
新庁舎 延床面積の比較（新庁舎：現庁舎＋中央公民館＋保健センター＋教育委員会）

 (㎡)

新庁舎 現施設 現施設 備考 新庁舎 現施設 現施設 備考

玄関 34.41 待合スペース 40.92

玄関ホール 217.55 21.00 庁舎 252.00 庁舎（待合含）

階段（1F) 15.80 26.17 保健（福祉）

談話コーナー 67.50 34.51 保健（保健）

トイレ（来客用） 43.56 20.00 中公（男女計） 41.25 教委

トイレ 27.00 保健 村長室 27.59 21.00 応接含

掃除用具室 4.44 5.40 庁舎 応接会議室 17.50

夜間休日窓口 6.60 庁務会議室 28.00

宿日直室 17.10 13.50 庁舎 印刷室 24.50 35.00 新館

エレベーター（1F) 6.00 書庫1（耐火） 105.00 106.88 新館 耐火

階段（2F） 49.45 書庫2 52.50 106.88 新館 一部ｻｰﾊﾞ

エレベーター（2F) 6.00 書庫 16.88 教委

小　　計 468.41 86.90 耐火機器室（ｻｰﾊﾞ） 7.50

多目的ホール 非常用電源室 14.00

中会議室 65.55 59.84 教委 会議室 放送室 10.50

第１会議室 120.50 103.50 中公 第1会議室 防災機器室 4.50

第２会議室 92.00 105.27 保健 会議室 防災無線室 29.00 増築

倉庫 6.00 5.10 中公 階段下 テレメーター室 16.38 増築

調理室 63.25 41.84 保健 調理室 男子更衣室 27.00 20.14 中公地下

相談室１ 15.13 12.60 保健 相談室 女子更衣室 27.00 7.46 中公地下

相談室２ 17.88 28.00 中公 相談室 更衣室 4.62 教委 男女計

診察室 25.20 保健（2室） ランチルーム(休憩室) 52.91

図書室 173.07 98.53 スポ公 図書室 休憩室 40.50 新館和室

キッズルーム 36.90 111.15 保健 機能訓練室 台所 18.00 庁舎

和室（16畳＋8畳） 53.76 52.20 中公 和室 給湯室 9.00 3.12 教委

和室 38.50 保健 和室 27.00 庁舎

議会事務局室（2F) 38.50 18.00 中公 2F 7.60 新館

特別会議室（2F) 126.00 133.20 中公 第2会議室 3.50 庁舎 地下

傍聴席（2F) 40.50 事務用品倉庫 35.40 17.00 事務.紙(4室)

小会議室（2F) 29.25 27.90 中公 小会議室 3.15 新館階段下

トイレ（2F) 29.25 7.00 中公 2F 67.83 中公 旧図書室

喫煙所 3.57 中公 階段下 37.29 保健

通路（1F) 25.80 機械室・倉庫 17.89 中公 地下

通路（2F) 18.00 機械室 17.40 保健

上段～2F連絡通路 84.50 機械.電気.ﾎﾞｲﾗｰ室 38.50

109.90 中公 CATV編集室（2F) 4.88

101.20 保健 CATV中継局（2F) 4.88

小　　計 1,035.84 1,082.50 備品倉庫（2F) 38.25 38.25 中公 地下薬品庫等

備品倉庫 84.44 63.00 庁舎 地下 職員組合室 8.25 庁舎

備品資材倉庫 84.88 喫煙室 5.40 庁舎

外業職員ロッカー 21.28 バルコニー 31.50 庁舎

燃料貯蔵倉庫 12.54 6.44 庁舎 灯油倉庫 廊下（1F) 63.75

防災倉庫 135.00 通用口（2F) 6.00

公用車庫（下段） 239.68 166.47 その他交通部分等 239.30 庁舎

公用車庫（上段） 87.50 71.72 小　　計 995.51 1,301.15

公用車庫 36.00 庁舎 地下2台

マイクロバス車庫 63.98 126.36 商工会前 合　　計 3,235.72 2,947.20

砂防情報局舎 6.66 6.66

小　　計 735.96 476.65
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