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設計への要望にかかわる

これまでの経緯



【設計への要望にかかわるこれまでの経緯】

【設計業務 開始前】

29年 9月29日 市庁舎建設に関する要望書受理
（市庁舎建設調査特別委員会中間報告）

【設計業務 開始後】

29年11月 1日 議員連絡会にて佐藤総合設計より設計意図を説明

29年11月12日 第１回市民ワークショップ開催

29年11月20日 市庁舎建設に関する議会要望書へ回答

29年11月21日 庁内各課ヒアリング
22日 〃

29年12月17日 第２回市民ワークショップ開催

30年 1月 25日 庁舎建設調査特別委員会に計画検討状況報告



１．基本方針
「市民を見守り、市政を支え、地域を表現する新庁舎」



【 新庁舎設計重点目標：テーマ】

・ま も る 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、高い
耐震安全性を確保するとともに、被災後の業務継続
と災害拠点、復興支援機能の高い庁舎を目指す。

・む す ぶ 現庁舎の設計主旨にも込められていた市庁舎として

の在り方「市民が寄り集える場所」として、様々
な用務の他でも気軽に市民 が集い、「市民とまち」
・「市民と行政」を結びつける空間を新庁舎の建物
内外に提供。

・つ な ぐ 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う。周辺の施設
とも連携し、将来にわたる自治体運営とまちづくり
をつかさどる拠点としての市庁舎を目指す。

（ 防災拠点 ）

( 市民の広場 )

（ 持続可能性 ）



２．市議会 市庁舎建設調査特別委員会の設計等への

要望（中間報告）に対する回答と設計方針



要望事項 回 答 基本設計における考え方

１．建設候補地概要

（１）敷地造成について
造成については地盤調査による地

盤性状の確認が前提として、概ね0.5
～1.0ｍ高くした、TP+8.5～9.0ｍ
の高さが望ましい。

市道シビックセンター線の高さや、市道高丸
線との交差点付近の高さを考慮しながら建築設
計地盤高さを確定。
隣接する警察署の地盤高さとの関係も考慮し

ながら、可能な限り敷地地盤高さを高く計画。

外構計画、各階構成の素
案が確定後に詳細検討。

（２）景観への配慮について
石州赤瓦による景観形成は大事だ

が、屋根の赤瓦使用は、将来の維持
管理コストがかからないようにすべ
き。
屋根に赤瓦を使用しない別の使用法

の検討もすべき。

計画敷地は景観形成の重点地区であり、赤瓦
屋根による統一的景観を創出すべき地区。
瓦産業は市の重要な地場産業でもあること等

を踏まえると瓦屋根の規模は別として、瓦屋根
とすることを前提としながら検討を進める。

コストも念頭にしながら
適正な赤瓦屋根を検討。

屋根材以外にも多様な瓦
の利活用を検討。

２．敷地利用計画の検討

（１）建物の配置について
建物の配置パターンについては、

敷地南側への建物配置が良い。西日
対策、北西風の影響も考慮が必要。

建物配置は、建築計画と並行して検討。エン
トランスの位置や駐車場からの歩行者動線を十
分検討し、建物配置を確定。
西日や季節風対策も十分に検討。

建物は北側を正面とし、
玄関風除室は東西からの出
入り。

北側緑地へは防風も念頭
にした植栽を検討。



要望事項 回 答 基本設計における考え方

３．必要機能、空間の検討

(１)新庁舎組織機構について
将来の職員の減少を踏まえ、床面

積6,100㎡にこだわらず、よりコン
パクト化を目指す。
分庁舎を引き続き使用することで

の分散化はしかたないと考える。
教育委員会は本庁舎への配置、商

工観光課は、「パレットごうつ」へ
配置を検討。

基本計画報告書に記している延べ床面積
6,100㎡を目標値として設計を進める。
事務所機能としては将来を見据え最小限もの

に。そのため比較的独立性の高い組織は分庁舎
方式とせざるを得ない。

商工観光課は本庁舎配置。
教育委員会も他課との連

携を考慮し、本庁舎配置を
検討。

本庁舎及び付属棟を含め
て、延べ床面積は6100㎡
を大きく上回らないよう検
討。

(２)階層構成のイメージについて
市民の利用頻度が高い市民サービ

スに直結する窓口等は1階に配置。
議場を含めた議会関連は最上階へ

の配置が適当。

市民の利用が多い組織を下階に配置が一般的。
窓口業務を持つ組織を下階の同一フロアーに

配置し、市民サービスの向上に繋げる。議会関
係諸室は、全体の組織配置計画の検討を進める
中で適切なフロアーへの配置を検討。

窓口業務の組織は一階へ
配置。

議会関係諸室は最上階が
望ましいが、議場について
は多目的利用化のため、配
置階は検討を深める。

(３)防災拠点機能の検討について
耐震機能の高い庁舎に。液状化現

象に対する対策を十分に検討。
自家発電機設備の設置、マンホー

ルトイレ及び飲用水の確保等、災害
対策拠点の性能の確保を。
サーバー室等重要設備は最上階へ

設置し、免震対応が望ましい。

液状化の可能性があれば対策をする。
電気、水道、通信設備については、72時間

以上の業務継続が可能な設計とする。
マンホールトイレは、シビックセンターゾー

ン全体の防災拠点化や庁舎の緊急避難場所とし
ての位置づけ等を検討。
サーバー室は耐震計画と合わせて検討。

同 左

サーバー室は部分免震を
検討中。



要望事項 回 答 基本設計における考え方

(４)行政機能の検討について

ユニバーサルデザインの庁舎に。

①窓口機能について
総合窓口を設置し、高齢者、障がいのあ

る人等に配慮した案内サービスが必要。
市民の待合スペースは、十分な広さとゆ

とりのある空間であるとともに、子育て世
代に対応した授乳室やキッズスペースの検
討。
行政情報やサインについては、すべての

人に分かりやすいものに。

②事務機能について
職員の意見を重視し、机の配置から休憩

スペース、収納スペースの確保、打ち合わ
せや会議室の確保等、職員目線に立った配
慮が必要。
机等備品類は地震対策も考え、固定でき

るようにすべきです。また、書庫について
は必要最低限に抑え、外部への書庫の設置
や既存公共施設での保管も検討。

ユニバーサルデザインは、最も優先して
設計に反映。

総合窓口の設置とその形態や機能、市
民の待合スペースの規模や在り方、授乳
室、キッズスペース等の配置については、
庁内検討会専門部会で詳細な検討中。
サイン計画やオフィスレイアウト計画

については、専門的知見が必要であり、
建築設計業務とは別に専門業者に業務を
委託する予定。

島根県ひとにやさしいま
ちづくり条例を最低基準と
する。

同 左

専門業者によるオフィスレイアウト計
画業務において詳細検討。
書庫等については現有書類の容量調査

を行った上で、新庁舎内の収納スペース
は最小限にするよう検討。

同 左



要望事項 回 答 基本設計における考え方

③議会機能について
議会機能は、基本的にはすべて同フ

ロアーに配置。

③－1【議場及び傍聴席】
議場は平面とし、可動式の椅子や机

を配置。閉会中に大会議室や緊急時の
避難所として多用途に使用できるよう
検討。
傍聴席は、議場より1ｍ以上高い位置

での傍聴ができるよう検討し、車いす
使用者に対しての配慮も必要。

③－2【委員会室】
委員会室も会議室としての兼用を想

定。広さの調節ができるようスライド
壁などで可変性の高い空間を検討。

③－3【議員控室】
ロッカー兼更衣室については、男女

別に設置。

③－4【事務局室】
カウンター方式とし、議長副議長室

への出入りは基本的に事務局を通って
入室できるよう検討。

議会関係諸室は同一フロアーへの配置が望
ましい。

近年の庁舎設計は、ひな壇式のフロアーから
フラットフロアーへと移行し、議場以外の用
途への利用を可能としているケースも多々あ
り、先進事例等を参考に検討。
傍聴席は、車いす利用と本会議そのものが

市民に身近に感じられる工夫が必要。

可動間仕切りにより多様な利用が可能にな
るよう検討。

女性議員への配慮は必要。

議会事務局も市民等の利用に配慮したオー
プンカウンター方式の執務空間とした事例が
多々見られる。議長副議長室は、市長副市長
室と同様の考え方。

議会関係の諸室（議長室・事務局・

控室・図書室等）は最上階で検討。
議場は市民に開かれた議会と

市民利用も可能な多目的利用の
ため低層階配置を検討。

フルフラットのフロアーと可
動机とし、同フロアーでの傍聴
席を検討。

同 左

同 左

同 左



要望事項 回 答 基本設計における考え方

③－5【その他諸室】
議会図書室との兼用で議員の執務等

の作業ができるようパソコン等を備え
た作業スペースが必要。また、議員応
接スペースや打ち合わせのできる部屋
の確保も必要。

③－6【放映、音声等諸機能】
情報通信環境（ICT）、録音・録画、

中継設備等の充実を求める。

④市民機能について
④－1【市民協働・交流スペース】
市民ホール的なものは「市民セン

ター」や「パレットごうつ」がある。
同機能の施設は作る必要はないが、来
庁者が気軽に待合、歓談できる飲食・
談話スペースは必要。また、市民がコ
ピーや印刷ができるサービスがあって
も良い。

④－2【その他の機能・利便施設】
トイレについては、特に洗浄機能付

き洋式トイレを標準とすべき。また、
食堂・売店等については近くにコンビ
ニやレストランもあることも考慮して
検討。喫煙室を整備する場合は、受動
喫煙被害が起きないよう配慮。

議員の執務空間や応接空間については、今
後議会と詳細に協議。

将来を見据えた機能として必要な設備は設
置する方向で設計。

事務所機能だけが市庁舎の機能ではないこ
とを踏まえ、多様に市民も利用することもで
きる機能や、市民サービスとして何が必要か
など、先進事例や市民ワークショップの意見
等も参考に検討。

市庁舎のトイレは、洗浄機能付きトイレを
検討。
食堂・売店は、職員の福利厚生機能だけで

はなく、庁舎の立地場所から考えても市民
サービス向上にも繋がる可能性もあると考え
る。喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙対
策をする。

同 左

同 左

市民ワークショップの意
見も参考に検討。フリース
ペースは災害支援や一時的
避難の場所としても有効。

食堂等は市民ワークョッ
プでも要望があり、今後詳
細に検討。



要望事項 回 答 基本設計における考え方

(５)駐車場・公共交通アクセス
歩行者の来庁動線は、9号線側から

市道高丸線を通って来庁される方は、
JR山陰線を過ぎたあたりから玄関に近
い箇所に階段を設置し来庁できるよう
に。
バスによる来庁者は、市道高丸線は

きつい勾配があるためバス停を設置す
ることは困難。
市道シビックセンター線沿いの平地

に設置し、バスルートの変更も合わせ
検討。
駐車場については建物北側に整備し、

障がいのある人に配慮した駐車スペー
スの検討。

歩行来庁者は高丸線側からのサブエントラ
ンスを検討。また、バス来庁者は地域交通網
形成計画との整合を図るよう検討。
駐車場については、全ての市民が利用しや

すいよう十分に配慮すると共に、部分的には
雨天時の乗降にもある程度対応できるように
検討。

高丸線側へのサブエント
ランスとバス停の設置を検
討。
駐車場には一部、雨天を

考慮した屋根付き通路等を
検討。

(６)ICT機能への対応
職員や議員の入退室にかかるセキュ

リティ対策や情報管理などの対策の検
討。Wi-Fi機能など時代に即したICT機
能の検討。

市庁舎においてセキュリティ対策は極めて
重要な検討事項。また、Wi-Fi機能を含むICT
機能の導入はランニングコストの問題のもあ
り、詳細に調査検討。

他市の先進事例調査を踏
まえ、導入を検討。



要望事項 回 答 基本設計における考え方

４．建築、構造、設備計画の検討

(１)環境負荷低減を踏まえた設備
計画について
再生可能エネルギーの採用は、イ

ニシャルコストとランニングコスト
の十分な検討が必要。
バイオマス発電施設はコストがか

かることが予想され、採用すべきで
ない。
外壁等断熱性能を高め、複層ガラ

スを採用し、自然採光、自然換気等
自然エネルギーを生かし、冷暖房は
環境性能高い最適なシステムの採用。

公共施設におけるCO2排出量削減対策は必要
であるため、内外壁の断熱性能を高めること
や複層ガラスの採用を検討。
再生可能エネルギーの導入（採用）につい

ては、イニシャルコスト・ランニングコスト
など費用対効果が見込めるか否か検討。
自然採光と自然換気は十分に活用するよう

検討。

内外壁の断熱性を高め、
Low-ｅガラスの採用を検討。

補助事業を活用し、費用対
効果の高い地中熱水利用ヒー
トポンプの利用を検討。

５．新庁舎整備事業計画、概算事
業費の算出

(１)概算事業費の想定について
分庁舎等の利用を考慮した床面積

の縮小により、庁舎建築工事費の縮
減を図る。
建物は意匠的に凝った華美なもの

は避け、構造も単純なものとし㎡単
価を下げるなど、機能性を重視した
経済性にも優れた庁舎。

事業費の削減には床面積の縮小が最も有効。
様々な意見を聞きながらも将来を見据えて適
切に判断。
建築意匠は市庁舎という事で特化する必要

はないが、様々意見を参考に判断。
構造については、工事費や間取り、階数など

との関係があるが、耐震性能に優れたものに
する必要がある。

建築意匠は景観、コスト、
機能を念頭に検討。

構造は塩害も考慮し、RC系
ラーメン構造で検討。床版な
どのPC化も施工性、長寿命
化、コストの観点で検討。



要望事項 回 答 基本設計における考え方

(２)新庁舎整備事業費の財源につ
いて
財源については、合併特例債など

地方債、国庫補助金のほかにも、整
備に見合った有利な財源も活用。

一般財源の支出を抑制するため、国庫補助金、
起債について有利な財源を確保するよう関係機
関との協議を進めている。

中心市街地活性化基本計画
に関連させ、屋内の市民利
用可能スペースやそれに関
連する駐車場や歩廊、環境
緑地に加え、地中熱水利用
空調設備について補助事業
化を検討。

６．現庁舎保存再生基本計画

現庁舎の保存再生は、新庁舎建設と
同時進行で関係団体と協議検討すべ
き。
保存再生が厳しい状況があれば、解

体する案の検討も必要。

近代建築史における現庁舎の価値については、
各方面より高い評価。
保存再生は、その是非も含め今後、検討した

い。現時点では、新庁舎建設を最優先とし、現
庁舎の検討との同時進行は困難。

７．今後の進め方について

基本設計の段階では、多くの時間を
取り、日程調整を早期に進め、特別
委員会との協議の場や意見聴取の場
を設けるように。
基本設計の具体案は３パターン程度

作成し、市民対象のワークショップ
及びパブリックコメント実施時には
十分な説明を行い、意見聴取により
でた市民の意見は、できるかぎり反
映させる。

工程に支障を生じさせない範囲で時間をかけ、
多くの意見をいただき、より良い庁舎にしたい。
議会特別委員会との協議は、必要に応じ適宜

開催していただきたい。

①市議会特別委員会、庁内検討委員会、市民
ワークショップの意見を基にして基本設計案
を取りまとめ。

②その案をもってパグリックコメントを実施。
③さらにパブリックコメントに寄せられた意見
を参考にして基本設計案を修正し、最終案を
市民説明会で示す。

市民ワークショップなど
でいただいた意見について
は、可能な範囲で設計に反
映するよう検討。



・基本設計素案の取りまとめ ：２月末

・パブリックコメント ：３月上旬～下旬

・基本設計最終案の取りまとめ：４月中旬

・基本設計市民説明会の開催 ：４月下旬

※当初の工程計画より概ね一月の遅れ

全体スケジュール



第1回ワークショップ 29年11月12日開催

市民３７名参加 他市議、庁内検討委員傍聴

３．市民ワークショップでの意見について



主なグループ意見 対応の可能性

・広場と庁舎が繋がっている方が良い △

・中央部にも市民が集まれる場所を ×

・シビックセンタ－公園と一体的に使えるような広場に △

・南側にも広場があると良い △

・建物で広場が陰にならないか 建物セットバック

・駐車場の入口を大きな道路に面して設置 〇

・建物の1階部分をピロティにし、駐車場はロータリー風にできないか ×

・玄関等、行きたい場所の近くに駐車できるように 〇

・駐車場は広すぎないか 外来100台を想定

・入口が警察署に近すぎはしないか 交差点との距離を考慮して計画

①敷地の利用：駐車場・建物・緑地の配置について



②外部空間について

主なグループ意見 対応の可能性

・公園、遊び場として整備・・・遊具、ベンチもの設置 △（遊具は×）

・瓦の庭、瓦のモニュメント 〇

・夜桜祭りのできる場所 △

・木陰で読書のできる場所 〇（読書は？）

・県の木（市の木）である黒松の植栽 △

・市役所前バス停の設置 〇

・駐車場を広く・駐車場から屋根付き通路で玄関へ 〇

・災害時に駐車場や広場を利用できるように 〇

・喫煙場所の整備 〇

・お昼の車両販売ができるように △



主なグループ意見 対応の可能性

●市民活動関連

・イベント、行事ができる庁舎：イベント、フリースペース、展示スペースの設置 〇

・市民が気軽に入れる場所、コミュニケーションを取りやすい場所 〇

・夜間開放で花火も見れる場所 △

●飲食・休息・情報関連

・食堂でコーヒー等が飲める場所 △

・お茶を飲みながら仲間と話ができる場所 △

・日本海、シビック公園を見下ろせる眺望のよい場所、長居のできる場所 〇

・カフェスペース、ドリンクバー △

・市の特産品、芸能、人物、歴史の紹介、飲食店等の情報提供 〇

●議会関連

・議場のオープン化、多目的利用化 〇

・市民がガラス越しに会議を見れる様に △

●業務関連

・住民票、印鑑証明等を時間外発行できる機能 －

・ATMの設置、郵便局機能の配置 ATM 〇

・市民窓口関係をワンフロアーに 〇

・市役所に入った時に職員の視線が気にならないような配慮 〇

・幼児から高齢者まで使いやすい庁舎に・・・キッズコーナー、休憩コーナー、授乳室 〇

③庁舎の内部空間について



第２回 市民ワークショップ 29年1２月１７日開催

市民４３名参加 他市議、庁内検討委員傍聴



・市民は１階でほとんどの事でき便利だが、上層階には行かない

・入口は北側と東側の２個所とするのが良い

・１階はエントランスから一望できるように

・市民利用も可能な食堂が狭く昼食時に職員で混雑する

・食堂と屋上テラスが一体となれば多くの人が使えそう

・市民利用可能なスペースが上層階では市民が使いたがらない－市民スペースの利用方法は

・市民が使えるスペースはワンフロアーにまとめた方が良い

・図書、ギャラリー、カフェ、広場、屋上テラスが欲しい

・議会はパレットでできるのではないか

④ 各階部門配置

【第１案】

市民窓口（3案共通）

市民生活・保険年金・税務・会計・健康医療・社会福祉・子育て支援

市長・政策・財政

議場
２階 土木・農林・商工・都計

商工・議場
議会関係諸室

都市計画・土木・農林

商工・総務・人事・防災
３階

市長・総務・人事

政策・財政・防災

市長・総務・人事

政策・財政・防災

議会関係諸室４階 議場・議会関係諸室 土木・農林・都計

【第２案】 【第３案】

１階

【共通意見】



【主なグループ意見】

・市民が使用しない議場なので、議場は４階でよい
・議場が４階だと議場の天井が低くなる



【主なグループ意見】

・市長室が２階だと市長が市民の身近に感じられる
・議場を日常は市民開放または、災害時のボランティアセンターと
して利用できる

・議場が多目的利用にできる



【主なグループ意見】

・議場を日常は市民開放または、災害時のボランティアセンターとし
て利用できる

・議場が多目的利用にできる



⑤建物外観について

A B

C D



三層庇案

写 真

主な市民意見

・安定感のある屋根形状

・屋根形状が軽快でランドマークになりやすい

・日陰の影響が少ない

・存在と地域性がわかりやすい

・３段屋根が瓦で良い

・屋根は瓦とし、壁はコケを使ってはどうか

・内部も開放的であり良い

・要所に破風を付けて城のイメージにしてはどうか

【その他、共通的意見】

・赤瓦は最高、外壁にも赤瓦を使ってはどうか

・大きな瓦屋根はだめだが、地場産業としての瓦使用

・人口が減少するので、身の丈に合った建物にすべき

・無理に瓦を使う事はない シンプルに箱型でも良い

・インスタ映えするもの おしゃれに



第１回
WS

個人意見

・熱い想いを持っている多くの市民の存在に気がついた

・江津の自然は美しい、そこを大切にした市庁舎を建てて欲しい

・石州瓦が江津のシンボルであると思った

・若い方たちが多く参加し、将来の江津を考えてくれ嬉しく思った

・多くの人が江津市を良くしようと思っていることを嬉しく思った

・庁舎のことを市民で話し合える時間はとでも良い時間であった

・人が集まる場所なので、明るいのは勿論、誰でも行きやすい場所にして欲しい

・景観を意識したまちづくりをしていると思うので、石州瓦は使用して欲しい

・もう少し多くの市民から考えも聞きながら庁舎の建築を考えて欲しい

・建物は新しくなるが、中にいる職員は生きいきとしていない

・シビックセンター全体の視点、広場と庁舎を含めた考え方が必要

・市庁舎と市民センターをトンネルで繋ぎたい

WS参加者アンケートの主な個人意見



第２回
WS

個人意見

・高校生から江津市は暗いイメージがあるというような声があり残念だった

・図書、読書スペース、食堂が欲しい

・無理やり石州瓦を使おうとしていることに不満を感じる、原点に戻り箱型に

・今後、江津市を支える子どもたちが、市役所に親しみを感じれる空間にして欲しい

・市庁舎は市民が集まる場所にすべき

・議場の使い方（可能性）と必要性はどうか － 議会だけで使うのはもったいない

・皆が自由に使う事のできる庁舎であって欲しい － 市民の使いやすいものに

・江津に来た人を短時間で案内するとき、屋上に展望施設があると良い

・市外県外から来ている学生たちにとって思い出に残る江津であって欲しい

・新庁舎建設を機会に、市内の関係施設を見直してはどうか

・ローコスト、耐震強度の確保を第一にすべき

・「質実剛健の新庁舎に」小細工は加えない

・ワークショップの成果として、新庁舎設計に反映されることを期待したい

・市民が集まる市役所にするには程遠いと感じた（議論と提案内容か？）


