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５つ視点

視点１：現建物の改修

視点２：現地建替え

視点３：非現地建替え

視点４：他の建物の活用

視点５：バーチャル市役所（来なくても手続きできる）の実現



視点ごとの評価

視点３
〇費用が比較的少ない、分
散もできる、よりアクセスがよ
い場所を検討できる
●アクセスしやすい場所にあ
るのか

視点１
〇場所が今と一緒なので
わかりやすい
●近いうちに建替えの検討
が発生する

視点２
〇場所が今と一緒なのでわ
かりやすい
●全ての施設を面積が足り
るか疑問

視点４
〇費用が少ない、工事費が
それほどかからない
●ある程度の広さのある施
設が必要

視点５
〇時間にとらわれずに手続
きできる、施設の費用がか
からない
●ネット環境が整っている人
ばかりでなない



着目する視点

視点１：現建物の改修

視点２：現地建替え

視点３：非現地建替え

視点４：他の建物の活用

視点５：バーチャル市役所（来なくても手続きできる）の実現



軸と方針

施設利用者に応じた分散型配置とＤＸの推進による

視点２、視点３、視点５のハイブリッドがよい

本庁舎は建て替え、ミップルは現状維持

オンライン化による庁舎の規模縮小や不用施設の統廃合

人件費や維持費を削減



行政機能のあり方検討

●行政機能

• 窓口の集約

• 交流スペース

• 防災機能：発電・蓄電、予備電池

●庁舎自体

• バリアフリー：エレベーター

• 水害対策：一階を駐車場にして建物の浸水対策

• その他設備：ZEB、LED

• 交流スペース

• 子育て関連

• 会議室

• 図書館

• 学習スペース

本庁舎 ミップル



取り入れたい視点

市民が集い議論を交わせるような、新しい何かを生み出す場所

非常時の市役所の役割



具体案 水害対策

浸水対策として敷地の高さを周囲の道路
より１．２m高くするなど、災害時の行政活
動維持を担保。

一階を駐車場にする：現本庁舎の浸水した
際に想定される水深は、1.0ｍ～2.0ｍ未満。
建物の一階部分を駐車場とすることで、空
間を活用することができ、かつ、洪水対策に
もなる。

鳥取県鳥取市
自治体面積：765.31km²
人口：183,638 
人敷地面積：13,668.81㎡
建築面積： 5,437.01 ㎡
延床面積：22,269㎡
階数：地下１階、地上７階



具体案 ヘリポートの設置

屋上でヘリコプターがホバリングできる緊
急救助スペース

７２時間分の非常用電源を確保できる自
家発電装置等を備える

ヘリポートを災害対策の1つとして検討して
みてはどうか

宮城県亘理町
自治体面積：73.6 km²
人口：33,665 
敷地面積：
建築面積：
延床面積：約 7,040 ㎡
階数：地上３階



具体案 庁舎の開放

閉庁日のエントランスホールの町民開放

３ 階に眺望スペースを確保し、町民へ開放

庁舎を開放することで、市民により親しみを

庁舎が市民の交流の場になり得るのでは

岩手県紫波町
自治体面積：239 km²
計画人口：32,461 人
敷地面積：6,602,77 ㎥
建築面積：庁舎 2,584.05 ㎡
延床面積：庁舎 6,650.43 ㎡
階数：地上 4 階、地下 1 階



具体案 屋上の活用

太陽光パネル設置

屋上の緑化：ボランティアで野菜の作付け
や花壇の整備を行っている。採れた野菜
は庁舎２階の食堂で使用されることもある。

• 太陽光発電で蓄電できれば災害対策にも

• 屋上を有効活用し、花壇や畑を設けること
で、市民の交流スペースになり得るのでは

東京都町田市
自治体面積：71.8 km²
人口：428,539 人
敷地面積：15,969 ㎡
建築面積：7,661 ㎡
延床面積：41,510 ㎥
階数：地下１階 地上 10 階



具体案 屋上の活用

東京都町田市
自治体面積：71.8 km²
人口：428,539 人
敷地面積：15,969 ㎡
建築面積：7,661 ㎡
延床面積：41,510 ㎥
階数：地下１階 地上 10 階



具体案 ＺＥＢの実現

ZEB認証（Nearly ZEB：最終値BEI=0.19［削
減率81％］)

井水熱を利用した蓄熱槽など省エネ空調
システムを採用

持続可能な庁舎を目指してZEBの実現を目
指すのはどうか

神奈川県開成町
自治体面積：6.56 km²
人口：17,013 
人敷地面積：8,134.28 ㎡
建築面積：2,135.95 ㎡
延床面積：3,891.31 ㎡
階数：地上３階



ＺＥＢとは

室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実現した上で、再生可能エ
ネルギーを導入することにより、年間のエネルギー消費量の収支をゼロとするこ
とを目指した建築物



まとめ

本庁舎は建て替え、ミップルは現状維持

オンライン化による庁舎の規模縮小や不用施設の統廃合

●災害対策 ●交流スペースの確保 ●ZEBの実現
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