
第 4 回 富士川町役場庁舎整備検討委員会 次第 

 

平成 28 年 6 月 30 日(木) 

午後 7 時 30 分 

役場本庁舎 1 階会議室 

 

１．開 会 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．議 事 

 

（１）統合新庁舎の事業費の想定について     資料 1(P1) 

 

（２）統合新庁舎の事業手法について       資料 2(P2～6) 

 

（３）統合新庁舎の事業スケジュールについて   資料 3(P7) 

 

（４）その他 

 

４．閉 会 
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（１）統合新庁舎の事業費の想定について 

 

現時点では敷地形状、地盤特性及び建物仕様等が未確定であることや、建築単価の

高騰※1が予想されることにより、建設時の事業費を想定することは困難な状況にある

ため、統合新庁舎建設(設計費、解体費及び外構整備費などを含む。)に係る概算事業

費については、今後予定している基本設計の段階で算出していきます。 

また、事業費を賄う財源としては、公共施設整備等事業基金（平成 27 年度末現在

約 11 億 6 千万円）や合併推進債（平成 36 年度末までに実施完了）を活用することと

し、再生可能エネルギー等設備の導入などによる補助制度などの活用について検討し

ていきます。 

統合新庁舎建設費(設計費、解体費及び外構整備費などを含まず。)の想定について

は、県内市町村の基本構想策定時における単価／㎡を参考にするとともに、「国土交

通省大臣官房官庁営繕部監修の平成 28 年度新営予算単価※2」により建物仕様等を想

定して試算した統合新舎庁建設費（設計費、解体費及び外構整備費を含まず。）を想定

規模 6,500 ㎡で除した場合の単価／㎡が 40.5 万円程度となることから、構想段階で

の単価／㎡を 40 万円と想定します。 

いずれにしても、今後も厳しい財政状況が続くと予想されることから、効率的・効

果的なコストの縮減を図るとともに、将来の財政負担の軽減を図っていきます。 

 

6,500 ㎡×40 万円／㎡＝2,600,000,000 円 

 

統合新庁舎建設費（設計費、解体費及び外構整備費を含まず。）は、 

 26 億円程度と想定します。 

 

なお、事業費の算定に必要となる施設の耐震安全性の分類については、統合新庁舎

における災害応急対策活動の内容により、その重要度係数(用途係数)※3がことなるこ

とから、今後、基本計画において検討することとします。 

 

                                                  
※1同時期に開催される「東京オリンピック・パラリンピック」に伴い建設費（資材費・人件費

等）の高騰が予想される。 
※2国が官庁施設の新営に必要な営繕工事費の概算要求額の算出に用いる工事費単価で、官庁整備

に当たっての質的水準を確保するためのもの。 
※3建築物の構造耐力について、建築基準法で定める最低限の基準数値に、建物の用途別に割増を

行うもの。割増を行うことにより耐久性を増大させ、災害時における建物の機能維持、人命安全

を確保する。 
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（２）統合新庁舎の事業手法等について 

 

１．事業手法の検討について 

公共施設の整備については、従来型である公共が施設を建設し、維持管理及び運営

を行う方式のほか、設計から建設、維持管理及び運営までの業務を一連で民間の資金

や知識を活用する方式(PFI 方式)等もあります。 

それぞれの事業手法について、整理及び比較し、統合新庁舎の整備における最適な

手法を検討します。 

（１）設計・設段階、維持管理・運営段階にかかる事業手法の動向について 

事業手法ごとに、設計・建設段階～維持管理・運営の各段階について、次のとお

り分類整理します。 

また、各事業方式の導入する主なねらいについても、同様に分類整理します。 

 

事業方式による段階的分類 （参考：内閣府民間資金等活用事業推進室資料） 

事業方式 
設計

建設 

維持管理 

運営 
概要 

公共直営（従来方式） 公共 公共 

公共が施設を設計・建設し、維持

管理・運営する。 

（清掃・警備などの一部を民間委

託） 

PPP 

官民連携 

民

間

委

託 

アウトソ

ーシング 
― 民間 

公共サービスの一部を民間に委

託。 

公設民営 公共 民間 
公共が施設を設計・建設し、維持

管理・運営を民間に委託する。 

PFI 民間 民間 

民間の資金調達等を活用して、施

設を設計・建設し、維持管理・運

営も行う。（施設の所有権は公共に

移す） 

民営化 民間 民間 

公共事業の一部を民間に移管し、

民間が施設の設計・建設と維持管

理・運営を行う。 
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各事業方式を導入する主なねらい 

事業方式 導入の主なねらい 

公共直営（従来方式） 
・従来の実務方式 

・実務体制経験を活かした事業推進 

PPP 

官民連携 

民

間

委

託 

アウトソ

ーシング 

・民間ノウハウを活用して行政サービスの質を向上 

・行政サービスコストの縮減化 

公設民営 
・民間ノウハウを活用して行政サービスの質を向上 

・維持管理・運営コストの縮減化 

PFI 

・民間ノウハウを活用して行政サービスの質を向上 

・設計・建設及び維持管理・運営コストを縮減化し、

かつ財政負担の平準化を図る 

民営化 
・民間にできる事業とサービスは民間に任せる 

・行政のスリム化 

 

（２）事業手法をめぐる民間活力活用の動向について 

次のとおりであります。 

なお、内容については、内閣府民間資金等活用事業推進室の民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針より参照しており

ます。 

①PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ、官民連携）について 

近年、官民連携による事業手法を進めるための目標概念として PPP が取り上げ

られている。 

PPP は、PFI のような個々の事業方式の名称ではなく、包括的な目標理念として

とらえられることが一般的である。 

その背景として、次の 3 点が挙げられる。 

ア）財政の集中回避と官民連携により経済活性化の機運が高まっていること。 

イ）公共サービスの質を向上させ、コスト縮減化のニーズが高まっていること。 

ウ）民間部門での新たな事業拡大の機会や雇用の創造する機運が高まっていること。 

 

ねらいとしては、 

「市場」と「競争」を通じて、公共サービスの効率を向上させるとともに、新たな

雇用、新たなサービス産業を創出する「公共サービスの民間開放」を進めること、

公共サービスの効率を向上させるために、「最小のコストで行政サービスの要求を

目指した、バリュー・フォー・マネー（VFM）」の考え方を導入することである。 
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② PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）について 

我が国においては、平成 11 年 7 月に「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（PFI 法）が施行された。 

平成 27 年 3 月 31 日現在で、内閣府 PFI 推進委員会が PFI 実施方針を策定・公

表として把握している案件は、合計で 489 件あり、そのうち事業主体としての国が

68 件、地方自治体が 378 件、その他が 43 件を占めている。  

なお、地方自治体 378 件のうち、事務庁舎等（公務員宿舎等を含む）は 12 件で

あります。 

PFI 事業方式は、PPP の理念に基づく代表的な官民連携型の事業方式の一つであ

る。 

民間資金等の活用による公共施設整備等に関する事業（以下「PFI事業」という。）

は、真に必要な公共施設等の整備等と財政健全化の両立を図る上で、重要な役割を

果たすものである。 

PFI 事業の活用により、公共施設等の整備等に民間の資金やノウハウが最大限活

用される中で、民間資金の出し手や民間事業者の視点による評価を経ることとなり、

真に必要な公共施設等の整備等が効率的に進められることが期待される。 

PFI の基本的考え方として、次の 4 点があげられる。 

ア）PFI とは、「公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び

技術的能力を活用して行う事業方式。 

イ）民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体

等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスが提供できる事業につ

いては PFI 事業方式で実施する。 

ウ）PFI の導入により、官民の適切な役割分担により、国や地方公共団体等の事業

コストの削減やより質の高い公共サービスの提供を目指す。 

エ）PFI の基本理念は、「VFM の最大化」、「民間からの公共サービスの調達」、「官

民の適切なリスク分担」にあること。 
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（３）事業手法の選定検討 

これまで整理した点を踏まえ、統合新庁舎における事業手法の選定については、

次の 3 点により検討します。 

ア）施設整備費と事業期間中の管理費等を、公共施設等の管理者等が税財源から支

払う方式の PFI 事業については、建設段階および維持管理費等において、民間の

創意工夫によるコスト縮減を積極的に喚起することにより、導入のねらいの趣旨

どおり、当面事業期間中の税財源の負担を減らすことが可能であること。 

イ）一方、本事業においては合併推進債（平成 36 年度末迄）や基金等を活用する

ことにより、財源のほとんどを建設時期にまかなうことから、PFI 事業方式によ

る当面の事業期間中の民間資金等の活用（割賦払い等が可能）のメリットが活用

しにくい事業計画にあること。 

ウ）また、新庁舎建設計画の推進にあたり、町民の参画と協働の考え方に基づいて

実施するためには、可能な限り直近の民意を設計・建設等の行為に反映すること

が重要である。PFI 方式では、設定した要求水準書に基づいて、原則受託する民

間事業者の意思に基づいた建設工事および維持管理を予め考慮した設計提案が

されることから、各段階に民意を反映した、柔軟な設計対応については制約がか

かる可能性があること。 

 

以上のことから、統合新庁舎整備の事業手法については、公共直営方式（従来方

式）を基本方針としますが、基本計画段階で最終決定することとします。 

 

２．発注方法について  

本事業は、財政的に有利な財源である合併推進債の活用を予定しておりますが、そ

の活用期限は平成 36 年度までとなっています。 

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた整備を要因とする建設資材の価格

の上昇、特殊作業員の不足による建設工事費の高騰等により、各自治体において入札

不調・不落が頻発している状況となっており、また、統合新庁舎整備と同時期に、公

共施設再配置計画の基づく他の施設整備事業もあることから、財源及びスケジュール

に余裕がないことが考えられます。 

このような状況を踏まえ、基本設計・実施設計、施工の各段階において採用すべき

発注方法については、効率的・効果的な事業進捗を図るため、早期完成の実現性、設

計内容の確認や工事発注方法、工程管理、品質管理、コスト管理など、総合的な視点

から、基本計画段階で最終決定することとします。 

さらに、施工段階においては、町内企業の参画など、地域活性化や地域経済への波

及効果を考慮した手法を取り入れることも検討します。 
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参考 内閣府民間資金等活用事業推進室資料より 

PFI 事業の性格 

PFI の基本理念や期待される成果を実現するため、PFI 事業は以下のような性格

を持つことが求められている。 

 

１）公共性のある事業であること。 

（公共性原則） 

２）民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。 

（民間経営資源活用原則） 

３）民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実

施すること。 

（効率性原則） 

４）特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されること。 

（公平性原則） 

５）特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されること。 

（透明性原則） 

 



資料 3 

7 

（３）統合新庁舎整備スケジュール 

 

統合新庁舎整備のための財源として、「合併推進債」の活用を予定しています。一般

的に庁舎建設については、国や県の補助金がないため、基金の取り崩しや地方債の借

り入れを財源として整備することになります。 

合併推進債は、合併市町村が使用できる地方債で、後年度に返済する元金と利子の

40％(行政機能等を統合する場合は、更に 10％上乗せ)が国から地方交付税として措置

される有利な地方債です。 

本町の場合は、平成 22 年の合併により、合併推進債が活用できる期間は、合併か

ら 10 か年（平成 31 年度末まで）となっていましたが、法律の改正によりさらに 5 か

年延長され、平成 36 年度末まで活用することが可能になりました。 

統合新庁舎整備のスケジュールは、次のとおり事業完了年度として平成 36 年度末

を目標に進めていきます。なお、このスケジュールは、現時点での想定であり、今後

は基本計画において具体的な検討を行っていきます。 

 

内 容 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

基本構想 

          

          
          

基本計画 

          

          
          

基本設計 

実施設計 

          

          
          

建設工事 

          

          
          

備考：合併推進債活用期限＝平成 36 年度中に事業完了 
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1 

１．各施設の機能及び用途に応じた耐震安全性の分類（案）及び目標について  

①耐震安全性の分類（案）について 

官庁施設の総合耐震・計画基準において、次のとおり示されています。 

分類 活動内容 対象施設 

耐震安全性の分類 

構造体 
建築非構

造部材 

建築 

設備 

災
害
応
急
対
策
活
動
に
必
要
な
施
設 

災
害
対
策
の
指
揮
、
情
報
伝
達
の
た
め
の
施
設 

・災害時の情報収集

指令等の活動 

・二次災害警報発令 

・災害復旧対策の立

案、実施 

・防犯等治安維持活

動 

・被災者への情報伝

達 

・保健衛生及び防疫

活動 

・救援物資等備蓄、

緊急輸送活動等 

・指定行政機関等が入居 

する施設 

・大震法の強化地域にあ

る機関入が入居する施

設 

Ⅰ類 Ａ類 甲類 

※・活動拠点室等 

 （活動支援室、活動通路含む） 

・活動上重要な設備室 

・危険物を貯蔵等する室 

・機能停止が許されない室 

・指定行政機関等のうち

上記以外のもの及び

これに準ずる機能を

有する機関が入居す

る施設 

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

※・上記以外の諸室 

救
護
施
設 

被災者の救難救助

及び保護等の活動 

・病院及び消防関係施設

のうち災害時に拠点と

して機能すべき施設 

Ⅰ類 Ａ類 甲類 

・病院及び消防関係施設

のうち上記以外の施設 
Ⅱ類 Ａ類 甲類 

避難所と

して位置

づけられ

た施設 

 

被災者の受入れ等 

・学校、研修施設等のう

ち、地域防災計画にお

いて避難所として位

置づけられた施設 

Ⅱ類 Ａ類 乙類 

その他  

災害活動等の必要な機関が入居

する以外の施設 

・一般官庁施設 

※国の一般官庁施設の場

合 

Ⅲ類 Ｂ類 乙類 
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②耐震安全性の目標について 

官庁施設の総合耐震・計画基準において、次のとおり示されています。 

部 位 分類 耐震安全性の目標 重要度係数 

（用途係数） 

構造体 

Ⅰ類 

大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を

使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて

十分な機能確保が図られている。 

I=1.5 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建

築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に

加えて機能確保が図られている。 

I=1.25 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、

建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標と

し、人命の安全確保が図られている。 

I=1.0 

建築非構

造部材 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受入れの

円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる

建築非難構造材の損傷、移動等が発生しないことを目

標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図

られている。 

- 

Ｂ類 

 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発

生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が

図られている。 

- 

建築設備 

甲類 

 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止

が図られていると共に、大きな補修をすることなく、

必要な設備機能を相当期間継続できる。 

- 

乙類 
 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止

が図られている。 
- 

参考：想定される検討事項 

：建築構造体の耐震安全性向上のための必要額の割増し等検討 

：耐震等の震動対策として免震又は制振技術の導入検討 

：地震時の液状化対策等（地盤改良等）検討 

：建築非構造部材（ガラス、外部建具、間仕切り、天井）等耐震仕様検討 

：受変電設備に対する耐震構造（モールド変圧器 信頼性向上対策）仕様検討 

：自家発電設備に対する耐震構造（ガスタービン 72時間運転）仕様検討 

：機械設備関係に対する耐震構造（受水槽・高架水槽の耐震化、受水槽の容量

増、配管類の支持固定強化、滅菌装置の附属化等）仕様検討 

：その他必要な検討 
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２．活動拠点室等の検討（各室定義・目的・選定基準） 

                 （官庁施設の総合耐震・計画基準準拠） 

計画室名 定義と目的 選定基準 

活動拠点室等 

活動拠点室 大地震動後に災害応急対策

活動の拠点となる室 

・各機関の防災業務計画等において、

非常災害対策本部の設置場所として

定められている室 

・所長室、局長室等で、災害対策に関

する指令、作戦最終判断を行う室 

・総務課（部）、企画課（部）等防災

上の調整、復旧体制の立案を行う室 

・情報関係、救助関係、災害対策等に

直接関連する室 

・上記に近接する主要な会議室 

活動支援室 大地震動後の活動拠点室に

おける活動を支援する室

で、通信・連絡水・電気の

確保に関する業務を行う必

要最小限の室 

・通信・連絡関係：電話交換室、通信

室、無線室、電算

室等 

・水・電気関係：中央監視室、変電

室、発電機室、蓄電

池室、水槽室等 

・衛生関係：１階又は地下階にある便

所 

活動通路 外部、活動拠点室、活動支

援室及び活動上重要な設備

室のそれぞれを結ぶ交通動

線となる通路、ホール及び

階段 

 

活動上重要な設

備室 

災害対策の指揮及び情報伝

達のための施設において、

情報の中枢となる電算機、

活動上必要な設備機器等を

設置する室 

 

危険物を貯蔵又

は使用する室 

危険物を貯蔵又は使用する

室で、大地震動による転倒

又は破損等により施設及び

周辺の安全を損なうおそれ

がある室 

・放射性物質又は病原菌類を貯蔵又は

使用する室及びこれらに関する試験

研究室 

・石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火

薬類を貯蔵又は使用する室及びこれ

らに関する試験研究室 
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機能の停止が許

されない室 

大地震動時においても、原

則としてし支障なく通常通

りに機能する必要のある室 

・重要な電算機室、地質・気象観測

室、医療行為室等 

上記以外の諸室 

上記以外一般室 上記以外の室であって、災

害対策活動とは直接関係の

ない室 

 

その他 

被災者の受入れ

の可能性のある

室 

不特定多数の被災者を受け

入れて、一時的な生活の場

として提供することができ

る室 

・体育館、講堂等 

・大会議室、大研修室等 

 

  


