
１１１１    現在の現在の現在の現在の進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて    ～～～～～～～～H26H26H26H26 年度概略～～年度概略～～年度概略～～年度概略～～    
    

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第４回新庁舎整備推進本第４回新庁舎整備推進本第４回新庁舎整備推進本部会議部会議部会議部会議【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) 

————    １１１１    ————    

資料１資料１資料１資料１    



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） 

・議会事務局：第 1 回新庁舎整備検討部会 

10 月   １日 ・経済部：第１回新庁舎整備検討部会 

２日 ・教育委員会事務局：第１回新庁舎整備検討部会 

  ９日 

・総 務 部：第１回新庁舎整備検討部会 

・財 務 部：第１回新庁舎整備検討部会 

・環 境 部：第１回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）    

１４日 ・第１回窓口ワンストップサービス専門部会 

１６日 ・都市建設部：第１回新庁舎整備検討部会 

１７日 ・市 民 部：第１回新庁舎整備検討部会 

２２日 
・都市建設部：第２回新庁舎整備検討部会 

・議会事務局：第２回新庁舎整備検討部会 

２３日 
・総 務 部：第２回新庁舎整備検討部会 

・会計管理者：第１回新庁舎整備検討部会 

２５日 ・「広報かぬま（庁舎整備だより第５号）」発行 

    

————    ２２２２    ————    



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

２８日 ・第２回窓口ワンストップサービス専門部会 

３０日 

・財 務 部：第２回新庁舎整備検討部会 

・保健福祉部：第１回新庁舎整備検討部会 

・市 民 部：第２回新庁舎整備検討部会 

・教育委員会事務局：第２回新庁舎整備検討部会 

・選挙管理委員会：第１回新庁舎整備検討部会 

・環 境 部：第２回新庁舎整備検討部会 

３１日 
・経 済 部：第２回新庁舎整備検討部会 

・監査委員会：第１回新庁舎整備検討部会 

1１月   ４日 

 

・選挙管理委員会：第２回新庁舎整備検討部会 

・監査委員会：第２回新庁舎整備検討部会 

・農業委員会：第 1 回新庁舎整備検討部会 

    １２日 ・財 務 部：第３回新庁舎整備検討部会 

１４日 ・第 1６回ワーキンググループ会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等） 

                １８日１８日１８日１８日    ・第２回・第２回・第２回・第２回新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎整備基本計画策定推進会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等新庁舎の機能と規模、配置計画等新庁舎の機能と規模、配置計画等新庁舎の機能と規模、配置計画等））））    

  ２０日 ・第６回新庁舎整備検討委員会（新庁舎の機能と規模、配置計画等） 

２７日 ・第６回新庁舎整備推進本部会議（新庁舎の機能と規模、配置計画等） 

1２月  １５日 ・第３回新庁舎整備基本計画策定推進会議 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

————    ３３３３    ————    



        

    

【【【【「「「「新新新新庁舎整備庁舎整備庁舎整備庁舎整備基本計画策定推進会議基本計画策定推進会議基本計画策定推進会議基本計画策定推進会議」」」」における検討の流れにおける検討の流れにおける検討の流れにおける検討の流れ】】】】    

    

    

～【平成２～【平成２～【平成２～【平成２６６６６年度年度年度年度（（（（10101010 月～Ｈ月～Ｈ月～Ｈ月～Ｈ27272727／３月）／３月）／３月）／３月）】～】～】～】～    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回第１回第１回第１回推進会議推進会議推進会議推進会議（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ26262626 年年年年 10101010 月月月月 10101010 日）日）日）日） 
・・・今までの経過及び今後のスケジュールについて 

・・・新庁舎整備基本構想の概要について 

・・・庁舎に求められる機能に関する意見交換 等 

第２回第２回第２回第２回推進会議推進会議推進会議推進会議    ((((ＨＨＨＨ26262626 年年年年 11111111 月月月月 18181818 日日日日)))) 
（１）庁舎機能及び庁舎規模の検討 

   …防災拠点としての機能    

   …来庁者の利便性を高めるための機能 

   …市民との協働・まちづくりを進める

ための機能 

   …議会運営を進めるための機能 

   …行政事務を効率的に行うための機能 

    (福利厚生機能含む) 

   …部局（部・課等）配置の考え方 

   …庁舎規模の設定（方向性） 

（２）建物の配置計画の考え方 

第４回第４回第４回第４回・第・第・第・第 5555 回推進会議回推進会議回推進会議回推進会議    ((((ＨＨＨＨ27272727 年年年年 2222 月上旬月上旬月上旬月上旬・３月中旬・３月中旬・３月中旬・３月中旬))))    
 

○○○○    新庁舎整備基本計画（案）の検討新庁舎整備基本計画（案）の検討新庁舎整備基本計画（案）の検討新庁舎整備基本計画（案）の検討 

 

☛☛☛☛整備規模整備規模整備規模整備規模や整備（手法）計画作成や整備（手法）計画作成や整備（手法）計画作成や整備（手法）計画作成、建物内外の施設構成及び配置計画、施、建物内外の施設構成及び配置計画、施、建物内外の施設構成及び配置計画、施、建物内外の施設構成及び配置計画、施

設導入機能計画や構造計画の作成、概算事業費の算定設導入機能計画や構造計画の作成、概算事業費の算定設導入機能計画や構造計画の作成、概算事業費の算定設導入機能計画や構造計画の作成、概算事業費の算定    などなどなどなど 

庁内会議＜庁内会議＜庁内会議＜庁内会議＜検討委員会・検討委員会・検討委員会・検討委員会・ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ会議・会議・会議・会議・    

検討部会検討部会検討部会検討部会＞・・・＞・・・＞・・・＞・・・☛☛☛☛案の検討案の検討案の検討案の検討    

第第第第３３３３回回回回推進会議推進会議推進会議推進会議    ((((ＨＨＨＨ26262626 年年年年 12121212 月月月月 11115555 日日日日)))) 
（１）庁舎規模（階数・構造等） 

（２）建物及び各部屋（フロアー）の配置計

画 

（３）求められる機能のうち床面積が必要で

ない事項の検討 

   …高度情報化に対応するための機能 

   …環境と共生するための機能 

   …庁舎維持管理・セキュリティに必要

な機能 

（４）構造計画・事業費計画の検討 等 

   その他、設計の前提となる事項の検討 

【【【【    新新新新    庁庁庁庁    舎舎舎舎    整整整整    備備備備    推推推推    進進進進    本本本本    部部部部    会会会会    議議議議    】】】】    

庁内会議＜庁内会議＜庁内会議＜庁内会議＜検討委員会・検討委員会・検討委員会・検討委員会・ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループ会議・会議・会議・会議・    

検討部会検討部会検討部会検討部会＞・・・＞・・・＞・・・＞・・・☛☛☛☛案の検討案の検討案の検討案の検討    

必要に応じて本部会議必要に応じて本部会議必要に応じて本部会議必要に応じて本部会議    必要に応じて本部会議必要に応じて本部会議必要に応じて本部会議必要に応じて本部会議    

    

参考資料参考資料参考資料参考資料    



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】

””””
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＞

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

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）

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

参考資料参考資料参考資料参考資料

＜＜＜＜ 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＞＞＞＞


