鹿沼市新庁舎 整備基本計画

～～～ はじめに ～～～
～～ “安全で市民が利用しやすい庁舎”を目指して ～～
新庁舎につきましては、今を生きる私たちのみならず、
今を生きる私たちのみならず、将来の世代へと末永く引き継
将来の世代へと末永く引き継
がれていくもので、
がれていくもので、その整備は
で、その整備は、
その整備は、まさに「鹿沼市１００年の大計」と言える重要な大事
まさに「鹿沼市１００年の大計」と言える重要な大事
業であります。
現在の市庁舎は、建物、設備の老朽化をはじめ、建物の狭あい化や分散化、防災対策、
ＩＴ化・バリアフリー化対応への限界、維持管理経費の増大などの課題を抱えておりま
した。また、平成２３年度に実施された市庁舎の耐震診断の結果、耐震性が不足してい
るとともに、老朽化が予想以上に進んでいることが判明し、
老朽化が予想以上に進んでいることが判明し、抜本的な庁舎整備の必要性
が指摘されていました。
これらの様々な課題の解決を図り、５０年先、１００年先までも
１００年先までも、
年先までも、市民に
市民にとりまして、
とりまして、
より良い庁舎になるよう、新庁舎整備の指針となる「新庁舎整備基本構想」を平成２
より良い庁舎になるよう、新庁舎整備の指針となる「新庁舎整備基本構想」を平成２６
になるよう、新庁舎整備の指針となる「新庁舎整備基本構想」を平成２６
年８月に策定し、そして、この度、基本構想に基づき、新庁舎を具現化するための「新
庁舎整備基本計画」を策定しました。
今回の「基本計画」は、基本構想に基づく整備方針の方向性を一歩進め、規模をはじ
め、配置計画や施設計画、事業計画などの諸条件の整理を行い、今後、作成する設計の
指針とすることが主な目的になります。
指針とすることが主な目的になります。
本「基本計画」により、将来を見据え、災害に強く
本「基本計画」により、将来を見据え、災害に強く、
災害に強く、また効率的な行政運営を行える
庁舎とし、
庁舎とし、同時に、
同時に、市民活動の場として、まちの賑わい機能も勘案しながら、さらには
さらには、
木のまちかぬまの“鹿沼らしい
木のまちかぬまの“鹿沼らしい”庁舎にしたいと考えております。
らしい”庁舎にしたいと考えております。
今後も、行政需要に的確に対応し、市民サービスの向上を図ることができるよう、総
合的な視点からの検討を進めるとともに、特に、市民のニーズを的確に把握しながら、
あわせて行政効率の向上を図るといった面からも十分議論し、検討してまいります。
さらに、現在の社会経済情勢は、東北地方の復興事業や、東京オリンピックにより、
さらに、現在の社会経済情勢は、東北地方の復興事業や、東京オリンピックにより、
建設工事費が高騰しており、事業費の上限である「６０億円」を考慮すると大変厳しい
時期でもありますので、財政上のリスクを最大限考慮しながら進めてまいります。
最後になりますが
最後になりますが、
すが、本基本計画策定に当たり、
本基本計画策定に当たり、御尽力いただきました「新庁舎整備基
本計画策定推進会議」の皆様に心から感謝いたしますとともに、
の皆様に心から感謝いたしますとともに、本市の中心拠点として、
“安全で市民が利用しやすい庁舎”の完成を目指してまいりますので、
の完成を目指してまいりますので、引き続き御支援
引き続き御支援
と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成２７
平成２７年 ５ 月２０
月２０日
鹿沼市長

佐 藤

信
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序 章 新庁舎整備基本計画の策定にあたって
１．新庁舎の必要性
鹿沼市の現在の本庁舎については、建物の老朽化
鹿沼市の現在の本庁舎については、建物の老朽化をはじめ、耐震性能の不足による
市の現在の本庁舎については、建物の老朽化をはじめ、耐震性能の不足による
安全面、
安全面、維持管理面での問題や、業務量の増大に伴う狭あい化や
維持管理面での問題や、業務量の増大に伴う狭あい化や分散
狭あい化や分散化、ＩＣＴ化、
分散化、ＩＣＴ化、
バリアフリー化対応への限界による市民の利便性の低下など、様々な
バリアフリー化対応への限界による市民の利便性の低下など、様々な現状と課題
よる市民の利便性の低下など、様々な現状と課題が
現状と課題が
「鹿沼市新庁舎基本構想」
鹿沼市新庁舎基本構想」（以下「基本構想」という。）において指摘されています
において指摘されています。
ます。

現庁舎の概要
（１）現庁舎の概要
市庁舎は、「本館・
本館・本館増築棟・
本館増築棟・議会棟・
議会棟・新館棟・
新館棟・東館」
東館」の５棟で構成されてい
の５棟で構成されてい
ます。
ます。本館と議会棟は、
本館と議会棟は、昭和３３年に建築され５７年が経過し、また、本館増
昭和３３年に建築され５７年が経過し、また、本館増築棟
５７年が経過し、また、本館増築棟
と東館は、昭和４５年に建築され４５年が経過、新館は、昭和５５年に建設され
３５年が経過して
３５年が経過している状況であ
年が経過している状況であります
いる状況であります。
ります。

【建物概要】
建物概要】※車庫、自転車置場等の付属棟は除く。
建 物 区 分
本館棟
本 館

付属棟
（市民ホール）

建築年次
昭和３３年
昭和５５年

構

造

鉄筋コンクリート造
３階建(地下 1 階)
鉄骨造平屋建

計
本 館

増築棟

東 館

新 館

昭和４５年
昭和４５年

(建物南側)

昭和５５年

(建物北側)

昭和５５年

付属棟
(渡り廊下)

昭和５５年

昭和３３年

合

耐用
年数

建築後
経過年数

２９９２.８９

５０

５７

１４８.２０

３８

３５

４９９.１５

５０

４５

１４０２.３０

５０

４５

１５２１.００

５０

３５

１８４０.４６

５０

３５

５５.０８

３８

３５

５０

５７

３１４１.０９
鉄筋コンクリート造
４階建
鉄筋コンクリート造
３階建 塔屋２階
鉄骨鉄筋コンクリー
ト造 ５階建
鉄筋コンクリート造
５階建
鉄骨造平屋建

計
議会棟

面積(
面積(㎡)

３４１６.５４
鉄筋コンクリート造
２階建

計

５０１.４６
８９６０.
８９６０.５４

－１－
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現庁舎の課題
（２）現庁舎の
現庁舎の課題
（２）
現庁舎の課題

◇耐震性の不足による防災拠点機能への不安
◇施設・設備の老朽化による安全性・経済性の低下
◇狭あい・分散化による市民サービスの低下
◇ユニバーサルデザインへの対応の限界
◇高度情報化への対応の限界
◇環境負荷低減への対応の限界

このような課題を解消し、
このような課題を解消し、市民の利便性の向上と市民サービスの効率化
を解消し、市民の利便性の向上と市民サービスの効率化を実現す
市民の利便性の向上と市民サービスの効率化を実現す
るためには、部分的又は一時的な建物
るためには、部分的又は一時的な建物改修では限界があることから、
一時的な建物改修では限界があることから、バリアフリー
改修では限界があることから、バリアフリー
や環境にも配慮しながら、“安全で市民が利用しやすい”新たな庁舎建設が必要と
や環境にも配慮しながら、“安全で市民が利用しやすい”新たな庁舎建設が必要と
なっています
なっています。
ます。
また、庁舎の建設にあたっては、各個別の施設計画において、市民協働の視点に
立ち、市民からの部材の提供や協力
立ち、市民からの部材の提供や協力の受入
市民からの部材の提供や協力の受入など、
の受入など、市民の「力」を導入しながら、推
など、市民の「力」を導入しながら、推
進することが求められています
進することが求められています。
ます。

写真：本館・市民ホール

写真：通路に設置された待合

写真：本館ロビーの階段

－２－
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２．これまでの経緯
◇ 昭和 23 年（1948
年（1948）⇒
1948）⇒10
）⇒10 月 10 日、市制施行
◇ 昭和 29 年（
年（1954
1954）⇒鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大
1954）⇒鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大
芦村、加蘇村、北犬飼村合併
◇ 昭和 30 年（1955
年（1955）⇒鹿沼市
1955）⇒鹿沼市、
）⇒鹿沼市、南摩村、
南摩村、南押原村合併
⇒粟野町、粕尾村、永野村、清洲村合併
◇ 昭和 33 年（1958
年（1958）⇒鹿沼市本庁舎完成（議会棟含む）
1958）⇒鹿沼市本庁舎完成（議会棟含む）
◇ 昭和 45 年（1970
年（1970）⇒本館「増築棟」増築及び「東館」の新築
1970）⇒本館「増築棟」増築及び「東館」の新築
◇ 昭和 55 年（1980
年（1980）⇒本館「付属棟」増築（市民ホール）及び「新
1980）⇒本館「付属棟」増築（市民ホール）及び「新館」の新築
）⇒本館「付属棟」増築（市民ホール）及び「新館」の新築
◇ 平成 11 年（1999
年（1999）⇒市民情報センター開館（健康課・生涯学習課の移動）
1999）⇒市民情報センター開館（健康課・生涯学習課の移動）
◇ 平成 17 年（2005
年（2005）⇒「新市建設計画」策定（新庁舎整備の位置づけ）
2005）⇒「新市建設計画」策定（新庁舎整備の位置づけ）
◇ 平成 18 年（2006
年（2006）⇒鹿沼市
2006）⇒鹿沼市、
）⇒鹿沼市、粟野町合併
⇒商業施設「イトーヨーカドー」の撤退により、その跡地
への新庁舎建設の署名（庁舎移転要望書：40,000
への新庁舎建設の署名（庁舎移転要望書：40,000 名）
が市長に提出される。
（～平成 20 年）⇒庁内に「新庁舎建設問題検討委員会」及び「庁舎検討部
会」、「庁舎検討ワーキンググループ」の設置し、
の設置し、基礎調
査の実施
◇ 平成 23 年（2011
年（2011）⇒本庁舎（４棟）及び東館（１棟）の耐震診断実施
2011）⇒本庁舎（４棟）及び東館（１棟）の耐震診断実施
◇ 平成 24 年（2012
年（2012）⇒第
2012）⇒第 6 次鹿沼市総合計画「ふるさとかぬま『絆』ビジョ
ン」策定（新庁舎整備の位置づけ）
⇒（～平成 25 年）『庁舎整備検討委員会』の設置
⇒市から委員会へ「諮問書（庁舎整備のあり方及び基本構
想等）の提出
⇒庁内に『庁舎整備ワーキンググループ』の設置
⇒「市議会庁舎整備検討委員会」の設置
◇ 平成 25 年（2013
年（2013）⇒委員会から市
2013）⇒委員会から市長
）⇒委員会から市長へ「庁舎整備のあり方及び基本構想案に
ついて」答申（Ｈ
（Ｈ26 年３月）
ついて」答申（Ｈ26
◇ 平成 26 年（2014
年（2014）⇒
2014）⇒庁内に『新庁舎整備推進本部』及び『新庁舎整備検討委
）⇒庁内に『新庁舎整備推進本部』及び『新庁舎整備検討委
員会』の設置
⇒「庁舎整備基本構想（案）」の地区別説明会及び市民意
」の地区別説明会及び市民意
見募集（パブリックコメント）の
見募集（パブリックコメント）の実施
（パブリックコメント）の実施
⇒『新庁舎整備基本構想』策定（Ｈ
庁舎整備基本構想』策定（Ｈ26
（Ｈ26 年８月）
⇒「鹿沼市新庁舎整備基本計画策定推進会議」の設置
⇒庁内の各部局に『新庁舎整備検討部会』の設置
⇒『新庁舎整備基本計画（案）
『新庁舎整備基本計画（案）』策定（Ｈ
』策定（Ｈ27
（Ｈ27 年 3 月）

－３－

鹿沼市新庁舎 整備基本計画

３．基本計画の位置
３．基本計画の位置付け
基本計画の位置付け
基本計画においては、基本構想で掲げた望まれる庁舎像や基本理念、
基本構想で掲げた望まれる庁舎像や基本理念、求められる機能、
規模や整備方法等の整備方針などの基本的な考え方を具現化するため、新庁舎に導入す
る具体的な機能をはじめ、規模や構造などの施設計画、配置計画、事業費や整備スケジ
ュール等の事業計画など、基本設計に向けた諸条件の整理や検討を行うものであります
基本設計に向けた諸条件の整理や検討を行うものであります。
ります。
計画の策定にあたっては、市民を主体にした「鹿沼市新庁舎整備基本計画策定推進会
議」を設置し、各種関係団体における専門的な視点での意見や市民目線に立った意見を
いただき、計画に反映しています
いただき、計画に反映しています。
ます。
また、庁内の推進体制としては、「鹿沼市新庁舎整備推進本部」を設置し、その下部
また、庁内の推進体制としては、「鹿沼市新庁舎整備推進本部」を設置し、その下部
組織として「新庁舎整備検討委員会」や関係職員による「新庁舎整備検討ワーキンググ
ループ」を設置するとともに、各部局には「検討部会」を設置するなど、全庁的な体制
で検討を重ね、基本計画を作成したもの
で検討を重ね、基本計画を作成したものであ
ものであります
であります。
ります。
基本計画の位置付け

基本構想
(策定済)
策定済)

基本設計
基本設計

基本計画

実施設計

完 成
新庁舎
開 庁

建設工事

基本計画の検討体制
＜庁内体制＞

新 庁 舎 整 備 推 進 本 部

市 議 会
庁舎整備
検討委員会

連携協議

（市長・副市長・教育長・各部長）
市長・副市長・教育長・各部長）

新庁舎整備検討委員会
（各幹事課長等）
協議

新庁舎整備検討
新庁舎整備検討ワーキングループ
検討ワーキングループ

新庁舎整備基本計画策定
新庁舎整備基本計画策定
推進会議 (市民の代表等)
市民の代表等)

（関係課職員により構成する）

検討部会
総
務
部
部
会

財
務
部
部
会

市
民
部
部
会

保
健
福
祉
部
部
会

都
市
建
設
部
部
会

経
済
部
部
会

環
境
部
部
会

その他、議会事務局、委員会等は個別協議

－４－

教
育
委
員
会
部
会

地区別説明会

市

周 知
広報かぬま
ホームページ
パブリックコメント
パブリックコメント

意 見

民

