
別記様式(第 7条関係) 

 

 

会 議 録 

 

1 会議の名称  第 5回富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会 

 

2 会議日時   平成 29年 9月 25日(月) 午後 3時 30分から 

午後 4時 35分まで 

 

3 開催場所   富士川町役場本庁舎 1階会議室 

 

4 出席者数 

(1) 委 員 19名 欠席者 1名 

(2) 事務局  3名 

(3) 傍聴者  3名  

 

5 議題 

(1) 富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会検討結果報告書(案)について 

(2) その他 

 

6 会議資料の名称  別添のとおり 

 

7 発言の内容 

 

① 開会 

 

② 委員長あいさつ 

 

③ 議事 

(1) 富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会検討結果報告書(案)について 

※事務局より基本機能 4開かれた議会を進めるための機能(P11)について説明 

 

委 員：(1)議会機能の②で図書室についてはスペースを確保しますとあるが、一

般の町民も入れるのか。 



事務局：その通りである。 

 

議長(委員長)：議会機能については、これで進めてよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

※事務局が資料を用いて基本計画検討結果報告書(案)を説明 

 

委 員：P3の(5)建設費の想定について、平米 40万円で 26億円程度となってい

る。設計の段階で積算していくと思うが、これからいろいろな段階で費用

がかさんでいくと思う。概算で調査・設計や建物の解体、引っ越し、サー

バ等の移設などが出てくると思うが、委員会に出さないのには理由がある

のか、現時点では分からないのか教えてほしい。 

 

事務局：P3の資料については、基本構想段階で延床面積 6,500㎡と想定し、先進

の自治体においても平米あたり 40万円という単価を使っていることから、

この単価を使用した。資料にもあるとおり、設計、解体、外構整備費は含

まれていない。第 4回検討委員会で、延床面積が大きくなると全体の事業

費が多くなるため、コスト縮減のためスリム化したらどうかという意見が

あったので、その辺を詰めていきたいと考えている。設計費については、

概ねの金額は掴んではいるが、発注時期により人件費の増減もあり、全体

の整備事業費は概算でも示してはいない。仮庁舎を造るのかどうかも想定

できていない。基本設計段階ではっきりさせていきたいと考えている。 

 

委 員：消費税や様々な問題が出てくると思う。積算でいろいろと出てくると思

うが、全体的なものを知りたかったので質問させていただいた。 

 

委 員：P3で面積が 6,500㎡、P18では最大 6,300㎡と書かれているが、200㎡

違うと 8,000万円という差がでる。6,300㎡と 6,500㎡という違いには、

何か意味があるのか。 

 

事務局：6,500㎡は基本構想段階で想定した面積であり、P3は基本構想の検討結

果を載せている。基本構想では、延床面積を 6,000～6,500㎡と想定した

が、基本計画では、必要な機能や標準以外の機能について精査し、6,300

㎡とさせてもらった。 



 

委 員：今後、業者から見積もりを取ったりする場合、6,300㎡というのが基本

になるという解釈でよろしいか。 

 

事務局：基本となる数字であるため、今後も精査してできるものはスリム化して

いきたい。 

 

委 員：P9の(1)執務環境機能の⑤で、各階への適正な配置を検討しますという

ことで、スペースを確保するということだが、部屋ということなのか、可

動する壁を使ってスペースを作るのか確認させていただきたい。 

 

事務局：打ち合わせブース及び会議室の各階への適正な配置を検討するという記

載について、現庁舎には、中にも外にも打ち合わせのためのスペースがな

く、廊下でも簡単に打ち合わせができる相談室などがあっても良いのでは

ということと、職員同士が打ち合わせをするための打ち合わせスペースも

ないため、そういったものを想定している。会議室については、間仕切り

をして、会議の内容にあった使用の仕方ができる会議室を検討する。大き

い部屋で少人数の打ち合わせをするのではなく、人数に応じた会議室の整

備を検討すべきであるとして記載している。 

 

委 員：以前の検討委員会で、備蓄倉庫の整備は、庁舎の中にするのか外にする

のかによって、金額が違ってくるという意見があった。P10の④には「保

存年限文書庫については庁舎内を基本として計画しますが、附属棟として

の整備も併せて検討します」とあるが、備蓄倉庫についてはどう考えてい

るか。 

 

事務局：どこに整備するのが適しているのか、ということも想定しながら、災害

時は、物資などを持ちに来る方と交錯することも考えられるため、庁舎の

中ではなく、外部に整備したほうが良いのではないか。という意見もいた

だいているため、基本設計で検討していきたい。 

 

委 員：P20と P21で 6,300㎡と言われてもイメージができない。現本庁舎の面

積は何㎡か。 

 

事務局：本庁舎と南別館含めて 2,425㎡である。 



 

委 員：今の倍は必要ということになる。 

 

事務局：倍以上は必要になる。 

 

委 員：敷地の配置計画の考え方で、赤く塗られた敷地をみると、非常に使いに

くい敷地になっていると思う。東側駐車場、北側の土地の交換や、土地の

配置換え、取付道路の再配置というようなことは、まだ基本的な考え方に

は入っていないのか。使いづらい土地があるので、土地を交換したらどう

かという話が出てくるような気がする。 

 

事務局：本庁舎周辺の敷地は、道路で分断されている。ガソリンスタンド周辺の

土地のことだと思うが、民有地であるため、具体的に基本計画段階では示

していない。今後、検討していく課題ということで、5つの基本方針①の

２つ目で敷地間を通る町道を廃止し、一体的な活用をしてはどうかという

ことで考えている。 

 

委 員：P12の環境と共生するための機能で、屋上緑化がある。屋上緑化は誰が

見るのか、見させてもらえるのかという発想と、屋上緑化ではなく、１階

広場の敷地内緑化で気温上昇を妨げられないのか。考えを聞かせてほしい。 

 

事務局：おっしゃる通りである。基本計画でも、自然エネルギー、再生可エネル

ギー、環境共生機能、省エネ設備の導入については、設備費とランニング

コストを勘案しながら、導入の可能性を検討していくと記載している。屋

上緑化を誰が見るのか、どっちが効果的なのかということもあるが、本庁

舎周辺の緑を増やし、公園のような整備も 1つの計画案になると思う。 

 

委 員：P20の基本方針の中で、現本庁舎の敷地を有効活用するため、敷地間を

通る町道を廃止し、一体的に活用できるようにとあるが、実際は生活道路

である。どのような前提で進んでいるのか。 

 

事務局：現時点ではどの部分を廃止し、どこに付け替えるかという検討はしてい

ないが、新たな庁舎の配置によっては、現道では狭い箇所もあるため、広

くする必要もある。付け替えることで周辺住民の利便性が損なわれないよ

う、道の付替えは、今後検討していかなければならない。具体的に考えら



れるケースとして、本庁舎南別館と南側駐車場間の道については、西側へ

付け替えるかどうかということがあるかと思う。基本設計レベルで検討す

ることになると思うが、質問に対して想定としての回答をさせていただい

た。 

 

委 員：P13の防災拠点としての機能は完璧だと思う。情報関係で言えば、災害

対策ということで記載されているが、地震や風水害というような文面を入

れるべきではないかと思う。災害拠点施設として、警察や消防、県などと

の情報連絡網についても記載があれば、町民は安心すると思う。対外的な

部分の記載も必要ではないかと思うので、ご検討いただければと思う。 

 

事務局：表記として災害とした。地震や風水害などの災害と記載するところもあ

れば、総称して災害としているところもある。後者と同じで、災害には地

震や風水害が含まれている。2点目については、新庁舎整備基本計画では

なく、地域防災計画の中で災害対策本部の召集が記載されている。災害対

策に関しては、地域防災計画の中で十分機能は発揮できると思う。 

 

議長(委員長)：委員各位から様々なご意見、ご提言、ご質問をいただいたが、こ

の報告書(案)で町長に報告していくということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

 

(2) その他 

 

委 員：検討委員会が終了し、町で案をまとめていくと思うが、その過程の中で、

各委員が述べた意見や指摘が、いかに反映されているのか検証する機会が

設けられるのかどうか。中間報告というか、こういった形になったという

ものを知らせていただけるのか。 

 

事務局：今後は、今回の意見や要望をふまえた正式な報告書として、委員長、副

委員長から町長に提出する。その後、5回目の議事録とともに各委員に送

付させていただく。その後、報告書に基づいて基本計画(案)を作成し、パ

ブリックコメントを 1か月間実施する。意見があれば対応し、最終的には

意見をふまえ、基本計画の策定を完了していきたいと考えている。 



 

委 員：基本計画からさらに進めて、基本設計になれば、具体的に形をつくって

いくわけだが、その段階の中間報告というか、現在こうなっているという

ことは伝えてもらえるのか。 

 

事務局：広報や HPを通じて、住民の皆さんに新庁舎の進捗について、随時、情報

を発信していきたいと考えている。 

 

委 員：各委員が意見を言っただけ、事務局は聞いただけということがないよう

にしてもらいたい。次の質問だが、必要な部屋については、どんな部屋が

必要なのか検討をしてきたと思う。時間をかけて、各課へのヒアリングや

ワーキンググループを作ったことは聞いているが、その結果、会議室や相

談室はいくつくらい要望があって、それを検討した結果、具体的に何人の

会議ができるような部屋をいくつ造るというものはできているのか。会議

室だけでなく、他の部屋や室については、具体的な必要数や広さは精査さ

れているのか。 

 

事務局：4人使用の相談室は要望が 9部屋あったが、8部屋とした。8人使用の相

談室は要望のとおり 8部屋を積み上げている。4人用の打合せスペースは

要望が 16部屋あったが、13部屋とした。会議室については、10人用の会

議室は要望が 8部屋あったが、7部屋とし、20人用の会議室は要望が 12

部屋あったが、9部屋を積み上げている。稼働率や使用率を精査する必要

があるため、今後、調査していきたいと考えている。 

 

委 員：10人用の会議室が 7室、20人用の会議室が 9室となったときに、それだ

けの部屋を同時に使うことがあるのか。時間をずらせば、部屋を節約でき

るのではないかということも含め、前回の会議でも述べたが、質の共有化

で稼働率を高めることで、ぜひ無駄なスペースを作らないような検討をお

願いしたいと思う。 

 

事務局：本庁舎、福祉保健課、上下水道課、教育文化会館と分散されているため、

会議室それぞれの稼働率、重複率というものは計算できていない。本庁舎

に集約されるため、稼働率や重複率を精査し、整備していきたいと考えて

いる。 

 



委 員：この検討委員会は平成 36年で解散するのか。メンバーは入れ替わるとし

ても、この委員会は新庁舎が完成するまでの間存続していくのか。終わる

とすると、どのタイミングで終わるのか。P24のプロポーザル方式の実施

時は、この委員会のメンバーで採点をするのか、このメンバーでプロポー

ザル方式が進んでいくのか。現時点でどのように考えているのか。 

 

事務局：1点目について、設置要綱にもあるとおり、町長に検討結果を報告する

までとなっている。建設検討委員会まで、この委員会を延長するというこ

とは、今のところ考えていない。あくまでも、今回の検討結果を報告する

までである。2点目については、プロポーザル方式にこの委員会のメンバ

ーが入るのかということについては、それも 1つの委員の選定方法だと思

うが、現時点では明言はできない。 

 

委 員：Aという業者が、そのまま Aという業者でいくのか確認をとるというこ

とが、最後の仕事ではないかということで、委員会で話をした。プロポー

ザルで進めたにも関わらず、どうなったのかが最後に見えなくなったので

は、意味がないと思う。そこがどうやって決まっていくかということが、

最後まで分かるように、メンバーが変わったとしても、この委員会の中で

確認をとっていくのか、それが非常に大事だと思ったので、発言させてい

ただいた。 

 

議長(委員長)：佐塚委員の意見、提言もふまえて、事務局の方で報告をしてくだ

さい。 

 

事務局：はい。 

 

委 員：前回も意見したが、木材利用について、先日、議会で地元の木材を切り

出す業者、加工する業者と勉強会をした。設計段階からスケジュールを組

んで、この時期にどのくらいの量の木材が欲しいということが分かれば、

町内の木で用意ができる、十分木材はあると言っていた。プロポーザルの

際に、木材を使うという文言を入れてもらいたい。木材を利用するのであ

れば、設計段階から、業者とも打ち合わせをしながら進めていただきたい。 

 

委 員：P41～P42に各委員の意見・要望があり、HPであれば自由に閲覧はできる

が、HPを見ればわかるということではなく、私たちが提案したものが、採



用されたということを目に見える形で何か方法をとっていただきたい。委

員の意見や要望が入っていれば、検討委員会が有意義であったと思えるの

で、その辺を汲み取って進めていただきたい。 

 

事務局：はい。 

 

委 員：現在は、基本計画検討委員会ということで進めているが、図面や設計案

が出てきたところで、建設検証委員会というようなものが作れれば良いと

思う。机の上での数量的な話ではなく、配置や大きさが目に見えるものに

なるので、それらを見ながら検討できれば良いと思う。そういったことも

検討していただければありがたいと思う。 

 

事務局：分かりました。 

 

委 員：町で、過去に行ったプロポーザルの実績について、どういった条件で募

集をし、何社の応募があって、どういうメンバーで審査して、いくらで契

約したのかというところが分かれば教えていただきたい。 

 

事務局：分かる範囲であるが、富士川町になってからは、道の駅富士川と児童セ

ンターがあった。道の駅富士川については、指名参加願いが出ている業者

から実績や技術者を元に県内の 6社を指名し、参加表明が 6社で、プレゼ

ンが 5社であった。児童センターについては、指名参加願いが出ている業

者に対して、県内外で一級建築士が 3名以上いる業者 21社を選定し、参

加表明が 9社、プレゼンが 6社であった。道の駅富士川については、職員

と学識経験者、道の駅検討委員会の委員長、中日本高速道路の職員で構成

された。採点方法については、実力や能力、実施方法や取組方法を点数化

し、道の駅検討委員会の提言書や整備方針を基に、4つのテーマを提案課

題として採点した。児童センターについては、職員と地元区長、児童セン

ター運営委員、子ども子育て会議の副会長での構成となっている。内容に

ついては、基本的な考え方や建設地が小学校の周辺にあるため、それらに

ついての設計方針等や地域における子育て支援施設の位置付けから始ま

り、施設の機能性・実用性を確保した維持管理に対応した建設事業費抑制

のための設計方針についてであった。金額について、児童センターでは予

定価格が 2,720万円（税抜き）、契約額は 2,905万 1,000円（税込み）。 

 



委 員：公共建築の設計をする際に、プロポーザル方式で創造性や技術力、経

験を基に優れた設計者を選定するというのは、理想である。平成 3年に

は建築審査会から国に対して、設計料の多い少ないだけではなく、設計

者の経験や創造性、技術力を適正に審査するようにとの答申が出ている。

これを受けて、平成6年度から国土交通省がプロポーザル方式を採用し、

地方公共団体にもプロポーザル方式を採用するようにという働きかけ

を行っている。ただし、この方式は、発注者側である町の体制、職員の

配置状況や業務経験が備わっていて、初めて充分に機能する制度である。 

 このプロポーザル方式で道の駅の設計者を決めたということだが、増

穂小学校にある太鼓堂は非常に古くて重厚感があって、趣のある建物で

ある。道の駅はそれを中途半端に真似したことによって安っぽく、薄っ

ぺらな印象で太鼓堂の品位や重厚感はまったく感じられない。それが目

立つ場所にあるので、なおさらそんな気がする。 

 設計者がそれで良としたのだろうが、結果的に町が了承してしまった

ことも事実。あの程度の建物であればプロポーザル方式ではなく、一般

競争入札で金額の安い業者と契約した方が町民にとっては利益になっ

たかもしれない。 

 プロポーザルをすることは構わないが、実施するのであれば町側の体

制をしっかり整え、業者の選定からそれ以降の基本・実施設計をしっか

りと進めていってもらいたい。町の要望や意見を取り入れるのに都合が

良いからプロポーザル方式を選択するというのは、趣旨が違う。 

 

議長(委員長)：今の意見については、事務局で町の体制をしっかりつくっていた

だき、選定をするように進めてください。 

 

事務局：はい。 

 

委 員：前回や今回の検討委員会、昨年度の委員会の会議録を読んでも、町内の

木材を利用したらどうかという意見があった。建築側の立場から言えば、

建材として利用できる木材は日頃から管理された山で育った木である。間

伐や枝払いを行いながら育て、適切な伐期に伐採したものを何年もかけて

乾燥させて初めて利用できる。また、10 本の柱を使うのに 10 本の木を切

れば良い訳ではない。その何倍もの本数の中から 10本を選び出して行く。 

 町内に木が沢山あると言っても、適正に管理されているのか、伐採でき

る場所にあるのか、乾燥は充分にできるのかということまで考えなければ、



とんでもなく高価な材料になるばかりか、それを使った時に割れが入った

り、狂いが生じたりして良い仕上がりにはならない。生えている姿が良い

のと良い建材というのはまったく別な話である。 

 林業関係者と勉強会で検討していただくのは良いが、そういったことも

ご理解をしてほしい。 

 

議長(委員長)：今の意見も参考にしながら進めてください。 

 

④ その他 

 

 

⑤ 閉会 

 


