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はじめに 

 

本町では、平成２２年３月の合併以来、役場業務が一庁舎に収まらないことなどから、

本庁舎、分庁舎を含む５施設に行政機能を分散し業務を行ってきたため、住民サービスや

利便性及び行政効率の低下を招いています。また、本庁舎をはじめとする高度経済成長期

に整備した施設は、プライバシーの保護やバリアフリー及びユニバーサルデザインへの対

応が十分ではなく、改修による対応では限界を迎えつつあります。 

さらに、行政需要の高まりや住民ニーズの多様化に伴う事務量の増大により、庁舎全体

として狭あい化が進んでいることや、分散化・老朽化に伴う経費の重複及び各施設におけ

る毎年の修繕費とともに、設備機器についても耐用年数の経過による機能低下が著しく、

これらに伴う維持管理費は年々増大しており、効率的な行財政運営を妨げる一因となって

きています。 

特に、本庁舎においては、昭和 41 年に建築され、平成９年に実施した耐震診断の結果

において、現在の耐震基準を満たしておらず、倒壊の危険性があるとの指摘を受けていま

す。 

こうしたことから町では、平成２７年２月に策定した「富士川町公共施設再配置計画」

において、本庁舎を新たに整備することとし、現在の役場庁舎が抱えている諸問題を検討

するため、本年２月に障がい者や庁舎の利用度が高い団体の代表、住民からの公募を含め

た１８名の委員による「富士川町役場庁舎整備検討委員会」を設置いたしました。 

検討委員会では、新庁舎整備の必要性や、想定される規模・機能・建設位置など、新た

な役場庁舎の整備方針に関して御検討をいただき、本年８月１２日にその検討結果につい

て報告がありました。 

このような中、本年４月の熊本地震では、被災地となった自治体の庁舎が被害を受け、

災害対策本部の機能を失ってしまったことから、「災害時においても速やかな業務が遂行で

きる機能・設備の必要性」と「災害後の通常業務の迅速な再開は、町民にとって大変重要

である」と改めて認識したところです。 

以上のことから、検討委員会の報告書を基に「町民の安全と安心な暮らしを支える庁舎」

として、新たな役場庁舎を整備するにあたり、基本的な事項を定めるため「富士川町役場

新庁舎整備基本構想」を策定いたしました。 

この基本構想は、新庁舎建設の基本となる理念や機能等の考え方を示したものであり、

今後、これを基に、新庁舎建設の根幹となる基本計画の策定に取り組んでまいります。 

 

 

平成 28年 11月 11日 

富士川町長 志 村   学 
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第１ 新庁舎整備検討の背景 

 

１ 新庁舎整備に係るこれまでの経緯 

現在の本庁舎は、昭和 41 年の竣工以来、町民生活における中心的な役割を果たしてき

ました。しかし、合併時からの行政機能の分散化に伴う行政サービスの低下や、施設の老

朽化に伴い増大する維持管理費への対応などの諸課題を抱えていること、また、庁舎が未

耐震であり、これから起こりうるとされる東海地震及び南海トラフ地震など大規模災害へ

の対応も含めて、庁舎整備のあり方について検討を重ねてきました。 

 

庁舎整備に係る主な経緯 

昭和 37年 旧山梨中央銀行鰍沢支店竣工(現教育文化会館) 

昭和 41年 本庁舎竣工(旧増穂町役場) 

昭和 43年 分庁舎竣工(旧鰍沢町役場) 

昭和 59年 上水道事務所竣工 

平成 09年 本庁舎耐震診断（Is 値 0.47） 

平成 10年 旧山梨中央銀行鰍沢支店取得、教育文化会館として使用開始 

平成 11年 保健福祉支援センター竣工 

平成 20年 合併協議会において合併後の本庁舎を旧増穂町役場に置くことを決定

する。 

平成 21年 分庁舎耐震診断（Is 値 0.17） 

平成 22年 増穂町・鰍沢町が合併 

平成 22年 「富士川町地域防災計画」を策定 

富士川町本庁舎を災害対策本部設置場所として位置付けるとともに、

建替計画や耐震補強を明記 

平成 24年 「第 1 次富士川町総合計画」を策定 

庁舎整備の必要性を課題として明記 

平成 26年 「富士川町都市計画マスタープラン」を策定 

生活利便施設の整備充実及び防災拠点の充実強化として新庁舎建設を

明記 

平成 27年 上水道事務所耐震診断（Is 値 0.92） 

平成 27年 「富士川町公共施設再配置計画」を策定 

新庁舎の整備、防災機能の向上、行政機能の統合を明記 

平成 28年 分庁舎を閉鎖し、鰍沢サービスセンターが教育文化会館、産業振興課が

本庁舎東別館、土木整備課・都市整備課が本庁舎東別館分館に移転 
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２ 役場庁舎整備検討委員会の設置 

本町では、「富士川町公共施設再配置計画」を平成２７年２月に策定し、「本庁舎を新た

に整備する」方針を将来構想としたことにより、平成２７年７月から庁内で整備方針等の

検討を始め、その内容を検討・協議するため、富士川町役場庁舎整備検討委員会を平成２

８年２月に設置しました。 

関係する団体の代表や、住民からの公募を含めた１８名の検討委員により、役場庁舎が

現在抱えている課題を解消するため、整備の必要性や、想定される規模・機能・建設位置

等について、５回の検討委員会が開催され、将来にわたり継続的に使用する役場庁舎の整

備方針に関して、要望・意見を取りまとめていただき、平成２８年８月に報告書が提出さ

れました。 

 

■参考～上位計画における庁舎の整備方針の位置づけ（抜粋） 

 

① 平成 23 年度策定 第一次富士川町総合計画 

P50 1-2 行財政改革の推進 【主な施策・事業】 

 

○庁舎等の整備 

 

② 平成 25 年度策定 富士川町都市計画マスタープラン 

P91 第 3 章 分野別まちづくり方針－生活環境・福祉 

（2）安心・快適な暮らしの環境づくり方針 生活環境づくり １） 

基本方針 ①身近な生活環境の改善・整備と充実 

施策の方針 ⅲ）生活利便施設の整備・充実 ■生活利便施設等の改善・整備 

 

○新庁舎の建設に向けた検討 

 

P109 第 4 章 地域別まちづくり方針－都市・田園地域 

（3）地域まちづくりの方針 ２） 

②水害対策など災害に強い安全なまちづくりの推進 

■防災拠点・避難場所、防災関連施設等の充実・強化 

 

・庁舎については、耐震化に伴う建設を検討します。また、消防水利施設や災害時

の情報基盤設備の充実・強化を図ります。 
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③ 平成 26 年度見直し 富士川町地域防災計画 

P225 地震編 第 2 章 災害予防計画 第５節 建築物災害予防対策 

第 1 公共施設災害予防対策 ２ 町有施設の耐震診断 

 

現行の建築基準法（昭和 56 年施行）以前に建築された町有建物については、災害

応急活動の拠点となる町役場、避難所となる学校施設、公民館等を優先して耐震調

査を実施してきたので、緊急度や優先順位を定め、建替計画や耐震補強を推進する。 

 

④ 平成 26 年度策定 富士川町公共施設再配置計画 

P36 第 3 章 公共施設再配置計画の策定 

２ 整備方針と将来構想 行政系施設 ■整備方針 

 

・本庁舎を新たに整備し、住民の利便性の向上と防災機能の強化を図るとともに、

分庁舎、保健福祉支援センター、上水道事務所、教育文化会館に分散している行政

機能を統合し、業務・意思決定の効率化を進める。 

・新庁舎整備に合わせて、近接し老朽化している町民会館を廃止、解体とするが、

会議室等の公民館機能の一部は新庁舎で補完する。また、新庁舎に整備する会議室

等は、災害時の避難場所としても利用できるよう検討する。 

・分庁舎の行政機能を新庁舎へ集約する場合は、総合窓口設置の必要性を含めて検

討する。 

・機能移転後の分庁舎は、廃止し、解体するが、廃止・解体後の跡地利用は、隣接

する学校のための有効活用を含めて検討する。 

 

同 ■将来構想 

 

☆人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える庁舎へ 

現在の本庁舎と分庁舎は、耐震性の無い施設であることや建替え時期が近いことか

ら、廃止・解体するものとしますが、分庁舎解体後の敷地利用及び総合窓口設置の必

要性を含めて、個別計画で検討するものとします。 

新庁舎は、防災機能の強化はもちろんのこと、行政機能を集約することでワンスト

ップサービスによる利便性の向上やバリアフリー、ユニバーサルデザインにそった整

備、デマンドバスの拡充等による交通手段の確保、再生可能エネルギーを最大限活用

することにより、災害に強く、且つ、住民に利用しやすく、環境にも優しい施設とし、

早急に個別計画で検討するものとします。 
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３ 庁舎の現状と課題 

現在の庁舎の現状と課題を次のように整理しました。 

（１） 行政機能の分散による住民サービスの低下 

① 町民が利用する窓口が、本庁舎、分庁舎、上水

道事務所、保健福祉支援センター等に分散している

ため、利便性やサービスの低下、更には、行政効率

の低下を招いている。 

 

② 本庁舎は、町民ニーズの多様化や事務量の増大

に伴い、来庁者へサービスを提供する空間や、職員

の執務空間としても狭く、収納庫の確保や会議室が

2 室しかないなど、全体的に不都合が生じている。 

 

 

■ 庁舎分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分な幅が確保されていない窓口スペース 

狭あいな執務スペース ラックに入りきらなくなった保存箱(5年書庫) 

 

0.5km

1.0km

1.5km

保健福祉支援センター

福祉保健課

上水道事務所

上下水道課

教育文化会館

教育委員会

教育総務課

生涯学習課

分庁舎

(H28.10.3閉鎖)

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

土木整備課

都市整備課

産業振興課

農業委員会

本庁舎

町長室、政策秘書課

財務課、管財課

税務課、防災課

町民生活課

子育て支援課

会計課

議会事務局



第１ 新庁舎整備検討の背景 

5 

（２） 庁舎の分散による維持管理費の増大 

① 庁舎機能が分散していることに伴い、それぞ

れの庁舎において、建物や設備の修繕費、また、

電気料金などの光熱水費、さらには設備の保守点

検費用などの固定的な経費が重複しており、財政

効率の妨げになっている。 

 

② それぞれの庁舎における電気設備及び機械設

備についても、耐用年数が過ぎ、機能低下が著し

く年々維持管理費の増大を招いている。 

 

③ 本庁舎は、昭和 41 年に鉄筋コンクリート造 2 階建で

建築され、鉄筋コンクリート建物の耐用年数が約 50 年と

いわれるなか、築

49 年が経過して

おり、壁や床はク

ラック（ひび割

れ）があり、一部

雨漏り箇所もあ

り、経年劣化がみ

られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外壁タイル落下により設置した防護柵(分庁舎) 

孕んできている壁(分庁舎) 

雨漏り箇所(本庁舎) 
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（３） バリアフリーへの対応が不十分 

① 現在の公共施設は、障害者、高齢者、子ども

などあらゆる住民に配慮した施設であることが

求められている。自動ドアやローカウンターの設

置など改修を行ってきたが、エレベーターや多機

能トイレが設置されていないなど課題が多い。 

 

 

 

 

② 税金などの相談の際に、プライバシーへの

配慮が求められる。誰が来庁しても利用しやす

い庁舎とするためには、バリアフリー※1 やユニ

バーサルデザイン※2 対応の課題を抜本的に解決

することが求められるが、改修での対応には限

界がある。 

 

（４） 耐震性への危惧 

① 平成 9 年に実施した本庁舎の耐震診断の結

果では、1 階 2 階ともに耐震基準を満たしてお

らず、倒壊の危険性があるため、壁の増設や、事

務室内に鉄骨ブレースフレームをバランスよく

設置するなどの対策が必要なことが判明してい

る。 

 

② 本庁舎は、災害時に対策本部を設置するな

ど、震災時速やかに業務を遂行する機能が必要で

あるが、緊急対応可能な常設の防災設備が不十分である。 

 

                                                   
※1

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語

で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度

的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。(出典：障害者基本計画(H14.12.24 閣議決定)) 
※2

バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対処するとの考え方であるのに対し、ユニバーサルデザ

インはあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデ

ザインする考え方。(出典：障害者基本計画(H14.12.24 閣議決定)) 

プライバシーへの配慮がされていない窓口 

高齢者や障害者への配慮が不十分 

(2階へは、階段でしか行けない状況) 

本庁舎に整備されている防災行政無線 
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４ 新庁舎整備の必要性 

庁舎の現状と課題及び、庁舎整備に係るこれまでの経緯から、現在の庁舎の抱える課題

について、次のように整理しました。 

 

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。 

 

 

これらの課題について解決していくには、増改築等によって、施設の規模を増やす方

法では対応が十分でなく、仮に増改築工事や耐震補強工事を実施しても建物自体の耐用

年数が伸びることにはならず、維持管理費の削減を図ることはできない。 

また、平成 26 年度に策定した「富士川町公共施設再配置計画」において、住民の利

便性の向上と防災機能の強化を図るとともに、分庁舎、保健福祉支援センター、上水道

事務所、教育文化会館に分散している行政機能を統合し、業務・意思決定の効率化を進

めるため庁舎を新たに整備する方針が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記問題点を解消するには、『新庁舎の建設が必要』となります。 
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第２ 新庁舎整備の基本方針 

 

現庁舎の現状と課題並びに富士川町の将来のまちの姿を示す指針である「富士川町総合

計画基本構想」を踏まえ、より良い町民サービスの提供、効率的な行政運営を目指し、新

庁舎建設の基本理念及び基本方針を次のように設定します。 

 

富士川町総合計画 

基本構想 

暮らしと自然が輝く 

交流のまち 

～“生涯”快適に暮ら 

せるまちを目指して～ 

 

〈まちづくりの基本理念〉 

１ 自然息づく きらめき

の郷 

(人と自然の調和のとれた

まち) 

２ 心うるおう ふれあい

の郷 

(生きがいを感じながら 

生活できるまち) 

３  人・もの集う  とき 

めきの郷 

(人やものが行き交う、にぎ

わいのあるまち) 

 現庁舎の問題点 

行政機能の分散、執務空間の狭あいによる住民サービ

スの低下、庁舎の老朽化による維持管理費の増大、バ

リアフリーへの対応が不十分、耐震性への危惧 

 

【新庁舎建設の基本理念】 

 

☆ 人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える 

庁舎 

 

【新庁舎建設の基本方針】 

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 

  

 
新庁舎の基本となる機能 
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新庁舎建設の基本方針（基本となる機能） 

 

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 

・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。 

・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。 

・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 

・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 

・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。 

・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 

・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。 

・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 

・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。 

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 

・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。 

・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。 
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第３ 新庁舎の規模 

 

第 1 の 3 の庁舎の現状と課題で整理した次の課題解消のため、必要な諸機能を検討し規

模の算定を行いました。 

庁舎の現状と課題 

・窓口の分散化による、利便性やサービスの低下、行政効率の低下 

・所要室の不備や待合スペースの狭隘 

・庁舎の分散による維持管理費の増大 

・バリアフリーやユニバーサルデザイン対応への不備 

・耐震性への危惧 

 

１ 算定方法について 

新庁舎の必要な規模については、総務省及び国土交通省の基準に基づき、別紙（P37 参

考資料参照）のとおり、積上げにより算定しました。 

また、それぞれ、基準がない所要室の算定については、総務省及び国土交通省にある基

準を使用し、積上げにより算定し、さらに、算定基準には示されていないものの、現有の

施設に配置されている機能については、必要な機能として計上してあります。 

なお、総務省の基準については、地方債査定にかかる標準面積に基づく算定方法で、最

も一般的であり、他の自治体もこれを用いています。また、国土交通省の基準については、

新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定方法であり、国の出先機関を想定しており、窓口

機能や、町民協働機能などは考慮されていません。 

 

２ 想定規模について 

総務省及び国土交通省の基準に基づき、積上げにより算定した延べ床面積と、現庁舎（本

庁舎、統合する庁舎も含む）及び、県内庁舎の延べ床面積も比較対象としながら、別紙の

とおり、比較検討をしました。 

このことから、一人当たりの床面積において、現庁舎及び、県内庁舎と比較すると、総

務省基準が妥当であると考えますが、現庁舎が抱える課題でもある所要室の不備や待合ス

ペースの狭隘など、スペースが不足しており、さらに必要と考えられる機能の追加検討が

必要であると考えます。 

こうしたことから、現時点での 

延床面積の想定規模は、６，０００～６，５００㎡とします。 

なお、将来的な行政需要の変化によって、想定職員数が変わる場合や庁舎における新た

な機能を導入する場合などは、新庁舎の基本計画策定時に、さらに具体的な適正規模の検

討を行います。 
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３ 基準以外に必要な機能について 

基準にはありませんが、必要な機能は計上するとともに、現有施設に配置されている所

要室は、必要な機能でありますので、計上します。 

さらに、富士川町公共施設再配置計画の整備方針において、「町民交流機能である会議室

等の機能の一部を補完すること」とされていることや、防災対策面から備蓄倉庫の増床も

検討する必要があります。 

 

（１）必要な機能及び現有施設にある機能 

・窓口機能：相談室等、金融機関派出 

・防災対策機能：災害対策本部、備蓄倉庫 

（２）さらなる追加機能 

・窓口機能：町民ロビー、フリースペース 

・防災対策機能：備蓄倉庫（増床） 

・町民開放機能：町民開放会議室   など 

必要な機能 利用目的 想定する面積 算定根拠等 備考 

１窓口機能 相談室等 

金融機関派出 

約 104 ㎡ 

約 6 ㎡ 

約26㎡*4室程度 

現派出を参考 

町民がいつでも休憩

できる待合、相談ｽﾍﾟｰ

ｽの設置 

町民ロビー 

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 

約 100 ㎡ 先進地を参考 来庁者の憩いの空間

や一時的な行政事務

に利用できる多目的

なｽﾍﾟｰｽの設置 

災害時に通常業務ｴﾘｱ

と分離できる避難者

対応ｽﾍﾟｰｽにも利用可

能 

２防災対策

機能 

災害対策本部 

備蓄倉庫 

約 210 ㎡ 

約 100 ㎡ 

現会議室より広い

ｽﾍﾟｰｽが必要 

鰍沢備蓄書庫１階

部分と同規模 

迅速な初動対応のた

め、情報の収集、分析、

発信機能を備えた本

部会議室の常設化（平

常時は会議室） 

備蓄倉庫 約 80 ㎡ 現在、本庁舎にあ

るのと同規模 

本部活動を支える緊

急物資（毛布、医薬品、

飲料水、非常食等）の

保管 

３町民開放

機能 

町民開放 

会議室 

約 320 ㎡ 約 160 ㎡*２室 町民が利用できる会

議室等の町民活動支

援ｽﾍﾟｰｽ 
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４ 敷地面積の想定について 

庁舎の敷地面積は、必要最小限とすることが基本と考えられますが、今後の庁舎につい

ては、良好な都市景観を形成するための緑地等整備のほか災害等の防災拠点としての機能

空間の確保が必要であると考えられますので、可能な限り、緑地等のオープンスペースを

広く確保する必要があると考えられます。 

 

（１） 駐車場の規模 

ア 駐車場利用者の種別 

駐車場の規模を算定するに当たり、駐車場利用者の想定は、次のとおりとします。 

① 来庁者用  ② 議員用  ③ 車いす使用者用 

④ 公用車用  ⑤ 職員用（通勤）  ⑥ 駐輪場 

 

（２） 駐車場面積の算定 

ア 来庁者用駐車場 

来庁者の駐車場規模の算定に当たっては、「市・区・町役所の窓口事務施設の調査」（関

龍夫著）及び「最大滞留量の近似的計算法」（岡田光正 著）※により算定した台数を参

考とします。 

「市・区・町役所の窓口事務施設の調査」によると、「一般に所管人口の 0.9％前後が

窓口部門、0.6％前後が窓口以外の来庁者数として想定します。」とされています。これ

により、来庁台数は次の式により算定しました。 

 

来庁台数(台/日)＝富士川町人口×人口に対する来庁者の割合×乗用車使用率 

 

・富士川町人口  15,812 人（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

・来庁者割合   0.9％（窓口）、0.6％（窓口以外） 

・乗用車利用割合 90％(未調査のため推定) 

（窓口）   来庁台数＝15,812 人×0.9％×90％≒128 台/日 

（窓口以外） 来庁台数＝15,812 人×0.6％×90％≒85 台/日 

 

 

  

                                                   
※
出典：建築計画･設計シリーズ 7 庁舎施設（市ヶ谷出版） 
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また、「最大滞留量の近似的計算法」によると「必要駐車台数は、利用総数と平均滞留

時間から最大滞留量の算定を行う。」とされています。これにより、必要駐車台数は次の

式により算定しました。 

 

必要駐車台数＝最大滞留量(台/日)＝1 日当たり来庁台数(台/日)×集中率(α)× 

平均滞留時間(分)/60 分 

 

・集中率         30％（一般事務所、美術館タイプ） 

・窓口の平均滞留時間   30 分と想定 

・窓口以外の平均滞留時間 60 分と想定 

（窓口）   必要駐車台数＝128 台/日×30％×30 分/60 分≒２０台(A) 

（窓口以外） 必要駐車台数＝85 台/日×30％×60 分/60 分≒２６台(B) 

 

次に、基本方針の「住民協働の拠点となる人が集う庁舎」の観点から、上記以外の来庁

者として議会傍聴に訪れる方や情報収集、交流のために訪れる方も考慮する必要があり

ます。 

議会傍聴に来庁する方の駐車場は、滞留時間が長時間に及ぶことが想定されます。現

在は、約 20 人程度ですが、今後増加することを見込み 30 人と想定し、乗用車利用割

合 90％とした場合２７台(C)が必要となります。なお、議会開催時以外は通常の来庁者

用として使用します。 

また、情報収集や交流のための来庁者については、人数の想定は難しいため 5 台(D)程

度を確保するものとしました。 

 

以上のことから、来庁者用駐車場は、(A)＋(B)＋(C)＋(D)＝７８台(ア)としました。 

 

イ 議員用駐車場 

議員定数 14 名分の１４台(イ)としました。なお、議員駐車場は、議会開催時に使用

が想定されますが、通常は、来庁者用として使用します。 

 富士川町議会の議員の定数を定める条例(平成 26 年富士川町条例第 37 号)※の規定に

基づき 14 名とします。 

 

  

                                                   
※
富士川町議会の議員の定数を定める条例:次の選挙期日を告示される一般選挙から適用される。 
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ウ 車いす使用者用駐車場 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第 17 条の規定による、

車いす使用者用駐車場の設置基準では、「駐車台数 200 台以下の場合にあっては当該駐

車台数に 50 分の 1 を乗じて得た数以上の駐車施設を設けなければならない。」とされ

ています。これにより、車いす使用者用駐車場台数は、次の式により算定しました。 

 

９２台(ア＋イ)×1/50≒２台(以上)(ウ) 

 

以上の台数を基に、1 台当たりの駐車場面積を総務省起債対象事業算定基準による車

庫面積を参酌して 25 ㎡(車いす使用者用は 30 ㎡)として算定すると来庁者用、議員用、

車いす使用者の駐車場面積は次のようになります。 

ア 来庁者用駐車場 78 台×25 ㎡＝ １，９５０㎡ 

イ 議員用駐車場 14 台×25 ㎡＝ ３５０㎡ 

ウ 車いす使用者用駐車場 2 台×30 ㎡＝ ６０㎡ 

 

エ 公用車用駐車場 

現在、町で使用している公用車の台数は、94 台（特殊車両も含む。）になります。そ

の内、新庁舎に配置が想定される公用車の台数は、62 台（スクールバス 2 台を含む。）

になります。面積の算定は、来庁者用駐車場と同じく１台当たり 25 ㎡を用いました。

また、スクールバスについては、中型車両として 1 台当たり 50 ㎡を用いました。 

60 台×25 ㎡＋2 台×50 ㎡＝１，６００㎡ 

 

オ 職員用駐車場 

新庁舎に勤務することが想定される職員数は、144 人（特別職を含む。）になります。 

また、臨時職員及び嘱託職員については、職員数を予測することが困難であるため、現時

点と同じ 124 人を基本とすることとし、このうち新庁舎に勤務することが想定される

29 人で計算することとします。 

新庁舎勤務想定職員数 144 人＋29 人＝173 人 

 

職員用駐車場については、本町は、公共交通機関が少なく自動車利用依存度が高いこ

とから、想定職員数の 90％程度の 160 台と想定しました。面積の算定は、来庁者用駐

車場と同じく１台当たり 25 ㎡を用いました。 

160 台×25 ㎡＝４，０００㎡ 
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カ 駐輪場 

駐輪場は、来庁者用 20 台分、職員用 20 台分と想定しました。面積は、1 台当たり幅 0.8m

×奥行 2m＝1.6 ㎡とし、40 台×1.6 ㎡＝６４㎡としました。 

 

（３） 駐車場面積 

これまでの面積を合計すると次のとおりとなります。 

【駐車想定台数及び必要面積】 

区分 駐車台数(台) 必要面積(㎡) 

来庁者用駐車場 78 １，９５０ 

町議会議員用駐車場 14 ３５０ 

車いす使用者駐車場 2 ６０ 

公用車用駐車場 62 １，６００ 

職員用駐車場 160 ４，０００ 

駐輪場 40 ６４ 

合計 356 ８，０２４ 

 

以上のことから 

 

駐車場の規模は、約８，０００㎡と想定します。 

 

 

（４） 全体敷地面積 

これまで想定してきた「庁舎規模」及び「駐車場規模」にオープンスペースとなる「緑

地」を含め、全体面積を次のとおり想定します。 

 

内容 面積(㎡) 備考 

庁舎の建築面積 １，７００ 仮に 4 階建とした場合（延床 6,500 ㎡÷4 階） 

駐車場面積 ８，０００ 約 360 台、1 台 25 ㎡と想定 

緑地等 ２，３００ 庁舎の建築面積及び駐車場面積の 2 割程度を想定 

計 １２，０００  

 

上記のとおり想定するものの庁舎の建築面積は、4 階建と仮定している面積であり、今

後弾力的に見直しを図ることを前提として考えています。 

 

敷地面積の規模は、最低限必要と考えられる 

約１２，０００㎡と想定します。 
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第４ 新庁舎の建設位置 

 

新庁舎建設の基本的考え方については、現庁舎の現状と課題並びに、富士川町の将来の

まちの姿を示す指針である「第１次富士川町総合計画・基本構想」を踏まえ、より良い町

民サービスの提供、効率的な行政運営を目指し、新庁舎建設の基本理念及び基本方針を次

のように設定しました。 

 

【新庁舎建設の基本理念】（P8 第２ 新庁舎整備の基本方針参照） 

☆ 人や環境に優しく、町民の安全と安心を支える庁舎 

【新庁舎建設の基本方針】 

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 

 

これらの基本理念及び基本方針を念頭に置きながら、町民の利便性の向上と住民サービ

スの効率化はもとより、まちづくりの根幹となることも勘案し、安全・安心のまちづくり

の基盤となる位置であることが求められます。 

また、事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、地方自治法第 4 条第 2 項

において、「住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等に

ついて適当な考慮を払わなければならない」ことから、次の望ましい立地条件に関する項

目を設定しました。 

 

【望ましい立地条件に関する項目】 

① 基本方針の「町民の安全と安心な暮らしを支える庁舎」 

⇒ 防災拠点 

② 基本方針の「町民サービス、行政効率の向上を目指した機能的な庁舎」 

⇒ 町民の利便性 

③ 基本方針の「住民協働の拠点となる人が集う庁舎」、「すべての人にやさしい 

庁舎」、「環境との共生のとれた庁舎」 

⇒ 基盤となるまちづくり 

④ 基本方針の「経済性・耐久性を考慮した庁舎」 

⇒ 事業の実現可能性 
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以上のことから、新庁舎の建設位置の考え方として、次の望ましい立地条件を設定し、

候補地を検討しました。 

 

【望ましい立地条件】 

① 防災拠点 

新庁舎は、町民や職員の安全・安心を確保すること、個人情報や行政財産に対

するセキュリティを確保することが重要であり、その基盤となる計画用地は、水

害や地震災害に対応可能である安全な位置が望ましい。 

② 町民の利便性 

多数の町民が利用する施設であることから、利便性が高い土地、具体的には、

来庁しやすい利便性の高い場所が望ましい。また、アクセスするためには「わか

りやすさ」が重要であり、自動車・自転車・歩行者等で来庁が考えられるので、

幹線道路に近接していることが望ましい。 

③ 基盤となるまちづくり 

役場の庁舎といえども、原則として法規制の適用除外にはなりませんので建設

に際しては、都市計画法などの関係法令を遵守しなければなりません。 

また、早期整備を目指しているため、新たな土地利用計画や都市計画の見直し

を行うなど、上位計画との整合性を図るための計画見直しに要する十分な時間が

ありません。 

したがって、関係法令や上位計画に即した位置であり、また、本町のまちづく

りとして、周辺施設の立地状況も鑑み、賑わいを創出できる位置が望ましい。 

④ 事業の実現可能性 

庁舎の規模から考えて、設計～建設には５～７年を要します。 

新たな土地を求め、新規に用地交渉から始めることは、合併推進債の活用期限

の平成３６年度までの完成を目指す中で時間的制約を受けることから、建設事業

費の抑制のため、本町の所有地などから選定すべきであり、町有地または、これ

に準ずる土地を候補地とすることが望ましい。 

 

以上の４つの望ましい条件を満たしていて、本町の特性を活かし、町民の利便性や、都

市基盤の整備はもとより、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と考えます。 

さらに、役場庁舎整備検討委員会から、「交通の利便性がよく、想定敷地面積の確保が

可能であり、水害や土砂災害の危険を考えると、建設可能な町有地は本庁舎の場所（周辺

町有地含む）が望ましい」と意見集約されたことを踏まえ、 

 

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。 
 

なお、基本計画では、周辺整備も含め、より良い庁舎整備を進めていきます。 
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第５ 新庁舎建設費の想定 

 

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、

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。 

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新庁舎

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 

 

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、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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第６ 新庁舎の建設手法 

 

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、新庁舎の整備における最適な手法を検

討しました。 

（１） 設計・建設段階、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 

次のとおりとなります。 

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います。 

ア PPP（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す。 

その背景として、次の 3 点が挙げられます。 

（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す。 
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イ 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）」が施行されました。 

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 件を占めています。  

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 件となり

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す。 

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

のです。 

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ます。 

PFI の基本的考え方として、次の 4 点があげられます。 

（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、新庁舎における事業手法の選定については、次の 3 点に

より検討しました。 

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なこと。 

イ 一方、本事業においては合併推進債（平成 36 年度末まで）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、 

 

新庁舎整備の事業手法は、 

公共直営方式を基本方針とします。 
 

なお、基本計画策定時において、最終決定します。  

 

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 年度末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、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 （参考：内閣府民間資金等活用事業推進室資料） 

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） 
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第７ 新庁舎の事業スケジュール 

 

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。 

新庁舎整備のスケジュールは、 

 

事業完了年度として、平成３６年度末を目標に進めます。 

 

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 

         
 

          

         
 

測量調査 

基本計画 

         
 

          
          

基本設計 

実施設計 

         
 

          
          

建設工事（解体、

外構工事、移転

等含） 

          

          

          

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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富士川町役場庁舎整備検討委員会設置要綱 

 (設置) 

第１条 富士川町役場庁舎の整備方針等について、検討又は協議するため、富士川町役場

庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

 (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) 役場庁舎の整備方針に関すること。 

(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任命又は委嘱する。 

 (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。 
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 (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 28 年 2 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。 

   附 則 

 この告示は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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■ 富士川町役場庁舎整備検討委員会の目的及び検討体制について 

① 検討委員会の目的について 

富士川町役場庁舎整備検討委員会（以下「検討委員会」という。）は、富士川町が目

指す庁舎のあり方や、今後の庁舎整備の基本となる考え方を検討するために設置する

ものです。 

検討委員会は、今後の庁舎整備の基本となる考え方について協議・検討を行い、整

備方針を作成し町長に報告します。 

 

② 検討委員会の体制について 

検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

富士川町役場庁舎 

整備検討委員会 

【整備方針の検討】 

町 長 

町 民 議 会 

(特別委員会) 

行政連絡調整委員会 

分科会 

事務局 

庁舎整備方針の策定 

行 政 

整
備
方
針
の
公
表 

情
報
提
供･

意
見
公
募 

意
見･

提
案 
意
見 

情
報
提
供 

報
告 

情
報 

提
供 

情
報
提
供 

意
見 

意見 
(委員の参加) 

･各種団体からの代表 
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富士川町役場庁舎整備検討委員会名簿（平成 27 年度） 

（順不同、敬称略） 

№ 氏名 所属 役職名 備考 

1 神田 智 富士川町議会 議員  

2 深澤 公雄 富士川町議会 議員  

3 鮫田 洋平 富士川町議会 議員  

4 川手 貞良 富士川町教育委員会 教育長  

5 笹本 正 区長会 会長  

6 㓛刀 吉文 富士川町消防団 団長  

7 依田 英男 富士川町都市計画審議会 会長  

8 牧野 雅紀 富士川町身体障害者相談員 代表  

9 徳田 隆二 富士川町子ども子育て会議 会長  

10 雨宮 俊夫 富士川町体育協会 会長  

11 井上 孝 富士川町文化協会 副会長  

12 深澤 かをる 富士川町赤十字奉仕団 委員長  

13 入倉 治彦 富士川町商工会 会長 ○ 

14 志村 一彦 富士川町社会福祉協議会 会長  

15 大木 勝藏 富士川町老人クラブ連合会 会長  

16 堀口 広秋 有識者  ◎ 

17 㓛刀 千秋 公募町民   

18 川手 政子 公募町民   

◎：委員長 ○：副委員長 
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富士川町役場庁舎整備検討委員会名簿（平成 28 年度） 

（順不同、敬称略） 

№ 氏名 所属 役職名 備考 

1 神田 智 富士川町議会 議員  

2 深澤 公雄 富士川町議会 議員  

3 鮫田 洋平 富士川町議会 議員  

4 川手 貞良 富士川町教育委員会 教育長  

5 杉田 洋一 区長会 会長  

6 㓛刀 吉文 富士川町消防団 団長  

7 依田 英男 富士川町都市計画審議会 会長  

8 牧野 雅紀 富士川町身体障害者相談員 代表  

9 徳田 隆二 富士川町子ども子育て会議 会長  

10 杉田 宗利 富士川町体育協会 会長  

11 井上 孝 富士川町文化協会 会長  

12 大塚 和子 富士川町赤十字奉仕団 委員長  

13 入倉 治彦 富士川町商工会 会長 ○ 

14 志村 一彦 富士川町社会福祉協議会 会長  

15 大木 勝藏 富士川町老人クラブ連合会 会長  

16 堀口 広秋 有識者  ◎ 

17 㓛刀 千秋 公募町民   

18 川手 政子 公募町民   

◎：委員長 ○：副委員長 
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■ 富士川町役場庁舎整備検討委員会 検討状況 

 

H28.2.18 第 1回検討委員会 役場本庁舎第 1会議室 

議事 (1)庁舎整備検討委員会の目的及び検討体制について 

 (2)庁舎の現状と課題について 

 (3)庁舎整備係るこれまでの経緯について 

 (4)統合新庁舎の必要性について 

 

H28.3.17 第 2回検討委員会 役場本庁舎第 1会議室 

議事 (1)第 1 回庁舎整備検討委員会議事録の確認について 

 (2)庁舎整備検討委員会の会議運営に関する確認事項について 

 (3)統合新庁舎建設までの流れについて 

 (4)統合新庁舎建設基本構想の内容について 

 (5)役場庁舎整備検討委員会のスケジュールについて 

 (6)統合新庁舎の基本方針について 

 

H28.5.31 第 3回検討委員会 役場本庁舎第 1会議室 

議事 (1)統合新庁舎の想定規模について(敷地規模含む) 

 (2)統合新庁舎の建設位置について 

 

H28.6.30 第 4回検討委員会 役場本庁舎第 1会議室 

議事 (1)統合新庁舎の事業費の想定について 

 (2)統合新庁舎の事業手法について 

 (3)統合新庁舎の事業スケジュールについて 

 

H28.7.28 第 5回検討委員会 役場本庁舎第 1会議室 

議事 (1)役場庁舎整備検討委員会報告書(案)について 

    

H28.8.12 報告書提出 役場本庁舎町長室 

 

 

■ 富士川町新庁舎整備基本構想(案) パブリックコメント実施 

 

H28.10.5～ 

H28.11.4 

(30 日間) 

町広報、町 HP で意見募集について周知 
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■ 町役場庁舎整備検討委員会からの新庁舎建設に向けた要望と意見 

 

 

１ 耐震・防災に関すること 

 

・庁舎はクラックがいっぱい入っている。また、災害時には庁舎が拠点になる。できるだ

け早く耐震化した庁舎にする必要があると思う。（第 1 回検討委員会） 

 

・耐震性の良い庁舎ができるということだが、想定している町民ロビーとフリースペース

の面積では、災害時の避難対応等ができるスペースとなると非常に狭いと思う。倍くらい

の面積があってもいいのではないかと思う。（第 3 回検討委員会） 

 

・今後造っていく建物は通常の業務に影響がない程度ではなく、緊急時のことも想定して

広いスペースを確保していくことが有効であると思う。（第 3 回検討委員会） 

 

・新庁舎の建設については地震だけでなく、水害、土砂災害等も踏まえていくべきだと思

う。（第 3 回検討委員会） 

 

・地震発生時にはエレベーターは止まってしまう。スロープにしてはどうか。（第 4 回検

討委員会） 

 

・仮に 4 階建てを想定しているが、3 階建ての方が安定性が増し、耐震性能が向上する

のではないか。その場合建築面積が広がるので、土地を借りるなど職員駐車場を敷地の外

へ設けてはどうか。3 階建てより 4 階建ての方が危険なのではないか。（第 4 回検討委員

会） 

 

・駐車場を立体構造として 2 階建てにすれば、災害時に 1 階部分が雨除けになり、緊急

避難場所や支援物資の一時保管場所とすることができる。併せて検討してほしい。（第 4

回検討委員会） 

 

・一棟建てで全体を耐震強度の強いものにすることから想定を始めて、費用が高額になっ

た場合に、それを抑えるために分棟での建設を検討すれば良い。（第 4 回検討委員会） 
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２ 財源・コストに関すること 

 

・財源の問題が根底にないと規模も出せないと思う。財源をしっかりと頭に入れ、話を進

めていけばいいものができると思う。（第 1 回検討委員会） 

 

・コストが低く見積もられている印象を持っている。（第 4 回検討委員会） 

 

・別棟ではなく、活動拠点室のみを 1.5 にすることはできないのか。そうすれば費用面

で抑えられるのではないか。（第 4 回検討委員会） 

 

・構造もそうだが、用地買収の必要性や敷地の高低差解消の有無、解体等の費用などを考

えると、建築自体は平米 40 万円かもしれないが、現実的には相当オーバーすると思う。

基本計画策定の進捗により、国や県の補助制度の利活用が必要である。（第 4 回検討委員

会） 

 

 

３ 施設・機能に関すること 

 

・現庁舎のトイレの入り口が男女一緒になっていて使いづらい。（第 2 回検討委員会） 

 

・役場内で仕事をする際、パイプ椅子での仕事となり１日働くと体が痛くなる。新庁舎の

建設にあたっては住民のためはもちろん、そこで働く職員がストレスなく使えるような庁

舎にすることも考えてほしい。（第 2 回検討委員会） 

 

・子どもを連れてくる人が多いので、移動を少なくできるようなスペースをつくってほし

い。（第 3 回検討委員会） 

 

・外観は木造にしたらどうか。（第 4 回検討委員会） 

 

・富士川町は自然が多いので木造での建築も検討してもらいたい。（第 4 回検討委員会） 

 

・耐久性や耐火性、耐震性も含めて、長期的な視点に立つと鉄骨鉄筋コンクリート造の方

が安心だと思う。（第 4 回検討委員会） 
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・第 1 回検討委員会の中で窓口の分散化による利便性やサービスの低下が謳われている

ので１つの建物の中で可能であれば一番良いと思う。建物を別に造るとなると予算的にも

１つの建物を建設する以上になると思う。ビルなどは設備関係が地下に入っている。防災

備蓄倉庫なども含めて地下についても検討の１つに加えても良いと思う。（第 5 回検討委

員会） 

 

 

４ バリアフリー・ユニバーサルデザインに関すること 

 

・障がい者や高齢者、子ども連れの人たちが利用しやすいスペースが必要だと思う。車イ

ス利用者のことも考えると、想定されている窓口面積では少ないと思う。（第 3 回検討委

員会） 

 

・町民の移動はもちろん、障がいのある職員がどの部署でも働けるような施設を考えてほ

しい。（第 3 回検討委員会） 

 

・普通のトイレでもちょっと解放すれば障がいのある方が利用できるようなスペースがあ

るトイレを整備しておいてほしい。（第 3 回検討委員会） 

 

 

５ 整備位置・敷地に関すること 

 

・必要な面積が足りているという点から現庁舎周辺でいいと思う。（第 3 回検討委員会） 

 

・現庁舎周辺は生活道路が四方にあり、段差もあるので用地を改修するとなると時間がか

かると思うので、そう考えると時間的リスクが多いという感じもある。（第 3 回検討委員

会） 

 

・現庁舎周辺は地盤も固く建設には良い。幹線道路もあるため、アクセス的にも良い。駐

車場が遠くなる場合、障がい者やお年寄りをどう庁舎まで誘導するかということの検討が

必要だと思う。（第 3 回検討委員会） 

 

・現本庁舎周辺の町有地は面積の合計が 13,000 ㎡程度になるが、現状町道により敷地

が分かれている。道の付替えを行い効率的な土地利用の検討が必要。（第 4 回検討委員

会） 

 

・仮に 4 階建てとなると地質調査も必要になると思うが、調査実施の検討をお願いした

い。（第 4 回検討委員会） 
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・敷地付近の町道を付け替えるレイアウトや、建物の階層の問題、職員駐車場を庁舎の駐

車場の中に取り込むのか、別なところに確保するのか、これらのことは建物を進めていく

うえで、大きなウエイトになるのではないかと思う。基本計画の中で十分に検討していた

だきたい。（第 5 回検討委員会） 

 

・敷地をみると、現本庁舎とその南側の駐車場、東側の駐車場、旧町民会館の敷地と４か

所に分かれている。一面で 13,000 ㎡とれれば非常に効率が良いが、道路の付替えをし

たりとなると周辺住民に回り道をしてもらうことも考えられる。逆手にとって４か所をそ

のままに活かしながら、例えば、現本庁舎のところに事務系の２階建てくらいの庁舎を建

てて、その東に技術系の庁舎といったように分散するのも良いと思う。このエリア内にあ

れば、住民にとってもあまり負担にならないのでは。１つにする必要はないのかなと思

う。そうすれば、コスト的にも強度的にもいいものが造れるし、２階建てとなれば木造で

もつくれるのかなと思う。（第 5 回検討委員会） 

 

・敷地については町でもいくつかのレイアウトを検討して、その中で、庁舎にとって最善

な方法、周辺住民にとって一番不便にならない方法を検討する中で、基本計画、基本設計

を行なっていただきたい。（第 5 回検討委員会） 

 

 

６ 発注方法に関すること 

 

・町内企業の積極的な参加や、民意の反映を考えると公共直営方式は良い。行政としても

従来型の公共直営方式のほうが、やりやすい気がする。（第 4 回検討委員会） 

 

・今回の庁舎の建設事業については、合併に伴う統合新庁舎、分散している施設を統合す

るという意味合いで、合併推進債を活用し提案のとおり公共直営方式で行い、事業の発注

方式は町内の事業者の参画をできるだけ得られるように考慮すること。（第 4 回検討委員

会） 

 

 

７ その他 

 

・新庁舎は町の文化の発信源としての役割も担ってほしい。（第 2 回検討委員会） 

 

・庁舎は町の景観をつくっていくという意味で非常に大きな影響力を持っている。町のシ

ンボルであり、町全体の景観に影響を与えるということも考えながら庁舎建設や環境の整

備を行なってもらいたい。（第 2 回検討委員会） 
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・新庁舎となれば一か所で用件が全部済むようになるが、足が悪いとか運転ができないと

か役場に来ることができない人を考慮し、行政弱者をなくすための施策は必要だと思う。

（第 2 回検討委員会） 

 

・現状の庁舎を利用している町民に良い点・悪い点・要望などを聞いた方が良いと思う。

町民の皆さんが言いやすいようなアンケートを実施してほしい。（第 5 回検討委員会） 

 

・パブリックコメントにするのか町長の対話集会にするのかなど幅広く、住民の皆様から

望む庁舎の意見を求めることを前向きに検討してください。（第 5 回検討委員会） 
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各算定基準による計画面積等比較について

正職員 嘱託・臨時 正職員 嘱託・臨時 現庁舎 甲府市 上野原市 市川三郷町 小菅村 早川町

１４４人 ２９人 １４４人 ２９人 １８０人 ８２２人 ２４４人 １１０人 ２４人 ４１人

1 執務室 1,050.00 140.00 1,190.00 1 事務室 840.00 110.00 950.00

2 付属室 1,150.00 210.00 1,360.00 2 付属室 420.00 70.00 490.00

3 交通部分 1,100.00 400.00 1,500.00 3 設備関係 240.00 240.00

4 議会関連 500.00 0.00 500.00 4 交通部分 570.00 70.00 640.00

5 窓口機能 110.00 110.00 5 窓口機能 110.00 110.00

6 防災対策 310.00 310.00 6 防災対策 310.00 310.00

7 業務支援 120.00 120.00 7 議会関連 500.00 500.00

8 設備関係 240.00 240.00 8 業務支援 120.00 120.00

9 福利厚生 180.00 180.00 9 福利厚生 120.00 120.00

10 書庫等 500.00 500.00 10 書庫等 500.00 500.00

11 町民開放 　 0.00 　

3,800.00 750.00 1,460.00 6,010.00 2,070.00 250.00 1,660.00 3,980.00 6,561.92 27,972.10 10,252.76 5,074.00 1,033.00 1,725.29

○基準以外の必要な機能について ○基準以外の必要な機能について ※職員数には、嘱託及び臨時職員も含まれている。

窓口機能：相談室、金融機関派出 窓口機能：相談室、金融機関派出室

防災対策：災害対策本部、備蓄倉庫 防災対策：災害対策本部、備蓄倉庫

業務支援：サーバー室、印刷室 議会関連：議場、議員控室

設備関係：機械室、電気室、自家発電気室 業務支援：サーバー室、印刷室

福利厚生：休憩室、食堂、更衣室 福利厚生：休憩室、更衣室

書庫等：保存文書など 書庫等：保存文書など

◎基準以外の必要な機能のさらなる追加機能について

窓口機能：町民ロビー、フリースペース

防災対策：備蓄倉庫の増

町民開放：町民開放会議室

○職員数の根拠
　庁舎の規模については、勤務する職員数が基本条件の一つとなります。概ね5年後の新庁舎完成を目指した平成32年度を基準に、富士川町の職員
数を次のように想定します。ただし、臨時職員及び嘱託職員については、総務省基準及び国交省基準の算定対象にはなっていないので、分けて算
出します。
ア　平成32年度の職員数は、第2期富士川町定員管理適正化計画(平成28年3月策定)により、計画職員数170人(特別職を除く。)を基本とすることと
し、このうち本庁舎内に勤務することが想定される職員数を144人(特別職2人を含む。)とします。
イ　臨時職員及び嘱託職員は、更なる地域主権改革に伴う権限移譲による事務量の増加、町民ニーズのさらなる多様化や社会制度改正など様々な
増減要因が考えられます。こうした状況から、今後、庁舎内に勤務する臨時職員及び嘱託職員を予測することが困難であるため、現時点と同じ124
名を基本とすることとし、このうち本庁舎内に勤務することが想定される臨時職員及び嘱託職員数を29人とします。
ウ　議員数は、富士川町議会の議員の定数を定める条例(平成26年富士川町条例第37号)の規定に基づき14名とします。

一人当たりの延べ床面積(㎡/人） 一人当たりの延べ床面積(㎡/人）

計画所要室 計画所要室

合計 合計

①総務省起債対象事業算定基準 ②国土交通省新営一般庁舎算定基準

計
基準以外の必
要な機能

基準以外の必
要な機能

34.74 46.13 43.04 42.08

計

③現庁舎及び県内市町村との比較（延べ床面積）

6,561.92 27,972.10 10,252.76

23.01 36.46 34.03 42.02

5,074.00 1,033.00 1,725.29
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１ 合併推進債について 

（１） 合併推進事業について 

都道府県が自主的な市町村の合併の推進に関する構想（以下「構想」という。）を作成した上で市

町村合併を推進することとしている「市町村の合併の特例等に関する法律」（平成 16 年法律第 59

号）の趣旨を踏まえ、構想に基づき合併した市町村が合併市町村基本計画に基づき実施する公共施

設等の整備事業について、その財源として地方債(合併推進債)を起こすことができる。 

（２） 名称 

市町村合併推進事業 

（３） 法的根拠 

市町村の合併の特例等に関する法律第 18 条 

（４） 対象事業 

構想に基づき合併した市町村が合併市町村基本計画に基づき実施する国の補助事業又は地方単

独事業 

（５） 事業期間 

合併が行われた日の属する年度及びこれに続く 15 か年度(平成 36 年度末まで) 

（６） 財政措置 

充当率      90％ 

交付税算入率   40％ 

 
【財政フレーム】 

対象事業費 対象外事業費 

  

合併推進債 

(充当率 90%) 
一般 

財源 

(10%) 

一般財源 
元利償還金(普通交付税

措置)40% (50%) 

元利償還金(一般財源) 

60％(50%) 

※ 既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であって合併による行政コストの合理化効果

の発現に繋がる事業については、その元利償還金の 10%に相当する額が普通交付税で措置される。 

 

２ 新庁舎建設に伴う合併推進債の利用について 

新しく庁舎を建設する場合、本来は全て町の財源で建設しなければなりませんが、既に 2 町合併

している富士川町は、新庁舎の建設に際し合併推進債を活用することができます。 

合併推進債は、対象事業費の 90%を借り入れることができ、元金と利子を合わせた返済額の 40%

（最大で 50%）が国から地方交付税の基準財政需要額に算入される有利な地方債です。この合併推

進債を活用することで、新庁舎建設に対する町の財政負担を少なくすることができます。 
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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 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 

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 



 

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構想 

平成 28 年 11 月 

 

 

 


