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Ⅰ 計画策定の経緯 

１ 市庁舎改修整備基本計画策定に至る経緯 

江津市本庁舎は昭和29年の市制施行7年後の昭和36年から37年にかけ建設され、山陰有数の工

業都市として発展しつつあるという時代背景にあって、世界的建築家ル・コルビュジェの師弟の

一人である著名な建築家吉阪隆正氏により設計され、多くの市民に夢と希望、そして誇りを与え、

江津市の輝かしい未来をも現す建築物でありました。 

Ａ字型の柱で支えられたピロティの空間が特徴的なＡ棟（ＲＣ造・ＰＣ造３階建）とＢ棟

（ＲＣ造８階建）の２棟で構成され、当時のディテールそのままに現存するモダニズム建築とし     

  て貴重な建築物であり、日本におけるモダン・ムーブメントの建築についてその保存と記録に    

  関する活動を推進する学術組織であるDOCOMOMO Japanより、平成28年６月、「日本におけるモ

ダン・ムーブメントの建築１９７選」のひとつに選定を受けました。 

一方、築５０数年を経過し、 

  施設の老朽化が進行している 

ことから、耐久・耐震性能を 

中心に耐震改修の必要性や施 

工の可能性、そして庁舎機能 

とこれからの市庁舎のあるべ 

き姿等について調査検討をす 

るため、平成26年9月に「江 

津市庁舎改修整備検討委員会」 

を設置しました。  

この検討委員会の開催と並行して、基礎地盤調査、コンクリート強度、ＰＣ梁の健全度調

査等を行い、各データが収集できたことから、耐震改修実施の可能性が見えたとして、平成

27年、耐震診断を実施しました。耐震診断の結果についてはＡ棟・Ｂ棟ともに判断基準を満

足せず、耐震性能が不足しており、補強が必要との判断に至りました。  

補強計画案では、Ａ棟についてはＡ型柱開口部への耐震壁の設置等、内部空間への影響は

少ないと考えていますが、Ｂ棟は多くの耐震壁と補強ブレースにより執務空間に支障が出る

箇所が多いことから、新たな分庁舎の建設をもって一定の執務空間を確保し、居ながら施工

にて補強工事を進める方針としておりました。  

しかし、平成28年4月に発生した熊本地震での庁舎の被害状況を目の当たりにし、庁舎の重

要性や防災拠点としての機能を改めて考え直す必要に迫られました。  

それまでは耐震補強を行い、30年程度利用し続けることが出来れば良いのではないかと考

えておりましたが、上述した検討委員会においては、「補強しても十分な防災拠点機能を持

たない上に、地震被害によって庁舎が機能しないということがあるのではないか、そのよう

な耐震改修で市民の理解が得られるのか」また、「防災拠点機能を有し、市民サービスの向

上と機能を高め、将来に渡る庁舎問題を完全解決するのは新庁舎建設であり、財源の確保と

市民の理解が得られるのであれば必要最小限の新庁舎建設を具体的に検討すべき」そして、

「一連の事業として現庁舎の他用途利用の可能性等についても引き続き調査検討を深めるこ

とが必要である」といった意見を頂きました。  

本基本計画は、江津市庁舎改修整備検討委員会からの報告を踏まえ、「新庁舎建設」と「現

庁舎保存再生」についての可能性を検討することを目的としたものです。 
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２ 庁舎機能・耐震性の調査検討  

「江津市庁舎改修整備検討委員会」は、市本庁舎の耐久・耐震性能を中心に耐震改修の可能

性、庁舎機能と将来にわたる市庁舎のあるべき姿等について調査検討をするため、平成26年９

月１日に建築に関する有識者をもって設置されました。 

平成26年10月18日に第１回検討委員会を開催し以降、平成28年8月22日の検討会まで５回の検討

委員会を開催し、以下の７項目について報告があり、市本庁舎ならびに庁舎改修整備方針への進

言がなされました。 

 検討項目 改修整備方針への進言 

１ 構造の老朽化に関する事 

〇Ａ棟に比べＢ棟の老朽化が進行していると考えられます。

〇Ａ棟ＰＣ梁はシース管未充填部分が見られたが強度に影響

するものではないと判断します。 

〇改修をしてもＡ棟は５０年、Ｂ棟の耐用年数は２０年程度

とみるのが妥当と考えます。 

２ 耐震性能に関する事 

〇現状においてはＡ棟Ｂ棟とも耐震性能を有していないと判

断します。Ａ棟Ｙ方向は目標値に近いものの、Ｘ方向は大

きく下回る。Ｂ棟は建物本体として目標値を大きく下回

り、特に３階Ｘ方向では0.2をも下回る。 

〇現庁舎は震度５弱程度の地震においても相当な被害を受け

る可能性が高いと考えられます。 

３ 市民サービス機能に関する事 

〇市民の利用を第一として設計された庁舎ではありますが、

度重なる内部の改修や庁内組織・機構の変更により、市民

動線は明確ではなく待合スペースも狭隘となっています。

〇市民の待合、休息、情報収集といった機能について、明確

な場所がありません。 

〇総合案内としてのカウンターはあるものの職員の配置がな

く、初めて訪れる方に対してホスピタリティが全く感じられ

ない庁舎となっています。 

〇Ａ棟とＢ棟の階高の違いや、Ｂ棟に中２階が存在することなど

により、来庁者には、階数表示が理解しにくい状況が見られ

ます。 

〇窓口業務がＢ棟１階とＡ棟２階に分かれており、階段を利用し

ての来庁者動線が長く、不自由をかけています。 

〇バリアフリーを目的にエレベーターが設置されていますが、

構造的な問題により設置場所が極めて判りにくい場所となっ

ており、来庁者が利用されない状況が多く見られます。 

〇会議室としても利用される委員会室や議場傍聴席へはエレ

ベーターを利用して直接出入りすることができないなど、ユ

ニバーサルデザイン化、バリアフリー化については構造上の

限界があると感じられます。 

〇慢性的な駐車場不足の状態であり、日常的利用とする来庁

者においても駐車場所を探すといった状況が見られます。

Ａ棟ピロティは、市民広場として設計されたものであること

を踏まえると、根本的な駐車場問題の解決が必要です。 
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 検討項目 改修整備方針への進言 

４ 事務所機能に関する事 

〇本庁舎の他、分庁舎、第２分庁舎、水道庁舎、人権啓発セ

ンターが本庁舎周辺に分散配置されているため、業務の効

率化のため改修計画に当たっては集約化を検討することが

必要です。 

〇市民の利用が多い市民生活課、保険年金課、税務課、社会

福祉課、健康医療対策課などはワンフロアー化とした配置

が望ましく、改修計画に当たっては十分に考慮する必要が

あります。 

〇ＯＡ機器の増加などにより執務空間そのものが狭隘化して

いると思われます。 

〇Ｂ棟 2 階 3 階のトイレは建設当時のままであり、照明、空調

設備も老朽化しているなど、改修計画においては全面的な設

備改修と省エネルギー対策など検討が必要です。 

〇情報統計室のサーバー室はスペース的に限界に達してお

り、機器重量も考慮すると適当な場所への移転が望ましい

と思います。 

〇Ｂ棟ペントハウス内の防災無線室は危機管理上、早期移転

が必要です。 

〇Ｂ棟ペントハウス内の電気室（高圧受電施設）は、その役

割と重量において、耐震上不適当な場所であり、早期移転

が必要です。 

５ 
改修方針又は施設機能の 

変更に関する事（抜粋） 

〇数値としては現庁舎の耐震改修は可能と判断します。 

【Ａ棟】Ⅰ値＝1.25 を目標（Qu／Qun＝保有水平耐力／必要保有水平耐力） 

〇全階数、全方向において目標値 1.25 を上回る耐震改修が

可能であると考えます。 

【Ｂ棟】Is 値 0.7 を目標 

〇全階数、全方向において目標値 0.7 を上回る耐震改修が

可能と考えます。 

〇６つの改修ケースを設定し、それぞれについて可能性を検討

しました。（Ⅱ 施設整備の基本方針 ３整備パターンの検討を参照） 

６ 近代建築物の価値に関する事 ※ Ⅳ 現庁舎保存再生基本計画 １現庁舎の価値について を参照 

７ 
その他、庁舎の在り方に関

する事（抜粋） 

〇現庁舎を居ながら施工をもって、島根県庁並みの耐震性能を

有する市庁舎として耐震改修をすることは可能だと判断して

おりますが、震度６強以上の震災時に庁内の人命を守ること

はできても庁舎機能の維持発揮はできないと考えます。 

〇防災拠点機能を有し、市民サービスの向上と事務所機能を高

め、将来に渡る庁舎問題を完全に解決するためには、新庁舎

建設が最も望ましいと考えます。（中略）そのためには、早

急に新市庁舎の規模機能と建築場所の検討、そして一連の事

業として現庁舎の他用途利用の可能性等について詳細な調査

検討を行うことが必要です。 
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３ 庁舎整備方針の再検討 

平成26年9月の「江津市庁舎改修整備検討委員会」設置より、現本庁舎の耐震改修による整

備の検討を重ねていた中、平成28年4月14日・16日に、最大震度７を２回観測した熊本地震が

発生しました。この地震において、耐震改修実施済みの庁舎においても被害を受け、多くの

市町で、市民サービス、行政機能、災害対策機能に大きな影響を受け、１年を迎えようと

する現在においても、復興が始まったばかりという状況にあります。 

   【被災市町庁舎整備検討状況・被災状況】 

 宇土市 八代市 益城町 大津町 人吉市 

現庁舎竣工年月日 昭和40年5月 昭和47年 不明 昭和42年 昭和37年 

耐震診断 

（Is値） 

平成15年度 

（基準0.6以上の半分以下） 

平成21年度 

（0.18～0.40） 
不明 

平成16年度 

（0.18～0.61） 

平成13年度 

（0.3以下） 

耐震補強   外付けフレーム補強 未施工  

地震発生以前 

庁舎建設検討委員会等 

宇土市庁舎建設検討委員会 

平成27年9月7日 

市民検討委員会

新庁舎建設に関する特別委員会

平成27年度 

― 検討段階 

市庁舎建設に関する特別委員会

平成24年 

庁舎等移転建設審議会

平成25年 

基本構想等策定状況 
宇土市庁舎建設基本構想 

平成28年2月 

平成28年1月 

基本構想たたき台

（基本計画含む）

― 

庁舎等整備基本構想 

業務委託料計上 

平成27年度 

人吉市新市庁舎 

移転建設基本構想

平成27年3月 

前震（14日21:26） 震度5強 震度5弱 震度7 震度5強 震度4 

本震（16日01:25） 震度5弱以上と想定 震度5強 震度7 震度6強 震度5弱 

被災状況 
4階が潰れ崩壊寸前のため、

立ち入りを制限 

本庁舎の壁、柱に30か所以上

の亀裂が入り封鎖 

3階部に亀裂のため、

立ち入りを禁止 

天井や壁の一部が

崩れ閉鎖 

梁や壁に約40か所

のひびが出て閉鎖

災害対策本部 
テントを駐車場に

設置 

庁舎機能を支所に

移設 

駐車場に設置 敷地内の別建物 庁舎別館、カルチャー

パレス、スポーツパレス 

復旧・復興プラン等 平成28年11月 平成29年3月 平成28年12月 平成29年3月 ― 

庁舎現況 

市役所仮設庁舎 

仮設防災棟 

市役所別棟 

市役所別館 

仮設庁舎 仮庁舎（町公民館）

仮設庁舎（町公民館南プレハブ）

本庁舎2階（危機管理課・復旧事業課）

仮設庁舎 仮設庁舎 

新庁舎整備 

事業段階 

平成28年9月～平成29年9月 

宇土市新庁舎 

基本・実施設計業務 

平成29年2月～平成30年8月

八代市新庁舎建設設計業務

（基本設計・実施設計）

平成28年9月 

益城町役場新庁舎

建設委員会設立 

平成29年10月末予定 

大津町新庁舎建設

基本構想・基本計画 

平成28年10月～平成30年3月

人吉市新庁舎建設設計業務

（基本計画策定・基本実施設計）

このような、被災市町庁舎機能の状況を踏まえ、本市の検討委員会においては、再度、庁舎

の在り方について、検討を深めることとなりました。 

平成28年9月に提出された検討委員会報告書では、庁舎整備に関して、「防災拠点機能を有

し、市民サービスの向上と事務所機能を高め、将来に渡る庁舎問題を完全に解決するためには、

新庁舎建設が最も望ましいと考えます。」との進言と同時に、現庁舎保存再生については、

「現市庁舎は、近代建築史において貴重な財産であり、その活用により市民の文化力を内

外に示すことができ、その活用による市の発展にも寄与できるなど、江津市にとっても重

要な建築物であると考えます。」との進言がなされました。 

これらの進言を受け、これまでは、現庁舎耐震改修での庁舎整備の検討のみでありましたが、

それに加え、新庁舎建設の場合の位置、機能、規模、事業費、そして、現本庁舎を他の公共施

設として利用が可能か否かの検討を行うこととしました。 



江津市庁舎改修整備基本計画                      Ⅱ施設整備の基本方針 

７ 

Ⅱ 施設整備の基本方針 

１ 施設整備の目的 

上位計画や「江津市庁舎改修整備検討委員会」等、これまで重ねてきた協議、検討や、 

江津市の将来展望、財政事情を踏まえ、施設整備の目的を下記の通りとします。 

① 防災拠点機能（災害拠点＋生活再建支援機能）の確立 

・新庁舎には災害発生時などに災害対策本部が設置され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、被災後において

も庁舎の業務継続と災害拠点、復興支援機能の高い庁舎を目指します。 

・日常においても、来庁者に開かれた新庁舎とすることを前提に、防犯上の観点や、

市民等の重要な情報を守るため、セキュリティに配慮した整備を目指します。 

    ② 市民サービス機能（利便性＋付加機能）の向上 

・アクセス性が高い敷地を選定し、点在する本庁機能を新庁舎に集約し、同一建物

内で市民サービスを一元的に提供できる利便性の高い庁舎を目指します。 

・庁舎機能だけでなく、市民活動スペースなどの付加機能を加え、市民が市役所や

議会を身近に感じ、気軽に立ち寄り、使える庁舎整備を目指します。 

・誰もが安心かつ快適に利用できるよう、ユニバーサルデザイン導入を徹底します。 

   ③ 庁舎機能の効率化（執務環境/連携強化・コンパクト化） 

・各課連携がしやすく、執務の効率が向上する各課配置、執務環境の検討を行い、

その成果として、市民サービスをの向上を図ります。 

・一つの空間に複数の利用用途を持たせ、効率的な施設利用を目指します。 

・市民サービスを兼ねたカフェの設置など、職員の執務能率向上につながる福利厚

生施設の導入を検討します。 

   ④ 建設事業費削減と、将来に渡る庁舎機能確保の両立 

・庁舎面積の相対的なコンパクト化と費用対効果を重視した整備方針を徹底します。 

・導入時の費用だけを考えるのではなく、長期にわたり利用でき、建設後の維持管

理や将来必要となる改修が経済的に行うことができるなど、ライフサイクルコス

ト縮減を図ります。 

・社会情勢や市民のニーズの変化による行政組織や行政サービスの見直しなど、将

来の変化に対応できる柔軟な機能と空間を備えることを目指します。 

⑤ 現庁舎保存と有効利用の両立（生きた保存再生） 

・江津市における現庁舎の歴史的、文化的存在意義および建築学的価値の確認と、

耐震補強方針、内外装改修方針の再検証を行います。 

・補強による耐震性能、法的整合性の確認の上、現在そして未来の江津市に必要と

される施設用途への再生可能性を追及します。 

・市民による市民のための「生きた保存再生」を目指します。 

   ５つの整備目的を指標に、整備規模、整備パターン、整備位置、整備事業費の検証を行い、

施設整備の基本方針とします。 



江津市庁舎改修整備基本計画                      Ⅱ施設整備の基本方針 

８ 

２ 規模算定（将来の職員数・庁舎の規模） 

（１）職員数の想定 

市庁舎の床面積設定において、職員数が主な算定基準となります。将来に渡る長期間の運

営の間に、人口減少や行政システム・政策の変化などによる職員数の変動が想定されます。 

江津市の将来人口予測（江津市人口ビジョンに基づく推計）では、2020年22,500人、2040

年17,300人（2017年比△29.3％）、2060年14,000人（同42.8％）、最も減少するとされる

2085年には、12,500人（同△48.9％）と現在のほぼ半分になると推計されています。 

人口減に対し、職員数も減じる方向へ進むと考えられますが、整備庁舎の床面積設定に当

たり、まずは、新体制稼働時の職員数を基準に、市の現有施設の有効利用を含めて、当事業

における整備庁舎への職員配置を検討することとします。 

将来的に余剰スペースが生じることが想定されますが、他用途あるいは、市民活動スペー

スとしての利用、変更がしやすい可変性、転用性の高い施設の検討を行います。 

庁舎規模の算定基準となる職員数については、第４次江津市行財政改革大綱・実施計画

（平成17年度～平成21年度）における定数管理計画で、333人から296人の37人の削減を行

い、第５次江津市行財政改革大綱・実施計画（平成23年度～平成27年度）において、290人

から273人（平成26年4月1日現在）と削減を進めていますが、24年度278人、25年度279人、

26年度273人と、この数年280人前後で職員数が推移しており、平成28年10月1日現在、291

人となっています。 

庁舎規模の算定基準となる職員数については、第４次江津市行財政改革大綱・実施計画

（平成17年度～平成21年度）における定数管理計画で、333人から299人へ34人の削減を行

い、第５次江津市行財政改革大綱・実施計画（平成23年度～平成27年度）において、290人

から267人へと削減を進めています。平成28年度は270人となっており、この数年270人前後

で職員数が推移しています。 

 

 【職員数の推移】（※特別職を除く）                （単位：人） 

 年度 平成

17年

平成

18年 
平成

19年 
平成

20年

平成

21年

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年部門別  

一般行政 259 249 248 240 238 234 233 223 223 222 219 220

教育 41 40 37 35 31 32 27 25 27 23 20 22

消防 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

普通会計計 300 289 285 275 269 266 260 248 250 245 239 242

公共企業等会計計 33 32 30 31 30 30 30 29 29 28 28 28

総合計 333 321 315 306 299 296 290 277 279 273 267 270

※平成17年～28年の各年4月1日における定員管理調査において報告した一般職職員数です。 
 

合併特例債の活用期限である平成３１年度末の完成と設定し、完成時の想定職員数を算

定基準とします。この数年の推移から、大きな増減はないと考えられ、現職員数をもとに

規模算定を行うこととします。 
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規模算定の基準となる、直近の職員配置である平成28年10月1日現在の臨時・嘱託を含む職

員数は下記表のとおりです。 

【職員数 H28.10.1現在】（本庁舎、分庁舎、水道庁舎、第２分庁舎、人権センター、桜江支所） 

 

※浜田広域、後期高齢、保育所、幼稚園、学校、派遣職員除く 

 （２）市庁舎の床面積について 

庁舎床面積を算定する方法として以下の方法が,考えられます。  

① 総務省起債対象事業費算定基準をもとに算定する方法 

② 国土交通省新営庁舎面積算定基準をもとに算定する方法 

③ 現状の各部門面積、執務環境状況から割り出す方法 

今回の算定に当たっては、「① 総務省起債対象事業費算定基準」をもとに、現職員

数にて基準面積を出し、本庁舎のほか、分庁舎、第２分庁舎、水道庁舎等分散配置され

ている 「③ 現状の各部門床面積」と比較を行う。 

「② 国土交通省新営庁舎面積算定基準」は、基準そのものが国レベルの大規模な庁舎

用として作られているため、コンパクト化を目指す本市の規模算定基準としては採用し

ないこととします。 

    「③ 現状の各部門面積」については、通路・共用部面積は、各庁舎毎に面積の大小が

あり、比較がしにくい面がありますが、執務室面積は、各課職員数に対応する面積とし

て、現状面積と算定基準面積との比較を行います。 

  なお、①の総務省起債対象事業費算定基準制度は平成22年度に廃止となっていますが、

庁舎建設を行う際、多くの市町村で現在も採用されているものです。起債借入の上限と

なる基準（標準面積）であり、本事業においても、算定基準として採用することとします。 

臨時 嘱託
3人
1人
3人

政策企画課 11人 3人 3人 定住1、地域おこし1、秘書1
総務課 10人 7人 7人 電話交換2、宿直5
財政課 8人 2人 2人 運転手2
人事課 5人
税務課 16人

3人
社会福祉課 6人 4人 2人 2人 臨時2、就労支援2
子育て支援課 10人 2人 2人 母子相談人1、栄養士1
健康医療対策課 28人 13人 13人 ケアマネ12、手話1
市民生活課 14人
保険年金課 12人 1人 1人 臨時1
人権啓発センター 0人 人権同和教育課兼務

経済部門参事 1人
農林水産課 12人 3人 1人 2人 臨時1、バイオマス1、農地1
商工観光課 8人 1人 1人 臨時1

建設水道部門参事 1人
土木建設課 22人 4人 4人 臨時4
都市計画課 11人
水道課 11人
下水道課 8人

桜江支所長 1人
桜江支所 7人 5人 1人 4人 臨時1、宿直4

5人
3人 1人 1人 臨時1

教育委員会事務局参事 1人
学校教育課 6人 4人 4人 教育指導主事3、教育指導員1
社会教育課 8人 3人 3人 臨時3
人権同和教育課 2人 1人 1人 指導員1

2人
2人
1人 1人 1人 臨時1

242人 55人 15人 40人小　計

特別職

会計課

監査委員事務局
選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

備考

顧問
総務部門参事・危機管理監

民生部門参事

合　計 297人

議会事務局

正規職員
臨時・
嘱託計
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（３）計画職員に対する換算職員数（① 総務省起債対象事業費算定基準） 

・人口５万人未満の換算率により算定します。 

・平成２８年１０月１日現在の一般職職員数（臨時・嘱託職員含む）２９７名より、桜江支

所職員１３名を除くと２８４名になります。現職員数に対する、執務面積、共用面積に、

市議会議員（定数１６名）に対する議会関係スペース、その他の、防災対策室、電算

室、福利厚生室などの必要想定面積を加え、整備庁舎規模（桜江支所庁舎を除く新体

制庁舎規模）を算定します。 

・算定基準の職種区分毎に該当する本市職員を設定しています。 

【総務省地方債庁舎起債基準算出面積】（詳細は、資料編 02参照） 

 

室 名 
面 積 基 準 

職   種 人口５万人未満の市町村の換算人数による面積(㎡)

(ア)事務室 特別職 4.5×12（換算率）×３名＝162㎡

（換算職員数×4.5㎡） 理事 

部長級 

課長級 

顧問１名 

参事/危機管理監/９名  

 課長・室長・主査/ 23名 

  4.5×2.5（換算率）×33 =371.25㎡

 課長補佐 

係長級 

課長補佐・室長補佐・主幹・次長 / 39名 

 係長/ 44名 

  4.5×1.8（換算率）×83 =672.30㎡

 一般職 総括主任・主任・主任主事・主任技師・主事・ 

技師/115名 

 臨時・嘱託 臨時・嘱託/ 50名 

  4.5×1.0（換算率）×165 ＝742.50㎡

  事務室面積計 4.5×1.0（換算率）×432.9 ＝ 1,948.05㎡

(イ)倉庫   

（ア）×13% 倉庫面積計 1,948.05×13% ＝   253.25㎡

(ウ)会議室   

7㎡×0.7×全職員数 会議室面積計 7×0.7×284 ＝ 1,391.60㎡

(エ) 電話交換室、便所・

洗面所、その他諸室 

  

7㎡×0.3×全職員数 諸室面積計 7×0.3×284 ＝   596.40㎡

(オ) 玄関、広間、廊下、 

階段、その他通路部分 
  

（ア＋イ＋ウ+エ）×40% 玄関通路面積計 4,189.30×40% ＝ 1,675.72㎡

(カ) 議会関係 

議場、委員会室、議員控室 

  

（議員定数）×35㎡ 議会関係面積計 16×35 ＝   560.00㎡

(キ)その他 
防災対策室187.2㎡・電算室等238.0㎡ 

福利厚生諸室240.0㎡ その他面積計 665.20㎡

市庁舎整備標準面積   

（ア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ）㎡ 整備標準面積 7,090.22㎡
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（４）執務環境の現状確認（③ 現在の本庁舎および分庁舎等の床面積確認） 

江津市各庁舎面積確認のため、現本庁舎・分庁舎・第二分庁舎・水道庁舎・人権啓発セン

ターの床面積を調査、図面による算定をした結果は下表のとおりです。 
 

【江津市各庁舎面積表】 単位：㎡ 

※桜江支所は、耐震改修後、支所として継続のため上記面積には含まない。 

※附属面積のその他諸室には、機械室・更衣室・印刷室・相談室・日直室・食堂・サーバー室を含む。 

※議会関係には、議場・委員会室・議員控室を含む。議会事務局は含まない。 

各庁舎の部門配置は下記のとおりです。（資料編 現庁舎平面図・現分庁舎平面図参照） 

〔本庁舎：８階建て〕 

１階：市民生活課、保険年金課、会計課 

２階：総務課情報統計室、税務課、社会福祉課、子育て支援課、健康医療対策課 

３階：政策企画課、総務課、財政課、人事課、議会事務局 

〔分庁舎：２階建て〕 

１階：農林水産課、商工観光課、農業委員会事務局 

２階：土木建設課、都市計画課 

〔水道庁舎：３階建て〕 

１階：下水道課 

２階：水道課 

３階：教育委員会（学校教育課、社会教育課） 

〔第２分庁舎：平屋建て〕 

選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局 

〔人権啓発センター：平屋建て〕 

人権啓発センター、人権同和教育課 

〔教育委員会分室：平屋建て〕 

教育委員会社会教育課（文化財調査） 

 

区  分 室  名 本庁舎 分庁舎 第二分庁舎 人権啓発センター 水道庁舎 教育委員会分室 合  計 

事務室  1,114.30 413.20 90.50 82.60 387.80 84.20 2,172.60

附属室 

倉 庫 417.50 20.20 - 166.60 117.60 64.50 786.40

会議室、  
便  所、 
その他諸室 

823.20 148.00 38.50 138.60 221.40 50.90 1,420.60

玄関 、廊下、 
階段等の 
交通部分 

 1,014.39 131.27 7.00 26.07 137.09 14.01 1,329.83

議会関係  529.20 - - - - - 529.20

その他 食堂他 88.10   88.10

車 庫  53.70 - - - - - 53.70

合   計 4,040.39 712.67 136.00 413.87 863.89 213.61 6,380.43
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（５）総務省起債算定基準による整備標準面積と現庁舎面積の比較 

総務省起債対象事業費算定基準による整備標準面積と現庁舎面積の一覧を下記に示します。 

単位：㎡ 

区  分 ①総務省起債対象事業費算定基準 ③現庁舎の床面積 

事務室 1,948.05 2,172.60

附属面積 

倉  庫 253.25 倉  庫 786.40

会議室等 1,391.60 会議室等 
1,420.60 

便所、その他 596.40 便所、その他 

合 計 2,241.25 合 計 2,207.00
玄関、廊下、 
階段等の 
交通部分 

1,675.72 1,329.83

議会関係 560.00 529.20

その他 665.20 88.10

車 庫 53.70 

合 計 7,090.22 6,380.43

現庁舎の事務室面積については、各課が分散し、他施設の間借りなどにより面積が大きい傾向があ

り、起債基準面積の１．１２倍となっています。しかしながら、附属室、交通部分他の面積は、

十分確保されているとは言えず、総面積として、起債基準面積のおよそ９０％に留まっています。 

  現況の各課事務スペース、待合スペースは狭小な状況がみられるため、総務省起債算定

基準面積、約７，１００㎡（桜江支所を除く）を、整備庁舎規模の目標とします。 

（６）庁舎規模のコンパクト化 

新たな庁舎整備においては、会議室、共用部など、共用可能な部分については、可能な限り共

用化を図るとともに、他の公共施設の有効利用と連携を積極的に図ることが必要と考えます。 

また、以下の各課については、別庁舎・公共施設への配置が有効と考えられるため、

基本設計段階にて、調整を行い各施設への配置を検討し、整備本庁舎のコンパクト化

を図る計画とします。 

・水道庁舎２階の水道課については、監視システム機器の管理、運営を継続、引き続き現

水道庁舎にて執務を継続することを想定しています。 

（起債基準面積235.94㎡：資料編 02 市庁舎規模算定表参照） 

・水道庁舎１階の下水道課については、業務の効率化を図るため、西処理場事務・監視室

への移転配置を検討します。（起債基準面積168.81㎡：同上参照） 

・教育委員会および分室（文化財調査）、人権啓発センターについては、本庁業務に対し

て、比較的独立性が高いので、新庁舎のコンパクト化のため他の公共施設（総合市民セ

ンター）への移転配置を検討します。（起債基準面積590.11㎡：同上参照） 

以上より、整備庁舎規模目標、約7,100㎡から、上記各課の他施設移転配置および現

配置庁舎の継続使用を想定、起債基準面積計994.86㎡を減じ、 

 新本庁舎の規模は、約６，１００㎡ を目標とします。 
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新本庁舎の職員数については、桜江支所および他の公共施設への配置を検討する部署（水道課、

下水道課、教育委員会、人権啓発センター）を除く239人を設定します。 

 

【新本庁舎の設定職員数】 

 
※浜田広域、後期高齢、保育所、幼稚園、学校、派遣職員除く 

 

臨時 嘱託
2人
1人
3人

政策企画課 11人 3人 3人 定住1、地域おこし1、秘書1
総務課 10人 7人 7人 電話交換2、宿直5
財政課 8人 2人 2人 運転手2
人事課 5人
税務課 16人

3人
社会福祉課 6人 4人 2人 2人 臨時2、就労支援2
子育て支援課 10人 2人 2人 母子相談人1、栄養士1
健康医療対策課 28人 13人 13人 ケアマネ12、手話1
市民生活課 14人
保険年金課 12人 1人 1人 臨時1
人権啓発センター 0人 人権同和教育課兼務

経済部門参事 1人
農林水産課 12人 3人 1人 2人 臨時1、バイオマス1、農地1
商工観光課 8人 1人 1人 臨時1

建設水道部門参事 1人
土木建設課 22人 4人 4人 臨時4
都市計画課 11人
水道課 11人
下水道課 8人

桜江支所長 1人
桜江支所 7人 5人 1人 4人 臨時1、宿直4

5人
3人 1人 1人 臨時1

教育委員会事務局参事 1人
学校教育課 6人 4人 4人 教育指導主事3、教育指導員1
社会教育課 8人 3人 3人 臨時3
人権同和教育課 2人 1人 1人 指導員1

2人
2人
1人 1人 1人 臨時1

197人 42人 11人 31人

239人

監査委員事務局
選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

小　計

合　計

議会事務局

正規職員
臨時・
嘱託計

備考

顧問
総務部門参事・危機管理監

特別職（市長・副市長）

民生部門参事

会計課
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３ 整備パターンの検討 

基本方針を達成するための改修整備パターンとして、「江津市庁舎改修整備検討委員会」で提

示された６つの改修ケース（下表）から、ケースＡ（防災拠点機能なし）、ケースＤ（ショッピング

センター入居企業決定）を除いた４ケースの再検証として、ケース①からケース⑤の整備パターン

（ケースＣについては２パターンを検証）について検討を行います。 

【市庁舎整備パターン検討表】 

江津市庁舎改修整備検討委員会整備パターン 基本計画 

検討パターン ケース 内 容 メリット デメリット 

A 

Ａ棟Ｂ棟改修 

Ｄ棟増築（1F） 

一階フロア―と一

体的利用が可能な

窓口事務棟(D棟)を

増築 

・窓口事務が、既存フロ

アと一体的に利用でき

る為、市民動線が比較

的明瞭。 

・工事費は も安価。 

・工事に伴う庁内移動が

煩雑。 

・防災拠点機能を有して

いない。 

  

検討から除外 

 

B 

Ａ棟Ｂ棟改修 

Ｄ棟増築（2F） 

上記計画のＤ棟を2 

階建てとし、防災セ

ンター機能を追加。 

・Ｃ案に比べ、工事の影

響が少ない。 

・地震災害時、Ａ棟に

被害が及べばＤ棟へ

の出入りに支障があ

り、防災センター機能

が発揮できない可能性

もある。

  
ＡＢ棟の 

庁舎利用 

による 

庁舎整備 

＋ 

分庁舎の 

継続利用 

① 

C 

Ａ棟Ｂ棟改修 

Ｄ棟増築(1F) 

Ｃ棟改築 

ケースＡの計画に加

え、Ｃ棟を解体し新

たに防災センター機

能を持つＣ棟に改

築。 

・本庁舎とは全く分離し

た防災機能 

・本庁の被害の影響が少

ない 

・建物周辺の空間がやや 

狭い。 

・居ながら工事の可能性

に疑問 

  

② 

     新Ｃ棟に 

防災機能 

関連部署 

を配置 

③ 

 
D 

Ａ棟Ｂ棟改修 

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰの

一部を庁舎利用 

窓口業務機能を大

型ショッピングセ

ンター内に整備。 

・多くの窓口機能が移動で

きるため、改修工事による

事務への影響が少ない。

・商業施設との相乗効果が

期待でき市民サービスの向

上に繋がる。 

・造成工事不要。 

・大型駐車場隣接により災

害時に有効。 

・床の賃貸又は権利取得の

検討。 

・本庁舎との連絡に若干

の難あり。 

・休日の業務対応。 

・床の賃貸又は権利取得

の検討。 

・テナント決定のため、

庁舎利用不可。 

  

検討から除外 

E 

Ａ棟改修 

Ｂ棟改築 

コンクリート強度の

問題のある B 棟を解

体し、S 造にて意匠

復元改築 

・庁舎としてのＢ棟空

間利用が大幅に改善

される。 

・高圧受電設備、トイ

レ、電算室、窓口関係の

仮設工事が必要。 

・現庁舎入居部署の仮設

庁舎が必要。 

  新Ｂ棟に 

防災機能 

関連部署 

を配置 

④

F 

新庁舎建設 

Ａ棟Ｂ棟改修 

他用途利用 

延べ床面積：6,500㎡ 

Ｓ造・制振構造・４階 

本体工事費：約25億 

・将来に渡る不安の完

全解消 

・吉阪建築の保全活用

・財政負担 

・現庁舎の価値への対応 

・現庁舎改修、再利用の

詳細検討が必要 

  新庁舎建設 

＋ 

現庁舎 

保存再生 

他用途利用 

⑤
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（１）ＡＢ棟庁舎利用＋分庁舎の継続利用による庁舎整備（ケース①・②） 

   ケース① ＡＢ棟耐震改修＋Ｄ棟１階市民窓口及び２階防災対策室増築     

    江津市庁舎耐震診断（平成27年度業務）での検討の結果、Ｂ棟の耐震補強においては、１

階、Ｍ２階、２階、３階の主な構面において耐力壁、鉄骨ブレースによる耐震補強が必要と

なり、現在の各部門面積や動線確保のため、庁舎増築と既存諸室の移動が必要となります。 

１階に市民窓口部門をまとめるため、Ｂ棟１階現市民窓口部門の東側丸子山公園を一部造

成し、Ｄ棟を増築、保険年金課、市民生活課、会計課を移転し、Ｂ棟１階、Ｍ２階の耐震壁

工事完了後、１階に税務課、総務課情報統計室を移転します。また、耐震性能を確保した新

Ｄ棟２階に防災拠点機能関連室を配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備目的への対応 

① 防災拠点機能 

災害拠点は整備されるが、ＡＢ棟被災の場合、災害拠点機能および、

生活再建支援機能（庁舎各課対応）が発揮できない可能性がありま

す。 

② 市民サービス機能 

現庁舎入居部門の耐震補強改修であるため、分庁舎入居部門は、現状

のまま。福祉関連部門を除く市民窓口部門が１階に集約され、現状よ

りも、市民窓口の利便性が向上します。 

③ 庁舎機能の効率化 執務環境、各課の連携強化とも、現状とあまり変わりません。 

④ 

建設事業費削減と、

将来に渡る庁舎機能

確保の両立 

建設事業費は、他のケースに比較して、 も安価ですが、分庁舎を含

む現市庁舎全体の改修が順次、継続的に必要となります。 

⑤ 
現庁舎保存と有効利

用の両立 

現況スペースを使い続けるという側面からは評価できるが、①②③を

含む庁舎機能の整備という面からは、有効利用とは言い難い。また、

丸子山公園と一体の現庁舎再生整備という観点からも、劣った点が見

受けられます。 
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     ケース② ＡＢ棟耐震改修＋Ｄ棟市民窓口及びＣ棟防災対策室改築       

    ＡＢ棟は、耐震改修工事を施工しても、防災拠点としての耐震性能確保ができないため、 

別棟のＣ棟を改築（解体、新築）し、防災拠点機能、情報管理機能、福利厚生機能関連室の

整備を行います。 

ケース①の、Ｄ棟２階防災拠点機能整備をＣ棟改築により整備する案で、Ｃ棟の現機能

（食堂・書庫等）の一時仮設あるいは一時閉鎖の必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整備目的への対応 

① 防災拠点機能 
災害拠点は整備されるが、ＡＢ棟被災の場合、生活再建支援機能（庁

舎各課対応）が発揮できない可能性があります。 

② 市民サービス機能 

ケース①に同じ。現庁舎入居部門の耐震補強改修であるため、分庁舎

入居部門は、現状のまま。福祉関連部門を除く市民窓口部門が、１階

に集約され、現状よりも、市民窓口の利便性が向上します。 

③ 庁舎機能の効率化 執務環境、各課の連携強化とも、現状とあまり変わりません。 

④ 

建設事業費削減と、

将来に渡る庁舎機能

確保の両立 

建設事業費は、他のケースと比較して、ケースＢに次ぎ安価である

が、分庁舎を含む現市庁舎全体の改修が順次、継続的に必要となりま

す。 

⑤ 
現庁舎保存と有効利

用の両立 

ケース①に同じ。現況スペースを使い続けるという側面からは評価で

きるが、①②③を含む庁舎機能の整備という面からは、有効利用とは

言い難い。また、丸子山公園と一体の現庁舎整備観点からも、劣った

点が見受けられます。 
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（２）新Ｃ棟に防災拠点機能を持たせる庁舎整備（ケース③） 

   ケース③ ＡＢ棟耐震改修（庁舎＋他用途利用）＋改築（Ｃ棟、分庁舎解体＋増築）   

   現庁舎に一部庁舎機能を残し、Ｃ棟および分庁舎の敷地範囲に新Ｃ棟を建設します。ＡＢ

棟は、耐震改修の上、防災機能に比較的関わりが少ない部門の配置と、一部、他用途利用を

検討します。 

Ｃ棟および、分庁舎の入居部署は、一時仮庁舎が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整備目的への対応 

① 防災拠点機能 

災害拠点・生活再建支援機能が整備される。しかしながら、災害派遣

や物資搬入、ボランティア受け入れ、幹線道路からのアプローチのし

やすさなど、災害時活動の点において、劣った点が見受けられます。 

② 市民サービス機能 
新庁舎１階への市民窓口部門集約は可能。この場合、中心市街地から

のアプローチが現状よりも不利となります。 

③ 庁舎機能の効率化 執務環境、各課の連携強化は向上します。 

④ 

建設事業費削減と、

将来に渡る庁舎機能

確保の両立 

新庁舎建設費および、Ｃ棟、分庁舎入居部門の仮庁舎確保が必要で

す。近隣の、代替スペース賃借・移転費用あるいは、仮庁舎建設・移

設費が必要になります。 

⑤ 
現庁舎保存と 

有効利用の両立 

現況スペースを使い続けるという側面から評価できますが、分庁舎入

居部門の仮庁舎が必要になることなど若干、有効利用度が下がりま

す。 
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（３）新Ｂ棟に防災拠点機能を持たせる庁舎整備（ケース④） 

    ケース④ 現庁舎Ａ棟耐震改修＋Ｂ棟改築                  

耐震改修により防災拠点機能に比較的関わりが少ない部門の配置により庁舎としての利用

可能となるＡ棟を残し、Ｂ棟を改築する案。 

Ｂ棟には、電気設備、階段等の主動線、トイレや情報機器類など、現庁舎稼働に必要な設備

があるため、ＡＢ棟配置部門全体の仮庁舎が必要となります。 

また、Ａ棟配置部門以外の部門を新Ｂ棟に集約する場合、Ｃ棟および分庁舎の敷地部分ま

で建築範囲が必要となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備目的への対応 

① 防災拠点機能 

災害拠点・生活再建支援機能が整備されるが、Ａ棟被災の場合、災害派

遣や物資搬入、ボランティア受け入れ、幹線道路から のアプローチの

しやすさなど、災害時活動の点において、ケース③同様、不利と考えら

れます。 

② 市民サービス機能 

庁舎機能の改善は可能。この場合、中心市街地からのアプローチが現状

よりも不利となる。大規模な仮庁舎が必要となり、２度の移転による市

民サービスへの影響が大きくなります。 

③ 庁舎機能の効率化 
竣工後の執務環境、各課の連携強化は改善される。しかしながら、２度

の移転により市役所業務に多大な支障が生じます。 

④ 
建設事業費削減と、

将来に渡る庁舎機能

確保の両立 

改築棟建設費および、現本庁舎入居部署全体の仮庁舎確保が必要とな

る。大規模な仮庁舎建設・移転費用が無駄になります。 

⑤ 現庁舎保存と有効利

用の両立 

DOCOMOMOJAPANによる近代建築としての評価基準において、環境形成

（広場や建築群の構成）の観点から評価されており、の構造・形態の対

照的なデザイン、丸子山公園と一体の市庁舎という観点からも、ＡＢ両

棟を含めた保存再生による有効利用が望まれます。 
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（４）新庁舎建設による庁舎整備＋現庁舎耐震改修保存再生（ケース⑤） 

     ケース⑤ 新庁舎建設＋ＡＢ棟耐震改修他用途利用             

新庁舎を別敷地に建設し、現庁舎は、江津市に求められる他用途利用を検討します。 

将来的な人口減少、職員数減に対応するフレキシブルで、コンパクトな庁舎を検討します。 

本庁舎機能との関連性が比較的低い部門については、他の公共施設への配置を検討し、

本庁舎のコンパクト化と事業費削減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備目的への対応 

① 防災拠点機能 

災害拠点・生活再建支援機能が整備される。災害派遣や物資搬入、ボ

ランティア受け入れ、幹線道路からのアプローチのしやすさなど、災

害時活動に有利な敷地選定が必要。 

② 市民サービス機能 

新庁舎メインフロアーへの福祉部門を含めた市民窓口部門(民生部門)

の集約配置を検討する。また、想定される候補地の中で、市民が利用

しやすく、庁舎機能のみならず、多様な活動に対応しやすい敷地選定

を行う。 

③ 庁舎機能の効率化 

執務環境、各課の連携強化向上の 適解に向けて検討を行う。また、

将来的な必要庁舎規模を想定し、コンパクト化を図る為、新庁舎への

集約必要性が低い部門の現庁舎や市現有施設への入居や、新敷地周辺

の市現有施設の会議室利用や職員駐車場利用を検討する。 

④ 

建設事業費削減と、

将来に渡る庁舎機能

確保の両立 

①②③の対応により、建設事業費削減と将来を見据えた市民のための

庁舎機能確保を図る。 

⑤ 
現庁舎保存と有効利

用の両立 

市の現有施設を再確認し、改修あるいは新設が必要とされる施設とし

て、現庁舎再生利用を図る。設計当時の吉阪隆正の市民への思いを継

承しながら、用途変更による既存遡及等の課題をクリアした上で、市

民生活の向上を図る新用途での再生利用を目指す。 

ケース⑤ 新庁舎建設＋AB棟耐震改修他用途利用
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２０ 

 

（５）市庁舎整備の基本方針 

ケース①、②については、事業費の縮小は可能であるが、分庁舎等の使用を継続し、執務

環境の増強や市民サービスの向上が見込めず、整備の目標である防災拠点機能確立の観点か

ら、選択肢から除外すべきと考えます。 

また、ケース③、④においても、災害時の活動のしやすさ、市民サービスなどの点で、現

状からの向上が図りにくく、将来的な庁舎運営において、費用対効果が高いとは判断しかね

増す。（資料編：現庁舎耐震改修による庁舎整備パターン比較表参照） 

【整備パターン比較表】（１点、３点、５点の３段階にて評価） 

施設整備の目的 評価内容 

評 価 

ケース

① 

ケース

② 

ケース

③ 

ケース

④ 

ケース

⑤ 

防災拠点機能 

(災害拠点＋生活

再建支援機能） 

の確立 

災害当初の拠点機能の確保

に加え、被災の場合、生活

再建支援のためほとんどの

部署の事業継続性が望まれ

ます。 

１ １ ３ ３ ５ 

市民サービス機能

(利便性＋付加機能）

の向上 

市民窓口へのアプローチの

しやすさ、市民開放施設の

確保が望まれます。 
３ ３ １ ３ ５ 

整備工事中の市民サービス

の継続性が望まれます。 
３ ３ ３ １ ５ 

庁舎機能の効率化

（執務環境/連携強化・ 

コンパクト化） 

執務環境の改善、部門間連

携の向上が望まれます。 
１ １ ３ ５ ５ 

施設間連携による新庁舎の

コンパクト化が望まれます。 
１ １ ３ ５ ５ 

建設事業費削減

と、将来に渡る

庁舎機能確保の

両立 

建設事業費の削減が望まれ

ます。 
５ ５ ３ １ １ 

庁舎建替え・更新を含め

た、将来に渡る庁舎機能の

確保が望まれます。 
１ １ ３ ３ ５ 

現庁舎保存と

有効利用の両

立（生きた保存

再生） 

丸子山を含めた現庁舎の保

存再生と、江津市に必要な

施設としての有効利用が望

まれます。 

３ ３ ５ １ 

 

５ 
(保存再生

基本計画

による場合)

合 計 １８ １８ ２４ ２２ ３６

   上記比較表より施設整備目的「江津市庁舎改修整備検討委員会」での提言通り、 

 ケース⑤：新庁舎建設＋ＡＢ棟耐震改修他用途利用  

を、基本計画における整備方針とします。 
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２１ 

 

４ 建設候補地の検討 

（１）庁舎整備候補地 

庁舎整備候補地として、「現庁舎周辺エリア」、「江津駅前エリア」、「シビックセンターエリア」 

の、ＪＲ江津駅から徒歩圏で、都市機能が集約されている新市街地の中心エリアを想定する。 

周辺に総合市民センター、パレットごうつ、済生会病院、江津警察署、現本庁舎などの公

共公益施設等が集積されており、幹線道路、公共交通機関でのアプローチ性も高い江津市の

中心的なエリアが形成されています。 

このエリア内の公有地の中から、庁舎規模や駐車台数の確保が可能で、アクセスがしやす

く、防災機能・市民サービスの向上が見込める費用対効果の優れた計画が可能な敷地を選択

するため、下記の５敷地を候補地として想定しました。 

それぞれの敷地及び周辺の現況、新庁舎整備に関する考察を示します。 

【建設候補地位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

候補地 名称 所在地 

候補地 1 現市庁舎敷地 江津市江津町 1525番地 

候補地 2 シビックセンター内警察署東側敷地 江津市江津町 1016番地48・1099番地14他 

候補地 3 総合市民センター敷地 江津市江津町 1110番地17 

候補地 4 江 津 駅 周 辺 江津市江津町 

候補地 5 旧白寿園跡地 江津市江津町 674番地1 
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２２ 

 

建設候補地の敷地及び周辺の状況（①現市庁舎敷地） 

候補地         ① 現庁舎敷地 

 

 

 
 

付近位置図 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 約8,000㎡ 

用途地域 
第１種住居地域 

（建蔽率：60％、容積率：200％） 

高さ制限 

日影規制 

景観計画 

地盤高さ 

道路斜線：勾配 1.5 適用距離 20ｍ 

隣地斜線：勾配 1.25 立上がり 20ｍ 

高度地区：指定なし 

日影：5/3時間・Ｈ４ｍ 

景観計画：一般地区 

地盤高さ：ＴＰ＋18ｍ 

  寄りの 

  交通機関 

ＪＲ江津駅から徒歩６分 

石見交通バス市役所駅前バス停から徒歩３分 

接   道 

隣   地 

東

側 
丸子山公園 

西

側
市道市役所南通線 7.0m 

南

側 

都市計画道路 

市道ウナギ谷線 12.0m 

北

側
市道江津駅裏線 3.0m 

敷地状況 

良 

い 

点 

 半世紀を超え、市役所の場所として市民に認知され、市街地の眺望に優れている。 

 南側丘陵地の端部に位置（地盤高 TP+18.m）し、江津駅周辺やシビックセンターゾーンな

ど、北側市街地からの視認性が良く、国道９号線を西から東進した場合、現庁舎は市を代表

する施設としてアイストップとなっている。 

欠 

 

点 

 国道９号から直接の車両アクセスは東方面からの車両に限られる。西側からは極めてわかり

にくいアクセスである。 

 敷地の幅が小さく、分庁舎が隣接しており、増改築の場合、施工性に不利な点が多い。 

 傾斜地であることから、駐車場と建物との関係において、明快な利用者動線が得にくく、駐

車場を一か所に集約しにくい。 

 本来、市民広場として計画しているピロティを来庁者駐車場として利用した上で、慢性的に

駐車場が不足している。 

 丸子山公園の一部を職員駐車場として使用し、本来の公園機能に支障をきたしている。 

周辺の状況 

良 

い 

点 

 南側は住宅街に接し、閑静な環境を得やすい。 

 丸子山公園に接していることから、公園の再整備が可能であれば、公園と一体となった市民

に親しまれやすい施設計画が可能。 

 江津駅高架橋ができた場合、駅からのアクセス性が向上する。 

欠 

 

点 

 敷地周辺には分庁舎が散在し、住宅も建て込んでいるため、増改築の場合の仮設庁舎用敷地

が、近隣には見当たらない。 

 庁舎として増築をする場合、駐車場がさらに不足することになる。 
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２３ 

 

建設候補地の敷地及び周辺の状況（②シビックセンター内警察署東側敷地） 

候補地 ②シビックセンター内警察署東側敷地 

 

 

 
 

付近位置図 

 

敷地面積 約9,300 ㎡ 

用途地域 
準工業地域 

（建蔽率：60％、容積率：200％） 

高さ制限 

日影規制 

景観計画 

地盤高さ 

道路斜線：勾配 1.25 適用距離 20ｍ 

隣地斜線：勾配 2.5 立上がり31ｍ  

高度地区：指定なし 

日影：規制なし 

景観計画：重点地区 

地盤高さ：ＴＰ＋7.７ｍ 

  寄りの 

  交通機関 

ＪＲ江津駅から徒歩８分 

石見交通バス市役所駅前バス停から徒歩１分 

接   道 

隣   地 

東

側 

都市計画道路 

市道高丸線 16.0m 

西

側
隣地（江津警察署） 

南

側 
ＪＲ線路敷 

北

側

市道シビックセンター線 

16.0m 

敷地状況 

良 

い 

点 

 国道９号線から市道高丸線に入り、JR高丸跨線橋を渡ったシビックセンターゾーン入口左

側に位置し、市役所の立地として適している。 

 現市庁舎から350m、徒歩４分の位置にあり、他の用途になった場合にも施設連携がしやす

い。 

 東側総合市民センターや西処理場等との連携がしやすい。 

欠 

 

点 
 敷地内地盤に7.7ｍ～11.4ｍ程度(建築範囲)の段差がある。 

周辺の状況 

良 

い 

点 

 国道９号線から市道高丸線への敷地へのアプローチは、路線バス経路上でもあり、極めて

良好な車両アクセスである。（エントランス近くへのバス停移設も検討可能） 

 近接する総合市民センターとは機能連携や補完が可能。 

 西処理場等に職員駐車場の確保が可能。 

 シビックセンター公園に対面し、様々な催しや災害時の対応スペースとして、有効利用、

連携が可能。 

 東側と北側の前面道路から車両アクセスが可能。 

 ショッピングセンターと済生会病院との間に位置し、利便性が極めて高い。 

 シビックセンターゾーンに位置する事から周辺施設との利便性が高く、連携が可能。 

欠 

 

点 
 JRからの騒音、振動の執務への多少の影響が考えられる。 
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建設候補地の敷地及び周辺の状況（③総合市民センター敷地） 

候補地 ③総合市民センター敷地 

 

 

 
 

付近位置図 

 

敷地面積 約7,000㎡ 

用途地域 
準工業地域 

（建蔽率：60％、容積率：200％） 

高さ制限 

日影規制 

景観計画 

地盤高さ 

道路斜線：勾配 1.5 適用距離 20ｍ斜隣隣地斜線：勾配 2.5 立上がり 31ｍ 

高度地区：指定なし  

日影：規制なし 

景観計画：重点地区 

地盤高さ：ＴＰ＋7.0ｍ 

  寄りの 

  交通機関 

ＪＲ江津駅から徒歩９分 

石見交通バス市役所駅前バス停から徒歩５分 

接   道 

隣   地 

東

側 

市道江津敬川海岸線  7m 

住宅 

西

側

都市計画道路 

市道高丸線 16.0m 

南

側 
住宅 

北

側
隣地（特養・老健） 

敷地状況 

良 

い 

点 
 敷地が平坦。 

欠 

 

点 

 新設取付道路が必要。 

 総合市民センター敷地分割による法的検討が必要。 

 総合市民センター使用時の対応。 

周辺の状況 

良 

い 

点 

 総合市民センターとの連携が可能。 

 総合市民センターの空室となっている旧社会福祉協議会事務局への入居を検討している組織と 

連携が得られる。 

 江津駅前に近いことから、駅前の再生整備に寄与できる。 

 シビックセンターゾーンに位置する事から周辺施設との利便性が高く、連携が可能。 

欠 

 

点 

 総合市民センターとのデザイン調整が難しい。 

 公共交通機関(バス停)からの距離がある。 

 現在行われている総合市民センターと一体的な大きなイベントが開催できなくなる。 

 災害時対応スペースとしての広場がなくなる。 
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建設候補地の敷地及び周辺の状況（④江津駅周辺敷地） 

候補地 ④江津駅周辺敷地 

 

 

 
 

付近位置図 

 

敷地面積 約8,000㎡ (線路敷5000㎡ 駐車場3000㎡) 

用途地域 
商業地域 

（建蔽率：80％、容積率：400％） 

高さ制限 

日影規制 

景観計画 

地盤高さ 

道路斜線：勾配 1.5 適用距離 20ｍ 隣地隣地斜線：勾配 2.5 立上がり 31ｍ  

高度地区：指定なし 

日影：規制なし 

景観計画：重点候補地区 

地盤高さ：不明 

  寄りの 

  交通機関 

ＪＲ江津駅前 

石見交通バス江津駅バス停 

接   道 

隣   地 

東

側 
- 

西

側
- 

南

側 
ＪＲ線路敷 

北

側
（ 国道９号線 ） 

敷地状況 

良 

い 

点 

 駅前整備地区でのアクセス性が高い。 

欠 

 

点 

 江津市有地が対象にならず、敷地確保に年月を要する。 

周辺の状況 

良 

い 

点 

 パレットごうつとの連携。  

 中心市街地の活性化に大きく寄与する。 

欠 

 

点 

 高架橋計画等の整備時期が未定。 

 駅前駐車場台数の減を伴う。 

 様々なインフラ整備が必要。 

・江津駅自由通路整備 

・都市計画道路江津駅裏線整備 

・駅前ビル、駐車場の取得、解体 
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建設候補地の敷地及び周辺の状況（⑤旧白寿園跡地） 

候補地         ⑤旧白寿園跡地 

 

 

 
 

付近位置図 

 

敷地面積 約5,500㎡ 

用途地域 
第１種住居地域 

（建蔽率：60％、容積率：200％） 

高さ制限 

日影規制 

景観計画 

地盤高さ 

道路斜線：勾配 1.5 適用距離 20ｍ隣地隣地斜線：勾配 1.25 立上がり 20ｍ 

高度地区：指定なし 

日影：5/3時間・Ｈ４ｍ 

景観計画：一般地区 

地盤高さ：ＴＰ＋20ｍ以上 

  寄りの 

  交通機関 

ＪＲ江津駅から徒歩１２分 

 

接   道 

隣   地 

東

側 
都市計画道路 

市道ウナギ谷線 ７.0m 

西

側
市道上新町団地5号線  6m 

南

側 
市道上新町団地5号線  4m 

北

側
隣地（給食センター） 

敷地状況 

良 

い 

点 

 地盤高さ、TP＋20m以上 

欠 

 

点 

 給食センター建設により、敷地面積不足。 

 住宅地の 奥に位置する。 

周辺の状況 

良 

い 

点 

 住宅街に接し、閑静な環境を得やすい。 

欠 

 

点 

 公共交通機関なし、アクセス性に難あり。 
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建設候補地の評価 

 (１) 敷地状況 

    ４～5層までを想定する庁舎の建築面積、駐車場台数、敷地内空地の確保のため、可能な

限り敷地面積の確保が望まれるとともに、敷地の形状、段差等により建築計画に影響を与

えます。 

 (２) 地域地区 

    建築基準法上の用途地域、建蔽率、容積率、高さ制限、日影規制等については、ＪＲ線

路敷を除き、大きな差異は見られない。 

（３）最寄りの交通機関 

    江津駅およびバス停からの距離、アプローチ性により評価を行います。 

（４）接道・隣地 

   接道状況、隣地の建築、公園、都市施設などと、庁舎が整備された場合の関係性について

の優劣は市庁舎整備にとって重要な評価軸となります。 

（５）周辺状況 

   市庁舎の立地として、上記項目を含む周辺環境との整合性、補完性について総合的な優位

性が望まれます。 

候補地   １点、３点、５点の３段階にて評価 

付近位置図 

敷地面積・アプローチ性・周辺施設との連携・防災拠点としての立地など総合的

に比較し、すべての項目で、優位な評価である ②シビックセンター内警察署東側

敷地 が新庁舎建設候補地として望ましい考えます。 

① ② ③ ④ ⑤ 

敷地面積 ５ ５ ５ ３ １ 

用途地域 

１ ５ ５ ５ １ 高さ制限 

日影規制 

景観計画 

  寄りの 

  交通機関 
３ ５ ３ ５ １ 

接   道 

アプローチ 
１ ５ ３ ５ １ 

敷地状況 １ ３ ５ １ ３ 

周辺の状況 ３ ５ ５ １ ３ 

合 計 １４ ２８ ２６ ２０ １１ 
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５ 事業手法と財源 

 （１） 事業費と財源 

詳細な事業費は、事業化において必要となる基本設計・実施設計の段階で積算すること

になりますが、現段階での建設コストは、整備パターンによりますが、約14億～30億円と

見込んでいます。庁舎整備は、江津の景観に配慮しつつも、華美な要素を排除し、将来を

見据えたコンパクトでスリムな市役所を目指し、建設に必要となる費用の抑制に努めてい

くことが必要です。 

庁舎整備に際しては、国・県等の直接的な補助制度はありませんが、江津市では、平成

31年度末が活用期限とされる合併特例債を利用することが可能です。 

合併特例債は、その対象事業費の95％を財源として充てることができ、元利償還金の

70％が普通交付税に算入されます。 

交付金での戻りがある合併特例債でありますが、後年度に負担を伴うことになるので、

部分的にでも国交省、環境省の補助制度が活用できる整備方法を計画内容に合わせて、具

体的に検討するなど、できるだけ財政に負担をかけない努力をしていくことが必要です。 

現在、活用を想定している補助制度として、下記のものがあげられます。 

① 社会資本整備総合交付金（国土交通省）※社会資本整備総合交付金交付要綱 平成29年3月31日最終改正より 

交付対象事業は、社会資本総合整備計画に記載された事業等のうち、基幹事業として

挙げられている事業一以上を含むものとされており、当事業において下記事業による交

付が想定されます。 

イ 社会資本総合交付金事業 ⑩ 都市再生整備計画事業 

地域の成長力強化や活性化等につながる事業に対する交付制度で、江津市中心

市街地活性化基本計画の「市庁舎整備方針の策定」に、「災害時の防災拠点とし

て庁舎機能の確保に努める」とあり、基幹的な事業の実施に併せ、拠点機能の強

化に対する補助で、地域の生活基盤施設の整備や、エントランスホールなどをシ

ェルターや、防災施設としても活用できる計画としたり、防災情報を提供するた

めのネットワーク施設、非常用電源施設の整備などに適用が想定される。 

ロ 防災・安全交付金事業 ⑬市街地整備事業 ⑯住環境整備事業 

   社会資本総合整備計画の目標「命と暮らしを守るインフラ再構築または生活空

間の安全確保」の実現に資する事業を集中的に支援する制度で、上記２事業の中

で、都市防災推進事業、優良建築物等整備事業が基幹事業として想定される。 

② エネルギー対策特別会計における補助・委託等事業(環境省) 

環境省のエネルギー対策特別会計における「地方公共団体カーボンマネージメント強

化事業化事業」や、「再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」など庁舎計画

に即し、採用可能な補助金制度を活用することとします。 

【補助制度一覧】 

 補 助 制 度 事 業 名 称 想定される事業内容 

国
交
省 

社会資本総合交付金 都市再生整備計画事業 駐車・駐輪場、多目的広場、耐震性貯水槽、備蓄倉庫等 

防災・安全交付金

都市防災推進事業 避難・消防活動を円滑にする公共施設、災害関連標識、 

防災まちづくり拠点施設、案内板、誘導灯、マンホールトイレ、防

災用資機材、防犯灯、防犯カメラ等  優良建築物等整備事業 

環
境
省 

エネルギー対策特別会計
再生可能エネルギー 

電気・熱自立的普及促進事業

地中熱利用ヒートポンプシステム（地中熱配管～ヒートポンプ） 

バイオマスボイラー（サイロ・ボイラー・熱源・一次側配管） 
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（２）事業手法の検討 
公共施設の建設に係る事業手法としては、近年、施設の設計・建設から維持管理、運

営にいたる一連の業務に民間の資金、経営能力、技術的能力を活用するＰＦＩ方式など

の導入を検討する事例が増えています。 

今回の庁舎整備においても、次のような事業手法が想定されます。 

① 直接建設方式

通常の公共事業の実施手法であり、市の財政資金を用いて設計、建設、維持管理お

よび運営業務について、それぞれ民間事業者へ委託・発注する方式です。 

② ＤＢＯ方式（公設民営手法）

市の財政資金を用いて、施設の所有権を有したまま民間事業者に設計、建設、維持

管理および運営業務を一体的に委ねる方式です。 

ＤＢＯ方式は、ＰＦＩ法に基づくものではありませんが、公平性・透明性を確保 

なお、設計･建設業務の一括方式として、運営業務を除いたＤＢ方式もあります。 

③ ＰＦＩ方式ＢＴＯ型

ＰＦＩ法に基づいて民間事業者が自ら資金調達を行ない、設計・建設業務を一体的

に行い、施設整備直後に所有権を市に移転したのち、民間事業者が維持・管理及び運

営を行う事業方法です。 

なお、ＰＦＩ方式では、そのほかＢＯＴ型※１、ＢＯＯ型※２などがありますが、庁舎

という観点から市が施設所有者となるＢＴＯ型が有効であると考えられています。 

④ リース方式

市は、民間業者に市有地を低廉で貸与し、民間事業者が施設の設計、建設及び維持

管理業務を行う方式（普通借地権）です。民間事業者が、施設のリース料の支払いに

より資金を回収し、契約期間満了後は、市へ施設を無償譲渡することもできます。運

営を含まない事業の分野で一部普及しつつあります。 

（３）事業手法の選定 

４つの方式のうち、民間活力を導入した事業手法を選択すると、次のような問題が

生じる可能性があります。 

・可能性調査に６カ月以上、民間事業者を選定の後業務に１年以上の期間が必要と

なり、概ね２年程度事業期間が延びます。 

・事業期間が長期に渡るため、民間業者にとって魅力的な事業でなければ適切な競

争環境が確保されず、落札されない可能性があります。 

庁舎整備では、民間事業者の創意工夫によるサービス向上や維持管理、運営業務が

少ないため、財政負担軽減の効果が少ないこと、特に合併特例債の活用を前提として

いる当事業では、特例債の適用に制約や期限（平成31年度末）があることを考慮する

と、速やかに新庁舎の建設事業を進めることができる手法を採用する必要があります。 

よって本事業については、従来どおり  直接建設方式  を採用することとします。 

※１

ＢＯＴ型：民間事業者が施設等を建設し、維持・管理および運営し、事業終了後に公共施設等の管理者

等に有権を移転する方式です。
※２

ＢＯＯ型：民間事業者が施設等を建設し、維持・管理および運営し、事業終了時点で民間業者が施設を

解体・撤去する等の事業方法です。




