
        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

    

 

 

 

 

 

＜新庁舎整備に伴う今までの経過概要＞＜新庁舎整備に伴う今までの経過概要＞＜新庁舎整備に伴う今までの経過概要＞＜新庁舎整備に伴う今までの経過概要＞ 

◇市庁舎「本館・新館・東館」耐震診断実施市庁舎「本館・新館・東館」耐震診断実施市庁舎「本館・新館・東館」耐震診断実施市庁舎「本館・新館・東館」耐震診断実施 ＜８月～H24 年 3 月＞ 

        ☛☛☛☛3 月 8 日付け耐震診断審査報告 

・・・「本館、本館増築棟、議会棟、東館」：建替等の抜本的対策が必要。 

  ・・・「新館」：耐震補強工事により耐震性は保たれ、使用可。 

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度 

◇「鹿沼市庁舎整備検討委員会」「鹿沼市庁舎整備検討委員会」「鹿沼市庁舎整備検討委員会」「鹿沼市庁舎整備検討委員会」の設置・委員会開催の設置・委員会開催の設置・委員会開催の設置・委員会開催   ＜１０月～H25 年３月＞ 

☛委員：２２人 ／ 委員会：３回開催 

☛市長から委員会へ“基本構想等”について「諮問」「諮問」「諮問」「諮問」 

◇「庁舎整備検討ワーキンググループ」「庁舎整備検討ワーキンググループ」「庁舎整備検討ワーキンググループ」「庁舎整備検討ワーキンググループ」の設置・会議開催の設置・会議開催の設置・会議開催の設置・会議開催 ＜ ９月～H25 年 3 月＞ 

  ☛庁内職員によるメンバー：１６人 ／ 会 議：４回開催 

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度 

◇「鹿沼市庁舎整備検討委員会」「鹿沼市庁舎整備検討委員会」「鹿沼市庁舎整備検討委員会」「鹿沼市庁舎整備検討委員会」の開催         ＜ ４月～H2６年３月＞ 

  ☛委員会：６回開催 

  ☛委員会から市長へ“基本構想の策定に必要な事項”について「答申」「答申」「答申」「答申」 

◇「庁舎整備検討ワーキンググループ」「庁舎整備検討ワーキンググループ」「庁舎整備検討ワーキンググループ」「庁舎整備検討ワーキンググループ」の会議開催の会議開催の会議開催の会議開催    ＜ ４月～H26 年 3 月＞ 

  ☛会 議：６回開催 

◇庁舎整備に伴う庁舎整備に伴う庁舎整備に伴う庁舎整備に伴う「地区別「地区別「地区別「地区別説明会説明会説明会説明会」」」」の実施の実施の実施の実施        ＜ ６月～ 7 月＞ 

  ☛１７地区（車座集会及び市議会報告会・意見交換会において実施） 

◇各種団体との各種団体との各種団体との各種団体との「「「「意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会」」」」の実施の実施の実施の実施          ＜ ８月～１０月＞ 

  ☛婦人防火クラブ連合会等：６団体 

◇「アンケート調査」及び「世論調査」の実施「アンケート調査」及び「世論調査」の実施「アンケート調査」及び「世論調査」の実施「アンケート調査」及び「世論調査」の実施      ＜ ６月～ ９月＞ 

  ☛アンケート調査：406 件(回収率 43.7%) ／ 世論調査：819 件（回収率 41.0％） 

◇庁舎整備だよりの発行庁舎整備だよりの発行庁舎整備だよりの発行庁舎整備だよりの発行                ＜ １月 ・ 3 月＞ 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 

◇「鹿沼市「鹿沼市「鹿沼市「鹿沼市新庁舎整備推進本部新庁舎整備推進本部新庁舎整備推進本部新庁舎整備推進本部」」」」の設置・会議開催の設置・会議開催の設置・会議開催の設置・会議開催     ＜ ４月～ ９月＞ 

☛本部会議：４回開催 

◇「新庁舎整備検討委員会」「新庁舎整備検討委員会」「新庁舎整備検討委員会」「新庁舎整備検討委員会」の設置・委員会開催の設置・委員会開催の設置・委員会開催の設置・委員会開催      ＜ ４月～ ９月＞ 

  ☛委 員 会：４回開催 

◇「「「「新新新新庁舎整備検討ワーキンググループ」庁舎整備検討ワーキンググループ」庁舎整備検討ワーキンググループ」庁舎整備検討ワーキンググループ」の会議開催の会議開催の会議開催の会議開催    ＜ ４月～ ９月＞ 

  ☛会   議：４回開催 

◇基本構想の「地区別説明会」の実施基本構想の「地区別説明会」の実施基本構想の「地区別説明会」の実施基本構想の「地区別説明会」の実施           ＜ ６月～ ７月＞ 

  ☛１７地区（参加者：８２３人／意見要望等：４２人７０件） 

  ☛アンケート調査：参加者の９４％の方が、基本構想の内容を理解したと回答 

◇基本構想の「パブリックコメント」の実施基本構想の「パブリックコメント」の実施基本構想の「パブリックコメント」の実施基本構想の「パブリックコメント」の実施        ＜７月１日～31 日＞ 

  ☛意見等：１件 

◇庁舎整備だよりの発行庁舎整備だよりの発行庁舎整備だよりの発行庁舎整備だよりの発行                 ＜ ４月 ・ ７月＞ 

◇「新庁舎整備基本構想」の決定「新庁舎整備基本構想」の決定「新庁舎整備基本構想」の決定「新庁舎整備基本構想」の決定                                                    ＜ ８月 １日 ＞ 

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度 

資料資料資料資料２２２２    

－１－－１－－１－－１－    



◆◇◆＜◆◇◆＜◆◇◆＜◆◇◆＜平成平成平成平成 26262626 年度における年度における年度における年度における進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況＞◆◇◆＞◆◇◆＞◆◇◆＞◆◇◆    
    

年年年年    月月月月    日日日日    内内内内                                        容容容容    

＜平成＜平成＜平成＜平成２２２２５５５５年度＞年度＞年度＞年度＞        

H2６年 3 月１０日：鹿沼市新庁舎整備推進本部設置要綱決定 

                                        ⇒推進本部、検討委員会、ワーキンググループ、検討部会の設置 

         １２日：「鹿沼市庁舎整備「鹿沼市庁舎整備「鹿沼市庁舎整備「鹿沼市庁舎整備検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会」」」」から市長へ「答申書」提出から市長へ「答申書」提出から市長へ「答申書」提出から市長へ「答申書」提出 

＜平成＜平成＜平成＜平成２２２２６６６６年度＞年度＞年度＞年度＞        

 ４月   １日 
・新庁舎整備推進本部設置要綱変更決定（委員の変更） 

・第１回新庁舎整備推進本部会議・第１回新庁舎整備推進本部会議・第１回新庁舎整備推進本部会議・第１回新庁舎整備推進本部会議（経過、推進体制、当面のスケジュール等） 

                        ２日 ・第１回新庁舎整備検討委員会（経過、推進体制、当面のスケジュール等） 

      ３日 ・第 11 回ワーキンググループ会議（庁舎規模、庁舎位置等）    

    １５日 
・第８回市議会庁舎整備検討委員会 

・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」会議（テーマ：市庁舎基本設計） 

    １７日 ・第２回新庁舎整備検討委員会 （庁舎規模、庁舎位置等） 

    ２２日 ・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」（現地調査） 

    ２３日 ・第２回新庁舎整備推進本部会議・第２回新庁舎整備推進本部会議・第２回新庁舎整備推進本部会議・第２回新庁舎整備推進本部会議（庁舎規模、庁舎位置等） 

    ２５日 ・「広報かぬま（庁舎整備だより第３号）」発行    

    ２８日 ・第 12 回ワーキンググループ会議（整備方法、事業費等） 

 ５月   １日 ・第３回新庁舎整備検討委員会（整備方法、事業費等） 

     １３日 ・第９回市議会庁舎整備検討委員会（議員全員会議） 

１９日 ・第３回新庁舎整備推進本部会議第３回新庁舎整備推進本部会議第３回新庁舎整備推進本部会議第３回新庁舎整備推進本部会議（整備方法、事業費等） 

                    ２６日     ・・・・第 13 回ワーキンググループ会議（基本構想案等）    

              ２８日  ・第４回新庁舎整備検討委員会（基本構想案等） 

     ３０日  ・第４回新庁舎整備推進本部会議第４回新庁舎整備推進本部会議第４回新庁舎整備推進本部会議第４回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議兼：政策会議兼：政策会議兼：政策会議】（基本構想案等） 

６月   ２日 ・市議会全員協議会において、「基本構想(案)」の報告 

     ２６日 【地区別説明会（車座集会）：西大芦】：新庁舎基本構想(案) 

 ７月   １日 
【地区別説明会（車座集会）：粕 尾】：新庁舎基本構想(案) 

・基本構想（案）のパブリックコメントの実施 ＜～31 日まで＞ 

      ３日 【地区別説明会（車座集会）：東部台】：新庁舎基本構想(案) 

     ４日 【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：中 央】：新庁舎基本構想(案) 

６日 【地区別説明会（車座集会）：北押原】：新庁舎基本構想(案) 

      ８日 
【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：菊 沢】：新庁舎基本構想(案) 

【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：加 蘇】：新庁舎基本構想(案) 

     １０日 【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：東 部】：新庁舎基本構想(案) 

資料資料資料資料 2222----１１１１    

————    １１１１    ————    



    

    

    

年年年年    月月月月    日日日日    内内内内                                        容容容容    

 7 月  １１日 【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：北犬飼】：新庁舎基本構想(案) 

        １３日    
【地区別説明会（車座集会）：東大芦】：新庁舎基本構想(案) 

【地区別説明会（車座集会）：粟 野】：新庁舎基本構想(案) 

        １５日    
【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：南押原】：新庁舎基本構想(案) 

【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：永 野】：新庁舎基本構想(案) 

        １６日    
【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：南 摩】：新庁舎基本構想(案) 

【地区別説明会（市議会報告会との２部構成：清 州】：新庁舎基本構想(案) 

  ２２日 ・第 1４回ワーキンググループ会議（基本構想等） 

２５日 ・「広報かぬま（庁舎整備だより第４号）」発行 

  ２８日 【地区別説明会（車座集会）：北 部】：新庁舎基本構想(案) 

  ３０日 ・第５回新庁舎整備検討委員会（基本構想等） 

３１日 【地区別説明会（車座集会）：板 荷】：新庁舎基本構想(案) 

 8 月   １日 ・・・・第５回新庁舎整備推進本部会議【第５回新庁舎整備推進本部会議【第５回新庁舎整備推進本部会議【第５回新庁舎整備推進本部会議【兼：政策会議兼：政策会議兼：政策会議兼：政策会議】（基本構想】（基本構想】（基本構想】（基本構想等等等等））））    

７日 
・宇都宮大学「創成工学プロジェクト」（３案の講評会） 

 ⇒新庁舎整備ワーキンググループメンバーの参加 

２５日 ・市議会全員協議会において、「基本構想」の報告 

２８日 
・「新庁舎整備基本計画策定推進会議」設置要綱・「新庁舎整備基本計画策定推進会議」設置要綱・「新庁舎整備基本計画策定推進会議」設置要綱・「新庁舎整備基本計画策定推進会議」設置要綱決定及び委員推薦依頼決定及び委員推薦依頼決定及び委員推薦依頼決定及び委員推薦依頼    

・新庁舎整備「検討部会」設置依頼（各部局へ） 

 ９月   ５日 ・「新庁舎整備基本計画策定業務」委託の決定 

２６日 ・新庁舎整備基本計画策定推進会議委員及び検討部会委員の決定 

２９日 ・第 1５回ワーキンググループ会議（検討部会の進め方等） 

３０日 ・「新庁舎整備基本計画策定業務」入札（部内入札：１０社） 

10 月   １日 ・経済部：新庁舎整備検討部会 

２日 ・教育委員会事務局：新庁舎整備検討部会 

  ９日 
・財務部：新庁舎整備検討部会 

・環境部：新庁舎整備検討部会 

                １０日１０日１０日１０日    ・第・第・第・第 1111 回回回回新庁舎整備基本計画策定推進会議（経過、構想概要、進め方等）新庁舎整備基本計画策定推進会議（経過、構想概要、進め方等）新庁舎整備基本計画策定推進会議（経過、構想概要、進め方等）新庁舎整備基本計画策定推進会議（経過、構想概要、進め方等）    

２５日 ・「広報かぬま（庁舎整備だより第５号）」発行 

※１０月から「基本計画」策定作業に着手、及び各部局に「検討部会」※１０月から「基本計画」策定作業に着手、及び各部局に「検討部会」※１０月から「基本計画」策定作業に着手、及び各部局に「検討部会」※１０月から「基本計画」策定作業に着手、及び各部局に「検討部会」のののの設置。設置。設置。設置。    

※１０月に市民主体の「新庁舎整備※１０月に市民主体の「新庁舎整備※１０月に市民主体の「新庁舎整備※１０月に市民主体の「新庁舎整備基本計画策定基本計画策定基本計画策定基本計画策定推進会議」の設置。推進会議」の設置。推進会議」の設置。推進会議」の設置。 

    

————    ２２２２    ————    



項目項目項目項目

● ◎◎◎◎

諮問諮問諮問諮問

●

意見集約意見集約意見集約意見集約

構想・計構想・計構想・計構想・計
画画画画

◎
決
定

◎
決
定

【工事議決】

外構工事外構工事外構工事外構工事

設計者決定

■

市制施行７０周年市制施行７０周年市制施行７０周年市制施行７０周年

ワーキンワーキンワーキンワーキン
ググルーググルーググルーググルー
ププププ

設置

設計者選
定委員会
要綱決定
（1ヶ月）

設計者選
定委員選
定・決定
（1ヶ月）

新庁舎新新庁舎新新庁舎新新庁舎新
築工事築工事築工事築工事

仮設仮設仮設仮設
事務所事務所事務所事務所

解体工事解体工事解体工事解体工事

２４年度２４年度２４年度２４年度 ３０年度３０年度３０年度３０年度２９年度２９年度２９年度２９年度２７年度２７年度２７年度２７年度２５年度２５年度２５年度２５年度 ２６年度２６年度２６年度２６年度

””””
春春春春
””””

供供供供

用用用用

開開開開

始始始始

鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　　（概要）鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　　（概要）鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　　（概要）鹿　沼　市　庁　舎　整　備　ス　ケ　ジュ　ー　ル　　（概要）

＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度＜【現庁舎敷地】に「本庁舎（本館・新館）及び東館」を解体し、既存庁舎を集約した新庁舎を建設する場合＞・・・・・※「合併特例債」期限：平成３２年度

庁舎整備庁舎整備庁舎整備庁舎整備
検討委員検討委員検討委員検討委員
会会会会

設置

答申答申答申答申

３２年度３２年度３２年度３２年度３１年度３１年度３１年度３１年度２８年度２８年度２８年度２８年度

合併特例起債清算合併特例起債清算合併特例起債清算合併特例起債清算

＜繰越できない＞＜繰越できない＞＜繰越できない＞＜繰越できない＞

検討委員会の開催（９回）検討委員会の開催（９回）検討委員会の開催（９回）検討委員会の開催（９回）

ワーキンググループ会議の開催ワーキンググループ会議の開催ワーキンググループ会議の開催ワーキンググループ会議の開催（適宜）（適宜）（適宜）（適宜）

世論調車座

各種団体との意見交換

基本基本基本基本
構想構想構想構想

基本基本基本基本
計画計画計画計画

新庁舎新築工事（２４ヶ月）新庁舎新築工事（２４ヶ月）新庁舎新築工事（２４ヶ月）新庁舎新築工事（２４ヶ月）実施設計実施設計実施設計実施設計(1(1(1(1０ヶ月）０ヶ月）０ヶ月）０ヶ月）
基本設計基本設計基本設計基本設計(6(6(6(6ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

本庁舎（本館・本庁舎（本館・本庁舎（本館・本庁舎（本館・
新館解体工事新館解体工事新館解体工事新館解体工事
（（（（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

本庁舎（本館・本庁舎（本館・本庁舎（本館・本庁舎（本館・
新館）解体設計新館）解体設計新館）解体設計新館）解体設計
（（（（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎
設設設設 計計計計

仮設庁舎建仮設庁舎建仮設庁舎建仮設庁舎建
設設設設（（（（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月） 引越引越引越引越

本庁外構工事本庁外構工事本庁外構工事本庁外構工事
設計（６ヶ月）設計（６ヶ月）設計（６ヶ月）設計（６ヶ月）

本庁舎外構本庁舎外構本庁舎外構本庁舎外構
工事（工事（工事（工事（6666ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館解体設東館解体設東館解体設東館解体設
計（計（計（計（4444ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館解体東館解体東館解体東館解体
工事工事工事工事
（（（（4444ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館跡駐東館跡駐東館跡駐東館跡駐
車場整備車場整備車場整備車場整備
工事工事工事工事
（（（（3333ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

東館跡駐車場東館跡駐車場東館跡駐車場東館跡駐車場
設計（設計（設計（設計（3333ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

仮設移転計画作成仮設移転計画作成仮設移転計画作成仮設移転計画作成

パブコメパブコメパブコメパブコメ パブコメパブコメパブコメパブコメ

資料資料資料資料2222----2222

＜＜＜＜ 仮仮仮仮 設設設設 庁庁庁庁 舎舎舎舎 にににに おおおお いいいい てててて 業業業業 務務務務 ＞＞＞＞

ボーリング調査ボーリング調査ボーリング調査ボーリング調査

文化財試掘文化財試掘文化財試掘文化財試掘
調査（調査（調査（調査（3333ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

文化財調査文化財調査文化財調査文化財調査
（（（（4444～～～～5555ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

【文化財保護法】【文化財保護法】【文化財保護法】【文化財保護法】
⇒⇒⇒⇒埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城埋蔵文化財包蔵地（鹿沼城))))

引越引越引越引越
仮設庁仮設庁仮設庁仮設庁
舎解体舎解体舎解体舎解体

引越引越引越引越

※※※※「新市建設計画」変更：期間５年間延長「新市建設計画」変更：期間５年間延長「新市建設計画」変更：期間５年間延長「新市建設計画」変更：期間５年間延長
市議会意見交換

アンケート調

既存施設活既存施設活既存施設活既存施設活
用・整備用・整備用・整備用・整備

本館一部解体本館一部解体本館一部解体本館一部解体
工事（工事（工事（工事（4444ヶ月）ヶ月）ヶ月）ヶ月）

一部供一部供一部供一部供
用開始用開始用開始用開始

引越引越引越引越

＜＜＜＜ 本館の一部に本館の一部に本館の一部に本館の一部に おおおお いいいい てててて 業業業業 務務務務 ＞＞＞＞

【プレハブリース】

引越引越引越引越

＜＜＜＜ 既存公共施設で業務既存公共施設で業務既存公共施設で業務既存公共施設で業務＞＞＞＞



Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度

3月3月3月3月 4月4月4月4月 5月5月5月5月 6月6月6月6月 7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月

〈12日：答申〉〈12日：答申〉〈12日：答申〉〈12日：答申〉

○

〈本部会議：２３日〉       〈本部会議：３０日〉 〈本部会議：１日〉

<兼：政策会議> 　　　<兼：政策会議>

〈本部会議：１日〉 〈本部会議：１９日〉

【部長会議予定】 １日（訓示）／２３日 １９日（議案） ２５日 ２４日 １８日（議案） １日／２３日（予算） １４日 ２６日（訓示） ５日（訓示）／２８日 ９日（議案） １８日

〈委員会：１７日〉 〈委員会：１日〉

〈委員会：２日〉 〈委員会：２８日〉 〈委員会：３０日〉

【幹事課長会議予定】 ２日 １日／２８日 ２日／３０日 ２７日 ８日 ５日／２６日 ７日 ４日 ２５日

　　（３日）　　　（２８日）　　　　　　　（２６日） 　　　　　　　（２２日） 　　　　　　　　（２９日）

【基本構想案】 【基本構想】

　 〈政策：１日〉

　　　〈政策：３０日〉

　　

　 　　＜２日：全協＞

＜19日：全協＞ ＜1日：全協＞

(19日：議員全員会議）

（意見集約）

（意見集約）

（意見集約）

庁議（調整・政策会議）庁議（調整・政策会議）庁議（調整・政策会議）庁議（調整・政策会議）

市議会（全員協議会）市議会（全員協議会）市議会（全員協議会）市議会（全員協議会）
＜庁舎整備検討委員会＞＜庁舎整備検討委員会＞＜庁舎整備検討委員会＞＜庁舎整備検討委員会＞

地区別説明会地区別説明会地区別説明会地区別説明会
（車座集会：８地区）（車座集会：８地区）（車座集会：８地区）（車座集会：８地区）

パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント
（意見集約）（意見集約）（意見集約）（意見集約）

新庁舎整備「基本計画」作成新庁舎整備「基本計画」作成新庁舎整備「基本計画」作成新庁舎整備「基本計画」作成

基本計画策定推進会議（市民）基本計画策定推進会議（市民）基本計画策定推進会議（市民）基本計画策定推進会議（市民）

地区別説明会地区別説明会地区別説明会地区別説明会
（市議会報告会との２部構（市議会報告会との２部構（市議会報告会との２部構（市議会報告会との２部構

成：９地区）成：９地区）成：９地区）成：９地区）

新庁舎整備検討ワーキン新庁舎整備検討ワーキン新庁舎整備検討ワーキン新庁舎整備検討ワーキン
ググループググループググループググループ
　　　　　　　　（Ｈ２４年度から継続）（Ｈ２４年度から継続）（Ｈ２４年度から継続）（Ｈ２４年度から継続）

検　　討　　部　　会検　　討　　部　　会検　　討　　部　　会検　　討　　部　　会
（各部局内に設置）（各部局内に設置）（各部局内に設置）（各部局内に設置）

◇新庁舎整備基本構想・基本計画策定スケジュール（概略）◇新庁舎整備基本構想・基本計画策定スケジュール（概略）◇新庁舎整備基本構想・基本計画策定スケジュール（概略）◇新庁舎整備基本構想・基本計画策定スケジュール（概略）

項　　　目項　　　目項　　　目項　　　目

庁舎整備検討委員会の答申庁舎整備検討委員会の答申庁舎整備検討委員会の答申庁舎整備検討委員会の答申

新庁舎整備推進本部新庁舎整備推進本部新庁舎整備推進本部新庁舎整備推進本部

新庁舎整備検討委員会新庁舎整備検討委員会新庁舎整備検討委員会新庁舎整備検討委員会

Ｈ26年度Ｈ26年度Ｈ26年度Ｈ26年度

[ 基基基基 本本本本 計計計計 画画画画 作作作作 成成成成 業業業業 務務務務 委委委委 託託託託 ]
〈入札：３０日〉

〈市民会議設置〉

〈〈〈〈会議の開催（随時）会議の開催（随時）会議の開催（随時）会議の開催（随時）〉〉〉〉

〈１日～３１日〉

〈開始：２６日〉 〈最終：３１日〉

〈４日～１６日〉

＜検討委員会（随時開催）＞＜検討委員会（随時開催）＞＜検討委員会（随時開催）＞＜検討委員会（随時開催）＞

決定

〈設置〉

会議 会議 会議 会議 ワーキング会議（随時開催）ワーキング会議（随時開催）ワーキング会議（随時開催）ワーキング会議（随時開催）

本部会議（随時開催）本部会議（随時開催）本部会議（随時開催）本部会議（随時開催）

検討委員会（随時開催）検討委員会（随時開催）検討委員会（随時開催）検討委員会（随時開催）

〈設置〉

＜各部局において、必要に応じて随時開催＞＜各部局において、必要に応じて随時開催＞＜各部局において、必要に応じて随時開催＞＜各部局において、必要に応じて随時開催＞

＜検討委員会（随時開催）＞＜検討委員会（随時開催）＞＜検討委員会（随時開催）＞＜検討委員会（随時開催）＞

～～～～～～～～～～～～【【【【 基基基基 本本本本 構構構構 想想想想 】】】】～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～【【【【 基基基基 本本本本 計計計計 画画画画 】】】】～～～～～～～～～～～～

検検検検

討討討討

案案案案

〈設置〉

参考資料参考資料参考資料参考資料

本
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議

兼

政
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会

本

部

会

議

兼

政

策

会

会議


