
新市庁舎建設に関する 
宇部市議会の取り組み 

宇部市議会 新市庁舎建設特別委員会 

委員長 笠 井 泰 孝 
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「宇部市役所新庁舎建設促進に関する決議」 
（平成24年12月18日議決） 

市議会として、新庁舎の建設に向け、執行部とともに 
推進していく姿勢を明確に示す 

新市庁舎建設促進特別委員会の設置 

新市庁舎建設促進特別委員会の設置経緯 

【任務】 
 新市庁舎建設に関する諸般の審査や調査を行い、その早期 
 建設の実現に寄与する 
 

【委員構成】 7人 
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新市庁舎建設促進特別委員会の検討経緯 

平成２４年１２月１８日 委員会設置 

検討項目 

平成２６年５月まで 
１５回にわたり委員会開催 

新市庁舎の規模と機能 新市庁舎建設の必要性 

建設手法と財源 議会施設 
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新市庁舎建設促進特別委員会の活動経過① 

委員会開催日   検  討  事  項 

第1回 平成24年12月18日   正副委員長の互選 

第2回 平成25年1月22日   新市庁舎建設に係る現状と今後の予定について 

第3回 平成25年2月19日   
(1) 平成16年度にＰＦＩによる庁舎建てかえを断念した経緯と改正ＰＦＩ法の概要について 
(2) 新市庁舎建設に対する各会派の意見、要望について 

第4回 平成25年4月24日   委員会の今後の進め方と作業スケジュールについて 

第5回 平成25年5月9日   委員会の今後の進め方と作業スケジュールについて 

視 察 平成25年6月28日   
(1) 岩国市：新庁舎の建設について 
(2) 下関市：市民サービスセンター（仮称）の建設について 
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新市庁舎建設促進特別委員会の活動経過② 

委員会開催日   検  討  事  項 

第6回 平成25年8月16日   「新市庁舎建設の必要性」について 

第7回 平成25年12月20日   
(1) 本庁舎建設に係る取り組み状況について（執行部報告） 
(2) 委員会の協議検討事項の再確認及び今後のスケジュールについて 

第8回 平成26年1月16日   
(1) 「新市庁舎建設の必要性」について 
(2) 「新市庁舎の規模と機能（位置を含む。）」について 

第9回 平成26年1月27日   
(1) 新市庁舎の「建設時期」及び「位置」について 
(2) 新市庁舎の「規模」、「機能」及び「建設手法」について 

第10回 平成26年2月3日   
(1) 中間報告書について 
(2) 新市庁舎の「機能」及び「規模」について 

第11回 平成26年2月18日   
(1) 中間報告書提出の経過報告について 
(2) 新市庁舎建設に係る取り組みの進捗状況について（執行部報告） 
(3) 委員会の今後のスケジュールについて 
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新市庁舎建設促進特別委員会の活動経過③ 

委員会開催日   検  討  事  項 

第12回 平成26年4月7日   
(1) 「新市庁舎の建設手法と財源」について 
(2) 「議会施設」について 

視 察 平成26年4月18日   下関市：本庁舎新館議会関係フロアについて 

第13回 平成26年4月30日   
(1) 「新市庁舎の建設手法と財源」について 
(2) 「議会施設」について 
(3) 委員会報告書の取りまとめについて 

第14回 平成26年5月14日   
(1) 宇部市本庁舎建設検討市民委員会について（執行部報告） 
(2) 委員会報告書の取りまとめについて 

第15回 平成26年5月20日   委員会報告書の取りまとめについて 

6 



４項目の検討結果を取りまとめ 

新市庁舎建設促進特別委員会報告書 

平成２６年６月１９日 ６月定例会最終本会議で 
              委員長が報告 

異議なく承認 

新市庁舎建設の必要性 新市庁舎の規模と機能 

建設手法と財源 議会施設 

新市庁舎の建設を着実に推進するよう強く要請 

新市庁舎建設に向けた新たな特別委員会設置を提言 
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検討項目（１） 
 新市庁舎建設の必要性 【現状と課題】 

中心市街地 
都市機能の増進と経済活力の向上 

総合的・一体的に推進 

第四次宇部市総合計画の求める都市像 

「みんなで築く、活力と交流による 
元気都市」を実現 

市役所庁舎を核とするにぎわいあふれるまちづくり 

新市庁舎の建設は重要な課題 

利便性の向上 行政運営の簡素・効率化 高度情報化 

省エネルギー化 防災・減災に対応する機能 

老朽化が進行し、耐震性も低い 分庁舎が多く、窓口業務が分散 
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検討項目（１） 
新市庁舎建設の必要性 【建設時期】 

にぎわいと活力を創出 
真に「元気都市うべ」と呼べる 

まちづくりを実現 

市制１００周年は新市庁舎で迎え 
全市一丸となって次の１００周年に向けた 

力強い一歩を踏む出すためにも 

新市庁舎の建設は、時期を逸することの 
ないよう進捗を図る 
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検討項目（２） 
新市庁舎建設の規模と機能 【位置】 

総合的に勘案 

新市庁舎の位置は現在地及びその付近 

経済活力向上 

中心市街地の活性化 

市民の利便性 都市機能の増進 
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検討項目（２） 
新市庁舎建設の規模と機能 【規模】 

的確に分析 
精査 

本市の庁舎としての機能を満たす適切な規模 

分庁舎を可能な限り統合 
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予測されるデータ 
（人口推計・財政状況） 



検討項目（２） 
新市庁舎建設の規模と機能 【機能】 

ワンストップサービス 
を実現する 

総合窓口の設置 
中心市街地の 

にぎわい創出に寄与 
市民が親しみやすく 
利用しやすい機能 

ユニバーサルデザイン
の徹底 

環境先進都市に 
ふさわしい機能を充実 

防災・減災に対応する
核施設としての 
機能を充実 

さまざまなニーズの 
変化に対応可能な 
フロアデザイン 

敷地内に十分な収容
能力を持つ駐車場 

配慮 
すべき点 

12 



検討項目（３） 
新市庁舎の建設手法と財源について 

財政状況 市民負担 

建設費用が過度の 
将来負担とならない 
よう十分留意 

財源確保のための 
あらゆる可能性を熟考 

維持管理 
経費 
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建設手法を選択 



検討項目（４） 
議会施設について  

（１）議 場 
 ・市民が傍聴しやすい傍聴席を設計 
 ・本会議の中継（映像配信）に対応可能な構造 

（２）委員会室等 
 ・各常任委員会の審査・調査に対応可能な室数 
 ・傍聴席のスペースを十分確保 など 

（３）会派等控室 
 ・会派数・所属議員数の変動に対応可能な構造 など 

（４）議会図書室 
 ・蔵書数の増加やＩＴ機器の導入に対応可能な構造 など 

（５）議会事務局 
 ・来訪者が議会事務局で把握できる構造 など 

14 



新市庁舎建設特別委員会（１） 

設  置 

平成２６年９月２６日 

任  務 

新市庁舎建設に関する諸般の審査や調査を行い、 
その早期建設の実現に寄与する 

委員構成 

７人 

消  滅 

平成２７年４月３０日（議員の任期満了） 
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新市庁舎建設特別委員会（１）の活動経過 

委員会開催日   検  討  事  項 

第1回 平成26年9月26日   正副委員長の互選 

第2回 平成26年12月24日   
宇部市本庁舎建設検討市民委員会の検討結果と新市庁舎建設に係る今後の取り組み
について 

第3回 平成27年1月22日   宇部市本庁舎建設基本構想（案）の概要について 

第4回 平成27年3月26日   宇部市本庁舎建設基本構想について 
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新市庁舎建設特別委員会（２） 

設  置 

平成２７年５月２５日（至現在） 

任  務 

新市庁舎建設に関する諸般の審査や調査を行い、 
その早期建設の実現に寄与する 

委員構成 

７人 
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新市庁舎建設特別委員会（２）の活動経過 

委員会開催日   検  討  事  項 

第1回 平成27年5月25日   正副委員長の互選 

第2回 平成27年8月17日   新市庁舎建設に向けたこれまでの取り組みと今後の予定について 

第3回 平成27年10月26日   
(1) 宇部市本庁舎建設基本計画検討委員会の審議状況について 
(2) 宇部市本庁舎建設基本計画に係る議会関連機能検討結果報告書案について 

第4回 平成28年2月17日   宇部市本庁舎建設基本計画の策定に係る経過報告について 

第5回 平成28年5月18日   
「まちづくりに求められる市役所新庁舎を考える」市民シンポジウムに係る基調説明及び
意見交換会の概要について 
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