
別記様式(第 7条関係) 

 

 

会 議 録 

 

1 会議の名称  第２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 6月 28日(水) 午後 7時 30分から 

                     午後 9時 00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  2名  

 

5 議題 

  (1)  新庁舎整備の基本的考え方(案)について 

  (2)  新庁舎に導入する機能(案)について 

  (3)  新庁舎の空間構成の考え方(案)について 

  (4) 先進地視察(案)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 

※事務局より検討委員会のスケジュール変更を説明 

 

② 委員長あいさつ 

 

③ 議事 

(1) 新庁舎整備の基本的な考え方(案)について 

※事務局が資料を用いて説明 



 

（質疑なし） 

 

(2) 新庁舎に導入する機能(案)について 

【基本機能－１ 町民サービスの向上を目指すための機能】 

※事務局が資料を用いて説明 

委 員：(1)窓口機能の③について、ローカウンターがいっぱいの場合は立って

待っているのか、腰をかけるところがあるのか、その辺はどういうふう

に考えているか。 

 

事務局：新庁舎においてはローカウンターの窓口が混雑しているときは、窓口の

話が聞こえない程度の距離感を保ちながら、待合スペースを確保してい

きたいと考えている。 

 

委 員：(1)窓口機能の③について、相談となると周りに聞かれたくない内容が

あると思うが、配慮はされているのか。窓口利用の多い課というのは富

士川町では具体的にどの課を指すのか。課が集中するため、うまく人が

流れるような動線についてはどう考えているのか。 

 

事務局：一点目については、4ページの(3)相談機能の①のプライバシーレベル

に応じたということで、個室の相談室や窓口の近くにはついたて等で相

談スペースの配置を検討している。二点目の窓口利用の多い課について

は税務課、町民生活課、子育て支援課、福祉保健課と、関連があるため

会計課も低層階に想定している。三点目については、(1)窓口機能の①

の業務連携の多い課を可能な限り近接した配置ということと、先ほどの

お客さんが混雑しないような形ということを、今後、平面の配置計画を

考える段階で、職員レベルで配置の検討をしていきたいと考えている。 

 

議長(委員長)：(1)から(5)について、現状の庁舎にはない機能であり、一番大事

なのは(2)案内機能の④の総合案内を担当できる職員だと思われ

る。総合案内でしっかり案内をしてもらえると来庁者が自分の行

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

ると感じた。 

 



委 員：今は本庁舎、教育委員会、保健福祉支援センターなどがあって、それを

統一するにあたり、建設場所というのはもう見つかっているのか。 

 

事務局：基本構想で建設場所については現在地での建替えということで決定をさ

せていただいた。今後、第 4回の敷地のゾーニングでどういう建物が入

るのか示したいと考えている。 

 

委 員：この敷地でこれだけのスペースをとれる可能性があるのか。今の窓口の

スペースよりも広くして、キッズスペースも設置するというのは、可

能だから挙げているのか。それとも、これをたたき台、理想としてい

くのか。 

 

事務局：基本構想段階で挙げていただいた現庁舎の現状と課題を整理すると、こ

のような機能は入れていかなければならないという、ほぼ必須の状況で

ある。現時点では、第４回に敷地にどういう形で庁舎が入るのか、示し

たいと考えており、入るスペースについてもその中で見ていただければ

と思っている。 

 

委 員：理想として入れているのか、可能性があるから入れているのか。例え

ば、(1)窓口機能の②のエントランスなどのスペースが可能だからここ

で挙げているのか。個人的にはそれほど役場に滞在しないから授乳室は

必要なのかなという考えもある。トイレをみると多目的トイレはスペー

スをとれる可能性があるからここで挙げているのか伺いたい。 

 

事務局：「設置を検討します」というものについては設置を検討し、「整備をしま

す」というものは整備が可能だと考えているので、整備をしますという

表現をさせてもらっている。 

 

議長(委員長)：基本構想の段階でも出たが、これから造る富士川町の役場につい

てはこういう機能がほしいという要望があり、町でも検討し、基

本計画の素案をたたき台として作ってきたと思う。課題となって

いることをより多く実現し、それが可能であるということで、今

回、案として挙げていただいたと理解している。 

 



委 員：期待させておいて、結局できなかったでは、この会議は何だったのかと

言われるので、可能なものだけから話し合った方がよい。不可能なもの

を話し合うのは時間の無駄だと思う。 

 

事務局：平面図にならないと入るのか入らないのか分からないというご質問だと

思う。確かにその通りだと思っている。今後、基本設計段階に入るが、

今回は、設計段階までに整理しなければならないものを挙げている。こ

の後にも出てくるが、「スペースを確保します」というものについて

は、面積は 100㎡なのか 50㎡なのかは分からないがスペースは確保し

ていきたいという意味で記載している。「整備します」という表現のも

のについては可能な限り整備していきたいと考えている。基本設計段階

において、さらに整理していかなければならないと考えている。 

 

委 員：ここで、例えば(1)窓口機能の④⑤は要らないという意見が出てもいい

のか。それを求めているのか。 

 

事務局：この内容は、職員レベルの作業部会でこのようなスペースが必要なので

はないかということで挙げた。昨年度、来庁者アンケートを実施した結

果としてキッズスペースも出てきていたので、導入する機能として入れ

ている。例えば、⑤の授乳室の設置については、「設置を検討します」

となっているが、「設置します」の方が良いのではないかというような

議論をしていただきたい。 

 

委 員：役場へ来る人は障害を持っている方や相談がある方が多いと思う。理想

とすると、遠くまで案内されてたらい回しとかではなくて、入ったら職

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

があればいいと思う。総合案内のスペースを広くしてもらいたい。 

 

事務局：窓口機能についてもリーダーレベルや課長レベルでどういった機能がい

いのか議論してきた。その結果、ワンストップフロア方式が富士川町の

人口規模や業務量の規模に合うのではないかということで提案してい

る。総合案内担当については担当を固定するのではなく、入口に一番近

い課に総合案内担当として事務分掌を整備し、研修を重ねて、新庁舎整

備の折には、案内機能の充実を図るということで、リーダー職、課長職

の中で整理をした。 



 

委 員：庁舎のあるべき姿を考えながら、いろんな良いところを見繕って造り上

げれば、良いものができるというのは分かる。予算を考えたときに、後

になって諦めざるを得ないものとかが出てくる可能性がある。どういう

風な形で考えながら基本構想が出来上がったのか。概算の予算をみなが

ら今日の資料が出来上がっているのか、確認したいと思う。 

 

事務局：基本計画段階では細かな積み上げが出来ていないのが現状である。基本

構想段階の平米 40万円というのは、このような機能を持たせた場合、

平米 40万円くらい掛かるということである。特殊な機能を追加してい

くと平米あたりの単価は増額になると思う。他の自治体では基本計画通

り進めながら職員が利用する空間の床は安価なものにしたり、既存の什

器をできる限り再利用したりと、建設費を縮減しながら整備したという

例もあり、参考にさせてもらっている。最終的な建設費の中でやりくり

するしかないと考えている。 

 

委 員：事務局が考えている予算の中に、これらの機能は入っていくものだと考

えているのか。 

 

事務局：はい。 

 

委 員：第 4回検討委員会の(3)に新庁舎整備の設計・工事の発注方法があり、

金額の話も出てくると思うので、概算を聞かせてもらえればと思う。 

 

委 員：11ページでこれだけの課が新庁舎に入ると、例えば、今の福祉保健課

のスペースや教育委員会のスペースは空きスペースになる。職員の空間

はどうなるのか。仕事をしている職員のスペースも十分にとれるのか。 

 

事務局：現状と課題から職員同士のすれ違いができるようなスペースを確保して

いきたいため、十分な執務スペースは取れる考え方で進めている。基

本構想段階での現庁舎をすべて合わせると 6,000～6500㎡くらいの延

べ床面積になると示した。本庁舎東別館などの職員の執務スペースを

足すと、不要なものが出てくる可能性はあるが、ロビーを広くとった

り、職員の十分な執務スペースとったりということで新庁舎の想定規



模について、基本構想では 6,000～6,500㎡が望ましいと示している。

面積は第４回検討委員会で示したいと考えている。 

 

議長(委員長)：基本機能１については、これ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 

 

【基本機能－２ 住民協働の拠点とするための機能】 

※事務局が資料を用いて説明 

 

委 員：(1)町民活動・町民交流支援機能の②に多目的スペースという表現があ

る。中途半端な空間を造っただけで、物置になって、おしまいというふ

うにならないように、目的意識を持って取り組んでいくことが必要だと

思う。(3)利便施設機能の①「来庁者が、休憩など」という表現がある

が、新庁舎に来て休憩する人がいるのかどうか、用事が済めば帰るとい

うのが普通ではないか。都合の良い打ち合わせスペースになってしまう

のではないかと思う。しっかりとした目的を持ったものの整備を求めて

いきたい。 

 

議長(委員長)：基本機能 2については、先ほどの意見もふまえ、これらをベース

に進めていくということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

【基本機能－３ 行政事務を効率的に行うための機能】 

※事務局が資料を用いて説明 

 

委 員：(3)ICT機能の②を詳しく教えてほしい。 

 

事務局：インターネットに接続できるもの。現庁舎内も自動販売機を設置したこ

とで、Wifiが使えるようになっており、来庁者が待っている間などに

利用できる。公衆無線 LANは道の駅などに整備している。 

 

委 員：病院でもそういう話はある。 



 

委 員：富士山の山小屋でも登山者のために Wifiを整備した。そういう時代だ

と思う。 

 

議長(委員長)：町民サービスの一環として整備していくということだと思う。 

 

委 員：市川三郷町ではフリーWifiが当たり前になってきている。富士川町役

場本庁舎でも自動販売機のところでできるという話を聞いたが、だいぶ

遅れていると感じた。時代の流れで当たり前の時代になっていると思う

ので、極力、整備していただきたい。 

 

委 員：(1)執務環境機能の⑦を具体的に教えてほしい。 

 

事務局：休憩室や更衣室など。現在、廊下に男女の更衣室があるが、誰でも入れ

る状況である。来庁者の動線と交わらないバックヤードに整備をして

いきたい。 

 

委 員：(4)経済効率の高い庁舎の内容は非常に大切。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。事務室をフリーアクセスフロアにしたり、値段は高いがメンテナ

ンスが容易で、費用がかからない LEDを導入したりと、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。現在、建物の寿命は鉄筋

コンクリ―トだと 70年 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年くらいで交換しなければならない。いかに安く改修でき

るかということも目指す必要がある。もう少し、記載を厚くしていただ

けると良かった。ぜひ、突き詰めてもらいたい。 

 

委 員：職員の福利厚生で、土木整備課などの外によく出る課は汗をかく、宿直

も夏場は大変な思いをしている。余裕があれば、シャワー室を検討して

ほしい。 

 

委 員：外で仕事をする方のためのシャワー室は必要だと思う。清潔感という部

分では、来庁者も気にするので、ぜひやっていただきたいと思う。デス

クワークが多いので、男女別に６畳くらい畳のスペースを設けたらどう



か。昼休みに横になったり、職員同士のコミュニケーションが図れるた

め、そういったスペースも必要だと思う。 

 

議長(委員長)：旧町の文書の保管はどういうデータベースになっているのか。 

 

事務局：担当が作成したデータベースにより、どこに何があるか確認できる。 

 

議長(委員長)：全ての職員が探せるようになっているのか。 

 

事務局：行政担当が作成したデータをみれば、場所と箱の番号が分かるので、そ

の場所へ探しに行く。 

 

議長(委員長)：基本機能 3については、出された意見もふまえた中で、これで進

めていくということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

【基本機能－４ 開かれた議会を進めるための機能】 

※事務局が資料を用いて説明 

 

（議会と協議後、検討委員会へ諮る） 

 

【基本機能－５ 環境と共生するための機能】 

※事務局が資料を用いて説明 

 

委 員：内装に県産材を活用するということで、外装のデザインとして木材利用

はどう考えているか。 

 

事務局：具体的な計画は示していないが、木材を積極的に使える場所があれば検

討・計画していきたいと思う。公共施設として木材の活用の方針が示さ

れているので、その中で対応していきたい。 

 

委 員：6ページの住田町役場は外にも使っていると思う。事務局としても検討

してもらい、産業の育成にもなるので、こういう機会に活用できればと

思う。 



 

事務局：建設時期に物がないと使えないので、町有林も含めて材料調達の調査を

しながら、積極的な活用を考えていきたいと思う。 

 

委 員：トイレの洗浄にも雨水や地下水は使えないのか、そういうことも検討を

していただきたい。 

 

事務局：中水とは、例えば、雨水を溜めて、トイレ洗浄などに再利用する水のこ

と。費用対効果や補助金等を考慮しながらも、庁舎では再生可能エネ

ルギーを活用しているというアピールにもなると思うので、そういう

点も考慮する中で導入を検討していきたいと考えている。 

 

委 員：太陽光パネルについては売電を目的とせず、庁舎で使用する電気を賄う

という考え方でよろしいか。 

 

事務局：その通りである。 

 

委 員：雨水利用について、増穂中学校では、雨水を 40トン溜めることがで

き、災害の時は 40トンの水がトイレに使えるという装置が入ってい

る。新庁舎は災害対策本部となるため、水が出ないとなると苦慮すると

思うので、そういった部分も考慮していただければと思う。 

 

議長(委員長)：基本機能 5については、先ほどの意見もふまえながらこれで進め

ていくということでよろしいか。 

 

委員各位：了承 

 

【基本機能－６ 防災拠点としての機能】 

※事務局が資料を用いて説明 

 

委 員：備蓄倉庫については、庁舎に組み込むのではなく、別棟で駐車場の片隅

に整備をするということも１つの案としてあると思う。極論、庁舎の敷

地にある必要もないと思う。富士河口湖町で防災備蓄倉庫の建設を開始

したが、鉄骨造の平屋建てでクレーンを倉庫内に設置し、平米あたりの

費用は 13万 5千円。クレーンなしでは平米あたり 13万円で整備ができ



る。構造体は一番強い構造のⅠ類にしてある。平米あたり 40万円の庁

舎と一体とするよりも別棟として作った方がコスト縮減につながる。ま

た、物資の搬入搬出時にはトラックを横付けして作業ができる。費用や

利用しやすさを考えると、別棟の方が良いと思う。 

 

委 員：電子データの外部保存については、何か所か分散しておくことも 1つの

手だと思う。 

 

議長(委員長)：現状、バックアップをとっているのは計算センターか。データは

どのようなものがあるのか。 

 

事務局：戸籍情報や税務などの住民に関するものが主だと思う。その他のデータ

に関しても、とれるものは計算センターでバックアップをとってい

る。データについては、いろいろなバックアップ機能を考えていきた

い。 

 

議長(委員長)：現状では災害へのリスクはクリアできるということでよろしい

か。 

 

事務局：その通りである。 

 

議長(委員長)：基本機能 6については、今の意見をふまえて、進めていくという

ことでよろしいか 

 

委員各位：了承 

 

(3)新庁舎の空間構成の考え方(案)について 

※事務局が資料を用いて説明 

 

（質疑なし） 

 

 

(4)先進地視察(案)について 

※資料やパンフレット等により概要説明 

 



（質疑なし） 

 

(5)その他 

委 員：今日は基本設計前の必要な議論として、導入する機能と庁舎の空間構成

を検討してきた。庁舎は景観を牽引していく建物になると思う。後々

に、そういうことも加味した議論をしていただき、深めていければと

思う。安曇野市庁舎はいろいろと気づく点があると思う。訪れた際、

素晴らしいと思ったので、視察はいい機会だと思う。 

 

④ その他 

※次回の検討委員会の集合時間等を再連絡 

 

 

⑤ 閉会 

 


