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第４回 役場庁舎整備検討委員会 会議録 

 

１ 日 時  平成 28年 6月 30日(木) 19：30～20：26 

２ 場 所  富士川町役場本庁舎 第１会議室 

３ 出席者  ①委員：17名出席 

       ※欠席者：1名 

       ②役場関係者：5名 

       ③傍聴者：2名（新聞社） 

 

４ 主な内容 

①  開会 

 

②  委員長あいさつ 

委員長：皆さんこんばんは。鬱陶しい梅雨の季節を迎えているわけでありますけ

ども、第４回庁舎整備検討委員会を開催します。夜分にも関わらず、委

員各位にはご出席いただきまして誠にありがとうございます。前回の庁

舎整備検討委員会で庁舎の規模、位置につきまして皆様のご意見を伺っ

たところでありますが、今回は事業費の想定について、事業手法につい

て、事業スケジュールについてと３つの課題が与えられております。町

民におかれましても庁舎の建設は大きな買い物であります。50 年もし

くは 70 年に一度という大きな買い物であります。皆様のご意見をいた

だくなかで、この事業を前に進めていきたいと考えております。結びま

でよろしくお願いします。今夜はどうもご苦労さまです。 

 

事務局：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は委員 18

名のうち 1名につきましては事前に欠席のご連絡をいただいております

ので 17 名のご出席をいただいております。委員会設置要綱第６条第２

項の規定により会議が成立していることをご報告いたします。それでは

議事に入らせていただきますが、会議の議長につきましては要綱の第６

条第１項の規定により委員長が執り行うこととなっておりますので、堀

口委員長に議事・進行をお願いしたいと思います。それでは堀口委員長

お願いします。 

 

 

（※次頁へ続く） 
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③  議事 

(1) 統合新庁舎の事業費の想定について 

 

※事務局より資料の説明 

 

委 員：Ⅲ類で１平方メートルあたり 40万円という説明であるが、Ⅰ類だとい

くらになりますか。 

 

事務局：積算はしていませんが、甲府市の新庁舎はⅠ類で全てを考えていまして、

かなりの金額になると思うんですけれども、㎡あたり 40 万円の上に上

乗せになってきます。構造体の説明だけさせてもらうと、柱と梁とか基

礎とか、他に天井とかの建築非構造部材、そういったものが A類という

ランク付けになります。また、建築設備ですね、照明なんかも震度７で

も落下しないように、天井も落下しないようにかなりの補強をすること

になると思っています。そういう様々なものを取り上げていくと、まだ

積算はできていないんです。例えば、南アルプス市では耐震棟というも

のを別棟をつくって、災害対策本部を配置したり、窓口機能を継続でき

るように耐震棟に入れるとか、様々な手法があると思っておりますけれ

ども、例えば、耐震性能の用途※1に応じて、ある部分は 1.5倍の強度で、

ある部分は 1.25倍、ある部分は 1.0倍とか、それぞれやり方があると思

います。そのようなことは基本計画の中で検討していけるかと思います

ので、最低限、皆様の中で災害対策本部とその他どの部署を強化のとこ

ろに入れたほうがいいのか、その辺を議論していただければと思ってお

ります。  

 

委 員：庁舎は４階建てで 26億円を想定しているという話でしたが、もう少し

耐震性を増すために３階建てにすれば安定性が出てくるのではないか。

そうすると、駐車場が減ることになるが、南アルプス市が櫛形生コンの

土地を借りてるように外へ駐車場を設けることで広くて３階建てにで

きる。４階建てはかえって危ないのではないか、そんな意見もあります。

地震があった場合はエレベーターも停まるのでスロープにしたらどう

か。外観は木造にしたらどうか。事前に公共施設再配置調査研究特別委

員会から、そんな風な意見をもらったので報告します。（※次頁へ続く） 

                                                   
※1 構造体の耐震性能の確保：構造体の耐震性能の目標設定により、耐震安全性の分類お

よび目標に応じた「重要度係数(用途係数)1.0、1.25、1.5」の設定をし、構造体の保有水平

耐力を確保する 
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委 員：前回、最低限必要となる敷地面積が、12,000㎡だと説明がありました。

役場周辺の町有地で全てをまかなえるという話で、町道を挟んで東別館

(旧町民会館)の方に 4,000 ㎡あるという話ですが、面積的には足りてい

るが、大きい道路を挟んでいるので使いづらい部分があると思うんです。

例えば、駐車場を立体構造として２階建てにすれば、災害があったとき

は１階部分が雨除けになり、緊急避難場所や支援物資の一時保管場所と

することができると思う。そういうことも併せて検討していただければ

と思います。 

 

委員長：今の意見についても考えながら進めていくということでいいですか。 

 

委 員：はい。 

 

委 員：構造体について、今回の資料では一番下の「Ⅲ類、B類、乙類」で１平

方メートルあたり 40万円ということですが、「Ⅰ類、A類、甲類」、「Ⅱ

類、A類、甲類」の試算をしてもらえれば話が進むと思います。一番低

いものを当てはめてもしょうがないと思います。 

 

事務局：先ほども説明させていただきましたが、耐震棟と普通の棟の分棟にする

のか、一棟にするのか、一棟建てで、重要度係数(用途係数)1.5の係数に

する必要があるのか、過大投資にならないかといったことを含めて議論

をしていただいて基本構想・基本計画に反映させていただければと思う

のですが、「Ⅰ類、A類、甲類」、「Ⅱ類、A 類、甲類」にすることでⅢ類

と比べ、１平方メートルあたりいくら増額となるかといったことはざっ

くりならば説明できると思うんですけれども、一棟建てにするという想

定で積算させてもらうことになりますが、それでよろしければ、次回、

回答させていただければと思うのですが。 

 

委 員：分棟にするという話が決まっているという訳ではないのか。まずは一棟

建てで全体を耐震強度の強いものにすることから想定を始めて、費用が

高額になった場合に、それを抑えるために分棟にして、Ⅲ類で建設する

といった話の流れになってくると思うんですけれども。最初から分棟に

して耐震強度の強いものとⅢ類のものに分けるといった話になるのは

違うような気がします。 

 

（※次頁へ続く） 
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事務局：事務局側で費用について、示さなかったのは、費用に関係なくどんな庁

舎にしたいのか、皆様の意見を聞きたかったからであります。Ⅰ類・Ⅱ

類の費用も参考に見たいという意見であれば、積算して概ね１平方メー

トルあたりどのくらい増額となるか、次回提示させていただきたいと思

うのですが、委員長よろしくお願いします。 

 

委員長：事務局からⅢ類の１平方メートルあたりの単価について提示がありま

したが、耐震について検討するためにⅠ類・Ⅱ類にすると１平方メート

ルあたりいくらになるのかということを参考までに把握したいという

提案がありましたので、次回には出せますか。 

 

事務局：はい。概算でよければⅢ類と比較して１平方メートルあたり、いくら増

額になるかという提示の仕方くらいはできるかと思います。 

 

委 員：建物の耐久力については検討しなければならないと思います。鉄筋だと

50 年くらいだと思うが、係数 1.5 は震度７に耐えるような想定ですか。 

 

事務局：そうです。今回の熊本地震のように震度７クラスが２回くることは基準

がつくられていませんので想定できません。 

 

委 員：Ⅲ類でも、コストが低く見積もられている印象を持っています。官公庁

の建物は大きいので安く設定できるのかなと思っていますが、それにつ

いてはどうですか。 

 

事務局：各自治体において構想段階では１平方メートルあたり 30～40万円くら

いの金額を使用していまして、甲府市が 40 万円を使用しています。富

士川町でも担当者が国土交通省の単価を使いながら 6,500㎡だと概ねい 

くらかかるか積算をしました。耐震については標準の 1.0を使用し、設

計費、解体費、外構費は当然必要となりますが含まれていません。引っ

越しや仮庁舎も含まれていません。備品についてもグレードにより金額

が異なります。最低限このくらいかかるのではないかという想定で積算

をしました。 

 

委 員：別棟ではなく、活動拠点室のみをⅠ類にすることはできないのか。そう

すれば金額的にも抑えられるのではないかと思います。 

（※次頁へ続く） 
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事務局：その辺も含めて、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類と分かれている中で、想定の面積で

分棟にして、Ⅰ類に入れるものはⅠ類で、他のものはⅡ類かⅢ類かで分

けて１平方メートルあたりの単価を出させていただくということでお

願いしたいと思います。 

 

委 員：敷地面積が 12,000㎡最低でも必要だということで、現庁舎周辺の町有

地を足せば 13,000 ㎡くらいになるということの中で、現状、道路が２

本入ることで３つ４つに土地が分かれている。道の付替えをして、効率

的に土地を利用するということも考えていかなければならないと思い

ます。そうすれば、４階を３階にするようなこともできる部分もありま

す。単価的にも４階にして柱を太くしたりすると経費やコストがかかり

ます。土地が広ければ、平屋にすれば単価的には一番安く仕上がるし、

安全性も確保できます。13,000 ㎡は確保できるけれど、土地が分かれて

いるので、道の付替えや造成的なことは考えていますか。 

 

事務局：基本計画の策定前に、高低差等もあるので、一度敷地調査をして、道を

付け替えた場合どうなるのかということも検討できればと考えていま

す。委員の皆様から意見があれば段階を踏んでいく中で、調査をさせて

もらえればと思います。 

 

委員長：敷地については前回の話の中で、道の付替え等を含めて、より利用しや

すいように敷地内に施設を入れていくという意見が出ているので、それ 

については、これからも十分に対応がとれていくと思いますのでよろし

いですか。 

 

委 員：４階建てとなると地質調査も必要になると思うので、検討をお願いした

いと思います。 

 

事務局：併せて検討します。 

 

委 員：数値が出ていないので比較ができない。構造のⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類もそう

ですが、比較をした結果、用地を買収する必要があるとか、高低差を解

消しなければならないとか解体にはいくらかかるとか、建築自体は１平

方メートルあたり 40 万円かもしれないが、現実的には相当オーバーす

ると思います。基本計画が進む中で、国や県の補助とかも出てくると思 

（※次頁へ続く） 
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います。概算でもいいので解体にいくらかかるかというものが出てくる

とありがたいと思います。 

 

委員長：今、検討している内容は基本構想の段階なのでボヤーッとしたものを議

論しています。それぞれ委員がいるが的確に庁舎のことを掴んでいる人

はいないので、こんな庁舎がほしいというところから少しずつ範囲を狭

めていって、最終的には基本設計・実施設計へと進んでいくのだと思い

ます。まだまだ、ボヤーッとした段階で参考になる資料が出せない部分

があります。想定される事業についてもⅠ類・Ⅱ類・Ⅲ類の算定や、４

階を３階建てにする、災害時に一番利用する部署についてはⅠ類とし、

その他についてはⅡ類でやる、それ以外についてはⅢ類でやるといった

提案もされておりますので、次回の委員会に事業費についてはこれらの

意見を参考にしながら、算定できる想定の金額を出していただくという

ことで事務局はよろしくお願いします。 

 

事務局：はい。 

 

委員長：今夜のこれからの議論については今の意見を参考にしながら事業の手

法、スケジュールについて進めていきたいですが、いかがでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：それでは議案の２番をお願いします。 

 

(2) 統合新庁舎の事業手法について 

 

※事務局より資料の説明 

 

委 員：合併推進債の活用はどのくらいの比率ですか 

 

事務局：推進債については、通常であれば元利償還金の 40パーセント、今回の

富士川町の場合は合併によって統合新庁舎の整備がされるということ

で行政機能の統合というものになります。この場合はさらに 10 パーセ

ントの上乗せがあり、50 パーセントが富士川町の地方交付税として措

置される有利な地方債となっております。 

（※次頁へ続く） 
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委員長：推進債でバックされるのは外構や躯体、物品も含まれるのか。 

 

事務局：財政担当から聞いた話では、基本的には統合新庁舎に起因するものであ

れば対象事業になると聞いております。それ以上詳しいことについては

聞いておりません。 

 

委 員：町内の企業の人たちが積極的に出てこられる。民意の部分で考えると直

営方式はいいと思います。合併推進債の返済期間というのは何年になる

のか。従来型の公共直営方式を採用したほうが、行政としてもやりやす

い気がするので公共直営方式でいいと思います。 

 

委員長：推進債の償還期間は何年ですか。 

 

事務局：元利償還金については５年据置で、その後、何年かかけて返していくと

思います。詳しいことはわからないので次回、回答させていただきたい

と思います。 

 

委 員：想定額が一応計上されていますが、設計・監修料は別ですか。 

 

事務局：別です。 

 

委 員：民間活力を導入する PFIの説明がありましたが、資料にある通り、PFI

の方式ではメリットが活用しにくいと思います。PFI事業の例をみると

駐車場とかを民間と共同で行っているものがありますが、この工事につ

いては馴染めないということがあるので公共直営方式に限ると思いま

す。 

 

委員長：今回の庁舎の建設事業については旧増穂、旧鰍沢が合併したことによる

統合新庁舎であるということ、分散している各棟を一か所に統合すると

いう意味合いもあって、合併推進債が本来であれば 40 パーセントのと

ころを 50 パーセントとなるということで提案のとおり公共直営方式で

整備を行い、また、事業の発注方式については町内の事業者の参画をで

きるだけ得られるような発注・対応の仕方でいくということでまとめて

よろしいでしょうか。 

 

委員各位：はい。 （※次頁へ続く） 
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委員長：では、次へ進ませていただきます。統合新庁舎の事業スケジュールにつ

いてお願いします。 

 

(3)統合新庁舎の事業スケジュールについて 

 

※事務局より資料の説明 

  

委員長：一般的に 25億～30億円の事業だとどのくらいの工期が必要ですか。 

 

事務局：工事に関しては２年から３年になると思います。基本計画・基本設計・

実施設計のスケジュールについては概ね資料のとおりだと思っており

ます。建設工事に関してはレイアウトによっては現庁舎を使いながら新

しいものが建てられるのか、仮庁舎を建ててから現庁舎を解体し建てる 

のか、また、道の付替え等の話もあるので、そういったことも踏まえて

最大で５年というスケジュールとなっています。通常であれば２年から

３年あれば完成すると思います。 

 

委 員：平成 36年度が工事の完成というスケジュールになっていますが、開庁

は前になるんですか後になるんですか。 

 

事務局：新しい庁舎で業務を開始するのがこの年度内ということでスケジュー

ルをたてています。 

 

委 員：解体はどこへ入りますか。 

 

事務局：解体も含めています。 

 

委員長：議案３については概ねこの通り事業を進めていくということでよろし

いでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：それでは 4 番のその他に入りたいと思いますが、事務局から何かあり

ますか。 

 

（※次頁へ続く） 
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（4）その他 

 

事務局：次回の第５回については７月の下旬を予定しています。内容については

第１回から第４回まででご了解いただいたご意見・ご要望をとりまとめ

させていただき、検討会の基本構想・意見書(案)としてとりまとめさせ

ていただきたいと思っております。耐震性の区分(Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類)を

ふまえた施設計画につきましては保留となっておりますので、まず、そ

の審議をしていただき、それをふまえた意見書(案)として第５回にはま

とめさせていただきたいと考えております。 

 

委員長：委員からは何かありますか。 

 

委 員：今日、出していただいた想定金額 26億円というのは鉄骨鉄筋だという

ことで、山形県の株式会社シェルターでは木造で庁舎を建てられる技術

があるということを知りました。富士川町は自然が多いので木造という

線ももう少し検討してもらいたいと思います。 

 

委員長：耐久性とか耐火性とか耐震も含めて、長期的な視点に立つと安心だとい

うことになると思います。 

 

委員長：それでは、今夜の与えられた３つの議案についてはご検討いただきまし

た。ありがとうございました。事務局へお返しします。 

 

事務局：委員長、スムーズな議事の進行をしていただきありがとうございました。

次回の検討委員会につきましては、先ほど、説明させていただいたとお

りでございますので、また、通知によりご連絡させていただきます。閉

会にあたりまして、副委員長お願いいたします。 

 

④  閉会 

 

副委員長：たいへんお疲れ様でございました。皆様からいただいた貴重なご意見

を事務局の方で整理して、皆様のお手元へ送られてくると思いますの

で、第５回の検討委員会については 7月下旬ということでございます

ので、そのような予定の中でお互いに切磋琢磨しながらやっていって

もらいたいと思います。今日は本当にご苦労さまでした。 

～委員会終了～                         【以上】 


