
【資料２】　
平成２９年１１月公表「報告書」と「一定の方針案」について

【資料３】～【資料５】説明まとめ：パワーポイント資料

1

「宮崎市庁舎問題検討委員会」の検討体制

市長

　委員長：木下副市長、副委員長：原田副市長
　委　員：関係部局長

　幹事長：庁舎管理課長、幹事会幹事：関係課長

　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、建築住宅課長、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）



【資料２】　①平成２９年１１月公表 について

第１章　現状の庁舎の課題　　【１　庁舎としての機能の課題】

（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

（１）防災上の拠点施設としての耐震性の課題

①熊本地震で被災した自治体庁舎 ②熊本地震で被災した自治体庁舎 ③市の業務は体育館などに分散して対応
（震災後の熊本県の自治体）

④宮崎市の本庁舎 ⑤平成１３年度　耐震補強工事済み
（制震ダンパーと耐震壁増設による制震工法） 2



（１）防災上の拠点施設としての耐震性の課題

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。

・国が定める基準では、「構造体」が 、「建築非構造部材」が 、「建築設備等」が
・熊本地震のような震度７の場合、構造体の十分な機能確保ができない可能性がある。

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」

・近年新庁舎を建設（予定含む）したほとんどの自治体では、 されている。
（延岡市、小林市、日向市、宮崎県防災拠点庁舎、長崎市等）
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（２）洪水による庁舎の浸水の可能性

★本庁舎の敷地★
　・ 　⇒　 　【南海トラフ巨大地震・日向灘地震】・・・図表１－２

　・ 　⇒　 　【想定し得る最大規模の雨量想定】・・・図表１－３

図表１－２　津波による浸水想定区域図

図表１－３　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）

宮崎市役所（本庁舎）
は、浸水想定区域外

平成２８年８月、国土交通省の宮崎河川
国道事務所が公表
（２４時間で総雨量６１２ｍｍ）
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（３）庁舎の分散化

図表１－４　本庁舎の周辺図

・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

★ ★

会議室棟

○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　

○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　

○税務部

○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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（４）庁舎の狭隘化

①執務室等の狭隘化・・・職員一人当たりの延床面積 約１３．１５㎡/人（中核市平均 約２１．６１㎡/人）

図表１－５　本庁舎の周辺の概要

②会議室や休憩室等の不足　　　　　③書庫・倉庫スペースの不足

①清武総合支所旧議場 ②高岡総合支所旧議場 ③本庁舎地下倉庫

④本庁舎地下倉庫内部
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（５）ユニバーサルデザインへの配慮の課題

・ 、通路の段差解消、多目的トイレの整備、ＥＶ改修、思いやり駐車場の整備、階段等への手すり設置、案内
板の改修等

★現在の庁舎や駐車場の ユニバーサルデザインの観点からは配慮が不十分

①思いやり駐車場 ②庁舎間の渡り廊下 ③会議室棟の階段 ④第二庁舎の出入口

（６）駐車場の課題 （７）環境への配慮の課題

・構造上やむを得ない段差があり、庁舎へ行くためには
階段やスロープを通る必要がある
・

状況
・河川敷駐車場は、

状況

図表１－６　本庁舎の周辺の駐車場台数

・空調機器は、執務空間に合わせた効率の良い運転が
行なえていない状況（間仕切りやオープンな執務室が混在）

・庁舎の窓は、高性能ガラスや複層ガラスでないため、
断熱性や機密性、遮蔽性が低い

一般車 公用車 合計

３６４台 １７２台 ５３６台
⑤本庁舎５階執務空間と空調設備 ⑥エネルギー損失の大きい開口部

7※駐車場の詳細は報告書（ｐ８）参照



第１章　現状の庁舎の課題　　【２　本庁舎の耐用年数】

・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
・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。

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 ： 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　　　　　　　　　 　軽量コンクリート＝0.95
Ｂ ： セメント種類　　　　　　　　　　　　 　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　 　55％＝1.5
Ｄ ： 被り厚さ　　　　　　　　　　　　　　 20 ㎜＝0.25　 　40 ㎜＝1.0　50 ㎜＝1.56
Ｅ ： 外壁仕上げ材　　　　　　　　　　　無＝0.5　複層塗材＝1.0　 　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　　　　　 　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　
Ｈ ： 地域　　　　　　　　　　　　　　　　 　凍結融解を受ける地域＝0.9　海岸＝0.8

この式を用いると本庁舎は　推定耐用年数＝ 　と算出されます。

日本建築学会の計算式から、本庁舎の推定耐用年数を求めると
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第２章　市民意識調査　　　【１　調査の概要】

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％）

・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の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、以下のとおり調査を行いました。

第２章　市民意識調査　　　【２　調査のポイント】

週に３回以上

0.7% 週に１回程度

1.2%

月に１～２回程度

7.6%

年に３～４回程度

34.7%

年に１回程度

34.1%

ここ数年は訪れていない

18.8%

無回答

2.9%

問１． 最近、概ね２年間にどれぐらいの頻度で市役所を訪問

していますか （N=1,295）

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）（２）庁舎訪問の交通手段（１）庁舎訪問の頻度
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（３）庁舎訪問の目的

・「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（１６．６％）や各種福祉サービスに関することが続いています。

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%

6.5%

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

無回答

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）
（４）施設面・環境面での感想 （５）これからの庁舎に求めるもの
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第３章　課題の解決に向けた「大きな方向性」
　【１　大きな方向性Ⅰ：更なる長寿命化】

（１）長寿命化改修の概要

【対象施設】　 （本庁舎のみ免震改修で耐震補強工事も実施・・・約３９億円）

・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。（写真②）

①内部改修イメージ ②柱補強イメージ

地下部分

免震改修工事概要

は、
仮設庁舎①のみ
（ ）

は、
仮設庁舎①と仮設庁
舎②（ ）

★工事概要 立体駐車場

第三庁舎

第二庁舎

本庁舎

仮設庁舎②

仮設庁舎①

工事期間： 工事期間：
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必要年数
（2,450㎡程度）

その他

１年目 ー 松橋駐車場を 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

仮設庁舎①撤去・ 駐車場復旧

必要年数

その他

（第5駐車場：2,450㎡程度） （橘公園：2,450㎡程度）

１年目 ー ー 松橋駐車場を 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

仮設庁舎①撤去・駐車場復旧 公園復旧 ー

○ 工事期間で４年短縮が可能ですが、仮設庁舎に設置する工
事費用で、 。
○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有ります。

（２）長寿命化改修の費用

○日本建築学会では、
、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］。

80 65

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

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

★長寿命化に要する
改修費用の総額★
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第３章　課題の解決に向けた「大きな方向性」
　【２　大きな方向性Ⅱ：民間ビル等の賃借】

（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

○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
か聞取り調査　　⇒　 　との回答。

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㎡

○現在の宮崎市の におい
は、本庁舎～第四庁舎の

。
○空いている部屋はあるが、

。
○民間ビルは市庁舎が求められている

、地
震後の市役所業務における継続性も考慮する必要が
有ります。

★総合的に考慮すると、
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第３章　課題の解決に向けた「大きな方向性」
　【３　大きな方向性Ⅲ：庁舎の建替え】

（１）庁舎の規模、駐車場台数の想定

パターン 職員数 対象庁舎

パターン① 1,870人 本庁舎等（※１）

パターン② 1,950人 本庁舎等（※１）＋消防局（局機能のみ）

パターン③ 2,050人 本庁舎等（※１）＋上下水道局

パターン④ 2,130人 本庁舎等（※１）＋消防局（局機能のみ）＋上下水道局

（※１）
本庁舎～第四庁舎、教育委員会（清武総合支所）、
福祉部子ども未来局 親子保健課（保健所）

（ア） による算定（平成22年度に廃止）

（イ） による算定

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。

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

①延床面積：

②駐車場：

14



（２）「場所」について

★庁舎の「場所」は、

です。

１）宮崎市都市計画マスタープラン
（ア）

（イ）防災拠点…橘通周辺、宮崎駅周辺

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）

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

以下の案で選定を進めることが適当と考えます

中核拠点

このような形です

15



（３）庁舎の建替えの概要

○ 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。
○ 、必要最低限な敷地面積として、

して検討。

パターン
建設場所 概算事業費

（※１）
整備期間

（例）工事概要

B-1
（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（松橋駐車場）＋　平面駐車場

B-2
（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
（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
：想定（商業系地域・住居系地域）

新庁舎　＋　平面駐車場　＋　緑地等

C-2
：想定（商業系地域）

新庁舎　＋　立体駐車場　＋　平面駐車場　＋　緑地等

概算事業費（※１）・・・直接建設方式の場合。土地購入費や土地売却費は含まず。 16



現在地での建替え

★Ｂ－１★
・約231億円～約256億円
・約7年

★Ｂ－２★
・約236億円～約262億円
・約8.5年

★Ｂ－３★
・約234億円～約260億円
・約7.5年

概算事業費は、直接建設方式の場合。

17

★ 現 状 ★

第三庁舎

第二庁舎

本庁舎

会議室棟

①

②

③



移　　転

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㎡

★Ｃ－１★
・約214億円～約236億円
・約4年

★Ｃ－２★
・約228億円～約252億円
・約4年

概算事業費は、直接建設方式の場合。土地購入費や土地売却費は含まず。

18

敷地面積　　：約19,000㎡（現在地と同規模） 敷地面積　　：約19,000㎡（現在地と同規模）



（４）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手法もあり、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。

事業手法

PPP

DB
（Design-build)

DBO
（Design-build

-Operate）

PFI
(Private-Finance

-Initiative)

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

（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」

（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」

（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 19



ＮＯ 自治体名 場所 事業手法 備考

１

横浜市

瀬谷区総合庁舎
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方式で、市庁舎を建設。H32に完成予定。

３ 豊島区 豊島区役所
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
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 直接建設にて建設。Ｈ34に完成予定。

６ 長崎県 長崎県庁 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 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
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

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。

○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。

20



【横浜市瀬谷区総合庁舎】・・・ＢＴＯ方式

敷地面積 ○総合庁舎：約7,560㎡　○公園・地下駐車場：約6,026㎡

延床面積 ○区役所：約10,810㎡○公会堂：約2,400㎡　○消防署：約1,730㎡

事業費
（整備費：約８２億円、維持管理・運営費：約２３億円）

事業期間 平成２０年１２月～平成３８年３月
（設計・建設：約４年／維持管理・運営：約１３年）

○瀬谷区総合庁舎は新耐震基準への不適合や老朽化、狭隘化、駐車場不足という課題を抱えていた。
○また、隣接する二ツ橋公園も施設の老朽化が進み、時代のニーズに適した施設とする必要があった。
○そのため、 。

引用：横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業　事業概要 21



【豊島区役所】・・・市街地再開発事業、定期借地方式

○第一種市街地再開発事業で、 。
○ とし、
を設定する等の独自のスキームにより、 。

敷地面積 約8,324㎡

延床面積 約25,573㎡（庁舎部分）　（建物全体：約94,681㎡）

規模 地下3階、地上49階

引用：豊島区新庁舎　概要パンフレット 22



【渋谷区役所】・・・市定期借地方式

○豊島区と同様に する。平
成３１年に完成予定。
○民間事業者は、 し、定期借地期間終了後に区に土地を更地返還
することとなる。

敷地面積 約7,855㎡

延床面積 約42,000㎡

規模 地下2階、地上15階

引用：渋谷区ニュース 庁舎建替え特集号 23



【高浜市役所】・・・リース方式

○賃借やリース等を視野に入れた民間事業者のノウ
ハウ・能力等を最大限活用した事業方式による提案
募集を実施。
○最優秀提案として事業者が建設し、

。

引用：高浜市役所本庁舎整備事業　事業提案書

【平塚市役所】・・・国庁舎との合築型

○ 。
○

し、市民目線に立った利用しやすい
配置としている。

引用：平塚市庁舎・平塚税務署一体的整備実施設計概要

敷地面積 約16,540㎡

延床面積 約40,530㎡

規模 地下2階、地上8階

総事業費 127 113 14

※平塚市役所は先進地視察は行っていません。

24



検討項目

A B

（ア） （イ） （ウ）
（エ）

（オ）

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
→

→

②余剰地がない場合
→

①余剰面積がある場合
→

②余剰面積がない場合
→

①民間メリットがない場
合
→

②民間メリットがある場
合（小）
→

③民間メリットがある場
合（大）
→

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

庁舎建替えをPFI方式等で行った場合、

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
。

25



第４章　「大きな方向性」の比較検討

①概算事業費（直接建設方式。

土地購入費や売却費は含まず）

②耐震性
。

耐震性能を高めて整備することにより、
。

③洪水による耐浸水性 浸水時の対応に 。
整備時に土地の嵩上げ工事等を実施することにより、

。

④庁舎の分散化 。
庁舎の規模や工法等により、基本的には 。また、
窓口機能を集約すればワンストップ化も可能。

⑤庁舎の狭隘化
。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、 。

⑥ユニバーサルデザイン
への配慮

現状では完全にユニバーサルデ
ザインへの配慮不足の解消は難
しい。

整備時にユニバーサルデザインへの配慮が可能

⑦駐車場不足 立体駐車場を整備することで 。
。

⑧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、 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場合は、車の出入りが増加する
ため、県道への影響を考慮する必要有り。

現在地と同程度以上の利便性が
高い場所が求められる。

。
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１　「更なる長寿命化」と「庁舎の建替え」の比較



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

となるため、期間中
する。また、 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、 。

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

。
　庁舎の規模や工法等により、基本的には 。

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、

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、 。
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

。

　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、

がある。

。また、
がある。
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２　財源について

○今後の展開を見据え、
。

○ 。

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

※直接建設方式。土地購入費や売却費は含まず。

※直接建設方式。土地購入費や売却費は含まず。

★「報告書」の記載内容
はここまで。
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【資料２】　②平成２９年１１月公表 について

本庁舎は、 必要な維持管理を行いながら、併
せて 、
を更に進めます。

なお、今後の庁舎のあり方の検討にあたっては、
、十分時間をかけて進めていきます。

市 議 会 庁舎問題検討委員会
（庁内）

市民懇話会
（有識者・各団体・公募等）

【今後の検討体制（案）】

【庁舎のあり方に関する方針】の決定
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