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1 基本⽅針

2 計画概要

1-01 基本的な考え⽅

2-01 敷地概要

基本構想・基本計画で掲げた基本理念「市⺠の安全・安⼼を⽀え、誰もが親しみの持てる庁舎」を実現する

・住 居 表 ⽰︓ 【新庁舎建設予定地】稚内市中央 3 丁⽬ 2 番、11 番（予定）

ために定めた以下の５つの基本⽅針から、新庁舎の設計⽅針を定めます。

【現 庁 舎 敷 地】稚内市中央 3 丁⽬ 12 番、13 番

基本⽅針１…市⺠を守り、市⺠にやさしい庁舎

・敷 地 ⾯ 積︓ 【新庁舎建設予定地】約 5,400 ㎡（取得予定⺠有地及び現市道部分を含む）

基本⽅針２…市⺠が集い、活動拠点となる庁舎

【現 庁 舎 敷 地】約 7,800 ㎡

基本⽅針３…地域活性化を先導し、まちの顔となる庁舎

・区

基本⽅針４…環境にやさしく、効率的な庁舎

・基準建ぺい率︓

基本⽅針５…時代の変化に対応できる機能的な庁舎

・基 準 容 積 率︓

1-02 設計⽅針

域

等︓

都市計画区域内、準防⽕地域、商業地域・第⼆種住居地域（予定）
80％（商業地域）
・60%（第⼆種住居地域）
400％

2-02 建物概要

市⺠の安全・安⼼を確保し、来庁者の利便性や職員の業務効率の向上による質の⾼い市⺠サービスを提供で

・建 物 ⽤ 途︓

きる機能性と、ライフサイクルコストを低減する経済性を兼ねそなえた庁舎を⽬指します。

・構 造 ・ 階 数︓ 鉄筋コンクリート造、地上４階建て（+塔屋）

また、市⺠が親しみ、気軽に訪れて集える拠点とし、緊急時は周囲の公共・公益機能等と連携しながら迅速

・建 物 ⾼ さ︓ 約 20m

に対応できる庁舎を⽬指します。

・駐 ⾞ 台 数︓ 【新庁舎建設予定地】約 40 台（おもいやり駐⾞場含む）

1）災害対策拠点として市⺠の安全・安⼼を⽀える庁舎

庁舎（事務所）、⾞庫

【現 庁 舎 敷 地】約 100 台

・地震などの災害に強く、災害対策本部としての機能が維持できる⾼い耐震性を持つ構造とします。

・駐 輪 台 数︓

約 20 台

・災害対策本部としての活動に必要な電⼒・給⽔設備のバックアップを適切に確保します。

・床

延床

⾯

積︓

塔屋

約

４階

約 1,460 ㎡

３階

約 1,460 ㎡

・キタカラや周辺の公共・公益施設からアクセスしやすく、連携が図りやすい配置とします。

２階

約 1,855 ㎡

・ユニバーサルデザインや、わかりやすいサイン計画によって、誰もが利⽤しやすい庁舎とします。

１階

約 1,725 ㎡

・災害対策本部の⽴ち上げなど、災害時にも素早く対応可能なレイアウトとします。
2）市⺠が親しみを感じ、まちづくりの拠点となる庁舎

・市⺠が気軽に⽴ち寄りやすい庁舎の配置とします。

・附 属 施 設︓

約 6,600 ㎡

100 ㎡

公⽤⾞⾞庫（10 台分）

3）『環境都市わっかない』を象徴する持続可能な環境共⽣型の庁舎
・
「環境都市わっかない」のシンボルとなるＺＥＢ庁舎（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を⽬指します。
・再⽣可能エネルギーで発電した電⼒を積極的に使⽤します。
・維持管理しやすい建物とし、ライフサイクルコストの低減を図ります。
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3 配置計画
3-01 ⼟地利⽤計画
地域活性化を先導する庁舎とするため、庁舎、稚内総合⽂化センター、市⽴稚内病院とで形成する公共・公
益施設の拠点と、多くの市⺠や観光客が集まり、すでに１つの拠点となっているキタカラとを連携させます。
それにより、２つの拠点間に⼈の流れを創出させて中⼼市街地に波及・連鎖させるとともに、⺠間投資の誘
発を⽬指し、庁舎を配置します。
1）新庁舎建設予定地
・「マチ」と「みなと」を結ぶ都市軸（駅前通り）に⾯した建設予定地内の北側に庁舎を配置します。
・建設予定地内の南側に来庁者⽤の駐⾞場を整備し、現庁舎敷地の駐⾞場・広場と⼀体的に利⽤します。
・⼭下通りの南側は道路拡幅を⾏うとともに、建設予定地内に歩道を整備して安全性を確保します。
2）現庁舎敷地
・現庁舎解体後の跡地は、来庁者や稚内総合⽂化センターの利⽤者をはじめ、中央地区を訪れる市⺠や観
光客などに広く利⽤していただける駐⾞場や、緑豊かな広場・憩いの場として整備します。
・現庁舎敷地に再整備する駐⾞場や広場は、ときにはイベント会場として利⽤し、災害時には屋外の⼀時
避難場所や緊急⾞両の待機スペースなどとして有効活⽤を図ります。
3-02 アプローチ・動線計画
1）歩⾏者

現況配置図

・駅前通りからの歩⾏者は主に正⾯⽞関の利⽤を想定し、バス通りからの⾃動⾞動線と歩⾏者動線を分離
しながら安全性を⾼めます。
2）⾃家⽤⾞・公⽤⾞
・新庁舎建設予定地の南側駐⾞場は、北海道銀⾏稚内⽀店の駐⾞場と⼀体的に整備し、相互利⽤を可能と
します。駐⾞場の出⼊⼝も共⽤するなど、わかりやすく安全な計画とします。
・来庁者の多くを占める⾃動⾞の利⽤者に配慮し、駐⾞場側にも⽞関を計画します。
・公⽤⾞は現庁舎敷地に整備する屋外駐⾞場及び公⽤⾞⾞庫へ配置します。
3）路線バス
・庁舎前にバス停の設置を検討し、バス利⽤者に配慮します。
3-03 外構計画
1）駐⾞場計画
・駐⾞場は新庁舎建設予定地内と現庁舎敷地に確保します。
2）植栽計画
・バス通りに⾯した新庁舎建設予定地及び現庁舎敷地の東側に、緑地帯を設けて庁舎裏⼭や稚内公園と緑
のネットワークをつくります。
・現庁舎の前庭は、新庁舎や稚内総合⽂化センター前の緑地と⼀体的な緑地となるよう、市⺠の憩いの広場と
配置計画図

して再整備します。
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4 建築計画
1）１階

4-01 基本⽅針

・現在は保健福祉センターに配置されている「健康づくり課」と「⻑寿あんしん課」を新庁舎へ配置しま

・来庁者及び職員の利便性が⾼まる平⾯計画や動線計画とします。
・バリアフリー及びユニバーサルデザインの考え⽅に基づき、誰もが使いやすい建物とします。

す。これにより、様々な⼿続きや相談窓⼝を集約します。
・市⺠利⽤スペースは市⺠が気軽に⽴ち寄りやすく、利⽤しやすい設えや配置とします。また、⼀時的に

・来庁者と職員の動線を分け、セキュリティを⾼めます。

市⺠が多く集まる期⽇前投票や確定申告などの際に移動間仕切りで室をつくり、スペースを有効利⽤し

・東側に開放的な市⺠利⽤スペースを配置し、内外の活動が相互に感じられる計画とします。

ます。災害時の⼀時的な避難場所としての活⽤も想定しています。
・⼦どもと来庁しても安⼼して利⽤できるよう、授乳室を含めたキッズスペースを配置します。

4-02 ゾーニング・平⾯計画
・１階は市⺠の利⽤が多い窓⼝及び市⺠利⽤スペースなどを配置するとともに、東側に来庁者ゾーンを計

・バス通りに⾯して開⼝を設け、⼈の動きや⾃然光・緑を感じることができるように配慮します。
・市⺠利⽤スペースやロビーは、東側の緑地帯や歩⾏帯につながる計画とします。

画します。
・業務利⽤など、事業者や団体等の来庁が多い窓⼝は２階・3 階に設置し、効率的な職員ゾーンとなるよ

2）２階
・不定期に発⽣する申請事務を⾏う市⺠や、契約⾏為等に訪れる事業者などの利⽤が多い窓⼝を中⼼に配

うに計画します。

置します。

・３階には市⻑・副市⻑室や災害時に対策本部を設置する重要諸室を計画します。
・浸⽔や⼟砂災害に対応するため、サーバー室、空調機械室、発電機などは 2 階以上の上層階に配置します。

・中央に通路を配置する中廊下型とし、来庁者の動線が短く、⾏政サービスを提供しやすい配置とします。

・4 階は東側に来庁者ゾーンを計画して眺望を確保し、議会ゾーンを中央及び⻄・南側に計画します。

・分割して利⽤できる会議室を計画し、職員同⼠の会議や市⺠・事業者などとの打ち合わせ・相談に対応
できるように計画します。

1 階平⾯図
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4 建築計画
4-02 ゾーニング・平⾯計画
3）３階
・市⻑室などの特別職室や企画・管理部⾨を配置し、平常時や災害時も指⽰や指揮命令が届きやすい配置
とします。
・災害発⽣時は会議室を災害対策本部とし、近接する防災担当部署が素早く対応可能な計画とします。
・北側の屋根は津波や⼟砂災害時の⼀時避難場所として活⽤することを検討します。
・応接室は「マチ」や「みなと」を眺望できる配置とし、来訪者を迎えます。
4）４階
・議場を中⼼とした議会諸室を配置します。
・市⺠が⾃由に利⽤できるラウンジ（眺望スペース）を東側に計画します。
・議会図書室はラウンジと⼀体的に利⽤可能となるよう検討します。
・⼤会議室は、市⺠も参加する各種会議や議会での常任委員会等で活⽤します。
5）塔屋
・ボイラーや空調機器を設置する機械室を計画します。
・空調室外機や太陽光パネル、北海道の防災アンテナなどの設置スペースを確保し、階段でアクセスでき
るように計画します。

3 階平⾯図
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4 建築計画
4-03 ⽴⾯計画

4-04 断⾯計画

「1-02 設計⽅針」にて記載した３つの⽅針を元に⽴⾯のコンセプトを定めます。

1）階⾼の設定
・1 階〜4 階の階⾼は 4.2m を想定し、議場の上部は屋根防⽔の⽴ち上がりや排煙窓を考慮して設定します。

1）安全・安⼼を⽀える庁舎

・設備スペースの確保など、メンテナンス性に配慮しながら建物⾼さを抑えた計画とし、建設コストの抑

・災害対策本部として、必要な耐震性を持つ構造とします。

制に努めます。

・機能的でシンプルな外観とします。
・外装材は耐久性が⾼く、塩害や凍害に強い、メンテナンス性に優れた材料を選定し、ランニングコスト

2）周辺環境への配慮
・⽇影規制を遵守した経済的で無駄のない建物形状とします。

の抑制に努めます。

・駅前通りから庁舎裏⼭の緑への視線や、北側の郵便局など周囲への⽇影に配慮して、建物の北側は上層

2）親しみを感じる庁舎
・1 階の市⺠利⽤スペースや 4 階のラウンジなどに窓を適宜設けて開放的なつくりとし、市⺠が気軽に⽴ち

階を階段状にセットバックします。
3）快適な内部スペース

寄りたくなる明るい庁舎とします。
・駅前通り側やバス通り側から、市⺠利⽤スペースや階段などの⼈の動きが⾒え、賑わいを感じることができ

・執務スペースを柱の少ない空間にして、レイアウトの⾃由度を⾼めるために、各階床の⼀部をプレスト
レストコンクリート床版（あらかじめ圧縮⼒を⼊⼒したコンクリート部材）の使⽤を検討します。

る庁舎とします。

・市⺠利⽤スペースや執務スペースの上部床を構造体の現しとすることで、経済的な階⾼で、天井の⾼い

3）環境共⽣型の庁舎

開放的な空間とします。

・「環境都市わっかない」のシンボルとなる環境共⽣型の庁舎を⽬指します。

・議場は⽕災時の⾃然排煙を確保しながら、多⽬的な利⽤を想定した天井⾼さとします。

・太陽光パネルを南⾯の外壁に設けます。
・
「⾵のまち」である稚内において、⾵を効果的に取り⼊れながら⾃然換気を⾏い、省エネルギー化に貢献
できる形状を検討します。
・来庁者が通⾏する部分や⽞関前などに吹き溜りや雪庇ができづらい形状を検討します。

東⽴⾯図
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4 建築計画
4-05 内装計画

4-06 ユニバーサルデザイン・サイン計画

1）基本的な考え⽅

1）基本的な考え⽅

・内装は機能的でシンプルなデザインを基本とし、⻑く市⺠に親しまれる庁舎を⽬指します。
・多くの市⺠が利⽤する施設として、耐久性やメンテナンス性に配慮するとともに、安全・安⼼な材料
を選定します。

・
「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）
」及び「北海道福祉のま
ちづくり条例」における整備基準に基づき、誰にでも「⾒やすい」
「わかりやすい」
「利⽤しやすい」庁
舎を⽬指します。

・可能な限り、抗菌・抗ウイルス性を持つ内装材を使⽤します。

2）ユニバーサルデザイン

〇明るく温もりがある稚内らしい空間
・道産材を活⽤した⽊質系の材料や稚内産の珪藻⼟を⽤いた内装材の採⽤を検討し、地域性が感じられ
て愛着が⽣まれるような温かみのある空間とします。

・床は段差がなく、スロープが必要な部分は床の仕上げを滑りにくい素材とします。
・階段や廊下の⼀部に⼿すりを設けます。
・通路は⾞いすやベビーカー利⽤者が余裕をもって通れる幅を確保し、⾒通しのよい計画とします。

〇メンテナンスのしやすい材料
・執務室は、電気配線スペースとなる OA フロアとし、仕上げは貼り替えが容易な材料を選定します。

・⾞いすの⽅でも利⽤しやすい広さのエレベーターを設け、２台のうち１台はストレッチャー対応とします。

・コスト、機能性、耐久性を考慮した材料を選定します。

・バリアフリートイレを各階に設けます。
・⾵除室の近くにおもいやり駐⾞場を設置し、庇の設置を検討します。
3）サイン計画
・窓⼝は業務内容を表⽰するなど、わかりやすい案内表⽰とします。
・重要な情報は、英語などの多⾔語による案内表⽰とします。
・⾊覚の多様性に配慮し、カラーユニバーサルデザイン（⾊相、彩度、明度の組み合わせや形状によって
情報が正確伝わるよう配慮したデザイン）を取り⼊れたサインとします。
・⼿すりやエレベーターまわりなど、必要な範囲のサインには点字を設けます。
・サインは誰もが⾒やすい位置と⾓度を考慮して設置します。
・将来の機構改⾰や室利⽤の変更に伴うサインの更新に費⽤負担が少ないサイン計画とします。
・⾔語に関わらず絵で理解できるピクトグラム（絵⽂字）を採⽤し、表⽰の⼤きさや配⾊などに配慮した
わかりやすいサインとします。

市⺠利⽤スペース・ロビーイメージ
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5 環境配慮計画
5-01 基本⽅針
・「環境都市わっかない」のシンボルとなる庁舎とします。
・電⼒の⾃⼰託送※1 により、⾵⾞で発電した電⼒を受電する他、将来的には地域エネルギー会社等から⾵
⾞や太陽光で発電した電⼒を受電するなど、消費電⼒の再⽣可能エネルギー⽐率を⾼めます。
・積雪寒冷地である地域特性を踏まえて、環境負荷と維持管理コストを抑えた庁舎とします。
・省エネルギー化の推進のため、建物の断熱性能向上や昼光利⽤、⾃然換気などのパッシブ技術※2 を活⽤
します。
5-02 環境配慮・省エネルギー化
1）合理的で低負荷な建築計画
・外断熱⼯法による適切な断熱性能の確保や躯体蓄熱、⾼断熱の窓・トリプルガラスを採⽤することで建
物の断熱性能を向上させ、外気温の影響による冷暖房負荷を軽減し、エネルギー使⽤量を低減します。
・⾃然採光と昼光センサーにより照明器具の明るさを抑えるとともに、全館 LED 照明を採⽤することで、
照明エネルギーを低減します。
・外気導⼊時に室内から排出する空気と熱交換することで、空調負荷を低減します。
2）⾃然エネルギーの利⽤
・窓などによる⾃然換気を計画し、機械設備に可能な限り頼ら
ない換気システムの採⽤を検討します。
・⾃然採光を適切に取り込み、空調負荷や照明エネルギーの低
減を図ります。
・太陽光発電や地中熱などの再⽣可能エネルギーを活⽤します。
・ランニングコストや機器更新などの経済性、ライフサイクルコ
スト（LCC）※3 を総合的に判断し、地中熱ヒートポンプを採⽤
します。安定した地中熱を空調の熱源として活⽤することで、
建物の省エネルギー化を図ります。
・電⼒の⾃⼰託送により、消費電⼒の再⽣可能エネルギー⽐率
を⾼めます。

省エネルギー化のイメージ
地中熱ヒートポンプの経済性検討

3）環境配慮
・エコマテリアル※4 の採⽤を検討します。

・CASBEE（建築環境総合性能評価システム）や ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）※5 など、建物の
省エネルギー化や環境配慮の程度を評価する指標がありますが、経済性も考慮しながら、
「CASBEE-S」
や「ZEB-Ready」を取得できるように計画します。

※1︓⾃家発電設備を保有する事業者が発電した電⼒を、配電事業者の送電網を介して⾃⼰の事業所などに送電・供給できる制度
※2︓⾃然光や⾃然通⾵などの⾃然エネルギーを、電⼒を使⽤する特別な設備機器を⽤いないで利⽤する⼿法
※3︓建物や製品が建設・製造されてから修繕やメンテナンス、撤去・廃棄まで含めたトータルとして必要な費⽤
※4︓優れた特性、機能を持ちながらより少ない環境負荷で製造、使⽤、リサイクルまたは廃棄でき、更に⼈に優しい材料もしくは材料技術
※5︓建物の省エネルギー化と太陽光発電などの創エネルギーにより建物のエネルギー消費量を⼤幅に削減している建物
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6 防災計画

7 構造計画

6-01 基本⽅針

7-01 基本⽅針

・地震や⼟砂災害など想定されるリスクに対応した建物強度や性能を確保します。
・BCP（事業継続計画）を遂⾏できる計画とします。
・避難経路を適切に計画し、利⽤者の安全を確保します。

1）安全性
・本建物は稚内市の災害対策拠点として地震後に機能維持が必要とされる建物であることから、建物の耐
震性能の⽬標は、官庁施設の総合耐震計画基準に⽰されている「耐震グレードⅠ類（重要度係数 I=1.50）」
とします。（⾮構造部材︓A 類、建築設備︓甲類）

6-02 災害対策・BCP

2）経済性

1）地震に対して

・耐震要素を平⾯的及び⽴⾯的にバランスよく配置することで、少ない躯体数量で⼗分な耐震性能を確保

・建築基準法に定められている構造強度の 1.5 倍の耐震性を確保します。（構造体…Ⅰ類）
・窓や天井などの⾮構造部材は⼤地震発⽣時に損傷・移動等が発⽣せず、⼈命の安全確保と機能確保する
ことを⽬標とします。（建築⾮構造部材…Ａ類）
・建築設備は⼤地震発⽣時に⼈命の安全確保及び⼆次災害の防⽌を図り、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ことを⽬標とします。
（建築設備…甲類）
・サーバー室は免震床を設け、精密機器の転倒防⽌を図ります。
2）津波・⽔害・⼟砂災害に対して

する計画とします。
・市場性や汎⽤性のある⼀般的な構造材料を採⽤し、経済性に配慮します。
3）使⽤性・居住性
・将来的な室⽤途変更への対応を⾒据え、レイアウト⾃由度の⾼い構造計画とします。
・主体構造を鉄筋コンクリート造とすることで、耐久性、振動及び⼟砂対策に配慮した構造計画とします。
4）施⼯性
・⼀般的な⼯法を採⽤することで施⼯性に配慮し、確実に品質が確保できるよう計画します。

・サーバー室などの重要諸室や空調機械室などは２階以上の上層階に設け、浸⽔や⼟砂流⼊の被害から防
ぎます。

7-02 架構計画

・１階の設置がやむを得ない受⽔槽室などは、外部との建具を⽔密扉として浸⽔等に対応します。
3）雪害に対して

・主体構造には耐震性・耐⽕性・経済性に優れた鉄筋コンクリート造を採⽤します。
・耐震壁は建物外周及びバックスペース側に配置することで、将来的な⽤途変更に対応できるフレキシビ

・落雪やツララなどの雪害に対応し、無落雪の陸屋根を基本として雪害対策に必要な設備を設けます。
・⾵雪を考慮し、来庁者が通⾏する部分に吹き溜りや雪庇ができにくい形状となるよう配慮します。
4）災害発⽣時の備え

リティに配慮した架構計画とします。
・1〜3 階の執務スペース上部の床、⼤会議室及び議場の屋根などにプレストレストコンクリート床版（以
下「PC 床版」）を採⽤することで、12.4〜12.8m の無柱空間を実現します。PC 床版は⼯場で製作する

・停電時に備えて、⾮常⽤の⾃家発電設備を設けます。

ため、⼯期短縮及び⾼い品質を確保することができます。

・災害時に備えて、地下オイルタンクに発電機 72 時間（3 ⽇）分の燃料を確保します。
・災害時に下⽔道本管が途絶しても排⽔できるよう、ピットに⾮常⽤排⽔槽を設け、災害時もトイレを⼀
定量使⽤できるようにします。
・上⽔道が途絶した場合でも、受⽔槽から⼀定期間給⽔を⾏える計画とします。
・災害対策拠点として飲料⽔や⽑布などの⾮常時⽤備蓄品を保管します。

概略軸組図
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8 設備計画
8-02 機械設備計画

8-01 電気設備計画
・北海道胆振東部地震の際に発⽣したような⼤規模停電に備え、⾮常⽤発電機によって重要負荷をバック

・災害対策拠点として、⾮常時でも⼀定の執務機能を維持できるよう、機器の冗⻑性や耐震性の確保に
配慮します。

アップします。
・災害時でも市⺠や来庁者が⼀定期間滞在できるよう、市⺠利⽤スペースなどの照明や携帯充電⽤コンセ
ント、暖房の⼀部に⾮常⽤発電機による電⼒を供給し、⼀時避難に利⽤できる環境を整えます。
・必要な情報をデジタル技術によって積極的に発信・収集し、市⺠にとってわかりやすく利便性に優れた

・⼀時避難場所として市⺠を受⼊れられるよう、暖房や給排⽔設備を機能させるための燃料や⽔の備蓄
などに配慮します。
・１年を通して快適な温熱環境を維持できるよう配慮します。
・バス停やおもいやり駐⾞場から⾵除室に⾄る屋外経路には融雪設備を設置し、冬期積雪時でも安全に

施設とします。
・共⽤部の空間づくりとして、建築計画と調和した照明計画とし、開放的な雰囲気をつくります。
・LED 照明器具や⾼効率変圧器、センサーを活⽤した⾃動制御、太陽光発電設備の設置及び⾃⼰託送によ
る再⽣可能エネルギー電⼒の使⽤など、「環境都市わっかない」のシンボルにふさわしい省エネルギー
性の⾼い庁舎を⽬指します。

市⺠が庁舎にアクセスできるよう配慮します。
・⼀次エネルギー消費量の 50％削減（ZEB Ready 相当）を⽬標として、⾼い省エネルギー性能を持つ
庁舎とします。
・電気主体の熱源システムを採⽤し、⾵⼒や太陽光に由来する低負荷電⼒を積極的に利⽤することで、
エネルギーの地産地消を推進する庁舎とします。

受変電設備

屋内型キュービクル式

⾮常⽤発電機

屋内ディーゼルエンジン（低騒⾳型）、燃料備蓄量は 72 時間分（3 ⽇）

太陽光発電設備

単結晶シリコン太陽電池モジュール

空調設備

電気主体の熱源
空冷ヒートポンプ、地中熱ヒートポンプ

電灯・コンセント設備

LED 照明、⼈感センサー、昼光センサー、スケジュール制御等
災害時にも利⽤する器具には発電機電源を供給

換気設備

室状況に応じた個別の全熱交換器

雷保護設備

建物⾼さが 20m を超える範囲について避雷針を設置

⾃動制御設備

熱源機器等の中央制御、エアコン⽤の集中リモコン

構内情報通信網設備

配管配線及び LAN 端⼦を設置

排煙設備

⾃然排煙を想定

構内交換設備

配管配線及び電話端⼦を設置

給油設備

⾮常⽤発電設備⽤に埋設オイルタンクを設置

情報表⽰設備

有線式親⼦時計、登退庁表⽰、デジタルサイネージ

融雪設備

アプローチ動線上に温⽔融雪（ヒーティング）設備

映像⾳響設備

会議室等にマイク、スピーカー、プロジェクター、スクリーン等を設置

給⽔設備

上⽔はＦＲＰ製の受⽔槽を設置（72 時間利⽤想定）
雑⽤⽔はスペース効率に配慮してピット利⽤の⽔槽を設置

拡声設備

⾮常放送と業務放送を兼⽤するアンプとスピーカーを設置

排⽔設備

誘導⽀援設備

インターホン︓来庁者⽤及びエレベーター緊急連絡⽤を設置
トイレ呼出︓バリアフリートイレに緊急呼出ボタンを設置

建物内・建物外とも合流（汚⽔＋雑排⽔）、⾬⽔は分流
⾮常時の汚⽔インフラ途絶に備え、ピット利⽤の汚⽔⼀時貯留槽を設置

給湯設備

電気式個別給湯

⾃動⽕災報知設備

Ｒ型受信機

衛⽣器具設備

節⽔型器具、⾃動⽔栓等を積極的に採⽤

議場映像⾳響設備

議場内に設置

消⽕設備

消防法に基づき、屋内消⽕栓および消⽕器を設置
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9 概算事業費・事業スケジュール
9-01 概算事業費
・基本構想・基本計画において算定した概算事業費をもとに、建設物価動向などを踏まえて基本設計概算
を算定します。
・新庁舎の⾯積を約 6,600 ㎡とし、建設費を計上します。
○基本設計概算事業費
名称

⾦額

庁舎建設⼯事

49.6 億円

解体⼯事

3.4 億円

外構⼯事

2.8 億円

その他

4.6 億円
合計

備考
約 6,600 ㎡、公⽤⾞⾞庫
庁舎、公⽤⾞⾞庫

概算補償費等

60.4 億円

特記︓ 本概算⾦額には下記の諸⼯事費は含みません｡
地中障害物撤去、近隣対策補償費、電波障害調査・対策費、⽇照障害対策費、
カーテン・ブラインド・暗幕、什器・備品類、特殊サイン・アート類、消⽕器、
機械警備・ネットワーク通信機器・通信⽤アンテナ等の機器本体及び配線・関連機器、電話交換機・電話機
電気・電話・給⽔引き込み負担⾦、排⽔受益者負担⾦、電気・上下⽔・ガス・電話の本設以降の基本料⾦

9-02 事業スケジュール表
・建設予定地と現庁舎敷地の⼯事スケジュールを踏まえ、新庁舎の開庁は令和７年秋頃を想定します。
〇事業スケジュール案
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