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はじめに 

 

 富士川町は平成 22 年 3 月の合併から将来にわたって持続可能なまちづくり

を進めていくため、本庁舎をはじめとする公共施設のあるべき姿について検討

を重ね、平成 28 年度の「富士川町新庁舎整備基本構想」、平成 29 年度に「富士

川町新庁舎整備基本計画」を策定し、庁舎整備の基本となる方針が示され、その

後も新庁舎建設について議論されてきました。 

 富士川町新庁舎建設町民懇話会は、これら基本構想、基本計画を踏まえた上で、

新庁舎建設基本設計を進めるにあたり、幅広い分野の意見を聴き反映させるた

めに、各種団体の代表者や有識者、公募による町民の 22 名を委員として設置さ

れ、令和元年 8 月から計 3 回にわたって協議を重ねてまいりました。 

 本懇話会では、庁舎の配置計画やゾーニング案、立面図案など、現在進められ

ている基本設計に関わる全ての事項に対し、様々な視点から疑問や問題点を町

民の視線として確認し、新たに求める機能など、議論を行ってきました。 

 会としましては、幅広い多くの意見を伺うことができ、意見を一つにまとめる

のではなく、すべての意見を集約することで、別紙のとおりとりまとめましたの

で、報告致します。 

富士川町においては、今後基本設計の策定、その後の実施設計に向けより深く

検討が重ねられていくと思いますが、本報告書の意見をできる限り反映してい

ただけるよう、委員一同願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

富士川町新庁舎建設町民懇話会 

会長 堀 口 広 秋 

 

 

 

 



目次 

 

はじめに 

 

Ⅰ懇話会の経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 

 

Ⅱ懇話会での意見   

①建物全体に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

②庁舎の規模に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

③既存施設を活用することに関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

④建物の配置・道路について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

⑤部屋の配置・空間や設備に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

⑥外構・駐車場に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

⑦事業の進め方に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 

【巻末資料】 

・委員名簿 

・懇話会設置要綱 

・懇話会資料 

 

 



1 

 

Ⅰ．懇話会の経過 

 

１．目的 

 本懇話会は、富士川町新庁舎建設基本設計を進めるにあたり、新庁舎に関して取り入れ

るべき機能や、新庁舎に必要な事項すべてに対して、幅広い分野の意見を伺い、基本設計

に反映させていくことを目的とする。 

 

２．委員の構成 

 町議会議員、関係団体の代表者、公募町民、有識者等２２名で構成 

                            （資料委員名簿のとおり） 

 

３．開催状況 

 

 ■第１回懇話会 ： 令和元年８月８日（木）午後７時半 

   （内容）・懇話会趣旨及びこれまでの経過の説明 

      ・会長、副会長の選出 

      ・庁舎基本設計のコンセプト、建物配置図、ゾーニング図について説明 

      ・意見募集 

  

 ■第２回懇話会 ： 令和元年１０月７日（月）午後３時 

   （内容）・第１回懇話会後に聴取した意見・質問・要望について 

      ・配置計画の比較について 

・建物配置図、ゾーニング図、シミュレーション図について 

 

 ■第３回懇話会 ： 令和元年１１月２５日（月）午後３時 

   （内容）・第２回懇話会後に出された意見・質問・要望について 

      ・建物配置図、ゾーニング図、立面図について  

      ・電気設備及び機械設備等について 

      ・懇話会意見のまとめと、報告書の提出について 
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Ⅱ．懇話会での意見 

 

①建物全体に関すること 

 ・配置図で東側がずっと緑地帯となっているが、執務室内部等から外が見えるような部

分はあるのか。これだけの緑地があれば職員の方もふと外に目をやれば緑が見えるよ

うな部分ではないか。壁の工夫で光を採り入れたり中から見えるような部分があると

良い。例えば福祉保健課もあるが、せっかくこれだけの緑があるので散歩ゾーンにベ

ンチを置いていただくとか、色々な工夫で楽しい緑地になることができると思う。 

 ・町有林を活用していただきたい。 

・災害時の拠点施設となることから、強固な施設としていただきたい。 

・建物の平面からすると、真四角で外観がビル的な硬いイメージがするので、親しみ

やすく、デザイン的にも町民が誇れる建物を望む。 

・広報７月号で２３億６千万円（建物のみ）と試算している。建物はシンプルで可塑

性のある本質的にしっかりしたものを望む。プロポーザル方式の特性を生かして町

の考えをしっかり提示し、余計なところにお金を使わないようにしなければならな

い。低価格でも頑丈な造りのものを残していきたい。 

・町の人口ビジョンを見ると２１年後の人口が２０４０年では、９７５９人と推定さ

れている。２６億円程度という建設費（実際には付属設備費用が入ればさらに建設

費が増すのでは？）は、近隣町村の新設庁舎費を参考に考えて欲しい。町民の身の

丈に合った建設費であって欲しい。 

・ランニングコスト、メンテナンスコストも大切な要素だが、建築費のコストダウン

のために、中途半端な庁舎としない様に。 

 

②庁舎の規模に関すること 

・公共施設が町民のお荷物になっていくことは今後避けられないこと。庁舎の延床面

積も２０年後の人口１万人程度の町の規模を想定して建設するべき。 

・新庁舎は、人口減少、高齢化が進む中で適正か疑問に思う。 

・「コンパクト」の考え方には賛成。 

・感情的に「小さく」とか「大きすぎる」という意見には賛同しかねる。 

・第１回懇話会資料の図面には面積は４，７１２．９９㎡になっていた。広報７月号

より大きく縮少されているが、どのような見直しをされたのか知りたい。 

 （説明）各部屋や、共用部分の必要性の検討や精査を行いました。共用できる会議室は

共用し、各室の稼働率を上げるよう会議室数を精査しました。 

・基本的に庁舎は大きい方が良い。 

・これからもいろいろな設備機器は増え続ける。人に代わってロボットも有。狭いス

ペース設置も効率も良くない。後でも増築などは時間と経済負担も大きくなる。 

・第２回の懇話会で職員数について説明があった。Ｈ２６年～３０年の間に、身延町

は人口１，６００人減で職員２人減。市川三郷町は人口１，３００人減で職員１４

人増と説明されたのに、富士川町の説明は曖昧ではっきりしなかった。２６年～３
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０年の人口減と職員の増減を明確に示してほしい。 

（説明）地方公共団体定員管理調査結果（富士川町・２６年度及び３０年度調査） 

人口（Ｈ２６．１．１とＨ３０．１．１を比較） ８０５人減 

一般職職員（Ｈ２６．４．１とＨ３０．４．１を比較） ８人減 

   

 

③既存施設を活用することに関すること 

・多少の不便があっても福祉課は現在のまま福祉ゾーンを使っていくとか、水道課

（※上下水道課）も計器のあるところで仕事をしていく方が合理的。 

・現「保健センター」（※保健福祉支援センター）はまだ新しく、耐震設備もされてい

ると聞くが、このまま使用すれば建築面積の面からも、経費面からもかなりの節約

ができるのではと考える。 

・「水道課」（※上下水道課）もあらゆる機械が備わっている現位置の方が便利だと聞

いている。町民からの受付などはコンピューターで連携していくことも可能と考え

る。 

・「議会室」（※議会棟）は、耐震（化）もされており、天井のしみは補修で済むこと

であり、今後議員数も増えることはまず考えられなく、何よりも２６億円程度とい

う建設費の経費節約を第１に考えることが大切に思う。 

・現在の福祉保健課を本庁舎の中に組み入れる必要があるのか。ＩＴの時代、同じ庁

舎でなくても機能的・合理的な対応は可能。利用町民に不便な面があるのであれば、

職員の方々の意識改革も必要と考える。子育て支援課前の相談スペースも、福祉保

健課ではプライバシーに配慮した空間での相談も多いと思う。現在の保健福祉支援

センターではその機能も果たしている。福祉エリアの継続を要望する。 

・今回の図面以外の現状既存の土地建物の今後の利用範囲は、今後具体的な方向があ

れば教えて欲しい。 

 ・特定健診や認知症カフェ等に特化した活用とあるが、特定健診がどのくらいの頻度で

行なわれているのか。認知症カフェは月１回の開催。それもボランティアに支えられ

て継続していると認識している。社会福祉協議会との連携は支援センターの保健福祉

全般の職の機能があって成立するものと考える。福祉行政を分断するような組織にな

らないよう願う。管理職の方も現場が見えない遠ざかったところでの仕事にならない

ように願う。福祉エリアとして位置づけ、現在の位置での支援センター（※保健福祉

支援センター）の継続を要望する。（子育て支援課も移って業務を行うような行政を） 

 ・福祉保健課、上下水道課、議会棟は現存のままに、そうすれば地下に「書庫室」を作

る必要もなく、建物自体が２階建に縮小され、建設費も減らせることになる。建設規

模が縮小されれば、現存の南側に建設することもより可能になる。将来１万人を割る

かもしれないと言われている町で、建物ばかりが大きくて、立派で、そのための返済

や維持費に負担がかかり、そこに暮らす町民に負担が行き、町民に財政的圧力をかけ

る生活を強いる政策になるようなことは避けなければならない。身の丈に合った政策

こそが町民と共に進む政策なのではないか。 

 ・「課長だけ本庁舎へ」という意見は、組織を知らない人の意見であると感じた。 
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④建物の配置・道路について 

 ・西側のスペースが広いので、人口がだんだん減ってきてこんなにスペースが空いてい

てもったいないとならなければいいと思う。広くていいと思うが、スペースが広すぎ

てガラガラだともったいない。 

・経費節約のため、仮設庁舎を使用せず、現庁舎を残しながら新庁舎を建設していく

べきである。 

・現在の庁舎東側町道については、平林線（※県道平林青柳線）取り付け交差点付近

での、出入り等の現状を見ると、危険な状況が続いており、８ｍ道路への付け替え

を行うべきである。（拡幅しながら） 

・（庁舎東側の）町道を確保するため、現在の庁舎南側へ建設をする案が出てきたが、

このために庁舎南側の町道を廃止もしくは、そのまま北側へ付け替えるのは、好ま

しい案ではない。 

・敷地内町道を廃止し、その付け替え場所として、敷地南側の町道を拡幅するとの説

明でしたが、近隣住民やこの道路の利用者の利便性を考慮すると、敷地西側に付け

替えを行い、県道との取付けを行った方が良いのではないか。 

・建設の位置だが、現民家とスタンドを立ち退かせて建設するより、現庁舎南から南

駐車場に建設した方が経済的にも有利であり、当家に迷惑かけずに済むのでは。南

側では仮に、建設位置や面積が問題だと言うことであれば、問題点をいかにクリア

ーするか、いかに設計見直しするかを考えていく努力も必要と考える。 

・敷地を拡張して建設するのと、仮庁舎を現在の駐車場スペースに建設して、現敷地

にもう少しコンパクトな庁舎を建設することの財政的な面でメリット、デメリット

は検討したのか。新庁舎拡張については、町道を併用すること、住民の立ち退きが

必要なこと、ガソリンスタンドの改修も必要なことなど、財政面、住民の意識の中

で否定的に考えるデメリットがあると考える。メリットは何か、住民の理解が得ら

れるものなのか、明確に提示できるのか。 

・修正案として、庁舎南側町道の拡幅について、①庁舎側に歩道を設置②町道金手小

林１号線との交差部の検討を提案。 

・身障者用の駐車場もあると思うが、人が歩ける動線を、今の町道のところから、平

林青柳線へ抜けることができる歩く通路等をしっかり反映してほしい。 

・仮庁舎なしで建設していく方向に賛成。 

・庁舎の建築中も、現庁舎で執務でき、町民にも迷惑を掛けず、建物の配置も良い。 

・町道の八米道路に出る所を上から真直ぐにする事の検討を。 

・配置計画について、民有地の用地買収・進路・水路・下水道で比較すると、現庁舎

敷地建設がベストと思う。仮庁舎の建設や長期的な視点で考えた時、東側敷地を選

択せざるを得ないという事かと思う。 

・配置計画比較表の総合評価のとおり、東側敷地への建設が最良であると思う。 

関連として 

①町道最勝寺９号線の付替えについては、利用者に不便をかける事は必至なので、最

勝寺１号線を利用しやすく、安全に通行できるように改良する事と、特に金手小林１

号線との交差部は余裕をとり、直角に近付けて、左折、右折が容易にできることが必
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要である。 

②駐車スペースと新庁舎の間に、南北に歩行者用道路設置の要望があったが、このケ

ースは南部町本庁舎が参考になると思う。南部町は、車道（東側、駐車スペースの主

に庁用車・職員の車等の利用）である。併せて、身障者駐車スペースへの屋根及び、

道路へのアーケードも設置してある。 

 

⑤部屋の配置・空間や設備に関すること 

 ・新庁舎の場合はトイレを大きめにしてもらいたい。図面をみると、２箇所ずつある

が、なるべく大きめにして手すりを付けてもらいたい。入口にはスロープを付けてほ

しい。 

・１階の町民開放会議室は、設計で幅７ｍ、奥行１６ｍであり、面積は現在の庁舎１

階会議室程度あるが、細長く、机が２列席となる。すべての課の業務に対応できる

会議室とするには、机３列がおける幅が必要ではないか。（１０ｍ程度） また、机

などの収納可能な会議室用倉庫の確保が必要といえる。 

・（夜間など）町民が１階会議室を使用するためには、通路西側からの入り口が必要で

はないか。 

・【２Ｆ】バランス上、産業振興課前にも来客相談用いすを用意した方が良い。 

・災害時用の仮眠スペースを確保していただきたい。 

・オストメイト対応トイレの設置、車いす対応のカウンターと設置位置の検討、聴覚

や視覚障がい者にも対応した庁内案内表示を要望する 

・１Ｆ部分に緊急・災害対策専用の機材・ＰＣ等を設置している常設室が必要だと考

える。 

・【１Ｆ】来庁者の利用が多いフロアーなので、利便性に富み、わかりやすく、短時間

で効率的なサービスが受けられるよう、ワンストップ方式の窓口を。 

・【１Ｆ】窓口カウンターはローカウンターで、来庁者、職員が相対応出来ること。高

齢者、障がい者、子ども連れの人など、誰もが利用しやすいローカウンターで可動

式、将来レイアウトなど自由に変更したい時、また災害が発生した場合、迅速、移

動の対応が可能になるように。 

・【１Ｆ】子育て支援課もあり、キッズコーナーが必要。 

・【１Ｆ】入口左側の町民ギャラリーと会計課との位置を変更。 

・【１Ｆ】中央にローカウンター要望設置の為、東側出入口の閉鎖、右側の入口での修

正が必要。 

・【１Ｆ】入口付近には庁内情報が一目でわかる（例）電子掲示板、電子ディスプレー

等など案内機能の設置を。 

・【３Ｆ】職員の食堂、昼食をとるスペースが見当たらない。各課内での食事をとるこ

とは真に慎むべきと考える。屋上のスペースを食堂（必要スペース）に変更を。 

・【３Ｆ】職員誰もが休憩が出来る、男女別の畳の部屋（６帖位）の部屋があれば、職

員同志のコミュニケーションの場にもなり、業務へのモチベーションにつながる。 

・【議会】議会図書のスペースが狭いように感じるが検討を。 

・【総合】書庫、倉庫のスペースも狭いと思うので確保が必要。庁舎外ということであ
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れば、その考え方も教えて欲しい。 

・【３Ｆ】食堂、休憩できる部屋、議員図書、書庫倉庫の確保の考えから、屋上案の必

要性が感じられない。 

・災害時の連絡にＦＭラジオ局の設置要望。 

○地震・水害・雪害など広域の災害時に役場から町民への情報伝達が困難になる 

〇防災無線【庁内放送】は冬期や台風などの時、窓を閉めるので聞こえない 

〇防災放送受信機は全町民が持っていない事と停電になった時メンテナンスをして 

いないと、電池切れの可能性有り 

〇テレビ・ラジオ・携帯電話は広域的な情報しか入らない 

〇長期の停電時にはバッテリー切れになる 

〇ＦＭ放送は一般ラジオでの受信可能でリアルタイムでの町内情報が得られる 

・「寄席を併設した役場庁舎」を一考願いたい。無理であれば、町民に広く開放した寄

席の開催が可能な「多機能な会議室」の創設をお願いしたい。昨今のインバウンド

ブームもあるが、「寄席のある役場は世界にここだけ」をキーワードに検討を。 

（参考資料：ふるさと名物応援宣言「落語のまち」富士川町） 

・現在の議場の面積より拡幅されての計画。議員定数自体今後の検討課題。議場の床

面積、委員会室２部屋、議会図書室、正副議長室、議員控室も含めてもっとコンパ

クトにすることは可能。他にも会議室が２部屋、作業室（会議室）が１部屋あり、

使われないまま空けておくのではなく、あるものをフルに活用して使うことが「機

能的で合理的な適正規模のコンパクト庁舎」のコンセプトのひとつでもある。 

・２階中央部の執務スペースはどのように活用するのか。単に設計上できた空間とい

うことか。コンパクト庁舎、機能的、合理的に考え、役場庁舎として有効的な活用

の検討が必要。 

・２階の集中書庫・倉庫の面積は書類等の保管スペースとして、必要面積と考えてい

いのか。 

・変更案として、１Ｆ～２Ｆの中央階段は、あれば便利だが、無くても正面玄関左側

の階段で十分対応できる。利用者は１階に比べ限られる。吹き抜け部への設置でな

いので位置的に違和感あり。東側玄関より入った時も正面玄関との視通に入るので

大スペースが映えない。子育て支援課より町民生活課を見た時圧迫感がある。２階

としても昇降口の壁（格子）が違和感がある。 

・図面（確定ではない）があったが、私は良いと思う。（細かい所を懇話会で話し合え

ば） 

・職員ロッカーが１階へ集中しているが、できる事なら２Ｆ、３Ｆにも設置を。 

・現場を持つ職員、宿直者、災害時のために狭くても良いのでユニットやシャワール

ームが必要 

・議場は利用度は低いが、町の方向、条例、予算を決定する大切な場所。安っぽく造

らず、それなりの雰囲気を醸す事は必要． 

・児童、生徒が傍聴学習する事も踏まえ、収納できる机（メモを取れる）を備えたイ

ス席を議場傍聴席に必要。最低１組（４０席）の確保を。 

・庁舎はすぐ手狭になる。事務室は特に余裕を持った床面積が必要だ。それは決して
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無駄ではない。 

・住民に直接関わる課（利用頻度の高い）の配置は良い。全体的ゾーニングも良い。 

・突然書庫を地下に造るという提案があったが、今回の台風１９号の報道でも、地下

はどれだけリスクが高いか証明されている。書庫は湿気や水のない場所に設置する

べきである。例えば現在の議会棟を残して改修し、会議室を利用したり２階を書庫

にするのはどうだろうか。 

 

⑥外構・駐車場に関すること 

・障がい者駐車場スペースと駐輪スペースに屋根を設置、また正面玄関までアーケー

ドを設置して欲しい。 

・高齢者駐車スペースには、庁舎側に頑丈なガードパイプを設置した方が良い。 

駐車スペース外側には底木の寄せ植えが予想されるので植栽方法の検討を。現庁舎正

門を入り右側のサツキの寄せ植えは除草が難しく見苦しい。 

・道路だが、駐車場が広すぎるという意見が出ていたが、駐車場の中を南北に道路を

通せば良いと思う。 

・広い駐車場を利用し、大規模災害時に対応できる機能の確保を考えておきたい。（飲

用防火水槽、仮設トイレなど） 

・駐車場も広い方が良い。災害時（大火事）も広いスペースがあれば何でも利用でき

る。物資からガレキの置場などに広い所を小さくするのはいつでもＯＫ。 

・緑化計画だが、柚の木、松の木、桜など、枯れてしまった事例がある。南アルプス

市の並木は最初からとても見事に植樹されている。ぜひ参考にして、税金の無駄が

生じないように業者選定条件にして頂きたい。植樹のやり直しは経費の無駄と考え

る。 

・お庭がいっぱいあって、木がたくさんついているのだが、木は管理がのちのち大変

である。甲西バイパスを見ると松の木なんてほとんど枯れてしまい、土地と合わな

いようである。最初の説明でゆずを、と言われたような気がするが、ゆずはいきい

き館で立証済みである。あそこは３回くらいゆずを植え替えているが、結局ダメで、

いまコスモスが咲いているので、土地にあった木を植えてもらいたい。緑は維持管

理費がとてもかかるので、より少ない最小限の緑地帯にしていただきたい。 

 

 

⑦事業の進め方に関すること 

 ・町民懇話会委員は、２２名で町民のわずか０．１４％にすぎない。直接町民の率直な

意見を聞くよう、早急に住民懇話会を開いてほしい。 

 ・各地区の「住民経過説明会」を開催していくのも良いのではないか。莫大な予算をつ

ぎ込む内容だけに、町民も期待と不安がある。町民全体で考え推進していくことがで

きる建設運動としての取り組みをお願いしたい。 

 ・人口は年々減少していく。とりわけ生産年齢人口はより一層はげしく減少していくた

め、税収は少なくなり、町の財政は厳しくなっていく。合併推進債も借金に変わりな

い。将来の財政状況、負担率をシミュレーションして提示してほしい。 
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 ・現庁舎の耐震性の問題は、結論を出して進めていかなければならない。多数決に押し

切るのではなく、住民、行政、議会の建設的な議論を深め、お互いの意見を理解し、

信頼関係を築いていくことが必要。町が二分されては本末転倒。新庁舎建設全体につ

いて見直し、検討していくことを要望提案する。 

 ・現在、３０億円・・・という建設費が独り歩きし、町民を混乱させているが、建設費

が高いか安いかは、主に建築単価×建築面積で決定されるものである。積算している

建築単価が標準と比べて高いのか、安いのか、建築面積が広いのか、狭いのかなど、

町民にわかりやすく、丁寧に説明していくことが必要といえる。 

 ・危機管理上、町民のためにも、できるだけ早く耐震性能を有する庁舎を備えることは

重要。その際には当然コストを意識し、財源として国の有利な制度をできるだけ活用

していくべき。 

・度々合併推進債の期限という話が出ていたが、その期限に向かって今回の新庁舎建

設が懇話会の皆さんの意見だけでなく、いろんなところから意見が出てきていると

思うので、それをしっかりと聞いて、新庁舎の建設に向かっていっていただきたい。

そういうところを曖昧にしてしまって、見切り発車で新庁舎が建設されることのな

いように切に願う。 

 


