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庁舎建設に関する職員意向調査 集計 （◎多数 ○複数）     H26.5/1～5/31 

 

※これは、平成 26年 5月現在（庁舎建設基本構想策定前）の、各職員個人の意向です。 

現在、これらの意向も踏まえつつ、基本構想に基づき、各施設の具体的な機能、規模について庁

内検討委員会で検討を進めています。 （H27.8.25） 

 

■玄関 

◎全館土足可に 

◎駐車場から玄関まで、高低差、段差を解消してバリアフリーに 

○雨天時に濡れないよう、車両乗降と通過ができる屋根（車寄せ）を設置 

○駐車場から入口まで屋根が付いている道があるとよい 

・職員が日常的に来客用玄関周辺を通らない構造に 

・役場の顔。大桑の特色。明るく開放的。柔らかい雰囲気 

・東向きで、庭か花壇がほしい 

・横断幕や懸垂幕が張れる壁や窓の工夫 

 

■玄関ホール（エントランスホール） 

○各課の配置図、各課業務の案内板を設置。来庁者に分かりやすく 

○常設の展示スペース、ギャラリー（産業、観光、交流、表彰、村民作品展等） 

○情報発信、広報スペース（告示、パンフレット、ポスター…事務室内には掲示しない） 

○談話スペース、自販機、喫茶コーナー等、住民が気軽に立ち寄れるような場所に 

○天井を高く、開放感のある広々とした空間に。2階建てなら吹き抜け 

・案内板に頼らなくても目的部署が分かる配置の検討。 

・お知らせや現風景が映像で見られるスペース 

・大桑村らしさを演出（木材利用、あじろ網天井等） 

・風除室を設け、傘立てや除菌スプレー等を置く（掃除用具は置かない） 

・玄関ホールを入ると正面に事務室があるイメージ 

 

■窓口・待合スペース 

◎待合スペースと事務室の高さを同じに（現在は事務室側が高い） 

◎各課係、業務内容のわかりやすい表示を（玄関ホールの全体案内図と窓口の案内両方） 

◎プライバシー保護への十分な配慮を（待合スペースを広く、カウンターのついたて・半個室） 

◎カウンターと事務机の離隔を（机上・執務情報の保護） 

◎待合スペースを広く、和らぐ雰囲気に（チラシ、パンフレット、本等を置くスペースを） 

◎待合スペースにキッズスペースを設置。絵本や木の玩具を。ベビーベッド必要 

◎ハイカウンター、ローカウンター、半個室の併設 

◎職員から来庁者への「視線」対策を 

○待合スペースを中心とした、動線が長くならない窓口の配置。 

○１か所で全ての手続きが行えるような配置（ワンストップサービス） 

○各課にカウンター窓口があった方がいい 

○住民対応の多い部署は窓口の近くに配置（係全員でなくとも当番制で１人はカウンター前等） 

○総合窓口が必要（挨拶もできるし、案内もスムーズ） 

○ついたて等の目隠しがあり、ワンクッションおいてからカウンターに行けるよう 

○カウンターの幅を今より広く 

○周辺に手荷物や杖を置けるスペースを 

・各担当の色分けや案内線で誘導できる窓口にしてはどうか 

・カウンターは、配置換えに備えて移動できるものに 

・カウンターを曲線に。カウンターの造りも角がなく丸みを帯びた感じがいい 

・プライバシーを守る工夫をしつつ、行政の透明度が高いことをイメージさせるような窓口 

・記載台を広く、又は複数設置 

・脚の障害者の為に、膝を曲げないで座れる高い椅子や背もたれ等があると楽 

・通路が執務室の中央でも良いかも（通路の両側にカウンター） 

・Wi-Fi環境 
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■事務室・配置 

◎下履き可に 

◎余裕を持ったスペース、通路の確保（車椅子利用） 

◎事務室内に複数の打合せスペースを（職員、来客） 

◎ランケーブル・電話線・コンセント等の床収納（OAフロア）組織体制の変化に対応 

◎ワンフロアに全課を集約（住民の利便性と行政効率、フレキシブル） 

◎事務室内に十分な収納スペースの確保を 

○書棚は必要最小限に。日常的に使わない文書は書庫へ 

○背中側にロッカーや棚があると書類等が置けていい 

○課の仕切りを設けず、風通しのよい環境を（各課の連携） 

○書棚の高さの統一 

○カウンターの外から机上の書類、ＰＣが眼に入らない構造（プライバシー保護） 

○全ての課がすぐに窓口対応できるような配置 

・机上に書類等を置かない。パソコンと電話程度が並ぶようすっきりと 

・コピー機台数の精査。大型コピーは専門のコピー室へ 

・１階に証明等発行や保健センター等、2階に建設水道課や産業振興課を 

・保健センター、中央公民館、図書館などと通路でつなげる場合の配置の検討 

・防災用ヘルメットは、すぐ手の届く場所に常設を  ・耐火 

・教育委員会事務局は、生涯学習施設の管理・受付等を考慮し別室でもいいのでは 

 

■村長室・応接室 

○大桑村らしさを演出（ヒノキを主体とした暖かい内装、あじろ天井等） 

○村長室と応接室は別室に 

○明るく広く（お茶を出しやすい広さ） 

・お茶出しがすぐにできるよう、給湯室を近くに配置 

・執務室に隣接し、出入り口はオープンに 

・打ち合わせができるスペースが必要。事務連絡会議に使える広さ 

・唯一豪華でも良い 

 

■相談室・相談コーナー 

◎プライバシーに配慮した相談室が複数必要（遮音、個室、４人程度、2～3室）） 

◎少人数の打合せ室と併用（業者等との打合わせ用に図面を広げられる広い机を設置） 

◎窓口、玄関ホールの近くに設置 

○なるべく人目につかず入れるような配慮（配置、入口） 

○パーテーションで複数の小部屋に区切れる様 

・ネット回線、電話を設置 

 

■議会・議場 

◎議会（議場、委員会、控室等）は少し豪華な会議室兼用で 

○専用議場があった方がいい 

・会議室共用でいいが、会議録の作成、映像配信などの機能を 

・事務局は議場となる会議室に近く 

・現第２会議室より少し広く 

・事務局に正副議長席と応接スペースを 

 

■サーバー室・無線室・テレメーター等 

◎サーバー室は、耐震、耐火、耐水、セキュリティー（暗証番号、指紋認証等）対策を 

○情報管理室として可能な限り 1室に集約（空調管理、個室にすると倉庫化してしまう） 

○無線室等は災害対策本部室の近くが理想 

・テレメーター室、無線室は関係部署に近く 

・災害時も対応できるよう自家発電機 ・ＵＰＳ（無停電電源装置）の設置を 

・音声放送のための録音ルームが必要 ・データ管理用の書架必要 
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■倉庫（室内外） 

○防災備蓄倉庫（非常食や防災資機材）の設置 

○農林：鳥獣駆除対策用具、機械の保管（現商工会館前倉庫と同程度面積） 

・建設：工事用資材（量水器等）・住民：消防、安協の資材保管、ゴミ袋の保管受渡し 

・外部から見える室外の倉庫や車庫等はシャッター等で管理すべき。盗まれるようなものでなくて

も、職員の備品管理体制の姿が、住民の信頼、安心に繋がる 

・室外倉庫は二次製品で十分 ・公用車駐車場が近いと便利 

・屋外倉庫は１箇所に集約し、全課必要量が入る大きさ。庁舎に近い場所に 

・倉庫が必要な係ごと設置 ・屋内、屋外につながる倉庫（不要書類、新聞等の一時保管） 

・資材等の保管庫は、外部からの搬入、事務室等内部への搬入もしやすい位置に配置 

・紙類、事務用品、備品、雑品、掃除用具等の屋内倉庫 

 

■印刷・製図・作業室  

○現状の規模でよい（大型コピーや印刷機は専用室で、Ａ１作業台、トレース台は必要） 

・必要なものが近くに保存できる倉庫の配置。（コピー室と紙類倉庫） 

・必要な機械・机等を、作業しやすく、余裕を持って配置。 

・事務室に隣接を 

・ネットワークにつながったパソコン端末があるとデータ参照ができる 

 

■書庫 

◎耐震、耐火構造 

○重要書類、機密文書のセキュリティー対策（暗証番号で入室等）を 

・事務室に併設し、事務効率が良い導線を 

・階ごとに書庫があると移動が楽（部署が複数階に分かれた場合） 

・書庫は広くとり、永年保存のものや短期保存のものが同じスペースの中にあるとよい 

・今後も保存冊数は増えるのか、データ保存などで減っていくのか？ 

・保管文書は年々増えていくのでゆとりのあるスペースを確保 

・第一書庫クラスの書庫が新たに必要と思われる。 

・現在２箇所の書庫を１箇所とする。（容量は２箇所分置けるスペース） 

・耐火書庫は現在程度のもの（広くても文書整理しなければ一杯となる） 

・燃えても良い書類は耐火倉庫に持ち込まない 

・関係書類が出し入れしやすいよう前後左右上下回転？はしご付など 

・スペースが許されるのであれば、書棚は移動式ではなく固定式がよい（挟まれる、書類落下） 

 

■トイレ 

◎多目的トイレ（身障者、子どもサイズ、ベビーシート、オストメイト） 

◎来客用と職員用は別に 

○来庁者用はわかりやすい場所に多目的トイレ、職員用は執務室に近い所に 

○広く明るく、化粧直し、洗面台、余裕のスペース 

○全て洋式、温水便座、感染予防に配慮（センサー式蛇口等） 

・職員用は更衣室の横にもあるといい。屋外から入れるトイレが必要 

・スライドドアにして欲しい（大便器のドアも） 

・庁舎内がすべて下履き可ならスリッパへの履き替えは不要 

・デッキブラシよりも拭き掃除の方が楽。タイルではなく地区館トイレのような床に 

・複合施設全体の規模、配置により、わかりやすく使いやすい配置、規模、数に 

 

■職員通用口 

◎玄関と職員通用口は別に 

○公用車駐車場、職員駐車場、更衣室（下駄箱）等の導線に配慮 ・建物裏側に 

・職員通用口＝夜間通用口で良いかも 
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■給湯室 

・村長室、応接室の近くに 

・調理室、ランチルームと併設 ・会議室での飲食の片付け時混雑しない広さ（調理室） 

 

■ランチルーム 

◎あった方がいい（事務室内での昼食、歯磨きは良くない、職員間のコミュニケーションの場） 

○会議室と共用でいい（飲食可の懇親会場） 

○男女兼用 

・男女別に 

・自動販売機、給茶器設置 

・テーブル席と畳コーナーを 

・来庁者も出入りしやすい喫茶コーナーを（パンやヤクルト等の販売もここで行う） 

 

■休憩室 

・和室・テーブルの両方があり、近くに職員専用の洗面とトイレの設置 

 

■夜間通用口 

○正面玄関横に 

○当直室の導線に設置 

・休日時の来庁者入口（庁舎側は施錠。公民館等施設に出入りするイメージ） 

・中央公民館、図書館、文化施設の休日夜間玄関と、庁舎の休日夜間通路のあり方検討 

・複合施設全体の機能、配置、管理と併せて検討 

 

■当直・日直室 

◎職員通用口、休日夜間通用口に隣接し、職員や来庁舎の出入りが確認できる配置に 

○玄関付近に配置 

○外部の人に分かりやすい場所に配置 

・複合施設全体の管理体制の検討必要 

・事務所の様子が見える場所に配置できると良い 

・給湯室、昼食（休憩室）、無線室に隣接した配置に 

・監視カメラモニター、インターホン、パソコン、冷暖房、シャワー室、明るく 

 

■更衣室 

◎湿気対策を（現状、風通し、日当たり悪くカビが発生） 

◎作業服等に着替えられるスペース（畳等）を。女子はカーテンが欲しい 

○乾燥室等、カッパ、手袋等を干せる場所 

○外業機会の多い部署用の、外に出やすい更衣室を別に設置 

○外業機会の多い部署用に、長靴、ヘルメット、雨具、防寒着を置けるスペース（ロッカー）を 

・個人ロッカー、姿見、コンセント、洗面台、シャワー、休憩スペース、非常用ヘルメット収納 

・執務室との距離はできるだけ近くで同じ階に。課長クラスと分けなくても良い 

・男女更衣室が多少離れていた方が良い 

・下駄箱は職員玄関に 

 

■喫煙室 

◎煙が漏れないよう完全に分煙を 

○公共施設に喫煙室は必要か？ 敷地内全面禁煙に 

○来客者用、職員用別に設置 

○フロアーに 1か所、各施設に１か所は必要 

・屋外に設置（屋内には不要） 
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■喫茶コーナー・ラウンジカフェ 

◎自販機、給茶器、テーブルと椅子程度（来庁者と職員が利用できるもの） 

○くわっこ工房等、物を売ったりできるスペースがあるといい 

・人が集まる施設が併用できるのであれば県庁の喫茶室程度の物があると良いか 

・本格的な飲食提供は維持費がかかりそう。運用の課題あり 

・来客者が時間調整の居場所としてどれだけ使用するか疑問 

・ホール併用 

・談話室と兼用 

 

■駐車場（来客・職員・公用車・駐輪） 

◎来客用と職員用は分ける 

◎来客用は玄関に近く、分かりやすく、進入しやすく、広い区画で 

◎駐車場から玄関は平坦にバリアフリーで、玄関に車寄せを設置 

◎身障者、シルバー、マタニティー用 

◎屋根付き駐輪場 

◎職員用は遠くでも良い、庁舎の裏側→職員通用口 

◎公用車用は庁舎裏側→職員通用口 

○公用車用は全車屋根付き、シャッター付きに。タイヤ等収納倉庫、タイヤ交換場所と併設 

○会議、行事の定員等を考慮し十分止められるだけのスペースを確保 

・バイクと自転車は分ける（利用頻度は高くないと思われるが） 

・バス、タクシーの乗入スペース確保 

・公用車駐車場付近に、塩カルなどの資材置場や備蓄倉庫の併設 

・公用車車庫まで屋根付きの通路があると良い（資料等運搬雨天対策） 

・盗難の可能性のある広報車等（消防デジタル無線機搭載）はシャッター付きで鍵をかける 

・高圧洗浄で車を洗えるスペースがあると便利 

・雪かきを最小限に 

・地下駐車場検討 

・職員駐車場も、せめて舗装を 

 

■会議室 

◎議会（議場、委員会、控室等）兼用 

○使用頻度等を考慮して、必要最小限の面積、数を検討 

○100人程度収容できる広さの会議室必要 

○小中会議室を２～３室 

○大ホールは、通常は移動式遮音間仕切りで中小会議室に 

・大ホールは別に設置 

○小会議室は相談室と兼用、ランチルーム等兼用により数を精査 

○全ての机椅子を収納できる倉庫 

○プロジェクターとスクリーン設置 

・1面の壁はスクリーンの役割を果たせるとよい 

・大 1（議場兼用）・中 2・小 2（相談室兼用） 

・最低限、現在の第 1、第 2、小会議室程度の規模は必要 

・使用率の低い部屋はもったいないが、公民館と切り離した会議室、議場も必要かと 

・選挙や税申告等に対応可能な多目的スペース（休憩、展示、文化施設との併用） 

・近接地区住民の一時避難が可能な広さの会議室（和室・テーブル使用も可能な） 

・複数階の建物なら会議室は２階以上へまとめる 

・執務室に隣接した場所にあると良い 

・各部屋に電話（内・外線）、ネット回線、電源タップ 

・机やイスは移動しやすいものを 

・常時、机の並んでいる部屋があると楽 
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■中央公民館機能 

◎公民館・保健センター機能一体化した建物に 

◎生涯学習施設は現在同様、会議室共用で 

○生涯学習活動の用途に対応（共用）できる設備を備えた教室 

・村民の交流の場となる施設機能を（料理教室、読書、趣味の交流、各種イベント） 

・談話室、20人会議室・50人大会議室、200人多目的ホール(音響、映像、フラット)、調理室 

・多目的ホールや大小の会議室 ・ホールは、成人式や村表彰式ができる広さ。 

・様々な発表会等の場に活用できるホール（できればステージ付き）と、グランドピアノがほしい 

・カフェ・オープンギャラリーの設置（来訪者の憩いの場） 

 

■図書館機能 

○読書（テーブル・畳）や学習スペースを備えた図書室 

○親子で本に親しむスペースと大人が落ち着いて本を読めるスペース 

・２万冊程度の蔵書を想定 

・コンピューター管理システムの導入 

・運営も重要課題 

・蔵書・機能の充実。資料複写用コイン式コピー機の設置や閲覧用の机を 

・特徴ある蔵書、学習スペース等、専門家の意見聴取が必要 

・明るく広い空間に 

 

■保健センター機能 

◎庁舎内に併設（ワンストップサービス、職員の連携、相談室、会議室等の共用） 

◎検診車の横付け駐車区画と検診室の導線（受付.問診.検診）に配慮した配置 

○集団検診室、診察室、子育て相談、授乳室、調理室、倉庫、洗濯スペース 

・ホール、和室等常にクリアな状態が保てるスペースがあった方がよい 

・検診をする場所と事業（子育て等）する場所は分かれていたほうがいい 

・乳幼児健診、親子教室専用ルーム、子どもの遊べるスペース 

・災害時の医療救護施設、福祉避難所に適した施設に 

 

■キッズスペース 

○目の届く箇所にあった方が良い 

・小さくてもよいので必要 

・授乳室と合わせて検討 

・2畳程度の場所をクッションチェア等で囲い床はじゅうたん。二人程度で遊べる空間を 

（クッションチェアは親の待ち合いにも活用） 

 

■バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

◎駐車場から玄関までの高低差、段差を解消。段差にはスロープ、手すりを設置 

◎施設内の全てに、バリアフリー、ユニバーサルデザインの配慮を 

・車イス、荷物台車の通行を円滑に 

・敷地に余裕があれば平屋建てに 

 

■セキュリティー 

○書庫、サーバー室等、部屋によっては指紋認証、カードキー等で入出管理を 

・セコム等は必要ない（必ず宿日直者がいる）防犯カメラ程度で良い 

・庁舎、執務室の入室管理（ＩＤカード等）来客者用ＩＤの貸出、名簿記入等の徹底 

・業務時間外の職員以外者出入りを制限するセキュリティー対策強化 

・パソコンの盗難防止の対策（ワイヤロック等）ノートパソコンは施錠付きロッカーへ 

・各所にある窓や戸がしっかり施錠できるものであること。 

・インターネットの接続制限が必要。 
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■エコ・自然エネルギー・空調 

◎自然採光、自然通風に配慮した建築を 

◎玄関には風除室を 

◎太陽光発電、蓄電施設（再生エネルギーの活用、防災の拠点としての自主発電装置） 

◎適切な空調管理を（エアコンは均等に温度調整が可能な天井つきがよい（現第二会議室） 

○暖房を均一に（ストーブの配置？ ストーブよりもエアコン？ 床暖房、シーリングファン） 

○窓ガラスはフィルムを張って欲しい（ＵＶカット） 

・空気清浄、加湿、オール電化 

・屋外設置の時計の電力は風力にする等（ex.伊那合庁） 

・雨水などを地下タンクに溜める（緊急時雑水として活用） 

・天井は現在より低めに（空調良好） 

・屋上庭園（休憩やランチができるスペース） 

・リサイクルスペースやダストスペースをまとめる 

・電気自動車の充電施設等を検討 

・地中熱を利用した空調（地中熱ヒートポンプ）を採用して冷暖房の負荷を軽減 

 

■構造 

◎防災の拠点として、耐火、耐震、免震構造に配慮 

○木材を出来るだけ使用 

・耐火、耐震性では鉄筋コンクリート造が有利？ 

・敷地に余裕があれば、平屋構造もいい 

・２階建て以上が良い 

・来客者が利用する場所は基本１階に配置し、極力階段をなくす 

・人口規模に合ったコンパクトで機能的な庁舎 

 

■外観・外構・内装 

◎木曽らしく木質でぬくもりを感じる内外装 

○外装は落ち着いた雰囲気で、内装は白系を基調とした明るい色 

○シンプルで、華美でないデザイン。維持管理が容易であることが望ましい 

・床は木材でなくてもいい 

・無理に木材を使用する必要はない 

・近代的過ぎず、周りの風景とも合わせたほうがいい 

・旧小学校を思い出すようなレトロな造りとか？（構造は頑丈で） 

・角張った外観よりも丸みのある柔らかな外観のほうが、住民も来やすいのでは 

・住民が気軽に来庁できる明るく温かみのあるデザインと配置 

・内装は清潔感と開放感が欲しい 

・カウンター側をガラス張りに。窓口等が明るくなり、暗いイメージがなくなる 

・村民のふれあい、憩いの場として緑豊かな環境を整備。ただし維持管理抑制に配慮 

 

■防災の拠点 

○（屋上に）ヘリポートを設置し、援助物資の効率的な供給を図る。 

○各会議室等には、災害時、避難所として活用できる機能を 

・調理室＝炊き出し、防災備蓄倉庫、多目的ホール、仮眠室、支援物資集配所 

・災害対策本部となる必要な設備（非常用電源、情報収集機器）を備えた会議室が必要 

・非常用電源設備、自家発電装置、防火水槽、防災備蓄倉庫 

・庁舎地下に 120ｔ(4000人×10Ｌ/日・人×3日＝120,000Ｌ＝120ｔ)貯留槽を設置し、災害時は簡

易滅菌装置により水道水を供給。（平時は水槽付ポンプ消防車対応可、山林火災ヘリ消火対応） 

・無駄な箱モノの末路を辿らないよう。人、物、情報が集まる拠点として、被災時は孤立集落との

物的、メンタル的なつながりを保つ核的な場所として、外観上防災の拠点に役場の機能が補助的

にあるというような建物が、住民に対しても理解が得られるのではないか。 

 

■その他 ・金融機関のＡＴＭが会計室付近に設置されるとよい。（出来れば室内に） 
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■建設場所 

◎防災の拠点として、被災する危険性が低い場所 

◎災害時の対策本部、避難施設となり、駐車スペースが十分確保された場所（人、物、情報のハブ） 

◎アクセスしやすい、安全な場所 

○国道からのアクセスが良い場所 

○駅から徒歩１５分以内（１km圏内） 

・防災重視。多少アクセスが悪くても仕方がないが循環バスの停車等対応策要検討 

・坂道が少なく徒歩でも来やすい場所（もしくはバスなどの交通手段を確保する） 

・冬季の降雪時、道路凍結時でも不安の少ない場所 

・村民や村へ訪れた方が訪れやすい場所（誰から見ても分かりやすい位置） 

・日当たりの良い、平坦な場所 

○仮設庁舎は経費の無駄。別の場所へ建設するのが望ましい 

○旧大桑小学校跡地 

・災害時の拠点施設になることが前提。各種災害警戒区域外で、複合施設を備えた総合庁舎として

相当面積が確保できるのは次の３か所。結果、旧大桑小学校の跡地しかない 

①旧大桑小学校（課題：駅からの交通手段の確保） 

②森林管理署野尻貯木場（課題：国道からの導入路の確保と土地購入） 

③旧野尻保育園周辺地（課題：国道からの導入路の確保と土地購入） 

・各警戒区域になっていない旧大桑小学校地。高い山も近くになく川も距離があるため防災の拠点

としては最適。耐震化もされていない老朽化している施設をいつまでも残しておくことはできな

いので、合わせて取り壊しをした方がいい。現在使用している人たちの活動場所を確保するのか

が課題になるかとも思うが。また、高い場所にあり風景も望めるため屋上を設けたい。 

・大桑駅付近(テラシマ跡地など)。古根医院や薬局のついでに来庁するお年寄りが多い 

・現庁舎は駅が近く、古根医院があることは住民（特に高齢者）にとって非常に都合がいいが、砂

防事業が進んでもイエローゾーンが外れることは難しい 

・小学校と中学校を統合し、中学校校舎を改築して使用 

・広くて安全な場所の確保は不可能。国道と駅の近くで、村の中心といえば、大桑駅付近が理想 

・旧大桑小（アクセス道路×）、野尻貯木場（アクセス道路×）、フォレスパ（阿寺荘、恋路の湯

解体、町部から遠い） 

・現在の保健センターが利用できないか。跡地・跡施設利用の検討が必要 

 

 


