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第５回 役場庁舎整備検討委員会 会議録 

 

１ 日 時  平成 28 年 7 月 28 日(木) 19：30～20：18 

２ 場 所  富士川町役場本庁舎 第１会議室 

３ 出席者  ①委 員：１５名        

※欠席者：３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：みなさん、こんばんは。いよいよ関東甲信も今日が梅雨明けという状況

に季節が移ってきているわけでありますけれども、今晩は第５回の庁舎

整備検討委員会を開催しましたところ、委員各位にはお疲れのところご

出席をしていただきまして、誠にありがとうございます。当委員会も２

月より開催を進めまして、今回で第５回ということになります。いよい

よ、委員会の方もとりまとめの時期を迎えている、そんな段階でもあり

ます。前回は、事業費の想定、事業手法、あるいは事業のスケジュール

ということで、ご審議をいただいたわけでありますけれども、今晩は事

務局より回答書の草案が提示をされております。今まで、４回の中で、

発言の機会を失った部分、あるいは全体を通しまして、まだまだ検討を

付け加えなければならない部分がございましたら、皆さんの積極的なご

意見、ご発言をいただきまして、当委員会を進めて参りたいと思います。

結びまでよろしくお願いいたします。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、3名が欠席でございますので 15名の方の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、会議が成立してお

りますことをご報告させていただきまして、それでは、議事の方に入ら

させていただきたいと思います。会議の議長につきましては委員会設置

要綱第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、委員長に議事・進行をお願いしたいと思います。それでは委員

長よろしくお願いします。 （※次頁へ続く） 
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③  議事 

 

委員長：それでは早速、議事に入らせていただきます。本日の議事に入ります前

に、前回の第４回の検討委員会での保留事項の回答につきまして、事務

局より、先に回答していただきます。お願いします。 

 

※第４回検討委員会時 保留事項の回答について 

 

事務局：第４回の検討委員会におきまして、委員の皆様から質問・意見がござい

ましたので、保留となっていることにつきまして回答をさせていただき

ます。まず、１点目でございますが、想定事業費の中で、平方メートル

あたりの単価につきまして、耐震安全性の分類の構造体Ⅲ類、建築非構

造部材Ｂ類、建築設備乙類で試算した平方メートルあたりの単価につい

て説明させていただいたところ、参考にⅠ類、Ⅱ類の単価も提示できな

いかというご意見がありましたので、概算の結果につきまして説明させ

ていただきます。資料につきましては、今回、口頭のみで説明させてい

ただくのですが、36 ページ、37 ページに前回の資料を添付させていた

だいておりますので、それを見ながら説明させていただきます。第４回

につきましては、36ページの一番下の構造体Ⅲ類、建築非構造部材Ｂ類、

建築設備乙類という中で平方メートルあたり 40 万円ということを説明

させていただきました。また、試算条件を再度説明させてもらいながら

Ⅱ類、Ⅰ類の結果を報告させていただきます。条件になりますが、鉄骨

鉄筋コンクリート造、地上４階建て、計画規模面積は延床で 6,500平方

メートル、単独棟で想定し、前回も話をさせてもらいましたが、設計費

や解体費、外構整備費などを含まず、想定できる範囲を積み上げて、国

土交通省の新営予算単価により、試算して、平方メートルで割り戻した

単価でございます。構造体Ⅱ類、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類に

つきましては、37ページを見ていただくと大地震動後、大きな補修をす

ることなく、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるということで

想定をさせてもらってまして、これにつきましては、先ほどの 6,500平

方メートルを使いまして、積み上げた結果を割り戻しますと、43万円以

上確保する必要があるのではないかと、そうしますと、試算しますと、

1億 9500万円の増加となり、27億 9500万円ですので、約 28億円以上 

の確保が必要ではないかと思っております。次に、構造体Ⅰ類、建築非 

（※次頁へ続く） 
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構造部材Ａ類、建築設備甲類ということで、37 ページにもありますが、

重要度係数 1.5とする場合は、大地震動後、構造体の補修をすることな

く、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図れるような構造体とい

うことで試算により積み上げた結果を、割り戻しますと 45 万円以上必

要になるのではないかと想定されます。そうした結果、3億 2500万円の

増加となり、想定事業費でいきますと、29億 2500万円で約 30億円弱以

上が最低限必要になるのではないかと考えます。なぜ、このような幅の

ある試算になってしまうのかというと試算にも限度があり、免震構造な

どや地盤改良、建築非構造部材や建築設備などの積上げにも限度があり、

それぞれ必要に応じて別途計上することとなっておりますので、これら

の要素があることから、例えば、Ⅱ類ですと 43 万円以上、Ⅰ類ですと

45万円以上の確保が最低でも必要になるのではないかと想定します。あ

くまでも現時点での試算の結果でございます。一点目は以上となります。

委員長よろしくお願いします。 

 

委員長：ただいま事務局より、前回の回答保留の部分につきまして、Ⅰ類、Ⅱ類

についての説明がございましたけれども、これについて、委員の皆様か

らご意見ご質問等ありましたら発言をお願いいたします。 

 

委員長：前回の 26億円程度から、概算でいきますと２億、もしくは３億、事業

費が増えるという状況になりますけれども、これにつきましては、これ

から基本計画をつくる段階でさらに検討を加えていっていただきたい

と思います。よろしいでしょうか。 

 

委員各位：はい 

 

委員長：それでは、次をお願いいたします。 

 

事務局：ありがとうございました。二点目でございますが、これにつきましては

委員長から質問があった件なのですが、合併推進債の償還期間について

のご質問に対する回答でございますが、財政担当に確認したところ、内

容にもよるそうですが、償還期間は 30 年以内という決まりがあるそう

です。ただし、その内の５年以内は据え置いて 30 年以内に償還すると

いうように決められていると聞いております。ですので、５年据え置い 

て、その後、25年以内で償還すればトータルで 30年というようなこと 

（※次頁へ続く） 
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になりますので、借りた時からしますと 30 年以内で返さなければなら

ないということでございます。以上です。委員長よろしくお願いします。 

 

委員長：はい。ただいま、事務局から説明があったとおりでございますけれども

合併推進債につきましては、庁舎建設と考えた場合、30年の償還期間と

いうことで、５年間据え置きということですので、25年間でゆっくり返

していくのか、それとも、20 年あるいは 15 年に繰り上げてやっていく

のかといういくつかの選択肢があろうかと思いますけれども、期間につ

いては 30 年ということだそうです。よろしいでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：前回の回答保留はこの２点ですか。 

 

事務局：はい。 

 

委員長：それでは、早速本題に入りたいと思います。議事の１番にあります役場

庁舎整備検討委員会報告書(案)について事務局よりお願いします。 

 

 

(1) 役場庁舎整備検討委員会報告書(案)について 

 

※事務局より検討委員名簿所属役職の訂正 

※事務局より報告書(案)「はじめに」の説明 

 

委員長：ただいま、事務局より報告書(案)の前書として「はじめに」が草案とし

て述べられましたけれども、これについて何かご意見・ご質問等ありま

したら受けたいと思います。いかがでしょうか。 

 

委員長：本文に入りますリード文ですので、これはご承認いただくということで

次に進めさせていただきます。事務局お願いします。 

 

※事務局より報告書(案)「第１ 統合新庁舎整備検討の背景」の説明 

 

委員長：ただいま、事務局の方から説明がございましたけれども、この点につき

まして、各委員さんご意見がありますでしょうか。（※次頁へ続く） 
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委員長：すでにご検討いただいている部分だと思いますけれども、加筆のみとい

うことですので、次に進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：事務局、次をお願いします。 

 

※事務局より報告書(案)「第２ 統合新庁舎整備の基本方針」「第３ 統合新庁

舎の規模」の説明 

 

委員長：ただいま、事務局から説明がありましたけれども、この点につきまして、

各委員さんのご意見を伺いたいと思います。 

 

委員長：検討委員会の途中でも出ましたけれども、敷地付近の町道を付け替える

レイアウトの問題、建物の階層の問題、それから職員駐車場を庁舎の駐

車場の中に取り込むのか、別なところに確保するのか、これらのことは

たぶん、建物を進めていくうえで、大きなウエイトに入ってくるのでは

ないかなと思うんですけれども、それについても報告書の中に、基本計

画の中で十分に検討するように盛り込んでいただけたらなと、私は思い

ますけれどもいかがですか。 

 

事務局：今の委員長さんからの質問につきましては、資料 24 ページ以降に各回

で出していただきました要望・意見等の中に、最終的に第５回の要望を

加筆させていただきまして、報告書の中に加えさせていただければと思

っておりますが、よろしいでしょうか。 

 

委員長：はい。わかりました。他に皆さんいかがでしょうか。 

 

委員長：ご理解いただいたということで、次に進めさせていただいてよろしいで

しょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：事務局は次をお願いします。 

（※次頁へ続く） 
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※事務局より報告書(案)「第４ 統合新庁舎の建設位置」「第５ 統合新庁舎建

設費の想定」「第６ 統合新庁舎の建設手法」「第７ 統合新庁舎の事業スケジ

ュール」「第８ 統合新庁舎建設に向けた要望と意見」、資料の 28ページ以降の

資料の説明 

 

委員長：ただいま、事務局から説明がございましたけれども、この部分は非常に

重要な部分であります。第４回の検討委員会でも、委員の皆様からご意

見をいただいたわけでありますけれども、発言漏れ、あるいはさらにこ

れを付け加えたいという部分がございましたら各委員さんの意見を伺

いたいと思います。発言をどうぞ。 

 

委員：第１回の検討委員会の時に、これだけの敷地の中に新庁舎を建てるにあた

って、町民へのアンケートはどうかというふうなことでお話をさせていた

だいたと思うんですけれども、その時の事務局の回答とすれば、ある程度、

検討委員会がまとまってきたところで実施をしたいというふうなお話があ

ったのですが、その辺は、実施されるのかされないのか、１つご回答をい

ただきたいと思います。 

 

委員長：ただいまの委員からの質問ですけれども、事務局お願いします。 

 

事務局：先ほど、担当から話をさせてもらいましたが、まず、新庁舎建設の検討

委員会が２月に立ち上がりまして、何らかの報告を町民にもしたほうが

いいのではないかということで、広報で中間報告をさせてもらいました。

また、報告書がまとまり次第、委員長と副委員長によって町長に報告し

ていただきまして、その報告書を基に、町の方で基本構想というものを

まとめていきたいと考えております。そのまとめたものについて、案を

出した段階で、町民の皆様のご意見を聞く場というものを、手法はまだ

決めていないですが、手続きを踏んでいきたいと現段階では考えており

ます。以上です。 

 

委員：それは具体的にアンケートなのか、ある程度、町民の人たちを集めてやる

のか、その辺はどうですか。 

 

事務局：例えば、ホームページを通じて意見をいただくのか、委員さんが言われ

たようなアンケートをとるのか、アンケートといっても、基本構想に対 

（※次頁へ続く） 
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して何かご意見はありますかという形で、手法についてはこれから考え

ていきます。 

 

委員：特に思うのは、今の現状の利用度とか実績、それから今の庁舎に対しての

不満とか、良いところだとか色々あると思うんですけど、その辺を端的に

聞いた方がいいような気がします。基本構想に対してどうだってことも

あると思いますが、現状の今使っている町民の人たちがここに通って、悪

い点良い点を言っていただいた方が、町民のみなさんが言いやすいよう

なアンケートでやった方が、私はうまいものが出てくると思います。要望

だとかそういうものもあると思うんですけれども、現実に今の利用度が

どうなのか、例えば分庁舎もあり、本庁舎もあり、その中で分散している

わけですから、実績はどうだったのかというふうな部分で、町民にアプロ

ーチをかけて、そして現状の中で良い点悪い点それから要望というふう

な、極々、少数で私はいいような気がしますけれども、あとはお任せしま

すけれども、大変重要なポイントだと思うので、ぜひアンケートは出して

ほしいというふうに私は要望します。 

 

委員長：ただいま委員から町への要望ということで発言をされておりますけれ

ども、非常に重要な問題になりますけれども、町の方としてもパブリ

ックコメントにするのか、あるいは町長の対話集会にするのか、その

ような部分で幅広く、住民の皆様から望む庁舎の意見を求めるという

ことについては前向きに検討してください。それでよろしいでしょう

か。 

 

委員：はい。 

 

委員長：それではよろしくお願いします。 

 

事務局：はい。 

 

委員長：他に各委員さんいかがでしょうか。 

 

委員：26 ページの５「整備位置・敷地に関すること」の２つ目なんですけれど

も、「現庁舎周辺は生活道路が四方にあり…」というとこですけど、これ

は第４回の検討委員会で委員さんが仰ったことだと思うんですけれども、 

（※次頁へ続く） 
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これは今ある道路、周りの道路を改修したりとか、そういうことをしたら

どうだという意見で、「そう考えるとリスクが多い」というここまで話が

あったかなとちょっと思ったのですが、どうでしょうか。 

 

委員長：事務局お願いします。 

 

事務局：今の質問ですけれども、議事録の中でどこの部分に対して、リスクと言

っているのかは議事録上はそういうふうに捉えたのですが、今回、そう

いうことも含めて、訂正とか修正とか、この意見は出てなかったですよ

という意見も含めて、お願いしたいと思っています。今、仰られたのは

26ページの５「整備位置・敷地に関すること」の４つ目と被ってしまっ

ているのではないかなと思っているのですが、２つ目と４つ目が同じよ

うなことの説明になっていますが、２つ目の２行目の「そう考えるとリ

スクが多いという感じもある」という点につきましては再度、調べさせ

ていただきたいと思います。 

 

委員長：この件について、委員の仰るリスクというのは何か、特に意図するもの

があったのですか。 

 

委員：敷地を見てもらうとわかるんですけれども、本庁舎の敷地とこの南隣の駐

車場と真ん中にある購入した、今の職員駐車場と、それからまた、道路を

挟んで旧町民会館があるというふうなことで、４か所に分かれていますの

で、一面で 13,000㎡とれれば、非常に効率が良いわけですけれども、道路

の付替えとか、そういったことをすると、この周辺の住民の人に回り道を

してもらわないとならないというふうなことも考えられるし、私も眺めて

みて、庁舎を１か所で４階建てにするというふうなことと、２階建てくら

いにしたらいいなんていう意見も出てたようですけど、４つに分かれてい

るところを、以前、私は道を付替えて、一面で 13,000㎡とれれば効率が良

いと言ったんですけど、考えてみて、それを逆手にとって４か所をそのま

まに活かしながら、例えば、現庁舎のところに事務系の２階くらいの庁舎

を建てて、その東に技術屋さんが行く、水道、建設、都市開発とかそうい

ったところを分散するのも逆にいいのかなと、このエリアの中にあれば、 

住民の方についてはそんなに負担にならないのかなと、思うように考えが

変わってきたんですけど、それはこの前質問した時に、事務局が実施の段

階、その前に、いろいろと敷地については検討するというふうなことを言 

（※次頁へ続く） 
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われていたものですから、その中にそういう意見があってもいいし、１つ

にする必要はないのかなと思っています。みんなこの辺を歩いて行けるわ

けですので、そうすれば、コスト的にも強度的にも結構いいものがつくれ

るのかなと、逆に２階建てくらいだと木造でもつくれるのかなと、そんな

ことを今日見ながら思っていました。以上です。 

 

委員長：ただいま、委員から発言があったわけですけれども、これから基本計画

を検討していくにあたって、町の方でも敷地の点につきましては、いく

つかのレイアウトの検討をしなければならないと思います。その中で、

庁舎にとって一番最善な方法、あるいはこの周辺に住む町民にとりまし

ても、一番不便にならない方法を検討する中で、基本計画、基本設計に

入っていっていただきたいなと思うわけですけれども、そういう意見が

検討委員会の中でもあったということでよろしいですか。 

 

委員：はい。 

 

委員長：では、事務局はそのようにお願いします。 

 

事務局：今の意見についても併せてこちらの報告書の方に入れさせていただい

て、そういったものも基本計画の段階で検討する必要があるというよ

うなご意見を加筆させていただきたいと思っております。以上です。 

 

委員：今の委員の意見もですけれども、最初の意見の中で、窓口の分散化による

利便性やサービスの低下ということが謳われているところなので、１つ

の建物の中でそれが可能であれば、一番いいかなと思います。また、建物

を別につくるとなると予算的にもそれ以上にかかるかなという感じもす

ると思います。それから、私の方からも４階建てとか３階建てとかいう話

の中で予算にもよりますけれども、ビルとかは設備関係が地下に入って

います。そういう部分が地上にあって、各フロアにあったりすると、その

部分がすごくもったいないような感じもするし、備蓄倉庫とかも地下に

あったりとか、地下についても検討の１つに加わってもいいかなと思い

ますがいかがですか。 

 

事務局：先ほどの事業費の計算の中でも、36ページ、37ページにもございます

けれども、災害対策本部の設置する場所とか、避難場所として利用する 

（※次頁へ続く） 
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べき施設にするのかというような議論も今後出てきますし、先ほどの委

員さんが言われる建築設備、例えば受変電設備や機械設備がはたして耐

震構造のところに入っているのか、そういったこともふまえますと、今

後、基本計画の中で、想定しながら議論していただいて決定していかな

ければならないですし、当然、自家発電にしても機械設備にしても建物

は耐えたけど受変電設備が壊れてしまったのでは困りますし、そのよう

なことも併せて考えていかなければならない。先ほどの、防災備蓄倉庫

も耐震はあるものの、基本的に使用できない場所にあるのであれば、避

難活動とか、機能の継続性には適さないのかなというようなことも、今

後も検討していかなければならない課題が多々あると思っていますの

で、そのようなことも基本計画の中で検討していきたいと考えておりま

す。以上です。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

 

委員：はい。 

 

委員長：他に各委員さんいかがでしょうか。 

 

委員長：ただいまありました、いくつかのご意見を加筆する中で、本委員会の報

告書を作成していくという方向でよろしいでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：次に進めさせていただきます。 

 

事務局：報告書については説明が終わりましたので、その他に移らさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

委員長：お願いします。 

 

(2) その他 

 

事務局：事務局からお願いしたい点が１点ございます。今回、加筆させていただ

く部分につきましては、ほぼご意見を付け加えさせていただくというこ 
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とになるかと思います。それにつきましては、資料の 24 から 27 ページ

の中に加筆をさせていただくということでございます。つきましては、

先ほどの、名簿については大変申し訳ないのですが、修正をさせていた

だいて、委員長・副委員長に確認していただいた後、町長の方に報告と

いう形をとらさせていただきたいと思いますが、どうでしょうか。委員

長よろしくお願いします。 

 

委員長：ただいま、事務局から説明がありましたけれども、皆さんから指摘を受

けました部位については修正をする。そして、新たに意見が出ました部

位については加筆をさせていただく。また、最終的な報告書につきまし

ては、正副委員長で熟読の上、ＯＫを出し、事務局とともに町長に報告

するという流れでいきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：それではそのようにさせていただきます。 

 

事務局：ありがとうございました。事務局からはその他についてはございません

が、委員の皆様の方で、この機会に何かございましたらよろしくお願い

します。 

 

委員長：ただいま、事務局から庁舎の問題についてこれ以外に各委員さんからご

意見があれば承りたいということでございますけれども、各委員さんい

かがでしょうか。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

 

委員各位：はい。 

 

委員長：それでは、今夜、予定されていました議事につきましてはこれをもって

打ち切らせていただきます。事務局へお返しします。 

 

事務局：ありがとうございました。委員長におかれましてはスムーズに議事・進

行をしていただき、誠にありがとうございました。また、報告書のとり

まとめにつきましても御協力をありがとうございました。今回の会議 
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録につきましては、また、修正等をさせていただいて、報告書を委員長・

副委員長に見ていただいて、提出した後、議事録の方につきましては、

まとめさせていただきたいと考えております。それでは閉会にあたり

まして、入倉副委員長より、ご挨拶申し上げます。 

 

④  閉会 

 

副委員長：みなさん、こんばんは。大変お疲れ様でございました。今回、いろい

ろと皆様から貴重なご意見をいただき、ここに立派な報告書の案が出

てきたわけですけれども、今夜のこの中の訂正部分、あるいは住民の

声を反映して報告書をつくってもらいたいという、こんなような意見

がございました。これも、また事務局の方で十分精査した中で、立派

なものをつくってもらいたいなと思います。これをもって、今夜の委

員会を閉じさせていただきます。たいへん、ご苦労様でございました。 

 

～委員会終了～ 

                              【以上】 


