
本事業敷地及び市庁舎に関する変遷 

土地利用等に関する履歴概要 

以下の表に土地の登記簿、地形図、住宅地図、空中写真等の資料を基に整理した土地利

用について示す。 

土地利用等に関する履歴概要 

年代 土地利用状況 所有者 地目 根拠

～明治 4 年 
(1874 年) 旧生田川 右岸堤防 － －

生田川資料※1 

神戸市史

～昭和 15 年 
(1940 年) 東遊園地 神戸市

学校用地
墳墓地

公衆用道路
宅地

閉鎖登記簿
地形図

昭和 16(1941 年) 
～昭和 36 年頃 

(1961 年) 

S32 年 神戸市役所 2 号館
竣工
併せて、日本 初の花時計を
設置

神戸市

学校用地
墳墓地

公衆用道路
宅地

登記簿
地形図
神戸市 HP 

昭和 37 年頃 
(1962 年) 
～現在

S37 年 公園、神戸市役所、
神戸市立議事堂

S56 年 登記地目「学校敷地」
から「宅地」へ変更

S63 年 神戸市議事堂に替わ
り新庁舎建設中

H1 年 新庁舎（1 号館）竣工 

H7 年 2 号館の 5 階以上を
撤去し、屋根新設工事（震災
復旧）

H11年 土地区画整理法によ
る換地処分

H30 年 花時計を移設 

神戸市

＜換地前＞
学校用地
墳墓地

公衆用道路

＜換地後＞
宅地

公衆用道路

土地登記簿
地形図
住宅地図
空中写真
神戸市 HP 
聴き取り調査

※1：「みんなで語り、伝えよう！生田川物語」神戸市地域学習ゾーン検討アドバイザー懇談会

(https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/ikuta/iku-b.pdf 参照)。 

土地利用状況 

「みんなで語り、伝えよう！生田川物語」（神戸市地域学習ゾーン検討アドバイザー懇談

会作成）によれば、対象地の東隣接地に位置する現「フラワーロード」に旧生田川が南流

していたが、明治 4 年に下流域の洪水対策として新しく生田川は付け替えられた。旧生田

川は「天井川」で、対象地は右岸堤防に位置するとされている。 

地図情報から、昭和初期から昭和 31 年の旧版地形図まで「東遊園地」となっている。上

記の生田川付け替えの後、公園が設置され居留外国人に貸与されることとなった。その後、

条例の改正により居留地が一斉に変換され、地内の遊園は公園として残され、兵庫県知事

から神戸市長に引き継がれた。戦時中は防空用軍用地として利用され戦後は進駐軍に接収

参考19



された。昭和 45 年の地図では神戸市役所の表札情報が確認できる。なお、現在の本庁舎２

号館・市会議事堂が竣工したのが昭和 32 年 4 月（改修平成 8 年 3 月）、本庁舎１号館が平

成元年 8 月に竣工された。敷地南側には、昭和 56 年の地図まで「神戸市会議事堂」が確認

され、昭和 63 年では新庁舎（現第 1 庁舎）建設中とされている。平成 8 年の航空写真以降、

現在の建屋立地状況と同様であることが確認できる。 

東遊園地の変遷については、【参考〇〇】東遊園地再整備基本構想を参照。 

 

所有者、地目 

庁舎が建立している敷地の現地番「加納町六丁目 311 番」は平成 11 年に区画整理事業に

より換地され、従前の地番は「小野柄通一丁目 4番」、「浜辺通七丁目 3番 4」の 2筆の地番

で構成されていたと記されている。 

 

建物 

神戸市史によれば、当時兵庫区松本通にあった庁舎の狭隘化・分散化に伴い、昭和３０

年１月に庁舎を東遊園地に移転することを決定し、同３２年４月に現在の本庁舎２号館と

市会議事堂が竣工した。その後、さらなる狭隘化に伴い、市会議事堂部分に超高層の新庁

舎（現在の１号館）の建設が検討され、平成元年に本庁舎１号館が竣工した。 

 

 

  



（参考）市庁舎の変遷      出典：新修神戸市史（編集 新修神戸市史編集委員会／発行 神戸市） 

行政編Ⅰ 

第四章 市の機関と行政組織 

第五節 市庁舎の変遷 

１ 戦前の市庁舎 

 

明治の市庁舎 

市制施行時の神戸市役所の建物は、旧制度下の神戸区役所の庁舎であった。それは、明治二十（一八八

七）年一月に建てられたものであった。場所は、東川崎町一丁目（同二十八年の町名改正により、相生町

一丁目）で、図 15 に示されたところである。市制施行後、そのまま、神戸市役所とし、同二十二年六月

二十一日に開庁式を行った。そして、この日が、開庁記念日となった。 

 
市制施行後の行政組織の拡大により、庁舎が狭くなっていき、新しい庁舎の建築が提案されるようにな

った。そして、日露戦争後の好況の中で、同三十九年、「市庁舎改築工事施工ノ件」などが、市会に提出さ

れた。三階建の庁舎を、三年継続の事業で建築しようというものだった。市会では調査委員を決め、調査

を行い、若干の修正を行って、可決した。すなわち、地方裁判所の東隣地に、煉瓦づくり三階建の構造で

建てるもので、工費は、二二万七三五〇円であった。また、建坪は、五三五坪であった。 

新庁舎は、当時建てられた、新しい県庁舎（現在の県公館）と似ており、市会議員から「要スルニ、新

庁舎ハ県庁々舎ニ似タルモノニシテ、其小ナル者ナリ」といわれている。当初の計画では、明治三十九年

から同四十一年までの三年計画であったが、完成したのは、計画より一年後の、同四十二年であった。そ

して、同年十二月に落成式を行った。場所は、図 15 にある通りで、後の中央区橘通一丁目である。 

結果的には、この庁舎は、昭和二十（一九四五年）年まで、本庁舎として用いられた。その間、市の行

政組織は、著しく拡大したのであり、庁舎の狭隘化が進んでいった。 

 

新庁舎建設の構想と断念 

大正期には、すでに、庁舎は狭くなっており、大正十二（一九二三）～十四年頃に、増築がなされてい

る。詳細はわからないが、後の昭和二十九年の資料では、本庁舎と同じ住所に、大正十四年建築らしい延

坪二二〇坪の建物がある。この当時の増築ではないかと思われる。しかし、このように増築しても、なお、

電気局は本庁舎とは別のところであった。 

そこで、市会では、大正十五年十月に、市会議場の新設を求める建議が可決された。それは、庁舎内に

あった議場を、新しい議場に移し、それによって、電気局を本庁舎に統合するなど、庁舎の狭あい化によ

る不便を緩和しようというものであった。この建議には、反対もあったが、これを受けるように、翌昭和

二年二月、市会に、市長から「市庁舎増築ノ件」が提案された。 

これは、建議があっただけでなく、従来から、市庁舎の増改築が必要であると考えていて、市長から提

案したのであるとされたが、庁舎の東側に増築しようとするものであった。昭和二～三年の二年継続の事

業で、鉄筋コンクリート四階建てで、工費は一二五万円とされた。議場とともに、行政部の事務室を収容

するもので、この増築によって、電気局などを統合し、事務の能率の増進を図りたいとされた。 

しかし、これに対しては、市会において厳しい批判が向けられた。それは、不況時であり、財政事情の

悪い時に、市庁舎の新築は行うべきでないというものであった。また、課題となっていた、行政区の設置

をさきにすべきであるともされた。そして、委員に調査が付託された。一年以上後に出された、その調査

結果は、「市財政の現状に鑑み、左記の希望条件を付し原案は之を否決す」というものであった（同三年

五月）。市庁舎の増築案は否決されたのである。この時に付けられた、希望条件は、市の財政事情と、県

立第一高女敷地のことを考慮して、適当な時期に、あらためて提案するようにというものであった。 

この間にも、市庁舎の狭隘化による不便はかなりひどい状態で続いていったと思われる。すでに見たよ

うに、明治の末から昭和の初めまでの間に、市の事務は増え、行政組織は著しく拡大していたのである。



そのため、一部の事務を本庁舎から他へ移していかなければならなくなってきていたのである。このよう

な事情が背景にあったと思われるが、増築案の否決から、わずか四か月後に、希望条件にあった県立第一

高女の敷地に新庁舎を建築するという新しい提案が、市会に提出された（同三年十二月）。 

それは、市庁舎とともに市公会堂の建築も提案するものであった。すなわち、下山手通四丁目の県立第

一神戸高等女学校運動場敷地（約一六七二坪）に市公会堂を、下山手通五丁目の県立第一神戸高等女学校

旧校舎敷地（約一四四五坪）に市庁舎を建築するという案である。工費は三〇三万円で、同三年から同六

年までの四年間の継続事業として提案された。なお、計画した敷地は、市有地ではなく、無償で下付され

るよう、兵庫県知事に出願するというのであった。この提案に対しても、財政事情は変わっておらず、市

庁舎新築の時期でないといった反対があったが、今回は賛成多数で可決された。しかし、敷地が得られる

かどうかは不明であった。 

その後、敷地の取得のための交渉が行われたが、結局、取得できなかった。翌年度の同五年およびさら

に同六年には、敷地の下付が受けられないとの理由で、一年ずつ事業年度を遅らせる議案が提出され、そ

の都度可決された。そして、同七年二月には、ついに、「市庁舎及ビ市公会堂新築廃止ニ関スル件」が提

出され、可決されている。つまり、いったん決定された新築計画であるが、敷地が得られないので、取り

やめることになったのである。 

その後、同九年二月には、「市庁舎並びに市公会堂建築資金積立金設置規程」が提案され、可決された。

これは、寄付金を積み立てて、市庁舎、市公会堂の建設に備えようというものであった。市庁舎と市公会

堂の建設への期待が強かったのである。このうち、公会堂建設については、大倉山公園に建設するという

ことで具体化していった。これに対する寄付も計画以上に集まり、整地工事もほぼ完了し、鉄筋コンクリ

ート四階建（地階とも）という内容も決まっていた。しかし、戦争による、鉄骨建築の規制などにより、

建設できず、実現せぬままとなった。他方、市庁舎については、とくに具体化することもなく終わった。 

すでに見たように、昭和に入ってからも、市の行政組織は拡大を続けた。新市庁舎建設の構想が挫折す

る中で、明治の庁舎のままでは、到底まかないきれなかったことは、容易に想像されるところである。そ

の結果は、庁舎の分散であった。昭和二十年当時には、本庁舎のほかに、元町分庁舎、葺合分庁舎、室内

分庁舎があり、さらに、水道部、交通局は、他に所在しているといった状態であった。 

そこで、戦後の同二十年九月、従来の本庁舎が荒廃したこともあり、分散した庁舎を集約することなど

のため、神戸市立第一高等女学校（兵庫区松本通一丁目一、現在の湊川中学校）および隣接の勧業館（現

在の兵庫区役所の地）に本庁を移転した。この時、学校側は強硬に反対したようであるが、それを押し切

り移転したのであった。後者を用いたものであったが、第三代目の市庁舎ということになる。位置は、図

15 にある通りである。 

 

 

２ 戦後の新庁舎（昭和三十二年） 

 

新庁舎建設へ 

校舎を用いた庁舎は問題があった。第一に、旧庁舎と比べると広かったが、戦後さらに拡大していく行

政組織を収容するには狭かった。かつてと同様に、部局は、各所に分散していった。第二に、校舎を転用

したものであるので、不便であり、地理的にも好適ではなかった。第三に、校舎を提供した高等女学校は

新制高校として、小学校者に移転したのであるが、それは、近隣の小学校の校舎を圧迫することになり、

教育上大きな障害となっていた。そこで、関係者からは速やかな返還が強く求められたのである。 

このような問題があったが、焦土と化した戦後の状況下では、新しい庁舎を求めることは容易ではなか

った。同二十五年度に、一〇〇万円の調査費が計上されたが、経済事情により、時期尚早として、具体化

しなかった。同二十六年、二十七年も事情は変わらなかった。同二十七年十一月の市会での市長答弁によ

れば、市長としても早く実現したいが、問題は財源であるとしている。つまり、自治庁は、庁舎建設の起

債を容易に認めず、強く求めると他の事業の起債を削減されそうであるというのである。 

しかし、当時の庁舎の事情が問題であるのは、明らかであり、同二十八年四月には、市会議員の総会で、

新庁舎建設を求める決議が全会一致でなされた。同年度には、四〇〇万円の調査費がつけられ、他都市の

調査などが行われたが、より具体的な準備には至らなかった。そして、ついに、翌二十九年度の予算に、

二億九五五〇万円の総合庁舎建設費が計上されたのである。なお、この当時の市庁舎の分散状況は、おお

よそ図 16 の通りであり、本庁舎のほかに十数か所に分散し、床面積、職員数で本庁舎の占める割合は、

二〇～三〇％にとどまっていた。市長は、起債の見通しは十分についていないが、「相当な決心」をもっ

て、庁舎建設を図るとしたが、具体化に当たっての大きな問題は、敷地の選定であった。 



 

 

神戸市庁舎建設調査会 

昭和二十九年五月、新庁舎の建設用地の選定などの調査審議を行うものとして、神戸市庁舎建設調査会

が設置された。市会議員、各界からの学識経験者、および市職員からなる調査会で、四三人によって組織

された。この調査会に対して、候補地として、次の五か所が示され、検討されることになった。すなわち、 

生田区中山手通五丁目 相楽園 

葺合区浜辺通七丁目 旧外人墓地跡 

生田区楠町七丁目 大倉山公園 

生田区楠町二・三丁目 湊川神社北 

生田区加納町六丁目 東遊園地 

調査会では、小委員会を設けたり、実地調査を行ったりして、検討を続け、同年十一月に市長宛に答申

を提出した。そこでは、五候補地のうち、まず、旧外人墓地跡は、「敷地の狭小と地理的条件の不適当の

故を以て」除外し、相楽園も「寧しろ他に転活用することによる利益の大なるを想い」除外した。相楽園

は地理的にも交通上も不便であり、また名園でもあり、ほかに用いた方がよいということであった。この

ように、二つを除外した後、大倉山公園は「比較的都心部に近く之を も好適とする強い意見もあったが、

整地工事及び既設市営住宅の移転等に莫大なる経費と相当な日子を要するため早期着工を期する場合に

は不適当である」とした。大倉山公園が適当であるという意見は、市民にも親しまれている土地であるか

らといった理由であったが、当時住宅があり、また台地のため整地が必要であることから、これも不適当

と判断したのである。そして、湊川神社北は「敷地狭小に過ぎる憾みあるもその位置都心部にあって交通

の便もよく好適である」とし、次いで、東遊園地も「その位置やや（略）東部に片寄るきらいあるも本市

発展の基盤たる港湾に近く貿易海運を生命とする国際港都の特殊性を活かすには好適の地であり、且つ早

期着工が容易である」とした。この二候補地のいずれかとするかについては、次のように述べて、市長に

委ねたのである。すなわち、「市庁舎設置の位置は湊川神社北又は東遊園地が も好適の地であると認め

るのであるが、着工急を要する事情等もあり当局において諸般の事情勘案の上、前記二候補地のうち何れ

かに決定されることが適当であると思料する。」 

 

東遊園地に建設 

調査会の答申は二つの候補地を好適としてあげたが、答申が出される前から、行政部側は、東遊園地を

適地と考えているのではないかとされた。七月の市会では、そのような視点からの質問が出されている

が、実際、湊川神社北については、敷地が狭小である上に、当時立ち退きを要するものが六〇戸あり、早

期着工は不可能とも考えられていた。早期着工を基準とすると、東遊園地をおいてはないということにな

るのである。ところが、市会議員の間では、湊川神社北を推す者が多数であったようである。答申の前の、

十月に、市会議員三七人の紹介による請願が出された。それは、建設予定地として、湊川神社北あるいは

大倉山が 適であるとするものであった。理由は、市内の中央に位置していること、交通の便がよく、市

民サービスの面から好適であること、環境がよく、東遊園地よりも文化的に優れていることがあげられて



いた。当時、議員の定員は六〇人であるから、過半数の議員の紹介を得ている請願であった。そして、答

申が出された後の、十二月に、市会で採択された。 

湊川神社北か東遊園地かで意見の対立があったと見てよいが、いずれも国有地であった。そこで、建設、

大蔵両省との折衝がなされたりしたのであるが、翌三十年一月に、建設予定地は東遊園地と決定された。

三月に、さきの請願に対する報告が市長から出されたが、それによると、湊川神社北について、建設省と

交渉したが、ついにその承諾は得られなかったとし、本年度着工の必要から、東遊園地に決定したとされ

た。 

敷地の決定を受け、同三十年三月に着工し、二年二か月の工事で、同三十二年四月に完成した。建物の

うち本館は現在の一号館の北側の建物（二号館）であるが、本館、議事堂、その他の付属建物からなり、

敷地面積は、四〇二五坪である。本館は、鉄骨・鉄筋コンクリート造り、地下一階、地上八階、塔屋四階

で、延坪六八一四・一八坪、議事堂は、鉄筋コンクリート造り、地上三階で、延坪八九一・二二坪であっ

た。さらに、付属建物を含めた総延坪は、八六七二・九一坪（約二万八六二〇平方メートル）であり、分

散していた各部局が統合されることになった。内部構造では、事務室の小分割は床面のロスが多く、管理

上も不便であるとして、固定間仕切壁を廃止し、大部屋制が採用された。なお、工費は、約一〇億円であ

った。 

神戸市の行政組織は、その後も拡大を続け、それに応じるため一〇年を経ずして、新庁舎の西隣に分庁

舎（現在の「三号館」）が建設された。昭和三十九年から四十一年にかけて工事が行われ、地下一階、地上

九階、塔屋三階で、延べ床面積一万八三七九平方メートルであった。さらに、同五十二年には、中央区江

戸町に、第三庁舎を取得した（現在はすでに売却された）。市庁舎は、またしても、狭隘化してきたので

ある。 

 

 

３ 超高層の新庁舎（平成元年） 

 

整備基金の設置 

昭和五十四年、市庁舎整備基金条例が制定された。市庁舎が狭あいになってきていたので、将来の市庁

舎の整備に備えて基金の積立をすることにしたのである。当時においては、五年後の同五十九年に新庁舎

を建設することとして、毎年五億円、合計三〇億円の基金を積立てる計画だった。 

しかし、同五十八年の臨時行政調査会（第二臨調）の答申では、地方にも言及がなされ、その行政改革

が求められることとなり、目標としていた同五十九年度着工については、見直すことになった。行政改革

が課題となっている中で、新庁舎建設を行うことに対する市民感情への配慮とか、起債枠確保の問題が考

えられる、といった理由からであった。 

そのころ、新庁舎建設の候補地として、国鉄湊川貨物駅跡地が提案されるようになった。同五十七年十

一月に湊川貨物駅（神戸駅の南側）が廃止され、その跡地を神戸市が取得したのであった。そこで、そこ

に市庁舎を移転するとの意見が出されたのである。市長は、同五十八年九月、市会において、ポートアイ

ランドへの移転および現在地での建て替えとともに検討するとした。また、同年十月には、市庁舎を湊川

駅跡に移転することを求める陳情が提出された（後に、庁舎検討委員会で検討されることになり、取下げ

られた）。さきの同三十年代の市庁舎建設の時と、具体的場所は違うが、同じく、三宮駅周辺と神戸駅周

辺との間で、市庁舎の建設地をめぐって、意見の対立がみられることになったのである。 

同五十九年には、市制一〇〇周年（平成元年）を記念して新庁舎を建設することとし、その建設地など

を検討するため、神戸市庁舎検討委員会が設置された。同委員会は、学識経験者、市民代表者、経済界代

表者、労働界代表者、市会議員、市職員から構成され、二六人で組織されていた。そして、昭和五十九年

五月の発足の後、四回の委員会を経て、同年九月、建設場所の結論などを明らかにした報告書が提出され

たのである。 

 

庁舎検討委員会報告書 

報告書は、建設地について、選択基準を設定し、それによって、候補地を評価し、結論を導いている。

まず、地方自治法第四条（市庁舎の位置を定めるについては「住民の利用に も便利であるように、交通

の事情、他の官公署との関係について適当な配慮を払わなければならない」と規定している）を引きつつ、

市庁舎の位置の設定にあたっては、基本条件があるとし、次の六つをあげた。すなわち、市民の利便性、

他の官公署との関係（地理的関係）、職員の利便性、建設用地（面積および地盤）、建設費および財源（建

設費と財源の調達方法）、地域開発との関連（周辺地域への地域開発としての影響）である。これらに沿

って、三地点を候補地として取上げることにした。すなわち、 

現在地（議会棟跡地） 

国鉄湊川貨物駅跡地 

ポートアイランド 

このほかにも、東遊園地と神戸小（中）学校も提案されたが、前者については、国有地であり、公園以



外に使用できないことと、地下の大部分が駐車場であることから、後者については敷地が狭小であること

などから、いずれも候補地とすることはできないとして、除外された。 

そして、三候補地について、さきの六つの条件などを評価基準として、相互比較がなされている。その

結果、まず、理想的な庁舎を考えるならば、ポートアイランドが望ましいが、多額の費用と財源を要する

とする。次に、湊川駅跡地については、周辺地域の活性化を図るとの観点にたてば、一つの考え方として

とりうるが、庁舎の移転について経済開発を第一義的に考えるのは問題であるとする。また、同地域につ

いては、すでに再開発計画が立てられていることを十分配慮すべきであるとした。 後に、現在地は、建

替え建設中の仮議場の問題、この当時の本庁舎、第二庁舎との間の整合性の問題などがあるが、市民に親

しまれていること、利便性にもすぐれていること、建設費が安いことという利点があるとした。そして、

市民の利便性、職員の利便性、建設費の安さなどから、現在地が建設地として適切であると結論づけたの

である。 

なお、一つのポイントとなった建設費であるが、現在地であれば、用地費がいらないことと、当時の庁

舎も使用する一部建て替えですむことがある。他の二か所の場合、現庁舎敷地を売却して、全部建て替え

ることになる。用地買収費も含めた建設費は、現在地で約一四〇億円、湊川駅跡で約三五五億円、ポート

アイランドで約三三〇億円と見積もられていた。後の二か所の場合、現庁舎敷地を売却して、建設費に充

てることにより、負担は減るが、売却の見通しなどに問題があるとされた。現在地の場合、二四階建て、

延床面積約四万平方メートル、他の二か所の場合、二八階建て、延床面積約八万平方メートルとしてのこ

とであった。 

この報告書では、建設地の選定のほかに、参考意見を若干提出している。すなわち、事務処理が能率的

にでき、ＯＡ化・文書管理・情報公開などの変化にも十分に対応できるものにすることとか、既存の庁舎

と一体感を持たせることをあげている。そして、市民が親しめるものにすること、市を代表する価値ある

建築物にするといった意見が出されている。 

 

着工から完成へ 

庁舎検討委員会の報告書を受けて、翌六十年には、基本構想を策定し（二月）、次いで、助役を委員長と

し、関係部局長で組織する、新庁舎建設計画委員会が設けられた（四月）。そして、基本計画の委託を行

い、 終的な基本計画が、翌六十一年三月にまとめられた。それにより、従来の計画を修正し、地上三〇

階、地下三階、高さ約一二五メートルとする建築規模が決められたのである。事業費は、約二〇〇億円（

終的には二三〇億円を要した）とされた。延床面積は、約五万四四〇〇平方メートルであった。これに沿

って、準備が進められ、十～十二月に、新庁舎建設地となる議会棟が解体された。次いで、翌六十二年一

月、起工式が行われ、着工したのである。工期は二年九か月を見込んでいた。 

同六十三年には、建築が建ち上がりはじめ、翌平成元年に完成し、九月に竣工式が行われた。なお、新

庁舎は一号館と呼ぶことになり、従来の本庁舎、第二庁舎は、それぞれ二号館、三号館と改称して、用い

られるのであった。 

新しい庁舎は、神戸ではまだ少ない超高層ビルであった。しかし、それだけでなく、内部についても、

新しい特徴的な点がみられる。まず、議会と行政部をあわせた建物としていることである。従来は別棟で、

そのうちの議会棟を取り壊して新庁舎を建てたのである。議会は、高層部の二五階から三〇階におかれ、

本会議場は、その中でも 上階の二九、三〇階に設けられた。ただ、議会と行政部の区別をするため専用

の玄関とエレベーターをつけ、議会のある高層に直接に至るようにした。 

また、事務室についても、オープンフロア方式（大部屋）をとるとともに、什器の企画を一様にし、オ

フィスレイアウトの統一を図った。また、新文書管理システムを導入し、文書の削減・共用化を図り、そ

のため、一般職員の脇机を原則として廃止した。さらに、著しく進むＯＡ化に対応できるオフィスを目指

した。 

新庁舎は、身体障害者や高齢者の人たちが安全かつ快適に利用できるようにするとともに、一般市民に

開放されたフロアを設け、整備した。それは、市民に親しまれる庁舎となるように考えられたのであった。 

このように様々な点で新しさをもつ庁舎が、市制一〇〇周年の平成元年に完成したのである。 




