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新市庁舎建設に関する公開質問状 (回答 )

(対平成 28年 9月 15日 付け)

このことについて、別紙のとお り回答 します。

鳥取市長 深 澤 義 彦 1

【陳情・要望に関する担当】

鳥取市尚徳町 116番 地 鳥取市役所本庁舎

企画推進部地域振興局市民総合相談課

TEL0 8 5 7-20-3158

E―mail  shiminsoudan@city.tottori。 lg.jp



【質問 1】

現在立案中の新庁舎設計案では、水害対策 として庁舎基礎を 1.2mか さ上げするとの

事ですが、主要道路への接続路を水没 しない高さまでかさ上げ しなければ、この新庁舎

は防災拠点としての用をな しませんc市庁舎の周辺が水没 ヒ′た場合、周辺道路 との連絡

をどのように して確保する予定なのか、詳細をお示 しくださいc

【回答】

国土交通省発表の洪水浸水想定区域図によると、千代川が氾濫 した場合、主要道路・

現本庁舎敷地。新本庁舎敷地を含めた中′さ市街地の多 くの範囲で浸水が想定されてお り、

その間の車両通行に支障が出る可能性があ ります c

したがつて、出水や水位の上昇が懸念 される場合、災害対策要員 となる職員はあらか

じめ災害対策本部に待機することとしてお ります し、状況に応 じて危険箇所や避難所に

ついてもあらかじめ職員を派遣することなどにより、迅速な災害配備体制をとることと

しています。

【質問 2】

多数の災害対策要員の新庁舎への集合、かつ救援物資の迅速な搬入のためには、庁舎

だけのかさ上げでは無意味であり、大面積の駐車場の確保は不可欠です。駐車場のかさ

上げも必至 と考えますが、市長 としての見解はいかがで しょうか。また、駐車場のかさ

上げを実施する構想があるのであれば、そのために要する費用 もお示 しください。

【回答】

地盤のか さ上げは、庁舎のみならず、来庁者駐車場についても行 うこととしています。

地盤のかさ上げに要する費用は、基本計画時に想定 した建設費の範囲で検討を進めてい

ます。今後、東京オ リンピックや震災復興の影響などにより資材や労務単価が変動する

可能性はあ りますが、引き続き費用の抑制に努めていきます。

【質問 3】

地盤液状化対策は本庁舎のみについて実施すればよい とい うものではありません。大

地震発生時に敷地内の広い範囲で液状化が発生 して駐車場が使用不能になるようでは、

この新庁舎は災害対策拠点 としての意味をなさないことにな ります。その結果 として、

新庁舎をこの地に移転するための理由として市長 自身が主張されてきた、「総合防災拠

点 としての新庁舎構想」を自ら否定することにモ)な ります。駐車場 も含めた敷地全体の

液状化対策はZ、 至 と考えますが、市長の見解はいかがで しょうか。液状化対策を実施 さ

れるのであれば、その費用も合わせてお示 しください。

【回答】

新本庁舎建設敷地は、大地震時に液状化する可能性はありますが、表層に非液状化層

があるため、表層部の変形・沈下には至 らないと考えています。これを踏まえ、庁舎棟

と市民交流棟の範囲は杭基礎や建物の周囲に対する液状化を抑制する対策、駐車場の範



囲は現状の地盤を大型車両の通行に耐える路盤に強化する対策で対応することを想定

していますcいずれに しても、具体的な内容は実施設計において検討することとしてい

ます。

液状化対策に要する費用は、基本計画時に想定 した建設費の範囲で検討を進めていま

す。今後、東京オ リンピックや震災復興の影響などにより資材や労務単価が変動する可

能性はあ りますが、引き続き費用の抑制に努めていきます c

【質問 4】

さらに、予定地周辺の国道等の道路では、大地震発生時でも液状化は発生 しないので

しょうか ?予定地敷地内で液状化が発生 しなくても、周辺道路で液状化が発生 して車の

通行が不可能な場合には、新庁舎は災害対策の拠点 とはな り得ません。予定地 と同様に、

予定地周辺の地盤 も砂質層が主 と想定されるため、液状化の可能性は高いことが予測さ

れます。そのような場合、災害対策はどのように実施 される予定で しょうか ?

【回答】

鳥取県地域防災計画において、国道 53号は第 1次緊急輸送道路に、国体道路 と環状

道路は第 2次 緊急輸送道路に指定されてお り、管理者は、災害の発生による施設の破損

を防 ぐための整備、耐震化を図ることとしています。

また、災害対応に支障をきたす ことが無いよう、これ ら緊急輸送道路は、万が一被災

した場合でも速やかに応急復旧が実施 されることとなつています。

【質問 5】

上で示 した新庁舎予定地の水害、地震災害の危険性に関する資料は、鳥取市 自らが作

成 されたものを多く含んでいます。当然、この予定地が現庁舎敷地よりも災害に会 う危

険性がより高いことは、従来から市長 自ら認識 されていたはずです。それにもかかわら

ず、付帯費用も含めれば優に百億円を超えることが必至な費用負担を負ってまで、なぜ

新築移転を強硬に推 し進めようとされるのでしょうか ?

市長の責務は、より少ない費用をもつて、市民が災害に会 う危険性をより少なくする

方策を実現することにあるはずです。現在、市長が実施 しようとしている方向は、市長

の本来の責務 とは全 く正反対の方向を向いていると感 じます。多くの犠牲者の尊い命 と

引き換えることによつて得た過去の貴重な災害経験に対 して、深澤市長は謙虚に学ぶベ

きであると思います。

あらためてお尋ね します。深澤市長は、現在の市庁舎敷地よりも水害・地震災害の危

険性がより高いことが客観的に見て明らかな市立病院跡地に、あくまでも市庁舎新築移

転を実施する予定なので しょうか ?

【回答】

地震発生時の液状化の危険性が高いこと、また、千代川堤防の決壊により浸水の恐れ

があることは、鳥取市の平野部のほとんどが共通 して抱える課題であり、新本庁舎建設

地、現本庁舎敷地においても変わるものではあ りません。

防災はもとより、市民の利便性やまちづ くりなど、様々な要素を総合勘案 して、将来

にわた り鳥取市の発展を支える市庁舎は、旧市立病院跡地へ新築移転することが正 しい



選択であると判断 してお り、旧市立病院跡地 (鳥取市幸町 71番地)を本庁舎の位置 と

定める「位置条例」が市議会で可決 されたことを受け、新本庁舎の建設事業を進めてい

ます。

【質問 6】

昨年以来の調査で明らかになつた移転予定地のヒ素汚染の調査結果の速やかなる公

表をお願い します c

また、現本庁舎の耐震改修案を検討 した 2012年当時、市執行部は現庁舎敷地内のヒ

素汚染土壌対策費 として 5億 9千万円が必要 と見積 もりました。これ と同様に見積 t)つ

た場合、新庁舎建設予定地での土壌汚染対策費はいくらになるので しょうか ?速やかに

試算 し、公表 されたい。

【回答】

調査結果は、市公式ホームページで公表 しています。

対策 として、搬出処理をするか、敷地内で不溶化処理 (ヒ 素が溶け出さない処理)す る

かなどは、費用の算定も含め実施設計の作業の中で検討することとしています。

【質問 7】

この移転予定地が工場、さらに病院として利用されていた期間中に、産業廃棄物や医

療廃棄物は適切に処理されていたのでしょうか。土壌中の有害物質の有無を、実際に土

壌を分析 して調査することはZ、要不可欠と考えます。当然、市としても調査を実施され

るものと思いますが、調査計画の詳細について説明をお願いします。

【回答】

平成 27年度に、工場や病院として利用された土地であることを考慮 し、土壌汚染対

策法が定める特定汚染物質のうち溶出量調査として 21物質と、含有量調査として 9物

質について自主的な調査を行つてお りますが、ヒ素及びその化合物以外で基準を超えた

物質はありませんでした。

【質問 8】

この夏に公表 された新庁舎の基礎設計案において、鉄骨鉄筋コンクリー ト造であつて

も 100年 間の長寿命化が実現可能であることを認めた根拠を詳細にお示 しください。こ

の建物構造の寿命に関する見解は、明らかに従来の市の見解 と完全に相反 しています。

なぜ従来の見解を 180度変えるに至つたのか、その経過をご説明ください。

【回答】
コンクリー トの設計基準強度を30N/mポ 以上に高めることで、長寿命化 (計画使

用年数 100年 )に対応 した建物とすることができます。 (日 本建築学会建築工事標準

仕様書)



【質問 9】

今回の基礎設計案では、市民がライフサイクルコス トの削減の全体像を容易に把握す

ることは困難です。新庁舎の寿命が尽きるまでに必要 となるコス トの全体像を、日に見

える形でお示 しください。

【回答】

新本庁舎のライフサイクルコス トは、実施設計段階において決定する建物や設備、環

境配慮項 目の仕様などを踏まえて試算することとしています c

【質問 10】

庁舎新築移転に伴って、業務システム全体を更新する予定があるので しょうか。もし

も更新を計画 しているのであれば、その之、要性、および概算費用を、早急に市民に対 し

公開 してください。また、市民負担を極力減 らすためにも、現在使用中の備品等は新庁

舎においてもそのまま流用すべきと考えますが、市長の考えをお聞かせ ください。

【回答】

本市で使用 している業務システムについては、①老朽化による計画的更新、②制度改

正への対応や業務改善など必要に応 じた新規導入を実施 していますが、庁舎新築移転に

伴つて、業務システム全体を更新する計画はありません。

中でも本市の基幹システムである住民情報系システムについては、平成 37年 まで使

用することとしてお りますので、新本庁舎建設後も引き続き活用するとともに、端末機

は、庁舎移転時に移設 して使用 します。

什器備品についても基本的には上記 と同様ですが、新本庁舎の建設に当た り、多 くの

皆 さんに利用いただく 1、 2階は、現状 (駅南庁舎)の 各課窓ロスタイルから、市民の

利便性を考え総合窓 口 (市 民総合窓口、福祉総合窓口、税総合窓 口)ス タイルに変更す

るため、新調することが必要だと判断 しています。その他については、老朽化の度合い

も勘案 しなが ら、可能な限 り再利用することとし、新調については、事務の効率化やス

ペースの有効活用に資するものを優先 して行いたいと考えています。

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】

総務部 庁舎整備局  (電話番号 :0857-20-3012)


