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第１ 新庁舎整備検討の背景 
 

１ 新庁舎整備に係るこれまでの経緯 

現在の本庁舎は、昭和 41 年の竣工以来、町民生活における中心的な役割を果たしてき

ました。しかし、合併時からの行政機能の分散化に伴う行政サービスの低下や、施設の老

朽化に伴い増大する維持管理費への対応などの諸課題を抱えていること、また、庁舎が未

耐震であり、これから起こりうるとされる東海地震及び南海トラフ地震など大規模災害へ

の対応も含めて、庁舎整備のあり方について検討を重ねてきました。 

 

庁舎整備に係る主な経緯 

昭和 37年 旧山梨中央銀行鰍沢支店竣工(現教育文化会館) 

昭和 41年 本庁舎竣工(旧増穂町役場) 

昭和 43年 分庁舎竣工(旧鰍沢町役場) 

昭和 59年 上水道事務所竣工 

平成 09年 本庁舎耐震診断（Is 値 0.47） 

平成 10年 旧山梨中央銀行鰍沢支店取得、教育文化会館として使用開始 

平成 11年 保健福祉支援センター竣工 

平成 20年 合併協議会において合併後の本庁舎を旧増穂町役場に置くことを決定

する。 

平成 21年 分庁舎耐震診断（Is 値 0.17） 

平成 22年 増穂町・鰍沢町が合併 

平成 22年 「富士川町地域防災計画」を策定 

富士川町本庁舎を災害対策本部設置場所として位置付けるとともに、

建替計画や耐震補強を明記 

平成 24年 「第 1 次富士川町総合計画」を策定 

庁舎整備の必要性を課題として明記 

平成 26年 「富士川町都市計画マスタープラン」を策定 

生活利便施設の整備充実及び防災拠点の充実強化として新庁舎建設を

明記 

平成 27年 上水道事務所耐震診断（Is 値 0.92） 

平成 27年 「富士川町公共施設再配置計画」を策定 

新庁舎の整備、防災機能の向上、行政機能の統合を明記 

平成 28年 分庁舎を閉鎖し、鰍沢サービスセンターが教育文化会館、産業振興課が

本庁舎東別館、土木整備課・都市整備課が本庁舎東別館分館に移転 
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２ 役場庁舎整備検討委員会の設置 
本町では、「富士川町公共施設再配置計画」を平成２７年２月に策定し、「本庁舎を新た

に整備する」方針を将来構想としたことにより、平成２７年７月から庁内で整備方針等の

検討を始め、その内容を検討・協議するため、富士川町役場庁舎整備検討委員会を平成２

８年２月に設置しました。 

関係する団体の代表や、住民からの公募を含めた１８名の検討委員により、役場庁舎が

現在抱えている課題を解消するため、整備の必要性や、想定される規模・機能・建設位置

等について、５回の検討委員会が開催され、将来にわたり継続的に使用する役場庁舎の整

備方針に関して、要望・意見を取りまとめていただき、平成２８年８月に報告書が提出さ

れました。 

 

■参考～上位計画における庁舎の整備方針の位置づけ（抜粋） 

 

① 平成 23 年度策定 第一次富士川町総合計画 

P50 1-2 行財政改革の推進 【主な施策・事業】 

 

○庁舎等の整備 

 

② 平成 25 年度策定 富士川町都市計画マスタープラン 

P91 第 3 章 分野別まちづくり方針－生活環境・福祉 

（2）安心・快適な暮らしの環境づくり方針 生活環境づくり １） 

基本方針 ①身近な生活環境の改善・整備と充実 

施策の方針 ⅲ）生活利便施設の整備・充実 ■生活利便施設等の改善・整備 

 

○新庁舎の建設に向けた検討 

 

P109 第 4 章 地域別まちづくり方針－都市・田園地域 

（3）地域まちづくりの方針 ２） 

②水害対策など災害に強い安全なまちづくりの推進 

■防災拠点・避難場所、防災関連施設等の充実・強化 

 

・庁舎については、耐震化に伴う建設を検討します。また、消防水利施設や災害時

の情報基盤設備の充実・強化を図ります。 
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③ 平成 26 年度見直し 富士川町地域防災計画 

P225 地震編 第 2 章 災害予防計画 第５節 建築物災害予防対策 

第 1 公共施設災害予防対策 ２ 町有施設の耐震診断 

 

現行の建築基準法（昭和 56年施行）以前に建築された町有建物については、災害

応急活動の拠点となる町役場、避難所となる学校施設、公民館等を優先して耐震調

査を実施してきたので、緊急度や優先順位を定め、建替計画や耐震補強を推進する。 

 

④ 平成 26 年度策定 富士川町公共施設再配置計画 

P36 第 3 章 公共施設再配置計画の策定 

２ 整備方針と将来構想 行政系施設 ■整備方針 

 

・本庁舎を新たに整備し、住民の利便性の向上と防災機能の強化を図るとともに、

分庁舎、保健福祉支援センター、上水道事務所、教育文化会館に分散している行政

機能を統合し、業務・意思決定の効率化を進める。 

・新庁舎整備に合わせて、近接し老朽化している町民会館を廃止、解体とするが、

会議室等の公民館機能の一部は新庁舎で補完する。また、新庁舎に整備する会議室

等は、災害時の避難場所としても利用できるよう検討する。 

・分庁舎の行政機能を新庁舎へ集約する場合は、総合窓口設置の必要性を含めて検

討する。 

・機能移転後の分庁舎は、廃止し、解体するが、廃止・解体後の跡地利用は、隣接

する学校のための有効活用を含めて検討する。 

 

同 ■将来構想 

 

☆人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える庁舎へ 

現在の本庁舎と分庁舎は、耐震性の無い施設であることや建替え時期が近いことか

ら、廃止・解体するものとしますが、分庁舎解体後の敷地利用及び総合窓口設置の必

要性を含めて、個別計画で検討するものとします。 

新庁舎は、防災機能の強化はもちろんのこと、行政機能を集約することでワンスト

ップサービスによる利便性の向上やバリアフリー、ユニバーサルデザインにそった整

備、デマンドバスの拡充等による交通手段の確保、再生可能エネルギーを最大限活用

することにより、災害に強く、且つ、住民に利用しやすく、環境にも優しい施設とし、

早急に個別計画で検討するものとします。 
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３ 庁舎の現状と課題 
現在の庁舎の現状と課題を次のように整理しました。 

（１） 行政機能の分散による住民サービスの低下 

① 町民が利用する窓口が、本庁舎、分庁舎、上水

道事務所、保健福祉支援センター等に分散している

ため、利便性やサービスの低下、更には、行政効率

の低下を招いている。 

 

② 本庁舎は、町民ニーズの多様化や事務量の増大

に伴い、来庁者へサービスを提供する空間や、職員

の執務空間としても狭く、収納庫の確保や会議室が

2 室しかないなど、全体的に不都合が生じている。 

 

 

■ 庁舎分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分な幅が確保されていない窓口スペース 

狭あいな執務スペース ラックに入りきらなくなった保存箱(5年書庫) 
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（２） 庁舎の分散による維持管理費の増大 

① 庁舎機能が分散していることに伴い、それぞ

れの庁舎において、建物や設備の修繕費、また、

電気料金などの光熱水費、さらには設備の保守点

検費用などの固定的な経費が重複しており、財政

効率の妨げになっている。 

 

② それぞれの庁舎における電気設備及び機械設

備についても、耐用年数が過ぎ、機能低下が著し

く年々維持管理費の増大を招いている。 

 

③ 本庁舎は、昭和 41 年に鉄筋コンクリート造 2 階建で

建築され、鉄筋コンクリート建物の耐用年数が約 50 年と

いわれるなか、築

49 年が経過して

おり、壁や床はク

ラック（ひび割

れ）があり、一部

雨漏り箇所もあ

り、経年劣化がみ

られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁タイル落下により設置した防護柵(分庁舎) 

孕んできている壁(分庁舎) 

雨漏り箇所(本庁舎) 
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（３） バリアフリーへの対応が不十分 

① 現在の公共施設は、障害者、高齢者、子ども

などあらゆる住民に配慮した施設であることが

求められている。自動ドアやローカウンターの設

置など改修を行ってきたが、エレベーターや多機

能トイレが設置されていないなど課題が多い。 

 

 

 

 

② 税金などの相談の際に、プライバシーへの

配慮が求められる。誰が来庁しても利用しやす

い庁舎とするためには、バリアフリー※1 やユニ

バーサルデザイン※2 対応の課題を抜本的に解決

することが求められるが、改修での対応には限

界がある。 

 

（４） 耐震性への危惧 

① 平成 9 年に実施した本庁舎の耐震診断の結

果では、1 階 2 階ともに耐震基準を満たしてお

らず、倒壊の危険性があるため、壁の増設や、事

務室内に鉄骨ブレースフレームをバランスよく

設置するなどの対策が必要なことが判明してい

る。 

 

② 本庁舎は、災害時に対策本部を設置するな

ど、震災時速やかに業務を遂行する機能が必要で

あるが、緊急対応可能な常設の防災設備が不十分である。 

 

                                                   
※1障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語

で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度

的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。(出典：障害者基本計画(H14.12.24 閣議決定)) 
※2バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、ユニバーサルデザ

インはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデ

ザインする考え方。(出典：障害者基本計画(H14.12.24 閣議決定)) 

プライバシーへの配慮がされていない窓口 

高齢者や障害者への配慮が不十分 

(2階へは、階段でしか行けない状況) 

本庁舎に整備されている防災行政無線 
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４ 新庁舎整備の必要性 
庁舎の現状と課題及び、庁舎整備に係るこれまでの経緯から、現在の庁舎の抱える課題

について、次のように整理しました。 

 

① 来庁者にとって、ワンストップ窓口に対応できず、行政効率の低下を招いている。 

② 建物、設備の経年劣化が目立ち、建物自体の耐用年数が迫っており、今後、更なる維

持管理費の増大が見込まれている。 

③ 更なる行政需要の拡大に対応するには、現在の規模では、限界に近づきつつある。 

④ 相談などのプライバシーの保護やバリアフリーへの対応が不足している。 

⑤ 庁舎（防災拠点）として必要な耐震性能を満たしていない。 

 

 

これらの課題について解決していくには、増改築等によって、施設の規模を増やす方

法では対応が十分でなく、仮に増改築工事や耐震補強工事を実施しても建物自体の耐用

年数が伸びることにはならず、維持管理費の削減を図ることはできない。 

また、平成 26 年度に策定した「富士川町公共施設再配置計画」において、住民の利

便性の向上と防災機能の強化を図るとともに、分庁舎、保健福祉支援センター、上水道

事務所、教育文化会館に分散している行政機能を統合し、業務・意思決定の効率化を進

めるため庁舎を新たに整備する方針が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記問題点を解消するには、『新庁舎の建設が必要』となります。 

 

 

 


