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1. 策定の目的 

 

たつの市（以下「本市」という。）の市庁舎（既存本庁舎・分庁舎）は、地方公共団体が福祉、

教育、まちづくりなど多様な事務を処理するにあたり基幹となる施設であり、市民への行政サー

ビスを提供するとともに、災害時には支援活動を行う拠点となって市民の安全と安心を守ること

も求められています。 

しかし、現在の市庁舎は、建築年数の経過や合併による事務量・職員数の増大に伴う老朽化・

狭あい化、耐震性の不足等の問題が生じています。平成 21 年・22 年に実施した耐震補強工事に

より既存本庁舎の耐震性は確保されたものの、教育委員会等が執務を行う分庁舎の耐震性は依然

不十分のままとなっています。 

その中で、本市では、平成 19 年に庁舎検討委員会を新本庁舎建設のため設置し、その後 7 回の

会議を経て、平成 24 年 10 月に「たつの市庁舎建設検討報告書」を策定しました。また、新本庁

舎の整備には合併特例債の活用を想定しており、合併特例債の発行期限が平成 32 年度まで延長さ

れたことから、当該年度までに新本庁舎整備を行うこととしています。 

なお、新本庁舎整備に当たっては、既存本庁舎を有効活用し、増築する方針としています。ま

た、既存本庁舎においても、上下水道管、エアコン、エレベーター等の老朽化が進んでいるため、

新本庁舎整備に併せて改修を検討することとし、既存本庁舎平屋部分及び分庁舎は解体します。 

今回策定する「たつの市本庁舎整備基本計画」は、これまで検討してきた新本庁舎整備の方針

を実現するため、新本庁舎に求められる機能を整理するとともに、庁舎規模や建築計画、今後の

基本設計に反映すべき諸条件等の整理・検討を行うものです。 
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2. 庁舎の現状と庁舎整備の必要性 

2.1 既存本庁舎等の概要 

既存本庁舎等は、昭和 48 年に本庁舎が竣工、昭和 45 年に竣工した市民会館（平成 9 年解体）

の一部を分庁舎として利用してきました。その後、平成 21 年・22 年に既存本庁舎（A 棟）のみ

耐震改修工事を実施しています（表 2-2、図 2-2）。 

なお、既存本庁舎平屋部分（B 棟）及び分庁舎は本事業内での解体撤去を想定しています。 

 

表 2-1 敷地の概要 

 

 

所在地 兵庫県たつの市龍野町

富永 1005 番地 1 

敷地面積 約 23,770 ㎡ 

用途地域 第二種住居地域 

容積率／建蔽率 200％／60％ 

日影規制 5m：4 時間／10m：2.5

時間 

高度地区 指定なし 

防火指定 指定なし 
 図 2-1 既存本庁舎の構成 

表 2-2 既存本庁舎等の概要 

 建築年 構造 延床面積 備考 

既存本庁舎

（A 棟） 

昭和 48 年建築 

※平成 21，22 年に耐

震改修工事実施 

鉄筋コンクリート造 

地上 3 階 

5,238.84 ㎡ 残置 

既存本庁舎

平屋部分 

（B 棟） 

 鉄骨造 

地上 1 階 

504.257 ㎡ 解体撤去予定 

分庁舎 昭和 45 年建築 鉄筋コンクリート造 

地上 2 階 

1,126.57 ㎡ 解体撤去予定 

書庫 昭和 52 年建築 鉄筋コンクリート造 

地上 2 階 

544.96 ㎡ 残置 
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図 2-2 敷地周辺の状況 

2.2 既存本庁舎等現状と課題 

2.2.1 老朽化及び耐震性 

既存本庁舎・分庁舎ともに 40 年以上の築年数が経過しており、施設の老朽化が顕著となって

います。既存本庁舎（A 棟）は平成 21 年・22 年に耐震改修工事を実施し、耐震性が確保できて

いますが、既存本庁舎平屋部分（B 棟）、分庁舎は耐震改修工事が未実施であるため、耐震性が

依然不十分となっています。 

また、庁舎内において、壁のクラックや空調設備の不具合など施設の老朽化に伴う不備が生じ

ており、特に給水本管や既存本庁舎建設時（昭和 48 年）の受変電設備、別棟の熱源機械室の老

朽化が著しく、更新が不可欠となっています。 

 

既存本庁舎平屋部分（Ｂ棟） 

 

分庁舎 

 

中川原公園 
揖保川 

千鳥ヶ浜河川敷公園 

既存本庁舎（A棟） 

既存本庁舎 

平屋部分（B棟） 
分庁舎 

たつの警察署 

龍野体育館 

たつの消防署 

たつの市 
福祉会館 

龍野税務署 

書庫 

本事業敷地 

防災拠点 
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別棟熱源機械室 

 

庁舎内の壁に生じたクラック 

 

2.2.2 施設の狭あいの解消 

平成 17 年の龍野市、新宮町、揖保川町及び御津町の合併に伴う事務量の増加、職員の集中に

より、執務空間の狭あい化が進んでいます。特に倉庫の不足が顕著であり、現状として、共用部

や分庁舎の階段部分等に荷物が煩雑に置かれており、倉庫スペースの確保が必要です。 

また、分庁舎内にあるホールは、職員が集会するには狭あいなスペースとなっており、今後、

市民への開放も念頭に、より広いホール機能の確保が必要です。 

さらに、既存本庁舎のエントランスホールが狭く、市民が憩い、集えるスペースが不足してい

ます。 

 

分庁舎階段室内の荷物 
 

狭あいな分庁舎ホール 

 

既存本庁舎エントランスホール 
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2.2.3 施設のユニバーサルデザイン 

庁舎周辺部も含め、庁舎内のいたるところに段差があることに加え、エレベーターも 1 基のみ

で奥まった場所に設置していることや議場傍聴席へのアクセスが階段のみとなっていることな

どから、高齢者や障害者にとって非常に利用しにくい施設となっています。 

また、前述した施設内の狭あい化により、車いすの通行が困難な廊下もあり、バリアフリー化

も含めたユニバーサルデザインの導入が進めにくい状況となっています。 

さらに、トイレスペース（特に既存本庁舎 1 階窓口機能付近）が不足していることや多目的ト

イレが分かりにくい場所にあり機能が不十分であることから、トイレの増築及びユニバーサルデ

ザイン化が求められています。庁舎内のサインも全体で統一されておらず、利用者にとって分か

りにくくなっています。 

 

既存本庁舎内の段差 

 

幅員の小さい通路 

 

多目的トイレ 

 

エレベーター 

 

議場傍聴席へのアクセス 

 

庁舎内のサイン 
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2.2.4 防災拠点としての機能 

庁舎は、災害時に被災者の早急な救出、支援、復旧・復興活動などを実施する防災拠点として

の役割を果たす必要があります。しかし、現在の既存本庁舎等では分庁舎の耐震性が十分に確保

されていないことに加え、ライフラインの確保などの課題があり、防災拠点としての機能を十分

に果たすことが困難となっています。 

 

2.2.5 施設の保全費用 

既存本庁舎等における施設の保全費用として、平成 21 年以降に実施された主な改修工事の内

容と費用を表 2-3 に示します。断続的に改修工事が発生しているため、本計画に合わせ将来を

見据えた計画を立案する必要があります。 

表 2-3 平成 21年度以降に実施された主な改修工事 

工事名 工事内容 実施年度 事業費（千円） 

庁舎耐震改修工事 

既存本庁舎鉄骨ブレース補強・便所

給排水管改修・外壁クラック補修・

吹きつけ改修等 

H21～H22 239,190  

庁舎整備工事 

3 階カーペット張替え・非常照明用

据置蓄電池更新・高圧受電設備機器

更新・自動ドアモーター更新等 

H22 16,696  

庁舎駐車場修繕工事 
既存本庁舎駐車場区画線設置 

H22 2,071  

議場放送設備改修工事 
制御機器更新・電源・配線工事等 

H23 8,856  

庁舎空調設備等改修工事 
既存本庁舎空調機・廊下照明改修等 

H24 16,996  

庁舎空調機一部更新工事 
既存本庁舎空調機更新・ダクト整備 

H26 4,752  

議会委員会室改修工事 
議会第 2、第 3 委員会室可動式壁改

修 
H27 4,968  

庁舎駐車場整備工事 
ゲート機器設置・車両止器具設置等 

H27 17,880  

庁舎空調機一部更新工事 
既存本庁舎空調機更新 

H29 2,197  
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2.2.6 中心市街地の核となる施設 

既存本庁舎周辺には、たつの消防署、兵庫県たつの警察署、龍野税務署等の公共施設に加え、

龍野体育館、中川原公園、千鳥ヶ浜河川敷公園といった市民利用の多いスポーツ系施設が集中し

ており、市の中心市街地となっています。 

しかしながら、既存本庁舎には、最低限の市民サービス機能が中心となっており、中心市街地

に集まる市民が利用でき、憩えるスペース等がないため、中心市街地の核となる施設としての役

割が十分には果たせていません。また、昭和 63 年の既存本庁舎 1・2 階部分への増築により、

中庭部分が既存本庁舎の裏の空間となっており、本来の魅力を生かしきれていない状況です。そ

のため、中庭やテラスを生かした憩いの場づくりが求められます。 

 
中川原公園 

 

中庭 

 

2.2.7 窓口・執務空間 

施設の狭あい化に伴い、来庁者が快適に利用するための窓口や待合スペース等が十分に確保出

来ていません。相談スペースも不足しており、プライバシー保護への対応も必要です。 

また、執務空間の狭あい化により、会議室等の打合せスペースや倉庫及び書庫等が不足し、事

務効率が低下しています。有線 LAN や電気ケーブル等が煩雑にフロア内を巡っているため、今

後の市の組織機構の再編も念頭に、OA フロア等の導入も含めた検討が必要です。 

さらに、セキュリティ区画が不十分であるため、休日を中心としたセキュリティ対策が大きな

課題となっています。 

 

既存本庁舎 1階窓口 

 

執務空間 
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3. 庁舎整備の基本的な考え方 

3.1 上位計画との整合性・検討経緯 

3.1.1 上位計画との整合性 

(1) 第 2次たつの市総合計画（平成 29年 3月） 

第 2 次たつの市総合計画では、市の最上位計画として 5 つの基本目標を示し、それぞれに

基づく各分野の施策を示しています。その中でも庁舎に関しては、「第 3 編 基本計画」にお

いて以下のとおり示されており、「市職員の計画的な定員管理、適正配置による効率的・効果

的な組織づくり」、「既存庁舎を最大限有効活用した庁舎の再整備」、「総合支所機能の精査・

複合化」、「電子自治体の推進・最先端の ICT 活用」、「連携中枢都市圏の形成・広域連携の推

進」等を目指す必要があります。 

【第 5 章 ふるさとづくりへの挑戦◎市民や地域と協働し、地域力あふれるまち】 

第 3 節 健全で効率的な自治体運営を推進する 

施策 46 行財政改革の推進（行政改革大綱） 

（1）時代に即した効率的な自治体経営 

（2）行政の責任領域の見直しによる効率的な行財政運営の推進 

（3）中長期的ビジョンによる健全な財政運営の推進 

施策 47 簡素で効率的な組織づくりと人材育成 

（1）市民ニーズに的確に対応した機能本位の組織づくり 

（2）市民からの期待に応えることのできる人材の育成と働きやすい職場づくり 

施策 48 公共施設の適正管理と整備 

（1）公共施設の適正管理    （2）庁舎の整備 

施策 49 情報化の推進 

（1）ICT の利活用       （2）電子自治体の推進   （3）最先端の ICT 活用 

施策 50 広域行政・広域連携の推進 

（1）広域的な連携の強化    （2）広域課題への取組の強化 

（第２次たつの市総合計画 P150～159） 

 

(2) 新市建設計画（平成 17年 10月） 

新市建設計画では、計画期間を平成 17 年度（2005 年度）から平成 32 年度（2020 年度）

までの、合併後概ね 15 年間としており、新市の主要施策の一つである「新庁舎・既存庁舎の

整備」を期間内に完了させる必要があります。 

【第 1 章 新市建設計画の目的】 

3 新市建設計画の計画期間と構成 

（1）計画期間 

本計画は、平成 17 年度（2005 年度）から平成 32 年度（2020 年度）までの、合併後概ね

15 年間を対象とします。 

（新市建設計画【変更点】 P2） 
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【第 5 章 新市の施策】 

5 活力あふれる交流と連携のまちづくり 

（4）住民参加型行政システムの構築 

施策の項目 主要施策 

●住民参加型 

 行政システムの構築 

行財政改革の推進 

電子自治体の推進 

新庁舎・既存庁舎の整備 

職員定員適正化計画の策定 

職員の資質向上の強化 

情報公開と個人情報保護に対応できる体制整備 

コミュニティ活動の支援 

住民参加まちづくりの推進 

地域審議会の設置 

（新市建設計画 P37） 

 

【第 6 章 公共的施設の統合整備の方針】 

新市の庁舎については、住民サービスに急激な変化を来さないよう、旧庁舎機能を生かし

つつ、新庁舎建設も視野に入れ、新市にふさわしい庁舎の整備を進めます。 

さらに、図書館、文化会館、体育館等の社会教育施設や学校教育施設、国民宿舎、各種福

祉施設などについては、整備の経緯等を踏まえつつ、住民生活の利便性や現在の活用状況等

を考慮しながら、配置、整備の検討を進めます。 

（新市建設計画 P38） 

  



 

10 

 

(3) たつの市都市計画マスタープラン（平成 27年 12月） 

たつの市都市計画マスタープランでは、本市の都市計画に関する基本方針を市全体及び地

域別に示しており、公共公益施設である庁舎の市街地への立地誘導、施設機能の充実を図る

必要があります。 

【第 3 章 都市計画の方針】 

 1 土地利用の方針 

 ②都市施設の適正な配置 

・少子高齢化に向け、都市機能を集積したコンパクトなまちづくりを目指し、商業・業務施

設、医療・福祉施設、教育施設、公共公益施設等を市街地へ立地誘導します。 

（たつの市都市計画マスタープラン P43） 

【第 4 章 地域別の将来像＜地域別構想＞】 

 1 龍野地域 

・市役所等の官公庁施設、小・中・高等学校、認定こども園等の公共施設を公共地とし、施

設機能の充実に努めます。 

（たつの市都市計画マスタープラン P62） 
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(4) たつの市まち未来創生戦略（平成 28年 7月） 

たつの市まち未来創生戦略では、「雇用創生」、「人口還流」、「若者未来」、「地域活力」の 4

つの基本目標を示しており、時代に即した新たな行政システムの推進や庁舎施設を含んだ公

共施設等の総合管理の仕組みの構築が望まれています。 

たつの市まち未来創生戦略アクションプランでは、庁舎に関連する具体的な事業として、

「公共建築物再編実施計画」等が定められており、公共施設の再編・長寿命化が望まれてい

ます。 

 

【第 3 章 たつの市の現状と課題・方向性】 

4 「地域活力」に向けて 

これまで合併市町として推進してきた地域資源を活かしたまちづくりを継続するととも

に、地域コミュニティの活性化や拠点の形成、さらに時代に即した新たな行政システムの推

進を図るまち賑わい戦略により、魅力あふれるまちづくりを創出します。 

（たつの市まち未来創生戦略 P10） 

 

【第 5 章 具体的な施策の展開】 

基本目標 4 「地域活力」～まち賑わい戦略により活力ある地域をつくる～ 

 施策 16 賑わいあふれる未来に向けた「ふるさと たつの」づくり（ふるさと創生） 

 （4）公共施設等の総合管理 

老朽化が進行し、更新時期を迎える公共施設等について、今後の人口構造の変化や、市

民の生活利便性の維持とコスト面のバランスを考慮した総合管理の仕組みを構築します。 

（たつの市まち未来創生戦略 P31） 

 

【基本目標 4 「地域活力」～まち賑わい戦略により活力ある地域をつくる～】 

施策・事業名 内容 

公共建築物再編実施計画 

人口・財政状況を踏まえ、公共施設等の維持更新、配置のあり

方を総合的かつ計画的に検討し、施設の再編、長寿命化による

健全で維持可能な財政運営を推進する。 

（たつの市まち未来創生戦略アクションプラン P12） 
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(5) たつの市公共施設等総合管理計画（平成 29年 3月） 

たつの市公共施設等総合管理計画では、3 つの基本方針を掲げており、必要なサービス水

準を確保したままでの施設規模の縮小や設備改善や耐震補強等の実施、民間の活力や資金、

ノウハウを最大限活用が望まれています。 

なお、庁舎、御津総合支所、保健センター等の個別施設計画は後述する「たつの市公共建

築物再編実施計画（平成 28 年 3 月）」にて具体的な方策を示しています。 

 

【4 本計画（行動計画）の基本方針】 

（1）基本方針 

【基本方針 1】施設の再編による施設保有量の縮減 

①施設のあり方や必要性を検討し、機能的に重複した施設等の再編を行う。 

②施設の統廃合、複合化、用途見直し、施設規模の縮小・減築（ダウンサイジング）等を行

い、保有量を縮減する。 

→人口、財政状況、市民ニーズ、費用対効果等を踏まえた検討を行う。 

→必要なサービス水準を確保する。 

→保有量縮減を行い、維持更新費用を抑制し、財政負担を軽減する。 

→遊休資産の有効活用や処分を行う。 

 

【基本方針 2】計画保全による施設の長寿命化 

①施設ごとに使用目標年数を定め、施設を長寿命化し、計画的に維持更新する。 

②定期的な点検、診断を行い、施設の安全性を確保する。 

→施設の耐久性を高める長寿命化対策（本体・躯体の経年劣化の回復、耐久性に優れた材

料等の使用、配管等設備の更新等）を行う。 

→施設の状態に応じて、設備改善や耐震補強等を行う。 

→施設の不具合が生じる前に、予防的に対策を行う。 

→計画的な更新を行い、更新時期の集中を避け、更新費用を平準化する。 

 

【基本方針 3】保有形態の見直しによる効率的な管理運営 

①民間の活力や資金、ノウハウを最大限活用する。 

②民間や地元等への移管も含め、施設の保有形態を見直す。 

→民間の活用を推進し、効率的な管理運営、維持更新を行う。 

→市民ニーズに合った効果的なサービスを提供する。 

→維持管理経費の節減を徹底し、適正な使用料を確保する。 

→施設を有効活用し、利便性の向上を図る。 

→近隣市町等との広域連携による相互利用等を図る。 

（たつの市公共施設等総合管理計画 P14） 
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(6) たつの市公共建築物再編実施計画（平成 28年 3月） 

たつの市公共建築物再編実施計画では、公共施設のうち庁舎、学校、公民館等の公共建築

物を対象に、施設ごとの維持補修や更新、配置のあり方についての方針を示しています。 

庁舎については、分庁舎の建替や御津総合支所、御津文化センター、御津公民館、御津保

健センターの機能を複合化した施設への建替の方針が示されています。 

 

【4 公共建築物の再編における実施計画】 

5 庁舎 

現状と課題 

（1）建物状況 

・本庁、旧揖龍広域センター、御津総合支所については、建設後 40 年以上が経過し、

建物や設備の老朽化が進んでいる。 

・揖保川総合支所については、建設後 20 年以上が経過し、設備が劣化してきている。 

（2）運営状況 

・総合支所及び出張所については、市の行政事務を行う出先機関として、窓口営業を中

心とした部署を設置している。 

再編の取組み 

【取組みの方向性】 

・本庁の敷地内にある分庁舎については、老朽化が進んでいるため、建替を検討する。 

・御津総合支所については、近接する御津文化センター、御津公民館とともに老朽化が

進んでいるため、庁舎、文化センター、公民館等の機能を複合した施設への建替を検

討する。 

（たつの市公共建築物再編実施計画 P19） 

 

【4 公共建築物の再編における実施計画】 

（2）施設種類ごとの実施計画 

6 保健センター 

現状と課題 

（1）建物状況 

・御津保健センターについては、建設後 30 年以上が経過し、建物や施設の老朽化が進

んでいる。 

再編の取組み 

【取組みの方向性】 

・御津保健センターについては、老朽化が進んでいるため、御津庁舎等へ機能を移転し、

除却を検討する。 

（たつの市公共建築物再編実施計画 P22） 
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【4 公共建築物の再編における実施計画】 

（2）施設種類ごとの実施計画 

7 文化会館等 

現状と課題 

（1）建物状況 

・文化センター2 施設、その他会館 2 施設については、建設後 30 年以上が経過し、建

物や設備の老朽化が進んでいる。 

再編の取組み 

【取組みの方向性】 

・御津文化センターについては、近接する御津総合支所、御津公民館とともに老朽化が

進んでいるため、庁舎、文化センター、公民館等の機能を複合した施設へ建替を検討

する。 

（たつの市公共建築物再編実施計画 P24） 

 

(7) たつの市職員定員適正化計画（平成 27年 3月） 

たつの市職員定員適正化計画では、今後の取り組み方針として、少数精鋭の組織体制の確

立が示されています。そのために、必要最小限の人員での対応や業務委託、指定管理者制度

等の民間活力の導入、計画的な新規職員の採用が方策として示されています。 

【3 新たな定員適正化計画の内容】 

（1）取組方針 

今後の定員管理の取組方針としては、おおむね平成 26 年 4 月 1 日現在の職員数を維持し

ながら、少数精鋭の組織体制を確立し、行政サービスの質の向上に努めていきます。 

なお、技能労務職については、原則退職者不補充とし、引き続き職員数の削減を図ってい

きます。 

【4 計画推進のための手法】 

（1）組織体制の見直し 

簡素で効率的な組織を維持するため、事業の拡大や新規事業への対応は、スクラップアン

ドビルドの考え方に基づき、既存事業の必要性や適時性等を再検証し、必要最小限の人員で

対応するように努めます。 

（2）民間活力の導入の推進 

行政サービスの質の維持・向上を考慮した上で、民間活力の導入が可能な業務について常

に検証し、業務委託、指定管理者制度など最適な手法を見極め、積極的に推進していきます。 

（3）計画的な新規職員採用 

将来にわたり安定的な行政組織を運営するため、退職者の動向や職員の年齢構成等を考慮

し、長期的視点に立った計画的な採用に努めていきます。 

なお、技能労務職については、原則退者不補充とし、臨時的任用職員等を配置することで

補います。 

（たつの市職員定員適正化計画 P7、8）  
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3.1.2 これまでの検討経緯 

新本庁舎整備に係るこれまでの本市の検討経緯を表 3-1 に示します。 

表 3-1 庁舎建設検討委員会の経緯 

会議等名 開催日 協議内容 

第 1 回庁舎建設検討委員会 
平成 19 年 

11 月 26 日 

◆たつの市既存本庁舎の現状について 

◆合併協議における新庁舎建設の調整方針について 

◆新市建設計画における新庁舎の位置づけについて 

◆第 1 次たつの市総合計画における庁舎整備方針に

ついて 

◆庁舎建設事業費にかかる財源について 

第 2 回庁舎建設検討委員会 
平成 20 年 

1 月 24 日 

◆庁舎建設の位置・規模について 

◆駐車場等の規模について 

◆庁舎の機能・建築形態について 

◆庁舎建設事業費について 

◆財源計画について 

第 3 回庁舎建設検討委員会 
平成 20 年 

8 月 27 日 

◆これまでの委員会における検討内容を継続協議 

◆庁舎耐震補強事業について 

第 4 回庁舎建設検討委員会 
平成 20 年 

12 月 4 日 

◆これまでの委員会における検討内容を継続協議 

◆庁舎耐震改修外観イメージについて 

◆平成 19 年度財政状況について 

第 5 回庁舎建設検討委員会 
平成 23 年 

3 月 22 日 

◆これまでの委員会における検討内容を継続協議 

◆庁舎建設に係る規模、事業費等について 

第 6 回庁舎建設検討委員会 
平成 24 年 

8 月 7 日 

◆これまでの委員会における検討内容を継続協議 

◆庁舎増築に係る方向性について 

第 7 回庁舎建設検討委員会 
平成 24 年 

9 月 27 日 

◆たつの市庁舎建設検討報告書（案）について 

◆増築庁舎の機能等について 

庁舎建設検討委員会 
平成 24 年 

10 月 30 日 
◆たつの市庁舎建設検討報告書の策定・市長報告 

第 1 回たつの市庁舎建設庁

内検討委員会ワーキング会

議 

平成 28 年 

9 月 29 日 
◆本庁舎建設の位置・規模について 

第 2 回たつの市庁舎建設庁

内検討委員会ワーキング会

議 

平成 28 年 

11 月 1 日 

◆増築位置の考え方について 

◆本庁舎の整備方針について 
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表 3-1 庁舎建設検討委員会の経緯 

会議等名 開催日 協議内容 

第 3 回たつの市庁舎建設庁

内検討委員会ワーキング会

議 

平成 29 年 

1 月 25 日 

◆庁舎建設のスケジュール等について 

◆たつの市本庁舎整備基本計画の策定について 

第 1 回たつの市庁舎建設庁

内検討委員会 

平成 29 年 

2 月 1 日 

◆庁舎建設の検討に係る推進体制について 

◆これまでの経緯と現状について 

◆庁舎建設に係る業務スケジュールについて 

◆たつの市本庁舎整備基本計画の策定について 

第 2 回たつの市庁舎建設庁

内検討委員会 

平成 29 年 

9 月 20 日 

◆第 2 次たつの市総合計画における庁舎整備方針に

ついて 

◆検討経過、今後の事業スケジュールについて 

◆本庁新庁舎の適正規模・配置等について 

第 3 回たつの市庁舎建設庁

内検討委員会 

平成 29 年 

12 月 12 日 

◆検討経過、今後の事業スケジュールについて 

◆たつの市本庁舎整備基本計画（素案）について 
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3.2 基本方針 

「たつの市公共施設等総合管理計画」「たつの市公共建築物再編実施計画」に基づき、既存施

設を有効活用しつつ、必要最小限の施設整備を行うことにより、施設保有量を適正化します。既

存本庁舎は、窓口機能は生かしつつ、外壁等の劣化や設備機器の更新を含めた改修を計画します。

既存本庁舎内で不足する機能は、必要不可欠な機能に絞り込み、新本庁舎内での整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 安全・安心な暮らしを支える拠点 

大地震や揖保川の氾濫といった水害など、想定される災害に対して市民と職員が安心して利用

できる安全性を備えた庁舎を計画します。また、大規模災害時には災害情報の収集・伝達等を行

う災害警戒本部・災害対策本部としての役割を発揮できるよう、3 階に活動室を設置することに

加え、自立インフラによるバックアップを行います。 

 

3.2.2 市民が満足するサービスを提供できる体制 

ホールや中庭など、市民が気軽に立ち寄ることができる空間の整備を検討します。併せて、自

動販売機やカフェの設置の可能性を検討します。また、将来の市民ニーズの変化や行政組織再編

に対応できるよう、フレキシビリティの高い庁舎とします。 

 

3.2.3 すべての利用者にやさしい施設 

子どもから高齢者まで、誰もが訪れやすく利用しやすいユニバーサルデザインによる庁舎とし

ます。全庁舎を渡り廊下で接続するとともに、窓口機能を利用しやすい低層階に配置するなど、

市民が利用しやすい庁舎とします。 

 

3.2.4 市民協働スペースの充実と「たつの」に関する情報発信 

新本庁舎の１階には、様々な市民活動に使用できるスペースを整備します。併せて、風土が生

み出した手延素麺や醤油醸造、皮革産業といった地場産業や草花や紫黒米、軟弱野菜、トマト、

大根などの特色ある農業、地域活動などを紹介できる情報コーナーを整備し、更なる市民活動の

発展に寄与できる庁舎を目指します。 

１．安全・安心な暮らしを支える拠点 

２．市民が満足するサービスを提供できる体制 

３．すべての利用者にやさしい施設 

５．環境に配慮した快適な空間 

新本庁舎整備 

の基本方針 
４．市民協働スペースの充実と「たつの」に関する情報発信 

７．事務機能の向上を目指した庁舎 

６．豊かな自然と歴史が調和した品格ある庁舎 
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3.2.5 環境に配慮した快適な空間 

市の気候特性を踏まえ、太陽光や自然の風等の自然エネルギーの有効活用や LED 照明や高効

率機器等の省エネルギー技術の導入などにより、積極的に環境負荷の低減に努めます。また、維

持管理コストの縮減を図り、ライフサイクルコストを適正化します。木造や木質化など、自然素

材を積極的に活用します。 

 

3.2.6 豊かな自然と歴史が調和した品格ある庁舎 

揖保川河川敷や中川原公園と本庁舎敷地の繋がりの形成、既存の中庭の有効活用など、周辺環

境を含む魅力の向上を検討します。山並みや川などの自然環境、城下町としての歴史を踏まえる

とともに、未来のたつのを感じる外観デザインを目指します。 

 

3.2.7 事務機能の向上を目指した庁舎 

機能的な執務室配置、適切な会議室の確保により、執務効率の向上を図ります。個人情報の保

護等のため、セキュリティに配慮したゾーニング、入退室管理システムの導入を検討します。 
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4. 新本庁舎に求められる機能 

4.1 新本庁舎の機能 

4.1.1 安全・安心な暮らしを支える拠点を実現するための機能 

・新本庁舎の耐震性能は、震度 6 強以上の大規模地震を想定した安全性を確保 

・新本庁舎は、大地震時の事業継続性を高めるため、免震構造を採用 

・災害対策本部機能を新本庁舎の 3 階に集約して配置することで、安全性と機能性を向上 

・非常用発電機や太陽光発電設備により、災害対策本部機能として必要な電力を確保 

・新本庁舎は雨水貯留槽等により、災害時の中水確保を検討 

・マンホールトイレやかまどベンチ等の設置を検討 

 

免震装置の事例（長野県庁） 

 

マンホールトイレの事例（長岡京市） 

 

4.1.2 市民が満足するサービスを提供できる体制を実現するための機能 

・既存本庁舎のエントランスホールを内装改修して拡充するとともに、新本庁舎にもゆとりの

あるエントランスホールを設置 

・新本庁舎 1 階に各種イベント等に使用できる多目的ホールを整備 

・各エントランスホール等に自動販売機やカフェ等の設置を検討 

・新本庁舎の構造・設備計画は、将来の組織再編に伴う改修等を容易にするフレキシビリティ

を確保 

 

エントランスホール事例（糸満市） 

 

庁舎内ホール事例（岐南町） 
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4.1.3 すべての利用者にやさしい施設を実現するための機能 

・既存本庁舎及び新本庁舎の各所に適切にエレベーターを設置 

・エントランスから各窓口への経路がわかりやすいシンプルな動線計画 

・渡り廊下で新本庁舎と既存本庁舎を接続し、雨にぬれずに移動できる動線を確保 

・オストメイト対応の多目的トイレを設置 

・既存本庁舎を含め、誰もがわかりやすいサインへの更新 

・授乳室やキッズコーナーの設置 

 

わかりやすいサインの事例（神戸市須磨区） 

 

キッズコーナーの事例（日高市） 

 

4.1.4 市民協働スペースの充実と「たつの」に関する情報発信を実現するための機能 

・各エントランスホールは、待合等を兼ね、市民が憩える場を確保 

・新本庁舎 1 階の市民ホールはテラスや中庭と連続する空間とし、イベント等での一体的な利

用にも配慮した施設計画とし、行政情報や様々な市民活動情報等を紹介できるスペースを確

保 

・新本庁舎に農産物、瀬戸内魚介類をはじめ、手延素麺や醤油製造、皮革産業といった地場産

業や、国指定史跡の新宮宮内遺跡、国指定重要文化財の賀茂神社、永富家住宅、堀家住宅、

龍野城と脇坂藩5万3千石の城下町に連なる歴史的な町並み、江戸時代に海の宿駅として栄え

た室津港などの歴史的資源を含む観光情報を展示できるシティプロモーションゾーンを確

保 

 

地場産業の紹介スペース事例（糸満市） 

 

交流ラウンジ事例（太子町） 
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4.1.5 環境に配慮した快適な空間を実現するための機能 

・新本庁舎は自然光を取り入れやすい施設計画としながら、外壁のルーバー等により適切に日

射を制御 

・新本庁舎は全面的に LED 照明を採用するとともに、トイレ等には人感センサーを設置し、

電力使用量の適正化を実現 

・新本庁舎に太陽光発電設備を設置し、平常時の活用に加えて、災害時の電力確保にも活用 

・新本庁舎は、空調などの各種設備に費用対効果の高い高効率機器を採用し、ライフサイクル

コストを縮減 

・エコマテリアルを積極的に採用し、環境負荷を低減 

 

外壁の日射遮蔽ルーバー事例（安曇野市） 

 

太陽光発電設備の事例（平川市） 

 

4.1.6 豊かな自然と歴史が調和した品格ある庁舎を実現するための機能 

・新本庁舎は、豊かな自然環境や城下町としての歴史等を踏まえ、7 万 8 千人都市「たつの」

のシンボルとなるデザインを検討 

・新本庁舎は、揖保川河川敷や中川原公園、既存の中庭など、敷地の内外にある「たつの」な

らではの魅力を引き立て、生かす施設計画を検討 

・既存本庁舎は新本庁舎との調和を図り、新旧の本庁舎全体で市のシンボルとなるよう、外装

改修等を検討 

・多くの市民の目に触れるエントランスや廊下等の内装に木材などの自然素材を採用 

 

地場産木材の活用事例（福島県） 

 

現在の中庭の状況 
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4.1.7 事務機能の向上を目指した庁舎を実現するための機能 

・新本庁舎及び既存本庁舎全体で、窓口機能を低層階に連続的に配置する、連携業務が多い課

を隣接させるなど、執務が効率的に行える機能配置を検討 

・日常的な打合せ等に使用できる会議室やミーティングスペースを機能的に配置 

・休日や夜間の業務にも配慮したセキュリティ区画、警備システム等を検討 

・敷地全体で現在よりも多い駐車台数を確保 

・新本庁舎は、フリーアクセスフロアの導入により、机等のレイアウトに影響されることなく

配線が行え、人の通行等の支障にならない執務室を実現 

・新本庁舎の会議室は、利用人数に応じて容易に広さを変えられる移動間仕切りを設置 

 

打合せコーナーの事例（伊予市） 

 

移動間仕切りのある会議室事例（太田市） 
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5. 諸条件の整理 

5.1 本市の概況・自然環境条件の整理 

5.1.1 本市の概況 

本市は、平成 17 年 10 月に兵庫県西南部に位置する龍野市、新宮町、揖保川町及び御津町の 4

市町が合併して市制を施行しました。 

本市には、農産物、瀬戸内魚介類をはじめ、手延素麺や醤油製造、皮革産業といった地場産業

が多くあります。また、古くから山陽道、筑紫大道、因幡街道など交通の要衝として栄えた地で

あり、現在でも山陽自動車道、国道 2 号、179 号、250 号が市域を貫き、さらには中国横断自動

車道姫路鳥取線の整備も進められています。また、市域の約半分を山林が占め、山林で培われた

肥えた土や水が市域を横断する一級河川揖保川を介し、市南部の瀬戸内海に注がれ、豊かな漁場

をつくっています。 

一方、国指定史跡の新宮宮内遺跡、国指定重要文化財の賀茂神社、永富家住宅、堀家住宅、ま

た、龍野城と脇坂藩 5 万 3 千石の城下町に連なる古い町並み、江戸時代に海の宿駅として栄えた

室津港などの歴史的資源も豊富に有しています。 

さらに、市北西部に位置する播磨科学公園都市では、世界最高性能の大型放射光施設 SPring-8

を中心に国際的な科学公園都市を目指し、整備を進めています。 

 

5.1.2 自然環境条件 

(1) 気象の特性 

本市の年平均気温は約 15℃、年平均降水量は 1,300mm～1,500mm 程度となっており、全

般的に温暖で雨が少なく、瀬戸内式気候の特徴を表しています。 

1) 夏季 

 日最高気温が 30℃以上の日も多く、夏季の空調負荷に留意する必要があります。 

2) 冬季 

 降雪はほぼありませんが、0℃未満の日も多く、凍結等に配慮が必要です。 

3) 通年 

 年間を通じて安定した日照が得られるため、有効活用することを検討します。 
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5.2 敷地利用上の前提条件 

大雨等による敷地周辺における浸水想定区域を図 5-1 に示します。敷地は揖保川に近いこと

から、「0~0.5m 未満」の範囲での浸水想定区域に指定されており、水害に対しての対策が必要

です。 

また、敷地中央部には記念樹を含んだ中庭が配置されており、既存中庭部分の有効活用が必要

です。 

 
 

図 5-1 たつの市防災マップ（既存本庁舎周辺部） 

 

5.3 各種関係法令上の制約条件 

5.3.1 建築基準法関連 

表 5-1 制約条件 

用途地域 第二種住居地域 

建蔽率 60% 

容積率 200% 

防火地域 指定なし 

日影規制 5m：4 時間／10m：2.5 時間 

道路斜線 勾配 1.25 

埋蔵文化財包蔵地 指定なし 

地区計画 指定なし 

 

5.3.2 ユニバーサルデザイン関連 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 福祉のまちづくり条例 
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5.4 周辺環境 

敷地の南西側に隣接して、龍野体育館やたつの消防署、たつの市福祉会館等の公共施設が配置

されている。また、敷地周辺部には、中川原公園、千鳥ヶ浜河川敷公園もあり、揖保川も近くを

流れている。それぞれの公園内には、野球場やテニスコート、グラウンド等市民利用の多い機能

が集まっています。 

 

図 2-2 敷地周辺の状況（再掲） 

 

千鳥ヶ浜河川敷公園 

 

中川原公園 

  

 

中川原公園 
揖保川 

千鳥ヶ浜河川敷公園 

既存本庁舎（A棟） 

既存本庁舎 

平屋部分（B棟） 
分庁舎 

たつの警察署 

龍野体育館 

たつの消防署 

たつの市 
福祉会館 

龍野税務署 

書庫 

本事業敷地 

防災拠点 
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6. 庁舎規模の検討 

6.1 庁舎機能の規模 

庁舎機能の規模算定においては、総務省「起債対象事業費算定基準」を基本としますが、当該

基準では算定しがたい項目については、現状の面積等を参考に規模を算定します。 

表 6-1 庁舎機能の必要規模 

※1 職員数は、平成 29 年 4 月 1 日現在。 

※2 事務室の換算率及び議場等については、既存本庁舎使用による実数に置き換えて算定。 

 

6.2 増築部分の必要規模 

既存本庁舎のうち、残置する既存本庁舎（A 棟）の延床面積が 5,238.84 ㎡であるため、増築

部分の必要規模は約 3,300 ㎡とします。 

表 6-2 新本庁舎増築部分必要規模 

 
起債対象 

算出面積 
既存面積 

増築必要 

面積 

面積（㎡） 8,581.62 5,238.84 3,342.78 

 

 

  

区    分 換算率 
職員数※1 

（人） 

基準面積 

（㎡） 

換算職員 

数（人） 

算出面積 

（㎡） 

1. 事務室 

特別職  20.0  3  4.5  60.0  270.00  

部長級 ※2 2.5  13  4.5  32.5  146.25  

課長級 ※2 2.0  83  4.5  166.0  747.00  

課長補佐・係長級 ※2 1.0  92  4.5  92.0  414.00  

一般職員（製図者） ※2 1.0  12  4.5  12.0  54.00  

一般職員  1.0  178  4.5  178.0  801.00  

合  計 －  381  －  540.5  2,432.25  

2. 倉庫 事務室面積（2,432.25 ㎡）×13％ 316.19  

3. 会議室・便所・洗面所・その他 職員数（381 人）×7.0 ㎡ 2,667.00  

4. 玄関・ホール・廊下・階段等 1～3 の合計面積（5,415.44 ㎡）×40％ 2,166.18  

5. 議場・委員会室・議員控室 ※ 実数（現状面積） 1,000.00  

合            計 8,581.62  
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7. 新本庁舎の整備計画 

7.1 新本庁舎の整備計画 

7.1.1 配置計画 

(1) 既存本庁舎との関係 

新本庁舎は、既存駐車場と既存中庭の一部に、3 階建で配置する方針とします。新本庁舎

と既存本庁舎は、既存玄関ホールと新本庁舎内の市民ホールを渡り廊下で接続させます。渡

り廊下は緑豊かな中庭を通り抜けます。 

 

(2) アプローチの考え方 

新本庁舎の外構整備に合わせて、歩行者通路と車路とを分けて整備し、歩車分離による安

全性の確保を検討します。さらに、敷地周辺との一体感をつくるため、揖保川との親水性、

中川原公園との繋がりを創出する通路を検討するとともに、各方向から建物に出入できるよ

うなアプローチを整備します。また、新本庁舎 1 階と中庭が一体的に利用できるように外部

と内部の関係をつくり、敷地の各所に休憩スペースを配置させることで、多くの場所で賑わ

いが生まれるような計画とします。 

車両の出入口については、敷地東側の市道龍野揖保線側と敷地南側の市道市役所南線側と

し、周辺交通への影響を考慮します。また、公用車及び職員用と来庁者用の駐車場を明確に

分離します。 

 

図 7-1 配置イメージ 
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(3) 必要な駐車台数の検討 

新本庁舎及び既存本庁舎では、駐車場利用者として来庁者、公用車、職員等が想定されま

す。各利用者の必要駐車台数及び面積を表 7-1 のとおり算定します。なお、「駐車場設計・

施工指針（国土交通省）」に基づき、1 台あたりの駐車場必要面積は、23.75 ㎡としています。 

表 7-1 新本庁舎及び既存本庁舎の利用者の駐車場必要台数及び面積 

 
現況台数 

（台） 

必要台数 

（台） 

必要面積 

（㎡） 
算定根拠 

来庁者 

駐車場 
102 153 3,633.75 

最大滞留量の近似的計算方法より 

（たつの市人口：平成 29 年 3 月 31 日現在） 

公用車 

駐車場 
83 83 1,971.25 現況台数より 

職員用 

駐車場 
193 193 4,583.75  現況台数より 

合計 378 429 10,188.75  
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(4) 配置案の比較 

既存本庁舎との関係、アプローチの考え方に基づき、考えられる配置案の特徴について図 

7-2、図 7-3 のとおり検討します。 

 

 

図 7-2 配置案の特徴（A案、B案） 
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図 7-3 配置案の特徴（C案） 

配置案を比較検討した結果、以下の理由により C 案の採用を決定しました。 

・既存本庁舎と新本庁舎の距離が近く、利便性が高いこと 

・中庭の既存樹木の大半が保存可能であり、自然が身近に感じられる環境を生み出せること 

・新本庁舎を分節化することで、圧迫感を低減できること 

・新本庁舎の平面形状の凹凸により、様々な大きさの市民の憩いの場を創出可能であること 
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7.1.2 平面・断面計画 

新本庁舎と既存本庁舎は、既存玄関ホールと新本庁舎内の市民ホールを渡り廊下で接続させ、

階段とエレベーターは中央部に配置します。 

新本庁舎の 1 階には来庁者が多い機能や多目的ホールを配置します。また、市民ホールや情報

コーナーを適宜設置し、屋外空間との一体的な利用ができるように検討します。多目的ホールは

独立して利用できるように配置し、閉庁時の利用にも配慮します。2 階はその他の執務室を配置

します。3 階は災害対策本部機能などを配置します。 

新本庁舎の多目的ホールは、気積等を考慮し、他の室よりも天井を高くすることを検討します。 

 

7.1.3 構造計画（増築部分） 

(1) 確保すべき耐震性能 

新本庁舎が、広域災害発生時の指揮、情報伝達の拠点となることを考慮し、国土交通省の定め

る「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づき、震度 6 強以上の大規模地震に備えた耐震

安全性能とします。 

表 7-2 耐震安全性の分類（官庁施設の総合耐震・対津波計画基準） 

施設の用途 対象施設 

耐震安全性の分類 

構造体 
建築非 

構造部材 
建築設備 

災害対策の指揮、

情報伝達等のため

の施設 

指定行政機関が入居する施設 

指定地方行政ブロック機関が入居する施

設 

東京圏、名古屋圏、大阪圏及び地震防災

対策強化地域にある指定行政機関が入居

する施設 

Ⅰ類 

Ａ類 甲類 

指定地方行政機関のうち、上記以外のも

の及びこれに準ずる機能を有する機関が

入居する施設 

Ⅱ類 

被災者の救助、緊

急医療活動等のた

めの施設 

病院関係機関のうち、災害時に拠点とし

て機能すべき施設 
Ⅰ類 

Ａ類 甲類 

上記以外の病院関係施設 Ⅱ類 

避難所として位置

付けられた施設 

学校、研修施設等のうち、地域防災計画

で、避難所として指定された施設 
Ⅱ類 Ａ類 乙類 

危険物を貯蔵又は

使用する施設 

放射性物質又は病原菌類を取り扱う施

設、これらに関する試験研究施設 
Ⅰ類 Ａ類 

甲類 
石油類、高圧ガス、毒物等を取り扱う施

設、これらに関する試験研究施設 
Ⅱ類 Ａ類 
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多数の者が利用す

る施設 

学校施設、社会教育施設、社会福祉施設

等 
Ⅱ類 Ｂ類 乙類 

その他 
一般官公庁施設（上記以外の全ての官庁

施設） 
Ⅲ類 Ｂ類 乙類 

表 7-3 耐震安全性の目標（官庁施設の総合耐震・対津波計画基準） 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

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。 

建築非構造

部材 

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、移動等が発生し

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、異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。 

建築設備 
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とも

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。 

 

(2) 地震に対する構造形式の考え方 

新本庁舎は、上記で検討されている耐震安全性能を確保し、地震災害発生後も業務継続性を確

保するため、RC 造、免震構造を採用します。 

表 7-4 構造種別の特徴 

 

鉄骨 

（S）造 

鉄筋コンクリート 

（RC）造 

鉄骨鉄筋コンクリート 

（SRC）造 

大スパンへの対応 ◎ ○ ◎ 

地震時の揺れの小ささ △ ◎ ○ 

重量 ◎ ○ ○ 

耐火性 ○ ◎ ◎ 

耐久性 ○ ◎ ◎ 

コスト ◎ ○ △ 

工期 ◎ ○ ○ 

総合評価 ― ◎ ― 
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表 7-5 免震構造・耐震構造の特徴 

 

7.1.4 環境配慮計画 

(1) 環境配慮計画の考え方 

省エネ技術に頼るのではなく、効果的に省エネを実現するため、①熱負荷の低減、②再生

可能エネルギーの活用、③省エネルギー技術の採用をバランスよく検討します。 

新本庁舎における環境配慮に加え、既存本庁舎においても効果的な改修により、環境負荷

の低減を図ります。 

 

(2) 施設計画における具体的な配慮事項 

以下の配慮事項を例として、基本設計において建築計画との整合や費用対効果等を改めて

検証し、環境負荷の少ない庁舎計画を目指します。 

表 7-6 省エネ庁舎に向けた配慮事項（例） 

新本庁舎 既存本庁舎（改修） 

①熱負荷の低減 

断熱性能の確保、開口部へのルーバーや庇の設置、ペアガ

ラスの採用検討 

断熱性能の強化、外壁へのルーバーの

設置 

②再生可能エネルギーの活用 

直接利用：自然採光、自然通風の促進   

間接利用：太陽光発電、昼光利用制御センサー、雨水利用   

②再生可能エネルギーの活用 

ＬＥＤ照明、人感センサー、高効率空調 
LED照明（内装改修部）、人感センサー

（トイレ）、高効率空調 

構造形式

前提条件

（参考）

概要

大地震時の建物の揺れ ○
・建物の揺れは小さく、ゆっくり大きく揺れる
・上階でも揺れは大きくは変わらない

△
・建物は通常の施設同等の揺れとなる
・上階ほど揺れは大きくなる

大地震後の継続使用 ○
・什器や備品、設備機器の移動や転倒が耐震構造に比べて抑え
　られるため、機能を損なう可能性が低い

△
・什器や備品、設備機器等の移動や転倒の可能性があり、機能
　が継続できない可能性がある

工期 △
・免震層の構築（地下掘削・躯体等）と免震装置の取り付けのた
　めの工期（約２ヶ月）が必要になる

○ ・標準工期

イニシャルコスト △ ・目安としては耐震構造の1.10～1.15倍程度 ○ ・標準建設費

ランニングコスト ○
・一般的な管理費に加え、法的に維持管理点検が必要になる
・大地震後の修復費用等は耐震構造に比べて軽微

○
・一般的な維持管理
・大地震後に修復費用が免震に比べて高くなる

総合評価 ○ ・災害対策本部としての最大限の安全性を確保する ―

・新本庁舎は災害対策本部となるため、人命の安全性確保はもとより、大地震時の機能継続性が非常に重要である
・ＲＣ造、地上３階を想定

・建物の下部に免震装置を設置し、地震エネルギーを吸収することで
　建物の揺れを低減する
・上部構造の揺れが小さくなるため、構造体や什器・備品、設備機器
　等の被害を抑えることができる

・地震時の揺れに対し、柱や梁の構造体の強度を上げることで耐える
・構造部材が損傷することで地震エネルギーを吸収するため、被災後
　は構造体や内外装材、什器・備品、設備機器等の修復が必要にな
　る可能性がある

・国土交通省にて検討中の「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン（試案）」では、「建築物の変形・損傷を低減し、大地震後に
　建築物の機能継続を図るためには、免震構造を採用することも有効である」とされている

概念図

免震構造 耐震構造
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7.1.5 既存本庁舎の改修計画 

改修工事については、工事期間中の施設利用者の安全性に配慮するとともに、市民サービスの

低下を招くことがないよう、迅速かつ計画的な内容とするため、基本設計段階において以下の内

容を検討します。 

(1) 空調設備 

冷暖房設備は、天井吊り型パッケージエアコンとして、窓側天井面に設置します。室外機

は、地上面に設置し、冷媒管は外壁面露出にて、室内機に接続します。既設の機器と比較し

て高効率な空調機に改修し、省エネにも配慮します。 

また、換気設備は、各階機械室に省エネ効果の高い床置型全熱交換機を設置し、既存空調

ダクトを再利用して、各室の換気を行います。 

 

(2) 給排水衛生設備 

トイレは、ユニバーサルデザインへの対応として、改修、拡張を行うことに加え、多目的

トイレの整備を行います。衛生器具は節水型を採用し、水道使用量の低減を図ります。また、

老朽化の著しい水道本管の改修も行います。 

 

(3) ユニバーサルデザイン 

エレベーターは、既存本庁舎、新本庁舎それぞれに設置します。なお、具体的な設置位置

は基本設計段階で検討します。議場傍聴席のバリアフリー化を検討します。具体的な改修方

法については、基本設計段階で決定します。 

 

(4) 高圧受電設備 

既存本庁舎屋上に設置されている高圧受電設備は、老朽化が著しいため、機器の更新を行

います。更新にあたっては、省エネ性能の高いトップランナー変圧器を採用します。 

 

(5) サイン表示 

現在のサインは全体の表示方法が統一されていないため、サインの表示方法の統一及び壁

面の案内表示板の設置を行います。 

 

(6) テラス 

中庭部分の有効活用を図るため、中庭へ接続するテラスの整備を行います。 

 

(7) セキュリティ対策 

既存本庁舎はセキュリティ区画が不十分であるため、休日の管理区画等を検討し、管理用

のシャッター等の設置や新本庁舎と一体的な機械警備システムの検討を行います。 

 

(8) OAフロア化 

執務室内の OA フロア化は、基本設計段階において工事手順や期間、費用等を考慮した検

討を行います。 
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(9) 内外装改修 

エントランス等の来庁者の目に触れやすい箇所は、新本庁舎との一体感にも留意し、内装

改修を行います。併せて、新本庁舎の外観デザインとの調和や環境負荷低減を図るため、外

装の改修も検討します。 

 

7.1.6 景観計画 

外観は既存本庁舎と新本庁舎のデザインの統一と調和を図ります。木質系の材料を使用するな

ど、人々に安らぎを与え、周辺建物を含めた街並みにも考慮した華美にならないデザインを検討

します。外観デザインとしては、図 7-4 のようなパターンがありますが、基本設計において建

築ボリュームや平面計画と合わせて検討します。 
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図 7-4 景観計画案の特徴 
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7.1.7 概算工事費 

概算工事費は、県内の類似事例を参考に表 7-7 のとおり算出し、概算で約 2,430 百万円（税

込）と想定します。 

表 7-7概算工事費（税込） 

 工事費（百万円） 備考 

新本庁舎建設費 1,440 
延床面積 3,300 ㎡（鉄筋コンクリート構造、免震構

造） 

既存本庁舎改修費 860 
トイレ改修、エレベーター改修、空調改修、高圧受

電設備更新含む 

解体費 130 分庁舎、機械室等の解体費 

総工事費 2,430  

※屋外附帯工事費は含まない。 
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8. 事業計画 

8.1 事業スケジュール 

新本庁舎整備に係る事業スケジュールは表 8-1 のとおり想定します。 

表 8-1 想定事業スケジュール 

 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基本計画 
                

基本設計・

実施設計 

                

建設工事等 
                

 

8.2 財源 

新本庁舎整備に利用する財源としては、地方債（合併特例債）のほか、公共施設整備基金を充

当します。 

 

8.3 ライフサイクルコスト算出の考え方 

ランニングコストの算定にあたっては、税制上の償却年数 50 年ではなく、「建築物のライフ

サイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」で用いられている耐用年数 65 年で算定

します。 

 

8.3.1 光熱水費 

光熱水費は、既存各庁舎（既存本庁舎、分庁舎）の過去７年間の光熱水費、燃料費の平均金額

（15,417 千円／年）をもとに試算します。 

新本庁舎では、高効率の設備機器、節水型の衛生器具の導入によって、電気・ガス・水道の使

用量の 20％削減を目指すため、削減率を加味すると光熱水費は、約 18,120 千円／年となります

（表 8-3）。 

以上のことから、新本庁舎における 65 年間の光熱水費は、約 11.8 億円となります（※18,120

千円／年× 65 年≒ 11.78 億円）。 
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表 8-2 既存本庁舎における光熱水費・燃料費の推移（平成 22年～平成 28年）（千円） 

 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 
平均 

既存本庁舎 
光熱 

水費 
15,041  14,078  14,335  16,259  17,711  16,082  14,413  15,417 

 

表 8-3 光熱水にかかる年間費用 

 既存本

庁舎の

年間費

用(A) 

[千円] 

基本 

単位(B) 

[㎡] 

単位当たり

の年間費用

(C:A/B) 

[千円/㎡] 

新本庁舎

の規模

(D) 

[㎡] 

新本庁舎

の年間費

用 

(E:C*D) 

[千円] 

使用量

削減率

(F) 

[千円] 

新本庁舎の 

年間費用 

(削減後,E*F) 

[千円] 

光熱水費 15,417 5,743.10 2.684 8,439 22,650 0.8 18,120 

 

8.3.2 運用管理費、施設維持費、解体再利用費を加えたランニングコストの集計 

運用管理費、施設維持費、解体再利用費を「建築物のライフサイクルコスト」をもとに算出し、

下表のように新本庁舎のランニングコストを集計すると、65 年間で約 70.9 億円（1 年当たり

約 1.09 億円）と推計することができます。 

表 8-4 ランニングコストの集計 

 65年間のランニングコスト 

光熱水費 1,177,800 千円 

運用管理費 2,600,000 千円 

施設維持費 3,223,782 千円 

解体再利用費 85,993 千円 

合計 7,087,575 千円≒70.9 億円 
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8.4 事業手法の検討 

本事業を推進するに当たり想定される事業方式として、設計・施工をそれぞれ分けて発注する

従来方式と設計・施工を一括して発注する設計施工一括発注方式（DB 方式）、設計・施工に加

え、維持管理・資金調達までを一括して特別目的会社（SPC：事業推進を目的として関連企業が

設立した会社）に発注する PFI 方式等の民活手法が考えられますが、以下の理由により本事業

では従来方式を採用します。 

 

 行政庁舎の場合、文化交流施設等に比べ、PFI 方式による大きなメリットは得られないと考

えられること。 

 合併特例債の活用を想定しているため、従来方式の場合でも、一定レベルでの資金の平準化

を図ることは可能であると考えられること。 

 庁舎の一部改修を想定するため、一括発注におけるコストメリットが得られにくいこと。 

 DB 方式、PFI 方式の導入には、発注者及び提案者ともに事業に取り掛かる準備に多くの労力

やコストを伴い、庁舎整備までに時間を有すること。 

⇒2020 年度末までに全体の工事を終了させる必要があるため、より効率的な事業手法が求め

られる。 

 多様な業者の参画機会の確保や地元企業の育成の観点から、地元企業が参画しやすい発注方

式が望ましいこと。 

⇒民活手法の場合、地元企業ではノウハウを持たない場合が多いため、従来方式に比べ地元

企業が参加しにくい事業手法となる。 

 従来方式の場合、急な諸条件の変更等、市の意向が反映されやすいこと。 

⇒既存本庁舎を利用しながらの工事が前提となるため、多様な要望に対して市が主体となっ

て工事全体をコントロールする必要がある。 
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参考資料 用語集 

用語 解説 

ユニバーサルデザイ

ン 

ユニバーサルデザイン（Universal Design）とは、老若男女といった違い、

障害の有無、能力の如何を問わずに、誰でもが平等に利用することがで

きる施設・製品・情報の設計（デザイン）のこと。 

保全費用 

保全費とは、設備保全活動に必要な費用であって、設備の新増設、更新、

改修など固定資産に計上されるものは除く。修繕費等の他に保全用予備

品の在庫や、予備機器を保有しておくためにかかる費用を含む。 

環境配慮計画 環境配慮計画とは、環境との調和に配慮しながら進める計画のこと。 

景観計画 

景観法に基づき景観形成上重要な公共施設の保全や、整備の方針、景観

形成に関わる基準等をまとめた計画。景観法による景観行政団体が景観

に関するまちづくりを進める基本的な計画のこと。 

ライフサイクルコス

ト 

ライフサイクルコスト（Life Cycle Cost）とは、製品や構造物などの費

用を、調達・製造→使用→廃棄の段階をトータルして考えたもの。訳語

として生涯費用ともよばれ、英語の頭文字から LCC と略す。 

クラック 建築物の柱、床、壁などに発生するひび割れのこと。 

バリアフリー 

高齢者や障害者が社会生活を送るうえで障害となるものを取り除くこ

と。当初は道路や建物の段差や仕切りをなくすことをいったが、現在で

は社会制度、人々の意識、情報の提供などに生じる様々な障害をふくめ

て、それらを取り除くことをいう。 

ライフライン 
生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・通信などの設備や施設

のこと。 

多目的トイレ 

多目的（多機能）トイレとは、車椅子使用者が利用できる広さや手摺り

などに加えて、オストメイト対応の設備、おむつ替えシート、ベビーチ

ェアなどを備えることで、車椅子使用者だけでなく、高齢者、内部障害

者、子供連れなどの様々な人が利用可能なトイレのこと。 

有線 LAN 

パソコンなどでインターネットを利用するには、回線契約業者が設置し

た機器（回線終端装置）とパソコンを LANケーブルでつなぐ必要があり、

この LANケーブルを使った接続方法を「有線 LAN」という。 

OAフロア 

OA フロアは、床の上に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。OA はオフィス・オートメーショ

ンの意味であり、オフィス（事務所）のほか商業施設、工場、学校など

のコンピュータや多くの配線を必要とする場所に設置される。 

セキュリティ区画 
施設の内外にセキュリティの必要度に応じた領域（セキュリティゾーン）

を設定することをいう。 

自立インフラ 
電源設備のない場所での自立電源、また災害時にインフラ機器の長時間

バックアップに対応できる電源のこと。 
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フレキシビリティ 
フレキシビリティとは、建築において、用途や機能の変化、増築や改修、

間取りの変化などに対応可能な建物の性質のこと。 

LED照明 
発光ダイオード（LED）を使用した照明器具のこと。低消費電力で長寿

命といった特徴を持つ。 

ゾーニング 

ゾーニングとは、空間を利用目的や用途に分けて考えることをいい、平

面計画を考えるうえで基本になるもの。ゾーンは大別して、パブリック

ゾーン、プライベートゾーン、サービスゾーンの 3種類になる。 

オストメイト 

オストメイト（Ostomate）とは、病気や事故などにより消化管や尿管が

損なわれたため、腹部などに排泄のための開口部ストーマ（人工肛門・

人工膀胱）を造設した人のことをいう。 

シティプロモーショ

ン 

シティプロモーションとは、地域としてのイメージや知名度を高めるこ

とにより、市が持つ様々な魅力（観光資源、文化、都市基盤等）を市内

外に、効果的・戦略的に発信しようとする取り組みのこと。 

ルーバー 

ルーバー（Louver）は、細長い板を枠組みに隙間をあけて平行に組んだ

もの。取付角度によって、風・雨・光・埃・視線などを選択的に遮断し

たり透過したりすることができる。 

エコマテリアル 

エコマテリアルは、優れた特性・機能を持ちながら、より少ない環境負

荷で製造・使用・リサイクルまたは廃棄でき、しかも人に優しい材料（ま

たは材料技術）、環境を意識した材料のこと。 

人感センサー 
人の動きや温度を検知し、室内から人がいなくなると、自動的に節電や

消灯状態に切り替える機能のこと。 

環境負荷 

環境負荷とは、環境に与えるマイナスの影響を指し、人工的に発生する

もの（廃棄物、公害、開発、戦争、人口増加など）と、自然的に発生す

るもの（気象、地震、火山など）がある。 

フリーアクセスフロ

ア 

フリーアクセスフロアとは、床の上に一定の空間が設けられるよう製品

化された部材が施設された床仕上のこと。（一般には二重床、FF と呼ば

れている）この空間には電源・各種ケーブル等の配線、空調設備等の機

器などが収納されるので、床上にはケーブルなどは存在せず、すっきり

とした状態となる。OAフロアともいう。 

アプローチ 

アプローチとは、道路や門、広場から個々の建物へ至る経路のこと。建

物に近づき、入るための寄りつき、入口、あるいはそれらが並ぶ動線た

どっていく方法（アクセス）をいう。 

気積 
気積とは、場所の床面積×高さのことで、空間に関して用いる場合は一般

的に立方メートル（㎥）という単位で表す。 

建築非構造部材 

構造部材は、建物の構造体としての柱、梁、床、壁（耐力壁や外壁、廊

下の腰壁）などをいい、その他の間仕切り壁、意匠上の壁、インテリア

上の壁など建物の構造計算に影響のない構造材を「非構造部材」という。 
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二次災害 

二次災害とは、ある災害が起こった後に、それがもとになって起こる別

の災害のこと。豪雨のため地盤が緩んで起こる土砂崩れ、地震でガス管

が損壊したことによる爆発事故、救助隊の遭難や被災などがある。 

大スパン 柱間の支点距離などを大きくとった構造のこと。 

鉄骨（S造） 鉄骨造（S造）とは、柱や梁などの骨組みに鉄骨を使用した構造のこと。 

鉄筋コンクリート

（RC造） 

鉄筋コンクリート（RC 造）とは、柱や梁、床、壁が鉄筋とコンクリー

トで構成され、鉄筋を組んだ型枠にコンクリートを打ち込んだもの。2

つの材料を組み合わせることで必要な強度を出している。 

鉄骨鉄筋コンクリー

ト（SRC造） 

鉄骨鉄筋コンクリート（SRC 造）とは、鉄骨の柱の周りに鉄筋を組み、

コンクリートを打ち込んだもの。大型マンションやビルなど大規模な建

物の場合、SRC造の工法が多く使われる。S造と RC 造の長所を兼ね備

えている構造といえる。 

耐震 
壁や柱を強化したり補強材を入れたりすることで、建物自体の構造強度

を上げて地震の揺れに対抗する工法。 

制震 
建物内部にダンパーという振動低減装置を組み込んで地震の揺れを吸収

することで、建物に粘性をもたせて振動を抑える工法。 

免震 
建物と基礎の間に免震装置を組み込んで、建物を地盤から絶縁すること

で地震の揺れを受け流し、直接的な揺れを建物に伝えない工法。 

イニシャルコスト 
イニシャルコストとは、初期投資の金額をいい、建物では、設計費用や

建設費用など建物が完成するまでに必要な費用のことをいう。 

ランニングコスト 
ランニングコストとは、完成した建物を、継続的に使用していくための

維持管理に必要な費用のことをいう。 

熱負荷 

熱負荷とは、室内を一定の温湿度に保つために必要とする熱量・カロリ

ーのこと。熱負荷には、暑い部屋を涼しく保つために空気から熱量を取

り除く「冷房負荷」と、寒い部屋を温かく保つために空気に熱量を供給

する「暖房負荷」の 2種類がある。 

再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーとは、石油や石炭、天然ガスなどの化石エネルギー

とは違い、太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に常

に存在するエネルギーのこと。環境にやさしく、枯渇する心配がないた

め、新しいエネルギーとして注目されている。 

ペアガラス 
ペアガラスとは、2 枚の板ガラスの間に空気層を挟んで一体化された断

熱ガラスのこと。 

高効率空調 

高効率空調とは、エネルギーコストが削減された空調設備のことであり、

高効率空調を設置することで電気代の削減やインバータによる効率化を

図ることができる。 

天井吊り型パッケー

ジエアコン 

業務用のパッケージエアコンを天井に本体を吊るすタイプで吹出しは原

則として 1方向。天井高さや奥行きのある大きい空間に適している。 
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冷媒管 

空調機の室内機と室外機をつなぐ配管で、中の冷媒に熱を運ばせて、室

内の熱を室外に放出、または室外の熱を室内に取り込んで温度を調節し

ている。銅管を断熱材被覆したもので２本組になっているので、ペアコ

イルともいう。 

全熱交換機 
建物の空調換気に使用され、換気によって失われる空調エネルギーの全

熱（温湿度）を交換回収する省エネルギー装置のこと。 

トップランナー変圧

器 

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を抑えるため、機器の省エ

ネ性能を高めようとするトップランナー方式により、高効率化された変

圧器のこと。 

キュービクル 

キュービクル式高圧受電設備のこと。発電所から変電所を通して送られ

てくる 6,600ボルトの電気を 100ボルトや 200ボルトに変圧する受電設

備を収めた金属製の箱のこと。 

DB方式 

DB（Design Build）方式とは、公共事業での事業コスト削減策として、

設計の一部と工事を一体の業務として発注する方式。受注業者がもつ新

技術を生かした設計が可能になり、コストの削減等が期待できる。 

PFI方式 

PFI（Private Finance Initiative）とは、民間のノウハウによって無駄なコ

ストが省かれ、質の高い公共サービスの提供が期待される。公共施設の

建設、維持管理、運営に導入されることが多く、自治体は民間事業者に

事業費を支払い、市民は利用料を負担する仕組み。 

SPC 

SPC（Special Purpose Company）は、金融機関や事業会社などが資産

の流動化や証券化を利用して資金を調達する目的で設立された会社のこ

と。 

 


