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まちづくりの拠点として、町民の方が利用しやすい形を具現化し、 

町民のみなさまが「新庁舎をつくってほんとうに良かった」と感じるようにします。 

 

Ｃ 環境にやさしい庁舎 

Ｄ シンボルとなる庁舎 Ｅ 災害に強い庁舎 

Ａ 合理的な庁舎 

Ｆ 経済性に優れた庁舎 

Ｂ 人にやさしい庁舎 

この６つのコンセプトを常に念頭において、デザインビルドの良さを活かした体制をつくり、魅力的な庁舎の実現に向けて誠心誠意努めて参ります。 

外観イメージ（正面）  

既設第３庁舎（別館） 

新庁舎（本館） 

連絡通路 
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〇構造体は鉄筋コンクリート造として、建物を支える基礎は支持地盤まで到達する杭工法 

〇耐震は最高レベル構造体Ⅰ類、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類で人命の安全確保と防災拠点機能 

〇建物周囲によう壁、防水扉、止水板を設置し、中規模浸水（津波高さ標高４ｍ）に対応 

〇火災に強い耐火建築物 

 構造、工法等について 

施工・工法関連について    

〇今回は現庁舎を活用しながら、近接した位置で工事を行う事となるので利用者の安全性を確保しつつ、 

 工事を円滑に進める工事施工仮設計画  

〇工事着工前の工事説明会の開催や液晶ディスプレイや仮囲いの「のぞき窓」から工事状況の確認可能 

○工事見学会の開催 

〇工事範囲の周囲にはフラットパネル（H=2.0ｍ）を設置し工事関係者以外の立入禁止と飛散物防止 

〇新築建物周囲の外部足場には、メッシュシート張りにて飛散・落下物防止と周辺のプライバシー確保 

 施工計画について 

ガードマンによる常駐警

備により、庁舎ご利用者

と工事車両の接触事故を

防止 

工事車両の出入りを左折

入出とすることにより前

面道路の交通渋滞を防止 

庁舎ご利用者の支障のな

い位置に仮囲い及び仮設

ゲートを設置 

工事車両の作業エリアは

敷鉄板を設置することで、

粉塵及び振動対策 

平生幹部交番敷地を借地

し、敷地内に工事事務所･

作業員駐車場設置 

仮囲いにより工事エリア

分離を明確に行い、騒音、

飛散物に配慮 

仮囲いを利用して、平生

町からのお知らせや工事

の情報を掲示、発信 

 品質管理について 

〇複雑な課題に対し専門分野に強い人員を配置しネットワークチームをつくり対応 

〇オフィス環境整備(家具・備品・サイン)に強いメンバーをチームに加え、綿密な協議を行いながら設計 

〇社内に第三者的な立場の照査技術者を配置し、俯瞰的な見方で冷静なチェック  

〇「品質計画書」「工種別品質管理要領書」作成 

○「工種別品質管理要領書」は材料検収、製品検査、受入、工程内検査の時期、頻度、検査方法、合格基準、 

 検査結果、記録方法等を明記し、品質チェックを実施 

〇施工担当会社の社内検査技士による社内検査により、品質・精度の確保 

○社内検査規定により建築部門では基礎コンクリート打設前、躯体上棟前、竣工前の３回、 

 電気・設備部門は施工中と竣工前の２回、社内検査を実施 

○建物の出来栄え、品質、性能、工事事務所の管理体制を検査し、不具合時は是正改善指示および追跡 

〇配筋検査、仕上げ検査では、施工会社開発のスマートデバイスを利用した品質チェックシステムを活用 

○このシステムにより、検査と同時に、配筋写真、指摘内容の撮影ができ、検査内容の記録や改善指示の 

 伝達に要する時間が大幅に短縮 

○品質・精度に関する情報が共有化されることで、手戻りの防止、品質の確保 

〇施工担当会社が共同開発したカメラ付き自動追尾型 トータルステーションを用いた杭施工管理 

 システム「杭打キング」を採用し杭の施工精度を確保 

○ネットワーク接続により現場担当者のモバイル端末および現場事務所のパソコンでリアルタイムに 

 情報共有 

巡視・検査・アンケート調査 

竣工・アンケート調査 

１か月目 巡視 

２か月目 巡視 

３か月目 巡視 

６か月目 巡視 

９か月目 巡視 

１年目 検査 

１８か月目 巡視 

２年目 巡視・アンケート調査 

以降 ６ヵ月ごと 巡視 

５年目 巡視・アンケート調査 

ア
フ
タ
ー

巡
視
期
間 

工 

事 

担 

当 

者 

営
業
担
当
者 

〇引渡し後も末永く安心して建物を使用していただ 

 くように、アフターケアサポートを継続 

〇施工会社では「アフターケア巡視制度」により、 

 建物竣工後も定期的に建物を巡視 

〇巡視結果はコンピュータ管理されている「アフ 

 ター巡視システム」にデータ化し保存 

〇竣工後1年目に設計・監理者、施工者による1年検 

 査を実施し、使用開始後の問題点について協議、 

 対応 

〇５年目以降はご要望で無償で、簡易建物診断 
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道路南側道路は狭いため一部敷地

を道路状とし離合を容易とする 

公用車用と職員用駐車場に近接して職員用メイン

玄関を設置し利便性を高める 

敷地境界沿いに倉庫類の設置

スペースを設け、将来の建て

替え時も影響なし 

メイン公用車駐車場は２方向からアプローチ可能  

水防倉庫の荷捌きスペースと回遊型車路で大型ト

ラックの転回可能 

将来の建物増築スペースとしても利用可能 

南北両道路からアプローチ可能 

回遊型の駐車場で空きスペースを

探し易い 

移設費のコストが高いため現状位

置で利用可能な配置計画 

1階は職員休憩等のスペースでイ

ベント時は楽屋として利用 

来客用サブ玄関 

来客歩行者動線 

職員歩行者動線 

公用車動線 

来客車動線 

床レベルを上げ擁壁と防水扉で中

規模の水害に対応できるスペース

確保 

新庁舎(本館) 

既設第3庁舎 

(別館) 

県道１５２号線からの視認性に配慮 

職員用サブ玄関(日中用) 

将来増築ｽﾍﾟｰｽ 

擁壁 

擁壁 

来客用メイン玄関 

職員用メイン玄関 

前面道路 

前面道路 

車道 

車道 

歩道 

【建物構成図】 

※課のレイアウトは参考 

水害の影響を受けない最上階に設置 
床は可能な限りフラット、移動

家具で多目的な利用を検討 

既設会議室を表層リニューアル 

ロビー側時間外 

利用可能エリア 

災害時の司令本部して 

建物の中央に設置 

車椅子の方のスペース 

夜間休日用電気錠付管理扉 

夜間休日利用可能なトイレと会議室を

含んだセキュリティ区画ライン 
独立性の高い窓口カウンター 

内待合に近接して授乳室とキッズス

ペースを設け親子連れに配慮 

来客用と職員用玄関の両方

管理できる位置に設置 
工事や災害現場用収納庫に近接して手

洗いと足洗を設置 

ユニバーサルレイアウトを基本 

来客用メイン玄関 

来客用サブ玄関 

計画案    

車道 

歩道 

職員用メイン玄関 
職員用サブ玄関(日中用) 
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ＷＣ 

ＷＣ 

ＷＣ 

自家発 設備機器 

Ｐ 

貯水槽 

非常電源 

上水本管 汚水貯留槽 

バル

下水本管 

災害対策

電算重要書通信 

備蓄 

倉庫 

太陽光発電(オプション) 

上下水が利用不可の 

非常時のトイレ利用 

汚水をバルブ切り替えで 

汚水貯留槽に溜める 

貯溜水を洗浄水として 

非常電源付ポンプで供給 

上下水道使用不可の時
トイレ利用可能

　　太陽光発電 携帯電話充電等の直流電力供給 　　天井材・設備 落下転倒防止

　　給排水空調の多重化
　　複層ガラス

大型ガラス避け、熱負荷低減
破損時の納期費用軽減　　熱源の多重化 ガスと電気の併用とし、リスク軽減

　　自然換気 適切に自然換気が行える計画

　　擁壁と防水扉 庁舎の浸水防止　下図参照
　　エレベーター

非常電源付
ストレッチャー対応　　電力・通信の多重化

　　機能低下の最小限化及び維持化 　　機能低下の最小限化及び維持化

　　重要設備室 上階に設け浸水による被害防止 　　自然採光 執務環境に極力自然採光を確保

　　１階床高さ 可能な限り高くし浸水を軽減

　　汚水貯留槽
　　貯水槽

　　備蓄倉庫
非常時に備えた飲食料
備蓄倉庫　　通信情報 多重化

　　自家発電システム 燃料備蓄７日分

 明るくやさしい雰囲気でひと目でわかるワンストップ窓口 

 １階事務室・内待合イメージ 

 木質のあたたかみのある空間 

 議会議事堂イメージ 
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□建築概要 その他 ：第３庁舎撤去　第４庁舎、書庫棟電源盛替え(駐車場整備別途)
用途 ：庁舎（事務所） 別途 ：自家発電、監視カメラ、入退室管理、太陽光発電、デジタルサイネージ設備
構造 ：鉄筋コンクリート造(玄関庇鉄骨造)
建築面積 ：711㎡ □機械設備概要
室内床面積 ：1,949.69㎡ 給水設備 ：直圧　トイレ洗浄系統加圧
階数 ：地上3階一部4階塔屋(機械室等） 排水設備 ：屋内合流
最高高さ ：約13.85ｍ 給湯設備 ：貯湯式電気温水器　管理室ＵＢガス給湯機
基礎種別 ：杭基礎 衛生器具設備

耐火要求 ：耐火建築物 ガス設備 ：災害対応バルク
昇降機 ：乗用ＥＶ13人乗り（ストレッチャー・車椅子対応） 空調設備 ：ＧＨＰ　エクセルプラス　冷房能力56ｋｗ程度
付帯施設 ：玄関庇、来客用駐輪場、駐車場、災害対応バルクタンク ：ＥＨＰ　電気マルチ天井カセット型　冷房能力計360ｋｗ程度
別途 ：既設解体、外構駐車場整備全般（周辺整備は本工事) ※議会議事堂は隠蔽ダクト方式、第３庁舎３階は既設利用

換気設備 ：執務室関連天井カセット型全熱交換機
□電気設備概要 　他天井換気扇

受変電設備 ：1Φ200Ｋva　3Φ200Ｋva その他 ：第３庁舎撤去　第４庁舎、書庫棟配管盛替え(駐車場整備別途)
幹線動力設備
電灯コンセント設備 ※外灯は建物周辺を見込む
電話設備 ：配管配線 □面積表 単位：㎡

テレビ設備 ：アンテナ設置
インターホン設備
ＬＡＮ設備 ：配管配線 ４階(塔屋階)
放送設備 ３階
トイレ呼出設備 ：多目的トイレ ２階
自火報設備 １階
議場設備 合計
電気時計設備 ↑１階は駐車場

630.41 231.97 862.38

既設
合計

48.88 48.88

新設
新庁舎(本館) 第3庁舎(別館) 第４庁舎 書庫棟

630.41 231.97 129.60 106.77 1,098.75

1,949.69 693.66 259.20 213.54 3,116.09
639.99 229.72 129.60 106.77 1,106.08

計画概要 

敷地全体イメージ  

既設第４庁舎 

来客用駐車場 

新庁舎(本館) 既設第３庁舎(別館) 


