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この ことについて、別紙の とお り回答 します。
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【質問事項】

(1)駐車場かさ上げの対象範囲

質問 2に 対す る回答では、「庁舎のみならず、来庁者駐車場についても」かさ

上げするとしていますが、立体駐車場を含む 「公用駐車場」はか さ上げ しないの

で しょう/Jヽ ?

【回答】

来庁者用駐車場 と動線を分離 して公用車を北側市道から出入 りさせ る観点か ら、公用

車駐車場部分の 1階部分のかさ上げは行いませんc

浸水時対策 としては、2階部分は水没 しないよう設計するとともに、1階の公用車に

ついて、浸水のおそれがない場所へ事前に移動 させ る運用を予定 しています c

【質問事項】

(2)大地震の際に予定地の表層部が変形・沈下に至 らないと考える根拠

質問 3に 対する回答では、「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」 と考えているとの

ことですが、そ う考える根拠を詳細、かつ過去の事例に即 して具体的にお示 しく

ださいc

【回答】

独立行政法人都市再生機構の研究結果によると、地表か ら液状化層までの非液状化層

の層厚が 6m程度あれば大地震において液状化の影響が地表面に及ぶおそれは低いと

されていますので、この研究結果を参考に して、駐車場 としての利用に支障はないと考

えています。

【質問事項】

(3)現庁舎敷地の地盤のボーリング調査の結果

質問 5に 関連 して、現庁舎敷地の地盤に対するボーリング調査を過去に実施 し

たとお聞きしていますが、その調査結果を市民に対し全面的に公開してください。

【回答】

現本庁舎の建設前を除き、調査を実施 したことはありません。

【質問事項】

(4)予 定地の土壌汚染調査結果

質問 6及 び 7に 関連。昨年 9月 及び本年 2月 に二回にわたつて予定地の上壌汚

染調査を実施 したとの事ですが、その調査方法の詳細、及び測定値の具体的数値

を含めた調査結果を、市民に対 し全面的に公開 してくださいc

【回答】

市公式ホームベージヘの追加を検討 します。
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【質問事項】

(4)一①

また、市の公式ホームベージの トップベージの左下の 「市庁舎整備」の中の 「各

種資料」の欄に公開されている 「土壌汚染調査の結果 と今後の方針について」の文

書の記載内容について、以下の点をお尋ね します .

① 同文書中の 「2.今 後の方針 (2)観浪1井 の設置」について

同文書では、「敷地内に観測井を設け、・・・ 地下水位の変 fヒ と施工による汚

染の拡散がないかを確認 しますc」 と記載 されています c

一方、同文書中の 「観汲1井取水位置図」 (右上図参照)で は、汚染範囲は表層か ら

マイナ ス約 6 nlま で と表示されているのに対 し、二ヵ所の取水位置は汚染範囲より

)ヽ深 い地点を予定 していますc汚 染位置よりも深い位置か ら取水 して、はた して汚

染の拡散状況が把握できる 1)の なので しょうか↑なぜ、汚染範囲内で取水 しないの

で しょうか?

平成 23年度に市が実施 した 「鳥取市新庁舎建設基本計画に伴 う地質調査業務」

報告書の 47ベージには、予定地では 「地下水位は地表面に近い→ 「GL-1.57～
1.85m」 」 と明記 されていますご汚染範囲の深度 ()地 下水で満たされてお り、取水は

可能な |まずですこ

あえて汚染範囲よりt)深 い位置で取水 しようとしている理由を、明確にお示 し

ください「

【回答】

観沢1井 は、庁舎建設工事により土壌汚染の拡散が生 じないかを帯水層ごとの地下

水を調査することで確認するためのものです。

一番浅い第 1帯 水層は水が浸透 しがたい粘土層であるため、水が浸透 しやすい砂

層の第 2帯水層および砂礫層の第 3帯水層を対象 として、定期的に地下水を採取 し、

確認するものです。

【質問事項】

(4)一②

②同文書中の 「建物 と土壌汚染の位置関係」の図について

同文書の最下部に示 されているこの図 (下 図参照)では、右上の新庁舎建設部分だ

けには、赤色の「ヒ素が溶出量基準を超過 した部分」がほとんど含まれていませんЭ

これ |ま 、庁舎建設部分だけが、偶然に t)、 実際のヒ素測定値が低かつたことを意味

するので しょうか?

本年八月に公表 された基本設計によれば、新庁舎の地下部分には免震装置 と雨水

貯留槽、災害用水槽を設けることとしてお り、新庁舎建設部分は深 さ数m程度まで

掘 り込む ことにな ります〔」1出 された上が汚染 されている場合、その最終処分をど

うするのかが大きな問題 とな りますc当 然、建設費用総額に 1)関 係 してくるはずで
―
l t

仮に、新庁舎建設部分が実際にヒ素に汚染 されていたに 1)か かわらず、意図的

に下図にその情報を含めなかったとすれば、市の情報公開に対する姿勢が聞われる

ことにな ります「 市による情報隠 しを疑われる事態 とな りかねません。

実際の測定結果の数値はどうであったのかを明確にお示 しくださいc

【回答】

市公式ホームベージヘの追加を検討 します。



【質問事項】

(5)業務システムの更新予定

質問 10に対する回答では、「庁舎新築移転に伴って、業務システム全体を更新

する予定はあ りません」 とのことですcそれでは、業務システムを構成するハー ド

ウェアの根幹部分 (サ ーバー等)も 、新庁舎移転に伴つて更新する予定はないので し

ょうか?明確にお答えくださいc

【回答】

前回も回答させていただきました とお り、庁舎新築移転に伴って、業務システム (ハ

ー ドウェアを含め)を更新する計画はあ りませんc

現在使用 している業務システムは、新本庁舎が共用開始 された後においても、更新

時期を迎えるまでの間は現在設置の駅南庁舎のサーバ室に残置 したまま稼働 させ るこ

ととしてお り、経年による通常の更新時期を捉え新本庁舎に整備する計画に していま

ケc

新本庁舎の建設に関 し、今回いただいたご質問につきましては、市公式ホームページ

での情報発信の参考 とさせていただきます c

【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)


