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上士幌町役場庁舎等改修基本計画（案）（概要版） 

 

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） 

  令和 5年 3月 上 士 幌 町 
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役場庁舎 

緑地の連続 

消防庁舎 

中央公園 

交通ターミナル 

ふれあい公園 

生涯学習センター 

図 2-1 役場庁舎と周辺施設・公園との関係 

第1章 基本計画の位置づけ 

1-1 基本計画の概要 

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。 

1-2 上位計画・関連改革との関係 

基本計画の策定に際し、公共施設に関わる上位計画や関連計画を踏まえ、必要な事項を取り入れて整合性を図りなが

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。 

第2章 計画地 
 

 

 

2-1 計画地概要 

(1) 町民利便性 

•公共施設に近い 

•町民認知度が高い 

•アクセスが良い 

 

(2) まちづくり拠点 

•情報交流・発信の場とな

る市街地 

•人口重心地に近い 

•行政機能が集積している 

(3) 防災性 

•災害リスクが少ない 

•防災拠点として災害時に

救援関係機関と連携でき

る 

(4) 実現性 

•用地取得が不用 

•整形で平坦な土地 

•一般法規や条例に反し

ない 

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。 

  

＜建設予定地＞ 

■所在地：河東郡上士幌町字上士幌東 3 線 238 番地  ■面積：20,700 ㎡  ■用途地域：なし 



3 

2-3 利用交通 

2-3-1 公共交通との関係 

中心市街地に位置し、交通ターミナルに近接した立地です。町における公共交通の中心であり、都市間バスのターミナル、

農村部市街地送迎バス・市街地循環コミュニティバスの運行、実用化に向けた自動運転バスの市街地定期運行に加え、カ

ーシェアリングサービスも提供しています。 

2-3-2 道路交通の現状 

国道 273 号や、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。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。 

2-3-4 防災上の特性 

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、位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章 事業計画 

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、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配慮します。 

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。  

生涯学習センター
わっか

ふれあい
公園
駐車場

駐車場整備
予定地
（ 現多目的
　 スペース）

北側駐車場： 約 160 台

建設予定地
（ 現役場庁舎）

国道
273 号

交通ﾀ ﾐーﾅﾙ

自動運手バス
駐車場

市街地循環
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊ゙ ｽ

認定こども園
駐車場

南側駐車場： 約 60 台

図 2-2 建設予定地との位置関係 
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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 

4-1-1 耐震性の不足による安全性への課題 

役場庁舎としての耐震性の目標値である ISO 0.75 に対し、短辺・長辺方向ともに ISO 0.75 を下回り、構造体として

の耐震性は「疑問あり」との判定となりました。 

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 

全体的に老朽化が進行しており、今後さらに改修費が嵩んでいく懸念があります。 

また、地球温暖化対策の観点からも、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に伴う、柔軟な執務室としての課題 

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スペースが不足しています。 

また、ユニバーサルデザインにも対応していません。 

4-1-4 高度情報化等への対応への課題 

デジタル化、情報セキュリティの確保など高度情報化等への対応と、災害時の防災拠点として機能するための電気・ネット

ワークの強靭化が必要です。 

4-1-5 集会施設の課題 

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。 

4-1-6 役場庁舎改修の必要性 

施設全体の老朽化が著しく、耐震性が大きく不足しています。来庁者や職員の安全を確保するため、早期に耐震補強か

改築を行い、防災拠点の役割を果たすことが求められています。 

また、長寿命化と併せてコンパクト化や減築でライフサイクルコストを軽減し、脱炭素化に向けての取り組みも必要です。 

効率的・機能的な行政サービスの提供、デジタル化やテレワークの導入等、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。 

   

図 4-2 現状の執務室 図 4-1 現状の会議室 
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4-2 施設整備の基本的な考え方 

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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 

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。 

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。 

4-3-3 防災拠点機能 

役場庁舎は平素における各種防災対策活動、災害発

生時の危機管理の拠点です。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の防災機能を整

備します。 

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。 

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 

化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を図り、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り、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。 

4-3-6 議会施設としての機能 

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、議場や委員会室などを適切に配置

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新棟の特徴＞ 

•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 

•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 

•議場・ホールから、役場庁舎棟への視線の抜けを確保 

•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 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とします。 

  

図 4-3 整備の考え方 

P 20台

テ
ラ
ス

中央公園

上士幌町
消防庁舎

上士幌クリニック

認定こども園
ほろん

生涯学習センター
わっか

上士幌町
商工会議所

歩行者動線

車動線

新築部分

既存部分

職員執務
スペース

歩行者動線

オープンスペースとの繋がり

車動線
緑地

庁舎外部空間

駐車場

凡例
周辺駐車場周辺駐車場

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 

1 階には、町民利用の多い部署を配置します。 

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。 

4-5-2 諸室のゾーニング 

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 

② 一体利用可能な議場とホールの配置 

③ 円滑で効率的な活動が行える、議会関係諸室の配置 

④ 役場庁舎棟への認定こども園分室の配置 

⑤ 南面・西面におけるオープンスペースの配置 

4-5-3 諸室の面積 

執務室・議場・書庫・ホール等のコンパクト化を図り、会議室や議会スペースを専用から兼用としていきます。 

 

  

図 4-5 新棟の諸室のゾーニングと動線計画 
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4-6 既存役場庁舎棟改修の考え方 

4-6-1 平面レイアウトの考え方 

町民の利用頻度が高い「窓口機能」を１階に集約し、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。 

２階部分は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。 

4-6-2 耐震補強の考え方 

•既存役場庁舎棟の 3 階以上の減築、既存 2 階床一部も減築し、建物重量を減らすことで、耐震補強の軽減を図りま

す。 

•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。 

  

図 4-6 平面レイアウト 

図 4-7 1 階平面計画案 図 4-8 2 階平面計画案 
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第5章 脱炭素化の取り組み 

上士幌町は第 1 回脱炭素先行地域に選定され、「ゼロカーボン上士幌」の実現を目指しています。役場庁舎はまさにその

シンボルとして ZEB 化を目指して整備します。 

5-1 脱炭素化の基本的な考え方 

1. 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 

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 

5-2-1 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 

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。 

5-2-2 役場庁舎等耐震改修事業/再エネ発電設備導入 

減築により CO2 排出量を最低限に抑えて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、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います。 

5-2-3 役場庁舎等耐震改修事業/ZEB 化 

長寿命化とともに、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、省エネルギー設備・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。 

第6章 整備手法 

6-1 整備手法の考え方 

発注方式には、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 方式」、設計中に

施工業者が参画し共同で事業を行う「ECI 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 方式」等

があります。 

6-2 既存庁舎を使用しながらの改築計画 

① 工事動線と建物利用者動線の分離 

② 火災発生リスクの低減 

③ 周辺環境への配慮 

④ 工事中の振動対策 

⑤ 工事車両通行時の安全確保 

⑥ 施工中の執務空間移動計画の検討 

  



10 

6-3 概算事業費と財源 

＜概算事業費＞ 

 改 修 工 事 費………22 億 190 万円 

 

                                

基本設計、実施設計で修正されます 

 

 

＜財源＞ 

 補 助 金……… 6 億 8,000 万円 

 起 債……… 3 億 6,660 万円 

 一 般 財 源 等………11 億 5,530 万円 

（町費実質負担額………12 億 6,528 万円） 

※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 

6-4 建設スケジュール 

令和 5 年度に基本設計、令和 6 年度以降に実施設計を行い、令和 8 年度の供用開始を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

③ 優れた環境性能を最大限に活かすための取組 

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 

⑤ 施設管理システムの充実 

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 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

基本設計 実施設計

施工

供用開始工事工程：工期17か月、移動2回


