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真室川町庁舎建設基本計画（案）概要版 

平成 29年 2月 真室川町 
 

  庁舎建設基本計画は、新庁舎整備を進めるにあたり、基本設計・実施設計に対し、建設条件の大枠を明らか

にする基本的な指針として、庁舎建設の課題、基本方針、機能、建設地、規模、整備の方法を定めるものです。 

  今後の基本設計の段階においても、順次、町民意見やアイデアを取り入れながら、具体的な検討を行い、「設

計書」としてまとめていく予定です。 

 
 

① 現庁舎の現状と問題点、検討経過  

 
経  過 

平成 25年 11月 建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正

され、耐震診断の実施・報告が義務付け 

平成 26年 6月～ 

10月 

役場庁舎（東庁舎を除く）の耐震診断を実施

し、構造耐震判定指標を全ての階で両方向と

も下回る耐震不足の判定 

平成 27年 1月～ 

3月 

庁舎のあり方検討委員会で今後の耐震改修や

改築等の方向等を検討し、「役場庁舎を建替え

すべき」答申 

平成 27年 7月～ 

10月 

町の内部組織「庁舎整備検討会議・検討部会」

で検討し、「庁舎整備検討報告」とりまとめ 

平成 28年 12月～ 

平成 29年  2月 

庁舎建設検討委員会で「庁舎建設基本計画」

を検討、計画案作成 

 

② 新庁舎建設の基本理念、基本方針  

  【基本理念】 「町民が利用しやすく親しみやすい、まちづくりと防災の拠点」 

  【基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①耐震性の不足による

安全性の低下 

②施設の老朽化による

維持管理経費の増大 

③庁舎の狭溢化による

町民サービスの低下 

⑥環境に配慮した庁舎 

①利用しやすく親しみやすい庁舎 

②まちづくりの交流拠点となる庁舎 

③開かれた議会を推進する庁舎 

真室川町 

産 業 町 民 

新
庁
舎 

④  

⑤効率的で経済的な庁舎 
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③ 新庁舎に求められる基本的機能  

(1)町民交流・情報発信機能 
町の行政情報や観光情報を発信するため、町政情報や観光コーナーなど

のスペースと町民が交流できるスペースの設置を計画します。 

・ 来庁者が交流・休憩をとれる空間の設置 

・ 誰もが訪れやすく、使いやすい配置 

・ 会議・議会開催状況を発信できる表示板等の設置  など 

(2)窓口機能 
窓口部門は、行政サービスの中核であり、最も身近にサービス提供する

ことから、その機能はより充実したものとします。 

・ 窓口サービスの１階への集中設置 

・ 誰もが利用しやすくコミュニケーションをとりやすいカウンターの設置 

・ 窓口の個人情報保護やプライバシー保護に配慮  など 

(3)執務機能 
執務スペースにおいては、職員や物の移動を容易にする必要があるほか、

情報化時代に対応した設備・機器を整備します。 

・ 情報システムを操作するスペースの確保 

・ 窓口部門や執行部門など利用者がわかりやすいゾーニング 

・ 移動間仕切りによる会議室の柔軟な室構成  など 

(4)情報セキュリティ機能 
効果的かつ迅速に質の高いサービスを提供するため、行政情報システム

を構築するとともに、情報セキュリティ機能に十分に配慮します。 

・ 執務スペースと共有スペースの区分の明確化 

・ 電子的情報や情報資産を安全に管理する電子情報管理室を設置 

・ パソコンの個人情報適正管理に配慮した配置  など 

(5)収納機能 
書類等の収納・保管については、文書管理の改善に努めながら、保管期

間に応じて適切に計画します。 

・ 行政文書の保管期間に応じた適切なスペースの確保 

・ 個人情報や重要な公文書管理のため施錠型書架・書庫の確保 

・ 永年保存文書や重要書類の保管室の設置  など 

(6)議会機能 
町民に開かれた町議会を推進し、気軽に本会議を傍聴することを可能と

します。また、議員活動の拠点としての機能も考慮します。 

・ 誰もが容易に傍聴できる傍聴席の整備、わかりやすい傍聴席への案内表示 

・ 議場の多目的な活用検討 

・ 委員会会議室の一般会議室としての利用 など 

(7)防災機能 
安全・安心を支えるため、防災拠点として、また災害発生時には復旧拠

点として対応できる庁舎機能及び耐震性能を備えます。 

・ 災害対策室の設置、自家発電設備など非常電源設備等の整備 

・ 防災関連諸室の平常時の有効利用 

・ 災害物資の備蓄基地機能の検討 など 

(8)庁舎維持管理・警備機能 
華美な要素を抑制し、組織改編等に対する自由度の高さや事務の効率性

を重視するとともに、長期的な維持管理費の低減を図ります。 

・ 会議室や共用スペースの多目的利用、省スペース化、デザインのシンプル化 

・ 既存施設の有効活用、庁舎規模のコンパクト化 

・ 維持管理や清掃、修繕などのメンテナンスの容易性、経済性確保  など 

(9)環境配慮・省エネルギー機能 
省エネルギー対策を基本としながら、再生可能エネルギー等の活用を検

討し、雪対策にも取り組みます。 

・ 自然エネルギー有効活用の検討、照明や空調の効率的な設備機器の導入 

・ 維持管理経費の低減  

・ 落雪、雪下ろし、除排雪等の雪対策  など 

(10)その他共用機能 
多くの町民に利用される庁舎であり、すべての人が快適に利用できるよ

う配慮します。 

・ トイレ、給湯室の各階設置と 1階への多機能トイレ等の設置 

・ エレベーターの設置、廊下階段等の十分な幅員確保 

・ 職員の休憩場所、更衣室等保健機能への配慮 など 
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④ 新庁舎の配置計画・規模  

(1)配置計画 
庁舎の基本的機能が効率的に連携し、スペースの有効活用が図られるよう配置します。

（具体的には設計段階で検討） 

・ 庁舎敷地について、周辺環境との調和や、交通事情に配慮 

・ 仮設庁舎を設けず、現庁舎を維持しながら、新庁舎の建設 

・ 現庁舎は、新庁舎建設後に解体し、駐車場を基本に整備 

教育委員会事務局を中央公民館から新庁舎に移転（中央公民館は図書館機能等を充実） 

(2)基本指標 
①計画人口・・・平成 32年度の将来計画人口 7,800人 

②新庁舎に配置する想定職員数・・・92人（常勤特別職は定数、非常勤職員含む） 

③議員数・・・11人 

(3)庁舎規模 
①新庁舎の規模・・・3,000㎡を上限 

②駐車場等の規模・・・駐車場 142台（周辺公共施設駐車場利用も考慮）、駐輪場 10台 

③附属建物の規模・・・車庫 300㎡程度（多目的倉庫を加えた複合施設も検討） 

 

⑤ 新庁舎建設の位置  

  【敷地条件】 

  〇現職員駐車場を建設敷地とします。 

  〇敷地面積：約９，６００㎡ 

  〇第 1種住居地域 

（容積率 200％、建ぺい率 60％） 

近隣商業地域（一部） 

（容積率 200％、建ぺい率 80％） 

 

新庄盆地断層帯(東部・西部)の地震震度予想 

   震度 5弱～5強 

 

  最上川水系真室川洪水浸水想定区域図による浸水想定 

   計画規模の降雨による河川氾濫の場合   なし 

想定最大規模の降雨による河川氾濫の場合 敷地ほぼ全域で 0.5ｍ未満程度、浸水継続時間 一部 12時間 

 

※耐震安全性を確保し、浸水想定の影響を回避した庁舎を建設します。 

【既存施設の利活用・廃止等】 

施設名 建築年 構造 規模 利活用方向 

(1)水道管理棟 昭和 57年 鉄筋コンクリート

造、2階 

366㎡ 交通アクセス確保のため廃止・解

体 

(2)健康管理センター 昭和 62年 鉄筋コンクリート

造、2階 

520㎡ 継続利用、新庁舎と一体的活用を

検討 

(3)情報センター 平成 16年 鉄骨造、2階 230㎡ 継続利用、新庁舎と一体的活用を

検討 

(4)公用車車庫 昭和 62年 鉄骨造、平屋 

 

243㎡ 解体整理のうえ新築 

(5)旧医師住宅 昭和 62年 木造、平屋 

 

138㎡ 解体整理を検討 

(6)末広町消防ポンプ庫 

（2階：公民館分館） 

不明 木造、2階 107㎡ 交通アクセス確保のため近隣消防

ポンプ庫との一元化・移築を検討 

(7)役場庁舎 昭和 38年 鉄筋コンクリート

造、4階 

2,304㎡ 新庁舎建設後、解体のうえ駐車場

整備 

現役場庁舎 

建設予定地 
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⑥ 新庁舎の構造、事業手法、事業費、建設スケジュール  

【構造】 

  〇敷地条件から 3階建てを基本に建設します。 

  〇構造は鉄筋コンクリート造（ＲＣ）を基本に、各構造形式を比較しながら、設計段階で検討します。 

【事業手法】 

従来方式 

（設計・施工分離発注方式） 

デザインビルド方式 

（設計・施工一括発注方式） 

ＰＦＩ方式 

設計者、施工者をそれぞれの段階で町が個

別に選定・発注する方式。設計者は委託契

約により基本設計・実施設計を行い、完成

した設計図書をもとに工事を発注する。 

町が資金調達を負担し、設計・施工を一括

して応募企業（グループ）に発注する方式。

事業者は一般的に公募により選定される。 

町がＰＦＩ事業者（特定目的会社）にＰＦ

Ｉ法に基づき全業務を長期契約で一括発

注し、ＰＦＩ事業者が資金調達を行い、設

計、施工、維持管理の各業務を行う方式。 

〇新庁舎建設の事業手法については、従来方式に優位性があると判断し、従来方式とします。 

〇設計業者の選定は、設計業者の創意工夫を十分に生かした契約を締結することができること、また、公平

性等の観点から、簡易プロポーザル方式による業者選定を基本とします。 

【事業費】 

〇概算事業費は、国土交通省新営予算単価を参考にしながら、鉄筋コンクリート造で建設した場合の試算で

は、次の内訳により約 15億円としています。  

項目 金額（百万円） 備考 

本体工事 １１５３．２ 3,000㎡、384,385円/㎡（本体、電気設備、機械設備） 

車庫工事 ５０．５ 300㎡ 

外溝工事 ４９．２ 2,000㎡、掲揚塔、掲示板、構内緑化、該当等 

解体工事 ６１．４ 現庁舎、車庫、水道管理棟、廃棄物処理 

設計・工事監理 １２６．８ 設計、工事監理、地盤・測量調査等 

〇構造や建築手法による増減や資材価格の高騰、現在想定している以外の工事の発生のほか、再生可能エネ

ルギーを活用した設備費用やその他の経費（備品、機器類の移設・更新費、引越し費用、関連工事等）に

ついても考慮しておく必要があることから、全体の事業費は、約 18億円から 20億円と想定されます。 

〇今後、設計段階で庁舎の主要構造や耐震対策など詳細な事業費を積算するため、この概算事業費はひとつ

の目安とするものです。 

〇財源としては地方債のほか、建設年次の一時負担や後年次の公債費負担の軽減を図るため、町有施設整備

基金も活用します。また、国庫補助金等の活用も検討します。 

【建設スケジュール】 

 H28 H29 H30 H31 H32 

基本計画      

設計者選定      

測量・地質調査      

基本設計      

実施設計      

既存建物除却工事      

本体建設工事      

駐車場・外溝工事      

庁舎移転      

供用開始      

既存庁舎除却工事      
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