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第３回富岡市庁舎市民検討委員会 

先進地視察報告書 

 

１ 視察日 

平成２２年１１月２６日（金） 

 

２ 参加者 

戸所隆委員長ほか７名 別紙出席者名簿のとおり 

 

３ 視察の目的 

  今年に建設された市庁舎の先進機能や建設の経緯を実地見聞し、今後の富岡市庁舎のあ

り方を検討するための参考とする。 

 

４ 視察地 

①東京都青梅市役所 

②東京都立川市役所 

 

５ 視察地及び施設の概要 

   青 梅 市 役 所 立 川 市 役 所 

人口 140,039 人(H22.11.1現在) 178,710 人(H22.11.1現在) 

世帯数 59,818 世帯(H22.11.1現在) 84,191 世帯(H22.11.1現在) 

敷地面積 16,046 ㎡ 11,000 ㎡ 

建築面積 4,957 ㎡ 6,880 ㎡ 

延べ面積 22,097 ㎡ 25,981 ㎡ 

階数 地下１階 地上７階及び４階 地下１階 地上３階 

高さ 29.45 ｍ 19.11 ｍ 

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

（一部鉄骨造）、免震構造 

地上:ＰＣ造＋鉄骨造 

地下:鉄筋コンクリート造 免震構造 

駐車場 
地下57台(H23.4使用開始) 

地上160台程度(H23.3完成予定) 

自動車167台 

自転車・二輪車500台 

事業費 

約95億円 

(本体工事費 73億4,932万円) 

㎡単価 33.25万円 

103億円（見込み額） 

(本体工事費 73億1,000万円) 

㎡単価 28.13万円 

工期 H20.3.26 ～ H22.5.31 H20.6 ～ H22.3 
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６ 庁舎の特長 

   青 梅 市 役 所 立 川 市 役 所 

建設場所 
旧庁舎駐車場に新庁舎を建設 

旧庁舎跡地は駐車場として整備中 
立川基地跡地を買収し移設 

市民サービス

窓口 

利用の多い市民課、福祉、子育て、税

関係部署を１階に配置 

利用の多い市民課、福祉、子育て、税

関係部署を１階に配置 

プライバシー 

への配慮 

カウンターに仕切りを設置 

１階に相談室（個室）を８室設置 

カウンターに仕切りを設置 

１階に相談室（個室）を１０室設置 

ユニバーサル

デザインへの

配慮 

・各階に多目的トイレ 

・視覚障害者用に白杖認識システム、

トイレ内音声案内 

・聴覚障害者用にフラッシュライトに

よる異常連絡、ＬＥＤ文字情報 

・授乳室、キッズコーナーの設置 

・各階に２か所「だれでもトイレ」を

設置 

・視覚障害者に音声案内発信機 

・授乳室、キッズコーナーの設置 

・車椅子２台が同時に乗り込める間口

の広いエレベーター 

防災機能 免震構造 免震構造 

環境・省エネ

ルギー 

・地中熱利用 

・太陽光発電 

・雨水利用 

・自然換気システム 

・屋上緑化 

・照明制御 

・地中熱利用 

・太陽光発電 

・雨水利用 

・夜間自然換気 

・屋上緑化 

・照明制御 

・コージェネレーション 

（都市ガスで発電（常用・非常兼用）、

排熱を給湯・空調等に利用） 

交流・利便 

市民活動支援 

・行政情報コーナー 

・姉妹都市コーナー 

・喫茶コーナー 

・展望食堂 

・市政情報コーナー 

・市民協働会議室 

・喫茶コーナー 

・レストラン 

・多目的プラザ 

・コンビニエンスストア 
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７ 視察の概要 

青梅市、立川市ともに、始めに担当者から庁舎の概要及び庁舎建設の経緯等について説

明があった。 

その後、担当者の案内により実際に庁舎内を視察した。庁舎内を視察しながら気づいた

細かな部分や専門的な質問については、その場で直接担当者に話を聞き、最後に、会議室

にて全体的な質疑応答を行い、これからの庁舎に必要な先進的機能や庁舎のあり方につい

ての見識を深めた。 

それぞれの視察先での全体的な質疑応答は以下のとおりである。 

 

 

①青梅市役所  午前１０時から午前１１時４０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な質疑】 

・青梅市は市町村合併したのか？ →していない。 

・大学の数は？ →１校のみである。 

・高齢化率は？ →約１８％程度である。市内には老人ホームが多数ある。 

・都心のベッドタウンになっているか？ →青梅市はベッドタウンではない。 

・庁舎の維持管理費の変化は？ 

→まだ出ていないが、分散した庁舎を集約し、大きさが２倍以上になりエレベーターな

どの設備も付加されたので増加すると見込んでいる。 

 ・文化会館のような市民が集えるホールは近くあるのか？ 

  →隣の駅に約６００人収容のホールがある。また、市内各地にコミュニティセンターが

ある。 

 ・新庁舎には２００～３００人規模の市民が集まれるホール機能、保健センターの機能は

あるか？ 

  →どちらも近隣に施設があるので、この庁舎にはない。 

 ・７階の食堂の運営方法は？また、利用者はどのくらいか？ 

 →プロポーザル方式で決定した民間業者が運営している。１日当たりの利用者は職員が

約２００人、市民が約３０人くらいである。営業時間は庁舎が開いている時間内で業

者が決めている。（１１：００～１６：００） 
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 ・２階の喫茶コーナーは時間外も営業しているか？ 

  →営業可能であるが、経営団体（障害者団体）の判断で営業していない。 

 ・来庁者用の車椅子が少ないという意見はないか？ 

 →各入口に２台、計４台置いてあり、少ないという意見は無い。 

 ・人口は増加しているのか、減少しているのか？ →横ばいの状況である。 

 ・商店街の状況は？ 

 →古くからある青梅駅周辺の商店街は衰退してきているが、後から開発された河辺駅周

辺が活性化してきている。 

 ・開庁後、失敗した点、こうすれば良かったと思うことは？ 

  →デザインに凝りすぎた。市民から、広すぎて目的部署がわかりにくい、案内板が少な

いなどの意見が多い。 

 ・個室の相談室はどのくらいあるか？ 

 →１階に計８室、３階に５室。また、窓口カウンターに仕切りを設置しプライバシーを

確保した。 

 ・平成６年に建物の延べ面積２７，６００㎡で総事業費１６８億円の計画があったが、現

庁舎は２２，０００㎡で９５億円である。なぜ大幅に事業費が下がったのか？ 

  →建設費のコストが下がったことと、バブル時の計画だったので豪華すぎたことが考え

られる。 

 ・市役所職員駐車場はあるのか？ →民間の駐車場を借りている。 

 ・今後、分権化が進んできた場合に、業務形態や職員数等が変わってくると思うが、市の

長期計画の中で庁舎建設計画をどのように考えたのか？ 

  →新庁舎建設基本構想で想定人口と職員数を設定した。今後、職員が減っていくことが

考えられる。他市町村で庁舎の空きスペースを貸し出しているところもあるが、当市

は考えていない。 

 ・各フロアともオープンな事務室となっているが、業務によってはオープンでない方が良

い場合があると思うが、どのようにしているか？ 

  →区切る場合にはパーテーション等で対応することになる。 

 ・残業、土日勤務の場合、冷暖房や照明はどうしているか？ 

  →全館空調と事務室の個別空調、会議室等の個室空調を併用している。時間外は事務室

の個別空調を使用する。また、照明のスイッチは各課ごとに分かれている。 

 ・２階の喫茶コーナーの評判は？ →外から直接入れることもあり、評判は良い。 

 ・時間外の戸籍届出の対応は？ →夜間受付窓口があり宿日直者が対応する。 

 ・聴覚障害者の防災対策は？ 

 →非常時には各フロアのフラッシュライトが点滅し、１階と２階のＬＥＤ文字情報板に

緊急事態である旨の表示がされる。また、補聴器の音声が拡張される設備も備えてい

る。 

 ・大災害時に、避難してきた市民が執務室に流れこんだ場合の個人情報保護等の危機管理

は考えているか？ 
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   →そこまでの大災害は想定していないが、１階は防火シャッターで執務室とロビーとを

完全に区切ることで対応できる。 

 

 

②立川市役所  午後１時３０分から午後３時４０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な質疑】 

 ・基本構想で「経済的合理性に優れたスリムな庁舎」とあるが、経済的合理性の判断基準

みたいなものは？ 

  →総務省の庁舎建設起債許可基準や近隣自治体と比較して規模の小さい庁舎とした。基

本構想作成時の想定職員数は５９０人であり、総務省の基準により算出した延床面積

は１７，５００㎡となっている。職員１人あたりの面積は２９．６㎡であり、近年、

多摩地域で建設された３つの庁舎と比較してみても、昭島市は４３．９㎡、あきる野

市は４１．０㎡、東久留米市は４２．２㎡であるため、かなり規模の小さい庁舎とな

っていた。 

 ・立川市新庁舎建設市民１００人委員会は基本構想作成後、庁舎の管理等に携わっている

のか？ 

  →基本構想市民案作成後解散した。市民協働会議室等の運用も試行段階である。 

 ・市民１００人委員会は庁舎の設計の段階まで携わっているのか？ 

  →別のワークショップ形式の組織と協定を結び、細かな部分のやり取りを行った。議場

を多目的に使いたいとの要望が多くあった。 

 ・現在、議場は活用できているか？ →現時点では、議場の解放はしていない。 

 ・免震装置の構造は？ 

  →ゴムと鉛でできている。業者の定期的なメンテナンスが必要である。 

 ・防火シャッターなどの設備はあるのか？ 

  →各課のカウンターの上にある。吹き抜けを囲む形になる。 

 ・吹き抜けは音が響くと思うが、執務をしていて影響はあるか？ 

  →業務に支障はない程度である。 

 ・会議室の天井がむき出しになっているのは市民からの要望ではなく、コストを下げるた

めか？また、音が響きすぎないか？ 



6 

 

  →全体工事費の枠内に収めるためのコストダウンに因るものである。マイクを使用する

会議室は音が響きすぎるため、補正予算で天井に吸音材を張る予定である。 

 ・将来、増築等の可能性を考えて設計されているのか？ 

  →屋上緑化をやめれば、その重さの分の増築は可能である。 

 ・職員数は？ →嘱託・臨時職員を含めると約７００人である。 

 ・文書等の保管施設は別にあるのか？ 

  →地下に書庫がある。使用頻度の少ない文書は旧庁舎に保管している。 

 ・旧庁舎は現在使用しているのか？ 

  →第一庁舎は解体した。第二庁舎は子育て支援等で使用する予定で整備中である。 

 ・基本構想等検討段階では積極的に市民参加を行っているが、今後も市民参加を取り入れ

ていくのか？ 

  →元々のコンセプトが住民自治の拠点としての庁舎であるので、市民参加を取り入れる

ことは考えているが、現時点で具体的な計画は無い。 

 ・庁舎完成後の市民参加が思ったよりもうまくいっていないようであるが、どういう理由

が考えられるか？窓口的役割の部署はあるのか？ 

  →市内でも公園等の管理は地域住民が行っているが、庁舎については近隣住民との話し

合いがうまくいかなかった。協働推進課が窓口となっている。 

 ・長期に渡る事業の中で、職員の異動による考え方の変化や市民の意見に変化があったと

思うが、その調整等で注意すべき点はあるか？ 

  →市民の意見がぶつかり合うのは基本構想を作成する段階であり、基本構想作成後はぶ

れることはなかった。 

 ・住民は元々立川市に住んでいる人と、他市から転入してくる人のどちらの割合が多いか？ 

  →不明であるが、市民１００人委員会は比較的若い方が多かった。 

 ・空きビルの活用や民間商業施設などへの移転は考えなかったのか？ 

  →考えていない。旧庁舎と同じ場所に建て替えか、他の場所に新しく建てるかの議論の

みである。 

 ・市庁舎の位置が変わったことによる評価、影響は？ 

  →当然、旧庁舎周辺からは不便になった、新庁舎周辺からは便利になったとの意見があ

り、賛否両論である。一番大きな影響は、旧庁舎周辺の経済的影響である。職員と市

役所利用者で１日約２，０００人の出入りがある。それが無くなったことによる経済

的影響は大きく、閉鎖した店舗もあり、対策を強く求められている。 

 ・庁舎を利用した市民の声は？ 

  →毎年定期的に行っている市民課アンケートでの主な意見 

良い点：近くなった、開放的で良い、木のぬくもりがある 

   悪い点：遠くなった、コンクリートがむき出しで殺風景、冷たい感じがする、暗い 

 ・窓口や案内表示がわかりにくいという意見はあるか？ 

  →ある。庁内を色と番号で案内している設計のため、各課の番号を大きく表示し課名を

小さく表示してあるためわかりにくい、トイレがわかりにくいとの意見が多数。また、
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低層の庁舎となっているので、庁舎自体がわかりにくいとの意見もある。 

 ・正面玄関では車の乗降ができないのか？ 

  →車での来庁の場合は地下の駐車場から出入りする設計になっている。正面玄関で乗降

したいとの意見はある。タクシー乗降場は後から設置した。 

 ・障害者でも全ての出入口を利用できるのか？ 

  →地下を含めすべての出入口をバリアフリー化してある。 

 ・レストランの利用者数は？職員と来庁者の割合は？時間外の営業は？ 

  →１日約300人である。割合は６：４か７：３で職員が多い。時間外の営業はしていない。

（１１：００～１５：００）コンビニは24時間営業している。 

 ・レストランの時間外営業は考えているか？ 

  →一般開放ではなく、職員の打ち合わせスペースとして利用することは考えている。 

 ・来庁者の交通手段は？ 

  →主に自転車とバスである。バスは庁舎前のバス停から約１０分間隔で出ている。モノ

レールの駅から徒歩の方は少ない。駐車場は１日約５５０台～６００台の利用がある。 

 ・人口は増加しているか？ 

  →徐々に増加しており、今後も増加する見込みである。 

 

 

８ 第４回富岡市庁舎市民検討委員会の日程について 

  平成２３年１月中旬頃に開催する。日時・場所が決まり次第通知する。 



第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回

8/23 9/30 11/26

大手　治之 富岡市議会議長 × ×

髙橋　章 富岡市議会副議長 ×

植村　昭男 富岡市区長会会長 × ×

須藤　京子
富岡女性懇談会運営委員
富岡市くらしの会会長 ×

高木　良次 連合群馬富岡地域協議会事務局長 × × ×

小堀　良夫
（田口　基）

富岡商工会議所会頭 ×

武井　哲郎 富岡市観光協会総務委員長 ×

舟根　登志子
社会福祉法人富岡市社会福祉協議会理事
富岡市民生委員・児童委員協議会会長 ×

松本　久良 社会福祉法人富岡市社会福祉協議会評議員

真砂　芳夫 妙義町地域審議会会長 ×

三田　武夫 富岡市老人クラブ連合会副会長 ×

矢野　勅仁 社団法人富岡青年会議所理事 × ×

渡辺　貴代 富岡市ボランティア連絡協議会副会長 × ×

新井　久敏 公募による市民

石井　理 公募による市民

磯貝　香津夫 公募による市民 ×

荻野　多美子 公募による市民

矢島　守正 公募による市民

戸所　隆 高崎経済大学地域政策学部教授

宮﨑　均 前橋工科大学工学部教授

氏　　名 所　属　団　体　等

富岡市庁舎市民検討委員会出席者名簿




