
鎌倉市議会議員各位殿 平成 30年 11月 6日

市役所移転を問う住民投票の会

共同代表/相川久美子  梶田俊夫

岩田薫    中村光夫

竹内満    森本和夫

アンケート担当/き ゆな

「市役所移転に関する公開アンケー トのお願い」

拝啓

秋晴れの頃、議員の皆様におかれましては、益々ご清栄のことと、お喜び申

し上げます。市民のためにお働きいただき、ありがとうございます。

さて、当会は 5月 1日 に広報かまくらに 「市役所は深沢に移転 します」 と掲

載されたことから端を発 しました。

市民と市が 「移転先は深沢がふさわしい」 と対話 したこともなければ、充分

な告知も無 く市民はビックリしました。

市議会の議決も無いうちに 「決定 しました」と言う発表でした。

そのうえ 6月 市議会での 「決定発表の訂正」も市長は拒否 しました。

その状況で深沢移転を前提にした 「市民対話や本庁舎整備委員会等が進み出

している事実」に疑間を持った市民が、市に立ち止まって正確な情報の元で熟

考 してもらうために、自治会長さんを中心に集まりできた市民の会です。

残暑が厳しい9月 、「住民投票条例の制定」を求めて署名活動をしてて「住民

投票のための有効署名」が 8270筆集まりました。

署名活動の中で、自分たちの投票した市議の方々が、移転についてどのよう

に考えておられるのか、強く知りたいとの市民の声があまりに多く「公開アン

ケート」のお願いをさせていただくことになりました。ご多忙の折とは思いま

すが、何卒ご協力お願い申し上げます。              敬具

011月 20日 までに同封の封筒でご郵送頂けましたら幸いです。



鎌倉市民からの公開アンケー ト

(○で囲むか、ご意見をご記入ください)

1)本庁舎の深沢移転について、市長は移転する為の様々な議案を提案する事

は出来ますが、決定権は市議会にあります。本庁舎移転に関しての「議会

での議決」は、まず「深沢整備事業用地の都市計画決定」を行う必要があ

ります。その後位置を定める地方自治法第四条の特別多数議決と、それぞ

れの関連予算がありますが、市議会のこれらの議決なしに「行政として決

定した」として市民に「深沢移転はもう決まった事」と感違いさせるよう

な広報を繰り返し、深沢移転を進行させていることについて。

1、 問題あ り 2、 問題な し

2)市本庁舎の深沢移転は行政側のプロダク トアウト、最初から深沢ありきで

計画されており、市民から出た意見を聞かないで行政だけで深沢に移転決

定 しているようにしか見えません。

2-1)鎌倉市本庁舎整備方針策定委員会の議事要旨を見ると市民委員は現庁舎

建て替えを主張しています。

(奴田委員発言/平成 28年 9月 27日開催 「第 2回鎌倉市本庁舎整備

方針策定委員会議事要旨」 3頁より抜粋)

奴田委員 「(約)50年 前の庁合整備の際に十分な調査は行われていないのか。

そうであれば問題があるが、矢澤委員がおっしゃるように建替えても

問題ないと判断できるのであれば、現庁合の場所が最も適 しているこ

とは肯定したいと考えている。

矢澤委員や私は現在地が良いと前回発言 した。20年前に深沢地域の旧

国鉄跡地に移転の話はあったが実現 しなかった。

矢澤委員も私もそれぞれの立場上、その経緯を把握 した上

で現在地が良いと発言 している。風致地区指定の中では容積率が確保

できないため、以前の説明でもあったように、風致地区を解除可能な

らば建替えれば良い。現在の駐車場に新庁舎を建て、駐車場を入れ替
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えれば機能も維持できて良いのではないか。来年 3月 までに何を定める

のかを絞って議論する必要がある。

都市計画変更に時間がかかることを指摘されてはいる 巾では高15m

を規制する条例を定めている過程を踏まえると、同様に変更も可能なの

ではないか。」とある。

1,知 っている 2,知 らない

2-2)下記本庁合に関する来庁者アンケー ト結果を知っていますか ?

(平成28年3月 28日 (月 )か ら 4月 15日 (金)に実施された「本庁合に

関する来庁者アンケー ト」結果 4頁より抜粋。)

。問10本 庁舎のあり方を考える際、本庁舎の位置について、どこの地

域にあるべきと考えますか。

1:鎌倉地域にあるべき 142名   2:腰越地域にあるべき 0名
3:深沢地域にあるべき 15名   4:大 船地域にあるべき 14名

5:玉縄地域にあるべき 2名   6:ど こでも構わない 24名
7:特になし、わからない 25名    無回答 37名

1,知 っている 2,知 らない

2-3)第 43回 市政 e―モニターアンケー ト「市役所本庁舎等整備の取組につ

いて」下記のような大変厳 しい意見が多数出ています。

・ 突然の移転発表は、市長、市議会議員、市役所職員の方々等々に対

する深い不信感をもちます。

・ 深沢移転ありきのアンケー トとなっており、行政側のアリバイ作 り

のためのデータ集めにしか見えない。そもそも移転自体はまだ何も

決定 していないのに市民を愚弄するにも程がある。

・ 市長選で当選 したことが、移転についての承認との解釈はあまりに

も乱暴な考え方と考えます。
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2-4)2018年 10月 8日 の本庁舎市民対話、拡張ワークショップでは、参

加者の約 3分の 1の 12人の深沢移転に疑間を呈 した市民を廊下に排除し

て、実際の対話に参加させなかったり、第 2部では 1名 の、現在地に市庁

舎を。という市民を参加させず、排除したりしていることは知っています

か ?

1;知 っている    2,知 らない

2-5)市民対話は、無作為抽出の市民だけでなく、市に協力してくれる3年前

から参加している市民数名をも参加させていることは知っていますか?

1,知 っている 2,知 らない

3)平成 25年 12月 に内閣府が設置した「首都直下地震モデル検討会」から

「最新の科学的知見」が示されましたが、それに基づき神奈川県が平成 27

年 3月 に出した津波想定では、現庁合は第 3分庁舎付近だけ 0,3～ lm未満
｀

ヽ、

の認識で、「本庁合は浸水しない」想定と、なっています。

しかしながら市は現在に至るまで 「本庁合は 0,5m浸水する」 と公示 して

移転を主張 しています。「浸水想定がない現在地から、浸水想定のある深沢」

に移ることになることを知っていますか ?

1,知 っている 2,知 らない

4)本庁舎移転予定地は 「洪水浸水地域」開発より治水が早急に必要。

4-1)柏尾川は平成 26年 6月 1日 「特定都市河川浸水被害対策法」で広範

囲に流域指定されていますが、その範囲やまたどういった対策を取る

事が義務づけられているかこ
｀
存知でしょうか。

1,知 っている     2,知 らない

4-2)「特定都市河川浸水被害対策法」で「流域水害対策計画」の策定が義務

づけられているがいまだに(案 )の段階である。

1,知 っている      2,知 らない
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4-3)平成 30年 1月 26日 告示の境川水系洪水浸水想定区域図 (想定最大規

模)に よると深沢整備事業用地は浸水想定水深 0.5m～ 3.Om未満とな

っている。

1,知 っている     2,知 らない

4-4)市長や市は 「洪水浸水想定区域 (想定最大規模 )」 を「いわゆる

1000年 確率」と発言 しています。

○神奈川県の 「洪水浸水想定区域 (想定最大規模)」 で使用されてい

る降雨量は「年確率1/1000程度」の値ではなく「(その地域において)

観測された最大の降雨量」である。

○神奈川県の<告示内容にはない>「 1/1000」 という言葉を無理に持ち

出し市や市長は「1000年に一度」だと錯覚させる説明をしています。

1,知 っている 2,知 らない

4-5)新 しい深沢の洪水浸水情報が 1月 末には県から告示されていたのに、

市民に 8月 に集会で指摘されるまで、公表もしませんでした。市長の弁

解の謝罪文 と共に県の告知から 10ヶ 月後に、はじめて公表されました。

___ 「正確な情報公開」「新想定の水害対策の検討」もしないで 「防災に強

い市庁合にするため深沢移転決定」 としていたことに関して、どのよう

にお考えですか ?

1,問題あり      2ぅ 問題なし

5)深沢整備事業用地を「広域避難場所」として指定、「災害に強い場所」とし

て本庁舎移転候補地として市民に公示しています。

5-1)平成 23年度深沢地区事業化推進検討業務 (そ の 2)地質調査等で平

成 23年 11月 28日 ～ 11月 30日 にかけた事業用地内 6カ所 をボー

リング調査 しています。その結果 にあたるボー リング柱状図の内容 につ

いて。

1,知 っていた    2,知 らなか った

兵
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5-2)一カ所を除いて約 30m杭 を打たないと支持基盤に到達 しない。

1,知 っていた 2,知 らなかった

5-3)ボーリング N04の場所(鎌倉青果地方卸売市場付近)は深度 3m及び

13mで FLく 1と なり「液状化の可能性あり」と判定されました。

1,知 っていた 2,知 らなかった

5-4)平成 25年『鎌倉市スマートシティ形成に向けた研究』の報告書では、

地下流動があって深沢整備事業用地は涵養域になっている。地表面から

深度数 10m程度の地下流動は東方から西方への流れが卓越しているの

ではないかと考えられる。と記載されています。

1,知 っていた 2,知 らなかった

5-5)市は30m杭 を打てば大丈夫と言いますが。地震時、建物は大丈夫

になったとしても、液状化が起きるとシンボル道路を含めた周辺道

路はダメージを受けます。

1,問題あり 2,問題な し

6)現庁合は手狭である事を移転の根拠の 1つ にしていますが、AL ICT,10T

などの進化により、今後行政の事務執行が大きく変化 して行 くと共に、人

口が減少 していく中で、新市庁舎が現在の市庁舎の約 2～ 2.5倍の広さが

必要だとお考えですか ?

1,必要あり 2,必要ない

7)本庁舎移転先はモノレールとバスが交通の中心手段となります。

7-1)時差通勤しないと職員が通えないと市長も認めています。
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7-2)職員の通勤と市民の交通費のコストが上がります。

1,問題あ り 2.問題な し

7-3)村岡新駅ができても市庁舎まで 1.3キ ロ。約徒歩 20分かかります。

1,問題あ り 2,問題な し

7-4)モノレールは開通間もなく 50年で老朽化が課題と思われます。

また、耐震、液状化の影響も懸念されます。

1,問題あ り 2,問題な し

7-5)現庁舎 と比べて深沢のほうが、市民や職員の交通の利便性が高いと

お考えですか ?

1,利便性がない    2,利 便性がある

7-6)近隣の道路整備についてお訊ねします。

深沢整備事業が完了すると近隣の交通環境は大きく変化する事が予

想されます。特に大規模ショッピングセンターは 2千台規模の駐車

場の設置が推測されますが、ピーク時は4回転程度の来客が見込ま

＼  れます。その他本庁舎、マンション群、新駅設置などによる交通量

増加に対応する為には、県道 32号線、県道 304号線、市道大船西

鎌倉線、深沢交差点付近の道路拡幅や改良工事が必要。

1,必要あ り 2,必要な し

7-7)柏尾川に橋を架ける予算も今後かかってきますが、計画では見積

もされていません。更に費用がかかりますが。
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8)「災害が想定できる場所に街を作らない」というのが防災上の都市計画の

原則です。災害と都市計画に関する論文での提言、また想定外の降雨も現

実にはある中で、深沢整備事業用地に新たに街を作ることにおいて、どの

ようにお考えでしょうか?

1,問題あ り 2,問題な し

9)災害時の受援力についてですが、深沢整備事業用地周辺は浸水地帯のため、

道路の冠水。大きな地震の際は液状化により道路の損傷、建物・電柱等

が傾くなどの被害が懸念されます。

9-1)深沢当該地は「緊急交通路指定想定路」から離れています。

1,問題 あ り 2,問題な し

9-2)深沢移転後は旧鎌倉に職員が少数しか居なくなりますが、観光都市

である鎌倉の、最大想定規模の津波来襲時の対応は?

1,問題あり 2,問題な し

9-3)観光客が多い日の帰宅困難者の対応、震災後の救護活動、被災者の

様々な対応が、深沢だと距離もあり道路が通行可能か不明の中で、対

応できるのでしょうか ?

1,対応できない    2,対 応できる
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0)地方自治法4条にある他の官公署との関係性についてですが、税務署、

保健所、警察署、社会福祉協議会、観光協会、商工会議所、銀行、郵便

局等、鎌倉簡易裁判所 鎌倉水道営業所、鎌倉保健福祉事務所等、深沢

整備事業用地、あるいはその付近に周辺に、これらの関係公官署が移る

という計画はありません。

これらと本庁舎の関係性について、市民にとって利便性が大きく損なわ

れる事はどのようにお考えでしょうか ?

1,問題 あ り 2,問題な し

11)現庁舎は法令で立て替えられないと、市や一部の市議が主張していま

すが、条例改正で立て替えられることは?

1,知 っている 2,知 らない

12)埋蔵物があるので現庁合は立て替えできない。と市は主張しますが、

遺跡は鎌倉市固有の財産です。イタリアの観光地の遺跡ように「遺跡を

見せる市庁合にした方が鎌倉らしい」という意見があります。

あなたはどのようにお考えですか?

13)ごみ焼却場、学校老朽化、待機児童、学童施設、各地防災対策、津波避

難タワーの建設、道路整備、野村総研跡地、北鎌倉隧道、等々、差し迫

った問題が山積みです。中には予算もつかないでそのままになっている

ものもあります。

13-1)鎌倉市にとって、市役所移転の優先順位が高いとお考えですか ?

1,低い 2,高い

13-2)あ なたは何が 1番、鎌倉市の優先事項と考えておられますか ?
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14)柏尾川に架ける橋の費用。30m杭 を打たなければ支持基盤に届かない。

浸水対策の予算、、。さまざまなフアクトを考慮しても、なおかつ深沢に

市庁舎を建設した方が、現庁舎の場所より建築費が安いと思いますか?

1ぅ いいえ 2,はい

15)本 庁舎深沢移転を立ち止まって再考 した方が良い。

1,は い 2,い いえ

16)そ の他、市役所移転に関してのご意見を是非お聞かせ ください。

,こ多忙の中ご回答ほんとうにありがとうこざいました。

皆様のこ活躍に期待しております。

今後とも市民のためにどうぞよるしくお願い申し上げます。

鎌倉市扇ケ谷 1-8-2堀口APlF

市役所移転を問う住民投票の会
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