
ⅢⅢⅢⅢ．．．．事業費事業費事業費事業費（財源計画）及び（財源計画）及び（財源計画）及び（財源計画）及び整備スケジュール整備スケジュール整備スケジュール整備スケジュールのののの検討検討検討検討    ～～～～シミュシミュシミュシミュレーション～レーション～レーション～レーション～    

    

（１）（１）（１）（１）事業費（財源計画）の検討事業費（財源計画）の検討事業費（財源計画）の検討事業費（財源計画）の検討        

①①①①    新庁舎の事業規模（概算事業費）新庁舎の事業規模（概算事業費）新庁舎の事業規模（概算事業費）新庁舎の事業規模（概算事業費）    

「基本構想」における整備事業費は、約６０億円を上限としており、特に、建物「基本構想」における整備事業費は、約６０億円を上限としており、特に、建物「基本構想」における整備事業費は、約６０億円を上限としており、特に、建物「基本構想」における整備事業費は、約６０億円を上限としており、特に、建物

本体工事の建築単価は、本体工事の建築単価は、本体工事の建築単価は、本体工事の建築単価は、335335335335千円／㎡で設定してある。千円／㎡で設定してある。千円／㎡で設定してある。千円／㎡で設定してある。    

    

 

 

 

 

  

 

    

②②②②    建築コストの推移建築コストの推移建築コストの推移建築コストの推移    

東北の震災復興事業や、東京オリンピック・パラリンピックによる建設需要の高東北の震災復興事業や、東京オリンピック・パラリンピックによる建設需要の高東北の震災復興事業や、東京オリンピック・パラリンピックによる建設需要の高東北の震災復興事業や、東京オリンピック・パラリンピックによる建設需要の高

まりにより、労務費や建設資機材等が高騰し、全般的に建設工事費が急上昇していまりにより、労務費や建設資機材等が高騰し、全般的に建設工事費が急上昇していまりにより、労務費や建設資機材等が高騰し、全般的に建設工事費が急上昇していまりにより、労務費や建設資機材等が高騰し、全般的に建設工事費が急上昇してい

るるるるため、建築コストの状況を整理するため、建築コストの状況を整理するため、建築コストの状況を整理するため、建築コストの状況を整理する。。。。    

☞基本構想時：☞基本構想時：☞基本構想時：☞基本構想時：「「「「335335335335 千円／㎡」千円／㎡」千円／㎡」千円／㎡」・・・・・・・・・・・・ＨＨＨＨ25252525 年年年年 7777 月単価設定月単価設定月単価設定月単価設定    

（（（（H23H23H23H23 年～年～年～年～24242424 年の実績単価を採用年の実績単価を採用年の実績単価を採用年の実績単価を採用））））    

☞☞☞☞現現現現    時時時時    点：点：点：点：「「「「500500500500 千円超／㎡」千円超／㎡」千円超／㎡」千円超／㎡」・・・・・・・・H26H26H26H26 年年年年 10101010 月月月月単価実績単価実績単価実績単価実績（（（（543543543543 千円）千円）千円）千円）    

                                        ～約～約～約～約 1.51.51.51.5 倍以上～倍以上～倍以上～倍以上～            （（（（富山県射富山県射富山県射富山県射    水水水水    市市市市：：：：501501501501 千円千円千円千円「落札単価」）「落札単価」）「落札単価」）「落札単価」）    

（（（（東京都東京都東京都東京都小金井市小金井市小金井市小金井市：：：：538538538538 千円千円千円千円「基本計画」）「基本計画」）「基本計画」）「基本計画」）    

（（（（千葉県千葉県千葉県千葉県習志野市習志野市習志野市習志野市：：：：546546546546 千円千円千円千円「入札公告「入札公告「入札公告「入札公告」」」」））））    

（（（（埼玉県吉埼玉県吉埼玉県吉埼玉県吉    川川川川    市：市：市：市：584584584584 千円千円千円千円「基本設計「基本設計「基本設計「基本設計」」」」））））    

☞☞☞☞【標準建築費指数図【標準建築費指数図【標準建築費指数図【標準建築費指数図＜＜＜＜2000200020002000 年を年を年を年を 100100100100 とするとするとするとする。。。。＞＞＞＞】】】】    庁舎整備準備室調べ庁舎整備準備室調べ庁舎整備準備室調べ庁舎整備準備室調べ((((設計コンサル指標設計コンサル指標設計コンサル指標設計コンサル指標：：：：事務所・庁舎、事務所・庁舎、事務所・庁舎、事務所・庁舎、SRCSRCSRCSRC））））    

    

 

新庁舎の想定    県内先進市の 

必要面積      建築単価(平均) 

約 15,000 ㎡ ×  33.533.533.533.5 万円万円万円万円////㎡㎡㎡㎡ 

⇒【想定額】約【想定額】約【想定額】約【想定額】約 50505050 億億億億 2,5002,5002,5002,500 万円万円万円万円 

建物本体工事費建物本体工事費建物本体工事費建物本体工事費    

＋＋＋＋    

 

旧庁舎解体費／仮設庁舎費 

外構及び駐車場整備費 

設計及び各種調査、引越費 等 

⇒【合計想定額】約【合計想定額】約【合計想定額】約【合計想定額】約 10101010 億円億円億円億円 

その他の整備その他の整備その他の整備その他の整備費費費費    

約約約約 60606060 億億億億

円程度を円程度を円程度を円程度を

上限上限上限上限    

リーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショック 

構想時点構想時点構想時点構想時点    

2013201320132013 年年年年 12121212 月から急激に上昇月から急激に上昇月から急激に上昇月から急激に上昇    

参考にした工事単価の時期参考にした工事単価の時期参考にした工事単価の時期参考にした工事単価の時期    

北京オリ北京オリ北京オリ北京オリンピックンピックンピックンピック    

資料資料資料資料３３３３    

－１－－１－－１－－１－    



③③③③    今後の「建築コスト」の今後の「建築コスト」の今後の「建築コスト」の今後の「建築コスト」の推移（予測）推移（予測）推移（予測）推移（予測）    

        着工床面積が減少しても、深刻な人手不足のため、受注残の解消にはなかなかつな着工床面積が減少しても、深刻な人手不足のため、受注残の解消にはなかなかつな着工床面積が減少しても、深刻な人手不足のため、受注残の解消にはなかなかつな着工床面積が減少しても、深刻な人手不足のため、受注残の解消にはなかなかつな

がらず、建築コストが下がる気配はながらず、建築コストが下がる気配はながらず、建築コストが下がる気配はながらず、建築コストが下がる気配はなく、く、く、く、来年も高止まりの傾向である。来年も高止まりの傾向である。来年も高止まりの傾向である。来年も高止まりの傾向である。    

        再来年以降の建築コストの予測は大変難しいが、東京オリンピック（再来年以降の建築コストの予測は大変難しいが、東京オリンピック（再来年以降の建築コストの予測は大変難しいが、東京オリンピック（再来年以降の建築コストの予測は大変難しいが、東京オリンピック（HHHH３２年）前３２年）前３２年）前３２年）前

後までは、高水準で移行するものと思われる。後までは、高水準で移行するものと思われる。後までは、高水準で移行するものと思われる。後までは、高水準で移行するものと思われる。    

    

☞☞☞☞【【【【建築コスト建築コスト建築コスト建築コスト指数図指数図指数図指数図＜＜＜＜2020202011111111 年年年年 9999 月月月月をををを 100100100100 とするとするとするとする＞＞＞＞】】】】        庁舎整備準備室調べ庁舎整備準備室調べ庁舎整備準備室調べ庁舎整備準備室調べ（（（（設計コンサル指標設計コンサル指標設計コンサル指標設計コンサル指標））））    

    

※※※※「「「「コストコストコストコスト」」」」とは、とは、とは、とは、モノモノモノモノの原価であり、そこに利益の原価であり、そこに利益の原価であり、そこに利益の原価であり、そこに利益や経費等や経費等や経費等や経費等を加えたものがを加えたものがを加えたものがを加えたものが「「「「プライスプライスプライスプライス」となる。」となる。」となる。」となる。    

    

（２）（２）（２）（２）事業費事業費事業費事業費と財源と財源と財源と財源    ～～プラン比較～～～～プラン比較～～～～プラン比較～～～～プラン比較～～    

        今後の経済情勢にもよるが、有利な財源である「合併特例債」の活用を考慮しなが今後の経済情勢にもよるが、有利な財源である「合併特例債」の活用を考慮しなが今後の経済情勢にもよるが、有利な財源である「合併特例債」の活用を考慮しなが今後の経済情勢にもよるが、有利な財源である「合併特例債」の活用を考慮しなが

ら、次の整備プランを設定し、各プランにおけるら、次の整備プランを設定し、各プランにおけるら、次の整備プランを設定し、各プランにおけるら、次の整備プランを設定し、各プランにおける事業事業事業事業費の費の費の費のシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションを行う。を行う。を行う。を行う。    

    

①①①①    整備プランの設定整備プランの設定整備プランの設定整備プランの設定        

「「「「AAAA プラン」：プラン」：プラン」：プラン」：基本構想のスケジュールのまま進めるプラン基本構想のスケジュールのまま進めるプラン基本構想のスケジュールのまま進めるプラン基本構想のスケジュールのまま進めるプラン            （（（（H29H29H29H29 年着工）年着工）年着工）年着工）    

「「「「BBBB プラン」：プラン」：プラン」：プラン」：合併特例債を活用できる年次内に延期し進めるプラン合併特例債を活用できる年次内に延期し進めるプラン合併特例債を活用できる年次内に延期し進めるプラン合併特例債を活用できる年次内に延期し進めるプラン        （（（（H31H31H31H31 年着工）年着工）年着工）年着工）    

「「「「CCCC プラン」：プラン」：プラン」：プラン」：東京オリンピック後に延期し進めるプラン東京オリンピック後に延期し進めるプラン東京オリンピック後に延期し進めるプラン東京オリンピック後に延期し進めるプラン    （（（（H32H32H32H32 年以降に着工）年以降に着工）年以降に着工）年以降に着工）    

    

予測予測予測予測    

建築コスト 

建築プライス 

着工床面積 

－－－－２２２２－－－－    



    ②②②②    各プランにおける事業費と財源各プランにおける事業費と財源各プランにおける事業費と財源各プランにおける事業費と財源    

        次のとおり、各プランのシミュレーションを整理し、比較検討する。次のとおり、各プランのシミュレーションを整理し、比較検討する。次のとおり、各プランのシミュレーションを整理し、比較検討する。次のとおり、各プランのシミュレーションを整理し、比較検討する。    

    

＜＜＜＜事業費及び財政負担の比較表事業費及び財政負担の比較表事業費及び財政負担の比較表事業費及び財政負担の比較表＞＞＞＞    

項項項項            目目目目    
AAAA プランプランプランプラン    

(H29(H29(H29(H29 年着工年着工年着工年着工))))    

BBBB プランプランプランプラン    

(H(H(H(H31313131 年着工年着工年着工年着工))))    

CCCC プランプランプランプラン    

(H(H(H(H32323232 年年年年以降に以降に以降に以降に着工着工着工着工))))    

建築工事単価建築工事単価建築工事単価建築工事単価    

（構想：（構想：（構想：（構想：335,000335,000335,000335,000 円円円円////㎡）㎡）㎡）㎡）    

1.251.251.251.25～～～～1.61.61.61.6 倍想定倍想定倍想定倍想定    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ28282828 年実施設計時）年実施設計時）年実施設計時）年実施設計時）    

1.21.21.21.2～～～～1.51.51.51.5 倍想定倍想定倍想定倍想定    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ30303030 年実施設計時）年実施設計時）年実施設計時）年実施設計時）    

1.11.11.11.1～～～～1.21.21.21.25555 倍想定倍想定倍想定倍想定    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ33333333 年以降）年以降）年以降）年以降）    

想定単価想定単価想定単価想定単価    

420,000420,000420,000420,000 円～円～円～円～540,000540,000540,000540,000 円円円円    

想定単価想定単価想定単価想定単価    

400,000400,000400,000400,000 円～円～円～円～500,000500,000500,000500,000 円円円円    

想定単価想定単価想定単価想定単価    

370,000370,000370,000370,000 円～円～円～円～444422220,0000,0000,0000,000 円円円円    

新庁舎の規模新庁舎の規模新庁舎の規模新庁舎の規模    

（基本計画時）（基本計画時）（基本計画時）（基本計画時）    
12,00012,00012,00012,000 ㎡㎡㎡㎡    12,00012,00012,00012,000 ㎡㎡㎡㎡    12,00012,00012,00012,000 ㎡㎡㎡㎡    

建築工事費建築工事費建築工事費建築工事費    50.450.450.450.4 億円～億円～億円～億円～64.864.864.864.8 億円億円億円億円    48.048.048.048.0 億円～億円～億円～億円～60.060.060.060.0 億円億円億円億円    44.444.444.444.4 億円～億円～億円～億円～50.450.450.450.4 億円億円億円億円    

解体・外構等その他経費解体・外構等その他経費解体・外構等その他経費解体・外構等その他経費    

（構想：（構想：（構想：（構想：6.46.46.46.4 億円）億円）億円）億円）    
            8888 億円～億円～億円～億円～10.210.210.210.2 億円億円億円億円            7.77.77.77.7 億円～億円～億円～億円～    9.69.69.69.6 億円億円億円億円            7.07.07.07.0 億円～億円～億円～億円～        8.08.08.08.0 億円億円億円億円    

事業費計事業費計事業費計事業費計    58.458.458.458.4 億円～億円～億円～億円～75.075.075.075.0 億円億円億円億円    55555555.7.7.7.7 億円～億円～億円～億円～69.669.669.669.6 億円億円億円億円    51.751.751.751.7 億円～億円～億円～億円～58.458.458.458.4 億円億円億円億円    

財財財財    

源源源源    

合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626 年使用可年使用可年使用可年使用可

能額：４４億円）能額：４４億円）能額：４４億円）能額：４４億円）    

44.044.044.044.0 億円億円億円億円    
４年×６億４年×６億４年×６億４年×６億////年＝年＝年＝年＝24242424 億円使用後億円使用後億円使用後億円使用後    

２０．０億円２０．０億円２０．０億円２０．０億円    
        ０円０円０円０円    

（地方交付税算入率：（地方交付税算入率：（地方交付税算入率：（地方交付税算入率：70707070％）％）％）％）    

【【【【30.830.830.830.8 億円億円億円億円】】】】    

（地方交付税算入率：（地方交付税算入率：（地方交付税算入率：（地方交付税算入率：70707070％）％）％）％）    

【【【【14.014.014.014.0 億円億円億円億円】】】】    

    

【事業費の財源内訳（想定）】【事業費の財源内訳（想定）】【事業費の財源内訳（想定）】【事業費の財源内訳（想定）】    

「「「「合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債」」」」    

使使使使    用用用用    額額額額    
44.044.044.044.0 億円億円億円億円    20.020.020.020.0 億円億円億円億円                            ０円０円０円０円    

建設基金建設基金建設基金建設基金    

（（（（Ｈ２５年度までＨ２５年度までＨ２５年度までＨ２５年度まで））））    
11.011.011.011.0 億円億円億円億円    11.011.011.011.0 億円億円億円億円    11.011.011.011.0 億円億円億円億円    

想定想定想定想定建設基金建設基金建設基金建設基金    

（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626 年度以降、着工までの見年度以降、着工までの見年度以降、着工までの見年度以降、着工までの見

込）込）込）込）：年３億円：年３億円：年３億円：年３億円////積立積立積立積立    

（（（（26262626～～～～28282828 年×３億円）年×３億円）年×３億円）年×３億円）    

3.43.43.43.4 億円～億円～億円～億円～9.09.09.09.0 億円億円億円億円    

（（（（26262626～～～～30303030 年×３億円）年×３億円）年×３億円）年×３億円）    

15.015.015.015.0 億円億円億円億円    

（（（（26262626～～～～35353535 年×３億年×３億年×３億年×３億円）円）円）円）    

30.030.030.030.0 億円億円億円億円    

その他使用可能基金その他使用可能基金その他使用可能基金その他使用可能基金    

（かぬま・あわの振興基金：（かぬま・あわの振興基金：（かぬま・あわの振興基金：（かぬま・あわの振興基金：償還完償還完償還完償還完

了：了：了：了：32323232 年年年年／／／／18181818 億）億）億）億）    

００００円～円～円～円～11.011.011.011.0 億円億円億円億円    

（残金有）（残金有）（残金有）（残金有）    

9.79.79.79.7 億円～億円～億円～億円～18.018.018.018.0 億円億円億円億円    

（残金有）／（満額使用）（残金有）／（満額使用）（残金有）／（満額使用）（残金有）／（満額使用）    

10.710.710.710.7 億円～億円～億円～億円～17.417.417.417.4 億円億円億円億円    

（残金有）（残金有）（残金有）（残金有）    

起債（借入）起債（借入）起債（借入）起債（借入）    0000 円円円円                0000 円～円～円～円～5.65.65.65.6 億円億円億円億円                        ０円０円０円０円    

事業費計事業費計事業費計事業費計    58.458.458.458.4 億円～億円～億円～億円～75.075.075.075.0 億円億円億円億円    55.755.755.755.7 億円～億円～億円～億円～69.669.669.669.6 億円億円億円億円    51.751.751.751.7 億円～億円～億円～億円～58.458.458.458.4 億円億円億円億円    

☞☞☞☞想定想定想定想定する工事する工事する工事する工事単価単価単価単価がががが難しい難しい難しい難しいため、最小値から最大値までの単価によりため、最小値から最大値までの単価によりため、最小値から最大値までの単価によりため、最小値から最大値までの単価により比較している。比較している。比較している。比較している。東京オリンピックま東京オリンピックま東京オリンピックま東京オリンピックま

で高額の工事単価で推移すれば、合併特例債のメリットを上回る負担が生じてくることが予想される。で高額の工事単価で推移すれば、合併特例債のメリットを上回る負担が生じてくることが予想される。で高額の工事単価で推移すれば、合併特例債のメリットを上回る負担が生じてくることが予想される。で高額の工事単価で推移すれば、合併特例債のメリットを上回る負担が生じてくることが予想される。    

－－－－３３３３－－－－    



（３）整備スケジュール（３）整備スケジュール（３）整備スケジュール（３）整備スケジュール    ～～プラン比較～～～～プラン比較～～～～プラン比較～～～～プラン比較～～    

        工事費の高騰工事費の高騰工事費の高騰工事費の高騰が沈静化する見極めが難しいが、が沈静化する見極めが難しいが、が沈静化する見極めが難しいが、が沈静化する見極めが難しいが、各プランの整備スケジュールを比較各プランの整備スケジュールを比較各プランの整備スケジュールを比較各プランの整備スケジュールを比較

検討検討検討検討する。する。する。する。    

    

    

    

                                                                                                                    

                

        年年年年    

項目項目項目項目    
H27H27H27H27 年年年年    H28H28H28H28 年年年年    H29H29H29H29 年年年年    H30H30H30H30 年年年年    H31H31H31H31 年年年年    H32H32H32H32 年年年年    H33H33H33H33 年年年年    

H34H34H34H34 年年年年    

以降以降以降以降    

AAAA    

プランプランプランプラン    

        

    

    

    

    

    

    

            

外構外構外構外構    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【ポイントポイントポイントポイント】】】】・・・基本構想の予定どおり「・・・基本構想の予定どおり「・・・基本構想の予定どおり「・・・基本構想の予定どおり「H29H29H29H29 年に着工」年に着工」年に着工」年に着工」    

    ☞事業費の増大になる。特に、財政上のリスクが大きい。（合併特例債のメリッ☞事業費の増大になる。特に、財政上のリスクが大きい。（合併特例債のメリッ☞事業費の増大になる。特に、財政上のリスクが大きい。（合併特例債のメリッ☞事業費の増大になる。特に、財政上のリスクが大きい。（合併特例債のメリッ

トを上回る可能性がある）トを上回る可能性がある）トを上回る可能性がある）トを上回る可能性がある）    

    ☞財源として、「合併特例債☞財源として、「合併特例債☞財源として、「合併特例債☞財源として、「合併特例債（現在の額）（現在の額）（現在の額）（現在の額）」が活用できる。」が活用できる。」が活用できる。」が活用できる。    

BBBB    

プランプランプランプラン    

                            

    

外構外構外構外構    

    

    

    

【【【【ポイントポイントポイントポイント】】】】・・・基本構想のスケジュールより「２年延期」・・・基本構想のスケジュールより「２年延期」・・・基本構想のスケジュールより「２年延期」・・・基本構想のスケジュールより「２年延期」    

    ☞☞☞☞東京オリンピックを踏まえた東京オリンピックを踏まえた東京オリンピックを踏まえた東京オリンピックを踏まえた工事工事工事工事費の高騰が収まるのか費の高騰が収まるのか費の高騰が収まるのか費の高騰が収まるのか不透明である。不透明である。不透明である。不透明である。    

    ☞財源として☞財源として☞財源として☞財源として、「合併特例債（他事業による使用残額）」を建築工事に活用する。、「合併特例債（他事業による使用残額）」を建築工事に活用する。、「合併特例債（他事業による使用残額）」を建築工事に活用する。、「合併特例債（他事業による使用残額）」を建築工事に活用する。    

    ☞「合併特例債」は繰越が不可であるため、建築工事☞「合併特例債」は繰越が不可であるため、建築工事☞「合併特例債」は繰越が不可であるため、建築工事☞「合併特例債」は繰越が不可であるため、建築工事のののの完了完了完了完了が必須である。が必須である。が必須である。が必須である。    

CCCC    

プランプランプランプラン    

                                

【【【【ポイントポイントポイントポイント】】】】・・・基本構想のスケジュールより「７年延期」・・・基本構想のスケジュールより「７年延期」・・・基本構想のスケジュールより「７年延期」・・・基本構想のスケジュールより「７年延期」    

    ☞東京オリンピック後、工事費の高騰が沈静化する時期が不透明である。☞東京オリンピック後、工事費の高騰が沈静化する時期が不透明である。☞東京オリンピック後、工事費の高騰が沈静化する時期が不透明である。☞東京オリンピック後、工事費の高騰が沈静化する時期が不透明である。    

    ☞現庁舎の耐震補強対策を行う必要がある。☞現庁舎の耐震補強対策を行う必要がある。☞現庁舎の耐震補強対策を行う必要がある。☞現庁舎の耐震補強対策を行う必要がある。    

    ☞基本構想及び基本計画の見直しが生じる可能性がある。☞基本構想及び基本計画の見直しが生じる可能性がある。☞基本構想及び基本計画の見直しが生じる可能性がある。☞基本構想及び基本計画の見直しが生じる可能性がある。    

    

    

東京オリンピック開催東京オリンピック開催東京オリンピック開催東京オリンピック開催    

「合併特例債」使用期限「合併特例債」使用期限「合併特例債」使用期限「合併特例債」使用期限 

基本基本基本基本    

設設設設計計計計 

実施実施実施実施    

設設設設計計計計    

建築工事建築工事建築工事建築工事    

HHHH29292929 年着工年着工年着工年着工    

基本基本基本基本    

設設設設計計計計 

実施実施実施実施    

設設設設計計計計    

建築工事建築工事建築工事建築工事    

H3H3H3H31111 年着工年着工年着工年着工    

建築工事建築工事建築工事建築工事    

H36H36H36H36 年着工年着工年着工年着工    

基本実基本実基本実基本実

施設施設施設施設計計計計 

<24<24<24<24 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月>>>>    

<24<24<24<24 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月>>>>    

((((供用開始供用開始供用開始供用開始)))) 

((((供用開始供用開始供用開始供用開始)))) 

－－－－４４４４－－－－    


