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市議会本会議の質問・答弁等 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 09090909 日日日日－－－－01010101 号号号号 

P.12 ◆３５３５３５３５番立石泰広議員番立石泰広議員番立石泰広議員番立石泰広議員   

『公有財産活用･災害対策特別委員会』報告 

最後に、報告事項の３「庁舎庁舎庁舎庁舎について」報告を求めましたところ、次のような説明を徴しました。 

  まず、先般、耐震工法などについての視察を行なったことから、各種工法の比較として、改めて免震、制震、

耐震のそれぞれの工法の概要と価格の対比、また、大地震後の機能維持についての報告がなされました。 

  工法の概要のうち免震工法は、建物の基礎部に積層ゴムなどの免震装置を組み込むことにより、建物に伝わる

地盤の揺れを大幅に低減させるものであり、制震工法は、建物に組み込んだダンパーなどの制震装置により、地震

力を大幅に低減させるもので、耐震工法は、免震工法や制震工法のように機械的に地震力を低減させる工法ではな

く、建物の構造体で地震力に耐えられるようにするものであるとのこと。 

  また、「価格の対比」については、新築を考えた場合、免震工法を１００としたときの一般的な比較であり、制

震工法、耐震工法とも、免震工法の９０パーセント程度の費用で施工が可能であるとのこと。 

  さらに、「補強の場合における大地震後の機能維持」については、まず、免震工法では、免震装置を基礎に組み

込むことで大地震後も建物の機能維持が図られ、制震工法では、「大地震後軽微な補修で済み、機能の低下も少ない」

とされ、耐震工法では、「倒壊はしないが、人命の保護までで、場合によっては建物の機能は停止し、状況によって

は解体」と一般的に言われているとのことでありました。 

  次に、庁舎庁舎庁舎庁舎を新たに建設する場合、近年、民間の資金や技術的能力を活用するＰＦＩ方式を導入する事例や、

既存の建物を用途転換し、庁舎庁舎庁舎庁舎として再利用するなど、特徴的な事例があることから、これらについて報告がなさ

れました。 

  まず、ＰＦＩ事業の導入事例には、京都市の伏見区役所、千代田区役所、国の中央合同庁舎庁舎庁舎庁舎第７号館があり、

伏見区役所は、昭和２７年建築の区役所が老朽化したことから、この区役所と福祉事務所、保健所などの各庁舎庁舎庁舎庁舎を

統合するとともに、市民交流スペースとしての区民ホールなどを備えた総合庁舎庁舎庁舎庁舎の建設を進めているとのこと。 

  ＰＦＩ事業の方式としては、民間が資金を調達して施設を建設後、所有権は公共に移転し、その後、民間によ

る施設運営をするという、いわゆるＢＴＯ方式を採用しており、平成１９年１０月に契約、平成２０年５月に着工

し、平成２１年１０月の竣工後、平成３６年３月末までの約１７年間にわたる事業予定となっているとのこと。 

  規模は、地上４階、延べ床面積約１万４,７００平方メートル、契約金額約６４億４,５００万円、１平方メー

トルあたり約４３万８,０００円となっているとのこと。 

  なお、耐震性能については、官庁施設に求められる耐震安全性として、地震による被災後も、構造体の大きな

補修を行うことなく建物を使用できることを目標としているものであるとのこと。 

  次に、千代田区役所は、地上２３階建てのうち１階から１０階までを千代田区役所と千代田図書館で利用し、

１１階以上を国の機関が利用するといった区分になっており、伏見区役所と同様のＢＴＯ方式により、平成１６年

着工、平成１９年２月に竣工し、平成３３年３月末までの約１７年間の事業であるとのこと。 

  延床面積約５万９,９００平方メートル、契約金額は約２２２億円、１平方メートルあたり約３７万１,０００

円となっており、耐震安全性については、大地震後にも構造体の補修をすることなく使用できるよう、オイルダン

パーなどを用いた制震構造となっているとのこと。 

  次に、中央合同庁舎庁舎庁舎庁舎第７号館は、文部科学省や霞が関ビルなど、官民の施設が集まる霞が関三丁目南地区の再

開発と国が実施するＰＦＩ事業が一体的に進められた官民協働のプロジェクトであり、民間収益施設の付帯事業ま

で含めて、平成１５年から平成４７年までの約３２年にわたる事業であるとのこと。 

  ３３階建ての東館、３８階建ての西館のほか、旧文部省の庁舎庁舎庁舎庁舎と商業施設のアネックスの４棟が配置され、延
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床面積が約２５万１,０００平方メートル、契約金額約９２１億３,０００万円、１平方メートルあたり約３６万７,

０００円となっているとのこと。 

  次に、民間の事務所を取得後、庁舎庁舎庁舎庁舎として用途転換した大田区役所と目黒区役所の事例の報告がなされ、まず、

大田区役所は、平成４年に竣工した旧桃源社蒲田ビルが未使用のまま放置されていたため、平成８年に購入し、大

規模改修の後、平成１０年に移転し、新庁舎庁舎庁舎庁舎として使用しているとのこと。 

  なお、土地及び建物の購入費が約１７２億６,０００万円、改修費が約３１億円の合計２０３億６,０００万円

で、建物購入費と改修費の合計額から１平方メートルあたりの単価を求めると、約２９万８,０００円であるとのこ

と。 

  次に、目黒区役所は、平成１３年２月、旧千代田生命保険相互会社の本社ビルを購入し、その後、耐震改修工

事も含め、新庁舎庁舎庁舎庁舎として平成１５年４月にリニューアルしたものであり、土地及び建物の購入費が約１７９億円、

改修費が約４７億８,０００万円の合計２２６億８,０００万円で、大田区役所の場合と同様に、１平方メートルあ

たりの単価を算出すると約２０万円であるとのこと。 

  また、京都市の右京区役所は、地下鉄の整備にあわせて市街地再開発事業として行なったもので、区役所をは

じめ、福祉事務所、保健所、体育館、図書館が入るほか、５６戸の分譲マンションを併設した複合施設であり、延

べ床面積約３万４,５００平方メートル、建設費約１１１億円、１平方メートルあたり約３２万２,０００円、公共

部分は地上５階、地下１階で、住宅部分は地下１階を含む地上８階までの構成となっているものであるとのことで

ありました。 

  以上の説明に対して、まず、本庁舎庁舎庁舎庁舎については、耐震基準を下回っていることから、建替えや耐震補強の必要

性はわかるが、市内の公共施設をすべて含めたとき、どのように考えていく予定なのかと問われ、これに対して、

市内公共施設の全体の整備計画としては、ファシリティマネジメントとして総合的に検討しているところであり、

教育面においては、学校の耐震化など、その重要性から、今後１０年程度かけて予定していた耐震改修を７年に短

縮する見直しを図ったところであり、本庁舎庁舎庁舎庁舎についても、このままでよいのかといった意見もあることから、当委

員会、議会で議論をいただき、最も有効な方策を図って参りたいとのことでありました。 

  なお、質疑の中において、立派なシンボルタワーはいらないが、いざというときに市民の要望に速やかに対応

できる庁舎庁舎庁舎庁舎を考えていただきたいとの意見が述べられました。 

  このほか、ＰＦＩを活用した庁舎庁舎庁舎庁舎建設の方向性について、質疑応答の後、本報告を終了し、委員会審査を終了

した次第であります。 

  以上で報告を終わります。（拍手起こる） 

        ────────────── 

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 17171717 日日日日－－－－02020202 号号号号 

P.86 ◆１６１６１６１６番芝崎正太議員番芝崎正太議員番芝崎正太議員番芝崎正太議員   

同じく(3)の市役所本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震対策についてですが、平成１９年１２月議会において、吉田理財部長は「本庁舎庁舎庁舎庁舎の

耐震診断につきましては、ほとんどの階で耐震性能が低下し、コンクリート自体にも圧縮強度の低下や中性化の進

行が見られるほか、不同沈下も発生している現状でございます」と、大変厳しい状況であること、そして「最善の

方法を早期に検討して参りたい」と答弁されております。それがいつまでに、どのように検討していくのか、本市

の見解を具体的にお聞かせください。 

 

◎吉田博一理財部長 再質問にお答えいたします。 

  本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化の時期等についてのお尋ねでございますが、現在、特別委員会におきまして、委員の皆様に大

変熱心な御議論をいただいているところでございますので、今後におきましても、こうした議会からの御意見をち

ょうだいいたしながら進めさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 
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平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 03 03 03 03 月月月月 03030303 日日日日－－－－01010101 号号号号 

P.15 ◆３５番立石泰広議員   

次に、報告事項の７「本庁舎庁舎庁舎庁舎のランニングコストについて」報告を求めましたところ、次のような説明を徴しまし

た。 

  まず、本庁舎庁舎庁舎庁舎のランニングコストの実績については、平成１３年度から１８年度までの６年間で、光熱水費、

修繕費、工事費の合計が約８億２,８００万円、年平均約１億３,８００万円のコストがかかっているとのこと。 

  また、光熱水費のうち、電気使用料については、１３年度から１４年度にかけて照明器具を省エネタイプに更

新したほか、電気料金の値下げもあったことから、約２４５万円減少したものの、１５年度には行政イントラネッ

トの端末機等を整備した結果、約１８４万円増加し、その後も、年間約３,５００万円で推移しており、１８年度は

約３,５５０万円であったとのこと。 

  特に電気使用料は今後も増加することが予想され、削減を図る一つの手法として、老朽化した空調設備を最新

の省エネタイプの機器に更新することにより、約５０パーセントのコスト削減が可能であり、１８年度における使

用電力量から推計すると、１５０万円程度のコスト削減につながると見込まれるとのこと。 

  また、照明設備は、最新型のインバーター式照明器具とした場合、約２０パーセントの７４万円程度の削減が

可能であり、空調と照明を合計すると、１８年度の電気使用料の約６パーセントに相当する約２２０万円の削減に

つながるものと推定されるとのこと。 

  次に、今後１５年間、庁舎庁舎庁舎庁舎を現状維持するために要する修繕等の費用について、５年ごとに推計すると、初め

の５年間は短期修繕に係る費用を含め約６億２,０００万円となり、次の５年間は約４,０００万円と減少するもの

の、最後の５年間には築６０年目を迎えることから、大規模な設備更新や修繕が見込まれるため、約４億５,０００

万円を超える費用が想定されるとのこと。 

  なお、優先的に修繕や交換が必要とされる短期修繕費用については、外装としては「本館延焼のおそれのある

部分のサッシ交換」、内装としては「本館諸室の壁や天井の内装制限対応」等１８項目で、補修に係る費用は約４億

９,８００万円が見込まれるとのことでありました。 

  以上の説明に対して、ランニングコストを報告する目的について、質疑応答の後、本報告を終了いたしました。 

 

 平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１２１２１２１２月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 11 11 11 11 月月月月 30303030 日日日日－－－－01010101 号号号号 

P.62 ◆３５番立石泰広議員    

『公有財産活用･災害対策特別委員会』報告 

 １点目の「ファシリティマネジメントとは」のうち、まず、ファシリティとは、事業目的のために使う施設で、

土地、建物設備等の不動産資産を指し、行政では、庁舎庁舎庁舎庁舎、学校、公営住宅、福祉、消防などの施設で、賃借してい

る施設も含まれるとのこと。さらに、該当施設で働く人、利用する人の環境や施設が立地する環境も広くファシリ

ティと捉えているとのこと。 

  また、ファシリティマネジメントとは、企業や団体などの組織活動のために施設とその環境を総合的に企画・

管理・活用する経営活動と定義されており、これを公共に置換えた場合、ファシリティを経営資源と捉え、総括的

かつ長期的観点から、施設を戦略的に企画・管理・活用し、行財政改革と市民サービスの最適化を図る経営手法で

あるとのこと。 

  ファシリティマネジメント導入による効果としては、「施設単体ではなく、市域全体を広域的に見ること」、「組

織を横断的に、所管部課の枠を超えて見ること」、「建設時だけでなく、維持管理コストを含めた活用段階の保全状

況を見る」ことにより、行政改革及び人口減少などにより生じる余剰施設の統廃合や民営化などにより総量を縮減
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し、全体の最適化が図られ、また、個別管理によって生じる施設コストのむだを省き、トータル・コストの縮減が

図られるとのこと。さらに、重要施設に対しては、計画保全により長寿命化を図り、環境対策・耐震補強・機能向

上などの重点的投資を行うことにより、施設を安全で良好な状態に保つことが可能となるほか、電子自治体の推進

や、業務改善、民間能力の活用などにより、市民に対してはむだのない施設サービスを提供し、職員に対しては、

効率的な執務環境を提供することで、生産性の向上が図られ、最終的には市民サービスのより一層の向上が期待で

きるとのこと。 

  次に、２点目の「公共施設改革とファシリティマネジメント」は、まず、公共施設資産の改革については、昨

年、行政改革推進法や骨太の方針２００６を踏まえ、「地方行革の更なる推進のための指針」が示され、この中で地

方公会計改革の一つとして、資産の有効活用等を内容とする「資産・債務改革の方向性と具体的な施策」を３年以

内に策定することとされており、これを受け、本市では「行政改革集中改革プラン」を本年４月に一部改訂し、フ

ァシリティマネジメントの考えを位置付けたとのこと。 

  また、現在、公共施設が抱えている課題としては、市町村において、供給面では、少子化に伴い、小学校など

に余剰スペースが生じることや合併により類似施設を所有することになるなど、余剰施設が発生している一方で、

高齢者対策、少子化対策関連施設の不足が続いており、品質面では、経年による老朽化、バリアフリーに対応でき

ていないなど機能的な劣化、耐震などのリスクへの対応の問題が生じているとのこと。 

  さらに、財務面では、資金不足により適切な改修ができない、コスト削減により運営費が不足するなどの課題

を抱えているとのこと。 

  また、自治体における公共施設管理の現状については、現在、施設の数や面積、コストなどのファシリティデ

ータが整理されていないことが多く、最終的に市民への説明責任が果たせない状況になっているとのこと。 

  次に、３点目の「川口市のファシリティマネジメント導入事業」については、まず、本市におけるファシリテ

ィマネジメント導入の意義としては、現状では、市が保有する建築物の総面積の３６パーセントが築３０年以上で、

市有建築物等の膨大なストックとその老朽化への対応が必要であり、また、市有財産の有効活用と効率的運用を推

進すめためには、ファシリティマネジメントの改革手法導入が有効であるとのこと。 

  また、ファシリティマネジメント導入の基本的な考え方としては、「市財産の有効活用」、「施設の長寿命化への

取り組み」、「ファシリティコストの縮減」、「スペースの有効利用」、「施設リスクの最小化」の５つの重点課題が考

えられるとのことでありました。 

  以上の説明に対して、公共施設の長寿命化により、施設を利用できる期間が何年延長されるのかと問われ、こ

れに対して、建物は、築後おおむね４０年を目安としているが、建設方法や利用状況によって差異があることから、

その状態に応じて計画的に適切な保全を図ることにより、長期保全を必要とする重要施設について、６０年まで利

用可能とするものであるとのことでありました。 

  このほか、長寿命化が可能な施設の建設について、質疑応答の後、本報告を終了いたしました。 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年１２１２１２１２月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 12 12 12 12 月月月月 11111111 日日日日－－－－03030303 号号号号 

P.279 ◆２１２１２１２１番千葉正明議員番千葉正明議員番千葉正明議員番千葉正明議員  11  

 

大きな８ 悲鳴を上げる『川口市庁舎庁舎庁舎庁舎』 

  この市庁舎庁舎庁舎庁舎問題の質問は３年続けてとなりますが、今から２年前の平成１７年の私の一般質問で、この川口市

庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震性について、「私は間違いなく危険な建物だと思う」としたところ、当時の新聞にも「１級建築士の市議

指摘」と大きく取り上げていただきました。当時の理財部長は「新庁舎庁舎庁舎庁舎建設計画はなく、既存施設を有効活用した

い」とのことで、昨年１年が経過し、「その後の検討はいかがなものか」と私の質問に対して、「再耐震診断を行い、

その結果をもとに」とお答えいただきました。 
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  このほど発表になった平成１８年度耐震診断結果によると、Iｓ値、いわゆる構造耐震指数が現行法に照らし合

わせると０.６以上、災害時の防災中枢拠点となる庁舎庁舎庁舎庁舎としては０.９以上必要であるにもかかわらず、調査した２

０か所のうち、２か所以外の１８か所の測点で、その数値は０.１８から０.５１と大きく下回り、これを受けて、

耐震補強工事の検討がなされ、６つの工法が示され、そのうち４つの工法は、いながらの工事ができないという理

由から、現在２つの免震工法が示されておりますが、建物構造上検討しなければならないのは、地震に対する力以

外にも、積載荷重や風圧力や積雪荷重など多岐にわたりますが、その検討はまだなされていません。 

  そして、一番肝心なコンクリートの圧縮強度が設計基準強度を満たしていないとか、コンクリートの中性化が

最大６５.５ミリであるとか、沈下が２２センチあるとか、まさに致命的な数値が数々列記されました。 

  また、免震工法で現在の庁舎庁舎庁舎庁舎を補強した場合、約５３億４,０００万円、現在と同じ面積の庁舎庁舎庁舎庁舎を新築した場合、

約７９億２,０００万円であるという試算も発表されました。もう誰が見ても、新庁舎庁舎庁舎庁舎を建設する以外、道はないと

私は思います。 

  ちなみに川越市では、本年９月１９日、先ほど述べた Iｓ値が０.６以上あったにもかかわらず、災害時の防災

の中枢拠点となる庁舎庁舎庁舎庁舎としての数値０.９に及ばなかったとして、川越市長は「改修に対する結論は出ていないが、

私は震度６強の地震があれば、この庁舎庁舎庁舎庁舎は崩れると思っている。移転しなくては」と表明しました。 

  現在の川口市庁舎庁舎庁舎庁舎は悲鳴を上げています。市長、今こそ決断のときが来たのではないでしょうか。市当局の見

解をお聞かせください。 

  １回目の質問を終わります。（拍手起こる） 

 

◎吉田博一理財部長 お答え申し上げます。 

  大きな８ 悲鳴を上げる『川口市庁舎庁舎庁舎庁舎』についてでございますが、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断につきましては、いわゆ

る耐震改修促進法に基づき、地震に対する安全性を評価するものとして実施いたしましたが、議員御指摘のとおり、

ほとんどの階で耐震性能が低下し、コンクリート自体にも圧縮強度の低下や中性化の進行が見られるほか、不同沈

下も発生している現状でございます。こうした状況は、地盤の問題や建築後４８年を経過したという経年劣化によ

るところが大きいわけでございますが、今後耐震補強によって、庁舎庁舎庁舎庁舎を維持使用していく場合には、この補強に加

え、劣化に対応する補強を施すことが必要かと存じます。 

  このたび御報告申し上げました概算の補強工事費は、耐震改修促進法による補強費用を中心とした試算でござ

いますことから、今後長期的な維持保全にかかわる費用なども含めて算出し、公有財産活用・災害対策特別委員会

において、委員の皆様から御意見をいただきながら、議員の皆様とともに最善の方法を早期に検討して参りたいと

存じます。 

  以上でございます。 

 

〔２１番 千葉正明議員登壇〕 

最後に、大きな８ 悲鳴を上げる『川口市庁舎庁舎庁舎庁舎』にかかわりまして、市民サービスを提供する拠点施設、有事の際

に一番力を発揮すべき施設が、一番危険な施設であったというのでは、安全・安心の施策を重点的に展開する上で

疑問を感じざるを得ません。新庁舎庁舎庁舎庁舎建設には多額の費用を要し、さまざまな課題をクリアしなければ、新たな方向

性は見出せないと思いますが、今現在、市政運営にかかわる一員として、議員として、責任を持って取り組まなけ

ればならない大きな課題の一つだと認識しております。川口５０万市民のシンボル施設の早期実現を強く願い、以

上、私の一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手起こる） 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 09 09 09 09 月月月月 04040404 日日日日－－－－01010101 号号号号 

P.10 ◆３５番立石泰広議員   
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『公有財産活用･災害対策特別委員会』報告 

後に、報告事項の３「平成１８年度耐震診断結果について」報告を求めましたところ、次のような説明を徴しまし

た。 

  はじめに、平成７年１月の阪神・淡路大震災により、同年１２月に建築物の耐震改修の促進に関する法律が制

定され、昭和５６年の新耐震基準導入以前に建てられた一定の建物は耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行

うよう努める規定が設けられたとのこと。 

  耐震診断は、新耐震基準導入前の建築物が、新耐震基準の設計法と同等以上の耐震性を有するか否か判定する

もので、建物の耐震安全性を評価する指標として、構造耐震指標Ｉｓ値であらわされるとのこと。 

  診断方法には、一次診断から三次診断まであり、今回の市庁舎庁舎庁舎庁舎の診断は精度の高い三次診断によるものであり、

Ｉｓ値が０.６以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされており、下回るときは耐震改修の必

要があるとのこと。 

  また、官庁施設に求められる耐震安全性については、構造体の区分としてⅠ、Ⅱ、Ⅲ類に区分されており、耐

震安全性の目標、対象とする施設、重要度係数がそれぞれ定められているとのこと。 

  Ⅰ類の耐震安全性の目標は、大地震後、構造体の補修をすることなく建築物の使用ができ、人命の安全確保に

加え、十分な機能確保が図られていることとされており、対象とする施設としては、東京都の基準では、消防署、

警察署、防災本部、防災通信施設、危険物の収蔵施設等であるとのこと。 

  Ⅱ類は、大きな補修をすることなく建築物が使用でき、人命の安全確保に加え、機能確保が図られていること

とされており、一般庁舎庁舎庁舎庁舎、病院、学校、図書館、福祉施設等であるとのこと。 

  Ⅲ類は、部分的な損傷は生じるが、建築物全体として耐力の低下は著しくなく、人命の確保が図られているこ

ととされており、共同住宅、宿舎、工場、車庫等であるとのこと。 

  なお、市庁舎庁舎庁舎庁舎に求められる耐震性は、地震時に来庁者の生命・財産の安全確保及び市民サービスの継続を図る

等の観点から、Ｉｓ値０.６に、Ⅱ類の重要度係数１.２５を乗じた構造耐震判定指標Ｉｓｏ値の０.７５が必要とさ

れているとのこと。 

  次に、今回の本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断は、平成９年度に三次診断を行なってから９年が経過し、診断基準も平成１３

年に改訂されたことから、現時点における耐震性能を把握し、今後の耐震化に向けた資料とするため、平成１８年

度に本館及び新館を対象とした再耐震診断を実施したものであるとのこと。その結果は、本館、新館ともに全体的

に耐震性が低く、相応の耐震補強が必要であるとのこと。 

  まず、本館の耐震診断結果の概要は、外観調査では建物全体において、壁やはりに軽微なひび割れが見られ、

仕上げ材の軽微な剥離や、雨もりなどの劣化が見られたとのこと。コンクリートの強度は、約１５.６ニュートンパ

ー平方ミリメートルで設計基準強度を下回り、低下しているとのこと。さらに、コンクリートの中性化は、部分的

には進行している箇所は認められるが、全体としては進行が遅いとのこと。また、不同沈下測定は、建物全体とし

て東側で約２２センチメートルの沈下が認められる状況であるとのこと。 

  その結果、Ｉｓ値は、東西方向において、地下１階を除き、０.１９から０.３５、南北方向は０.１８から０.

４１であり、市庁舎庁舎庁舎庁舎に必要とされているＩｓｏ値の０.７５をほとんどの階で下回り、耐震性に疑問ありと判定され、

耐震補強が必要であるとのこと。 

  本館の耐震性が低い理由としては、３階以上は軽量コンクリート使用による軽量化を図った建物になっている

が、屋上に望楼、煙突等があり、また格子状に小はりが入った床となっているため、建物重量が重いこと、さらに

柱に比べてはりが弱く、粘り強さがないことが主な理由であるとのこと。 

  次に、新館は、外観調査については、壁やはり、床面にひび割れが見られるほか、一部に塗膜の浮きや剥離が

見られるとのこと。コンクリートの強度は、約２１.４ニュートンパー平方ミリメートルで、設計基準強度を上回っ

ており、強度は保たれており、建物全体として良好な結果であるとのこと。さらに、コンクリートの中性化は、調
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査対象の半分以上に進行している箇所が認められ、全体としては中性化の進行が比較的早いとのこと。また、不同

沈下測定は、東西方向中央部に約８センチメートルの沈下が認められるとのこと。 

  その結果、Ｉｓ値は、東西方向において０.２１から１.２１、南北方向は０.１９から０.５１の間にあり、ほ

とんどの階でＩｓｏ値０.７５を下回り、耐震性に疑問ありと判定され、本館と同じく耐震補強が必要であるとのこ

と。 

  耐震性が低い理由としては、格子状に小はりが入った床となっており、建物重量が重いこと、柱に比べてはり

が弱く、柱の帯筋間隔が広く、粘り強さがないこと、また耐震壁がないことが主な理由であるとのこと。 

  これらの結果を踏まえ、耐震補強を施す条件としては、市庁舎庁舎庁舎庁舎としての耐震性能を満足させるために、Ｉｓｏ

値の目標を０.７５とするとのこと。また、補強後の建物の状態は、大地震後も庁舎庁舎庁舎庁舎の機能が保たれていること、大

地震に遭遇しても大きな被害がないこと、さらに補強工事中の庁舎庁舎庁舎庁舎の使用状況は執務しながら工事ができること、

市民サービスが停止しないことを条件としたとのこと。 

  また、補強のための工法としては、まず耐震補強を行う場合には、鉄骨ブレース増設、耐震壁増設による補強

と外付けブレースを構築する外部架構付加型補強の２種類があり、制震補強を行う場合には内外部に制震ブレース

を組み込む制震架構付加型補強があるとのこと。さらに、免震補強を行う場合には、免震装置を１階の柱に挿入す

る方法、地下１階に挿入する方法及び建物基礎部分に挿入する方法があるとのこと。 

  なお、これらの各工法のメリット、デメリット、概算額、費用対効果、適した工法について、現在、本庁舎庁舎庁舎庁舎耐

震等検討委員会で検討を進めているとのことでありました。 

  以上の説明に対し、まず防災拠点となる特に重要な施設は、重要度係数がⅠ類の１.５０とされているが、本庁庁庁庁

舎舎舎舎はこれにあたらないのかと問われ、これに対して、耐震診断基準において国の指定行政機関等は１.５０であるが、

それ以外の用途の建物は１.０から１.２５であり、また東京都が策定している構造設計指針によると、市庁舎庁舎庁舎庁舎はⅡ

類に該当することから１.２５としたとのこと。 

  これに関連して、本庁舎庁舎庁舎庁舎は、災害対策本部の機能を有している場合には、重要度係数１.５０が必要であり、１.

２５とした理由は、水道庁舎庁舎庁舎庁舎に災害対策本部を置くこととしているからなのかと問われ、これに対して、現時点で

は災害対策本部を水道庁舎庁舎庁舎庁舎に置くとしているが、本庁舎庁舎庁舎庁舎を本部とする可能性もあるとのことでありました。 

  このほか、実現可能な耐震改修工法について等、質疑応答の後、本報告を終了し、委員会審査を終了した次第

であります。 

  以上で報告を終わります。（拍手起こる） 

        ────────────── 

 平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 19191919 日日日日－－－－02020202 号号号号 

P.33 ◆３５番立石泰広議員    

次に、(2) 市役所本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断についてお尋ねいたします。 

  幸いにも本市地域を含む関東地方においては、大正１２年９月１日に起きたマグニチュード７.９の関東大震災

以来大きな地震は発生しておりませんが、平成１６年には新潟県中越地震、今年３月には能登半島地震が発生して

おります。 

  また、さきの阪神・淡路大震災においては、神戸市役所に大きな被害が生じたことは、いまだ鮮明に記憶に残

っております。私も地震発生後１０日目に現地に入り、神戸市役所にも行って参りましたけれども、それはそれは

大変悲惨な状況でありました。 

  こうしたことからも、本市では平成９年度に続き昨年度市庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断を実施したところであります。それ

は市役所を訪れます来庁者の生命、安全の確保や市民サービスの継続から、地震時の建物の安全性が求められます

し、震災後の防災拠点としてもその機能を確保する必要性があるからと思います。 

  昭和３４年と昭和３９年に建設されております本庁舎庁舎庁舎庁舎は、既に４７年と４２年になんなんとするものでありま



 8 

す。耐用年数的に見ても、一般的にはかなりの劣化が進んでいる状況ではないかと推測することができます。 

  そこで、平成９年度に実施した結果と今回耐震診断した結果を比較して、その耐震性はどうであったのかお聞

かせください。 

  また、今後のこの結果を受けて本市の方針を現在どのように考えているか、あわせてお伺いいたします。 

 

◎ 吉田博一理財部長  

続きまして、大きな３、(2)の市役所本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断の結果についての１点目、前回との比較についてでございま

すが、本館、新館ともに平成９年度と同様に、ほとんどの階におきまして耐震安全性を判定する構造耐震判定指標、

いわゆるＩｓｏの０.７５を下回っております。 

  建築物が有している耐震性をあらわします構造耐震指標Ｉｓによる比較では、本館の東西方向は前回の０.２１

から１.１０であったものが、今回は０.１９から０.８５に、南北方向は０.２０から０.６２が０.１８から０.４１

となっております。新館につきましても、東西方向は前回の０.２８から１.２９が今回は０.２４から１.２１に、

南北方向は０.２３から０.９６が０.１９から０.５１と本・新館とも前回の診断より低い数値を示しておりますが、

これは経年劣化やより精度の高い診断を実施した結果によると受けとめております。そうしたことから、全体的に

耐震性が低く、相応の耐震補強が必要とされるとの診断でありました。 

  なお、耐震構造判定指標、いわゆるＩｓｏは、一般建築物にあっては０.６とされておりますが、市庁舎庁舎庁舎庁舎など震

災時に機能を保持する必要がある建物は、１.２５倍の重要度係数を乗じた０.７５とされているものであります。 

  次に、同じく２点目の今後の方針についてでございますが、市庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化には２つの方法があろうかと存じ

ます。１つは、現庁舎庁舎庁舎庁舎を使用していくとするものであります。そのためには市庁舎庁舎庁舎庁舎として求められます耐震性能を

確保する必要があり、その耐震補強を行うには、建物を使用しながら工事ができること、市民サービスの低下が少

ないこと、地盤が脆弱であることなどに対処できる工法による補強工事を行うという方法であります。 

  もう一つは、耐震性能のほか、現庁舎庁舎庁舎庁舎の課題の解決も含めた新たな庁舎庁舎庁舎庁舎を建設するという方法であります。 

  そこで、こうした方法の選択にあたり、費用対効果であるとか、施工方法の実現性、規模、財源、時期等を検

討していくプロジェクトチームを設けるとともに、議員の皆様からの御意見をいただきながら、最善の方法をとっ

て参りたいと存じます。 

  以上であります。 

 

 平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 20202020 日日日日－－－－03030303 号号号号 

P.182 ◆２２番前原博孝議員    

次に、２番目として、新庁舎庁舎庁舎庁舎建設計画についてであります。 

  全国の自治体が行財政改革に積極的に取り組む中、行政の効率化の向上は最大の目標であります。私は昨年６

月の定例会で、耐震補強に絡んで、市庁舎庁舎庁舎庁舎について質問していますので、今回は行財政改革の視点からも含めて、

お尋ねします。 

  本庁舎庁舎庁舎庁舎は、昭和３４年に建設され、本市人口の増加とともに、分庁舎庁舎庁舎庁舎、分室をつくり、市民サービスに対応し

てきました。人口減少傾向に入った我が国において、本市が５０万都市になったことは喜ばしいことですが、人口

の増加は民生・教育費の増加につながります。本年度の税収が個人市民税で５９億円、法人市民税で５億円ほど伸

びたようですが、さきにも述べましたように、歳出の部分を精査していくことが肝要だと思います。 

  新庁舎庁舎庁舎庁舎建設となると、豪華な、マスコミで取り上げるような庁舎庁舎庁舎庁舎を連想される市民は少なくないと思いますが、

質素で機能的な耐震性にすぐれた、そして外郭地域からも近い合理的な市庁舎庁舎庁舎庁舎であれば、市民のコンセンサスは得

られると思います。きょうも傍聴席に市民の方がお見えですが、この議会棟はバリアフリーではなく、障害者のト

イレもありません。 
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  そこで、本庁舎庁舎庁舎庁舎には市民５０万人分のデータが置かれています。昨年６月定例会での御答弁で、税収の伸び悩

みと住民の理解を得る必要があるとのことで、既存施設の有効利用を考えているとのことでしたが、老朽化した市

民会館や本庁舎庁舎庁舎庁舎、それに分庁庁庁庁舎舎舎舎、分室等を売却により、資産の一部に当て、なおかつ国や県に働きかけて、出先機

関を一元化した合同庁舎庁舎庁舎庁舎を川口のほぼ中心部に当たるＳＫＩＰシティのところへ建設することで、国・県を含めた

行政の効率化を図り、経費の節減とともに、市民への行政サービスが飛躍的によくなると思います。 

  ここで本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断も出たようですので、将来を見据えての行財政改革の視点で、新庁舎庁舎庁舎庁舎建設についての

御所見をお伺いいたします。 

 

◎ 吉田博一理財部長  

大きな２ 新庁舎庁舎庁舎庁舎建設計画についてお答えいたします。 

  市役所本庁舎庁舎庁舎庁舎につきましては、今回の耐震診断調査の結果を踏まえまして、補強工事とするのか、あるいは新

たな庁舎庁舎庁舎庁舎建設とするのかなどについて検討するためのプロジェクトチームを設け、委員の皆様からの御意見をいた

だきながら、最善の方法をとって参りたいと考えております。 

  また、行財政改革の観点から御提言いただいております国あるいは県の出先機関との合同庁舎庁舎庁舎庁舎などの建設案に

つきましても、こうした対応の中で調査検討して参りたいと存じます。 

  以上でございます。 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 29292929 日日日日－－－－05050505 号号号号 

P.449 ◆３１３１３１３１番岩澤勝徳議員番岩澤勝徳議員番岩澤勝徳議員番岩澤勝徳議員   

『公有財産活用･災害対策特別委員会』の設置 

本市においては、市民の生命、財産を災害から守るための防災体制の整備、庁舎庁舎庁舎庁舎等公共施設の耐震化問題等、市民

の誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する上で、大きな課題が山積しております。 

  また、市有地や各種施設の利用実態を把握し、今後の管理や処分等の方向性を明確にするなど、行政運営の効

率化が求められております。 

  このようなことから、今後、下記の課題について、種々検討を加えていく必要があります。 

  １ 庁舎庁舎庁舎庁舎問題 

   (1) 市庁舎庁舎庁舎庁舎等の整備、充実 

  ２ 公有財産の活用 

   (1) 公有財産の活用に関する総合的な対策 

  ３ 災害対策 

   (1) 公共施設の耐震化 

   (2) 地域防災計画 

  以上の趣旨から、当市議会といたしましては、「公有財産活用・災害対策特別委員会」を設置し、その目的が達

成するまでの期間、存置されますよう動議を提出いたします。 

  平成１９年６月２９日 

  川口市議会議長様 

  提出者は、私、岩澤勝徳、賛成者は、他の議会運営委員会委員でございます。 

  よろしくお願いをいたします 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 03 03 03 03 月月月月 06060606 日日日日－－－－04040404 号号号号 
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P.360 ◆２１２１２１２１番前原博孝議員番前原博孝議員番前原博孝議員番前原博孝議員    

 

大きな３ 新庁舎庁舎庁舎庁舎建設計画等について 

  昨年６月の定例会で合同庁舎庁舎庁舎庁舎設置案と本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強についてお伺いいたしましたが、庁舎庁舎庁舎庁舎建替え案は念頭

になく、既存施設の有効活用を前提に考えているとの御答弁でした。先日、ＳＫＩＰシティで「母べえ」のオープ

ンセットを特別委員会で視察に行きました。広大なＢ街区の中にぽつんと昭和１５年ころの町並みが再現されてい

ました。本市のシンボルであるＳＫＩＰシティは市内のほぼ中心に位置し、そしてＪＲ川口駅前に行政センターが

開所した今、このＳＫＩＰシティが行政機能をあわせ持つ場所として活用できないかと改めて感じました。 

  現庁舎庁舎庁舎庁舎には、本市市民５０万人のデータをおさめたホストコンピュータがあると伺っております。一たび大災

害が起これば、このデータの消失が危惧されるところです。当然のごとく、財源の問題はありますが、ＪＲ川口駅

に近い本庁舎庁舎庁舎庁舎、市民会館などの売却を図り、国・県の出先機関の集約化を図れば、夢のまた夢の話ではないと考え

ます。 

  そこで、１点目として、合同庁舎庁舎庁舎庁舎建設の調査研究の場を立ち上げてはいかがでしょうか。感想も込めて、改め

てお伺いいたします。 

  ２点目として、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強についてであります。 

  本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化につきましては、昨年６月議会で私の質問に対し、平成９年度に耐震診断を行なってから既に

９年が経過していること、その後、さまざまな工法が開発されていることから、本庁舎庁舎庁舎庁舎が新しい工法に対応できる

のか等を調査するため、本年度中に再耐震診断等を実施する予定であり、その診断結果をもとに、関係部局と検討

していくと御答弁をいただきました。 

  そのときにも述べましたが、本庁舎庁舎庁舎庁舎には多数の市民の方が毎日出入りし、多数の職員も勤務されています。想

像したくはありませんが、もし平日の昼間に大地震が起きれば、たくさんの市民や職員の方が犠牲になり、この議

場も無事では済まないと思います。新庁舎庁舎庁舎庁舎建設が主題ではありますが、前回の御答弁で、現時点では既存施設の有

効活用を前提に考えるといただいておりますので、現庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強工事が早急に必要であり、一刻も早い対応が

求められています。 

  そこで、１点目として、本年度中に再耐震診断などを実施すると答弁されていましたが、その結果はどうなっ

たかお伺いいたします。 

  ２点目として、その結果に基づき、関係部局と検討した結果はどうだったのかお伺いいたします。 

  ３点目として、平成１９年度の予算にその結果は反映されているのかお伺いいたします。 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

  大きな３ 新庁舎庁舎庁舎庁舎建設計画等について、１点目、合同庁舎庁舎庁舎庁舎建設の調査研究の場の立ち上げについて、それと２

点目、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強について、あわせて御答弁申し上げたいと存じます。 

  まず、１点目の議員御提案の合同庁舎庁舎庁舎庁舎建設の調査研究の場を立ち上げることにつきましては、将来に向けた課

題として受けとめさせていただきたいと思いますので、御理解賜りたいと存じます。 

  また、２点目の本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強につきましては、現在、本庁舎庁舎庁舎庁舎本館及び新館耐震診断等の委託調査を行なっ

ており、平成１８年度末までに報告書が提出される予定になってございます。今後は報告書の調査結果をもとに、

耐震補強の工法及び財政面からの費用対効果など、関係部局と協議して参りたいと存じます。 

  以上でございます。 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１２１２１２１２月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 12 12 12 12 月月月月 11111111 日日日日－－－－03030303 号号号号 

P.286 ◆１４１４１４１４番千葉正明議員番千葉正明議員番千葉正明議員番千葉正明議員   
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川口市役所の本庁舎庁舎庁舎庁舎は耐震的に問題があり、建替えの検討をと昨年の一般質問で取り上げさせていただき、私の質

問に対し、「現時点での庁舎庁舎庁舎庁舎の建替え検討については、財源状況等が大変厳しいことから、具現性に乏しいため今後

の課題にする」と。 

  また、耐震補強の可能性については、「現在関係部局と協議を行い、最善の方法について模索しているところで

ございます」と答弁をいただきました。１年の歳月が経過し、どのように検討されているのかお答えいただきたい。 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

    次に、同じく(3)の市役所の耐震補強についてでございますが、本庁舎庁舎庁舎庁舎の建替えてにつきましては、財源状

況等が大変厳しいことから、具体的な検討までは至っておりませんが、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化につきましては、平成９年

度に耐震診断を行なってから既に９年が経過していることから、本庁舎庁舎庁舎庁舎本館等の耐震性能を把握いたし、建物の機

能、安全性、コスト、工期、市民サービス等総合的な要素を比較検討いたし、耐震補強の指針とするため、再耐震

診断等の委託調査を実施しているところであり、今年度末までに診断等の調査結果が出る予定になっております。 

  今後は、その診断等の結果をもとに関係部局と協議いたし、最善策の抽出に取り組んで参りたいと存じます。 

  以上でございます。 

 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 13131313 日日日日－－－－02020202 号号号号 

P.87 ◆１６１６１６１６番大関修克議員番大関修克議員番大関修克議員番大関修克議員   

 

 そのため国は１９９５年に耐震改修促進法を、さらに今年１月には改正耐震改修促進法が施行されました。それ

によりますと、今後１０年間で住宅及び多くの人が使用する学校や病院、百貨店などの耐震化率を現在の７５パー

セントから９０パーセントに引き上げるとしております。また、同法は、地方自治体に耐震化の目標を明示した耐

震改修促進計画の策定を義務付けるとともに、災害時に避難所や救援拠点となる庁舎庁舎庁舎庁舎、病院、学校などの公共施設

や多くの人が集う建築物に対する耐震診断を速やかに実施し、必要に応じて耐震改修を行うよう求めております。

また、耐震改修を円滑に進めるため、さまざまな支援策が同時に拡充されました。 

  そこで、質問でございますが、 

  ① 本市における耐震改修促進計画はいかがでありましょうか。 

  ② 避難所や救援拠点等の耐震改修はいかがでありましょうか。 

  ③ 支援策についてはいかがでありましょうか。 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

  大きな６の(1) 改正「耐震改修促進法」と本市の取り組みについての２点目でございますが、本庁舎庁舎庁舎庁舎につきま

しては平成９年度に耐震診断を行なってから既に９年が経過していること、その後、さまざまな工法が開発されて

いることから、本庁舎庁舎庁舎庁舎が新しい工法に対応できるのか等を調査するため、今年度中に再耐震診断等を実施する予定

であり、その診断結果をもとに関係部局と検討して参りたいと存じます。 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 13131313 日日日日－－－－02020202 号号号号 

P.151 ◆９９９９番富澤太志議員番富澤太志議員番富澤太志議員番富澤太志議員    
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最後に、大きな５ 庁舎庁舎庁舎庁舎問題についてであります。 

  昨年１１月に発覚した姉歯元一級建築士がかかわったマンション構造計算書偽装問題は大きな社会問題となっ

て、全国を駆けめぐり、建築行政を根底から震撼させる大問題となりました。偽装にかかわった建築士、建設業者、

指定確認検査機関の代表者などが逮捕され、今後法のもとに裁かれますが、国の責任は重く、再発防止策の立案に

取り組むべきであります。 

  残念ながら本市におきましても、市内に建設されたグランドステージ川口が該当しており、再検査の結果、耐

震補強を施すことにより、安全性が保持されることがわかりました。不安な日々を過ごすマンション住民のことを

考えますと、一日一刻も早く耐震補強工事ができるよう当局から関係機関への強い働きかけを要望しておきます。 

  さて、庁舎庁舎庁舎庁舎問題でありますが、阪神・淡路大震災を機に実施した本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震診断において、耐震性を示すＩ

Ｓ値が国の基準を大きく下回っていることが去る３月定例会で判明いたしました。 

  質問いたします。 

  (1)として、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震改修計画についてであります。 

  本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震改修となれば、綿密な計画が必要であり、少なからぬ費用がかかることが想定されますが、どの

ような改修計画を立てられているのかお尋ねいたします。 

  (2)として、新庁舎庁舎庁舎庁舎の建設計画についてであります。 

  本庁舎庁舎庁舎庁舎は昭和３４年の建築、議会棟は昭和３９年の建築と、築後かなりの年数が経過し、老朽化が進みました。

障害者、高齢者の来庁に際し、機能的に支障がある箇所も見受けられます。現在障害者や高齢者の方々がスムーズ

に公共施設を利用できるようハートビル法や埼玉県福祉のまちづくり条例など法整備がなされており、ユニバーサ

ルデザインも広く浸透し始めました。 

  本庁舎庁舎庁舎庁舎も建築後かなりの年数を経過し、老朽化していることや耐震改修の必要性が生じているなど、現代社会

にマッチした機能性、利便性を図る上でも、新庁舎庁舎庁舎庁舎建設の検討作業を始めるなら始めるべきと考えますが、いかが

でしょう、お尋ねいたします。 

  以上でございます。（拍手起こる） 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

  大きな５の(1) 本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震改修計画についてのお尋ねでございますが、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震改修計画につきまして

は、平成９年度に耐震診断を行なってから既に９年を経過していること、その後、さまざまな工法が開発されてい

ることから、本庁舎庁舎庁舎庁舎が新しい工法に対応できるか等を調査するため、今年度中に再耐震診断等を実施する予定であ

り、その診断結果をもとに関係部局と検討して参りたいと存じます。 

  同じく(2) 新庁舎庁舎庁舎庁舎の建設計画についてでございますが、新庁舎庁舎庁舎庁舎の建設につきましては、ただ今耐震計画で御答

弁いたしましたとおり、再耐震診断を実施いたし、その結果をもとに検討していく考えでありますので、現時点で

は新庁舎庁舎庁舎庁舎の建設よりも、耐震補強工事の方がより現実的と考えております。 

  なお、本庁舎庁舎庁舎庁舎が老朽化、狭隘化しているため、御来庁の市民の皆様に御不便をおかけしていることにつきまし

ては、埼玉県福祉のまちづくり条例を指針として、改修時に整備を進め、気持ちよく、また親しみを持って庁舎庁舎庁舎庁舎を

利用していただけるよう努力をして参ります。 

  以上でございます。 

    〔９番 富澤太志議員登壇〕 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 06 06 06 06 月月月月 15151515 日日日日－－－－04040404 号号号号 

P.333 ◆２１２１２１２１番前原博孝議員番前原博孝議員番前原博孝議員番前原博孝議員   

 



 13 

次に、大きな２番目として、市庁舎庁舎庁舎庁舎の新築と耐震補強についてであります。 

  市庁舎庁舎庁舎庁舎は、昭和３４年に建設され４７年余りたち、老朽化は否めません。我党の控室は、軽量の私が歩いても

ロッカーががたがたと揺れ、床の強度不足は明らかです。その下の１階部には、平日多くの市民が出入りする市民

課があり、また多数の職員が働いています。そして、本議会棟におきましても、傍聴席の階段は狭く急勾配で、障

害者用トイレもなく、議場も含めてバリアフリーではなく、庁舎庁舎庁舎庁舎全体が前近代的であります。 

  関東大震災から８３年たち、いつ大地震が発生しても不思議ではない状況にあります。市庁舎庁舎庁舎庁舎は、災害時には

対策本部にもなります。もし、平日の昼間に大地震が起きれば、市民や職員のたくさんの方が犠牲になることが予

想されます。 

  そこで、(1)として、庁舎庁舎庁舎庁舎新築についてであります。 

  ＳＫＩＰシティは、川口市のほぼ中心に位置し、また広大な空き地が残っています。来月には駅前行政センタ

ーが開所し、本庁舎庁舎庁舎庁舎への市民の来庁が減少するものと思います。そこで、法務局、税務署などの国の出先機関と県

の出先機関を１か所に集中した合同庁舎庁舎庁舎庁舎としてＳＫＩＰシティへの移転を考えたらどうかと思います。役所の効率

化が叫ばれる中、国・県・市の財政を一局に集中し、既存の施設の売却を図れば庁舎庁舎庁舎庁舎新築が見えるような気がいた

します。 

  そこで、市庁舎庁舎庁舎庁舎新築についてどのようにお考えかお伺いいたします。 

  (2)として、耐震補強についてであります。 

  夢ある庁舎庁舎庁舎庁舎新築の話から一転して現実に戻る感じですが、過去、我党の高橋、千葉両議員が庁舎庁舎庁舎庁舎新築について

質問をしています。 

  御答弁のニュアンスは、耐震補強のようです。具体的にどのように検討されているのかお伺いいたします。 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

  大きな２の(1) 庁舎庁舎庁舎庁舎新築についてでございますが、新庁舎庁舎庁舎庁舎の建設につきましては、過去に庁舎庁舎庁舎庁舎・新市民病院等

建設促進特別委員会において、上青木地区整備構想の中で、ＮＨＫ跡地に位置付けがなされた経緯があります。 

  しかしながら、長引く景気低迷により市税収入が伸び悩みとなっており、多額の費用を要する新庁舎庁舎庁舎庁舎建設は、

住民の理解も得る必要があると考えております。 

  したがいまして、議員御提案の合同庁舎庁舎庁舎庁舎をつくることは、市民の理解と国並びに県等の合意はもちろんのこと、

庁舎庁舎庁舎庁舎としての機能及び規模など具体的な構想づくりが必要かと存じます。 

  現時点での庁舎庁舎庁舎庁舎の建替えの検討については、既存の施設の有効活用を前提としておりますことから、将来に向

けた問題提起として受けとめさせていただきたいと存じます。 

  同じく(2) 耐震補強についてでございますが、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化につきましては、平成９年度に耐震診断を行な

ってから既に９年が経過していること、その後さまざまな工法が開発されていることから、本庁舎庁舎庁舎庁舎が新しい工法に

対応できるのか等を調査するため本年度中に再耐震診断等を実施する予定であり、その診断結果をもとに関係部局

と検討して参りたいと存じます。 

  以上でございます。 

２１２１２１２１番前原博孝議員番前原博孝議員番前原博孝議員番前原博孝議員 

大きな２番の市庁舎庁舎庁舎庁舎についてですけれども、御案内のように耐震補強という形の方が今の時点では現実的かなと思

っております。また、水道庁舎庁舎庁舎庁舎を第２の対策本部としているというふうに伺っておりますが、やはり本丸のこの本

庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震性を早く高めていただくことが肝要かと思っておりますので、早急に調査されて、対応をお願いしたい

というふうに考えております。 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 03 03 03 03 月月月月 09090909 日日日日－－－－03030303 号号号号 
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P.125 ◆４１４１４１４１番飯塚源嗣議員番飯塚源嗣議員番飯塚源嗣議員番飯塚源嗣議員   

 

(4)は、本市の庁舎庁舎庁舎庁舎の安全性についてであります。 

  本市の本庁舎庁舎庁舎庁舎は昭和３４年に建てられたものであります。一部で聞くところによると、本庁舎庁舎庁舎庁舎が一番危険であ

るとのこと。さらに昨年足立区で震度５強という字幕スーパーが出た大きな揺れを感じた地震がありました。その

ときに隣の鳩ヶ谷市が震度５弱という表示が出て、しばらくしてから川口市は震度４という発表がありました。い

つ起きても不思議ではないと言われる大震災に備えて、確認を含めてお尋ねいたします。 

  １点目として、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震強度について 

  ２点目として、本市の震度計はどこに設置されているのか 

  ３点目、本市の地震時の震度はどのように発表されるのか 

  ４点目として、大規模災害等の有事の際には災害対策本部をどこに置くのか、またその際の市民への周知につ

いてお尋ねいたします。 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

  大きな３の(4) 本市の庁舎庁舎庁舎庁舎の安全性についての１点目の本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震についてでございますが、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震

強度につきましては、平成７年度に行いました第１次診断の結果、高次診断の必要性があるとの診断を受け、平成

９年度に第３次診断を実施した次第でございます。この結果、本館・新館ともに建築物としての耐震性は低く、強

度不足と考えられるとの結果となってございます。 

  なお、耐震補強工事につきましては、補強にかかわる新工法の技術開発が進み、執務をしながら施工が可能と

なる工法等の開発もなされているところであります。それらを含めまして、本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強工事の可能な工法等

につきまして、関係部局間で検討いたしているところでございます。 

  以上でございます。 

 

◎池田建次理財部長 再質問に御答弁申し上げます。 

  大きな３の(4) 本市の庁庁庁庁舎舎舎舎の安全性について、平成９年度に行いました第３次診断の結果、どのくらいのＩＳ

値かのお尋ねでございますが、平成９年度に行いました第３次診断によりますと、構造耐震指標、いわゆるＩＳ値

は０.２１から１.１０でありました。 

  安全であると判定するための構造耐震判定指標値０.７５に比較しまして、本庁舎庁舎庁舎庁舎のＩＳ値はほとんどの階でこ

れを下回っており、建物全体としての安全性は確認できず、相応の耐震補強が必要との診断結果でございました。 

  以上でございます。 

       ━━━━━━━━━━━━━━ 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月定例月定例月定例月定例会会会会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 03 03 03 03 月月月月 09090909 日日日日－－－－03030303 号号号号 

P.180 ◆２６２６２６２６番磯部孝司議員番磯部孝司議員番磯部孝司議員番磯部孝司議員    

 

このようなとき、地震対策は急務であります。実際に昨年にあった地震の影響、震度４で川口市役所の壁の破損や

議員控室のガラスにひびが入りました。市庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化はどう推進するのでしょうか。しかも、市役所は市の顔で

あります。古くて汚れていて狭い、耐震補強しても、見ばえと中身は変わらず、莫大な金ばかりがかかるのではな

いでしょうか。市民が来て気持ちよく安らぎのある場所に、市職員が誇りを持って働きやすい建物に早期に建替え

る必要があります。市役所建替えはいつ頃を目指しているのでしょうか。それとも耐震化を検討しているのか。な

らばその御所見についてお伺いいたします。 
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◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

  大きな７の(2) 本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震化と建替えについてのお尋ねでございますが、新庁舎庁舎庁舎庁舎の建設につきましては、過

去に庁舎庁舎庁舎庁舎・新市民病院等建設促進特別委員会におきまして、上青木地区整備構想に位置付けられ、その中でＮＨＫ

跡地に位置付けがなされた経緯があります。しかしながら、長引く景気低迷により市税収入が伸び悩みとなってお

り、新たな財源を確保することは非常に難しいものと思われます。また、新庁舎庁舎庁舎庁舎建設のための庁舎庁舎庁舎庁舎等整備基金の平

成１７年度末の現在高は約３８億円の見込みとなり、多額の費用を要する新庁舎庁舎庁舎庁舎建設は難しいものと思われます。

他方、耐震補強工事に対する技術革新が進み、新工法の開発が顕著であることなどから、耐震補強工事がより現実

的なものと考えております。 

  以上でございます。 

 

平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会    埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会埼玉県川口市議会    ---- 03 03 03 03 月月月月 10101010 日日日日－－－－04040404 号号号号 

P.396 ◆５５５５番市原光吉議員番市原光吉議員番市原光吉議員番市原光吉議員  5  

 

③として、川口市庁舎庁舎庁舎庁舎の補強工事を即刻行うべし。 

  川口の市役所本庁舎庁舎庁舎庁舎は、昭和３４年に建設されて４７年になります。一般的には６０年の耐用年数ですが、最

近のマンションなどは１００年を超えるなどとうたっているものもあります。埼玉県の県庁舎庁舎庁舎庁舎建替えについては、

結局ＰＦＩでは成立せず、現在の庁舎庁舎庁舎庁舎を補強することが決まりました。ぜひ川口市庁舎庁舎庁舎庁舎の増築分を含めた補強工事

を行なっていただきたいと思います。 

 

◎池田建次理財部長 御答弁申し上げます。 

    次に、大きな６のマンション耐震構造偽装問題に関連しての３点目でございますが、近年、耐震補強工事

に対する新工法の開発が進み、執務をしながら施工が可能となる工法等も開発されているとのことでございます。

本庁舎庁舎庁舎庁舎の耐震補強につきましては、これらの工法等の可能性について関係部局間で検討いたしている次第でござい

ます。 

  以上でございます。 

５５５５番市原光吉議員番市原光吉議員番市原光吉議員番市原光吉議員 

それから６、マンション耐震構造偽装問題に関連してこれは庁舎庁舎庁舎庁舎、０.２１という耐震、非常に危ないという数字が

もう出ているわけです。ですから、０.５以下についてはもうすぐにでも工事に入るようにやっていただきたいと。

まずここを緊急にやらないと、ほかのところでは０.５以下は退去だよなんて言っておいて、市の職員が毎日働いて

いるわけですから、ここはすぐにお願いしたいということで答弁をお願いします。 

 

◎池田建次理財部長 再質問に御答弁申し上げます。 

  大きな６に関しまして、庁舎庁舎庁舎庁舎を早急に耐震工事をとのお尋ねでございますが、先ほども御答弁申し上げました

とおり、耐震補強工事につきましては、現在、工法等の可能性について関係部局間で検討いたしているところでご

ざいますが、今後１８年度につきまして本格的に検討を進めて参りたいと、そのように感じてございますので御理

解賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

 

◎岡村幸四郎市長 岩澤勝徳議員の御質問に順次御答弁を申し上げます。 

    続いて、(2) 本市のファシリティマネジメントの取り組み方針についてのお尋ねでありますが、本市は約
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２,２００棟を超える建物資産を保有しており、このうち本庁舎庁舎庁舎庁舎をはじめ、築３０年を経過する施設が年々増加をし

ております。こうした老朽化する施設の適切な運用を図るには、維持管理コストの最適化や長期保全計画の策定な

どに取り組む必要があると考えております。そのため、保有する施設資産の最適運用を図ることを目的に、今年度

からファシリティマネジメントを導入いたしたところであります。 

 

以上 


