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第１章 庁舎建設基本構想の整理 

１．基本構想及び基本計画の位置付け 

 

平成２６年度に策定された基本構想は、新庁舎建設に関する基本的な考え方を示し、庁

舎建設基本計画の策定にあたって、検討の論点を整理したものです。 

本基本計画は、基本構想を基に、具体的な規模、機能など、新庁舎建設に向けた諸条件

を整理し、基本設計の与件とするものです。 

 

           基本計画の策定を進めるうえでの前提条件、基本方針 

        経緯、整備方針、主要機能、建設位置 

           

          基本設計に反映させる設計与件 

基本構想の具体化、施設規模・機能 

           

          完成時の姿を明確にした概略設計 

敷地に対する配置、構造、間取り、内外デザイン、概算工事費 

 

工事実施のための設計図書 

建設工事のための詳細な図面、仕様、見積等 

 

敷地造成 建設工事 

            

 

           引越し、新庁舎見学会、開庁式 

 

 

現 大桑村役場庁舎 

基本計画 

建  設 

実施設計 

 

基本設計 

基本構想 

開  庁 
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２．検討の経緯 

 

人々の価値観が多様化し、より高度化していく社会の中で、地方の時代に相応しい住

民自治の象徴として、役場庁舎に求められる機能も大きく変化しています。 

 現庁舎は、昭和３５年（1960年）に建設されて以来５５年が経過し、その間増改築を

重ねながら今日に至っていますが、全体的な老朽化はもとより、現行の耐震基準を満た

していない事や、周辺が土砂災害警戒区域に指定された事により、防災拠点としての機

能が懸念されるようになりました。更に情報化やバリアフリー対応等、基本機能が時代

のニーズに見合っておらず、高齢化や人口減少社会を見据えた行政の効率化や住民サー

ビスの向上、社会情勢の変化に対応した庁舎のあり方が問われる中、いずれ訪れるであ

ろう新庁舎の建設に備え、平成２２年から庁舎建設基金の積み立てを始めました。 

これらの状況を踏まえ、第５次大桑村総合計画（平成 26～35 年度）前期基本計画に、

新庁舎の建設に向けた具体的な取り組みを進める事が明記され、これを受けて平成２６

年度に庁舎建設準備室を設置し、以降、役場職員による庁舎建設庁内検討委員会及び専

門部会、住民代表による庁舎建設検討委員会を組織し、様々な機会を捉えて住民の皆さ

んのご意見を伺いながら、平成２７年３月に「庁舎建設基本構想」を策定しました。 

【構想 P1】 

 平成２７年度には、村議会にも庁舎建設特別委員会が設置され、それまでの庁舎建設

検討委員会等と併せ、様々な立場からご意見を伺いながら、基本構想を基に、新庁舎の

具体的な規模や機能など、建設に向けた諸条件を整理した「庁舎建設基本計画」を策定

しました。 

                    

 

現 大桑村役場庁舎 

                         

  

 

 

 

事務室 

 

 

 

    

窓口 

 

 

 

職員玄関付近 
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３．新庁舎建設の必要性 

 

自動車社会、少子高齢化社会、高度情報化社会、防災や危機管理に対する意識の高揚

など、社会情勢の変化に伴い、役場庁舎に求められる機能も変化してきています。 

現在の庁舎は、施設の老朽化はもとより、様々な課題を抱えています。【構想 P5～8】 

 

（１）立地上の課題 

・土砂災害警戒区域内にあり、防災拠点施設の立地としてふさわしくありません。 

   ・国道からの連絡道路が狭く、検診車など大型車の進入に支障をきたしています。 

   ・周辺の地形上、駐車場が狭く、行事の際の駐車スペースが不足しています。 

   ・行政機能が分散（保健センターに福祉健康課、村民体育館に教育委員会事務局が

配置）し、住民サービスや、施設管理費を含めた行政効率の低下を招いています。 

（２）構造上の課題 

・建設から５５年を経過し、法定耐用年数（鉄骨造 38年）を超えています。 

・庁舎と中央公民館は、現行の耐震基準を満たしていません。 

・多機能トイレがないなど、全ての人に優しい機能的配慮が不足しています。 

・高度情報化が進み、電子機器が増え、保安機能上の様々な問題を抱えています。 

・空調設備の老朽化も相まって、施設の維持管理費がかさんでいます。 

（３）文化施設の整備 

・文化、生涯学習活動の拠点として、図書館をはじめとした文化施設の整備が当村

の課題とされています 

これらの課題を解消するため、将来の人口減少社会を見据え、合理的で身の丈に合っ

た新庁舎の建設に向けた具体的な検討を進めてきました。 

  

   

                          現中央公民館 

 

 

                   

 

 
 

相談室 

 

 

和室 
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４．新庁舎の整備方針 

 

  第５次大桑村総合計画の各項目に示されている理念【構想 P3.4】を基に、大桑村の将

来を見据えた中で、新庁舎建設のコンセプトとなる整備方針を以下のとおりとします。 

 

（１）機能性・柔軟性・経済性に優れた庁舎（効率的な執務機能） 

将来の人口減少に備え、組織機構の改変にも柔軟に対応でき、限られた職員数で多

種多様な事務が効率的に行える機能的な施設とします。 

また、健全な村財政の堅持を前提に、建設場所、規模、機能等を精査し、建設費の

抑制と財源確保に努めると共に、快適な室内環境の維持と省エネルギー化の両立を目

指し、将来にわたる維持管理経費の抑制に配慮した庁舎とします。 

 

（２）人にやさしく利用しやすい庁舎（行政サービス機能） 

   幹線道路や公共交通機関からの交通アクセスの利便性に配慮し、分散している行政

機能の一元化によるワンストップサービス※を図り、庁舎を訪れるすべての人にとっ

てわかりやすく使いやすいユニバーサルデザイン※を基本とした庁舎とします。 

 

（３）住民の安心安全な暮らしを守る、防災の拠点となる庁舎（防災拠点機能） 

被災時における行政機能の維持はもとより、災害発生時の防災拠点としての機能を

発揮できるよう、可能な限り安全な場所を選定し、耐震、耐火等、安全性に十分配慮

した構造、工法を検討し、有事の際に最も頼りになる機能を備えた庁舎とします。 

 

（４）住民の健康・文化・交流・活動の拠点となる庁舎（コミュニティー機能） 

   保健センター、中央公民館、図書館等の機能を備え、多目的に活用できる複合施設

とし、住民の健康づくり、文化、交流、地域協働の活動拠点、行政情報の発信基地と

して、誰もが気軽に訪れる開かれた庁舎とします。 

 

（５）環境・景観に配慮した庁舎（環境保全機能） 

地球環境の保全に配慮し、再生可能エネルギーを積極的に活用し、エネルギーの省

力化に努め、環境負荷の低減に配慮した庁舎とします。 

また、地域の森林文化を継承し、先人が育てた村有林材を最大限に活用しつつ、周

辺の景観に配慮し、住民に親しまれ、村のシンボルとなり得るデザインを検討します。 

 
                                      

 ※ワンストップサービス 
ひとつの場所、一度の手続きで、関連する全ての手続きが完了できるように設
計された窓口サービスの形態。 

 
※ユニバーサルデザイン 

文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わず 

に利用することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3
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５. 新庁舎の位置 

 

  新庁舎建設地の選定にあたっては、客観的な選定基準を定め、住民の皆さんから提案

された９か所の候補地について比較検討を行い、以下の理由から、旧大桑小学校敷地が

最適であると結論付けました。【構想 P19～22】 

（１）旧校庭と校舎敷地一帯は村有地（宅地）であり、十分な敷地面積が確保できます。 

（２）土砂災害警戒区域、浸水想定区域などの危険区域に指定されていません。 

（３）中学校が隣接しており、有事の際には、県の災害対策用ヘリポートとして指定され

ている校庭や、避難所としての体育館等の活用等、防災拠点としての機能が複合的に

期待できます。 

（４）複合施設としての庁舎と中学校、双方の各種行事等における駐車場の共用が可能と

なる他、図書館の活用、行政情報の発信による学社融合等、大桑村の明日を担う子ど

も達にとって行政が身近になり、開かれた庁舎としての機能が効果的に発揮できます。 

（５）ＪＲ大桑駅からの距離は現庁舎より遠くなり、国道から一番近いアクセス道路であ

る中山の交差点は以前から危険との指摘がされていますが、国道伊奈川橋の交差点に

は信号機があり、大型車の侵入も可能です。また、須原や東地区側からも県道や村道

が連絡しており、複数のアクセス道路が確保でき、利便性と共に防災上も好条件です。 

 

今後、公共交通など交通弱者への対応やアクセス道路の整備努力を前提に、新庁舎

建設地は旧大桑小学校敷地とし、旧校舎施設は全て撤去し、旧校庭から中学校体育館

下駐車場までの一帯を活用できるものとして、庁舎施設の検討を進めます。 

 

  新庁舎建設予定地 

 

 

 

大桑中学校 

国道１９号 

中学校庭 

建設予定地 

ＪＲ 

大字 地番 地 目 面 積 

長野 870番地 1 学校用地 3,851㎡ 

長野 871番地 1 学校用地 2,752㎡ 

長野 880番地 1 学校用地 4,245㎡ 

長野 882番地 1 学校用地 3,419㎡ 

ほか上記周辺 

 



第１章 庁舎建設基本構想の整理 

8 

６．新庁舎の規模 

 

（１）計画想定人口 ３,５００人 【構想 P12】 

本村の人口推移を国勢調査数値でみると、平成７年に５,０１５人だった人口が、平成

１７年に４,４５７人、平成２２年４,１４５人、平成２７年では３,８３２人（速報値）

と、減少傾向にあります。将来人口の推計では、平成３０年で３,６２０人、平成３５年

には３,２８０人程度まで減少するとされています。 

身の丈に合った施設規模と、社会情勢の変化に柔軟に対応できるような施設機能の検

討を前提に、産業振興による雇用の場の維持・拡大、住環境の整備、子育て支援策の充

実等により、平成３５年の予測値を若干上回る３,５００人を、新庁舎建設計画想定人口

とします。 

 

（２）配置される職員数 ６５名 【構想 P12】 

  行政事務の円滑化、効率化と住民の利便性を図るため、現在分庁化されている保健セ

ンター（福祉健康課）及び教育委員会事務局を含めて新庁舎に配置することとします。 

  将来的には人口の減少が見込まれ、職員数も総体的には減少傾向で推移することが想

定されますが、行政事務業務量の極端な減少は見込まれず、今後更なる高齢社会等に対

応するため、保健福祉分野等の職員の充実が必要となる可能性等もあることから、現状

の正職員と嘱託・臨時職員数を併せた職員数を基準とします。このことから、新庁舎に

勤務する職員数は、平成２６年度現在の職員数６５名（保育園関係職員を除き、特別職、

臨時・嘱託職員を含む）とします。 

  

　　（人）

課　　名 特別職 課長級 補佐.係長 一般職員 臨時職員 計

村長部局 2 2

総務課 1 3 6 10

住民課 1 3 7 11

福祉健康課 1 2 8 1 12

産業振興課 1 2 3 1 7

建設水道課 1 2 5 1 9

会計室 1 1 1 3

議会事務局 1 1 2

教育委員会事務局 1 1 3 2 2 9

計 3 8 16 32 6 65

（平成２６年現在）  

（３）議員定数 １０名 【構想 P13】 

「大桑村議会議員の定数を定める条例」により、議員定数を１０名と定めています。

現行の１０名を維持するものとします 
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（４）公用車台数 ２５台 【構想 P13】 

平成２６年現在、本庁舎、保健センター、教育委員会事務局に配置している公用車は、

マイクロバス２台、普通自動車１１台、軽自動車１２台（うち消防車 1台）の計２５台

です。職員数を平成２６年と同数と見込むことから、同様に、現状の２５台とします。 

 

（５）新庁舎の基準面積 【構想 P14～17】 

①現状面積の積み上げ 

 2,477.46 ㎡（うち事務室：353.93 ㎡、会議室：805.07 ㎡） 

   現庁舎：1,151.93 ㎡、現中央公民館：621.69 ㎡、 

現保健センター：578.13 ㎡、現教育委員会事務局：125.71 ㎡ 

 

②国土交通省新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定 

 1,856.92 ㎡、車庫：456.00 ㎡ 

   職員数 65名、公用車数 25台で算出 

 

③総務省起債基準面積に基づく算定 

 1,861.22 ㎡、車庫：625.00 ㎡  

   人口 5万人未満、職員数 65名、議員数 10名、公用車数 25台で算定 

 

④公立図書館の最低基準に基づく算定 

  年間増加図書冊数：122冊以上、司書及び司書補の数：１人以上 

  建物の延面積：165.29 ㎡以上 （人口 3,500 人で算定） 

 

「②国土交通省新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定」や、「③総務省起債基準面積

に基づく算定」では、庁舎機能（行政、議会機能のみ）基準面積を示しているのに対し、

「①現状面積の積み上げ」では、中央公民館や保健センター等を合算した面積を示して

います。国が示す基準面積と比べて、現庁舎は特に玄関ホールや窓口空間が狭く、執務

スペースも含めて全体的にかなり手狭です。 

ここでは、標準的な庁舎機能に必要な面積のみを積算しているため、本村の目指す複

合施設としての併用部分については、別途加算する必要があります。 

 

役場庁舎機能としての面積は、国の基準である１,８５０㎡程度を基準とし、複合施設

とする保健センター、中央公民館、図書館等の各種機能については、可能な限り柔軟に

共用できる施設とすることを前提に、当村に必要な施設の規模、機能を検討します。
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第２章 庁舎建設基本計画 

１．新庁舎の配置 

 

建設予定地は２段構造になっていますが、基本的には現在の地形を大幅に変更すること

なく、その地形を生かしつつ、効率的に施設を配置することを前提に検討してきました。

旧大桑小学校の施設については、新庁舎建設前に全て撤去するものとし、以下のとおり、

現段階における配置に関する意向を示しますが、具体的な配置計画は今後の基本設計段階

で決定するものとします。 

【資料：新庁舎建設地 現況測量図】 

（１）南側旧校舎敷（上段）【使用可能敷地面積 約 3,600 ㎡】 

現在は主に中学校の駐車場として利用されていますが、現状、中学校各種行事時の駐

車スペースが不足しているため、新庁舎複合施設で行われる行事と中学校の兼用駐車場

として活用することが有効と考えます。併せて、避難所である中学校体育館と防災の拠

点たる新庁舎の中間に位置する場所として、災害対応の各種利用等も想定した多目的な

活用が期待できます。 

○日常的職員駐車場（役場職員、中学校職員） 

○新庁舎複合施設と中学校行事時一般駐車場、社会体育施設(中学校体育館)駐車場 

○多目的広場としての活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）北側旧校庭敷（下段）【使用可能敷地面積 約 4,200 ㎡】 

  上段よりも広い面積が確保でき、基幹道路から近い下段に、新庁舎複合施設と日常的

な来庁者の駐車場等を配置するのが妥当と考えます。 

  ○新庁舎複合施設、屋外倉庫、バス停、公園、公用車駐車場 

  ○日常的来庁者駐車場（イベント広場としての活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）敷地内道路 

敷地中央の現道は、東地区と新庁舎を結ぶアクセス道路として拡幅改良します。 

 ○東地区から新庁舎駐車場への円滑な道路線形と構造に配慮

 
（上段） 

 
（下段）及び敷地内道路 
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２．新庁舎の基本構造 

 

（１）耐震安全性の目標 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」で定めている基準は、

大地震時において、建物の損傷が生じても人命の安全確保が図れることを目標とした、

最低限の耐震性能です。しかし、重要な建物は、この耐震改修促進法の基準をクリアす

れば良いというものではなく、用途やその重要度に応じて、より高い耐震性能が求めら

れます。 

官庁施設では、対象とする施設の分類と部位に応じて、耐震安全性の目標を定めてい

ます。 

 

① 構造体 

分類 役 割 例 施 設 例 耐 震 安 全 性 の 目 標 

Ⅰ類 災害応急対策全般

の企画・立案、情

報収集・伝達等を

行うための施設 

 

庁舎 

(災害対策本部) 

大地震動後、構造体の補修をすることな

く建築物を使用できることを目標とし、

人命の安全確保に加えて十分な機能確保

が図られている。 

Ⅱ類 避難場所に指定さ

れた施設、多数の

者が利用する公共

施設等 

学校校舎・体育

館、公民館、美

術館、図書館等 

大地震動後、構造体の大きな補修をする

ことなく建築物を使用できることを目標

とし、人命の安全確保に加えて機能確保

が図られている。 

Ⅲ類 Ⅰ類、Ⅱ類の施設

のほか、地方公共

団体が所有又は管

理する施設 

Ⅰ類、Ⅱ類に含

まれない事務所

庁舎、公営住宅、

職員公舎等 

大地震動により構造体の部分的な損傷は

生じるが、建築物全体の耐力の低下は著

しくないことを目標とし、人命の安全確

保が図られている。 

 

用途係数（構造体） 

区 分 
防災業務の中心や防災

拠点となる建築物等 

震災時に機能を保持する 

必要のある建築物等 

左記以外の 

建築物 

建 築 物 の

用途 

・消防署 

・警察署 

・防災本部 

・重要な庁舎 

・救護本部 

・防災通信施設 

・危険物の収蔵施設 

・一般庁舎 

・病院・保健所 

・福祉施設 

・集会所・会館・公会堂 

・学校・図書館 

・社会文化教育施設 

・大規模体育館・ホール施設 

・備蓄倉庫・防災用品庫 

・宿舎 

・共同住宅 

・工場 

・車庫 

・渡り廊下 

用 途 係 数

(用途指標) 
１.５ １.２５ １.０ 

出典：東京都財務局営繕部「建築物の耐震安全性の手引」(平成 9年 4月) 

 

平成８年１０月に「官庁施設の総合耐震計画基準」が定められ、災害応急対策活動に

必要な施設は、用途指標を１.５とし、構造耐震判定指標 Is値を０.９０と設定すること

が望ましいとされています。 

新庁舎は、災害対策本部となる防災の拠点施設であることから、構造体の耐震安全性

は「Ⅰ類」を、用途係数は「１.５」を適用します。 
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② 非構造部材及び建築設備 

部位 分類 耐震安全性の目標 

建築非構

造部材 

Ａ類 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又

は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等

が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確

保が図られる。 

Ｂ類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、

人命の安全確保と二次災害の防止が図られる。 

建築設備 

甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られると共に、

大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られる。 
出典：(社)公共建築協会「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（平成 8年 11月） 

 

 新庁舎は、災害対策本部となる機能を果たす必要があるため、大地震発生時においても

継続して庁舎が使用できるよう、建築非構造部材は「Ａ類」を、建築設備は「甲類」を目

指しますが、今後、本村の新庁舎の施設規模における建築構造と費用対効果の観点から検

討を深め、基本設計において決定していくこととします。 

 

 

（２）地震に対する建築構造 

構 造 耐 震 構 造 制 震 構 造 免 震 構 造 

特  徴 

柱や壁を多くする等

建物自体を堅牢にす

ることで地震に耐え

る技術 

建物内部に組み込んだ

地震エネルギーを吸収

する装置により揺れを

制御する技術 

建物と地盤に密着する

基礎部を切り離し、地盤

の揺れに建物が追随し

ないようにする技術 

大地震時 

の揺れ方 

全体に揺れ、上階ほ

ど揺れが激しくな

る。 

上階ほど揺れが激しく

なるが、装置が地震エネ

ルギーを吸収するため、

耐震構造よりも揺れは

小さい。 

地盤の揺れが直接伝わ

らないので、揺れは小さ

く、上階と下階の揺れの

差も小さい。 

大地震時の

設備・家具

等の状態 

転倒、落下、移動等

が発生し、損壊する

恐れがある。 

特に上層部で、転倒、落

下、移動等が発生する恐

れがある。 

転倒、落下、移動等が発

生しにくい。 

建設費用 最も廉価 耐震構造より多額 最も高額 

メリット 

維持管理が容易で、

メンテナンス費用が

不要 

建物の破損が軽減され

るため、繰り返しの地震

に有効。メンテナンス費

用も比較的安価 

建物や設備等の破損が

抑えられ、地震後の迅速

な業務継続が可能 

デメリット 

設備等が損壊し、地

震後の迅速な業務継

続が困難で、補修費

用が多額になる恐れ

がある。 

地震後に点検が必要。 

低層の建物では効果が

発揮されにくい。 

地震後の点検に加え、定

期的な専門的点検が必

要で、その費用が発生。

建設コストが最も高い。 

 

防災拠点施設としての耐震安全性を確保するため、建築構造の選択は重要な要素です。

上記のとおり比較検討を行った結果、当村の施設規模では、費用対効果から「耐震構造」

が適当であると考えられるところですが、地盤条件や施設構造、重要設備に対する「免震

架台」の併用等、様々な要件や建築技術の中で、経済性を含めた十分な検討が必要なこと

から、最終的には今後の基本設計において決定していくこととします。 
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３．新庁舎の規模と機能 

 

  新庁舎は、役場機能の「オフィスゾーン」、複合的機能をもつ「コミュニティーゾーン」、

その共用スペースである「共用ゾーン」と、駐車場等の「外構」で構成し、災害時には

防災の拠点として、施設全体を機能的に活用できるよう工夫します。 

  「オフィスゾーン」では、住民サービスの向上と行政効率の向上を基本に、来庁者を

気持ちよく迎え入れることのできる窓口環境と、機能的で、組織機構の改編や情報化社

会にも柔軟に対応でき、災害対策本部としての機能を備えた施設とします。 

「コミュニティーゾーン」では、各部屋を健康診断、生涯学習活動、議会、福祉避難

所等、様々な用途に使えるように工夫し、行政機能と連携した複合施設として、多面的

機能を発揮できる、快適で効率的な施設とします。 

 

新庁舎には村有林材を積極的に活用し、建物全体を木質化することとしていますが、

必要な耐震・耐火性能を満たし、様々な機能に必要な要件を満たすものであれば、建物

の躯体構造は木造にこだわるものではありません。また、住民の利便性、施設管理、敷

地に対する建物の配置等を総合的に勘案し、これまでの検討では、平屋建てが適当であ

ると考えていますが、最終的には、コストや技術的な見地からの検討を踏まえ、今後の

基本設計で決定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これまでの検討結果から、各施設の規模及び機能についての基本的な考え方として、

今後の基本設計の与件となる事項を以下に整理します。 

ただし、実際の作図段階で様々な不都合が生ずる可能性もあり、設計者による提案も

期待されます。基本計画の策定段階では、それらも踏まえ、住民の皆さんのご意見を伺

いながら、より良い施設にするために、柔軟に検討していくこととします。 

公用車駐車場 

職員駐車場 

備品倉庫 等 

会議室（健診,講座,議会） 

多目的ホール（避難所） 

調理室（炊き出し） 

相談室（診察,授乳） 

和室（休養室） 

キッズルーム（絵本） 

図書館 

備品倉庫 等 

玄関ホール 

談話コーナー 

多機能トイレ 

休日夜間通用口 

宿日直室 等 

共用ゾーン 

オフィスゾーン 

（役場・防災機能） 

外構： 

来庁者駐車場、公園、バス停、ヘリポート 等 

公用車駐車場 

職員駐車場 等 

役場窓口・待合 

村長室・応接室 

事務室・サーバ室 

庁務会議室（災害対策本部） 

防災機器室・放送室 

非常用電源機器 

備品・備蓄倉庫 

書庫 等 

コミュニティーゾーン 

（保健センター・中央公民館・図書館） 
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（１）共用ゾーン 

 

 ■玄関 

 ・駐車場からのアプローチは、バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮 

 ・車寄せ、行事等立て看板設置機能、風除室、配置図、ＡＥＤ 

 

■玄関ホール 

・行事予定・会議室等予定表のモニター表示 

・館内案内図、行政情報の発信（ポスター掲示）、地元産業や特産品等展示 

・観光写真展、村民ギャラリー等として、多目的な利用が可能なオープンスペース 

・物品販売（障害者就労支援等公的団体による物品販売等）スペースの確保 

・冷暖房効率に配慮、掲示物管理の徹底、公衆電話設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■談話コーナー 

  ・テーブル、イス、飲料自動販売機設置 

・障害者就労支援カフェ開業等に備え、将来的にカウンター等の設置を想定し、フレ

キシブルに対応できるフリースペースを確保 

・玄関ホール、図書館等と連動し、住民のコミュニティーの場として、気軽に、気兼

ねなく、居心地のいい空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
玄関ホールのイメージ（安曇野市） 

 
玄関ホールのイメージ（梼原町） 

 
談話コーナーのイメージ（上松町公民館） 
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■来客用トイレ 

・200人規模の行事に対応できる便器数 

・女性用和式１室設置（健診検尿に配慮） 

  ・車いすが入れる余裕、子ども用補助便座を設置 

 

■多機能トイレ 

 ・男女兼用で１室、車いす対応、オストメイト 

・乳幼児おむつ交換台、子ども用補助便座等 

 

■夜間通用口 

 ・正面玄関脇で、夜間でも来庁者に分かりやすい誘導サイン 

・守衛室前を通る動線、宿日直室との連携 

  ・休日夜間のコミュニティーゾーンの管理、行政事務の受付に配慮 

・施設を管理しやすい配置の検討 

 

■守衛室 

  ・宿日直室と隣接 

・夜間通用口に設置 

・来客対応カウンター、机、椅子 

・インターホン、防犯カメラモニター、配電盤、情報回線 

・同報無線放送機器、館内放送設備 等 

 

 ■宿日直室 

・和室 6畳程度 

・押入れ、寝具 

・守衛室に接続、情報回線 

 
多機能トイレのイメージ 
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（２）オフィスゾーン（役場機能） 

  

■窓口カウンター 

  ・動線に配慮した配置、わかりやすい案内表示の工夫など、誰もが利用しやすいユニ

バーサルデザインを基本とし、来庁者にストレスを感じさせず、適切なサービスが

提供できる構造に配慮 

・総合案内窓口を設置し、会計係のうち１名が兼務して担当 

  ・総合案内から他の職員を円滑に呼び出すことのできる機能 

・会計係、住民係、税務係を入口近くに配置し、総務課は奥 

・ハイカウンター3 人分、ローカウンター2 席×4組とし、全課共用の窓口とする。 

・カウンター越しの、来客者と職員の離隔、視線、セキュリティーに配慮 

・配置替えの可能性に配慮し、カウンターは非固定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■待合スペース 

  ・申請書等記載台（ハイ、ロー）、待合長椅子 

・ベビーベッド、キッズスペース、ＣＡＴＶモニター、BGM 

・来客用打合せブース（4～6人用×2部屋、パーテーションで可） 

 

 ■事務室（職員 65人） 

・膨大な個人情報や行政情報に対するセキュリティー機能を整え、来庁者利用空間と

執務空間の区分等、情報の漏洩防止とスムーズな人の流れに配慮 

・組織機構の改変等に柔軟に対応できるワンフロアを基本とし、配置換え等にフレキ

シブルに対応できる照明、情報機器の配線（OA床等）に配慮し、高度情報社会に対

応できる機能 

  ・災害発生時でも行政機能が維持でき、速やかに災害対策本部が設置できる環境 

・窓口、コピー機、書庫等、日常的な業務の動線に配慮した、機能的な配置 

・快適な照度空調執務空間、時間外等の部分照明や空調の調整に配慮 

・課間はキャビネット等で仕切らない 

・職員机は両脇机、課長以上にはサイドテーブルを設置 

・職員打合せブース兼作業台 2ヶ所（庁務会議室の補助機能） 

・事務室内音響設備 

 

 
窓口カウンターのイメージ（飯田市） 

 
窓口カウンターのイメージ（飯田市） 
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 ■村長室 

  ・事務室の奥（総務課に近く）、給湯機能を近くに配置 

  ・机、椅子、応接セット（4～5人程度）、情報回線 

  ・脂杢（やにもく）壁の移設、網代天井の造作又は移設 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■応接会議室（10 人程度） 

・村長室に隣接し、村長室連絡口と 

事務室からの出入口を設置 

・大テーブル 

・ソファーではない応接会議椅子 

 

■庁務会議室（16人程度） 

・課長会議、課内会議、職員打合せ、小規模災害対策本部として使用 

・プロジェクター、スクリーン又はスクリーン壁 

・事務室との情報連携に配慮 

 

 ■書庫（2室、うち 1室は耐火） 

・耐火書庫は、手動式移動書架、 

セキュリティー対策 

・非耐火書庫は、廃棄書類一時保管場所 

とし、外部出入口と近接 

・現状より広いスペースを確保 

 

 ■印刷室 

  ・図面用カラープリンター（事務室内 CAD.PCと連動）、大量印刷機 

・トレース台、仕分製本作業机、森林基本図・都市計画図等キャビネット 

・駐在員文書棚、郵便棚、コピー用紙保管棚 

・外部出入口（用紙搬入、駐在員文書発送） 

 

 

 

 
村長室のイメージ 

 
現村長室の脂杢(やにもく)壁と網代天井 

 
応接会議室のイメージ 

 
書庫（移動書架）のイメージ 
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 ■耐火機器室（サーバ室） 

・ＵＰＳ、耐火 

・セキュリティー、入退室管理 

・Reams.NET サーバ、戸籍サーバ、 

副本システム 

・終日空調、窓不要 

・免震、制震の検討 

・停電時開扉機能 

・電源コンセントを多めに設置 

 

 ■無停電電源装置 

・ＵＰＳ（事務室内小型ＵＰＳの検討） 

・戸籍ＰＣ、Reams.NET-ＰC、Reams.NET-プリンター、レジスター 

 

 ■非常用電源 

・自家発電 

・上下水道監視装置、砂防施設監視装置、土石流監視装置 各モニター、プリンター 

・事務室内外、必要個所にコンセントを設置 

 

 ■放送室 

・自家発電、防音設備 

・同報無線局と音声告知放送室を兼用 

 

 ■防災機器室 

・行政無線、衛星端局、通信用直流電源装置 

・雨量データ、Ｊアラート 

・自家発電、終日空調 

・上下水道監視装置システムサーバ 

 

 ■砂防情報局舎（国交省管理） 

・砂防施設監視装置 

・土石流監視装置 

・非常用電源設備 

・庁舎周辺に設置場所を確保 

（移設は国交省が実施） 

 

 ■CATV 編集室 

・録画編集室として、PC2台分の作業スペース 

・防音（音が外に漏れないような配慮） 

 

 
放送室のイメージ 

 
電子サーバ 

 
砂防情報局舎 
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 ■CATV 中継局（木曽広域連合管理施設のため別室確保） 

・耐火、窓不要 

・非常用電源 

■休養室 

・労働安全衛生規則 618条、 

事務所衛生基準規則 21条による（設置義務） 

  ・男女別に、他の部屋と兼用 

（男性＝更衣室・和室等、女性＝更衣室・宿直室等） 

 

 ■ランチルーム 

・現状を踏まえ、男女兼用 50席（男 28、女 22） 

・給湯室、公使室、職員休憩室を兼ねる。 

・応接会議室等への動線（給茶）、 

洗濯機等への動線（外部出入口）等に配慮 

・コンロ、シンク、給茶器、冷蔵庫、食器棚、 

洗面台（歯磨き）、飲料自動販売機等 

 

■更衣室 

・男女各１室、休養室を兼ねる。 

・ロッカー、物置台、着替え(土足禁止)スペース 

・女性更衣室内に、着替え用カーテン区切り 

 

 ■職員用トイレ 

  ・男性用＝大 2、小 3、洗面台 1、女性用＝大 3、洗面台 2 

・屋外用＝男女兼用１（立和式） 

  

 ■事務用品倉庫 

  ・事務用品は１部屋に集約し、事務室の近くに配置 

・施錠管理 

 

■清掃用具庫 

  ・掃除機、モップ、バケツ、チリトリ等 

 

 ■備品倉庫（屋内） 

  ・災害用備蓄支援用品、国勢調査 30箱、選挙広報、観光パンフレット 500 箱、 

ゴミ袋、予備パソコン、ストーブ、ペレット燃料、脚立、台車、工具、 

交通安全協会備品、遭難対策救助隊備品 等 

 

 

 

 
CATV中継局 

ランチルームのイメージ 
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 ■備品倉庫（屋外） 

・投票所用カーペット、選挙看板、プランター、のぼり旗、祭礼等通行規制看板、 

交通安全関係用品(交通安全協会備品) 等 

 

■防災倉庫（屋外） 

・災害対応備品を一括管理 

・軽トラックの乗り入れ、積み下ろし可能に 

・災害対応資材、バリケード、工事用看板、発電機、投光機、コードリール、 

チエンソー、刈払機、除雪機、鋸、鍬、スコップ、雪かき、一輪車等建設作業用具 

・建設事業協力会災害用資材倉庫と兼用（村内 6箇所に設置計画中） 

・施錠管理 

 

■備品資材倉庫（屋外） 

・融雪剤、常温合材、集会用テント等（住民に提供・貸出を行う物品）、 

木材粉砕機、薪割り機、猫檻、熊檻等鳥獣対策用品、捕獲物保存用冷蔵庫 等 

・重量物搬入出（移動パレット、クレーン、クレーン付トラック乗入れ検討） 

 

■外業用職員ロッカー 

・合羽、長靴、防寒具等用ロッカー 

・20人分、男女区別不要 

・屋外倉庫内で可、公用車庫、職員通用口の動線 

・洗車、長靴等洗い場、洗濯機、物干し、必要に応じて除湿 

 

■燃料貯蔵倉庫（灯油等） 

・事務室に近い場所に（暖房を灯油ストーブに頼るのであれば） 

 

■機械・電気・ボイラー室 

 ・施設に見合った適正な規模、配置 

 

■喫煙所（職員用） 

・オフィスゾーンに１箇所 

（コミュニティーゾーンには別途来客用設置） 

・屋内喫煙室は不要 

  （換気扇、清浄機、掃除が大変なため） 

・屋外の屋根付き施設又は軒下利用 

・屋内に煙が入らない場所に分煙 

 

 

 

 

職員喫煙所イメージ 
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■公用車庫 

・普通自動車及び軽自動車 22台、消防ポンプ軽積載車 1台、 計 23 台 

・屋根付、自動車の奥にタイヤ等を保管（備品管理、防犯に配慮） 

・消防用車両は、予備ホース、ホース巻、耐火服等の収納に配慮（ホース乾燥塔不要） 

・大規模災害時ボランティアセンター等としての活用（土足、長靴使用） 

・屋外倉庫と隣接、職員通用口との動線に配慮 

 

■マイクロバス車庫 

・マイクロバス 2台 

・タイヤ等車両備品保管倉庫兼用 

・庁舎に近接配置が困難であれば 

敷地上段でも可 

 

 ■職員通用口 

  ・職員駐車場、公用車駐車場、更衣室等の動線に配慮 

 

 ■屋外電光掲示板 

・各種行政情報の発信 

（横断幕・懸垂幕の代替） 

 

 

 

 

■各種備品 

 ・事務机、事務室内書架、応接家具は新調（引っ越し手間の削減） 

・上記の他、原則として、引き続き使用できるものは継続使用 

・基本設計策定に伴い、新調、継続使用、廃棄備品のリストアップを要す。 

 

 
公用車庫のイメージ 

 
液晶掲示版のイメージ（長和町） 
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（３）コミュニティーゾーン（複合施設） 

 

役場庁舎機能と連携した複合施設として、一般的な会議の他、次のような機能が果た

せる施設であることとします。 

 

議会機能 

・議会事務局室（職員席、議長席、応接セット、議員ロッカー） 

・議場（本会議、傍聴、CATVカメラ、会議システム、控室） 

・委員会（会議システム） 

 

中央公民館機能（生涯学習活動） 

・絵画、工作等（掃除が容易な床、水場に近い配置） 

・視聴覚室（スクリーン、プロジェクター、音響設備、情報回線） 

 ・調理室（調理実習、料理教室） 

 ・和室（茶道、華道、宴会等） 

 ・キッズルーム（子育て教室、絵本、木育） 

・図書館（図書室、蔵書室、貸出返却、図書管理システム、閲覧、学習、情報発信） 

・多目的ホール（文化芸能発表会、講演会、音楽会、映画観賞会、敬老会等各種行事） 

 

保健センター機能 

・各種健康診査、各種がん検診（検診車両、受付、待合、受診、診察室） 

・乳幼児健診（乳幼児を寝かせられる部屋、診察室） 

 ・献血（献血車両、受付、問診、待合） 

 

防災拠点機能 

・大規模災害対策本部（電源、情報回線、通信機能） 

・避難所、福祉避難所、ボランティアセンター、安置所、ヘリポート 

・炊き出し 

 

選挙投票所機能 

・投票所（外部出入口、情報回線） 

 

 

 各部屋が、有効かつ効率的に使用できるよう、様々な用途に共用できる機能を備える

ことを基本に、施設の構成を次の様に考えています。 

また、各部屋の配置は行事ごとの動線に配慮するものとします。 
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■議会事務局室【兼 議長室】 

・事務局職員 2名 

・議長席、応接セット(4人)、議員ロッカー（10 人）、 

・議会資料書架、歴代議長写真、議員名簿板 

・議員控室となる会議室と近接 

 

■特別会議室【兼 議場、災害対策本部】 

 ・議会本会議（議員 10 人、行政職員 15人、傍聴者） 

・開かれた議会として、議長席、議会、行政、傍聴席の配置を工夫 

・赤外線会議システム、CATVカメラ、傍聴者へのモニター映像等、音響設備 

 ・各種委員会（議員 10 人、行政職員 10人程度、赤外線会議システム） 

・大規模災害対策本部（スクリーン、プロジェクター、情報回線） 

 

■小会議室【兼 議員控室】 

・25㎡程度 

・8人（2人掛） 

・村議会本会議時議員控室 

・議員討議（議員 10人＋職員 2人） 

 

■中会議室【多目的ホールを分割】 

 ・50 ㎡程度  

・ロの字型 

・6机、12人(2人掛) ～ 30人(3人掛) 

 

■第１会議室【兼 検診室、投票所 等、多目的ホールを分割】 

 ・100㎡程度 

・ロの字型 10机、20人(2人掛) ～ 30人(3人掛) 

 ・外部出入口（検診車、献血車、選挙投票所、バリアフリー、駐車場からの動線） 

 ・検診等車駐車区画隣接、電源供給設備、受付、待合い、受診、問診等の動線を考慮 

・絵画、工作等（掃除がしやすい床、水場に近い配置） 

・視聴覚室（スクリーン、プロジェクター、音響設備等の設置、情報回線） 

 

 

■第２会議室【兼 検診室 等、多目的ホールを分割】 

 ・100㎡程度 

・教室型 20机、40人(2人掛) ～ 60 人(3 人掛) 

・視聴覚室（スクリーン、プロジェクター、音響設備等の設置、情報回線） 

 

 

 

特別会議室（議場）のイメージ 



第２章 庁舎建設基本計画 

24 

■多目的ホール【兼 第 1会議室、第 2会議室、中会議室】（福祉避難所 等） 

・250 ㎡＋ステージ、（野尻地区館ホール程度の広さ＋ステージ） 

・大人数での利用率は極めて低いため、通常は可動式間仕切りで 

第 1会議室、第 2会議室、中会議室に分けて会議室として使用 

・文化芸能発表会、講演会、音楽会、映画観賞会、敬老会、成人式、表彰式等の開催 

・避難所、福祉避難所、ボランティアセンター 等 

・固定ステージ、吊バトン、スクリーン、映写、音響 等 

・スタッキングチェア 200 人程度収容（可動式観客席は不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       多目的ホールと会議室の共用イメージ 

  

 

 

第１会議室 

 

 

第２会議室 

 

 

中会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的ホールのイメージ 

 
会議室の表示イメージ 

 
間仕切りのイメージ（上松町） 

 
多目的ホールのイメージ（豊丘村） 

間
仕
切
り 

間
仕
切
り 

間
仕
切
り 

ス
テ
ー
ジ 
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■調理室【兼 災害時炊き出し等】 

・調理実習、料理教室 

・シンク、ガスコンロ、収納が一体となった 

調理台 6台 

・手洗い用、清掃用具用シンク各 1台 

・通常の調理器具の他に、災害時炊き出し 

 用の大きめな調理器具を配備 

・防滑性の床、食器棚設置、屋外出入口 

・試食会場、宴席の準備、片付け等に共用するため、会議室と隣接した出入口 

 

■相談室（2室）【兼 授乳室、診察室】 

・4～6人 

・広すぎず、狭すぎず、息が詰まらず、落ち着ける空間 

・プライバシー、人目につきにくい配慮 

・休日夜間の相談あり（執務エリアから近い交流エリアに配置） 

・情報回線 

・相談室①： 

検診時診察室を兼用（診察台搬入） 

手洗い 

 ・相談室②： 

通常は授乳室として使用 

乳幼児親子向け相談室 

乳幼児検診時診察室を兼用（診察台搬入） 

検診室、乳幼児検診室と診察室の動線に配慮 

   ベビーベッド、這い這いスペース、手洗い（オムツ替えは多機能トイレを使用） 

 

■キッズルーム【兼 絵本コーナー、乳幼児検診】 

・20畳程度 

・図書館の絵本コーナーと兼ね、読み聞かせの場を兼用、木育玩具 

・和室と連続して乳幼児検診室として兼用（和室との合計 40畳は必要） 

・乳児が這ったり、寝かせられること（土足禁止） 

・整体教室等、生涯学習講座等で多目的に活用 

  

  

 

 

 

 

 

 

相談室（授乳室・検診室）のイメージ 

キッズルームのイメージ キッズルームのイメージ 

調理室のイメージ 
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■図書館 

・文学.絵本.趣味を中心に、蔵書数 2万冊程度（15,000 冊＋蔵書室 5,000 冊） 

・閲覧、学習、情報コーナー（パソコン、Wi-Fi等）、読書可能な外庭との動線 

・読み聞かせの部屋はキッズルームを兼用（動線に配慮） 

・図書管理システム、荷物預かり、返却ポスト、コピー機 

・図書館司書の雇用 

（レファレンスの充実） 

・他図書館との連携 

 

 

 

 

■和室【兼 乳幼児検診、休養室、災害時等仮眠室 等】 

 ・8 畳（茶道）＋16畳＝24畳、襖で分離 

・書道、茶道、華道、宴会等 

・乳幼児健診会場として、キッズルームと 

連結して使用、診察室との動線に配慮 

・災害対応時仮眠室、休養室等として活用 

 

 ■給湯室 

・流し台、食器棚 

・空いていれば調理室も活用 

 

■喫煙所（来客用） 

・屋内の喫煙室は設置しない。 

（換気扇、清浄機等の掃除が大変なため） 

・軒下か、屋外の屋根付き施設 

・煙が屋内に入らない場所に分煙 

 

■備品倉庫（屋内） 

・検診機器（身長体重計、診察台簡易ﾍﾞｯﾄﾞ等）、貸出用車いす 

・台車、脚立、机、イス、非常食（100人分）、インフルエンザ等対応マスク 

・音響機器、演台、花台、パーテーション、行事立て看板、ステージタイトル板 等 

 

■サークル備品倉庫 

 ・生涯学習講座、サークル活動等のための備品倉庫 

 ・各サークル等で管理 

 

■清掃用具倉庫 

・掃除機、モップ、バケツ、チリトリ 等 

 
和室のイメージ 

喫煙所のイメージ 

 
図書館のイメージ 



第２章 庁舎建設基本計画 

27 

（４）外構・付帯施設 

  

 ■来庁者駐車場 

・通常役場庁舎来客用は、庁舎の玄関先を中心に合計 20台程度設置 

うち、車いす使用者用※を含めて屋根付き駐車区画を 5台程度設け、玄関まで雨に

濡れない動線を確保 

・高齢者等にやさしいダブルライン区画 

・機械除雪、多目的利用に配慮し、車止めは設置しない。 

・くわちゃんバス、大型バス等の進入に配慮 

 

■来庁者駐車場（行事用） 

・敷地上段に配置 

・新庁舎複合施設で開催される各種行事、及び中学校行事用として利用 

・災害時の自衛隊派遣車両、支援物資の集積配送基地、被災者の一時避難所としての

利用等、多機能な広場としての利用を想定 

・機械除雪、多目的利用に配慮し、車止めは設置しない。 

  

■職員駐車場 

・60台程度確保（現在、職員 65人のうち 92％が自家用車通勤） 

・シングルライン区画とし、庁舎と多少離れていても可（敷地上段の一角を想定） 

・休日行事には一般来庁者用として使用 

 

■駐輪場 

・玄関車寄せ、軒下程度のスペースに数台分を確保 

・職員用は倉庫付近に確保 

 

■バス停（くわちゃんバス） 

・交通弱者に配慮し、運行経路を見直し、新庁舎にバス停を設置 

・複合施設とすることで、利用者、来庁者の増加が見込まれる 

 

 

                                           

■車いす使用者用駐車施設 

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）） 

（高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の

構造及び配置に関する基準を定める省令 12 条（国土交通省令）） 

・身体障害者用駐車施設の設置台数の基準は、駐車スペースが 200 台以下の駐車場の場

合は全体の 2％以上、200 台超の場合は全体の 1％＋2台以上を、最低限確保する。 

 ・出入り口に近い位置に設置すること。 

 ・有効幅員は、350㎝以上とすること。 

・車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該施設の表示をすること。 
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■公園 

 ・最低でも野尻地区館の公園程度を確保 

 ・遊具、ベンチ 

 

■ATM 

・関係金融機関と調整 

 

■国・村旗掲揚塔 

・3本 

・常時村旗掲揚、祝祭日の国旗掲揚、シェルビービル市来日時米国旗掲揚等 

  

■村民憲章石碑 

・現庁舎から移設、又は 

全体の環境に合わせて新設 

 

 ■モニュメント（オブジェ） 

・当面、設置の予定はないが、適当な案があれば検討 

 

 ■ヘリポート（緊急離着陸場） 

・大桑中学校グラウンドを使用 

（長野県災害対策用ヘリポート） 

  ・散水等、防塵対策を考慮 

 

■防火設備 

・消防法に基づき適正に整備 

・防火水槽、屋外消火栓等、建物の配置や周辺環境と併せて適切に配置 

 

■敷地管理 

・建物の周りに自動車が入れるスペースを確保 

・草刈り等、維持管理の省力化に配慮 

 

 ■掲示場 

  ・中部設置場所の変更 

 

 ■道路案内看板 

・国道、ＪＲ大桑駅から庁舎までの案内看板の変更及び新設 

  ・国道、県道等、関係機関と調整を要す。 

 
大桑中学校グラウンド 

 
中部掲示場 

 
村民憲章石碑 
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（５）その他 

 

■ユニバーサルデザイン 

・施設全体に配慮（手すり、点字ブロック、分かりやすい案内表示等） 

・各室の出入り口は、軽量引き戸を基本とする 

・必要個所には２段階の手すり設置 

・床材は、多少弾力のあるものを使用 

 

 ■環境への配慮 

・地球温暖化防止対策 

・大桑村に適した再生可能エネルギーシステムの導入 

・省エネルギー対策、自然光、自然換気、雨水利用等検討 

 

■村有林盟約 

・根羽村（スギ）、川上村（カラマツ）の木材使用 

・木の特性、産地等をＰＲ 

 

 ■村有林材の活用 

・先人が育てた村有林材を最大限に活用し、施設の木質化を図る 

・基本設計で必要な材積を確認後、材積調査、伐採、乾燥、製材 

 

 ■デザイン 

・自然や景観に配慮し、周辺環境との調和を図り、併せて大桑村のシンボルとして村

民の誇りとなるようなデザインを検討 

 

■条例、要綱、規約 

・庁舎の位置 

・庁舎管理規程、使用料等の見直し 

・「公有財産の貸付及び目的外使用許可に関すること」 

「庁舎における物品販売等の取扱いに関する要綱」 等 

 

 ■移転作業 

  ・綿密な準備のもと、長期の休みを利用し短期集中で実施 

・５月連休中が良い（完成時期等未定につき要検討） 

 

 ■開庁式 

  ・開庁式実施 

・事前に住民内覧会等を企画 
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４．アクセス道路と公共交通 

 

（１）アクセス道路 

  国道１９号等の幹線道路や周辺集落から新庁舎建設予定地まで、複数のアクセス道路

が接続しています。しかし、現状では、それぞれ急勾配や狭小な箇所があるため、新庁

舎へのアクセス道路として、また、新庁舎建設工事車両用道路として、早急に道路整備

を進める必要があります。 

  新庁舎周辺の、村道大島線、大島中央線、中学校東線、中学校西線、中学校南線、八

幡線については、庁舎建設基本構想で建設位置が示された後、早々に道路改良のための

概略設計に取り組み、新庁舎周辺道路整備の全体計画を策定しました。特に村道大島線

及び大島中央線は、新庁舎建設のための主たる工事車両用道路ともなることから、新庁

舎建設工事着工前までに改良工事を完了させるよう、計画的に事業を進めます。 

その他の周辺路線については、新庁舎開庁時には安全に利用できるよう、新庁舎完成

までの完了を目指して取り組みます。 

  危険個所として、かねてから懸案の国道１９号中山交差点については、国道と県道の

交差であり、ＪＲ構造物も関係する複雑な地形であることから、国、県、ＪＲ等、関係

機関に対し、積極的な要望活動を続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共交通 

  高齢社会を迎え、交通弱者対策を含めた公共交通のあり方をまとめた、「地域公共交通

総合連携計画」に基づき、村営「くわちゃんバス」と乗り合いタクシーの連携運行によ

り、地域の足として、より利便性の高い公共交通の構築を目指してきました。 

これまでも、ＪＲダイヤ改正や地域の実情に合わせ、運行経路に修正を加えながら運

営をしてきましたが、今後も、住民ニーズや社会情勢の変化と共に、地域における公共

交通のあり方を総合的に勘案し、随時、必要な見直しを図ります。 

庁舎移転に伴い、くわちゃんバスの運行経路を見直し、新庁舎にバス停を新設します。
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５．新庁舎の建設計画 

 

（１）建設スケジュール 

 今後、「基本設計」を策定し、施工のための「実施設計」業務を経て「建築工事」へと

進みます。 

しかしながら、昨今の建設業界では、東日本大震災の復興事業や、平成３２年に決定

した東京オリンピックの開催等々に向けて、建設需要が増大し、全国的な建設労務・資

材単価の高騰や技術労働力不足が懸念されています。 

防災の拠点施設となる新庁舎として早期完成が望まれるところですが、着工の時期に

ついては、健全財政の堅持を前提に、今後の社会情勢を勘案しつつ、適切な時期を見極

める必要があります。 

現時点では、オリンピック開催のための建設需要が落ち着くと見られる、平成３２年

を新庁舎建設着工の目標年度とし、これに向けて、アクセス道路の整備や村有林材の調

達等を計画的に進めます。 

庁舎建設スケジュール 

年　度

計　画

設　計

その他

H 32 H 33 H 34

施　工

H 26 H 27 H 28 H 29 H 30 H 31

基本構想

基本設計 実施設計

アクセス道路改良 （用地・設計・施工）

周辺整備／地盤調査／旧校舎撤去

村有林材調達 （調査・伐採・乾燥・製材）

補助金／起債／条例整備

跡地・跡施設 利活用検討

移転

備品

基本計画 施設撤去

新庁舎建設工事

 

 

（２）概算事業費と財源計画 

新庁舎建設の概算事業費は、施設の構造、規模、機能等が具体化される基本設計の段

階で明らかになります。基本設計の完了と共に、村有林材の必要量と調達経費、起債等

依存財源の対象範囲等も明らかになってきますが、現時点ではこれらが不透明であり、

明確な財源計画は立てられない状況です。 

これを前提に、基本計画の段階では、あくまで目安として、平屋建て類似規模庁舎の

建設事例を参考に概算事業費を算出することとします。 

施設の規模、機能に関するこれまでの検討結果から、建築延べ床面積を３,０００㎡と

想定し、庁舎本体の建築事業費を１２億円程度とします。これに旧校舎の撤去、設計監

理、外構付帯工事等必要経費を加算して、総事業費を１５億円程度とし、このうち複合

施設に対する補助金や起債等、３億円程度の特定財源を見込みます。 

当面、建設前年度までの庁舎基金積立て目標額を１０億円とし、引き続き計画的な財

源確保に努めます。 
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概算事業費 （千円）

特定財源 一般財源

建築工事 1,200,000 1,056,925 1,195,634

村有林材調達 50,000 51,453 58,206

旧校舎撤去・造成 80,000 75,862 85,818

外構・付帯工事 80,000 63,034 71,306

設計監理 90,000 79,319 89,729

備品購入 50,000 50,000 0 50,000 59,300 67,082

計 1,550,000 1,550,000 300,000 1,250,000 1,385,893 1,567,775

延床面積　（㎡） 3,000 2,705 3,000

建築工事（単価／㎡） 400 391 399

Ｓ 町
(H25完成)

※参考

※参考：Ｓ町実績額に、延床面積比（2,705⇒3,000㎡）と消費税率上昇分（8⇒10%）を換算した参考値

事 業 内 容

1,500,000 300,000 1,200,000

計事業費

 
 

（３）事業手法 

  公共施設の整備は、起債や国県補助金等の依存財源と、基金や一般財源からなる自己

資金を財源として、村が直接事業を行う「直接建設方式（従来方式）」によるのが一般的

な事業手法ですが、近年、特に大型の公共施設では、設計・建設から維持管理、運営に

至る一連の業務に民間の資金やノウハウを活用する事例（民間活力導入型）も見受けら

れます。 

「直接建設方式」と、民間活力導入型の手法のうち代表的な「ＤＢ一括発注方式」、「Ｐ

ＦＩ方式」について、それぞれの特性を整理し、比較検討を行いました。 

 

 事業手法の種類と特性 

概　要

財政負担

分割発注のため、コスト
削減が期待できない
事業毎に支払い義務が生
じ、年度毎支出の平準化
が図りにくい

×

包括発注により、コスト
削減が期待できる
事業毎に支払い義務が生
じ、年度毎支出の平準化
が図りにくい

△

包括発注により、コスト
削減が期待できる
事業費総額を分割して民
間事業者に支払うため、
支出の平準化が図れる

○

資金調達
民間資金より低金利で調
達可能

○
民間資金より低金利で調
達可能

○ 村の資金より高金利 ×

住民意見の
反映

村が示した仕様書を満た
す「提案者」を選定する
ため、意見を反映した計
画調整が可能

○

村が示した性能条件を満
たす「提案」を選定する
ため、その後の意見反映
や計画調整が困難

×

村が示した性能条件を満
たす「提案」を選定する
ため、その後の意見反映
や計画調整が困難

×

民間事業者
のノウハウ

分離・仕様発注が基本で
あるため、民間ノウハウ
を活かす余地は少ない

×
一括・性能発注が基本で
あるため、民間ノウハウ
を活かす余地がある

○
一括・性能発注が基本で
あるため、民間ノウハウ
を活かす余地がある

○

事務負担
手続きが短期間で行え、
発注者、応募者ともに負
担は少ない

○

募集手続きや性能条件を
検討する期間を要し、発
注者、応募者ともに負担
が大きい

×

PFI法に基づく手続きを

行う必要があり、発注
者、応募者ともに負担が
大きい

×

村が資金調達を行い、設計、
建設の各業務を個々に民間に
発注

村が資金調達を行い、設計、
建設の各業務を一括・包括的
に民間に発注

民間事業者が資金調達と設
計、建設、維持管理等を行う
（PFI法に準拠）

種　類
直接建設方式
（従来方式）

ＤＢ一括発注方式
Design Build

ＰＦＩ方式
Private Finance Initiative
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  各事業手法にはそれぞれ一長一短ありますが、一般的に、庁舎建設事業では民間ノウ

ハウを活用する機会が少ないとされています。 

設計段階で住民意見を反映しやすいこと、地域経済に配慮した施工業者の選定、当村

の様な小規模な施設では、民間事業者による施設管理では財政負担軽減の効果がないこ

と等を総合的に判断して、「直接建設方式」で事業を進めることとします。 

 

 

（４）設計手法 

 基本設計は、基本構想の理念や基本計画に示した与件を、具体的な形として表現し、

新庁舎の完成形を決める重要な作業であるため、その業務を担う設計者や、設計案の選

定は慎重に行う必要があります。 

 設計者、または設計案を選定するために、一般的に考えられる「競争入札」、「コンペ

方式」、「プロポーザル方式」について比較検討を行いました。 

 

選定方法の種類と特性 

種 類 プロポーザル方式 コンペ方式 競争入札方式 

評価対象 設計者（能力） 設計案（デザイン） 設計料（価格） 

決定方法 
技術力、実績、意欲、業

務体制等を評価 

設計案を評価 

実績等は問わない 

最低価格者を選定 

設計費用 
評価対象として価格を

提示させることが可能 

評価対象として価格を

提示させることが可能 

入札により提示 

品質担保 提案書で確認可能 ○ 設計案で確認可能 ◎ 技術力評価が困難 △ 

設計条件

等の変更 

要望対応、協働設

計、柔軟な変更を前

提に契約 

◎ 

設計案で選定する

ため、以後の変更は

不可。 

× 

変更は可能だが、

対応能力の有無は

不明 

△ 

発注者の

事務負担 

基本計画程度の条

件を提示 
△ 

詳細な設計条件等

の提示 
× 

基本的な仕様の提

示 
○ 

設計者の

業務負担 

プレゼンテーショ

ンの準備 

設計案作成の手間.

費用.時間を要す 

設計費用の積算 

 

新庁舎の姿を図化し、具体的なイメージを明らかにしていく中で、改めて住民の皆さん

のご意見を伺いながら、より良い建物をつくり上げていきたいと考えています。 

技術力、経験、意欲、取組体制、柔軟性等、幅広い判断基準から、優れた「設計者」を

選定し、住民の皆さんの意見や要望を反映しながら、その設計者との協働で設計を進める

ことができる「プロポーザル方式」を採用することとします。 
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第３章 現施設及び敷地の利活用 

１. 跡施設及び跡地の活用方針 

 

現役場庁舎を中心として、現在使用している施設の多くは、耐用年数、耐震性能に問

題があり、当面、行政として特段不足している機能もないため、引き続き何らかの公共

的施設として積極的に活用していく意向はありません。 

跡施設及び跡地の利活用は、施設を必要とする民間等への払下げ、もしくは建物を取

り壊した上で、敷地を有効に活用できればいいと考えています。 

いずれにしても、大桑駅に近く、長野地域の中心的な位置であるため、地域の活性化

にも配慮した、有効な活用方法の検討が求められます。 

 

（１）現役場庁舎 

   庁舎本体は耐用年数が過ぎており、耐震性能にも問題があるため、公共的施設とし

て積極的に活用することは基本的に考えません。庁舎新館は昭和５８年に増築した施

設で、現行の耐震基準を満たしており、耐用年数も若干ながら残っていることを踏ま

えつつ、有効な活用方法を検討します。 

 

（２）現中央公民館 

   昭和５１年の建築物であり、現在の耐震基準を満たしていないため、公共施設とし

て積極的に活用することは基本的に考えませんが、耐用年数が若干残っていることか

ら、敷地一帯の利用と併せ、有効な活用方法を検討します。 

 

 

 

 

 

 

（３）現保健センター 

    昭和６０年に建設された鉄筋コンクリート造の建物であり、耐震基準を満たし、耐

用年数（2,035年まで）も残っています。敷地は民地であり、借地料が発生するため、

敷地一帯の利用と併せて、早期に有効な活用方法の検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 
現保健センター 

 
現中央公民館 
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（４）現職員駐車場 

   役場職員駐車場として、約２,８００㎡の敷地を使用しています。いずれも借地であ

るため、基本的には地権者に返地します。現施設の利活用の状況によっては、引き続

きその駐車場等として利用される可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）現教育委員会事務局 

   事務室は、スポーツ公園全体の管理事務所として、また、スポーツ公園を会場に開

催される各種イベント、大会時の本部として、本来の体育館事務室の機能に戻します。 

村民体育館会議室は、従来どおり、社会体育関係のミーティングやイベント時の控

室等として活用します。 

 

 

 

 

 

（６）現公民館図書室 

スポーツ公園利用者の休憩施設、コミュニティースペースとして、本来のジョギン

グハウス機能に戻します。 

なお、今までの経過から、図書館の環境としても定着しており、スポーツ公園を訪

れる親子を中心に利用されることも多いため、絵本等の児童書を中心とした図書館分

館として、施設の一部を活用することを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
現教育委員会事務局 

 
職員駐車場 

 
職員駐車場 

 
現公民館図書室 

第３章 現施設及び敷地の利活用 
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新庁舎建設地 現況測量図 

 
 

資 料 



第２章 庁舎建設基本計画 

37 

庁舎建設庁内検討委員会の状況 

 

１.庁舎建設庁内検討委員名簿（課長補佐以上の職にある職員） 

   

役　　職 平成26年度 平成27年度 委員会の役職

村長 貴舟　豊 貴舟　豊

副村長 羽根田　勉 羽根田　勉 　委員長

教育長 坂家　重吉 坂家　重吉 　副委員長

総務課長 野知里浩寿 野知里浩寿

福祉健康課長 藤原　聖己 須賀　幸弘

住民課長 須賀　幸弘 輿野　敦

産業振興課長 松下　幸雄 鈴木　昌司

建設水道課長 吉田　雅志 吉田　雅志

会計管理者 中村　文 中村　文

議会事務局長 輿野　敦 藤原　聖己

教育次長 松尾　嘉亮 松尾　嘉亮

総務課長補佐 勝野　英一 ―

産業振興課長補佐 鈴木　昌司 勝野　英一

建設水道課長補佐 上田　輝幸 上田　輝幸

庁舎建設準備室長 古谷　賢一 古谷　賢一 　事務局  

 

２.会議の経過 

 H26/ 5/ 1 ①スケジュール、職員意向調査（5/2～6/2） 

7/ 2 ②整備方針、職員意向調査集約 

8/ 6 ③住民委員会の設置、基本構想（素案→案） 

12/ 8 ④建設候補地 

H27/ 1/27 ⑤建設候補地 

2/23 ⑥基本構想（委員会修正案） 

4/20 ⑦部会設置 

9/24 ⑧部会検討結果報告 

10/29 ⑨部会検討結果集約 

H28/ 1/ 4 ⑩会議室の種類と必要数 

      2/ 8 ⑪基本計画（素案） 

      2/15 ⑫基本計画（素案） 

 

 ■部会 （施設の規模及び機能の検討） 

   総務部会   H27/ ①5/27、②6/29、③ 7/13、④ 8/ 5、⑤11/20 

   住民部会   H27/ ①5/15、②7/13、③ 8/27 

   福祉健康部会 H27/ ①5/25、②7/ 9、③11/19 

   産業建設部会 H27/ ①6/ 5、②7/ 9、③ 9/ 3、④11/20 

   教育部会   H27/ ①5/28、②7/22、③ 8/27、④11/24 

 

３.調査 

   職員意向調査、現施設維持管理費調査、現会議室使用状況実態調査 

資 料 
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大桑村庁舎建設庁内検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１ 大桑村庁舎建設事業の円滑な推進を図るため大桑村庁舎建設庁内検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 庁舎建設の検討に係る調査及び研究に関すること。 

(2) 庁舎建設に係る計画の策定に関すること。 

(3) 前２号に掲げる事項に伴う関係機関との調整に関すること。 

(4) その他庁舎建設事業の推進のために必要な事項 

（組織） 

第３ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は副村長、副委員長は教育長をもって充てる。 

３ 委員は、課長補佐以上の職にある職員をもって充てる。 

４ 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の職員を委員に指名するこ

とができる。 

 （職務） 

第４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５ 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを出席させ、説明若しくは意

見を求めることができる。 

（部会） 

第６ 委員長は、専門的事項を調査研究させるため、部会を設置することができる。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。 

３ 部会の構成員は、委員長が指名する者をもって充てる。 

４ 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 

５ 部会長は、部会において調査研究した事項を庁内委員会に報告しなければならない。 

（庶務） 

第７ 委員会の庶務は、庁舎建設準備室において処理する。 

 （その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

    

附 則 

 この訓令は、平成 26年５月１日から施行する。

資 料 
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庁舎建設検討委員会の状況 

  

１. 庁舎建設検討委員名簿 

   

団　　体 役　職 平成26年度 平成27年度 備　考

大桑村商工会 会　長

大桑村観光協会 会　長

大桑村交通安全協会 会　長 柴田　理市 柴田　理市

大桑村防火防犯組合 組合長 奥田　斗生 奥田　斗生

大桑村消防団 団　長 下起　公平 下起　公平

大桑村社会福祉協議会 会　長 松原　茂延 佐藤　卓祥

大桑村保健補導員会 会　長 桶野　隆子 大畑まほ子

大桑村公民館 館　長 早川　孝 早川　孝 委員長

大桑村社会教育委員 議　長

大桑村公民館運営審議会 委員長

勝野　清子 勝野　清子

加藤　和子 加藤　和子

池口　亮吉 池口　亮吉 副委員長

松原　誠司 松原　誠司

村長推薦

村長推薦

櫻井　秀夫 櫻井　秀夫

小畑　勝征 吉田　良次

村長推薦

村長推薦

 

 

２.会議の経過 

H26/10/24 ①委嘱、経過、趣旨、正副委員長選任、基本構想（案） 

    11/21 ②建設候補地、基本構想（案） 

12/15 ③建設候補地、基本構想（案） 

H27/ 1/13 ④建設候補地（浸水想定区域）、基本構想（案） 

2/10 ⑤建設候補地、基本構想（修正案）策定 

2/25  基本構想及び建設地の検討に係る中間報告（村長に提出） 

3/25 ⑥基本計画 

4/14 ⑦基本計画、現庁舎視察 

5/26 ⑧事例視察（愛知県設楽町、平谷村、豊丘村） 

6/23 ⑨原田先生講演会（大桑村に必要な図書館のあり方） 

7/22 ⑩計画策定支援説明（長野県住宅供給公社） 

8/25 ⑪基本計画策定スケジュール 

9/25 ⑫基本計画（施設規模、機能） 

10/22 ⑬基本計画（施設規模、機能） 

11/26 ⑭基本計画（施設規模、機能）、各種団体入居意向結果 

12/22 ⑮基本計画（施設規模、機能） 

H28/ 1/22 ⑯基本計画（施設規模、機能） 

     2/25 ⑰基本計画（案） 

 

 

資 料 
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     大桑村庁舎建設検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 大桑村庁舎建設事業に関し、必要な事項を審議するため、大桑村庁舎建設検討委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。 

 (1) 庁舎建設基本構想に関すること。 

 (2) 庁舎建設基本計画に関すること。 

 (3) その他庁舎建設に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

 (1) 公共的団体等を代表する者 

 (2) 公共的団体等が推薦する者 

 (3) その他村長が適当と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に定める事項が終了するまでとする。 

 （役員） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを出席させ、意見等を求める

ことができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、庁舎建設準備室において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 26年９月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に開く委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず、村長が招集す

る。 

資 料 
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庁舎建設特別委員会（村議会）の状況 

  

１. 庁舎建設特別委員名簿 

役  職 氏  名 備 考 

委 員 長 下 起  幸 一  

副委員長 古 畑  昌 夫  

 沼   友 行  

 木 戸  勘 一  

 水 野   進  

 細 田  光 一  

 鈴 木   武  

 大 前 今 朝 男  

 岩 佐  孝 和 議 長 

 瓜 尾 美 佐 子 副議長 

 

２.会議の経過 

H27/ 6/ 2 ①経過説明、計画説明 

9/30 ②事例視察（愛知県設楽町、飯田市） 

10/ 9 ③経過説明、議会関係施設機能の検討 

12/24 ④経過説明、施設規模及び機能の検討 

     2/19 ⑤経過説明、施設規模及び機能の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 
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住民意見の聴取と基本計画への反映 

 

大桑村の明日を語る集い【庁舎建設について】 H27.2.22 
意　　　見　　・　　要　　　望 基　　本　　計　　画　　へ　　の　　反　　映

旧大桑小学校（Ｒ19からのアクセスが危険なので改善を）（4）

アクセスの良い場所

国道脇にある歩道の整備、増設

年配者が行きやすい場所 ○ 新庁舎にバス停を設け、くわちゃんバスを運行します。

災害に強い場所（2）

* 安心して使える安全な場所(2)

現庁舎地は災害に弱い（豪雨があると危険）

３地区の中央に（住民のエゴをなくして）（3） ○ 配慮し、旧大桑小学校敷地としました。

小学校の時のように地域のエゴで場所を決めてほしくない ○ 選定基準に基づき、客観的かつ総合的に検討しました。

旧テラシマ跡地（国道から入りやすい、大桑村のまん中） × 国道～新大桑橋～右岸道路への道路計画用地です。十分な敷地面積が残りません。

スポーツ公園付近 × 浸水想定区域であり、防災の拠点という観点から相応しくありません。

１０年後木曽町を考えた場所と建物 × 想定していません。

教育委員会も保健センターも、全ての機能を集約した庁舎（3）

一度行けば全ての書類（手続き）が済むことができる（2）

村の施設を集中させた方がいいが、支所機能は必要 ○ 支所機能（野尻地区館、須原郵便局）は存続します。

複合施設にすることが大切（3） ○ 保健センター、中央公民館、図書館機能等を備えた複合施設とします。

全ての村民が利用しやすく(2)、入りやすく(2)、村民が集える庁舎
役場庁舎は村民のものなので、使う人は村民が大前提で考えてください（2）

誰もが何にでも使える多機能多目的な部屋（スペース）は必要 ○ 人口減少社会に向け、無駄なく活用できる、多機能多目的な施設を目指します。

老人が出やすい設計 ○ バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮します。

駐車場を広く(2) ○ 十分な面積を確保し、余裕のある駐車区画とします。

ｼｪﾙﾋﾞｰ等ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を介して一般住民が交流できる環境づくりや情報交換 ○ 行政の情報発信基地、住民の交流拠点となる施設を目指します。

広場機能（アゴラ）を持つようにすべき

村で活用できる大きな公園

子どもの遊び広場

子どもを預けられる場所 ○ キッズルームを設置します。（常設の託児所運営はできません）

子育て中の親子が気軽に利用でき集える図書館.広場.公園（子育て親子に会える場所） ○ 老若男女、全ての人が集える庁舎を目指しています。

中央公民館の併設（3） ○ 生涯学習活動、地域づくりの拠点となる中央公民館の機能を備えます。

図書館を併設してほしい（10 内*1）

入りやすい行きやすい図書館

きれいな図書館

本格的な規模の図書館（2）

図書館は利用者のデータなどデジタル化してほしい

文化施設を是非入れてほしい（2）

文化ホールの併設（出演者が来たくなるような、*学校の発表会で使いたい）（2）

できれば劇場機能を備えてほしい　※昔中学校の上に中山座という舞台があった

* 映画館の併設（2） 専用の映画館経営は困難ですが、多目的ホールで、夏休み映画会等は可能です。

伝統文化活動のできるスペースが欲しい ○ 生涯学習活動を含め、様々な活動ができる機能的な施設を考えています。

よりよい文化に触れあえるような施設を兼ね備えてほしい
文化の豊かな村になってほしい
大桑村の元気を展示発表できる場所がほしい

交流スペース（村民がゆっくり交流できる部屋）（2）

気軽に立ち寄れて気軽にお茶を飲めて気軽に交流できるスペース

入りやすいカフェ

職員、利用者が立ち寄れるカフェ、食堂　※村内居住者で（11 内*2）

障害者の活躍の場、働く場づくり（2）

くわっこ工房役場支店の開設

農産物直売所（農業の確保と高齢者の生きがいづくり） ×
現在、大桑村農産物生産販売組合が木楽舎で運営しています。
需要見込に対する経営体制、販売形態等から、現時点では不可能です。

体育館の併設 － 中学校体育館が隣接し、休日と平日夜間は社会体育施設として開放しています。

体づくりできるスペース（上松町公民館の様な）（3）

トレーニングルーム（ジム）の設置

大桑村の特色が出る環境に配慮した庁舎 ○ 周辺環境、地球環境に配慮します。

新庁舎が発するメッセージ＝再生可能 ○ 再生可能エネルギーの活用に配慮します。

自然エネルギー蓄電装置を設置してほしい ○ 基本設計の段階で、防災の拠点施設として配慮します。

庁舎の一部でも伝統技術　杮葺(ｺｹﾗﾌﾞｷ)を取り入れた庁舎
地元産業と連携した木のおもちゃを取り入れてほしい（福島の営林署跡地のよう
な）村の伝統工芸を活かした部屋（和室）がほしい

地元の材の使用（2）、木造 ○ 村有林材を積極的に活用します。躯体は安全性や経済性等から検討します。

平屋建て（１階） ○ 利便性や管理面から、平屋がいいと考えています。設計段階で決定します。

ヘリポート（防災対応） ○ 県の災害対策用ヘリポートに指定されている、隣接の中学校校庭を活用できます。

公共施設間でテレビ通話のできるインフラがほしい ○ 既に、インターネットを通じてテレビ通話ができる環境はあります。

Ｗｉ－Ｆｉがあるといい ○ 設置します。

地元の業者で施工を △ 地域経済活性化の観点から、できる限り配慮します。

各種金融機関のＡＴＭを設置してほしい 検討 金融機関の意向を伺っています。

ＪＡ、郵便局、商工会が入ると便利 × この他、社協、森林組合にも意向を伺いましたが、入居希望はありませんでした。

診療所の併設 × 村内には開業医があり、現時点で診療所併設の必要性には疑問があります。

コンビニのような売店（4*内1）※中部地区にコンビニが無い
* 若者が集える施設として大きなショッピングセンター（2）
* ホテル、サーキット、カジノ、ゲームセンター、寿司屋、ユニクロの併設
* 大桑ドーム、スカイツリーを作る － 周辺の景観に配慮しつつ、村のシンボルになるような設計ができればいいと思います。

庁舎建設に併せ、大桑村の新しい村づくりについて皆で考えるようにしてほしい ○ 庁舎建設を、村づくりについて改めて考える機会としたいと思います。

木曽の近未来、遠未来の構想を持つことが大切 ○ 木曽広域連合で「木曽地域振興構想」「木曽地域ふるさと市町村圏計画」が策定されています。

旧大桑小学校を取り壊すなら、現在活動拠点にしている人達の場所を確保してほしい △ 空き家、空き施設の斡旋など、行政としてできる範囲で支援します。

新しい施設に取り壊しになる小学校の象徴となるような部分を付けてほしい × 基本的には考えていませんが、具体的なアイデアがあれば検討します。

温故知新 旧大桑小学校を残して欲しい × 校舎の保存は考えていません。

*：小中学生の意見　　( )：複数意見

○

△

○
村長室には脂杢壁、網代天井を備えます。
キッズルームに、木育玩具を置きたいと考えています。
伝統工芸を活かし、随所で地場産業のＰＲができるよう、設計段階で考慮します。

立地条件等を考えると、現実的に経営は困難と思われます。
行政がこれらの経営を担う事は考えていません。

－

×
指導者、運営形態等、運用上の問題から、新庁舎にはジム的施設の整備はしません
が、会議室に、ヨガや整体等の活動はできるような機能配慮をします。
スポーツ公園、村民体育館と一体的に、今後の検討課題とします。

専用の劇場や音楽ホールの様な施設ではありませんが、ステージ付の多目的ホール
を整備します。
ホールとしての利用頻度は低いため、通常時は間仕切り壁で分割し、会議室として
使用します。

△

場

所

そ

の

他

施

設

・

機

能

○ 玄関ホールに、村民ギャラリー等にも活用できるスペースを確保します。

飲み物の自動販売機を置いた談話コーナーを設置します。

民間経営のカフェ、食堂等は、経営的に困難です。
障害者就労支援カフェを検討しましたが、現時点では運営が困難です。

○ 談話コーナーの近くに、物品販売ができるスペースを確保します。

○ 住民主体の、入りやすく、利用しやすく、住民が集える施設整備を目指します。

○ 最低でも野尻地区館程度の、子どもが遊べる公園を備えます。

○
よりよい図書館運営ができるよう、機能的で適正な規模の図書館機能を整備しま
す。

○
中山交差点は国.県に対する改良要望を継続し、村道中学校西線を改良します。
国道伊奈川橋交差点から村道大島中央線の改良を計画します。
村道中学校東線、中学校南線、八幡線の改良を計画します。

○ 危険区域を避け、防災の拠点として相応しい場所を選定しました。

○
ワンストップサービスによる住民の利便性と行政効率の向上のため、行政機能を新
庁舎に集約し、一元化します。
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文化協会・生涯学習講座関係 （H27.11.16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館に関する有識者・小中学校図書館司書懇談会 （H27.11月～H28.2月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

団　体　等 意　　　見　　・　　要　　　望 基　　本　　計　　画　　へ　　の　　反　　映

華道、茶道

和室は本来の畳配置の8畳間で（大広間を襖で区切って８畳間に）
和室は網代の天井等地域文化を継承、できれば茶道の炉を切って欲し
い
近くに水場を

○
華道・茶道の他、乳幼児検診、災害時仮眠室、休養室としても
活用できる和室を備えます
網代天井等、設計段階で配慮します

ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ.ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ.
絵画.絵手紙.押し花 机、イス、近くに水場を ○ 会議室(教室)と、給湯室やトイレ洗面台等の使いやすい動線に配慮します

手づくり倶楽部 子どもを遊ばせておけるスペース、玩具、ベビーベッド ○
絵本や玩具を置いたキッズルームを備えます
キッズルームは乳幼児検診等にも活用します

太鼓
音の問題や機材の保管上、今後も練習拠点は村民体育館とする
発表の場、ステージが欲しい

須原ばねそ
野尻宮歌保存会

発表の場が欲しい

コーラス ステージ、音響施設を完備した200人程度収容のホール（発表の場として）

ステージは欲しい

観覧席(移動式)はあるに越したことはないがコストも考慮し必須ではない

高度な音楽ホールとしての機能は必要ない。多目的に使えるホールが良い

中学校吹奏楽部や文化発表会ができる、音響に配慮した、しっか
りとしたホールを整備し。村の文化振興をリードすべき
夢のある計画を

△
ホールとしての利用率は極めて低いため、専用のホールとはせ
ず、普段は間仕切りでいくつかの会議室として使用します
ホールとしての性能やデザインは設計段階で検討します

各サークル用の物置が欲しい（棚でいい） ○ 整備します

子どもの面倒を見やすいトイレ、多機能トイレ
授乳室

○
おむつ交換台や小児用補助便座等を備えた多機能ﾄｲﾚを整備し
ます(車いす、オストメイトも)
授乳室（相談室兼用）を設けます

押し花等、作品を展示する場が欲しい ○ 玄関ホールに、村民ギャラリー等多目的に活用できるスペースを設けます

気軽に弁当を食べられる場所、談話コーナー、喫茶コーナー(自
販機でも可)

○ 飲料自動販売機を設置した談話コーナーを設けます

ゆっくり過ごせる庭、公園（食事、読書、交流） ○ 小さな公園を備えます

アクセス道路の改良を ○ 計画的に整備します

その他

文化ホールにつ
いて

○

ステージ付き、200人程度収容の多目的ホールを備えます
全体構造と費用の面から、可動式観覧席は設けない方向で検討
しています
文化芸能発表会、講演会、音楽会、映画会、敬老会、成人式等
の開催を想定しています
災害時には福祉避難所、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ等として活用します
普段は間仕切りで、いくつかの会議室として使用します

 

意　見　・　要　望

蔵書数
2万冊以上（現1万冊＋今後５年間で1万冊＝蔵書2万冊）、内5000冊は資料⇒叢書室
図書購入費を十分に確保して欲しい

図書館の広さ
大桑小学校程度の広さ（200㎡）があれば2万冊は収蔵できる（幅90の書架6段で180冊程度収蔵可）
車いすでも利用できるよう、書架の配置に余裕を

場所（室内）

土足のまま入れること。1階がよい。
明るい空間がよい。窓が少ないより明るさ優先。窓は東側（西と北は避けること）、UV対策の窓
3面は壁がよい、結露対策（本がカビてしまう）、吹き抜け等天井を高くすると冷暖房の効率が悪い
図書室用のイスを入れて欲しい(高価だが)

閲覧スペース
新聞各社、雑誌が読めるコーナー。学習、閲覧コーナー。交流の場
図書館以外の場所でも読書できる場所があってよい。お茶しながら読書など

キッズスペース
読み聞かせできるスペースは必要
図書館では静かに利用したい人もいるので、別室のキッズルーム＝読み聞かせ室の発想はよい

展示スペース 館外へ向けた展示スペースがほしい

書架
予算が許せば木製希望、棚板は自由に変えられるもの
棚間は100cm～135cmが普通、壁は6段(普通196㎝)でもよい（普通、中央は5段くらい。小学校は3段）

蔵書室 小学校の書庫2か所合わせた程度でもよい、書架以外に仕分け等作業スペースも必要、可動式書架希望

水場 近くにトイレか給湯があれば館内にはなくても大丈夫

駐車場との関係 駐車場と隣接しないのが理想的(騒音など)

図書システム
必須（現在は返却棚に返却してもらい、職員が所定の場所に戻している）
バーコード管理、レファレンス機能が果たせるデータベース化必要
小中学校と連動させたいが、県内の学校と公立図書館で入れているシステムが違う〈課題〉

パソコン等 検索用最低1台、貸出用1台、登録用1台

司書
司書の配置は必須　（開館時間にもよるが最低2人は雇用されたい）
地域の実情をよく知った人にやって欲しい。レファレンサーとして資質の高い司書の雇用、育成

児童書 小中学校と重複しない本を揃えて欲しい

飲食 館内は×

その他
郷土の特徴、文化を蓄積する場としての機能を
みんなが利用しやすい図書館に。スマホに情報配信等、図書館側から積極的な情報発信を。
中学校が近いメリットを生かした学社融合を

現状

貸出200～300冊／月（最新文学、絵本、趣味が多い）　登録1200名、利用者300名
文庫本も入れており、リクエストカードにより流行りの本を早めに入庫しているため、村外から借りに来る。
郷土資料も多く貯蔵している。
専門書は必要に応じて県に借りている。   
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