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国分寺市新庁舎建設 市民説明会にて 

市民の皆さまより頂いたご意見・ご質問について 

 

 

 市民説明会にご参加いただき，ありがとうございました。安全第一で新庁舎建設

工事を進めてまいります。 

 

１．説明会で頂いたご意見・ご質問について 

頂いたご意見・ご質問及びその回答は以下のとおりです。 

 

計画に関すること：21 件 

運用に関すること：10 件 

工事に関すること：７件 

防災に関すること：３件 

広報に関すること：２件 

その他：５件 
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カテゴリ ご意見・ご質問 回答 

計画１ 

庁舎職員の人数は？食堂も無いようだ

が職員の食事はどのように考えている

か？執務机での食事を想定しているの

か？ 

新庁舎は，配置予定の職員数を 785 人と想定

して計画しています。食事を提供する食堂は

無く，職員の昼食については，１階に売店を

設ける計画です。また，外構にキッチンカー

を入れるなど，移転までに検討を行う予定で

す。食事を取る場所は，３階のフリースペー

スや執務スペースの打合せテーブルや執務机

を利用する予定です。（市） 

計画２ 

食堂が計画されていないのは疑問があ

る。市民が使えるスペースで食事する

人が出てくると思う。 

計画３ 

食堂が計画されていない理由は？たい

ていの市役所には軽食が取れるような

場所があるので，カフェコーナーは作

った方が良い。 

基本計画を策定する段階で事業者へヒアリン

グを行ったところ，事業採算が取れないので

出店は厳しいとの見解であったため，市とし

ては，食堂は設けないこととしました。その

代わり，１階に売店を計画しています。

（市） 
計画４ 

食堂がないのは非常に残念。まわりに

も食べるところが少ないと思うのに，

損得のみで作らないのは心が狭すぎ

る。市民の利用もあるはず。 

計画５ 

１階の売店が楽しみであるが，どんな

売店になるイメージであるか。事業者

は決まっているか？障がい者の方々が

働く売店になるのか？ 

まだ詳細については未定です。開庁に向けて

準備を進めます。（市） 

計画６ 

デザインにおいて，国分寺らしさとい

う話があったが，どこの部分に主に取

り入れているか。国分寺らしさとはな

んだろうか？長く使う庁舎であるから

こそ，国分寺らしさを十分に取り込ん

だデザインとしていただきたいと考え

ている。 

国分寺らしさについては，市民の皆さまとの

懇談会でも歴史や，ロケットや新幹線など新

しい技術を開発し発信していく街である

等々，様々なご意見をいただきました。設計

を進めていく中では，緑豊かなこと，湧水，

歴史が国分寺の誇らしい財産であると考えま

した。また，市民活動に熱心な方が多い印象

もあります。緑豊かな周辺環境に馴染むよう

に外装を配慮し，市民の皆さんの活動に使っ

ていただけるように懐の深い建築になるよう

に配慮しました。（JV） 

計画７ 

1 階エントランスホールは期待したい

が，デザインはこれから詰めていく予

定か。 

基本設計時より温かみのある優しい色味に変

更し，皆さんの市民活動の邪魔にならないよ

うなデザインとしています。七重塔模型を移

設する予定であり，インパクトがある空間に

なると考えています。（JV） 
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計画８ 

どのフロアも真ん中に執務室がある

が，これはどのようなものを想定して

いるのか。各課がどのように並んでい

るのか。 

大きな空間の中央に待合と通路があり，その

両側に窓口カウンターと机が並んでいて，各

課が壁で区切られずに横並びになっていま

す。このような空間の総称として執務室とい

う表現をしています。（市） 

計画９ 

太陽光発電を多く設置してほしいとい

う意見を採用してくれてありがたい。

蓄電池の設置はどのように考えている

か。 

停電時の電力は非常用発電機で賄う予定です

が，蓄電池の設置についても，現在検討を行

っております。（市） 

計画 10 
外壁の素材を教えてほしい。 主にコンクリートのパネルおよび押出成形セ

メント板への塗装を予定しています。（JV） 

計画 11 

議場について，傍聴ロビーと傍聴席は

どのような関係になっているのか。傍

聴ロビーからガラス越しに議場内を見

ることはできるのか。新庁舎では議場

を子どもが見られる設備が設けられる

と聞いたが，どういったものか。 

傍聴ロビーと議場内は壁で隔たれているの

で，ロビーから中を覗くことはできません。

傍聴席は議場の中にあります。子ども連れの

方が気兼ねなく傍聴できるよう，個室の親子

傍聴席を設けています。親子傍聴席ではガラ

ス窓越しに議場内が見えるようになっていま

す。（市） 

計画 12 
AED の設置はどのように考えているか？

各フロアに設置されるのか？ 

AED の設置場所は，分かりやすい場所となる

よう検討しています。（市） 

計画 13 

新庁舎内に史跡を展示することは考え

なかったのか。市が誇る歴史が感じら

れる展示スペースを新庁舎内に設ける

べき。 

七重塔模型をエントランスロビーに設置する

計画です。また，史跡以外にも市が PR したい

ものはあるため，そういったものを展示する

場所は確保していきたいと考えています。

（市） 

計画 14 

公園や他の公共施設に隣接して計画さ

れる市役所となるが，３つの広場や公

園と接続する通路は，休日・夜間も通

行したり利用したりできるのか？ 

敷地の周辺に塀などを設置する計画は無く，

時間に関係なく敷地内を通行し，公園とも自

由に出入りできるように計画しています。

（市） 

計画 15 

こくベジ，観光まちづくり協会他，国

分寺のグッズが買えるようなスペー

ス・売店が欲しい。国分寺には，国分

寺のグッズが集中して購入できる場所

がなく困っています。 

新庁舎内に設ける予定の売店内において，国

分寺のグッズを販売するスペースを確保する

ことについては今後検討します。（市） 

計画 16 

総工費を公開してほしい。 現在（令和４年 12 月時点），土地購入費が

2,698,352,300 円，建設費（設計・施工）が

8,916,777,000 円，合わせて 11,615,129,300

円となっています。（市） 
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計画 17 

売店に調理器具を置くことをぜひ実施

し，軽食や温かい飲み物が飲めるよう

にするべきです。カフェコーナーのな

い市役所はあり得ません。 

ご意見は参考にさせていただきます。（市） 

計画 18 

職員の方が働きやすく，子どもたちが

憧れ，就職したくなるような建物にし

てほしい。 

ご意見ありがとうございます。ご意見は参考

にさせていただきます。（市） 

計画 19 
立派な建物で気持ちよく利用ができれ

ばと思います。 

計画 20 

５階のテラスは 80％程度が屋根で塞が

れているが，小さな孔ではなく，テラ

ス上部スラブの大部分を取り去れば，

青空の下に立ち公園を見下ろす素晴ら

しい空間になると思う。雨天時のこと

より開放性を優先することが断然重要

と思う。ハード的には単にスラブを撤

去するだけなので着工後手続が容易な

軽微変更と思う。前向きに検討いただ

くようお願いします。 

ご意見ありがとうございます。 

５階のテラスは，市民の皆様が雨天時でもテ

ラスに出て公園の緑を楽しむことができる空

間として設計をすすめてまいりました。 

ご意見の通り屋根を取り去り，開放的な空間

とすることも一案ですが，本計画は隣接する

武蔵国分寺公園と隣接して広場を整備し，自

由に行き来ができる計画となっていることか

ら，晴天時には積極的に外部を活用いただ

き，より開放的な空間で緑を楽しんでいただ

きたいと考えています。 

なお，構造的な理由として，屋根スラブを大

部分中止しても大梁はなくすことができず，

むしろ強度が低下するため梁の断面変更が必

要となります。すでに材料の発注を行ってい

ることから，変更対応は難しいと考えていま

す。（JV） 

計画 21 

トイレなどの手洗いは，ボタンでお湯

と水を切り替えられるような設備に出

来ないか。 

トイレの手洗いは，給湯器付きの自動水栓で

計画しておりますが，水温は固定となりま

す。（市） 

運用１ 

基本設計段階から説明会やワークショ

ップ等参加してきて，会議室の貸出を

予定していると聞いているが，どのよ

うな運用となるか。 

１階に市民活動のためにご利用いただく協働

スペースを計画しています。その他の会議室

の運用については，今後検討していく予定で

す。（市） 

運用２ 
議場や委員会室は市民利用できるの

か。 

議場・委員会室共に現段階では市民利用は考

えておりません。（市） 

運用３ 

議場は定例議会以外ではあまり使われ

ないと思うが，活用方法は計画されて

いるのか。コンサートを行っている行

政もあると聞いている。 
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運用４ 

他自治体の市庁舎では，休日など，建

物の一部を市民開放している。国分寺

市の新庁舎では，１階の協働スペース

や多目的スペース，３階フリースペー

ス，５階テラスなど，市民が利用可能

なスペースについて，休日でも市民が

利用できるような運用をしゅん工まで

に検討してもらいたい。 

閉庁時に使用することも想定して，セキュリ

ティなどを検討しています。運用について

は，今後検討していく予定です。（市） 

運用５ 

障害者対応として，来庁した際にオン

ラインで手話などの通訳を行ってもら

えるシステムの導入を検討してほし

い。 

ご意見は所管課に伝えます。（市） 

運用６ 

１階の情報公開コーナーの図書受渡し

について，利用者端末機の設置検討を

していただいているとのことだが，設

置されることを期待している。端末機

は市の全図書館に全てつながってお

り，本の予約ができるということか。

情報公開コーナーの担当課は決まって

いるか？可能であれば図書館関係の方

に担当していただきたい。 

利用者端末機について，設置を予定していま

す。また，市内の全図書館の所蔵検索や予約

をしていただけます。情報公開コーナー担当

課・分館機能・土日の運用等については現

在，検討中です。（市） 

運用７ 

情報公開コーナーにおける図書の受渡

しに，図書予約端末機を設置してもら

えるのか？市庁舎で，本の予約ができ

るのか？分館との役割分担はどうなる

のか？図書受渡しは，土日も利用でき

るのか？ 

運用８ 

出来れば１階の情報公開コーナーの図

書の利用者端末機を管理する担当課を

図書館関係にしてほしい 

情報公開コーナー担当課については現在，検

討中です。（市） 

運用９ 

図書の貸し出しコーナーについて，図

書館が担当することによって，借りる

際の相談，質問に対応できるかが重要

である。ぜひ，図書館の管轄か，図書

館員を配置してほしい。 

運用 10 
図書館が市民に喜ばれるものになると

いいと思います。 

ご意見は参考にさせていただきます。（市） 
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工事１ 

施工中の工事関係車両は第四小の前は

通らない計画で間違いないか。西国分

寺駅側の交通広場の交差点には信号機

がない横断歩道があるので，注意しな

ければいけない場所だと思うが，工事

車両の誘導はどのように計画している

か。 

事前に，近隣の幼稚園・保育園・小学校・中

学校と協議を行っています。その際にも，児

童が多く通る場所について伺っています。ま

た，近隣の工事車両の路上駐車が多いことも

伺っています。路上待機・駐車しないこと，

横断歩道では必ず一時停止することを作業員

に指導しており，今後もその予定です。工事

期間中はパトロールを行いチェックする予定

です。（JV） 

工事２ 

交通広場から東山道に入っていく箇所

がちょうど信号機のない横断歩道であ

り危険と考える。誘導員を配置する計

画はないか？ 

現時点で誘導員を配置するとは回答できかね

ます。工事中お気付きの点があれば，JV へご

連絡をお願いします。（JV） 

工事３ 

工事中は，安全に十分配慮してほし

い。清掃センター建設中，児童が亡く

なる事故があった。車両の出入りが激

しいと思うので，安全には十分配慮し

てほしい。 

敷地周辺は第四小学校や中学校の通学路にな

っておりますので，作業員への指導を徹底す

るとともに，パトロールを行うことで安全性

を確保します。（JV） 

工事４ 

普段から公園の東側に駐車する車が非

常に多い。工事期間中，第四小前の交

差点と同じように，公園東側の交差点

の，駐車車両などを監視してほしい。 

工事車両の動線については，西側市道の北か

ら車が入ってくる計画としています。車両待

機をしないよう指導を徹底します。またパト

ロールも行います。（JV） 

工事５ 

先日夕方，多摩図書館と集合住宅間の

信号のない横断歩道で，友人が交通事

故にあい，重傷を負った。この通りは

夜間暗く，近隣住民は不安に感じてい

る。市の工事が始まったら，工事車両

の通行が増え，事故が発生することを

恐れている。事故が起きないように，

市民を見守ってほしい。どのように対

策するのか？ 

信号のない横断歩道が複数あることを把握し

ています。近隣にお住まいの方を対象とした

工事説明会においても同様の御意見をお伺い

しました。路上待機・駐車しないこと，横断

歩道では必ず一時停止することを作業員に指

導しており，今後もその予定です。工事期間

中はパトロールを行いチェックする予定で

す。（JV） 

工事６ 
安全第一で工事を進めてください。 場内外ともに安全を最優先に工事を進めま

す。（JV） 

工事７ 

交通事故は，先手を打ってきちんと防

止していただきたいです。事故が起こ

ってからでは遅いので。 

周辺の横断歩道は歩行者優先の徹底と，交通

法規の順守を指導教育していきます。（JV） 

防災１ 

災害時の炊き出しのために，市役所内

に厨房施設が必要と考える。 

新庁舎は避難所ではないため，市役所建物内

で炊き出しを行う想定はしていません。

（市） 
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防災２ 

武蔵国分寺公園は災害時の広域避難場

所となっている。新庁舎は避難所とし

て想定しているか。 

向かいの第四小学校が地域の避難所と指定さ

れています。新庁舎は，行政が災害対応にあ

たる拠点としており，市民の避難所ではあり

ません。（市） 

防災３ 

防災倉庫は計画されているのか。 市民用の防災倉庫は，市内各所に分散配置し

ています。新庁舎東側の，消防署北側の防災

関連用地に，防災倉庫を新築する計画です。

（市） 

広報１ 

工事中の積極的な情報公開を希望す

る。HP やライブカメラ等はあるか？工

事の様子はどこで確認できるか。 

工事進捗情報が確認できる HP の開設を予定し

ています。進捗情報については随時公開して

いく予定としております。（市） 

広報２ 

今まであった市民からの意見や要望に

ついて，対応結果をまとめて示してほ

しい。市民要望をすべて叶えるわけに

はいかないと思うが，結果がどうなっ

たか最終的に総括して示してほしい。

市民は結果を知らされていない。 

各回の説明会で頂いたご意見・ご質問につい

ては，説明会後，市や事業者からの回答と併

せて市 HP に掲載しております。ご意見につい

ては，承りました。（市） 

その他１ 

武蔵国分寺公園の西側には，原っぱが

あり，バッタが生息しているエリアと

なっている。公園と一体化するとのこ

とだが，原っぱを壊さないように進め

てほしい。 

多目的広場と公園の取り合い部分について

は，草地が自然につながるように計画してい

ます。ばったランドと同じイネ科の植物では

ありませんが，草地を繋げるという方針のも

と，自然な環境を維持して進めるようにして

います。（市） 

その他２ 

職員は，西国分寺駅や国分寺駅から徒

歩で通勤すると思われる。国分寺駅か

ら新庁舎へ向かう都道の歩道は，狭い

ところがあり，非常に通行がしにく

い。その件に関して市はどのように考

えているか。 

当該都道は，都市計画道路となっており，多

喜窪通りの南町三丁目交差点から西元町一丁

目交差点の区間（約 440ｍ）が第四次事業化

計画における都施行の優先整備路線となって

おりますが，当該路線の具体的な事業化の時

期は，現在未定の状況と聞いております。 

ご意見は東京都にお伝えいたします。（市） 

その他３ 

CASBEE の S ランク取得など，環境に配

慮した計画となっているのは素晴らし

い。このような施設であることを子ど

もたちに知ってもらうような，環境教

育を行うことを考えているか。 

CASBEE S ランクや ZEB Ready の取得について

は計画に盛り込んでいるが，どのように PR し

ていくかということについては考えておりま

せん。今後検討していきます。（市） 
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その他４ 

環境計画，CASBEE，ZEB Ready の認証に

かかった費用を教えてほしい。これか

ら認証の更新時にかかる費用，またそ

のための設備更新（太陽光発電等）に

かかる費用の概算を教えてほしい。 

CASBEE，ZEB Ready の認証は今後取得する予

定としております。設計完了段階における認

証を取得する予定としておりますが，その後

更新申請を行う予定はしておりません。

（市） 

その他５ 説明を受けて楽しみにしています。 ご意見ありがとうございます。（市） 

 


