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        ・公共交通における交通体系・公共交通における交通体系・公共交通における交通体系・公共交通における交通体系についてについてについてについて（バス路線の数、（バス路線の数、（バス路線の数、（バス路線の数、路線網の集積性）路線網の集積性）路線網の集積性）路線網の集積性）    

        ・他施設との複合サービスの可能性・他施設との複合サービスの可能性・他施設との複合サービスの可能性・他施設との複合サービスの可能性についてについてについてについて（官公庁施設の集約性）（官公庁施設の集約性）（官公庁施設の集約性）（官公庁施設の集約性）    

        ・取得コストの比較について・取得コストの比較について・取得コストの比較について・取得コストの比較について    

        ・事業における財源計画・事業における財源計画・事業における財源計画・事業における財源計画についてについてについてについて（建設コスト「基礎・造成工事等」の財政への負担度）（建設コスト「基礎・造成工事等」の財政への負担度）（建設コスト「基礎・造成工事等」の財政への負担度）（建設コスト「基礎・造成工事等」の財政への負担度）    

        ・・・・事業の実現性について事業の実現性について事業の実現性について事業の実現性について（関係法令や合併特例債活用等、建設スケジュールの実効性）（関係法令や合併特例債活用等、建設スケジュールの実効性）（関係法令や合併特例債活用等、建設スケジュールの実効性）（関係法令や合併特例債活用等、建設スケジュールの実効性）    

        ・鹿沼市公共施設等の配置について・鹿沼市公共施設等の配置について・鹿沼市公共施設等の配置について・鹿沼市公共施設等の配置について    

◇◇◇◇    庁舎位置選定に伴う評価庁舎位置選定に伴う評価庁舎位置選定に伴う評価庁舎位置選定に伴う評価の結果の結果の結果の結果についてについてについてについて                                        …………………………………………………………………………………………………………    

◇◇◇◇    庁舎整備に関するアンケート調査庁舎整備に関するアンケート調査庁舎整備に関するアンケート調査庁舎整備に関するアンケート調査及び及び及び及び世論調査の状況について世論調査の状況について世論調査の状況について世論調査の状況について        …………………………………………    
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１１１１    整備構想策定の背景と目的整備構想策定の背景と目的整備構想策定の背景と目的整備構想策定の背景と目的    
    

    （１）（１）（１）（１）基本構想策定までの経緯基本構想策定までの経緯基本構想策定までの経緯基本構想策定までの経緯    
    

昭和昭和昭和昭和 23 23 23 23 年に年に年に年に「「「「鹿沼町鹿沼町鹿沼町鹿沼町」」」」が市制を施行し、その後、昭和が市制を施行し、その後、昭和が市制を施行し、その後、昭和が市制を施行し、その後、昭和 29292929 年に年に年に年に 1111 市市市市 7777 か村、昭か村、昭か村、昭か村、昭

和和和和 30303030 年に年に年に年に 2222 か村が合併し、粟野町もか村が合併し、粟野町もか村が合併し、粟野町もか村が合併し、粟野町も 1111 町町町町 3333 か村が合併し、それぞれの行政区域をか村が合併し、それぞれの行政区域をか村が合併し、それぞれの行政区域をか村が合併し、それぞれの行政区域を

形成しました。形成しました。形成しました。形成しました。    

        昭和昭和昭和昭和 33333333 年４月に本年４月に本年４月に本年４月に本館館館館及び議会棟が建設され、その後、昭和及び議会棟が建設され、その後、昭和及び議会棟が建設され、その後、昭和及び議会棟が建設され、その後、昭和 45454545 年に本館「増築棟」年に本館「増築棟」年に本館「増築棟」年に本館「増築棟」

の増築及び「東館」が新築されています。の増築及び「東館」が新築されています。の増築及び「東館」が新築されています。の増築及び「東館」が新築されています。    

さらに、昭和さらに、昭和さらに、昭和さらに、昭和 55555555 年に本館「付属棟年に本館「付属棟年に本館「付属棟年に本館「付属棟（市民ホール）（市民ホール）（市民ホール）（市民ホール）」の増築及び「新館」」の増築及び「新館」」の増築及び「新館」」の増築及び「新館」のののの新築新築新築新築等等等等

を重ねまして、を重ねまして、を重ねまして、を重ねまして、建物５棟の構成により現在の建物５棟の構成により現在の建物５棟の構成により現在の建物５棟の構成により現在の市庁舎になっています。市庁舎になっています。市庁舎になっています。市庁舎になっています。    

そして、平成そして、平成そして、平成そして、平成 11118888 年年年年 1111 月月月月 1111 日に鹿沼市と粟野町の両市町が合併し、新しい鹿沼市日に鹿沼市と粟野町の両市町が合併し、新しい鹿沼市日に鹿沼市と粟野町の両市町が合併し、新しい鹿沼市日に鹿沼市と粟野町の両市町が合併し、新しい鹿沼市

が誕生しが誕生しが誕生しが誕生し、美しい自然環境と特色のある地域文化や産業など、更に魅力を加え新たな、美しい自然環境と特色のある地域文化や産業など、更に魅力を加え新たな、美しい自然環境と特色のある地域文化や産業など、更に魅力を加え新たな、美しい自然環境と特色のある地域文化や産業など、更に魅力を加え新たな

歴史を刻みながら、県西部の拠点施設として長く市民に親しまれ、多くの市民に利用歴史を刻みながら、県西部の拠点施設として長く市民に親しまれ、多くの市民に利用歴史を刻みながら、県西部の拠点施設として長く市民に親しまれ、多くの市民に利用歴史を刻みながら、県西部の拠点施設として長く市民に親しまれ、多くの市民に利用

されています。されています。されています。されています。    

一方、一方、一方、一方、本館と議会棟本館と議会棟本館と議会棟本館と議会棟については５５については５５については５５については５５年が経過年が経過年が経過年が経過しししし、本館増築棟と東館は、本館増築棟と東館は、本館増築棟と東館は、本館増築棟と東館は４３４３４３４３年が経過、年が経過、年が経過、年が経過、

新館は３新館は３新館は３新館は３３３３３年が経過年が経過年が経過年が経過するなど、建設から時間が経過するなど、建設から時間が経過するなど、建設から時間が経過するなど、建設から時間が経過しておりしておりしておりしており、すでに耐用年数を超え、すでに耐用年数を超え、すでに耐用年数を超え、すでに耐用年数を超え

ている建物、あるいは耐用年数まで数年になっているのが、ている建物、あるいは耐用年数まで数年になっているのが、ている建物、あるいは耐用年数まで数年になっているのが、ている建物、あるいは耐用年数まで数年になっているのが、市市市市庁舎庁舎庁舎庁舎の現状の現状の現状の現状であります。であります。であります。であります。    

また、本市の発展や合併など、時代の進展に伴い、庁舎としまた、本市の発展や合併など、時代の進展に伴い、庁舎としまた、本市の発展や合併など、時代の進展に伴い、庁舎としまた、本市の発展や合併など、時代の進展に伴い、庁舎としての機能をはじめ、物ての機能をはじめ、物ての機能をはじめ、物ての機能をはじめ、物

理的に数々の問題が生じています。理的に数々の問題が生じています。理的に数々の問題が生じています。理的に数々の問題が生じています。    

特に、現市庁舎はここ数年、敷地や建物特に、現市庁舎はここ数年、敷地や建物特に、現市庁舎はここ数年、敷地や建物特に、現市庁舎はここ数年、敷地や建物はははは著しく狭隘化が進んだことや、建物や窓著しく狭隘化が進んだことや、建物や窓著しく狭隘化が進んだことや、建物や窓著しく狭隘化が進んだことや、建物や窓

口の分散化によりワンストップサービスが困難であり、また、ＩＣＴ化、バリアフリ口の分散化によりワンストップサービスが困難であり、また、ＩＣＴ化、バリアフリ口の分散化によりワンストップサービスが困難であり、また、ＩＣＴ化、バリアフリ口の分散化によりワンストップサービスが困難であり、また、ＩＣＴ化、バリアフリ

ー化対応への限界、施設、設備の老朽化による維持管理費の増大などの問題も抱えてー化対応への限界、施設、設備の老朽化による維持管理費の増大などの問題も抱えてー化対応への限界、施設、設備の老朽化による維持管理費の増大などの問題も抱えてー化対応への限界、施設、設備の老朽化による維持管理費の増大などの問題も抱えて

います。います。います。います。    

平成平成平成平成 23232323 年年年年 3333 月に発生しました「東日本大震災」を契機に、市庁舎の耐震診断を月に発生しました「東日本大震災」を契機に、市庁舎の耐震診断を月に発生しました「東日本大震災」を契機に、市庁舎の耐震診断を月に発生しました「東日本大震災」を契機に、市庁舎の耐震診断を

実施した結果、市庁舎全棟で震度６強から７の地震に対して「倒壊する危険性が高い」、実施した結果、市庁舎全棟で震度６強から７の地震に対して「倒壊する危険性が高い」、実施した結果、市庁舎全棟で震度６強から７の地震に対して「倒壊する危険性が高い」、実施した結果、市庁舎全棟で震度６強から７の地震に対して「倒壊する危険性が高い」、

あるいは「倒壊する危険性がある」との結果が報告され、現庁舎建物の耐震性あるいは「倒壊する危険性がある」との結果が報告され、現庁舎建物の耐震性あるいは「倒壊する危険性がある」との結果が報告され、現庁舎建物の耐震性あるいは「倒壊する危険性がある」との結果が報告され、現庁舎建物の耐震性能が不能が不能が不能が不

足し、予想以上に劣化が進行していることが明らかになり、早急に新庁舎建設の検討足し、予想以上に劣化が進行していることが明らかになり、早急に新庁舎建設の検討足し、予想以上に劣化が進行していることが明らかになり、早急に新庁舎建設の検討足し、予想以上に劣化が進行していることが明らかになり、早急に新庁舎建設の検討

をする必要が生じました。をする必要が生じました。をする必要が生じました。をする必要が生じました。    

市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能、大切な情報が集約されており、災害等市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能、大切な情報が集約されており、災害等市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能、大切な情報が集約されており、災害等市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能、大切な情報が集約されており、災害等

有事の際にはこれらを守り、市役所としての機能を維持しつつ、防災拠点としての役有事の際にはこれらを守り、市役所としての機能を維持しつつ、防災拠点としての役有事の際にはこれらを守り、市役所としての機能を維持しつつ、防災拠点としての役有事の際にはこれらを守り、市役所としての機能を維持しつつ、防災拠点としての役

割を果たす必要があります。割を果たす必要があります。割を果たす必要があります。割を果たす必要があります。    

このようなこのようなこのようなこのような状況から状況から状況から状況から、市民の利便性の向上と、市民サービスの効率化を図るととも、市民の利便性の向上と、市民サービスの効率化を図るととも、市民の利便性の向上と、市民サービスの効率化を図るととも、市民の利便性の向上と、市民サービスの効率化を図るととも

に、まちの活性化も勘案しながらに、まちの活性化も勘案しながらに、まちの活性化も勘案しながらに、まちの活性化も勘案しながら、、、、市庁舎の整備に着手していくため、市庁舎の整備に着手していくため、市庁舎の整備に着手していくため、市庁舎の整備に着手していくため、平成平成平成平成 24242424 年に年に年に年に

市民で構成する「庁舎整備市民で構成する「庁舎整備市民で構成する「庁舎整備市民で構成する「庁舎整備検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会」が」が」が」が設置設置設置設置され、「庁舎整備のあり方及び基本構され、「庁舎整備のあり方及び基本構され、「庁舎整備のあり方及び基本構され、「庁舎整備のあり方及び基本構

想等」について想等」について想等」について想等」について、市から委員会に、市から委員会に、市から委員会に、市から委員会に諮問諮問諮問諮問されされされされました。ました。ました。ました。    

そして、平成そして、平成そして、平成そして、平成 26262626 年３月に年３月に年３月に年３月に同同同同委員会委員会委員会委員会より「より「より「より「庁舎整備のあり方及び基本構想（案）に庁舎整備のあり方及び基本構想（案）に庁舎整備のあり方及び基本構想（案）に庁舎整備のあり方及び基本構想（案）に

ついて」答申ついて」答申ついて」答申ついて」答申が出されました。が出されました。が出されました。が出されました。    

    

 

 
 

ⅠⅠⅠⅠ    新庁舎整備構想の策定にあたって新庁舎整備構想の策定にあたって新庁舎整備構想の策定にあたって新庁舎整備構想の策定にあたって     

————    １１１１    ————    
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＜＜＜＜＜＜＜＜市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎整備等に関する整備等に関する整備等に関する整備等に関する沿革沿革沿革沿革＞＞＞＞＞＞＞＞    
    

 

 

◇◇◇◇    昭和昭和昭和昭和 23232323 年（年（年（年（1948194819481948））））⇒⇒⇒⇒10101010 月月月月 10101010 日、市制施行日、市制施行日、市制施行日、市制施行    

◇◇◇◇    昭和昭和昭和昭和 29292929 年（年（年（年（1954195419541954））））⇒⇒⇒⇒鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大鹿沼市、東大芦村、菊沢村、板荷村、北押原村、西大    

芦村、加蘇村、北犬飼村合併芦村、加蘇村、北犬飼村合併芦村、加蘇村、北犬飼村合併芦村、加蘇村、北犬飼村合併    

◇◇◇◇    昭和昭和昭和昭和 30303030 年（年（年（年（1955195519551955））））⇒⇒⇒⇒鹿沼市が南摩村、南押原村を合併鹿沼市が南摩村、南押原村を合併鹿沼市が南摩村、南押原村を合併鹿沼市が南摩村、南押原村を合併    

⇒⇒⇒⇒粟野町、粕尾村、永野村、清洲村合併粟野町、粕尾村、永野村、清洲村合併粟野町、粕尾村、永野村、清洲村合併粟野町、粕尾村、永野村、清洲村合併    

◇◇◇◇    昭和昭和昭和昭和 33333333 年（年（年（年（1958195819581958））））⇒⇒⇒⇒鹿沼市鹿沼市鹿沼市鹿沼市本本本本庁舎完成庁舎完成庁舎完成庁舎完成（議（議（議（議会棟含む）会棟含む）会棟含む）会棟含む）    

◇◇◇◇    昭和昭和昭和昭和 45454545 年（年（年（年（1970197019701970））））⇒⇒⇒⇒本館「増築棟」増築及び「東館」の新築本館「増築棟」増築及び「東館」の新築本館「増築棟」増築及び「東館」の新築本館「増築棟」増築及び「東館」の新築    

◇◇◇◇    昭和昭和昭和昭和 55555555 年（年（年（年（1980198019801980））））⇒⇒⇒⇒本館本館本館本館「「「「付属棟付属棟付属棟付属棟」増築」増築」増築」増築（市民ホール）（市民ホール）（市民ホール）（市民ホール）及び「新館」の新築及び「新館」の新築及び「新館」の新築及び「新館」の新築    

◇◇◇◇    平成平成平成平成 11111111 年（年（年（年（1999199919991999））））⇒⇒⇒⇒市民情報センター開館市民情報センター開館市民情報センター開館市民情報センター開館（健康課・生涯学習課の移動）（健康課・生涯学習課の移動）（健康課・生涯学習課の移動）（健康課・生涯学習課の移動）    

◇◇◇◇    平成平成平成平成 17171717 年（年（年（年（2005200520052005）⇒「新市建設計画」策定（新庁舎整備の位置づけ））⇒「新市建設計画」策定（新庁舎整備の位置づけ））⇒「新市建設計画」策定（新庁舎整備の位置づけ））⇒「新市建設計画」策定（新庁舎整備の位置づけ）    

◇◇◇◇    平成平成平成平成 18181818 年（年（年（年（2006200620062006））））⇒⇒⇒⇒鹿沼市・粟野町合併鹿沼市・粟野町合併鹿沼市・粟野町合併鹿沼市・粟野町合併    

                                                ⇒⇒⇒⇒商業施設「イトーヨーカドー」の撤退により、その跡地商業施設「イトーヨーカドー」の撤退により、その跡地商業施設「イトーヨーカドー」の撤退により、その跡地商業施設「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（への新庁舎建設の署名（への新庁舎建設の署名（への新庁舎建設の署名（庁舎移転要望書：庁舎移転要望書：庁舎移転要望書：庁舎移転要望書：40,00040,00040,00040,000 名）名）名）名）

が市長に提出される。が市長に提出される。が市長に提出される。が市長に提出される。    

                    （～平成（～平成（～平成（～平成 20202020 年）年）年）年）⇒庁内に「新庁舎建設問題検討委員会」及び「庁舎検討部⇒庁内に「新庁舎建設問題検討委員会」及び「庁舎検討部⇒庁内に「新庁舎建設問題検討委員会」及び「庁舎検討部⇒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」の設置会」、「庁舎検討ワーキンググループ」の設置会」、「庁舎検討ワーキンググループ」の設置会」、「庁舎検討ワーキンググループ」の設置    

    ◇◇◇◇    平成平成平成平成 23232323 年（年（年（年（2011201120112011）⇒本庁舎）⇒本庁舎）⇒本庁舎）⇒本庁舎（４棟）（４棟）（４棟）（４棟）及び東館及び東館及び東館及び東館（１（１（１（１棟棟棟棟））））の耐震診断の耐震診断の耐震診断の耐震診断実施実施実施実施    

    ◇◇◇◇    平成平成平成平成 24242424 年（年（年（年（2012201220122012））））⇒第⇒第⇒第⇒第 6666 次鹿沼市総合計画「ふるさとかぬま『絆』ビジョ次鹿沼市総合計画「ふるさとかぬま『絆』ビジョ次鹿沼市総合計画「ふるさとかぬま『絆』ビジョ次鹿沼市総合計画「ふるさとかぬま『絆』ビジョ

ン」策定（新庁舎整備の位置づけ）ン」策定（新庁舎整備の位置づけ）ン」策定（新庁舎整備の位置づけ）ン」策定（新庁舎整備の位置づけ）    

⇒⇒⇒⇒（～平成（～平成（～平成（～平成 25252525 年）年）年）年）『庁舎整備検討委員会』の設置『庁舎整備検討委員会』の設置『庁舎整備検討委員会』の設置『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市から委員会へ「諮問書（庁舎整備のあり方及び基本構市から委員会へ「諮問書（庁舎整備のあり方及び基本構市から委員会へ「諮問書（庁舎整備のあり方及び基本構

想等）の提出想等）の提出想等）の提出想等）の提出    

⇒庁内に『庁舎整備ワーキンググループ』の設置⇒庁内に『庁舎整備ワーキンググループ』の設置⇒庁内に『庁舎整備ワーキンググループ』の設置⇒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⇒「市議会庁舎整備⇒「市議会庁舎整備⇒「市議会庁舎整備検討委員会」の設置検討委員会」の設置検討委員会」の設置検討委員会」の設置    

    ◇◇◇◇    平成平成平成平成 25252525 年（年（年（年（2013201320132013）⇒委員会から市へ）⇒委員会から市へ）⇒委員会から市へ）⇒委員会から市へ「庁舎整備のあり方及び基本構想（案）「庁舎整備のあり方及び基本構想（案）「庁舎整備のあり方及び基本構想（案）「庁舎整備のあり方及び基本構想（案）

等について」答申等について」答申等について」答申等について」答申    

    ◇◇◇◇    平成平成平成平成 26262626 年（年（年（年（2014201420142014）⇒）⇒）⇒）⇒「庁舎整備基本構想」（案）に対する市民意見募集実施「庁舎整備基本構想」（案）に対する市民意見募集実施「庁舎整備基本構想」（案）に対する市民意見募集実施「庁舎整備基本構想」（案）に対する市民意見募集実施    

『庁舎整備基本構想』策定『庁舎整備基本構想』策定『庁舎整備基本構想』策定『庁舎整備基本構想』策定    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————    ２２２２    ————    
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    （２）（２）（２）（２）整備構想策定整備構想策定整備構想策定整備構想策定のののの目的目的目的目的    
    

整備整備整備整備構想構想構想構想においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、現市庁舎の現状と課題をはじめ、現市庁舎の現状と課題をはじめ、現市庁舎の現状と課題をはじめ、現市庁舎の現状と課題をはじめ、新庁舎の必要性の合意形新庁舎の必要性の合意形新庁舎の必要性の合意形新庁舎の必要性の合意形

成及び成及び成及び成及び新庁舎の新庁舎の新庁舎の新庁舎の候補地の選定を踏まえ、建設の実現に向けて候補地の選定を踏まえ、建設の実現に向けて候補地の選定を踏まえ、建設の実現に向けて候補地の選定を踏まえ、建設の実現に向けて庁舎の整備庁舎の整備庁舎の整備庁舎の整備規模規模規模規模（必要（必要（必要（必要

面積）、事業規模（事業費・財源）、整備方法（改修・建替）、施設面積）、事業規模（事業費・財源）、整備方法（改修・建替）、施設面積）、事業規模（事業費・財源）、整備方法（改修・建替）、施設面積）、事業規模（事業費・財源）、整備方法（改修・建替）、施設機能機能機能機能（求められ（求められ（求められ（求められ

るるるる機能）機能）機能）機能）などなどなどなど、、、、基本計画や基本計画や基本計画や基本計画や設計に向けての条件設計に向けての条件設計に向けての条件設計に向けての条件を検討しを検討しを検討しを検討し、一定の整理を行います。、一定の整理を行います。、一定の整理を行います。、一定の整理を行います。    

    

☞☞☞☞    新庁舎の完成時の新庁舎の完成時の新庁舎の完成時の新庁舎の完成時の具体的なイメージが具体的なイメージが具体的なイメージが具体的なイメージが明確明確明確明確にににになるのはなるのはなるのはなるのは、基本計画や、基本計画や、基本計画や、基本計画や基本基本基本基本・実・実・実・実

施施施施設計段階であり、設計段階であり、設計段階であり、設計段階であり、整備整備整備整備構想では、構想では、構想では、構想では、基本計画や基本計画や基本計画や基本計画や設計の前提となる基本的な考え設計の前提となる基本的な考え設計の前提となる基本的な考え設計の前提となる基本的な考え

方をまとめ方をまとめ方をまとめ方をまとめていまていまていまています。す。す。す。    

☞☞☞☞    基本構想をもとに、今後基本構想をもとに、今後基本構想をもとに、今後基本構想をもとに、今後、、、、基本計画基本計画基本計画基本計画ををををまとめ、その後、まとめ、その後、まとめ、その後、まとめ、その後、基本・実施基本・実施基本・実施基本・実施設計を行設計を行設計を行設計を行

い、い、い、い、そして、市の発注によりそして、市の発注によりそして、市の発注によりそして、市の発注により新庁舎を建設する流れとなります。新庁舎を建設する流れとなります。新庁舎を建設する流れとなります。新庁舎を建設する流れとなります。    

☞☞☞☞    そのそのそのその大元になるのが、整備大元になるのが、整備大元になるのが、整備大元になるのが、整備構想であり、今回の構想であり、今回の構想であり、今回の構想であり、今回の整備整備整備整備構想策定は、新庁舎建設構想策定は、新庁舎建設構想策定は、新庁舎建設構想策定は、新庁舎建設

の方向性を定める重要な段階の方向性を定める重要な段階の方向性を定める重要な段階の方向性を定める重要な段階になりますになりますになりますになります。。。。    

☞☞☞☞    整備整備整備整備構想構想構想構想（案）（案）（案）（案）の策定の策定の策定の策定にあたっては、建築専門家の学識経験者にあたっては、建築専門家の学識経験者にあたっては、建築専門家の学識経験者にあたっては、建築専門家の学識経験者をはじめ、をはじめ、をはじめ、をはじめ、専専専専

門的分野における関係者門的分野における関係者門的分野における関係者門的分野における関係者やややや市民市民市民市民の関係の関係の関係の関係団体等の代表による「団体等の代表による「団体等の代表による「団体等の代表による「庁舎整備検討庁舎整備検討庁舎整備検討庁舎整備検討委員委員委員委員

会」を設置し、検討を進め会」を設置し、検討を進め会」を設置し、検討を進め会」を設置し、検討を進めてきました。てきました。てきました。てきました。    

        ☞☞☞☞    「庁舎整備検討委員会」から「庁舎整備検討委員会」から「庁舎整備検討委員会」から「庁舎整備検討委員会」から整備構想（案）の答申を受け、この整備構想（案）整備構想（案）の答申を受け、この整備構想（案）整備構想（案）の答申を受け、この整備構想（案）整備構想（案）の答申を受け、この整備構想（案）

を基本として、庁内に「新庁舎整備構想策定委員会」を設置し、検討を進め整備を基本として、庁内に「新庁舎整備構想策定委員会」を設置し、検討を進め整備を基本として、庁内に「新庁舎整備構想策定委員会」を設置し、検討を進め整備を基本として、庁内に「新庁舎整備構想策定委員会」を設置し、検討を進め整備

構想をまとめています。構想をまとめています。構想をまとめています。構想をまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ⅠⅠⅠⅠ    新庁舎整備構想の策定にあたって新庁舎整備構想の策定にあたって新庁舎整備構想の策定にあたって新庁舎整備構想の策定にあたって    
⇒策定の背景と目的・位置づけ・性格・基本的な視点⇒策定の背景と目的・位置づけ・性格・基本的な視点⇒策定の背景と目的・位置づけ・性格・基本的な視点⇒策定の背景と目的・位置づけ・性格・基本的な視点    

ⅡⅡⅡⅡ    望まれる庁舎像と基本目標望まれる庁舎像と基本目標望まれる庁舎像と基本目標望まれる庁舎像と基本目標            ～～～～～～～～新庁舎の位置付けと役割新庁舎の位置付けと役割新庁舎の位置付けと役割新庁舎の位置付けと役割～～～～～～～～    

ⅢⅢⅢⅢ    新庁舎整備における基本理念新庁舎整備における基本理念新庁舎整備における基本理念新庁舎整備における基本理念        ～～～～～～～～目標達成へのキーワード目標達成へのキーワード目標達成へのキーワード目標達成へのキーワード～～～～～～～～    

ⅣⅣⅣⅣ    庁舎の現状と課題について庁舎の現状と課題について庁舎の現状と課題について庁舎の現状と課題について            ～～～～～～～～目標達成に向けての実態把握目標達成に向けての実態把握目標達成に向けての実態把握目標達成に向けての実態把握～～～～～～～～    

⇒建物概要・耐震診断結果・現状と課題⇒建物概要・耐震診断結果・現状と課題⇒建物概要・耐震診断結果・現状と課題⇒建物概要・耐震診断結果・現状と課題    

ⅤⅤⅤⅤ    新庁舎に“求められる機能”について新庁舎に“求められる機能”について新庁舎に“求められる機能”について新庁舎に“求められる機能”について    ～～～～安全で利用しやすい庁舎機能を求めて安全で利用しやすい庁舎機能を求めて安全で利用しやすい庁舎機能を求めて安全で利用しやすい庁舎機能を求めて～～～～    

ⅥⅥⅥⅥ    新庁舎の整備方針について新庁舎の整備方針について新庁舎の整備方針について新庁舎の整備方針について    
            ⇒新庁舎規模・事業規模（概算事業費）・新庁舎整備方法・新庁舎位置⇒新庁舎規模・事業規模（概算事業費）・新庁舎整備方法・新庁舎位置⇒新庁舎規模・事業規模（概算事業費）・新庁舎整備方法・新庁舎位置⇒新庁舎規模・事業規模（概算事業費）・新庁舎整備方法・新庁舎位置    

ⅦⅦⅦⅦ    事業実施主体（事業手法）の検討について事業実施主体（事業手法）の検討について事業実施主体（事業手法）の検討について事業実施主体（事業手法）の検討について    

ⅧⅧⅧⅧ    新庁舎整備構想の実行にあたって新庁舎整備構想の実行にあたって新庁舎整備構想の実行にあたって新庁舎整備構想の実行にあたって        ～～～～～～～～構想の実構想の実構想の実構想の実現に向けて現に向けて現に向けて現に向けて～～～～～～～～    
 

新庁舎整備構想の概要新庁舎整備構想の概要新庁舎整備構想の概要新庁舎整備構想の概要    

————    ３３３３    ————    
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    ２２２２    整備構想の位置づけと性格整備構想の位置づけと性格整備構想の位置づけと性格整備構想の位置づけと性格    
    

    （１）整備構想の位置づけ（１）整備構想の位置づけ（１）整備構想の位置づけ（１）整備構想の位置づけ    
    

庁舎庁舎庁舎庁舎整備については、市民生活の利便性向上を目指し、財政計画との整合性を整備については、市民生活の利便性向上を目指し、財政計画との整合性を整備については、市民生活の利便性向上を目指し、財政計画との整合性を整備については、市民生活の利便性向上を目指し、財政計画との整合性を

図りつつ、市民の理解を得ながら図りつつ、市民の理解を得ながら図りつつ、市民の理解を得ながら図りつつ、市民の理解を得ながら構想の実現に向けて構想の実現に向けて構想の実現に向けて構想の実現に向けて進めていきます。進めていきます。進めていきます。進めていきます。    

                整備構想は、次の各計画に施策として位置づけされた市庁舎整備を具現化する整備構想は、次の各計画に施策として位置づけされた市庁舎整備を具現化する整備構想は、次の各計画に施策として位置づけされた市庁舎整備を具現化する整備構想は、次の各計画に施策として位置づけされた市庁舎整備を具現化する

ための指針になるものであります。ための指針になるものであります。ための指針になるものであります。ための指針になるものであります。    

 
 
    

                

    

    

    

    

    

    

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
        

 
    

                

    

    

    

    

    

    

 
 

◇◇◇◇第第第第 6666 次鹿沼市総合計画「ふるさと次鹿沼市総合計画「ふるさと次鹿沼市総合計画「ふるさと次鹿沼市総合計画「ふるさと    かぬま『絆』ビジョン」による位置づけかぬま『絆』ビジョン」による位置づけかぬま『絆』ビジョン」による位置づけかぬま『絆』ビジョン」による位置づけ 

◇◇◇◇新市建設計画「かぬまあわの新市まちづくりプラン」による位置づ新市建設計画「かぬまあわの新市まちづくりプラン」による位置づ新市建設計画「かぬまあわの新市まちづくりプラン」による位置づ新市建設計画「かぬまあわの新市まちづくりプラン」による位置づけけけけ 

市庁舎の整備については、基本計画の市庁舎の整備については、基本計画の市庁舎の整備については、基本計画の市庁舎の整備については、基本計画の 5555 か年の施策展開におけるか年の施策展開におけるか年の施策展開におけるか年の施策展開における

基本目標の“人がふれあうまちをつくる”において、「開かれた基本目標の“人がふれあうまちをつくる”において、「開かれた基本目標の“人がふれあうまちをつくる”において、「開かれた基本目標の“人がふれあうまちをつくる”において、「開かれた

市政の推進」の安全で市民が利用しやすい施設の整備に位置付け市政の推進」の安全で市民が利用しやすい施設の整備に位置付け市政の推進」の安全で市民が利用しやすい施設の整備に位置付け市政の推進」の安全で市民が利用しやすい施設の整備に位置付け

されています。されています。されています。されています。    

    【基本方針】【基本方針】【基本方針】【基本方針】    

        ・・・市庁舎に耐震補強工事など必要な整備を実施し、安全・・・市庁舎に耐震補強工事など必要な整備を実施し、安全・・・市庁舎に耐震補強工事など必要な整備を実施し、安全・・・市庁舎に耐震補強工事など必要な整備を実施し、安全

で市民が利用しやすい施設にします。で市民が利用しやすい施設にします。で市民が利用しやすい施設にします。で市民が利用しやすい施設にします。    

市庁舎の整備については、市庁舎の整備については、市庁舎の整備については、市庁舎の整備については、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりの基本方針の「市民と行政の基本方針の「市民と行政の基本方針の「市民と行政の基本方針の「市民と行政

がともにつくる“開かれた交流都市づくり”」において、開かれがともにつくる“開かれた交流都市づくり”」において、開かれがともにつくる“開かれた交流都市づくり”」において、開かれがともにつくる“開かれた交流都市づくり”」において、開かれ

た市政の実現の基本施策として、市民サービスの向上を目指したた市政の実現の基本施策として、市民サービスの向上を目指したた市政の実現の基本施策として、市民サービスの向上を目指したた市政の実現の基本施策として、市民サービスの向上を目指した

『新庁舎建設事業』が位置づけされています。『新庁舎建設事業』が位置づけされています。『新庁舎建設事業』が位置づけされています。『新庁舎建設事業』が位置づけされています。    

【公共施設の統合整備】【公共施設の統合整備】【公共施設の統合整備】【公共施設の統合整備】    

        ・・・市民生活の利便性向上を第一の目的として、財政計画・・・市民生活の利便性向上を第一の目的として、財政計画・・・市民生活の利便性向上を第一の目的として、財政計画・・・市民生活の利便性向上を第一の目的として、財政計画

と整合性を図りつつ、市民の理解を得ながら計画してと整合性を図りつつ、市民の理解を得ながら計画してと整合性を図りつつ、市民の理解を得ながら計画してと整合性を図りつつ、市民の理解を得ながら計画して

いきます。いきます。いきます。いきます。 

◇「鹿沼市都市計画マスタープラン◇「鹿沼市都市計画マスタープラン◇「鹿沼市都市計画マスタープラン◇「鹿沼市都市計画マスタープラン」による位置づけ」による位置づけ」による位置づけ」による位置づけ 

全体構想において、将来の本市の骨格を示す「将来都市構造の設全体構想において、将来の本市の骨格を示す「将来都市構造の設全体構想において、将来の本市の骨格を示す「将来都市構造の設全体構想において、将来の本市の骨格を示す「将来都市構造の設

定（これからの都市づくりに関する基本的な考え方）」に『集約定（これからの都市づくりに関する基本的な考え方）」に『集約定（これからの都市づくりに関する基本的な考え方）」に『集約定（これからの都市づくりに関する基本的な考え方）」に『集約

型都市構造』の形型都市構造』の形型都市構造』の形型都市構造』の形成が位置づけされてい成が位置づけされてい成が位置づけされてい成が位置づけされていますますますます。。。。    

    【市街地ゾーン】【市街地ゾーン】【市街地ゾーン】【市街地ゾーン】    

        ・・・行政をはじめ、商業、交通、情報発信など都市に必要・・・行政をはじめ、商業、交通、情報発信など都市に必要・・・行政をはじめ、商業、交通、情報発信など都市に必要・・・行政をはじめ、商業、交通、情報発信など都市に必要

な機能の集積誘導を図ります。な機能の集積誘導を図ります。な機能の集積誘導を図ります。な機能の集積誘導を図ります。    

                    ⇒市庁舎も行政の中心施設として位置づけられます。⇒市庁舎も行政の中心施設として位置づけられます。⇒市庁舎も行政の中心施設として位置づけられます。⇒市庁舎も行政の中心施設として位置づけられます。    

————    ４４４４    ————    
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    （２）（２）（２）（２）整備整備整備整備構想の性格構想の性格構想の性格構想の性格    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市庁舎は、市民生活のいろいろな場面において、密接な関連を持つことになり、市庁舎は、市民生活のいろいろな場面において、密接な関連を持つことになり、市庁舎は、市民生活のいろいろな場面において、密接な関連を持つことになり、市庁舎は、市民生活のいろいろな場面において、密接な関連を持つことになり、

とっても身近な存在であります。とっても身近な存在であります。とっても身近な存在であります。とっても身近な存在であります。    

    

市庁舎の整備にあたっては、長期間にわたる取り組みと多額の費用が必要にな市庁舎の整備にあたっては、長期間にわたる取り組みと多額の費用が必要にな市庁舎の整備にあたっては、長期間にわたる取り組みと多額の費用が必要にな市庁舎の整備にあたっては、長期間にわたる取り組みと多額の費用が必要にな

りますので、市民の理解と協力、関係団体等との連携が不可欠であります。りますので、市民の理解と協力、関係団体等との連携が不可欠であります。りますので、市民の理解と協力、関係団体等との連携が不可欠であります。りますので、市民の理解と協力、関係団体等との連携が不可欠であります。    

そのため、そのため、そのため、そのため、望まれる新庁舎の姿や整備に伴う基本方針など望まれる新庁舎の姿や整備に伴う基本方針など望まれる新庁舎の姿や整備に伴う基本方針など望まれる新庁舎の姿や整備に伴う基本方針などを明らかにし、現実を明らかにし、現実を明らかにし、現実を明らかにし、現実

を見据えた実効性のある構想にしなければなりません。を見据えた実効性のある構想にしなければなりません。を見据えた実効性のある構想にしなければなりません。を見据えた実効性のある構想にしなければなりません。    

    

この整備構想は、現状や課題を踏まえこの整備構想は、現状や課題を踏まえこの整備構想は、現状や課題を踏まえこの整備構想は、現状や課題を踏まえるとともにるとともにるとともにるとともに、合併特例債等の財源状況を、合併特例債等の財源状況を、合併特例債等の財源状況を、合併特例債等の財源状況を

考慮し、考慮し、考慮し、考慮し、“安全で“安全で“安全で“安全で市民が利用しやすい新庁舎市民が利用しやすい新庁舎市民が利用しやすい新庁舎市民が利用しやすい新庁舎””””の整備の方向性を示すものであり、の整備の方向性を示すものであり、の整備の方向性を示すものであり、の整備の方向性を示すものであり、

さらに、さらに、さらに、さらに、早期的な実現を図るため、市民をはじめ、各関係団体等と連携・協力し早期的な実現を図るため、市民をはじめ、各関係団体等と連携・協力し早期的な実現を図るため、市民をはじめ、各関係団体等と連携・協力し早期的な実現を図るため、市民をはじめ、各関係団体等と連携・協力し

て、将来を見据えながらて、将来を見据えながらて、将来を見据えながらて、将来を見据えながら、、、、新庁舎の建設を進める指針となるものであります。新庁舎の建設を進める指針となるものであります。新庁舎の建設を進める指針となるものであります。新庁舎の建設を進める指針となるものであります。    

    

なお、なお、なお、なお、この整備構想は、今後作成する基本計画や基本設計・実施設計のためのこの整備構想は、今後作成する基本計画や基本設計・実施設計のためのこの整備構想は、今後作成する基本計画や基本設計・実施設計のためのこの整備構想は、今後作成する基本計画や基本設計・実施設計のための        

基本方針としての性格を有し、より具体的な整備内容は、基本計画をはじめ、基基本方針としての性格を有し、より具体的な整備内容は、基本計画をはじめ、基基本方針としての性格を有し、より具体的な整備内容は、基本計画をはじめ、基基本方針としての性格を有し、より具体的な整備内容は、基本計画をはじめ、基

本設本設本設本設計や実施設計計や実施設計計や実施設計計や実施設計ににににおいて決定することになりますおいて決定することになりますおいて決定することになりますおいて決定することになります。 

————    ５５５５    ————    
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防 災 拠 点防 災 拠 点防 災 拠 点防 災 拠 点

と し て のと し て のと し て のと し て の

庁舎庁舎庁舎庁舎    

市市市市            民民民民    

    

    

    

まままま

ちちちち

のののの

活活活活

性性性性

化化化化    

 
    ３３３３    整備構想の基本的な視点整備構想の基本的な視点整備構想の基本的な視点整備構想の基本的な視点    
    

新庁舎において、災害時の安全新庁舎において、災害時の安全新庁舎において、災害時の安全新庁舎において、災害時の安全面や防災拠点としての機能を担うことをはじめ、バ面や防災拠点としての機能を担うことをはじめ、バ面や防災拠点としての機能を担うことをはじめ、バ面や防災拠点としての機能を担うことをはじめ、バ

リアフリーや環境にも配慮しながら、市民サービスや行政効率が向上するよう庁舎整リアフリーや環境にも配慮しながら、市民サービスや行政効率が向上するよう庁舎整リアフリーや環境にも配慮しながら、市民サービスや行政効率が向上するよう庁舎整リアフリーや環境にも配慮しながら、市民サービスや行政効率が向上するよう庁舎整

備を進める必要があります。備を進める必要があります。備を進める必要があります。備を進める必要があります。    

    

また、時代とともに庁舎に求められる機能も変化しており、従来のように単なる行また、時代とともに庁舎に求められる機能も変化しており、従来のように単なる行また、時代とともに庁舎に求められる機能も変化しており、従来のように単なる行また、時代とともに庁舎に求められる機能も変化しており、従来のように単なる行

政機関と議会が効率的に機能できる行政拠点というよりも、鹿沼の魅力を発信しなが政機関と議会が効率的に機能できる行政拠点というよりも、鹿沼の魅力を発信しなが政機関と議会が効率的に機能できる行政拠点というよりも、鹿沼の魅力を発信しなが政機関と議会が効率的に機能できる行政拠点というよりも、鹿沼の魅力を発信しなが

ららららにぎにぎにぎにぎわいを創出し、まちの活性化の拠点としてのわいを創出し、まちの活性化の拠点としてのわいを創出し、まちの活性化の拠点としてのわいを創出し、まちの活性化の拠点としての、市民自治のランドマーク、市民、市民自治のランドマーク、市民、市民自治のランドマーク、市民、市民自治のランドマーク、市民

の参加によるコミュニケーションを促進する場及び市民とともにまちづくりを進めの参加によるコミュニケーションを促進する場及び市民とともにまちづくりを進めの参加によるコミュニケーションを促進する場及び市民とともにまちづくりを進めの参加によるコミュニケーションを促進する場及び市民とともにまちづくりを進め

る市民協働の場としての機能を整備る市民協働の場としての機能を整備る市民協働の場としての機能を整備る市民協働の場としての機能を整備する必要があります。する必要があります。する必要があります。する必要があります。    

    

さらさらさらさらに、に、に、に、庁舎の維持管理においても省エネ・省資源型の庁舎により、財政負担の軽庁舎の維持管理においても省エネ・省資源型の庁舎により、財政負担の軽庁舎の維持管理においても省エネ・省資源型の庁舎により、財政負担の軽庁舎の維持管理においても省エネ・省資源型の庁舎により、財政負担の軽

減に努められるよう自然環境に配慮していきます。減に努められるよう自然環境に配慮していきます。減に努められるよう自然環境に配慮していきます。減に努められるよう自然環境に配慮していきます。    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ワ ン ス トワ ン ス トワ ン ス トワ ン ス ト

ッ プ サ ーッ プ サ ーッ プ サ ーッ プ サ ー

ビ ス の 実ビ ス の 実ビ ス の 実ビ ス の 実

現現現現    

ワ ン 部 局ワ ン 部 局ワ ン 部 局ワ ン 部 局

ワ ン フ ロワ ン フ ロワ ン フ ロワ ン フ ロ

ア ー 化 のア ー 化 のア ー 化 のア ー 化 の

実現実現実現実現    

    

““““分かりやすく利用しやすい庁舎分かりやすく利用しやすい庁舎分かりやすく利用しやすい庁舎分かりやすく利用しやすい庁舎””””    

バ リ ア フバ リ ア フバ リ ア フバ リ ア フ

リ ー の 実リ ー の 実リ ー の 実リ ー の 実

現現現現    

エコな庁エコな庁エコな庁エコな庁

舎の実現舎の実現舎の実現舎の実現    

地球地球地球地球環境へ環境へ環境へ環境へ

の配慮の配慮の配慮の配慮    

電 子 自 治電 子 自 治電 子 自 治電 子 自 治

体の実現体の実現体の実現体の実現    

高度情報化高度情報化高度情報化高度情報化    

経 済 的 な経 済 的 な経 済 的 な経 済 的 な

庁 舎 の 実庁 舎 の 実庁 舎 の 実庁 舎 の 実

現現現現    

ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル

コストへの対応コストへの対応コストへの対応コストへの対応    

行政サービスの効果的・効率的な推進行政サービスの効果的・効率的な推進行政サービスの効果的・効率的な推進行政サービスの効果的・効率的な推進    

<<<<議会議会議会議会>>>>    

効率的で開か効率的で開か効率的で開か効率的で開か

れた議会運営れた議会運営れた議会運営れた議会運営    

<<<<職員職員職員職員>>>>    

効率的効率的効率的効率的な執務な執務な執務な執務

環境環境環境環境    

安安安安全全全全・安・安・安・安心心心心への対応への対応への対応への対応    

協 働 と 交協 働 と 交協 働 と 交協 働 と 交

流 の 拠 点流 の 拠 点流 の 拠 点流 の 拠 点

の実現の実現の実現の実現    

新新新新    庁庁庁庁    舎舎舎舎    

新しいシンボルとしての顔新しいシンボルとしての顔新しいシンボルとしての顔新しいシンボルとしての顔    

に ぎに ぎに ぎに ぎ わ い 空わ い 空わ い 空わ い 空

間の創出間の創出間の創出間の創出    

地 場 産地 場 産地 場 産地 場 産

材の材の材の材の PRPRPRPR

拠点拠点拠点拠点    

利用利用利用利用    利用利用利用利用    

利用しやすい駐車場利用しやすい駐車場利用しやすい駐車場利用しやすい駐車場    

セ キ ュセ キ ュセ キ ュセ キ ュ

リ テ ィリ テ ィリ テ ィリ テ ィ

管理管理管理管理    

————    ６６６６    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    

    

１１１１    望まれる庁舎像望まれる庁舎像望まれる庁舎像望まれる庁舎像    
    

（１）（１）（１）（１）“おもてなし”の心を“おもてなし”の心を“おもてなし”の心を“おもてなし”の心を備えた備えた備えた備えた市民が利用し市民が利用し市民が利用し市民が利用しやすいやすいやすいやすい市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎        

                        

市役所は、市役所は、市役所は、市役所は、市民市民市民市民生活において、いろいろな場面で密接な関連を持つこと生活において、いろいろな場面で密接な関連を持つこと生活において、いろいろな場面で密接な関連を持つこと生活において、いろいろな場面で密接な関連を持つことかかかか

らららら、、、、とっても身近な存在であとっても身近な存在であとっても身近な存在であとっても身近な存在でありますりますりますります。そのため、。そのため、。そのため、。そのため、多くの市民が利用する多くの市民が利用する多くの市民が利用する多くの市民が利用する市市市市庁庁庁庁

舎は、誰にでもわかりやすく親しみのある舎は、誰にでもわかりやすく親しみのある舎は、誰にでもわかりやすく親しみのある舎は、誰にでもわかりやすく親しみのある“おもてなし”の心を持った“おもてなし”の心を持った“おもてなし”の心を持った“おもてなし”の心を持った市庁市庁市庁市庁

舎が必要であ舎が必要であ舎が必要であ舎が必要でありますりますりますります。。。。    

さらにさらにさらにさらに、バリアフリー新法をはじめ、ひとにやさしいまちづくり条例など、バリアフリー新法をはじめ、ひとにやさしいまちづくり条例など、バリアフリー新法をはじめ、ひとにやさしいまちづくり条例など、バリアフリー新法をはじめ、ひとにやさしいまちづくり条例など

の基準を満たし、の基準を満たし、の基準を満たし、の基準を満たし、すべての人が安心して快適に利用すべての人が安心して快適に利用すべての人が安心して快適に利用すべての人が安心して快適に利用しやすい庁舎が望まれてしやすい庁舎が望まれてしやすい庁舎が望まれてしやすい庁舎が望まれて

いいいいますますますます。。。。    

    

    （２）（２）（２）（２）安全・安全・安全・安全・安心安心安心安心な暮らしをな暮らしをな暮らしをな暮らしを支える防災拠点としての支える防災拠点としての支える防災拠点としての支える防災拠点としての市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎    

    

                        市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能や、大切な情報が集約されてい市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能や、大切な情報が集約されてい市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能や、大切な情報が集約されてい市庁舎には、市民生活に関わる多くの機能や、大切な情報が集約されてい

るためるためるためるため、特に、災害等有事の際には、、特に、災害等有事の際には、、特に、災害等有事の際には、、特に、災害等有事の際には、市民生活市民生活市民生活市民生活をををを支えられるよう支えられるよう支えられるよう支えられるよう市役所とし市役所とし市役所とし市役所とし

ての機能を維持しつつ、防災拠点としての役割を果たす必要があての機能を維持しつつ、防災拠点としての役割を果たす必要があての機能を維持しつつ、防災拠点としての役割を果たす必要があての機能を維持しつつ、防災拠点としての役割を果たす必要がありますりますりますります。。。。そそそそ

のため、平成２３年３月の東日本大震災のため、平成２３年３月の東日本大震災のため、平成２３年３月の東日本大震災のため、平成２３年３月の東日本大震災のののの教訓教訓教訓教訓を踏まえてを踏まえてを踏まえてを踏まえて、、、、市市市市庁舎には高度庁舎には高度庁舎には高度庁舎には高度

な耐震性能と電気、通信、水道などのバックアップ機能が求められ、さらに、な耐震性能と電気、通信、水道などのバックアップ機能が求められ、さらに、な耐震性能と電気、通信、水道などのバックアップ機能が求められ、さらに、な耐震性能と電気、通信、水道などのバックアップ機能が求められ、さらに、

災害時の対策本部機能を備えた市庁舎が望まれてい災害時の対策本部機能を備えた市庁舎が望まれてい災害時の対策本部機能を備えた市庁舎が望まれてい災害時の対策本部機能を備えた市庁舎が望まれていますますますます。。。。    

    

    （３）（３）（３）（３）にぎにぎにぎにぎわいの場を創出しまちのわいの場を創出しまちのわいの場を創出しまちのわいの場を創出しまちの活性化に寄与する市庁舎活性化に寄与する市庁舎活性化に寄与する市庁舎活性化に寄与する市庁舎    
    

                        新しい時代の「自治ルール」である『鹿沼市自治基本条例』新しい時代の「自治ルール」である『鹿沼市自治基本条例』新しい時代の「自治ルール」である『鹿沼市自治基本条例』新しい時代の「自治ルール」である『鹿沼市自治基本条例』により、市民により、市民により、市民により、市民

の力が発揮できる市民協働の活動の場を提供できる市庁舎がの力が発揮できる市民協働の活動の場を提供できる市庁舎がの力が発揮できる市民協働の活動の場を提供できる市庁舎がの力が発揮できる市民協働の活動の場を提供できる市庁舎が求められてお求められてお求められてお求められてお

り、り、り、り、新たなまちの新たなまちの新たなまちの新たなまちのにぎにぎにぎにぎわいの一助となるわいの一助となるわいの一助となるわいの一助となることが求められていことが求められていことが求められていことが求められていますますますます。。。。    

市民が気軽に立ち寄り、トイレと休憩の場市民が気軽に立ち寄り、トイレと休憩の場市民が気軽に立ち寄り、トイレと休憩の場市民が気軽に立ち寄り、トイレと休憩の場としてとしてとしてとして、、、、また、また、また、また、地域の情報地域の情報地域の情報地域の情報を得を得を得を得

られる場として活用することで、開かれた市庁舎、さらに、られる場として活用することで、開かれた市庁舎、さらに、られる場として活用することで、開かれた市庁舎、さらに、られる場として活用することで、開かれた市庁舎、さらに、楽しく回遊楽しく回遊楽しく回遊楽しく回遊するするするする

際の一施設として、地域活性化が期待でき際の一施設として、地域活性化が期待でき際の一施設として、地域活性化が期待でき際の一施設として、地域活性化が期待できますますますます。。。。    

        

（４）（４）（４）（４）機能的で効率的に行政事務・議会運営ができる市庁舎機能的で効率的に行政事務・議会運営ができる市庁舎機能的で効率的に行政事務・議会運営ができる市庁舎機能的で効率的に行政事務・議会運営ができる市庁舎            

    

                        質の高い市民サービスを提供するため、質の高い市民サービスを提供するため、質の高い市民サービスを提供するため、質の高い市民サービスを提供するため、執執執執務務務務空間について空間について空間について空間については、機能的は、機能的は、機能的は、機能的にににに動動動動

線が確保され線が確保され線が確保され線が確保され、効率的な業務展開ができる、効率的な業務展開ができる、効率的な業務展開ができる、効率的な業務展開ができる働きやすい環境であることが望ま働きやすい環境であることが望ま働きやすい環境であることが望ま働きやすい環境であることが望ま    

れれれれていていていていますますますます。。。。    

特に、特に、特に、特に、議会機能を含めた執務空間の充実を図り議会機能を含めた執務空間の充実を図り議会機能を含めた執務空間の充実を図り議会機能を含めた執務空間の充実を図り、、、、時代の変化時代の変化時代の変化時代の変化やややや市民ニ－ズ市民ニ－ズ市民ニ－ズ市民ニ－ズ

に対応したに対応したに対応したに対応した市民市民市民市民サ－ビスサ－ビスサ－ビスサ－ビスが提供できるが提供できるが提供できるが提供できる行政拠点として、行政拠点として、行政拠点として、行政拠点として、事務能率の向上を目事務能率の向上を目事務能率の向上を目事務能率の向上を目

指した市庁舎が必要であ指した市庁舎が必要であ指した市庁舎が必要であ指した市庁舎が必要でありますりますりますります。。。。    

    

        

    

ⅡⅡⅡⅡ    望まれる庁舎像と基本目標望まれる庁舎像と基本目標望まれる庁舎像と基本目標望まれる庁舎像と基本目標    ～～～～～～～～～～～～新庁舎の位置付けと役割新庁舎の位置付けと役割新庁舎の位置付けと役割新庁舎の位置付けと役割～～～～～～～～～～～～ 

利便性利便性利便性利便性 

防災性防災性防災性防災性 

協働性・まちづくり協働性・まちづくり協働性・まちづくり協働性・まちづくり 

機能性・効率性機能性・効率性機能性・効率性機能性・効率性

————    ————    ————    ７７７７    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    （５）（５）（５）（５）安全安全安全安全性が高性が高性が高性が高いいいい高度な高度な高度な高度な行政行政行政行政情報情報情報情報環境を備えた市庁舎環境を備えた市庁舎環境を備えた市庁舎環境を備えた市庁舎                    

    

       高度情報化社会の高度情報化社会の高度情報化社会の高度情報化社会の進展の進展の進展の進展の中、Ｉ中、Ｉ中、Ｉ中、ＩＣＣＣＣＴＴＴＴ技術による技術による技術による技術による市民サービスの向上市民サービスの向上市民サービスの向上市民サービスの向上をはをはをはをは

じめ、じめ、じめ、じめ、行政事務の効率化行政事務の効率化行政事務の効率化行政事務の効率化やややや高度なセキュリティ機能の確保が求められ高度なセキュリティ機能の確保が求められ高度なセキュリティ機能の確保が求められ高度なセキュリティ機能の確保が求められていていていてい

ますますますます。そのため、インターネット等を活用した電子自治体に向け。そのため、インターネット等を活用した電子自治体に向け。そのため、インターネット等を活用した電子自治体に向け。そのため、インターネット等を活用した電子自治体に向け、情報発、情報発、情報発、情報発

信や信や信や信やセキュリティなど、セキュリティなど、セキュリティなど、セキュリティなど、インテリジェント性の高い機能を備えた市庁舎がインテリジェント性の高い機能を備えた市庁舎がインテリジェント性の高い機能を備えた市庁舎がインテリジェント性の高い機能を備えた市庁舎が

望まれてい望まれてい望まれてい望まれていますますますます。。。。    

 

    （（（（６６６６））））環境に配慮した自然環境にやさしい市庁舎環境に配慮した自然環境にやさしい市庁舎環境に配慮した自然環境にやさしい市庁舎環境に配慮した自然環境にやさしい市庁舎                                            

    

       地球温暖化の進行の中、温室効果ガスの排出量の抑制及び資源の有効利地球温暖化の進行の中、温室効果ガスの排出量の抑制及び資源の有効利地球温暖化の進行の中、温室効果ガスの排出量の抑制及び資源の有効利地球温暖化の進行の中、温室効果ガスの排出量の抑制及び資源の有効利

用を目指して、再生可能エネルギーの活用をはじめ、用を目指して、再生可能エネルギーの活用をはじめ、用を目指して、再生可能エネルギーの活用をはじめ、用を目指して、再生可能エネルギーの活用をはじめ、省エネルギー機器・省エネルギー機器・省エネルギー機器・省エネルギー機器・

設備設備設備設備の導入など、の導入など、の導入など、の導入など、環境負荷の低減に配慮した環境負荷の低減に配慮した環境負荷の低減に配慮した環境負荷の低減に配慮した市市市市庁舎であることが求められ庁舎であることが求められ庁舎であることが求められ庁舎であることが求められ

ていていていていますますますます。。。。    

    

    （７）（７）（７）（７）ライフサイクルコストに配慮した経済的で持続性のある市ライフサイクルコストに配慮した経済的で持続性のある市ライフサイクルコストに配慮した経済的で持続性のある市ライフサイクルコストに配慮した経済的で持続性のある市庁舎庁舎庁舎庁舎    

    

       今後の財政状況今後の財政状況今後の財政状況今後の財政状況をををを踏まえ踏まえ踏まえ踏まえ、市、市、市、市庁舎建設に際して庁舎建設に際して庁舎建設に際して庁舎建設に際しては、は、は、は、建設費用だけではな建設費用だけではな建設費用だけではな建設費用だけではな

く、建設後の維持管理・運用費用なども含めたく、建設後の維持管理・運用費用なども含めたく、建設後の維持管理・運用費用なども含めたく、建設後の維持管理・運用費用なども含めた建物の生涯費用（ライフサ建物の生涯費用（ライフサ建物の生涯費用（ライフサ建物の生涯費用（ライフサ

イクルコスト）を勘案する必要があイクルコスト）を勘案する必要があイクルコスト）を勘案する必要があイクルコスト）を勘案する必要がありますりますりますります。。。。    

そのため、そのため、そのため、そのため、建物の長寿命化をはじめ建物の長寿命化をはじめ建物の長寿命化をはじめ建物の長寿命化をはじめ、、、、設備機器のランニングコストの削減設備機器のランニングコストの削減設備機器のランニングコストの削減設備機器のランニングコストの削減

を図るなどを図るなどを図るなどを図るなど、、、、長期的な視点長期的な視点長期的な視点長期的な視点に立ち、持続性のある市庁舎が望まれていに立ち、持続性のある市庁舎が望まれていに立ち、持続性のある市庁舎が望まれていに立ち、持続性のある市庁舎が望まれていますますますます。。。。    

また、また、また、また、将来において将来において将来において将来において、、、、多様化する業務や将来の組織の変化多様化する業務や将来の組織の変化多様化する業務や将来の組織の変化多様化する業務や将来の組織の変化に伴う新たな機に伴う新たな機に伴う新たな機に伴う新たな機

能が必要となった場合でも能が必要となった場合でも能が必要となった場合でも能が必要となった場合でも、、、、限られたスペ－スにおいて、限られたスペ－スにおいて、限られたスペ－スにおいて、限られたスペ－スにおいて、柔軟に対応できる柔軟に対応できる柔軟に対応できる柔軟に対応できる

よう施設機能を整備する必要があよう施設機能を整備する必要があよう施設機能を整備する必要があよう施設機能を整備する必要がありますりますりますります。。。。    

    

（（（（８８８８））））まちの中心拠点施設としてシンボルとなる市庁舎まちの中心拠点施設としてシンボルとなる市庁舎まちの中心拠点施設としてシンボルとなる市庁舎まちの中心拠点施設としてシンボルとなる市庁舎        

    

       木のまち“かぬま”木のまち“かぬま”木のまち“かぬま”木のまち“かぬま”を代表する施設として、また、を代表する施設として、また、を代表する施設として、また、を代表する施設として、また、将来に向かって「将来に向かって「将来に向かって「将来に向かって「鹿鹿鹿鹿

沼市沼市沼市沼市」の顔となる」の顔となる」の顔となる」の顔となることから、ことから、ことから、ことから、庁舎は単なる機能的庁舎は単なる機能的庁舎は単なる機能的庁舎は単なる機能的な建物とな建物とな建物とな建物といういういういうことことことことではなではなではなではな

くくくく、品質の高い鹿沼材の利用をはじめ、できる限り地場製品を利用すると、品質の高い鹿沼材の利用をはじめ、できる限り地場製品を利用すると、品質の高い鹿沼材の利用をはじめ、できる限り地場製品を利用すると、品質の高い鹿沼材の利用をはじめ、できる限り地場製品を利用すると

ともに、施設整備にともに、施設整備にともに、施設整備にともに、施設整備に感性的な要素も感性的な要素も感性的な要素も感性的な要素も取り入れ取り入れ取り入れ取り入れながらながらながらながら、、、、市のランドマークと市のランドマークと市のランドマークと市のランドマークと

してのシンボル性を表現ししてのシンボル性を表現ししてのシンボル性を表現ししてのシンボル性を表現し、、、、鹿沼の魅力鹿沼の魅力鹿沼の魅力鹿沼の魅力を広く内外にアピールするを広く内外にアピールするを広く内外にアピールするを広く内外にアピールする市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎

が望まれていが望まれていが望まれていが望まれていますますますます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

高度情報高度情報高度情報高度情報化化化化 

環環環環    境境境境    性性性性 

経経経経    済済済済    性性性性 

シンボルシンボルシンボルシンボル性・イメージアップ性・イメージアップ性・イメージアップ性・イメージアップ 

————    ————    ————    ８８８８    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

 

 

  新しい庁舎は、新しい庁舎は、新しい庁舎は、新しい庁舎は、シンプルでシンプルでシンプルでシンプルで機能的であることを基本に、機能的であることを基本に、機能的であることを基本に、機能的であることを基本に、人や人や人や人や環境に優しく、環境に優しく、環境に優しく、環境に優しく、        

木のまち“かぬま”を代表する木の温もりが薫る木のまち“かぬま”を代表する木の温もりが薫る木のまち“かぬま”を代表する木の温もりが薫る木のまち“かぬま”を代表する木の温もりが薫る庁舎にし、時代を超えて愛さ庁舎にし、時代を超えて愛さ庁舎にし、時代を超えて愛さ庁舎にし、時代を超えて愛さ        

れ、市民がれ、市民がれ、市民がれ、市民が誇れる鹿沼誇れる鹿沼誇れる鹿沼誇れる鹿沼市のシンボル市のシンボル市のシンボル市のシンボルとなるよう整備となるよう整備となるよう整備となるよう整備しますしますしますします。。。。    

さらに、さらに、さらに、さらに、市民との協働によるまちづくりの拠点として、また市民との協働によるまちづくりの拠点として、また市民との協働によるまちづくりの拠点として、また市民との協働によるまちづくりの拠点として、また、、、、「東日本大震「東日本大震「東日本大震「東日本大震

災」の教訓を踏まえ災」の教訓を踏まえ災」の教訓を踏まえ災」の教訓を踏まえ、、、、市民が市民が市民が市民が安全・安全・安全・安全・安心に暮らせるよう安心に暮らせるよう安心に暮らせるよう安心に暮らせるよう防災拠点としての役割防災拠点としての役割防災拠点としての役割防災拠点としての役割

をしっかりと果たせる庁舎となることを基本をしっかりと果たせる庁舎となることを基本をしっかりと果たせる庁舎となることを基本をしっかりと果たせる庁舎となることを基本目標目標目標目標ととととしますしますしますします。。。。 

    

２２２２    基基基基    本本本本    目目目目    標標標標    
    

        市庁舎は、従来、主に行政機関と議決機関（議会）が効率よく機能できる行政拠点市庁舎は、従来、主に行政機関と議決機関（議会）が効率よく機能できる行政拠点市庁舎は、従来、主に行政機関と議決機関（議会）が効率よく機能できる行政拠点市庁舎は、従来、主に行政機関と議決機関（議会）が効率よく機能できる行政拠点    

である必要があである必要があである必要があである必要がありましりましりましりましたが、現在では、価値観や市民ニーズの多様化により、住民自たが、現在では、価値観や市民ニーズの多様化により、住民自たが、現在では、価値観や市民ニーズの多様化により、住民自たが、現在では、価値観や市民ニーズの多様化により、住民自

治のランドマークとして、また、市民と行政のコミュニケーションを促進する場とし治のランドマークとして、また、市民と行政のコミュニケーションを促進する場とし治のランドマークとして、また、市民と行政のコミュニケーションを促進する場とし治のランドマークとして、また、市民と行政のコミュニケーションを促進する場とし

ての機能が求められていての機能が求められていての機能が求められていての機能が求められていますますますます。。。。さらにさらにさらにさらに、現庁舎の建物の老朽化、バリアフリー対策、、現庁舎の建物の老朽化、バリアフリー対策、、現庁舎の建物の老朽化、バリアフリー対策、、現庁舎の建物の老朽化、バリアフリー対策、

建物の狭隘及び分散化、安全性など様々な問題点を解消する必要があ建物の狭隘及び分散化、安全性など様々な問題点を解消する必要があ建物の狭隘及び分散化、安全性など様々な問題点を解消する必要があ建物の狭隘及び分散化、安全性など様々な問題点を解消する必要がありますりますりますります。。。。    

            

そのため、次のとおり「基本目標」を設定そのため、次のとおり「基本目標」を設定そのため、次のとおり「基本目標」を設定そのため、次のとおり「基本目標」を設定しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

◇市民サービスの向上◇市民サービスの向上◇市民サービスの向上◇市民サービスの向上    

⇒⇒⇒⇒総合窓口を高機能化し、総合窓口を高機能化し、総合窓口を高機能化し、総合窓口を高機能化し、各種手続きが可能な限各種手続きが可能な限各種手続きが可能な限各種手続きが可能な限

りワンストップサ－ビスの提供を図りワンストップサ－ビスの提供を図りワンストップサ－ビスの提供を図りワンストップサ－ビスの提供を図りますりますりますります。。。。    

⇒ＩＣＴ技術を有効に活用し、高度⇒ＩＣＴ技術を有効に活用し、高度⇒ＩＣＴ技術を有効に活用し、高度⇒ＩＣＴ技術を有効に活用し、高度情報化に対応情報化に対応情報化に対応情報化に対応

するための設備・機器の整備を図するための設備・機器の整備を図するための設備・機器の整備を図するための設備・機器の整備を図りますりますりますります。。。。 

    

◇防災拠点としての機能充実◇防災拠点としての機能充実◇防災拠点としての機能充実◇防災拠点としての機能充実    

    ⇒⇒⇒⇒地域防災拠点として、耐震性に優れ、非常時に地域防災拠点として、耐震性に優れ、非常時に地域防災拠点として、耐震性に優れ、非常時に地域防災拠点として、耐震性に優れ、非常時に                                                        

行政機能が保持できる施設を目指行政機能が保持できる施設を目指行政機能が保持できる施設を目指行政機能が保持できる施設を目指しますしますしますします。。。。    

    

◇地域活性化への貢献◇地域活性化への貢献◇地域活性化への貢献◇地域活性化への貢献    

                                                                ⇒⇒⇒⇒鹿沼の魅力を発信しながら、まちの活性化を図鹿沼の魅力を発信しながら、まちの活性化を図鹿沼の魅力を発信しながら、まちの活性化を図鹿沼の魅力を発信しながら、まちの活性化を図りりりり

ますますますます。。。。    

    

◇バリアフリーへの対応◇バリアフリーへの対応◇バリアフリーへの対応◇バリアフリーへの対応    

⇒⇒⇒⇒誰もが安心して便利に使えるユニバ－サルデザ誰もが安心して便利に使えるユニバ－サルデザ誰もが安心して便利に使えるユニバ－サルデザ誰もが安心して便利に使えるユニバ－サルデザ

インの実現を目指インの実現を目指インの実現を目指インの実現を目指しますしますしますします。。。。    

    

◇自然環境へ◇自然環境へ◇自然環境へ◇自然環境への配慮の配慮の配慮の配慮    

⇒省エネルギーや再生可能エネルギーの活用など⇒省エネルギーや再生可能エネルギーの活用など⇒省エネルギーや再生可能エネルギーの活用など⇒省エネルギーや再生可能エネルギーの活用など

を図り、自然環境にやさしい庁舎整備を目指を図り、自然環境にやさしい庁舎整備を目指を図り、自然環境にやさしい庁舎整備を目指を図り、自然環境にやさしい庁舎整備を目指しししし

ますますますます。。。。    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標    

————    ————    ————    ９９９９    ————    
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    １１１１    基基基基    本本本本    理理理理    念念念念    
    

            新庁舎の整備に当たっては、本市の将来像新庁舎の整備に当たっては、本市の将来像新庁舎の整備に当たっては、本市の将来像新庁舎の整備に当たっては、本市の将来像「自然と共に歩む「自然と共に歩む「自然と共に歩む「自然と共に歩む    人情味あふれる絆人情味あふれる絆人情味あふれる絆人情味あふれる絆

のまち」のまち」のまち」のまち」を念頭に置き、次にを念頭に置き、次にを念頭に置き、次にを念頭に置き、次にとおり基本理念を設定とおり基本理念を設定とおり基本理念を設定とおり基本理念を設定しますしますしますします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜具現化するための視点具現化するための視点具現化するための視点具現化するための視点＞＞＞＞    
    

１１１１    総合的なまちづくりの観点から適正であること総合的なまちづくりの観点から適正であること総合的なまちづくりの観点から適正であること総合的なまちづくりの観点から適正であること    

２２２２    本市の財政の観点から適正であること本市の財政の観点から適正であること本市の財政の観点から適正であること本市の財政の観点から適正であること    

３３３３    市のシンボルとなる施設とすること市のシンボルとなる施設とすること市のシンボルとなる施設とすること市のシンボルとなる施設とすること    

４４４４    市民において、利用しやすく市民において、利用しやすく市民において、利用しやすく市民において、利用しやすく、かつ、市民に親しまれる施設とすること、かつ、市民に親しまれる施設とすること、かつ、市民に親しまれる施設とすること、かつ、市民に親しまれる施設とすること    

５５５５    「花と緑と清流のまち」、「笑顔あふれる優しいまち」の創造における中心「花と緑と清流のまち」、「笑顔あふれる優しいまち」の創造における中心「花と緑と清流のまち」、「笑顔あふれる優しいまち」の創造における中心「花と緑と清流のまち」、「笑顔あふれる優しいまち」の創造における中心

拠点施設にすること拠点施設にすること拠点施設にすること拠点施設にすること    

６６６６    市民の安市民の安市民の安市民の安全全全全・安・安・安・安心心心心なななな暮らし暮らし暮らし暮らしを守る防災拠点を守る防災拠点を守る防災拠点を守る防災拠点施設とすること施設とすること施設とすること施設とすること    

７７７７    “木のまち”かぬまを創造する施設とすること“木のまち”かぬまを創造する施設とすること“木のまち”かぬまを創造する施設とすること“木のまち”かぬまを創造する施設とすること    

    

ⅢⅢⅢⅢ    新庁舎整備における基新庁舎整備における基新庁舎整備における基新庁舎整備における基本理念本理念本理念本理念    ～～～目標達成へのキーワード～～～～～～目標達成へのキーワード～～～～～～目標達成へのキーワード～～～～～～目標達成へのキーワード～～～    
 

 

 

市民生活を市民生活を市民生活を市民生活を支える支える支える支える“防災拠点”として“防災拠点”として“防災拠点”として“防災拠点”としてのののの    

機能機能機能機能を確立しを確立しを確立しを確立し、、、、にぎにぎにぎにぎわいの場を創出しなわいの場を創出しなわいの場を創出しなわいの場を創出しな

がらがらがらがら    “まちの活性化”を図り、“まちの活性化”を図り、“まちの活性化”を図り、“まちの活性化”を図り、市民が利用市民が利用市民が利用市民が利用

しやすしやすしやすしやすい、そして、人にも自然にもい、そして、人にも自然にもい、そして、人にも自然にもい、そして、人にも自然にもやさやさやさやさしししし

くくくく、鹿沼、鹿沼、鹿沼、鹿沼市発展市発展市発展市発展のののの中心拠点中心拠点中心拠点中心拠点となる庁舎となる庁舎となる庁舎となる庁舎 

基基基基    本本本本    理理理理    念念念念 

————    １０１０１０１０    ————    
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１１１１    市庁舎の建物概要について市庁舎の建物概要について市庁舎の建物概要について市庁舎の建物概要について    
    

        市庁舎は、市庁舎は、市庁舎は、市庁舎は、「「「「本館本館本館本館・・・・本館増築棟本館増築棟本館増築棟本館増築棟・・・・議会棟議会棟議会棟議会棟・・・・新館棟新館棟新館棟新館棟・・・・東館東館東館東館」」」」の５棟で構成されての５棟で構成されての５棟で構成されての５棟で構成されていいいい

ますますますます。。。。本館と議会棟は本館と議会棟は本館と議会棟は本館と議会棟は、、、、昭和３３年に建築され５昭和３３年に建築され５昭和３３年に建築され５昭和３３年に建築され５５５５５年が経過年が経過年が経過年が経過しししし、、、、また、また、また、また、本館増築棟本館増築棟本館増築棟本館増築棟

と東館はと東館はと東館はと東館は、、、、昭和４５年に建築され４昭和４５年に建築され４昭和４５年に建築され４昭和４５年に建築され４３３３３年が経過、新館は年が経過、新館は年が経過、新館は年が経過、新館は、、、、昭和５５年に建設され３昭和５５年に建設され３昭和５５年に建設され３昭和５５年に建設され３

３３３３年が経過して年が経過して年が経過して年が経過している状況であいる状況であいる状況であいる状況でありますりますりますります。。。。    

    

【【【【建物概要建物概要建物概要建物概要】】】】※※※※車庫、自転車置場等の付属棟は除く。    

        建建建建    物物物物    区区区区    分分分分    建築年次建築年次建築年次建築年次    構構構構                造造造造    面積面積面積面積((((㎡㎡㎡㎡))))    
耐用耐用耐用耐用    

年数年数年数年数    

建築後建築後建築後建築後    

経過年数経過年数経過年数経過年数    

本本本本    館館館館    

本館棟 昭和３３年 
鉄筋コンクリート造 

３階建(地下 1階) 
２９９２.８９ ５０ ５５５５５５５５    

付属棟 

（市民ホール） 
昭和５５年 鉄骨造平屋建 １４８.２０ ３８ ３３３３３３３３    

計 ３１４１.０９  

本本本本    館館館館    増築棟 昭和４５年 
鉄筋コンクリート造 

４階建 
 ４９９.１５ ５０ ４３４３４３４３    

東東東東    館館館館     昭和４５年 
鉄筋コンクリート造 

３階建 塔屋２階 
１４０２.３０ ５０ ４３４３４３４３    

新新新新    館館館館    

(建物南側) 昭和５５年 
鉄骨鉄筋コンクリー

ト造 ５階建 
１５２１.００ ５０ ３３ 

(建物北側) 昭和５５年 
鉄筋コンクリート造 

５階建 
１８４０.４６ ５０ ３３ 

付属棟 

(渡り廊下) 
昭和５５年 鉄骨造平屋建   ５５.０８ ３８ ３３３３３３３３    

計 ３４１６.５４  

議会棟議会棟議会棟議会棟     昭和３３年 
鉄筋コンクリート造 

２階建 
５０１.４６ ５０ ５５５５５５５５    

合合合合        計計計計    ８９６０８９６０８９６０８９６０....５４５４５４５４     

 

【市庁舎内の主な建物付属設備の耐用年数】【市庁舎内の主な建物付属設備の耐用年数】【市庁舎内の主な建物付属設備の耐用年数】【市庁舎内の主な建物付属設備の耐用年数】    

種種種種    類類類類    又又又又    はははは    用用用用    途途途途    耐用年数（年）耐用年数（年）耐用年数（年）耐用年数（年）    

電気設備（蓄電池電源設備を除く） １５ 

給排水・衛生設備、ガス設備 １５ 

冷暖房、通風・ボイラー設備 １５ 

エレベーター設備 １７ 

消火・排煙、災害報知設備 ８ 

自動ドアー開閉設備 １２ 

ⅣⅣⅣⅣ    庁舎庁舎庁舎庁舎の現状と課題についての現状と課題についての現状と課題についての現状と課題について        ～～～～～～～～目標達成に向けての実態把握～～目標達成に向けての実態把握～～目標達成に向けての実態把握～～目標達成に向けての実態把握～～ 

————    １１１１１１１１    ————    
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【【【【建物建物建物建物配置図】配置図】配置図】配置図】    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

————    １２１２１２１２    ————    
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２２２２    耐震診断の結果について耐震診断の結果について耐震診断の結果について耐震診断の結果について    
    

（１）耐震診断の結果について（１）耐震診断の結果について（１）耐震診断の結果について（１）耐震診断の結果について    
                

平成２３年度に実施した市庁舎耐震診断の結果は、次のとおりであ平成２３年度に実施した市庁舎耐震診断の結果は、次のとおりであ平成２３年度に実施した市庁舎耐震診断の結果は、次のとおりであ平成２３年度に実施した市庁舎耐震診断の結果は、次のとおりでありますりますりますります。。。。    

            

    

    

⇒⇒⇒⇒Ｉｓ値０Ｉｓ値０Ｉｓ値０Ｉｓ値０....６未満の建物６未満の建物６未満の建物６未満の建物は、は、は、は、震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性があり震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性があり震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性があり震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性があり    

⇒⇒⇒⇒Ｉｓ値０Ｉｓ値０Ｉｓ値０Ｉｓ値０....３未満の建物は、震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性が高い３未満の建物は、震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性が高い３未満の建物は、震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性が高い３未満の建物は、震度６強の地震で崩壊、倒壊する危険性が高い    

とされていとされていとされていとされていますますますます。。。。    

・・・・・・・・・・・・災害時に拠点となる公共施設：災害時に拠点となる公共施設：災害時に拠点となる公共施設：災害時に拠点となる公共施設：「０「０「０「０....７５以上」７５以上」７５以上」７５以上」    

・・・・・・・・・・・・災害対策活動の拠点となる公共施設は災害対策活動の拠点となる公共施設は災害対策活動の拠点となる公共施設は災害対策活動の拠点となる公共施設は：：：：「「「「００００....９以上９以上９以上９以上」」」」    

の値がの値がの値がの値が求められてい求められてい求められてい求められていますますますます。。。。    

    

    

    

    【【【【①①①①    本本本本    館館館館】】】】    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

【【【【②②②②    本館（増築棟）本館（増築棟）本館（増築棟）本館（増築棟）】】】】    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

写真 

階階階階    数数数数    
構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
指指指指        標標標標    
(Is(Is(Is(Is 値値値値))))    

構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
判定指標判定指標判定指標判定指標    
((((目標値目標値目標値目標値))))    

３階 ２.２１ 

０.７５ ２階 １.１０ 

１階 ００００....３３３３３３３３    

 

 

写真 
 

階階階階    数数数数    
構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
指指指指        標標標標    
(Is(Is(Is(Is 値値値値))))    

構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
判定指標判定指標判定指標判定指標    
((((目標値目標値目標値目標値))))    

４階 ２.１０ 

０.７５ 
３階 ００００....３１３１３１３１    

２階 ００００....４２４２４２４２    

１階 ００００....２３２３２３２３    

 

構造耐震の指標の「構造耐震の指標の「構造耐震の指標の「構造耐震の指標の「Ｉｓ値Ｉｓ値Ｉｓ値Ｉｓ値」の」の」の」の基準（基準（基準（基準（国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省）））） 

＜施設別の耐震診断結果＞＜施設別の耐震診断結果＞＜施設別の耐震診断結果＞＜施設別の耐震診断結果＞    

————    １３１３１３１３    ————    
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【【【【③③③③    東東東東    館館館館】】】】    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

【【【【④④④④    新新新新    館館館館】】】】    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【【【【⑤⑤⑤⑤    議会棟議会棟議会棟議会棟】】】】    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階階階階    数数数数    
構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
指指指指        標標標標    
(Is(Is(Is(Is 値値値値))))    

構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
判定指標判定指標判定指標判定指標    
((((目標値目標値目標値目標値))))    

３階 ００００....５５５５５５５５    

０.７５ ２階 ００００....４１４１４１４１    

１階 ００００....３９３９３９３９    

 

 

写真 
 

 

写真 
 

階階階階    数数数数    
構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
指指指指        標標標標    
(Is(Is(Is(Is 値値値値))))    

構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
判定指標判定指標判定指標判定指標    
((((目標値目標値目標値目標値))))    

５階 ４.３１ 

０.７５ 

４階 １.６０ 

３階 ０.９８ 

２階 ０.６４ 

１階 ００００....４５４５４５４５    

 

 

写真 
 

階階階階    数数数数    
構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
指指指指        標標標標    
(Is(Is(Is(Is 値値値値))))    

構造耐震構造耐震構造耐震構造耐震    
判定指標判定指標判定指標判定指標    
((((目標値目標値目標値目標値))))    

２階 ００００....５９５９５９５９    
０.７５ 

１階 ００００....２９２９２９２９    

 

————    １４１４１４１４    ————    
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（２）耐震診断（２）耐震診断（２）耐震診断（２）耐震診断のののの審査報告審査報告審査報告審査報告についてについてについてについて    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    
  

 

 

 

 

  

 

気中の二酸化炭素（ＣＯ気中の二酸化炭素（ＣＯ気中の二酸化炭素（ＣＯ気中の二酸化炭素（ＣＯ２２２２))))がコンクリート内に侵入し、炭酸化反応を引き起がコンクリート内に侵入し、炭酸化反応を引き起がコンクリート内に侵入し、炭酸化反応を引き起がコンクリート内に侵入し、炭酸化反応を引き起    

こすことにより、本来アルカリ性である細孔溶液のこすことにより、本来アルカリ性である細孔溶液のこすことにより、本来アルカリ性である細孔溶液のこすことにより、本来アルカリ性である細孔溶液の濃度（濃度（濃度（濃度（phphphph））））を下げる現象でを下げる現象でを下げる現象でを下げる現象で

あああありますりますりますります。。。。    

    中性化はコンクリート表面より進行し、鉄筋などの鋼材位置に達すると、不中性化はコンクリート表面より進行し、鉄筋などの鋼材位置に達すると、不中性化はコンクリート表面より進行し、鉄筋などの鋼材位置に達すると、不中性化はコンクリート表面より進行し、鉄筋などの鋼材位置に達すると、不

動体被膜を破壊動体被膜を破壊動体被膜を破壊動体被膜を破壊しますしますしますします。これにより鋼材を腐食させ、腐食生成物の堆積膨張に。これにより鋼材を腐食させ、腐食生成物の堆積膨張に。これにより鋼材を腐食させ、腐食生成物の堆積膨張に。これにより鋼材を腐食させ、腐食生成物の堆積膨張に

より、コンクリートのひび割れ・剥離を引き起こし、耐荷力など構造物の性能より、コンクリートのひび割れ・剥離を引き起こし、耐荷力など構造物の性能より、コンクリートのひび割れ・剥離を引き起こし、耐荷力など構造物の性能より、コンクリートのひび割れ・剥離を引き起こし、耐荷力など構造物の性能

低下が生じます。低下が生じます。低下が生じます。低下が生じます。 

Ｉｓ値が耐震判定指標の０Ｉｓ値が耐震判定指標の０Ｉｓ値が耐震判定指標の０Ｉｓ値が耐震判定指標の０....７５を大きく下７５を大きく下７５を大きく下７５を大きく下回っている階があり、補強により回っている階があり、補強により回っている階があり、補強により回っている階があり、補強により

耐力の向上を図ることもでき耐力の向上を図ることもでき耐力の向上を図ることもでき耐力の向上を図ることもできますますますますが、が、が、が、    

◇◇◇◇コンクリートの中性化が進んでいることコンクリートの中性化が進んでいることコンクリートの中性化が進んでいることコンクリートの中性化が進んでいること    

◇◇◇◇建物の経過年数が長いこと建物の経過年数が長いこと建物の経過年数が長いこと建物の経過年数が長いこと    

◇◇◇◇補強による機能面・経済性・防災拠点である建物の重要度補強による機能面・経済性・防災拠点である建物の重要度補強による機能面・経済性・防災拠点である建物の重要度補強による機能面・経済性・防災拠点である建物の重要度    

◇◇◇◇今後の耐用期間今後の耐用期間今後の耐用期間今後の耐用期間    等等等等    

を総合的に勘案すると、を総合的に勘案すると、を総合的に勘案すると、を総合的に勘案すると、建替え等の抜本的な対策が最善建替え等の抜本的な対策が最善建替え等の抜本的な対策が最善建替え等の抜本的な対策が最善と考えられと考えられと考えられと考えられますますますます。。。。    

＜本館・増築棟・東館・議会棟＞＜本館・増築棟・東館・議会棟＞＜本館・増築棟・東館・議会棟＞＜本館・増築棟・東館・議会棟＞ 

Ｉｓ値が耐震判定指標の０Ｉｓ値が耐震判定指標の０Ｉｓ値が耐震判定指標の０Ｉｓ値が耐震判定指標の０....７５を下回っている階もあ７５を下回っている階もあ７５を下回っている階もあ７５を下回っている階もありますりますりますりますが、コンクリートが、コンクリートが、コンクリートが、コンクリート

強度は確保され、中性化も進んでいないことから、強度は確保され、中性化も進んでいないことから、強度は確保され、中性化も進んでいないことから、強度は確保され、中性化も進んでいないことから、耐震補強によって耐震性が耐震補強によって耐震性が耐震補強によって耐震性が耐震補強によって耐震性が

確保されると見込まれ確保されると見込まれ確保されると見込まれ確保されると見込まれますますますますので、今後、ので、今後、ので、今後、ので、今後、耐震補強工事を実施して活用していく耐震補強工事を実施して活用していく耐震補強工事を実施して活用していく耐震補強工事を実施して活用していく

ことに問題ないことに問題ないことに問題ないことに問題ないと考えられと考えられと考えられと考えられますますますます。。。。    

＜新＜新＜新＜新    館＞館＞館＞館＞ 

コンクリートの中性化とはコンクリートの中性化とはコンクリートの中性化とはコンクリートの中性化とは？？？？ 

————    １５１５１５１５    ————    

＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞    
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３３３３    市庁舎の現状と課題について市庁舎の現状と課題について市庁舎の現状と課題について市庁舎の現状と課題について    
    

建物の老朽化建物の老朽化建物の老朽化建物の老朽化をはをはをはをはじめ、じめ、じめ、じめ、行政需要行政需要行政需要行政需要、、、、事務量の増大による狭隘化事務量の増大による狭隘化事務量の増大による狭隘化事務量の増大による狭隘化、また、耐震性の不、また、耐震性の不、また、耐震性の不、また、耐震性の不

足など足など足など足などにより、安全で十分な市民サービスにより、安全で十分な市民サービスにより、安全で十分な市民サービスにより、安全で十分な市民サービスがががが提供提供提供提供できないできないできないできない状況となってい状況となってい状況となってい状況となっていますますますます。。。。    

そのため、そのため、そのため、そのため、現庁舎現庁舎現庁舎現庁舎のののの現状現状現状現状を分析しながら、次のとおりを分析しながら、次のとおりを分析しながら、次のとおりを分析しながら、次のとおり課題を課題を課題を課題を整理整理整理整理しますしますしますします。。。。    

    

（１）耐震性の不足による防災拠点機能への不安（１）耐震性の不足による防災拠点機能への不安（１）耐震性の不足による防災拠点機能への不安（１）耐震性の不足による防災拠点機能への不安    
    

 

 

市民の生命と財産を守る現庁舎は、災害等の発生時

に災害対策本部が設置され、いち早い復旧・復興を図

るための拠点となります。 

  しかし、本庁舎等は耐震性が確保されておらず、震

災発生時に庁舎が被災する可能性が高く、防災拠点施

設として機能しない不安があります。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆防災拠点として、耐震性の向上を図る必要があ◆防災拠点として、耐震性の向上を図る必要があ◆防災拠点として、耐震性の向上を図る必要があ◆防災拠点として、耐震性の向上を図る必要がありますりますりますります。。。。    

  ⇒耐震改修により、執務スペースの更なる狭あい化を招く。 

    

◆大災害を想定した防災拠点機能の強化を図る必要があ◆大災害を想定した防災拠点機能の強化を図る必要があ◆大災害を想定した防災拠点機能の強化を図る必要があ◆大災害を想定した防災拠点機能の強化を図る必要がありますりますりますります。。。。    

⇒災害発生時に対策本部として使用する通信機材等を常設した

会議室の設置 

⇒災害発生時の通信手段の確保 

⇒非常用の電力供給設備や飲料水兼用の貯水槽の設置 

⇒応急医療活動や待機のためのスペース及び消防隊の活動スペ

ースの確保 

    

◆防災関連施設の集約化を図る必要があ◆防災関連施設の集約化を図る必要があ◆防災関連施設の集約化を図る必要があ◆防災関連施設の集約化を図る必要がありますりますりますります。。。。    

    ⇒災害対策本部（本庁舎）内への防災倉庫の設置、水防対策本部
（消防庁舎）との近距離化 

 
課課課課    題題題題    

 

写真：本館・市民ホール 

現現現現    状状状状    

————    １６１６１６１６    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

 
 

（（（（２２２２））））施設・設備の老朽化による安全性・経済性の低下施設・設備の老朽化による安全性・経済性の低下施設・設備の老朽化による安全性・経済性の低下施設・設備の老朽化による安全性・経済性の低下    

    

    

 

  本館・議会棟は、築後５４年、そのほかの建物でも

築後３０年以上が経過し、コンクリートの中性化が進

み、鉄筋の腐食による強度の低下も予想されます。 

  また、消防設備をはじめ、空調、給排水等の各種設

備の老朽化が顕著で多額の改修・修繕費用が必要であ

り、将来的にも維持管理費の増大が懸念されます。 

 

 

 

写真 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆安心して庁舎を利用できるよう、老朽化対策が必要であ安心して庁舎を利用できるよう、老朽化対策が必要であ安心して庁舎を利用できるよう、老朽化対策が必要であ安心して庁舎を利用できるよう、老朽化対策が必要でありますりますりますります。。。。    

   

⇒耐用年数を経過し、雨漏りが多発している庁舎の改修・延命処     

 置 

 ⇒耐用年数を経過し、漏電等による火災の危険のある電気設備、

給排水管の劣化が激しい衛生設備、効率が悪い空調設備などの

更新又は改修 

 
課課課課    題題題題    

写真：本館地下のボイラー設備 

現現現現    状状状状    

————    １７１７１７１７    ————    
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（３）狭あい・分散化による市民サー（３）狭あい・分散化による市民サー（３）狭あい・分散化による市民サー（３）狭あい・分散化による市民サービスの低下ビスの低下ビスの低下ビスの低下    

    

    
  

 行政ニーズの多様化や権限委譲等による事務量の増

大に伴い、窓口の狭あい化が進み、待合や執務スペー

ス、会議室、各種相談室等の確保が困難であります。 

特に、恒常的な駐車スペースの不足及び窓口業務の

分散化により、市民サービスの低下を招いています。 

 

 

写真 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

  

◆窓口カウンターや待◆窓口カウンターや待◆窓口カウンターや待◆窓口カウンターや待合スペースが狭い状況であ合スペースが狭い状況であ合スペースが狭い状況であ合スペースが狭い状況でありますりますりますります。。。。    

  ⇒カウンターに仕切り板等を設置できず、市民のプライバシー

への配慮や個人情報の保護に対応できない。 

  ⇒待合スペースが狭く受付待ちの市民が立ったままで待っている。 

    

◆◆◆◆駐車スペースが狭く台数も少ないため、市民利用が不便であ駐車スペースが狭く台数も少ないため、市民利用が不便であ駐車スペースが狭く台数も少ないため、市民利用が不便であ駐車スペースが狭く台数も少ないため、市民利用が不便でありまりまりまりま    

すすすす。。。。    

  ⇒駐車スペースが狭く常に渋滞しているため、高齢者・妊婦・

乳幼児連れの市民が安心して駐車できるスペースが必要。 

    

◆市民の利便性を高めるため、部局の配置を見直す必要があ◆市民の利便性を高めるため、部局の配置を見直す必要があ◆市民の利便性を高めるため、部局の配置を見直す必要があ◆市民の利便性を高めるため、部局の配置を見直す必要がありまりまりまりま    

すすすす。。。。    

  ⇒本庁・東館外６施設に窓口業務が分散されていたり、一つの部局

がいくつかの施設やフロアに分散しているため、市民に分りづら

いうえ、市民が必要に応じて各施設を移動しなければならない。 

    

◆執務スペースや書類保管スペースが狭い状況であ◆執務スペースや書類保管スペースが狭い状況であ◆執務スペースや書類保管スペースが狭い状況であ◆執務スペースや書類保管スペースが狭い状況でありますりますりますります。。。。    

 ⇒執務及び書類保管スペースが狭いため、通路等に書類が積み
上げられている。 

 課課課課    題題題題    

写真：通路に設置された待合 

現現現現    状状状状    

————    １８１８１８１８    ————    
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（（（（４４４４））））ユニバーサルデザインへの対応の限界ユニバーサルデザインへの対応の限界ユニバーサルデザインへの対応の限界ユニバーサルデザインへの対応の限界    
 

    
   

本館等の建設当時は、障害者や高齢者など社会的弱

者に配慮した設計思想が希薄だったため、バリアフリ

ーへの対応が不十分であります。 

  特に、本館は建物の構造上、ユニバーサルデザイン

への対応は限界となっています。 

 

 

写真 

 

    

    

 

 

 

 

    

    

    
  

 

 

 
    

    

◆◆◆◆ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインへの対応は困難であり、根本的な解決が必への対応は困難であり、根本的な解決が必への対応は困難であり、根本的な解決が必への対応は困難であり、根本的な解決が必

要であ要であ要であ要であります。ります。ります。ります。   

  

 ⇒本館・議会棟にエレベーター設備がなく、足の不自由な人が移

動できない。 

  ⇒東館は、バリアフリーに対応した施設ではなく、障害者や高齢

者には不便な建物である。（エレベーター、洋式・障害者用ト

イレ等がない） 

  ⇒車椅子のお客様に対応できるカウンターがない。 

  ⇒洋式トイレ、障害者用トイレが不足している。 

 ⇒バリアフリー法・ひとにやさしいまちづくり条例等に適合して
いない。 

 
課課課課    題題題題    

写真：本館ロビーの階段 

現現現現    状状状状    

 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべ

ての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにかかわらず、

最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることで

す。直訳は万人向け設計。能力あるいは障害のレベルにかかわらず、最大限

可能な限り、全ての人々に利用しやすい環境と製品のデザイン。障害者用と

いった意味では使われないので注意が必要です。    
 

ユニバーサルデザインとはユニバーサルデザインとはユニバーサルデザインとはユニバーサルデザインとは？？？？ 

————    １９１９１９１９    ————    

＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞    
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（（（（５５５５））））高度情報化への対応の限界高度情報化への対応の限界高度情報化への対応の限界高度情報化への対応の限界    
 

    

    
  ＯＡ機器の設置やシステム配線に必要なスペースが

不足しています。 

  今後も更なる高度情報化の進展が予想されるが、情

報ネットワーク環境の拡張は困難な状況であり、今後

の情報化更なる進展に対応できない状況であります。 

 

 

写真 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

    

    

    
  

 

 
    

    

◆◆◆◆今後見込まれる今後見込まれる今後見込まれる今後見込まれる情報通信技術（情報通信技術（情報通信技術（情報通信技術（ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ））））の進展など、高度情報化の進展など、高度情報化の進展など、高度情報化の進展など、高度情報化

や多様なニーズに対応できないや多様なニーズに対応できないや多様なニーズに対応できないや多様なニーズに対応できない状況であります状況であります状況であります状況であります。。。。  

   

⇒電気容量が不足し配線自体が老朽化しているため、漏電・停電

の危険性が高い。 

  ⇒非常用電源設備がないため、停電時には全システムが停止して

しまう。 

⇒ネットワーク通信回線が低い位置に設置されているため、切断

される危険性が高い。 

⇒原課に設置されているサーバがあり、情報漏洩の危険がある。 

⇒事務室を転用しているサーバ室のため、十分な機能が果たされ
ていない。 

 
課課課課    題題題題    

写真：コンピュータサーバ室 

現現現現    状状状状    

 

ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴとは、Information and Communication Technology「情報通信技術」

の略であり、IT(Information Technology)とほぼ同義の意味を持ちますが、コン

ピューター関連の技術を IT、コンピューター技術の活用に着目する場合を ICT

と、区別して用いる場合もあります。国際的に ICT が定着していることなどか

ら、日本でも近年ICT が IT に代わる言葉として広まりつつあります。 

ＩＣＴとはＩＣＴとはＩＣＴとはＩＣＴとは？？？？ 

————    ２０２０２０２０    ————    

＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    

（（（（６６６６））））環境負荷低減への対応の限界環境負荷低減への対応の限界環境負荷低減への対応の限界環境負荷低減への対応の限界    
 

 

 

本館等の建設当時は、環境への負荷低減という考え

方がなかったため、環境に配慮した施設ではありませ

ん。 

一部で、グリーンカーテンの設置、ＬＥＤ蛍光灯へ

の転換、電力のピーク時の節電を行っていますが、雨

水の再利用、太陽光発電等の新エネルギー・省エネル

ギー設備への対応は限界であります。 

 

 

写真 

 

 

    

    

    

    

 

 

    

 

  

◆施設・設備が古いため、省エネルギー等の推進が困難であ◆施設・設備が古いため、省エネルギー等の推進が困難であ◆施設・設備が古いため、省エネルギー等の推進が困難であ◆施設・設備が古いため、省エネルギー等の推進が困難であります。ります。ります。ります。    

  

 ⇒窓枠が大きい割りに採光が悪く、室内が暗い。 

  ⇒冷暖房に重油ボイラーを使用し、集中管理をしているため、効率が

悪い。 

  ⇒窓ガラスに断熱性がなく、日差しが直接室内に入る。 

  ⇒省エネ法等に適合していない。 

 

 
課課課課    題題題題    

写真：新館１Ｆのボイラー設備 

現現現現    状状状状    

————    ２１２１２１２１    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    

    

１１１１    庁舎に求められる機能について庁舎に求められる機能について庁舎に求められる機能について庁舎に求められる機能について    
    

新庁舎は、市民や職員をはじめとする全ての利用者に使いやすく、また、機能的で新庁舎は、市民や職員をはじめとする全ての利用者に使いやすく、また、機能的で新庁舎は、市民や職員をはじめとする全ての利用者に使いやすく、また、機能的で新庁舎は、市民や職員をはじめとする全ての利用者に使いやすく、また、機能的で

あることを基本に、環境や人にあることを基本に、環境や人にあることを基本に、環境や人にあることを基本に、環境や人にやさやさやさやさしい機能が求められしい機能が求められしい機能が求められしい機能が求められていますていますていますています。。。。    

        さらに、市民との協働によるまちづくりを基本に、まちのさらに、市民との協働によるまちづくりを基本に、まちのさらに、市民との協働によるまちづくりを基本に、まちのさらに、市民との協働によるまちづくりを基本に、まちのにぎにぎにぎにぎわいを創出し、活性わいを創出し、活性わいを創出し、活性わいを創出し、活性

化を図る拠点として、また、防災拠点としての役割をしっかりと果たせる庁舎となる化を図る拠点として、また、防災拠点としての役割をしっかりと果たせる庁舎となる化を図る拠点として、また、防災拠点としての役割をしっかりと果たせる庁舎となる化を図る拠点として、また、防災拠点としての役割をしっかりと果たせる庁舎となる

ようようようよう基本基本基本基本的な機能を検討的な機能を検討的な機能を検討的な機能を検討しますしますしますします。。。。    

そのため、より良い市民サ－ビスの提供、効率的な行政運営を目指して、そのため、より良い市民サ－ビスの提供、効率的な行政運営を目指して、そのため、より良い市民サ－ビスの提供、効率的な行政運営を目指して、そのため、より良い市民サ－ビスの提供、効率的な行政運営を目指して、現庁舎の現庁舎の現庁舎の現庁舎の

「問題・課題」から、“求められる機能”を次のとおり整理「問題・課題」から、“求められる機能”を次のとおり整理「問題・課題」から、“求められる機能”を次のとおり整理「問題・課題」から、“求められる機能”を次のとおり整理しますしますしますします。。。。    

    

【庁【庁【庁【庁舎に求められる機能】舎に求められる機能】舎に求められる機能】舎に求められる機能】    
    

現庁舎の問題・課題現庁舎の問題・課題現庁舎の問題・課題現庁舎の問題・課題    
求求求求    めめめめ    らららら    れれれれ    るるるる    機機機機    能能能能    

小小小小    項項項項    目目目目    大大大大    項項項項    目目目目    

①耐震性の不足による防災拠点機①耐震性の不足による防災拠点機①耐震性の不足による防災拠点機①耐震性の不足による防災拠点機

能への不安能への不安能への不安能への不安    

・防災拠点として、耐震性の向上を図

る必要がある。 

 ・大災害を想定した防災拠点機能の強

化を図る必要がある 

 ・防災関連施設の集約化を図る必要が

ある 

ａ 耐震性の確保 

アアアア    防災拠点としての防災拠点としての防災拠点としての防災拠点としての

機能機能機能機能    

ｂ 災害対策本部の整備 

ｃ バックアップ機能の整備 

ｄ その他機能の整備 

②施設・設備の老朽化による安全②施設・設備の老朽化による安全②施設・設備の老朽化による安全②施設・設備の老朽化による安全

性・経済性の低下性・経済性の低下性・経済性の低下性・経済性の低下    

 ・安心して庁舎を利用できるよう、老

朽化対策が必要である。 

③狭あい・分散化による市民サー③狭あい・分散化による市民サー③狭あい・分散化による市民サー③狭あい・分散化による市民サー

ビスの低下ビスの低下ビスの低下ビスの低下    

 ・窓口カウンターや待合スペースが狭 

い。 

 ・駐車スペースが狭く台数も少ないた

め、市民に不便を来している。 

・市民の利便性を高めるため、部局等

の配置を見直す必要がある。 

 ・執務スペースや書類保管スペースが

狭い。 

④ユニバーサルデザインへの対応④ユニバーサルデザインへの対応④ユニバーサルデザインへの対応④ユニバーサルデザインへの対応

の限界の限界の限界の限界    

 ・ユニバーサルデザインへの対応は困難

であり、根本的な解決が必要である。 

ａ 窓口機能の整備 

イイイイ    来庁者の利便性を来庁者の利便性を来庁者の利便性を来庁者の利便性を

高めるための機能高めるための機能高めるための機能高めるための機能    

ｂ 相談機能の整備 

ｃ ユニバーサルデザインへの対応 

ｄ 駐車場・駐輪場の整備 

ｅ その他機能の整備 

ａ 交流・まちづくり機能の整備 
ウウウウ    市民との協働・まち市民との協働・まち市民との協働・まち市民との協働・まち

づくりを進めるたづくりを進めるたづくりを進めるたづくりを進めるた

めの機能めの機能めの機能めの機能    
ｂ 情報提供・発信機能の整備 

ａ 議場の整備 

エエエエ    議会運営を進める議会運営を進める議会運営を進める議会運営を進める

ための機能ための機能ための機能ための機能    
ｂ 委員会室の整備 

ｃ その他、議会活動のための機能 

ⅤⅤⅤⅤ    新庁舎に“求められる機能”について新庁舎に“求められる機能”について新庁舎に“求められる機能”について新庁舎に“求められる機能”について    ～～～～安全で利用しやすい庁舎機能を求めて安全で利用しやすい庁舎機能を求めて安全で利用しやすい庁舎機能を求めて安全で利用しやすい庁舎機能を求めて～～～～ 

————    ２２２２２２２２    ————    
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ａ 執務空間の整備 

オオオオ    行政事務を効率的行政事務を効率的行政事務を効率的行政事務を効率的

に行うための機能に行うための機能に行うための機能に行うための機能    

ｂ 会議室等の整備 

ｃ 書庫及び倉庫の配置 

ｄ その他機能の整備 

⑤高度情報化への対応の限界⑤高度情報化への対応の限界⑤高度情報化への対応の限界⑤高度情報化への対応の限界    

 ・今後見込まれるＩＣＴの進展など、

高度情報化や多様なニーズに対応

できない。 

ａ サーバ室、情報管理室の整備 

カカカカ    高度情報化に対応高度情報化に対応高度情報化に対応高度情報化に対応

するための機能するための機能するための機能するための機能    
ｂ ＯＡフロアの整備 

ｃ その他機能の整備 

⑥環境負荷低減への対応の限界⑥環境負荷低減への対応の限界⑥環境負荷低減への対応の限界⑥環境負荷低減への対応の限界    

 ・施設・設備が古いため、省エネルギ

ー等の推進が困難である。 

ａ 自然採光・自然通風の利用 

キキキキ    環境と共生するた環境と共生するた環境と共生するた環境と共生するた

めの機能めの機能めの機能めの機能    

ｂ 再生可能エネルギーの活用 

ｃ 省エネルギー機器・設備の導入 

ｄ ライフサイクルコスト低減 

ｅ 周辺環境等への配慮 

※その他の課題・問題等※その他の課題・問題等※その他の課題・問題等※その他の課題・問題等    

 ・庁舎の維持管理、セキュリティ管理

の不備 

ａ 庁舎の機能維持 

クククク    庁舎維持管理・セキ庁舎維持管理・セキ庁舎維持管理・セキ庁舎維持管理・セキ

ュリティに必要なュリティに必要なュリティに必要なュリティに必要な

機能機能機能機能    

ｂ ライフサイクルコストへの配慮 

ｃ 個人や行政情報の管理 

ｄ 夜間・休日のセキュリティ管理 

ｅ その他機能の整備 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

————    ２３２３２３２３    ————    
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２２２２    庁舎に庁舎に庁舎に庁舎に導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等ついてついてついてついて    
    

        “庁舎に求められる機能（８項目）”を基本として、整備する機能を設定し、庁舎“庁舎に求められる機能（８項目）”を基本として、整備する機能を設定し、庁舎“庁舎に求められる機能（８項目）”を基本として、整備する機能を設定し、庁舎“庁舎に求められる機能（８項目）”を基本として、整備する機能を設定し、庁舎

に導入すべき施設、設備等をに導入すべき施設、設備等をに導入すべき施設、設備等をに導入すべき施設、設備等を検討、検討、検討、検討、整理整理整理整理しますしますしますします。。。。    

    

アアアア    防災拠点としての機能防災拠点としての機能防災拠点としての機能防災拠点としての機能    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａ耐震性ａ耐震性ａ耐震性ａ耐震性の確保の確保の確保の確保    

①国の耐震基準以上の耐震性の確保 

②整備手法により「耐震構造」「制震構造」「免震構造」の採

用検討 

③地震による什器類の移動や転倒がないよう、可能な限り固

定式の採用 

ｂ災害対策本部の整備ｂ災害対策本部の整備ｂ災害対策本部の整備ｂ災害対策本部の整備    

①迅速な初動対応のため、情報の収集、分析、発信機能を備

えた本部会議室の常設化（平常時は会議室として使用） 

②水害対策等を考慮して高層階への設置 

③本部及び待機職員の仮眠スペースの設置 

④情報通信回線の多重化 

 ・一般加入電話、ＦＡＸ、インターネット、通信衛星、防

災無線等多様な通信手段の確保 

 ・個人携帯電話に頼らない通信手段の確保 

 ・他の防災拠点（コミセン・学校等）との衛星電話等によ

る通信手段の確保 

 ・消防本部との専用回線の設置 

⑤救援や応急医療等の活動がスムーズに行えるスペースの

確保（平常時は食堂スペース等の多目的スペース） 

⑥緊急車両、作業用車両の対応スペース（平常時は広く安全

な駐車場） 

⑦屋上等に防災ヘリ、ドクターヘリ用のヘリポートの設置 

⑧本部活動を支える防災倉庫・緊急物資の備蓄倉庫の設置 

 ・緊急物資（毛布、医薬品、飲料水、非常食等）の保管 

・災害用資材（土嚢、バリケード、常温合材、救助工具等）

の保管 

・防災のための予備燃料貯蔵施設及び給油所 

⑨災害時に市役所の通常業務エリアと分離できる避難者対

応スペースの確保 

⑩被災者に対する総合相談窓口の設置スペースの確保 

ｃバックアップ機能の整備ｃバックアップ機能の整備ｃバックアップ機能の整備ｃバックアップ機能の整備    

①被災時の活動に必要な庁舎機能を維持できる電力の確保 

・太陽光発電設備、自家発電装置等のバックアップ電源の

設置 

②通信及び情報管理機器への電源の優先供給 

 ・無停電電源装置、電力貯蔵装置等の設置 

③飲料水兼用の防火水槽及び汚水槽など非常時の給排水設

備の設置 

 

————    ２４２４２４２４    ————    
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 ④雨水を利用し、平常時はトイレ洗浄水、非常時には浄化し

て飲料用に転用できる中水道槽の設置 

⑤ライフラインの２系統化及び備蓄 

⑥災害時にトイレを設置するスペースの確保 

⑦庁舎規模に応じた消防設備の設置 

⑧風水害を考慮した電気室及び機械室の配置 

ｄその他機能の整備ｄその他機能の整備ｄその他機能の整備ｄその他機能の整備    
①防災関係機関（特に消防）との連携に配慮した配置 

②雷防護対策システムの導入 

③緊急時の交通手段として、自転車の保管及び整備 

 

イイイイ    来庁舎の利便性を高めるための機能来庁舎の利便性を高めるための機能来庁舎の利便性を高めるための機能来庁舎の利便性を高めるための機能    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａ窓口機能の整備ａ窓口機能の整備ａ窓口機能の整備ａ窓口機能の整備    

① 市民の利便性・事務の効率化から、市内に分散された部

局及び窓口のできる限り集約配置 

② 部局ごとにワンフロアー化し色分けするなど、市民に目

的の窓口が分かりやすい配置及び工夫 

③窓口業務を１階に集約配置し、ワンストップサービスの導

入 

④高齢者や障害者に配慮し、窓口部局の低層階への配置 

⑤余裕あるスペースと間仕切りを設けた個人情報保護に配

慮した窓口の設置 

⑥手続きや相談が座ってできる広く低いカウンターの設置 

⑦窓口の混雑解消のため、証明書発行専用窓口など目的別カ

ウンターや発券機、待ち状況が分かるサインボードの設置 

⑧市政情報を１箇所で知ることができる窓口の設置 

⑨障害者に配慮した庁舎内の放送や情報等が表示できるデ

ィスプレイの設置 

⑩執務スペースと区分され、来庁者が快適に過ごせるオープ

ンな待合スペースの設置 

⑪高齢者や障害者の利便性向上のため、待合スペースに売店

やＡＴＭコーナーを配置 

⑫市民がいつでも休憩できる待合、相談スペースの設置 

ｂ相談機能の整備ｂ相談機能の整備ｂ相談機能の整備ｂ相談機能の整備    

①様々な相談業務に対応できるように、相談業務を所管する

部局に相談室を設置 

②様々な相談内容に対応できるような市民相談の総合窓口

を設置 

③生活保護や納税相談等については、相談者のプライバシー 

 に配慮した相談室や窓口を設置 

 ・他の来庁者の目に触れにくい位置 

 ・相談内容の漏れ聞こえのない個室相談室 

 ・相談窓口に仕切り板等を設置し、隣の人に書類等が見ら

れない工夫 

④個室相談室は、プライバシーの保護とセキュリティ確保の

両面から、配置や出入り口を検討 

 

————    ２５２５２５２５    ————    
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ｃｃｃｃユニバーサルデザインへユニバーサルデザインへユニバーサルデザインへユニバーサルデザインへ

のののの対応対応対応対応 

①バリアフリー新法及びひとにやさしいまちづくり条例（栃

木県）基準を満たす庁舎 

②車いす利用者等の障害者が、余裕をもって移動できる通路

幅の確保 

③両側に手すりのある階段、通路 

④庁舎へのスムーズな誘導線の確保 

 ・駐車場内の歩行者と自動車の誘導線の明確化 

 ・庁舎へのアプローチは、段差の解消、滑りにくい舗装、

点字ブロックや手すりの設置及び充分な通路幅を確保 

 ・庁舎出入口付近に、車いす利用者、障害者、妊産婦、幼

児連れ専用の駐車スペースを設置 

 ・公共交通機関にアクセスしやすい庁舎の配置 

 ・庁舎出入口付近にリーバスの停留所を設置 

⑤庁舎内エレベーターは、車いす利用者等が利用しやすい適

切な構造、配置及び複数設置 

⑥窓口カウンターは、広く低いローカウンターを設置 

⑦車いす利用者に対応したローカウンター、記載台の設置 

⑧誰もが入りやすい、きれいな「おもてなしトイレ」の整備 

⑨洋式トイレや特殊機能付きトイレの充実 

 ・洋式トイレや多目的トイレの各フロアへの設置 

 ・幼児用トイレ、オムツ替えスペース、オストメイト対応

トイレの設置 

⑩幼児連れの利用者に配慮し、各フロアに授乳室を設置 

⑪窓口に併設したキッズスペースの設置 

⑫来庁者に分かりやすい庁舎入口の設置 

⑬来庁者入口を集約し、効率的でオープンな総合案内の設置 

⑭総合窓口等に来庁者の用件に応じて適切な案内を行う職

員（フロアマネージャー、コンシェルジュ）を配置 

⑮庁舎内の案内表示は、統一デザインで来庁者に分かりやす

いものを設置 

⑯部局ごと色分けするなど、市民に目的の窓口が分かりやす

い配置及び工夫 

⑰障害者に配慮した庁舎内の放送や情報等が表示できるデ

ィスプレイの設置 

⑱必要に応じ外国語を併記した案内表示の設置 

ｄ駐車場・駐輪場の整備ｄ駐車場・駐輪場の整備ｄ駐車場・駐輪場の整備ｄ駐車場・駐輪場の整備    ①出入り口付近で渋滞を招かないため、敷地内に滞留空間の

確保 

②安全でゆとりある駐車スペースと適正な駐車台数の確保 

③車いす利用者、障害者、妊産婦、幼児連れ専用の駐車スペ

ースを庁舎出入口付近に設置 

④駐車位置が分かりやすいように区画番号と玄関までの案

内導線の表示 

⑤空き駐車区画が入口で分かるような案内表示の設置 

⑥駐車区画に車止め等を設置し、接触事故・飛込み事故を防

止 

⑦庁舎の地下を駐車場として利用（敷地のコンパクト化） 

⑧事務・作業効率の向上のため、庁舎内への公用車一時駐車

場確保 

⑨適正な位置及び数の駐輪場の設置 

————    ２６２６２６２６    ————    
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ｅその他機能の整備ｅその他機能の整備ｅその他機能の整備ｅその他機能の整備    

①土日も利用できる住民票・印鑑証明等の自動交付機の設置 

②商業施設との連携（コラボレーション化） 

③コンビ二エンスストアの併設 

 

ウウウウ    市民との協働・まちづくりを進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市民との協働・まちづくりを進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    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａ交流・まちづくり機能のａ交流・まちづくり機能のａ交流・まちづくり機能のａ交流・まちづくり機能の

整備整備整備整備    

①来庁者の憩いの空間や一時的な行政事務（確定申告、期日

前投票）に利用できる多目的スペースの設置 

②市民がフリーマーケット等のイベントや展示会等で集い、

ふれあうホールやフリースペースの設置 

③イベント開催時以外は、会議室等に利用できるスペースの 

確保 

④市民が利用できる会議室等の市民活動支援スペースの設 

 置 

⑤支援スペースには、事務作業や印刷機等の備品の貸し出し

も行える場とする 

⑥子供連れの来庁者のための子供広場、一時預り所（託児所）

の設置 

⑦ランドマークとして、市の象徴となるような庁舎 

⑧まちの環境に溶け込むように配慮された庁舎 

⑨子供達が「将来ここで働きたい」と思うような魅力ある庁

舎 

⑩まちのにぎわいを形成できる場の設置（まちの活性化） 

・市認定ブランド品や特産物の展示・販売コーナーの設置 

・市民も職員も利用できるレストラン、カフェ等の整備 

・地産地消の食堂や売店の整備 

・様々なイベントの開催時に、一体的に活用できる広場の

設置（普段は、駐車場として利用） 

 

ｂ情報提供・発信機能のｂ情報提供・発信機能のｂ情報提供・発信機能のｂ情報提供・発信機能の    

整備整備整備整備 

①市政情報を１箇所で知ることができる窓口の設置 

②市民、行政、議会が共同で利用する情報共有スペースの設  

置 

③市政情報、子育てや福祉、市民やＮＰＯの地域活動等を紹

介する総合情報コーナーの低層階への設置 

④市民が利用できる喫茶スペース等に情報コーナーを設置 

⑤地域情報を発信できる掲示板の設置 

⑥ケーブルテレビやインターネット等多彩なメディアを活

用した情報の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

————    ２７２７２７２７    ————    
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エエエエ    議会運営を進めるための機能議会運営を進めるための機能議会運営を進めるための機能議会運営を進めるための機能    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａ議場の整備ａ議場の整備ａ議場の整備ａ議場の整備    

①議会施設を本庁舎と一体化し、ワンフロアに配置して、管

理、移動の利便性を図る 

②議場以外でも、市民や職員が本会議を傍聴できる機能 

③会議の公開のため、映像と音声の中継のできるインターネ

ット配信設備 

④来庁時に、子供連れでもガラス越し等で気軽に傍聴できる

工夫 

⑤議席、傍聴席、執行部席のバリアフリー化及び車いすでの 

傍聴スペースの確保 

⑥庁舎入口から傍聴席までユニバーサルデザインに配慮し

たアプローチの整備 

⑦傍聴席のスペースの拡大と増席 

⑧執行部席、答弁席へのパソコンの設置、説明用に大型ディ

スプレイの設置 

⑨議場に多目的機能を持たせ、議会が開催されていない時に 

はコンサート等で市民に開放 

⑩議場には、２箇所以上の非常口の設置 

⑪再質問答弁用電子テーブルの設置 

 

ｂ委員会室の整備ｂ委員会室の整備ｂ委員会室の整備ｂ委員会室の整備    

①常任委員会が複数同時開催できる必要な会議室数を確保 

②委員会室は、２室以上が一体利用でき全員協議会にも対応

できる柔軟な構造 

③各委員会室は、簡易防音とし議員個別にマイクを配置 

④各委員会室に、ＬＡＮ環境を整備 

⑤委員会室の傍聴スペースの充実 

ｃその他、議会活動のためｃその他、議会活動のためｃその他、議会活動のためｃその他、議会活動のため

の機能の機能の機能の機能    

①議員控室は、会派の変動に合わせ、可動間仕切り等で対応

できる柔軟な構造 

②正副議長室、議会図書室等、議会活動に必要な諸室の整備 

③議場、委員会室に隣接して対応職員の控室を設置 

④議員及び議会傍聴者専用駐車場の確保 

 

オオオオ    行政事務を効行政事務を効行政事務を効行政事務を効率的に行うための機能率的に行うための機能率的に行うための機能率的に行うための機能    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａａａａ    執務空間の整備執務空間の整備執務空間の整備執務空間の整備    ①組織改編、機構改革にも柔軟に対応できる執務スペースの

確保 

・オープンフロア方式※１の執務スペース 

・間仕切りがなくレイアウト変更にも対応できる執務スペース 

・１部局ワンフロアとし、部局が分散しない庁舎 

②レイアウト変更に対応可能な照明設備の設置 

③レイアウト変更に対応可能なＬＡＮ端末※２、コンセント位置 

④レイアウト変更がしやすいエレベーター等設備の配置 

————    ２８２８２８２８    ————    
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⑤空調、換気、照明設備は、ゾーンや時間に合わせて分割管

理可能なシステムの導入 

⑥執務スペースのバリアフリー化（身体障害者の職員採用） 

⑦各執務スペースに打合せ・作業スペースの確保 

⑧執務スペースと通路の仕切りはローカウンターとして、オ

ープンで明るい空間 

ｂｂｂｂ    会議室等の整備会議室等の整備会議室等の整備会議室等の整備    

①各フロアに一定数の共有会議室の確保 

②大会議室は、間仕切り等で分割使用が可能な構造 

③様々な利用に対応できるよう、ＬＡＮ環境※３や映像・音響

設備の設置 

④通常は市民が憩う多目的スペースとして利用し、必要時に

は間仕切りをして会議室として利用できるスペースの確保 

ｃｃｃｃ    書庫及び倉庫の配置書庫及び倉庫の配置書庫及び倉庫の配置書庫及び倉庫の配置    

①執務スペース内に壁面、床下等を利用した書類の収納スペ

ースの確保 

②効率的な執務環境の維持に必要な書庫・倉庫を共用で各フ

ロアに設置 

③庁舎内に保存文書を保管できる書庫及び倉庫の設置 

④庁舎内に戸籍関係等の重要保存文書用の耐火書庫の設置 

⑤保存文書が容易に検索できる機能を持った設備 

ｄｄｄｄ    その他機能の整備その他機能の整備その他機能の整備その他機能の整備    

①ノンテリトリアルオフィス※４（オフィス内のデスクや設備

を個人ごとに割り当てず、複数の職員で共同使用する形

態）を導入し、創造豊かな職場環境を作る 

②時間外勤務を行う職員が集まって事務ができるスペース

を各フロアに設置（照明・冷暖房等の節約） 

③設定温度を保つため、１か所で集中コントロールできる空

調機能 

④各フロアや各部屋単位で運転できる空調設備 

⑤照明機器のゾーニング点灯機能 

⑥各部屋単位で音量調整できる館内放送設備 

    

カカカカ    高度情報化に対応するための機能高度情報化に対応するための機能高度情報化に対応するための機能高度情報化に対応するための機能 

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａａａａ    サーバ室、情報管理室のサーバ室、情報管理室のサーバ室、情報管理室のサーバ室、情報管理室の

整備整備整備整備    

①サーバ※５など重要な情報機器の設置場所の確保 

②安全な環境設備を備えたサーバ室※６の設置 

 ・すべての重要な情報機器の集約・設置 

 ・水害等に備えて、２階以上の階層に設置 

 ・情報機器の保護のため、耐火、耐熱、耐水及び耐湿性の

確保 

 ・火災発生時に備え、機器類に影響の少ないガス消火設備

の設置 

 ・２系統以上の冷却設備を設置 

 ・停電時に備え、非常用電源・無停電装置の設置 

 ・入退室に係るセキュリティ対策の強化 

③将来の情報化の進展等を踏まえ、必要なスペースの確保 

————    ２９２９２９２９    ————    
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ｂｂｂｂ    ＯＡフロアの整備ＯＡフロアの整備ＯＡフロアの整備ＯＡフロアの整備    

①ネットワーク回線の物理的な破壊（切断等）の危険性の回避 

②配線の更新が容易なＯＡフロア※７、電線管による配線 

③机等のレイアウトの変更に影響されないフリーアクセス

フロア※８構造の採用 

    ①サーバ室、端末機器等に対して、静脈認証等の採用などセ

キュリティに関し、更なるハード的な対処 

②会議室に大型モニター、プロジェクター等の視聴覚設備及

び音響機器の設置 

③事務室や会議室において、各自のパソコン画面上で会議が

できる機能 

④会議欠席者が視聴できるデジタル録画、録音機能 

⑤コミセン等の出先機関との間に電話・ＦＡＸ専用線の設置 

⑥ＷＩ－ＦＩスポット※９の設置 

⑦庁内無線ＬＡＮの導入 

⑧セキュリティ保持のためには、有線ＬＡＮが良い 

ｃｃｃｃ    その他機能の整備その他機能の整備その他機能の整備その他機能の整備    

 

キキキキ    環境と共生するための機能環境と共生するための機能環境と共生するための機能環境と共生するための機能    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施導入すべき施導入すべき施導入すべき施設・設備等設・設備等設・設備等設・設備等    

ａａａａ    自然光・自然通風の利用自然光・自然通風の利用自然光・自然通風の利用自然光・自然通風の利用    

①自然光を有効利用した配光計画された庁舎 

②照明に自然光、空調に太陽熱を利用する庁舎 

③天窓等を設置し、自然光を活用する庁舎 

④自然通風を有効利用した換気システムなど空調設備等の設置 

⑤庁舎内室温の上昇を低減するため、屋上や壁面の緑化の導入 

⑥庁舎内室温をさげるため、庁舎南面にミスト機能を設置 

ｂｂｂｂ    再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの再生可能エネルギーの

活用活用活用活用 

①太陽光発電設備及び蓄電池、風力発電設備等の設置 

②雨水をトイレ洗浄等に活用できる貯水槽の設置など、節水

型の庁舎機能 

③水をリサイクルするための中水道施設の設置 

④太陽光発電設備や森林資源を使ったバイオマス発電※10 設

備等の再生可能エネルギー設備を設置し、発電状況をパネ

ル表示するなどして、市民にＰＲできる機能 

ｃｃｃｃ    省エネルギー機器・設備省エネルギー機器・設備省エネルギー機器・設備省エネルギー機器・設備

の導入の導入の導入の導入    

①空調設備など効率的で省エネ基準を満たす設備の導入 

②空調は各部屋で独立運転が可能なものの導入 

③空調設備は省エネを図るため、一律管理できる集中管理室

を設置 

④照明機器のＬＥＤ化による省電力化 

⑤熱効率の高い熱源機器（ボイラー設備等）の導入 

⑥建物への熱負荷の低減のため、断熱性の高い材料や構造の

採用 

ｄｄｄｄ    ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト

低減低減低減低減    

①建設時の建設副産物の発生抑制及び再資源化 

②環境負荷の少ない材料（エコマテリアル※11）、リサイクル

が容易な材料等の採用 

③庁舎の長寿命化が図れる建築構造と材料の選択 

————    ３０３０３０３０    ————    
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ｅｅｅｅ    周辺環境等への配慮周辺環境等への配慮周辺環境等への配慮周辺環境等への配慮    

①周辺環境との調和をはかり、良好な景観づくりに配慮 

②周辺の自然環境に適した植栽 

③木のまちかぬまを意匠的にアピールできる庁舎（木材利

用・木質化） 

④市のシンボル的施設として、木をふんだんに使った庁舎 

⑤市内の森林資源である建築材をより多く使い、地産地消の

重要性と地元の資源の良さをＰＲできる機能 

 

クククク    庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能    

整備する機能整備する機能整備する機能整備する機能    導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等導入すべき施設・設備等    

ａａａａ    庁舎の維持管理庁舎の維持管理庁舎の維持管理庁舎の維持管理    

①デザインより機能やメンテナンスを優先した庁舎設計 

②庁舎設計はオーソドックスな形とし、屋根は切妻型とする 

③庁舎の低層化によるメンテナンス性の向上 

④設備、電気機器のメンテナンス性に優れた庁舎設計 

⑤執務スペースのレイアウト変更に対応できる電源や通信

ケーブル等の敷設 

⑥庁舎規模に応じた消防設備、非常用電源の設置 

⑦売店等のスペースを民間に貸し出して、維持管理費を補充する 

⑧自然採光、通風に配慮した省エネ型庁舎 

ｂｂｂｂ    ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト

への配慮への配慮への配慮への配慮    

①建物のスケルトン（柱・梁・床等の構造躯体）※12 とイン

フィル（内装・設備等）※13 を分離し工法等により、維持

管理や修繕が容易で、計画的な設備の更新にも対応しやす

い構造の検討 

②環境負荷の少ない材料（エコマテリアル）、リサイクルが

容易な材料等の採用 

ｃｃｃｃ    個人や行政情報の管理個人や行政情報の管理個人や行政情報の管理個人や行政情報の管理    

①執務スペースと来庁者対応スペースの分離 

②市民と職員の動線を分離・制限し、ゾーンにあったセキュ

リティ対策の導入 

③窓口カウンターの出入り口に扉を設置 

④ワンストップサービスにより、バックオフィス※14 の隔離 

⑤各出入口に録画機能付防犯カメラの設置 

ｄｄｄｄ    夜間・休日のセキュリテ夜間・休日のセキュリテ夜間・休日のセキュリテ夜間・休日のセキュリテ

ィ管理ィ管理ィ管理ィ管理    

①窓口と執務スペースを遮断できるシャッター等の設置 

②個人情報保護、防犯のため、事務室等の施錠機能の導入 

③入庁者（職員を含む）に対するセキュリティシステム（Ｉ

Ｄカード等）の導入 

④夜間会議等を行う場合に、事務室を通らずに会議室に行け

るようなレイアウト 

⑤休日に市民等が利用できるトイレの設置（警備室横など） 

⑥休日やイベントの際の一般開放エリアと閉鎖エリアの明

確な分離 

ｅｅｅｅ    その他機能のその他機能のその他機能のその他機能の整備整備整備整備    

①重要書類用の書庫スペースの確保 

②充分に余裕ある受電設備の設置 

③非常電源からの配線と一般商用電源の系統別配線（特に防

火用電源とサーバ系電源の分離） 

 

 

————    ３１３１３１３１    ————    
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柱や間仕切り等の壁をできるだけ少なくして、開放的で視認性を高めた空柱や間仕切り等の壁をできるだけ少なくして、開放的で視認性を高めた空柱や間仕切り等の壁をできるだけ少なくして、開放的で視認性を高めた空柱や間仕切り等の壁をできるだけ少なくして、開放的で視認性を高めた空

間のことです。間のことです。間のことです。間のことです。    

※１．オープンフロア方式とは※１．オープンフロア方式とは※１．オープンフロア方式とは※１．オープンフロア方式とは？？？？ 

＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞    

 

ＬＡＮとはＬＯＣＡＬＬＡＮとはＬＯＣＡＬＬＡＮとはＬＯＣＡＬＬＡＮとはＬＯＣＡＬ    ＡＲＥＡＡＲＥＡＡＲＥＡＡＲＥＡ    ＮＥＴＷＯＲＫの略で、ケーブルや無線ＮＥＴＷＯＲＫの略で、ケーブルや無線ＮＥＴＷＯＲＫの略で、ケーブルや無線ＮＥＴＷＯＲＫの略で、ケーブルや無線

などを使って、同じ建物の中にあるコンピューターや通信機器、プリンタななどを使って、同じ建物の中にあるコンピューターや通信機器、プリンタななどを使って、同じ建物の中にあるコンピューターや通信機器、プリンタななどを使って、同じ建物の中にあるコンピューターや通信機器、プリンタな

どに接続しどに接続しどに接続しどに接続し、データをやり取りするネットワークを、データをやり取りするネットワークを、データをやり取りするネットワークを、データをやり取りするネットワークを言い言い言い言い、このネットワーク、このネットワーク、このネットワーク、このネットワーク

につながったコンピューターのうち、主に利用者側が使う機器を指につながったコンピューターのうち、主に利用者側が使う機器を指につながったコンピューターのうち、主に利用者側が使う機器を指につながったコンピューターのうち、主に利用者側が使う機器を指しましましまします。す。す。す。    

また、ケーブルや光ファイバーなどで配線するものを「有線ＬＡＮ」、電波をまた、ケーブルや光ファイバーなどで配線するものを「有線ＬＡＮ」、電波をまた、ケーブルや光ファイバーなどで配線するものを「有線ＬＡＮ」、電波をまた、ケーブルや光ファイバーなどで配線するものを「有線ＬＡＮ」、電波を

用いるものを「無線ＬＡＮ」と用いるものを「無線ＬＡＮ」と用いるものを「無線ＬＡＮ」と用いるものを「無線ＬＡＮ」と言います言います言います言います。。。。    

※２．ＬＡＮ端末※２．ＬＡＮ端末※２．ＬＡＮ端末※２．ＬＡＮ端末とはとはとはとは？？？？ 

 

有線、無線ＬＡＮを問わずネットワークに接続できる周囲の状態のこと有線、無線ＬＡＮを問わずネットワークに接続できる周囲の状態のこと有線、無線ＬＡＮを問わずネットワークに接続できる周囲の状態のこと有線、無線ＬＡＮを問わずネットワークに接続できる周囲の状態のことでででで

すすすす。。。。    

※３．※３．※３．※３．ＬＡＮ環境とはＬＡＮ環境とはＬＡＮ環境とはＬＡＮ環境とは？？？？ 

 

オフィスの机、設備などを個人ごとに割り当てず、複数の従業員で共同使オフィスの机、設備などを個人ごとに割り当てず、複数の従業員で共同使オフィスの机、設備などを個人ごとに割り当てず、複数の従業員で共同使オフィスの机、設備などを個人ごとに割り当てず、複数の従業員で共同使

用とする形態のオフィス用とする形態のオフィス用とする形態のオフィス用とする形態のオフィスのことですのことですのことですのことです。もともとは、個室を割りあてる。もともとは、個室を割りあてる。もともとは、個室を割りあてる。もともとは、個室を割りあてる米国式米国式米国式米国式

のオフィスで、組織内のコミュニケーションや情報共有を促進するために提のオフィスで、組織内のコミュニケーションや情報共有を促進するために提のオフィスで、組織内のコミュニケーションや情報共有を促進するために提のオフィスで、組織内のコミュニケーションや情報共有を促進するために提

唱され唱され唱され唱されましましましました。た。た。た。    

※４．ノンテリトリアルオフィスとは※４．ノンテリトリアルオフィスとは※４．ノンテリトリアルオフィスとは※４．ノンテリトリアルオフィスとは？？？？ 

 

コンピューターネットワークにおいて、利用者コンピューターネットワークにおいて、利用者コンピューターネットワークにおいて、利用者コンピューターネットワークにおいて、利用者（ユーザーコンピューター）（ユーザーコンピューター）（ユーザーコンピューター）（ユーザーコンピューター）に対に対に対に対

し、自身の持っている機能やデータを提供するコンピューターのことし、自身の持っている機能やデータを提供するコンピューターのことし、自身の持っている機能やデータを提供するコンピューターのことし、自身の持っている機能やデータを提供するコンピューターのことですですですです。。。。    

※５．※５．※５．※５．サーバとはサーバとはサーバとはサーバとは？？？？ 

 

サーバ室とは、サーバを収容する部屋のことです。サーバ室とは、サーバを収容する部屋のことです。サーバ室とは、サーバを収容する部屋のことです。サーバ室とは、サーバを収容する部屋のことです。    

※６．※６．※６．※６．サーバ室とはサーバ室とはサーバ室とはサーバ室とは？？？？ 

 

床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上床の上にネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、その上

の別の床を設け二重化したものです。フリーアクセスフロア、二重床、あるの別の床を設け二重化したものです。フリーアクセスフロア、二重床、あるの別の床を設け二重化したものです。フリーアクセスフロア、二重床、あるの別の床を設け二重化したものです。フリーアクセスフロア、二重床、ある

いは俗に床上げいは俗に床上げいは俗に床上げいは俗に床上げなどとも言います。などとも言います。などとも言います。などとも言います。    名前のＯＡはオフィス・オートメーショ名前のＯＡはオフィス・オートメーショ名前のＯＡはオフィス・オートメーショ名前のＯＡはオフィス・オートメーショ

ンの意味です。ンの意味です。ンの意味です。ンの意味です。    

※７．※７．※７．※７．ＯＡフロアとはＯＡフロアとはＯＡフロアとはＯＡフロアとは？？？？ 

————    ３２３２３２３２    ————    
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ＯＡフロアのこと。基礎となる床と増設した床の間で自由に配線・配管でＯＡフロアのこと。基礎となる床と増設した床の間で自由に配線・配管でＯＡフロアのこと。基礎となる床と増設した床の間で自由に配線・配管でＯＡフロアのこと。基礎となる床と増設した床の間で自由に配線・配管で

きるよう２重にした床のことです。きるよう２重にした床のことです。きるよう２重にした床のことです。きるよう２重にした床のことです。    

※８．フリーアクセスフロアとは※８．フリーアクセスフロアとは※８．フリーアクセスフロアとは※８．フリーアクセスフロアとは？？？？ 

 

ＷＩ－ＦＩとはＷＩ－ＦＩとはＷＩ－ＦＩとはＷＩ－ＦＩとは、、、、無線ＬＡＮでインターネットに接続することで、ＷＩ－無線ＬＡＮでインターネットに接続することで、ＷＩ－無線ＬＡＮでインターネットに接続することで、ＷＩ－無線ＬＡＮでインターネットに接続することで、ＷＩ－

ＦＩスポットとはＦＩスポットとはＦＩスポットとはＦＩスポットとは、、、、インターネットに接続できる場所やエリアを言います。インターネットに接続できる場所やエリアを言います。インターネットに接続できる場所やエリアを言います。インターネットに接続できる場所やエリアを言います。    

※９．※９．※９．※９．ＷＩ－ＦＩスポットとはＷＩ－ＦＩスポットとはＷＩ－ＦＩスポットとはＷＩ－ＦＩスポットとは？？？？ 

 

バイオマスとは動植物などから生まれた生物資源の総称で、この生物資源バイオマスとは動植物などから生まれた生物資源の総称で、この生物資源バイオマスとは動植物などから生まれた生物資源の総称で、この生物資源バイオマスとは動植物などから生まれた生物資源の総称で、この生物資源

を「直接を「直接を「直接を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電することです。燃焼」したり「ガス化」するなどして発電することです。燃焼」したり「ガス化」するなどして発電することです。燃焼」したり「ガス化」するなどして発電することです。    

※※※※10101010．バイオマス発電．バイオマス発電．バイオマス発電．バイオマス発電とはとはとはとは？？？？ 

 

環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二

酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解

するなどの機能を備えていることです。するなどの機能を備えていることです。するなどの機能を備えていることです。するなどの機能を備えていることです。    

※※※※11111111．エコマテリアルとは．エコマテリアルとは．エコマテリアルとは．エコマテリアルとは？？？？ 

 

環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二環境への悪影響が少ない材料の総称で、製造時のエネルギーが少なく、二

酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解酸化炭素などの排出量が少ない、リサイクルが容易、寿命が長い、自然分解

するなどの機能を備えていることです。するなどの機能を備えていることです。するなどの機能を備えていることです。するなどの機能を備えていることです。    

※※※※12121212．．．．スケルトンとはスケルトンとはスケルトンとはスケルトンとは？？？？ 

 

建物内部の間仕建物内部の間仕建物内部の間仕建物内部の間仕切り等の内装や設備を言います。切り等の内装や設備を言います。切り等の内装や設備を言います。切り等の内装や設備を言います。    

※※※※13131313．．．．インフィルとはインフィルとはインフィルとはインフィルとは？？？？ 

 

企業の中で、対外的に顧客対応などを行うのではなく後方で事務や管理業企業の中で、対外的に顧客対応などを行うのではなく後方で事務や管理業企業の中で、対外的に顧客対応などを行うのではなく後方で事務や管理業企業の中で、対外的に顧客対応などを行うのではなく後方で事務や管理業

務を行う部門のこと。対して、窓口業務や営業・販売などを行う部門をフロ務を行う部門のこと。対して、窓口業務や営業・販売などを行う部門をフロ務を行う部門のこと。対して、窓口業務や営業・販売などを行う部門をフロ務を行う部門のこと。対して、窓口業務や営業・販売などを行う部門をフロ

ントオフィスとントオフィスとントオフィスとントオフィスと言います言います言います言います。。。。    

 

※※※※14141414．．．．バックオフィスとはバックオフィスとはバックオフィスとはバックオフィスとは？？？？ 

————    ３３３３３３３３    ————    
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１１１１    新庁舎の規模について新庁舎の規模について新庁舎の規模について新庁舎の規模について    
    

（１）（１）（１）（１）新庁舎の対象職員数新庁舎の対象職員数新庁舎の対象職員数新庁舎の対象職員数        ～規模算定に参入する職員数（部・課）～～規模算定に参入する職員数（部・課）～～規模算定に参入する職員数（部・課）～～規模算定に参入する職員数（部・課）～    

            

整備規模の考え方については、職員数を基本に「整備規模の考え方については、職員数を基本に「整備規模の考え方については、職員数を基本に「整備規模の考え方については、職員数を基本に「新たに求められる機能」を加え検新たに求められる機能」を加え検新たに求められる機能」を加え検新たに求められる機能」を加え検

討することに討することに討することに討することにななななりますりますりますりますが、今後の社会状況の変化や政策などによって、「組織や職員が、今後の社会状況の変化や政策などによって、「組織や職員が、今後の社会状況の変化や政策などによって、「組織や職員が、今後の社会状況の変化や政策などによって、「組織や職員

数」の変動が生じることから、絶対値的な「基準年度及び職員数」を特定することは数」の変動が生じることから、絶対値的な「基準年度及び職員数」を特定することは数」の変動が生じることから、絶対値的な「基準年度及び職員数」を特定することは数」の変動が生じることから、絶対値的な「基準年度及び職員数」を特定することは

難しいものと考えられ難しいものと考えられ難しいものと考えられ難しいものと考えられますますますます。。。。    

しかし、現庁舎の老朽化や耐震性の状況など、利用者の安全面や防災拠点機能を考しかし、現庁舎の老朽化や耐震性の状況など、利用者の安全面や防災拠点機能を考しかし、現庁舎の老朽化や耐震性の状況など、利用者の安全面や防災拠点機能を考しかし、現庁舎の老朽化や耐震性の状況など、利用者の安全面や防災拠点機能を考

慮すると、早急に対応する必要があることから、早期の完成を慮すると、早急に対応する必要があることから、早期の完成を慮すると、早急に対応する必要があることから、早期の完成を慮すると、早急に対応する必要があることから、早期の完成を目指し目指し目指し目指し、平成、平成、平成、平成2222５５５５年を年を年を年を

基準年度として、職員数を想定基準年度として、職員数を想定基準年度として、職員数を想定基準年度として、職員数を想定しますしますしますします。。。。    

なお、職員数については、「鹿沼市職員定数条例」や「定員適正化計画」、さらになお、職員数については、「鹿沼市職員定数条例」や「定員適正化計画」、さらになお、職員数については、「鹿沼市職員定数条例」や「定員適正化計画」、さらになお、職員数については、「鹿沼市職員定数条例」や「定員適正化計画」、さらに

「再雇用制度」を踏まえて想定し、新庁舎に入る部局を、現在の本庁舎の本館、新館「再雇用制度」を踏まえて想定し、新庁舎に入る部局を、現在の本庁舎の本館、新館「再雇用制度」を踏まえて想定し、新庁舎に入る部局を、現在の本庁舎の本館、新館「再雇用制度」を踏まえて想定し、新庁舎に入る部局を、現在の本庁舎の本館、新館

及び東館にある組織と分散している部課を及び東館にある組織と分散している部課を及び東館にある組織と分散している部課を及び東館にある組織と分散している部課をワンフロアーとして集約ワンフロアーとして集約ワンフロアーとして集約ワンフロアーとして集約した場合の数とした場合の数とした場合の数とした場合の数と

します。します。します。します。 
 

①①①①     新庁舎対象職員数（概数）について新庁舎対象職員数（概数）について新庁舎対象職員数（概数）について新庁舎対象職員数（概数）について     ～～～～ 規 模 算定に 参 入す る 部署 ～規 模 算定に 参 入す る 部署 ～規 模 算定に 参 入す る 部署 ～規 模 算定に 参 入す る 部署 ～     

 

①①①①－－－－１：１：１：１：【現庁舎（本館・新館・東館）における各現庁舎（本館・新館・東館）における各現庁舎（本館・新館・東館）における各現庁舎（本館・新館・東館）における各部課部課部課部課及び職員数及び職員数及び職員数及び職員数】】】】 

        ⇒⇒⇒⇒嘱託職員・非常勤職員・臨時職員嘱託職員・非常勤職員・臨時職員嘱託職員・非常勤職員・臨時職員嘱託職員・非常勤職員・臨時職員をををを含含含含んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。 

 棟  

階数 

＜本＜本＜本＜本    館＞館＞館＞館＞    
～３階（一部４階）～～３階（一部４階）～～３階（一部４階）～～３階（一部４階）～    

＜新＜新＜新＜新    館＞館＞館＞館＞    
～５階～～５階～～５階～～５階～    

＜東＜東＜東＜東    館＞館＞館＞館＞    
～３階～～３階～～３階～～３階～    

５階５階５階５階    

 経済部：産業振興課・観光交流

課・農政課・林政課 

選挙管理委員会・監査委員会 

農業委員会 

 

４階４階４階４階    一部居室 

 都市建設部：都市計画課・土木課・

道路維持課・区画整理

課・建築課・建築指導

課 

３階３階３階３階    
総務部：総務課・企画課・人

事課・水資源対策課 

総務部：総務課 

浄書室 
会議室等 

財務部：契約検査課 

２階２階２階２階    

総務部：秘書課 

議会事務局 

総務部：情報管理課 

財務部：財政課 

市民部：生活課・市民活動支援

課・人権推進課 

教育委員会：教育総務課・学校教

育課・総合教育研究

所 

１階１階１階１階    

財務部：財産管理課・税務課・

納税課 

市民部：市民課・保険年金課 

保健福祉部：厚生課・こども支援

課・障がい福祉課 

会計管理者：会計課 

保健福祉部：高齢福祉課・介護保険

課 

都市建設部：道路 

維持課（維持

班） 

 

（車 庫） 

課計課計課計課計    １４課１局（１４課１局（１４課１局（１４課１局（234234234234人）人）人）人）    １７課３局（１７課３局（１７課３局（１７課３局（220220220220人）人）人）人）    ３課１所（３課１所（３課１所（３課１所（55555555人）人）人）人）    

    

    

ⅥⅥⅥⅥ    新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎の整備方針についての整備方針についての整備方針についての整備方針について     

————    ３３３３４４４４    ————    

本館・新館・東館における職員数本館・新館・東館における職員数本館・新館・東館における職員数本館・新館・東館における職員数は、「５は、「５は、「５は、「５０９０９０９０９人」人」人」人」(H(H(H(H２２２２５年度５年度５年度５年度))))と想定します。と想定します。と想定します。と想定します。 



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

①①①① －２－２－２－２：：：：【【【【ワンストップサービスを基本にワンフロアーに集約する部課ワンストップサービスを基本にワンフロアーに集約する部課ワンストップサービスを基本にワンフロアーに集約する部課ワンストップサービスを基本にワンフロアーに集約する部課及び職員数及び職員数及び職員数及び職員数】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①① －３：－３：－３：－３：【【【【特別職特別職特別職特別職】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の①－１、①－２、①－３により、新庁舎に上記の①－１、①－２、①－３により、新庁舎に上記の①－１、①－２、①－３により、新庁舎に上記の①－１、①－２、①－３により、新庁舎における対象職員数（特別職おける対象職員数（特別職おける対象職員数（特別職おける対象職員数（特別職等等等等含む）含む）含む）含む）

はははは、、、、次のとおりと次のとおりと次のとおりと次のとおりとしますしますしますします。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

■ なお、新庁舎に配置せず、現在の施設機能のままで業務を行う部局なお、新庁舎に配置せず、現在の施設機能のままで業務を行う部局なお、新庁舎に配置せず、現在の施設機能のままで業務を行う部局なお、新庁舎に配置せず、現在の施設機能のままで業務を行う部局は、次のとは、次のとは、次のとは、次のと

おりとおりとおりとおりとしますしますしますします。。。。    

・・・・・・・・・・・・市民情報センター市民情報センター市民情報センター市民情報センター（（（（保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部    健康課・生涯学習課）健康課・生涯学習課）健康課・生涯学習課）健康課・生涯学習課）    

・・・・・・・・・・・・下 水 道 事 務下 水 道 事 務下 水 道 事 務下 水 道 事 務 所所所所（環境部（環境部（環境部（環境部    下水道課・下水道施設課）下水道課・下水道施設課）下水道課・下水道施設課）下水道課・下水道施設課）    

・・・クリーンセンター（環境部・・・クリーンセンター（環境部・・・クリーンセンター（環境部・・・クリーンセンター（環境部    環境課・清掃課）環境課・清掃課）環境課・清掃課）環境課・清掃課）    

・・・・・・・・・・・・水 道 事 務水 道 事 務水 道 事 務水 道 事 務 所所所所（水道部（水道部（水道部（水道部    水道業務課水道業務課水道業務課水道業務課    水道施設課水道施設課水道施設課水道施設課）））） 

    

    

◆◆◆◆新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの職員職員職員職員数数数数（特別職（特別職（特別職（特別職・・・・嘱託職員・非常勤職員・臨時嘱託職員・非常勤職員・臨時嘱託職員・非常勤職員・臨時嘱託職員・非常勤職員・臨時    

職員職員職員職員含む）含む）含む）含む）は、は、は、は、「５３７人」「５３７人」「５３７人」「５３７人」とととと想定想定想定想定します。します。します。します。 

上記による上記による上記による上記による職員数職員数職員数職員数は、「２５人」は、「２５人」は、「２５人」は、「２５人」(H(H(H(H２５年度２５年度２５年度２５年度))))と想定します。と想定します。と想定します。と想定します。 

上記による特別職数は、「３人」上記による特別職数は、「３人」上記による特別職数は、「３人」上記による特別職数は、「３人」(H(H(H(H２５年度２５年度２５年度２５年度))))と想定します。と想定します。と想定します。と想定します。 

◇◇◇◇貝島西区画整理事務貝島西区画整理事務貝島西区画整理事務貝島西区画整理事務所所所所：都市建設部：都市建設部：都市建設部：都市建設部    貝島西区画整理事務所（３人）貝島西区画整理事務所（３人）貝島西区画整理事務所（３人）貝島西区画整理事務所（３人）    

◇◇◇◇駅西区画整理事務駅西区画整理事務駅西区画整理事務駅西区画整理事務所所所所：都市建設部：都市建設部：都市建設部：都市建設部    駅西区画整理事務所（８人）駅西区画整理事務所（８人）駅西区画整理事務所（８人）駅西区画整理事務所（８人）    

◇◇◇◇市 民 文 化 セ ン タ市 民 文 化 セ ン タ市 民 文 化 セ ン タ市 民 文 化 セ ン タ ーーーー：教育委員会：教育委員会：教育委員会：教育委員会    文化課（文化課（文化課（文化課（7777 人）人）人）人）    

◇◇◇◇フォフォフォフォレ ス ト ア リ ーレ ス ト ア リ ーレ ス ト ア リ ーレ ス ト ア リ ー ナナナナ：教育委員会：教育委員会：教育委員会：教育委員会    スポーツ振興課（スポーツ振興課（スポーツ振興課（スポーツ振興課（7777 人）人）人）人） 

◇◇◇◇市長、副市長、教育長市長、副市長、教育長市長、副市長、教育長市長、副市長、教育長    

————    ３３３３５５５５    ————    

従って、従って、従って、従って、想定する想定する想定する想定する対象職員数対象職員数対象職員数対象職員数    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

（２）（２）（２）（２）将来人口将来人口将来人口将来人口と新庁舎における職員数と新庁舎における職員数と新庁舎における職員数と新庁舎における職員数の考え方の考え方の考え方の考え方    
    

本市の人口は、昭和４０年代から一貫して増加していましたが、平成１３本市の人口は、昭和４０年代から一貫して増加していましたが、平成１３本市の人口は、昭和４０年代から一貫して増加していましたが、平成１３本市の人口は、昭和４０年代から一貫して増加していましたが、平成１３(2(2(2(2001)001)001)001)

年３月をピークに少子化などの影響により、減少が続いています。年３月をピークに少子化などの影響により、減少が続いています。年３月をピークに少子化などの影響により、減少が続いています。年３月をピークに少子化などの影響により、減少が続いています。    

特に、年齢構成別では、年少人口（特に、年齢構成別では、年少人口（特に、年齢構成別では、年少人口（特に、年齢構成別では、年少人口（0000歳～歳～歳～歳～14141414歳）の減少が顕著となる一方、団塊歳）の減少が顕著となる一方、団塊歳）の減少が顕著となる一方、団塊歳）の減少が顕著となる一方、団塊

の世代が退職期を迎えるなど、老年人口（の世代が退職期を迎えるなど、老年人口（の世代が退職期を迎えるなど、老年人口（の世代が退職期を迎えるなど、老年人口（65656565歳以上）の割合が高まり、今後ますま歳以上）の割合が高まり、今後ますま歳以上）の割合が高まり、今後ますま歳以上）の割合が高まり、今後ますま

す高齢化が進展するものと思われます。す高齢化が進展するものと思われます。す高齢化が進展するものと思われます。す高齢化が進展するものと思われます。    

    

新庁舎の規模算定時の人口及び正規職員数並びに新庁舎に入ると想定される部局新庁舎の規模算定時の人口及び正規職員数並びに新庁舎に入ると想定される部局新庁舎の規模算定時の人口及び正規職員数並びに新庁舎に入ると想定される部局新庁舎の規模算定時の人口及び正規職員数並びに新庁舎に入ると想定される部局

の職員数は次のとおりであります。の職員数は次のとおりであります。の職員数は次のとおりであります。の職員数は次のとおりであります。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

新庁舎の完成及び供用開始時（目標年度：平成３２年度）頃の人口は、第６次鹿沼新庁舎の完成及び供用開始時（目標年度：平成３２年度）頃の人口は、第６次鹿沼新庁舎の完成及び供用開始時（目標年度：平成３２年度）頃の人口は、第６次鹿沼新庁舎の完成及び供用開始時（目標年度：平成３２年度）頃の人口は、第６次鹿沼

市総合計画「ふるさと市総合計画「ふるさと市総合計画「ふるさと市総合計画「ふるさと    かぬま『絆』ビジョン」の“人かぬま『絆』ビジョン」の“人かぬま『絆』ビジョン」の“人かぬま『絆』ビジョン」の“人口の推移”によると、平成口の推移”によると、平成口の推移”によると、平成口の推移”によると、平成                

３３３３３３３３(2021)(2021)(2021)(2021)年には「年には「年には「年には「97,00097,00097,00097,000人」で、平成２５年人」で、平成２５年人」で、平成２５年人」で、平成２５年(201(201(201(2013333))))４月（新庁舎の規模算定４月（新庁舎の規模算定４月（新庁舎の規模算定４月（新庁舎の規模算定

時）と比較すると「時）と比較すると「時）と比較すると「時）と比較すると「5,0285,0285,0285,028人」の減少と予想されます。人」の減少と予想されます。人」の減少と予想されます。人」の減少と予想されます。    
    

    

    

＜第６次鹿沼市総合計画における人口・世帯数の推移＞＜第６次鹿沼市総合計画における人口・世帯数の推移＞＜第６次鹿沼市総合計画における人口・世帯数の推移＞＜第６次鹿沼市総合計画における人口・世帯数の推移＞    

項項項項        目目目目    平成２年平成２年平成２年平成２年    平成７年平成７年平成７年平成７年    平成平成平成平成12121212年年年年    平成平成平成平成17171717年年年年    平成平成平成平成22222222年年年年    平成平成平成平成28282828年年年年    平成平成平成平成33333333年年年年    

総総総総    人人人人    口口口口    101,09101,09101,09101,097777    104,019104,019104,019104,019    104,764104,764104,764104,764    104,148104,148104,148104,148    102,357102,357102,357102,357    100,100100,100100,100100,100    97,00097,00097,00097,000    

世世世世    帯帯帯帯    数数数数    27,88627,88627,88627,886    30,57130,57130,57130,571    32,29132,29132,29132,291    33333333,837,837,837,837    34,94334,94334,94334,943    36,67036,67036,67036,670    37,45037,45037,45037,450    

一世帯当人数一世帯当人数一世帯当人数一世帯当人数    3.633.633.633.63    3.403.403.403.40    3.243.243.243.24    3.083.083.083.08    2.92.92.92.92222    2.732.732.732.73    2.592.592.592.59    

※総人口は、国勢調査の確定値である。※総人口は、国勢調査の確定値である。※総人口は、国勢調査の確定値である。※総人口は、国勢調査の確定値である。    

※推計人口はコーホート法を用いて推計している。※推計人口はコーホート法を用いて推計している。※推計人口はコーホート法を用いて推計している。※推計人口はコーホート法を用いて推計している。 
    

    

また、同じく平成３３また、同じく平成３３また、同じく平成３３また、同じく平成３３(2021)(2021)(2021)(2021)年における職員数については、地理的な要件や政策年における職員数については、地理的な要件や政策年における職員数については、地理的な要件や政策年における職員数については、地理的な要件や政策

などにより、人口減少と比例して減少する訳ではありませんが、ある程度減少するもなどにより、人口減少と比例して減少する訳ではありませんが、ある程度減少するもなどにより、人口減少と比例して減少する訳ではありませんが、ある程度減少するもなどにより、人口減少と比例して減少する訳ではありませんが、ある程度減少するも

のと考えられます。のと考えられます。のと考えられます。のと考えられます。    

この時点の職員数は、この時点の職員数は、この時点の職員数は、この時点の職員数は、鹿沼市定員適正化計画に鹿沼市定員適正化計画に鹿沼市定員適正化計画に鹿沼市定員適正化計画に基づくと基づくと基づくと基づくと「「「「878878878878人」と推計できま人」と推計できま人」と推計できま人」と推計できま

す。その内、新庁舎に入ると想定さす。その内、新庁舎に入ると想定さす。その内、新庁舎に入ると想定さす。その内、新庁舎に入ると想定される部局の職員数は、約れる部局の職員数は、約れる部局の職員数は、約れる部局の職員数は、約516516516516人であり、規模算人であり、規模算人であり、規模算人であり、規模算

定時の職員数より、定時の職員数より、定時の職員数より、定時の職員数より、21212121人少なくなります。人少なくなります。人少なくなります。人少なくなります。    

この職員数により、新庁舎の規模を算定すると面積的には、約この職員数により、新庁舎の規模を算定すると面積的には、約この職員数により、新庁舎の規模を算定すると面積的には、約この職員数により、新庁舎の規模を算定すると面積的には、約355355355355㎡の減少とな㎡の減少とな㎡の減少とな㎡の減少とな

りますが、調整の許容範囲と考えます。りますが、調整の許容範囲と考えます。りますが、調整の許容範囲と考えます。りますが、調整の許容範囲と考えます。    

    

【【【【登 録 人登 録 人登 録 人登 録 人 口口口口】：１０２，０２８人】：１０２，０２８人】：１０２，０２８人】：１０２，０２８人    

【【【【正 規 職 員正 規 職 員正 規 職 員正 規 職 員 数数数数】：】：】：】：                ９１４人９１４人９１４人９１４人    

【【【【新庁舎に入ると想定される部局の職員新庁舎に入ると想定される部局の職員新庁舎に入ると想定される部局の職員新庁舎に入ると想定される部局の職員数数数数】：】：】：】：            約５３７人（特別職３人・嘱託職員・約５３７人（特別職３人・嘱託職員・約５３７人（特別職３人・嘱託職員・約５３７人（特別職３人・嘱託職員・

非常勤職員・臨時職員を含む）非常勤職員・臨時職員を含む）非常勤職員・臨時職員を含む）非常勤職員・臨時職員を含む） 

＜平成２５年＜平成２５年＜平成２５年＜平成２５年(201(201(201(2013333))))４月現在＞４月現在＞４月現在＞４月現在＞ 

＜～～＜～～＜～～＜～～参参参参        考考考考～～＞～～＞～～＞～～＞    

————    ３３３３６６６６    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

従って、従って、従って、従って、新庁舎の完成及び供用開始時点（目標年度：平成３２年度）において、人新庁舎の完成及び供用開始時点（目標年度：平成３２年度）において、人新庁舎の完成及び供用開始時点（目標年度：平成３２年度）において、人新庁舎の完成及び供用開始時点（目標年度：平成３２年度）において、人

口及び職員数の減少から新庁舎の規模を考察すると大きな影響はないと思われます。口及び職員数の減少から新庁舎の規模を考察すると大きな影響はないと思われます。口及び職員数の減少から新庁舎の規模を考察すると大きな影響はないと思われます。口及び職員数の減少から新庁舎の規模を考察すると大きな影響はないと思われます。    

    

しかし、新庁舎の供用開始後、さらに少子化が進展するなど、さらなる社会経済情しかし、新庁舎の供用開始後、さらに少子化が進展するなど、さらなる社会経済情しかし、新庁舎の供用開始後、さらに少子化が進展するなど、さらなる社会経済情しかし、新庁舎の供用開始後、さらに少子化が進展するなど、さらなる社会経済情

勢の変化により、人口の減少は続くものと考えられます。勢の変化により、人口の減少は続くものと考えられます。勢の変化により、人口の減少は続くものと考えられます。勢の変化により、人口の減少は続くものと考えられます。    

平成５２年（平成５２年（平成５２年（平成５２年（2040204020402040年）には年）には年）には年）には、、、、厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）厚生労働省（国立社会保障・人口問題研究所）によによによによ

るとるとるとると本市の人口は、「本市の人口は、「本市の人口は、「本市の人口は、「79,84879,84879,84879,848人人人人」」」」になると公表されています。その時点のになると公表されています。その時点のになると公表されています。その時点のになると公表されています。その時点の正規職員正規職員正規職員正規職員

数は、数は、数は、数は、768768768768人と推計されます。人と推計されます。人と推計されます。人と推計されます。    

その内のその内のその内のその内の新庁舎における職員は、新庁舎における職員は、新庁舎における職員は、新庁舎における職員は、451451451451人人人人（（（（86868686人減）人減）人減）人減）と想定され、と想定され、と想定され、と想定され、新庁舎の規模を新庁舎の規模を新庁舎の規模を新庁舎の規模を

算定すると面積的には、約算定すると面積的には、約算定すると面積的には、約算定すると面積的には、約1,5001,5001,5001,500㎡が余剰になることが想定されます。㎡が余剰になることが想定されます。㎡が余剰になることが想定されます。㎡が余剰になることが想定されます。    

    

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎についてについてについてについては、は、は、は、今後、今後、今後、今後、数十年以上使用すること数十年以上使用すること数十年以上使用すること数十年以上使用することになりますが、になりますが、になりますが、になりますが、組織組織組織組織の改編の改編の改編の改編や職や職や職や職

員数の員数の員数の員数の減少などの減少などの減少などの減少などの可能性がある可能性がある可能性がある可能性があるため、将来の施設利用状況を見据えた基本計画や設計ため、将来の施設利用状況を見据えた基本計画や設計ため、将来の施設利用状況を見据えた基本計画や設計ため、将来の施設利用状況を見据えた基本計画や設計

の検討が必要になると思われます。の検討が必要になると思われます。の検討が必要になると思われます。の検討が必要になると思われます。    

特に、特に、特に、特に、各室等の用途が各室等の用途が各室等の用途が各室等の用途が、、、、フレキシブルに変更できるようフレキシブルに変更できるようフレキシブルに変更できるようフレキシブルに変更できるよう柔軟に対応できる柔軟に対応できる柔軟に対応できる柔軟に対応できる施設機能施設機能施設機能施設機能

の検討を望みます。の検討を望みます。の検討を望みます。の検討を望みます。    

 

 

 

 

 

 

 

項項項項        目目目目    
H25H25H25H25年（年（年（年（2013201320132013年）年）年）年）    

新庁舎規模算定時新庁舎規模算定時新庁舎規模算定時新庁舎規模算定時 

 H33H33H33H33 年（年（年（年（2021202120212021 年）年）年）年） 

新庁舎供用開始時新庁舎供用開始時新庁舎供用開始時新庁舎供用開始時 

H52H52H52H52 年（年（年（年（2040204020402040 年）年）年）年） 

供用開始後約供用開始後約供用開始後約供用開始後約20202020年後年後年後年後    

総総総総        人人人人        口口口口 １０２，０２８人１０２，０２８人１０２，０２８人１０２，０２８人 ９７，０００人９７，０００人９７，０００人９７，０００人    ７９，８４８人７９，８４８人７９，８４８人７９，８４８人    

市全体職員数市全体職員数市全体職員数市全体職員数 ９１４人９１４人９１４人９１４人 ８７８人８７８人８７８人８７８人    ７６８人７６８人７６８人７６８人    

新庁舎職員数新庁舎職員数新庁舎職員数新庁舎職員数 ５３７人５３７人５３７人５３７人 ５１６人５１６人５１６人５１６人    ４５１人４５１人４５１人４５１人    

新庁舎の規模新庁舎の規模新庁舎の規模新庁舎の規模 １５，３１３㎡１５，３１３㎡１５，３１３㎡１５，３１３㎡    １４，９５８㎡１４，９５８㎡１４，９５８㎡１４，９５８㎡    １３，７８０㎡１３，７８０㎡１３，７８０㎡１３，７８０㎡    

    

※新庁舎の規模は、総務省「地方債事業算定基※新庁舎の規模は、総務省「地方債事業算定基※新庁舎の規模は、総務省「地方債事業算定基※新庁舎の規模は、総務省「地方債事業算定基準」による算定表の数字であるとともに、「市準」による算定表の数字であるとともに、「市準」による算定表の数字であるとともに、「市準」による算定表の数字であるとともに、「市

民サービスの充実に必要な面積」を付加したものである。民サービスの充実に必要な面積」を付加したものである。民サービスの充実に必要な面積」を付加したものである。民サービスの充実に必要な面積」を付加したものである。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口と職員数による新庁舎規模（必要面積）の推移人口と職員数による新庁舎規模（必要面積）の推移人口と職員数による新庁舎規模（必要面積）の推移人口と職員数による新庁舎規模（必要面積）の推移    

————    ３３３３７７７７    ————    
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（（（（３３３３））））市議会議員数の考え方市議会議員数の考え方市議会議員数の考え方市議会議員数の考え方    
    

議員の数議員の数議員の数議員の数についてについてについてについては、地方自治法でそれぞれの都市の人口規模に応じて定められては、地方自治法でそれぞれの都市の人口規模に応じて定められては、地方自治法でそれぞれの都市の人口規模に応じて定められては、地方自治法でそれぞれの都市の人口規模に応じて定められて

います。います。います。います。    

平成２５年４月現在、平成２５年４月現在、平成２５年４月現在、平成２５年４月現在、本市の議員定数は、「２６人」であり本市の議員定数は、「２６人」であり本市の議員定数は、「２６人」であり本市の議員定数は、「２６人」であり、今後の人口減少や社、今後の人口減少や社、今後の人口減少や社、今後の人口減少や社

会情勢による議員定数の変動が考えられますが、将来予想も難しいことから会情勢による議員定数の変動が考えられますが、将来予想も難しいことから会情勢による議員定数の変動が考えられますが、将来予想も難しいことから会情勢による議員定数の変動が考えられますが、将来予想も難しいことから    平成平成平成平成    

２５年度を基準年度とします。２５年度を基準年度とします。２５年度を基準年度とします。２５年度を基準年度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎の市議会議員数は、の市議会議員数は、の市議会議員数は、の市議会議員数は、「「「「２６２６２６２６人」人」人」人」とととと想定想定想定想定します。します。します。します。 

従って、従って、従って、従って、想定する議員想定する議員想定する議員想定する議員数数数数    

————    ３３３３８８８８    ————    
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（（（（４４４４））））必要面積の算定方必要面積の算定方必要面積の算定方必要面積の算定方法法法法    

庁舎の持つ機能を踏まえながら「想定職員数」を前提に庁舎の持つ機能を踏まえながら「想定職員数」を前提に庁舎の持つ機能を踏まえながら「想定職員数」を前提に庁舎の持つ機能を踏まえながら「想定職員数」を前提に 、、、、庁舎の規模を庁舎の規模を庁舎の規模を庁舎の規模を

算定する手法として、次の方法が考えられます算定する手法として、次の方法が考えられます算定する手法として、次の方法が考えられます算定する手法として、次の方法が考えられます 。。。。     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆ 上記の各方法により上記の各方法により上記の各方法により上記の各方法により 、、、、 算定した新庁舎算定した新庁舎算定した新庁舎算定した新庁舎 のののの 規模は、次のとおりで規模は、次のとおりで規模は、次のとおりで規模は、次のとおりで すすすす 。。。。     

    

    

    

    

        

    

    

市町村人口規模ごとに面積査定基準が示されており、地方自治体による市町村人口規模ごとに面積査定基準が示されており、地方自治体による市町村人口規模ごとに面積査定基準が示されており、地方自治体による市町村人口規模ごとに面積査定基準が示されており、地方自治体による

庁舎規模算定の標準的な方法であることから、新庁舎規模の概算算定に庁舎規模算定の標準的な方法であることから、新庁舎規模の概算算定に庁舎規模算定の標準的な方法であることから、新庁舎規模の概算算定に庁舎規模算定の標準的な方法であることから、新庁舎規模の概算算定に

は最も適切であは最も適切であは最も適切であは最も適切でありますりますりますります。。。。    

    ⇒職員数を基本とし、一般職員１人当たり4.54.54.54.5㎡㎡㎡㎡を乗じて求めます。    

 ⇒倉庫は事務室の面積の13131313％％％％、会議室や便所等の付属面積は、職員１

人当たり７㎡７㎡７㎡７㎡と定められています。 

 ⇒廊下、階段等の面積は、事務室、倉庫及び付属面積の合計の40404040％％％％。 

 ⇒議会関係諸室は、議員１人当たり35353535㎡㎡㎡㎡とされています。 

総総総総    務務務務    省『地方債事業費算定基省『地方債事業費算定基省『地方債事業費算定基省『地方債事業費算定基準』による方法準』による方法準』による方法準』による方法    

国の官庁施設に関する基準であることから、国の官庁施設に関する基準であることから、国の官庁施設に関する基準であることから、国の官庁施設に関する基準であることから、市民サービス市民サービス市民サービス市民サービスや議会機能をや議会機能をや議会機能をや議会機能を

抱える地方自治体の庁舎規模の算定に使用するためには抱える地方自治体の庁舎規模の算定に使用するためには抱える地方自治体の庁舎規模の算定に使用するためには抱える地方自治体の庁舎規模の算定に使用するためには、これらの部分これらの部分これらの部分これらの部分

を個別に積上げて規模を算出する必要があを個別に積上げて規模を算出する必要があを個別に積上げて規模を算出する必要があを個別に積上げて規模を算出する必要があります。ります。ります。ります。    

    ⇒職員数を基本とし、一般職員１人当たり4.0 4.0 4.0 4.0 ㎡㎡㎡㎡を乗じて求めます。 

⇒倉庫は事務室の面積の13131313％％％％、会議室は10人ごとに４㎡４㎡４㎡４㎡を乗じて求

めます。 

⇒廊下、階段等部分は総面積に35353535％を乗じて求めます。 

 

国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』による方国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』による方国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』による方国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』による方法法法法    

最近、他市で建設された庁舎、最近、他市で建設された庁舎、最近、他市で建設された庁舎、最近、他市で建設された庁舎、また、また、また、また、建設中及び設計中の庁舎の面積か建設中及び設計中の庁舎の面積か建設中及び設計中の庁舎の面積か建設中及び設計中の庁舎の面積か

ら、本市の庁ら、本市の庁ら、本市の庁ら、本市の庁舎の面積を算定舎の面積を算定舎の面積を算定舎の面積を算定しますしますしますします。。。。    

    ⇒近年に建設された庁舎の延べ床面積から本庁舎職員１人当たりの面

積を求めると、最低は19.19.19.19.49494949㎡㎡㎡㎡、最高は49.5549.5549.5549.55㎡㎡㎡㎡、平均で33332222....38383838㎡㎡㎡㎡

となっている。（別紙資料のとおり） 

他の自治体を参考に算定する方法他の自治体を参考に算定する方法他の自治体を参考に算定する方法他の自治体を参考に算定する方法    

総総総総    務務務務    省『地方債事業費算定基準』により算定した場合省『地方債事業費算定基準』により算定した場合省『地方債事業費算定基準』により算定した場合省『地方債事業費算定基準』により算定した場合・・・・・・・・・・・・約約約約11113333,,,,313313313313    ㎡㎡㎡㎡    

    

国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』により算定した場合国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』により算定した場合国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』により算定した場合国土交通省『新営一般庁舎面積算定基準』により算定した場合・・・・約約約約11113,3,3,3,791791791791    ㎡㎡㎡㎡    

    

他の自治体を参考に算定した場合他の自治体を参考に算定した場合他の自治体を参考に算定した場合他の自治体を参考に算定した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約約約約 17171717,,,,388388388388    ㎡㎡㎡㎡    

————    ３３３３９９９９    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（５５５５））））市民サービスの充実に伴う必要面積の算定市民サービスの充実に伴う必要面積の算定市民サービスの充実に伴う必要面積の算定市民サービスの充実に伴う必要面積の算定    ～付加する必要面積～～付加する必要面積～～付加する必要面積～～付加する必要面積～    

    

前項前項前項前項（（（（４４４４）における）における）における）における必要面積の算定については、庁舎が単なる行政事務のオフィス必要面積の算定については、庁舎が単なる行政事務のオフィス必要面積の算定については、庁舎が単なる行政事務のオフィス必要面積の算定については、庁舎が単なる行政事務のオフィス

及び議会の場であると想定してい及び議会の場であると想定してい及び議会の場であると想定してい及び議会の場であると想定していますますますます。。。。    

今日の庁舎には、基本的機能のほか「防災拠点機能」や「市民利用機能」今日の庁舎には、基本的機能のほか「防災拠点機能」や「市民利用機能」今日の庁舎には、基本的機能のほか「防災拠点機能」や「市民利用機能」今日の庁舎には、基本的機能のほか「防災拠点機能」や「市民利用機能」など、さなど、さなど、さなど、さ

まざまな機能が求められているため、この面積に、そうした必要な面積を付加して庁まざまな機能が求められているため、この面積に、そうした必要な面積を付加して庁まざまな機能が求められているため、この面積に、そうした必要な面積を付加して庁まざまな機能が求められているため、この面積に、そうした必要な面積を付加して庁

舎規模を定める必要があ舎規模を定める必要があ舎規模を定める必要があ舎規模を定める必要がありますりますりますります。。。。 

 

＜「求められる機能」のうち、＜「求められる機能」のうち、＜「求められる機能」のうち、＜「求められる機能」のうち、特に床面積が必要な機能特に床面積が必要な機能特に床面積が必要な機能特に床面積が必要な機能＞＞＞＞    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

防 災 拠 点 と し て の 機防 災 拠 点 と し て の 機防 災 拠 点 と し て の 機防 災 拠 点 と し て の 機 能能能能 

来庁舎の利便性を高めるための機来庁舎の利便性を高めるための機来庁舎の利便性を高めるための機来庁舎の利便性を高めるための機能能能能 

・本部会議室（平常時は会議室とし・本部会議室（平常時は会議室とし・本部会議室（平常時は会議室とし・本部会議室（平常時は会議室として使用）て使用）て使用）て使用）    

・仮眠スペース・仮眠スペース・仮眠スペース・仮眠スペース 

・救援や応急医療等の活動がスムーズに行えるスペース（平常時は食堂スペース等の・救援や応急医療等の活動がスムーズに行えるスペース（平常時は食堂スペース等の・救援や応急医療等の活動がスムーズに行えるスペース（平常時は食堂スペース等の・救援や応急医療等の活動がスムーズに行えるスペース（平常時は食堂スペース等の

多目的スペース）多目的スペース）多目的スペース）多目的スペース） 

・防災倉庫・防災倉庫・防災倉庫・防災倉庫    

・緊急物資の備蓄倉庫・緊急物資の備蓄倉庫・緊急物資の備蓄倉庫・緊急物資の備蓄倉庫 

・避難者対応スペース・避難者対応スペース・避難者対応スペース・避難者対応スペース 

・総合相談窓口の設置スペース・総合相談窓口の設置スペース・総合相談窓口の設置スペース・総合相談窓口の設置スペース 

・エントランスホール（来庁者が快適に過ごせるオープンな待合スペース）・エントランスホール（来庁者が快適に過ごせるオープンな待合スペース）・エントランスホール（来庁者が快適に過ごせるオープンな待合スペース）・エントランスホール（来庁者が快適に過ごせるオープンな待合スペース）    

・売店（コンビ二エンスストア等）・売店（コンビ二エンスストア等）・売店（コンビ二エンスストア等）・売店（コンビ二エンスストア等）    

・ＡＴＭコーナーの配置・ＡＴＭコーナーの配置・ＡＴＭコーナーの配置・ＡＴＭコーナーの配置    

・相談業務を所管する部局に「相談室」の設置・相談業務を所管する部局に「相談室」の設置・相談業務を所管する部局に「相談室」の設置・相談業務を所管する部局に「相談室」の設置    

・誰もが入りやすい、きれいな「おもてなしトイレ」の設置・誰もが入りやすい、きれいな「おもてなしトイレ」の設置・誰もが入りやすい、きれいな「おもてなしトイレ」の設置・誰もが入りやすい、きれいな「おもてなしトイレ」の設置    

・洋・洋・洋・洋式トイレ及び多目的トイレ（各フロア）式トイレ及び多目的トイレ（各フロア）式トイレ及び多目的トイレ（各フロア）式トイレ及び多目的トイレ（各フロア）    

・授乳室（各フロア）・授乳室（各フロア）・授乳室（各フロア）・授乳室（各フロア）    

・キッズスペース・キッズスペース・キッズスペース・キッズスペース    

・住民票・印鑑証明等の自動交付機の設置スペース・住民票・印鑑証明等の自動交付機の設置スペース・住民票・印鑑証明等の自動交付機の設置スペース・住民票・印鑑証明等の自動交付機の設置スペース 

・多目的スペース（来庁者の憩いの空間や行政事務「確定申告、期日前投票」で活用）・多目的スペース（来庁者の憩いの空間や行政事務「確定申告、期日前投票」で活用）・多目的スペース（来庁者の憩いの空間や行政事務「確定申告、期日前投票」で活用）・多目的スペース（来庁者の憩いの空間や行政事務「確定申告、期日前投票」で活用）    

・市民ふれあいホール（フリーマーケット等のイベントや展示会等）・市民ふれあいホール（フリーマーケット等のイベントや展示会等）・市民ふれあいホール（フリーマーケット等のイベントや展示会等）・市民ふれあいホール（フリーマーケット等のイベントや展示会等）    

・市民活動支援スペース（市民が利用できる会議室等・市民活動支援スペース（市民が利用できる会議室等・市民活動支援スペース（市民が利用できる会議室等・市民活動支援スペース（市民が利用できる会議室等    

・子供連れの来庁者のための子供広場（一時預り所「託児所」）・子供連れの来庁者のための子供広場（一時預り所「託児所」）・子供連れの来庁者のための子供広場（一時預り所「託児所」）・子供連れの来庁者のための子供広場（一時預り所「託児所」）    

・市認定ブランド品や特産物の「展示・販売コーナ・市認定ブランド品や特産物の「展示・販売コーナ・市認定ブランド品や特産物の「展示・販売コーナ・市認定ブランド品や特産物の「展示・販売コーナー」ー」ー」ー」    

・レストラン（食堂）、軽喫茶コーナー（カフェ等）スペース・レストラン（食堂）、軽喫茶コーナー（カフェ等）スペース・レストラン（食堂）、軽喫茶コーナー（カフェ等）スペース・レストラン（食堂）、軽喫茶コーナー（カフェ等）スペース    

・市政情報コーナー・市政情報コーナー・市政情報コーナー・市政情報コーナー 

市民との協働・まちづくりを進めるための機市民との協働・まちづくりを進めるための機市民との協働・まちづくりを進めるための機市民との協働・まちづくりを進めるための機能能能能 

想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：175175175175 ㎡㎡㎡㎡～～～～    600600600600 ㎡㎡㎡㎡    

想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：    56565656 ㎡㎡㎡㎡～～～～1,1201,1201,1201,120 ㎡㎡㎡㎡    

想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：180180180180 ㎡㎡㎡㎡～～～～1,3411,3411,3411,341 ㎡㎡㎡㎡    

————    ４０４０４０４０    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

高度情報化に対応するための機高度情報化に対応するための機高度情報化に対応するための機高度情報化に対応するための機能能能能 

庁舎維持管理・セキュリティに必要な機庁舎維持管理・セキュリティに必要な機庁舎維持管理・セキュリティに必要な機庁舎維持管理・セキュリティに必要な機能能能能 

◆◆◆◆防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など市民サービスの充実に伴う必要な市民サービスの充実に伴う必要な市民サービスの充実に伴う必要な市民サービスの充実に伴う必要な    

面積面積面積面積は、は、は、は、「約２，０００㎡」「約２，０００㎡」「約２，０００㎡」「約２，０００㎡」と想定します。と想定します。と想定します。と想定します。    

    

前項前項前項前項（４）（４）（４）（４）の算定方法による基本面の算定方法による基本面の算定方法による基本面の算定方法による基本面

積で対応積で対応積で対応積で対応しますしますしますします。。。。    

    

前項前項前項前項（４）（４）（４）（４）の算定方法による基本面の算定方法による基本面の算定方法による基本面の算定方法による基本面

積で対応積で対応積で対応積で対応しますしますしますします。。。。    

 

前項前項前項前項（４）（４）（４）（４）の算定方法による基本面の算定方法による基本面の算定方法による基本面の算定方法による基本面

積で対応積で対応積で対応積で対応しますしますしますします。。。。    

環 境 と 共 生 す る た め の 機環 境 と 共 生 す る た め の 機環 境 と 共 生 す る た め の 機環 境 と 共 生 す る た め の 機 能能能能 

・打合せ、作業スペースの設置・打合せ、作業スペースの設置・打合せ、作業スペースの設置・打合せ、作業スペースの設置    

・ランチルーム（各事務室毎）・ランチルーム（各事務室毎）・ランチルーム（各事務室毎）・ランチルーム（各事務室毎）    

・共有会議室の設置（各フロア）・共有会議室の設置（各フロア）・共有会議室の設置（各フロア）・共有会議室の設置（各フロア）    

・書類等の収納、倉庫スペース（執・書類等の収納、倉庫スペース（執・書類等の収納、倉庫スペース（執・書類等の収納、倉庫スペース（執

務スペース内）務スペース内）務スペース内）務スペース内） 

行政事務を効率的に行うための機行政事務を効率的に行うための機行政事務を効率的に行うための機行政事務を効率的に行うための機能能能能 

・議席、傍聴席、執行部席のバリアフリー化及び車いすでの傍聴スペースの設置・議席、傍聴席、執行部席のバリアフリー化及び車いすでの傍聴スペースの設置・議席、傍聴席、執行部席のバリアフリー化及び車いすでの傍聴スペースの設置・議席、傍聴席、執行部席のバリアフリー化及び車いすでの傍聴スペースの設置    

・傍聴席のスペースの拡大と増席・傍聴席のスペースの拡大と増席・傍聴席のスペースの拡大と増席・傍聴席のスペースの拡大と増席    

・コンサート等で市民に開放できる議場スペース・コンサート等で市民に開放できる議場スペース・コンサート等で市民に開放できる議場スペース・コンサート等で市民に開放できる議場スペース    

・常任委員会が複数同時開催できる会議室の設置（・常任委員会が複数同時開催できる会議室の設置（・常任委員会が複数同時開催できる会議室の設置（・常任委員会が複数同時開催できる会議室の設置（２室以上が一体利用を可能とする２室以上が一体利用を可能とする２室以上が一体利用を可能とする２室以上が一体利用を可能とする））））    

・委員会室における傍聴スペースの設置・委員会室における傍聴スペースの設置・委員会室における傍聴スペースの設置・委員会室における傍聴スペースの設置    

・正副議長室、議会図書室等、議会活動に必要な諸室の設置・正副議長室、議会図書室等、議会活動に必要な諸室の設置・正副議長室、議会図書室等、議会活動に必要な諸室の設置・正副議長室、議会図書室等、議会活動に必要な諸室の設置    

・議場、委員会室・議場、委員会室・議場、委員会室・議場、委員会室に隣接して対応職員の控室の設置に隣接して対応職員の控室の設置に隣接して対応職員の控室の設置に隣接して対応職員の控室の設置 

議 会 運 営 を 進 め る た め の 機議 会 運 営 を 進 め る た め の 機議 会 運 営 を 進 め る た め の 機議 会 運 営 を 進 め る た め の 機 能能能能 

想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：103103103103 ㎡㎡㎡㎡～～～～    580580580580 ㎡㎡㎡㎡    

想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：0000 ㎡㎡㎡㎡～～～～300300300300 ㎡㎡㎡㎡    
想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：    ————    ㎡㎡㎡㎡    

想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：    －－－－    ㎡㎡㎡㎡    想定面積計：想定面積計：想定面積計：想定面積計：    －－－－    ㎡㎡㎡㎡    

従って、従って、従って、従って、上記の平均値により、付加する必要面積上記の平均値により、付加する必要面積上記の平均値により、付加する必要面積上記の平均値により、付加する必要面積    

————    ４１４１４１４１    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（６６６６））））想定する新庁舎の規模想定する新庁舎の規模想定する新庁舎の規模想定する新庁舎の規模    
        

新新新新庁舎の庁舎の庁舎の庁舎の整備整備整備整備規模（必要面積）については、規模（必要面積）については、規模（必要面積）については、規模（必要面積）については、職員数等による職員数等による職員数等による職員数等による算定方法を基本とし算定方法を基本とし算定方法を基本とし算定方法を基本としてててて

検討し、市民サービスの充実など「新たに求められる機能面積」を付加しながら適切検討し、市民サービスの充実など「新たに求められる機能面積」を付加しながら適切検討し、市民サービスの充実など「新たに求められる機能面積」を付加しながら適切検討し、市民サービスの充実など「新たに求められる機能面積」を付加しながら適切

な規模をな規模をな規模をな規模を想定します想定します想定します想定します。。。。    

    

    

    

    

新庁舎の規模算定については、新庁舎の規模算定については、新庁舎の規模算定については、新庁舎の規模算定については、前項（前項（前項（前項（４４４４）により、）により、）により、）により、市町村市町村市町村市町村のののの人口規模ごとに面積査人口規模ごとに面積査人口規模ごとに面積査人口規模ごとに面積査

定定定定のののの基準が示され、基準が示され、基準が示され、基準が示され、庁舎規模を算定する際に標準的な方法である「総務省地方債事業庁舎規模を算定する際に標準的な方法である「総務省地方債事業庁舎規模を算定する際に標準的な方法である「総務省地方債事業庁舎規模を算定する際に標準的な方法である「総務省地方債事業

費算定基準」費算定基準」費算定基準」費算定基準」の算定方式が、の算定方式が、の算定方式が、の算定方式が、概算算定には最も適切であると考えられます。概算算定には最も適切であると考えられます。概算算定には最も適切であると考えられます。概算算定には最も適切であると考えられます。    

従って従って従って従って「総務省地方債事業費算定基準」により算定した面積「総務省地方債事業費算定基準」により算定した面積「総務省地方債事業費算定基準」により算定した面積「総務省地方債事業費算定基準」により算定した面積を基準とします。を基準とします。を基準とします。を基準とします。    

そして、そして、そして、そして、前項の前項の前項の前項の（（（（５５５５）により、）により、）により、）により、防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など市民サービスの充実に市民サービスの充実に市民サービスの充実に市民サービスの充実に

伴う伴う伴う伴う必要面積を付加して求め必要面積を付加して求め必要面積を付加して求め必要面積を付加して求めますますますます。。。。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    
 
 
 
 
 

        

    

 

【敷地面積】：１０，２４３㎡：（【敷地面積】：１０，２４３㎡：（【敷地面積】：１０，２４３㎡：（【敷地面積】：１０，２４３㎡：（本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎 9,3869,3869,3869,386 ㎡・東館㎡・東館㎡・東館㎡・東館 857857857857 ㎡㎡㎡㎡））））    

【床【床【床【床    面面面面    積】：積】：積】：積】：    ８，９６１㎡８，９６１㎡８，９６１㎡８，９６１㎡：（：（：（：（本館本館本館本館 4,1424,1424,1424,142 ㎡・新館㎡・新館㎡・新館㎡・新館 3,4173,4173,4173,417 ㎡・東館㎡・東館㎡・東館㎡・東館 1,4021,4021,4021,402 ㎡㎡㎡㎡））））    

【建築面積】：【建築面積】：【建築面積】：【建築面積】：    ３，６５５㎡３，６５５㎡３，６５５㎡３，６５５㎡：：：：（（（（本館本館本館本館 1,9841,9841,9841,984 ㎡・新館㎡・新館㎡・新館㎡・新館    941941941941 ㎡・議会㎡・議会㎡・議会㎡・議会 280280280280 ㎡・東館㎡・東館㎡・東館㎡・東館 450450450450 ㎡㎡㎡㎡）））） 

現庁舎施設規模（本庁舎・新館・東館）現庁舎施設規模（本庁舎・新館・東館）現庁舎施設規模（本庁舎・新館・東館）現庁舎施設規模（本庁舎・新館・東館）    

＜想定する新庁舎規模の算定＞＜想定する新庁舎規模の算定＞＜想定する新庁舎規模の算定＞＜想定する新庁舎規模の算定＞    

◆想定する新庁舎の規模について◆想定する新庁舎の規模について◆想定する新庁舎の規模について◆想定する新庁舎の規模については、は、は、は、「約１５，０００㎡」「約１５，０００㎡」「約１５，０００㎡」「約１５，０００㎡」程度を程度を程度を程度を        

上限と想定します。上限と想定します。上限と想定します。上限と想定します。    

従って、従って、従って、従って、想定する新庁舎面積想定する新庁舎面積想定する新庁舎面積想定する新庁舎面積    

◆◆◆◆総務省地方債事業費算定基準総務省地方債事業費算定基準総務省地方債事業費算定基準総務省地方債事業費算定基準により算定した想定面積により算定した想定面積により算定した想定面積により算定した想定面積        ：：：：１３，３１３㎡１３，３１３㎡１３，３１３㎡１３，３１３㎡    

    

◆◆◆◆防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能など防災拠点や市民利用機能などにににに必要な想定面積必要な想定面積必要な想定面積必要な想定面積                    ：：：：    ２，０００㎡２，０００㎡２，０００㎡２，０００㎡ 

＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞    

————    ４４４４２２２２    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（７７７７））））部局（部・課等）の配置における基本的な考え方部局（部・課等）の配置における基本的な考え方部局（部・課等）の配置における基本的な考え方部局（部・課等）の配置における基本的な考え方    

    

各部局の配置にあたっては、市民サ－ビスの向上や行政の事務効率の向上を図るた各部局の配置にあたっては、市民サ－ビスの向上や行政の事務効率の向上を図るた各部局の配置にあたっては、市民サ－ビスの向上や行政の事務効率の向上を図るた各部局の配置にあたっては、市民サ－ビスの向上や行政の事務効率の向上を図るた

め、現庁舎の本館、新館、東館にある各部局を統合し、“ワン部局ワンフロアー”をめ、現庁舎の本館、新館、東館にある各部局を統合し、“ワン部局ワンフロアー”をめ、現庁舎の本館、新館、東館にある各部局を統合し、“ワン部局ワンフロアー”をめ、現庁舎の本館、新館、東館にある各部局を統合し、“ワン部局ワンフロアー”を

基本に配置しながら、充実した“ワンストップサービス”が提供できるよう次のとお基本に配置しながら、充実した“ワンストップサービス”が提供できるよう次のとお基本に配置しながら、充実した“ワンストップサービス”が提供できるよう次のとお基本に配置しながら、充実した“ワンストップサービス”が提供できるよう次のとお

り整理します。り整理します。り整理します。り整理します。    

特に、特に、特に、特に、各部局の業務内容を踏まえたうえで、業務連携が必要な部局については、連各部局の業務内容を踏まえたうえで、業務連携が必要な部局については、連各部局の業務内容を踏まえたうえで、業務連携が必要な部局については、連各部局の業務内容を踏まえたうえで、業務連携が必要な部局については、連

携が容易となるよう配置します。携が容易となるよう配置します。携が容易となるよう配置します。携が容易となるよう配置します。    

        なお、新庁舎の低層化が可能であればなお、新庁舎の低層化が可能であればなお、新庁舎の低層化が可能であればなお、新庁舎の低層化が可能であればこの限りではありません。この限りではありません。この限りではありません。この限りではありません。    

    

    

    

    

☛☛☛☛市民の利用頻度が高い「窓口業務」をはじめ、「相談業務」や「情報提供」などを市民の利用頻度が高い「窓口業務」をはじめ、「相談業務」や「情報提供」などを市民の利用頻度が高い「窓口業務」をはじめ、「相談業務」や「情報提供」などを市民の利用頻度が高い「窓口業務」をはじめ、「相談業務」や「情報提供」などを

所管する担当課等については、できる限り低層階のエリアに配置することが望まし所管する担当課等については、できる限り低層階のエリアに配置することが望まし所管する担当課等については、できる限り低層階のエリアに配置することが望まし所管する担当課等については、できる限り低層階のエリアに配置することが望まし

いと想定します。いと想定します。いと想定します。いと想定します。    

    

☛☛☛☛災害時の避難スペースとして、また、イベント交流の場や待合スペースとしての利災害時の避難スペースとして、また、イベント交流の場や待合スペースとしての利災害時の避難スペースとして、また、イベント交流の場や待合スペースとしての利災害時の避難スペースとして、また、イベント交流の場や待合スペースとしての利

用を想定した「エントランスホール」の配置、また、用を想定した「エントランスホール」の配置、また、用を想定した「エントランスホール」の配置、また、用を想定した「エントランスホール」の配置、また、申告受付や期日前投票などに申告受付や期日前投票などに申告受付や期日前投票などに申告受付や期日前投票などに

利用できる多目的に利用できるスペース等の配置が必要であると考えます。利用できる多目的に利用できるスペース等の配置が必要であると考えます。利用できる多目的に利用できるスペース等の配置が必要であると考えます。利用できる多目的に利用できるスペース等の配置が必要であると考えます。    

    

☛☛☛☛より市民サービスの向上を図るためのより市民サービスの向上を図るためのより市民サービスの向上を図るためのより市民サービスの向上を図るための総合案内所や総合案内所や総合案内所や総合案内所やATMATMATMATMの設置をはじめ、総合的の設置をはじめ、総合的の設置をはじめ、総合的の設置をはじめ、総合的    

な情報な情報な情報な情報提供コーナーや食堂・売店等の配置も考えられます。提供コーナーや食堂・売店等の配置も考えられます。提供コーナーや食堂・売店等の配置も考えられます。提供コーナーや食堂・売店等の配置も考えられます。    

    

☛☛☛☛市民が気軽に立ち寄れる機能を配置することで、まちの賑わいを創出し、まちの活市民が気軽に立ち寄れる機能を配置することで、まちの賑わいを創出し、まちの活市民が気軽に立ち寄れる機能を配置することで、まちの賑わいを創出し、まちの活市民が気軽に立ち寄れる機能を配置することで、まちの賑わいを創出し、まちの活

性化に寄与するスペースの配置が想定されます。性化に寄与するスペースの配置が想定されます。性化に寄与するスペースの配置が想定されます。性化に寄与するスペースの配置が想定されます。    

    

☛☛☛☛防災拠点としての機能として、避難スペース、防災備蓄倉庫、非常用発電設備、雨防災拠点としての機能として、避難スペース、防災備蓄倉庫、非常用発電設備、雨防災拠点としての機能として、避難スペース、防災備蓄倉庫、非常用発電設備、雨防災拠点としての機能として、避難スペース、防災備蓄倉庫、非常用発電設備、雨

水貯留層、給水貯留層などの設備の配置を考える必要があります。水貯留層、給水貯留層などの設備の配置を考える必要があります。水貯留層、給水貯留層などの設備の配置を考える必要があります。水貯留層、給水貯留層などの設備の配置を考える必要があります。    

    

    

    

    

    

☛☛☛☛日常的な窓口業務を有しない政策や防災など総務・財務を所管する関係部局につい日常的な窓口業務を有しない政策や防災など総務・財務を所管する関係部局につい日常的な窓口業務を有しない政策や防災など総務・財務を所管する関係部局につい日常的な窓口業務を有しない政策や防災など総務・財務を所管する関係部局につい

ては、中層階に配置することが望ましいと想定します。ては、中層階に配置することが望ましいと想定します。ては、中層階に配置することが望ましいと想定します。ては、中層階に配置することが望ましいと想定します。    

    

☛☛☛☛市長室や副市長室、また、政策決定用の特別会議室等については、隣接して中層階市長室や副市長室、また、政策決定用の特別会議室等については、隣接して中層階市長室や副市長室、また、政策決定用の特別会議室等については、隣接して中層階市長室や副市長室、また、政策決定用の特別会議室等については、隣接して中層階

に配置することが望ましいと考えます。に配置することが望ましいと考えます。に配置することが望ましいと考えます。に配置することが望ましいと考えます。    

    

☛☛☛☛議会機能については、議決機関として独立性を保つとともに、傍聴・情報提供機能議会機能については、議決機関として独立性を保つとともに、傍聴・情報提供機能議会機能については、議決機関として独立性を保つとともに、傍聴・情報提供機能議会機能については、議決機関として独立性を保つとともに、傍聴・情報提供機能

を充実するなど、市民に開かれた議会施設となるよう配慮し、中層階に配置するこを充実するなど、市民に開かれた議会施設となるよう配慮し、中層階に配置するこを充実するなど、市民に開かれた議会施設となるよう配慮し、中層階に配置するこを充実するなど、市民に開かれた議会施設となるよう配慮し、中層階に配置するこ

とが考えられます。とが考えられます。とが考えられます。とが考えられます。    

    

低層階における基本的な視点低層階における基本的な視点低層階における基本的な視点低層階における基本的な視点 

中中中中層階における基本的な視点層階における基本的な視点層階における基本的な視点層階における基本的な視点 

————    ４４４４３３３３    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    

    

    

☛☛☛☛窓口業務において、比較的に市民の利用頻度が低い業務を所管している担当課等に窓口業務において、比較的に市民の利用頻度が低い業務を所管している担当課等に窓口業務において、比較的に市民の利用頻度が低い業務を所管している担当課等に窓口業務において、比較的に市民の利用頻度が低い業務を所管している担当課等に

ついては、高層階ついては、高層階ついては、高層階ついては、高層階を中心に配置することが望ましいと想定します。を中心に配置することが望ましいと想定します。を中心に配置することが望ましいと想定します。を中心に配置することが望ましいと想定します。    

    

    

    

    

    

    

    

☛☛☛☛市民の利用スペースと執務スペースを区分し、市民の動線と業務市民の利用スペースと執務スペースを区分し、市民の動線と業務市民の利用スペースと執務スペースを区分し、市民の動線と業務市民の利用スペースと執務スペースを区分し、市民の動線と業務上の動線を分離し上の動線を分離し上の動線を分離し上の動線を分離し

た配置計画の検討が必要であります。た配置計画の検討が必要であります。た配置計画の検討が必要であります。た配置計画の検討が必要であります。    

    

☛☛☛☛エレベーター及び階段の配置には十分に配慮するとともに、各階のレイアウトに合エレベーター及び階段の配置には十分に配慮するとともに、各階のレイアウトに合エレベーター及び階段の配置には十分に配慮するとともに、各階のレイアウトに合エレベーター及び階段の配置には十分に配慮するとともに、各階のレイアウトに合

わせた会議室、倉庫スペースの配置が必要であります。わせた会議室、倉庫スペースの配置が必要であります。わせた会議室、倉庫スペースの配置が必要であります。わせた会議室、倉庫スペースの配置が必要であります。    

        

☛☛☛☛執務室については、オープンフロア、フリーアクセスフロアを基本とし、組織の改執務室については、オープンフロア、フリーアクセスフロアを基本とし、組織の改執務室については、オープンフロア、フリーアクセスフロアを基本とし、組織の改執務室については、オープンフロア、フリーアクセスフロアを基本とし、組織の改

編や業務内容の変化にも柔軟に対応するとともに、関係課や職員間のコミュニケ－編や業務内容の変化にも柔軟に対応するとともに、関係課や職員間のコミュニケ－編や業務内容の変化にも柔軟に対応するとともに、関係課や職員間のコミュニケ－編や業務内容の変化にも柔軟に対応するとともに、関係課や職員間のコミュニケ－

ションが図りやすい効率的な執務空間となることが望ましいと想定します。ションが図りやすい効率的な執務空間となることが望ましいと想定します。ションが図りやすい効率的な執務空間となることが望ましいと想定します。ションが図りやすい効率的な執務空間となることが望ましいと想定します。    

    

☛☛☛☛日常的に必要となる打ち合わせスペ－スを執務室内に配置することや、多様な会議日常的に必要となる打ち合わせスペ－スを執務室内に配置することや、多様な会議日常的に必要となる打ち合わせスペ－スを執務室内に配置することや、多様な会議日常的に必要となる打ち合わせスペ－スを執務室内に配置することや、多様な会議

に対応できるように、柔軟に間に対応できるように、柔軟に間に対応できるように、柔軟に間に対応できるように、柔軟に間仕切りの変更が行える共用会議室を各フロア－に設仕切りの変更が行える共用会議室を各フロア－に設仕切りの変更が行える共用会議室を各フロア－に設仕切りの変更が行える共用会議室を各フロア－に設

置することが必要であります。置することが必要であります。置することが必要であります。置することが必要であります。    

        

☛☛☛☛福利厚生施設として、新庁舎には、職員が健康を維持し、職務を円滑に進められる福利厚生施設として、新庁舎には、職員が健康を維持し、職務を円滑に進められる福利厚生施設として、新庁舎には、職員が健康を維持し、職務を円滑に進められる福利厚生施設として、新庁舎には、職員が健康を維持し、職務を円滑に進められる

ように、休憩室や更衣室などを設置することが必要であります。ように、休憩室や更衣室などを設置することが必要であります。ように、休憩室や更衣室などを設置することが必要であります。ように、休憩室や更衣室などを設置することが必要であります。    

        

☛☛☛☛エレベ－タや廊下、階段など動線部分をはじめ、市民スペース、執務室、議場、トエレベ－タや廊下、階段など動線部分をはじめ、市民スペース、執務室、議場、トエレベ－タや廊下、階段など動線部分をはじめ、市民スペース、執務室、議場、トエレベ－タや廊下、階段など動線部分をはじめ、市民スペース、執務室、議場、ト

イレなど、庁舎全体においてユニバーサルデザインの推進に努めことが必要でありイレなど、庁舎全体においてユニバーサルデザインの推進に努めことが必要でありイレなど、庁舎全体においてユニバーサルデザインの推進に努めことが必要でありイレなど、庁舎全体においてユニバーサルデザインの推進に努めことが必要であり

ます。ます。ます。ます。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

高高高高層階における基本的な視点層階における基本的な視点層階における基本的な視点層階における基本的な視点 

共通事項における基本共通事項における基本共通事項における基本共通事項における基本的な視点的な視点的な視点的な視点 

————    ４４４４４４４４    ————    
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（（（（８８８８））））想定する駐車場の規模想定する駐車場の規模想定する駐車場の規模想定する駐車場の規模    

    

新庁舎の駐車場新庁舎の駐車場新庁舎の駐車場新庁舎の駐車場についてについてについてについては、来庁者用として約は、来庁者用として約は、来庁者用として約は、来庁者用として約１５０１５０１５０１５０    台の確保を台の確保を台の確保を台の確保を目指します目指します目指します目指します。。。。        

なお、なお、なお、なお、公用車用駐車場公用車用駐車場公用車用駐車場公用車用駐車場は、新庁舎の位置が「現庁舎は、新庁舎の位置が「現庁舎は、新庁舎の位置が「現庁舎は、新庁舎の位置が「現庁舎敷地敷地敷地敷地」を利用する場合、敷地が」を利用する場合、敷地が」を利用する場合、敷地が」を利用する場合、敷地が

狭隘であることから、狭隘であることから、狭隘であることから、狭隘であることから、周辺市有地の周辺市有地の周辺市有地の周辺市有地の敷地外駐車場の活用を検討します。敷地外駐車場の活用を検討します。敷地外駐車場の活用を検討します。敷地外駐車場の活用を検討します。    

また、公共交通機関また、公共交通機関また、公共交通機関また、公共交通機関の利用をはじめ、の利用をはじめ、の利用をはじめ、の利用をはじめ、自転車自転車自転車自転車やややや徒歩など徒歩など徒歩など徒歩などによるコンパクトシティのによるコンパクトシティのによるコンパクトシティのによるコンパクトシティの

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりを推進するとともにを推進するとともにを推進するとともにを推進するとともに、高齢社会への対応や環境負荷の軽減のため、、高齢社会への対応や環境負荷の軽減のため、、高齢社会への対応や環境負荷の軽減のため、、高齢社会への対応や環境負荷の軽減のため、公共公共公共公共交交交交

通の利便性向上に努め、来庁者にはリーバスや路線バスなどの利用を通の利便性向上に努め、来庁者にはリーバスや路線バスなどの利用を通の利便性向上に努め、来庁者にはリーバスや路線バスなどの利用を通の利便性向上に努め、来庁者にはリーバスや路線バスなどの利用を促進促進促進促進していきましていきましていきましていきま

す。す。す。す。    

さらに、コミュニティセンターにおける窓口業務等の充実による利用促進を図るとさらに、コミュニティセンターにおける窓口業務等の充実による利用促進を図るとさらに、コミュニティセンターにおける窓口業務等の充実による利用促進を図るとさらに、コミュニティセンターにおける窓口業務等の充実による利用促進を図ると

ともに、窓口業務をはじめとするともに、窓口業務をはじめとするともに、窓口業務をはじめとするともに、窓口業務をはじめとする市民サービスの迅速化や市民サービスの迅速化や市民サービスの迅速化や市民サービスの迅速化や市市市市庁舎外におけ庁舎外におけ庁舎外におけ庁舎外における証明書なる証明書なる証明書なる証明書な

どの自動交付機設置どの自動交付機設置どの自動交付機設置どの自動交付機設置のののの拡大を検討し拡大を検討し拡大を検討し拡大を検討しながらながらながらながら、駐車滞留時間の短縮を図り、限られた駐、駐車滞留時間の短縮を図り、限られた駐、駐車滞留時間の短縮を図り、限られた駐、駐車滞留時間の短縮を図り、限られた駐

車場の利用効率を高めます。車場の利用効率を高めます。車場の利用効率を高めます。車場の利用効率を高めます。    

特に、特に、特に、特に、駐車場の配置については、駐車場の配置については、駐車場の配置については、駐車場の配置については、リーバス等の敷地内への導線や使いやすい区画割リーバス等の敷地内への導線や使いやすい区画割リーバス等の敷地内への導線や使いやすい区画割リーバス等の敷地内への導線や使いやすい区画割

の配置を基本に、の配置を基本に、の配置を基本に、の配置を基本に、周辺周辺周辺周辺道路道路道路道路の良好な交通環境を確保するため、円滑の良好な交通環境を確保するため、円滑の良好な交通環境を確保するため、円滑の良好な交通環境を確保するため、円滑に入出できる駐車に入出できる駐車に入出できる駐車に入出できる駐車

場形態の場形態の場形態の場形態の検討を行います。検討を行います。検討を行います。検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

————    ４４４４５５５５    ————    

 

    

【来庁者用】：１５０台【来庁者用】：１５０台【来庁者用】：１５０台【来庁者用】：１５０台    

所轄人口：７０，０００人所轄人口：７０，０００人所轄人口：７０，０００人所轄人口：７０，０００人    （３０，０００人は出先機関及びコミセン利用を想定）（３０，０００人は出先機関及びコミセン利用を想定）（３０，０００人は出先機関及びコミセン利用を想定）（３０，０００人は出先機関及びコミセン利用を想定）    

来庁者割合：０．９％（窓口）、０．６５％（窓口以外）来庁者割合：０．９％（窓口）、０．６５％（窓口以外）来庁者割合：０．９％（窓口）、０．６５％（窓口以外）来庁者割合：０．９％（窓口）、０．６５％（窓口以外）    

    

（窓口部門）（窓口部門）（窓口部門）（窓口部門）    

            集中率（集中率（集中率（集中率（αααα）：一般事務所、美術館タイプ相当）：一般事務所、美術館タイプ相当）：一般事務所、美術館タイプ相当）：一般事務所、美術館タイプ相当    αααα＝３０％＝３０％＝３０％＝３０％    

            平均滞留時間（平均滞留時間（平均滞留時間（平均滞留時間（TTTT１）：３０分１）：３０分１）：３０分１）：３０分    

滞留率：滞留率：滞留率：滞留率：αααα××××30/6030/6030/6030/60 分＝１５％分＝１５％分＝１５％分＝１５％    

来庁台数＝所轄人口×来庁舎の人口における割合÷自動車保有率（栃木県）来庁台数＝所轄人口×来庁舎の人口における割合÷自動車保有率（栃木県）来庁台数＝所轄人口×来庁舎の人口における割合÷自動車保有率（栃木県）来庁台数＝所轄人口×来庁舎の人口における割合÷自動車保有率（栃木県）    

            来庁台数＝７０，０００×０．９％×１５％÷１．５５＝６１台来庁台数＝７０，０００×０．９％×１５％÷１．５５＝６１台来庁台数＝７０，０００×０．９％×１５％÷１．５５＝６１台来庁台数＝７０，０００×０．９％×１５％÷１．５５＝６１台    

    

（窓口以外）（窓口以外）（窓口以外）（窓口以外）    

            集中率（集中率（集中率（集中率（αααα）：３０％）：３０％）：３０％）：３０％    

            平均滞留時間（平均滞留時間（平均滞留時間（平均滞留時間（T1T1T1T1）：６０分）：６０分）：６０分）：６０分    

            滞留率：滞留率：滞留率：滞留率：αααα××××60/6060/6060/6060/60 分＝３０％分＝３０％分＝３０％分＝３０％    

            来庁台数＝７０，０００×０．６５％×３０％÷１．５５＝８８台来庁台数＝７０，０００×０．６５％×３０％÷１．５５＝８８台来庁台数＝７０，０００×０．６５％×３０％÷１．５５＝８８台来庁台数＝７０，０００×０．６５％×３０％÷１．５５＝８８台    

※来庁者用駐車場＝（窓口部門）＋（窓口以外）≒１５０台※来庁者用駐車場＝（窓口部門）＋（窓口以外）≒１５０台※来庁者用駐車場＝（窓口部門）＋（窓口以外）≒１５０台※来庁者用駐車場＝（窓口部門）＋（窓口以外）≒１５０台    

                                                            ※参考『建築計画・設計シリーズ庁舎建設』市ヶ谷出版※参考『建築計画・設計シリーズ庁舎建設』市ヶ谷出版※参考『建築計画・設計シリーズ庁舎建設』市ヶ谷出版※参考『建築計画・設計シリーズ庁舎建設』市ヶ谷出版    

 

駐車場規模算定駐車場規模算定駐車場規模算定駐車場規模算定    
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２２２２    新庁舎の事業規模（概算事業費）について新庁舎の事業規模（概算事業費）について新庁舎の事業規模（概算事業費）について新庁舎の事業規模（概算事業費）について    
    

（１）（１）（１）（１）事業費算定の考え方事業費算定の考え方事業費算定の考え方事業費算定の考え方        ～想定する事業費～～想定する事業費～～想定する事業費～～想定する事業費～    

    

庁舎の事業規模（事業費）については、整備手法等により事業費の庁舎の事業規模（事業費）については、整備手法等により事業費の庁舎の事業規模（事業費）については、整備手法等により事業費の庁舎の事業規模（事業費）については、整備手法等により事業費の算定算定算定算定額が変わ額が変わ額が変わ額が変わ

ってくるが、新庁舎の適切な規模の整備を行い事業費の低廉化に努めってくるが、新庁舎の適切な規模の整備を行い事業費の低廉化に努めってくるが、新庁舎の適切な規模の整備を行い事業費の低廉化に努めってくるが、新庁舎の適切な規模の整備を行い事業費の低廉化に努めることが望まることが望まることが望まることが望ま

れますれますれますれます。。。。    

財源については、財源については、財源については、財源については、庁舎整備に有利な「合併特例債」を活用庁舎整備に有利な「合併特例債」を活用庁舎整備に有利な「合併特例債」を活用庁舎整備に有利な「合併特例債」を活用するとともに、「庁舎するとともに、「庁舎するとともに、「庁舎するとともに、「庁舎

等整備基金」及び「一般財源」を充てること等整備基金」及び「一般財源」を充てること等整備基金」及び「一般財源」を充てること等整備基金」及び「一般財源」を充てることが考えられますが考えられますが考えられますが考えられます。。。。特に、特に、特に、特に、事業費に対す事業費に対す事業費に対す事業費に対す

る財源の裏付けを明確にる財源の裏付けを明確にる財源の裏付けを明確にる財源の裏付けを明確にするするするするとともに、将来にわたとともに、将来にわたとともに、将来にわたとともに、将来にわたりりりり健全健全健全健全なななな財政財政財政財政をををを堅持堅持堅持堅持することがすることがすることがすることが

望まれるため望まれるため望まれるため望まれるため、設計段階においてより詳、設計段階においてより詳、設計段階においてより詳、設計段階においてより詳細な分析と検討が必要細な分析と検討が必要細な分析と検討が必要細な分析と検討が必要になります。になります。になります。になります。    

            

①①①①     概算工事費算出における条件等概算工事費算出における条件等概算工事費算出における条件等概算工事費算出における条件等についてについてについてについて    
    

具体的な事業費の算出については、「基本設計」、「実施設計」において積算具体的な事業費の算出については、「基本設計」、「実施設計」において積算具体的な事業費の算出については、「基本設計」、「実施設計」において積算具体的な事業費の算出については、「基本設計」、「実施設計」において積算

することになすることになすることになすることになりますりますりますりますが、この段階での概算事業費を示す必要があることから、最が、この段階での概算事業費を示す必要があることから、最が、この段階での概算事業費を示す必要があることから、最が、この段階での概算事業費を示す必要があることから、最

近建設（計画）した庁舎を参考に近建設（計画）した庁舎を参考に近建設（計画）した庁舎を参考に近建設（計画）した庁舎を参考にするとともに、するとともに、するとともに、するとともに、建物本体工事費の他、建物本体工事費の他、建物本体工事費の他、建物本体工事費の他、仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎

費や解体工事等、費や解体工事等、費や解体工事等、費や解体工事等、様々な費用について想定し、概算事業費を算出します。様々な費用について想定し、概算事業費を算出します。様々な費用について想定し、概算事業費を算出します。様々な費用について想定し、概算事業費を算出します。    

なお、なお、なお、なお、「本体工事費」については、その施設の施設規模をはじめ、構造や「本体工事費」については、その施設の施設規模をはじめ、構造や「本体工事費」については、その施設の施設規模をはじめ、構造や「本体工事費」については、その施設の施設規模をはじめ、構造や耐震耐震耐震耐震

機能、さらには、機能、さらには、機能、さらには、機能、さらには、デザイン、仕様によって差異が生じデザイン、仕様によって差異が生じデザイン、仕様によって差異が生じデザイン、仕様によって差異が生じます。ます。ます。ます。    

前章までの内容を踏まえ前章までの内容を踏まえ前章までの内容を踏まえ前章までの内容を踏まえ、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり算出における算出における算出における算出における条件を設定します。条件を設定します。条件を設定します。条件を設定します。    

    

    

    

新庁舎の規模は、新庁舎の規模は、新庁舎の規模は、新庁舎の規模は、必要面積を必要面積を必要面積を必要面積を前提とし、構造は前提とし、構造は前提とし、構造は前提とし、構造は、想定する、想定する、想定する、想定する階数（高さ）で最階数（高さ）で最階数（高さ）で最階数（高さ）で最

も一般的であるも一般的であるも一般的であるも一般的である「「「「鉄骨鉄筋コンクリ－ト造鉄骨鉄筋コンクリ－ト造鉄骨鉄筋コンクリ－ト造鉄骨鉄筋コンクリ－ト造」を」を」を」を想定します。想定します。想定します。想定します。    

    

[[[[延床面積延床面積延床面積延床面積]]]]：：：：    15151515,000 ,000 ,000 ,000 ㎡㎡㎡㎡    

[[[[建物階数建物階数建物階数建物階数]]]]：：：：    地上地上地上地上６６６６～～～～７７７７階、地下なし階、地下なし階、地下なし階、地下なし    

[[[[構構構構            造造造造]]]]：：：：    鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）    

    

    
    

防災拠点施設として位置付ける庁舎は、その機能の確保防災拠点施設として位置付ける庁舎は、その機能の確保防災拠点施設として位置付ける庁舎は、その機能の確保防災拠点施設として位置付ける庁舎は、その機能の確保がががが要求されます。要求されます。要求されます。要求されます。    

耐震安全性の分類の中で新庁舎の構造体は「Ⅰ類」が要求され、その機能を耐震安全性の分類の中で新庁舎の構造体は「Ⅰ類」が要求され、その機能を耐震安全性の分類の中で新庁舎の構造体は「Ⅰ類」が要求され、その機能を耐震安全性の分類の中で新庁舎の構造体は「Ⅰ類」が要求され、その機能を

確保するため「重要度係数」により構造体強度の割増しが定められて確保するため「重要度係数」により構造体強度の割増しが定められて確保するため「重要度係数」により構造体強度の割増しが定められて確保するため「重要度係数」により構造体強度の割増しが定められています。います。います。います。    

 

 

 

 

    

    

    

 

建築物の構造建築物の構造建築物の構造建築物の構造耐力について、建築基準法で定める最低限の基準数値に、建物耐力について、建築基準法で定める最低限の基準数値に、建物耐力について、建築基準法で定める最低限の基準数値に、建物耐力について、建築基準法で定める最低限の基準数値に、建物

の用途別に割増を行うものです。割増を行うことにより耐久性を増大させ、災の用途別に割増を行うものです。割増を行うことにより耐久性を増大させ、災の用途別に割増を行うものです。割増を行うことにより耐久性を増大させ、災の用途別に割増を行うものです。割増を行うことにより耐久性を増大させ、災

害時における建物の機能維持、人命安全を確保することになります。害時における建物の機能維持、人命安全を確保することになります。害時における建物の機能維持、人命安全を確保することになります。害時における建物の機能維持、人命安全を確保することになります。 

重要度係数とは重要度係数とは重要度係数とは重要度係数とは？？？？ 

＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞    

【耐震安全性】【耐震安全性】【耐震安全性】【耐震安全性】 

【新庁舎の規模・構造】【新庁舎の規模・構造】【新庁舎の規模・構造】【新庁舎の規模・構造】 

————    ４４４４６６６６    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    ＜＜＜＜耐震性能および重要度係数耐震性能および重要度係数耐震性能および重要度係数耐震性能および重要度係数＞＞＞＞    
    

耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類耐震安全性の分類    耐震安全性の目標耐震安全性の目標耐震安全性の目標耐震安全性の目標    保有すべき性能保有すべき性能保有すべき性能保有すべき性能    重要度係数重要度係数重要度係数重要度係数    

＜＜＜＜Ⅰ類Ⅰ類Ⅰ類Ⅰ類＞＞＞＞    
特に構造体の耐震特に構造体の耐震特に構造体の耐震特に構造体の耐震    

性能の向上を図る性能の向上を図る性能の向上を図る性能の向上を図る    

べき施設べき施設べき施設べき施設    

大地震動後、構造体の補修をするこ大地震動後、構造体の補修をするこ大地震動後、構造体の補修をするこ大地震動後、構造体の補修をするこ    

となく建築物を使用できることをとなく建築物を使用できることをとなく建築物を使用できることをとなく建築物を使用できることを    

目標とし、人命の安全確保に加えて目標とし、人命の安全確保に加えて目標とし、人命の安全確保に加えて目標とし、人命の安全確保に加えて    

十分な機能確保が図られる。十分な機能確保が図られる。十分な機能確保が図られる。十分な機能確保が図られる。    

大地震動に対して無被害ある大地震動に対して無被害ある大地震動に対して無被害ある大地震動に対して無被害ある    

いは軽微な損傷に止まり、直いは軽微な損傷に止まり、直いは軽微な損傷に止まり、直いは軽微な損傷に止まり、直    

ちに補修を必要とするようなちに補修を必要とするようなちに補修を必要とするようなちに補修を必要とするような    

耐力低下を招くことがない。耐力低下を招くことがない。耐力低下を招くことがない。耐力低下を招くことがない。    

１．５１．５１．５１．５    

＜＜＜＜Ⅱ類Ⅱ類Ⅱ類Ⅱ類＞＞＞＞    
構造体の耐震性能構造体の耐震性能構造体の耐震性能構造体の耐震性能    

の向上を図るべきの向上を図るべきの向上を図るべきの向上を図るべき    

施設施設施設施設    

大地震動後、構造大地震動後、構造大地震動後、構造大地震動後、構造体の大きな補修を体の大きな補修を体の大きな補修を体の大きな補修を    

することなく建築物を使用できるすることなく建築物を使用できるすることなく建築物を使用できるすることなく建築物を使用できる    

ことを目標とし、人命の安全確保にことを目標とし、人命の安全確保にことを目標とし、人命の安全確保にことを目標とし、人命の安全確保に    

加えて機能確保が図られる。加えて機能確保が図られる。加えて機能確保が図られる。加えて機能確保が図られる。    

大地震動に対し比較的小さな大地震動に対し比較的小さな大地震動に対し比較的小さな大地震動に対し比較的小さな    

損傷に止まり、直ちに大きな損傷に止まり、直ちに大きな損傷に止まり、直ちに大きな損傷に止まり、直ちに大きな    

補修を必要とするような耐力補修を必要とするような耐力補修を必要とするような耐力補修を必要とするような耐力    

低下を招くことがない。低下を招くことがない。低下を招くことがない。低下を招くことがない。    

１．２５１．２５１．２５１．２５    

＜＜＜＜Ⅲ類Ⅲ類Ⅲ類Ⅲ類＞＞＞＞    
建築基準法に基づ建築基準法に基づ建築基準法に基づ建築基準法に基づ    

く耐震性能を確保く耐震性能を確保く耐震性能を確保く耐震性能を確保    

する施設する施設する施設する施設    

大地震動により構造体の部分的な大地震動により構造体の部分的な大地震動により構造体の部分的な大地震動により構造体の部分的な    

損傷は生じるが、建築物全体の耐力損傷は生じるが、建築物全体の耐力損傷は生じるが、建築物全体の耐力損傷は生じるが、建築物全体の耐力    

の低下は著しくないことを目標との低下は著しくないことを目標との低下は著しくないことを目標との低下は著しくないことを目標と    

し、人命の安全確保が図られる。し、人命の安全確保が図られる。し、人命の安全確保が図られる。し、人命の安全確保が図られる。    

    

大地震動に対して部分的な損大地震動に対して部分的な損大地震動に対して部分的な損大地震動に対して部分的な損    

傷は生じるものの、倒壊、部傷は生じるものの、倒壊、部傷は生じるものの、倒壊、部傷は生じるものの、倒壊、部    

分倒壊などの大きな損傷は発分倒壊などの大きな損傷は発分倒壊などの大きな損傷は発分倒壊などの大きな損傷は発    

生せず、生せず、生せず、生せず、著しい耐力低下を招著しい耐力低下を招著しい耐力低下を招著しい耐力低下を招    

くことがない。くことがない。くことがない。くことがない。    

１，０１，０１，０１，０    

※※※※官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説よりよりよりより    
 

 

    
    

耐震性能については、耐震性能については、耐震性能については、耐震性能については、次の次の次の次の3333つの構造体つの構造体つの構造体つの構造体について概算工事を試算し、比較検討について概算工事を試算し、比較検討について概算工事を試算し、比較検討について概算工事を試算し、比較検討

しししします。ます。ます。ます。    

    

    

新庁舎を防災拠点と位置付けることにより、耐震安全性は、重要度係数新庁舎を防災拠点と位置付けることにより、耐震安全性は、重要度係数新庁舎を防災拠点と位置付けることにより、耐震安全性は、重要度係数新庁舎を防災拠点と位置付けることにより、耐震安全性は、重要度係数1.51.51.51.5相相相相

当の確保が必要で当の確保が必要で当の確保が必要で当の確保が必要でありまありまありまあります。す。す。す。    

耐震性能別に算出した概算工事費耐震性能別に算出した概算工事費耐震性能別に算出した概算工事費耐震性能別に算出した概算工事費は次のとおりです。は次のとおりです。は次のとおりです。は次のとおりです。    

    

＜＜＜＜躯体の構造種別による概算工事費の比較躯体の構造種別による概算工事費の比較躯体の構造種別による概算工事費の比較躯体の構造種別による概算工事費の比較＞＞＞＞ 

 

項項項項            目目目目    耐震耐震耐震耐震構造構造構造構造    制震制震制震制震構造構造構造構造    免震構造免震構造免震構造免震構造    

【共【共【共【共            通】通】通】通】 

○○○○延床面積延床面積延床面積延床面積：：：：11115555,000 ,000 ,000 ,000 ㎡㎡㎡㎡    

○○○○構構構構        造造造造：：：：鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）造）造）造）    

○○○○重要度係数重要度係数重要度係数重要度係数は、１．５は、１．５は、１．５は、１．５相当相当相当相当とする。とする。とする。とする。    

○○○○建物仕様建物仕様建物仕様建物仕様等は、前項の等は、前項の等は、前項の等は、前項の標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様とする。とする。とする。とする。 

㎡㎡㎡㎡    単単単単    価価価価    ３０５３０５３０５３０５千円千円千円千円    ３２０３２０３２０３２０千円千円千円千円    ３３５３３５３３５３３５千円千円千円千円    

概算工事費概算工事費概算工事費概算工事費    4,575,0004,575,0004,575,0004,575,000千円千円千円千円    4,800,0004,800,0004,800,0004,800,000千円千円千円千円    5,025,0005,025,0005,025,0005,025,000千円千円千円千円    

耐震構造耐震構造耐震構造耐震構造・・・・    制震構造制震構造制震構造制震構造・・・・免震構造免震構造免震構造免震構造 

【耐震性能】【耐震性能】【耐震性能】【耐震性能】 

————    ４４４４７７７７    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

    

    

概算工事費算出のための条件を概算工事費算出のための条件を概算工事費算出のための条件を概算工事費算出のための条件を次次次次のとおり設定します。仕様のとおり設定します。仕様のとおり設定します。仕様のとおり設定します。仕様内容内容内容内容については、建については、建については、建については、建

築築築築工事工事工事工事においての標準的なものとしにおいての標準的なものとしにおいての標準的なものとしにおいての標準的なものとします。ます。ます。ます。    

    

＜建築工事に関する仕様＜建築工事に関する仕様＜建築工事に関する仕様＜建築工事に関する仕様内容内容内容内容等＞等＞等＞等＞    

項項項項        目目目目    仕仕仕仕    様様様様    内内内内    容容容容    

【建設場所による制約】【建設場所による制約】【建設場所による制約】【建設場所による制約】    ：市街地、寒冷地の仕様とする。：市街地、寒冷地の仕様とする。：市街地、寒冷地の仕様とする。：市街地、寒冷地の仕様とする。    

【【【【地 下 階 の 有地 下 階 の 有地 下 階 の 有地 下 階 の 有 無無無無】】】】    ：地下階は想定しない。：地下階は想定しない。：地下階は想定しない。：地下階は想定しない。    

【基【基【基【基                            礎】礎】礎】礎】    ：杭工有とする。：杭工有とする。：杭工有とする。：杭工有とする。    

【躯【躯【躯【躯        体（構体（構体（構体（構    造）】造）】造）】造）】    ：鉄骨鉄筋コンクリート造（：鉄骨鉄筋コンクリート造（：鉄骨鉄筋コンクリート造（：鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC SRC SRC SRC 造）とする。造）とする。造）とする。造）とする。    

【仕【仕【仕【仕    上上上上    げ】げ】げ】げ】    

屋屋屋屋    根根根根    ：コンクリート造とする。：コンクリート造とする。：コンクリート造とする。：コンクリート造とする。    

外外外外    壁壁壁壁    ：タイル張り及び塗装仕上げとする。：タイル張り及び塗装仕上げとする。：タイル張り及び塗装仕上げとする。：タイル張り及び塗装仕上げとする。    

窓窓窓窓    ：外部開口部は、断熱性のアルミサッシとする。：外部開口部は、断熱性のアルミサッシとする。：外部開口部は、断熱性のアルミサッシとする。：外部開口部は、断熱性のアルミサッシとする。    

【内【内【内【内            装】装】装】装】    

床床床床    ：タイルカーペット、ビニル床シート：タイルカーペット、ビニル床シート：タイルカーペット、ビニル床シート：タイルカーペット、ビニル床シート    

壁壁壁壁    ：クロス、塗装、木：クロス、塗装、木：クロス、塗装、木：クロス、塗装、木    

天井天井天井天井    ：岩綿吸音板：岩綿吸音板：岩綿吸音板：岩綿吸音板    

※なお、内容については、地場産材を活用した木質化を前提※なお、内容については、地場産材を活用した木質化を前提※なお、内容については、地場産材を活用した木質化を前提※なお、内容については、地場産材を活用した木質化を前提

とする。とする。とする。とする。    

    

＜電気・機械設備・防災拠点施設設備工事に関する仕様＜電気・機械設備・防災拠点施設設備工事に関する仕様＜電気・機械設備・防災拠点施設設備工事に関する仕様＜電気・機械設備・防災拠点施設設備工事に関する仕様内容内容内容内容等＞等＞等＞等＞    

項項項項        目目目目    仕仕仕仕    様様様様    内内内内    容容容容    

【電気設備関係】【電気設備関係】【電気設備関係】【電気設備関係】    
照明照明照明照明    

：蛍光灯を主体とする。部分的に「ＬＥＤ」や人：蛍光灯を主体とする。部分的に「ＬＥＤ」や人：蛍光灯を主体とする。部分的に「ＬＥＤ」や人：蛍光灯を主体とする。部分的に「ＬＥＤ」や人

感センサーを採用する。感センサーを採用する。感センサーを採用する。感センサーを採用する。    

    なお、電気容量は、一般オフィス同等（なお、電気容量は、一般オフィス同等（なお、電気容量は、一般オフィス同等（なお、電気容量は、一般オフィス同等（0.180.180.180.18ＫＶＡ／ＫＶＡ／ＫＶＡ／ＫＶＡ／

㎡㎡㎡㎡程度）とする。程度）とする。程度）とする。程度）とする。    

その他の設備その他の設備その他の設備その他の設備    ：太陽光発電設備の導入を想定する。：太陽光発電設備の導入を想定する。：太陽光発電設備の導入を想定する。：太陽光発電設備の導入を想定する。    

【空調設備関係】【空調設備関係】【空調設備関係】【空調設備関係】    

：エリア毎の冷暖房切替方式とする。：エリア毎の冷暖房切替方式とする。：エリア毎の冷暖房切替方式とする。：エリア毎の冷暖房切替方式とする。    

空調面積率は、延床面積の空調面積率は、延床面積の空調面積率は、延床面積の空調面積率は、延床面積の75757575％程度％程度％程度％程度    

：換気は、機械換気とし、自然換気を有効に利用：換気は、機械換気とし、自然換気を有効に利用：換気は、機械換気とし、自然換気を有効に利用：換気は、機械換気とし、自然換気を有効に利用

する。する。する。する。    

【衛生設備関係】【衛生設備関係】【衛生設備関係】【衛生設備関係】    

給水給水給水給水    ：上水道及び雨水の利用を想定する。：上水道及び雨水の利用を想定する。：上水道及び雨水の利用を想定する。：上水道及び雨水の利用を想定する。    

排水排水排水排水    ：下水道の利用を想定する。：下水道の利用を想定する。：下水道の利用を想定する。：下水道の利用を想定する。    

衛生衛生衛生衛生    ：節水型の器具と：節水型の器具と：節水型の器具と：節水型の器具とする。する。する。する。    

【昇降機設備関係】【昇降機設備関係】【昇降機設備関係】【昇降機設備関係】    

：標準タイプを採用し、身障者対応とする。：標準タイプを採用し、身障者対応とする。：標準タイプを採用し、身障者対応とする。：標準タイプを採用し、身障者対応とする。    

    なお、設置数については、荷物用も含めその必なお、設置数については、荷物用も含めその必なお、設置数については、荷物用も含めその必なお、設置数については、荷物用も含めその必

要性について、十分な検討が必要である。要性について、十分な検討が必要である。要性について、十分な検討が必要である。要性について、十分な検討が必要である。    

【防災拠点施設設備関係】【防災拠点施設設備関係】【防災拠点施設設備関係】【防災拠点施設設備関係】    ：非常用発電機及び大型受水槽、備蓄倉庫などを：非常用発電機及び大型受水槽、備蓄倉庫などを：非常用発電機及び大型受水槽、備蓄倉庫などを：非常用発電機及び大型受水槽、備蓄倉庫などを

想定する。想定する。想定する。想定する。    

【【【【概算工事費算出のための条件概算工事費算出のための条件概算工事費算出のための条件概算工事費算出のための条件】】】】 

————    ４４４４８８８８    ————    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（２２２２））））概算事業費の算出概算事業費の算出概算事業費の算出概算事業費の算出    

    

近年の同規模の庁舎における㎡当りの単価は別紙参考資料のとおりとなって近年の同規模の庁舎における㎡当りの単価は別紙参考資料のとおりとなって近年の同規模の庁舎における㎡当りの単価は別紙参考資料のとおりとなって近年の同規模の庁舎における㎡当りの単価は別紙参考資料のとおりとなって

いますいますいますいます。。。。    

ここでは、県内における先進市（別紙資料）のここでは、県内における先進市（別紙資料）のここでは、県内における先進市（別紙資料）のここでは、県内における先進市（別紙資料）の本体工事費算出額本体工事費算出額本体工事費算出額本体工事費算出額をををを参考に参考に参考に参考にしなしなしなしな

がらがらがらがら、、、、耐震化や耐震化や耐震化や耐震化や自然エネルギー等の導入を見据え、自然エネルギー等の導入を見据え、自然エネルギー等の導入を見据え、自然エネルギー等の導入を見据え、㎡単価を㎡単価を㎡単価を㎡単価を「「「「33.533.533.533.5万円／㎡」万円／㎡」万円／㎡」万円／㎡」

と想定して概算事業と想定して概算事業と想定して概算事業と想定して概算事業費を算出費を算出費を算出費を算出しますしますしますします。。。。    

                なお、なお、なお、なお、構造躯体は構造躯体は構造躯体は構造躯体は、、、、鉄骨鉄筋コンクリート造とし、建物の仕様鉄骨鉄筋コンクリート造とし、建物の仕様鉄骨鉄筋コンクリート造とし、建物の仕様鉄骨鉄筋コンクリート造とし、建物の仕様内容内容内容内容はははは、、、、標準的標準的標準的標準的

な仕様とします。な仕様とします。な仕様とします。な仕様とします。    
耐震性能項目 
 
 
 

施設の規模・構造等に関するこれまでの検討内容を踏まえ、また、本体以外の工事費施設の規模・構造等に関するこれまでの検討内容を踏まえ、また、本体以外の工事費施設の規模・構造等に関するこれまでの検討内容を踏まえ、また、本体以外の工事費施設の規模・構造等に関するこれまでの検討内容を踏まえ、また、本体以外の工事費

にあっては一般的な事例等から算出した場合にあっては一般的な事例等から算出した場合にあっては一般的な事例等から算出した場合にあっては一般的な事例等から算出した場合のののの概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費であります。であります。であります。であります。    
 

区区区区    分分分分    数数数数        量量量量    
単単単単        価価価価    

（（（（千千千千円円円円////㎡）㎡）㎡）㎡）    

概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費    

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）    
備備備備    考考考考    

本体工事費本体工事費本体工事費本体工事費    15,00015,00015,00015,000㎡㎡㎡㎡    335335335335    5,025,0005,025,0005,025,0005,025,000    ※免震構造とした場合※免震構造とした場合※免震構造とした場合※免震構造とした場合    

外構工事費外構工事費外構工事費外構工事費    一式一式一式一式        82,00082,00082,00082,000    

※敷地面積から新庁舎※敷地面積から新庁舎※敷地面積から新庁舎※敷地面積から新庁舎

建築面積を除いた面建築面積を除いた面建築面積を除いた面建築面積を除いた面積積積積    

（現敷地（現敷地（現敷地（現敷地7,2437,2437,2437,243㎡－想㎡－想㎡－想㎡－想

定建築面積定建築面積定建築面積定建築面積3,0003,0003,0003,000㎡）㎡）㎡）㎡）    

設計監理費設計監理費設計監理費設計監理費    一式一式一式一式        70,00070,00070,00070,000        

用地取得費用地取得費用地取得費用地取得費    （※現時点においては（※現時点においては（※現時点においては（※現時点においては、算定し、算定し、算定し、算定しないこととします。）ないこととします。）ないこととします。）ないこととします。）    

仮設庁舎費仮設庁舎費仮設庁舎費仮設庁舎費    7,5027,5027,5027,502㎡㎡㎡㎡    75757575    562,000562,000562,000562,000    
※※※※本館・新館のみ。東館本館・新館のみ。東館本館・新館のみ。東館本館・新館のみ。東館

は継続使用。設計費込は継続使用。設計費込は継続使用。設計費込は継続使用。設計費込    

建物解体撤去建物解体撤去建物解体撤去建物解体撤去

費費費費    
8,9618,9618,9618,961㎡㎡㎡㎡    21.821.821.821.8    195,000195,000195,000195,000    ※※※※現庁舎全て、設計費込現庁舎全て、設計費込現庁舎全て、設計費込現庁舎全て、設計費込    

備品購入費備品購入費備品購入費備品購入費    一式一式一式一式        100,000100,000100,000100,000        

引越費用引越費用引越費用引越費用    一式一式一式一式        10,00010,00010,00010,000        

概算額計概算額計概算額計概算額計            6,044,0006,044,0006,044,0006,044,000        

 

 

 

 

 

 

 
※同時期に開催される「東京オリンピック」に※同時期に開催される「東京オリンピック」に※同時期に開催される「東京オリンピック」に※同時期に開催される「東京オリンピック」に伴い建設費（資材費・人件費等）の高騰（直接工伴い建設費（資材費・人件費等）の高騰（直接工伴い建設費（資材費・人件費等）の高騰（直接工伴い建設費（資材費・人件費等）の高騰（直接工

事費：最大事費：最大事費：最大事費：最大 1.21.21.21.2 倍程度）が予想されるため、柔軟な対応が必要であると思われます。倍程度）が予想されるため、柔軟な対応が必要であると思われます。倍程度）が予想されるため、柔軟な対応が必要であると思われます。倍程度）が予想されるため、柔軟な対応が必要であると思われます。 

＜想定される＜想定される＜想定される＜想定される概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費＞＞＞＞……………………現庁舎敷地に整備の場合現庁舎敷地に整備の場合現庁舎敷地に整備の場合現庁舎敷地に整備の場合    

◆想定する◆想定する◆想定する◆想定する新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの整備事業費整備事業費整備事業費整備事業費は、は、は、は、「約６０億円」「約６０億円」「約６０億円」「約６０億円」程度を上限と程度を上限と程度を上限と程度を上限と    

想定します。想定します。想定します。想定します。 

————    ４４４４９９９９    ————    

従って、想定する事業費従って、想定する事業費従って、想定する事業費従って、想定する事業費    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

（３）（３）（３）（３）財源の検討財源の検討財源の検討財源の検討        ～～～～財政負担のシミュレーション財政負担のシミュレーション財政負担のシミュレーション財政負担のシミュレーション～～～～    
    

財源については、国からの財政支援において有利な「合併特例債」財源については、国からの財政支援において有利な「合併特例債」財源については、国からの財政支援において有利な「合併特例債」財源については、国からの財政支援において有利な「合併特例債」及び及び及び及び新庁舎建新庁舎建新庁舎建新庁舎建

設のための基金の活用設のための基金の活用設のための基金の活用設のための基金の活用が考えられますが考えられますが考えられますが考えられます。。。。    

なお、財源の確保に努めながら、なお、財源の確保に努めながら、なお、財源の確保に努めながら、なお、財源の確保に努めながら、一般財源額の抑制を図ります。一般財源額の抑制を図ります。一般財源額の抑制を図ります。一般財源額の抑制を図ります。    

    

    ①①①①    合併特例債の活用合併特例債の活用合併特例債の活用合併特例債の活用    
            

新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎整備整備整備整備のののの主な主な主な主な財源財源財源財源として、「として、「として、「として、「合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債」」」」の活用を予定しています。一般的の活用を予定しています。一般的の活用を予定しています。一般的の活用を予定しています。一般的    

に庁舎建設については、国や県の補助金がないため、建に庁舎建設については、国や県の補助金がないため、建に庁舎建設については、国や県の補助金がないため、建に庁舎建設については、国や県の補助金がないため、建設のための基金や起債事業設のための基金や起債事業設のための基金や起債事業設のための基金や起債事業

で賄っていますが、この場合で賄っていますが、この場合で賄っていますが、この場合で賄っていますが、この場合にはにはにはには交付税措置はありません。交付税措置はありません。交付税措置はありません。交付税措置はありません。    

    

合併特例債は合併特例債は合併特例債は合併特例債は、、、、合併市町村が使用できる市債（借金）で、後年度に返済する元金合併市町村が使用できる市債（借金）で、後年度に返済する元金合併市町村が使用できる市債（借金）で、後年度に返済する元金合併市町村が使用できる市債（借金）で、後年度に返済する元金

と利子のと利子のと利子のと利子の 70707070％が国から地方交付税として措置される有利な市債で％が国から地方交付税として措置される有利な市債で％が国から地方交付税として措置される有利な市債で％が国から地方交付税として措置される有利な市債でありまありまありまあります。す。す。す。                        

本市の場合は、平成本市の場合は、平成本市の場合は、平成本市の場合は、平成 18 18 18 18 年の旧年の旧年の旧年の旧粟野町粟野町粟野町粟野町との合併によりとの合併によりとの合併によりとの合併により、、、、合併特例債が活用できる合併特例債が活用できる合併特例債が活用できる合併特例債が活用できる

期間は、合併から期間は、合併から期間は、合併から期間は、合併から 10101010 か年（平成か年（平成か年（平成か年（平成 27272727 年度まで）となっていましたが、東日本大震年度まで）となっていましたが、東日本大震年度まで）となっていましたが、東日本大震年度まで）となっていましたが、東日本大震

災以後の法律の改正により災以後の法律の改正により災以後の法律の改正により災以後の法律の改正によりさらにさらにさらにさらに 5555 年間延長され、平成年間延長され、平成年間延長され、平成年間延長され、平成 32323232 年度まで活用すること年度まで活用すること年度まで活用すること年度まで活用すること

が可能になりました。が可能になりました。が可能になりました。が可能になりました。        

    

新庁舎整備に合併特例債を活用新庁舎整備に合併特例債を活用新庁舎整備に合併特例債を活用新庁舎整備に合併特例債を活用するため、するため、するため、するため、庁舎整備基本構想の策定後、庁舎整備基本構想の策定後、庁舎整備基本構想の策定後、庁舎整備基本構想の策定後、「「「「鹿沼新鹿沼新鹿沼新鹿沼新

市建設計画“かぬまあわの新市まちづくりプラン”」市建設計画“かぬまあわの新市まちづくりプラン”」市建設計画“かぬまあわの新市まちづくりプラン”」市建設計画“かぬまあわの新市まちづくりプラン”」の見直しを行います。の見直しを行います。の見直しを行います。の見直しを行います。    

しかし、合併特例債といえども後年度負担を伴しかし、合併特例債といえども後年度負担を伴しかし、合併特例債といえども後年度負担を伴しかし、合併特例債といえども後年度負担を伴いますいますいますいますから、から、から、から、より一層のより一層のより一層のより一層の行政改革行政改革行政改革行政改革

の推進を図りながら、健全財政の維持に努めるの推進を図りながら、健全財政の維持に努めるの推進を図りながら、健全財政の維持に努めるの推進を図りながら、健全財政の維持に努める必要があります必要があります必要があります必要があります。。。。    

    

    ②②②②    基金の活用基金の活用基金の活用基金の活用    
    

起債対象経費に充当されない起債対象経費に充当されない起債対象経費に充当されない起債対象経費に充当されない 5555％の事業費と起債対象外経費については、一般財％の事業費と起債対象外経費については、一般財％の事業費と起債対象外経費については、一般財％の事業費と起債対象外経費については、一般財

源が必要となるため源が必要となるため源が必要となるため源が必要となるため、「庁舎建設基金」、「庁舎建設基金」、「庁舎建設基金」、「庁舎建設基金」の積立の措置が必要となりますの積立の措置が必要となりますの積立の措置が必要となりますの積立の措置が必要となります    

    

    

    

    

 

 

 

 

    

    
    

    

    

    

    

————    ５０５０５０５０    ————    

【【【【庁舎建設基金庁舎建設基金庁舎建設基金庁舎建設基金】】】】⇒平成２５年度現在残高：７億円⇒平成２５年度現在残高：７億円⇒平成２５年度現在残高：７億円⇒平成２５年度現在残高：７億円    

 

合併市町村がまちづくり推進のため合併市町村がまちづくり推進のため合併市町村がまちづくり推進のため合併市町村がまちづくり推進のため、、、、市町村建設計画に基づいて市町村建設計画に基づいて市町村建設計画に基づいて市町村建設計画に基づいて行う行う行う行う事業や事業や事業や事業や    

基金の積立に要する経費について基金の積立に要する経費について基金の積立に要する経費について基金の積立に要する経費について、、、、合併年度及びこれに続く合併年度及びこれに続く合併年度及びこれに続く合併年度及びこれに続く10 10 10 10 カカカカ年度年度年度年度（（（（5555かかかか

年延長可）年延長可）年延長可）年延長可）に限りに限りに限りに限り、、、、その財源として借入れることができる地方債（借金）その財源として借入れることができる地方債（借金）その財源として借入れることができる地方債（借金）その財源として借入れることができる地方債（借金）ですですですです。。。。    

合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業や合併に伴い必要とな合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業や合併に伴い必要とな合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業や合併に伴い必要とな合併した市町村が行う市町村建設計画に基づく事業や合併に伴い必要とな

る事業に係る経費のる事業に係る経費のる事業に係る経費のる事業に係る経費の「「「「95959595％％％％」」」」まで借り入れすることができまで借り入れすることができまで借り入れすることができまで借り入れすることができ、、、、返済額の返済額の返済額の返済額の 70707070％が％が％が％が

国からの普通交付税国からの普通交付税国からの普通交付税国からの普通交付税としてとしてとしてとして措置され措置され措置され措置されますますますます。。。。 

合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債とはとはとはとは？？？？ 

＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞＜用語解説＞    



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

＜＜＜＜新庁舎整備事業費を６０億円と想定した場合新庁舎整備事業費を６０億円と想定した場合新庁舎整備事業費を６０億円と想定した場合新庁舎整備事業費を６０億円と想定した場合のシミュレーションのシミュレーションのシミュレーションのシミュレーション＞＞＞＞    
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
    

 

 

 

 

 

合併特例債の借入額に対する地方交付税算入額合併特例債の借入額に対する地方交付税算入額合併特例債の借入額に対する地方交付税算入額合併特例債の借入額に対する地方交付税算入額                                    市の実質的な負担額市の実質的な負担額市の実質的な負担額市の実質的な負担額    

＜＜＜＜約５７％約５７％約５７％約５７％＞＞＞＞    

地方交付税算入額地方交付税算入額地方交付税算入額地方交付税算入額    

＜約４３％＞＜約４３％＞＜約４３％＞＜約４３％＞    

建設基金・一般財源建設基金・一般財源建設基金・一般財源建設基金・一般財源    

    

    

合併特例債を活用した場合、合併特例債を活用した場合、合併特例債を活用した場合、合併特例債を活用した場合、簡単な簡単な簡単な簡単な試算で試算で試算で試算でははははありますが、総費用の約５７ありますが、総費用の約５７ありますが、総費用の約５７ありますが、総費用の約５７%%%%が国が国が国が国

から財政支援されます。から財政支援されます。から財政支援されます。から財政支援されます。    

従って、市は約４３従って、市は約４３従って、市は約４３従って、市は約４３%%%%の費用負担で本庁舎を整備することができます。の費用負担で本庁舎を整備することができます。の費用負担で本庁舎を整備することができます。の費用負担で本庁舎を整備することができます。    

    

    

    

新庁舎整新庁舎整新庁舎整新庁舎整備事業費６０億円備事業費６０億円備事業費６０億円備事業費６０億円    

（合（合（合（合    併併併併    特特特特    例例例例    債）債）債）債）    

         

             48.548.548.548.5 億円億円億円億円（（（（2222 年据置年据置年据置年据置 10101010 年で返済）年で返済）年で返済）年で返済）    

＜＜＜＜    充充充充    当当当当    率率率率    ９５９５９５９５    ％％％％＞＞＞＞    

    

    

元利償還金の元利償還金の元利償還金の元利償還金の70707070％を％を％を％を    

普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税の基準財の基準財の基準財の基準財    

政需要額に算入。政需要額に算入。政需要額に算入。政需要額に算入。    

対象事業費対象事業費対象事業費対象事業費    

（整備費の（整備費の（整備費の（整備費の 85%85%85%85%）））） 

51515151 億円億円億円億円    

 

対象外対象外対象外対象外    

(15(15(15(15％％％％))))    

9999 億円億円億円億円 

一般財源一般財源一般財源一般財源            一般財源一般財源一般財源一般財源    

9999億円億円億円億円    

 
＜５％＞＜５％＞＜５％＞＜５％＞            庁舎等整備基金庁舎等整備基金庁舎等整備基金庁舎等整備基金    

７７７７億円億円億円億円    

2.52.52.52.5 億円億円億円億円            一般財源一般財源一般財源一般財源    

２億円２億円２億円２億円    

    

合併特例債可能額：合併特例債可能額：合併特例債可能額：合併特例債可能額：５８５８５８５８億億億億    

————    ５１５１５１５１    ————    

整備事業費における自己負担率整備事業費における自己負担率整備事業費における自己負担率整備事業費における自己負担率 



        

新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備構構構構構構構構想想想想想想想想骨骨骨骨骨骨骨骨子子子子子子子子（（（（（（（（案案案案案案案案））））））））        

 

    

【【【【市債の健全化市債の健全化市債の健全化市債の健全化】】】】    ～～～～～～～～鹿沼市第４期鹿沼市第４期鹿沼市第４期鹿沼市第４期「「「「財政健全化推進計画財政健全化推進計画財政健全化推進計画財政健全化推進計画」」」」によりによりによりにより～～～～～～～～    

    

    

    ■■■■市債借入を抑制し、特に「建設事業債」については、５年間の発行額の上限を市債借入を抑制し、特に「建設事業債」については、５年間の発行額の上限を市債借入を抑制し、特に「建設事業債」については、５年間の発行額の上限を市債借入を抑制し、特に「建設事業債」については、５年間の発行額の上限を

「「「「100100100100 億円、年平均億円、年平均億円、年平均億円、年平均 20202020 億円以内」としてい億円以内」としてい億円以内」としてい億円以内」としていますますますます。。。。    

■■■■起債制限をするための指標である実質公債費比率起債制限をするための指標である実質公債費比率起債制限をするための指標である実質公債費比率起債制限をするための指標である実質公債費比率（平成（平成（平成（平成 23232323 年度：年度：年度：年度：5.15.15.15.1％）％）％）％）は、は、は、は、

元利償還金が普通交付税の基準財政需要額に措置される有利な起債の活用を図元利償還金が普通交付税の基準財政需要額に措置される有利な起債の活用を図元利償還金が普通交付税の基準財政需要額に措置される有利な起債の活用を図元利償還金が普通交付税の基準財政需要額に措置される有利な起債の活用を図

りながら、りながら、りながら、りながら、「「「「5555％」％」％」％」を目指していを目指していを目指していを目指しています。ます。ます。ます。    

    ・・・・・・・・・・・・自治体の借金である市債の状況を把握するための指標として，公債費負担自治体の借金である市債の状況を把握するための指標として，公債費負担自治体の借金である市債の状況を把握するための指標として，公債費負担自治体の借金である市債の状況を把握するための指標として，公債費負担

比率が用いられ比率が用いられ比率が用いられ比率が用いられますますますます。公債費負担比率。公債費負担比率。公債費負担比率。公債費負担比率（平成（平成（平成（平成 23232323 年度：年度：年度：年度：13.413.413.413.4％）％）％）％）はははは、、、、市市市市

債の元利償還に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合を示す債の元利償還に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合を示す債の元利償還に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合を示す債の元利償還に充てられた一般財源の一般財源総額に対する割合を示す

指標であり，財政構造の弾力性を判断するものであ指標であり，財政構造の弾力性を判断するものであ指標であり，財政構造の弾力性を判断するものであ指標であり，財政構造の弾力性を判断するものでありますりますりますります。。。。    

    

    

    

    

   ■鹿沼市の場合、健全化判断比率の鹿沼市の場合、健全化判断比率の鹿沼市の場合、健全化判断比率の鹿沼市の場合、健全化判断比率の 1111 つである実質公債費比率については、県内つである実質公債費比率については、県内つである実質公債費比率については、県内つである実質公債費比率については、県内

でも良好なものとなっていでも良好なものとなっていでも良好なものとなっていでも良好なものとなっていますますますます。。。。    

■■■■新庁舎建設による市債を含め、公債費負担比率を推計すると警戒ラインである新庁舎建設による市債を含め、公債費負担比率を推計すると警戒ラインである新庁舎建設による市債を含め、公債費負担比率を推計すると警戒ラインである新庁舎建設による市債を含め、公債費負担比率を推計すると警戒ラインである    

１５％以下を推移するものと予想され，適正な水準となってい１５％以下を推移するものと予想され，適正な水準となってい１５％以下を推移するものと予想され，適正な水準となってい１５％以下を推移するものと予想され，適正な水準となっていますますますます。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
このこのこのこの「「「「財政健全化推進計画財政健全化推進計画財政健全化推進計画財政健全化推進計画」の」の」の」の範囲内の調整により、市の財政は「厳しい財政状範囲内の調整により、市の財政は「厳しい財政状範囲内の調整により、市の財政は「厳しい財政状範囲内の調整により、市の財政は「厳しい財政状

況の中でも運営可能な水準」を維況の中でも運営可能な水準」を維況の中でも運営可能な水準」を維況の中でも運営可能な水準」を維持できると考えら持できると考えら持できると考えら持できると考えられますれますれますれます。。。。 

一般的に１５一般的に１５一般的に１５一般的に１５％以上で警戒ライン％以上で警戒ライン％以上で警戒ライン％以上で警戒ライン、、、、２０％以上で危険ラインとされてい２０％以上で危険ラインとされてい２０％以上で危険ラインとされてい２０％以上で危険ラインとされていますますますます 

————    ５５５５２２２２    ————    

起債関係比率の推移起債関係比率の推移起債関係比率の推移起債関係比率の推移
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