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1 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

１ 新庁舎建設の必要性 

 本市の行政活動の中心となっている富岡・南・北庁舎は、いずれも建築後４０年以

上が経過し、建物の老朽化による問題や行政需要の増大による庁舎の狭あい化、分散

化などによる問題が表面化しています。 
 これらの問題を解消するとともに、市民ニーズに応えた質の高いサービスを提供し、

未来に向かって持続可能なまちづくり
．．．．．

を推進するためには、新庁舎を建設することが

必要です。 
 
（１）現状と課題 
① 主な庁舎の状況 

名 称 位置 
竣工年 

（経過年数） 
構 造 

延床面積

（㎡） 

職員数

(人) 

富岡庁舎 
富岡市富岡

1460-1 

昭和38年 

（48年） 

鉄筋コンクリート造 

地下１階 地上３階 
3,900.49 １４３ 

南庁舎 
昭和43年 

（43年） 
鉄骨造地上２階 560.44 ４２ 

北庁舎 
富岡市富岡

1612-1 

昭和37年 

（49年） 

鉄筋コンクリート造 

地上３階 
559.88 ３７ 

ガス水道会館 
富岡市富岡

1477-1ほか 

昭和56年 

（30年） 

鉄筋コンクリート造 

地上３階 
1,698.43 ４９ 

妙義庁舎 

富岡市妙義

町 上 高 田

1206ほか 

昭和54年 

（32年） 

鉄筋コンクリート造 

地上３階 
1,865.00 ２９ 

※職員数は平成２３年４月１日現在です。 
 

② 主な庁舎の課題 

【老朽化による問題点】 

  耐震基準が低い旧設計の建物のため、耐震強度不足により、大地震時に建物の倒
壊のおそれがあり、市の行政運営や防災・災害対策拠点としての役割を果たせない

状況になると考えられます。 
  エレベーターが設置できないなど※１ユニバーサルデザインの実現が困難になっ

ています。 
  給排水・空調設備についても老朽化による不具合が多くなっています。空調設備
については設置後３０年以上経過しており、現在の設備と比較するとエネルギー効

率が低く、また交換部品もないなど、今後の維持管理費の増大が懸念されています。 
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2 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

【狭あい化による問題点】 

  窓口や待合スペースが狭く、相談室も少ないので、窓口等での応対時に、来庁者
のプライバシーが十分に保護できない状況にあります。 

 市民利用・市民活動スペースが十分に確保できない状況にあります。 
 議会活動の拠点となる※２会派室が設置できない状況にあります。 
 収納庫が不足していて、文書収納庫として民間倉庫を借用しています。 

 
 【分散化による問題点】 

 市民の方に手続き等で、庁舎間の行き来をお願いする事態が見受けられます。 
 各部署間の連絡調整が非効率で、職員の事務効率の低下を招いています。 
 
■庁舎の分散化の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 

●妙義庁舎 

・総務部 

・経済環境部 

● ガ ス 水 道

会館 

・ガス水道局 

・教育委員会 

 事務局 

（教育部） 

●北庁舎 

・都市建設部 

・農業委員会 

事務局 

●南庁舎 

・健康福祉部 

●富岡庁舎 

・総務部 

・企画財務部 

・健康福祉部 

・世界遺産まち 

づくり部 

・議会事務局 

・監査委員事務局 

※ 経 済 環 境 部

は、妙義庁舎の

ほか清掃センタ

ー、工業情報セ

ンターに分散し

ています。 

 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
 

3 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

（２）検討の経緯 
平成４年度に旧富岡市において新庁舎建設基金が設置されました。その後、平成

１７年の富岡市妙義町新市建設計画において、新庁舎の整備が新市の行政基盤の整

備のための主要事業として計画されました。それを受けて、積み立てられていた新

庁舎建設基金は、そのまま新市に引き継がれました。 
合併後の平成２０年から実行されている第１次総合計画においても、新庁舎につ

いて検討することが計画され、次のように検討を重ねてきました。 
 

年度 検討内容等 

平成２０年～

２１年 
市職員で構成された「富岡市新庁舎建設検討準備委員会」が設置

され、新庁舎の必要性などについて検討されました。 

 

20. 7. 3 現庁舎の問題点について 

20. 8.27 庁舎の位置に関すること 

20.10.14 庁舎の規模に関すること 

20.12.22 建築及び構造に関すること 

21. 2.16 提案書の検討 

21. 3. 9 「富岡市新庁舎建設提案書」の提出 
平成２２年～

２３年 
公募市民や市内各種団体から推薦された市民等で構成された「富

岡市庁舎市民検討委員会」が設置され、今後の庁舎のあり方につ

いて検討されました。 
 
22. 8.23 庁舎の現状について 

22. 9.30 庁舎についての意見交換 

22.11.26 先進地視察（青梅市、立川市） 

23. 1.28 庁舎の機能について 

23. 2.28 庁舎とまちづくり
．．．．．

について 

23. 3.24 庁舎の位置について 

23. 5.27 中間報告書について 

23. 6.24 庁舎のあり方・機能について 

23. 7.26 庁舎の機能について 

23. 8.29 提言書素案について 

23. 9.13 提言書のまとめ 
  「富岡市庁舎建設に関する提言書」の提出 
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4 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

（３）関連計画との整合性 
基本構想の策定にあたっては、次の行政計画等に盛り込まれた方向性等との整合

性を図ります。 
 

 富岡市妙義町新市建設計画（平成17年1月） 

 富岡市まちづくり
．．．．．

計画（平成18年3月） 

 富岡市環境基本計画（平成19年11月） 

 富岡市第1次富岡市総合計画（平成20年3月） 

 富岡市景観計画（平成20年12月） 

 富岡市耐震改修促進計画（平成21年2月） 

 富岡市都市計画マスタープラン（平成21年3月） 

 富岡市地域防災計画（平成23年8月） 
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5 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

 

２ 新庁舎の基本理念 

（１）基本理念 

〇協働によるまちづくり
．．．．．

の推進 

 市民・議会・行政の協働によるまちづくり
．．．．．

が推進できる庁舎を整備します。 
 

〇質の高い市民サービスの提供 

 今まで以上に質の高いサービスの提供ができる庁舎を整備します。 
 
○市民の安全・安心の向上 

  誰もが安全安心に暮らせるまちの拠点となる庁舎を整備します。 

 
（２）理想とする庁舎像 
 

『 市民と共に進化する 安全安心な １００年庁舎 』 

 
（３）基本方針 

〇みんなが集うまちづくり
．．．．．

のシンボルとなる庁舎 
地方分権や公共サービスの拡大により、これからのまちづくり

．．．．．
は、市民参加・参

画による民官協働を進めることが求められています。 
そのためにも、市民が庁舎に集い、市民と議会・行政との意見交換が気軽にでき、

お互いが身近に感じることができるまちづくり
．．．．．

の拠点となる、親しみがもてて利用

しやすい庁舎を目指します。 
また、富岡製糸場の世界遺産登録を見据えたまち

．．
づくり
．．．

を進める本市にとって、

新庁舎の建設予定地は、富岡製糸場と上州富岡駅との間に位置することから、市民

や来街者が気軽に立ち寄れる施設としての整備を検討します。 
 
○人にやさしい誰もが居心地のよい庁舎 
市民の４人に１人が６５歳以上で、今後もさらに少子高齢化が進むと想定される

本市にとっては、より質の高い市民サービスの提供が望まれています。 

誰もが利用しやすい庁舎となるよう、ユニバーサルデザインを実現し、訪れた人

の用件が一つの建物で済み、用件のある場所がすぐ分かる案内表示を備えた庁舎を

整備します。他方、庁舎を訪れなくも公民館等の身近な場所で窓口サービスを受け

られるシステムを充実するなど、※３ＩＣＴを活用し高度※４情報化を目指します。 
また、職場環境を良くすることで業務効率を向上させ、質の高い市民サービスの

提供と経費削減につながる庁舎を目指します。 
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6 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

○防災・災害対策の拠点となる安全安心な庁舎 
東日本大震災により、防災・災害対策に関する意識が高まり、非常時における市

庁舎の役割の重要性が問われています。  

新庁舎は、本市においての防災・災害対策の拠点となるよう、強大地震時に耐え

うる耐震性能を備えるとともに、※５ライフラインが止まっても、数日間は業務がで

きるような非常時対応機能を備えた庁舎を整備します。また、災害対策用スペース

の確保を検討します。 
市役所は、市民等の重要な個人情報を大量に管理しています。これらの情報管理

のために万全なセキュリティで対応できる機能を整備します。 
 
○社会の変化発展に柔軟に対応できる経済的で長寿命な庁舎 
将来の労働人口の減少や少子高齢社会の進展、市民ニーズの多様化を考慮すると、

本市の財政運営は厳しいものとなると想定されます。新庁舎建設にあたっても、建

物の※６ライフサイクルコスト縮減を図る必要があります。 

新庁舎は、将来の社会の変化発展に柔軟に対応できる空間を持った特長的で、か

つ富岡らしい景観や富岡の風土に配慮した、経済的で耐久性のある長寿命な庁舎を

目指します。 
また、省エネルギー・省資源を実現し、環境へ配慮した庁舎を目指します。 

 
（４）庁舎の機能 
  基本方針を踏まえて、次のような機能を備えた庁舎の実現を目指します。 
 
① 市民利用・活動支援機能 

   庁舎を活用して市民と行政との係わりを深め、市民参加・参画、協働を推進す

る機能を整備します。 
 土曜日や日曜日など庁舎業務が休みの時も  
市民が利用できるフリースペース、駐車場等 
を整備します。 

 市民同士、市民と職員が情報交換の場とし 
て自由に利用できるミーティングスペースを 
設置します。 

 
② 市民サービス機能 

市民の利便性を高め、便利で分かりやすい市民サービス機能を整備します。 
 窓口、政策立案部門を集約した庁舎を目指します。 
 来庁者に分かりやすい案内表示を設置します。 
  ＩＣＴを活用した、庁舎以外の場所でも享受できる窓口サービスを充実しま 
す。 

  プライバシーに配慮した、使いやすい窓口、待合スペース、相談室を整備し 
ます。 
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7 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

 情報化を進めるとともに、万全な情報セキュリティ対策を講じます。 
 
③ 防災・災害対策機能 

市民の安全安心を高めるために、非常時においても対応できる機能を整備しま

す。 
 強大地震が起きても軽微な破損で済む耐震性を備えた建物とするため、※７制 
震・免震構造を検討します。 

 災害対策用スペースと災害用の資機材や備蓄食糧等の保管庫を設置します。 
 災害時においても庁舎機能を維持し、災害対策本部を設置するため、自家発 
電システムや非常用通信設備を備えます。 

  
④ 議会機能 

活発で、市民から身近に感じられる議会を実現する機能を整備します。 
 市民に開かれた議会を目指します。 
 議場等の高度情報化を進めます。 
 市民が相談に訪れることができる※７会派室を設置します。 

  
⑤ 行政執務機能 

質の高いサービスの提供ができる、効率的で働きやすい執務機能を整備します。 
 政策立案部門を一つの建物に集約し、効率的に行政運営ができる庁舎を目指 
 します。 
 行政システムの変化に対して、柔軟に、経済的に対応できる間仕切りのない 
ユニバーサルプランや※８フリーアクセスフロアの事務室を整備します。 

 サービスの向上と業務の効率化を図るため、高度情報化を進めます。 
 
⑥ ユニバーサルデザイン機能 

   障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人が、快適に利用するこ

とができる庁舎機能を整備します 
 すべての人が分かりやすい案内表示を設置します。 
 すべての人が使いやすく安全なエレベーターを設置します。 
 すべての人が安全で歩きやすい通路を整備します。 
 すべての人が使える※９多目的トイレを設置します。 

 
⑦ 省エネルギー・自然エネルギー利用 

   環境や経済性に配慮した機能の整備を図ります。 
 太陽光発電システムを導入します。 
 自然光、自然通風を活用できる構造の建物を検討します。 
 雨水を災害時の生活用水や空調用熱源水等に利用できるよう検討します。 
 気密性・断熱性を高め空調効率の高い構造の建物を検討します。 
 省エネルギー・高効率の空調設備、照明等を導入します。 
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３ 新庁舎の位置 

  新庁舎建設予定地については、市民や利用者の利便性や本市の将来に向けてのま
．

ちづくり
．．．．

の観点、土地の高度利用の可能性の視点などから、現在地とすることに決

定しました。 
建設予定地は、上州富岡駅にも近く、来庁者の利便性も高く、集約型都市機能の

充実したまちを実現し、中心市街地の活性化を図るための中核となることが可能で

す。また、上州富岡駅と富岡製糸場との間に位置し、富岡製糸場という地域資源を

活用した持続可能なまちづくり
．．．．．

を推進するにあたっても絶好の位置にあります。 
さらに、隣接の上町駐車場や北庁舎用地など既存ストックを有効活用できる位置

にあると考えられます。 
 

■新庁舎建設予定地位置図 

 
 
 

 

 
上州富岡駅 

富岡製糸場 

上町駐車場 

ガス水道会館 

北庁舎用地 

新庁舎建設予定地 
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9 富岡市新庁舎建設基本構想素案 

４ 事業計画 

（１）庁舎の規模 
庁舎の規模については、市の政策部門や窓口を新庁舎に集約し、市民サービスの  

向上や業務の効率化を図ることから、平成２８年度竣工後の新庁舎に勤務する職員

数は約３３０人になると想定します。 
この職員数で、総務省の庁舎建設事業債を算定する旧基準に当てはめて延床面積 

を算出すると約８，６６９㎡となります（１ページ「主な庁舎の状況」参照：現状

の富岡市の主な行政５庁舎の延床面積の合計は約８，５８４㎡）。しかし、この面

積には、市民利用・市民活動スペースや災害対策用スペースは含まれていません。 
仮に市民利用・市民活動スペース等を約５００㎡確保したとすると、庁舎の延床

面積は、概ね９，０００㎡になると考えられます。ただし、この面積は概算であり、

今後、現在の各室の使用面積を検証し、適正面積を算出し、将来を見据えたコンパ

クトな庁舎とする計画です。 
なお、新庁舎建設予定地は、景観計画の富岡製糸場周辺特定景観計画区域の歴史

文化的景観調和ゾーンに位置し、建築物の高さが景観形成基準により１４メートル

以下に制限されています。このことにより新庁舎は、３階建の建物とします。 
 
 想定人口 

    平成２７年の本市の人口は、５０，７００人と想定します。 
 想定職員数 

    分散している業務を新庁舎に集約し、開庁時の職員数は３３０人と想定し 
 ます。 

 想定議員数 
      現行の議員定数２１人とします。 
 
（２）敷地面積等 

新庁舎建設予定地は、都市計画法の用途地域の商業地域となり、※10容積率は４

００％、※11建ぺい率は８０％の形態規制があります。また、前述のとおり景観形成

基準による高さ制限があります。 
敷地面積は、市道を挟んで一体的に利用できる北庁舎及び北駐車場用地を含め、 

   約８,０３８㎡です。 
新庁舎の敷地には、公用車約６０台、来庁者用駐車場約１３０台分の駐車場、 １

００台分の駐輪場、敷地面積の５％の緑地を確保すると想定すると、その面積は約

４, ３００㎡となります。その残りの敷地、約３,７００㎡が建物の建築面積とし
て利用可能ということになります。 
しかし、この面積は、庁舎へのアプローチや災害対策施設の設置等を考えると余

裕のない数値であり、加えて、新庁舎建設予定地の形状は、敷地の南西部分が不整

形であることを考慮すると、隣接地の取得を進める必要があります。 
 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
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 ■現状の駐車・駐輪台数（新庁舎建設予定地及び駐車場利用地） 
駐車台数（来庁車用） １２０台  
駐車台数（公用車用） ４５台 バスは除く 
駐輪台数 １２７台  

 
（３）建物の配置 

新庁舎建設予定地における建物の概略の配置は、上州富岡駅の位置や主要地方道  

前橋・安中・富岡線を考慮し、建物の正面を東側に設定し、玄関前のスペースを確

保するため、建設予定地の西側に建設し、東側に駐車場及び緑地を配置します。 

また、できる限り既存の庁舎機能を維持しながら事業を進め、工事期間中の市民 

サービスの維持、事業費の縮減を図ります。 

   なお、詳細な配置については、基本設計策定時において、周辺地域に配慮して決 

定します。 

 

■新庁舎建設予定用地図 

 

新庁舎建設予定地 

6,226 ㎡ 

駐車場等利用予定地 

1,812 ㎡ 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
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（４）事業費及び財源 
全体事業費については、建物の必要床面積など、現在検討段階ですので、来年度 

 予定している基本設計が策定された後に公表します。 
なお、建物の概算建築事業費については、近年の他都市における事例を参考にす

ると、１平方メートル当たり約３０万円が平均的な事業費と考えています。 
  
事業費の財源 

主な財源は、新庁舎建設のために平成４年度から積み立てを行っている新庁舎

建設基金及び合併特例事業債を活用するものとします。 
合併特例事業債の制度については、合併特例法や地方交付税法で規定されてい

るため、現行どおり発行可能であり、元利償還金の７０％が交付税措置されるも

のと想定しています。 
なお、通常では自治体の新庁舎建設のための補助制度はありませんが、新エネ

ルギーの導入など建物の設備関係を対象とする補助制度の利用について検討し、

将来の財政負担の軽減を図るものとします。 
それぞれの金額については、全体事業費を見込みしだい公表いたします。 
 

 新庁舎建設基金               
※新庁舎建設基金の平成２２年度末の現在高は、１０億５，５７１万円です。 

 合併特例事業債 
 設備等補助金 
 一般財源 

 
 

（５）事業期間 
  富岡市耐震改修促進計画において計画されている市庁舎等の災害救助拠点となる 
 建築物の耐震化の目標年限や事業費の財源に合併特例事業債を利用するために次の

ように事業期間を計画します。 
しかし、市民サービスや防災・災害対策を考慮して、早期の事業完了に努めます。 

 
 平成２４年度 基本設計 
 平成２５年度 基本設計・実施設計 
 平成２６年度 庁舎建物着工 
 平成２７年度 庁舎建物竣工、外構整備 
 平成２８年度 外構整備 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
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（６）事業の進め方 

厳しい財政状況の中、積極的に情報公開を進め、透明性・公平性を確保し、市民 
の意見を聴きながら、効率的・経済的に事業を推し進めます。 
また、環境に対する配慮を十分に行い、環境負荷の少ない材料や工法を採用し、   

工事にあたっては騒音等の防止を図って事業を実施します。 
 
①  事業手法 

庁舎を建設するための代表的な事業方式としては、設計・施工分離発注方式、

設計・施工一括発注方式、ＣＭ方式、ＰＦＩ方式などが考えられます。 
各事業方式のメリット・デメリットを考量し、建物のライフサイクルコストの

縮減が図れ、地元経済に貢献できる事業手法を検討します。 
 

事業方式 方式の概要 

設計・施工分離発注方式 市が設計、建設、維持管理まで、全ての工程を監理し、

それぞれに業務発注する手法です。市が資金調達を行い

ます。 
設計・施工一括発注方式 市が設計、建設、維持管理まで、全ての工程を監理し、

設計と施工を一括して業務発注する手法です。市が資金

調達を行います。 
ＣＭ方式 市の補助者・代行者であるＣＭＲ（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

が、技術的な中立性を保ちながら発注者の側に立って、

設計の検討や工事発注方式の検討、工程監理、コスト監

理などの各種監理業務の全部又は一部を行う手法です。

市が資金調達を行います。 
ＰＦＩ方式 市との事業契約に基づき、民間事業者に設計、建設、維

持管理等を長期契約として一括して委ねる手法です。資

金調達は、市と事業者または事業者が行います。 
 
②  設計者選定方式 

新庁舎の設計者を選ぶ方法は、特命方式、 
設計競技（コンペ）方式、技術提案（プロ 
ポーザル）方式、競争入札方式などが考え 
られます。 
設計者を選定する場合は、設計に市民や 

利用者等の意見を反映することが容易で、 
建物のライフサイクルコストの縮減を見据 
えながら、新庁舎の基本方針を実現できる 
設計者を選定できる方式を採用することと 
します。 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
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選定方式 方式の概要 

特命方式 市が設計者の能力、実績等を調査し、自らの見識と責任におい

て設計者を指名する方式です。 
設計競技（コンペ）

方式 
市が複数の設計者に市庁舎設計案を提出してもらい、その中か

ら最も優れた設計案を選び、その提案者を設計者として選定す

る方式です。 
企画提案（プロポ

ーザル）方式 
市が複数の設計者に、市庁舎設計に対しての発想・解決方法等

を提案してもらい、ヒアリング等をとおして審査し、設計者を

選定する方式です。 
競争入札方式 市が複数の設計者に設計料を提案してもらい、一番安い設計料

を提示した設計者を選定する方式です。 
 
 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
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【用語解説】 

 

※１ ユニバーサルデザイン 

 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人が利用しやすいように都市や生活環

境をデザインする考え方です。バリアフリーは、障害によりもたらされるバリア（障壁）に対

処する考え方です。 
 
※２ 会派室 

議会で政治上の政策・主義・目的などを共有する議員が集まった団体が議会活動の拠点とし

て使用する部屋のことです。 
富岡市議会には、現在、一人会派を含めて８会派が登録されています。 
 

※３ ＩＣＴ 

ＩＣＴ(Information and Communication Technology)は「情報通信技術」の略で、ＩＴ

(Information Technology)とほぼ同義の意味を持ちますが、国際的にＩＣＴが定着しているこ

となどから、日本でも近年ＩＣＴがＩＴに代わる言葉として広まりつつあります。 

 

※４ 情報化 

コンピューターや電話、テレビ放送などの情報通信技術を使って情報が効率的に処理できる

ようにすることをいいます。 

 

※５ ライフライン 

都市生活の維持に必要不可欠な電気、水道通信、輸送などをいう語です。 
 

※６ ライフサイクルコスト 

建物を企画・設計・建築し、その建物を維持管理して、最後に解体・廃棄するまでの、建物

の全生涯に要する費用の総額をいいます。 
 

※７ 制震・免震構造 

制震・免震構造は時々刻々変化し建物に作用する地震の力を、建物の構造体だけなく、特殊

な部材・装置や特定の層で吸収させる構造により、大きな安全性を確保しようとするものです。 
制震構造は、建物内部に設置したダンパーなどの制御装置によって、地震の力を吸収します。

免震構造は、建物と基礎との間に積層ゴムなどの部材を設置し、建物への地震の力の進入を低

減し、建物の揺れを抑えます。 
なお、制震・免震構造は、建築基準法に義務付けられていないので、任意に行います。また、

建築基準法の耐震基準を満たした建物に加えて盛り込む技術です。 

 

 



 

※印の用語については、１４ページ以降の用語解説を参照してください。 
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※８ フリーアクセスフロア 

床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上に別の床を設け二

重化したものです。ＯＡフロアともいいます。 

 

※９ 多目的トイレ 

オストメイト（人工肛門・人工膀胱保有者）対応や、車椅子対応トイレ、おむつ替え台や大

きめのシートなどの設備があるユニバーサルデザインのトイレをいいます。 
 

※10 容積率 
建築物各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合のその最高限度を定めたものをいいま

す。通常％で表します。 
 

※11 建ぺい率 
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のその最高限度を定めたものをいいます。通常％

で表します。 
 
 


