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富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会設置要綱 

(設置) 

第 1 条 新庁舎の整備基本計画等について、検討し、又は協議するため、富士川 

町新庁舎整備基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(所掌事項) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。 

(1) 新庁舎の整備基本計画に関すること。 

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 町議会議員 

(2) 関係団体の代表者 

(3) 公募町民 

(4) その他町長が必要と認めた者 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は、第 7 条の規定による報告の日までとする。 

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長が決するところによる。 

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明

又は意見を聴くことができる。 

(報告) 

第 7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を町長に報

告するものとする。 

(守秘義務) 

第 8 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(庶務) 

第 9 条 委員会の庶務は、管財課において処理する。 

(その他) 

第 10 条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員
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長が委員会に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

(会議招集の特例) 

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第 6 条第 1 項の規定にかか

わらず、町長が招集する。 
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富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会名簿 

（順不同、敬称略） 

№ 氏名 所属 役職名 備考 

1 深澤 公雄 富士川町議会 議員  

2 鮫田 洋平 富士川町議会 議員  

3 川手 貞良 富士川町教育委員会 教育長  

4 佐塚 孝之 区長会 会長  

5 㓛刀 吉文 富士川町消防団 団長  

6 依田 英男 富士川町都市計画審議会 会長  

7 牧野 雅紀 富士川町身体障害者相談員 代表  

8 
徳田 隆二 

富士川町子ども・子育て会議 会長 
H29.6.30 まで 

海野 輝男 H29.7.1 から 

9 杉田 宗利 富士川町体育協会 会長  

10 井上 孝 富士川町文化協会 会長  

11 大塚 和子 富士川町赤十字奉仕団 委員長  

12 入倉 治彦 富士川町商工会 会長 ○ 

13 志村 一彦 富士川町社会福祉協議会 会長  

14 㓛刀 千秋 公募町民   

15 川手 政子 公募町民   

16 堀口 広秋 有識者  ◎ 

17 長澤 正人 天神中條区 区長  

18 笹本 正 青柳町区 区長  

19 保坂 徹也 山梨県県土整備部営繕課 技術指導監  

20 田辺 明弘 富士川町 会計管理者 
庁内検討 

作業部会長 

◎：委員長 ○：副委員長 
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■ 富士川町新庁舎整備基本計画検討委員会 検討状況 
 

H29.5.16 第 1 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1) 目的及び検討体制について 

 (2) 基本構想の内容について 

 (3) 検討委員会のスケジュールについて 

 

H29.6.28 第 2 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1) 新庁舎整備の基本的考え方について 

 (2) 新庁舎に導入する機能について 

 (3) 新庁舎の空間構成の考え方について 

 (4) 先進地視察について 

 

H29.7.24 第 3 回検討委員会 長野県 長和町、安曇野市 

議事 先進地視察 

 

H29.8.29 第 4 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1) 新庁舎の想定規模について 

 (2) 新庁舎整備の敷地の配置計画について 

 (3) 新庁舎整備の事業手法・設計者の選定方法について 

 (4) 新庁舎整備のスケジュールについて 

 

H29.9.25 第 5 回検討委員会 役場本庁舎第 1 会議室 

議事 (1)検討委員会報告書(案)について 

    

H29.10.6 報告書提出 役場本庁舎町長室 

 

 

   

■ 富士川町新庁舎整備基本計画(案) パブリックコメント実施 

H29.10.26～ 町広報、町 HP で意見募集について周知(30 日間) 

H29.11.24    
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第１回から第５回までの要望と意見（抜粋） 

 

1 導入する機能に関すること 

・ 総合案内でしっかり案内をしてもらえると、来庁者は行きたいところへス

ムーズに行ける。総合案内担当がキーマンである。障害を持っている方や相

談がある来庁者には、職員がその人のところへ来て、その場で申請が全てで

きるようなスペースがあれば良い。総合案内のスペースを広くしてもらいた

い。（第 2 回） 

・ 町民活動・町民交流支援機能の多目的スペースや、利便施設機能に「来庁

者が、休憩など」という表現があるが、中途半端な空間を造るのではなく、

目的意識を持った整備が必要だと思う。（第 2 回） 

・ 経済効率の高い庁舎は非常に大切。建物は建てて半分、育てて半分と言わ

れていて、メンテナンスやライフサイクルコストが大事になる。事務室のフ

リーアクセスフロアや、LED 照明の導入など、トータルで考えて経済効率が

高い庁舎を目指してもらいたい。（第 2 回） 

・ 現在、建物の寿命は鉄筋コンクリ—トで 70、80 年と言われているが、配

管などの設備関係は 15 年から 20 年程度で交換が必要となる。いかに安く改

修できるかということを目指す必要がある。（第 2 回） 

・ 新庁舎は災害対策本部となることも考慮して、トイレの洗浄や排水に雨水

や地下水の利用を検討していただきたい。（第 2 回） 

・ 清潔感という部分では、来庁者も気にするので、現業職などの外によく出

る職員や、夏場の宿直者のため、余裕があればシャワー室を検討してほしい。

（第 2 回） 

・ デスクワークが多いので、男女別に畳のスペースを設けたらどうか。昼休

みでの利用や、職員同士のコミュニケーションを図るため、必要だと思う。

（第 2 回） 

・ 電子データについては、分散した外部保存が必要だと思う。（第 2 回） 

・ Ｗifi の整備は、当たり前の時代になっていると思われるため、極力、整備

していただきたい。（第 2 回） 

 

2 部署等の配置について 

・ 隣り合っていなければならない課、１階になければならない課、どの階で

も柔軟に対応ができる課など、そういうものを明確に示す必要がある。（第 1

回） 

・ 備蓄倉庫などは、費用や利用しやすさを考えると、別棟の方が良いと思う。

（第 2 回） 
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3 施設規模、延床面積に関すること 

・ 延床面積や階数を決定するためには、課毎の関連性や必要な部屋を明確に

していくことが必要だと思う。（第 1 回） 

・ 現在点在している各庁舎の玄関ホールやトイレなどの重複した用途の整理、

また、会議室の兼用・共用化を図り、稼働率を高めていけば、まだまだ無駄

を省けると思う。（第 4 回） 

 

4 敷地の配置計画に関すること 

 ・ 現本庁舎の敷地をみると、非常に使いにくい敷地になっていると思う。東

側駐車場の北側の土地の交換や、土地の配置換え、取付道路の再配置という

ようなことは考えないのか。（第 5 回） 

 

5 事業手法に関すること 

・ プロポーザル方式は、一般的に各自治体で行なわれていて、発注者の意見

が反映されやすく、その意見が設計に活かされる。金額も上限があり、一番

良い選定方法だと思う。（第 4 回） 

・ 県内の 3～4 名以上の一級建築士がいる事務所で、2 社くらいのジョイント

を組むなど方法はある。できる限り、県内・町内の設計者、一級建築士に配

慮した、参加方法・機会をつくってほしい。（第 4 回） 

・ プロポーザルは発注者である町の体制、職員の配置状況、町の業務経験が

備わって初めて十分に機能する制度。実施するのであれば、町側の体制をし

っかりと整備し、業者の選定や基本・実施設計を進めてもらいたい。（第 5 回） 

 

6 スケジュールに関すること 

・ 建設工事を平成 31 年度末に着手して、平成 36 年度中に完成を目指すとい

うスケジュールであるが、一度に既存の庁舎を全て解体して建設する方法と

解体と建設を繰り返し、工事を 2 期に分ける方法がある。現実的には 2 回に

分けるのが順当だと思う。（第 4 回） 

・ 地盤の状況により、施工期間は大きく変わる。職員・備品の移転など、

様々な要因により施工期間が延びる可能性がある。このスケジュールは決し

て余裕のあるスケジュールではないことを認識してほしい。（第 4 回） 

 

7 木材利用に関すること 

・ 先進自治体では、外装にも木を使っている。町内や地元木材の利用は、産

業の育成にもなる。庁舎整備に活用する条件を入れてほしい。（第 4 回） 

 

8 コストに関すること 

・ 会議室の稼働率は重要だと思う。年間に、どのような会議が何人で何回あ

るのか。会議室の共用化のため、それらが分かれば、コストの削減が可能だ

と思う。（第 4 回） 
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・ 面積の増減は建設費に直結する。基本・実施設計に向けて「各諸室やスペ

ースの共用化を積極的に検討し、効率的でスリムな庁舎を目指す」など、コ

スト縮減に向けて、もっと明確な姿勢を示すべきだと思う。（第 4 回） 

 

9 その他 

・ 各委員が意見を言っただけ、事務局は聞いただけということがないように

してほしい。（第 5 回） 

・ HP を見ればわかるということではなく、委員が提案したものが採用された

ということが目に見える形で何か方法をとっていただきたい。委員の意見や

要望が入っていることがわかれば、検討委員会が有意義であったと思えるの

で、その辺を汲み取って進めてほしい（第 5 回） 

・ 建設検証委員会というようなものを作り、図面や計画案がでてきたところ

で配置や大きさについて検討ができれば良いと思う。（第 5 回） 

 

 



参考資料 

34 

第３回検討委員会 先進地視察 実施状況及びアンケート結果 

先進自治体が導入した機能・設備や具体的取組を視察し、基本計画策定に向け

た検討の参考とするため、長野県 小県郡長和町役場と安曇野市役所の先進地視

察を実施しました。 

 

1 実 施 日：平成 29 年 7 月 24 日（月） 

2 視察自治体：長野県 小県郡長和町及び安曇野市 

3 参 加 者：検討委員 17 名（欠席 3 名） 

：富士川町職員 ５名（内 事務局３名） 計 22 名 

4 視察概要 

 長和町役場 安曇野市役所 

人口（H29.6.1） 6,299 人 97,987 人 

庁舎竣工年月日 平成 2７年 12 月 平成 27 年 1 月 

建築面積 2,184.91 ㎡ 4,297.37 ㎡ 

延床面積 3,466.65 ㎡ 地上 16,325.43 ㎡ 

地下 4,877.49 ㎡ 

階数 ２階 地上：4 階 地下：1 階 

構造 木造 

一部鉄筋コンクリート造 

地階：鉄筋コンクリート造 

1～3 階：プレキャスト・プレ

ストレストコンクリート造 

4 階：鉄骨造 

耐震構造 耐震構造 免震構造 

特長 ・町産材使用 

・町民の交流ゾーン整備 

・災害対策本部室常設 

・ワンストップサービス導入 

・外装、内装に木材使用 

 

5 アンケート結果 

先進地視察に際し、実施したアンケートについて長和町、安曇野市の両市町

に対するアンケート結果については次のとおりです。回答者は検討委員 17 名と

職員２名の合計 19 名です。 

なお、集計について、問１の回答数については①から⑥のそれぞれの選択肢

のチェックの数をカウントしていますが、その他良かった点については、それ

ぞれを「１」としてカウントしています。回答割合については小数第２位で四

捨五入をしているため、合計が 100%にならない回答結果があります。 
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問１ 視察した諸機能の良かった点についてお伺いします。諸機能について良か

った点にチェックをお願いします。選択肢右の（ ）には具体的にどのような

点が良かったのか、ご意見がありましたらご記入ください。（複数回答可） 

 

 

① 窓口機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

窓口周辺の木質化 13 28.3% 

キッズスペースの設置 7 15.5% 

ローカウンターの設置 12 26.1% 

授乳室の設置 9 19.6% 

その他良かった点(廊下のぬくもり) 1 2.2% 

その他良かった点(廊下のスペースの広さ) 2 4.3% 

その他良かった点(長く居ても疲れない) 1 2.2% 

その他良かった点(開放感があった) 1 2.2% 

総計 45 100% 

 

【具体的な意見】 

「窓口周辺の木質化について」 

・親近感がある。 

・窓口だけでなく、内部全体の木質化。 

・木の香りが心を和ませる。 

・清潔で良い。 

・ぬくもりを感じる。 

 

「キッズスペースの設置について」 

・ちょうど良いスペースだった。 

 

「ローカウンターの設置」 

・高低を選べて良い。 

・利用しやすい配置。 

・車いすも入りやすい。 

 

「授乳室の設置」 

・１階のスペースの中にあるだけで機

能を果たせる。 

・頻度は少ないらしいが、おむつ交換

などできて良い。 

・空室の表示があり、わかりやすい、

プライバシーを保てる。 

 

「その他良かった点」 

・廊下のぬくもりが良かった。 

・全体的に廊下のスペースが広くて良

かった。 

・長く居ても疲れない。 

・開放感があり、とても良かった。 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

28.3% 15.5% 26.1% 19.6% 2.2%

4.3% 2.2%

2.2%
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(2) 安曇野市 

 

【具体的な意見】 

「窓口周辺の木質化について」 

・建物の外壁、内壁含め木材を利用してい

る。 

・木材をふんだんに取り入れている。ぬく

もりや格付けが感じられる。 

・素朴で良い。 

・花（ベランダ）も良い。 

・センスの良い木質化をしている。 

 

「キッズスペースの設置について」 

・庁舎の中心にあり、目が行き届く。 

・スペースも設置場所もよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ローカウンターの設置」 

・窓口カウンター周辺の雰囲気がとても良

い。 

・区切りが良かった。 

・高さが良い。 

 

「授乳室の設置」 

意見なし 

 

「その他良かった点」 

・受付に顔写真と名前が表示されていて非

常に好印象だった。 

・スペースの関係もあるが、全てについて

良かった。 

・吹き抜けの自然採光。 

・受付が電子パネル化しており、順番がわ

かる。 

・障がい者の雇用の場があること。 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

23.4% 23.4% 27.7% 10.6% 6.4%

2.1% 2.1% 2.1%

2.1%

回答種別 回答数 回答割合 

窓口周辺の木質化 11 23.4% 

キッズスペースの設置 11 23.4% 

ローカウンターの設置 13 27.7% 

授乳室の設置 5 10.6% 

その他良かった点(窓口の職員の顔写真の表示) 3 9.1% 

その他良かった点(全てについて良かった) 1 2.1% 

その他良かった点(吹き抜けの自然採光) 1 2.1% 

その他良かった点(窓口の順番表示) 1 2.1% 

その他良かった点(障がい者の雇用の場)  1 2.1% 

総計 47 100% 
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② 案内機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

入口及び各フロアの案内表示 6 33.3% 

誘導表示(矢印など) 2 11.1% 

窓口表示 4 22.2% 

サイン(絵文字) 4 22.2% 

その他良かった点(カウンターが移動可能) 1 5.6% 

その他良かった点(イメージキャラクターとセットで効果的) 1 5.6% 

総計 18 100% 

 

【具体的な意見】 

「入口及び各フロアの案内表示」 

・本町でも必要。 

・全体的に良い。 

 

「誘導表示（矢印など）」 

・本町でも必要。 

 

「窓口表示」 

・本町でも必要。 

・各窓口の案内№が大きくて良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サイン（絵文字）」 

・本町でも必要。 

 

「その他良かった点」 

・カウンターが移動可能で良い。 

・イメージキャラクターが表示とセットで

効果的（親しみやすい）。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

33.3% 11.1% 22.2% 22.2%

5.6% 5.6%
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(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

入口及び各フロアの案内表示 13 28.9% 

誘導表示(矢印など) 3 6.7% 

窓口表示 10 22.2% 

サイン(絵文字) 4 8.9% 

電子ディスプレイによる案内表示 9 20.0% 

その他良かった点(総合案内) 2 4.4% 

その他良かった点(会議の電子案内板) 1 2.2% 

その他良かった点(スペースに余裕がある) 1 2.2% 

その他良かった点(番号による順番待ち) 1 2.2% 

その他良かった点(良い施設だった) 1 2.2% 

総計 45 100% 

 

【具体的な意見】 

「入口及び各フロアの案内表示」 

・総合案内所の設置。 

 

「誘導表示（矢印など）」 

・案内表示があり、とても良い。 

 

「窓口表示」 

・わかりやすい、シンプルで見やすい表

示。 

 

「サイン（絵文字）」 

意見なし 

 

 

 

 

 

 

 

「電子ディスプレイによる案内表示」 

・正面に入ったところにあり、わかりやす

い。 

・時代に合っている。 

 

「その他良かった点」 

・総合案内の職員が常に入口を見ていて、

すぐに対応がとれていた。 

・総合案内は不慣れな住民には安心できる

と思いました。 

・会議の案内（電子）。 

・スペースに余裕があり、市民ニーズにわ

かりやすく出来ている。 

・電子表示により、市民が用事の課に行く

所へ番号で安心して待てることが良い。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

28.9% 6.7% 22.2% 8.9% 20.0% 4.4%

2.2% 2.2% 2.2%

2.2%
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③ 相談機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

プライバシーに配慮された相談スペースや相談室 15 51.7% 

窓口と待合席の間のスペースの確保 12 41.4% 

その他良かった点(プライバシーの配慮) 1 3.4% 

その他良かった点(ローカウンターへのつい立ての設

置) 

1 3.4% 

総計 28 100% 

 

【具体的な意見】 

「プライバシーに配慮された相談スペース

や相談室」 

・個別相談が可能で良い。 

・小さい部屋を設けて相談者に配慮してい

る。 

・良くプライバシーに配慮されている。 

・相談室、会議室がしっかり確保されてい

る。 

 

「窓口と待合席の間のスペースの確保」 

・太い柱の間になっていてちょうど良い。 

・窓口と待合のスペースは適切であったと

思う。 

・広々として明るい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他良かった点」 

・プライバシーへの配慮を心がけている。 

・全般的にスペースの関係で窓口などはロ

ーカウンターの間につい立てなどがあれ

ば機能の効果が出る。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

51.7% 41.4% 3.4%

3.4%
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(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

窓口カウンターに仕切り板の設置 12 36.4% 

プライバシーに配慮された相談スペースや相談室 9 27.2% 

窓口と待合席の間のスペースの確保 12 36.4% 

その他良かった点 0 0.0% 

総計 33 100% 

 

【具体的な意見】 

「窓口カウンターに仕切り板の設置」 

・マイナンバーの受付に仕切り板は良い。 

・キャビネットで隔てている点。 

 

「プライバシーに配慮された相談スペース

や相談室」 

・小さな空間の相談室で良い。 

・決して部屋は狭くない。プライバシーの

相談なので、ちょうど良い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「窓口と待合席の間のスペースの確保」 

・広々していて良い。 

 

 

「その他良かった点」 

意見なし

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

36.4% 27.2% 36.4% 0.0%
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④ アクセス機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

広い駐車場の確保 16 61.5% 

歩行者の動線の確保 7 26.9% 

その他良かった点(ヘリポートの設置) 2 7.7% 

その他良かった点(主要道路から近い) 1 3.8% 

総計 26 100% 

 
【具体的な意見】 

「広い駐車場の確保」 

・職員の目線で、駐車場が見える点。 

・災害時の避難が可能。 

 

「歩行者の動線の確保」 

意見なし 

「その他良かった点」 

・ヘリポートの設置。 

・主要道路から近い。 

 

 

 

(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

広い駐車場の確保 12 46.2% 

歩行者の動線の確保 7 26.9% 

屋根付き乗降スペースの設置 6 23.1% 

その他良かった点(地下駐車場) 1 3.8% 

総計 26 100% 

 
【具体的な意見】 

「広い駐車場の確保」 

・地下に駐車場があり、来庁者にはあ

りがたい。 

 

「歩行者の動線の確保」 

・しっかり確保されている。 

「屋根付き乗降スペースの設置」 

意見なし 

 

 

「その他良かった点」 

・地下駐車場（自然採光）。 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

61.5% 26.9% 7.7%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

46.2% 26.9% 23.1% 3.8%
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⑤ 市民開放会議室、情報発信機能、利便施設機能などについて 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

町民ホール 12 48.0% 

フリーホール 11 44.0% 

その他良かった点(土日も利用可能) 1 4.0% 

その他良かった点(Wifi 整備) 1 4.0% 

総計 26 100% 

 
【具体的な意見】 

「町民ホール」 

・本町でも設置したら良い。 

・広くて、多目的に使える点、空調の

点。 

・流し台もあり良い。 

 

「フリーホール」 

・本町でも設置したら良い。 

 

「その他良かった点」 

・土日の利用も可能であった。 

・Wifi 整備 

 

(2) 安曇野市 

回答種別 回答数 回答割合 

市民開放の会議室 8 36.4% 

行政情報などの情報が集約されたスペース 4 18.2% 

くつろぎスペース 9 40.9% 

その他良かった点(夜間の開放) 1 4.5% 

総計 22 100% 

 
【具体的な意見】 

「市民開放の会議室」 

・市民にやさしい。 

 

「行政情報などの情報が集約されたス

ペース」 

意見なし 

「くつろぎスペース」 

・ラウンジは良かったです。 

 

「その他良かった点」 

・夜間の開放。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

48.0% 44.0% 4.0%

4.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

36.4% 18.2% 40.9% 4.5%
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⑥ 議会機能について 

(1) 長和町 

回答種別 回答数 回答割合 

議場及び議会諸室の多目的利用 13 59.1% 

バリアフリー環境の整備 6 27.3% 

その他良かった点(ひな壇にせず、多目的利用) 1 4.5% 

その他良かった点(議場の雰囲気を保っている) 1 4.5% 

その他良かった点(コンパクト) 1 4.5% 

総計 22 100% 

 
【具体的な意見】 

「議場及び議会諸室の多目的利用」 

・議場のフラットは良かった。 

・机などが移動可能で良い。 

・議場を特別な場所と考えるのではなく、

多目的に利用するとの発想がよい。 

 

「バリアフリー環境の整備」 

・大変良い。 

「その他良かった点」 

・議場をひな壇式にしないで、多目的に

したのは良い。議場は利用度の低い特

別な部屋にしない事が良い。 

・議場の雰囲気は保たれている。 

 

 

 

(2) 安曇野市 
回答種別 回答数 回答割合 

議場及び議会諸室の多目的利用 4 30.8% 

バリアフリー環境の整備 6 46.2% 

その他良かった点（議場は必要） 1 7.7% 

その他良かった点（重みがあり、託児室がある） 1 7.7% 

その他良かった点（多目的に使用可能） 1 7.7% 

総計 13 100% 

 
【具体的な意見】 

「議場及び議会諸室の多目的利用」 

意見なし 

「バリアフリー環境の整備」 

・階段の手すりの配慮。 

「その他良かった点」 

・重みのある議場で、託児室まで備えてい

るのが良い。

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

59.1% 27.3% 4.5%

4.5%
4.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

30.8% 46.2% 7.7% 7.7% 7.7%
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問２ 今回の先進地視察について、ご意見やご感想がありましたら、ご記入くだ

さい。(自由記述) 

 

(1) 長和町 

【庁舎】 

・木造建築が主であることで、木のにおいやぬくもりを感じた。外観について

も木が使用されていて良い感じであった。 

・木材を内部に多用し、やわらかい雰囲気を出していたと思う。良質な木材を

生産し、それを加工する工場が地元にある長和町だからこそできたこと。こ

れを富士川町で実現しようとすると、金額面でも大変なこと。しかし、１つ

の方向付け（目標）にはなると感じた。 

・建物正面の車寄せを兼ねた木造アプローチや１階ホールから２階への木製階

段など、好感をもてる設計であったと思う。 

・木の香り、町のキャラクターが独自性を出していた。 

・もとからあった蔵も活用して、役場の一部として使えるようにしているとこ

ろも良かったと思う。 

【町民交流・支援機能】 

・町民の憩いのスペースは狭くても絶対必要。 

・町民ホール等（会議室）も利用可能がよいが、管理・施設区分を決めること

が重要。 

【諸室・諸機能】  

・各部屋の多目的利用は必須。 

・執務室が明るく、南向きのため来客スペースも明るく良かった（自然採光に

配慮）。 

・空間スペースが非常に良かった。 

・トイレは女子トイレが４つあり効率的で良い。 

・掲示物も工夫された掲示方法だった（ボード式）。 

・ヒートポンプの活用は維持管理面で良いと思う。 

【その他】 

・庁舎建設では住民への理解が必要である事が一番よくわかった。 

・富士川町庁舎は耐火構造で建築してもらいたい。 

・長和町役場は比較するには良かった。 

・近年の行政対応に応える庁舎として、そのイメージを一見した事は良かった。 
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(2) 安曇野市 

【庁舎】 

・木を使った建物はやわらかさ、やさしさを感じ良い。 

・長野の県産材を利用するのは、良いと思う。 

・高さ的（階数）にもよるが、免震構造にするのは良い。 

・建物自体のデザイン性は、さほど立派ではないが機能的であった。どちらも

使用開始 1 年 5 か月と 2 年ということで、新しく参考になりました。 

・構造物の PC コンクリートは良かった。 

・スペースのゆとりが心地よかった。 

【町民交流・支援機能】 

・パノラマラウンジを学習に利用できることは良い。静かな雰囲気で良かった。 

・市民が自由に集える場も重要。 

【諸室・諸機能】 

・庁舎建設の反対運動や訴訟もある厳しい中で検討されて、建設されたものだ

が、単に安価で済ませるようなことはなく、環境対策（消費電力軽減のため

の空調負荷軽減のため、雨水の利用など）もしっかりしていて、よく造られ

ていると思った。構造がシンプルで良いという印象を持った。 

・屋上からの採光は非常に良いと感じた。 

・雨水の再利用等への配慮が良い。 

・会議室の多面的利用（パーテーション等により）。 

・面積的に余裕があり、ゾーニングが評価できる。 

・ベランダ機能は有効だと思った。 

【その他】 

・ランニングコストとメンテナンスコストも大切。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲長和町視察状況 ▲安曇野市視察状況 


