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第１章 はじめに

１．はじめに

津野町の本庁舎は、昭和 59年 2月に完成し、築後 37年が経過しています。現庁舎では、建物

の老朽化が進んでおり、バリアフリー対策の不足や庁舎の狭あい化、慢性的な駐車場の不足など

様々な問題を抱えており、住民のための庁舎としての機能を十分に果たしていない状況にありま

す。

また、防災拠点施設として南海トラフ地震に対応できる耐震性を備えていないことに加え、令

和 2年 6月には土砂災害特別警戒区域に指定されたことから、現在の本庁舎では、大規模災害時

における防災拠点施設としての役割を果たすことが、困難な状況にあります。

これらの課題を解決し、災害時における防災拠点機能の維持と、住民サービスの向上を図ると

ともに、行政事務の効率化などを図るため、本庁舎の整備に取り組みます。

本庁舎整備にあたっては、多様化する住民ニーズや高度化する情報化に柔軟かつ的確に対応で

きる機能、さらには災害時の防災拠点としての役割を十分に果たせる機能を備えた庁舎とするこ

とが求められています。

この基本構想は、これから長きにわたって使われ続けていく庁舎について、住民の利便性や安

全・安心の確保を第一に、多くの住民から愛され、親しまれる庁舎を目指すため、庁舎整備の基

本的方針を取りまとめたものです。

今後は、この基本構想に基づいて、基本設計・実施設計を作成し、庁舎整備に向けた具体的か

つ詳細な検討を進めていくことになりますが、整備後の庁舎が、単なる行政の事務所にとどまら

ず、住民が利用しやすく、津野町のまちづくりの指針である「風とともに地域きらめく協働のま

ち」の実現に向けた拠点となるよう、取り組みを進めてまいります。
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２．これまでの検討経緯

時 期 内 容

平成 31 年 4 月 本庁舎の改修・増築の検討開始

令和元年 12 月 耐震診断及び改修・増築に関する業務委託

令和 2 年 5 月 耐震診断結果

⇒耐震改修の必要あり

令和 2 年 6 月 本庁舎敷地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定

⇒改修・増築に加え、建替も含め再検討

令和 2 年 12 月 本庁舎整備基本構想策定支援に関する業務委託

⇒改修増築、建替案の作成

令和 3 年 5 月 「本庁舎整備職員プロジェクトチーム」設置

⇒これまでに 6 回開催（12 月現在）

令和 3 年 9 月 「本庁舎整備検討委員会」設置

⇒町内の各種団体代表者及び町外の有識者により構成

令和 3 年 9 月 第 1 回本庁舎整備検討委員会開催（本庁舎の現状、規模・候補地の提案）

令和 3 年 10 月 第 2 回本庁舎整備検討委員会開催（規模・候補地案の比較検討）

令和 3 年 10 月 第 3 回本庁舎整備検討委員会開催（規模・候補地の方針決定）

令和 3 年 11 月
本庁舎整備住民説明会（規模・候補地について）

⇒西地区 11/26（金）、東地区 11/27（土）
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第２章 本庁舎の現状と課題

１．本庁舎の敷地状況

・本庁舎の敷地面積は駐車場①、②を含め、全体で約 6,664 ㎡（全て町有地）です。

・付属施設として防災倉庫、車庫、来客者・公用車・職員駐車場があります。

・本庁舎の北側に黒石川、駐車場の敷地内の暗渠が通っています。

・駐車場が少なく、入口が少し狭くなっており、交差点は複数の道路からの合流があります。

○土砂災害特別警戒区域

・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定（令和 2年 6月 19 日）

・県において砂防えん堤の工事を予定（R7～9年度完成予定）
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２．本庁舎の施設概要

【南東から見た本庁舎】 【北西から見た本庁舎】

３．耐震性の状況

・本庁舎は昭和 56年に改正された建築基準法の新耐震基準以後に建築（S59 年建築）されま

した。

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省）より、震度 6強～7程度の地震の場

合、防災拠点となる施設の耐震性は「Is 値 0.9 以上」が必要とされています。

・上記を踏まえ、令和 2年度に本庁舎の耐震診断を実施しました。

【耐震診断の結果（評定値 Is 値 0.9 以上）】

方向 階 Is 値 判定

東西方向 屋上 1.30 可

3階 1.07 可

2階 0.87 不可

1階 0.61 不可

南北方向 屋上 0.46 不可

3階 0.83 不可

2階 0.62 不可

1階 0.67 不可

津野町役場本庁舎

津野町永野471-1

昭和59年（1984年）

地上3階

1000.5㎡

670㎡

2386.4㎡

S59建築 2307.1㎡

H5増築 62.1㎡（町長室、電算室）

H21増築 17.3㎡（戸籍室）

鉄筋コンクリート造（RC造）
鉄骨造（H5増築）、木造（H21増築）

延床面積

構造

建物名称

所在地

建築年

建物規模

建築面積

外構面積
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○耐震診断結果について

①東西方向、南北方向共に偏心があり、かつ弱い柱の存在により、耐力が低く、東西方向

は 1,2 階で、南北方向は全階で耐震評定値を、満足していません。

②西側外部階段の片持ち梁は地震時の鉛直荷重により崩壊する恐れがあります。

③通路橋とのエキスパンジョイントの間隔が無く地震時に衝突する恐れがあります。

耐震診断の結果から Is 値 0.9 以上となるよう耐震改修工事を行う場合は、１階に鉄骨ブレー

ス（4ヶ所）、各階に耐震スリット（17 ヶ所）や鉄筋コンクリート壁の新設（4ヶ所）などの

工事が必要となります。

４．老朽化の状況

（１）建物

①屋根

・シート防水に傷みあり

・アルミ笠木にも劣化がある

②外部

・外壁にクラックや軒天の鉄筋露出がみられる

・サッシ廻りに漏水の痕がある

・サッシに変形を起こしている箇所がある

・シールが傷んでいる

・築 37 年のため全体の外部調査が必要である

③内部

・雨漏りによる漏水痕がある

・壁面、床面にクラックがある

・クロスの剥がれ等が複数箇所ある

（２）設備

①電気設備

・電気設備の法定耐用年数は 15 年となっており、改修、

更新を行っていない機器については、すでに耐用年数

を超えている

・メーカー、各種団体の提示している電気設備の耐用年

数はさらに短く、ケーブル、電線類の耐用年数は長い

もので 30 年であり、すでに耐用年数を超えている

②受変電設備、自家用発電機

・受変電設備は、法定点検により機器の更新は行っている

が箱体、内部ケーブル、遮断機などは経年劣化の可能

性がある

【シート防水剥離】

【軒天鉄筋露出】

【アルミ笠木劣化】

【外壁クラック】
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・自家用発電機の耐用年数は 30 年程度のため耐用年数を

超えているため、更新が必要である

③衛生陶器

・陶器の経年劣化によるひび割れ等あり、使用水量等を考

慮し、更新が必要である

④給水設備

・鋼管は経年劣化のため、管種の違いによる電蝕及び圧に

耐えられない可能性がある

・保温材の朽ちによる結露からの天井劣化の可能性がある

・受水槽の劣化もみられる

⑤排水設備

・石綿二層管はアスベスト含有のため交換が必要

・浄化槽は劣化による更新が必要

⑥給湯設備

・鋼管使用のため現状の管種に向いておらず、ピンホール

などによる漏水の可能性があるため、更新が必要

・給湯器も経年劣化により更新必要

⑦消火設備

・旧消防基準のため更新必要であり、埋設部の配管が劣化

している可能性がある

・ポンプも同様

⑧空調設備

・H20 設置のため耐用年数まで残り 8年あるが、冷媒ガス

のため更新の検討が必要

⑨換気設備

・換気設備の劣化による更新が必要

５．本庁舎の問題点

（１）住民サービス・バリアフリー

・１階窓口は待合が狭く、カウンターが高いため不便

・１階トイレは窓口の反対側にあるため来庁者にとっ

ては遠く、狭いため不便

・１階玄関はスロープになっているが、幅が狭く、それ

以外の出入口は全て階段となっている

・エレベーターがなく２階、3階への車いす等の方のア

クセスや大きな荷物の出し入れが困難

【内壁クラック】

【床クラック】

【空調設備】

【カウンターが高く、狭い窓口】
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・議場など入口に段差があるところがあり、車いす等の

方のアクセスが難しい

（２）事務スペース・会議室

・１階フロアには５課室 50人程が執務しており、密

集している

・個々の事務スペースや通路幅が狭い

・文書保管場所が少ない

（３）交通アクセスや駐車場

・本庁舎は、高陵交通のバス停や町営のコミュニティ

バスも役場前まで運行しており、バスでのアクセス

は可能である

・津野町では自動車が主な交通手段となっており、駐

車場は、全体スペース、車両スペースともに狭く、議

会や入札、その他の会議開催時などには、度々満車状

態となり、窓口等への来庁者が駐車できない状況が

見受けられる

６．財源について

・庁舎整備の財源には、最も有利な合併特例債の活用を予定しています。

・合併特例債の適用期限は、令和 6年度までとなっています。

・その他の財源として、合併時に交付された高知県まちづくり交付金を原資に積立てた、ま

ちづくり振興基金（令和 6年度まで）と施設整備基金を想定しています。

・合併特例債 10 億円、まちづくり振興基金 2.5 億円、施設整備基金 10～15 億円を予定して

います。

耐震診断結果、土砂災害特別警戒区域の指定、老朽化の状況、その他の問題

点などを踏まえ、本庁舎の改修、建替えの検討が必要と判断

【２、３階への階段】

【事務室の狭あい化】

【混雑時の駐車場】
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第３章 本庁舎の規模及び建設位置

１．本庁舎整備検討委員会の設置

町内の各種団体の代表者及び町外の有識者により、本庁舎整備検討委員会を設置し、本庁

舎の規模及び整備候補地についての検討を開始した。

検討委員会においては、様々な視点からの比較検討を行い、本庁舎の規模と整備候補地の

優先順位についての提案を頂いた。

２．庁舎の規模について

・基準とする職員数は、人口減少に伴う将来的な業務体制を考慮して、本庁舎、西庁舎、総

合保健福祉センター里楽で執務する全職員（会計年度任用職員等を含む）で算出

・総務省の地方債庁舎算定基準により面積を算出（多くの自治体で採用されている手法）

・本庁舎整備検討委員会において、庁舎の規模については上記算出による 3,000 ㎡で問題ないと

の意見を頂き、3,000 ㎡を基準とすることを決定しました。

※上記により、３，０００㎡を基準とし、必要機能などを精査しながら、詳細を決定していく予定

３．本庁舎の改修、建替の建設候補地の比較検討

（１）建設候補地の比較検討

合併特例債等の適用期限である令和 6年度までの完成を目指した場合、新たに用地取得す

る期間がなく、また、現庁舎から位置を大きく変えることが難しいとの判断から、現庁舎付

近での案を基に検討を行っていくこととした。

職員数(人)

A

換算率

B

基準面積(㎡/人)

C

算定面積(㎡)

A×B×C

特別職 3 12.0 4.5 162.0

課長級 10 2.5 4.5 112.5

課長補佐級 12 1.8 4.5 97.2

一般職員 63 1.0 4.5 283.5

製図者 0 1.7 4.5 0.0

会計年度任用職員等 32 1.0 4.5 144.0

小計 120 － － 799.2

2 103.9

3 840.0

4 697.2

5 350.0

6 300.0

3,090.3合計

区分

1 事務室

倉庫 事務室の面積×13％

付加機能 防災対策室、防災行政無線室、備蓄倉庫等

会議室、トイレ、洗面所、その他 職員数×7.0㎡/人

玄関、廊下、階段等の交通部分 1～3の合計面積×40％

議場、委員会室、議員控室 議員定数10人×35.0㎡/人

本庁舎の規模は、３，０００㎡を基準とする

建設候補地案についての検討を開始
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案①【現庁舎改修・増築】

候補地

デメリット

・仮設庁舎が必要

・レッドゾーンに指定されている

・入口、道路（通路）が狭い

・入口が交差点となっており、複数の道路

　からの合流がある

・駐車場が少ない

・事業費が抑えられる

・庁舎の位置が変わらない

・用地取得が不要

改修概要

・耐震診断の結果により耐震補強の実施

・庁舎本体は外部内部ともに詳細調査を行い、全面的な大規模

　改修を実施

・電気、機械設備ともに耐用年数超過による更新など

・仮庁舎の設置

・エレベーターの新設、窓口拡張、トイレ移設改修など

・改修後の耐用年数（Ｒ26年＋20年→Ｒ46年）

増築概要

・数課の執務室新設

・本庁第２駐車場へ増築棟

・ＲＣ２階建（13.5ｍ×13.5ｍ）

・旧消防庁舎、バス車庫等解体

概算事業費

・耐震工事　0.7億円

・改修工事　9億円

・増築工事　1.6億円

・付随費用(外構工事、駐車場、備品等)　2～4億円

・仮設庁舎　2～4億円

・解体工事　0.5億円

【全体事業費】　16～20億円

メリット

増築棟予定

13.5ｍ

13.5ｍ
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案②【現庁舎敷地（新築）】

概算事業費

・現庁舎位置への建替

・ＲＣ３階建て（20ｍ×50ｍ）

・仮庁舎の設置

・現庁舎の解体

・建替後の耐用年数（60年→Ｒ66年）

・建物本体工事　13億円

・付随費用(外構工事、駐車場、備品等)　5～8億円

・仮設庁舎　2～4億円

・解体工事　1.5億円

【全体事業費】　22～27億円

候補地

施設概要 メリット

・庁舎の位置が変わらない

・用地取得が不要

デメリット

・仮設庁舎が必要

・レッドゾーンに指定されている

・入口、道路（通路）が狭い

・入口が交差点となっており、複数の道路

　からの合流がある

・駐車場が少ない

・事業費が高額

50ｍ

20ｍ
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案③【現庁舎南側（新築）】

概算事業費 デメリット

・建物本体工事　13億円

・付随費用(外構工事、駐車場、備品等)　5～8億円

・解体工事　1.5億円

【全体事業費】　20～23億円

・日影による周辺住民への影響がある

・入口、道路（通路）が狭くアクセスが悪

　い

・入口が交差点となっており、複数の道路

　からの合流がある

・国道に面していない

・駐車場が狭い

候補地

施設概要 メリット

・現庁舎南側への建替

・ＲＣ３階建て（20ｍ×50ｍ）

・旧消防庁舎、バス・公用車車庫、商工会の解体

・商工会は庁舎内に設置

・建替後の耐用年数（60年→Ｒ66年）

・庁舎の位置があまり変わらない

・用地取得が不要

20ｍ

50ｍ
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（２）本庁舎整備検討委員会からの提案・意見

○現庁舎の敷地（案①、案②）について

敷地の大部分が、土砂災害特別警戒区域に指定されており、砂防ダムが建設されても災害

リスクがゼロになるわけではなく、暗渠の問題などもあり、災害時の心配が残る。

仮庁舎が必要であり、案②の場合は事業費が高額となることや、案①の場合は費用対効果

を考えた場合デメリットが大きい。

入口が交差点であり、複数の道路からの合流となっているため出入りが危ない。

案①の場合、庁舎が 2つに分かれることは利便性が低い。

現庁舎と位置が変わらないため、周辺住民への影響は比較的少ない。

○現庁舎南側敷地（案③）について

敷地や道路が狭く、庁舎へのアクセスや来客者の駐車場の確保が難しい。

日影による周辺住民への影響が大きい。

検討委員会より、災害時の安全性、必要経費削減などの観点から、かわうそ自然公園駐車場

敷地での整備について提案があり、かわうそ自然公園駐車場も含め再検討を行いました。
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案④【かわうそ自然公園駐車場（新築）】

概算事業費 デメリット

・建物本体工事　13億円

・付随費用(外構工事、駐車場、備品等)　4～7億円

・解体工事　1.5億円

【全体事業費】　19～21億円

・国道に面していない

・庁舎の位置が変わる

・周辺住民への影響がある

候補地

施設概要 メリット

・かわうそ自然公園駐車場への新築

・ＲＣ３階建て（32ｍ×32ｍ）

・改修後の耐用年数（60年→Ｒ66年）

・かわうそ自然公園駐車場及び日影による周辺住民への影響を考

慮し、庁舎の敷地としては南側とした。

・事業費（仮庁舎、敷地造成など不要）が

抑えられる

・用地取得が不要

・周辺に消防、子ども園、総合センター、

かわうそ自然公園があり連携がとりやすい

32ｍ

32ｍ

敷地面積

4,500㎡
【航空写真】

出典：Google Earth
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○かわうそ自然公園駐車場（案④）

土砂災害特別警戒区域に指定されておらず、災害時に比較的安全性が高い。

仮庁舎が不要であり、建設費用、移転費用、撤去費用などの事業費が不要となる。

敷地が広く、公園とイベント駐車場との共有が可能であることから、駐車場の問題がクリ

アできる。

かわうそ自然公園駐車場前の道路が狭く、歩道がないため対策が必要。

春日橋側の混雑が予想されるため、信号機設置などの対策が必要。

葉山大橋側の道路が狭く、大きいカーブや合流があるため対策が必要。

（３）建設位置の選定について

本庁舎整備検討委員会において、案①～④についての比較検討を行い、建設候補地の選定を

行いました。検討委員会での提案は、全体的に、案④での評価が高く、次に案②であり、案①、

③については、評価が低く優劣をつけがたいため同列との意見から、優先順位は、「案④」→「案

②」→「案①、案③」となりました。

これらの検討委員会での提案を踏まえ、災害時の安全性、住民の利便性、経費削減などの観

点から総合的に判断した上で、案④の「かわうそ自然公園駐車場」が最もふさわしい候補地で

あると決定しました。

本庁舎の建設位置は、案④「かわうそ自然公園駐車場」とする
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第４章 本庁舎の整備方針

１．基本的な考え方

新庁舎の整備にあたっては、現庁舎が抱える様々な課題を十分に踏まえたうえで、住民の利

便性や快適性の向上を図り、人や環境にもやさしく、多くの住民に愛され、親しまれる庁舎を

目指します。また、南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる防災拠点としての機能を十

分に持った災害に強い庁舎を目指すとともに、行政事務の効率化による住民サービスの向上を

図ります。

２．本庁舎の基本的機能

（１）住民の安全・安心な暮らしを支える庁舎

①耐震安全性の確保

・新庁舎は、大規模災害発生時に防災拠点施設としての機能を十分に発揮できるよう、総合

的な耐震安全性を確保したものである必要があります。このため、本庁舎整備にあたっては、

耐震安全性の基準として「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁

営繕部）」における構造体「Ⅰ類」、建築非構造部材「A類」、建築設備「甲類」に相当する性

能を確保し、災害に強い庁舎を目指します。なお、庁舎の構造形式については、荷重条件や

費用対効果、工期などを含め総合的に検討することとします。

部位 分類 耐震安全性の目標

Ⅰ類
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ている。

Ⅱ類
大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命

の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。

Ⅲ類
大地震動により構造体の部分的な損傷は生ずるが、建築物全体の耐力の低下は著しくな

いことを目標とし、人命の安全確保が図られている。

A類

大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理

のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、異動等が発生しないことを目標とし、人命の

安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。

B類
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動などが発生する場合でも、人命の安全確保

と二次災害の防止が図られている。

甲類
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修を

することなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。

構造体

建築非構

造部材

建築設備

〈官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）〉
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②防災拠点としての設備計画

○災害対策本部機能

・災害時には、本庁舎に災害対策本部を設置することとなるため、そのために必要な設

備、機器を備えた災害対策本部室等を整備します。なお、災害対策本部室は、平常時に

は分割し会議室として利用するなど効率化を図ります。

○自家発電設備の設置

・電源の確保として、災害により電力が途絶した場合にも、防災拠点として機能するた

めに非常用発電設備を設置します。

○災害時の給排水機能

・災害時の水道供給途絶に備え、耐震性貯水槽を設置するなど非常時に飲料水として利

用できる機能を設置するとともに、自家発電設備による合併浄化槽の機能継続やマンホ

ールトイレの設置など災害時の排水施設を検討します。

○備蓄体制の構築

・災害時に、災害対応に従事する職員のための一時的な食料や毛布等の備蓄スペースを

庁舎内に整備します。

○災害時の仮眠室等の設置

・災害時には、職員が 24 時間災害対策に従事することが想定されるため、仮眠室やシャ

ワー室、更衣室を備えるものとし、災害応急対策業務に従事する職員に配慮します。な

お、仮眠室などのスペースは、平常時には職員のための福利厚生等に利用するなど効率

化を図ります。

③防犯セキュリティ機能

○明確なセキュリティラインと防犯対策

・執務空間は、機密情報やプライバシーが保護されるよう明確なセキュリティラインを

設定します。また、特に高いセキュリティが求められる室や範囲については、IC カード

等による出入の管理を行います。

・庁舎、執務空間への不審者の侵入防止に配慮し、死角のない執務室や明確なセキュリ

ティラインを形成するとともに、来庁者及び職員の動線計画に配慮しながら、防犯カメ

ラの設置などセキュリティ対策の推進を図ります。

・休日や夜間など時間外の来庁者に対して、利用しやすい場所に出入口を設置するとと

もに、宿直室を隣接して設置するなど、利便性や防犯性に配慮します。

・より高いセキュリティを必要とするサーバ室は、入退室管理システムを導入します。

（２）すべての人にやさしく、利用しやすい庁舎

①ユニバーサルデザイン

・すべての方が利用しやすい庁舎として、移動の容易性、明快な動線計画、段差や死角

のない通路計画、利便性を考慮したエレベーター、階段の設置、ゆとりのある待合スペ

ースの確保などユニバーサルデザインに配慮した庁舎とします。
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②窓口・相談機能

○窓口機能の向上

・窓口機能は 1階に集中させて高齢者や障害者をはじめ、誰もが訪れやすく使いやすい

配置とします。オープンカウンター方式の執務室で窓口を分かりやすくし、平面計画を

工夫して来庁者の諸手続きの移動を最小限とするなど、利便性向上を図ります。また、

新型コロナウイルスなどの感染症対策に伴う設備導入を検討します。

・受付内容に応じて対応がしやすいよう、ローカウンターとハイカウンターを設置する

などカウンターデザインの工夫を図ります。

○相談機能の設置

・窓口来庁者のプライバシー保護のため、カウンターに仕切りパネルなどを設置し、個

別相談の多い、福祉・納税部門を中心に窓口・事務スペースに隣接した相談用の個室を

設置します。また、その他の専門相談機能が求められるものについては、個別の相談環

境を確保します。

○窓口の案内表示

・来庁者にとって分かりやすい窓口の動線計画にするとともに、分かりやすい位置に窓

口案内を設置し、案内性を向上させます。

・案内表示は建築空間と調和し、デザインや仕様等に統一感があるものとします。また、

窓口ごとの色分けや表示位置、文字の大きさなどにも配慮し、視覚記号を用いるなどの

工夫を行い、見やすく分かりやすい案内表示とします。

○待合・ロビー機能

・新庁舎の待合・ロビーは、来庁者を受け入れる玄関として、明るく開放的な空間とな

るよう配慮し、待ち時間を快適に過ごせるようゆとりのある待合スペースを検討します。

○トイレ、授乳室、キッズスペース

・子ども連れの方でも安心して来庁できるように、キッズスペースや授乳室を設置し、

ベビーシートを備えた多機能トイレを各階に設けます。

・多機能トイレは、ユニバーサルデザインの考えに基づいたバリアフリートイレとしま

す。

③交通アクセスと駐車場

○公共交通による庁舎アクセス

・新庁舎へのアクセスは、津野町コミュニティバスの連携などにより、移動手段を持た

ない来庁者にも訪れやすくなるよう配慮します。また、乗降場所については、雨天時の

利用を考慮した場所もしくは施設とします。

○利用しやすい駐車場

・来庁者駐車場は、公園やイベント時の駐車場との共同利用についても考慮し、町道か

ら庁舎までの動線確保、会議開催時の状況を踏まえた十分な規模の駐車場を整備します。

また、車いす利用者や移動に配慮が必要な方のための駐車場は、庁舎への出入りをしや

すい配置とするとともに、雨天時などの利用に配慮します。
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（３）機能的・効率的で使いやすい庁舎

①機能的・効率的な執務環境

○オープンフロア方式の執務空間

・執務室は、開放的なオープンフロア方式とし、視認性が良くレイアウトしやすい機能

的かつ効率的な執務空間とします。また、各課のコミュニケーションの円滑化が図りや

すいレイアウトとし、間仕切り等は設けないこととします。

・執務空間内には、多目的に利用できるフリースペースを設け、他庁舎の職員の執務や

簡易な打ち合わせなどにも活用できるものとします。

○将来の変化に対応する執務空間

・執務室は、将来の機構改革や職員数の変動、働き方の変化に柔軟に対応できる執務レ

イアウトとします。

②適切な会議室・保管スペースの確保

○会議室・打合せスペース

・現庁舎での会議室の利用状況を考慮し、適正な数、規模の会議室を設置します。会議

室にはペーパーレス会議やウェブ会議等ができるよう設備を整えます。

・会議室は、大規模な会議や入札、選挙の開票事務、大量の発送事務等、一時的に大・

中・小の多様なスペースを必要とする業務に備え、可動間仕切りなどで、柔軟に面積を

変更できる構造とします。

・日常的に必要となる打合せのスペースは、各課の特性に応じて執務室内や各フロアに

配置するなど、効率性や利便性に配慮します。

○書庫・倉庫等の保管スペース

・各課の書類や図面等を保存年限ごとに保管する書庫を設置する方針としますが、庁舎

内で真に保管する必要となる文書を精査し、不要な文書、物品等を処分し、文書の電子

化などにより必要スペースの最小限化を図ったうえで、将来の事務量の変化にも対応で

きるよう、適切な規模の書庫を設置します。

③高度情報化への対応

○情報管理機能、サーバ

・サーバを含め、情報・通信機器の一元管理を行う情報管理機能については、情報の漏

洩防止や災害時の情報保護を図るため、セキュリティ対策や安定した電源の確保、通信

回線の多重化、有事の業務継続についても配慮します。

○デジタル DXの推進によるオフィス改革

・業務の効率化や生産性の向上、住民の利便性向上を目指し、全ての業務のデジタル化

を推進します。会議室、執務室の共有スペースなどへのモニター設置や無線技術やポー

タブル端末の活用などがしやすい環境を整備し、多様な働き方に柔軟に対応できるよう

にします。

○フリーアクセスフロア

・各種配線を床下に収めるフリーアクセスフロアを導入し、セキュリティ対策や引っ越
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し作業が効率的に行えるようにします。

④機能性と利便性に優れた議会施設

○議会施設のユニバーサルデザイン化

・町民の誰もが身近に感じられる場所となることを目指し、分かりやすい配置、動線、

バリアフリー、セキュリティ対策などユニバーサルデザインを考慮した施設とします。

○議会関連諸室の配置

・議長室や議員控室、委員会室、議会事務局等の各諸室については、効率的な議会運営

ができるような配置、規模とします。

○ICT 環境の充実

・効率的で迅速な議会運営、議会の活性化などさらなる議会改革が推進しやすい環境を

構築するため ICT環境の整備を図ります。

（４）町民に親しまれ身近に感じる庁舎

多様な町民利用スペースの確保

○多目的スペースの確保

・町民に開放できる多目的スペースを 1階に配置し、来庁者に分かりやすく気軽に立ち

寄れる環境を整えます。また、期日前投票や確定申告等にも活用できるスペースとし、

通常時はギャラリースペースとして併用することも検討します。

○情報提供・発信スペース

・町民が町政を身近に感じ、知ることができる情報提供や情報発信のスペースを確保し

ます。また、執務室とスペースを分離するなど、町民が気軽に閲覧できるスペースを目

指します。

・屋内外の掲示板の配置や表示方法の工夫を行います。

（５）経済性に優れ、環境に配慮した庁舎

①経済性の追求

○ライフサイクルコストの抑制

・建設事業費（イニシャルコスト）と維持管理費（ランニングコスト）を合わせたライ

フサイクルコストの抑制に配慮した、シンプルな構造とし、維持管理や建物の保全に配

慮した経済的な庁舎を目指します。

②環境への配慮

○環境配慮型庁舎の実現

・環境負荷低減を図るため、官庁施設の環境保全性基準に基づく環境配慮型庁舎を目指

すとともに、庁舎のエネルギー消費量ゼロにするための「ZEB」の達成を目指します。

「ZEB」の達成には大幅な省エネルギーと大量の創エネルギーが必要となります。

○省エネルギーの推進

・自然採光や自然通風、夏場は日射抑制方法を工夫します。また、高性能ガラスの採用
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などにより空調効率を向上させ、省エネルギー効果につなげます。

・消費電力を削減するために、高効率LED照明や人感センサーによる点灯システム、省

エネ効果の高い冷暖房機器などの導入を図ります。

・建物のエネルギー機器効率が把握可能なシステム「BEMS」の導入を検討し、維持管理

の最適化を図ります。

○再生可能エネルギーの活用

・太陽光発電などによる再生可能エネルギーによる創エネルギー技術の導入を検討しま

す。また、蓄電、蓄熱についても合わせて検討します。

○木材の利用促進

・森林資源が豊富な地域性を活かし、県産材の利用を促進します。
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第５章 本庁舎の建設事業計画

１．概算事業費

概算事業費は、現段階における事業予算を想定した概算での事業費となります。詳細な事

業費については、基本設計や実施設計の各段階において庁舎面積の検証やコスト縮減につな

がる構造、仕上げ、設備機器などを積極的に採用し、事業費を可能な限り抑制するなど、機

能的で効率的な施設整備に努めます。

２．財源

財源については、前述したように合併特例債を基本に、出来るだけ有利な補助金や起債を

検討し、まちづくり振興基金、施設整備基金等を活用しながら、可能な限り財政負担の軽減

に努めていきます。

・合併特例債・まちづくり振興基金（適用期限：令和 6年度）

・合併特例債 10 億円、まちづくり振興基金 2.5 億円、施設整備基金 8.5 億円

３．事業スケジュール

庁舎整備の主な財源として、合併特例債の活用を予定しているため、令和６年度までの完

成を目指す。今後のスケジュールは、令和４年度に基本設計・実施設計、令和５年度中に建

設工事に着手し、令和 6年度に完成予定。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基本構想
基本設計

実施設計
建設工事

合計 ２１億円

備考

基本設計、実施設計、監理業務等

新本庁舎建設費（設備、外構等含む）

造成設計工事費、備品等（※解体費は含まない）

金額

１億円

１８億円

２億円

区分

設計費等

建設工事費

その他経費


