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第３ 新庁舎に導入する機能 

基本構想をはじめとして、これまでの新庁舎整備に関する検討や議論及び報告

等をふまえ、新庁舎の機能について、次のような機能の導入を計画します。 

 

基本機能－１ 町民サービスの向上を目指すための機能 
(1) 窓口機能 

① 窓口利用の多い課を低層階に集約する

とともに、業務連携の多い課を可能な限

り近接した配置とし、１つのフロアで短

時間かつ効率的な町民サービスが提供で

きるよう、ワンストップフロア方式の窓

口を計画します。 

② エントランスから窓口までに適度なス

ペースを設け、来庁者が利用しやすい空

間を目指します。 

③ 窓口カウンターは、手続きや相談が座

ってできるようローカウンターを基本と

し、車いす利用者にも対応したものとし

ます。 

④ キッズスペースを設置します。 

⑤ 授乳室の設置を検討します。 

 

      

 

(2) 案内機能 

① 目的の窓口が分かりやすいように、庁舎入口及び各階に案内板及び誘導

板を設置します。 

② 会議の開催場所や、庁内の情報などが把握できる電光掲示板や電子ディ

スプレイの設置を検討します。 

③ 誰にとっても分かりやすいように、絵文字や配色を考慮した案内表示を

導入します。 

【イメージ：ローカウンター(四街道市)】 【イメージ：キッズスペース(青梅市)】 

【イメージ：ワンストップフロア方式】 
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④ 入口に一番近い課に総合案内担当を配置し、案内機能の充実を図ります。 

       

 

(3) 相談機能 

① 利用者が相談しやすいように、プライバシーレベルに応じた相談室や相

談スペースなどを設置します。 

② 来庁者のプライバシーに配慮し、待合スペースとカウンターの距離を確

保し、カウンターへ仕切り板を設置します。 

     

 

(4) アクセス機能 

① 来庁者の動線に配慮し、利用しやすい

駐車場、駐輪場を整備します。 

② 入口付近には、屋根付きの乗降場の整

備を検討します。 

 

 

 

 

(5) ユニバーサルデザイン 

① 各階に多目的トイレの整備を検討します。また、町民利用の多い１階に

は、オストメイト対応のトイレを整備します。 

② 各階へ移動しやすいように、ユニバーサルデザインに対応したエレベー

ターを設置します。 

【イメージ：絵文字(甲府市)】 【イメージ：フロア案内(甲府市)】 

【イメージ：相談ｽﾍﾟｰｽ(横浜市保土ヶ谷区)】 【イメージ：窓口カウンター(甲府市)】 

【イメージ：屋根付乗降場(青梅市)】 
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③ 庁舎内は、誰もが移動がしやすいように、手すりやスロープを整備しま

す。 

    

 

基本機能－２ 住民協働の拠点とするための機能 
(1) 町民活動・町民交流支援機能 

① 町民の会議やイベントなど、諸活動の支援スペースとして、申請により

利用できる町民開放会議室を整備します。 

② 町民の作品展示をはじめとした、諸活動ができる多目的スペースを確保

します。 

       

(2) 情報発信機能 

① 行政情報や観光情報など、様々な情報

を集約した情報発信スペースを確保しま

す。 

② 外国人向けの情報を集約したスペース

の確保についても、必要に応じて検討し

ます。 

 

  

【イメージ：多目的トイレ(会津若松市)】 【イメージ：ユニバーサルデザイン対応ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ】 

【イメージ：市民活動室(甲府市)】 【イメージ：展示コーナー(甲府市)】 

【イメージ：市政情報発信コーナー(甲府市)】 
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(3) 利便施設機能 

① 来庁者が、休憩など気軽に利用できる

スペースを確保します。 

② 利用しやすさに配慮し、ATM コーナ

ーの庁舎内設置の可能性を検討します。 

 

 

 

 

基本機能－３ 行政事務を効率的に行うための機能 
(1) 執務環境機能 

① 各部署の配置は、業務の関連性によ

り、関係部署間で連携しやすい配置とし

ます。 

② 町民のニーズや、社会状況の変化に伴

う組織の変更にも、柔軟に対応できる空

間構成を計画し、執務室の机等は、ユニ

バーサルレイアウトを基本に検討しま

す。 

③ フロア全体を有効に活用できる平面構

成とし、フロア内に一体感を持たせ、開

放性や視認性に優れたオープンフロアを

基本に計画し、それに配慮した、効率的

な収納什器の設置を検討します。 

④ 情報の保護や、業務上のセキュリティ

を確保するため、内部会議室や書庫及び

倉庫などは、バックヤードへの適切な配

置を検討します。 

⑤ 日常的な打合せに利用するスペースを執務空間内に配置するとともに、

打合せブース及び会議室は、各階への適正な配置を検討します。 

⑥ 使用人数に応じた大小規模の会議室を設けるとともに、オープンフロア

の壁を可動式にするなど、用途に応じて規模を変更できる仕様を計画しま

す。 

⑦ 職員の健康増進及び円滑な職務遂行のため、バックヤードに福利厚生施

設の設置を検討します。 

⑧ 各階に、簡易な給湯室や厨房設備の整備を検討します。 

⑨ 夜間及び閉庁日における来庁者対応のため、来庁者用の夜間休日通用口

を設置するとともに、近接した宿日直室の配置を検討します。 

⑩ 既存什器の状態を調査するとともに、再利用の可能性を検討し、費用の

縮減に努めます。 

【イメージ：市民開放スペース(土浦市)】 

【イメージ：オープンフロア(青梅市)】 

【イメージ：打合せスペース(住田町)】 
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(2) 文書等保管機能 

① 保存年限に応じた文書庫は、仕分け作

業や閲覧スペースを備えるとともに、耐

火・耐震機能を有した書庫として整備し

ます。 

② 文書量の縮減に努め、文書庫等の効率

的な利用による、適正な規模の書庫を整

備します。また、文書管理方法の見直し

や新たな文書管理方法を検討します。 

③ 一時的な保管のため、各階に必要に応じた書庫・倉庫の設置を検討しま

す。 

④ 保存年限別文書庫は、庁舎内を基本として計画しますが、附属棟として

の整備も併せて検討します。 

 

(3) ＩＣＴ機能 

① 現状の情報ネットワークシステムを踏

襲するとともに、将来的な ICT 技術の進

展にも対応可能な、システムの導入や整

備を検討します。 

② 来庁者が利用できる公衆無線LAN設備

の導入を検討します。 

③ 業務に使用するシステムや、電子化さ

れた行政情報の保存を目的に、専用のサ

ーバ室を整備します。 

④ サーバ室は常時冷却が必要であり、専用空調設備を設け、機密性、耐

火・耐震性能を備えるとともに、ICT 技術の進展に対応できる適切な規

模・機能を検討し整備します。 

⑤ 日常業務において、増え続ける電子データの保存方法や運用方法の改善

を検討します。 

 

(4) 経済効率の高い庁舎 

① 将来の機構改革等の変化にも柔軟に対応できるよう、照明や空調の適切

な配置と、部分的な電源の切り替えが可能な設備の導入を計画します。 

② ライフサイクルコストを縮減できるよう、エネルギーの使用状況を管理

できるシステムの導入を検討します。 

③ 保全情報を管理し、効率的に修繕・改修等が行なえるよう、管理システ

ムの導入を検討します。 

 

  

【イメージ：書庫(安曇野市)】 

【イメージ：サーバ室】 
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基本機能－４ 開かれた議会を進めるための機能 
(1) 議会機能 

① 議場等は、開かれた議会となるよう、

ユニバーサルデザインに対応した整備を

行うとともに、議員席、執行部席など必

要な座席数を確保した上で、効率の良い

形態について検討を進めます。また、傍

聴席は必要な座席数とともに、車いす利

用者のスペースを確保します。 

② 議会活動に必要な議員控室、委員会室

及び議長室などの諸室を一体的に整備す

るとともに、議員控室及び委員会室につ

いては、多目的使用の可能性を検討しま

す。また、蔵書、配架及び閲覧スペース

を備えた図書室については、スペースを

確保します。 

③ スムーズな議会運営のための議場シス

テムの導入を検討します。 

④ タブレット端末を使用した議会運営のための設備を計画します。 

     

 

(2) 議会情報発信機能 

① 町民に開かれた議会の実現のため、ケーブルテレビ等を利用して、議会

開催状況を映像で公開するため、議会中継システムを導入します。 

② 議会の活動内容がわかる情報コーナーの設置や、庁舎内にディスプレイ

を設置し、来庁者等に向けた議会開催状況の発信を検討します。 

 

 

  

【イメージ：図書スペース(安曇野市)】 【イメージ：職員控室兼会議室(安曇野市)】 

【イメージ：対面配置型(甲府市)】 

【イメージ：直列配置型(安曇野市)】 
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基本機能－５ 環境と共生するための機能 
(1) 自然エネルギーの活用 

① 自然採光や自然通風を積極的に取り入れるよう整備します。 

② 屋上緑化、壁面緑化についてはランニングコストなどを検証し、導入の

可能性を検討します。 

 

(2) 再生可能エネルギーの活用 

① 太陽光や中水、地中熱等の自然エネル

ギーについて、費用対効果や補助金等を

考慮する中で、導入を検討します。 

 

(3) 環境共生機能 

① 県産材を活用した内装の木質化を検討

し、快適に利用できる窓口空間の整備を

計画します。 

 

(4) 省エネルギー設備の導入 

① 庇や Low-E ガラスなど熱負荷を低減できる設備について、費用対効果

を考慮する中で、導入を検討します。 

② LED 等の高効率機器や自動照明など、省エネルギー効果の高い設備機

器を導入します。 

 

 

【イメージ：グリーン庁舎(国土交通省 HP)】

【イメージ：太陽光パネル(甲府市)】 
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基本機能－６ 防災拠点としての機能 
(1) 耐震性の確保 

① 災害発生時に庁舎の被害を最小限に抑

え、主要な機能を維持し、迅速な災害対

応活動を行うために、必要な耐震性を確

保します。 

② 室内の機器・備品が転倒・機能停止し

ないよう配慮します。 

 

(2) 災害対策機能の整備 

① 災害時に迅速な初動対応ができるよ

う、災害対応に必要な機器を常設した

災害対策本部室を整備します。また、

平常時には通常の会議室としての利用

を計画します。 

② 災害時の本部運営に必要となる物資及

び避難所への支援物資を貯蔵する備蓄

倉庫を整備します。 

③ ライフラインが途絶した場合でも、

災害対策本部機能を一定期間維持するこ

とができるように、非常用発電設備など

の必要な設備を整備します。 

④ 災害の発生に備え、一定期間の災害対

策活動に必要な飲料水、雑用水及び排水

機能を確保します。 

 

(3) セキュリティ機能 

① 庁舎を安全に、安心して、利用でき

るよう防犯カメラなど、防犯機能の整備を計画します。 

② 行政情報や個人情報保護のため、来庁者の立ち入り可能なエリアを明確

にするとともに、サーバ室など高い気密性を求められるエリアには、特定

の職員のみが入室できるようにするなど、セキュリティレベルの区分の設

定と必要な設備の導入を検討します。 

 

(4) バックアップ機能 

① 瞬間停電や非常時及び設備機器のメンテナンスや更新時においても、コ

ンピューター機器を寸断させることなく稼働させるため、必要な電源供給

ができる UPS（蓄電設備）や自家発電設備などの設備機器及び電子情報

の外部保存などバックアップ機能を計画します。 

【イメージ：本部長会議室(甲府市)】 

【イメージ：防災対策室(情報収集業務)(甲府市)】 

【イメージ：備蓄倉庫(登米市消防防災ｾﾝﾀｰ)】 


