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Ⅳ 現庁舎保存再生基本計画 

１ 現庁舎の価値について 

海を望み、江津の未来に期待し市民が集い、市制を担ってきた現庁舎。旧市街地と新市

街地の境界に位置し、「市民をつなぐ」橋を想起させます。 

ピロティは、市民広場として市民の憩いの場であるとともに、ピロティを舞台とした野

外劇場にも活用できるよう計画されました。 

吉阪隆正の手による日本を代表する近代建築として、昨年、DOCOMOMO JAPANの選定を受

け、市民のための建築としての「かたち」＝ 魅力を今なお持ち続けています。 

現庁舎の保存再生整備の基本計画策定に際し、改めて、現庁舎を使い続けることの意味

について、歴史的、文化的、建築学的側面から再確認を行います。 

（１）歴史的価値について（社会、時代の歴史的開花と結びついた価値） 

① シンボルとしての市民の市庁舎

・当時の市長から、「象徴としての姿も加えて欲しい」という設計条件を受け、海に

向かう強い軸性を持ち、山から海へ、旧市街から新市街へ、岩盤から砂地へ、二つ

の領域を結ぶ「夢の架け橋」として、江津市の発展をつかさどる施設としての象徴

性を表現しています。 

・建設費総額の2割が市民の寄付によってまかなわれたという記録が残されており、

文字通り「市民による、市民のための庁舎」と言うことができます。 

・山陰本線の江津駅を降りると、丸子山と共に丘陵地の北側先端の庁舎を望むことが

できます。また、西方から国道９号線を東に向かうと、交差点の正面に庁舎の姿が

現れ、江津を訪れた、あるいは帰ってきたという暮らしの風景になっています。 

② 市民広場と市民窓口

・市民のための広場をつくるために、海側のＡ棟はピロティとして，橋の構造を提案

しています。ダイナミックな構造架構体にあって、スケール感が絶妙であり、ピロ

ティ広場は隣接する丸子山に抱かれて、奥行き感、落ち着きのある市民広場を形成

していました。フランス留学時にコルビュジェより、「して、タカの提案はどこに

あるのだ？」と聞かれた吉阪はそれ以来、 

常に姿形でその問いに応え続けました。 

そしてコルビュジェのピロティとは意味 

が異なる吉阪ならではのピロティが江津 

に誕生しました。 

・落成式当日、一日中市民が集まって楽し 

くすごしました。「市民はきっとこの広 

場を愛し、市庁舎を自分らのものとし、 

市を発展させるようになるだろうと信じ 

る」と吉阪は記しています。 

江津市の発展とともに、市庁舎としての役割を担い、市民に愛されてきた現庁舎。 

江津市そのものの象徴である現庁舎を現代において、市民のための施設に再生すること

は高齢化、人口減少が続いている江津市の再発展にも寄与する重要な事業であることを

確信します。 

【1962年落成式のピロティ広場】 
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（２）文化的価値について（地域の文化的資産・景観資産としての価値） 

江津市は江戸時代に天領として栄え、現在も石州瓦の本町の歴史的まちなみや、い

くつかの集落において、長年にわたり引き継いできた、落ち着いたたたずまいを見せ

ています。 

明治時代の木造郵便局、大正時代の現庁舎、江川鉄橋、都野津のまちなみと建築群、

堅牢な木造小学校校舎、跡市小学校などの歴史的建築遺産を有し、そこにはじめて、

現代につながるモダニズム建築として江津市庁舎は位置づけることができます。 

江戸時代から現代まで、途切れることなく、良質な建築を受け継ぐ街並みは、今後、

地域文化・景観資産としての価値を見いだされると考えます。 

【江津市の建築遺産】 【現代の集落景観】 

【江戸から現代をつなぐモダニズム建築】 
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（３）建築学的価値について（建築の意匠、技術的側面からの価値） 

     ① ル・コルビジェが提唱した近代建築の五原則の昇華 

・「ピロティ・屋上庭園・自由な平面・自由な立面・連続水平窓」を土木的構造技

術を用いながら、市民のための市庁舎として、昇華したかたちとして現庁舎の建

築学的価値が見いだされます。 

・「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産とし

て世界文化遺産に登録された国立西洋美術館の実施設計・監理にもかかわった日

本の3人の弟子のうちの一人である吉阪隆正が設計した市庁舎として、DOCOMOMO 

Japanによって、「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」として192番目の

選定を受けました。 

     ② 橋梁技術 

      ・当時、建築構造としては目新しい橋梁 

技術によるPS梁の連続と力強いＡ型柱 

によって構成されるダイナミックなピ 

ロティ空間は、吉阪ら設計者はもとよ 

り、島根県、江津市、施工者、そして 

待ちに待った市民の熱い思いの結晶体 

でした。 

・昨年の調査により、ＰＳ梁内の鋼線や 

グラウト材が、50年余を経た今もほぼ 

「良い状態」に保たれているのは、施 

工者の努力と高い志、そして皆の熱い 

思いが、現庁舎に注ぎ込まれたからこ 

その結果と考えます。 

③ 環境から原寸まで 

・環境から原寸まで全体から詳細に至る 

まで全てを包括する設計思想は階段手 

すりやコンクリート端部のカット、サ 

インロゴ、石州瓦や窯の部材の転用な 

ど、細部に生きづいており、楽しさや 

親近感を醸し出しています。 

      ・これらのディテールは、現在のユニバ 

ーサルデザインや、地場産材の活用の 

先駆けともいえる設計思想にほかなり 

ません。 

【Ａ棟ピロティ現況】

【各部ディティール】

【地産材料の活用】【玄関風除室 積層青ガラス旧市章】 
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２ 新たな用途、機能の検討 

（１）中心市街地公共施設ネットワークにおける現庁舎保存再生の位置づけ 

江津市の中心市街地活性化基本計画 

における基本方針 ｢人が集い交流する 

賑わいの空間づくり｣の施策として、中 

心市街地の公共施設ネットワークが機 

能すれば、活性化に有効なものと考え 

ます。 

 現庁舎⇔新庁舎⇔総合市民センター 

⇔パレットごうつを施設間ＩＣＴネッ 

トワークや，施設間での供用室利用、 

スタッフの連携を行うことで、基本方 

針の推進につながります。 

現庁舎においては、庁舎機能の一部、教育文化関連部門などの入居による庁舎機能の

継続と他公共施設との連携、強化を想定し、公共施設ネットワークの拠点施設としての

保存再生を検討します。 

（２）新たな公共施設機能検討 

現在、「公共施設等総合管理計画」を策定中です。市公共施設の状況は、施設量とし

ては、全国平均の２倍を持つが、経年による施設機能の低下、利用度の低さが課題とな

り、高齢化、過疎化対策としてのコミュニティ施設が必要となっています。 

昨年竣工のひと・まちプラザ「パレットごうつ」においては、指定管理者としてＮＰＯ

法人を迎え、まちづくりの拠点としての機能を拡大し始めています。しかしながら、人が

集まる教育・文化施設としての図書館などの施設内への設置には至りませんでした。 

平成22年教育委員会策定の「江津市図書館・歴史民俗資料館建設基本構想」において、

図書館および歴史民俗資料館の整備構想が望まれていますが、現在のところその実現に    

は至っていません。 

現在の図書館は、１階が江津市図書館、２階が郷田公民館としての施設で、市民から 

の寄贈や計画的な図書整備のための蔵書をあわせて、7,847冊をもって昭和49年4月に開 

館、業務を開始しました。以来、40年を超え、狭隘なことから、資料・情報の充実が難 

しく、利用者の要求に応じきれていない状況があります。 

島根県内の図書館と比較して、床面積や資料費などは最下位であり、公立図書館の設 

置、運営上の望ましい基準に、床面積や蔵書冊数などすべての項目が達していません。 

     また、図書館に隣接し、「郷土資料室」が、旧江津警察署武道場（木造79.50 ㎡）を 

改造し、昭和54年に開室され、文化財、古民具など約390 点が展示されていますが、 

管理人の未配置、定期的に開館していないため資料が有効に公開されていない状況です。 

     その他、国・県・市指定の文化財などのほか、「石見根付」「石州瓦」「石見神楽」 

など古くから政治・経済・文化の中心地として栄えた郷土の歴史資料が多く存在するた 

め、まちの活性化にも寄与する展示、保管、研究などの体制づくりが必要です。 

     現在の公共施設整備状況から、市民のコミュニティー拠点としての整備が求められて 

いると考えます。教育・文化機能を担う図書館および、郷土資料、教育委員会埋蔵文化

財部門、そして現庁舎設計資料などの展示、保管施設の設置と、コミュニティづくり、

まちづくりを担う若者や、団体の活動拠点となるインキュベーションルームや会議室な

どの貸しスペースの配置を検討します。

プロポーザル提案 図１ にぎわい施設のネットワーク 
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（３）保存再生における法的留意点（特殊建築物へのコンバージョン） 

平成12年のエレベーター増築整備に際し、建築基準法による既存遡及（法改正等によ

って、現行法規に適合しなくなった建築物の不適合部分の遡及）が必要となり、ＡＢ棟

間の防火区画等により、Ｂ棟の遡及を免除した経緯があります。 

今回の整備において図書館機能を含む保存再生を行う場合、建築基準法の用途区分上、

「事務所」である市庁舎から、特殊建築物である「図書館」への用途変更となり、避難安 

全性の確保や、人が集まる施設として法規制上、既存遡及が必要となる部分が増加します。 

建築プラン、設備改修整備における関係法令として、建築基準法、消防法および、建

築確認申請におけるバリアフリー法への適合が必要となります。 

各規準において、当整備において留意すべきものを下記に示します。 

①用途変更による確認申請にかかる課題

・竪穴区画：図書館機能を含むコンバージョンにおいて、Ｂ棟階段の防火区画（竪

穴区画）が課題となりますが、建築基準法87条3項において、用途変更

における既存遡及が必要な項目に、防火区画は挙がっておらず、緩和

を受ける方向で、担当部局との調整をすることが必要となります。 

・遡及緩和：竪穴区画を除いて、条文上、緩和の可能性があるものとして、排煙設 

項目 備が挙げられますが、Ｂ棟３階の現議場スペースの他用途利用などに

おいては、避難安全性を考慮し、排煙設備の設置が望まれます。 

・避難通路：避難階の直上階の居室面積が400㎡を超える場合、２以上の避難階段が 

必要となります。Ａ棟２階において、現在の２階歩廊橋と南側玄関の 

接地性により２階は避難階と設定することができ、Ａ棟３階の居室面 

積を400㎡以下とすることで、適法状態とすることができます。 

また、Ｂ棟３階において、現在の議場南側の外部階段への出口を設置 

し、避難経路の確保を行うことが必要と考えます。 

②バリアフリ―法への適合

・適合要件：図書館用途は特定建築物に該当し、その用途に供する部分が、2,000㎡

を超える場合、バリアフリー法 建築物移動等円滑化基準に適合させ

る必要がある。認定を受ける場合は、さらに基準が厳しい円滑化誘導

基準に適合させる必要があり、現庁舎の階段の踏面が300ミリに満たな

いため、認定不可と考えられます。 

③消防法への適合

・消防設備：消防法上の用途に必要な消防設備の設置が必要となります。想定する

保存再生用途に合致する設備設置可能性に困難が生じない計画が必要

とされます。 

前回のエレベーター増築整備時の法的制約以上の課題がありますが、建築基準法上の

特殊建築物への用途変更に際し、用途面積の限定や、既存遡及の対応により、市民のた

めになる「生きた保存再生」目指すことが望まれます。 



江津市庁舎改修整備基本計画                      Ⅳ現庁舎保存再生基本計画 

５７ 

 デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO 京都芸術センター 

事 

例 

竣工年 昭和２（1927）年 昭和６（1931）年 

改修年 平成24（2012）年 平成11（1999）年 

改
修
目
的
・工
事

概
要 

改修目的：神戸市立生糸検査所（）の外観および、内部の一

部保存による他用途への再生 

工事概要：外観保存による景観配慮 

耐震補強、防災機能向上 

内部ホール等の保存再生 

会議、研修機能への再生 

改修目的：旧京都市立明倫小学校廃校に あたっての、新た

な文化・芸術拠点としての再生および耐震改修 

工事概要：外壁改修；外観イメージを継承 

       屋根改修；新旧既存瓦再利用 

鉄板屋根新材利用 

内部改修；欧風意匠保存再生 

保
存
・
再
生
の

特
徴 

文化庁による近代化遺産として認定され神戸市建築審査会

を経て、建築基準法３条による緩和を受けている。 
 

2008年、神戸市がユネスコ創造都市ネットワークのデザイン

都市に認定され、その創造の拠点として、デザイン・クリエイ

ティブセンター神戸（KIITO）を開館した。 

京都市、芸術家その他芸術に関する活動を行う者が連

携し京都市における芸術の総合的な振興を目指し開設
 

多様な芸術に関する活動を支援し、芸術に関する情報

を広く発信するとともに、芸術を通じた市民と芸術家等

の交流を図ることを目的としている。 

 

（４）コンバージョン再生事例 

近代建築の再生において、耐震性能の問題、文化的価値のとらえ方、建築基準法不適

格建築物の問題等、様々な課題があります。江津市庁舎の保存再生にあたり、参考とな

る近代建築保存再生事例と、江津市内での先例である旧江津町役場の再生概要について

下記に示します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高知県庁 江津本町甍街道交流館（旧江津町役場本庁舎）

事 

例 

竣工年 昭和37（1967）年 大正15（1926）年 

改修年 平成24（2012）年 平成19（2007）年、平成20（2008）年 

改
修
目
的
・工
事
概
要 

改修目的：南海地震に備え、来庁者・職員 

の安全性と災害復旧等の活動 

拠点としての機能確保 

 

工事概要：本庁舎；「免震レトロフィット工法」 

             による耐震改修 

正庁棟； 耐震補強工事 

議会棟； 耐震補強工事 

改修目的：昭和37年に現市庁舎が完成するまで役場として

使用され、その後は老人福祉センターなどとして

使用されてきた。その後は一時期未利用施設と

なっていたが、まちづくりの拠点施設として活用

するために、平成19年度と20年度に改修工事が

行われた。 

工事概要：構造；混構造（１階 ＲＣ造、2階 木造） 

外部改修；小屋組等の補強、屋根葺替、外壁改修、建具改修 

内部改修；資料展示スペース、事務室等へ改修 

保
存
・
再
生
の

特
徴 

高知県産材料が、多く使われ、高知城とともに県民に慣

れ親しまれた建築物 
 

高知城や周辺の景観を損ねないよう、現状のオリジナル

デザイン（内外観）を踏襲し、新しい改修を付加しなが

ら、、庁舎の機能向上を図っている。 

外観はアールデコ調の細工が施されており、建物 上

部の形状や細長い窓、窓の上下の壁面につけられた幾

何学模様などが特徴的である。このような建築当初の意

匠を継承しながら、来訪者への利便性や地域住民の活

動を高めるため、保存活用と機能向上の両立を図った。

平成22（2010）年に国の登録有形文化財に指定された。



江津市庁舎改修整備基本計画 Ⅳ現庁舎保存再生基本計画 

５８ 

３ 耐震補強基本計画の検討 

（１）保存再生用途における耐震性能目標 

市庁舎改修整備委員会において、市庁舎としての整備の場合、防災拠点機能につい 

ては、「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 

を目標とするため、別棟を建て、その棟に防災拠点機能を配置し、Ａ棟においては、Ⅱ

類に相当する重要度係数1.25、Ｂ棟においては、県庁耐震補強工事における改修目標

である耐震指標Is=0.7を目指していたところです。  

【耐震診断判定委員会 現庁舎Ａ・Ｂ棟 耐震補強イメージ】 

当初の市庁舎としての再生利用から、図書館やコミュニティー、まちづくり拠点機

能を持つ一般公共施設としての再生を目指すこととする場合、構造体の耐震安全性能

Ⅲ類、耐震指標Is=0.6が最低限の目標となります。 

【官庁施設における構造体の耐震安全性の目標】 

安全性

の分類 
重要度係数 構造体の耐震安全性の目標 対象施設 

目標 

Is値 

Ⅰ類 1.5 

大地震後、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。 

庁 舎 等 

拠点病院 
0.9 

Ⅱ類 1.25 

大地震後、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機能確保が

図られるものとする。 

学 校 0.75 

Ⅲ類 1.0 

大地震により、構造体の部分的な損傷は

生じるが、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

保が図られるものとする。 

上記以外の 

一般公共 

建築物等 

0.6 
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（２）Ａ棟耐震補強計画 

市庁舎改修整備検討委員会において、Ａ棟補強目標値は下記の通り示されている。 

【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） 

 X 方向（長軸） Y 方向（短軸） 

階 

 

補強前 

Qu／Qun 

補強後 

Qu／Qun 

補強前 

Qu／Qun 

補強後 

Qu／Qun 

３ 0.522 1.653 1.086 1.269 

２ 0.522 1.404 1.086 1.269 

１ 0.448 1.653 1.086 1.269 

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されてお 

り、防災拠点機能を有しない限り、庁舎としても使用可能な耐震性能を持つ。 

基本設計・実施設計において、施工性を含めた耐震補強設計の再検証を行い、費 

用対効果も考慮に入れ、Ｉ値の低減についても検証し、補強設計を行うこととします。 

（３）Ｂ棟耐震補強計画 

市庁舎改修整備検討委員会において、Ｂ棟補強目標値は下記の通り示されている。 

【Ｂ棟】Is値＝0.7 を目標 
 

 
X 方向（短軸） Y 方向（長軸） 

階 補強前Ｉｓ 補強後Ｉｓ 補強前Ｉｓ 補強後Ｉｓ 

Ｒ3 1.246 1.288 0.975 0.918 

Ｒ2 0.843 0.874 0.600 0.743 

Ｒ1 0.358 0.722 0.402 0.703 

４ 0.309 0.826 0.632 1.201 

３ 0.180 0.707 0.480 0.848 

２ 0.423 0.780 0.419 0.743 

Ｍ1 0.272 0.701 0.245 0.787 

１ 0.305 0.710 0.433 0.706 

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であるとされて 

おり、一般公共施設の目標値0.6をクリアしている。基本設計段階において、利用 

用途に応じた、費用対効果について検証し、目標値を下げることも考えられるが、 

耐久性を考慮し、現目標値を確保する方向で検討を行います。 
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（４）新用途における補強計画方針 

市庁舎改修整備検討委員会における、各棟補強目標値は、市庁舎としての耐震性能確

保を目指したものであったが、新用途においては、防災拠点機能を持つことまでは要求

されないと考えます。 

     新用途のおける耐震補強目標として、官庁施設における構造体の耐震安全性の目標の

耐震安全性分類のⅢ類として目標設定を行った場合、各棟の補強計画は以下の通りとな

ることが想定されます。 

Ａ棟耐震補強：市庁舎整備の場合のＹ方向（短軸）補強前のＩ値は1.086であり、Ⅲ類    

            を満たしているため、Ｙ方向の地中梁増打ちを、なくすことも考えられ 

ます。 

ただし、Ｘ方向のＡ型柱部の補強については、せん断破壊対応のため

検討委員会における補強方針に相当する施工方法の検討が必要です。 

Ｂ棟耐震補強：当初の目標Is値0.7を0.6とした場合、耐震ブレースの設置個所数の若干  

       の減が想定されますが、その他の補強メニューについては、現方針で進

めることが、適切であると想定されます。 

基本設計段階において、費用対効果も考えながら、施工方法、補強方針の再検討を行う 

ことが必要となります。 

     また、Ｂ棟の耐震ブレースによる耐震補強箇所においては人の通過動線として、高さ、 

幅が制限されるため、耐震ブレースの部材及びブレース形式の再検証を行うことが必です。 

     Ｂ棟ブレース位置は、各階単スパン構面において必要となり、新しい用途においても、

利用者の動線を遮る方向に設置されます。 

     新用途における平面計画との調整、検討が必要となりますが、可能な限り通路となる

部分の幅員、高さの確保のため、床面の部材寸法（高さ）の縮小検討などの再検証を行い

ます。 

【Ｂ棟耐震ブレース検討タイプ】 



江津市庁舎改修整備基本計画                      Ⅳ現庁舎保存再生基本計画 

６１ 

 

４ 新用途における建築、設備改修計画 

外観については、外部建具の原型意匠への改修を検討します。新用途に対し、余裕度のあ

るシンプルで、ユニバーサルな内部改修を検討します。 

（１）全体計画 

市民広場、市民のための市庁舎という当初のコンセプトを継承し、丸子山と一体とな

った市庁舎の姿の復活を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ａ棟ピロティについては、吉阪隆正の心の再生を目指し、駐車場としての利用から、

市民広場としての再生整備を目指します 
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   Ａ棟内部空間においては、 

３枚のスラブによる自由な 

オープンスペースを継承し、 

間仕切りをできるだけ少な 

く、ユニバーサルなレイア 

ウトで、新用途への対応を 

検討します。 

 

 

Ｂ棟内部空間においては、 

耐震要素などにより、通行 

部分への対応が必要となり 

ます。間仕切り、動線計画 

などの検討を行います。 

 

 

 

（２）階層計画 

     Ａ棟とＢ棟の外観上のバランスを保ち、基本的に塔屋を解体することは考えず、構造

に影響を与えない範囲での各種用途の配置を検討します。 

     図書館機能を配置する場合、Ａ棟２，３階は、床荷重の制限があるため、書架の高さ

を制限することを検討します。また、制限が少ないＢ棟１階吹き抜け耐震壁への書架配

置も検討の一つとします。 
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（３）各階平面計画 

  ・Ａ棟屋上は、建設当初の 

   使い方を復活し、屋上広 

場として開放することを 

検討します。 

 

・図書館、資料館機能の配 

置を中心に検討を行い、 

それに関係する庁舎機能 

教育委員会文化財担当等 

の利用を検討します。 

 

  ・市内のＮＰＯ法人等、ま 

ちづくりや、一般の文化 

活動等、市民の活動拠点 

としての利用について、 

基本設計段階での、ヒア 

リング、ワークショップ 

を開催、検討を行います。 

 

・アクティブでない市の保 

存書類、物品の倉庫利用 

についても検討します。 

 

  ・現在、駐車場利用が主な 

   用途となっているピロティ 

   は、当初のコンセプトで 

ある市民広場としての利 

用を促す外構改修を前面 

ロータリーの整備を含め 

て検討します。 

 

  ・ピロティと丸子山の関係 

   性についても、当初のコ 

ンセプトを踏襲し、一体 

感のある市民広場の整備 

を検討します。 
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（４）ランニングコスト低減を目指した設備計画 

      現庁舎の現況空調設備は、当初のシステムから変更となり、ダクトスペースなどは、

配管を残したままとなっている。また、エレベーターシャフトについても、増築更新

のため現在は倉庫となっている。 

照明器具、衛星器具についても、一部を除き、高効率化、節水化機器への更新がで

きておらず、光熱水費の低減に至っていない。 

新用途への保存再生にあたり、下記に示す、元の設備スペースなどの有効利用、省

エネ機器への更新を検討します。 

 

① 環境負荷低減、省エネルギーを目指す設備計画 

・空調機を高効率機器に更新することにより、ＣＯＰ（成績係数）が向上し、ラン

ニングコストの低減を図ります。 

・外部建具の更新とともに、熱交換形換気扇を検討することにより、外気負荷の低

減を図ります。 

・１階の新設トイレについては、平面計画上、現在の位置を変えずに存置すること

を検討します。２階以上のトイレについては、建築躯体への影響を避け、システ

ムトイレなどへの更新を検討します。衛生器具を更新することにより、大幅な節

水を図ります。 

・照明器具をＬＥＤに更新することにより、大幅な省エネが図れます。 

 

② 設備関係室の再配置、更新検討 

・上層階にある現在の電気室は、メンテナンス性、機器更新を考慮し、低層階への

移動（例えば、２階情報統計室）を検討します。 

・最上階の空調機械室については、各階ダクトルートの現状調査を行い、費用対効

果を考慮した上で、外気処理機能のみを残すことも検討します。 

・２階玄関前に配置されている消火ポンプ室は、適正な更新時期、更新費用等を調

査の上、目立たない場所（建物内）への更新を検討します。 

・２階以上のトイレについては、狭小のため、スペースの拡大および、増室を検討

します。 

（５）ユニバーサルデザイン計画 

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、建設当初で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

具合が生じています。 

Ａ・Ｂ棟の床レベルについては現在、階段のスロープ改修などの処置が行われて

おり、保存再生においても、耐震ブレース部の床の高さ処理などの課題が出てきま

す。 

基本設計段階において、二重床対応等の検討を行います。 

一方、手になじむ階段手摺や、木製の窓額縁など、各部ディティールにおいて、人

にやさしいデザインが残されており、これらのデザインはその心を継承し、各部デザ

インへの反映あるいは保存を検討します。 
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（６）市民参加、協働、交流機能の可能性の検討 

ひと・まちプラザ「パレットごうつ」の指定管理者をはじめ、行政と協働しながら、

市民参加のまちづくりが、拡大し始めています。 

現庁舎の保存再生において、図書館・資料館機能の導入、教育委員会の配置を検討し

ますが、市の教育文化拠点に加え、まちづくり拠点としての機能を入れることにより、

市民参加、協働、交流を促進する施設としての役割が発揮できると考えます。 

市に存在する様々な市民活動グループ、学生たちとの設計段階からの協働により、運

営段階での機能の充実が図れると考えています。 

（７）歴史的価値、建築評価を踏まえた外観デザイン改修 

      Ｂ棟の耐震改修において、外観の保存から、解体までの３案について検討を行い、各 

項目についての概要、評価を下記表に示します。 

【Ｂ棟改修パターン】 

 案１ 保存活用案 案２ 部分解体・電気移設案 案３ Ｂ棟解体・新設案 

改

修

概

要 

原型の意匠性を次世代に継承

し、外部建具なども原型に戻

し、当初の設計意図を尊重す

る計画。コストは抑えられる

が、防災拠点としての使用は

困難です。 

塔屋部分の解体による軽量化

で、耐震補強壁を減らすこと

はできるが、市庁舎の形は大

きく変更されます。 

解体費用、増築費用と工事費

増となる。A棟、B棟を組み合

わせて設計されたモダニズム

建築の歴史的意義の継承は難

しいと考えます。 

外
観
イ
メ
ー
ジ 

 

Ｂ
棟
直
設
工
事
費

２８７，０００，０００ ２８２，０００，０００ 

解体の上、階段等動線・便所・ 

機械室（500㎡）新設の場合 
 

２８１，０００，０００ 

建

築

評

価

〇：ＤＯＣＯＭＯＭＯの認定

に対し、原型への改修が 

  建築評価としては、 適 

と考えます。 

△：中途半端の感が否めませ

ん。 

△：Ａ・Ｂ棟のバランスを消

滅させます。 

総 

括 

工事費としては、数百万の差であり、歴史的価値、建築評価を踏まえた、保存再生整備とい

う視点から、案１保存再生案が推奨されると考えます。 
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(事前調整パブコメ) (基本設計パブコメ)

申請 

 

５ 事業計画、概算事業費の算出 

昨年度実施の耐震改修補強計画における、現庁舎Ａ・Ｂ棟耐震改修＋Ｄ棟新築工事の工事

費概算を参考に、現段階での保存再生概算事業費の算出を行います。 

また、多用途での保存再生事業となる場合の事業スケジュールについて検討を行います。 

（１）現庁舎保存再生概算事業費 

Ａ・Ｂ棟工事費（税抜き）が、市庁舎整備耐震補強計画でのＤ棟整備を除く、711,683

千円に対し、外装の原型への再生（外部建具の原型意匠への再生）や、既存遡及のため

の内部改修、消防設備対応、さらに、外構の市民広場への整備費用などを勘案し、およそ

300,000千円の増額が見込まれ、概算事業費およそ、1,000,000千円と想定されます。 

     本庁舎機能としての再生を行わない場合、活用期限と整備事業の目的から、財源とし

ての合併特例債の活用は行いません。 

     財源としては、過疎債、一般財源や、新庁舎建設と同様に、国庫補助金の対象となる

整備事業を行うことも検討の一つとなります。 

 

（２）保存再生整備スケジュール 

現庁舎保存再生整備スケジュールは、2019（平成 31 ）年度末の工事完了の制約は

受けないことになります。したがって、新庁舎建設をはじめ、江津市の様々な施策

の優先度により、事業スケジュールが、前後することになります。 

市民による、市民のための保存再生を目指す場合、設計業務の前の施設コンセ

プト作りが、整備を有効に方向づけるために重要な作業となります。 

基本設計業務に含めて、市民とのワークショップなどの設計に直結する業務期

間を作り出すことが必要と考えます。 

 

【現庁舎保存再生整備スケジュール】 
 

注）開始年度は他事業との進捗状況により決定します。 

 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

シンポジウム・市民説明会  （事前調整検討市民説明会） （基本設計市民説明会）   

パブリックコメント 
  

   

ワークショップ      

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
10カ月程度 

移転・供用開始

インフラ・外構工事     
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Ⅴ 基本設計に向けて 
 

１ 基本設計における市民参加、協働の可能性検討 

新庁舎基本設計においては、設計及び工事期間が短いことはありますが、特に市民利用に

かかわるスペースおよび、窓口部門については、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた

計画とするため、その分野の専門家はもとより、高齢者や障がいのある方、子育て中の人など

から、望ましい環境整備についてのご意見を伺いながら設計を進める必要があると考えます。 

現庁舎保存再生基本設計においては、当基本計画において提案している新用途について、

行政、市民が一体となって、十分な検証を行う必要があると考えます。教育文化およびまち

づくりを促進する施設の実現を目指し、市民をはじめ、その分野の専門家、まちづくりＮＰＯ

などの施設にかかわる多方面の関係者のコンセンサスを得るため、パブリックコメントのみ

でなく、ワークショップやシンポジウムの開催を提案します。 

先行して、江津市内の地域活性化コーディネーターへのヒアリングを行いました。 

ヒアリングにおける意見を下記に示します。 

・若い世代の意見を聞く、ワークショップを実施してもらいたい。 

・書店がないので、図書館の設置が望まれている。 

・現在、パレットごうつで使われている、学生の学習コーナーは、他の利用者が打ち合

わせなどの話をしにくいので、現庁舎に新設されるとよい。 

・若い人や家族は、休日には数時間かけて広島や松江に出かけていく。江津市内で過 

ごす、公園や広場として、丸子山の整備や現庁舎のピロティ広場の整備を望んでいる。 

上記のように、市民の意見を聞き、市民参加の施設づくりのため、下記の様々な立場の

方々とのワークショップの開催を検討します。 

・図書館スタッフ、郷土資料館管理者、教育委員会埋蔵文化財担当 

・パレットごうつスタッフ 

・レストラン、店舗などで活動している方 

・ポリテクカレッジ島根や市内小中高の学生 

    ・その他市内各種団体 

 

 

 

 

【山陰の「創造力特区」・江津市】の号令の元、 

江津市のブランディングを高める動き(まちづくり) 

が市民の中から拡大しつつあります。 

現庁舎保存再生においても、当初の「市庁舎」という市の顔としての役割を継承しながら

「創造力特区」の中心として、教育文化、まちづくりの拠点施設としての保存再生を、市民

とともに検討してゆくことが重要と考えます。        

【ワークショップイメージ】 
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２ 事業費を抑えた施設整備計画 

基本設計・実施設計にあたっては、新庁舎の整備方針と同様に、現庁舎の新しい用途に対して

も、費用対効果を十分に検討した上で、本当に必要な機能・施設の整備を検討します。 

また、「市民のための施設整備」という視点から、「市民・利用者が作り上げてゆく施設」

という視点に立ち、庁舎機能と市民活動機能の兼用可能となる部屋など使い方にフレキシビリテ

ィを持たせたスペースを検討し、運営に合わせて柔軟に対応するユニバーサルなスペースを持つ

市民のための施設計画を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本設計への課題 

基本計画段階における庁舎整備に当たり下記課題があります。基本設計段階において、設計

内容の確定とともに、各課題の協議調整を行うこととします。 

（１）新庁舎新築整備 

   ・基本設計段階での地盤調査により、候補敷地の盛土部分の扱いを検討します。盛

土部の有効利用や、盛土撤去の要否、構造計画との整合性、撤去の場合のスペー

ス利用について協議検討を行います。 

   ・総合市民センター駐車場利用および施設連携の強化を目的に、市道高丸線下部へ

の歩行者用通路設置について、協議検討を行います。 

      ・警察署車両出入口と、新庁舎駐車場出入口の近接について、警察協議を行います。 

   ・整備費用削減に向けて、他施設入居部署の検討、建築、構造、設備各面からの有

効な削減項目の追及を行います。 

（２）現庁舎保存再生整備 

   ・用途変更に伴う、既存遡及項目の協議検討をおこない、法的に必要なもの、設置

不要なものの確認を行うとともに、用途に応じ、安全性に最大限配慮した建築設

備設計を行います。 

   ・基本設計業務開始前に、施設づくりへ市民参加メニュー（ワークショップ、各種

団体とのコラボレーション、市民説明会など）の開催を検討します。 

   ・近代建築保存関係団体とのコンセンサスを得ながらの整備事業遂行を検討します。 
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４ 現庁舎保存再生に対する建築関係者とのかかわりについて 

 平成28年11月18日、江津市主催で「モダニズム建築と江津市庁舎を考える」という題目に

おいて現庁舎についてのシンポジウムが行われた。 

 建設当初の時代背景から、設計者の吉阪隆正は江津市庁舎に何を表そうとしたのか。市民

は何を求めようとしていたのか。建設から半世紀を経た現代における江津市庁舎の歴史的役

割や存在意義を改めて見直す機会となった。 

 現庁舎保存再生基本設計を進めるにあたり、市民の参加に加え、吉阪隆正および現庁舎設

計にかかわられた関係者の方々のご意見をうまく取り入れることも必要と考えます。 

シンポジウムでの議論の再検証を行うとともに、建築関係者へのヒアリングを行い、基本

設計への意見の反映を検討します。 

下記がシンポジウムパネラーとヒアリングを行った吉阪隆正および江津市庁舎関係者です。

（※詳細については、資料編を参照） 

ａ．シンポジウムでの意見 

内藤 廣 （東京大学名誉教授、早稲田大学吉阪研究室出身） 

松隈 洋 （京都工芸繊維大学教授、DOCOMOMO Japan代表） 

富田玲子 （象設計集団、元Ｕ研究室） 

丸田 誠 （静岡理工科大学教授・島根大学名誉教授） 

尾川隆康 （島根建築士会江津支部理事） 

ｂ．ヒアリングの意見 

鈴木 恂 （早稲田大学名誉教授、元吉阪研究室）／2月24日 

  現庁舎設計に参加し、初期の第1案をまとめ、図面、透視を作製した。 

後藤春彦 （早稲田大学教授、吉阪研究室出身）／3月7日 

  今後の地方自治のあり方のなかで、新庁舎と現庁舎の役割を見直す。 

本橋 仁 （早稲田大学助手、DOCOMOMO Japan）／2月28日 

  現庁舎の資料調査をおこない、DOCOMOMOの推薦者。 

吉阪正邦 （吉阪隆正 長男）／2月28日 

   ル・コルビュジエのアトリエから帰国して最初に設計した自邸で育つ。 

松崎和子 （Ｕ研究室の現場担当者 松崎義徳夫人）／3月10日 

 年明けから竣工まで現場に常駐監理した松崎は最後の数週間、家族を 

呼び寄せた。 

 吉阪隆正設計の唯一の市庁舎として残る江津市庁舎の「市民のための建築」としての、 

「生きた保存再生」を達成するため、施設で生活の一部を過ごす市民の意見、近代建築として

の価値を理解する建築関係者たちの要望と理解のもとに、現庁舎の保存再生が達成するもの

と考えます。
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