
江津市庁舎基本設計説明書
１．計画概要



① 防災拠点機能（災害対策＋生活再建支援機能）
　 の確立

② 市民サービス機能（利便性＋付加機能）の向上

③ 庁舎機能の効率化
　（執務環境/連携強化・コンパクト化）

④ 建設事業費削減と、将来にわたる庁舎機能
　 確保の両立

基本方針（施設整備の目的）

基本計画における施設整備の目的を踏まえ「設計コンセプト」を以下のように定めます。

まもる　防災拠点　　　　　　　　　   むすぶ　市民の広場　　　　　　   つなぐ　持続可能性
市庁舎には、日常、災害発生時にかかわらず、市民の生命と
財産を守る役割があることを踏まえて、高い耐震安全性を
確保するとともに、被災後の行政業務継続と災害対策・生
活再建支援機能の高い庁舎を目指します。

耐震安全性 防災拠点機能 市民交流スペース

ワンフロアサービスの提供
プライバシーへの配慮

市庁舎としての構造強度確保

上階への機械室設置

BCP（事業継続性）
長期化の災害復旧への備え
情報管理システムの構築
セキュリティの強化

伝統文化や産業の継承

周辺環境との調和

インフラ設備の二重化

憩いや賑わいの場の創出
情報提供・案内機能の充実

江津市の魅力の発信
多目的スペースの創出

わかりやすいサイン・案内
機能別の多機能トイレ

再生可能エネルギーの活用
先進的な環境設備・機能導入

執務効率の向上
ＩＣＴ化への対応

天井レスの市民窓口

市民に開かれた議会

執務環境・市民サービス
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1. 設計コンセプト１. 計画概要
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新庁舎

現庁舎

「中心市街地活性化計画」「庁舎改修整備

基本計画」などの上位計画を基本として、

シビックセンターゾーンの入口に位置する

建設敷地の特徴を最大限に生かし、成熟

期を迎える江津市の、市民生活の窓口・防

災拠点となる新庁舎を市民の皆様とともに

検討を深め実現します。

現庁舎のピロティにも込められていた市庁舎としての在り方
 ー「市民の広場」ー として、パレットごうつや総合市民ｾ ﾝ ﾀ ｰ
とともに、中心市街地において、ひととまちを結びつける
スペースを新庁舎の建物内外に提供します。

将来的な人口減少、職員数減に対応可能なフレキシブル
で、コンパクトな庁舎設計を行います。
周辺の施設とも連携し、将来にわたる江津市の運営を司る
市庁舎の実現を目指します。

市民を見守り
市政を支え
地域を表現する新庁舎

UD・環境配慮 地域性・環境調和

地域産材の利用



11 江津警察署❶ 現庁舎
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２. 計画地概要1. 計画概要
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❶ 現庁舎　　　　 ❼ 職員会館　　　 13 済生会江津総合病院
❷ 分庁舎　　　　 ❽ 江津西浄化ｾﾝﾀｰ 14 江津中学校
❸ 第二分庁舎　　 ❾ 総合市民ｾﾝﾀｰ　 15 めぐみ保育園
❹ 水道庁舎　　　 10 パレットごうつ　  16 特養 白寿園
❺ 人権啓発ｾﾝﾀｰ　 11 江津警察署　　 17 高砂ｹｱｾﾝﾀｰ
❻ 教育委員会分室 12 江津中央団地　 18 ゆめﾀｳﾝ江津

所 在 地
敷 地 面 積
用 途 地 域
地域地区等
防火地域等
許容建蔽率
許容容積率
斜 線 制 限

前 面 道 路

：島根県江津市江津町 1016番地48・1099番地14他
：約 9,300 ㎡
：準工業地域
：指定なし
：指定なし
：70％（指定建蔽率 6 0％ +角地緩和 10％）
 ：200％
：道路斜線(勾配 1.5 適用距離 20ｍ) 隣地斜線(勾配 2.5 立上り 31ｍ)

：北側：市道 シビックセンター線  幅員　16.00 ｍ　     
  東側：市道 高丸線　　　　　     幅員　16.00 ｍ

  ：南側：ＪＲ山陰線 線路敷　　
  西側：江津警察署

景 観 計 画 ：重点地区 シビックセンターゾーン地区

隣 地 概 要

敷地現況写真

計画地概要 附近見取図
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❽
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周辺施設

ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ公園

ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ公園

計画地

❾ 総合市民ｾﾝﾀｰ

市道 高丸線

北東交差点より

●a写 真 ●b写 真

11 江津警察署

計画地

❾ 総合市民ｾﾝﾀｰ

●a

●b

13 済生会江津総合病院

12 江津中央団地

ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ公園

中央団地より
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3. 設計概要1. 計画概要

1-3_設計概要  

市民窓口／執務スペース／庁舎管理室

総務部門

機械室

【本庁舎】
規模　　　　　　：地上 4階
構造形式　　　　：鉄筋コンクリート一部鉄骨造・耐震構造
建築面積　　　　：2,030 ㎡
建蔽率　　　　　：21.83％（＜70％）
延床面積　　　　：5,760㎡
容積対象床面積　：5,720 ㎡
容積率　　　　　：61.50％（＜200％）
最高高さ　　　　：22.11ｍ
駐車台数　　　　：110台（思いやり駐車場 7台含む）
駐輪台数　　　　：16台

【附帯施設】
附属棟　　　　　：地上 2階／鉄骨造／　約 380 ㎡
廃棄物置場　　　：地上 1階／鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造／　約 20 ㎡
駐輪場　　　　　：地上 1階／鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造／　約 20 ㎡
外部庇１　　　　：地上 1階／鉄骨造／　約150 ㎡
外部庇２　　　　：地上 1階／鉄骨造／　約130 ㎡

シビックセンター公園からの新庁舎北側正面イメージ

給排水衛生設備概要

建築概要 電気設備概要 空調換気設備概要

市民交流スペース

市民交流スペース議会部門経済・建設部門

各階部門構成 ／ 面積表

階       　　　　　　　　配置部門　　　　　　　　　  　　  　 面積

附属棟　1F：車庫（2台）・倉庫・ロッカー・共済会/組合事務室　2F：書庫/倉庫・会議室

4F　機械室　市民交流スペース
3F　市長・副市長　総務部門（政策企画・総務・財政・人事）　防災対策室　サーバー室
2F　経済・建設部門（都市計画・土木建設・農林水産・商工観光）　議会部門　市民交流スペース
1F　市民窓口（市民生活・保険年金・税務・社会福祉・健康医療対策・子育て支援）　市民交流スペース

新本庁舎 延べ面積

その他　駐輪場（16台　20㎡）　廃棄物置場（20㎡）　受水槽ポンプ　喫煙スペース

本庁舎

 延べ面積 

市民交流スペース

市長・副市長室 災害対策室

電力引込　　　　：3相 3線 6.6kV 60Hz 1 回線
受変電設備　　　：屋内キュービクル型
発電機設備　　　：屋内キュービクル型非常用発電機
　　　　　　　　　燃料：重油　地下貯蔵タンク（72時間分）
電灯設備　　　　：ＬＥＤ照明　人感センサー、明るさセンサー制御等
コンセント設備　：フリーアクセスフロアー部　タップ式コンセント
情報・通信設備　：情報配管配線設備、電話配管配線設備、電気時計設備、
　　　　　　　　　映像・音響設備、議場設備、
　　　　　　　　　テレビ共同受信設備
防災設備　　　　：誘導灯設備、非常照明設備、雷保護設備、自動火災報知設備
　　　　　　　　　拡声設備（非常・業務用）
防犯設備　　　　：監視カメラ設備、入退室管理設備、機械警備用空配管設備

空　　調：【一般居室（執務室、待合、相談室等）】
　　　　　床吹出しによる居住域空調
　　　　　　　　：【重要室・その他諸室（災害対策本部室、サーバー室）】
　　　　　空冷ヒートポンプ式空気調和機（EHP）
換　　気：第 1種・第３種換気
排　　煙：第 1種・第３種換気
中央監視：各システムの高効率運転、スケジュール発停、温湿度管理 等

給水設備：給水系統　上水（市水）、雑用水（雨水利用）２系統
　　　　：給水方式　受水槽＋加圧給水方式
給湯設備：貯湯式電気湯沸器による局所給湯方式
排水設備：（屋外）汚水・雨水分流、（屋内）汚水・雑排水分流
衛生器具：節水型器具
消火設備：屋内消火栓設備、消火器、二酸化炭素消火器（サーバー室）

680㎡
1,220㎡
2,020㎡
1,840㎡
5,760㎡
380㎡
50㎡

6,190㎡

北側外観
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４. 外構計画1. 計画概要

1-４_外構計画

3.市民広場の考え方

2.修景法面の考え方

1.ランドスケープ全体のコンセプト

4.植栽計画の考え方
・丸子山公園のサクラの名所を連続させます。
・海からの潮風に耐えうる樹種を考慮した計画とします。
・計画地周辺の既存樹木を連続する樹種構成とします。
・高低差を利用し、立体的なみどり景観を創出します。
・四季折々の彩りが感受出来る樹種選定を行います。
・市民広場をみどりの木立景観とし、心地よいアプローチ空間
　を演出します。
・隣接する警察署を樹木で優しく分離させます。
・市道の歩道から直接駐車場が見えない配慮として、地形の起
　伏と樹林を形成します。
・まちとつなぐ街角広場にゲートツリーを配置し、シビックセ
　ンター公園の街角との連続性を図ります。
 

「立体的に彩る四季の森を創る」

「多様なニーズに対応できる市民の憩い広場を創る」

5.イメージ写真

駐車場
ゾーン

新庁舎

修景法面
ゾーン

駐車場ゾーン

駐車場
ゾーン

市民広場
ゾーン

シビックセンター公園

ン
法
ン
法

ゾ
駐車
ゾ
駐車

アプローチ
ゾーン

一体利用

街角
ゾーン

市
道
高
丸
線

一体利用

・シビックセンター公園との連携を図り、一体的な利用を図り
　ます。
・災害発生時に、市民をまもる柔軟な機能転換が出来る広場と
　します。
・地元産の素材（福光石・石州瓦タイル・石州赤瓦など）を活
　かした広場デザインとします。
・市民のコミュニティを誘発する様々なベンチウォールを配置
　します。
・新庁舎の内外を一体的利用を図ります。
・様々な催しで市民が集まり、まちを結びつける空間とします。
・みどりの木立を通り抜けるアプローチ空間を創出します。
・高齢者や障がい者などの移動が円滑に出来るユニバーサルデ
　ザインとします。

 

 

 

新庁舎の重点目標でもある「まもる」「むすぶ」「つなぐ」の３つ
のテーマをランドスケープデザインにも継承します。
【テーマの概念】

つなぐ

むすぶまもる

・地域の文化、風土を・・
・市民同士のコミュニティを・・・
・災害時に市民を・・・
・新庁舎の建物内外を・・・

【コンセプト】

「地域の文化・風土と融合すると共に、
市民にとって心地よい空間を提供する。」

・ロビーから一望できる法面に、地元の素材を使った蛇篭を
　土留めに立体的な修景樹林を展開します。
・樹林は、周辺に生育する四季折々の樹木、草花で構成し、
　季節ごとの彩りを提供します。
・１階からの眺めだけでなく、２階市民ロビーから、バス停
　や、ブリッジから様々な視線を考慮した樹木配置とします。

【ゾーニング】 福光石 板石石州瓦タイル

●蛇篭と四季の森のイメージ

●市民の広場のイメージ

●赤瓦を活用したベンチ

●蛇篭のイメージ

●ベンチウォールのイメージ

石州赤瓦

四季の森

来庁者用駐車場
70台

木立の
アプローチ

街角広場

公用車駐車場 40台

N

正面玄関▲

市民窓口

市民活動
スペース

▲サブ玄関

広場

市
民
展
示
ス
ペ
ー
ス
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