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第３回 富士川町役場庁舎整備検討委員会 会議録 

 

１ 日 時  平成 28 年 5 月 31 日(火) 19：30～21：08 

２ 場 所  富士川町役場本庁舎 第 1 会議室 

３ 出席者  ①委 員：16 名出席 

       ※欠席者：2 名 

       ②役場関係：4 名 

 

４ 主な内容 

 

事務局からの連絡事項 

事務局：みなさんこんばんは、会議を始める前に連絡事項がございます。会議につきまし

ては原則として公開することが 3 月 17 日の第２回検討委員会において了承された

ことにより、今回から傍聴を認めているところでございます。会議の開催につきま

しては 5 月 25 日付で町の HP に公表したところであります。以上ですが、よろし

いでしょうか。 

 

委員：はい。 

 

事務局：よろしくお願いします。 

 

①  開会のあいさつ及び② 委嘱状交付 

事務局：改めまして、本日は公私ともご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。只今から第３回富士川町役場庁舎整備検討委員会をはじめさせていた

だきます。遅くなりましたが、司会を務めさせていただきます管財課の志村でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。それでははじめに委嘱状の交付を行い

ます。このことにつきましては代表委員の代表者の変更による委嘱状の交付でござ

います。交付につきましては新たに委員になりました皆様のお手元にお配りさせて

いただきましたので、これにより委嘱状の交付とさせていただきます。 

（新委員の紹介：区長会会長・杉田洋一委員、富士川町体育協会会長・杉田宗利委

員、富士川町赤十字奉仕団・大塚和子委員） 

 審議の途中ではありますが、前任者の残任期間ということで、設置要綱第４条第

１項の規定によりまして、検討結果を町長へ報告するまでの間よろしくお願いいた

します。 

 

② 委員長あいさつ 

委員長：皆さんこんばんは。第３回の庁舎整備検討委員会を開催させていただきます。委

員各位には夜分にも関わらず、ご出席をしていただきまして誠にありがとうござい

ます。本委員会は第３回目の開催となりますが、年度末・年度当初にこれらを避け 
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たこともありまして、２か月ぶりの開催となります。既に事前に各委員のお手元に

は事務局から資料が郵送されていますので、一読をし、検討を加えていただいたこ

とと思っております。今日のお題につきましてはレジュメに沿いまして進めていき

ますが、各委員さんの忌憚のない意見をいただく中で、結びまでよろしくお願いい

たします。本日はどうもご苦労さまです。 

 

事務局：堀口委員長ありがとうございました。ここで議事に入る前に、本日の出席者は委

員 18 名のうち 16 名の委員がご出席をしていただいておりますので設置要綱第６条

第２項の規定により会が成立しておりますことをご報告させていただきます。 

 

（担当の紹介） 

 

④議事 

（１）統合新庁舎の想定規模について 

※事務局から資料を用いて説明 

 

委員長：事務局より説明がありましたが、窓口機能・防災対策・町民解放の３つの大きな

ものについて、これらの意見やその他何か意見があればお願いします。 

 

○委員：総務省基準が 6,000 ㎡と書いてあるが、市川三郷町の役場が資料でいくと 5,074

㎡ある。市川三郷町役場を見るとわかるが、広くて立派である。新庁舎の規模とし

て 6,000 ㎡は必要なのか。 

 

事務局：市川三郷町役場については本庁舎と三珠庁舎、六郷庁舎に分かれており、職員数

も 110 人ということで、一人当たりの延べ床面積が 46.13 ㎡である。富士川町では

総務省基準を満たすと 6,000 ㎡で一人当たりの延べ床面積 34.74 ㎡となり、甲府市

と同じくらいとなる。そのため、新庁舎の規模として 6,000 ㎡は事務局としては広

いとは考えていない。 

 

○委員：市川三郷町は機能を分散しているのか。 

 

事務局：機能を分散している。 

 

○委員長：資料に記載の市川三郷町の延べ床面積は旧３庁舎の合計数値なのか。 

 

事務局：現在の市川三郷町の本庁舎の面積である。 

 

○委員：窓口機能の場合、相談室・金融機関の派出とあるが、障がい者や高齢者、子供連

れの人たちが利用しやすいだけのスペースが必要だと思う。総務省基準の数値でい 
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くと窓口が 110 ㎡となっているがそれで十分な広さなのか。車いすの来庁者のこと

を考えると少ない気がする。 

 

事務局：総務省・国土交通省の基準はユニバーサルデザインを基本として面積を合算して

いる。今の富士川町役場のように車いすがすれ違えないような数値にはなっていな

い。今の本庁舎では待合のソファからカウンターまでが近く相談事が聞こえてしま

うといったこともあるので、町民ロビーやフリースペースで計算させてもらいなが

ら、十分なスペースを確保したいと考えている。 

 

○委員：相談室は壁をつくるのか。 

 

事務局：個別につくる可能性もあるし、窓口を仕切る形にする可能性もある。今後の基本

計画で検討していきたい。 

 

○委員：子どもを連れてくる人も多いので、移動が少なくできるようなスペースを作って

いただきたい。 

 

○委員：町民会館の移転によって、会議室がなかなかとれないという話を聞くが、新しい

庁舎には必要な会議室がどのくらい設けられているか。 

 

事務局：会議室については現状では必要な部屋数ではなく、人数から面積を割り出してい

る状況である。 

 

○委員：１か所なのか。 

 

事務局：１か所ということではない。通常の会議室については職員数から面積を出してい

る。町民解放の会議室については、さらなる追加の機能ということで面積的には載

せていないが、320 ㎡程度が必要ではないかということで計上させてもらっている。 

 

○委員：子供連れの話が出たので、フリースペースやロビーにキッズスペースを設ける予

定でしょうか。 

 

事務局：子供を預けるコーナーもできればと思っている。フリースペースも町の特産品な

どが紹介できるコーナーを設けるなどいろいろなことができるようにフリースペー

スという表現をしている。 

 

○委員：町民ロビーとフリースペースで耐震が一番良い庁舎ができるということなので災

害時に避難対応等ができるスペースとなると非常に狭いのではないか。この倍くら

いの面積でもいいのでは。 
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 今から造る建物は通常時の業務に影響がない程度という考え方だけでなく、緊急

時には広いスペースがあることは非常に有効で、病院や庁舎なども入ったところの

スペースは広く作ってある傾向にあるからそういったことを考慮したらどうか。 

 

事務局：現状は 100 ㎡程度ということで想定している。今後、増床ができるかどうかは検

討してみないとわからないが、皆様の要望として基本計画に盛り込んでもらいたい。

長期的な避難所とは考えていないので、発災時のみ緊急の避難所とし、その後は災

害業務エリアと罹災証明を発行するスペースなどを設けるような形でという要望と

して承っていきたい。 

 

○委員長：前回、委員さんから意見があったが、役場庁舎が文化を発信するような施設であ

ってほしいという希望があった。ロビーにおいても建物本体においてもそういった

機能は考えているのか。 

 

事務局：以前、話があったことは聞いている。そういったこともふまえて町民ロビーやフ

リースペースなどを独自性のある機能を持った庁舎であってもいいと考えている。 

 

○委員：将来的に障がい者の雇用について、現時点では障がいのある方で２階で働いてい

る人はいないので、障がいのある職員がどの部署でも働けるようなことも考えてい

ったほうがよい 

 

事務局：現庁舎はエレベーターがないため、そういったことが生じているが、ユニバーサ

ルデザインによる整備が必要になってくるので基本計画に反映をしていきたい。 

 

○委員：防災対策本部は 210 ㎡、備蓄倉庫が 100 ㎡で計 310 ㎡となっているが、防災対策

本部は情報を発信したり、協議をしたりする場所となるが、何人くらいの規模の会

議室を想定しているのか。災害時必要な機器も入れて災害対策をしていくために

210 ㎡のスペースで足りるのか。新利根川はかなり危険な場所があるという話もあ

るので川の水の出具合を把握できるようなカメラ等も取り入れたらどうか。 

 

事務局：会議室のスペースについては、現在は防災訓練の折に対策室として本庁舎第一会

議室を使用している。対策室には無線や電話、パソコン、地図等を設置してシミュ

レーションを行なっているが非常に狭いので、現会議室の倍程度の広さを想定して

いる。 

 災害対策室としてどういったことを想定しているかについては、情報の収集や分析

などを行う。対策室に必要な機器については持ち込みではなく、常設にし、平常時は

通常の会議室として使用ができるようにしたい。河川を水の出具合がわかるようなカ

メラ等については防災担当などとも相談しながら話をしていきたい。 
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○委員：ユニバーサルデザインやバリアフリーといった話が出ているが、熊本の地震の時

には、トイレが足りなくて、障がい者は普通の人より時間がかかるため、気を遣っ

てしまい入れないので、自宅へ帰って入るという話をテレビでやっていた。息子を

車いすで連れて帰り、往復１時間かかるところでもトイレのために家まで帰るとい

う話もあった。新庁舎にする場合は、職員も来庁者も同じなのか。障がい者用のト

イレについても各自治体で１つと決められているようなところがあるが、ちょっと

解放すれば障がい者も使えるようなスペースがあるトイレを作っておいていただき

たい。談合坂サービスエリアのトイレはすごく人気がある。女性は一度は入ってみ

たいトイレだそうで、そういったきれいなトイレを作ってもらい、災害時等に新庁

舎のトイレを利用でき、家に帰らなくてもいいようなトイレということにも力を入

れてもらい、多くの人が利用できるような形をとってもらいたい。 

 

事務局：今回の構想段階では面積的なものですので、この話は検討委員会からの要望事項

ということでまとめていただいて町長へ報告という流れにしていただきたい。 

 

○委員長：備蓄倉庫と庁舎はセットなのかセパレートなのかということもあるが、今回一

緒にしてしまう理由はあるのか。 

 

事務局：今回の話は建物を一緒にするという訳ではなく、機能としてこういった機能が必

要だということである。基本計画の段階になると耐震をどのくらいにするのかとい

う問題も出てくる。基本計画段階で備蓄倉庫と対策本部は強固なものにして、新庁

舎については耐震基準以上のものにしておくといったような配置を検討していくの

で、現時点では必要な規模ということでまとめさせてもらっている。 

 

○委員：想定震度はどのくらいか。 

 

事務局：富士川町につきましては東海地震に係る防災対策強化地域に指定されているので

震度６弱～６強の示されている地域である。これを想定した新しい耐震基準を満た

すものを今後、検討していく。 

 

○委員：地震の話をしているが、その他の災害例えば水害等もあるので、そういったもの

も踏まえた庁舎建設をしていくべきだと思う。 

 

事務局：富士川の氾濫想定エリアや土砂災害の場所などを回避した位置がふさわしいと考

えているので「（２）統合新庁舎の建設位置について」の説明の時に話をさせていた

だく。 

 

■敷地面積の想定について 

※事務局より資料を用いて説明 
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○委員：町の方で敷地の候補はあるのか。 

 

事務局：建設位置と連動しているのであればそちらで併せて説明させていただきたい。算

定基準に基づいて駐車場の面積を算定している。基準がないものについては基準に

相当するものをデータとして使用しているので、今回示しているものは必要な面積

であり、この面積を確保できる場所が建設位置の候補と考えるので、建設位置につ

いても先に話したほうが良いか。 

 

○委員長：統合新庁舎の建設位置についても説明をもらい、総合的な意見を求める。 

 

 

（２）統合新庁舎の建設位置について 

※事務局より資料を用いて説明 

 

○委員：12,000 ㎡というとどこと同じくらいの規模か？ 

 

事務局：12,000 ㎡ぴたりではないが、資料 2－2 の赤丸が 10,000 ㎡以上の敷地を有する町

有施設である。（以下、赤丸の説明） 

 

○委員：坪だといくらか？ 

 

事務局：次回からは坪単位も考える。 

 

○委員長：敷地・駐車場等の面積についてこれでいいのか、建物についても資料では４階

建てを想定しているがそれでいいのか、それらを踏まえて用途指定や水害なども

考慮した庁舎の建設位置としてどこが適しているか。これらの意見を伺いたい。 

 

○委員：庁舎の建設にあたって、国道や県道に接していないとならないという話を聞いた

ことがあるがどうなのか。 

 

事務局：建築基準法上でいくと、一般の建物であれば 4m 以上の幅員のある道路との接道

が必要。大きな施設であれば 6m 程度の道路と接していれば良い。望ましい条件と

して国道・県道との接道を挙げているのは来庁者にとってわかりやすくアクセスし

やすい庁舎にするためには幹線道路である国道・県道に接している方が良いと考え

ているからである。 

 

○委員：今一番問題になっている活断層について、この辺ではどこを通っているのか。(図

面には記載がない) 

 活断層の上には造る訳にはいかないと思う。 
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※事務局より資料にて活断層の位置を説明、現庁舎付近にはないことを確認 

 

○委員：資料 2－2 の赤丸については町の所有地ということで基本的には新たな土地を購

入することは考えていないのか。 

 

事務局：土地取得に費用もかかり、スケジュール的にも早期着手のためには既存の町有地

の方が良いと考えている。検討委員会の中で新たな土地を求めた方が良いという意

見があればご意見をいただきたいが、財源の問題もあるのでその辺も含めてご意見

をいただきたい。 

 

○委員長：駐車場の面積については町民解放の会議室利用者や来庁者などを想定した数値

になっていると思うが、期日前投票や確定申告、町主催の会議も想定しているの

か。 

 

事務局：それらについては基準がないので記載がないが、基準の中で滞留時間や集中率な

どを計算しているので、その中で、集中時間を除いたものがあるのでそれで対応で

きると考えている。 

 

○委員：現庁舎の面積と隣の駐車場の面積を教えてほしい。 

 

事務局：現庁舎の敷地が約 4,200 ㎡、南側の来庁者及び職員駐車場が約 2,700 ㎡、東側駐

車場が約 2,600 ㎡、旧町民会館の敷地が約 4,000 ㎡である。 

 

○委員：新庁舎を建てて、駐車場は道の向こうになるということも考えられるのか。 

 

事務局：敷地の合計が約 13,500 ㎡になり、12,000 ㎡よりは余裕がある。道を挟んでいる

が、町有地として必要な面積は確保できている。 

 

○委員：資料 2－2 の赤丸の部分について文化ホール、増穂小学校、増穂中学校もダメ、利

根川公園はリニアが通るからダメとなると、消去法で西ノ入か現庁舎周辺しかない

ということになる。 

 

○委員：富士川町内で一番大きい建物は何階建てなのか。 

 

事務局：増穂中学校が４階建てである。県営鰍沢北部団地が７階建てである。 

 

○委員長：用地を新しく求めるとなると 4,000 坪の用地を購入するとなると 2～3 億円か

かる。現庁舎周辺で考えると、配置の問題はあるが、必要とされる 12,000 ㎡は足

りている。 
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○委員：消去法で必要な面積が足りているという点から現庁舎でいいと思う。 

 

○委員：建設期間が５～７年かかるということで、ここにもし新庁舎をつくる場合に仮庁

舎はどういう風に考えているか。 

 

事務局：ここに建設する場合の仮庁舎について、新庁舎を１棟にするか２棟にするのかに

よっても違いますし、１棟であれば一度更地にして造る必要があるので仮庁舎を検

討しなければならない。２棟の場合は１棟建ててそちらに移り２棟目を建てるなど

といったことも考えられる。仮庁舎については引っ越しや建設等で費用もかかるの

で、基本計画の中で検討委員会の意見として費用のかからない建設方法でといった

ことを挙げてもらえれば良いのではないか。 

 次回の議題として事業方法や建設手法について検討するのでそこで意見をまとめ

ていただければと思う。 

 

○委員：旧町民会館について、前に検討したときに一度潰してしまうと建築基準法で３階

以上のものが建てられないようなことを聞いた。基準で引っかかるものがあるのか。 

 

事務局：旧町民会館は近隣商業地域と第一種住居地域との混合となっているのでそれぞれ

の面積按分によって建てることができる延べ床面積が決まってくる。 

 

○委員：建物を改修することを考えるのであれば、別の低いものを建てるとかあるのでは。 

 

事務局：例えば、職員の駐車場にするというようなことは考えられる。 

 

○委員長：現有の旧町民会館の床面積は仮庁舎に入る分の必要な面積は確保できるのか。 

 

事務局：東別館に分庁舎の課がきたりするが、とりあえずは機能が分散することになると

思う。 

 

○委員：現庁舎周辺の用地改修はあるのか。生活道路が四方にあり、段差もあるので用地

を改修するとなればかなり時間がかかると思う。そう考えるとリスクが多いという

感じもあると思う。 

 

事務局：今回の検討委員会では建設地として望ましい位置の意見を出していただいて、そ

の地での建設に向けて今後調査等をしていく。 

 

○委員：この辺は地盤も固くものを建てるにはよい。幹線道路もあり、アクセス的にもい

い。ただ、駐車場が遠くなると障がい者やお年寄りをどう庁舎まで誘導するのかと

いうことを検討しなければならない。 

（※次頁へ続く） 
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事務局：その辺も含めて、基本計画の中で配置、来庁者等の意見が出されたということで

まとめていただきたい。  

 

○委員長：敷地は富士川に向かって傾斜があるという難点はありますが、町道を付け替え

れば十分な用地は確保できる。各委員に伺いますが、新庁舎の建設基本構想地に

ついては現在地を最大限利用して庁舎の配置を考えていくということで良いか。 

 

○各委員：はい。 

 

○委員長：ありがとうございます。 

 

（３）その他 

事務局：２点ありますが、１点目については承認をいただいたことの関連になりますが、

第２回の検討委員会の中でも統合新庁舎の建設については説明をさせていただき、

増改築をし耐震を施しても耐用年数が延びることにはならないと説明をさせてもら

っている。第１回目の検討委員会でも建替えということで話が進められてきている。

また、今回の会議の資料にもあるが、熊本県の地震では耐震改修をした益城町役場

でも建物強度への懸念があり、使われていないのが現状である。そのため、現庁舎

について、改めて老朽化の調査はしない方で考えているが意見をいただきたい。 

 

○委員長：当初より、建替えということで進めているので、老朽化の調査については行わ

ないということで良いか 

 

○各委員：はい。 

 

事務局：第４回の検討委員会については６月の下旬を予定している。内容については建設

事業費の想定や事業手法、それに伴う整備スケジュールである。第４回の検討委員

会の事前資料について事務局から説明を行う。 

 

※事前配布資料及び熊本地震に関する資料の説明 

 

○委員長：ただいま、事務局より事前配布資料の説明がありましたが、各委員においては

資料を一読いただき、次回にご意見をいただきたい。 

 

⑤閉会 

閉会のことば 

○副委員長：大変お疲れ様でした。委員の皆さんからは献身的なご意見をいただきながら

長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。これをもちまして第

3 回検討委員会を閉会とさせていただきます。 

～委員会終了～ 【以上】 


