
「新庁舎に関する公開質問状の内容、及び市長回答」 
－第二回学習会資料－       2016/10/29   

 「開かれた市政をつくる市民の会」   

 

 

 

 
今年八月末に「基本設計」を完了。現在、「実施設計」を検討中。設計完了は来
年七月を予定。最短の場合、来年九月の市議会で予算が採決されれば着工！ 

（１）市庁舎新築移転計画の進行状況 
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談合して入札不成立を 
くり返して、建設費を 
つり上げる可能性あり！ 



（２）当会提出の公開質問状の内容に関する解説 

 （２－１）防災面    ① 水害対策 

「市総合防災マップ(2012年版)」

によれば、移転予定地の西側半分

は水深1m～2mの浸水、さらにそ

の西側隣接地では2～5mもの浸水

を予想。この場合には、新庁舎か

ら少なくとも西側への交通は不可

能となる。 

 これに対して、現本庁舎の周辺

は、大半が1m未満の浸水で済む。 

 

 なお、この浸水予想図は、千代

川流域に百年に一度の大雨 (二日

間に流域平均で325mmの降雨量)

が降った場合の推計値。 
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 しかも、千代川と新袋川の合流点付近では、予想される豪雨に対して、堤防の高さが

決定的に足りない！ 

 下の図では、千代川が洪水を起こさずに流すことのできる流量を緑の線、二日間に流

域平均で325mmの降雨量が降った時の予想流量を赤の線で示している。ピンク色の部

分は、この予想流量に対して堤防の高さが足りない範囲。新袋川との合流点から約

1.5km下流の八千代橋付近までは、千代川で最も堤防高さが足りない地域と言ってよい。 
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国交省 「千代川水系の概要」より 



・千代川水系の洪水の歴史 

「第一回 千代川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」 より 

 過去の洪水は、全て9月と10月に発生。さらに、そのほとんどが台風によるもの。 

 現時点でも、洪水発生の目安は、行徳での流量が4000m3/秒。 
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・千代川に洪水を発生させる台風の進路 

 秋の台風が、九州南岸から四国南岸をかすめて近畿地方に上陸する場合、千代

川水系には大雨が降りやすく、洪水が発生する危険性が高まる。 

「気象庁 ＨＰ」 より 
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・近年の豪雨災害の頻発に対応して、昨年、政府は水防法を改正 

 昨年、水防法が改正され、「想定しうる最大規模の洪水」（千代川水系では、48時

間以内に508mmの降雨量）に対応する避難体制の充実・強化が図られることとなっ

た。これに対応する新たな浸水想定図は、すでに国交省が作成済みだが、0.5～3.0m

の浸水区域が細分化されていない等の問題がある。 

「円山川水系 浸水想定区域図」 より 
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・今年、国交省が発表した千代川水系の洪水浸水想定区域図では？ 

国交省が今年発表の浸水予想 従来の浸水予想 



・新市庁舎基本設計の内容 

「鳥取市新本庁舎建設 基本設計」page 2より 

 今年八月に公表の基本設計では、庁舎敷地と駐車場の中央部をかさ上げして、周辺道路

レベルより1.2m高くするとしている。しかし、駐車場の大半が水没したらこの新庁舎は

「防災拠点」にはなり得ない。 

 そもそも、敷地全体をかさ上げしても、周辺道路が水没したら、新庁舎は「川中島」！ 
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・今回の公開質問状に対する市長の回答例（水害対策） 

質問１：「水害対策として庁舎基礎を1.2mかさ上げするとの事だが、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にはなり得ない。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？」 
   

市長の回答（全文）：「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心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。 

 したがって、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。」 

コメント： 

① 市長自ら、新市庁舎が「孤島化」「川中島化」する危険性をすでに認めている。 

② 国交省の最新の浸水想定図を利用し「中心市街地はどこでも（同じくらい）浸水」と強弁。 

（質問５への回答、「移転しても水害の危険性は同じ」も、同図を元に主張していると推測。） 

③ 危険個所の完全な予測は不可能。車両通行も困難な状況で、事前に職員を派遣できるのか？  
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可能か？ 



② 地震対策 

10 
「地震本部 中国地方の活断層の地域評価 鹿野－吉岡断層」より 

 今年七月に、政府の地震本部が中国地方の主要活断層の評価結果を公表。吉岡断

層は従来は千代川の西側のみが表示されることが多かったが、今回は立川町～福部

町までが表示されている。 



・吉岡断層は、移転予定地の近くを通っている可能性が高い！ 

11 

 鳥取市街地の東西に分かれる吉

岡断層を接続してみると、鳥取駅

の南側約1km地点を通る曲線とな

る。 

 1943年9月に発生した鳥取市地

震(M7.2)では、立川町方面でも地

層の横ズレが確認されている。厚

い堆積層に覆われて地表に断層は

出ていないが、吉岡断層による地

震が再び発生すれば、この付近は

大きな揺れに見舞われるだろう。 

吉岡断層の推定位置 

移転予定地 

← 鳥取地震での全壊・半壊家屋の分布 
  「鳥取大災害史」2012年 市文化財団発行より 



・山陰地方は、意外にも、地震の多発地帯！ 
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 今年七月の地震本部の発表で

は、中国地方で今後30年間に大

きな地震が起こる確率も公表さ

れている。鳥取県と島根県東部

を含む「北部」が、発生確率

40%と最も高い。 

 

 近年、西日本の地震はフィリ

ピン海プレートの沈み込みに

伴って周期的に発生しているこ

とが明らかになってきた。 

 山陰地方は大陸側プレートと

フィリピン海プレートの境界に

あって、横ズレ断層による地震

が定期的に発生する。 
日経サイエンス2016年7月号 より 



・南海トラフ巨大地震の前後に、西日本各地で直下型地震が頻発！ 
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 南海トラフで発生する巨大地震

の前後には、西日本の各地にある

地震発生帯で直下型地震が発生す

る。最近起きた南海トラフ地震は、

1944年の東南海地震(M7.9)と

1946年の南海地震(M8.0)である。 

日経サイエンス2016年7月号 より 



・古文書の地震記録からも、西日本各地の地震帯が明らかに 

14 

 古文書の記録から、南海トラフ巨大地震の前後に、西日本各地にある地震発生帯で直

下型地震が頻発することが読み取れる。南海トラフ地震は必ず発生するので、それに

伴って発生する各地の地震にも要注意。 

日経サイエンス2016年7月号 より 



・さて、移転予定地の地質だが、地震時の液状化の危険性が指摘されている 
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 平成23年の市による移転予定地の地質調査

結果によれば、表層の下には水を含んだ砂の層

があり、地震の際に液状化して地表に吹き出す

可能性が指摘されている。 

 今回の質問状に対する回答で、市長は「大地

震時には液状化する可能性はあるが、表層に非

液状化層（シルト層のことか？）があるため、

表層部の変形・沈下には至らないと考える」と

回答。しかし、その根拠については何も示して

いない。（→ 根拠を示すよう要請済み） 

「新庁舎建設基本計画に伴う地質調査業務報告書」より 



（２－２）環境面 
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 鳥取平野のような温泉地帯では、地下水がヒ素を含むことにより、ヒ素濃度が環境

基準値を超えることが多い。移転予定地では昨年より市が調査を実施、最近、その結

果を市のＨＰ上で公表した。当会からの質問に対して、処理方法は今後検討するとし

ている。 

「土壌汚染調査結果と今後の方針について」より 

 ・新庁舎移転予定地のヒ素汚染問題 
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 住民投票で現庁舎の耐震改修案が支持されてから約4ヶ月後、日本設計による耐震改

修案の再見積りが発表された。構造を変更し、かつ土壌対策等のその他経費を付け加

えた金額は、住民投票時の設計・建設費のみの見積りの20.8億円を大幅に超えると

大々的に宣伝。この記事をきっかけにして耐震改修案から新築移転案に乗り換えた市

民は多い。この再見積りのヒ素対策費5.9億円には、本来は不要な処理費用が含まれて

いる可能性が高い。 

「H24.10.30 日本海新聞記事」より 

・現庁舎でのヒ素対策費が、住民投票で支持された耐震改修案をつぶした？ 



18 

 新庁舎建設予定地は、戦前から現在のグンゼ（株）の製糸工場として利用され、戦

後は市立病院敷地となった。1995年に市立病院が的場地区に移転してからは、市営駐

車場として運用中。近年、日本全国各地で病院跡地の転用に際し、土壌汚染問題が数

多く発生している。その一例を下に示す。 

・移転予定地の土壌中の産業・医療廃棄物は大丈夫か？ 
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 医療系廃棄物の処理方

法については、1989年

の厚生省のガイドライン

によって外部委託処理方

法が細かく定められた。 

 

 それ以前は、各病院が

院内で処理する場合には

特段の規則は無く、医療

系廃棄物を敷地内に埋設

処分するケースも多かっ

たものと推定される。 

・市立病院時代の医療廃棄物の行方は？ 

市立病院の写真提供 吉田幹男氏 
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 昨年九月に土壌のヒ素含有量を調査する

際に、他の特定有害物質についても調査し

たとの事である。結果としては、ヒ素以外

には基準値を超えたものは無かったとの事。

土壌汚染対策法によれば、土壌試料の採取

位置は表面から50cm以浅とされている。

深さ50cmより下にある有害物質は、同法

の測定の対象にはならない。 

また、左の写真に示すように、現場の舗装

面の下には外部から持ち込んだ盛土が介在

している。どの深さで測定したかによって

全く結論が変わるだろう。 

 

→ 詳細な測定方法の開示を要求中。 

・市は自主的に有害物質調査を実施、ヒ素以外は出なかったとしているが・・ 

(2016/10/20撮影) 

市がH27年9月に実施した調査結果の公表内容 

敷地西端より東側    敷地北端より南側 
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 庁舎寿命の設定とライフサイクルコスト（建設、運用、解体の全ての費用を合算）の

間には密接な関係がある。下の図は、住民投票の一年半後に市が示したライフサイクル

コストの累計。建設して65年後の建替えにより、耐震改修案は費用が急増としている。  

 しかし、元の建物が良質で管理方法が適切であれば、「コンクリート造でも木造でも

100年以上は持つ」という考え方が、最近の建築界の主流となってきている。 

（２－３）費用面 

H25年11月 庁舎整備全体構想(素案) P26 

・庁舎寿命、およびライフサイクルコスト 
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 先日の10/21のM6.8の県中部地震で、倉吉市本庁舎は震度6弱の強震に遭遇した。し

かし、ガラス破損の被害は受けたものの、建物の構造自体には特に損傷はない模様。 

 地震の翌日からは職員が常駐してブルーシート等の救援物資を市民に供給、防災拠点

としての役割を立派に果たしている。丹下健三氏が設計、日本建築学会賞受賞のこの庁

舎は、竣工して今年で60年目を迎えている。 

・震度6弱に見舞われた倉吉市庁舎は、鳥取市庁舎よりも8年も前に建てられた。 

自治体 竣工年 耐震改修 改修後の 改修費用

完了年 想定使用期間 (万円/m
2
)

倉吉市 1956 1998 可能な限り 4.8

鳥取県 1962 2011 50年 9.5

鳥取市 1964 - - -

・鳥取県内各自治体本庁舎の比較 

そもそも、現在の鳥取市庁舎は、本当に耐震性が低いのだろうか？ 
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今回の新庁舎騒動は、この耐震診断結果から始まった！ 

（中略） 

（以上、H23年6月 「地域審議会資料」 より） 

（先日10/21の震度4では、本庁舎・第二庁舎ともに、ガラス一枚すら割れなかった。） 
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 この白兎設計の耐震診断結果については、旧

建設省建築研究所の元部長の渡辺一正氏が、以

下のように問題点を指摘している。 

・この白兎設計の耐震診断結果を、元建設省の技術者が疑問視！ 

H23年7月23日 読売新聞鳥取版 

① 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの重量を実際より重く見て計算。 

② 現庁舎で採用の曲面ｽﾗﾌﾞという軽量化技術

も無視し、実際よりも重く見て計算。 

③ 階段室隅の「斜め壁」等の耐震性を高める

工夫の効果も無視、単なる荷重と見なして計算。 

（→ 荷重を重くすると耐震性の評価は悪化） 

 

④ 上の指摘点を修正して、実態に即して再計

算すべきだ。さらに、県庁の耐震化工事で行わ

れている「常時微動測定」を現市庁舎でも実施

して、実際の耐震性の確認を行うべきである。 
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 上の現庁舎設計図の「隅補強壁」（斜め壁）は、壁の接

合部にかかる力を分散させて破壊を防ぐための、極めて一

般的な手法である。「応力集中」を分散させる手法とも言

う。建築士の資格を持つ人間が、この手法を知らないはず

はない。この部分を単なる荷重として計算するというのは、

完全に故意による偽装行為にほかならない。 

 2005年に発覚した「耐震偽装」事件と同じ構図！！ 

・現市庁舎の中の耐震性を高める構造を、実際の現場に確認に行ってみた。 

「太田ゆかり市議のブログ」より 

2016年10月22日 撮影 



27 

  A+B+Cは、国の保証の元に市が金融機関から借りた借金の返済に充てる部分。 

 上の棒グラフの白い部分が市が自由に使える費用だが、4年前をピークに減少中。 

・最後に、新庁舎建設費用の頼みのツナである、国からの地方交付税交付額の
推移を確認しておこう。 

「市民の会 第一回会学習会」 資料 
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 廃校した高校の校舎

を改修して市庁舎にす

ることを決定した堂故

前市長は、現在は自民

党所属の参議院議員。 

 ムダ遣いを許すか許

さないかは、所属政党

には関係ない。その自

治体の首長の見識しだ

いである。 

鳥取市の前市長に次世

代を思いやる気持ちが

あれば、この市庁舎騒

動は起きなかっただろ

う。  

（３）富山県 氷見市市庁舎の紹介 廃校となった高校を改修して市庁舎に 

廃校となった高校の体育館を 
改修して、市民窓口に 

／完 


