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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。 
 


