場

は、平面で広くとってください。災害の時の避難場所に

もなります。 

３. 計画（案）だと駅北側住民が市役所に行くのに道路

を横切って右折するようになります。警察の車が出入り

するのをよけて運転するのは心理的な負担・不安を感じ

ます。 

４. ４. 警察はある意味で国家権力です。その警察が、

地方自治を司る市役所の場所に割り込んでくるのは納得

できません。地方自治をもっと豊かにしてほしいです。

児童館を建てるとか、市民の暮らしを豊かにする健康・

体力づくりの施設を増やすとか。警察署を今の場所から

移転させる必要がわかりません。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

立体駐車場については、№2 の

※立体駐車場についてをご参照く

ださい。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 

27 ＜デザインと景観＞ 

１．庁舎外観のデザインについて、コンクリートの長方

形のビルなので、この儘では殺風景です。四面 90度の直

角面の一面に曲線を施せないか。庁舎棟で難しいなら、

福祉棟でどうでしょうか。車塚市住の曲面を見ると、地

方には無いような柔らかな外観美を感じます。庁舎の使

い勝手はわかりませんが。 

２．ロゴマーク的なエンブレムを庁舎メインゲートの目

立つ場所に掲げませんか。防府市はこれだ、というもの

が欲しいですね。９階外壁は、遠景として見えますが、

訪問者には見えません。庁舎入口近くに時計台を立て、

時計の上部に設置するのはどうでしょうか。日本人は時

間で動きます。いつも時間を気にして、時計が有ると時

間を確認しています。そこに時計台を据える事で、時間

とエンブレムを同時に見せることができます。また、そ

＜デザインと景観＞ 

１・２・３．貴重なご意見ありが

とうございます。いただいたご意

見を参考に、今後の実施設計にお

いて詳細を検討します。なお、外

観デザインや設備については、イ

メージの固定化を避ける必要があ

るため、基本設計段階では抑えた

表現としています。 

 

＜省エネ型と環境対応型の設備と

機器＞ 

１．環境への配慮として、合理的

な建物配置により大幅な省エネル

ギー化を図るとともに、設備機器

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

の時計台は節目の時間に時報代わりに、週７日の一日毎

に７曲の日替わりの童謡を流すといいですよ。さて、エ

ンブレム。いっそ両方に設置したらどうでしょう。 

３．景観の整備として、屋上に日本庭園を置きません

か。来庁者に開放して憩いの場にすると屋上の景観にプ

ラスします。日本庭園が予算上無理なら、花畑にして市

民に花の手入れをさせるのはどうでしょうか。花好きが

その場で知り合って、仲間意識の共同作業に目覚めます

よ。役所であって役所らしくない手段です。これは市が

率先して、二酸化炭素排出削減に貢献している姿として

も模範になります。また、８階に喫茶室か喫茶コーナー

ができれば、庭園への常時来場者の利用により、経営が

成立つと思います。１０万都市で展望目的の来場者は、

初めは多いでしょうが、徐々に減ってきます。それによ

り喫茶コーナーも撤退を余儀なくされます。市民の手で

庭園を立派に育てて、市民に愛される施設にしてこそ、

人が集まる相乗効果を発揮します。 

＜省エネ型と環境対応型の設備と機器＞ 

１．省エネと防災については、良く考えた設備設計がさ

れていると思います。省エネは化石燃料をなるべく使わ

ないようにすることから、間接的に二酸化炭素排出削減

に寄与しています。しかし現在は直接寄与する環境対応

型設備とか機器も有る筈です。もう一歩踏み込んでの検

討が必要ではありませんか。 

＜来庁者の用件に応じた対応＞ 

１．新庁舎しかも高層階の市役所は、最初は誰が行って

も右往左往すると思います。一部の民間の企業や大型病

院に導入されている、総合受付システムを便宜的に１階

に設けませんか。案内所と違って、この受付には各部署

の職務を熟知した、ベテランの職員を配置します。用件

の有る来庁者は順番に、全てここを通ります。用件に応

じてベテラン職員が、訪問部署を特定して、機器から発

券した番号表を渡します。その番号表には階数と部署名

が記入されていて、その通りに行けば、迷うことなくス

ムーズに行けます。番号券の発券と同時に、担当部署に

オンラインで知らせて、その番号券を持った来庁者が到

着次第に対応します。詳しくはありませんが、オムロン

あたりの機器ではないかと思います。訪問部署を始めか

ら知っている人も、一且ここを通過する必要が有りま

についても、省エネ効果の高い機

器を選定します。 

 

＜来庁者の用件に応じた対応＞ 

１． 窓口配置図をはじめとする

各種案内表示については、統一感

のある見やすいデザインとしま

す。また、窓口案内システムにつ

いても、いただいたご意見や各地

の事例等を参考に、わかりやす

さ・使いやすさ・プライバシーの

保護に配慮し検討します。なお、

総合案内や熟練職員による手続き

案内は既に一部のフロアで実施し

ていますが、情報機器の活用等、

運用面の改善を検討します。 

 

 

 

 

Ｂ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

す。ここが混雑しないように、窓口職員の配置は柔軟に

増やしたり減らしたりします。順番制のため、番号順に

縛られて、いつまでも来ない人を待っていたのでは、逆

に業務の効率を損ないます。職員は臨機応変な対応が必

要です。数年たって来庁者に慣れが生じた頃には、この

部署自体の仕組みを変えれば良い、と思います。それ故

便宜的と言いました。ただ、機械化は来庁者数によりま

すので、どうでしょうか。 

最後に、「市役所はサービス業である」という意識で臨

んでください。 

28 庁舎の建て替えを待ち望んでいる一市民です。公表され

た「防府市新庁舎基本計画（案）」を見てとてもビック

リして、このパブリックコメントを書いています。 

 「配置計画」です。 

庁舎敷地面積の１／３に近い「一号館解体跡地・誘致ゾ

ーン」と「立体駐車場」です。誘致に関しては「警察

署」と聞いております。警察の誘致については反対で

す。この件については知らない市民が多いと考えていま

す。私もその一人で、この「基本計画（案）」で知りま

した。又、警察署の誘致に関しては、広く市民に問うべ

きかと考えています。 

 庁舎の敷地は、「基本理念」にも有りますように、

「安心・安全の拠点としての庁舎」、防災拠点としての

「災害避難区域」「平面駐車場」を希望します。防府市

民ファーストで、親しまれ、つながりの拠点とな庁舎に

なることを願ってます。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

立体駐車場については、№2の※

立体駐車場についてをご参照くだ

さい。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につ

いてをご参照ください。 

Ｅ 

29 同一敷地内への警察署の導入については、非常に異和感

を感じます。 

理由は、現在の警察・険察は多くの冤罪を発生させてお

りとても我々市民感情と相入れません。警察組織が真に

市民警察として市民に信頼されるよう努力してほしいと

思いますが、現状ではとても受け入れることはできませ

ん。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

 

Ｅ 

30 新しい庁舎が出来ることにワクワクしていました。 

誰もが、いつでも立ち寄れる親しみやすい庁舎であって

欲しいと願っています。もう一つの新庁舎への期待は、

安全安心の防災機能を備えた庁舎です。 

昨今のコロナウイルスや、気候変動による災害に対応出

来る市役所であることです。この度の新庁舎建設の案

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

県施設移転の経緯については、

№1の※県施設移転の経緯につい

てをご参照ください。 

Ｅ 
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№. 意見 市の考え方 
対応

区分 

は、突然、市民の代表である市議会での討議もほとんど

されず、市民にも詳しく知らせることなく、出されてい

ることはおかしいと思います。 

警察署が出来る場所に、子育て中の若いお母さんや、高

齢者が集まれる「いこいの場」と平面駐車場をつくって

欲しいと思います。その様なゆとりがあれば非常時には

避難場所として、機能するのではないでしょうか。 

池田市長には、その事を期待して多くの市民が投票した

と思います。市役所は市民のもので住民福祉を一番に考

えて建てて欲しいと思います。 

災害時の敷地利用については、

№.3の※災害時の敷地利用につい

てをご参照ください。 

31 ユニバーサルデザインについてです。 

視覚障害者への配慮ということで視覚障害者が移動対応

できる点字ブロックの設置を要望します。 

特に受付だけでなく、トイレや福祉施設、福祉課窓口な

ど視覚障害者が必要なところへの設置が求められます。 

もし、点字ブロックが車いすなどへの配慮で設置が難し

いようでしたら、誘導マットの設置を要望します。 

よろしくお願いいたします。 

貴重なご意見ありがとうござい

ます。関係団体からのご要望等も

確認しながら、今後の実施設計に

反映していきます。 

 

Ｂ 

32 敷地内に警察署を誘致するより、市民が集まりやすく、

災害時には避難ができる広場を作ったほうがいいと思い

ます。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

Ｅ 

33 ①警察署を誘致するよりも市民が集まりやすく災害時に

避難ができる広場（防災公園）みたいなものを作ってほ

しい。 

②高齢者の人のことを考えた提案なんですが、市役所の

中に税務所もあればかなり助かります。すぐに手続きし

やすいし、高齢の人も税務の手続きをする人がすばやく

行動もしやすいから作ってくれたら助かります。 

① 市庁舎敷地内への防府警察署

の誘致に対するご意見として承り

ました。 

 

② 税務署については、ご意見と

して承りました。 

Ｅ 

 

 

 

Ｅ 

34 配置計画に１号館解体跡地として「防府警察署の移転に

ついて山口県に要望中」とありました。防府警察署の更

新はいずれ必要な事業だと思われ、その折りに１号館解

体跡地への移転をと県に要望されていることに、一市民

として大きな期待を持ちました。そばにあると言う利便

性だけでなく、行方が分からなくなった認知症の高齢者

を見守る時、ＤＶ被害の女性を見守る時、虐待被害の子

ども達や高齢者、障害者の方々を見守る時、また防災対

策、通学路の安全対策等々において、警察と市役所の密

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

警察署と市役所が高齢化をはじ

めとする様々な社会問題に対して

連携して対応していくことは、市

民サービス（安心・安全）の向上

につながると考えています。 

Ｅ 
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な連携は市民にとって大きな安心と安全に繋がると思わ

れます。 

35 防府の顔と云える角地に（１番立地条件がよく目立つ場

所）防府警察署誘致に反対します。勉強不足でしたので

反省していますが防府市役所としてのメインの場所、１

番便利な地に何故県に要望するのでしょうか？防府警察

署移転されるのでしたら、用地を都合して今迄側の方が

何かとお互いによくわかり、角地に市役所以外の建物は

考えられません。皆市民に浸透していないのと思いま

す。これはゆずれません。 

市庁舎敷地内への防府警察署の

誘致に対するご意見として承りま

した。 

 

Ｅ 

以下は、匿名あるいは提出期間後の提出により提出要件を満たしていないもの（参考） 

1 市庁舎建て替えについて疑問があるので伺います。 

・５０００㎡もの広い市の土地に県の警察署が建つというのは本当でしょうか？ 

・そのためかどうかは詳細は分かりませんが、平地駐車場は現在の台数の半分程度、残りの半分は立

体駐車場に置くことになる？ 

 立体駐車場は事故が起きやすいし、気楽に行けるのは今のような平地駐車場だと考えます。 

・しかもここはいざ災害時のための避難場所であり、市民の命や安全を守る場所です。 

前市長さんは各公民館を回って説明し、賛成・反対両方の意見を聞く場を持たれました。 

以上について池田市長さんを信頼して投票した我々も含めた全市民に詳しく説明してください。 

2 『庁舎建設を考える会』のビラの通りだとおもう。全面的にこのビラに同意する。 

立体駐車場はやめてほしい。市民の利便をおもいやって。 

庁舎もあまり高くしないでほしい。せめて五階ぐらいにしてほしい。 

＊防府らしさ＊を標ぼうするのならゆったりとした場所であってほしい。 

3 １．基本理念・設計方針：防府警察署の移設は大反対である。元々市庁舎の役割は市民サービスが大

優先されるべきである、市民を取り締まる警察署をメインに配置するのは納得できない。また１階の

公的土地にチャレンジショップやコンビニ等の特定業者の店舗の設置もおかしいし、駐車場の混雑も

おこる。これらの店舗は庁舎内に設置すべきではない。又、庁舎を道路に対し、横向きに設置するよ

う計画されているレイアウトも疑問。道路から見て正面に庁舎が見えるように建てるべきである。 

２．計画概要：福祉棟をなぜ、別棟にするのかも疑問。１階のチャレンジショップやコンビニスペー

スに福祉機能を設置すれば良い。なお、庁舎隣接の立体駐車場は上階は市役所職員の駐車とし、市民

の駐車場は平面駐車場を大きくし、立体駐車場の３階までとする。 

３．事業スケジュール：Ｒ２年度中に公民館単位の説明会を開催、市民ベースの意見を聞く。 

４．配置計画：防府警察署の設置に反対。なお、既存の市役所組織の部屋配置を全体的に見直し、縦

割り組織の配置から横の連携が図れる部屋配置とする。見直しの中身として業務機能が統一出来るも

のは統一する。 

５．階層構成：１階のチャレンジショップやコンビニスペースは廃止、高齢化時代に対応した、福祉

機能は１階に設置する。 

６．平面計画：新庁舎をメインに、立体駐車場を隣接する。なお、駐車場は平面駐車場への駐車をメ

インにスペースに取る。防府警察署をメインとした設置には絶対に反対する。 

７．市民窓口イメージ：諸手続き（申請・登録・証明等）は、マイナンバーカードでデジタル申請可

能な機器を設置。高齢化時代に対応して公民館、コンビニ、パソコン、スマホ等の申請も可能とす
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る。特に、交通違反料、駐車場利用料金等の納付は、休日、夜間でも対応可能な銀行、郵便局のＡＴ

Ｍ、コンビニでの振り込みも可能とする。 

８．ユニバーサルデザイン：車椅子、杖等目の障害者でも容易に移動できるフロアー、点字通路、高

齢者用手摺、各階にガイド版を設置する。 

９．構造計画：玄関と駐車場を結ぶ通路付近には雨除けのテラスを設置 

１０．設備計画：庁舎各階に高速エレベータ、トイレ、自販機、水飲み場、消毒器具等を設置する。 

 


