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（１）統合新庁舎の想定規模について 

■現庁舎の抱える課題について（第１回庁舎検討委員会了承済み） 

 ・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 

・バリアフリーやユニバーサルデザイン対応への不備 

・庁舎の分散による維持管理の増大 

・耐震性への危惧 

 

 

■必要規模（庁舎）の検討について 

○算定方法について 

統合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あり、

最も一般的であり、他の自治体もこれを用い、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。 

 

○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、基本構想段階での想定規模については、６，０００～６，５００㎡と

しますが、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、統合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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■基準以外に必要な機能について 

 基準にはないが、必要な機能は計上し、また、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、備蓄倉庫の増も検討す

る必要があります。 

○必要な機能及び現有施設にある機能 

・窓口機能：相談室、金融機関派出 

 ・防災対策：災害対策本部、備蓄倉庫 

◎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：備蓄倉庫 

・町民開放：町民開放会議室 

 
 

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 

○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 ○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 ◎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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◎ 統合新庁舎の敷地面積の想定について 

１ 駐車場の規模 

(1) 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 

① 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）※1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  15,933 人（平成 27 年 11 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＝15,933 人×0.9％×90％≒129 台/日 

 （窓口以外） 来庁台数＝15,933 人×0.6％×90％≒86 台/日 

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＝129 台/日×30％×30 分/60 分≒20 台(A) 

 （窓口以外） 必要駐車台数＝ 86 台/日×30％×60 分/60 分≒26 台(B) 

                                                  
※1 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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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。 

 

② 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）
※2の規定に基づき 14 名とします。 

 

③ 車いす使用者用駐車場 

高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律

施行規則第 16 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 ㎡ 

  合計 2,360 ㎡ 

 

 

 

 

                                                  
※2 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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④ 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 ㎡ 

 

⑤ 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 ㎡ 

 

⑥ 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 0.8 ㎡×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。 
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■ 庁舎敷地面積の想定 

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。 

よって、庁舎の敷地の必要面積を次のとおり想定します。 

 

内容 面積(㎡) 備考 

1.庁舎の建築面積 1,700 4 階建とした場合、延床 6,500 ㎡÷4 

2.駐車場面積 8,000 約 360 台、1 台 25 ㎡と想定 

3.緑地等 2,300 1.庁舎の建築面積及び 2.駐車場面積の 

2 割～3 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。 

よって、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。詳

細については、今後検討することとします。 
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（２） 統合新庁舎の建設位置について 

統合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、統合新庁舎建設

の基本理念及び基本方針を次のように設定し、第２回検討委員会で了承していただ

きました。 

 

【統合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 

【統合新庁舎建設の基本方針】 

○町民サービス、行政効率の向上を目指した機能的な庁舎 

○経済性・耐久性を考慮した庁舎 

○住民協働の拠点となる人が集う庁舎 

○ユニバーサルデザインを基本とした人にやさしい庁舎 

○環境との共生のとれた庁舎 

○町民の安全と安心な暮らしを支える庁舎 

 

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】 

 ○ 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 

 ○ 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 

○ 基本方針の「住民協働の拠点となる人が集う庁舎」、「ユニバーサルデザイ

ンを基本とした人にやさしい庁舎」、「環境との共生のとれた庁舎」 

⇒ 基盤となるまちづくり 

○ 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 

 

以上のことから、統合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、候補地を検討します。 
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【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。 
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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





富士川町役場庁舎整備検討委員会名簿
(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


