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（様式１） 

 

平成２９年８月２４日 

 

宮津市議会議長 松 浦 登美義 様 

 

会 派 名  蒼 風 会      

代表者   嶋 田 茂 雄    

 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

１ 視察年月日   平成２９年７月２６日（水）～７月２８日（金） 

 

２ 視察先･項目   ①北海道夕張郡長沼町 

・食のブランドづくり事業について 

 

②北海道富良野市 

・中心市街地活性化基本計画について 

 

③北海道砂川市 

・砂川市新庁舎建設について 

 

３ 参加者氏名   嶋田茂雄・小林宣明・坂根栄六・城﨑雅文・中島武文 以上５名 

 

４ 経 費   343,583円（68,716円／１人あたり） 
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（様式２） 

政務活動費 調査研究(視察)報告書 

 

７月２６日（水）  北海道夕張郡長沼町  (面積：168.52 k㎡、人口：11,088人) 

 

視察項目 ・食のブランドづくり事業について 

 

１ 視察目的・内容 

◎視察目的 

宮津市の観光消費額は目標 150 億円に対して現在約 94 億円となっており、観光消費

額の拡大をどのように図っていくのかは大きな課題だと認識している。そのため、「食

のブランドづくり」について学び、宮津市の「食」を活かし観光消費額の拡大へ繋げて

いきたい。 

 

◎視察内容 

「長沼町の食のブランドづくり」 政策推進課 ブランド戦略係 

 

○長沼町の現状 

農産物の収穫量では、大豆：北海道内１位・長ネギ：北海道内３位・白菜：北海道内

２位など北海道で生産可能なほぼ全ての産物が生産されており、近年の農業産出額は約

100億円に上り、北海道内の水田・畑作複合経営地帯ではトップクラス。 

  総人口と農業就業人口の減少はほぼ一致しており、農家の減少が町全体の人口減少の

要因の一つといえる。 

  農業法人は 45件で、ほぼ全てが 1戸で 1法人を形成。1経営体当たりの経営面積の平

均は 15ha。1経営体当たりの基幹的農業従事者数は、規模の大小にほとんど左右されな

い。仮に長沼町の経営面積が 50ha にまで拡大した場合、農業で 1,000 人以上の雇用が

失われる可能性がある。一定の農地から、より多くの雇用と所得を生み出す付加価値の

高い農業の推進も必要。 

 

○なぜ食のブランドづくりに取り組むのか。 

  行政としてなすべきことは、 

  ・地域を維持するための人口減少と高齢化のスピードを遅らせる対策が急務 

  ・「農業と食」を長沼町にとっての地域資源、地域活性化のキーワードと認識 

 ・一歩進んだ「地域ブランド」の創出 

 ・「農業と食の町」の演出により、「消費者に選ばれる町」となる努力 

そのためには、政策的、かつ戦略的に様々な施策を打ち出し、有機的に結び付けるこ

とが必要とし、平成 25年 4月に「食のブランドづくり推進室」を新設し、「農業と食の

まち、長沼町」のプロデュースを行う。 

 

○長沼の「食のブランドづくり」が目指す姿 

  長沼町が｢農業と食の町｣として広く認知され、地域そのものがブランド化されること。 
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 長沼町産の農産物や農産加工品のイメージアップが図られること。 

 農業者が主体的に付加価値の高い農産物の生産に取り組むこと。 

 町民が主体的に農産加工に取り組みニーズの高い商品が生まれること。 

 すべての町民が、長沼町産食材の良き理解者、応援団になること。 

 

○ブランドづくりの各施策 

 ・コンセプトポスターの制作 

 ・「食のコミュニケーションロゴ」の制作 

 ・ポロシャツの制作 

 ・商品開発については、ＯＥＭ製造を推進 

 ・産品ポスターの制作 

 ・紙バック、包装紙の活用 

 ・札幌市営地下鉄大通駅での広告 

 

       

（コンセプトポスター）     （紙バック）        （包装紙） 

 

・自治体の情報発信はどうあるべきか。 

  「食のブランドづくり」では、新聞やテレビ等のメディアを積極的に活用している。

広報誌、ホームページなどと並行して、報道機関への積極的なプレスリリースによる効

果的な情報発信により「目に見えるプロモーションの展開」に努めている。 

  町外に発信した情報やメッセージが、新聞など外部の公共メディアを通して評価され、

町民がしることで、「気付き」や「共感」が広がるという利点もある。 

 

２ 考察・検証・成果等 

【嶋田茂雄】 

札幌市近郊の町、農業では１経営当たりの面積は約 15ｈａ、約 600万円の農業収入で

ありトップクラスである。平成 25年 4月より、「食のブランドづくり推進室」を設けて

情報発信を行っており、3 つの柱、イメージづくり、人づくり、ものづくにしっかり取

り組み、自ら行動する町民を増やし町全体を活性化する構造改革は目指す姿がはっきり

していた。2 次産業（加工）部門では、かなり思い切った投資をしなければ、農業者が

単独で 6次産業は果たすことは難しいこと。25年度からブランドづくり事業は民間への
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移譲を見込んだＯＥＭで商品開発に着手した。宮津市のオリーブの加工品も民間移譲に

商品開発に取り組むべき考える。宮津市は漁業、農業、観光を一体となって取り組み方

向性を出したら良いと感じた。いずれにしろ長沼町は推進室まで設けており全体の進む

方向性がはっきりしていた。 

 

【小林宣明】 

行政は、産品に助成するのでなく産品ラインナップにより長沼産のブランド化を図っ

ている。宮津のオリーブのように行政の助成ありきでない。押しつけで産品はできるも

のでない。生産者が自信を持って生産しているものに付加価値を付ける事業展開は宮津

も見習うべきである。 

 

【坂根栄六】 

デザインやプロモーションにおいて、コンサルに任せ 1000 万円とかで委託するケー

スがあるが、長沼町においては、職員がコンセプトやターゲットをしっかりと企画した

上で、クリエイティブディレクターとブランディングを相談し、例えばチラシや袋のデ

ザインを部分発注（Ａ４サイズのデザイン料は５万円とか８万円）により事業費の抑制

に努め、事業の構築に取り組んでいた。また、ロゴマーク入りのオリジナルポロシャツ

を制作し、職員や議員が着て随所にＰＲしているのも頑張っていこうとの一体感があっ

て良いと感じた。宮津市においても、宮津遺産の理解とブランディングの統一感を出す

には、インパクトのあるキャッチコピーやデザイン等見せ方にこだわり、道の駅等でも

っと打ち出せるのではないかと感じた。 

 

【城﨑雅文】 

専業農家の平均耕作面積が 15ha、年間所得があくまで推計だが 600万～800万円と聞

いた。まずは、農業の規模の違いに驚いた。視察を受けるまで「食のブランドづくり」

事業とは、6次産業化の補助事業がメインなのだろうと考えていたが、全く違っていた。

この事業は、食を切り口にしたシティープロモーションであると感じた。その情報発信

のやり方も、自分たちの住んでいる長沼町を客観的に分析し、誰にどういったことを、

どういうコンセプトで情報発信していくのかということを明確にしている。この点は非

常に参考になった。また、外部のコンサルタント等を使わず、担当の職員の方が情熱を

もって事業に取り組んでおられる姿勢を強く感じ、“やる気”の大事さを痛感した。 

 

【中島武文】 

情報発信の方法は学ぶべきことが多かった。誰にどのように伝えていくのかコンセプ

トがしっかりしており、目を引くデザインとキャッチコピーが印象的であった。特にコ

ンセプトポスターでは、町民向けのメッセージもあり、町が向かっていく方向性が強く

打ち出されている。宮津市においては、農業だけでなく漁業もある。まちがどのような

方向に向かっていくのか、市民にも知ってもらい、まち全体で観光消費額の拡大を図っ

ていけるような取り組みに繋げていく有効な手法だと感じた。 
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７月２７日（木）  北海道富良野市  (面積：600.71 k㎡、人口：22,249人) 

 

視察項目 ・中心市街地活性化基本計画について 

 

１ 視察目的・内容 

 ◎視察目的 

  富良野市中心市街地における行政と民間（まちづくり会社）との協働による再開発の

成功事例を学び、宮津市の浜町の地域振興拠点及び中心市街地の活性化の参考にする。 

 

 ◎内容 

  富良野市役所において、ふらのまちづくり会社と中心市街地活性化計画について説明

を受けた。 

  富良野市では、富良野市中心街の衰退、特に駅前地区の疲弊が著しい状況の中で、平

成 13 年に旧まちづくり三法に基づく中心市街地活性化計画を策定。計画をもとに、具

体的なまちづくりを始め、駅前に公共交通機関を集積し利便性を高めた。また、健康増

進型プール、公営住宅、スーパーなどの機能を持った「ふらっと（中心市街地活性化セ

ンター）」を整備し、この施設の指定管理会社として、平成 15年にふらのまちづくり会

社（TMO）が設立された。 

 その後、平成 19 年に、富良野市で一番大きな商店街と国道が交わる中心地にあった

病院が駅裏に移転、その跡地（市有地）約 2,000坪をどう利用していくのかという課題

が持ち上がった。また、当時の背景として、平成 18 年にまちづくり三法が改正された

こと、三位一体改革で自治体の交付金等が減額されたこと等により、国の方針に沿った

形の中心市街地活性化計画を立てる必要性があった。 

そこで、平成 15 年に設立した「ふらのまちづくり会社」を核に据えた事業展開をし

ていくことを決めた。そのためには、このまちづくり会社をきちっと責任の取れる会社

に整える必要が生じ、富良野商工会議所の会頭（現 ふらのまちづくり会社会長）を中

心に奔走され、約 7,000万円の増資を行い資本金 8,350万として、まちづくり会社の財

務基盤の改革を行った。市はこの増資には一切かかわっておらず当初の出資額 100万円

のままであった。また、役員人事も実際に動けて責任のとれる体制ということで、富良

野商工会議所の会頭が会長、社長に地元の青果会社の社長を迎え入れた。また、他の取

締役には、富良野市内の一流企業の社長が名前を連ねるという頭脳集団の会社へと生ま

れ変わった。 

ふらのまちづくり会社を事業主体として、病院跡地 2,000坪をどう活用していくのか

について、外部講師の招聘や、市民アンケート等により議論を重ねた結果、街中に観光

客を呼び込むための滞留拠点、富良野の食の発信拠点が必要だということで、「フラノ・

マルシェ」という施設を整備することに決まった。この場所から市街地に経済効果が波

及していくこと、まちづくりのため、活性化のためにやる事業だということに重きを置

いて整備方針を決めた。そして、平成 20年 11月に富良野市中心市街地活性化基本計画

が国に認定。現在は、平成 26年 10月に認定された 2期計画に基づいて事業展開をして

いる。 
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 富良野市中心市街地活性化基本計画の事業概要 

 

  中心市街地エリア 77ha / 2期計画エリア 30ha 

   

 ①「フラノ・マルシェ」整備事業 

  駅裏に移転した病院跡地を活用し、富良野の食材や加工食品の販売、飲食等の店舗や

フリーマーケット等イベント実施のための多目的広場を整備。国道沿いの玄関口、拠点

として機能。 

  

 ②「ネーブル・タウン」整備事業 

  商店街とその周辺の低未利用地等を市街地再開発事業により一体的に開発し、高齢者

住宅、クリニック、店舗、事務所、住宅等を整備。 

 

 ③「サンライズ・パーク」整備事業 

  百貨店の跡地を開発し、駐車場やポケットパークを整備し、そこを起点としてレンタ

サイクルを活用した「まちなかパーク＆ライド」と推進。 

 

 「フラノ・マルシェ」について 

 ・総事業費 約 3億円 うち約 1億 3千万円が国庫補助。残りの約 2億円は民間調達。 

 ・平成 27年度の入場者数 118万 1千人、売り上げ 7億 3,300万円で開業以来、継続

的に入場者数、売り上げ共に伸びている。 

 ・経済波及効果 1.94倍 （中小企業基盤整備機構調査報告書） 

・マルシェ隣接地の路線価 2017年 5.9％の上昇 4年連続の上昇で上昇額 7,000円 

また、周辺にも広がりを見せている。 

        

 

 東 4条街区再開発事業「ネーブル・タウン」について 

・総事業費 約 30億円。事業面積 約 1.7ha 

・医療福祉ゾーンと商業賑わいゾーンにゾーン分け 

・医療福祉ゾーンには、保育所、老人介護施設、クリニック等を配置 

・商業賑わいゾーンには、全天候型地域交流ホール、マルシェ２、マンション等を配

置 

・面を埋める再開発という逆転の発想 
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２ 考察・検証・成果等 

【嶋田茂雄】 

ふらのまちづくり（株）現在 59団体、資本金 8350万円で、民間、行政のまちづくり

が真剣に考えた事業だと思った。以前はフラノマルシェ 1のみで運営されていたが、今

回はフラノマルシェ 2が建立されており、多くの観光客、市民が訪れ、2年連続 100万

人以上の方が訪れている。倉本監督の「北の国から」の放映が始まり有名になったが、

平成 26年 11月から 32年 3月まで 5年 5カ月で「快適生活空間ルーバーン・フラノを

目指し中心市街地活性化に継続して取り組んでおられる。各種施策展開を官民連携で取

り組んでいる。宮津市においても、まち全体的な構想をもって進んでいただきたいと思

う。長期ビジョン構想（5年）になっても仕方がないと感じた。 

 

【小林宣明】 

過疎化が進む中、民間と行政が地域の活性化に何が必要か十分議論された成果が出て

いる。行政のコンサル任せの宮津とは違う。職員の市の活性化に対する対応姿勢にも大

きく違いが見えた。行政は、住民の安心安全を推し進める機関。富良野市では、道の駅

は発展しない。行政は側面支援とし再開発で街の活性化を図っている。この結果路線価

が 5.9パーセント上昇。宮津は何が活性化なのか考えるべきだ。 

 

【坂根栄六】 

印象に残ったのは、まちのあり方を考えるときに、文教地区や住宅地区といったよう

な特定の場所で特定の機能を考えがちになりやすいが、薬局、診療所、保育園など色々

なものがまちの中にはあった方がいいという柔軟な考え方でされていること。さらに、

活性化し、地価が上がることで民間の簿価を守り、与信能力が担保されお店の世代交代

が円滑になるという後のちの効果の話も参考になった。また、中心市街地活性化基本計

画の成果指標として、４つの指標（賑わい感：市民アンケートで街が活性化しているか

感覚的なもの、まちなか回遊：歩行者数、まちなか居住者数、小売店舗数）を見える化、

数値化していることも参考になった。宮津市においては、浜町周辺の再開発を進めてい

るが、道の駅等商業施設、ミップル宮津阪急ビルへの図書館・子育て支援施設・市役所

機能の移転において、中心市街地活性化基本計画を作成できず、有利な財源を確保でき

ずに進んでしまったことは大変遺憾に感じる。 
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【城﨑雅文】 

視察を受け、まちづくりの推進力は民間にありということを強く感じた。全国にあま

たとある中心市街地活性化計画の中でも数少ない成功のポイントは、市民のまちづくり

に対する情熱ということに尽きるのではないかと感じた。今から、20数年前に青年会議

所が行ったパネルディスカッションの折に、今のまちづくりのコンセプトである「ルー

バン・フラノ」が市に提言され、その時の中心的メンバーが、現在のふらのまちづくり

会社の役員をやっておられるということ。ここが重要なことなのだろうと思う。宮津市

のまちづくりはどうしても行政が主導で行いがちである。ここが大きな課題であること

を改めて気付かされた。 

 

【中島武文】 

コンサルに頼らず、民間と行政とが富良野市をどのようなまちにしたいのか、しっか

り話し合い、行われた魂の入った事業だと感じた。また、まちづくり会社の立ち上げに

は、商工会議所の会頭と民間企業の社長（まちづくり会社社長に就任）が１億円ずつ出

資したことから意気込みを感じた。フラノマルシェ１は観光客向け施設で、フラノマル

シェ２は地元向けの施設だと感じた。特にフラノマルシェ２は女性が買い物を楽しめそ

うな雑貨屋などがあり、都会感があった。これは、ルーバンフラノ構想といい、都会の

魅力と田園の魅力を併せ持ち、快適で心豊かな田園都市を自分たちの力で育んでいこう

とする構想で、まさにこの構想が形になっていると感じた。宮津市においても、まち全

体の構想が必要であり、まちづくりを部分的な物事ではなく、全体的な構想をもって進

めていくべきだと感じた。 
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７月２８日（金）  北海道砂川市  (面積：78.68 k㎡、人口：17,406 人) 

 

視察項目 ・砂川市新庁舎建設について 

 

１ 視察目的・内容 

◎視察目的 

平成 29 年２月に総務省が示した、宮津市でも考えている公共施設等適正管理推進事

業債の活用を先行して庁舎の建設基本構想を作成し、進めている砂川市の事例を研究し、

今後の宮津市役所庁舎の建替え等の参考とするため。 

 

◎視察内容 

  砂川市の庁舎は昭和 45年に建設され、昭和 56年の建築基準法の新耐震基準値以前に

設計された建物であり、築 46年以上が経過している。老朽化や耐震性（IS値：１階 0.36

等）不足、バリアフリーの未整備、災害時の防災拠点機能の不全等多くの課題を抱えて

いる。小中学校の耐震化や総合体育館・公民館の耐震改修を優先的に行い、ほぼ完了し

たことから市役所庁舎の整備に着手することにしたということであった。 

  検討経緯については、平成 25年５月～平成 27年４月の間に庁内関係部署の部課長等

で構成される内部検討委員会（非公式）で勉強会を開催し、改築の可能性について検討

を重ねている。 

平成 27年８月～11月に要綱に基づいた私的諮問機関、つまり市内各団体代表者及び

公募市民 16 名で構成される砂川市庁舎整備検討委員会を設置し、そこで改修なのか建

替えるのか等、計５回の委員会を開催し意見聴取している。 

建替えすべきとの意見が多数となり、平成 28 年８月には市民アンケートをとってい

る。アンケートは、現在の庁舎の利用実態、利用目的、不満不便なところ、新庁舎への

加えたい機能、市有地の活用か交通の利便性のいいところなのか等の希望場所等の内容

であった。市民約 15,000人の内 2,000人に対し実施、回答率は 48.15％、通常 40％く

らいのところであるが、少し上がっているところを考えると市民の関心が高いことが伺

える。 

平成 28年 10月には、地方自治法に基づく附属機関として砂川市庁舎建設検討審議会

を設置。市内各代表者及び公募市民 20 名（公募７名の内、６名入る）で構成し、基本

構想・基本計画について諮問している。 

平成 29年３月に基本構想の答申を受け、平成 29年７月から基本計画について審議に

入っている。 

  基本方針は、防災・救援拠点としての機能を備えた庁舎、水害に対して一定の機能を

維持できる庁舎、すべての人が利用しやすいユニバーサルデザインが図られた庁舎、省

資源や省エネルギー化など環境に配慮した庁舎、利便性・快適性の高い庁舎、周辺環境

と調和し、まちづくりに配慮した庁舎、多様化する行政需要に対応可能でコンパクトな

庁舎としている。 

庁舎の面積については、現行の延床面積が 5005.347 ㎡に対し、国土交通省の基準の

算定により職員数180人と議員数14人ということを前提に概ね5500㎡を考えていると

いうことであった。概算事業費は 40 億円。このための基金を毎年２億円積んできてお
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り、平成 28年末で６億円。10億円の基金を予定している。 

  庁舎の建設位置の検討については、市有地、現庁舎敷地同等以上、石狩川流域の浸水

が想定されることから浸水想定区域外も視野に入れ、地域経済との連携といったことを

考え、市から５箇所、審議会から４箇所の提案がなされた。民有地については国の支援

を受けるのにスケジュールが間に合わないと判断し除外しているということであった。 

この９箇所の候補先について評価項目を設定し比較検討したということであった。評

価項目は、浸水想定など災害時の安全性と災害対策本部の活動の容易性や関係機関との

連携、他の公共機関との関連や交通アクセスの利便性、まちづくりの形成や周辺地域へ

の配慮から地域経済への貢献（地域活性化）、建設コストやスケジュールなど計画の経

済性、敷地面積・形状・用地取得・周辺環境や交通形態の変化などの実現性である。 

審議会では、街なかへの立地、高層化せずに建設できる敷地、まちの活性化との連携、

建設スケジュールの遅延を避ける視点で絞込み、公民館の前での建設を決定したという

ことであった。 

  PFIの検討については、数パターン検討したが、平成 32年度までに着工ではなく完成

しなければならないとの時間的制約から外したということであった。その代わりに、実

施設計の中で業者選定時にオリンピックによる資材高騰・技術者不足対策として工期短

縮を入れる ECIという方法を検討しているということであった。 

  財源は、公共施設等適正管理推進事業債の活用を考えていて、平成 32 年度中の完成

を目指しているとのことであった。 

 

［参考］公共施設等適正管理推進事業債とは、 

（１）対象事業 

① 集約化・複合化事業：延床面積の減少を伴う施設の集約化・複合化事業 

② 長寿命化事業【新規】 

（公共用建物） 

：施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業 

（社会基盤施設（道路・農業水利施設）） 

：所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業 

③ 転用事業：施設の他の用途への転用事業 

④ 立地適正化事業【新規】 

：コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づく事業 

⑤ 市町村役場機能緊急保全事業【新規】 

：昭和 56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の 

建替え事業等 

⑥ 除却事業 

 

（２）地方債の充当率等 

① 充当率 90％、交付税措置率 50％ 

②～④ 充当率 90％、交付税措置率 30％ 

⑤ 充当率 90％（交付税措置対象分 75％）、交付税措置率 30％ 

※地方債の充当残については、基金の活用が基本 
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⑥ 充当率 90％【現行 75％から引き上げ】 

 

（３）事業要件 

○ 公共施設等総合管理計画に基づいて実施される事業であること 

○ 上記に加え、 

・①～③については、個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）において、 

①～③の各事業類型に明確に位置付けられているものであること 

・④については、立地適正化計画に基づく事業であること 

・⑤については、個別施設計画に基づく事業であって、建替え後の庁舎を業務継続計

画に位置づけるものであること等 

 

（４）事業年度 

平成 29年度から平成 33年度まで（５年間） 

⑤については、緊急防災・減災事業の期間にあわせて平成 32年度まで（４年間） 

公共施設等の適正管理に要する経費について、地方財政計画の計上額を増額するとと

もに、長寿命化事業等に対し地方財政措置を拡充、公共施設等の適正管理の推進。 

 

 

 

２ 考察・検証・成果等 

【嶋田茂雄】 

市役所庁舎は、昭和 45年に建設され、46年経過している。新庁舎建設にあたっては、

「安心して心豊かにいきいき輝くまち」の実現にまちづくりの拠点を目指す。新庁舎の

基本指標、新庁舎の規模、駐車場の確保、施設複合化の検討、新庁舎の位置、建設候補

地の抽出、建設候補地の比較検討、災害対策機能、アンケート調査を平成 25 年から行

っており、平成 28年 10月より 20名による建設検討委員会を設置し、29年この基本構

想を基に基本計画を策定するとしている。新庁舎建設費は、36 億～40 億円かかる見込

みであり、基金と地方債を充当する。平成 29 年度から新たに創設される公共施設等適

正管理推進事業債の活用により財政支援が受けられる。地方債については、地方債対象

事業費の 90％まで充当可能な事業債で、基金は今後積み立て運用を図る。平成 31年度

建設工事に着手、平成 32年度には新庁舎の完成を目指す。 

宮津市は、砂川市役所より古く、今後庁舎の検討に一刻も早く検討委員会を持っては

どうかと思う。市民の利便性の向上を図り、市民に親しまれるとともに、職員の業務率
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の向上等に市民サービスの提供を目指すことが必要である。 

 

【小林宣明】 

分庁舎は、市民にとって利用しづらい。宮津は 12 月より分庁される。砂川市のよう

に公的施設を近接させ市民の利便を図るべきである。行政は、住民の目線に立って事業

を推し進めることが必要。 

 

【坂根栄六】 

砂川市は、先行して国と協議し計画が進んでおり、公共施設等適正管理推進事業債の

活用もうまくされようとしているが、今後、全国各地で公共施設の更新が始まったとき、

限られた事業債の枠の範囲で宮津市が十分に財源の確保ができるのか、これから動こう

としている宮津市にとって不安な部分がある。しかし、地方自治法に基づく附属機関と

して庁舎建設検討審議会を市内各代表者及び公募市民で構成し、基本構想・基本計画を

諮問している点等意思決定の方法について参考になった。また、PFI 手法以外で、資材

高騰・技術者不足対策としての工期短縮を入れる ECIという手法があるということも参

考になった。 

 

【城﨑雅文】 

砂川市の場合、新庁舎建設についての市民の肯定的な考えが、素地としてあったよう

に感じた。ただ、新庁舎立地場所については、相当な議論がなされ、紆余曲折があった

のだと感じた。新庁舎の機能、大きさもさることながら、立地場所については、市民の

意見を丁寧に聞き、慎重な議論が必要だと感じた。人口規模の近い砂川市の新庁舎の規

模や機能、考え方など、非常に参考になった。 

 

【中島武文】 

砂川市の新庁舎建設については、９つの候補地を挙げ、メリットデメリットを公表し

ながら、審議会を立ち上げ議論された。まちなかの活性化と防災が論点となり議論が進

んだと視察で確認できた。また、市民アンケートも実施されており、現庁舎の不満など

を聞くことで新庁舎に活かしていこうとする姿勢が感じられた。窓口のワンストップ化

やエレベーターの設置など今後の実施設計で計画されるとしている。宮津市においても、

今年度より新庁舎建設に向けて基金の積み立てがなされていくが、まちなかの活性化や

防災についての視点や市民の意見をどのように取り入れていくのかという視点を持ち

議論を深めていくことが必要だと改めて認識できた。 

 


