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資料６ 新庁舎機能・性能の基本的な考え方について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料６ 

１ 市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎 

（１） 総合窓口等による市民サービスの向上 

（２） 窓口や相談室等のプライバシー機能の確保 

（３） 市政やまちづくりに関する情報発信機能の充実 

（４） 市民の協働・参画・コミュニティ活動などの利活用スペースの確保 

（５） 市民が気軽に立ち寄れる施設機能の充実 

（６） 利便性に配慮した，駐車場・駐輪場等の確保 

２ 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの庁舎 

（１） 障がい者等に配慮したバリアフリー化の徹底 

（２） 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入 

３ 自然エネルギーの導入等による環境にやさしい庁舎 

（１） 自然エネルギー・再生エネルギーの導入 

（２） ＺＥＢ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ）庁舎等の検討 

（３） 環境負荷の低い建築材料等の使用 

（４） ライフサイクルコストの低減への配慮 

４ 機能的で効率的な行政機能等を実現する庁舎 

（１） 執務室のオープンフロア方式と適正管理 

（２） ＩＣＴ（情報通信技術）機能の導入 

（３） 多様な用途に対応した会議・打合せスペースを確保 

（４） 議会の施設機能充実 

（５） 書庫・倉庫機能の適切な配置 

（６） 福利厚生機能の充実 

（７） 執務室のセキュリティ対策 

５ 市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎 

（１） 自然災害及び孤立などからの回避 

（２） 高い耐震性能の検討 

（３） 災害対策本部機能の充実 

（４） 備蓄機能の確保 

（５） 庁舎のライフラインの維持 

（６） 災害時の業務継続機能（ＢＣＰ）の確保 

 

１．庁舎に求められる課題の整理 

１ 市民の利便性について 

   ① 建替え等による利便性の向上 

   ② 総合受付（案内）の設置 

   ③ 「総合窓口」設置の検討 

   ④ ローカウンターの設置（高齢者に対する配慮） 

   ⑤ 案内モニターや音声案内等の案内表示の設置 

   ⑥ 利用者目線に立った各課配置の検討 

   ⑦ プライバシーの確保 

   ⑧ 市政情報の情報発信機能の導入 

   ⑨ 集える空間（市民の憩いの場，交流の場等）の整備（イベントなどにも使用） 

   ⑩ 市民が気軽に利用できる食堂・売店等の整備 

   ⑪ 必要規模の駐車場の整備           

   ⑫ 公共交通機関（バス・タクシー）の乗り入れ・スペースの確保 

２ ユニバーサルデザインについて 

   ① 完全なバリアフリー化 

   ② エレベーターの設置とエスカレーター導入検討 

   ③ スロープ等の設置検討 

   ④ 音響案内・点字案内の導入検討 

   ⑤ 案内サインの導入検討 

   ⑥ 車いす利用者用トイレ・多目的トイレ導入検討 

３ 環境負荷の低減について 

   ① ＺＥＢ（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ）化等の検討 

   ② 再生可能エネルギー（太陽光発電・地熱・ソーラー式街路灯） 

   ③ 省エネルギー（自然採光・トップライト等） 

   ④ 建設コスト及び維持管理費の低減 

   ⑤ 建物・設備の長寿命化対策 

   ⑥ 電気料・水道料等，光熱水費の低減 

４ 行政機能等について 

   ① 執務室のスペース不足の解消（一方で，省スペース配置の検討も必要） 

   ② 本庁舎とワン・テン庁舎等，庁舎間の移動解消 

   ③ 人事異動などの変化に柔軟に対応できる執務室の整備 

   ④ ＩＣＴ（情報通信技術）機能への対応通信技術） 

   ⑤ フレキシブルな会議室の導入（多目的に使用できる工夫） 

   ⑥ 各課（係）に打合せスペースの設置 

   ⑦ 議会の委員会室・会派室等の整備 

   ⑧ 必要規模の倉庫・書庫の確保 

   ⑨ 休憩室･医務室等の福利厚生施設の整備 

   ⑩ 必要規模の更衣室の整備 

   ⑪ 執務スペースと外部面談スペースの分離 

   ⑫ 入退室等の，庁舎のセキュリティ対策 

５ 防災機能について 

   ① 津波や大雨による浸水，土砂災害の危険からの回避 

   ② 災害等緊急時の場合でも完全孤立を回避する手段の確保 

   ③ 防災機能を考慮した高い耐震性の確保 

   ④ 災害対策本部機能の確保と有効利用 

   ⑤ 防災関連機器のＩＣＴ化の導入 

   ⑥ 非常用電源設備等の整備 

・備蓄倉庫，耐震性貯水等の整備 

・インフラ（非常用電源，通信回線）の整備 

   ⑦ 災害時における，一時的な人の集散や物資に対応したスペースの確保 

（通常は市民の憩いの場，交流の場等） 

 

２．基本方針の設定 
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３．導入機能・性能 

基本方針１ 市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎 

（１）総合窓口等による市民サービスの向上 

・総合窓口の導入など，出来るだけワンフロアーでの対応が可能となるよう、市民サービスの向上を

図ります。 

・市民利用の多い部署については低層階に集約し，可能な限り近接させるなど来庁者の視点に立った

配置とします。 

・案内モニターや音声案内，総合受付等の導入や，明快な動線の確保など，市民がわかりやすく便利

な窓口とします。 

・誰もが使いやすい窓口とするため，基本的にローカウンターを採用します。 

（２）窓口や相談室等のプライバシー機能の確保 

・窓口カウンターへの仕切りやパーテーションの設置などにより，来

庁者のプライバシーに配慮します。 

・相談室等は，プライバシーを守りながらも明るく開放的なイメージ

とします。 

（３）市政やまちづくりに関する情報発信機能の充実 

・市政やまちづくりに関する情報を発信するため，情報発信モニター

やパンフレット等の設置コーナーを設けます。 

・市民や各種団体が情報を発信できる展示スペース等を設置します。 

・観光客など本市を訪れた方に対して，観光情報等を積極的に発信できる機能（Wi-Fi 等を含む）の充

実を図ります。 

（４）市民の協働・参画・コミュニティ活動などの利活用スペースの確保 

・市民の協働・参画・コミュニティ活動などに利活用できる，気軽に

集える空間を設置します。 

・建物外部も含め，市民がくつろげ活用できる空間の演出を検討しま

す。 

・市民活動を支援するため，開放可能な配置（セキュリティ対策を含

む）とするとともに，コンサートや講演会等のイベントにも活用で

きる空間の導入を検討します。 

（５）市民が気軽に立ち寄れる施設機能の充実 

・子ども連れの利用者に配慮し，子ども達が安全に遊ぶことができるキッズスペースを導入します。 

・市民が気軽に利用できる ATM コーナーや金融機関窓口，食堂（カ

フェ），売店等の利便機能を導入します。 

（６）利便性に配慮した駐車場・駐輪場等の確保 

・利用者の使いやすさに配慮し，来庁者用駐車場と公用車用駐車場の

分離を基本とします。 

・歩行者と車両動線を明確に分離した上で，車両動線は歩行者の通行

に影響のない動線とします。 

・バスやタクシーの利用者に配慮し，路線バス等の乗り入れやタクシー乗り場の設置を検討します。

また，乗降場をエントランス付近に設置するなど，利用者に配慮した配置計画とします。 

・緊急車両のアクセス動線や駐車スペース，災害時の避難通路の確保にも配慮します。 

 

基本方針２ 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの庁舎 

（１）障がい者等に配慮したバリアフリー化の徹底 

・エレベーターやスロープ等の設置による段差解消，点字ブロック

の設置，音響案内の導入など，障がい者等に配慮したバリアフリ

ー化を図ります。 

・必要に応じて，エスカレーターの導入についても検討します。 

（２）誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入 

・高齢者や障がい者，子ども，外国人などすべての人に配慮した，

安全でわかりやすい動線・配置・サイン計画とします。 

・車いす利用者、オストメイト、オムツ換えなどに対応できる多目

的トイレや授乳室の設置など，誰もが安心して利用できる施設計

画とします。 

 

 

 

基本方針３ 自然エネルギーの導入等による環境にやさしい庁舎 

（１）自然エネルギー・再生エネルギーの導入 

・自然採光や自然換気等の、自然環境を利用した手法を最大限に活用するとともに，高効率空調，高

効率照明等の手法についても積極的に導入し，省エネルギー化を図ります。 

・太陽光や地熱，地下水等の再生可能エネルギーを積極的に活用し，環境負荷の低減，省エネルギー

化を図ります。 

（２）ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）庁舎等の検討 

・先進的な環境設備・機能を活用した省エネ，創エネ（太陽光発電等）により，エネルギー収支「ゼ

ロ」を目指した ZEB 庁舎等の実現を目指します。 

（３）環境負荷の低い建築材料等の使用 

・環境対策の観点（調達～製造段階の CO2 等排出量，森林資源の

循環サイクル等）から，地域木材を活用し，環境にやさしい庁舎

の実現を目指します。 

・木材のメリット（調湿作用、断熱性、紫外線や音の吸収作用等）

を踏まえ，内装等の木質化が可能な部分については木材利用を

検討します。 

・耐久性に優れた建築材料や再生材などの採用により，建物使用年数が長く環境にやさしい，低コス

トの庁舎を目指します。 

（４）ライフサイクルコストの低減への配慮 

・建設後，建物の骨格を変えずに内装や間取りのみを改修・修繕できる工法（スケルトン・インフィ

ル）の検討により，社会情勢の変化や制度・組織の改変等に柔軟に対応できる庁舎を目指し，建物

の長寿命化を図ります。 

・メンテナンスが容易で，設備更新がしやすい設備機器の設置など，ライフサイクルコストの低減に

配慮します。 

市民が集えるスペースイメージ 

キッズスペースイメージ 

多目的トイレイメージ 

ピクトグラムを活用したサイン 

間仕切りカウンターイメージ 

木材を活用した外観 
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基本方針４ 機能的で効率的な行政機能等を実現する庁舎 

（１）執務室のオープンフロア方式と適正管理 

・組織改変に対応可能なオープンフロア方式を基本とし，フレキシブ

ルな執務空間とします。 

・部署間連携や情報共有に配慮した，効率的な配置とします。 

・建築土木など積算設計の部署等については，適正管理が可能な配置

とします。 

（２）ＩＣＴ（情報通信技術）機能の導入 

・情報通信機器の導入に柔軟に対応できる OA フロア（フリーアクセスフロア）を基本とします。 

・最新の電子申請システムやテレビ会議システム，文書管理システムの導入，適切なサーバー整備な

ど，ＩＣＴ利活用による業務効率の向上を図ります。 

・ＩＣＴの導入においては，セキュリティ強化や維持管理運営費の縮減を目指します。 

・将来の急激なＩＣＴの高度化にも対応できる，システム構成を考慮します。 

（３）多様な用途に対応した会議・打合せスペースを確保 

・大中小様々な規模の会議室を設置するとともに，可動間仕切り等

で多様な規模や用途への対応可能な会議室とします。 

・簡単な打合せや面談等が手軽に行うことのできる打合せスペース

を，各部署に確保します。 

（４）議会の施設機能充実 

・議場や委員会室，関連諸室（正副議長室，会派室等）は同一フロ

アに集約し，議決機関としての機能が十分に発揮できるような機

能とします。 

・議場は，誰もが見やすく・聞きやすく・訪れやすい開かれた傍聴

席とし，子ども連れや体の不自由な方の利用にも配慮します。 

・議場等におけるモニター中継やインターネット配信などの情報発

信環境の充実を図ります。 

・議場の多目的な活用や，将来的な定数変更に容易に対応できるよ

う配慮します。 

（５）書庫、倉庫機能の適切な配置 

・業務内容を考慮した上でペーパーストックレスを導入し，適切な

書庫の配置と，効率的な備品等の収納スペースを確保します。 

 

（６）福利厚生機能の充実 

・職員が健康を維持し，職務を円滑に進めるために必要な機能（休

養室，医務室，リフレッシュルーム等）の導入を検討します。 

・職員の職場環境の向上と，個別ロッカーや更衣室，休憩室の充実を検討します。 

 

 

 

 

 

（７）執務室のセキュリティ対策 

・市民利用空間と執務空間を分離し，個人情報保護と業務セキ

ュリティ確保を図ります。 

・職員証（IC カード）の活用による，セキュリティ認証システ

ム等の導入を検討します。 

 

 

 

基本方針５ 市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎 

（１）自然災害及び孤立などからの回避 

・津波や洪水，土砂災害等からの影響を受けない庁舎とします。 

・災害発生等の緊急時においても，庁舎が完全に孤立しないことを前提とします。 

（２）高い耐震性能の検討 

・市民が安全・安心に利用できるよう耐震構造を基本とし，庁舎の防災機能に応じて免震構造・ 

制振構造の採用についても検討を行い，高い耐震性の確保を図ります。 

（３）災害対策本部機能の充実 

・災害対策本部室は，市長室や関係課と近接した配置とす る

とともに，情報通信設備機器，専用の電話回線，大型モニ タ

ー等の設備機器を設置します。 

・平常時は，会議室や研究室等に利用するなど，災害対策 本

部の有効利用について検討します。 

（４）備蓄機能の確保 

・災害対応に従事する職員等が一定期間執務するために必 要

な食料や飲料水，資機材等を備蓄する防災倉庫とします。 

（５）庁舎のライフラインの維持 

・災害時において，職員等が災害対応を確実に実施するため，非常用電源設備や耐震貯水槽，雨水利

用などを導入します。 

（６）災害時の業務継続機能（ＢＣＰ）の確保 

・事業継続に配慮し，電力引込の２系統化や通信回線の多重化，電子ファイル等のバックアップ体制

の強化を図ります。 

・大きな災害に見舞われた際，庁舎の継続使用と早急な災害対応実施が可能な構造の採用について検

討します。 

・避難市民の一時待機場所や，物資や人の集散に対応できるスペースを確保します。（通常時は市民が

集える空間として活用します。） 

 
 
 
 

収納スペースイメージ 

入退室セキュリティ認証 

執務室イメージ 

打合せスペースイメージ 

災害対策本部機能を持つ会議室 

子ども連れでも利用できる傍聴席 


