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はじめに 

 

町では、現庁舎の老朽化に伴う耐震性能不足への対応や、分散している行政機

能を一元化すべく、新庁舎の必要性とともに、想定規模を最大で 6,500 ㎡するこ

と、敷地面積を約 12,000 ㎡とすること、建設場所については、現本庁舎位置で

の建て替えとすることなど、整備検討委員会の答申を踏まえ、町の基本方針であ

る「富士川町新庁舎整備基本構想」を平成 28 年 11 月に策定いたしました。 

 

この基本構想スケジュールにより、平成 29 年度は、新庁舎建設の根幹となる

基本計画を策定するため、5 月に富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会を設置

し、各種団体の代表、議会の代表、近隣区長、公募住民、建築に関する有識者及

び町職員の代表を含めた 20 名の委員により、庁舎に関する整備方針について、

先進自治体への視察や熱心な議論を重ねていただき、10 月には検討結果の報告と

ともに、ご要望やご意見を頂いたところであります。 

 

こうしたことから、町では、この報告を基に、新庁舎に「町民サービスの向上

を目指すための機能」など 6 つの基本機能を導入することや、必要な延床面積を

最大で 6,300 ㎡とすること、「新庁舎と町民交流スペース、災害拠点スペースと

の一体利用」など 5 つの基本方針を考慮した、土地利用及び配置を計画すること、

事業スケジュールは平成 36 年度末を事業完了年度とすることなど、町の設計方

針を定めた「富士川町新庁舎整備基本計画」を策定いたしました。 

今後は、この新庁舎整備基本計画に基づいて、「人や環境にやさしく、町民の安

全と安心な暮らしを支える新庁舎」の整備を進めて参ります。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、多大なご尽力を賜りました富士川町新庁舎整

備基本計画検討委員会の皆様に深く感謝申し上げるとともに、町民の皆様には新

庁舎の整備に対し、なお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

平成 29 年 12 月 1 日 

富士川町長 志 村   学 
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第１ 新庁舎整備基本計画策定の経緯 

１ 新庁舎整備基本計画策定の経緯 
本町では、平成２８年１１月に「富士川町新庁舎整備基本構想」（以下、基本構

想）を策定し、この基本構想で掲げた基本理念や基本方針などをふまえ、設計段

階で必要となる諸条件をより具体的に検討するため、平成２９年５月に富士川町

新庁舎整備基本計画検討委員会を設置しました。 

関係する団体の代表や公募町民を含めた２０名の検討委員により、新庁舎に導

入する機能や空間構成の考え方、敷地の配置計画、事業手法・設計者の選定方法

などについて、熱心な議論を重ねていただき、１０月６日に、新庁舎整備基本計

画の内容に関する検討結果や要望・意見を取りまとめた検討結果報告書が提出さ

れました。 

こうしたことから、本町では、この報告書の内容をふまえ、新庁舎の設計業務

の指針となる「富士川町新庁舎整備基本計画」を策定しました。 

 

検討体制 
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２ 基本構想における検討結果 
基本構想においては、富士川町役場庁舎整備検討委員会からの整備方針に関

する報告を受けて、次のような結果となりました。 

 

（1） 新庁舎整備検討の背景（必要性）について 

現在の庁舎の抱える課題（問題点）を次のとおり整理しました。 

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。 

これらの問題点を解消するためには、「新庁舎の建設が必要」と考え 

ます。 

 

（2） 新庁舎建設の基本方針について 

より良い町民サービスの提供と、効率的な行政運営を目指して、基本理

念と基本方針を設定しました。 

基本理念 

「人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える庁舎」 

基本方針 

① 町民サービス、行政効率の向上を目指した機能的な庁舎 

② 経済性・耐久性を考慮した庁舎 

③ 住民協働の拠点となる人が集う庁舎 

④ すべての人にやさしい庁舎 

⑤ 環境との共生のとれた庁舎 

⑥ 町民の安全と安心な暮らしを支える防災拠点としての庁舎 

 

（3） 新庁舎の想定規模について 

新庁舎の面積は、基本機能ならびに付帯機能（防災対策機能、町民開放

機能等）の必要面積を考慮し、「延床面積を 6,000～6,500 ㎡」と想定しま

す。 

敷地面積は、庁舎・駐車場・緑地等を考慮し「最低限必要と考えられる

約 12,000 ㎡」と想定しました。 
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（4） 新庁舎の建設位置について 

基本理念、基本方針に基づき、①防災拠点、②町民の利便性、③基盤と

なるまちづくり、④事業の実現可能性の 4 つの望ましい立地条件を設定

し、この条件を満たす位置として「現本庁舎位置での建て替え」としまし

た。 

 

（5） 新庁舎建設費の想定について 

新庁舎建設費用の単価を 40 万円/㎡、延床面積を 6,000～6,500 ㎡と

想定し、｢26 億円程度｣と想定しました。 

（設計費、解体費及び外構整備費は含まず。） 

 

（6） 新庁舎の建設手法について 

各事業手法のメリット、デメリットを踏まえて検討した結果、「公共直

営方式を基本方針」としました。 

 

 

 



第２ 新庁舎整備の基本的考え方 

4 

第２ 新庁舎整備の基本的考え方 

新庁舎整備の基本的な考え方について、基本構想で設定した基本理念や基本方

針は、次のとおりです。 

 

１ 基本理念   「人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える庁舎」 
 

２ 基本方針 
1 町民サービス、行政効率の向上を目指した機能的な庁舎 

① 分散していた行政機能の集約化による行政効率の向上とともに、町民サ

ービスの向上を目指した機能的な庁舎とします。 

② 町民の使いやすさに配慮し、短い時間で効率的に用事を済ませることが

できるよう諸機能を適切に配置した庁舎とします。 

③ 急速に高度情報化社会が進展する中、ネットワークと情報システムを活

用して行政サービスの向上と行政事務の効率化を図り、将来の更なる情報

化・セキュリティ問題等に十分対応できる庁舎とします。 

2 経済性・耐久性を考慮した庁舎 

① 財政に与える影響をできるだけ抑えるため、長期にわたり庁舎としての

機能を維持することができるよう、施設の長寿命化、維持管理の容易さ、

将来必要となる改修への対応、設備更新への対応などの工夫により、長期

的な維持管理経費の軽減が可能な、経済効率の高い庁舎とします。 

3 住民協働の拠点となる人が集う庁舎 

① 町民の自主的、自立的な諸活動の場としてのスペースを提供し、町民の

交流や活動を促進し、行政と町民との協働を育む拠点となる庁舎としま

す。 

② 町民が気軽に庁舎を訪れ、人と人とのコミュニケーションが生まれるよ

うな空間のある庁舎とします。 

4 すべての人にやさしい庁舎 

① 高齢者や障害者、外国人など様々な人の利用に配慮した、ユニバーサル

デザインの理念を取り入れた庁舎とします。 

② 庁舎内外における段差の解消など、可能な限り全ての人が使いやすい施

設とし、住民サービスと機能の充実が図られた庁舎とします。 

5 環境との共生のとれた庁舎 

① 環境負荷の低減を基本に自然エネルギーの導入を積極的に図り、省エ

ネ・省資源対策の図られた庁舎とします。 
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6 町民の安全と安心な暮らしを支える防災拠点としての庁舎 

① 震災や災害時には、富士川町の災害対策の拠点としての役割と機能を担

う庁舎とします。 

② 新庁舎は、町民の安心・安全な暮らしを支える拠点として、高度な耐震

性及び防火性を備えた、耐久性のある建物とします。 

 

３ 新庁舎の基本となる機能 
新庁舎整備の基本理念及び基本方針の実現に向け、新庁舎へ導入する機能に

ついて、基本となる施設機能を次のとおり整理します。 

基本機能－１ 町民サービスの向上を目指すための機能 

具体的には、窓口機能、案内機能、相談機能、アクセス機能などを整備しま

す。また、ユニバーサルデザインの導入を図り、すべての人にやさしい庁舎を

整備します。 

基本機能－２ 住民協働の拠点とするための機能 

具体的には、町民活動・町民交流支援機能、情報発信機能、利便施設機能な

どを整備します。 

基本機能－３ 行政事務を効率的に行うための機能 

具体的には、執務環境機能、文書等保管機能、ＩＣＴ機能などを整備しま

す。また、庁舎の維持管理、ライフサイクルコストを勘案し、経済効率の高い

庁舎として整備します。 

基本機能－４ 開かれた議会を進めるための機能 

具体的には、議会機能、議会情報発信機能などを整備します。 

基本機能－５ 環境と共生するための機能 

具体的には、自然採光・自然通風、太陽光など自然エネルギーの導入を積極

的に図り、周辺環境等へ配慮し、省エネ・省資源対策の図られた庁舎として整

備します。 

基本機能－６ 防災拠点としての機能 

具体的には、防災拠点としての耐震性の確保及び災害対策機能、セキュリテ

ィ機能、バックアップ機能などを整備します。 
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第３ 新庁舎に導入する機能 

基本構想をはじめとして、これまでの新庁舎整備に関する検討や議論及び報告

等をふまえ、新庁舎の機能について、次のような機能の導入を計画します。 

 

基本機能－１ 町民サービスの向上を目指すための機能 
(1) 窓口機能 

① 窓口利用の多い課を低層階に集約する

とともに、業務連携の多い課を可能な限

り近接した配置とし、１つのフロアで短

時間かつ効率的な町民サービスが提供で

きるよう、ワンストップフロア方式の窓

口を計画します。 

② エントランスから窓口までに適度なス

ペースを設け、来庁者が利用しやすい空

間を目指します。 

③ 窓口カウンターは、手続きや相談が座

ってできるようローカウンターを基本と

し、車いす利用者にも対応したものとし

ます。 

④ キッズスペースを設置します。 

⑤ 授乳室の設置を検討します。 

 

      

 

(2) 案内機能 

① 目的の窓口が分かりやすいように、庁舎入口及び各階に案内板及び誘導

板を設置します。 

② 会議の開催場所や、庁内の情報などが把握できる電光掲示板や電子ディ

スプレイの設置を検討します。 

③ 誰にとっても分かりやすいように、絵文字や配色を考慮した案内表示を

導入します。 

【イメージ：ローカウンター(四街道市)】 【イメージ：キッズスペース(青梅市)】 

【イメージ：ワンストップフロア方式】 
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④ 入口に一番近い課に総合案内担当を配置し、案内機能の充実を図ります。 

       

 

(3) 相談機能 

① 利用者が相談しやすいように、プライバシーレベルに応じた相談室や相

談スペースなどを設置します。 

② 来庁者のプライバシーに配慮し、待合スペースとカウンターの距離を確

保し、カウンターへ仕切り板を設置します。 

     

 

(4) アクセス機能 

① 来庁者の動線に配慮し、利用しやすい

駐車場、駐輪場を整備します。 

② 入口付近には、屋根付きの乗降場の整

備を検討します。 

 

 

 

 

(5) ユニバーサルデザイン 

① 各階に多目的トイレの整備を検討します。また、町民利用の多い１階に

は、オストメイト対応のトイレを整備します。 

② 各階へ移動しやすいように、ユニバーサルデザインに対応したエレベー

ターを設置します。 

【イメージ：絵文字(甲府市)】 【イメージ：フロア案内(甲府市)】 

【イメージ：相談ｽﾍﾟｰｽ(横浜市保土ヶ谷区)】 【イメージ：窓口カウンター(甲府市)】 

【イメージ：屋根付乗降場(青梅市)】 
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③ 庁舎内は、誰もが移動がしやすいように、手すりやスロープを整備しま

す。 

    

 

基本機能－２ 住民協働の拠点とするための機能 
(1) 町民活動・町民交流支援機能 

① 町民の会議やイベントなど、諸活動の支援スペースとして、申請により

利用できる町民開放会議室を整備します。 

② 町民の作品展示をはじめとした、諸活動ができる多目的スペースを確保

します。 

       

(2) 情報発信機能 

① 行政情報や観光情報など、様々な情報

を集約した情報発信スペースを確保しま

す。 

② 外国人向けの情報を集約したスペース

の確保についても、必要に応じて検討し

ます。 

 

  

【イメージ：多目的トイレ(会津若松市)】 【イメージ：ユニバーサルデザイン対応ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ】 

【イメージ：市民活動室(甲府市)】 【イメージ：展示コーナー(甲府市)】 

【イメージ：市政情報発信コーナー(甲府市)】 
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(3) 利便施設機能 

① 来庁者が、休憩など気軽に利用できる

スペースを確保します。 

② 利用しやすさに配慮し、ATM コーナ

ーの庁舎内設置の可能性を検討します。 

 

 

 

 

基本機能－３ 行政事務を効率的に行うための機能 
(1) 執務環境機能 

① 各部署の配置は、業務の関連性によ

り、関係部署間で連携しやすい配置とし

ます。 

② 町民のニーズや、社会状況の変化に伴

う組織の変更にも、柔軟に対応できる空

間構成を計画し、執務室の机等は、ユニ

バーサルレイアウトを基本に検討しま

す。 

③ フロア全体を有効に活用できる平面構

成とし、フロア内に一体感を持たせ、開

放性や視認性に優れたオープンフロアを

基本に計画し、それに配慮した、効率的

な収納什器の設置を検討します。 

④ 情報の保護や、業務上のセキュリティ

を確保するため、内部会議室や書庫及び

倉庫などは、バックヤードへの適切な配

置を検討します。 

⑤ 日常的な打合せに利用するスペースを執務空間内に配置するとともに、

打合せブース及び会議室は、各階への適正な配置を検討します。 

⑥ 使用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、オープンフロア

の壁を可動式にするなど、用途に応じて規模を変更できる仕様を計画しま

す。 

⑦ 職員の健康増進及び円滑な職務遂行のため、バックヤードに福利厚生施

設の設置を検討します。 

⑧ 各階に、簡易な給湯室や厨房設備の整備を検討します。 

⑨ 夜間及び閉庁日における来庁者対応のため、来庁者用の夜間休日通用口

を設置するとともに、近接した宿日直室の配置を検討します。 

⑩ 既存什器の状態を調査するとともに、再利用の可能性を検討し、費用の

縮減に努めます。 

【イメージ：市民開放スペース(土浦市)】 

【イメージ：オープンフロア(青梅市)】 

【イメージ：打合せスペース(住田町)】 
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(2) 文書等保管機能 

① 保存年限に応じた文書庫は、仕分け作

業や閲覧スペースを備えるとともに、耐

火・耐震機能を有した書庫として整備し

ます。 

② 文書量の縮減に努め、文書庫等の効率

的な利用による、適正な規模の書庫を整

備します。また、文書管理方法の見直し

や新たな文書管理方法を検討します。 

③ 一時的な保管のため、各階に必要に応じた書庫・倉庫の設置を検討しま

す。 

④ 保存年限別文書庫は、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。 

 

(3) ＩＣＴ機能 

① 現状の情報ネットワークシステムを踏

襲するとともに、将来的な ICT 技術の進

展にも対応可能な、システムの導入や整

備を検討します。 

② 来庁者が利用できる公衆無線LAN設備

の導入を検討します。 

③ 業務に使用するシステムや、電子化さ

れた行政情報の保存を目的に、専用のサ

ーバ室を整備します。 

④ サーバ室は常時冷却が必要であり、専用空調設備を設け、機密性、耐

火・耐震性能を備えるとともに、ICT 技術の進展に対応できる適切な規

模・機能を検討し整備します。 

⑤ 日常業務において、増え続ける電子データの保存方法や運用方法の改善

を検討します。 

 

(4) 経済効率の高い庁舎 

① 将来の機構改革等の変化にも柔軟に対応できるよう、照明や空調の適切

な配置と、部分的な電源の切り替えが可能な設備の導入を計画します。 

② ライフサイクルコストを縮減できるよう、エネルギーの使用状況を管理

できるシステムの導入を検討します。 

③ 保全情報を管理し、効率的に修繕・改修等が行なえるよう、管理システ

ムの導入を検討します。 

 

  

【イメージ：書庫(安曇野市)】 

【イメージ：サーバ室】 
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基本機能－４ 開かれた議会を進めるための機能 
(1) 議会機能 

① 議場等は、開かれた議会となるよう、

ユニバーサルデザインに対応した整備を

行うとともに、議員席、執行部席など必

要な座席数を確保した上で、効率の良い

形態について検討を進めます。また、傍

聴席は必要な座席数とともに、車いす利

用者のスペースを確保します。 

② 議会活動に必要な議員控室、委員会室

及び議長室などの諸室を一体的に整備す

るとともに、議員控室及び委員会室につ

いては、多目的使用の可能性を検討しま

す。また、蔵書、配架及び閲覧スペース

を備えた図書室については、スペースを

確保します。 

③ スムーズな議会運営のための議場シス

テムの導入を検討します。 

④ タブレット端末を使用した議会運営のための設備を計画します。 

     

 

(2) 議会情報発信機能 

① 町民に開かれた議会の実現のため、ケーブルテレビ等を利用して、議会

開催状況を映像で公開するため、議会中継システムを導入します。 

② 議会の活動内容がわかる情報コーナーの設置や、庁舎内にディスプレイ

を設置し、来庁者等に向けた議会開催状況の発信を検討します。 

 

 

  

【イメージ：図書スペース(安曇野市)】 【イメージ：職員控室兼会議室(安曇野市)】 

【イメージ：対面配置型(甲府市)】 

【イメージ：直列配置型(安曇野市)】 
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基本機能－５ 環境と共生するための機能 
(1) 自然エネルギーの活用 

① 自然採光や自然通風を積極的に取り入れるよう整備します。 

② 屋上緑化、壁面緑化についてはランニングコストなどを検証し、導入の

可能性を検討します。 

 

(2) 再生可能エネルギーの活用 

① 太陽光や中水、地中熱等の自然エネル

ギーについて、費用対効果や補助金等を

考慮する中で、導入を検討します。 

 

(3) 環境共生機能 

① 県産材を活用した内装の木質化を検討

し、快適に利用できる窓口空間の整備を

計画します。 

 

(4) 省エネルギー設備の導入 

① 庇や Low-E ガラスなど熱負荷を低減できる設備について、費用対効果

を考慮する中で、導入を検討します。 

② LED 等の高効率機器や自動照明など、省エネルギー効果の高い設備機

器を導入します。 

 

 

【イメージ：グリーン庁舎(国土交通省 HP)】

【イメージ：太陽光パネル(甲府市)】 
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基本機能－６ 防災拠点としての機能 
(1) 耐震性の確保 

① 災害発生時に庁舎の被害を最小限に抑

え、主要な機能を維持し、迅速な災害対

応活動を行うために、必要な耐震性を確

保します。 

② 室内の機器・備品が転倒・機能停止し

ないよう配慮します。 

 

(2) 災害対策機能の整備 

① 災害時に迅速な初動対応ができるよ

う、災害対応に必要な機器を常設した

災害対策本部室を整備します。また、

平常時には通常の会議室としての利用

を計画します。 

② 災害時の本部運営に必要となる物資及

び避難所への支援物資を貯蔵する備蓄

倉庫を整備します。 

③ ライフラインが途絶した場合でも、

災害対策本部機能を一定期間維持するこ

とができるように、非常用発電設備など

の必要な設備を整備します。 

④ 災害の発生に備え、一定期間の災害対

策活動に必要な飲料水、雑用水及び排水

機能を確保します。 

 

(3) セキュリティ機能 

① 庁舎を安全に、安心して、利用でき

るよう防犯カメラなど、防犯機能の整備を計画します。 

② 行政情報や個人情報保護のため、来庁者の立ち入り可能なエリアを明確

にするとともに、サーバ室など高い気密性を求められるエリアには、特定

の職員のみが入室できるようにするなど、セキュリティレベルの区分の設

定と必要な設備の導入を検討します。 

 

(4) バックアップ機能 

① 瞬間停電や非常時及び設備機器のメンテナンスや更新時においても、コ

ンピューター機器を寸断させることなく稼働させるため、必要な電源供給

ができる UPS（蓄電設備）や自家発電設備などの設備機器及び電子情報

の外部保存などバックアップ機能を計画します。 

【イメージ：本部長会議室(甲府市)】 

【イメージ：防災対策室(情報収集業務)(甲府市)】 

【イメージ：備蓄倉庫(登米市消防防災ｾﾝﾀｰ)】 
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第４ 新庁舎の空間構成の考え方 

１ 新庁舎に配置する部署 
新庁舎には次の部署を配置します。 

課 等 担 当 

町長室  

政策補佐 政策補佐 

政策秘書課 秘書担当、企画推進担当、広聴広報担当 

財務課 人事給与担当、行政担当、財政担当、リニア対策室 

管財課 財産管理担当、契約担当、施設整備担当、地籍調査担当 

税務課 住民税担当、資産税担当、徴収担当 

防災課 防災担当、交通担当 

町民生活課 戸籍担当、保険年金担当、生活環境担当 

福祉保健課 介護福祉担当、障害福祉担当、健康増進担当 

地域包括支援センター 

子育て支援課 児童支援担当、児童保育担当、母子保健担当 

子育て世代包括支援センター 

産業振興課 商工振興担当、観光振興担当、農林振興担当 

土木整備課 一般土木担当、農林土木担当 

都市整備課 計画公園担当、整備推進担当、住宅担当 

上下水道課 下水道担当、簡易水道担当、業務担当、上水道業務担当 

上水道工務担当 

会計課 会計担当 

議会事務局 庶務担当、議事調査担当 

農業委員会 農業委員会担当 

教育長室  

教育総務課 総務学校担当 

生涯学習課 社会教育担当、社会体育担当 

※ 配置する部署については、将来の機構改革等の予測が困難であるため、

平成 29 年 4 月 1 日時点での部署を基に想定します。 
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２ 新庁舎の階層の考え方 
新庁舎の諸機能について、各階層の配置の考え方は次のとおりです。 

【１階】 

１階には、町民利用の多い機能を中心に配置します。 

執務機能についても町民利用が多い部署を配置します。 

【中層階】 

中層階には、町民利用が比較的少ない機能を中心に配置します。 

執務機能については町民利用の比較的少ない部署を配置し、防災対応機能

や執行機能を配置します。 

【最上階】 

最上階には、議会の独立性を考慮し、大きな空間が必要な議会機能を配置

します。 

新庁舎の階層イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新庁舎の平面構成の考え方 
平面構成の考え方については、さまざまな平面構成パターンを検証し、関連

部署との調整や庁内における検討を行い、どのパターンが機能的・規模的に最

適であるか、引き続き基本・実施設計段階において検討を行います。

最上階

中層階

1階
町民交流・支援機能

執務機能

議会機能

執行機能 防災対応機能

執務機能

執務機能

窓口案内機能

※ 階層構成をイメージしたものであり、建物の形状及び階数は確定したものではありません。 
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第５ 新庁舎の想定規模 

 

１ 施設規模 
(1) 必要面積算定の基本条件 

ア 想定職員数及び議員数 

新庁舎の必要面積算定に用いる、庁舎内勤務の想定職員数は、第 2 期富

士川町定員管理計画の最終年度となる、平成 32 年度の目標職員数に基づき、

特別職 2 人を含み 144 人とします。 

嘱託職員及び臨時職員は、社会情勢の変化等により様々な増減要因が考え

られ、今後の予測が困難であるため、基本構想で示したとおり 29 人としま

す。 

以上のことから、庁舎内勤務の想定職員数の合計は、基本構想と同じく

173 人とします。 

議員数についても、基本構想と同じく、富士川町議会の議員の定数を定め

る条例に基づき 14 人とします。 

 

(2) 必要面積の算定 

ア 標準機能 

庁舎に必要な標準機能の面積は、基本構想と同様に、他自治体での庁舎建

設に多く用いられている、総務省起債対象事業費算定基準(地方債同意等基

準)を基に、4,480 ㎡とします。 

なお、議会機能の必要面積には、議場、委員会室など諸室を含むものとし

ます。 

 

総務省基準による面積算定 

 

区分 諸室 算定方法 必要面積 

事務室 執務室 
各役職の人数に換算人数をかけて

4.5 ㎡/人を乗じた面積 
1,190 ㎡ 

倉庫 倉庫、税務資料保管庫 事務室面積の 13％に相当する面積 150 ㎡ 

会議室等 
会議室、電話交換室、

便所、洗面所等 
職員数に 7 ㎡/人を乗じた面積 1,210 ㎡ 

議会機能 議場、委員会室等諸室 議員数に 35 ㎡/人を乗じた面積 490 ㎡ 

通行機能 
玄関、廊下、階段、 

エレベーター等 

総務省基準を参考に合算した必要機

能の面積の 30％に相当する面積 
1,440 ㎡ 

合計  4,480 ㎡ 
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イ 標準機能以外の機能 

標準機能以外に、必要と考えられる次の機能については、新庁舎の基本と

なる機能をふまえ、必要面積を 1,820 ㎡とします。 

 

標準機能以外の必要面積算定 

 

ウ 新庁舎に必要な面積の算定結果 

以上の結果から、新庁舎に必要な想定面積は次のとおりとなります。 

 

  

区分 諸室 算定方法 必要面積 

窓口機能 
金融機関派出、キッズ 

スペース 

現施設及び他自治体の事例を参考に

設定 
20 ㎡ 

相談機能 
子育て支援相談室 

相談室 

現施設及びプライバシーに配慮した

相談室を想定し設定 
160 ㎡ 

町民活動・ 

町民交流機能 

町民ロビー等 

町民開放会議室 

旧町民会館貸館施設及び他自治体の

事例を参考に設定 
320 ㎡ 

執務環境 

機能 

印刷室作業室、更衣室 

食堂、休養室 
現施設及び職員数を参考に設定 250 ㎡ 

文書等保管

機能 

保存年限指定書庫 

その他書庫等 
現施設及び文書量を参考に設定 390 ㎡ 

ICT 機能 サーバ室 
サーバ稼動及びメンテナンス等に必

要な規模を想定し設定 
80 ㎡ 

災害対策 

機能 

災害対策本部室 

備蓄倉庫 
左記の規模を想定し設定 360 ㎡ 

設備関係 

機能 

機械室、電気室 

自家発電機室 

国土交通省の新営一般庁舎面積算定

基準を参考に設定 
240 ㎡ 

合計  1,820 ㎡ 

区分 必要面積 

標準機能 4,480 ㎡ 

標準機能以外の機能 1,820 ㎡ 

合計  6,300 ㎡ 
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ただし、上記面積は基本計画時点での想定面積であり、ATM 等の利便性機

能は含まれていません。 

今後、新庁舎の基本設計を進めていく過程において、庁舎規模を算定する際

は、執務環境等の適正な規模を計画するとともに、執務環境以外の機能も精

査し、将来を見据え、機能性、効率性、共用性及び安全性を踏まえ、コスト

を勘案しながら適正な規模を計画します。 

 

新庁舎に必要な延床面積 最大 6,300 ㎡程度 
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第６ 新庁舎整備の敷地の配置計画 

新庁舎整備に関して、今後、基本・実施設計を進めるにあたり、配置計画につ

いての考え方を整理します。 

 

１ 新庁舎の建設位置 
基本構想において、新庁舎の建設位置の選定にあたり、望ましい立地条件を

次のとおり設定し、現本庁舎位置での建て替えとしました。 

 

【基本構想より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

なお、基本計画段階において、周辺整備も含め、より良い庁舎整備の計画を

策定することとした。 

【望ましい立地条件】 

①防災拠点 ②町民の利便性 ③基礎となるまちづくり ④事業の実現可能性 

「庁舎周辺地域の活性化や将来の発展性を考慮した町の中心拠点施設として、

ふさわしい位置に建設することが望ましい。」 

新庁舎の建設位置は、現本庁舎位置での建て替えとします 
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２ 敷地の配置計画の考え方 
現本庁舎の敷地については、町道により４つに分断されており、なおかつ、

不整形であります。こうしたことから、基本計画においては、建物の形状、階

層・平面構成の考え方やアクセス方法などが決まっていないため、望ましい立

地条件を基に、次のとおり、配置計画の５つの基本方針を整理しました。 

 

■ 現本庁舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５つの基本方針】 

① 新庁舎と町民交流スペース（防災拠点スペース）との一体利用 

・平常時は町民が自由に利用できる町民交流スペース（広場）、災害時には災

害対策活動に活用できるスペースを想定した配置とします。 

・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

活用できるよう計画します。 

② アクセス性 

・県道平林青柳線及び町道金手小林 1 号線からの進入口の整備を計画します。 

③ 利用者の利便性 

・駐車場は基本構想時に想定した駐車台数が確保できる配置とします。 

・現本庁舎の敷地について、東西方向に高低差があるため、高低差を活かした

敷地の活用方法を検討します。 

本庁舎南別館 

東側駐車場 

本庁舎 

南側駐車場 

本庁舎東別館分館 

本庁舎東別館 

N 
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以上のとおり整理した５つの基本方針、建物の形状や大きさ、法規制などを

考慮する中で、基本設計段階で将来を見据えた土地利用及び配置計画を検討し

ます。 

 

                                      

５つの基本方針から想定される新庁舎配置（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民交流 

スペース 

（広場） 

駐車スペース 

新庁舎 

駐車スペース 

駐車スペース 
倉庫・書庫等

付属棟 

④ 周辺への対応 

・一体的に活用するために町道の廃止が必要な場合は、新庁舎周辺が住宅地で

あるため、町民の利便性を低下させないよう、既存町道の拡幅や道路の付替え

を計画します。 

⑤ 緑地の確保 

・法規制等で規定されている緑地面積が確保できるよう配置します。 
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第７ 新庁舎整備の事業手法・設計者の選定方法 

 

１ 新庁舎整備の事業手法 
事業手法の選定にあたり、基本構想では公共直営方式と PFI 方式の検討を行

い、公共直営方式を基本方針としました。公共直営方式では主となる２つの事

業手法があり、概要及び検討結果は次のとおりです。 

事業手法 設計・施工分離発注方式 
設計・施工一括発注方式 

（DB 方式） 

概要 施設の設計・建設・維持管理・運

営までをそれぞれに請負・委託契

約を発注する方式 

施設の設計と施工を一括して委託

する方式 

メリット ・地元企業の参画、地域経済活性

化の面で優位性が高い。 

・設計段階で民意や職員の意見を

反映しやすい。 

・設計、施工を個別に発注するた

め、段階に応じた柔軟な業務の発

注、対応が可能。 

・民間ノウハウの活用により、コ

スト縮減の可能性がある。 

・設計期間終了前に、施工準備を

することも可能であり、工期短縮

の可能性がある。 

デメリット ・民間ノウハウを活かしにくく、

コスト縮減が困難な可能性があ

る。 

・設計、施工の個別発注のため、

工期短縮が困難な可能性がある。 

・工事監理の際のチェック機能が

保てない可能性がある。 

・事業者選定のための準備期間や

施設の性能等を示す仕様書の作成

に期間が必要となる。 

・設計案を選定するため、発注後

の大幅な変更が困難となる。 

・職員にノウハウがなく、ＤＢ方

式を採用する際は、専門業者への

委託が必要となる。 

・ＤＢ方式のノウハウを持つ大手

企業の参画に優位性があるため、

地元企業の参画、地域経済活性化

が困難となる。 

以上のことから総合的に判断した結果、町民や職員の意見の反映をしやすく、

地元企業の参画、設計・施工の各段階に応じた柔軟な対応などが可能であるこ

とから、 

 

 

 

 

事業手法は公共直営方式による 

『設計・施工分離発注方式』を採用します。 
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２ 設計者の選定方法 
設計者の選定方法には次の３つの方法があります。概要及び検討結果は次の

とおりです。 

選定方法 競争入札方式 設計競技（コンペ）方式 プロポーザル方式 

概要 入札価格が最も安価

な設計者を選定する

方式 

最も優れた設計案を選定す

る方式 

最 も 優 れ た 設 計 者

(人)を選定する方式 

メリット ・金額による競争の

ため、選定基準は明

確にしやすい。 

・具体的な案を見てから選

定することができる。 

・設計案を選定するため、

基本設計程度の基礎が完成

となる。 

・設計者の実績や考

え方に基づき選定す

るため、設計段階に

おいて民意や職員の

意見の反映がしやす

い。 

・設計者の選定のた

め、選定後の設計条

件 の 変 更 が し や す

い。 

デメリット ・金額のみでの評価

となるため、技術力

やデザイン力につい

て評価できない。 

・設計段階において、民意

や職員の意見の反映困難。 

・提案された設計案に対す

る大幅な変更が困難とな

り、建築コストが増加する

可能性がある。 

・設計案を作成してもらい

審査するため、参加報酬の

支払いが生じる。 

・職員にノウハウがなく、

設計競技方式を採用する際

は、専門業者への委託が必

要となる。 

・選定基準の明確化

が必要。 

 

 

また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び国の「公共工事の品質

確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」において、

公共工事の品質確保のためには、公共工事に関する調査・設計の品質が重要な

役割を果たすため、競争参加者の技術的能力の審査が必要であることが示され

ていることから、国土交通省大臣官房官庁営繕部ではプロポーザル方式による

設計者の選定が有用であるとしています1。 

さらに、平成 29 年 1 月の「官公庁施設整備における発注者のあり方について

                                                 
1 出典：質の高い建築設計の実現を目指して（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
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（答申）」2及びこの答申を基に取りまとめられた「公共建築工事の発注者の役

割 解説書(第一版)」3においても、国土交通省の官庁営繕事業では、建築士が行

うことが義務付けられている設計業務等の設計者について、原則として、プロ

ポーザル方式により選定することとされており、地方公共団体においても、国

と同様な設計者の選定方法が求められています。 

 

以上のことから総合的に判断した結果、優れた設計者の選定や公共工事の品

質確保が可能であり、また、町民や職員の意見の反映がしやすいことなどから、 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 出典：「官公庁施設整備における発注者のあり方について」(2017 年 1 月 20 日 社会資本整備審議会答

申) 
3 出典：公共建築工事の発注者の役割 解説書(第一版) (2017 年 6 月 1 日掲載) 

設計者の選定方法は 

『プロポーザル方式』を採用します。 
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第８ 新庁舎整備のスケジュール 

新庁舎整備のスケジュールは、他の重点事業との調整など、様々な要因により

整備が前後することも考えられますが、合併推進債の活用期限である平成 36 年

度末までには事業を完了することとします。 

 

 

 

 

年　度
業　務

平成36年度

基本計画

執務環境整備
調査・計画

基本・実施設計
(発注準備含む)

移転
(計画・管理含)

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

許認可申請、新庁舎
建設工事発注準備

開発工事等
(調査、解体含)

新庁舎建設工事

共用開始

平成35年度
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富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会設置要綱 

(設置) 

第 1 条 新庁舎の整備基本計画等について、検討し、又は協議するため、富士川 

町新庁舎整備基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

(1) 新庁舎の整備基本計画に関すること。 

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 町議会議員 

(2) 関係団体の代表者 

(3) 公募町民 

(4) その他町長が必要と認めた者 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、第 7 条の規定による報告の日までとする。 

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長が決するところによる。 

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明

又は意見を聴くことができる。 

(報告) 

第 7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報

告するものとする。 

(守秘義務) 

第 8 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(庶務) 

第 9 条 委員会の庶務は、管財課において処理する。 

(その他) 

第 10 条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員



参考資料 

27 

長が委員会に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

(会議招集の特例) 

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第 6 条第 1 項の規定にかか

わらず、町長が招集する。 
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富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会名簿 

（順不同、敬称略） 

№ 氏名 所属 役職名 備考 

1 深澤 公雄 富士川町議会 議員  

2 鮫田 洋平 富士川町議会 議員  

3 川手 貞良 富士川町教育委員会 教育長  

4 佐塚 孝之 区長会 会長  

5 㓛刀 吉文 富士川町消防団 団長  

6 依田 英男 富士川町都市計画審議会 会長  

7 牧野 雅紀 富士川町身体障害者相談員 代表  

8 
徳田 隆二 

富士川町子ども・子育て会議 会長 
H29.6.30 まで 

海野 輝男 H29.7.1 から 

9 杉田 宗利 富士川町体育協会 会長  

10 井上 孝 富士川町文化協会 会長  

11 大塚 和子 富士川町赤十字奉仕団 委員長  

12 入倉 治彦 富士川町商工会 会長 ○ 

13 志村 一彦 富士川町社会福祉協議会 会長  

14 㓛刀 千秋 公募町民   

15 川手 政子 公募町民   

16 堀口 広秋 有識者  ◎ 

17 長澤 正人 天神中條区 区長  

18 笹本 正 青柳町区 区長  

19 保坂 徹也 山梨県県土整備部営繕課 技術指導監  

20 田辺 明弘 富士川町 会計管理者 
庁内検討 

作業部会長 

◎：委員長 ○：副委員長 
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■ 富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会 検討状況 
 

H29.5.16 第 1 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1) 目的及び検討体制について 

 (2) 基本構想の内容について 

 (3) 検討委員会のスケジュールについて 

 

H29.6.28 第 2 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1) 新庁舎整備の基本的考え方について 

 (2) 新庁舎に導入する機能について 

 (3) 新庁舎の空間構成の考え方について 

 (4) 先進地視察について 

 

H29.7.24 第 3 回検討委員会 長野県 長和町、安曇野市 

議事 先進地視察 

 

H29.8.29 第 4 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (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 

 

H29.9.25 第 5 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1)検討委員会報告書(案)について 

    

H29.10.6 報告書提出 役場本庁舎町長室 

 

 

   

■ 富士川町新庁舎整備基本計画(案) パブリックコメント実施 

H29.10.26～ 町広報、町 HP で意見募集について周知(30 日間) 

H29.11.24    
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第１回から第５回までの要望と意見（抜粋） 

 

1 導入する機能に関すること 

・ 総合案内でしっかり案内をしてもらえると、来庁者は行きたいところへス

ムーズに行ける。総合案内担当がキーマンである。障害を持っている方や相

談がある来庁者には、職員がその人のところへ来て、その場で申請が全てで

きるようなスペースがあれば良い。総合案内のスペースを広くしてもらいた

い。（第 2 回） 

・ 町民活動・町民交流支援機能の多目的スペースや、利便施設機能に「来庁

者が、休憩など」という表現があるが、中途半端な空間を造るのではなく、

目的意識を持った整備が必要だと思う。（第 2 回） 

・ 経済効率の高い庁舎は非常に大切。建物は建てて半分、育てて半分と言わ

れていて、メンテナンスやライフサイクルコストが大事になる。事務室のフ

リーアクセスフロアや、LED 照明の導入など、トータルで考えて経済効率が

高い庁舎を目指してもらいたい。（第 2 回） 

・ 現在、建物の寿命は鉄筋コンクリ—トで 70、80 年と言われているが、配

管などの設備関係は 15 年から 20 年程度で交換が必要となる。いかに安く改

修できるかということを目指す必要がある。（第 2 回） 

・ 新庁舎は災害対策本部となることも考慮して、トイレの洗浄や排水に雨水

や地下水の利用を検討していただきたい。（第 2 回） 

・ 清潔感という部分では、来庁者も気にするので、現業職などの外によく出

る職員や、夏場の宿直者のため、余裕があればシャワー室を検討してほしい。

（第 2 回） 

・ デスクワークが多いので、男女別に畳のスペースを設けたらどうか。昼休

みでの利用や、職員同士のコミュニケーションを図るため、必要だと思う。

（第 2 回） 

・ 電子データについては、分散した外部保存が必要だと思う。（第 2 回） 

・ Ｗifi の整備は、当たり前の時代になっていると思われるため、極力、整備

していただきたい。（第 2 回） 

 

2 部署等の配置について 

・ 隣り合っていなければならない課、１階になければならない課、どの階で

も柔軟に対応ができる課など、そういうものを明確に示す必要がある。（第 1

回） 

・ 備蓄倉庫などは、費用や利用しやすさを考えると、別棟の方が良いと思う。

（第 2 回） 
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3 施設規模、延床面積に関すること 

・ 延床面積や階数を決定するためには、課毎の関連性や必要な部屋を明確に

していくことが必要だと思う。（第 1 回） 

・ 現在点在している各庁舎の玄関ホールやトイレなどの重複した用途の整理、

また、会議室の兼用・共用化を図り、稼働率を高めていけば、まだまだ無駄

を省けると思う。（第 4 回） 

 

4 敷地の配置計画に関すること 

 ・ 現本庁舎の敷地をみると、非常に使いにくい敷地になっていると思う。東

側駐車場の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

ようなことは考えないのか。（第 5 回） 

 

5 事業手法に関すること 

・ プロポーザル方式は、一般的に各自治体で行なわれていて、発注者の意見

が反映されやすく、その意見が設計に活かされる。金額も上限があり、一番

良い選定方法だと思う。（第 4 回） 

・ 県内の 3～4 名以上の一級建築士がいる事務所で、2 社くらいのジョイント

を組むなど方法はある。できる限り、県内・町内の設計者、一級建築士に配

慮した、参加方法・機会をつくってほしい。（第 4 回） 

・ プロポーザルは発注者である町の体制、職員の配置状況、町の業務経験が

備わって初めて十分に機能する制度。実施するのであれば、町側の体制をし

っかりと整備し、業者の選定や基本・実施設計を進めてもらいたい。（第 5 回） 

 

6 スケジュールに関すること 

・ 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とい

う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

解体と建設を繰り返し、工事を 2 期に分ける方法がある。現実的には 2 回に

分けるのが順当だと思う。（第 4 回） 

・ 地盤の状況により、施工期間は大きく変わる。職員・備品の移転など、

様々な要因により施工期間が延びる可能性がある。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ほしい。（第 4 回） 

 

7 木材利用に関すること 

・ 先進自治体では、外装にも木を使っている。町内や地元木材の利用は、産

業の育成にもなる。庁舎整備に活用する条件を入れてほしい。（第 4 回） 

 

8 コストに関すること 

・ 会議室の稼働率は重要だと思う。年間に、どのような会議が何人で何回あ

るのか。会議室の共用化のため、それらが分かれば、コストの削減が可能だ

と思う。（第 4 回） 
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・ 面積の増減は建設費に直結する。基本・実施設計に向けて「各諸室やスペ

ースの共用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、コ

スト縮減に向けて、もっと明確な姿勢を示すべきだと思う。（第 4 回） 

 

9 その他 

・ 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

してほしい。（第 5 回） 

・ HP を見ればわかるということではなく、委員が提案したものが採用された

ということが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

要望が入っていることがわかれば、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ほしい（第 5 回） 

・ 建設検証委員会というようなものを作り、図面や計画案がでてきたところ

で配置や大きさについて検討ができれば良いと思う。（第 5 回） 
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第３回検討委員会 先進地視察 実施状況及びアンケート結果 

先進自治体が導入した機能・設備や具体的取組を視察し、基本計画策定に向け

た検討の参考とするため、長野県 小県郡長和町役場と安曇野市役所の先進地視

察を実施しました。 

 

1 実 施 日：平成 29 年 7 月 24 日（月） 

2 視察自治体：長野県 小県郡長和町及び安曇野市 

3 参 加 者：検討委員 17 名（欠席 3 名） 

：富士川町職員 ５名（内 事務局３名） 計 22 名 

4 視察概要 

 長和町役場 安曇野市役所 

人口（H29.6.1） 6,299 人 97,987 人 

庁舎竣工年月日 平成 2７年 12 月 平成 27 年 1 月 

建築面積 2,184.91 ㎡ 4,297.37 ㎡ 

延床面積 3,466.65 ㎡ 地上 16,325.43 ㎡ 

地下 4,877.49 ㎡ 

階数 ２階 地上：4 階 地下：1 階 

構造 木造 

一部鉄筋コンクリート造 

地階：鉄筋コンクリート造 

1～3 階：プレキャスト・プレ

ストレストコンクリート造 

4 階：鉄骨造 

耐震構造 耐震構造 免震構造 

特長 ・町産材使用 

・町民の交流ゾーン整備 

・災害対策本部室常設 

・ワンストップサービス導入 

・外装、内装に木材使用 

 

5 アンケート結果 

先進地視察に際し、実施したアンケートについて長和町、安曇野市の両市町

に対するアンケート結果については次のとおりです。回答者は検討委員 17 名と

職員２名の合計 19 名です。 

なお、集計について、問１の回答数については①から⑥のそれぞれの選択肢

のチェックの数をカウントしていますが、その他良かった点については、それ

ぞれを「１」としてカウントしています。回答割合については小数第２位で四

捨五入をしているため、合計が 100%にならない回答結果があります。 
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問１ 視察した諸機能の良かった点についてお伺いします。諸機能について良か

った点にチェックをお願いします。選択肢右の（ ）には具体的にどのような

点が良かったのか、ご意見がありましたらご記入ください。（複数回答可） 

 

 

① 窓口機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

窓口周辺の木質化 13 28.3% 

キッズスペースの設置 7 15.5% 

ローカウンターの設置 12 26.1% 

授乳室の設置 9 19.6% 

その他良かった点(廊下のぬくもり) 1 2.2% 

その他良かった点(廊下のスペースの広さ) 2 4.3% 

その他良かった点(長く居ても疲れない) 1 2.2% 

その他良かった点(開放感があった) 1 2.2% 

総計 45 100% 

 

【具体的な意見】 

「窓口周辺の木質化について」 

・親近感がある。 

・窓口だけでなく、内部全体の木質化。 

・木の香りが心を和ませる。 

・清潔で良い。 

・ぬくもりを感じる。 

 

「キッズスペースの設置について」 

・ちょうど良いスペースだった。 

 

「ローカウンターの設置」 

・高低を選べて良い。 

・利用しやすい配置。 

・車いすも入りやすい。 

 

「授乳室の設置」 

・１階のスペースの中にあるだけで機

能を果たせる。 

・頻度は少ないらしいが、おむつ交換

などできて良い。 

・空室の表示があり、わかりやすい、

プライバシーを保てる。 

 

「その他良かった点」 

・廊下のぬくもりが良かった。 

・全体的に廊下のスペースが広くて良

かった。 

・長く居ても疲れない。 

・開放感があり、とても良かった。 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

28.3% 15.5% 26.1% 19.6% 2.2%

4.3% 2.2%

2.2%
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(2) 安曇野市 

 

【具体的な意見】 

「窓口周辺の木質化について」 

・建物の外壁、内壁含め木材を利用してい

る。 

・木材をふんだんに取り入れている。ぬく

もりや格付けが感じられる。 

・素朴で良い。 

・花（ベランダ）も良い。 

・センスの良い木質化をしている。 

 

「キッズスペースの設置について」 

・庁舎の中心にあり、目が行き届く。 

・スペースも設置場所もよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ローカウンターの設置」 

・窓口カウンター周辺の雰囲気がとても良

い。 

・区切りが良かった。 

・高さが良い。 

 

「授乳室の設置」 

意見なし 

 

「その他良かった点」 

・受付に顔写真と名前が表示されていて非

常に好印象だった。 

・スペースの関係もあるが、全てについて

良かった。 

・吹き抜けの自然採光。 

・受付が電子パネル化しており、順番がわ

かる。 

・障がい者の雇用の場があること。 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

23.4% 23.4% 27.7% 10.6% 6.4%

2.1% 2.1% 2.1%

2.1%

回答種別 回答数 回答割合 

窓口周辺の木質化 11 23.4% 

キッズスペースの設置 11 23.4% 

ローカウンターの設置 13 27.7% 

授乳室の設置 5 10.6% 

その他良かった点(窓口の職員の顔写真の表示) 3 9.1% 

その他良かった点(全てについて良かった) 1 2.1% 

その他良かった点(吹き抜けの自然採光) 1 2.1% 

その他良かった点(窓口の順番表示) 1 2.1% 

その他良かった点(障がい者の雇用の場)  1 2.1% 

総計 47 100% 
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② 案内機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

入口及び各フロアの案内表示 6 33.3% 

誘導表示(矢印など) 2 11.1% 

窓口表示 4 22.2% 

サイン(絵文字) 4 22.2% 

その他良かった点(カウンターが移動可能) 1 5.6% 

その他良かった点(イメージキャラクターとセットで効果的) 1 5.6% 

総計 18 100% 

 

【具体的な意見】 

「入口及び各フロアの案内表示」 

・本町でも必要。 

・全体的に良い。 

 

「誘導表示（矢印など）」 

・本町でも必要。 

 

「窓口表示」 

・本町でも必要。 

・各窓口の案内№が大きくて良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サイン（絵文字）」 

・本町でも必要。 

 

「その他良かった点」 

・カウンターが移動可能で良い。 

・イメージキャラクターが表示とセットで

効果的（親しみやすい）。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

33.3% 11.1% 22.2% 22.2%

5.6% 5.6%
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(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

入口及び各フロアの案内表示 13 28.9% 

誘導表示(矢印など) 3 6.7% 

窓口表示 10 22.2% 

サイン(絵文字) 4 8.9% 

電子ディスプレイによる案内表示 9 20.0% 

その他良かった点(総合案内) 2 4.4% 

その他良かった点(会議の電子案内板) 1 2.2% 

その他良かった点(スペースに余裕がある) 1 2.2% 

その他良かった点(番号による順番待ち) 1 2.2% 

その他良かった点(良い施設だった) 1 2.2% 

総計 45 100% 

 

【具体的な意見】 

「入口及び各フロアの案内表示」 

・総合案内所の設置。 

 

「誘導表示（矢印など）」 

・案内表示があり、とても良い。 

 

「窓口表示」 

・わかりやすい、シンプルで見やすい表

示。 

 

「サイン（絵文字）」 

意見なし 

 

 

 

 

 

 

 

「電子ディスプレイによる案内表示」 

・正面に入ったところにあり、わかりやす

い。 

・時代に合っている。 

 

「その他良かった点」 

・総合案内の職員が常に入口を見ていて、

すぐに対応がとれていた。 

・総合案内は不慣れな住民には安心できる

と思いました。 

・会議の案内（電子）。 

・スペースに余裕があり、市民ニーズにわ

かりやすく出来ている。 

・電子表示により、市民が用事の課に行く

所へ番号で安心して待てることが良い。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

28.9% 6.7% 22.2% 8.9% 20.0% 4.4%

2.2% 2.2% 2.2%

2.2%
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③ 相談機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

プライバシーに配慮された相談スペースや相談室 15 51.7% 

窓口と待合席の間のスペースの確保 12 41.4% 

その他良かった点(プライバシーの配慮) 1 3.4% 

その他良かった点(ローカウンターへのつい立ての設

置) 

1 3.4% 

総計 28 100% 

 

【具体的な意見】 

「プライバシーに配慮された相談スペース

や相談室」 

・個別相談が可能で良い。 

・小さい部屋を設けて相談者に配慮してい

る。 

・良くプライバシーに配慮されている。 

・相談室、会議室がしっかり確保されてい

る。 

 

「窓口と待合席の間のスペースの確保」 

・太い柱の間になっていてちょうど良い。 

・窓口と待合のスペースは適切であったと

思う。 

・広々として明るい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他良かった点」 

・プライバシーへの配慮を心がけている。 

・全般的にスペースの関係で窓口などはロ

ーカウンターの間につい立てなどがあれ

ば機能の効果が出る。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

51.7% 41.4% 3.4%

3.4%
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(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

窓口カウンターに仕切り板の設置 12 36.4% 

プライバシーに配慮された相談スペースや相談室 9 27.2% 

窓口と待合席の間のスペースの確保 12 36.4% 

その他良かった点 0 0.0% 

総計 33 100% 

 

【具体的な意見】 

「窓口カウンターに仕切り板の設置」 

・マイナンバーの受付に仕切り板は良い。 

・キャビネットで隔てている点。 

 

「プライバシーに配慮された相談スペース

や相談室」 

・小さな空間の相談室で良い。 

・決して部屋は狭くない。プライバシーの

相談なので、ちょうど良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「窓口と待合席の間のスペースの確保」 

・広々していて良い。 

 

 

「その他良かった点」 

意見なし

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

36.4% 27.2% 36.4% 0.0%
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④ アクセス機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

広い駐車場の確保 16 61.5% 

歩行者の動線の確保 7 26.9% 

その他良かった点(ヘリポートの設置) 2 7.7% 

その他良かった点(主要道路から近い) 1 3.8% 

総計 26 100% 

 
【具体的な意見】 

「広い駐車場の確保」 

・職員の目線で、駐車場が見える点。 

・災害時の避難が可能。 

 

「歩行者の動線の確保」 

意見なし 

「その他良かった点」 

・ヘリポートの設置。 

・主要道路から近い。 

 

 

 

(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

広い駐車場の確保 12 46.2% 

歩行者の動線の確保 7 26.9% 

屋根付き乗降スペースの設置 6 23.1% 

その他良かった点(地下駐車場) 1 3.8% 

総計 26 100% 

 
【具体的な意見】 

「広い駐車場の確保」 

・地下に駐車場があり、来庁者にはあ

りがたい。 

 

「歩行者の動線の確保」 

・しっかり確保されている。 

「屋根付き乗降スペースの設置」 

意見なし 

 

 

「その他良かった点」 

・地下駐車場（自然採光）。 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

61.5% 26.9% 7.7%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

46.2% 26.9% 23.1% 3.8%
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⑤ 市民開放会議室、情報発信機能、利便施設機能などについて 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

町民ホール 12 48.0% 

フリーホール 11 44.0% 

その他良かった点(土日も利用可能) 1 4.0% 

その他良かった点(Wifi 整備) 1 4.0% 

総計 26 100% 

 
【具体的な意見】 

「町民ホール」 

・本町でも設置したら良い。 

・広くて、多目的に使える点、空調の

点。 

・流し台もあり良い。 

 

「フリーホール」 

・本町でも設置したら良い。 

 

「その他良かった点」 

・土日の利用も可能であった。 

・Wifi 整備 

 

(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

市民開放の会議室 8 36.4% 

行政情報などの情報が集約されたスペース 4 18.2% 

くつろぎスペース 9 40.9% 

その他良かった点(夜間の開放) 1 4.5% 

総計 22 100% 

 
【具体的な意見】 

「市民開放の会議室」 

・市民にやさしい。 

 

「行政情報などの情報が集約されたス

ペース」 

意見なし 

「くつろぎスペース」 

・ラウンジは良かったです。 

 

「その他良かった点」 

・夜間の開放。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

48.0% 44.0% 4.0%

4.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

36.4% 18.2% 40.9% 4.5%
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⑥ 議会機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

議場及び議会諸室の多目的利用 13 59.1% 

バリアフリー環境の整備 6 27.3% 

その他良かった点(ひな壇にせず、多目的利用) 1 4.5% 

その他良かった点(議場の雰囲気を保っている) 1 4.5% 

その他良かった点(コンパクト) 1 4.5% 

総計 22 100% 

 
【具体的な意見】 

「議場及び議会諸室の多目的利用」 

・議場のフラットは良かった。 

・机などが移動可能で良い。 

・議場を特別な場所と考えるのではなく、

多目的に利用するとの発想がよい。 

 

「バリアフリー環境の整備」 

・大変良い。 

「その他良かった点」 

・議場をひな壇式にしないで、多目的に

したのは良い。議場は利用度の低い特

別な部屋にしない事が良い。 

・議場の雰囲気は保たれている。 

 

 

 

(2) 安曇野市 
回答種別 回答数 回答割合 

議場及び議会諸室の多目的利用 4 30.8% 

バリアフリー環境の整備 6 46.2% 

その他良かった点（議場は必要） 1 7.7% 

その他良かった点（重みがあり、託児室がある） 1 7.7% 

その他良かった点（多目的に使用可能） 1 7.7% 

総計 13 100% 

 
【具体的な意見】 

「議場及び議会諸室の多目的利用」 

意見なし 

「バリアフリー環境の整備」 

・階段の手すりの配慮。 

「その他良かった点」 

・重みのある議場で、託児室まで備えてい

るのが良い。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

59.1% 27.3% 4.5%

4.5%
4.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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問２ 今回の先進地視察について、ご意見やご感想がありましたら、ご記入くだ

さい。(自由記述) 

 

(1) 長和町 

【庁舎】 

・木造建築が主であることで、木のにおいやぬくもりを感じた。外観について

も木が使用されていて良い感じであった。 

・木材を内部に多用し、やわらかい雰囲気を出していたと思う。良質な木材を

生産し、それを加工する工場が地元にある長和町だからこそできたこと。こ

れを富士川町で実現しようとすると、金額面でも大変なこと。しかし、１つ

の方向付け（目標）にはなると感じた。 

・建物正面の車寄せを兼ねた木造アプローチや１階ホールから２階への木製階

段など、好感をもてる設計であったと思う。 

・木の香り、町のキャラクターが独自性を出していた。 

・もとからあった蔵も活用して、役場の一部として使えるようにしているとこ

ろも良かったと思う。 

【町民交流・支援機能】 

・町民の憩いのスペースは狭くても絶対必要。 

・町民ホール等（会議室）も利用可能がよいが、管理・施設区分を決めること

が重要。 

【諸室・諸機能】  

・各部屋の多目的利用は必須。 

・執務室が明るく、南向きのため来客スペースも明るく良かった（自然採光に

配慮）。 

・空間スペースが非常に良かった。 

・トイレは女子トイレが４つあり効率的で良い。 

・掲示物も工夫された掲示方法だった（ボード式）。 

・ヒートポンプの活用は維持管理面で良いと思う。 

【その他】 

・庁舎建設では住民への理解が必要である事が一番よくわかった。 

・富士川町庁舎は耐火構造で建築してもらいたい。 

・長和町役場は比較するには良かった。 

・近年の行政対応に応える庁舎として、そのイメージを一見した事は良かった。 
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(2) 安曇野市 

【庁舎】 

・木を使った建物はやわらかさ、やさしさを感じ良い。 

・長野の県産材を利用するのは、良いと思う。 

・高さ的（階数）にもよるが、免震構造にするのは良い。 

・建物自体のデザイン性は、さほど立派ではないが機能的であった。どちらも

使用開始 1 年 5 か月と 2 年ということで、新しく参考になりました。 

・構造物の PC コンクリートは良かった。 

・スペースのゆとりが心地よかった。 

【町民交流・支援機能】 

・パノラマラウンジを学習に利用できることは良い。静かな雰囲気で良かった。 

・市民が自由に集える場も重要。 

【諸室・諸機能】 

・庁舎建設の反対運動や訴訟もある厳しい中で検討されて、建設されたものだ

が、単に安価で済ませるようなことはなく、環境対策（消費電力軽減のため

の空調負荷軽減のため、雨水の利用など）もしっかりしていて、よく造られ

ていると思った。構造がシンプルで良いという印象を持った。 

・屋上からの採光は非常に良いと感じた。 

・雨水の再利用等への配慮が良い。 

・会議室の多面的利用（パーテーション等により）。 

・面積的に余裕があり、ゾーニングが評価できる。 

・ベランダ機能は有効だと思った。 

【その他】 

・ランニングコストとメンテナンスコストも大切。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲長和町視察状況 ▲安曇野市視察状況 



 

富士川町役場 管財課 施設整備担当 〒400-0592 南巨摩郡富士川町天神中條 1134 
電話 0556-22-7206  Fax 0556-22-3177  Mail kanzai@town.fujikawa.lg.jp 
http://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士川町新庁舎整備基本計画 

平成 29 年 12 月 
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