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はじめに 
 
昭和５６年に建設された現役場庁舎は、建設から４１年が経過し、施設・設備の老朽化や耐震性に

加え、防災拠点機能、ユニバーサルデザインへの対応など建物の性能や機能面で多くの課題を抱えて

います。 
また、隣接する山村開発センターにおいても、現役場庁舎同様に老朽化や耐震性など多くの課題を

抱えている状況にあります。 
 
 本上士幌町役場庁舎等改修基本計画（以下、「基本計画」という）は、上位計画である「第６期上士

幌町総合計画」・「上士幌町公共施設等総合管理計画」・「上士幌町個別施設計画」に基づき、改修後の

役場庁舎が備えるべき機能とその構成をまとめたものです。 
一般に、基本計画とは施策や事業を実施する上での基本的な方針と内容を示し、それらを実現する

ための過程と方法を簡明に説明するものです。特に公共施設の建設・改修においては、建物の計画や

設計を進めるための様々な与条件を整理する役割を担います。基本計画は、新しい施設で想定される

活動に対応する適切な規模と用途を定め、建物の平面計画やボリューム注 1）の基礎的な検討を行い、将

来にわたって適切に維持管理するための考え方を整理し、施設整備の基本的な指針を示すものです。 
 
基本計画の策定にあたっては、これまで公共施設再編の際にも重要な要素としてきた「繋がりのデ

ザイン」・「生活と連続する利用」・「楽しめる施設間の移動」を計画要点の一つとしています。 
役場庁舎を中心とした半径 800ｍを歩けるエリア（can walk）・半径 400m を歩きたくなるエリア

（wanna walk）として徒歩圏を定め、町民が歩ける・歩きたくなる環境づくりを目指し、町民が外出

の際に複数の公共施設をはしご利用できるよう、一年を通して安全・安心に移動できるオープンスペ

ースの整備が求められます。 
 
 本町は、令和 4 年 4 月に脱炭素ドミノの先導的役割を担う「第 1 回脱炭素先行地域」に選定されま

した。再生可能エネルギー・省エネルギー設備を導入し、ゼロカーボン上士幌の実現を目指していま

す。改修後の役場庁舎はまさにそのシンボルとして ZEB 化を目指して整備することとし、人と環境に

優しい庁舎整備へ向けた基本方針をまとめています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 1） 建物が占める空間の大きさ。建物のおおよその規模。（英語：volume） 
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第1章 基本計画の位置づけ 

1-1 基本計画の概要 

現役場庁舎は、昭和５６年に建設されて以来４１年が経過しており、施設・設備の老朽化や耐震性

の不足、ユニバーサルデザインへの対応の不足など多くの課題を抱え、早急な対応が求められていま

す。 

これまで本町では、町民の生活・文化・教養の向上、福祉や健康などの促進、行政サービスの向上

への寄与を目的に、認定こども園、生涯学習センター、健康増進センター、交通ターミナル、上士幌

消防庁舎など、役場庁舎周辺の公共施設の整備を行ってきました。そのような中、役場庁舎の実態を

踏まえ、行政サービスの向上や、財政負担の軽減に十分対応できる庁舎整備へ向けて、令和３年度に

耐震化条件等の整理を行いました。 

基本計画とは、設計後の建設や竣工後の運営も含め一貫して最上位に位置づけられる価値判断基準

であり、様々な検討過程における意志決定や合意形成において重要な指針となるものです。 

本計画は、現役場庁舎が抱える課題を解消するため、庁舎整備の基本理念や基本方針、運用にあた

っての庁舎に備える機能などを具体的に示し、今後、基本設計や実施設計を行う際の基礎的な内容を

示すものとして策定するものです。 

 

 
役場庁舎整備の検討に向けた諸課題についての整理 

 
↓ 
 

基本計画 
役場庁舎整備の具体的な方針を整理するものです。 

 
↓ 
 

基本設計・実施設計 
役場庁舎整備に向けての具体的な設計を行うものです。 

 
↓ 
 

建設工事 
 

↓ 
 

維持管理・運用 
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1-2 上位計画・関連計画との関係 

基本計画の策定に際し、最も上位の計画として、本町における全ての計画の基本指針である（1）

「第 6期上士幌町総合計画」が挙げられます。次に、公共施設整備の視点から、（2）「上士幌町公共施

設等総合管理計画」、（3）「上士幌町個別施設計画」が挙げられます。さらに役場庁舎は町民の生活に

密接に関係しているため、「上士幌町地域防災計画」・「上士幌町強靱化計画」・「上士幌町環境基本計

画」・「上士幌町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」・「生涯活躍のまち上士幌町 創生包括プロジ

ェクト基本構想」等が関連する計画と考えられます。 

本計画は、公共施設に関わる上位計画や関連計画を踏まえ、必要な事項は取り入れ整合性を図りな

がら、役場庁舎の維持管理・更新のみならず、多様な機能や役割を充足することを目的として策定し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 上位計画・関連計画との関係 
 

 

 

第６期上士幌町総合計画（令和４年３月） 
 
第６期上士幌町総合計画は、町の行政運営全体の指針を取りまとめ、広く町民に対しまちづくりの

長期的展望を示すものとして、総合計画を町の最上位計画と位置づけ、策定しています。 
役場庁舎の整備にあたっては、第６期上士幌町総合計画に掲げる将来像の実現に向けたまちづくり

の拠点として、その役割が発揮できる計画とします。 
 
 
 

第 6 期上士幌町総合計画 

上士幌町公共施設等総合管理計画 

上士幌町個別施設計画 

上士幌町役場庁舎等 

改修基本計画 

上士幌町地域防災計画 

上士幌町強靱化計画 

上士幌町環境基本計画 

上士幌町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

生涯活躍のまち上士幌町 創生包括プロジェクト基本構想  

等  
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上士幌町公共施設等総合管理計画（平成２９年 3 月策定・令和４年 3 月改訂） 
 

上士幌町公共施設等総合管理計画は、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための方針

を定めることを目的に策定され、施設別の具体的な取組については、各個別施設計画によって定めら

れています。 
役場庁舎の整備にあたっては、計画の管理方針として示した、効率的な維持管理等による公共施設

等の長寿命化や、効果的な公共施設の利活用促進および統廃合等、施設保有量の最適化に基づき、役

場庁舎の減築と一部増築により建物延べ床面積の削減を図るとともに、脱炭素社会に対応した環境に

配慮した庁舎とし、他施設との相乗効果を発揮する計画とします。 
 
 

上士幌町個別施設計画（令和４年 3 月策定） 
 
上士幌町個別施設計画は、町の最上位計画の「第 6 期上士幌町総合計画」を受け、上位計画である

「上士幌町公共施設等総合管理計画」の部門別個別施設計画として位置づけられています。 
本計画策定の目的は、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減および予算の平準化を図

りつつ、施設に求められる機能・性能を確保することです。 
 

 

1-3 これまでの検討経緯の概要 

・平成 24 年度 

「上士幌町公共施設整備方針」においては、各施設が「まちの整体」における公共交通の拠点

や町民生活の結節点として、「繋がりのデザイン」が掲げられました。 

また、この考えに基づき「まちの整体」に取り組み、コンパクトなまちの整備を進めることと

し、町民が歩ける・歩きたくなる環境づくりを目指しました。 

 

・平成 27 年度 

現役場庁舎、山村開発センター、旧消防庁舎の耐震診断を行い、耐震性についての検証を行な

いました。耐震診断の結果、各施設は耐震性が大きく不足しているとの判定でした。 

上士幌町セントラルベルト構想 2015 が策定されました。 

また、認定こども園が建設されました。 

 

・平成 28 年度 

上士幌町役場庁舎大規模改修基本構想を策定し、役場庁舎の規模は変えずに、耐震改修及び長

寿命化改修を行う計画案として策定されました。 

また、上士幌町の公共施設等配置計画に関わる整備方針が策定され、役場庁舎周辺の公共施設

再編に向けて、施設の整備を進めました。 
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・平成 29 年度～令和 2年度 

平成 29年に生涯学習センターが建設されました。 

平成 30年に交通ターミナルが建設されました。 

 

・令和 3 年度 

上士幌消防庁舎が建設され、役場庁舎と一体であった消防庁舎部分が移転しました。 

役場庁舎等整備調査特別委員会（以下、「特別委員会」という）が設置されました。 

 

・令和 4 年度 

上士幌町役場庁舎の耐震化条件等の整理業務において、庁舎の全てを新築にするのではなく、

減築や長寿命化改修を行いながら、現状に合わせて使い続けられる庁舎の整備を目指し、脱炭素

化に向けた改修とする方向性が、特別委員会にて承認されました。 

「第 1回脱炭素先行地域」に選定されました。 

上士幌町役場庁舎の改修方法及び建築計画等の整理業務において、役場庁舎の基本計画の策定

を行なっています。基本計画策定においては、総務課が中心になり「役場庁舎等改修庁内検討委

員会」（以下、「検討委員会」という）で議論を重ね、基本的な役場庁舎整備の方向性を検討して

います。 

同時に、「上士幌町公園整備等基本構想」策定と「上士幌町土地利用指針見直し」業務を行い

計画案への反映を行う予定です。 

 

図 1-2 これまでの検討・整備の経緯 
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第2章 計画地 

2-1 計画地概要 

 

2-1-1 庁舎の建設地の選定 
 庁舎の建設予定地については、以下のことについて配慮し、一部減築、一部新築を基本に改修とし

ます。 

 
【１】町民利便性 

・町民利用が多い公共施設に近いこと 

・町民認知度が高い場所であること 

・主要交通拠点からのアクセスが良いこと 

 
【２】まちづくり拠点 

・情報交流・発信の場として望ましい市街地内にあること 

・人口重心地に近く、都市機能が集積した場所であること 

 ・行政機能が集積した場所であること 
 
【３】防災性 

 ・災害リスクの少ない場所であること 
・「上士幌町地域防災計画（令和２年８月改定）」における町民の避難、消防庁舎との連携に配慮さ

れた場所であること 

・防災拠点として災害時に救援関係機関と早急に連携できる場所であること 

・救援関係機関に近いこと 

 
【４】実現性 

・用地取得が不用もしくは取得が確実であること 

・整形で平坦な土地であること 

・地方自治法、建築基準法などの一般法規や条例に反しない地域・地区であること 

 
 
2-1-2 建設予定地の基礎関連情報 

所在地   河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 238 番地 
整備計画地の面積 20,700 ㎡ 
用途地域  指定なし 
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2-2 周辺環境 

 役場庁舎を中心に、徒歩圏内のまとまりをもったコミュニティとして形成し、公共施設のつながり

を意識した町民が暮らしやすいコンパクトな空間のデザインに配慮します。 
中央公園やふれあい公園との関係にも配慮し、町民が歩ける・歩きたくなる環境づくりを目指しま

す。 
 また、町民のニーズや要望にきめ細かく対応した公共サービスの提供を実現できる庁舎整備を検討

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2-1 役場庁舎と周辺施設・公園との関係 

役場庁舎 
消防庁舎 

生涯学習センター 

交通ターミナル 

ふれあい公園 

中央公園 

役場庁舎 

交通ターミナル 

生涯学習センター 

中央公園 

ふれあい公園 

消防庁舎 

緑地の連続 

緑地の連続 



7 

2-3 利用交通 

2-3-1 公共交通との関係 
建設予定地は中心市街地に位置し、平成 30年 4月にオープンした、交通ターミナルに近接した立地

です。 

それぞれ複数の路線が行き交う交通ターミナルは、町における公共交通の中心であり、帯広や旭川

と上士幌を結ぶ都市間バスのターミナルにもなっています。また、高齢の方や障がいのある方の移動

手段として、デマンド運行の農村部市街地送迎バスに加え、令和 4 年 10 月からは市街地循環コミュニ

ティバスも運行されているとともに、経済的で環境にやさしいカーシェアリングサービスも提供して

います。 

また、自動運転バスの実用化に向けて市街地の定期運行を行い、「外出機会の創出」を目指していま

す。 

 

2-3-2 道路交通の現状 
道路交通としては、帯広市から本町を経由して旭川市に至る主要動線である国道 273号や、町内中

心部の東西を貫く道道士幌上士幌線・道道上士幌音更線が建設予定地と近接しています。また、緊急

輸送用道路として、国道 241号・国道 273号の 2 本の国道が町内を通っています。 

 

2-3-3 駐車場利用の現状 

現状の役場庁舎には、敷地南側に６０台と、北側の隣接地に約１６０台が収容できる駐車場があり

ます。周辺敷地には認定こども園や、ふれあい公園といった公共施設の駐車場があります。北側隣接

地の駐車場に役場公用車を駐車し、庁舎周辺には緊急性の高い車両やトラックを、役場西側旧消防庁

舎に充電設備が必要な PHEV車を駐車しています。 

 
 

図 2-2 建設予定地と公共交通・道路交通・駐車場との位置関係 



8 

2-4 防災上の特性 

建設予定位置は、周辺に多くの住宅や商店等の建物が密集し、市街地を形成している地区であり、

役場庁舎、消防庁舎をはじめ、医療施設、福祉施設、商店、給油所等が立地し、町の行政・商業機能

等が集中した町全体の拠点となっています。また、町内を貫く国道 241号と 273号が結節する位置で

あり、交通の要衝となっています。 

防災機能上、現役場庁舎は災害対策本部を設置する拠点として、山村開発センターは指定避難所と

して、役場庁舎駐車場は指定緊急避難場所として、位置づけられております。 

近年、気候変動の影響により自然災害が増加傾向となっています。災害への備えに配慮した施設整

備の重要性は日に日に増しており、地域のリスク予測に基づく対策・対応が必要となっています。 

令和４年５月に水防法改正にともなう中小河川の洪水浸水想定区域図が北海道庁より指定・公表さ

れ市街地中心部のサックシュオルベツ川洪水浸水想定区域図においては、３時間総雨量２１２mm の

大雨が降った場合に役場庁舎周辺で０．５ｍ未満の水深となる想定が示されているため、特に大雨や

ゲリラ豪雨による洪水浸水リスクの観点を踏まえ、役場庁舎建設においては、排水・防水機能を考慮

することが求められます。 
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第3章 事業計画 

3-1 事業計画の基本的な考え方 

3-1-1 改修後の役場庁舎の在り方 
 

役場庁舎は、町民福祉の向上や町民の安全安心な暮らしを守る拠点となる施設です。一部減築、一

部新築による改修後の役場庁舎は、災害対応の拠点機能を強化することを念頭に、現役場庁舎が抱え

る課題解決をはじめ、町民の利便性や快適性の向上、効率的な行政運営などが図れる役場庁舎を目指

し整備を進めます。 
現役場庁舎棟は、減築と耐震改修等による長寿命化を行い、改修にあたっては、将来を見据え多様

化する行政需要に的確に対応し時代の変化に柔軟に対応できる役場庁舎づくりを行う一方で、健全な

財政運営の観点から華美にわたらないコンパクトな役場庁舎となるよう整備費用の抑制に努め、後年

度の負担をできるだけ軽減できるよう 十分配慮していきます 。 
また、再生可能エネルギー・省エネルギー設備を導入し、ライフサイクルコストの軽減を実現する

とともに、人と環境に優しい庁舎整備を進めます。 
 

これらを実現するため、「第 6期上士幌町総合計画」をはじめとする、公共施設に関わる上位計画や

関連計画を踏まえ、新たな役場庁舎の在り方を 6 つの基本理念として以下に示します。 

 
 
 

 ＜6 つの基本理念＞ 
 

〇脱炭素社会に対応した、人と環境に優しい庁舎 

〇町民に親しまれ利用しやすい庁舎 

〇町民の安全安心を守る災害に強い庁舎 

〇効率的な行政サービスが可能な庁舎 

〇町民の声が集約される議会機能を確保した庁舎 

〇町民協働・町民活動に配慮した庁舎 
 
 
 

図 3-1 新役場庁舎の在り方 6つの基本理念 
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第4章 施設規模と機能 

4-1 現庁舎の現状と課題 

現役場庁舎は、建設からすでに４１年が経過しており、施設や設備の老朽化に伴う劣化が著しく、

修繕費の増加が庁舎管理上の課題となっています。また、耐震性不足による防災拠点としての安全性

や、デジタル社会やユニバーサルデザインへの対応が不十分で、行政サービスを提供する場として十

分な機能を果たしているとは言い難い状況にあります。 
 

4-1-1 耐震性の不足による安全性への課題 
 
現役場庁舎は、昭和 56 年に施行された現行の耐震基準以前の建築物です。平成 27年 12月に実施

した耐震診断では、役場庁舎としての耐震性の目標値である ISO 0.75※1 に対し、短辺・長辺方向と

もに ISO 0.75 を下回り、最も低い値は 1 階長辺方向で ISO 0.191 であります。その結果、構造体

としての耐震性は「疑問あり」※2 との判定となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 現役場庁舎の耐震診断結果（平成 27年 12月に実施） 
 
 

※1 構造耐震判定指標 ISOは階の位置にかかわらず次の式で求める。 

ISO＝ES・Z・G・U＝0.6×1.0×1.0×1.25＝0.75  

上士幌町庁舎の ISO値は、0.75 となります。 

 

ES：耐震判定基本指標で、方向にかかわらず次の値を基準とします。 

（第 2次診断用 ES＝0.6） 

Z ：地域指標で、その地域の地震活動度や想定する地震動の強さによる補正係数 

（上士幌町 Z＝1.0） 

G ：地盤指標で、表層地盤の増幅特性、地形効果、地盤と建物の相互作用などによる 

補正係数（G＝1.0） 

U ：用途指標で、建物の用途などによる補正係数 （U＝1.25） 

 

※2 構造体の耐震性の判定式 

IS≧ISO  IS：構造耐震指標 ISO：構造耐震判定指標 

判定式を満足する場合は「安全」とし、そうでなければ耐震性に「疑問あり」とします。 

　RC造、SRC造 ISO＝0.75 、CTU・SD＝0.375
　S造 IS= 、q＝

CTU・SD

q
Z4 1.00 1.840 0.903 1.550 1.661 OK
Z3 1.00 1.484 0.903 1.251 1.340 OK
Z2 0.80 0.475 0.633 0.281 0.376 NG
Z1 0.80 0.398 0.513 0.191 0.255 NG
Z4 1.10 1.449 0.602 0.814 0.793 OK
Z3 1.00 1.742 0.602 0.979 1.049 OK
Z2 1.00 1.173 0.764 0.836 0.896 OK
Z1 1.00 0.879 0.853 0.700 0.750 NG

T IS 判定

X方向

Y方向

0.933

判定指標値

方向 階 F EO SD
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4-1-2 施設の老朽化による維持管理費高騰の課題と環境への配慮 
 

現役場庁舎は、全体的に老朽化が進行しており、現在は危険な箇所について、適宜修繕を行ってい

る状況にあります。給排水・暖房・換気等の設備の老朽化も進み、今後さらに改修費が嵩んでいく懸

念があります。 

地球温暖化対策の観点から、省エネルギー・省資源、再生可能エネルギーの活用等により、二酸化

炭素をはじめとする温室効果ガスの排出削減を推進することが求められていますが、現役場庁舎の消

費エネルギーは大変非効率な状況となっています。 

 

 

4-1-3 行政サービスの変化の伴う、柔軟な執務室としての課題 
 

現役場庁舎は、建設当時からの時代の変化に伴い、業務の多様化や行政サービスの変化などに柔軟

に対応できる執務室が必要とされているのに対し、各種申請・申告・相談などに対応するためのスペ

ースや、臨時の住民サービスに対応可能な多目的スペース、オンライン対応が可能な小さな会議室

（打合せスペース）が不足しています。このようなスペースの合理的・効率的な活用によって、庁舎

の執務室のコンパクト化を図ることが必要です。 

また、出入り口の床段差や、トイレなどを利用される方の誰にとっても配慮されたユニバーサルデ

ザインに対応した施設とはなっていません。 

 

 

4-1-4 高度情報化等への対応への課題 
 

現役場庁舎は、電子機器やシステムの拡充を図る中で、ＩＣＴ注２）等の有効活用による庁内のデジ

タル化とネットワーク化や情報セキュリティの確保など、高度情報化等への対応を推進するには限界

があります。 

また、災害時の防災拠点として機能するための電気・ネットワークシステムの強靭化が必要です。 

 

 

4-1-5 集会施設の課題 
 

役場庁舎と山村開発センターにおける、近年の集会施設の利用状況は、小・中規模団体による利用

頻度が高く、課内の打合せやオンライン会議、少人数での来客や会議対応が多くコンパクトな部屋の

利用や来客用の部屋でのニーズが高まっていると考えられます。 

一方、ホールの使用比率の半数が中規模団体であり、新型コロナウイルス感染症対策などの影響も

あり、規模に関わらず、使用目的によっては広いスペースを必要とするケースも見られます。 

昭和 57 年度に整備された山村開発センター（延べ床面積：1,349.2 ㎡）は、現役場庁舎と同様に、

耐震性の不足による安全性が課題となっており、役場庁舎の改修工事終了後に解体を予定しています。 

これからの集会施設には、柔軟性のある多様な使い方が可能な施設が求められます。 

 

 
注 2） ICT（アイシーティー）とは、ICT は「Information and Communication Technology（情報通信技

術）」の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指す。情報処理だけではなく、インタ

ーネットのような通信技術を利用した産業やサービスなどの総称。 
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4-1-6 役場庁舎改修の必要性 
 
現役場庁舎は、設備を含めた施設全体の老朽化が著しく、耐震性が大きく不足しているため、大規

模地震が発生した際には被害を受ける可能性があります。来庁者や職員の安全を確保するためには、

早期に役場庁舎を耐震補強するか改築を行い、災害時における施設自体の安全性を確保しながら、住

民生活の安全を確保する防災拠点の役割を果たすことが求められています。 

また、持続可能なまちづくりや地球環境保全に率先して取り組むため、長寿命化を図るとともに、

コンパクト化や減築によりライフサイクルコスト注３）の軽減をし、脱炭素化に向けた積極的な取り組

みが必要です。 

同時に、役場庁舎は行政全般の中枢であり、多様化、専門化する業務、高度情報化社会の中にあっ

ても、効率的、機能的に行政サービスを提供する必要があります。人口減少、デジタル化やテレワー

クの導入等、今後の「行政サービスの変化」に対応可能な庁舎とし、誰もが利用しやすく、親しまれ

る役場庁舎への改修が求められます。 

役場庁舎の改修については、2021（令和３）年度から北海道大学に委託し、工事に係る経費だけで

はなく、SDGs の視点からの検討を行い、改修並びに施設維持で排出される CO2 の量を最小限に抑えた

改修方針（一部減築・一部新築）を決定しました。減築により CO2 の量を抑え、ランニングコストを

圧縮するとともに、脱炭素化へ向けて再エネ発電設備に加え、建物の断熱強化や設備システムの効率

化、地中熱ヒートポンプなどを導入することで、ライフサイクルコストの最適化と合理的な長寿命化

を図ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 3）ライフサイクルコストとは、製品や構造物などの費用を、調達・製造～使用～廃棄の段階をトータル

して考えたもの。訳語として生涯費用ともよばれ、英語の頭文字から LCC と略す。 

企画、設計に始まり、竣工、運用を経て、修繕、耐用年数の経過により解体処分するまでを建築物

の生涯と定義して、その全期間に要する費用を意味する。（英語：life-cycle cost） 

  



13 

4-2 施設整備の基本的な考え方 

旧消防庁舎棟を解体し、議会機能を持たせた集会施設として新棟を建設します。役場庁舎棟は一部

減築し、耐震補強を行うとともに、機能向上を目的とした改修を行います。また、山村開発センター

棟は将来的に解体を予定しています。 

「3-1-1 新役場庁舎の在り方」において示した６つの基本理念を基に、改修後の役場庁舎に求めら

れる整備方針を検討いたします。 

 
 

基本理念１  脱炭素社会に対応した、人と環境に優しい庁舎 
 
 ＜整備方針＞ 

・ゼロカーボン上士幌の実現とスマートタウン構築を目指して、「未来へつなぐ持続可能な

まちづくり」のシンボルとなる庁舎 
・すべての人が利用しやすいユニバーサルデザインの考え方が取り入れられた庁舎 
・先導的な役割を見据えて、費用対効果や減築・改修・建設後の維持管理を踏まえ、環境

に配慮した庁舎 
 
 
基本理念２  町民に親しまれ利用しやすい庁舎 
 
 ＜整備方針＞ 

・町民がわかりやすく、快適に利用できる庁舎 
・町民が気軽に立ち寄ることができ、お互いに触れ合うことのできる親しまれる庁舎 

 
 
基本理念３  町民の安全安心を守る災害に強い庁舎 
 
 ＜整備方針＞ 

・耐震性の高い安全な建物として、災害対策本部としての機能を十分発揮できる庁舎 
・地震・浸水などの災害があっても町役場機能が維持できる庁舎 

 
 
基本理念４  効率的な行政サービスが可能な庁舎 
 
 ＜整備方針＞ 

・経済性（無駄がなく華美にわたらない庁舎）と機能性を合わせ持ち、デジタル社会に対

応した効率的でコンパクト、オープンな執務空間 
 
 
基本理念５  町民の声が集約される議会機能を確保した庁舎 
 
 ＜整備方針＞ 

・議会機能の適正な規模を確保し、議会休会中の有効活用が図れるよう配慮した庁舎 
 
 
基本理念６  町民協働・町民活動に配慮した庁舎 
 
 ＜整備方針＞ 

・多目的なホールや、町民とのコミュニケーションや協働を推進できるスペースをもつ庁    
 舎 
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4-3 求められる機能 

4-3-1 窓口機能 
 
町民の利用頻度が高い「窓口機能」をできる限り集約し、関連部署を近接させるなど、来庁者の利

便性が高い窓口配置とします。 

臨時的かつ一時的に集中して受付を行う手続きなどでは、臨時窓口スペースが確保できるよう検討

します。 

 
① 総合窓口の充実 
・総合窓口のおける「ワンストップサービス」で様々な手続きが済むよう、町民に寄り添った住民

サービスの提供を検討します。 
・デジタル社会に対応した「書かない窓口」、「オンライン窓口」に対応した総合窓口の在り方を検

討します。 
 
② 窓口スペース 
・窓口カウンターは、受付内容や身体状況に応じた対応が可能となるカウンターを設置します。ま

た、窓口カウンターには必要に応じて衝立の設置をするなど、利用者のプライバシー保護に配慮

します。 
 
③ 相談スペース 
・プライバシーに配慮した相談スペースや個室の相談室を設置し、来庁者が安心して相談や手続き

を行えるように検討します。 
 
④ 待合スペース及び案内表示 
・窓口フロアでは、車いすやベビーカーなどの通行に支障がないよう、ゆとりある通路や待合スペ

ースを確保します。また、窓口の 案内表示は、表示の大きさや設置場所、配色などに配慮するな

どの工夫を行い、誰にとっても分かりやすく見やすい表示とします 。 
 
 
4-3-2 町民交流機能 
 
町民に親しまれ憩いの場となる庁舎を目指し、来庁者が利用できるスペースを設けます。 

 

①休憩スペース 

・町民が自由に休憩や待ち合わせなどに利用できるスペースの確保を検討します。また、その一部は

臨時の窓口や展示、小規模のイベント、災害対応など、多目的に利用できる空間構成や設備につい

て検討します。 
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②情報発信スペース 

・来庁者が気軽に立ち寄り、行政情報のほか観光やイベントなど各種情報を得られるコーナーの設置

を検討します。 

 

③来庁者駐車場等 

・車両の動線を役場庁舎北面に集中し、歩車分離をはかることで安全性を確保します。 

・庁舎に出入りしやすい位置に、短時間利用のための一時駐車スペースの確保を検討し、障がいのあ

る方や高齢の方、妊娠中の方などの駐車場についても、庁舎に出入りしやすい位置に適正な台数分

を用意します 。 

・来庁者の多くが自家用車を利用している状況にあることから、北側の道路を主な車両動線とするこ

とで、南側の公園や歩行者動線との分離を図り、役場や新棟に車で来庁される方の駐車スペース

は、配慮を必要とされる方や短時間利用の場合を除き、整備済みの北側駐車場や西側駐車場（ふれ

あい公園側の多目的スペースを駐車スペースとして確保することとします）・その他の公共施設の

駐車場を利用することとします。また、山村開発センターの解体を進めていく中で、駐車場の整備

を検討します。 
・庁舎の出入口を多方面に複数設けることで、駐車場からの動線に配慮します。 

・公共交通を利用して来庁される方の利便性を考慮した施設整備を検討します。 

・自転車等を利用して来庁される方のために、適切な規模の駐輪場を用意します。 

 

 

4-3-3 防災拠点機能 
 

平素における各種防災対策活動をはじめ災害発生時の危機管理の拠点である役場庁舎は、災害対策

本部としての機能を十分に発揮できるよう、迅速な災害対応及び復旧作業を進めるための防災拠点と

しての機能強化を図り、町民の安全と安心や行政機能の継続性を確保するため防災機能を整備します。 
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図 4-2 防災拠点としての庁舎の役割 
① 耐震安全性の目標値 

・大規模な地震が起こった際でも、防災拠点施設としての機能が十分発揮できる耐震性、安全性を

有する施設とするため、国の定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に準じて、耐震安全性の目

標を I 類‐ A 類‐甲類 注４）に設定します。 

 

② 構造方式の検討 
・新庁舎における構造方式として、「耐震構造」「制震構造」「免震構造」のそれぞれについて比較し

ました。新庁舎の耐震安全性の基準である構造体「Ⅰ類」については、いずれの構造方式を採用

しても確保できますが、それぞれの長所、短所を検証したうえで構造方式を決定する必要があり

ます。 
 

③ 構造種別の検討 
・建築物には、鉄筋コンクリート造（ RC 造）、鉄骨・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造といった

構造の種類がありますが、今後の設計段階において、設計条件や要求性能に応じた検討を行い、

構造種別を決定します。 
 

④ 災害対策本部機能 
・災害対策活動が円滑に行えるよう、災害発生時の指揮命令系統の中心となる災害対策本部機能を

持つ会議室を設置します。なお、平常時は通常の会議室として利用できるよう整備します。 
・マイクログリット構築により安定した電力を確保するとともに、災害対策本部会議室及び町長室

や防災担当部署の設備は、災害時に太陽光発電による充分な電力供給ができない不測の事態を想

定し、非常用発電機による予備電源を確保、各関係機関からの情報収集や各対策班との連絡が可

能となる電話回線などの通信手段のほか、北海道庁との伝達に必要な総合行政情報ネットワーク

機器の非常用電源の確保を整備します。 
 

 

 

 
注 4）耐震安全性の目標 

構造体      Ⅰ類 大地震動後、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も

のとする。 

建築非構造部材 Ａ類 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険

物の管理のうえ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、人命の安全確保に加えて十分な機

能確保が図られるものとする。 

建築設備    甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られてい

るとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相

当期間継続できることを目標とする。 
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⑤ 備蓄スペースの確保 
・備蓄物資等の迅速かつ円滑な提供を行うため、 非常食や災害用毛布などの生活必需品をはじめ、

避難所運営や災害対策等の資機材を保管するスペースの確保を検討します。 
 

⑥ 避難者などへの対応 
・災害時には、帰宅困難者などが役場庁舎等へ避難する可能性があります。さらに、救援物資の受

け入れやボランティアへの対応などが予想されるため、不特定多数の人が利用できる空間（多目

的スペース）や災害時に対応可能なスペースの確保などについて検討します。 
 

⑦ ライフラインの確保 
・停電時においても、防災拠点として活動する災害対策本部室などの諸室を一定期間維持するため

に必要な電源供給を行うマイクログリットの構築を進めます。 
 

⑧ 浸水対策 
・水害時でも、執務機能を確保するとともに、災害対策本部機能を十分に発揮できるよう、電気室

や機械室、サーバ室などの配置に配慮します。 
 

  
4-3-4 ユニバーサルデザイン  

 
年齢や障がいの有無・性別・国籍・言語などにかかわらず、来庁者の誰もが安全で快適に利用できる

庁舎とします。 
 
①わかりやす い案内表示等 

・表示の大きさや設置場所・配色に配慮し、英語等の外国語表記のある多言語案内表示を取り入れ

るなど、わかりやすい案内 表示を導入するほか、初めて訪れた来庁者にもわかりやすい庁舎とし

ます。 
 

② 快適な移動空間 
・敷地内の通路は、複雑な移動とならないようにわかりやすく連続性のある移動経路とします。 
・車いすやベビーカーの利用者にも配慮し、出入口等の段差解消や、ゆとりのある通路幅を確保し

ます。 
・上下階への移動が容易となるように、エレベーターを配置します。 
 

③ 多様な利用者への配慮 
・各階の適切な位置に衛生的で清潔感のあるトイレを配置します。トイレには、オストメイトや車

椅子対応の多目的トイレを併設するとともに、子育て世代や高齢者などさまざまな来庁者に対応

するため、チャイルドシートや手すりを設置します。 
・子育て世代が利用しやすいよう 、授乳室やベビーベッド、キッズスペースなどの設置を検討しま

す。 
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4-3-5 ZEB 化実現を目指した、創エネルギー・省エネルギー等機能 
 
地球環境への影響を最小限に抑えるよう、環境負荷低減策について積極的に取り組んでいくため、

化石燃料から再生可能エネルギーへの転換をはかり ZEB 化を進め、国が推進する環境配慮型官庁施設

（グリーン庁舎） の実現を目指します。 
また、再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化の推進などの検討にあたっては費用対効果を比

較検証しながら、本町に適した手法を導入します。 
 
①再生可能エネルギーの有効活用 

・太陽光発電設備の設置や地中熱利用など、 再生可能エネルギーの活用を検討します。 
・敷地内の屋外照明については、太陽の光を利用した設備の設置を検討します。 
・自然換気や自然採光の採り入れに配慮します。 
 

②省エネルギー化の推進 
・照明は、ＬＥＤ照明の導入や人感センサーによる点灯システム、調光システムを必要に応じて採

用を検討します。また、空調換気設備についても、省エネ効果の高い設備や室内を最適な温度に

保てるシステムの導入を検討します。 
・エネルギー使用量の推移データを記録できる「見える化」を検討し、適切なエネルギーマネジメ

ントを行います。 
 

③ エネルギー損失の低減・環境への負荷低減 
・断熱効果に優れる工法の採用や高性能断熱材、高性能ガラスなどを導入します。 
・温室効果ガスの排出量を抑制するため、高効率給湯器や節水型トイレなどを採用します。 
 

④ エコマテリアル・木材の 利用 
・内装などに利用する材料は、エコマテリアル（環境負荷の少ない素材）の使用を検討します。 
・「上士幌町地域材利用推進方針」に基づき、事業費抑制を踏まえながらも、木材の利用範囲や仕様

について導入を検討します。 
 
 

4-3-6 議会施設としての機能 
 

議会機能については、議決機関としての独立性を確保するとともに、町民に開かれた施設となるよ

うに議場や委員会室などを適切に配置します。 

 

① 議会施設 

・議会施設は新棟に配置することとし、町民に議会活動が身近なものに感じられるよう工夫し、関

連する諸室は、各室の関連性や動線に配慮して配置することとします。 

・議場や関連する諸室、通路などは、ユニバーサルデザインの考えに基づいた整備を検討します。 

・町民が気軽に立ち寄り、議員と語り合えるスペースの整備を検討します。 
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② 議場 

・議場の座席配置や床形状などは、効率的で議論がしやすく円滑な議会運営が行われるよう検討 

します。 

・議場の机や椅子などは、将来の変動にも対応できるよう可動式の設備導入を検討します。 

・円滑で効率的な議会運営が行われるとともに、本会議等のインターネット配信などが引き続き

可能となるよう、適切な音響や映像、情報通信等の設備の導入を検討します。 

・防音機能を強化し、隣接するホール利用時も円滑で効率的な運営が維持できるよう整備します。 

 

③ 傍聴席 

・傍聴席は、適切な座席数を確保するとともに、町民が傍聴しやすくなるよう検討します。 

・車椅子に対応できるようにするなど、障がいのある方などにも配慮した設備を検討します。 

 

  

④ その他の議会関係諸室 

・議会関連諸室は、委員会室、正副議長室、議会事務局などを配置し、円滑で効率的な活動が行

えるよう、図書スペースや書庫など適切なスペースの確保や機能の整備を検討します。 

・議場や委員会室等の諸室は、議会関係以外の会議にも利用できるよう検討します。 
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4-4 ゾーニングと動線計画 

4-4-1 整備の考え方と特徴 
 
・旧消防庁舎棟を解体し、新棟を建設します。 

・役場庁舎棟は一部減築し、耐震補強を行うとともに、機能向上を目的とした改修を行います。 

・山村開発センター棟は全体の改修工事終了後に解体を予定しています。 

・新棟は議会機能を持たせた集会施設とします。 

 

 

 

図 4-3 整備の考え方 
 

 

新棟：機能的かつ多方面と繋がる庁舎 

・ホールと議場の一体利用を可能とする。 

・最小限の機能と規模に抑える（目安 1,100～1,200 ㎡） 

 

 

＜新棟の特徴＞ 

① 南側の町民スペース・テラスを介して屋内から屋外に繋がる連続的な空間づくり。 
②  西側外部から庁舎内部の活動が見えるよう、大きな窓を持つ外観デザインの工夫。  

③ 議場・ホールから、役場庁舎棟への視線の抜けを確保。 

④ 南側のホワイエ（空間）を、町民スペースとして利用することが可能。 

 

 

4-4-2 ゾーニング 
 

ゾーニングとは、機能や用途など施設計画において必要な空間をいくつかのまとまりに区分けし

て整理し、それらの相互の関係を考慮して適切な場所に配置することを指します。ここでは、敷地

全体のゾーニングについて記載し、動線計画や諸室の配置につながる建物と駐車場及び中央公園と

つながるオープンスペースの位置関係を示します。 
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① 新棟の配置 
役場庁舎を中心として、東側には認定こども園やスポーツセンター、北側には消防署、西側には

生涯学習センター「わっか」、南側には交通ターミナルといった公共施設が適度な距離をもってコ

ンパクトに配置されています。公共施設再編の際には、町民が外出の際に複数の公共施設をはしご

利用できるよう、町民が歩ける・歩きたくなる環境づくりに配慮し、整備を進めてきており、新棟

は、西面への景観とふれあい公園までの緑地の連続性を意識し、生涯学習センターから認定こども

園までを視覚的・心理的に繋げるランドスケープに対して十分に配慮し、検討します。 
南面にホールから繋がる町民スペースを配置し、屋内から屋外に繋がる連続的な空間づくりを目

指します。 
 

② 北側の車両動線の確保と駐車スペースの配置 
北側の道路を主な車両動線とすることで、南側の公園や歩行者動線との分離を図ります。 
役場庁舎と新棟の北側及び西側に短時間の来庁者等のための一時駐車スペースを新たに整備しま

す。 
役場や新棟に車で来庁される方の駐車スペースは、配慮を必要とされる方や短時間利用の場合を

除き、整備済みの北側駐車場や西側駐車場（ふれあい公園側の多目的スペースを駐車スペースとし

て確保することとします）・その他の公共施設の駐車場を利用することとします。また、山村開発

センターの解体を進めていく中で、駐車場の整備を検討します。 
 
③ EV 充電設備を備えた公用車用車庫等の整備 

現在、脱炭素化の観点から公用車の EV 化を進めており、現在は２台の PHEV 車を旧消防庁舎

車庫に格納しています。 
脱炭素化の観点から、今後も公用車を更新する際には、EV 車等への更新を進めていく必要があ

るため、公用車３０台ほどを格納でき、再生可能エネルギーを活用した EV 充電設備を備えた車庫

等の整備を、庁舎整備と同時に検討します。また、緊急性の高い公用車の駐車スペースを庁舎北側

に確保することを検討します。 
 

  

 

4-4-3 動線計画 
 
敷地全体のゾーニングを踏まえつつ、敷地周辺から施設への自動車や歩行者の動線を整理すること

で、利用しやすく、町民の誰もが親しみやすい、気軽に無理なく使いこなすことができる施設計画を

提示します。 

本町では、自動車での来庁者とともに、公共交通機関を利用するなど歩いて施設に訪れる歩行者にと

っても、安全性や快適性などに配慮し、歩いていて気持ちの良い動線を整備することが求められま

す。これらの観点を踏まえ、以下のポイントに基づき動線計画を設定します。 
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① 町民が気軽に立ち寄りやすい、多方向の出入口の設置 
  庁舎北側隣接地の駐車場や、障がいのある方や高齢の方、妊娠中の方などの駐車スペースから庁

舎に出入りしやすい位置に出入口を計画します。また、西側のオープンスペースや南側の公園から

も気軽に立ち寄りやすいように、出入口を確保します。また、セキュリティに配慮します。 

 
② 南側の中央公園に面する、開放的な窓口動線 

  窓口動線を南側の中央公園に面する位置に変更し、東西に繋がる開放的な空間とします。ま

た、ホールや町民スペースからの連続性も考慮します。 
 
③ ホールから町民スペースを介して、屋内から屋外に繋がる動線 

生涯学習センターから認定こども園までを視覚的・心理的に繋げるランドスケープに対して十分

に配慮し、南面にホールから繋がる町民スペースを配置し、屋内から屋外に繋がる連続的な空間づ

くりを目指します。 
 
④ 議会関係諸室・職員執務室を東西に繋ぐ、コンパクトな執務動線 

 町民が利用する窓口動線を中央公園に面する南側に確保し、執務動線を現在の窓口動線に変更し

ます。議会関係諸室から職員執務室を東西に繋ぐことで、コンパクトな執務動線を計画します。ま

た、議会関係諸室と町民スペースに繋がりを感じられるよう動線に配慮します。 
 
⑤ 緊急性のある公用車と役場庁舎をつなぐ動線 

 庁舎北側に緊急性の高い車両の駐車スペースを確保し、迅速な出動が可能となるよう検討します。 
 

 
図 4-4 ゾーニングと動線計画 
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4-5 諸室の配置  

4-5-1 階構成 
 

階構成は、町民の利便性や業務効率性、災害時などを考慮し、各階の機能の配置について、次のと

おり整理します。 

 
（１）基本的な考え方 

１階には、町民利用の多い部署を配置するとともに、２階には部署間の連携などを踏まえて、職員

の業務効率や災害時の対応などに配慮した部署を配置することとします。 

 

（２）計画方針 

・役場庁舎棟の1階は、窓口動線を南側の中央公園に面する位置に変更し、上記の考え方にもとづ

き、部署の配置を検討します。窓口動線は、新棟に計画するホールや町民スペースからの連続性

も考慮します。 
 
 
4-5-2 諸室のゾーンニング 
 
①町民がわかりやすく快適に利用できる窓口の配置と、業務効率に配慮した職員執務室の配置 

１階には、町民利用の多い部署を配置するとともに、２階には部署間の連携などを踏まえて、職

員の業務効率や災害時の対応などに配慮した部署を配置します。 

 
② 一体利用可能な議場とホールの配置 

新棟に議場とホールを隣接して配置することで、間仕切を開放し一体的に利用できる計画としま

す。また、議場・ホールの机や椅子などは、一体利用にも対応できるよう可動式の設備導入を検討

します。 

議場や関連する諸室については、できる限り町民へも開放することとし、一体利用に限らず議場

を使ってのイベントや、委員会室等を研修室として利用しやすくなるよう配慮します。 
 

③円滑で効率的な活動が行える、議会関係諸室の配置 
 議会関連諸室は、円滑で効率的な活動が行えるよう、議会に隣接した配置とし、適切なスペース 

を確保します。 

 

④役場庁舎棟への認定こども園分室の配置 
現在、山村開発センターの一部を使用している認定こども園分室を耐震改修後の役場庁舎東側に

移設する計画とし、山村開発センターの解体に備えます。 
 

⑤ 南面・西面におけるオープンスペースの配置 



24 

新棟には、南面にホールから繋がる町民スペースを配置し、屋内から屋外に繋がる連続的な空間

づくりを目指します。 

 
図 4-5 新棟の諸室のゾーニングと動線計画 

 
図 4-6 新棟 平面レイアウト 

地下機械室・書庫 
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4-5-3 諸室の面積・設備 
 
執務室のスペース面積 

上士幌町の執務スペースの職員数を 100 人とすると、執務面積（事務室・農業委員会・出納室）は

682 ㎡あるので、職員 1人当たりの床面積は 6.8 ㎡となります。 

 

［他町の参考事例］ 

・ニセコ町  職員数：105 人  執務面積：654 ㎡ 

→ 職員 1人当たりの床面積：6.2 ㎡ 

ニセコ町は職員の固定席数を最低限にしてレイアウトをコンパクトにする一方、打合せス

ペースや印刷スペース等のフレキシブルに対応できるスペースを確保しています。 

 

・浜中町   職員数：110 人  執務面積：946 ㎡ 

→ 職員 1 人当たりの床面積：8.6 ㎡ 

職員 1人当たりの床面積が大きいのは、職員席の無い水道監視盤室があること及び、各課

長の机が余裕をもって配置されていることによります。 

 

職員の固定席数を最低限にした上で、各課長の机をレイアウト上無駄が出ないように配置し、打合

せ・印刷スペースは座席の近くにまとめて配置するなどの工夫をすることで、コンパクト化を図りま

す。 

このことは上記の数値を使って以下のように算出できます。 

 

上士幌町の職員数 100[ 人] × ニセコ町の職員 1 人当たりの面積 6.2[ ㎡ ] ≒ 620[ ㎡ ] 

よって執務面積を 620 ㎡程度まで削減します。 

将来、職員数が減少した時には、会議室や町民スペースに用途を変更できるよう配慮します。 

 
会議室・研修室の面積 

山村開発センター棟には計 187 ㎡の研修室がありますが、改修にあたって、役場機能である会議室

と兼用することにより削減することとします。ただし、利用が重複して室が不足したり、一時的な機

能の担保を要するときのフレキシビリティが無くなる懸念があるため、現役場庁舎の会議室の面積よ

り＋150 ㎡広くすることとし、多用途に柔軟に利用できる面積として、合計 280 ㎡を確保します。 
新棟に配置する議場含め議員関連諸室も、議会専用とするのではなく、職員や町民へ広く開放する

こととし、300 ㎡のホールも仕切りをして、分けて利用できるよう整備することでコンパクト化しま

す。 
 
 
議場・議会諸室の面積 

既存の上士幌町の議場面積は 226 ㎡です。 
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［他町の参考事例］ 

・ニセコ町   議場面積：170 ㎡  人口：約 5,000 人（上士幌町と同規模） 

ニセコ町は可動家具を採用しています。 

 

・新十津川町  議場面積：154 ㎡  人口：約 6,500 人（上士幌町の約 1.3 倍） 

新十津川町は固定家具を採用しています。 
 

・芽室町    議場面積：176 ㎡  人口：約 18,500 人（上士幌町の 3 倍以上） 

芽室町は家具レイアウトをコンパクトにすることで、傍聴席を 20 席確保しつ

つも議場面積を 176 ㎡に抑えています。 

 
以上の事例より、議場の面積は、可動家具を採用する場合は議場内収納を含め 170 ㎡が目安となり

ます。 
諸会議室については、人口規模や議席数での比較、家具レイアウトの工夫による面積削減に加え

て、委員会室・議員控室の兼用により合計面積の目安を 190 ㎡とします。 
 
 
ホールの面積 

近年の利用状況を考慮し、最大利用人数 300 人を確保できるように計画します。 
 
［他町の参考事例］ 

・鷹栖町  ホール座席数：280 席  面積：280 ㎡   

人口：約 6,700 人（上士幌町の約 1.4 倍） 

 

・当麻町  ホール座席数：303 席  面積：367 ㎡ 
人口：約 6,700 人（上士幌町の約 1.4 倍） 

 
人口が同規模である鷹栖町、当麻町の座席数は上士幌町の最大利用人数と同程度ですが、ホールの

面積は既存の山村開発センターより小規模です。 
必要に応じてフレキシブルな利用ができるよう、面積を抑えた可動式ステージを導入することによ

り、ステージを含めたホールの面積が 300 ㎡前後が目安となります。 
ホールには 3 分割できる可動間仕切壁を採用することで、多様な使い方に対応できる柔軟性のある

仕様を検討します。 
既存の山村開発センター棟の物品庫の面積はホール+ ステージの面積の 15％ほどです。新棟では、

300 ㎡ ×15％＝45 ㎡を目安とし整備を検討します。 
 
 

書庫・図面庫の面積 
既存の上士幌町役場の書庫と図面庫の合計面積は 201 ㎡です。 
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［他町の参考事例］ 

・ニセコ町   書庫と図面庫の合計面積：133 ㎡   

人口：約 5,000 人（上士幌町と同規模） 

 

・浜中町    書庫と図面庫の合計面積：156 ㎡ 
人口：約 5,400 人（上士幌町の約 1.1 倍） 

 
・新十津川町  書庫と図面庫の合計面積：104 ㎡ 

人口：約 6,500 人（上士幌町の約 1.3 倍） 
 

・岩内町    書庫と図面庫の合計面積：136 ㎡ 
人口：約 11,300 人（上士幌町の約 2.3 倍） 
岩内町では書庫と物品庫を兼用することで面積を 136 ㎡に抑えています。 

 
人口規模の近いニセコ町、浜中町、新十津川町は、上士幌町と比べ小規模になっています。また、

岩内町では書庫と物品庫を兼用することで面積を抑えています。 
書庫等のコンパクト化を図るには、デジタル社会に対応したペーパーレス化が重要です。これらの

ことから、ペーパーレス化を推進し、書庫+ 図面庫の面積は既存の約 7 割に縮小し、140 ㎡前後が妥

当と考えます。適正な文書管理の促進をあわせて検討します。 
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【新庁舎に求められる規模】 

■既存（中央棟＋山村開発センター     ■全改築案     

大項目 小項目 室名称 
面積

（㎡） 

合計面

積（㎡） 
   大項目 小項目 室名称 

面積

（㎡） 

合計面

積（㎡） 
  

執務諸室 

事務室 

事務室 608 

682 

1,386 

 

執務諸室 

事務室 

各課執務 

620 620 

1,414 

農業委員会 56  農業委員会 

出納室 18  出納室 

町長室 49 

115 

 町長室 49 

115 副町長室 31  副町長室 31 

応接室 35  応接室 35 

会議室 

会議室 B 20 

129 

 会議室 行政諸室 280 280 

会議室C 64  

書庫物品

庫 

書庫兼図面庫 140 

194 

庁議室 45  物入 1 8 

書庫物

品庫 

第 1 書庫 76 

255 

 物品庫 8 

第 2 書庫 22  物品庫 13 

第 3 書庫 20  消耗品庫 25 

第 4 書庫 48  

その他 

事務室(地下) 20 

205 

第 5 書庫 24  出納書庫 15 

図面庫 11  出納応接室 15 

物入 1 8  職員休憩室 30 

物品庫 8 
 

通信室 10 

物品庫 13  印刷室 13 

消耗品庫 25  電算室 35 

その他 

事務室(地下) 30 

205 

 男子ロッカー室 33 

出納書庫 10  女子ロッカー室 12 

出納応接室 10  管理人室 22 

職員休憩室 30  議会関係 議場 議場 170 170 

360 

通信室 10  

議会諸室 

委員会室 
58 

190 

印刷室 13  議員控室 

電算室 35  正副議長室 36 

男子ロッカー室 33  議会事務局 36 

女子ロッカー室 12  監査委員会 36 

管理人室 22  議会図書室 12 

議会関係 

議場 議場 226 226 

539 

 議員ロッカー室 12 

議会諸

室 

委員会室 103 

313 

 

設備   

電気室 28 

159 159 
議員控室 74  発電機室 13 

正副議長室 49  機械室 93 

議会事務局 48  水槽室 25 

監査委員会 39  山村開発

センター 
ホール 

集会室 300 
345 345 

設備   

電気室 28 

159 159 

 物品庫 45 

発電機室 13  （A）必要諸室面積 2,278 

機械室 93  （B）その他面積（共用・水廻り等） 1,322 

水槽室 25  延べ床面積 3,600 

山村開発

センター 

ホール 
集会室 378 

545 

922 

 A に対する B の割合 58.0% 

ステージ 167        

物品庫 

物品庫 1 40 

84 

       
物品庫 2 22        
物品庫 3 22        

諸室 

第 1 研修室 25 

293 

       
第 2 研修室 100        
第 3 研修室 62        
こども園分室 
(旧第 1 研修室) 

81        

事務室（2F） 9        
調整室 16        

（A）必要諸室面積 3,006        
（B）その他面積（共用・水廻り等） 1,752        

延べ床面積 4,758        
A に対する B の割合 58.3%        
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4-6 既存役場庁舎棟改修の考え方  

4-6-1 既存役場庁舎棟平面レイアウトの考え方 
 

３階部分が減築された役場庁舎棟については、町民の利用頻度 が高い「窓口機能」をできる限り１

階に集約するとともに、中央公園に面した部分を、来客者動線とすることで、中央公園に開かれたオ

ープンな庁舎とします。また今まで通路で分断されていた北側部分を執務エリアに取り込むことで、

より自由度の高い、広い執務エリアを確保します。 
２階部分の通路、執務エリアの考え方は大きく変えませんが、新棟の機能との関係性を重視すると

ともに、災害対策本部への対応が可能な会議室の設置を行います。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-8 １階平面計画案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-9 ２階平面計画案  

地下階： 

＊機械室・電気室等の更新・コンパクト化 

＊余剰空間の書庫等への活用を検討 
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4-6-2 既存役場庁舎棟耐震補強の考え方 
 
耐震補強基本方針 
・既存役場庁舎棟の３階以上を減築して、建物重量を減らすことで、耐震補強の軽減を図ります。 
・既存２階床の一部を減築し、建物重量を減らすことで、耐震補強の軽減を図ります。 
・住民や施設利用者の目に触れる部分は、道産材を使用した木製の耐震ブレースを内部に設置します。 
・目に触れない部分については、RC 耐震壁の併用もコスト、工期の優位性を見定めて決定します。 
・必要箇所に耐震スリットを設けます。 
 
階耐震補強案について 
３階部分を減築し、建物重量が軽くなったことで、Y方向の構造耐震指標 Is は 1,2階とも減築のみで

耐震性能を満足しますが、X 方向は 1,2 階とも減築だけでは耐震性能は満足せず、１階に耐震ブレース

を６か所、耐震スリットを１か所設置、また２階には耐震ブレース１か所、耐震スリット１か所設置

することで、耐震性の確保が可能になります。 
ブレースの設置位置は、執務環境や来庁者の動線に影響が少ない部分に、バランスよく配置します。 
来庁者の目に触れる部分については、道産材を使用した木製の耐震ブレースを積極的に使用し、そ

れ以外の部分については、経済性と施工性に配慮した RC 耐震壁等での補強を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-10 木による構造体補強イメージ（長門市本庁舎事例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-11 今回計画での木ブレースによる耐震補強イメージ 
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図 4-12 １階耐震補強計画案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-13 ２階耐震補強計画案 
 

   

耐震ブレース 

（道産材カラマツ集成材） 

耐震ブレース 

（集成材もしくは RC 耐震壁） 

耐震スリット 

耐震スリット 

耐震ブレース 

（集成材もしくは 

RC 耐震壁） 



32 

第5章 脱炭素化の取り組み 

5-1 脱炭素化の基本的な考え方 

上士幌町は令和 4年 4月 26日に第 1回脱炭素先行地域に選定(全国 26件)され、役場庁舎の改築に

係る、以下の３つの重点項目を推進することになりました。 

 

１、太陽光発電の活用による公共施設マイクログリッド構築事業 

２、役場庁舎等耐震改修事業／再エネ発電設備導入 

３、役場庁舎等耐震改修事業／ZEB化 

 

5-2 導入予定技術の概要と効果 

太陽光発電を活用した公共施設マイクログリッド構築事業 
   

取組内容：平常時には太陽光発電と蓄電池による再生可能エネルギーの有効活用を図り、災害時

は役場庁舎等防災拠点となる主要な公共施設に電力を供給することで、レジリエンス

強化を目的としたマイクログリッドの構築を行ないます。 
       ・設計、太陽光発電（500kW）、蓄電池（200kW）、EMS、自営線一式：３億円 
        ※企業版ふるさと納税（２億円）活用予定 

実施場所：役場周辺 
電力供給量：スポーツセンター、交通ターミナル屋根等に設置する太陽光発電 

         500kW×24 時間×365 日×発電効率 13％＝③569,400kWh/年 
 
 
5-2-1 役場庁舎等耐震改修事業／再エネ発電設備導入 
 

取組内容：老朽化する役場庁舎の改修について、減築により CO2排出量を最低限に抑え、ランニン

グコストを圧縮するとともに、脱炭素化へ向けて再エネ発電設備に加え、建物の断熱

強化や設備システムの効率化、地中熱ヒートポンプなどを導入することで、将来を見

据えたライフサイクルコストの最適化と合理的な長寿命化を行う。 

実施場所：役場庁舎 

太陽光発電設備の設置は、既存役場庁舎棟の屋上（３階減築部分）に設置、発電量が

不足する場合は、一部外壁に太陽光発電パネルを設置する。 

電力供給量：役場庁舎に設置する太陽光発電設備 

              R2年度役場庁舎電力消費量    ：288,206 kWh/年 

    改修後の役場庁舎電力消費想定量 ： 63,762 kWh/年 

 

再エネ発電導入等による電力削減量 ：288,206 － 63,762 ＝ 224,444 kWh/年 
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5-2-2 役場庁舎等耐震改修事業／ZEB 化 
 

取組内容：老朽化する役場庁舎の改修について、長寿命化を図るとともに、コンパクト化や減築

によるライフサイクルコストの軽減を図り、CO2 排出量を最小限に抑えます。また、

建物の高断熱化に加え、地中熱を活用したヒートポンプなどの省エネルギー設備の導

入について検討することとし、太陽光発電による再生可能エネルギーによる創エネル

ギー設備を導入し、脱炭素化に向けた効果的な手法を採用した改修を行ない、ZEB 化

を目指します。 

実施場所：役場庁舎 

全電力削減量：1,023,055 kWh/年 

（改築以後の標準的な消費エネルギー量 － 省エネ設計を行った場合の消費エネルギー  

＋ 庁舎に設置した太陽光発電の発電量） 

 

図 5-1 役場庁舎改修に関する ZEB 化の検討 
 

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング：ゼブ）とは 

  

ZEB

快適な室内環境を保ちながら、負荷抑制、自然エネルギー利用、設備システムの高効率化により、年間
の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの建築物
➀基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減（再生可能エネルギーを除く）
➁基準一次エネルギー消費量から100%以上の削減（再生可能エネルギーを含む）

Nearly ZEB

ZEBに限りなく近い建築物として、ZEB Readyの要件を満たしつつ、再生可能エネルギーにより年間の一
次エネルギー消費量をゼロに近付けた建築物
➀基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減（再生可能エネルギー*を除く）
➁基準一次エネルギー消費量から75%以上100%未満の削減（再生可能エネルギー*を含む）

ZEB Ready
ZEBを見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物
再生可能エネルギー*を除き、基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次エネルギー消費量削減に適
合した建築物

ZEB Oriented
ZEB Readyを見据えた建築物として、外皮の高性能化及び高効率な省エネルギー設備に加え、更なる省エ
ネルギーの実現に向けた措置を講じた建築物
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第6章  整備手法 

6-1 整備手法の考え方 

6-1-1 発注方式の比較 
 
発注方式は、設計と施工等を別々に発注する「従来方式」や、設計と施工を一括して発注する「 DB

（デザインビルド）方式」、設計中に施工業者が参画し共同で事業を行う「 ECI（アーリー・コントラ

クター・インボルブメント）方式」、設計・施工の他、施設の維持管理等を一括で発注する「 PFI （プ

ライベート・ファイナンス・イニシアティブ）方式」 等 があります。 
国土交通省の「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン（平成 27 年 5 月）」では、整

備手法の選択にあたり考慮する点として、「事業・工事の複雑度」、「施工の制約度」、「設計の細部事項

の確定度」、「工事価格の確定度」等を挙げています。 
 
 

 
図 6-1 各整備手法のメリット・デメリット例 

 
 
注 5）VE とは、「Value Engineering（バリューエンジニアリング）」の略で、製品やサービスの「価値」

を、それが果たすべき「機能」とそのためにかける「コスト」との関係で把握し、「価値」の向上を

はかる手法です。それに基づき、開発、設計、製造、購買などの工程で、具体的な改善や代替案を提

案することを意味しています。（英語：Value Engineering） 

注５） 
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直接発注 
 各発注方式の特徴を比較検討した結果、本町が直接発注する場合は、従来方式である設計・施

工分離方式に加え、近年、公共事業にも導入が進みつつある、設計・施工一括方式である DB（デ

ザインビルド）方式についても検討します。 
 
A. 設計・施工分離方式 
 公共事業では、従来、事業の公正性、透明性確保の観点から「設計・施工分離の原則（昭和 34 

年事務次官通達による）」が採用されてきました。設計者と施工者が互いに協力し、適正なチェック

機能が果たされるためには、それぞれの利害関係をなくすことが必要です。特に公共事業では、設

計者と施工者を厳正に選定し、それぞれと別個独立の契約を結びます。設計と施工が分離されるこ

とで、設計者にとっては意図的な過剰設計により施工費用を増加させるメリットがないため、不要

なコストの増加を抑制できます。また、設計のみ、施工のみに対応できる企業や工事者の数が多い

ため、設計・工事事業者の競争を通じて、費用の削減を図ることができます。一方で、ダンピング

（著しい低価格受注）を防止するため事業者選定方式に配慮することや、設計・施工の連携した技

術の採用について検討を要します。 
 
B. 設計・施工一括方式（DB: デザインビルド方式） 
 発注者が、設計と施工を一括して担う事業者（単一又は共同企業体）を選定することによっ

て、民間企業が有する高い技術力を有効活用し、コストの削減や性能・機能の向上、工期短縮など

の施工の効率化が図れることとなり、公共事業の効率的な執行につながることが期待される方式で

す。   
平成 17 年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施工され、その基本的な方針として

「発注者の求める工事内容を実現するための施工上の提案や構造物の品質の向上を図るための高度

な技術提案を求める場合には、例えば、設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）等によ

り、工事目的物自体についての提案を認めるなど提案範囲の拡大に努めるものとする。」とされてお

り、全国的にも事例が増加しつつあります。ただし、発注者の求める性能や仕様を確保するために

受注者との関係を構築することや、設計・施工のチェック機能を確保することが求められます。ま

た、受注事業者には高度な技術力が要求されるため、町内企業が参入できる仕組みの検討を要しま

す。 
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6-2 既存庁舎を使用しながらの改築計画 

本工事は既存庁舎を改修することになることから、改修工事では建物を利用しながらの工事

となります。そのため、工期を短期間にすることや引越し経費を最小限に抑える工夫が必要と

なります。また、工事期間中には、工事と建物利用者の動線が交錯することが懸念されます。 

 

6-2-1 工事動線と建物利用者動線の分離 
 
工事中は、出入口を建物利用者専用と工事用に分け、動線を完全に分離します。 

工事エリア内に設置する仮間仕切壁は、建物利用者が北側階段を１階から３階まで通行可能

な位置に配置するとともに、通路の有効幅員が 1,200 ㎜以上となるように計画します。 

工事期間中には、出入口付近で工事と建物利用者の動線が交錯することが懸念されます。 

仮間仕切壁にはグラスウールを充填し、遮音性能を確保することで、騒音の伝搬を低減しま

す。 

工事時には、北側階段室及び１階出入口までの避難経路に仮設誘導サイン及び照明を設置し

ます。 

 

工事中に建物利用者が出入りしやすいように、外部足場に開口を設けて建物内への安全な通

路を確保します。通路部分はコンパネや網目のない養生シートを隙間なく張り、資材・工具類

や小さな破片等の落下を防止し、出隅部分のコーナークッション設置など、建物利用者が安全

に通行可能となるよう配慮します。 

 

 

6-2-2 火災発生リスクの低減 
 
本工事は建物を使用しながらの工事であり、内部改修工事での火災発生リスクを無くすため、

火気の使用には最大限留意する必要があります。 

溶接・溶断などの火花の発生する工法を使わない「火なし工法」を採用し、火災を防止しま

す。 

 

 

6-2-3 周辺環境への配慮 
 
本工事は、認定こども園、上士幌クリニックにも近接している場所での工事のため、周辺環

境に対する、騒音、振動、粉じん、交通・安全対策などの他、周辺環境へ最大限の配慮を行

い、工期・立地条件等の諸条件のもと、円滑に施工するために、以下の提案を行います。 

 

【提案 1】工事中の騒音対策 

【提案 2】工事中の振動対策 

【提案 3】工事中の粉じん対策 

【提案 4】工事中の交通対策・安全対策 

【提案 5】その他、周辺環境への配慮 
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工事中の仮囲いは、鋼製に替えて樹脂製防音仮囲いを使用して、騒音の伝搬を低減します。 

工事部分には音の発生する作業を行う際に、外部足場に防音シートを張って騒音の伝搬を低

減します。 

内部の壁を解体する際には、解体範囲にゴムマットを敷込み、解体材の落下による騒音・振

動の伝搬を低減します。 

外壁の開口部（サッシ）には防音シートを張り、サッシ開口を介して外部に伝搬する騒音を

低減します。 

 

 

6-2-4 工事中の振動対策 
 
上層階を解体、施工時に、建物内には建物利用者がいるため、全工期を通じて、工事中の振

動には特に配慮する必要があります。 

コンクリート打設工事は、土・日曜日等業務に支障のない時間帯に行います。 

既存躯体にアンカーを打設する場合は、土・日曜日や夜間等業務に支障のない時間帯に行い

ます。 

内部の壁を解体する際には、ハンドクラッシャーに加えてウォールソーによる小払し工法を

採用し、大きな騒音・振動の発生する転倒工法は行いません。 

解体工事や改修工事エリアには、低騒音型の超小型携帯空間処理集塵機を使用して、粉じん

の拡散を防止します。また、集塵機を使用することで、工事エリア内が負圧になり、工事エリ

ア外への粉じんの拡散を防止します。 

 

 

6-2-5 工事車両通行時の安全確保 
 
工事車両の通行経路は、車両・歩行者・自転車の通行が多い敷地北側道路となるため、交通

事故防止対策を確実に行う必要があります。 

工事車両のメインの出入口となるゲートに接する道路は、街路樹も多く視界が悪いため、工

事車両の入退場には細心の注意を払う必要があります。 

町民が利用する役場庁舎内での工事であり、工事場所は特に利用者が多数通行する場所での

工事であるため、全工期を通じて、通行の多い時間帯やイベント時など、周辺環境などに特に

配慮する必要があります。 

工事用車両は、車両・歩行者・自転車の通行の多い時間帯(平日 8:00～8:45)には入退場を行

いません。 

冬期間は、ゲート周辺の除雪を行い、一般車両や歩行者に負荷を与えません。 

本工事建物の周囲には、建物利用者や来訪者用の駐輪場が設置されていますが、仮囲いの設

置により使用出来なくなるため、仮囲いの外周に仮設の駐輪場を設置します。 
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6-2-6 施工中の執務空間移動計画の検討 
 

本工事は施工中であっても役場機能を維持しながら、安全に工事を進めなくてはなりません。

そのために一時的に現状の執務場所から、移動する必要があります。その場合最終的な執務エ

リアへの移動がスムーズに行え、引越しによる移動負担が最も少なく、引越し費用を抑えた計

画とすることが重要です。 

今後最終的なレイアウト等が決定したのちに、詳細な執務空間移動計画の策定を行うことが

必要です。 

以下に執務空間移動計画の検討案を提示します。 

 

 

■検討における前提条件 

 

・検討に利用する建物は新棟・役場庁舎棟・山村開発センター及び消防庁舎とします。 

・“居ながら改修”の定義は、新棟・役場庁舎棟・山村開発センターのいずれかに職員がい

る状態での改修と定義します。 

・引越しを検討するのは、役場庁舎棟の執務空間と町長室（応接室等を含む）と議会機能

とします。 

・書庫物品庫等は、役場庁舎棟地下と役場庁舎棟３階の倉庫でまかなうこととします。 

 

 

■移動計画案：執務空間の分裂を最小限にする案 

 

 

 
 

 

図 6-2 施工中の仮移転の段階表（案） 
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図 6-3 施工中の仮移転の段階図（案） 
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■工事中の仮設改修工事及び、引越しに係る費用の検討（概算） 

 

 ・工期： １７か月 

 ・改築時の移動回数： 2回 

・工事中の仮設改修費＋引っ越し費用（概算）： 16,340千円 

 

 

コスト算定根拠 

 

・仮設庁舎整備及び原状復旧工事の改修工事金額 ： 

（工事期間中、本来の使用目的以外の場所を、庁舎及び議会等の機能に使用するため

の改修費と、移転後本来の機能に復旧する原状復旧工事の費用） 

H28 年上士幌町役場庁舎大規模改修基本構想における 建築改修費用（￥35,000 ～ 

40,000/ ㎡）半分の ￥20,000/ ㎡で計算を行った。 

 

・引越し費用 ： 

一般的な事務所の引越し費用（￥30,000/ 人）を基に、上士幌町の職員数を 100 人と

想定し、計算を行った。） 

 

 

仮設庁舎整備及び原状復旧工事延べ面積 ：517 ㎡ 

（仮設移転先である、新棟の１階ホール・消防庁舎研修室の面積の合計とした。 

 また、将来解体予定である山村開発センターの 1 階ホール・2 階研修室の現状復旧は見

込んでいない。） 

仮設庁舎整備及び原状復旧工事概算コスト ：10,340 千円 

 

上士幌町の職員数想定 ：100 人×引越し回数：2回 

引越し概算コスト ：6,000 千円 

 

合計 ：16,340 千円 
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6-3 概算事業費と財源 

本工事の概算事業費は、下記の概算工事費一覧表によります。 

なお、建設物価高騰の折事業費の算定は、都度見直しをかけ、正確なコストコントロールを

行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 概算工事費 一覧表 
 

 

 

種別 工事費項目 建物名 概算工事費 備考

耐震補強工事 役場庁舎 40,000,000 業者見積

建築工事
（長寿命化改修）

役場庁舎 199,397,500
3階を除いた役場庁舎工事費

工事費については平成28年大規模改修基本構想時コストに

物価上昇分を加味して算定

電気設備工事
（長寿命化改修）

役場庁舎 143,762,425
工事費については平成28年大規模改修基本構想時コストに

物価上昇分を加味して算定

機械設備工事
（長寿命化改修）

役場庁舎 127,196,100
工事費については平成28年大規模改修基本構想時コストに

物価上昇分を加味して算定

25,460,000
建築面積から算出した外構整備範囲の工事費を計算により

求めた

535,816,025

96,446,885 各工事の平均値で計算

外壁改修工事
（共通費含む）

役場庁舎 51,400,000 文部科学省長寿命化計画による試算値

470,664,000

消防庁舎　712㎡ 23,600,000

山村開発センター1,331㎡ 44,132,000

75,000,000 業者見積による

33,000,000

8,600,000

1,338,658,910

133,865,891

1,472,500,000 10万円未満切り捨て

役場庁舎 106,620,000
外壁断熱強化、断熱サッシ、太陽光発電増設（40ｋW）、

居室内装の木質化

新棟 136,016,000
構造木造化、外壁断熱強化、断熱サッシ、太陽光発電増設

（40ｋW）、居室内装の木質化

役場庁舎 5,800,000

新棟 2,850,000

役場庁舎 241,890,000

新棟 90,000,000

80,000,000 65ｋWの太陽光発電設備増設

663,176,000

66,317,600

729,400,000 10万円未満切り捨て

2,201,900,000総工事費（A）+（B）

在室寒地制御、明るさ検知制御、タイムスケジュール制御

の実施、高効率変電設備導入

機械設備工事
（脱炭素化改修による
増額）

地中熱利用ヒートポンプチラー設置、地中熱利用冷房設備

設置、地中熱用ボアホール72か所

外構に太陽光発電設備設置（脱炭素化改修）

小
計

工事費計（税抜き）

消費税（10％）

工事費（B）

Z
E
B
庁
舎
増
額

建築工事
（脱炭素化改修による
増額）

電気設備工事
（脱炭素化改修による
増額）

小
計

工事費計（税抜き）

消費税（10％）

工事費（A）

一
般
庁
舎
改
築
工
事
費

外構工事

直接工事費合計

共通費
（共通仮設・現場管理費・一般管理費）18％

新棟建設費（共通費含む）1,139㎡
建築物のライフサイクルコスト第2版（国土交通大臣官房

官庁営繕部監修）による中規模庁舎計算値

解体費用は業者見積による解体費（共通費含む）

減築解体費（共通費含む）

災害対策用発電機整備費
（125kVAディーゼル発電機設置） 令和４年度新営予算単価及び建築物のライフサイクルコス

ト第2版（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）の3,000～

6,000㎡庁舎設計概要表による。太陽光発電設備設置
（10kw、電池ﾓｼﾞｭｰﾙ＋ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ＋表示装置）

【財源】

補助金 680,000,000 円 ※さらに検討中の財源

起債 366,600,000 円 ・企業版ふるさと納税

一般財源等 1,155,300,000 円 ・脱炭素化推進事業債

（町費実質負担額 1,265,280,000 円）

※起債の交付税措置対象外である町費負担分（30%)を換算した金額
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建設スケジュール 
令和 5 年度に基本設計、令和 6年度に実施設計を行う予定です。今後は、最も事業期間が短

縮可能な発注方式の検討を行い、令和 8年度の供用開始を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事工程：工期１７か月 移動２回  

 

・まず、旧消防庁舎の解体・新棟の建設を行う計画とします。 

・次に、新棟の竣工後にすべての執務機能を新棟・山村開発センター・消防庁舎研修室に移

動し、その後、役場庁舎棟3階の解体・1階・2階の耐震改修工事を行う計画とします。 

・役場庁舎棟3階の解体・耐震改修工事を一度に行うことで、工事の効率化と工期の短縮を図

ります。 

・大きな音の出る解体工事期間は、すべての執務機能が移動した後とし、業務への影響を避

ける計画とします。 

 

注）「移動」は庁舎内での引越し期間、及び施工エリアと使用エリアの間の仮設間仕切り   

等を設置する準備工事期間を含みます。 

 

図 6-5 工事工程表（案） 

基本設計 実施設計 

施工 

供用開始 

2023年度 

（R5 年度） 

2024年度 

（R6年度） 

2025年度 

（R7年度） 

2026年度 

（R8年度） 
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第7章  管理体制と施設マネジメント 

7-1 管理体制の基本的な考え方 

庁舎施設は、来庁者の利便性を高めるとともに、高度情報化に則した効率的な管理体制を採

用していく必要があります。 

 
① 情報発信コーナーの設置 

現役場庁舎では、案内に関わる機能は庁舎の１階エントランスに設置された掲示板です。 
 これらの案内機能では、各種の行政サービスや、周辺の公共施設や観光案内などについて

の案内が不十分です。改修後の役場庁舎においては、案内機能の更なる向上を図ることが必

要です。 
また、改修後も、職員と一般来庁者の立入れるエリアを分ける工夫が必要となるため、セ

キュリティの確保を図り、総合窓口ではこれまで以上に丁寧な案内・受付が求められます。 
  

② 災害発生時にも安定的に業務継続を可能とする施設や設備・機能の管理・運営 
災害発生時の危機管理の拠点である役場庁舎は、太陽光発電と蓄電池によるマイクログ

リット構築により、災害時に電力を供給することでレジリエンス 注６）強化を図ります。  
なお、災害時に太陽光発電による充分な電力供給ができない不測の事態を想定し、非常

用発電機による予備電源を確保することで業務の継続性を保ちます。  
災害時の施設運用に関しては、役場機能の重要度と優先度を考慮のうえ、エリア設定や

電力共有割合など検討していきます。 
 
③ 優れた環境性能を最大限に活かすための取組 

 改修後の役場庁舎は、本町の脱炭素の取り組みのシンボルとして ZEB 化を目指すため、

環境負荷の低減にも配慮された優れた環境性能を有する建物となります。一方で、これらの

環境性能を実際に高い次元で発揮できるか否かは、施設の管理者・使用者の意識による部分

も少なくありません。 
執務室における自然換気やタスク・アンビエント照明 注７）のように、施設の管理者・使用

者が手動で対応することで効果が発揮される設備・機能を検討します。 
 建物の備える環境性能を最大限発揮し、環境負荷を低減させるために、施設使用者が設

備・機器などを適切に使用できるよう努め、デジタルサイネージやＷＥＢを通してエネルギ

ー使用量を表示することなどにより、視覚的にも環境意識を高めます。 
 
 
 
注 6）英語圏でのレジリエンスの本来の意味は弾力性・回復力・反発力であり、防災におけるレジリ

エンスは災害などのリスクに対する抵抗力や災害を乗り越える力を意味します。（英語：

Resilience） 

注 7）タスク・アンビエント照明とは、個人のデスクまわりなど人が作業する「タスク空間」と人が

あまりいない「アンビエント（周囲）」空間に分け、タスク空間のみ照明を効率的に調整する

ことで全体として省エネルギーを図る手法です。（英語：Task and Ambient Lighting） 
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④ 環境にやさしい設備・機能の持続的なメンテナンスの仕組み 
 改修後の役場庁舎は、太陽光発電や自然通風、高断熱ガラス窓をはじめ、最先端の環境設

備・機能を備える計画としています。 
 これらの設備・機能を長年にわたって持続的に維持していくためにはそれぞれの設備・機

能の維持管理に必要な情報の把握と計画的なメンテナンス・更新が必要です。 
 
⑤ 施設管理システムの充実 

町民がこれまで以上に、ホールや会議室を気軽に活用できるよう、施設管理システムを充

実させ、快適な町民対応スペースの管理・運営を目指します。 
 
⑥ 快適な執務環境・町民対応スペースの持続的な管理・運営 

役場庁舎の執務面積は、高度情報化に伴い、職員の配置が特定の机を使わないフリース

ペースになることを想定した場合、職員の執務面積は徐々に縮小されていくことが予想さ

れます。このため、長期的な計画に基づいた、執務空間の検討と執務環境の研究が必要と

なります。 
現役場庁舎は、職員一人あたりの執務面積や来館者数、執務室の温湿度、セキュリティ環

境などをはじめ、建物の設備・機能の統計的なデータなども確認できず、執務環境や町民対

応スペースなどを快適に維持するための基準を定めることも困難でした。 
 改修後の役場庁舎では、庁舎が備える最先端の設備・機能によって建物の管理に関する

様々な情報を収集し、常に快適な執務環境や町民対応スペースとなるような管理・運営を目

指します。 
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