
別記様式(第 7条関係) 

 

 

会 議 録 

 

1 会議の名称  第 4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 8月 29日(火) 午後 3時 30分から 

午後 4時 45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 18名 欠席者 2名 

(2) 事務局  3名 

(3) 傍聴者  3名  

 

5 議題 

  (1)  新庁舎の想定規模について 

  (2)  新庁舎整備の敷地の配置計画について 

  (3)  新庁舎整備の事業手法・設計者の選定方法について 

  (4) 新庁舎整備のスケジュールについて 

(5)  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) 新庁舎の想定規模について 

※事務局が資料を用いて説明 



委 員： 想定面積 6,300㎡という数字が示されたが、まだまだ無駄を省けるの

ではないかと思う。 

例えば、現在町内に点在している各庁舎を全部足した面積が6,500㎡。

この中には機能を残す予定の保健福祉センターも含まれている。また、

分散している各庁舎には玄関ホールや会議室など、重複した用途が備わ

っている。建物を統合して新しくするのだから、重複した用途分は整理

できるはず。 

会議室の面積が執務室の面積よりも広く必要なのも疑問がある。 

議会の委員会室などは会議室として兼用できないのか。執務環境の項

目の食堂など一時的にしか使用しない室は無駄が多いため、工夫次第で

は会議室との兼用は可能ではないか。 

視察した長和町では災害対策本部室なども平常時は会議室として使

用していた。さらに、庁舎入口付近に会議室を設ければ専用の面積を確

保しなくても、町民開放会議室として兼用できる。 

これらのことからも用途を限定するのではなく兼用し、スペースの共

有化を図ることで稼働率を高めれば、必要な室の面積はかなり抑えられ、

面積の縮減・コストの縮減に繋がっていく。 

面積の増減は建設費に直結する。増加すれば借金という形で町民の負

担となる。今の公共事業は青天井ではない。 

３ページ但し書きの後に、「面積はあくまで暫定的に示したものであ

ること、今後基本・実施設計に向けて室の兼用やスペースの共有化を積

極的に検討し、効率的でスリムな庁舎を目指す」などのコスト縮減に向

けた明確な姿勢を示すべきだと思う。 

 

事務局： 各担当リーダーによる分科会を開催し、現状使用している執務機能や

会議室、相談機能について、何人くらいの部屋がほしいかというような

ことをふまえて、第 2回検討委員会で示した想定される低層階、中層階

の中で重複するものは省きながら検討を進め、6,300㎡と積み上げをし

てきた。稼働率については考慮していないので、今後、基本設計に入る

前に稼働率や重複できる機能について見直し、基本設計段階で適正な規

模を確定していきたいと考えている。 

 

委 員： 3ページの但し書きの中にコスト縮減に向けた姿勢を何か文言として

入れていただきたいという要望なので、よろしくお願いしたい。 

 



議長(委員長)： 3ページの但し書きにそのような文言を入れてもらいたいとい

う要望について、入れるということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

委 員： 会議室の稼働率は一番のポイントだと思う。視察した長和町は議場の

机や椅子が可動であり、議会が開かれていない日に会議室としての利用

ができると思う。どのくらい数の会議が年間あり、何人が集まってどん

な会議をしているのか見えてくると思うので、1つの例としてコスト削

減というか、会議室のスペースを多くとらなくてもよくなると思う。 

 

委 員： 標準機能以外の機能の算定ということで、基本構想との誤差が出てい

る感じがある。どういうふうに増減できたかの根拠がわかれば教えてほ

しい。 

 

事務局： 昨年度策定した基本構想では、町民開放機能等を抜いて 6,010㎡であ

り、その他基準以外にさらに追加する機能があるということで、6,000～

6,500㎡とさせてもらった。基本構想段階で、総務省の基準の面積は 4,550

㎡、標準機能以外の必要面積は 1,950㎡ということで、足すと 6,500㎡

となり、6,500㎡からすると 200㎡削減した。総務省の基準については、

基本構想段階では端数を切り上げ、丸めたことから 4,550㎡であったが、

より具体的に精査し 4,480㎡となり 70㎡削減した。標準機能以外の必要

面積については、基本構想時は 1,950㎡であったが、窓口機能と相談機

能で 30㎡、執務環境機能・文書等保管機能・ICT機能で 70㎡、災害対

策機能は 30㎡削減し、合計で 200㎡削減となった。 

 

議長(委員長)： 事務局から最大 6,300㎡と提案がされましたが、皆様からいた

だいた意見を参考にし、設計に入る前にさらに精査していただき、

よりスリムな庁舎の設計をお願いするということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

(2) 新庁舎整備の敷地の配置計画について 

※事務局が資料を用いて説明 



委 員： 町道の廃止について、今は道路を挟んで土地があるが、町道を廃止に

して 1つの敷地にするということか。 

 

事務局： 5ページの航空写真で見ると、本庁舎、南側駐車場、東側駐車場、本

庁舎東別館と 4つに敷地が分かれていて、形状が不整形である。本庁舎

東別館(旧町民会館)の敷地については職員の駐車場を想定しており、町

道金手小林 1号線を廃止にすることは考えていない。その他の敷地を一

体的に活用できればと考えている。 

 

委 員： 新庁舎の配置イメージを見ると、新庁舎と町民交流スペース、倉庫・

書庫等付属棟の 3棟に分けて建設するということか。 

 

事務局： 災害時、新庁舎は災害対策本部になる。広場的なスペースが災害時は

必要ではないかということで、町民交流スペースは災害時にも使える広

場的なスペースということで5つの基本方針に入れさせていただいてお

り、建物を建てるということは考えていない。 

 

委 員： 倉庫は別棟ということか。 

 

事務局： 先ほどもコスト縮減の話があったが、倉庫などは平屋でも済み、強固

な建物でなくても良いのではないかということで別棟で対応したらど

うかと考えている。ただし、どういったものが入るのか明確になってい

ないので、例えば、サーバ室や防災無線室が入れば、耐震性について強

固なものにしなければならないと考えるが、外に出した方がより安価に

なるものであれば、外に出した方が良いのではということで、イメージ

として倉庫・書庫等付属棟としている。 

 

議長(委員長)： 新庁舎整備の敷地の配置計画については、提案された 5つの基

本方針をベースに進めていくということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

(3)新庁舎整備の事業手法・設計者の選定方法について 

※事務局が資料を用いて説明 



委 員： プロポーザル方式は一般的に各自治体で行なわれているので良いと思

う。発注者の意見も通り、その意見を設計に活かしていく。金額も上限が

あり、その範囲内ということで一番良い選定方法だと思う。地元を支え、

頑張っている方もいるので、できるだけ、県内・町内の設計者、一級建築

士に配慮がいくよう、参加できるようにしていただけたら良いと思う。 

 

事務局： プロポーザル方式では、まず、プロポーザルの選定をする委員を選定

し、今回、6,300㎡程度ということで想定しているが、そのくらいの事務

所・庁舎を設計したことがある設計者に対し、何件設計しているかとい

う基準を作りながら応募をしていただき、設計者の実績や考え方などに

基づき選定する。町内の建築士でも実績があれば参加は可能であると思

う。競争入札方式だと価格が安ければ落札しやすい傾向にあるため、そ

れでは技術力やデザイン力が評価できないということでデメリットにさ

せていただいた。 

 

委 員： 県内の 3～4名以上の一級建築士がいる事務所で、2社くらいでジョイ

ントを組んでやっていただくとか方法はいろいろある。これを 1社で受

けるとなると県内ではこれを受ける業者はいないと思う。参加できる方

法・機会をつくってあげられればと思う。いろいろ検討してほしい。 

 

委 員： 視察のアンケート結果の中にも木質化や木の温かみなど、多くの意見

があった。町内や地元の木材を庁舎に活用していただきたいので、地元

の木材を利用していただけるような条件を入れていただければと思う。 

 

委 員： プロポーザル方式が全て良いというわけではないかと思う。最も優れ

た設計者を選定するとも言い切れないと思う。一般競争入札でも、条件

をつけて、絞った業者に参加していただく方法もある。市川高校、峡南

高校、増穂商業高校の 3校の建替えについてはプロポーザル方式で県外

と県内の設計事務所の 2社の JVと決まった。 

 

委 員： プロポーザルのデメリットとして、誰がどのように評価していくのか。 

 

事務局： 誰がというのはまだ決まっていないが、選定基準の明確化が必要とい

うことで、プロポーザル選定委員会を設置し、5～6人の委員を人選する。

委員に選定条件や点数の付け方を説明しながら、当日、設計者の技術提



案を点数化し、点数が一番高い設計者と次点者を決める。一番の人が契

約の交渉権を得るというわけではなく、一番の方に進め方や契約条件、

町の意向に納得していただけなければ、次点者ということになる。 

 

委 員： それは町が選んで、評価を作り、評価して決めていくのか。 

 

事務局： プロポーザル選定委員会でどのような評価項目を点数化するのかとい

うことを事前に説明させていただく。 

 

議長(委員長)： 事務局から提案のありましたプロポーザル方式をベースとし、

参考意見もふまえ、さらに検討を加える中で、進めていくという

ことでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

(4)新庁舎整備のスケジュールについて 

※事務局が資料を用いて説明 

委 員： 建設工事を平成 31年度末に着手して、平成 36年度中に完成を目指す

スケジュールであるが、一度に既存の庁舎を全て解体して建設する方法

と工事を 2期に分け、解体と建設を繰り返し、工事を進めていく方法の 2

つのやり方がある。現実的には工事を 2 回に分けるのが順当だと思う。

職員・備品の引っ越しもあり、また、地盤の状況により、杭の施工など

が必要であれば施工期間は大きく変わる。本庁舎のような年数の建物だ

と、アスベストが含有した吹付材や建材があれば施工期間は余計にかか

る。このスケジュールは決して余裕のあるスケジュールではないことを

認識しておいていただきたいと思う。 

 

事務局： 諸々の条件を整理していく中で、合併推進債の活用期限である平成 36

年度末までに供用開始できるようにするためには、早期に基本設計や執

務環境の調査の着手が必要だと考えている。他の重点事業との調整の中

で、予算の平準化も考えていかなければならないので、その辺を加味し

ながら、早期に基本設計等に着手していければと思う。 

 

議長(委員長)： 事務局より提案されたスケジュールについて、意見にあったよ

うに、思わぬ工期の延期が起こる可能性がある。ただし、平成 36



年度という合併推進債の期限があるので、これを最終期限として

完成できるよう進めていただくということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

(5)その他 

※第 3回新庁舎整備基本計画検討委員会先進地視察について資料を用いて説明 

委 員： 長和町の議場の多目的利用について、長和町の職員の方に議員のモチ

ベーションは大丈夫なのか伺ったところ、多目的とは誰でも使えるとい

う意味ではなく、議員たちが多目的に使えるという回答をいただいた。

誰でも使えるという意味での多目的ではないと思う。 

 

事務局： 視察前に確認した際は、多目的ということで会議室という意味合いも

あると聞いた。 

 

委 員： 議員さんの会議室ということで、スペースがあるから他のものに転用

するということではなく、議場はあくまで議場ということだった。 

 

事務局： 年に数回しかないということで、長和町だけでなく、他の市町村でも

会議室として使用しているケースもある。事前に事務局に確認した際は、

議員以外でも使えるという意味での多目的という話だったと思う。皆さ

んからの意見にある多目的に利用するという発想が良いという意見は議

員さん以外の多目的利用ということでお答えいただいたと思っている。

話を聞いた方が違うため、食い違う点があったかもしれないので、確認

をさせてもらう。 

 

委 員： 多目的に利用しても良いということだったが、実際には使ったことは

ないとのことだった。災害時に使えれば良いと思う。 

 

委 員： そうしないと議員のモチベーションが下がると思う。 

 

④ その他 

 

 

⑤ 閉会 


