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④ 周辺への対応                 

・一体的に活用するために町道の廃止が必要な場合

は、新庁舎周辺が住宅地であるため、町民の利便

性を低下させないよう、既存町道の拡幅や道路の

付替えを計画します。 

⑤ 緑地の確保                 

・法規制等で規定されている緑地面積が確保できる

よう配置します。 

 

 

 

 

 

１ 新庁舎整備の事業手法 

 設計・施工分離発注方式、設計・施工一括発注方式の各事業手法のメリット、デメリットを踏まえて検討し

た結果、 

 

２ 設計者の選定方法 

 競争入札方式、設計競技（コンペ）方式、プロポーザル方式の各方式のメリット・デメリットを踏まえて検

討した結果、 

 
 

 

 新庁舎整備のスケジュールは、他の重点事業との調整など、様々な要因により整備が前後することも考えられ

ますが、合併推進債の活用期限である平成 36 年度末までには事業を完了することとします。 
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町では、基本構想をふまえ、設計段階において必要となる諸条件を具体的に検討するため、新庁舎整備基本計

画検討委員会を設置し、新庁舎に導入する機能や敷地の配置計画などについて、議論を重ねていただきました。 

委員会から提出された検討結果報告書をふまえ、新庁舎の設計業務の指針となる「新庁舎整備基本計画」を策

定しました。 

 

 
○新庁舎の基本となる機能 

基本構想時の基本理念・基本方針の実現に向け、新庁舎へ導入する機能について、基本となる施設機能を整

理しました。 

基本機能-1 町民サービスの向上を目指すための機能 基本機能-4 開かれた議会を進めるための機能 

基本機能-2 住民協働の拠点とするための機能 基本機能-5 環境と共生するための機能 

基本機能-3 行政事務を効率的に行うための機能 基本機能-6 防災拠点としての機能 

 

 

 

基本機能－1 町民サービスの向上を目指すための機能 

・窓口利用の多い課の低層階へ集約するとともに、業務連

携の多い課を可能な限り近接配置とし、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。 

・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。 

・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。 

・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。  

基本機能－2 住民協働の拠点とするための機能 

・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。 

・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。 

・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。 

基本機能－3 行政事務を効率的に行うための機能 

・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。 

・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。 

・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。 
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【イメージ：ワンストップフロア方式】 

【イメージ：ローカウンター(四街道市)】

【イメージ：相談スペース(横浜市保土ヶ谷区)】

【イメージ：市政情報発信コーナー(甲府市)】 【イメージ：市民活動室(甲府市)】 

【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)】 

■５つの基本方針から想定される新庁舎配置(イメージ) 第１ 新庁舎整備基本計画策定の経緯 

第２ 新庁舎整備の基本的考え方 

第３ 新庁舎に導入する機能 

第７ 新庁舎整備の事業手法・設計者の選定方法 

第８ 新庁舎整備のスケジュール 

設計者の選定方法は『プロポーザル方式』を採用します。 

事業手法は公共直営方式による『設計・施工分離発注方式』を採用します。 



基本機能－4 開かれた議会を進めるための機能 

・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。 

・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。 

 

基本機能－5 環境と共生するための機能 

・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

 

 

基本機能－6 防災拠点としての機能 

・災害発生時に庁舎の被害を最小限に抑え、主要な機

器を維持し、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。 

・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。 

・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。 

 

 

 

１ 配置する部署（平成 29 年 4 月 1 日現在の課等を想定） 

 

 

２ 階層の考え方 

新庁舎の諸機能について、各階層の考え方は次のとおり 

です。 

【１階】 

・１階には、町民利用の多い機能を中心に配置します。 

・執務機能についても町民利用が多い部署を配置しま

す。 

【中層階】 

・中層階には、町民利用が比較的少ない機能を中心に配置 

します。 

・執務機能については町民利用の比較的少ない部署を配置

し、防災対応機能や執行機能を配置します。 

【最上階】 

・最上階には、議会の独立性を考慮し、大きな空間が必要な 

議会機能を配置します。 

 

３ 平面構成の考え方 

さまざまな平面構成のパターンを検証し、関連部署との調整や庁内における検討を行い、どのパターンが

機能的・規模的に最適であるか、引き続き基本・実施設計段階において検討を行います。 

 

 

 

 

基本計画時点の想定面積であり、ATM 等の利便性機能は含まれていません。今後、新庁舎の基本設計を進め

ていく過程において、庁舎規模を算定する際は、執務環境等の適正な規模を計画するとともに、執務環境以外の

機能も精査し、将来を見据え、機能性、効率性、共用性及び安全性を踏まえ、コストを勘案しながら適正な規模

を計画します。 

 

 
○敷地の配置計画の考え方 

【５つの基本方針】（基本構想時の望ましい立地条件を基に整理） 

① 新庁舎と町民交流スペース（防災拠点スペース）との一体利用                   

・平常時は町民が自由に利用できる町民交流スペース（広場）、災害時には災害対策活動に活用できるスペ

ースを想定した配置とします。 

・現本庁舎の敷地を有効活用するため、敷地間を通る町道を廃止し、一体的に活用できるよう計画しま

す。 

② アクセス性                       

・県道平林青柳線及び町道金手小林 1 号線からの進

入口の整備を計画します。 

③ 利用者の利便性                                          

・駐車場は基本構想時に想定した駐車台数が確保で

きる配置とします。 

・現本庁舎の敷地について、東西方向に高低差があ

るため、高低差を活かした敷地の活用方法を検討

します。 

 

【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)】 

【イメージ：太陽光パネル(甲府市)】 【イメージ：グリーン庁舎(国土交通省HP)】 

【イメージ：本部長会議室(甲府市)】 【イメージ：備蓄倉庫(登米市消防防災ｾﾝﾀｰ)】 

課　等 担　当 課　等 担　当

町長室 産業振興課 商工振興担当、観光振興担当、農林振興担当
政策補佐 政策補佐 土木整備課 一般土木担当、農林土木担当
政策秘書課 秘書担当、企画推進担当、広聴広報担当 都市整備課 計画公園担当、整備推進担当、住宅担当

人事給与担当、行政担当、財政担当、 下水道担当、簡易水道担当、業務担当、
リニア対策室 上水道業務担当、上水道工務担当
財産管理担当、契約担当、施設整備担当、
地籍調査担当

税務課 住民税担当、資産税担当、徴収担当 議会事務局 庶務担当、議事調査担当
防災課 防災担当、交通担当 農業委員会 農業委員会担当
町民生活課 戸籍担当、保険年金担当、生活環境担当 教育長室

介護福祉担当、障害福祉担当、
健康増進担当、地域包括支援センター

子育て支援課
児童支援担当、児童保育担当、
母子保健担当、子育て世代包括支援センター

生涯学習課 社会教育担当、社会体育担当

財務課 上下水道課

管財課 会計課 会計担当

福祉保健課 教育総務課 総務学校担当

※ 階層構成をイメージしたものであり、 

建物の形状及び階数は確定したものではありません。 

第５ 新庁舎の想定規模 

第４ 新庁舎の空間構成の考え方 

第６ 新庁舎整備の敷地の配置計画 

新庁舎に必要な面積 最大6,300㎡程度。 

最上階

中層階

1階
町民交流・支援機能

執務機能

議会機能

執行機能 防災対応機能

執務機能

執務機能

窓口案内機能

■ 現本庁舎 

本庁舎 

本庁舎南別館 

本庁舎東別館 

本庁舎東別館分館 

南側駐車場 

東側駐車場 
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