
江津市庁舎改修整備基本計画 Ⅲ新庁舎建設基本計画 

３０ 

Ⅲ 新庁舎建設基本計画 

現庁舎敷地での増改築および、新敷地での新庁舎整備の５つの整備パターンと整備候補

地の比較検討により、シビックセンター内警察署東側敷地での新庁舎整備が本事業の目的

達成に最適であると考えます。当候補地での敷地利用、建築計画について以下に示します。 

１ 新庁舎建設候補地概要 

  （１）立地特性（交通条件、敷地高低差、周辺環境） 

① 接道・公共交通条件

緩やかな傾斜のある東側市道高丸線が、国道９号線からシビックセンターへのメイン

アプローチとなります。高丸跨線橋上に、石見交通の市役所前バス停があり、徒歩、自

動車、路線バスでの来庁が可能です。 

駐車場入り口は、北側市道シビックセンター 

線からの出入りが主となると想定されます。 

② 敷地高低差

敷地の地盤高さは、ＴＰ＋7.7から11.4ｍ 

（市道高丸線歩道最高部14.9ｍからの敷地南東部 

法面を除く）の段差を持つ。 

土壌調査および、基本設計における地盤調 

査により、地盤性状を確認し、丘部分の切り 

盛りを決定しますが、２つの前面道路の高低 

差を利用し、造成計画と建築計画を融合させ 

利便性を高めながらも、コストのかからない 

土地利用計画を目指します。 

③ 周辺環境

旧市街地と新市街地をつなぐ位置にある現 

市庁舎から、国道９号線、山陰本線高丸跨線 

橋を渡ったおよそ300ｍの位置のシビックセン 

ターゾーン入り口に建設候補地は位置します。 

市道高丸線を挟む東側に総合市民センター、交差点の斜向かいにいわみ福祉会が運営す

るレストラン、市道シビックセンター線を挟みシビックセンター公園と対面しています。 

西側隣地に江津警察署、南側がＪＲ山陰本線線路敷となっています。 

（２）景観への配慮 

候補地が位置するシビックセンターゾーンは、江津市景観計画における重点地区として

います。江津市総合市民センター、済生会江津総合病院、県営市営江津中央団地、江津中学校、

めぐみ保育園などの公共施設を集約して整備した地区で、江津市の新しい都市景観として、統一感

のある景観形成を目指しています。 

江津市景観計画において、重点地区の基本方針として、以下の４項目をあげています。 

・本市の新たな都市景観として、統一感のある景観形成をめざします。 

・屋根は傾斜屋根に石州赤瓦とする本市の特徴となる景観形成を図ります。 

・バスベイやシビックセンター公園、市道高丸線からの島ノ星山の眺望を確保します。 

・街路樹等による緑化とともに、敷地内の緑化、生け垣の植栽、駐車場の緑化、花壇の整備

と適切な維持管理を図ります。 

 シビックセンターゾーン入口に位置する新しい江津市の顔ともなる新庁舎整備において

は、景観計画における基本方針を遵守し、傾斜屋根を石州赤瓦葺きとします。また、市道

高丸線が庁舎の主出入口となり、歩道整備と併せて前面広場の景観整備を行います。

【建設候補地周辺環境】 
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２ 敷地利用計画の検討 

（１）建物配置パターンの検討 

 新庁舎のメインエントランス 

は、市道高丸線からの東面、シ 

ビック公園側の北面、地盤の低 

い警察署側からの西面の３通り 

が考えられます。 

駅、バス停からのアプローチ 

のしやすさ、景観計画との関係、 

北西風の影響などを考慮し、東 

側２階をメインアプローチとす 

ることが最適と考えます。 

（２）アプローチ・建物配置計画 

①アプローチ

敷地東側市道高丸線の新庁舎２階レベルから、徒歩による来庁者と路線バス、タクシ

ー、身障者用車両、ＶＩＰ車両の主玄関として想定します。 

 市道シビックセンター線に面した敷地北西側から、来庁者一般車両、公用車のアプロ

ーチを計画します。 

来庁者玄関は、１階西側および２階東側の２か所を計画します。 

② 建物配置

敷地の東側、北側接道部に建物の前面空地を確保し、街路景観への配慮と、街路沿い

の広場として周辺との連携を図ります。 

敷地内駐車場（一般来庁者・公用車）を地盤高の低い西側、南側に確保し、敷地中央

部に、庁舎を配置します。 

（３）周辺と連携する外部空間計画 

① 市道高丸線沿い

江津市景観計画における景観重要道路である市道高丸線沿いは、庁舎２階エントラン

スの広場として、バス停留施設の移設を含め、一体的な整備を行うこととする。市道高

丸線の傾斜に合わせ、敷地北東側外部空間の整備を検討します。 

② 市道シビックセンター線沿い

敷地北面は、市道をはさみ、シビックセンター公園と対面します。市や様々な団体の

催しが開催される他、災害時の避難・救援活動スペースとしての有効利用が期待されま

す。庁舎北面敷地内にも広場スペースを配置し、シビックセンター公園との一体的な景

観を形成することとします。 

③ 駐車場

１階西側、南側に一般来庁者用・公用車の駐車スペースを確保しますが、車両入口は、

江津警察署車両入口と近接しているため、基本設計段階において、調整が必要と考えます。 

総合市民センターの一般用駐車場は、公演、催し開催時以外は、駐車台数もまばらな

状態であり、有効利用のため、市道高丸線下部に庁舎１階と総合市民センターをつなぐ

歩行者通路設置の検討を行います。 

 また、職員用駐車場は、敷地外に確保することとします。現在、総合市民センター敷

地の一部において、職員用駐車場が確保されており、これらの継続利用と江津市西処理

場敷地の空きスペースへの職員駐車場設置についても検討を行います。 
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３ 必要機能、空間の検討 

（１）新庁舎組織機構 

① 新庁舎のコンパクト化を目指す入居部門の設定

現入居施設あるいは、現有他施設に配置することが有効と考えられる部門部署は、外 

部施設への配置を検討し、新庁舎面積のコンパクト化を目指します。 

② 新体制に配置となる部門・部署

新庁舎への配置と分庁舎およびその他施設に配置予定の部門・部署は下表の通りです。 

【新体制における部門・部署配置】 

注）部門構成については、平成２８年１０月時点の部署を基準としています。 

現況執務面積および想定執務面積は、資料編 市庁舎規模算定資料および現庁舎・分庁舎平面図を参照。 

部 門 局・課・室 現況執務面積 配置施設 想定執務面積

新
庁
舎
に
配
置
を
予
定
す
る
部
門
・
部
署 

総務部門 

政策企画課－地域振興室 110.70㎡

新庁舎 

90.90㎡

総務課－情報統計室 129.90㎡ 108.90㎡

財政課 68.20㎡ 64.80㎡

人事課 34.60㎡ 40.95㎡

税務課 111.50㎡ 105.75㎡

民生部門 

社会福祉課 50.80㎡ 70.65㎡

子育て支援課 96.00㎡ 76.05㎡

健康医療対策課 － 地域医療政策室 159.10㎡ 231.30㎡

市民生活課 83.90㎡ 90.90㎡

保険年金課 120.70㎡ 76.05㎡

経済部門 
農林水産課 89.40㎡ 99.90㎡

商工観光課 43.50㎡ 69.30㎡

建設水道部門 
土木建設課 － 国県事業推進室 154.60㎡ 173.25㎡

都市計画課 － 中心市街地再生室 101.30㎡ 85.50㎡

会計課 47.50㎡ 32.85㎡

議会事務局 36.80㎡ 28.35㎡

農業委員会事務局 24.40㎡ 12.60㎡

監査委員事務局 

90.50㎡

19.35㎡

選挙管理委員会事務局 12.60㎡

江津市及び江津邑智消防組合公平委員会 - ㎡

固定資産評価審査委員会 - ㎡

 

部
門
・

部
署 

他
施
設
配
置
を
予
定
す
る 

教育委員会事務局 

学校教育課 149.10㎡
※文化財(分室)

別途84.20㎡
総合市民センター 
※社会教育課文化財 

担当は現庁舎1階 

を想定

126.70㎡
社会教育課 

人権同和教育課 
82.60㎡ 29.60㎡

民生部門 人権啓発センター 

建設水道部門 
水道課 160.60㎡ 水道庁舎のまま 160.60㎡

下水道課 78.10㎡ 西浄化センター 97.50㎡

江津市役所桜江庁舎 桜江支所 - ㎡ 桜江支所のまま - ㎡
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（２）配置構成（階層構成）のイメージ 

新庁舎の整備にあたっては、効率的な行政運営を図るため、特に市民の利用頻度が高い

市民サービスに直結する窓口、相談、情報提供などの機能をアプローチ性の高い２階に優

先して配置します。 

防災機能については、会議室などとの兼用を図るとともに、災害時の活動に有効となる配置を

検討します。 

また、議会機能については、意思決定の最高機関としての独立性を保つと共に、市民に開かれ

た議会とするよう配慮し、議場の低層階配置（市民ホール兼用）を検討します。 

【新庁舎における階層構成】 
注）部門構成については、平成２８年１０月時点の部署を基準としています。 

接地階（２階）に優先的に配置 上階（３階～）に配置 

部 門 部 署（局・課） 部 門 部 署（局・課） 

総務部門 税務課 

総務部門 

政策企画課 

会計課 

総務課 

財政課 

人事課 

税務課 

民生部門 
市民生活課 

保険年金課 

民生部門 
※２階配置の検討

を行う。 

社会福祉課 

子育て支援課 

健康医療対策課 

人権啓発センター 

経済部門 
農林水産課 

商工観光課 

建設水道部門

土木建設課 

都市計画課 

下水道課（※西処理場への

入居を検討）

議会事務局 

農業委員会事務局 

監査委員事務局 

選挙管理委員会事務局 

江津市及び江津邑智消防組合公平委員会 

固定資産評価審査委員会 

１階 

議  場 

（市民ホール） 

２階 

市民窓口 

３階～ 

市長直属 

総務部門 

経済部門 

建設水道部門 

各事務局 

（民生部門）
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（３）防災拠点機能の検討 

大規模災害の発生時には、設置された災害対策本部が救助や復旧・復興等に向けた指示

や指揮、情報の収集、伝達等災害復旧・復興活動を行うための中核施設としての機能を発揮

しやすい施設であることが庁舎として求められます。そのため、高度な耐震性能、防火性能

に加え、自立性、指揮中枢機能を備えた防災、災害復旧・復興の拠点施設として、市民の安

全･安心を守る役割を十分果たせる庁舎とします。 

 ① 構造：災害対策拠点として、耐震性能の高い庁舎とします。             

庁舎の安全性は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における、構造体の耐震安

全性：Ⅰ類、非構造部材の耐震安全性：Ａ類、設備の耐震安全性：甲類を目標とします。 

【庁舎の耐震安全性】 
 

 ② 設備：災害対策拠点としての性能を確保します。                             

・自家発電機設備を設置し、防災活動に支障がない計画とします。 

・自立対応が可能な庁舎を目指し、災害時拠点として機能するために必要な飲み水の確

保、貯留槽や排水設備、電力、通信設備の整備を行います。 

   ・災害時の情報ネットワーク確保のため、サーバー室等の重要設備（室）については、

該当室のみの免震対応や防火対応を行うなど、セキュリティをさらに高めます。 

   ・江津市のインフラ整備状況の確認を行い、想定最大規模の災害が起きた場合のインフ

ラ復旧日数の想定を行うとともに、災害発生後の各段階における優先業務を整理し、

必要なバックアップ容量を設定します。現段階において72時間のバックアップを想定

しています。 

 ③ 建築・外構設備：災害時活動に対応可能な建築・外構設備を計画します。            

・災害時には、災害対策本部として、指令中枢機能に転換可能な会議室を計画します。 

・エントランスホールや、議場などを、避難スペースとして活用可能な計画とします。 

・非常食や薬品、防災用具などの常備備蓄庫のほか、災害発生時の支援物資対応の倉庫

機能に転用可能なスペースの確保を検討します。 

・敷地内の広場や駐車場は、災害発生時には柔軟に機能転換ができる仕組み（仮設トイ

レ用マンホールの設置など）を検討し、広場や駐車場に面する内部空間は、ボランテ

ィアや支援物資、避難市民の受け入れがしやすいスペース、平面計画を検討します。 

耐震安全性の区分 耐震安全性の目標 

構造体の耐震安全性 

：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

保が図られるものとする。 

非構造部材の耐震安全性 

：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

の安全確保と二次災害の防止が図られるものとする。 

設備の耐震安全性 

：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ことを目標とする。 
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（４）行政機能の検討 

これからの庁舎は、市民参画の場として市民と行政を繋ぎ、交流を図る場としての役割 

が求められます。そのため、まちづくりの中心として、市民が気軽に立ち寄ることができる場

となるよう、市民に開かれた庁舎を目指します。 

また、市民サービスの向上を重視した機能の充実を図るとともに、高齢者や障がいのある

人、妊産婦、子育て中の人や子ども、外国人など、出来るだけ多くの人が利用可能なように、

ユニバーサルデザイン※１の考えに基づいた庁舎を目指します。 

⒈ ユニバーサルデザインの考えに基づいた庁舎とします。 
江津市バリアフリー基本構想に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（バリアフリー新法）や島根県ひとにやさしいまちづくり条例の整備

基準と同等以上の施設整備を行います。 

⒉ 働きやすく、利用しやすい庁舎とします。 
庁舎としての執務環境の追及や、利用しやすい市民サービスの導入について検討

を行い、市民、職員、誰もが使いやすく快適な庁舎を目指します。 

⒊ 市民に開かれた庁舎とします。 
まちづくりの中心として市民が気軽に立ち寄ることができる庁舎となるよう、ロ

ビーや会議室などの市民利用の可能性を積極的に検討します。 

① 窓口機能（窓口、待合空間、総合案内など） 

市民窓口は、エントランスホールに面した低層階に配置し、総合的な行政サービスの

拠点としてわかりやすく、使いやすく、親しみやすい空間とします。 

視線が通る窓口配置や、相談スペースの適正配置により、市民が利用しやすく、機能的・

効率的で安全に配慮した窓口配置とします。 

【窓口・待合ロビー】 

・関連した手続きが同一窓口でできる総合窓口 

システムの導入を検討します。 

・ロビーや待合スペースは、十分な広さとゆと 

りのある計画とします。 

・休日夜間の一部開庁対応の配置検討をします。 

【相談室・相談スペース】 

・カウンターについたてを設置することや、遮音 

に配慮した相談室等、相談の内容に応じたプラ 

イバシー保護に配慮します。 

【総合案内・案内サービス】 

・全ての来庁者にとってわかりやすい総合案内板 

（多言語対応、電子案内板など）を検討します。 

・高齢者、障がい者等に配慮し、コンシェルジュ 

サービス※２の導入を検討します。 

                                                                                                                                                                  

※１
 ユニバーサルデザインとは、様々な立場の人たちが使いやすいように、はじめから「みんなのためのデザイン」

にするという考え方です。 
※２

 コンシェルジュとは、フランス語で管理人のことで、そこから解釈を広げ、ホテルの宿泊客のあらゆる要望、案内に

対応する「総合世話係」というような職務を担う人の職名として使われています。

【エントランスホール 総合案内イメージ】 

【市民窓口カウンターイメージ】 
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② 事務機能（執務空間、部署特有空間、打合せ空間、会議室、書庫など） 

機能的で効率的な行政運営の実現を目指し、働きやすく、将来の変化にも柔軟に対応

可能な執務空間計画とします。 

【執務空間】 

・訪れた市民に職員の業務の様子が見え、職員 

からも来庁者の姿が確認できるよう、オープ 

ンな執務室を計画します。 

・各部署の配置は、関連部署の近接配置を行い、 

市民や事業者による窓口手続きの連続性や業 

務の連携を考慮し、効率化を図ります。 

・フリーアクセスフロアーなど、ＩＴ化に沿った 

配線などが自由にできる構造とし、将来に向け 

た情報通信網の整備に対応できる計画とします。 

・柔軟性の高い座席配置が可能な空間とし、将来 

の組織変更、高度情報化社会の進展や事務シス 

テムの変化にも適応できるユニバーサルデザイ 

ンの導入を検討します。 

・執務室の効率性を確保するため、部署ごとに調 

整できる空調方式の導入や、業務に応じた照明 

機器の設置、職員数に応じた執務スペースの確 

保等を検討します。 

【会議室・打合せスペース】 

・利用人数や目的に応じ、適正規模の会議室を配 

置し、パソコンを使用した研修や会にも対応で 

きる計画とします。 

・会議室は、移動間仕切により柔軟性の高い空間 

利用が可能な計画とします。分割可能な会議室 

を設けることで、期日前投票や大量発送業務な 

ど、様々な業務に対応できる計画とします。 

・日常的な打合せは、執務室のコーナーなどを 

利用し、執務の効率化が図れる配置とします。 

・プライバシーの確保や透明性を持つ会議、 

 打合せスペースの配置を検討します。 

【福利厚生諸室】 

・ 職員の円滑な職務遂行と、市民サービスの向 

 上につながる食事、喫茶スペース、更衣室、 

休憩室などの福利厚生施設を検討します。 

【書庫・収納スペース】 

・視認性や開放性に配慮し、ローキャビネットや 

天井までの壁面収納を使い分け、効率的な収納 

スペースを確保できる計画とします。 

・重要書類や、市民のプライバシーに関する個人 

情報について、徹底した管理が図れる計画とす 

るととも、業務上の使用頻度に応じた収納スペ 

ースの使い分けと設置位置を検討します。

【執務フロアイメージ】 

【ガラス間仕切り会議室イメージ】 

【執務フロア打合せコーナーイメージ】

【職員食堂イメージ】

【執務室内間仕切収納イメージ】       【集密書架倉庫イメージ】 
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③ 執行機能（市長室など） 

市政の拠点として、迅速な指示が行える環境とし、 

市民に近く、親しみやすい、オープンな執行部を目 

指します。 

【執行室】 

・市民窓口に近く、関係部署との連携がとりやす 

 い中間階への配置を検討します。 

・オープンな来客用待合ロビーと、秘書室受付の 

設置を検討します。 

【参事コーナー】 

・市長、副市長と各部門、各部門間の縦横の組織 

連携強化を図るため、執行室に近接して、各部門 

参事級職員を集めた執務コーナーの配置を検討し 

ます。各部門幹部を集めることで、行財政運営の 

迅速化が図れると考えます。 

④ 議会機能（議場、議会関連空間） 

市民に開かれた庁舎の実現に向け、庁舎執務空間 

と同様、市民が気軽に議会を傍聴できるよう配慮す 

るなど、市民に開かれた議会を目指し、議会関連諸 

室の検討を行います。議会関連諸室は、１階に配置 

することを検討し、閉会時の有効利用を図り、議場 

の市民ホールとしての利用を検討します。 

【議場】（市民ホール兼用） 

・議場の１階北側広場前配置を検討し、市民が 

 参加しやすく、開かれた議会を目指します。 

・議会開催時以外は、市民ホールとして、市民利用 

が可能な配置、空間計画を行います。 

・議場への動線、車いす使用の議員への対応にも 

配慮します。 

【傍聴席】 

・傍聴席は障がいの有無に関わらず、誰もが見や 

 すく、聞きやすく、出入りしやすい計画とします。 

観客席ともなる傍聴席は、傍聴者が全体を見渡せ 

るよう座席配置の検討を行います。 

・車いす使用者スペースや通路幅を十分に確保し 

て、全ての人が参加できるように配慮します。 

【委員会室】 

・委員会室は、庁内会議室との兼用を想定し、他用 

途に利用可能な計画を検討します。 

【議員控室】 

・議員控室は、各会派の議員数変動などに対応す 

 るレイアウトを検討します。 

【その他諸室】 

・エントランスホールなどで本会議や委員会等の 

 様子をモニター中継するなど、市民が気軽に傍 

聴できる方法を検討します。

【幹部コーナーイメージ】 

【秘書室受付オープンカウンターイメージ】 

【広場に面した議場イメージ】 

【傍聴席イメージ】 

【議員控室イメージ】 
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⑤ 防災機能（災害対策室など、災害発生時の対応が可能となる空間） 

大規模災害発生時に対応できる防災拠点としての機能を備え、有効かつ確実にその機能 

を機能を発揮できる計画とします。 

【構造・機能配置】 

・敷地の地盤状況や、周辺道路等の立地特性を十 

分に把握し、災害や地震時でも、庁舎防災機能 

が迅速に機能できる計画とします。 

・新庁舎は新耐震基準および、重要度係数 1.5以 

 上の耐震性が確保される計画とします。 

 また、サーバー室など重要室は、個別免震機能 

 の採用を検討します。 

・災害時の指示拠点となる災害対策室は、会議 

 室などとの兼用を検討します。 

・外壁・窓ガラス・書庫・書棚など、災害時 

 の破損・落下防止対策を図ります。 

【防災対応設備】 

・非常電源設備（自家発電機設備）は、災害時 

 の停止がない位置への設置を検討します。 

・災害時も機能することが可能な電気・機械設 

備の設置場所について配慮します。 

⑥ 市民機能（ロビー、食堂・売店、情報公開コーナー、生活利便施設など） 

市民が気軽に訪れ、新たな交流が生まれるような明るく快適な空間とします。市民に開

かれた空間の確保に配慮し、夜間･閉庁日の市民利用についても検討を行います。 

【市民協働・交流スペース】 

・市民が気軽に庁舎を訪れ、そこで新たに人と 

人との交流が生まれるような市民に開かれた 

スペースの導入を検討します。 

・閉庁時の市民利用を考慮し、開放スペースと 

執務スペースとのセキュリティに配慮します。 

【情報スペース・サイン計画】 

・来庁者の行き来が多い場所に、行政情報等を 

提供する電光掲示板による画像映像表示装置 

の設置を検討します。 

・すべての人にやさしく、わかりやすいサイン 

計画を検討します。 

【その他機能・利便施設】 

・授乳室や多目的トイレ、キッズスペース等の 

設置を検討します。 

・金融機関等の窓口や ATM コーナーを充実させ、 

利用者の利便性を高める計画とします。 

・来庁者などが利用しやすい位置に、食堂・売 

店等の設置を検討します 

【屋上設置 設備イメージ】 

【災害対策室となる会議室イメージ】

【多目的トイレイメージ】 

【市民ホールイメージ】 
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(５) 駐車場・公共交通アクセス 

駐車場等においては、市民にとって使いやすく、訪れやすいまた誰もが安全でアクセ

スしやすい計画とします。 

【駐車場】 【周辺駐車場候補地】 

・来庁者用と公用車用・職員用は明確に区画 

する計画とし、職員用は、できるかぎり庁 

舎に近接した敷地に確保します。 

・車いす利用者、ＶＩＰ用等の駐車スペースは、 

エントランス等の出入口付近への設置を検討 

します。 

【駐輪場・バイク置場】 

・バイク置場や自転車置場は、安全に配慮し、 

歩行者動線から切り離す計画とします。 

【公共交通】 

・現在、石見交通バスの市役所前停留所が、高 

丸線跨線橋上に設置されていますが、新庁舎が 

当候補地で建設された場合は、２階の主玄関 

付近への移設を検討します。 

(６) ICT機能への対応 

現在、庁舎内には個別にサーバが置かれているところがあり、また、執務室内には、

ＬＡＮ、電話、電気コードといった配線が交錯した状況であり、セキュリティ対策や

職員数の変化、組織改革による課の再編等に支障が生じています。将来にわたり、事

務処理を効率的かつ円滑に行っていくために、適切なICT機能の導入と更新性の確保が

可能な執務環境の整備を検討します。 

【インフラの整備】 

・公衆通信網の途絶や輻輳への対応として、 

複数ルートの引込対応を行います。 

・通信衛星(CS)送受信の利用対応を行います。 

・将来増設・更新のスペースを検討します。 

【停電時でも通信可能な電源の確保】 

・災害時にでも継続的に活動が可能となるよ 

うに、インフラ復旧のまで、３日を想定し 

７２時間以上の電源の確保を行います。 

【建物内情報通信サービス網の整備】 

・高い信頼性や、レイアウトの変更や追加に 

柔軟に対応できる拡張性、将来性を持った 

構内情報網を構築します。 

 【情報の集中管理・セキュリティ対策】 

・本庁舎庁内で個別に管理されているサーバをすべて情報管理室での集中管理とする

ことを検討します。 

・情報管理室は、個別の空調管理システムや無停電化、入退室にかかるセキュリティ

対策を施し、情報流出や災害時の情報保護を図ります。 

・将来の情報化等を踏まえ、必要なスペースの確保可能な室配置とします。 

【現庁舎 床上配線】 

【現庁舎 天井配管】 
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(７) セキュリティの考え方 

執行部や議員控室、重要機器室など、間仕切りの必要な諸室を除く、執務室につい

ては、基本的にオープンフロアとしますが、運営において、保管が必要な書類やＰＣ

などは、業務時間外における適切なセキュリティ管理を、協議・検討します。 

 機械的管理および職員による運営的管理方法について、建築、設備計画と調整しな

がら、新庁舎の運営方法に合致したセキュリティの考え方を構築します。 

【セキュリティレベルの分類例】 

① 情報管理と防犯を考慮した施設整備

・窓口カウンターから執務スペース側は、職員専用エリアとして位置づけ、職員以外

の来庁者との対応は、窓口カウンターや、執務スペース外の打合せコーナー、会議

室等で行うことを基本とします。 

・共用エリアの書庫、倉庫などの諸室は、職員の利便性にも配慮しながら、施錠でき

る設備導入と、施錠運営を検討します。 

② セキュリティ対策の強化

・庁舎内のセキュリティレベルを、必要に応じて分類整理し、警戒線及び警戒域を適

切に設定します。サーバー室などセキュリティレベルの高いエリアは、ＩＣカード

等による入退室管理の導入を検討します。 

・執務フロアの窓口や受付には、カウンターを配置し、視覚的に分離したうえで、内

側を職員専用エリアとして、一般者の立ち入りを管理します。 

・個人情報の保護に向けて、文書の保管庫や出力機器類は、部外者の手に触れないス

ペースに配置します。また、データ保護の観点から、庁内のネットワークは適切な

アクセス権設定を検討します。 

・夜間や休日の窓口開設の運用等を想定し、平面計画や設備対応の検討を行います。 

③ バックアップ機能の整備

・必要な設備が使用できなくなった場合など、不測の事態に備え、防災・災害復旧機

能、情報システム機器、電気設備等のバックアップ機能の整備を検討します。 

・業務継続性や安全性、信頼性の観点から十分な検討を行い、情報セキュリティ対策

や障害の発生抑制、災害発生時の迅速な復旧に対応できる情報システムの構築を検

討します。 
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４ 建築、構造、設備計画の検討 

 （１）配置計画の方針 

機能性を重視し、市民や職員にとって利用しやすい配置計画とします。 

① 現庁舎・総合市民センター等との連携 

 ・計画敷地は、現庁舎と３５０ｍの距離にあり、 

総合市民センターとは、市道を挟み、隣接す 

るため、相互利用に配慮した計画とするとと 

もに、駐車スペース・会議スペースなどについ 

て、一定の範囲内での相互補完が可能となるよ 

う連携を図っていきます。 

 ・総合市民センターとの施設連携、駐車場の有 

効利用のため、市道高丸線下部に歩行者通路 

の設置を検討します。 

② 利用のしやすい駐車場の計画 

・敷地内の１階西側および南側に、来庁者用および公用車駐車場を配置し、外部駐車

場として、100台以上のスペースを確保します。現地盤盛土部の掘削を行った場合、1

階に屋内駐車場の設置を検討します。 

・公用車用・職員用と、来庁者用の駐車場は明確に区分します。 

・駐輪場（バイク用を含む）は、庁舎敷地内に必要台数を整備することとします。 

③ 周辺道路との接続性 

      ・来庁者の利便性や、周辺道路からの入りやすさに配慮した計画とします 

 ・周囲の交通状況に影響の少ない位置に出入り口を計画します。 

④ ユニバーサルデザインや安全性への配慮 

 ・敷地内の段差に配慮し、高齢者や障がいのある人などにも使いやすい、ユニバーサ

ルデザインの考えに基づく計画とします。 

 ・敷地内通路は、歩車の分離を徹底し、来庁者の安全性を確保する計画とします。 

⑤ 周辺環境への配慮 

・敷地外周部に植栽による緩衝帯を設けるなど、周辺環境に配慮したゆとりのある計

画とします。 

     ⑥ 防災計画への配慮 

 ・災害時の防災活動を行ったり、市民の一時的な避難場所として利用できるようシビッ

クセンター公園と連携のとれる外構計画とします。 

⑦ 環境負荷への配慮 

 ・江津の自然環境を十分に把握し、庁舎の位置や建物形状、方位に配慮し、環境負荷の軽

減に努めます。 

【シビックセンター公園】 

【建設候補地】 

【総合市民センター】 【現庁舎】

【江津警察署】 

【建設候補地周辺写真】 
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①

② 

⑥

⑤ ⑦

江津市の風土、敷地周辺環境、各種政策を含め、配置計画の方針を踏まえ、候補敷地における

配置計画のイメージを示します。 

① 総合市民センターとの 【配置計画のイメージ】

施設連携を促す、歩行者

通路の検討を行います。

② 車での来庁者は、敷地

北西からの主アプロー

チとしますが、２階メ

インアプローチへの接続

スロープを検討し、駐

車場利用の利便性を図

ります。

③ 東側北側２本の前面道

路からのアプローチに

より、出入口での渋滞

等、周辺道路への影響

を避ける計画とします。

④ 敷地内の段差部、傾斜

斜部分は、誰にも安全

な仕上げや構造につい 

てより注意深く検討を 

行います。 

⑤ 景観重点道路である市

道高丸線面する広場は、

市庁舎の顔としての景

観計画を検討します。

⑥ 庁舎北側の市民利用施

設に面して広場を配し、

催しや、防災広場とし

ての利用を検討します。 ※現段階でのイメージであり、確定した配置計画ではありません。

⑦ 北西からの季節風（あ

なじ)の影響を避けるた  【模型写真】（北東鳥瞰）

めエントランスの前面

広場は、この字型の建

物と前面道路に平行な

庇に囲まれ、守られた

外部空間として検討し

ます。

※プロポーザル提案時のイメージ模型であり、確定したものではありません。

③ 

③

④ 

④
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（２）階層計画・各階平面のイメージ 

現段階での階層計画・各階平面計画のイメージを示します。 

     １階に市民ホールと兼用の議場、議会関係室および、会議室などを配置し、アプロー

チのしやすい２階（一部３階）に市民窓口部門、３階以上に、執行部、総務、経済、

建設部門の配置を想定しています。 

 

Ｒ階：屋上 

・屋上広場 

・機械室 

 ・室外機置場 

 

４階：執務フロア 

・農林水産課 

 ・商工観光課 

 ・土木建設課 

 ・都市計画課 

 ・選挙管理・監査委員会 

 ・(総務)情報統計 

 

３階：執務フロア 

・市長・副市長 

・政策企画課 

・人事課 

・財政課 

 ・総務課 

 

  ：市民窓口フロア 

 ・社会福祉課 

 ・子育て支援課 

 ・健康医療対策課 

 

２階：市民窓口フロア 

 ・市民生活課 

 ・保険年金課 

 ・税務課 

 ・会計課 

 ・福利厚生（カフェ） 

 ・傍聴席（観覧席） 

 ・ギャラリー 

 

１階：市民開放フロア 

 ・議場（市民ホール兼用） 

・会議室（市民開放可能） 

・選挙管理・監査委員会 

・機械室 

・駐車場（盛土撤去の場合） 

 

 
                 ※現段階でののイメージであり、確定した階層計画・各階平面計画ではありません。 
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（３）構造種別、免震等基本条件 

防災庁舎としての安全性、事業費、地盤状況（基本設計にて地盤調査を予定）を総合的

に検討し、基本設計にて構造種別、免震等の仕様を決定します。 

① 庁舎の安全性は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における、

構造体の耐震安全性    ：Ⅰ類 

非構造部材の耐震安全性 ：Ａ類 

設備の耐震安全性    ：甲類   を目標とします。 

【耐震安全性の分類】 

分類 活動内容 対象施設 

耐震安全性 

の分類 

構
造
体 

非
構
造
部
材

建

築

建
築
設
備 

災
害
応
急
対
策
活
動
に
必
要
な
施
設 

等
の
た
め
の
施
設 

災
害
対
策
の
指
揮
、
情
報
伝
達 

災害時の情報の収集、

指令二次災害に対する

警報の発令災害復旧対

策の立案、実施防犯等

の治安維持活動被災者

への情報伝達、保健衛

生及び防災活動救援物

資等の備蓄、緊急輸送

活動等 

指定行政機関が入居する施設 

指定地方行政機関のうち地方ブロ

ック機関が入居する施設 

指定地方行政機関のうち東京圏、

名古屋圏、大阪圏の及び大震法の

強化地域にある機関が入居する施

設 

Ⅰ
類 

Α 
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

する施設 

Ⅱ

類 

Α

類
甲
類 

救
護
施
設 

被災者の救護、救助及

び保護救急医療活動 

消火活動等 

病院及び消防関係施設のうち災害

時に拠点として機能すべき施設 
Ⅰ

類 

Α

類
甲
類 

病院及び消防関係施設のうち上記

以外の施設 
Ⅱ

類 

Α

類
甲類 

避難所として

位置づけられ

た施設 
被災者の受け入れ等 

学校、研修施設等のうち、地方防

災計画において避難所として位置

づけられた施設 

Ⅱ

類 

Α

類
乙
類 

確
保
が
特
に
必
要
な
施
設 

人
命
及
び
物
品
の
安
全
性 

危険物を貯蔵又は使用する施設

放射性物質若しくは病原菌類を貯

蔵又は使用する施設及びこれらに

関する試験研究施設 

Ⅰ

類 

Α

類
甲
類 

石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、

火薬類等を貯蔵又は使用する施設

及びこれらに関する試験研究施設 

Ⅱ

類 

Α

類
乙
類 

多数の者が利用する施設 
文化施設、学校施設、社会環境施

設、社会福祉施設等 
Ⅱ

類 

Β

類
乙
類

その他 
一般官庁施設 Ⅲ

類 

Β

類
乙
類

② 構造形式は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、及びこれらの混構

造から、建築計画、構造スパン、地盤調査結果などを総合的に検証し、最適な形式の選定

を行います。
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③ 地震に対する構造対応として、耐震構造、制震構造、免震構造の大きく3つの構造対応が

あります。３つの構造対応比較を下記に示します。 

【地震に対する建築物の構造的対応】 

 耐震構造 制震構造 免震構造 

イ
メ
ー
ジ
図 

   

特 
 

徴 

・柱、梁、壁の構造要素自体

を耐震部材とする一般的で

実績のある構造形式である 

・地震の揺れを建物そのも

の受けるので、建物に揺

れが伝わる 

・耐震性能を高めるため

に、耐震安全性の分類が

Ⅰ類やⅡ類の場合は、構

造部材の断面増大や耐力

壁の配置が必要となる 

・耐震構造に制震部材を付

加して、建物に入った地

震の揺れを吸収、制御す

る構造形式 

・中高層以上の鉄骨造で制

震効果が得られやすいが

低層建物の場合は、効果

が発揮され難い 

・通常の耐久性は、耐震構

造と同等である 

・建物と地盤の間の基礎部

に免震装置を設置し、建

物に伝わる地震の揺れを

吸収する構造形式 

・上部構造の重さと剛性が

あるほど効果が発揮で

き、低層、軽量の建物に

はどちらかといえば不向

きである 

・通常の耐久性は、耐震構

造と同等である 

長 
 

所 

・一般的従来工法であり、

施工に特殊性が少ない 

・設計、工事工期とも原則

標準工期である 

・制震部材で地震エネルギ

ーを吸収し架構の損傷を

抑える 

・制震の手法により施工の

特殊性の大小、工期の増

減がある 

・３工法では、突出した耐

震性能といえる 

・建物に入る地震の揺れが

小さくなるため、家具や

設備等の耐震性能も高ま

り、計画の自由度も高まる 

短 
 

所 
・地震の揺れを直接受ける

ため、家具や天井などの

転倒・落下対策が必要 

・耐震性を高めるための構

造断面増大や耐力壁の配

置により、平面計画や模

様替えに制約が生じる恐

れがある 

・地震の揺れは、建物に入

るので、家具や天井など

の転倒・落下対策が必要 

・制震部材の配置部分に、

プランの制約が生じる 

・地震時に建物が動くた

め、建物と地面の間にク

リアランスと動きに対応

する床や設備配管が必要 

・耐震構造に比べ、設計期

間、工期が長く必要 

工 
 

期 

・標準工期 ・地震力を低減させる設計

の場合は、大臣認定が必

要であり、免震構造と同

様申請期間が必要となる 

・大臣認定が必要であり、3

～4カ月程度の申請期間が

必要で、特殊な解析、地

盤調査が必要 

・免震ピットの地下掘削、免

震装置設置のため、2カ月

程度の工期が必要 

維
持
管
理

・地震後（特に大地震時）

には、補修や復旧対応が

生じる恐れがある 

・耐震構造に比べれば、補

修・復旧対応は軽減される 

・大地震後でも損傷は少な

く補修・復旧対応は少ない 

・数年おきの専門業者点検

が必要 

比
率 

工
事
費 

1.00 1.03～1.05 1.05～1.10 

基本設計段階で確定する庁舎整備における建築的特徴、必要諸室の機能配置などに対応

する構造形式の選定と併せて、地震に対する構造対応の選定を行います。さらに、建築

計画、施工のしやすさ、工期などの条件により、ＰＣ床の採用等の検討を行います。 
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（４）環境負荷低減を踏まえた設備計画 

江津の自然環境および環境施策を踏まえ、設備計画の 

検討を行います。 

① バイオマスタウン構想都市である江津の市庁舎として、

熱源をバイオマスと地中熱ヒートポンプ+蓄熱槽の連携

システムを検討します。

② 風力発電所等を有する江津での自然エネルギー利用を

積極的に検討します。

③ 北風や西日、冬季の日射減など、自然環境に対して、

庁舎配置や庇などの建築計画との整合性を図り、外部

負荷やメンテナンス費用を軽減しランニングコストを

削減します。

④ 建築計画と設備計画による様々な環境負荷低減メニュー

があげられますが、基本設計段階において、イニシャル

・ランニングコストをさらに詳細に検討し、新市庁舎に

最適な設備システムを検討します。

⑤ エントランスホールなどの大空間および、執務空間においても、床吹出し＋床輻射空

調を検討、体感面に直接訴え、快適性を提供する空調システムとし、来庁者・執務者

に気持ちのいい空間を提供します。

また本システムは居住域のみの空調となるため、冷水温度も従来の天井吹き出しに比

べ、高めに設定出来ますので、非常に省エネとなります。（従来比ー１４％）
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（５）ランニングコストの検討 

バイオマスと地中熱ヒートポンプ＋蓄熱槽の連携システムにより、熱源システムのラ

ンニングコストを下記のように想定します。 

熱源システムの試算として5,580,000円/年となります。概算として、熱源のランニン

グコストとは、全体の２５％程度となりますので、5,580,000円÷0.25＝22,320,000円/

年程度を想定しております。基本設計段階において、江津市のエネルギー施策に合致し

た、より最適な熱源システム比較検討を行います。想定では、ガス熱源のみの従来型熱

源システムに比べて約25％の削減が可能です。全エネルギーの２０％を占める照明につ

いては、ＬＥＤ器具を基本とすることにより、ランニングコストの削減に努めます。 

また、江津市は、日射量としては、全国平均に比べても少ない地域であるが、創エネ

ルギー手法として、屋根面以外への太陽光発電の採用についても検討を行います。 

今後の技術進歩により発電効率が良くなっていくという見解がNEDO（新エネルギー・

産業技術総合開発機構）でも提示されていることを踏まえ、当初から大容量を設置する

のではなく、段階的に設置出来るような計画を検討します。 

また、地場産業として風力発電所があり、江津市のエネルギー施策の一環として、小

規模であっても風力発電を使った外灯などへの利用も検討します。 

（６）ライフサイクルコストの検討 

建設事業費（イニシャルコスト）については、江津市の庁舎としてのデザインを追求

しながら華美にはならず、コンパクトな庁舎を基本に検討を行います。 

施設を長く運用していく上で最も大切な事は運用費（ランニングコスト）の低減にあ

ります。材料の長寿命化や管理運用のし易さに加え、空調システムについて地中熱シス

テムを効率良く採用し、自然通風、自然採光等とともに、太陽熱利用や雨水・井水利用

といった目に見えるシステムを構築する事により、市民にも省エネルギーを啓発するエ

コ庁舎を目指します。 

創エネルギー手法や、建築的手法と設備システムおよび機器選定の総合的な計画を行

うことでライフサイクルコストの削減を目指します。 

また、ＬＣＣＯ2の３０％削減を想定しています。（1991年基準庁舎対比） 
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（７）ユニバーサルデザイン計画 

現庁舎において、Ａ・Ｂ棟の各階床レベルの段差や、 

議場傍聴席への車椅子アクセスが困難であることなど、 

建設当初には、ユニバーサルデザインの基準がなく想定 

していなかった不具合が各部で生じています。 

エレベーターの増築等の対応を行い、改善されています 

が十分なものとは言えません。 

 一方、手になじむ階段手摺など、各部ディティールにお 

いては、人にやさしいデザインが施されています。 

 新庁舎において、ユニバーサルデザインの理念に基づ 

くとともに、人の五感にやさしく、心地よいデザインを 

検討します。 

① 施設内の円滑な移動に対する配慮

ア 駐車場 庁舎メインアプローチのエントランス前の広場に、障がい者や妊婦等が利 

用できる思いやり駐車場を設置します。 

また、移動の安全性確保のため、１階の駐車場内には歩道を検討します。 

イ 庁舎内 通路は、できるだけ単純で分かりやすい配置とし、車いすやベビーカー 

通路  等のすれ違いを、考慮した幅員とします。  

ウ 階 段 最上階までの直通階段を２か所設置し、避難経路の確保をするとともに、

通常時の職員、階段を利用される来庁者に使いやすい配置を検討します。 

 また、窓口部門が 配置される低層階（２・３階）には、エントランスホー

ル吹き抜けの中の３階窓口へのアプローチがしやすい場所に階段を設ける

ことで、来庁者の利便性を高めます。  

エ エレベーター 乗用エレベーター２台の設置を想定しています。台数については、 

基本設計において調整を行います。 

② 施設・設備に対する配慮

ア 窓 口 窓口案内等のサインは、大きな文字やピクトサイン、目的別表記、外国 

語表記などを用いて、年齢や国籍によらず全ての人に分かりやすい表示と

します。  

イ トイレ 各フロアに、男女トイレ、多機能トイレを設置します。多機能トイレは、

様々な利用者がニーズに応じて設備を選択できるように、フロアによって

設備や配置を変えるなどの配慮を行います。  

ウ 授乳室 子ども連れの方が安心して市役所を利用できるよう、子育て支援課付近に 

キッズ キッズスペースと授乳室の設置を検討します。また、エントランスホール 

スペース 付近へのキッズスペース設置を検討します。 

エ 議 場 市民ホールとの兼用を想定する議場には、障がい者等に配慮した視聴覚設

備や、親子で傍聴ができる親子傍聴席などの設置を検討します。 

※１
 ピクトサインとは、情報や注意を示すために表示される視覚記号（マーク）のこと。文字による表現の代わり

に視 覚的な図で表現することで、言語の違いによる制約を受けずに情報の伝達を行う

【現庁舎 階段手摺】 
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（８）地域産材の活用、地域性への配慮 

現庁舎にみられる瓦巾木、窯部材の使用などを継承し、内外装にかかわらず、適材適

所で、地域の材料を積極的に活用する計画とします。 

① 庁舎外観：江津市景観計画において、建設候補地であるシビックゾーンは、公共施

設の公設の集積する重点地区であり、新設施設は石州赤瓦の傾斜屋根を

基本とすることが求められています。プロポーザルにおいて、市庁舎を

「甍の丘」と称したイメージを踏襲し、現庁舎のシンボル性とともに、

江津市の景観を代表する新市庁舎としての外観を検討します。 

  【シビックセンターゾーン 新庁舎鳥瞰イメージ】 

② 内外装材：石州赤瓦だけでなく、福光石、石州瓦タイルなど、石見を代表する地域

産材を生かした、江津市らしさの感じられる内外装の計画を検討します。 

【石州瓦タイル】 【福光石 板石】 

③ 外 構：まち、街路との一体感、エントランスホールと広場の連続性などを図る

ため、瓦タイルや福光石などで、様々な部位のデザインを検討します。 

   【赤瓦利用 手摺壁】 

  【赤瓦植栽桝ベンチ】  【赤瓦外部利用例】  【福光石 外部階段】 
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５ 新庁舎整備事業計画、概算事業費の算出 

（１）概算事業費の想定 

庁舎規模の想定で示した施設規模に基づき、建設候補地取得し庁舎を新築する場合の

建設に係る概算事業費を試算する。ただし、基本計画段階での概算であり、今後、基本、

実施設計と、さらに詳細計画を詰める段階において、事業費の検討を行う必要があります。 

・用地取得費については、平成11年度 庁舎総合改修調査設計・基本計画の用地取得費

を参考としています。 

・庁舎階層を４階建程度と想定。建設単価については、直近の近隣市庁舎建設単価動向

を参考に40万/㎡とする。が、建設業界の動向、労務単価の上昇、敷地地盤・インフ

ラ状況等不確定な条件による変動があります。 

・新庁舎は合併特例債を活用できる平成31年度中の完成を想定する。 

基本計画候補地（シビックゾーン警察署東側敷地）における、延べ面積６，１００㎡、 

４～５層規模の新庁舎の概算事業費を下記のとおり想定します。 

【概算事業費】 

今後具体的に検討を行う基本設計、実施設計において、市民に納得いただける経費で費

用対効果を熟慮し、将来的に多額の財政負担にならないよう検討を行うこととします。 

（２）新庁舎整備事業費の財源 

財源については、地方債（合併特例債他）、各種補助金および一般財源を想定します。 

【財源表】            単位：千円 

項 目 規  模 単価設定 事業費 

用地取得費 9,300㎡ 3万円/㎡  279,000千円 

造成工事費 60,000千円 

庁舎建築工事費 6,100㎡ 40万円/㎡ 2,440,000千円 

外構工事費 6,400㎡ 2.5万円/㎡  160,000千円 

附属設備工事費 電力引込・車両導入路・再エネ設備他 210,000千円 

備品費等 150,000千円 

設計料・監理料 91,000千円 

合   計 3,390,000千円 

庁舎建設費用の財源 

合併特例債 2,100,000 

緊急減災防災事業債 70,000 

市町村役場機能緊急保全事業債 819,000 

国庫補助金(国交省・環境省) 200,000 

一般財源 201,000 

合 計 3,390,000 
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（３）近隣同規模市庁舎概要調査 

中国地方における施設内容の近い、同規模市庁舎事例の建築費、㎡単価、職員１人当

たり庁舎面積と本市の想定を下記に示します。 

【類似市庁舎比較表】 

人口 

(人) 

職員数

(人) 

竣工 

年月 

建築費 

(千円) 

㎡単価

(千円)

床面積

(㎡) 

職員1人

当り面積

(㎡)

議員 

定数 

(人) 

駐車場台数(台)

一般 公用車

A市 39,723 182 H29.5 2,580,000 396 6,510 35.8 21 97 19

B市 39,715 253 H27.10 2,260,000 313 7,218 28.5 22 100

C市 31,556 295 H27.3 2,320,000 357 6,492 22.0 18 90

D市 36,608 266 H21.2 2,640,000 355 7,429 27.9 25 108 56

E市 46,854 300 H22.9 2,174,020 273 7,959 26.5 26 220 90

※E市の一般駐車場220台のうち約半数は隣接する公共施設分として整備

本市 24,127 239 - 2,440,000 400 6,100 25.5 16 42 
（現状）

54
（現状）

㎡単価については、１０年前の３０万円台前半から４０万円台に上昇の傾向があり、 

完成目標の平成３１年度末に向けては、上昇の傾向があると想定されます。 

（４）新庁舎整備スケジュール 

合併特例債を主要財源とする当事業における整備スケジュールを下記に示します。 

・合併特例債期限の平成３１年度末を竣工目標とします。 

・建設工事期間は、約１８か月（平成３０年１０月から平成３２年３月）を想定します。 

・施工者選定期間を、３カ月（平成３０年７月～９月）確保します。 

・基本設計・実施設計期間は、平成３０年６月までの、１０か月～最大１２カ月程度  

となり、迅速かつ適切な設計業務が求められます。 

短期間の設計ではありますが、特に市民が利用するスペースの設計については、パブ

リックコメントに加えて、ワークショップなどの開催を検討します。 

【新庁舎整備スケジュール】 

注）基本衛計画策定時の想定であり、事業承認の状況により変更になります。 

平成28 

(2016)年度 

平成29 

(2017)年度

平成30 

(2018)年度

平成31 

(2019)年度 

平成32 

(2020)年度

シンポジウム・市民説明会  （基本計画市民説明会） （基本設計市民説明会） 

パブリックコメント （基本計画パブコメ） （基本設計パブコメ）

ワークショップ 

基本計画 

基本設計(行政協議を含む) 

実施設計(申請手続を含む) 

新庁舎建設工事 
施工者 
選 定 

18カ月程度 

供用開始 

インフラ・外構工事 




