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別記様式(第 7 条関係) 

 

 

会 議 録 

 

1 会議の名称  第２回富士川町新庁舎建設町民懇話会 

 

2 会議日時   令和元年 10 月 7 日(月)  午後 3 時 00 分から午後 5 時 00 分まで 

 

3 開催場所   富士川町役場本庁舎１階会議室 

 

4 出席者数 

(1) 委  員  22 名 欠席者：2 名 

 (2) 事務局   4 名 

(3) 傍聴者  15 名 

 

5 議題 

  (1) 第 1 回懇話会で出た意見の集約結果、対応等 

(2) 現時点における平面計画等の概要説明 

 

6 会議資料の名称  別添のとおり 

 

7 発言の内容 

① 開会 

 

② 会長あいさつ 

※会長からあいさつ 

 

③ 協議 

事務局：協議に入ります。座長は設置要綱に基づきまして、会長に務めていただきま

す。会長、よろしくお願いします。 

 

会 長：それでは、協議に入ります。協議の 1 番、検討結果につきまして、事務局に説

明を求めます。 

 

事務局：（資料の確認） 
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協議事項１について説明します。 

    第 1 回懇話会において、皆様にゾーニング図の資料をお見せし、それを受けて

皆様からご意見・ご要望を FAX、メール等で提出いただいたものをまとめたも

のです。 

 

（資料の説明） 

 

    ②庁舎の規模についての回答 

    事務局で検討した結果、広報ふじかわ最新号に掲載されている本町の人口が

15,057 人です。ここ数年の住民基本台帳に書かれている推移を見ますと、毎年

200 人前後減少しているのが実情です。新庁舎の規模については、庁舎を利用

する人や職員の人数が人口規模によって、例えば、開放会議室、待合、議場、

カウンターの広さなど、考慮しなければならないことは確かですが、一方で、

庁舎を建設する上で重要なのは、職員の人数です。職員数を考えたところ、必

ずしも町の人口に正比例して減っていくものではないということが実情です。

このような意見をいただきまして、近隣の町村の職員の数を調べました。国の

定員管理調査というものがあり、そちらは公表しなければならないとなってい

るのですが、身延町と市川三郷町の一般職の正職員数を調べました。身延町の

平成 26 年度から 30 年度の調査の間に、人口が 5 年間で約 1,600 人減少してい

ます。一方、職員はどれくらい減っているかというと、2 人しか減っていない

という実情があります。市川三郷町は、同じく平成 26 年度から 30 年度の調査

で、人口は 1,300 人減っていて、職員は逆に 14 人増えています。では、富士

川町はどうかというと、平成 28 年に第２期定員管理計画を定めています。平

成 27 年から令和 2 年 4 月に目標を定めて定員を管理しているところですが、

目標数は１減としています。来年以降はまた第３期の目標を定めていきますが、

人口が 200 人前後で減少していくことは考えられますが、職員数が急激に減る

ことは想定できないということが、現状です。 

     このあと、シミュレーション図をご覧いただきますが、今回示す図面は現状の

職員の席、現状のシステム端末の数、書類の量、会議室の利用状況に合わせて

シミュレーションを行っています。町民の使い勝手や職員の動線など、そのよ

うなスペースを考えてシミュレーションを行い、今回示す図面を作成しました。

今後も更に延床面積を減らせるのではないかということは、見つければありま

す。職員の執務スペースなど更に延床面積を減らせないか、これから検証を行

い、必要な機能は損なわず、かつ無駄のないコンパクトな庁舎を目指していき

たいと考えています。人口減少に関するご意見への回答とさせていただきます。 

 

    ④建物の配置・道路について 

※設計 JV から説明 
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事務局：補足をさせていただきます。 

    今説明した比較表における配置計画ですが、北側の隣接する 2 軒の所有者につ

いては、用地、土地をお譲りいただく事でご了承をいただき、今回の設計を進

めているところです。 

事務局：二つ目の補足ですが、町道最勝寺 1 号線をまたいで、南側に建設をした場合、

用地を買収することは不要になりますが、様々なデメリットがあることは設計

JV から説明があったとおりです。今回の庁舎の設計については、80 年～100

年もたせる建物を造っていく、100 年使い続けることを考えながら設計を重ね

ているところです。町民に使いやすい庁舎とはどのようなものか、職員が働き

やすい庁舎にするにはどうしたらよいかということを考えながら取り組んで

います。建物というものは、建てて半分、育てて半分と良く言われます。建設

の際の費用をいくら抑えても、将来の維持管理費用、その建物が存在する限り、

建物が与える影響を少なくするということを考えながら設計することを心が

けています。建設費を抑えても、維持管理費、建物が与える影響を増やしてい

たのでは、良い設計ではないと考えています。 

特に、この表で示す日影の問題は、周辺に与える負担が非常に大きいものとな

ります。しかもこの建物があり続ける限り、西側の住宅地には毎日毎日日影を

落とします。今示しているのは 12 月の冬至の日影図です。この時には、午前

中は日陰になります。 

また、建物が存在する間には大規模な改修が伴います。外壁の改修や、大型機

械設備の更新などが出てきます。南側に建てる案ではその改修がスムーズには

行えないと見受けます。窮屈な場所に建設することで、将来に維持管理のしに

くさは歴然としています。維持管理のしにくさというのは、改修費に直結しま

す。 

また、建物の緑地の一体感の項目は、南側に建てた場合は建物周辺に緑地スペ

ースが少ないということです。山梨県には環境緑化条例という条例があります。

敷地面積の 20％以上の緑地面積を設けるという決まりになっています。この条

例の目的は、緑地を確保することで、地域住民の生活環境、職員に潤いを与え

るということを目的としています。その目的を達成するために、ただ植樹をす

れば良いというものではありません。建物と一体感が必要となります。また、

職員が窓越しに見る緑というのは癒しにもなります。これらのことを考えると、

80 年も 100 年も永い期間に渡って、町民も職員も不便を感じながら使い続け

ることに加えて近隣にかける重い負担というのはないでしょうか。これらは全

て金額で表すことはできません。ですが、2 軒の用地買収と比べても大きなマ

イナス面となると思います。懇話会としては、用地買収をしないことにこだわ

るのではなく、今後長い期間使い続けることを考えるとどういう風にしていく

のが最良なのか、といった視点からもご意見をいただきたいと考えております。
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税金の使い方としてどれが有効で、効率的なのかということを考えながら進め

ていく必要があると思います。 

      

事務局：⑦懇話会の進め方について 

    これからゾーニングの基となる図をフィッティング図と呼び、具体的な図面を

お示ししながら説明をしたいと思います。 

   

    時間の都合により、説明ができる項目が少なくなってしまいましたが、一週間

見ていただいていると思いますので、只今の説明でこの資料の説明とさせてい

ただきます。 

 

会 長：事務局からみなさんからいただいたご意見の反映状況について説明がありまし

た。また本日プロジェクターを使っての説明がありました。これについてご意

見がありましたら伺います。 

 

委 員：事務局から説明があった 3 案について、現庁舎の東側跡地への建設とういこと

で、大変町の中でも幟旗を見ながら、ガソリンスタンドと民家の移動の反対と

いうものを良く見かけますが、事務局から土地の買収については了解を得てい

るという説明があり、ホッとしたが、逆に建物の位置、方向性を下にスペース

があるから、南北に平行に建物が建つような感じだが、この位置をずらして建

設というような、民家を動かさず、位置を動かしてできないものかと思います。

駐車場が相当空いているわけだが、買収費用が少しでもなくなればという考え

を聞いていて思ったのだが、いかがでしょうか。位置を西側、下の方にずらす

ことが可能かどうか質問させていただきます。 

 

会 長：ただいまの建物位置について、事務局お願いします。 

 

設計 JV：まず、今回の計画で南北に長い形に提案したのは、敷地の高低差にあります。

一番高い北西の端から、一番低い南東の端では 2.8ｍの高低差があります。建

物を東西に長い形にした場合に、北側に駐車場を設置することになろうかと思

いますが、どうしても高低差が解消できず、フラットな敷地を作ろうとすると、

東側に大きな擁壁ができることになります。交差点から法面や擁壁などがある

のは設計的にどうなのか、という点と、多くの方が車で来庁すると思うが、駐

車場が２段になるのはバリアフリーの観点からいかがなものかと思います。そ

ういったことから私どもがプロポーザル時に提案したのが、建物を敷地の高い

ところと低いところの真ん中に建てることで、建物で敷地の高低差を解消して

はどうか提案で、もともとの発想のスタートとなりました。もちろん、そうい
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った（南側に東西に長い形）ご意見もあろうかと思いますが、今の形が一番ベ

ターだとして計画を進めているところです。 

 

会 長：よろしいでしょうか。 

 

委 員：素人考えで大変申し訳なかったのですが、そういうようなことが実情であれば、

専門的な考えで図面が出てきたと思いますが、どうなのかなということで質問さ

せていただきました。ありがとうございました。 

 

 

委 員：町からメリット、デメリットということで説明をいただき、前回の審議会（懇

話会）ではガソリンスタンドと住宅の所はどうなっているのかと、明確には伺

わなかったのですが、話合いの結果大丈夫だということで、ああそうだったん

だと思いました。 

    町道の併用については、一般に利用する町民の方からも町道がなくなってしま

うのかということが出ているが、スーパーができた関係で、青柳 5 丁目の方面か

ら今までは真っ直ぐ行けたが迂回しなければならなくなった、高齢者なので少し

でも歩く距離を減らしたい、そういったことを町民の人から聞いて来たのですが、

そういう町民の声はいかがお考えか。 

 

会 長：事務局お願いします。 

 

事務局：ただいまのご質問ですが、最勝寺９号線のことと思いますが、この道路につい

てはそういったご意見もいただいております。歩行者、車椅子、自転車、ベ

ビーカーといったものについては、敷地内を行き来できる散策道のようなも

のを計画しています。まだ図面化はされていませんが、そういう意見を反映

していきたいと思っています。 

    車両については、最勝寺 1 号線を倍近く広げまして、８ｍ道路へ出やすいよう

にすることで計画しております。 

 

会 長：よろしいでしょうか。 

 

委 員：その意見を言った方にはそのように伝えます。 

 

会 長：歩行者等については、散策道で南北に行き来させる、車については拡幅するこ

とで通ってもらうとしています。 
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委 員：今の意見で、おそらく駐車場が、いま既存の建物が建っている駐車場と、南側

の駐車場がかなり広いと思います。資料 3（配置図）を見ると、身障者用の駐

車場もあると思うが、人が歩ける動線を、今の町道のところから、平林青柳線

へ抜けることができる歩く通路等をしっかり反映していただければいいよう

な気がします。 

 

委 員：今の説明がわかりにくかったので聞きますが、車はどのように通るのですか。 

 

事務局：車については、最勝寺 1 号線を現在より倍近く広げ、交差点(1 号線と 8m 道

路が交わる箇所)の改良を行うなかで、車両が安全に通行できるように検討し

ているところです。 

 

委 員：どういう風に出るのですか。車がわからない。 

 

事務局：（図面上で説明） 

 

会 長：よろしいでしょうか。のちほどの平面図の説明を聞いてまだわからなかったら

質問してください。 

 

委 員：素人考えですが、第 1 回のときに図を見させていただき、意見を出したのは、

もし最勝寺 9 号線がなくなるのであれば、南側から駐車場を突っ切って道を作

ることはできないでしょうか、と書いたつもりでした。もしそれができれば全

て解消できると思うんですが。いま見ていて、町道 9 号線は非常に危ないです。

本当に危ない。利用している人もたくさんいます。でもすごく危ないです。交

差点から曲がってすぐに入る車がある。スーパーに入る車と、西から来た車が

南へ曲がる車と直進する車で入り混じっています。（役場の）前の店で話を聞い

たが、すごいよ、ということでした。それだったら、もう少し西側、駐車場内

に道を作ることができないか、と書いたつもりでした。こういったことは可能

ではないのでしょうか。 

 

事務局：道路についての意見は、今後道路の担当とも検討していくという余地はあろう

かと思います。ただ、現段階では、新庁舎の建物と駐車場のレベルを合わせて

いくなかで、自動車道が玄関前を通行するというのは非常に危険ですので、先

ほど言ったとおり切り回す方向で考えています。歩行者等についても先ほど言

ったとおりですが、それを更に西にという話だと思いますが、ここでそうしま

すとも回答ができず、検討していかなければならないことだと思います。 
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設計 JV：道路ではないのですが、今現在の敷地の造成計画は高い所と、低い所で、切土

と盛土でほぼ場外に搬出せず施工費が安く軽減できるような造成計画をしてい

ます。西側を切土して、東側に盛土すると、計画地盤の高さが今現在の役場庁舎

への出入り口とほぼ同じ箇所と同じになります。南側（町道最勝寺 1 号線）か

らも駐車場にアプローチできるように計画していますので、道路ではないが車

路はあるので、車が出れるような形にはなります。 

 

設計 JV：お手元の資料に配置計画図がありますが、後ほどそのあたりについても詳しく

説明します。 

 

会 長：詳細は配置計画図の説明時ということでよろしいでしょうか。 

 

委 員：これからどういう建物にするかということで、検討をしているのは分かるが、

現庁舎を改善改修するという論議は前回なかったのですか。既に買収の了承も

得ているという事ですが、ご説明願いたい。 

 

会 長：経緯にについて事務局お願いします。 

 

事務局：これまでの経過ですが、公共施設再配置計画というものがございまして、これ

までの公共施設をどうするか平成 26 年から検討を行ってきました。その後庁

舎に限り庁舎整備基本構想の中で、現在の庁舎の位置に持ってこようと検討し

ています。その後の基本計画のなかで、現在の位置に建てようという検討をし

ています。ここに至るにあたっては、行政機関の窓口をワンストップ一本化と

いうことが一つございます。また現在の建物は耐震がなく経年劣化しているこ

とがあり、防災の拠点としてはふさわしくないという判断から、新たな庁舎を

建てましょうと、これまで検討した結果、このような形になっております。 

 

委 員：現在の庁舎の改善改修ということは全く論議がなく、この 3 案だけが、第 1 回

懇話会で論議に上がったのでしょうか。 

 

事務局：議論はその他にも何パターンかあったのですが、そのおおまかな、代表的なも

のがこの３パターンです。この中で検討してきて、1 案を示したのですが、第

1 回懇話会ではこの経過が分からないということで、今日初めてこの資料をみ

なさんにお示ししたところでございます。 

委 員：良く分からないのですが、私は 30 億に近いお金が使われることを考えますと、

我々の生活、暮らしの感触とは大変離れているので心配をしています。それだ

けに、この３案以外にもう一案を入れるということはできないでしょうか。 
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事務局：現在、ここに至るまでにも大勢の方に議論を議していただき、段階を踏まえて

ここまできています。この中でご理解をいただく説明をさせていただきました。 

 

委 員：大変残念だと思います。第１回懇話会では、そういった論議も出ないで、3 案だ

けが絞られて出てきたと。こういう風に理解してよろしいでしょうか。 

 

事務局：第 1 回懇話会はこれまで練ってきた形のもので提案させていただきました。こ

こに至る経過が分からないということで、この場を持ちまして説明させていた

だきました。 

 

会 長：委員は今日が初めてですが、ここまでに至るには基本構想の段階で町民のみな

さんも入って十二分に検討を重ねてきました。また、基本計画の段階でも町民

のみなさんを交えて十分に検討がされて、ようやく基本設計の段階に至ったと

いう事です。ですから、事務局に若干の言葉足らずはあったかもしれませんが、

ここに至る段階にあっては多くの町民のみなさんが関わりを持って、ここまで

来たという事です。 

 

委 員：経緯は分かりました。 

 

委 員：委員が言った意見というのは、今後町が説明会を開催していくというなかで、

町民には全て周知しているわけではないので、当然委員さんのような意見は出

てくると思います。それを話し合いの中でここまで来ました、という事ではな

く、先ほどメリットデメリットと説明して頂いたような、町民が納得するよう

な説明をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

事務局：町民説明会は予定していますが、町民のみなさんに説明するにはそれなりの資

料がないと説明できないので、積み重ねてきた経過を説明していかなければな

らないと思っています。現在町の広報では、限られた紙面ではありますが、情

報を発信していくような形を取っておりまして、11 月号には懇話会の細かな意

見ということを掲載していく予定でおり、住民への周知ということを図ってい

きたいと考えています。 

 

委 員：町民が納得するような説明をお願いします。 

 

委 員：私は基本構想、基本計画の段階から日赤奉仕団という立場から関わらせていた

だきました。非常にいま反省しているところですが、町道を廃止して庁舎を建

てるというのが出てきたのは基本計画のときだったと思います。良く覚えてい

ませんが。そのとき何の意見も言えないまま、そう決まったという形になりま
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した。今回もここで私たちが色々意見を述べても、広報を見ますと、非常にう

わべだけ、最近きたものには６つのなんとかという建前が書いてありました。

その前の第 1 回懇話会のこんな意見がありましたというのも、大事な意見とい

うのが出ていないんです。表面的な、当たり前な事が書いてあるだけで、それ

では何もこんなところで言わなくても設計士さんも充分ご存知だろうと思い

ます。私たちもちょっと関心があるからですが、とにかくあそこに決まったと

いうことを、地権者の方も了承してくださっているということを言っていまし

たが、本当に民家の方、スタンドの方はもしかしたらそうかもれませんが、民

有地のお宅は本当に了承してくださっているんでしょうか。それが前提だと思

います。資料を作らなくてはとおっしゃいますが、そこが本当に快く、家族み

んなで言ってくださっているのであれば、どんどん進めていって、この資料で

町民説明もできますけれども。はっきりそういう段階になっていないのに、こ

うなっているからこうしなさいという形でしたら、大変間違っていると思いま

す。 

 

事務局：2 軒の土地の買収につきまして、先祖代々の大事な土地でございますので、役

場でも基本計画に入り、設計を組む前の段階から土地をお譲りいただくことは

できますか、ということで入っております。今年に入っても 2 件の方々と何度

も私とリーダーでお会いし、ご家族皆様がテーブルにつく中でこういう話をさ

せていただいております。今日の図面に関しましても、あらゆるものにしても、

所有者の方のご了承をいただいて資料を出していますし、話も現段階でご理解

いただいて前に進めさせていただいております。 

 

委 員：私は、先ほど町の方が言った、金額より長い年月で見れば建設金額が高いか安

いか、ということを言われたが、30 億という金額がいかに高いかということ、

驚く金額か、ということなんです。保健センターについても、庁舎の中に入れ

るということが書いてありますが、前に保健センターを作るときに、あそこは

保健ゾーンでやっていきますということで、作られているんです。それで議会

にも確認しているし、町にも確認してそういう建物を今後作って行きますとい

うことで何年経ったんですか。20 年くらいですか。それで今回また変更して、

新庁舎ができるから庁舎の中に入れると言われていますが、今回作る建物は 80

年くらい耐用年数あるんでしょうか、そのなかでどのくらい変更が出てくるの

か分からないですし、一概にそうとは言えないと思います。 

    それから、懇話会の前の役場庁舎策定検討委員会で色々なことが練られたと思

うが、そのときに私たちは何も知らされないで、見ているだけで今日まで来て

しまった。そういうなかで、住民はとても不安に思っているので、きっちり区

長会、所属団体を通して、説明、疑問には答えるという姿勢を貫いてほしいと

思います。 
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事務局：保健センターと上下水道事務所があり、保健センターについては建物を解体す

るという話ではありません。福祉保健課の業務を本庁舎に持ってきて、庁舎内

でワンストップ化を図りたいと考えています。建物は、健診や DV 被害者を保

護する機能などもありますので、今後も継続して維持されていくものとして判

断しています。 

 

委 員：私も福祉保健課のエリアは、福祉保健課があり、まほらの湯があり、社会福祉

協議会があり、福祉ゾーンという認識でおりました。それが 1 年前くらいから

職員から新庁舎の中に入るんだよ、といつの間にかきちんと住民に説明がなく、

新庁舎に併用されるということ。今の説明だと、業務だけですか？業務だけで

あり、今と変りがないということであれば、なんて無駄なことをするんだろう

と。向こうにあれだけのスペースがあり、業務ができているのに、こちらに移

すというその意味はなんだろうなと、説明を聞いてかえって不安に思ったんで

すが。私は、福祉保健課では、民生委員などをやっていまして、職員とお話し

をする機会が多いのです。それだけでなく、自分が担当している人の話など、

非常にデリケートな部分の話をすることが多いんです。それはテーブル（カウ

ンター）で話をするのではなく、特別なスペース内で話をするので、新庁舎で

は全くそのような機能が作られていないのでは、と不安に感じています。そう

いう説明を聞きたいです。先ほどの説明の、業務だけ新庁舎に入るのであれば、

かえって福祉保健業務が分散していくのではと不安に感じたのですが、いかが

でしょうか。 

 

会 長：委員から質問があったのですが、今は協議の 1 番をやっているので、まず 1 番

を閉じさせていただき、次のゾーニングのところに入らせていただいて、よろ

しいでしょうか。 

 

委 員：ひとつだけ、今日考えてきた質問をさせていただいていいでしょうか。 

     私は、7 の 3 つ目の意見を書きました。将来負担比率という言葉が分かりませ

ん。300％や、200％という数字も 100％からすると倍になり、それで大丈夫と

いうのも良く分かりません。私は立場上、よく災害があったときのことを考え

ます。いま千葉も災害がありました。予測できないような災害が突然起こって

きます。そういう時に、将来負担比率 200％の状況のなかで、本当に住民を守

っていく、復興できるような余力があるのでしょうか。心配です。いかがでし

ょうか。 

 

会 長：財政状況を含めて説明をお願いします。 
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事務局：資料の対応のところに、200％や 350％とか書いてありますが、それは財政の指

標となります。これを超えるようなことがあると自治体に規制がかかってくると

いう指標でございます。仮に体育館をと、費用がかかる事業をしても、合併推進

債という借金を使っていながらも規制となる 350％を超えない、という事を考え

ています。町としても庁舎だけではないので、福祉、教育、防災とあらゆるもの

に費用が掛かってきます。そういう事も視野に入れながら、庁舎を建てた場合で

あっても財政的に運用できるという推測をしています。合併推進債とは借金とな

りますが、令和 6 年度が期限であり、それを過ぎると一切使えないという制度と

なっています。そうしますと、今建てると負担が半分になるという考えで合併推

進債を使っていくわけですが、その後合併推進債が使えなくなると、全ての建設

費用が町の持ち出しとなってしまいます。そういったことを含めてあらゆる事業、

防災、福祉等ありますので、それをシミュレーションしても大丈夫であろうとい

う判断で行っていくものであります。 

 

委 員：納得はできませんが、前へ進んでください。 

 

会 長：⑵のゾーニング図、シミュレーション図について事務局へ説明を求めます。 

 

設計 JV：（ゾーニング図について、変更点を主に説明） 

 

事務局：（シミュレーション図の説明） 

    ここに至るまでには、第 1 回懇話会でみなさんからいただいた意見や、役場庁

舎整備作業部会等で意見を集約したものをこちらに反映したものになってい

ます。 

 

会 長：傍聴者のみなさんにご協力いただきたい。 

    私語は慎んでいただき、静粛に、ご清聴ください。 

    それから、各委員への拍手は不要です。ご注意ください。 

 

会 長：それでは協議事項２について、委員のみなさんの意見、質問等ありましたらお

願いします。 

 

委 員：地下について、書庫を地下に持って行く、最初はなかったように思うですが。

地下を作ることによって、金銭的にどのくらい違いが出てくるのか。書庫に

ついては、ほかの建物外につくることは考えられないのか。 

 

設計 JV：私どもからお答えします。 
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    当初は 2 階の北側に（書庫が）ありましたが、いわゆるオフィスビルの負荷荷

重は㎡あたり 300kg 程度で計算するが、集中書庫でシミュレーション図のよう

なものとすると、㎡当たり１ｔとか、1.5ｔ程度に変わってきます。柱や梁の荷

重が増えると、梁のエックス軸の力が伝わってくるということになり、それ以

外の場所にも反映してきますので、書庫の辺りだけが柱や梁を大きくすれば良

いというものではなく、現時点で細かないくら上がります、という事は計算で

きませんが、そういったことが想定されてきます。それと地下を作る場合です

が、地下は床面積にカウントされる部分が書庫で、実は地下には地中梁という

ものがあります。2 階の梁ですと、現状のシミュレーションで梁の高さが 90 ㎝

となります。地下の地中梁は 1.5～1.8ｍくらいになると測定しています。簡単

に言うと倍くらいの想定です。人が入る書庫の場合、深さを更に１ｍ～2ｍくら

いを掘削するだけで足りる。それを総合的に計算すると、それほど多くのコス

トアップにはつながらないだろうということで、いま構造（担当）で検討を進

めて、コストを出しているところですが、現状の想定ではコストはそれほど変

わらないだろうということで地下に集中書庫を設けることを検討しています。 

 

委 員：庁舎の外に作るとなると、梁の重さとかの経費については、考えなくてもよい

のか。普通の建物と同じような（経費でよいのか）。 

 

事務局：まず、役場の文書は文書規定に基づいて、重要な書類がございます。これらを

役場の庁舎内に納めなくてはなりませんので、必要となる面積が地下に値する

面積となります。外への文書書庫というのは考えておりません。 

 

会 長：よろしいでしょうか。他にありますか。 

 

委 員：前回の審議会（懇話会）のときに意見を出させていただいて、職員の方からも

意見を出されてこのように修正されたのかなと思いますが、1 階が福祉保健課

と子育て支援課が入れ替わったというのは、私は審議会（懇話会）の意見が反

映されたとしてとてもよかったと思います。評価したいと思います。前回の図

面ですと、福祉保健課や子育て支援に相談に行ったときに、全面的にその方た

ちが一斉に集まるのではないかという形になっていましたので、非常に町民の

間合いとは別なのかなと思いました。それでなおかつ、今回の図面の中に、個

室の相談室が書き込まれ、意見が反映されたのだと思います。しかし、さきほ

ど管財課の方から話があったように、新庁舎に事務所機能を置いて、向こう

（福祉保健センター）に継続した仕事を行うのは、確認したいのですが、福祉

保健課は管理職の方だけが新庁舎に移り、向こうに直接仕事に当たる方たちが

向こうに行くという事で、なら管理職の方たちは、現状がどういう状況かなと

いう事が見えなくなる。それは関係ないとお考えになるかと思いますが、福祉
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行政といえば、デスクワークでもないし、機械と向き合って仕事をするわけで

もない。町民が今どういう状態かということをしっかり把握しながら行う業務

だと思います。その辺のことをしっかり考慮して、私は福祉エリアは今現在の

福祉保健課とまほらの湯と社協が向こうで全面的に運営していただいて、なお

かつ子育て支援課も移って業務を行うような行政をしていただきたいと思って

います。 

 

会 長：意見という事でよろしいでしょうか。 

 

委 員：はい 

 

会 長：ほかにありますか。それでは協議の②を閉じさせていただき、協議の③その他

に移ります。ご意見ありましたらお願いします。 

 

委 員：この懇話会は今後何回くらい行われて、期限はいつですか。 

 

会 長：では、事務局今後のスケジュールについてお願いします。 

 

事務局：懇話会の今後のスケジュールですが、第 3 回を予定してございます。皆さんか

らいただいた意見、これからいただく意見を集約しまして、11 月中旬頃もう一

度この場を設けさせていただきたいと考えております。 

   

会 長：ほかにありますか。 

 

委 員：議会を傍聴したときに、スタンドの地下のタンクの補償について、議員さんが

質問されていまして、費用をスタンドが持つのかどうかはっきり聞き取れなか

ったのですが。そこを聞きたいです。 

 

事務局：議会で質問があった答弁の内容だと思いますが、ガソリンスタンドの地下タン

クにつきまして、法律等に基づき設置者が撤去するということになっています。

ガソリンスタンド側でやっていただくことになりますが、費用等は公共補償の

全体の中でお互いのすり合わせをしているところです。というお答えをさせて

いただきました。 

 

委 員：そうすると、土壌汚染があった場合についても、その費用はお互いに相談して

出すということになるのですか。 

事務局：土壌汚染については現段階で汚染しているとは考えにくいと思っています。ガ

ソリンスタンドの責任で土壌は汚染されていないという認識で私たちはおりま
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すが、撤去にあたっても土壌汚染等はないものと考えておりますが、仮に土壌が

汚染するようなことがあった場合には、ガソリンスタンド側で撤去していただく

事になります。 

委 員：費用についてもそうなんですね。 

 

事務局：土壌汚染の改良費用については、設置した方の費用になろうかと思いますが、

タンクについては法令に基づく費用になろうかと思います。費用は公共事業の

補償制度に基づき、現在交渉しているところです。 

 

委 員：現在㎡単価が 40 万円という話が出ていますが、先日議会でも説明して頂きまし

たが、この場でも説明をしていただきたいのですが、他の市町村で公共施設を

建設している㎡単価を分かれば教えてください。 

 

事務局：㎡単価についてはよく 40 万円という数字が使われるのですが、その 40 万円が

高いか安いかというのは、周辺の実際に建設された建物を参考にすればだいた

い見えてくると思います。市川三郷町が最近生涯学習センターを完成させてい

ます。延べ面積 6,393 ㎡で、26 億 8 千万円かかっております。㎡単価にする

と、約 42 万円となります。早川町が庁舎を建設致しました。延べ面積 1,740 ㎡

です。7 億 1,973 万 7 千円という数字で、約 41 万 3 千円になります。それか

ら中央市が庁舎の増築をこの 3 月頃に完成させて、今既存部分を改修している

ところです。新しく増築した部分だけで 3,827 ㎡あります。これが 16 億 42 万

円で、㎡単価 42 万 8 千円になります。これらが参考になるかと思います。 

 

会 長：よろしいでしょうか。それでは事務局その他をお願いします。 

 

事務局：本日提案しました内容につきまして、更にご意見や修正等あるかと思います。

そうしたことから、次の懇話会までにさらに反映させて参りたいと考えており

ますので、お手元の資料、記入用紙等を御利用いただき、期限はあまりありま

せんが 10 月 18 日（金）までに管財課へご提出いただきたいと思います。事務

局からは以上です。 

 

会 長：それでは、本日予定しました協議事項①②③につきまして協議を終了させてい

ただきます。事務局にお返しします。 

 

事務局：会長さんには進行をしていただき、ありがとうございました。 

    それでは次第４になりますが、事務連絡をさせていただきます。 
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今後の予定につきまして、第３回を 11 月中旬頃に予定しております。その後

資料の整理を行い、全町民を対象とした住民説明会を 11 月下旬から 12 月上旬

にかけまして開催したいと考えているところです。事務連絡は以上です。 

 

事務局：次第５になります。閉会でございます。 

本日お忙しいところ、ご出席いただきありがとうございました。本日の懇話会

を終了とさせていただきますが、本日お配りした資料の取り扱いにつきまし

て、あくまでも現時点のものでございます。今後変更等が予想されます。ど

うかくれぐれもこれらの資料がひとり歩きしないよう、ご配慮いただきたい

と思います。以上で終了させていただきます。ありがとうございます。           

 

【終了】 


