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はじめに

本市の本庁舎は昭和３８年１２月に竣工し、平成２９年１２月で建築後５４年を迎え、老朽化とともに、狭隘

化の進行や機能面での不備も目だってきています。

そのため、建替えを含めた庁舎のあり方を総合的に検討する時期にきているとの考えから、平成２９年５月に

宮崎市庁舎問題検討委員会の「専門部会」の作業部会として、「庁舎問題検討ワーキングチーム」（以下「ＷＴ」

という。）を新たに発足し、検討を開始したところです。

庁舎のあり方について議会や市民の皆様方にご議論いただくための「検討材料」として、ＷＴで検討を重ね、

宮崎市庁舎問題検討委員会の「専門部会」⇒「幹事会」⇒「委員会」で協議し、今回、庁舎のあり方に関する検

討内容という形で取りまとめたところです。

【 「宮崎市庁舎問題検討委員会」の検討体制 】

NO 会議名 開催回数

１ 委員会 ２回

２ 幹事会 １回

３ 専門部会 ４回

４ WT ７回

第１章 現状の庁舎の課題（本編P１～１３）

１ 庁舎としての機能の課題（本編P１～９）

（１）防災上の拠点施設としての耐震性の課題 （２）洪水による庁舎の浸水の可能性

（３）庁舎の分散化 （４）庁舎の狭隘化 （５）ユニバーサルデザインへの配慮の課題

（６）駐車場の課題 （７）環境への配慮の課題

本庁舎は、平成１３年度に耐震補強工事を実施していますが、必要最低限の耐震性は確保されていますが、

平成２８年４月に発生した熊本地震のような震度7の地震が発生した場合、構造体の十分な機能が確保できな

い可能性が考えられます。

また、図表１－１のとおり、国が定める基準では「構造体」がⅢ類、「建築非構造部材」がＢ類、建築設備等

が乙類に該当し、被災時に補修することなく建物を使用することができない恐れがあり、災害対策活動等に支

障が生じることが懸念されます。

本庁舎は、災害後、市民の安全や生活のために必要な指揮命令、情報の収集、発信等のためにも防災上の拠

点施設として十分に機能することが求められています。

図表１－１ 国が定める「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」

部位 分類 耐震安全性の目標 ※重要度係数

構造体

Ⅰ類 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。 １．５

Ⅱ類 大地震後、構造体の大きな補修をすることなく建築物として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。 １．２５

Ⅲ類 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力低下は著しくない

ことを目標とし、人命の安全確保を図る。

１．０

建築非

構造部材

Ａ類 大地震後、災害応急対策活動や被災者の受入れの円滑な実施、又は危険物の管理の上で、

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ている。

Ｂ類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と

二次災害の防止が図られている。

建築設備等

甲類 大地震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。

乙類 大地震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。

市 長

「庁舎問題検討委員会」

委員長：木下副市長、副委員長：原田副市長

委 員：関係部局長

「幹事会」

幹事長：庁舎管理課長、幹事会幹事：関係課長

「専門部会」

部会長：庁舎管理課長

部会員：企画政策課長、財政課長、人事課長、危機管理課長、

建築課長、都市計画課長、建築指導課長

★ＷＴ（専門部会の作業

部会）（原則、係長級）
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本庁舎は、南海トラフ巨大地震や日向灘地震による津波の被害想定では、浸水想定区域外となっています。し

かしながら、洪水被害については、平成２８年８月に国土交通省の宮崎河川国道事務所が想定し得る最大規模の

雨量想定（２４時間で総雨量６１２ｍｍ）を公表し、図表１－２のとおり、本庁舎は、大淀川が増水により氾濫

した場合の浸水深が、約0.38ｍ～2.01ｍとなったところです。

図表１－２ 洪水による浸水想定区域図（想定し得る最大規模の雨量想定）

また、行政需要の増加により庁舎の狭隘化は進み、周辺の庁舎にも市民の利用頻度が高い部署の窓口を分散せ

ざるを得ず、結果として来庁者に移動を強いることもあり、目的に応じてそれぞれの窓口を渡り歩かざるを得な

い状況となっています。

庁舎の分散化により、庁舎内部が複雑化し、市民が目的とする部署や窓口を把握しにくい状況となっており、

来庁者にとって利便性の低い状態となっています。（図表１－３）

平成２８年度には、清武総合支所の空きスペースへ教育委員会を移転するなど狭隘化対策を実施しましたが、

（図表１－４）のとおり、本庁舎から第四庁舎までの一人当たりの延床面積は、約１３.１５㎡／人となっており、

依然として、中核市の平均（「長崎市新庁舎建設基本計画」より）の約２１.61㎡／人を大幅に下回っている状況

です。

図表１－３ 本庁舎の周辺図

図表１－４ 本庁舎周辺の概要

本庁舎 第二庁舎
第三庁舎 第四庁舎 会議室棟

本館部 増築部 旧館部 新館部

建築年 Ｓ38 Ｈ16 Ｓ42 Ｈ元 Ｓ40 Ｈ4 Ｈ9

建物構造 ＲＣ造 ＲＣ造 ＲＣ造 Ｓ造 ＲＣ造 ＳＲＣ造 Ｓ造

階数 ８階 5階 5階 9階 3階 11階 2階

延床面積

（㎡）

11,334.72 6,775.06 1,462.21 2,393.64 728.74

21,965.63 ㎡

職員数

（臨時含む）

約 650 人 約 700 人 約 170人 約 150 人 －

約 1670人

一人当たり

の延床面積

17.43 ㎡ 9.68 ㎡ 8.60 ㎡ 15.96 ㎡ －

13.15 ㎡／人

（※中核市平均・・・約 21.61㎡／人）
－

宮崎市役所（本庁舎側）

最大浸水深 0.38m

継続時間 0.0 時間

宮崎市役所（市民プラザ側）

最大浸水深 2.01m

継続時間 30.5 時間

宮崎駅

最大浸水深 0.58m

継続時間 11.8 時間

宮崎県庁

最大浸水深 1.79m

継続時間 41.8 時間

県立宮崎病院

最大浸水深 1.19m

継続時間 18.8 時間

会議室棟

本庁舎

○市長室・副市長室

○企画財政部 ○総務部

○地域振興部 ○福祉部

○会計管理者 ○議会事務局

○議会

第二庁舎

○税務部 ○地域振興部

○環境部 ○福祉部

○観光商工部 ○建設部

○都市整備部

第三庁舎

○税務部
第四庁舎

○農政部 ○建設部

○選挙管理委員会事務局

○監査事務局

○農業委員会事務局
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２ 本庁舎の耐用年数（本編P１０～１３）

本庁舎のコンクリート強度は平成 28年度に行った抜き取り試験の結果、平均値で23.3Ｎ/mm2となっていま

す。コンクリート耐久設計基準強度を「24N/mm2」とすると、計画供用期間の級は「標準」となり、計画供用

期間はおおよそ「65年」となります。

JASS5 構造体の耐久設計基準強度の級及びコンクリート耐久設計基準強度

よって、日本建築学会の「建築物の耐久計画に関する考え方」による「ＲＣ造の鉄筋に防錆処置を行わない通

常の建物」の計算式から、本庁舎の推定耐用年数を求めると、以下のとおりとなります。

本庁舎の耐用年数は、「６５年」と推定されます。

⇒平成４０年１２月で、築「６５年」を迎えるため、何らかの対策が必要。

第２章 市民意識調査（本編P１４～１８）

市民の皆様が、市役所の庁舎をどのように利用されているのか、またどのように感じているか等を把握するた

め、「平成２９年度 宮崎市のまちづくりに関する市民意識調査」において、庁舎利用に関して、以下のとおり調

査を行いました。

１ 調査の概要（本編P１４）

２ 調査結果のポイント（本編P１４～１８）

（１）庁舎訪問の頻度

年に３～４回（３４．７％）あるいは年に１回程度（３４．１％）が多くなっています。

（２）庁舎訪問の交通手段

庁舎訪問の主な交通手段としては、「自家用車」が７８．８％と最も多く、次いで「バス」が利用されています。

調査対象 宮崎市に在住する１８歳以上の男女３，０００人

抽出方法 住民基本台帳データより無作為抽出

調査方法 郵送配布・郵送回収

調査期間 平成２９年８月１１日から８月３１日

回収数 １，２９５票（回収率４３．２％）

計画供用期間の級 計画供用期間
ｺﾝｸﾘｰﾄ耐久設計基準強度

（N／㎜ 2）

短 期 おおよそ 30年 18

標 準 おおよそ 65年 24

長 期 おおよそ 100 年 30

超長期 おおよそ 200 年 36

78.8%

12.3%

8.5%

4.9%

2.7%

2.3%

0.9%

0.7%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自家用車

バス

自転車

徒歩

タクシー

バイク

電車

その他

無回答

問２．あなたが、市役所を訪れる場合、どのような交通手段を利用しますか【複数回答】（N=1,295）

鉄筋コンクリート造の鉄筋に防錆処置を行わない通常の建物の耐用年数の推定について

日本建築学会の「建築物の耐久計画に関する考え方」を参考とすると、目安となる目標耐用年数を以下の式

で算出できます。

Ｙ＝ＹＳ×Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ×Ｆ×Ｇ×Ｈ

Ｙ ： 目標耐用年数（推定耐用年数）

ＹS： 標準耐用年数 （６５年）

Ａ ： コンクリート種類 普通コンクリート＝1.0 軽量コンクリート＝0.95

Ｂ ： セメント種類 ポルトランドセメント＝1.0 高炉セメントA＝0.8 高炉セメント B＝0.8

Ｃ ： 水セメント比 65％＝1.0 60％＝1.2 55％＝1.5

Ｄ ： 被り厚さ 20 ㎜＝0.25 30 ㎜＝0.56 40 ㎜＝1.0 50 ㎜＝1.56

Ｅ ： 外壁仕上げ材 無＝0.5 複層塗材＝1.0 モルタル 15 ㎜以上＝1.5 タイル＝3.0

※ただし、15 ㎜以上の増打ちしているものは打ち放しでも、モルタル

15 ㎜以上塗ったものと同等と扱う。

Ｆ ： コンクリートの施工状況 通常の施工＝1.0 入念な施工＝1.5

Ｇ ： 建物維持保全の程度 劣化後も補修しない＝0.5 劣化部分を補修する＝1.0

Ｈ ： 地域 一般＝1.0 凍結融解を受ける地域＝0.9 海岸＝0.8

この式を用いた本庁舎は 推定耐用年数＝６５．５２年 と算出されます。
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（３）庁舎訪問の目的

庁舎訪問の主な目的としては、「転出転入の住民異動届、住民票や戸籍、印鑑証明などの請求、結婚や出生等の

各種届出のこと」（６３．２％）、「国民健康保険や国民年金のこと」（２５．７％）が多く、税に関することや各

種福祉サービスに関することが続いています。

（４）施設面・環境面での感想

庁舎訪問時の施設面・環境面での感想については、「ひとつの庁舎だけで用事が済まず、他の庁舎に行かなけれ

ばならない」（３６．０％）が最も多く、「駐車場・駐輪場が足りない」（３２．７％）、「行きたい場所がどこにあ

るのか分かりにくい」（３２．０％）と続きます。

なお、「その他」として、「大淀川の側にあるため、津波や洪水が発生した際に機能が失われないか不安である」、

「駐車場が遠い」、「手続きの間、乳幼児が待てるスペースがあるといい」、「執務スペースにもっとゆとりがある

といい」等の意見がありました。

（５）これからの庁舎に求めるもの

これからの庁舎に求めるものとしては、「ひとつの窓口で、全ての用事を済ますことができる」（５３．３％）

が最も多く、「災害からの復旧・復興を図る防災上の拠点施設としての機能を有している」（４３．２％）、「駐車

場や駐輪場にゆとりがある」（４１．０％）と続いています。

なお、「その他」として、「ひとつの庁舎で、全ての機能を備える」、「経費節減」、「相談しやすいスペースの拡

充」、「防犯対策」等の意見がありました。

36.0%

32.7%

32.0%

20.3%

13.0%

11.1%

10.2%

8.5%

7.8%

6.1%

5.9%

1.3%

24.0%

4.8%

0.0% 20.0% 40.0%

ひとつの庁舎だけで用事が済まず、

他の庁舎に行かなければならない

駐車場・駐輪場が足りない

行きたい場所がどこにあるのか分かりにくい

施設が古く安全性等に不安を感じる

庁舎周辺の交通事情が悪い

休める（くつろげる）場所がない

高齢者・障がい者にとって利用しにくい

ロビー、待合スペース、廊下などが狭い

プライバシーを守れる相談スペースがない

トイレや授乳室などが使いづらい

売店が使いづらい

市議会の傍聴席の場所が分かりにくい

特に問題を感じなかった

その他

問４．あなたは、市役所を訪れて、施設面・環境面でどのように

感じましたか【複数回答】（N=1,295）

53.3%

43.2%

41.0%

36.8%

25.3%

14.7%

9.4%

8.5%

8.1%

7.9%

2.9%

8.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ひとつの窓口で、全ての用事を済ますことができる

災害からの復旧・復興を図る防災上の

拠点施設としての機能を有している

駐車場や駐輪場にゆとりがある

高齢者、障がい者、子どもなど

全ての人が利用しやすい施設である

交通の利便性が高い

市民が休める、憩えるスペースがある

市民活動などの利用できるスペースがある

周辺の景観と調和した建物である

売店などが充実している

地球環境に優しい建物である

その他

無回答

問５．あなたが、これからの市役所に求めるものは何ですか

【複数回答】（N=1,295）
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第３章 課題の解決に向けた「大きな方向性」（本編P１９～６０）

★課題の解決に向けた「大きな方向性」★

Ⅰ：更なる長寿命化 Ⅱ：民間ビル等の賃借 Ⅲ：庁舎の建替え

１ 大きな方向性Ⅰ：更なる長寿命化（本編P２０～３６）

（１）長寿命化改修の概要

【対象施設】本庁舎～第四庁舎（本庁舎のみ免震改修で耐震補強工事も実施します）

・長寿命化改修は、仕上材や既存設備を撤去し、いったん構造躯体のみの状態にした上で（写真３－１）、

耐震補強（本庁舎のみ）、耐久性向上のための改修や非構造部材の耐震対策を実施し、設備や仕上げを一新

することを想定します。（写真３－２）

図表３－１ 長寿命化改修の工事概要
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a.構造躯体の経年劣化を回復するもの

・コンクリートの中性化対策

・鉄筋の腐食対策

b.耐久性に優れた材料へ取替えるもの

・劣化に強い塗装、防水材、内装仕上材等の使用

c.維持管理や設備更新の容易性を確保するもの

・容易に更新可能な設置場所への変更

・材料や設備が汎用品であるものを使用

d.水道、電気、ガス管等のライフラインの更新

・老朽化した配管の取替え
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e.安全・安心な施設環境の確保

・防災機能の強化

・事故防止、防犯対策

f.環境に配慮した改修

・省エネルギー、再生可能エネルギーに対応した照明・空調・給排水機器への取替え

・デザイン性の高い、高機能な内外装材への取替え

g.多様な情報化社会への対応

・情報機器の更新

h.バリアフリー社会への対応

・ユニバーサルデザインに考慮した改修

写真３－１ 内部改修イメージ（仕上材を撤去した状態） 写真 3ー２ 柱補強イメージ写真（連続炭素繊維補強）

【仮設計画】

a.仮設庁舎①：第５駐車場（第二庁舎西側）に設置することとし、設置規模については本庁舎１階（2,300 ㎡）

と同程度とした鉄骨造プレハブ３階建ての仮設庁舎（約 2,450 ㎡）を想定しています。

ｂ.仮設庁舎②：橘公園に設置することとし、設置規模については、市民プラザの入口が近くにあるために規模も

制限されるため、仮設庁舎①と同程度（約2,450㎡）を想定しています。また、仮設庁舎設置にあ

たり橘公園の仮撤去・復旧が必要になります。

ｃ.駐車場 ：仮設庁舎設置により不足する約１００台程度については、松橋駐車場を立体駐車場とすることで、

解消します。立体駐車場の駐車台数は２５０台程度とし、規模は５階建て（５層６段）とします。

【パターン１】

第５駐車場に仮設庁舎①のみ設置する場合は、すべての改修を終えるのに１３年の期間が必要となります。

【パターン２】

工期の短縮のために、仮設庁舎を、第５駐車場（仮設庁舎①）と橘公園（仮設庁舎②）の２ヶ所設置する場合

は、すべての改修を終えるのに９年の期間が必要となります。

第二庁舎

本庁舎

第三庁舎

立体駐車場

仮設庁舎①

仮設庁舎②

【パターン１】

は、仮設庁舎①の

み（１ヶ所）

【パターン２】は、

仮設庁舎①と仮設

庁舎②（２ヶ所）

図表３－２ 工事概要
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図表３－３ パターン１（仮設庁舎１箇所）の工事期間

図表３－４ パターン２（仮設庁舎２箇所）の工事期間

必要年数
仮設庁舎①のみ

（2,450 ㎡程度）
その他

１年目 ー 松橋駐車場を立体駐車場 にする。

２年目 仮設庁舎①建設 ー

３年目 本庁舎 １階 ー

４年目 本庁舎 ２階 ー

５年目 本庁舎 ３階 ー

６年目 本庁舎 ４階 ー

７年目 本庁舎 ５階 ー

８年目 第二庁舎 １・２階 ー

９年目 第二庁舎 ３・４階 ー

１０年目 第二庁舎 ５～８階 ー

１１年目 第三庁舎 全階 ー

１２年目 第四庁舎 全階 ー

１３年目 仮設庁舎①撤去・ 駐車場復旧

パターン１（総額約１３４億円）とパターン２（総額約１３７億円）を比較すると、パターン２は工事期間で

４年短縮が可能ですが、仮設庁舎設置に関する工事費用で、約３億５千万円を多く掛かります。

また、パターン２では橘公園にも仮設庁舎を設置するため、８年間は公園として利用できなくなります。更に

市役所および市民プラザのアプローチが悪くなるため、利便性が低下することになります。

仮設庁舎の規模・構造・設置場所については建設コストや工期、利便性等を総合的に考慮する必要があります。

（２）長寿命化改修の費用

長寿命化改修工事を行うことで一時的な延命化は可能ですが、改修後に建築物が何年持つのかということは

はっきりとは言えないところです。日本建築学会では、建築物の望ましい計画供用期間を、普通品質で５０～

８０年としていることから、上限値の「８０年」を、今回の長寿命化改修の計画供用期間とし、長寿命化改修

工事を行わない「６５年」と保全費用※を比較しました。仮設庁舎は、パターン１で算出しています。

保全費用※：施設を維持するために必要となる費用の合計。［保全費用=経常経費＋改修費］

庁舎別に保全費用を比較すると、全体として供用年数６５年の場合、１年に掛かる保全費用は約４億円／年

に対し、供用年数８０年の場合、１年に掛かる保全費用は約９億円／年となります。

図表３－５ 庁舎別保全費用

※長寿命化に要する改修費用の総額（大規模改修費＋耐震改修費＋仮設庁舎費等）は、約１３４億円となります。

図表３－６ 長寿命化改修費用

供用年数６５年

（千円／年）

供用年数８０年

（千円／年）

差（80年－65年）

（千円／年）

本庁舎 204,000 575,000 371,000

第二庁舎 124,000 196,000 72,000

第三庁舎 25,000 45,000 20,000

第四庁舎 55,000 78,000 23,000

合計 408,000 894,000 486,000

長寿命化改修費用（千円）

本庁舎 9,349,000

第二庁舎 2,518,000

第三庁舎 579,000

第四庁舎 912,000

合計 13,358,000

必要年数

仮設庁舎２ヶ所

その他仮設庁舎①

（第 5駐車場：2,450 ㎡程度）

仮設庁舎②

（橘公園：2,450 ㎡程度）

１年目 ー ー
松橋駐車場を

立体駐車場 にする。

２年目 仮設庁舎①建設 公園仮撤去 ー

３年目 第二庁舎 １・２階 仮設庁舎②建設 ー

４年目 第二庁舎 ３・４階 本庁舎 １階 ー

５年目 第二庁舎 ５～８階 本庁舎 ２階 ー

６年目 第三庁舎 全階 本庁舎 ３階 ー

７年目 第四庁舎 全階 本庁舎 ４階 ー

８年目 本庁舎 ５階 仮設庁舎②撤去 ー

９年目
仮設庁舎①撤去・

駐車場復旧
公園復旧 ー
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２ 大きな方向性Ⅱ：民間ビル等の賃借（本編P３７）

「民間ビル等の賃借」を検討するにあたり、以下の２通りの可能性について検討を行いました。ただし、検討

エリアについては、後述する「庁舎の建替え」と同様、まちづくり施策の観点や来庁者の利便性を考慮し、いず

れも宮崎市中心部としています。

（１）「他の官公庁（国、県）の賃借」の可能性

（２）「民間ビルの賃借」の可能性

（１）他の官公庁（国、県）の賃借

国（宮崎財務事務所）及び宮崎県の所管する庁舎において、現在及び将来的にも賃借可能な余剰スペースがあ

るか聞き取り調査を実施しました。

結果としては、国及び宮崎県のいずれも賃借可能な余剰スペースはないとのことでした。

（２）民間ビルの賃借

宮崎市の本庁舎から第四庁舎の庁舎規模は、以下のとおりとなっています。

図表３ー７ 現在の本庁舎～第四庁舎の延床面積

現在の宮崎市中心部における不動産物件においては、上記の延床面積の全てを確保できるスペースはありませ

ん。また、空いている部屋はありますが、ビルが数十箇所以上、また部屋数も相当数に分散する状況となります。

仮にいくつかの部署（課単位）のみ移転することは、執務面積だけでいえば可能ですが、今以上に分散化が進

むことになり、更に市民サービスが低下することになります。

また、建物の建築年度にもよりますが、民間ビルは市庁舎が求められている防災上の拠点施設としての耐震性

能を有しているとは限らず、仮に民間ビルを賃借した場合の地震後における市役所業務の継続性も考慮する必要

があります。

このようなことを総合的に考慮すると現実的には民間ビルの賃借も難しい状況となっています。

庁舎名 延床面積 備考

本庁舎 11,335 ㎡ 増築部を含む

第二庁舎 6,775 ㎡ 旧館部及び新館部の合算

第三庁舎 1,462 ㎡

第四庁舎 2,394 ㎡

合計 21,966 ㎡

３ 大きな方向性Ⅲ：「庁舎の建替え」（本編P３８～６０）

（１）庁舎の規模、駐車場台数の想定

庁舎の建替えの検討を進めるに当たって、まず必要な面積を算定することにより、その規模を想定する必要が

あります。想定配置職員数は、現在の本庁舎～第四庁舎、教育委員会、福祉部子ども未来局親子保健課を基本（以

下「本庁舎等」という。）として、消防局（局機能のみ）と上下水道局を含めた以下の４パターンで検討を行いま

した。なお、上下水道局は上下水道料金収入による独立した公営企業であり、本庁舎等とは別会計でもあるため、

庁舎規模を決定していく上では考慮が必要となります。

図表３－８ 想定配置職員数

庁舎の規模の算定方法としては、以下の２案で検討を行いました。

（ア）総務省起債対象事業費の面積算定基準による算定（平成 22 年度に廃止）

（イ）他自治体における庁舎建設事例の職員一人当たりの床面積による算定

図表３ー９ 想定配置職員数と各算定方法毎による庁舎規模の算定

また、庁舎に設置する駐車場の規模の算定については、第１章でも記載したとおり、繁忙期での駐車場不足や

河川敷駐車場の増水時の浸水等を考慮する必要があることや、第２章の市民意識調査でも分かるとおり、市役所

への交通手段の約８割が自家用車という現状を勘案すると、少なくとも現状の台数程度は必要であると考えられ

ます。

パターン 職員数 対象庁舎

パターン① 1,870 人 本庁舎等

パターン② 1,950 人 本庁舎等＋消防局

パターン③ 2,050 人 本庁舎等＋上下水道局

パターン④ 2,130 人 本庁舎等＋消防局＋上下水道局

パターン① パターン② パターン③ パターン④

（ア）総務省算定基準 44,306.4 ㎡ 46,247.7 ㎡ 48,651.8 ㎡ 50,593.2 ㎡

（イ）他自治体事例 44,580.8 ㎡ 46,488.0 ㎡ 48,872.0 ㎡ 50,779.2 ㎡

（ア）と（イ）平均 44,443.6 ㎡ 46,367.9 ㎡ 48,761.9 ㎡ 50,686.2 ㎡

★ 庁舎の規模（想定）★

①延床面積：約４５,０００ｍ２ ～ ５０,０００ｍ２

②駐車場：約５５０台
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（２）「場所」について

庁舎の「場所」は、本市のまちづくりに大きな影響を及ぼすことが考えられるため、これまで進めてきたまち

づくりの施策上の観点を考慮し、関連計画である宮崎市都市計画マスタープラン、宮崎市地域防災計画等と整合

を図ることが重要です。また、実際に新庁舎建設を行う場合には、議会や市民の意向を十分考慮することも重要

になります。

①まちづくり施策上（関連計画等）の観点

１）「宮崎市都市計画マスタープラン」（H29見直し中）

現在の本庁舎は、都市計画マスタープランにおける「中核拠点」及び「防災拠点」に位置していますが、庁

舎を建設する「場所」を検討し、決定する上でこれらは重要な要素になります。

（ｱ）中核拠点・・・橘通周辺、宮崎駅周辺、中村町周辺

・中心市街地としての拠点性を高める ・中心市街地の活性化、都市機能の高質化

・新たな都市文化の創造、発信拠点づくり

・非常時における指揮命令、情報の収集、発信等防災拠点としての機能充実

（主要な行政機能が集積している特性を活かす）

（ｲ）防災拠点・・・橘通周辺、宮崎駅周辺

・大規模自然災害に備え、防災に関する指揮命令、情報の収集、発信等防災拠点としての機能充実

２）宮崎市地域防災計画（地震災害対策編）

・市役所・・・防災中枢施設（災害復旧の応急対策活動の拠点となる防災上の重要建築物）

「場所」の前提条件（案）

１ これまでのまちづくりの施策を踏まえ、既存のインフラ等を活用できる場所であること

２ 分かりやすい場所であること

３ 公共交通機関の利用によるアクセスが容易であること

４ 県庁等の他の官公署と連携しやすい場所であること

これらの前提条件から、「場所」については、以下の案で選定を進めることが適当と考えます。

なお、「中核拠点」については、国土交通省の大淀川洪水浸水想定区域図では浸水想定区域も含まれるため、庁

舎を整備する場合には、嵩上げ工事を行う等の必要な浸水対策を講じて、防災上の拠点施設としての機能を確保

する必要があります。

（３）庁舎の建替えの概要について

新庁舎の建設には、「現在地での建替え」及び「移転」の２通りが考えられるため、それぞれについて、以

下の通り検討を行いました。「現在地での建替え」では、現在の庁舎を使用しながらの工事になることから、

庁舎及び駐車場の位置関係や建て替えの順序等を考慮し、複数のパターンで検討を行いました。

また「移転」については、具体的な場所での検討ではなく、必要最低限な敷地面積として現在地の面積と

同規模である19,000㎡と想定して、検討を行いました。

駐車場については、現在の駐車台数と同程度である550台と想定して検討を行いました。「現在地での建

替え」の場合、大淀川増水時には、現在使用している河川敷駐車場が使用不可となることから、河川敷駐車

場の駐車台数を別途確保する必要がありますが、現在地の敷地上の制約により、立体駐車場の建設を前提と

しています。

なお、地下駐車場の建設も考えられますが、洪水による浸水の危険性等を考慮し、今回の想定パターンに

は入れていません。

図表３－１０ 庁舎建替えの工事概要

※1 現在地の敷地面積 約 18,800 ㎡（本庁舎等敷地面積約 16,000 ㎡、松橋駐車場約2,800 ㎡）

※2 現在地と同規模の敷地面積を想定

パターン
建設場所

敷地面積
工事概要

B-1

現在地（松橋駐車場を含み、第四庁舎を除く）

約 18,800 ㎡※1

新庁舎２棟 ＋ 立体駐車場（松橋駐車場）＋ 平面駐車場

B-2

現在地（松橋駐車場を含み、第四庁舎を除く）

新庁舎３棟 ＋ 立体駐車場（松橋駐車場）＋ 平面駐車場

＋ 橘公園等再整備

B-3

現在地（松橋駐車場を含み、第四庁舎を除く）

新庁舎２棟 ＋ 立体駐車場 ＋ 平面駐車場（松橋駐車場は既存のまま）

＋ 橘公園等再整備

C-1

移転：想定（商業系地域・住居系地域）

19,000 ㎡※2新庁舎 ＋ 平面駐車場 ＋ 緑地等

C-2

移転：想定（商業系地域）

19,000 ㎡※2新庁舎 ＋ 立体駐車場 ＋ 平面駐車場 ＋ 緑地等

★「場所」のエリア（案）★

都市計画マスタープラン上の「中核拠点」
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（４）概算事業費（直接建設方式の場合）

民間活力を活用した場合、事業手法により事業費は変わってくるため、現時点での想定はできません。よって

従来型手法である直接建設方式にて発注した場合の事業費を想定します。

概算事業費の想定においては、岐阜市（H29.2 実施設計）の事例を主に参考としました。

（例）【B-1】現在地での建替えパターン１

（例）【C-１】移転での建替えパターン１

（５） 事業手法について

公共工事の整備については、従来型の直接建設方式のほか、設計から建設、そして維持管理・運営までの一連

業務に民間資金や技術力を活用する事例もあり、本市にとって最適な事業手法を選定する必要があります。

図表３ー１１ 事業手法の概要

図表３ー１２ 主なPFI 方式の事業方式

※事業方式のスキームの詳細は、本編に記載しています。

事業手法

従来型手法 PPP（公民連携）

直接建設方式

DB方式

（Design-build)

DBO方式

（Design-build

-Operate）

PFI 方式

(Private-Finance

-Initiative)

リース方式

概要

設計、建設、維持管

理及び運営業務をそ

れぞれ民間事業者へ

発注する公共事業の

最も一般的な方式。

民間事業者に設計

（Ｄ）、建設（Ｂ）、

又は維持管理及び運

営（Ｏ）を一括して

発注する方式。

ＰＦＩ法に定められ

た手続きに従い、設

計、施工及び維持管

理業務を包括的に実

施する事業者を選定

し、これらの企業が

設立した特別目的会

社に一括発注する方

式。

民間事業者とリース

契約を締結し、民間

事業者が施設の設

計、施工及び維持管

理業務を一括的に実

施する方法。

事業期間中リース料

を支払い、期間終了

後に、施設の譲渡を

受ける事も可能。

資金調達 行政 行政 民間事業者 民間事業者

資金回収方法 ― ―
利用料金 又は 行政

からのサービス対価
リース料

PFI 方式の事業手法 内 容

ＢＴ方式

（Build - Transfer）

建設 譲渡

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を「設計・建設」

・建設終了後、施設の所有権を行政に「譲渡」

ＢＯＴ方式

（Build - Operate - Transfer）

建設 運営 譲渡

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を「設計・建設」

・民間事業者が契約期間中「管理・運営」し、資金回収

・事業終了後、施設の所有権を行政に「譲渡」

ＢＴＯ方式

（Build - Transfer - Operate）

建設 譲渡 運営

・民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を「設計・建設」

・建設終了後、施設の所有権を行政に「譲渡」

・民間事業者が契約期間中「管理・運営」し、資金回収

単 位 単 価

① 庁舎建設費 45,000 ～ 50,000 ㎡ 436千円 196.2億円 ～ 218.0億円

② 立体駐車場整備費 10,500 ～ 12,000 ㎡ 169千円 17.7億円 ～ 20.3億円

③ 外構・平面駐車場整備費 12,100 ～ 12,100 ㎡ 30千円 3.6億円 ～ 3.6億円

④ 設計・監理・引越し等 45,000 ～ 50,000 ㎡ 15千円 6.8億円 ～ 7.5億円

⑤ 解体撤去費 21,966 ～ 21,966 ㎡ 29千円 6.4億円 ～ 6.4億円

230.7億円 ～ 255.8億円

内 訳 想 定 面 積 概 算 事 業 費

【 B-1 】 概 算 事 業 費

単 位 単 価

① 庁舎建設費 45,000 ～ 50,000 ㎡ 436千円 196.2億円 ～ 218.0億円

② 外構・平面駐車場整備費 14,000 ～ 14,000 ㎡ 30千円 4.2億円 ～ 4.2億円

③ 設計・監理・引越し等 45,000 ～ 50,000 ㎡ 15千円 6.8億円 ～ 7.5億円

④ 解体撤去費 21,966 ～ 21,966 ㎡ 29千円 6.4億円 ～ 6.4億円

213.6億円 ～ 236.1億円

内 訳 想 定 面 積 概 算 事 業 費

【 C-1 】 概 算 事 業 費

建 替 え パ タ ー ン

【B-1 】 約231億円 ～ 約256億円

【B-2 】 約236億円 ～ 約262億円

【B-3 】 約234億円 ～ 約260億円

【 C-1 】 約214億円 ～ 約236億円

【 C-2 】 約228億円 ～ 約252億円

土地購入費や売却費は含まず。

概算事業費（直接建設方式の場合）
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また、様々な事業手法の具体事例を調査するために、平成２９年７月から８月にかけて以下のとおり、８自治

体の先進地視察を行いました。視察結果の概略については、本編に記載しています。

図表３ー１３ 先進地視察先一覧

（※１）基本設計先行型ＤＢＭ

京都市独自の方式。行政が資金調達を行い、基本設計まで実施。

民間事業者は、「実施設計・建設」、契約期間中の「維持管理（メンテナンス）」を行う。

②事業手法検討の際のポイント

事業手法を検討する際のポイントとしては、対象地の所有権や余剰地・余剰面積の有無、また資金面を整理

する事で、事業手法が絞られることになると考えられます。

図表３ー１４ 事業手法検討の整理ポイント

庁舎建替えを PFI 方式等で行った場合、従来の直接建設方式に比べて実施効果が出るのか、資金面での検討

が重要になります。

また、庁舎を建替える場合には、市としてどの部署やどの建物を集約するのかを検討し、その上で必要な規

模（面積）がどの程度になるかを算定していくことになります。

従って、庁舎建替えの「場所」毎に、市として必要な規模を除いた「余剰面積」の有無が確定するので、

「余剰面積」から民間活力の可能性を検討することも重要となってきます。

検討項目

（A）土地・建物 （B）資 金

（ア）

対象地の所有権

（イ）

余剰地の有無

（ウ）

余剰面積の有無

（エ）

民間メリット

（資金調達）

（オ）

市費負担

検討内容

①市有地のみ

②市有地＋国県有

地

③市有地＋民有地

④市有地＋国県有

地＋民有地

⑤国県有地＋民有

地

⑥民有地のみ

①余剰地がある場

合

→定期借地方式及

び収益事業施設

の併設可能性あ

り

→譲渡による財源

確保

②余剰地がない場

合

→定期借地方式及

び収益事業施設の

併設困難

①余剰面積がある場合

→民間提案による収益

事業施設の併設の可

能性あり

②余剰面積がない場合

→民間提案による収益

事業施設の併設困難

①民間メリットが

ない場合

→市費（起債、一般

財源、基金等）

②民間メリットが

ある場合（小）

→市費

＋民間資金

③民間メリットが

ある場合（大）

→民間資金

①従来型手法とほ

ぼ同額

②従来型手法とほ

ぼ同額（ただし平準

化）

③民間資金活用に

よる縮減

④収益事業施設の

併設による縮減

⑤資産の交換によ

る縮減

ＮＯ 自治体名 場所 事業手法 備考

１
横浜市

瀬谷区総合庁舎
ＰＦＩ

（ＢＴＯ）

総合庁舎（区役所、公会堂、消防署等）、隣接する公

園を整備した事業。

２ 横浜市役所 ＤＢ ＤＢ方式で、市庁舎を建設。H32に完成予定。

３ 豊島区 豊島区役所

ＰＰＰ

（再開発事業、定

期借地権）

庁舎を含む官民複合型施設（マンション等）の整備

した事業。

４ 渋谷区 渋谷区役所
ＰＰＰ

（定期借地権）

区役所と公会堂の整備事業。敷地内に定期借地権を

設定。H31に完成予定。

５ 長崎市 長崎市役所 直接建設 直接建設にて建設。Ｈ34に完成予定。

６ 長崎県 長崎県庁 直接建設 直接建設にて建設。Ｈ29に完成予定

７
大東市

（大阪府）
大東市役所 未定

庁舎整備にあたりサウンディング型市場調査を実

施。

８ 京都市 上京区総合庁舎

ＰＰＰ

（基本設計先行型

ＤＢＭ）※1

区総合庁舎をＰＦＩ法に準じて整備した事業。（京都

市の場合は、正式なＰＦＩではない）

９
高浜市

（愛知県）
高浜市役所

ＰＰＰ

（リース）

事業者が建設し、市が２０年間の定期借家権（リー

ス）により賃借【リース料には２０年後の解体費も

含む】。庁舎のみH29.1 から供用開始。
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第４章 「大きな方向性」の比較検討（本編P６１～６３）

１ 「更なる長寿命化」と「庁舎の建替え」の比較（本編P６１～６２）

（１）大きな方向性の比較表 （表の見やすさの観点から、「現在地での建替え」と「移転」の順番を入れ替えて記載しています。）

用途地域

容積率／建ペイ率

立駐・仮設庁舎 改修工事 仮設庁舎解体 合計 駐車場等整備 新庁舎建設 旧庁舎解体等 合計 駐車場等整備 新庁舎建設 旧庁舎解体等 合計

約２年 約１０年 約１年 約１３年 約１年 約２．５年 約０．５年 約４年 約１年 約２．５年 約０．５年 約4年

耐震性

洪水による耐浸水性

建築基準法

その他法令等

A：更なる長寿命化（パターン１） Ｃ-1：移転 Ｃ-2:移転

配置計画図（イメージ）

敷地面積 約18,800㎡（本庁舎等敷地：約16,000㎡　＋　松橋駐車場約2,800㎡） 約19,000㎡を想定

商業地域 商業系用途地域（住居系用途地域でも可） 商業系用途地域

400／80 400／80（200／60） 400／80

整備のシナリオ（例）
①立体駐車場　→　②仮設庁舎建設　→　③改修工事（本庁舎→第二庁舎
→第三庁舎→第四庁舎）　→　④仮設庁舎解体

①土地の選定（取得） → ②新庁舎建設　→　③平面駐車場整備　→　④立
体駐車場整備　→　⑤外構整備　→　⑥現庁舎解体（跡地整備）

①土地の選定（取得） →　②新庁舎建設　→　③平面駐車場整備　④外構整
備　→　⑤現庁舎解体（跡地整備）

約１３４億円 約２１４億円～約２３６億円 約２２８億円～約２５２億円

※直接建設方式。土地の購入費や売却費は含まない。 ※直接建設方式。土地の購入費や売却費は含まない。

・本庁舎のみ防災拠点施設として整備。 ・防災拠点施設として耐震性能を有した計画が可能。

・洪水浸水区域であり、浸水時の対応が課題である。 ・整備時に土地の嵩上げ工事等を実施することにより、浸水時の被害を軽減することが可能。

庁舎の分散化 ・現状と変わらず、分散化は解消されない。
・庁舎の集約化により、分散化を解消することが可能

　　 ・各庁舎の窓口機能を集約すれば、ワンストップ化も可能

庁舎の狭隘化 ・現状と変わらない、若しくは耐震化の工法によっては更に狭隘化する。 ・庁舎の規模により、狭隘化の解消が可能。

ユニバーサルデザインへの配慮
・現状では、改修工事を実施しても完全にユニバーサルデザインへの配慮不足を解
消することは難しい。

・整備時にユニバーサルデザインへの配慮が可能
   ・周辺の道路事情により駐車場計画に工夫が必要。

駐車場不足 ・立体駐車場を整備することにより、一定の駐車場不足の解消は可能
・移転場所の面積により、駐車場の台数に増減が出てくる可能性がある。
　（試算上想定敷地面積　24,000㎡以上が必要である。）

・平面駐車場と併せて立体駐車場を整備することにより、効率的な駐車形態が可能
となり、利便性は向上するが、建設費が増大する。

庁舎を建設するのに制限のかからない用途地域であり、問題なし
・商業系用途地域であれば、庁舎を建設するのに制限のかからない用途地域であ
り、問題ないが、住居系用途地域の場合、日影規制による高さ制限有

・商業系用途地域であれば、庁舎を建設するのに制限のかからない用途地域であ
り、問題ないが、住居系用途地域の場合、高さ及び立体駐車場（規模・階数）に制
限あり。

電波法による高さ制限あり ・建設敷地の選定に当たっては、電波法による高さ制限等の検討が必要

まちづくりへの効果等（利便性、周辺
の影響等）

・現在地であるため、市民や関係機関からもわかりやすいが、非常に混雑しやすいエ
リアである等の課題は従前と変わらない。
・松橋駐車場に立体駐車場を建設することで、駐車台数が増え、出入りも増加する
ため、県道への影響を考慮する必要がある。

                                        ・現在地と同程度以上の公共交通機関等による利便性が高い場所であることが求められる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・周辺の土地利用と調和できるような場所が望ましい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・現在地をどのようにするのか、また現在地の周辺地域だけでなくまちづくり全体への影響が大きい事も十分考慮する必要有り。

現
状都市計画法上

の規制

整備期間（例）

概算事業費

防災上の拠点
施設としての課

題

法令や都市計
画上の課題等

個
別
内
容

3階建て

約2,450㎡

5F建て

約250台

新庁舎床面積  ：約50,000㎡ 新庁舎床面積  ：約50,000㎡

立体駐車場床面積：約10,000㎡

第三庁舎

第二庁舎

本庁舎

立体駐車場

仮設庁舎

※建物形状と配置はイメージであり、
実際とは異なる場合があります。

※建物形状と配置はイメージであり、
実際とは異なる場合があります。

※建物形状や階数、配置等は庁舎規模が確定後、詳細に設計しないと分からないため、配置計画図はイメージで作成しています。
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大きな方向性の比較表 （表の見やすさの観点から、「現在地での建替え」と「移転」の順番を入れ替えて記載しています。）

用途地域

容積率／建ペイ率

駐車場等整備 新庁舎建設 旧庁舎解体等 合計 駐車場等整備 新庁舎建設 旧庁舎解体等 合計 駐車場等整備 新庁舎建設 旧庁舎解体等 合計

約１年 約４．５年 約１．５年 約７年 約１年 約６．５年 約１年 約８．５年 約２年 約４．５年 約１年 約７．５年

耐震性

洪水による耐浸水性

建築基準法

その他法令等

B-1:現在地での建替え B-2：現在地での建替え B-3:現在地での建替え

配置計画図（イメージ）

敷地面積 約18,800㎡（本庁舎等敷地：約16,000㎡　＋　松橋駐車場約2,800㎡）

商業地域

400／80

整備のシナリオ（例）
①立体駐車場（松橋駐車場）建設　→　②会議室棟等解体　③庁舎Ａ棟の建
設（会議室棟跡地・第５駐車場）　→　④第二、三庁舎解体　→　⑤庁舎Ｂ棟
建設　→　⑥本庁舎解体　→　⑦駐車場（広場）整備

①会議室棟等解体、仮設平面駐車場（橘公園）整備　→　②立体駐車場（松
橋駐車場）整備　→　③庁舎Ｃ棟建設（会議室棟跡地・第５駐車場）　→　④
第二、三庁舎解体　→　⑤庁舎Ｂ棟建設　→　⑥本庁舎解体　→　庁舎Ａ棟
（上空通路）建設　→　⑦公園（広場）整備

①会議室棟等解体、仮設平面駐車場（橘公園）整備　→　②庁舎Ａ棟建設
（会議室棟跡地・第５駐車場）　→　③第二、三庁舎解体　→　④庁舎Ｂ棟建
設　→　⑤本庁舎解体　→　⑥立体駐車場（上空通路）建設　→　⑦公園（広
場）整備

約２３１億円～約２５６億円 約２３６億円～約２６２億円 約２３４億円～約２６０億円

※直接建設方式。土地の購入費や売却費は含まない。 ※直接建設方式。土地の購入費や売却費は含まない。 ※直接建設方式。土地の購入費や売却費は含まない。

・耐震性能を高めて計画することにより、大規模地震にも防災拠点施設として対応可能。

・整備時に土地の嵩上げ工事等を実施することにより、浸水時の被害を軽減することが可能。

庁舎の分散化
                    ・庁舎の規模や工法等によるが、現在よりも分散化を解消することも可能

・各庁舎の窓口機能を集約すれば、ワンストップ化も可能

                           ・工区を分けて建設する必要があるため、配置及び建替計画に工夫が必要。

庁舎の狭隘化 ・庁舎の規模により、狭隘化の解消が可能。

ユニバーサルデザインへの配慮 ・整備時にユニバーサルデザインへの配慮が可能

駐車場不足 ・立体駐車場を整備すれば、一定の駐車場不足の解消は可能であるが、別敷地であるため庁舎へのアプローチにやや距離がある。
・立体駐車場の整備により一定の駐車場不足の解消は可能であり、上空通路で連結
することで、利便性は向上する。

・庁舎を建設するのに制限のかからない用途地域であり、問題なし

・電波法による高さ制限あり

まちづくりへの効果等（利便性、周辺
の影響等）

・現在地であるため、市民や関係機関からもわかりやすいが、非常に混雑しやすいエリアである等の課題は従前と変わらない。

   ・松橋駐車場に立体駐車場を建設することで、駐車台数が増え、出入りも増加するため、県道への影響を考慮する必要がある。
・現在地であるため、市民や関係機関からもわかりやすいが、非常に混雑しやすいエ

リアである等の課題は従前と変わらない。

現
状都市計画法上

の規制

整備期間（例）

概算事業費

防災上の拠点
施設としての課

題

法令や都市計
画上の課題等

個
別
内
容

※建物形状と配置はイメージであ
り、実際とは異なる場合があります。

※建物形状と配置はイメージであ
り、実際とは異なる場合があります。

※建物形状と配置はイメージであ
り、実際とは異なる場合があります。

※建物形状や階数、配置等は庁舎規模が確定後、詳細に設計しないと分からないため、配置計画図はイメージで作成しています。
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（２）「更なる長寿命化」と「庁舎の建替え」の課題整理

前述までの検討結果を踏まえ、以下のとおりそれぞれの課題を整理しました。

図表４－１ 大きな方向性の課題整理表

更なる長寿命化
庁舎の建替え

現在地での建替え 移転

①工事に関する課題

工事が長期間となるため、期間中窓口の分散化等により

更に市民サービスが低下する。また、工事に伴う騒音や振

動等の影響も懸念される。松橋駐車場に立体駐車場を建設

する場合は、県道への影響を考慮する必要がある。

長寿命化や現在地での建替

えに比べて、工期の短縮は可

能。

②現状の庁舎の課題

本庁舎のみ耐震性不足解

消は可能であるが、その他の

現状の課題は解消が難しい。

庁舎の規模や工法等により、基本的には現状の課題の解

消も可能。

③事業費に関する課

題

庁舎の建替えに比べると

事業費は低い。

更なる長寿命化に比べ

ると事業費が高くなる。

更なる長寿命化に比べると

事業費が高くなる。また、市有

地以外に移転する場合には、土

地購入費等が必要となる。

更なる長寿命化の検討において、供用年数６５年と８０年では経常経費を含めた保全費

用は、６５年の方が低くなるという結果ではあるが、更なる長寿命化と庁舎の建替えでは、

比較対象の庁舎規模等が違うためにＬＣＣ※の検討は行っていない。

しかしながら、今後、詳細な整備計画の中で検討していく必要がある。

ＬＣＣ※（ライフサイクルコスト…Life Cycle Cost）

：建設から施設維持、廃棄に係るコストの総計であり、生涯費用のこと。

④その他

狭隘化解消のため、場合に

よっては庁舎を増築する等

の対策も必要。

施設整備計画を立案する上で、場合によっては現在の都

市計画の見直しも含めた検討が必要になる。また、事業手

法について本市にとって最適な手法を選定していく必要が

ある。

移転する場合には、現在地の周辺地域だけでなく、まち

づくり全体への影響が大きい事も十分考慮する必要があ

る。また、現在地の跡地利用について、様々な意見を聞き

ながら検討をしていく必要がある。

２ 財源について（本編P６３）

今後の展開を見据え、有利な補助金や地方債等の活用を検討し、不断の行財政改革による歳出抑制や基金の

活用などにより、財源の確保に努めていく必要があります。

基金については、各年度の予算編成や年度中の収支状況を見て積み立てていきます。

「更なる長寿命化」と「庁舎の建替え」（現在地・移転）のそれぞれで整備費用が異なるため、財源の内訳表

は、以下のとおりとなります。

図表４－２ 「更なる長寿命化」の財源内訳

図表４－３ 「現在地での庁舎の建替え」の財源内訳（※B－1の場合）

※直接建設方式。土地購入費や売却費は含まず。

図表４－４ 「移転」の財源内訳（※C－1の場合）

※直接建設方式。土地購入費や売却費は含まず。

財 源 概算事業費 説 明

地方債 約 100.5 億円 一般単独事業債（充当率７５％）

一般財源 約 33.5 億円 基金を含む

合 計 約 134 億円

財 源 概算事業費 説 明

地方債 約 173.25～192 億円 一般単独事業債（充当率７５％）

一般財源 約57.75～64億円 基金を含む

合 計 約 231～256億円

財 源 概算事業費 説 明

地方債 約 160.5～177億円 一般単独事業債（充当率７５％）

一般財源 約 53.5～59 億円 基金を含む

合 計 約 214～236億円


