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第４章 新庁舎に求める機能・性能と規模 

４－１ 新庁舎の機能・性能について

「新庁舎建設基本構想」では，基本理念及び庁舎機能・性能の基本方針を定め，市民が

誇りを持てる新庁舎とするために，新庁舎が備えるべき機能・性能について整理しまし

た。それをベースに本基本計画では，庁内新庁舎建設検討委員会での検討に加え，その下

部組織として関係職員により構成された新庁舎ワーキングチームを新たに設置し，「市民

サービス向上」「業務効率化」「防災機能」の３つのグループに分け，現状の問題を抽出し

たうえでさらなる検討も加え，新庁舎に求める機能・性能をまとめました。 

また，新庁舎建設に当たっては，次世代の将来負担の低減に配慮しながら，適正な事業

規模内において， 大の機能・性能が発揮される新庁舎を目指します。 

なお，人口減少やデジタル技術の進化と活用，さらにはすべての人にやさしく，持続可

能な社会の実現のため，SDGs※１やグリーン社会（CO₂削減推進などの環境対策）推進へ

の高まりなど，社会変化や市民ニーズを適切に捉え，各段階において適宜見直しを行いな

がら進めるものとします。 

4-1-1  市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎（基本方針１） 

（１）総合窓口等による市民サービスの向上

・総合窓口の導入によるワンストップ化等を推進すると

ともに，出来るだけワンフロアでの対応とし，手続きの

デジタル化も念頭に，市民サービスの向上を図ります。 

・窓口には，音声案内，順番待ちの状況をモニター表示す

るなど，市民が分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。

・窓口規模に応じたゆとりある明るい待合スペースを設

置します。

・エントランスロビーへの総合案内設置や，コンシェルジ

ュを配置した対応を検討するなど，来庁者への分かりや

すい利用案内とします。

（２）利用者の動線に配慮した配置

・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，明快な動線を

確保し，分かりやすい窓口の配置とサインにより，スムーズなサービスの提供を可能

とします。

・職員と来庁者の動線が頻繁に交差しないような配置とします。

※１SDGs：(Sustainable Development Goals 「持続可能な開発目標」の略称)

国連が提唱した「地球上の誰ひとりとして取り残されない」の合言葉のもとに，すべての

国や地域が持続的に発展していくために決めた共通の 17 の目標のこと 

ワンフロアに配置された総合窓口
イメージ

（五所川原市役所／青森県）

誰もが使いやすい窓口のイメージ 
（藤沢市役所／神奈川県） 
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（３）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と工夫や遮音配慮等により，来庁

者のプライバシーに配慮します。 

・相談室等は，様々なニーズに対応でき，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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）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，観光等に関する情報を発信するた

め，情報発信モニターや各種パンフレット等の設置

コーナーを設けるなど，情報発信機能の充実を図り

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。 

・観光情報や市政情報，災害情報の取得など，市民をは

じめ観光客等すべての来庁者の利便性向上のため

に，庁舎内で利用できる無料 Wi-Fi を設置します。 

 

 

（５）市民の協働・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・コミュニティ活動などにも活用できる，

気軽に集える空間を設置します。 

・気軽に集える空間は，閉庁時にも開放可能な配置（セ

キュリティ対策を含む）とするとともに，ミニコンサ

ートや講演会等のイベントにも活用できる空間を計

画します（災害発生時における来訪市民等の一時滞

在場所としての活用も想定）。 

・建物外部も含め，立地を生かし眺望も兼ね備えた， 

市民がくつろげ活用できる空間を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光等の情報コーナー 
（長崎県庁／長崎県） 

気軽に集える 
コミュニティスペースイメージ 

（小林市役所/宮崎県） 

プライバシーに配慮した 
L 型仕切りのある窓口カウンター 

（市原市役所／千葉県） 

プライバシーに配慮した 
セミクローズタイプの相談室 

（八幡平市役所／岩手県） 

多目的に利用可能な 
ブースタイプの相談室 

（南会津町役場／福島県） 
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（６）市民が気軽に立ち寄れる施設機能の充実と空間の確保 

・子ども連れの来庁者に配慮し，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利便機能（ATM，飲食スペ

ース，コンビニ等）の導入について，スペースや庁

舎周辺の同種施設の立地も踏まえ検討します。 

 

（７）利便性に配慮した駐車場・駐輪場等の確保 

・来庁者の使いやすさに配慮し，庁舎にアクセスしやすく，分かりやすい配置とすると

ともに，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。また，歩行者の通

行に影響のない車両動線とします。 

・アクセス車両動線や通過交通に配慮した進入路の整備を検討します。 

・バスやタクシーでの来庁者に配慮し，乗降場をエントランス付近に設置することを検

討します。 

・障がい者や妊婦，小さな子ども連れなどの来庁者に配慮した「ゆずりあい駐車場」を

確保します。 

・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。 

・議員及び職員用駐車場を可能な限り確保します。 

 

 

 

4-1-2   誰にでもにやさしいユニバーサルデザインの庁舎（基本方針２） 

（１）誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入 

・「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」で定める目標指針に基づき，高齢者や障が

い者，子ども，外国人など様々な人の利用目線に立った，安全でわかりやすい動線・

配置・サイン計画等きめ細やかな配慮をします。 

・車いす利用者，オストメイト，子ども連れの来庁者など

も利用しやすい多機能（手摺，オストメイト対応設備，

ベビーチェア，ユニバーサルシートなど）なトイレや授

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。 

・ユニバーサルデザイン実現のため，利用者の意向が反映

されるよう配慮します。 

 

（２）高齢者や障がい者等に配慮したバリアフリー化 

・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，濃淡のある色彩計画など，障がい者

等に配慮したバリアフリー化を図ります。 

・施設計画に応じて，エスカレーターの導入についても

検討します。 

 

 

 

安心して遊べるキッズスペース 
（藤沢市役所／神奈川県） 

ピクトグラムを活用したサイン 
（須賀川市役所／福島県） 

多機能トイレイメージ 
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4-1-3   市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎（基本方針３） 

（１）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，庁舎の防災機能や建物階数

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。 

・庁舎は災害応急対策において特に重要な施設であるため，耐震安全性の目標は，構造

体：Ⅰ類，建築非構造部材：A 類，建築設備：甲類を目指します。 

 （P54「7-4-1 構造体の耐震安全性の目標及び保有すべき目標」参照） 

 

（２）災害対策本部機能の充実 

・災害対策本部は，市長・副市長室や関係課との連携が

必要であること，一方で通常使用頻度が低いことを考

慮した配置とするとともに，防災行政無線を含む情報

通信設備機器，専用の通信回線，大型モニター等の設

備機器を設置します。 

・災害対策本部は，災害時に状況を把握し易いよう，一

定の視角を確保できる配置とするなど，立地を生かし

た配置を検討します。 

・平常時は，災害対策本部室を会議室等に利用するなど

有効利用します。 

・災害時の緊急利用を想定し，敷地内にヘリコプターの離発着が可能なスペースの設置

を検討します。 

 

（３）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継続的且つ確実に実施するため，非常用電源設

備（72 時間の発電機運転及びその燃料備蓄など）や耐震貯水槽，雨水利用などを導

入します。 

 

 （４）災害時にも業務が継続できる機能の確保 

・業務継続性に配慮し，電力引込の２系統化（EV 車活

用など含む）や通信回線の多重化，適切なサーバー

室の確保，電子ファイル等のバックアップ体制の強

化を図ります。 

・災害時に，市庁舎と国・県等の関連機関や学校等の

枢要な公共機関との通信手段が確保できるよう適切

な設備配置とします。 

・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を採用します。 

・災害時に活動拠点にもなる，駐車場を含め活用可能な屋外スペースを確保します。 

・災害対応の初動に必要な資機材等を保管する，防災資機材倉庫を敷地内に整備します。 

 

 

 

 

各支所（3 か所）や災害現場等との
映像通信可能な災害対策本部 

（宮古市役所／岩手県） 

非常用自家発電設備 
（横浜市南区役所／神奈川県） 
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4-1-4   環境にやさしくランニングコストを配慮した庁舎（基本方針４） 

（１）省エネ・創エネなどによるグリーン庁舎の推進 

・自然採光や自然換気等の，自然環境を利用した手法

を 大限に活用するとともに，高効率空調，高効率

照明等の利用についても積極的に採用し，省エネル

ギー化を図ります。 

・太陽光や地中熱，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，カーボン・ニュートラル※１を推進します。 

・空調をはじめとした設備システムの遠隔監視等，一

元管理可能な BEMS※２（ビルエネルギーマネジメ

ントシステム）の導入を検討し，省エネルギー化を

図るとともに，再生可能エネルギーの利用による創エネを合わせた ZEB（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）認証制度における「ZEB Ready※3（ゼブ・レディ）」の認

証取得を目指します。 

 

（２）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，メンテナンス性を考慮した上で

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。 

 

 
※１カーボン・ニュートラル： 

 エネルギー需要を抑え，必要なエネルギーに対しては再生可能エネルギーを調達することで，年間

を通しての二酸化炭素排出収支がゼロになる状況や，他のプロジェクトにおける削減量を組み合わ

せて二酸化炭素の排出収支がゼロとなる状況のこと。 

 
※２BEMS (ビルエネルギーマネジメントシステム)： 

 ビル等の建物内で使用する電力使用量等を計測蓄積し，導入拠点や遠隔での「見える化」を図り，空

調・照明設備等の接続機器の制御や電気使用量のピークを抑制・制御する機能等を有するエネルギ

ー管理システム。 

 

※３ZEB Ready （ゼブ・レディ）： 

 ZEB（年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物）を見据えた先進建築物

として,外皮の断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物。定量的な判断基準としては,再

生可能エネルギーを除き，基準一次エネルギー消費量※4 から 50%以上の一次エネルギー消費量削

減に適合した建物。 

 

※4 一次エネルギー消費量： 

 平成 28 年省エネルギー基準で定められる空気調和設備，空気調和設備以外の機械換気設備，照明

設備，給湯設備及び昇降機を対象としたエネルギー消費量。 

内装の木質化 
（小林市役所／宮崎県） 

直射日光を押さえ空調効率を高め
る，熱線反射ガラスや大型ひさし

（下野市役所／栃木県） 
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（３）建設・運営管理・解体に至るまでのコスト低減への配慮 

・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，将来の改修費

用抑制を図ります。 

・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，建設・運営管理・将来の解体に至る

までのコストの低減に配慮します。 

 

 

4-1-5   機能的で効率的な行政機能を実現する庁舎（基本方針５） 

（１）フレキシブルな執務空間の確保とユニバーサルプランの導入 

・組織改変に柔軟に対応可能なオープンフロアのフ

レキシブルな執務空間とし，執務室はフリーアドレ

スへの対応も視野に入れたユニバーサルプランを

導入します。 

・部署間連携や情報共有に配慮した，効率的な組織配

置とします。 

・建築土木など積算設計の部署等については，特に適

正管理が可能な配置とします。 

・市長・副市長室，およびその他関連諸室（秘書室，

応接室，控室，打合せ室等）は，連携とセキュリティに配慮した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スケルトン・インフィルのイメージ図 

オープンフロア方式の執務室 
（藤沢市役所／神奈川県） 

■ユニバーサルプランレイアウトイメージ 

■一般的なレイアウトイメージ 
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（２）進化するＩＣＴ（情報通信技術）機能への対応 

・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。 

・進化し続ける ICT の高度化にも柔軟に対応可能な設備スペースを考慮します。 

 

（３）多様な用途に対応した会議・打合せスペースを確保 

・Web 会議にも対応可能な大中小様々な規模の会議室を適切に設置します。 

・会議室は可動間仕切り等により多様な規模や用途への対応が可能なものとします。 

また，災害時男女別仮眠室としても利用できるよう工夫します。 

・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の確保に工夫を施し

ます。 

 

  

 

 

（４）議会の施設機能充実  

・議会フロアは高層階に設置し，議場や正副議長室など関連諸室は，動線に配慮するた

め，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配置とします。 

・議場レイアウトは対面式を基本とし，ゆとりある空間の確保に配慮します。  

・ユニバーサルデザインやバリアフリーを取り入れ，開放感がある市民に開かれた議会

フロアとなるよう配慮します。 

・傍聴室は，誰もが気軽に傍聴できるよう配慮します。 

・常任委員会や特別委員会，全員協議会等が開催可能な遮音性の高い会議室を設置しま

す。 

・議場や会議室のモニター中継やインターネット配信，電子投票システム等の設置を考

慮した整備を行います。 

 

（５）書庫，倉庫機能の適切な配置 

・書庫は，文書等の電子化や保存年限経過後の処分等を推進し，文書保存量のスリム化

を確実に図りながら適切な規模のスペースを確保します。 

・建物内外の倉庫は，効率的な備品等の収納が可能となるよう適切な配置とします。 

 

 

 

 

 

 

 

オープンな打合せスペース 
（垂井町庁舎／岐阜県） 

執務室内ブース型打合せスペース 
（五所川原市役所／青森県） 

個人ブース 
イメージ 

■打合せスペースイメージ 
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（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，リフレッシュ

ルーム等）の導入を検討します。 

・多様な働き方に対応する職員の職場環境向上，更衣室（個別ロッカー・歯磨き・パウ

ダーコーナー），男女別の休憩室，給湯室などの充実を検討します。 

・市民利用の多い窓口部門等では，昼食スペース等について来庁者からの視線に配慮し

た計画とします。 

 

（７）執務空間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）等の活用による，職員通用口や会議室，サーバー室等のセキュリ

ティレベルに応じた入退室のセキュリティ確保を図ります。 

・個人情報の保護や，業務遂行上の秘密保持の観点から，窓口カウンターからパソコン

の画面が見えない工夫をするなど，セキュリティに配慮した配置計画とします。 

 

［セキュリティレベルの考え方イメージ］ 

 

（８）感染症対策への対応   

・新型コロナウィルス感染症をはじめとする感染症対策として，ソーシャルディスタン

スを念頭に置いた窓口待合スペースや会議室等を計画します。また，運用に合わせて

自然換気や機械換気等による必要換気量の確保，換気経路の配慮，非接触型の衛生器

具の選定，Web 会議可能なスペース等の整備を図ります。 
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４－２  新庁舎の想定規模の算定 

4-2-1 新庁舎の想定面積 

基本構想では，想定将来人口を基に算出した完成年度の想定職員数を基本指標とし，総務

省及び国土交通省の基準により，新庁舎の規模を 11,000 ㎡～12,000 ㎡程度と算定しま

した。 

本基本計画においては，気仙沼市定員管理計画に基づく令和９年度の想定職員数を基本

指標とし，総務省及び国土交通省の基準での算出，近年整備された事例を用いた規模算出に

加え，新庁舎に求める機能・性能に基づいた規模を算出することにより検証しました。 

なお，新庁舎完成後においても，職員数の減少により庁舎に空きが生じる見込みであるこ

とから，現在分散し業務を行っている教育委員会及び健康増進課については，空きが生じた

時点で段階的に移転することとしました。その間両部署については，現在の場所にこだわら

ず，他の市所有施設 1 箇所に集約するなど余剰施設を生み出し，その利活用や処分につい

て検討することとします。 

 

想定延べ床面積は，以下のとおりとします。 

 

 

 

今後基本設計を通じて，本基本計画において設定した諸条件を必要に応じて精査し，さら

なる庁舎規模の縮小について検討を進めることとします。 

 

4-2-2 基本指標の設定  

（１）計画人口 

  第 2 次気仙沼市総合計画（後期基本計画）令和８年度推計人口より，計画人口は

56,000 人とします。 

 

（２）想定職員数 

新庁舎完成目標年度（令和 9 年度）における新庁舎想定職員数は，気仙沼市定員管理

計画に基づき，特別職 3 人を加えて，406 人とします。 

 

［新庁舎完成目標年度（令和９年度）の想定職員数］ 

※総職員数（市全体）は，病院職員を除く 
※うち新庁舎職員数は，教育委員会・健康増進課職員数を除く 

 

（３）議員数 

気仙沼市議会議員定数条例（平成 25 年 3 月 1 日）より，議員数を 24 人とします。 

■想定延べ床面積  9,000 ㎡ ～ 10,000 ㎡程度 

項目
ニ役

教育長
部長

部長級
課長・課長級

課長
補佐級

係長級 一般職員
会計年度
任用職員

計

総職員数（市全体） 4 8 62 72 105 395 376 1,022

うち新庁舎職員数 3 6 31 22 65 191 88 406
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4-2-3 施設の規模（延べ床面積） 

 

（１）新庁舎の規模算定の考え方 

本基本計画において，下記４つの算定方法により算出した新庁舎の規模（延べ床面積）を

比較検討することにより，妥当性を検証しました。 

 

①総務省の基準（平成 22 年度地方債同意等基準運用要綱）による方法 

②国土交通省の基準（新営一般庁舎面積算定基準）による方法 

③新庁舎に求める機能・性能に基づいた算出による方法 

④近年整備された事例を用いた規模算出による方法 

 

 

①総務省の基準（平成 22 年度地方債同意等基準運用要綱）による方法

 

※社会変化への対応やＩＣＴ化の進展など将来性を踏まえ，機能的・効率的でコンパクトな庁舎を目指

し，市民交流機能や防災機能，福利厚生機能については，上記面積に含めることとします。 

 

総務省の基準による施設規模の算定方法においては，「集える空間（1F）」について見込

まれていないため加算する必要があります。庁舎事例の平均値（P28 参照）を基に，延べ

床面積に対する「集える空間（1F）」の広さは 2.36%程度とし，算定すると約 236 ㎡

（10,000 ㎡×2.36%＝236 ㎡）となります。よって総務省基準による算定延べ床面積

は，約 10,200 ㎡になります。 

 

役職 職員数 換算率 換算職員数 基準面積(㎡) 面積(㎡)

①事務室 特別職・三役 3 20 60 4.5 270.0

部長 6 9 54 4.5 243.0

課長 31 5 155 4.5 697.5

補佐，係長 87 2 174 4.5 783.0

製図者 0 1.7 0 4.5 0.0

一般職員 191 1 191 4.5 859.5

臨時職員等 88 1 88 4.5 396.0

計 406 722 3,249.0

②倉庫 422.4

③会議室等 2,842.0

④玄関等 2,605.4

⑤議事堂 840.0

9,958.8

議員定数（24人）×35㎡

合　　　　計

区　分
積　算

①事務室面積×13％

職員数×7.0㎡

各面積｛①事務室+②倉庫+③会議室等｝×40％
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 ② 国土交通省の基準（新営一般庁舎面積算定基準）による方法 

  

 

 

役職 職員数 換算率 換算職員数 基準面積(㎡)

①事務室 特別職・三役 3 18 54 3.3 178.2

部長 6 9 54 3.3 178.2

課長 31 5 155 3.3 511.5

補佐 22 2.5 55 3.3 181.5

係長 65 1.8 117 3.3 386.1

製図者 0 1.7 0 3.3 0.0

一般職員 191 1 191 3.3 630.3

臨時職員等 88 1 88 3.3 290.4

計 406 714 〔ア〕 2,356.2

執務面積（A） 2,591.9

②会議室 176.0

③電話交換室 68.0

④倉庫 306.4

⑤宿直室 16.6

⑥庁務員室 １人まで10㎡，１人増すごとに1.65㎡加算（警備員：３人） 13.3

⑦湯沸室 78.0

⑧受付及び巡視溜 6.5

⑨便所及び洗面所 130.0

⑩医務室 105.0

⑪売店 34.6

⑫食堂及び喫茶室 183.0

付属面積（B） 1,117.4

⑬議会関係諸室 840.0

議会関係面積（C） 840.0

⑭打合せスペース 146.6

⑮書庫 440.0

⑯電算室 145.0

⑰金庫室 12.0

⑱印刷製本室 30.0

⑲新聞記者室 30.0

⑳閲覧室 42.5

業務支援機能面積（D） 846.1

㉑多目的ホール 175.5

㉒情報ｺｰﾅｰ・展示ｽﾍﾟｰｽ 98.0

㉓市民相談室 23.8

㉔ATMコーナー 5.4

㉕自動販売機コーナー 16.0

㉖キッズスペース 16.5

㉗授乳室 40.0

㉘多目的トイレ 41.4

市民サービス機能面積（E） 416.6

㉙備蓄倉庫 13.0

㉚防災通信室 50.0

防災機能面積（F） 63.0

換算職員が600～800人
（回線数150～200，ｸﾛｽﾊﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型中継台式）

積　算
面積(㎡)区　分

小　計（〔ア〕×補正係数1.1）

 職員100人当たり40㎡，10人増すごとに4㎡増加（補正係数1.1）

37箇所（各部課）×3.96㎡（対向4人席）（※1）

事務室面積（補正前）(A)×13％

１人まで10㎡，１人増すごとに3.3㎡加算（３人）

標準6.5～13㎡×6箇所

1.65㎡×（人数×1/3）＞ 小6.5㎡

職員数（406人）×0.32㎡

職員数400人以上450人未満

職員数（406人）×0.085㎡

職員数400人以上450人未満

小　計

（総務省基準を準用：議員定数24人×35㎡）

小　計

現状の2倍の面積を確保

現状と同規模

現状と同規模

4人×4.5㎡（※2）+機器類面積

現状と同規模

職員406人×0.032㎡（3日分）（※5）

1000冊÷80冊/㎡+18人÷0.6人/㎡（※1）

小　計

325人（職員数の4/5程度）×0.54㎡（※1）

展示数14点（市内小学校14校から1点ずつ）×7㎡（※1）

6ブース×3.96㎡（対向4人席）（※1）

2機×2.7㎡

4機×4.0㎡

5人×3.3㎡（※3）

2箇所×20.0㎡（※4）（授乳スペース×2+調乳スペース）

6箇所×6.9㎡

小　計

5人×4.5㎡（※2）+機器類面積

小　計
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※１ 日本建築学会「建築設計資料集成」を参考に設定 

※２ 総務省基準 

※３ 認可保育所の面積基準 

※４ 他自治体の事例より 

※５ 国交省勉強会資料 ３日分の備蓄面積（倉庫の場合）の試算例 

飲料水 3L/日・人（箱寸法 2 リットル×6 本で 327×188×325），乾パンは成人男子の 低限

の必要エネルギー(1,200kcal)分として 300g/日（箱寸法 100g×24 缶で 465×315×125） 

以上より，体積 0.0073 ㎥/人・日，3 日分で 0.022 ㎥/人， 

上積み 1.8m 以下とし通路等面積 60%増しで 0.02 ㎡/人，毛布は 1.8ｍ以下とし 0.012 ㎡/人 

以上で計 0.032 ㎡/人 

 

国土交通省の基準による施設規模の算定方法においては，「集える空間（1F）」について

見込まれていないため加算する必要があります。庁舎事例の平均値（P28 参照）を基に，

延べ床面積に対する「集える空間（1F）」の広さは 2.36%程度とし，算定すると約 236 ㎡

（10,000 ㎡×2.36%＝236 ㎡）となります。よって国土交通省基準による算定延べ床面

積は，約 10,100 ㎡になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉛リフレッシュルーム 150.0

㉜更衣室 243.6

福利厚生機能面積（G） 393.6

㉝機械室 831.0

㉞電気室 131.0

㉟自家発電機室 29.0

設備関係面積（H） 991.0

㊱玄関・廊下・階段室等 2,540.9

㊲運転手詰所 20.0

交通部分・車庫面積（I） 2,560.9

9,820.5

100人（職員数の1/4程度）×1.5㎡（※1）

406人×0.6㎡（※1）

小　計

（A）~（G）が5,000㎡以上，10,000㎡未満（冷暖房）

合　　　　計

（A）~（G）が5,000㎡以上，10,000㎡未満（冷暖房）

（A）~（G）が5,000㎡以上，10,000㎡未満

小　計

｛（A）~（H）の合計7,259.6㎡｝×0.35㎡

2人×10㎡

小　計
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③新庁舎に求める機能・性能に基づいた算出による方法 

  ②国土交通省の基準による方法を基に，近年の行政ニーズの傾向や今後のＩＣＴ（情報

通信技術）の進展による働き方の変化などを視野に入れて，「４－１新庁舎の機能・性能」

において整理した機能を加え，算定しました。 

役職 職員数 換算率 換算職員数 基準面積(㎡) 面積(㎡)

①事務室（※１） 特別職・三役 3 18 54 3.3 178.2

部長 6 9 54 3.3 178.2

課長 31 5 155 3.3 511.5

補佐 22 2.5 55 3.3 181.5

係長 65 1.8 117 3.3 386.1

製図者 0 1.7 0 3.3 0.0

一般職員 191 1 191 3.3 630.3

臨時職員等 88 1 88 3.3 290.4

計 406 714 〔ア〕 2,356.2

執務面積（A） 2,591.9

②会議室 176.0

③電話交換室 68.0

④倉庫 306.4

⑤宿直室 16.6

⑥庁務員室 13.3

⑦湯沸室 78.0

⑧受付及び巡視溜
　（総合案内１F）

6.5

⑨便所及び洗面所 130.0

⑩医務室 105.0

⑪売店 34.6

⑫食堂及び喫茶室 183.0

付属面積（B） 1,117.4

⑬議会関係諸室 840.0

議会関係面積（C） 840.0

⑭打合せスペース
　（執務エリア内）

146.6

⑮書庫 220.0

⑯電算室 145.0

⑰金庫室 12.0

⑱印刷製本室 30.0

⑲新聞記者室 30.0

⑳閲覧室 42.5

業務支援機能面積（D） 626.1

㉑多目的ホール 175.5

㉒集える空間（１F） 236.0

㉓市民相談室
　（打合コーナー）

23.8

㉔ATMコーナー 5.4

㉕自動販売機コーナー 16.0

㉖キッズスペース 16.5

㉗授乳室 40.0

㉘ユニバーサルトイレ 41.4

市民サービス機能面積（E） 554.6

区　分
積　算

職員100人当たり40㎡，10人増すごとに4㎡増加
（補正係数1.1）

換算職員が600～800人
（回線数150～200，ｸﾛｽﾊﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型中継台式）

事務室面積（補正前）(A)×13％

小　計（〔ア〕×補正係数1.1）

1.65㎡×（人数×1/3）＞ 小6.5㎡

職員数（406人）×0.32㎡
職員数400人以上450人未満

１人まで10㎡，１人増すごとに3.3㎡加算（３人）

１人まで10㎡，１人増すごとに1.65㎡加算（警備員：３人）

標準6.5～13㎡×6箇所

（総務省基準を準用：議員定数24人×35㎡）

小　計

37箇所（各部課）×3.96㎡（対向4人席）（※２）

職員数（406人）×0.085㎡

職員数400人以上450人未満

小　計

4人×4.5㎡+機器類面積

現状と同規模

1000冊÷80冊/㎡+18人÷0.6人/㎡

現状と同規模（※３）

現状と同規模

現状と同規模

6ブース×3.96㎡（対向4人席）

2機×2.7㎡

4機×4.0㎡

小　計

325人（職員数の4/5程度）×0.54㎡　（※４）

他自治体事例平均値より算定　（※５）
（庁舎面積：10,000㎡設定×2.36%）

小　計

5人×3.3㎡

2箇所×20.0㎡（授乳スペース×2+調乳スペース）

6箇所×6.9㎡
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※１ 「特別職・三役」事務室：トイレ，洗面器付き個室 

   「部長」「課長」事務室 ：個別部屋は持たずオープンフロアとする 

    上記その他事務室  ：組織改編に対応可能なユニバーサルデスクの採用を想定 

※２ 箇所数は部長・課長数にて算出 

※３ 永久保存・短期保存（１～３年）を想定。文書保存は電子化を徹底する 

※４ 年末年始等で職員が一堂に会するスペースとしても想定する 

※５ 情報コーナー・展示スペースを含む。（参考：ワン・テン大ホール：269 ㎡）   

※６ 休憩・昼食・仮眠などに活用 

※７ 歯磨き・パウダースペースを含む 

 

 

 

 

 

■他市庁舎事例を用い，市民等が集える空間（１F）の広さを想定  

 

 

 

 

 

 

 

㉙備蓄倉庫 13.0

㉚防災通信室 50.0

防災機能面積（F） 63.0

㉛リフレッシュルーム 150.0

㉜更衣室 243.6

福利厚生機能面積（G） 393.6

㉝機械室 831.0

㉞電気室 131.0

㉟自家発電機室 29.0

設備関係面積（H） 991.0

㊱玄関・廊下・階段室等 2,512.2

交通部分・車庫面積（I） 2,512.2

9,689.8

職員406人×0.032㎡（3日分）

5人×4.5㎡+機器類面積

小　計

（A）～（G）が5,000㎡以上，10,000㎡未満（冷暖房）

（A）～（G）が5,000㎡以上，10,000㎡未満（冷暖房）

小　計

100人（職員数の1/4程度）×1.5㎡　（※６）

406人×0.6㎡　（※７）

小　計

合　　　　計

（A）～（G）が5,000㎡以上，10,000㎡未満

小　計

｛（A）～（H）の合計7,177.6㎡｝×0.35㎡

N

o 
庁舎名 建設地 

R2 人口 

（人） 

延床面積 

A（㎡） 
市民空間の名称 

面積 

B（㎡） 

延床面積あ

たりの市民

空間面積の

比率 

B/A（％） 

1 妙高市庁舎 
新潟県 

妙高市 
31,374  9,334 

コラボホール 

コラボサロン 

135 

75 
2.25 

2 燕市庁舎 
新潟県 

燕市 
78,719 10,959 つばめホール 215 1.96 

3 飯塚市庁舎 
福岡県 

飯塚市 
127,577  17,958 多目的ホール 

1F:190 

2F:170 
2.00 

4 延岡市庁舎 
宮崎県 

延岡市 
118,007 18,820 市民スペース 

1F:570 

2F:120 
3.67 

5 須賀川市庁舎 
福島県 

須賀川市 
75,314  17,020 みんなのスクエア 330 1.94 

6 越谷市庁舎 
埼玉県 

越谷市 
345,451 25,021 

みんなの広場 

多目的ホール 

484 

100 
2.33 

      平  均 2.36 
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④近年整備された事例を用いた規模算出による方法  

近年整備された事例を用い，庁舎の職員1人当たりの面積から施設規模を想定します。 

No 自治体名 
H27 人口※1 

（人） 

基本計画時 実施 

竣工年月 延べ床面

積(㎡) 

職員数※２

（人） 

職員 1人

当り面積 

(㎡/人) 

延べ床面

積(㎡) 
階数 

敷地面積

(㎡) 

１ 岩手県釜石市 36,802 8,000 290 27.6 － － ※311,200 予定 2022 

2 青森県五所川原市 55,181 11,000 394 27.9 9,483 3F 13.855 2018.3 

3 岩手県宮古市 56,676 9,000 439 20.5 8,206 6F ※415,590 2018.7 

4 岐阜県羽島市 67,337 10,000 364 27.5 9,800 ５F 22,000 予定 2021 

5 埼玉県吉川市 69,738 8,200 305 26.9 8,195 ３F 15,191 2018.3 

6 福島県須賀川市 77,441 14,000 470 29.8 17,020 7F，1B 16,683 2017.5 

7 栃木県鹿沼市 85,486 12,000 539 22.3 9.990 ６F 9,806 予定 2023 

8 宮城県大崎市 133,391 17,000 716 23.7 － － ※311,300 予定 2022 

9 埼玉県新座市 164,000 15,000 772 19.4 12,711 B1F，5F 15,021 2017.11 

10 宮城県亘理町 34,108 6,785 252 26.9 6,974 3F 27,000 2019.11 

11 滋賀県近江八幡市 82,223 9,000 373 24.1 － － ※312,500 予定 2023 

   平  均 25.1  

※1：平成 27 年国勢調査 

※2：臨時職員を含む 

※3：基本計画時の敷地面積 

※4：宮古市中心市街地拠点施設（市民交流センター，市本庁舎，保健センター）の敷地面積 

 

上記事例の職員１人当たりの平均面積を基に，本市の想定職員数 406 人に対する延べ床

面積を算定すると，約 10,200 ㎡になります。（406 人×25.1 ㎡/人＝10,190.6 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新庁舎の規模（延べ床面積） 

各算定方法による算定結果は，以下のとおりです。 

① 総務省の基準による方法                 約 10,200 ㎡ 

② 国土交通省の基準による方法             約 10,100 ㎡ 

③ 新庁舎に求める機能・性能に基づいた算出による方法  約 9,700 ㎡ 

④ 近年整備された事例を用いた規模算出による方法    約 10,200 ㎡ 

新庁舎建設にあたっては，これらの規模を参考として基本設計段階で 終面積を確

定することになりますが，想定延べ床面積は，今後も社会変化への対応や人口減に伴う

職員数の減少，ＩＣＴ化による働き方の変化など将来性を踏まえ，機能的かつ効率的で

コンパクトな庁舎実現を目指し，9,000～10,000 ㎡程度と想定しつつ，さらなる規

模の縮小について検討を進めることとします。 

■ 想定延べ床面積  9,000 ㎡～10,000 ㎡程度 

※ 

 

※1 自動車車庫・屋外倉庫面積を除く 
※2 さらなる規模縮小も視野に入れ検討 
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（２）新庁舎に必要な屋外倉庫・車庫の面積 

① 屋外倉庫の面積 

現第二庁舎東側の車庫程度の広さを想定し，125 ㎡とします。 

 

② 自動車車庫の面積 

公用車の車庫を必要とする台数は６台です。（P32「（２）公用車用駐車場」参照） 

車輛整備備品の収納スペースを含め，面積は７台分相当のスペースを確保するものと

します。 面積算定は，「新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省）」中型車（乗用車）

基準により，下記のとおりとします。 

 

18 ㎡/台 × 7 台 ＝ 126 ㎡  

 

  

新庁舎においては，現庁舎での配置状況を踏まえ，関係課に対して利用意向を調査し，

以下のとおり想定します。 

 

■ 想定屋外施設面積 

・屋外倉庫  ：  125 ㎡程度 

・自動車車庫 ：  130 ㎡程度 
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4-2-4 駐車場の規模 

駐車場規模は，（1）来庁者用駐車場，（2）公用車用駐車場，（3）職員用駐車場，      

（4）駐輪場，（5）バス・タクシー乗降場 の各台数を算定することにより整理します。 

 

（１）来庁者用駐車場  

来庁車台数は「 大滞留量の近似的計算法（岡田正光 筆）」（以下「近似的計算法」）によ

り算出します。算定にあたっては，下記３つの算定方法により算出した来庁車台数を比較検

討することにより，妥当性を検証しました。（資料編：「Ⅵ. 駐車台数算定」参照） 

 

①「市・区・町・役所の窓口事務施設の調査」（関龍夫 筆）による駐車台数の算定 

 イ）「近似的計算法」における集中率・平均滞留時間による算定 

 ロ）現庁舎駐車場実績値※1 における集中率・平均滞留時間による算定 

② 交通量調査※２及び現庁舎駐車場実績値※1 による駐車台数の算定 

 

※１駐車場実績値： 

 ワン・テン庁舎駐車場の駐車券（令和 3 年 2 月 3 日）を集計 
※2 交通量調査： 

 現庁舎への車両通行量を調査（令和 3 年 2 月 3 日・令和 3 年 3 月 15 日実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来庁者用駐車場の規模 

各算定方法による算定結果は，以下のとおりです。 

 

①  「市・区・町・役所の窓口事務施設の調査」による駐車台数の算定 

 

イ）「近似的計算法」による集中率・平均滞留時間による算定 

135 台  

ロ）現庁舎駐車場実績値における集中率・平均滞留時間による算定 

130 台  

② 交通量調査及び現庁舎駐車場実績値による駐車台数の算定 

125 台 

新庁舎建設にあたっては，今後の人口減少やデジタル技術の進化と活用に伴う車で

の来庁機会の減少，カーシェリングなどによる車の所有や人々の移動（モビリティ）

の概念の変化なども見込まれるため，想定台数を 130 台程度とし，設計の段階におい

ても検討を深めます。 

■ 想定来庁者用駐車台数     130 台程度 

 

※車いす使用者用（3 台），市議会議員用（24 台）を含む 
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※ 車いす使用者対応駐車施設・ゆずりあい駐車場 

車いす使用者対応駐車施設の台数は，「高齢者，障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令（平成十

八年十二月十五日国土交通省令第百十四号）」第１２条により，利用者の用に供する駐車

場が 200 台以下の場合にあっては当該駐車台数の５０分の１を 低限確保するものと

されています。本計画においては，この基準を遵守することとします。 

 

必要駐車台数 ＝ 130 台（来庁者用駐車台数）× 1/50 ＝ 2.6 台 ≒ 3 台 

 

また，車いす使用者用駐車施設とは別に，車いす使用者以外の障がい者，高齢者，妊婦，

けが人など，移動に配慮が必要な利用者に配慮し「ゆずりあい駐車場」を適宜設置します。 

宮城県では，制度の対象となる駐車区画の利用証を交付する制度（宮城県ゆずりあい駐

車場利用制度）があり，本制度の対象となる駐車区画として，「車いす使用者優先区画（幅

広の区画）」と「ゆずりあい区画（通常幅の区画）」の 2 種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公用車用駐車場 

新庁舎配置想定の公用車用駐車台数は，公用車（乗用車）７０台，公用車（バス）１台

とします。なお，上記公用車（乗用車）台数のうち自動車車庫が必要な台数は６台としま

す。 

 

 

（３）職員用駐車場 

職員用駐車場は，敷地の状況を踏まえ，その他事業範囲等を活用し，可能な限り確保し

ます。  
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（４）駐輪場  

① 来庁者用駐輪場 

来庁者用駐輪場台数については，協働空間の充実やイベントの開催等で自転車利用者

が増加することを想定し，現状（本庁舎分）の８台の２倍である 16 台と設定します。 

 
 

② 職員用駐輪場 

職員用駐輪場は，令和元年度実施した職員通勤方法調査から，新庁舎に配置する想定職

員数に合わせて想定した，自転車 18 台，バイク 16 台の 34 台分を確保することとし

ます。 

 

［職員通勤方法調査（令和元年度）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車】必要台数 ＝ 406 人 × 4.3％ ≒ 18 台 

【バイク】必要台数 ＝ 406 人 × 3.8％ ≒ 16 台 

 

必要駐輪場台数（①＋②）計 ＝ 50 台 

 

 

（５）バス・タクシー乗降場 

バス乗降場については１台分，タクシー乗降場については２台分確保することとしま

す。 
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（６）駐車場（駐輪場）必要面積 

（１）～（５）で算定した必要駐車台数から，新庁舎における駐車場（駐輪場）必要面

積を以下のとおり設定します。 

駐車場１台当たりの駐車面積は，国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準の自動車置

場・中型車１台につき 25 ㎡として算定します。来庁者用駐車場については，車いす使用

者対応駐車施設 3 台分のスペースを確保し，1 台につき 30 ㎡とします。 

また，駐輪場の面積は，1 台当たり幅 0.8ｍ×奥行 2.0ｍ＝1.6 ㎡として算定します。

以下に想定される駐車場（駐輪場）必要面積を示します。 

 

 [新庁舎駐車場（駐輪場）必要面積] 

種別 必要駐車台数

(台) 

単位面積(㎡) 必要面積(㎡) 

（１）来庁者用※１ 127 25 3,175 

車椅子使用者用 3 30 90 

（２）公用車用（乗用車） 70 25 1,750 

   公用車用（バス） 1 70 70 

（３）職員用 — — — 

（４）駐輪場 50 1.6 80 

（５）バス乗降場 １ 70 70 

タクシー乗降場 2 25 50 

合 計 5,285 
※１ 市議会議員用駐車場を含む 

 

なお，上記で算定した駐車台数及び駐車場面積は，今後基本設計等の段階において，

建築計画や平面配置計画等とあわせ，より詳細（具体的）な規模を検討していくため，

実際の整備では変わることがあります。 
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４－３ 新庁舎が備える機能と規模

新庁舎に備える機能と規模を下記のとおり想定します。 

［新庁舎が備える機能と想定規模］ 
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４－４  新庁舎のフロア構成 

新庁舎の機能配置（フロア構成）は，市民サービス向上や業務の効率化向上を図ることが

できるよう，概ね次のようなフロア構成とします。なお，建物全体としては屋外広場や駐車

場とのバランスを考慮した上で極力低層化を図り，階数を４～6 階建程度を想定します。 

 

①低層階 

・ 市民利用の多い窓口や市民交流機能を配置し，市民の利便性向上を図ります。 

・ 業務連携等が必要な部署は，可能な限り近接した配置とします。 

・ 市民等の集える空間は低層階に配置し，開放的で明るく，市民が気軽に集い利用で

きるものとします。 

・ 地場産品や観光資源の情報発信を行う PR スペース，行政資料の閲覧コーナー，情

報端末コーナーを備えた市政情報スペースを計画します。 

・ 市民利用の空間と執務空間を区分し，セキュリティの向上を図ります。 

 

②中・高層階 

・ 日常的な窓口業務を有しない部署や防災機能を担う部署を中心に配置します。 

・ 特別職の執務室，災害対策本部などは連携可能な位置に配置し，災害時の対応をス

ムーズに行えるようにします。 

・ 議場及び議会関連諸室は，高層階に配置し，議員，傍聴者，市民，職員等の各動線

に配慮した計画とします。 

・  

③その他 

・ 会議室（大会議室，中会議室，小会議室）や応接室は，利用人数やフロア構成に合

わせ適正位置に配置します。また，日常的な職員打合せコーナーや外部からの来庁

者打合せコーナーを設けます。 

・ 執務スペース内にはペーパーレス化等に合わせた書類キャビネットを配置し，文書・

備品倉庫スペースは，全フロアに適切かつ効率的に確保します。 

・ サーバー室は，大規模災害やセキュリティ等に配慮した計画とします。 

 

［機能配置イメージ］ 


	
	1_気仙沼市新庁舎建設検討委員会設置要領
	2_庁内ワーキンググループ
	00_新庁舎ワーキングメンバー
	01_2_開催状況記録_WG
	02_気仙沼市庁内WG_次第_基本計画書版
	02-2_市民サービス向上まとめ_基本計画書版
	03_気仙沼市庁内WG_次第_基本計画書版
	03-2_業務効率化まとめ_基本計画書版
	04_防災機能WG_次第
	04-2_防災WGまとめ_基本計画書版
	05_気仙沼市庁内WG_次第_基本計画書版
	06_気仙沼市庁内WG_次第_基本計画書版
	07_アンケート集計_コクヨ
	08_アンケート集計_紫波町
	09_アンケート集計_五所川原

	3_既存施設利活用比較表
	4_防災条件資料
	5_交通量調査・解析
	6_駐車場算定




