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１．はじめに 

現庁舎は、1962 年（昭和 37年）に竣工し、55年が経過している。2007 年（平成 19 年）に大規

模改修工事を行っているが、工事内容は主に内外装の改修などであり、耐震の対策はとられていな

い。そのため建築後 50 年以上が経過し、コンクリートの中性化や鉄筋の腐食などが内部で進行し

ている可能性が極めて高く、建築基準法において現在の新耐震基準が制定された 1981 年（昭和 56

年）以前に建設されており、現在の耐震基準を満たしていないという課題がある。また、平成２年

に建設したプレハブ構造の庁舎増築棟は、積雪や経年劣化により外壁材の剥がれ、鉄骨の腐食など

の不具合が見られることから同棟についても更新すべき時期を迎えている。 

役場庁舎は、不特定多数の住民が利用する建物として、また、災害発生時においては、対策本部

としての機能を発揮し、応急対策等の業務を維持する重要な拠点となり、これらが有効に機能しな

ければならない施設であることが、近年の災害の経験を踏まえ再認識されたところである。 

さらに、平成 26年 4月 22日付け総務大臣通知において「地方公共団体は、所有施設の現状を明

らかにするとともに、施設全体の管理に関する基本的な方針を定める公共施設等総合管理計画を平

成 28 年度までに策定する。」こととされ、本町においては、平成 27 年 3 月に「小清水町公共施設

等総合管理計画（以下「施設管理計画」という。）」を策定したところである。この総務大臣通知は、

全国的に厳しい財政状況の中で公共施設の老朽化対策が大きな課題となっており、地方公共団体に

おいては、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、

早急に公共施設等の全体像の把握と、長期的な視点で更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う

ことにより財政負担の軽減、平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を促すこととされたも

のである。 

このような状況によって、施設管理計画において定めた総論および個別施設に対する整備の在り

方を当該構想の基本的な考え方とし、防災拠点となる役場庁舎が脆弱な状態にある現状は住民の生

命と財産を守るという地方自治の本旨に照らせば由々しき事態となっていることから、「小清水町

防災拠点型複合庁舎基本構想」を策定する。 

 

２．防災拠点型複合庁舎の考え方 

（１）小清水町公共施設等総合管理計画における基本的な考え方 

本町において策定した施設管理計画は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」とい

う。）推計に基づく人口減少を背景とした財政制約を考慮した場合に現在の公共施設量を維持し

続けることは不可能であるとして、住民一人当たりの公共施設ストック量を将来人口見通しに比

例することで、次世代に大きな負担を押し付けることのないよう公共施設の総床面積削減の基本

的な考え方を整理しており、施設管理計画 91頁において、『今後の人口減少に適切に対処し、コ

ンパクトなまちづくりとし、将来にあっても豊かさとゆとりを実感できる持続可能な地域社会を

目指す。また、地方自治の本旨である「住民の命・財産を守る」責務を果たすため、防災機能の

強化を図り安全・安心なまちづくりを目指すこととする。』と定めている。 

その中で、「役場庁舎」と「中央公民館」を町の中心拠点施設として位置づけ、この統合の必要

性については、施設管理計画 104頁に「防災拠点である役場庁舎と、避難所である中央公民館が

脆弱な状態にある現状は、住民の生命と財産を守る地方自治の本旨に照らせば由々しき問題であ
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り、安全安心な防災拠点の形成にむけて、早急な施設更新を図るべき。」と対策の必要性を定め、

両施設の改築にあたっては、安全・安心な公共サービスの提供と施設の総量削減との両立を果た

すため、「役場庁舎」と「中央公民館」を一体的に整備すること。また、整備にあたっては、町民

優先の発想のもと議場を会議室として有効利用することなどに併せ、一体整備により共用部分等

の面積縮減や建設費、維持費のコスト縮減を図りつつ、ワンストップサービスを提供する利便性

の高い中心拠点施設として再生することとしている。 

 

（２）防災拠点型複合庁舎に求める役割 

町長公約では、「住んで良かったまち・住みたいまちづくり」の実現に向け、安心して暮らすた

めの社会資本基盤の質の向上を図るための具体方針として、防災拠点を兼ね備えた「複合型コミ

ュニティ施設（庁舎・中央公民館・保健センターなど）」の早期建設を掲げている。 

防災拠点施設整備の考え方として、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等

に資する国土強靭化基本法（平成 25年 12月法律第 95号）に基づく「国土強靭化基本計画」は、

平成 30 年度で 5年目を迎えたところであるが、この間に、洪水、地震、火山噴火、直近では胆振

東部地震による被災を経験し、多くの課題に改めて気づくとともに、数多くの知見を得たところ

であり、これを踏まえた脆弱性評価が内閣官房より公表されている。この中で、平成 28 年熊本

地震において、庁舎機能を移転せざるを得ず応急対策の支障となった事例が生じ、庁舎の耐震化

や代替庁舎の特定を含む業務継続性の確保の重要性が再認識された。役場等の行政機能の確保は、

災害発生時において極めて重要な意味を持つことから、いかなる場合においても行政機能を維持

し、防災及び災害対応の中心となる拠点施設の早期整備が必要である。 

次に、施設管理計画で定める「中心拠点施設」としての位置づけと町長公約であるコミュニテ

ィの再生には、人が集い、人と人が交流し合う場の提供が重要であり、人が集うことで生まれる

「賑わい」が将来に亘って活力ある町の維持に向けてのキーワードとなる。町民が親しみを持っ

て気軽に訪れる空間づくりにおいては、現在、分散されている機能を一元化することとして、中

央公民館機能の一部、ふれあいセンターにおける保健機能の統合、さらには、早急な対策が必要

となる高齢者の移動の確保を目的とする地域交通対策の要所としての役割を検討する。 

 

（３）防災拠点型複合庁舎の基本機能 

① 防災拠点の形成 

災害対策本部と行政機能の確保、避難所としての空間整備、ライフラインの確保等 

② コミュニティの再生 

中央公民館、保健センター、地域交通対策を含めた賑わいの創出空間の整備等 

③ 親しみを持って気軽に訪れる空間 

ワンストップサービスの提供、利用しやすい窓口と動線、待合スペースの確保等 

  ④ 複合型（一体整備）による建設コスト等の削減 

共用部分の面積縮減による建設費の抑制、省エネ設備導入によるランニングコストの低減等 

中心拠点施設としての再生 
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２．現庁舎と中央公民館の状況 

（１）概況 

施設名 竣工年 
総延べ 

床面積 
構造種別 構造規模 

現庁舎 
1962年 

（昭和 37年） 
1399.01㎡ 鉄筋コンクリート造 

2階建 

（増築分：プレハブ） 

中央公民館 
1965年 

（昭和 40年） 
1083.81㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建 

 

（２）現庁舎と中央公民館の耐震化について 

平成 29 年度に建築後経過年数が長く、規模の大きい建物である「現庁舎」と「中央公民館」 

の耐震診断を実施している。 

 

① 耐震診断結果 

建物の強度や粘りに加えその形状や経年状況を考慮して計算した数値を耐震指標：Is値と

して評価する。 

耐震指標 現庁舎 中央公民館 

Is値 0.297 0.173 

（国土交通省告示） 

・0.6≦Is    地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い 

・0.3＜Is＜0.6  地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある 

・ Is＜0.3    地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い 

    現庁舎、中央公民館ともに Is 値が 0.3 未満となっているため、地震に対して倒壊する危

険性が高いという診断結果を受け、耐震化に向けた実施が急務であると判断されている。 

 

② 耐震化について 

既存の鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準では、コンクリート強度が 13.5N/㎟以下

の場合、強度不足により耐震補強が困難とされている。 

（コンクリート強度の調査結果（単位：N/㎟）） 

階層 現庁舎 中央公民館 

２階 11.7 23.6 

１階 17.8 20.0 

地下１階  24.3 

調査結果を受け、耐震化について現庁舎は、コンクリート不足により耐震補強改修が困難

とされている。中央公民館は、補強により耐震性能確保が可能となるが、大規模な地階の

補強が必要であり、地階利用空間の縮減や地階機械室の大規模改修が伴い現実的ではない

ため、施工性や経済性を含め総合的に検討すると耐震補強改修が困難とされている。 
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第１章 防災拠点型複合庁舎の位置と周辺施設整備の考え方 

１．防災拠点型複合庁舎の位置 

（１）選定条件 

中心拠点施設としての機能を有する施設の建設場所は、町財政の将来負担を抑制することとし

た考え方を基本として、新たに当該用地を私有地等に求めることは検討せず、現在の町有地に限

定し、防災拠点及びコミュニティの複合型施設として町民の憩いの場づくりに視点をおいた施設

機能を最大限に発揮することが可能な場所を適地として選定する。 

 

（２）現役場庁舎及び中央公民館の立地について 

  現在の役場庁舎及び中央公民館の区域は、歴代の役場庁舎があった場所であり、ここを起点と

して国道３９１線沿いに郵便局、銀行、商店などが位置している。また、小清水赤十字病院も隣

接することから、通院や買物をされる方、特に高齢者の方にとって利便性の高い地区となってお

り、これまでも町の中心部として位置づけされている。このことから、今後、計画するコミュニ

ティの再生や賑わいの創出の場を創る観点からも、主要道路へのアクセスに優れ、生活関連施設

や商店にも近い現在の役場周辺を防災拠点型複合庁舎（以下、基本方針において「新庁舎」とい

う。）建設適地として選定する。 

 

２．敷地の概要 

 住所地番： 斜里郡小清水町元町 2丁目 1番 1号 外 

 敷地面積： 約 22,462㎡ 

（内訳） 

役場庁舎（職員駐車場含） 217 番地の 1 3,076．70 ㎡  

役 場 庁 舎 前 小 公 園 227 番地の 1 2,062．06 ㎡  

中 央 公 民 館 225 番地、226 番地 外 1,369．06 ㎡  

公 用 車 車 庫 215 番地の 8 外 4,880．56 ㎡  

役 場 庁 舎 西 側 用 地 628 番地の 1 外 11,073．68 ㎡  

【参考】既存施設の面積 

既 存 施 設 床 面 積 

役場庁舎（増築分を含む） 1,399 ㎡    

旧 教 育 委 員 会 書 庫 230 ㎡    

中 央 公 民 館 1,084 ㎡    
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第２章 防災拠点型複合庁舎の規模算定について 

１．基本指標 

（１）計画想定人口 

小清水町の人口は減少傾向にあり、1980 年（昭和 55 年）には約 7,800 人だった人口は、2010

年（平成 22年）では約 5,400人となり、社人研推計によると 2040年には約 3,300 人にまで減少

すると見込まれている。 

新庁舎建設予定の 2020年（平成 32年）における社人研推計人口 4,675人を計画想定人口とす

る。 

 

（２）配置を想定する課と職員数 

人口は減少傾向にあるものの、国や道からの権限移譲に伴う業務内容の増加、少子高齢化など

による新たな行政需要は増加傾向にあり、人口減少に伴い業務量は減少しても業務数は大きく減

少しないことなどから、新庁舎へ配置を想定している課と職員数は、現状における組織機構を基

本とし、住民の利便性や関係各課との連携を考慮するため 93名と想定する。 

 （職員内訳） 

 正職員 嘱託・臨時職員等 

特別職  3名     

総務課 8名  1名  

企画財政課 6名    

町民生活課 12名    

保健福祉課 16名  1名  

地域包括支援センター 2名    

子育て支援課 7名    

産業課 11名  4名  

建設課 8名    

生涯学習課 7名  1名  

出納室 2名    

農業委員会 1名  1名  

議会事務局 2名    

計 85名  8名  

 

（３）議員定数 

議員数については、小清水町議会の議員定数を定める条例（平成 14 年条例第 28 号の 1）の規

定に基づき定数の 10名とする。 

 

 

 



7 

（４）公用車台数 

平成 30 年現在、本庁舎、子育て支援課、産業課に配置している公用車は 24台となり、平成 31

年度において 1台の増車を検討していることから、25 台を見込むものとする。 

 

２．新庁舎の規模 

（１）基本的な考え方 

施設管理計画で定める改築床面積の制約を遵守することを基本として、空室率の縮減を図るア

イデアを盛り込むこととする。 

 

（２）必要面積の算定 

① 施設管理計画 105頁による算定面積（中心拠点施設（役場・公民館複合庁舎）の概要） 

延べ床面積 約 2,700㎡  

<2Ｆ> 約 1,150㎡ 大ホール等の吹抜け約 200㎡を想定 

<1Ｆ> 約 1,550㎡  

階数 2階建て  

機能別床面積  

<庁舎機能> 約 1,600㎡ 利用状況を踏まえ現状同等規模、 

書庫等 200㎡を含む 

<公民館機能> 約 1,100㎡  

合計 約 2,700㎡  

 

② 市町村役場機能緊急保全事業に基づく基準による方式 

（標準面積） 

・入居職員数×35.3㎡ 又は、建替前面積のいずれか大きい面積 

・以上により市町村役場機能緊急保全事業基準による庁舎の標準面積は、3,283 ㎡となる。 

（入居職員数×35.3㎡） 93人 × 35.3㎡ ＝ 3,283 ㎡ 

  ・現在の面積 1,399㎡ 

 

③ 庁舎建設事業費の標準的な建設費について（平成 22 年 4 月 1 日総務副大臣通知「平成 22 年

度地方債同意等基準運用要綱等について」）による方式 

・総務省基準では、役職によって認められる面積が決められており、役職を一般職員に換算し、

一般職員１人当たりの 4.5㎡を乗じて求める。 

・倉庫は、事務室の面積の 13％ 

・会議室や便所等の付属面積については、職員１人当たり 7㎡と算定する。 

・玄関、広間、廊下、階段等のその他の面積は、事務室、倉庫及び付属面積の 40％と算定する。 

・議場は、議員 1人当たり 35㎡となり、議員定数の 10人で算定する。 
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区分 積算 面積 

（１）事務室 

 職員数 換算率   

特別職 3× 12＝ 36.0 

課長 8× 2.5＝ 20.0 

補佐・係長 28×  1.8＝ 50.4 

一般職員 46× 1.0＝ 46.0 

臨時職員等 8× 1.0＝ 8.0 

計 93   160.4 

面積計 160.4× 4.5 ㎡  721.8㎡ 

（
２
）
付
属
面
積 

倉庫 
事務室 

面積 

721.8 ㎡× 0.13  93.8 ㎡ 

会議室 

便所 

その他諸室 

全職員数 93× 7.0 ㎡  651㎡ 

（３）玄関、広間、 

廊下、階段 

（１） 及び（２） 

の各室面積計 
1466.6 ㎡×0.4 

586.6㎡ 

（４）議場 市町村 35.0 ㎡  10人 350㎡ 

合計  2403.2㎡ 

  

④ 国土交通省新営一般調査面積算定基準による方式 

・国土交通省の基準では、役職によって認められる面積が決められており、役職を一般職に換

算し、一般職１人当たり 3.3㎡を乗じた値に 10％増の補正により求める。 

・会議室は、職員の換算職員数により職員 100 人当たり 40 ㎡とし、10 人増すごとに 4 ㎡増加

することにより算出された面積に 10％加算して求める。 

・倉庫は、事務室の面積の 13％を乗じて求め、庁務員室、給湯室、便所は人数により面積が決

められている。 

・玄関・広間・廊下階段部分は総面積に 35％を乗じて求める。 
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用途・室名 計算過程等 必要面積 

A.執務面積 559.75㎡ 

 事務室 154.2（換算人員）×3.3㎡×1.1（補正係数）  

役職名 人数 換算率 換算人員 

三役 3.0 10.0 30.0 

課長級 10.0 2.5 25.0 

補佐級 5.0 1.8 9.0 

係長級 19.0 1.8 34.2 

一般級 48.0 1.0 48.0 

嘱託等他 8.0 1.0 8.0 

計 93.0  154.2 

B.附属面積 214.77㎡ 

 会議室 66.00㎡ 

 （国土交通省基準） 

職員 100 人当たり 40㎡（+10 人増毎に 4㎡）×1.1（補正係数） 

倉庫      559.75×13％ 72.77㎡ 

庁務員室    1人まで 10㎡（＋1人増毎に 3.3㎡） 10.00㎡ 

給湯室     13.0㎡（標準）×2階 26.00㎡ 

便所職員人数  50人以上 100 人未満 40.00㎡ 

C.固有業務室 757.8㎡ 

 業務支援室 55.40㎡ 

 相談室     24.40㎡（既存面積 2室） 

打合せコーナー 17.00㎡（既存面積） 

印刷室等    14.00㎡（既存面積） 

議会機能    起債基準③に準拠 10人×35.00㎡ 350.00㎡ 

福利厚生機能  更衣室(男 1.0 ㎡×71人・女 1.2㎡×22人) 97.40㎡ 

サーバ室    （既存面積） 25.00㎡ 

書庫・備品庫  （既存旧教育委員会書庫使用面積） 230.00㎡ 

D.設備関係面積 514.00㎡ 

 機械室（冷暖房）有効面積 2,000～3,000㎡ 436.00㎡ 

電気室     有効面積 2,000～3,000㎡ 78.00㎡ 

自家発電機室（5,000㎡未満のため計上しない） 

E.交通部分 716.21㎡ 

 玄関・広間・廊下・階段室等 716.21㎡ 

 上記 A～Dの合計の 35％ 

 2046.32×35％ 

合計 2,762.53㎡ 
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・この算定結果は、庁舎等の建設において参考とする面積であるが、算定①は複合施設とし

ての公民館機能を含めており、その他の算定は役場庁舎機能としての参考面積である。 

・新庁舎の面積は、参考とする算定面積をもとに、人口規模や職員数の見込みを踏まえ、合

理性のある基準に基づいて算定することとし、「基本計画」及び「基本設計」の中で過大な

面積とならないよう検討する。 

 

（３）駐車場の算定 

① 来庁者駐車場 

来庁者駐車場（現庁舎前及び中央公民館前駐車場）は、現在 52台分（うち身障者用駐車場

3台）となっている。平時において現在の駐車台数で混み合っている状況は無いことから、新

庁舎では現状の台数の確保を検討する。 

 

② 職員駐車場 

現在の職員駐車場は、現庁舎の北側に 25 台分と西側造成地に 72 台分の駐車面積を有し、

職員の使用状況は約 70台（子育て支援課を含む）となっている。新庁舎は、現在の使用状況

を基に積算することとし、職員駐車場と来庁者駐車場の区分なく使用することを検討する。 

 

③ 公用車駐車場 

公用車専用駐車場は、現在 5台分となっている。公用車を使用しない場合は、車庫に保管し

ていることから、新庁舎についても現状の台数の確保を検討する。 

 

④ 駐輪場 

現在、駐輪場は可搬式の駐輪ラックを使用し、冬期間は使用していない状況にある。新庁舎

についても、可搬式の駐輪ラックの使用を検討する。 

 

上記の算定結果を総合的に判断し、新庁舎に必要な面積は約 120台分、1,500 ㎡（120台×12.5

㎡（5×2.5））と想定する。 

但し、①、②、③の算定結果は、役場庁舎機能と公民館機能を合わせたものであり、コミュニ

ティの再生方法や地域交通対策の複合化について検討する経過の中で、必要な台数分の面積を加

算していく必要がある。  
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第３章 事業費の算定について 

１．将来の財政需要考慮した建設費抑制の考え方 

 役場庁舎においては、公共施設等管理計画に基づき行われる事業で平成 29 年度に創設された公

共施設等適正化管理推進事業債（市町村役場機能緊急保全事業）による起債を検討し、共用部分と

して合築する公民館、市町村保健センターは、求める財源を過疎債とするなど将来に過度な負担が

生じさせないこととする。また、太陽光発電、融雪水の利用、吹抜けによる自然換気の活用など、

運営管理費の抑制につながる省エネルギー・新エネルギー技術の採用に関連した各種補助事業等の

活用と併せて検討する。 

 

２．事業費の算定 

 新庁舎建設に係る事業は、建物本体及び附帯工事費の他、調査・設計委託費、備品や運営・管理費、

旧庁舎及び中央公民館解体工事の様々な費用について想定する。事業費は「２．新庁舎の規模（２）

必要面積の算定」の 2,700㎡を基準に算定することとするが、事業費トータルの算定は、施設構造

や設備内容などの仕様によって大きく異なるため、今後策定される「基本計画」から「実施設計」

といった経過の中で積算する。また、多額の財源を要することから、事業費に対する根拠ある財源

の裏付けを明確にしておくとともに、長期的な視点でトータルコストを考え、設計段階においてよ

り詳細な分析と検討をする。 

 

 

第４章 事業スケジュールについて 

１．事業手法 

 公共施設の建設に係る事業手法として、施設の設計・建設から維持管理・運営にいたる一連の業

務に民間の資金、技術的能力を活用するＰＦＩ方式の導入があり、ＰＦＩ方式は、初期投資の資金

負担が少なく町の財政負担が平準化すること、また、民間の経営・技術ノウハウが発揮できる場合

に有効で、コストの削減が期待できることも特徴である。 

施設管理計画 85 頁に「公共施設等の更新などに際しては、民間の技術・ノウハウ、資金等を活

用することが有効な場合もあることから、ＰＰＰ／ＰＦＩの積極的な導入を図る」としていること

から、基本計画策定時の情勢に応じて「市町村直営方式」以外の様々な手法についても検討する。 
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【参考】 

① 設計業務における、主な業者の選定方式について 

選定方法 特徴 メリット デメリット 

一般競争

入札 

不特定多数の業者か

ら入札参加者を広く

募り、競争入札によ

り価格が最も安い業

者を選定する 

・広範な不特定多数の参

加により、競争性が高ま

り安価な契約となる 

・都度、参加業者が異な

るため談合が起こりにく

い 

・業務能力の劣る業者や、不

誠実な業者を排除することが

困難 

・広範に参加者を募るため、

審査等に時間を要する 

・価格のみの競争となるた

め、必ずしも優れた設計を行

う業者に決定するとは限らな

い 

指名競争

入札 

入札参加を希望する

業者のうち選定基準

を満たす業者を、実

績等を考慮し町が選

定・指名し、競争入

札により価格が最も

安い業者を選定する 

・一定の基準のもと実績

のある業者等を、町が指

名し入札を行うので、業

務能力の劣る業者や不誠

実な業者を排除すること

ができる 

・業者が次回の指名を目

標に、より誠実により良

い業務を行うよう努める 

・指名する業者が限定され、

談合が行われやすい 

・新たな業者を指名しづらい 

・価格のみの競争となるた

め、必ずしも優れた設計を行

う業者に決定するとは限らな

い 

設計協議

方式 

（ｺﾝﾍﾟ） 

対象事業についての

設計案を提案をして

もらい、優れた設計

を行った業者を選定

する 

価格ではなく、具体的な

設計案の中から、優れた

案を選ぶことができる 

・提案作成に時間と費用を要

する（参加全社に設計料を支

払う必要がある） 

・審査・評価を行う体制・知

識及び時間を要する 

・設計案を選ぶため、その後

の設計過程において選ばれた

設計案に拘束される 

技術提案

方式 

（ﾌﾟﾛﾎﾟｰ

ｻﾞﾙ） 

対象事業についての

設計体制、実施方

法、考え方等につい

て技術的な提案をし

てもらい、優れた提

案を行った業者を選

定する 

・価格ではなく、提案に

より設計者を選定できる 

・具体的な案を選定しな

いので、その後の設計に

際し当初案に拘束されな

い 

・コンペと比較して、提

案に時間.費用を要しない 

・審査・評価を行う体制・知

識及び時間を要する 

・設計者選定の透明性・公平

性についての説明責任が必要 
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② その他の発注方式について 

発注方法 特徴 メリット デメリット 

設計施工 

一括発注 

（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞ

ﾙﾄﾞ） 

設計と施工を一括

発注する方式  

・施工業者の技術提案や VE

案に基づき、コスト削減、

工期短縮など合理的な設計

とすることができる 

・工事中の設計変更などの

リスクが軽減できる 

・設計段階から施工準備が

できるので、全体的な工期

の短縮が期待できる 

・審査・評価を行う体制・知

識及び時間を要する 

・施工者側に偏った設計とな

る可能性がある 

・設計者や発注者のチェック

機能が働きにくくなる 

ECI 

（ｱﾘｰ・ｺﾝﾄ

ﾗｸﾀｰ・ｲﾝﾎﾞ

ﾙﾌﾞﾒﾝﾄ） 

設計とは別契約

で、実施設計の段

階から施工予定者

と実施設計技術支

援業務契約を結

び、施工業者の技

術力とノウハウを

設計に反映させる 

・工事契約の額について実施

設計完了時に、施工予定業者

と調整・交渉等が必要 

・庁舎等において適用事例が

少ない（北海道では芽室町が

採用、大樹町が検討中） 

・施工者と設計者の責任分担

について明確化が必要 

PFI 

（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｲ

ﾄ・ﾌｧｲﾅﾝ

ｽ・ｲﾆｼｱﾃｨ

ﾌﾞ） 

PPPの手法のひと

つで、設計・建設

から維持管理・運

営にいたる一連の

業務を一括発注

し、事業者が資金

調達を行い、町は

事業期間にわたり

割賦方式で資金返

済する 

・民間のノウハウ、技術

力、経営力が発揮されるこ

とにより、コスト削減が期

待できる 

・町としては、初期投資の

資金負担が少なく、財政負

担が平準化される 

・庁舎では、民間経営が可能

な空間や業務が少なく経営利

益の還元が難しい 

・導入可能性調査、事業者選

定、契約などの手続きにより

多くの時間・費用が必要とな

る 

・本町において実際に請け負

える業者があるか不明 
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２．事業スケジュール 

年  度 項  目 内 容 等 

平成 30 年度 基本構想策定 新庁舎建設における基本的な方針を示す 

令和元年 

基本計画策定 新庁舎建設における基本的な計画を示す 

基本設計 
敷地に対する配置、外観デザイン、内部のレイア

ウトや面積、概算の工事費などを設計する 

令和２年 実施設計 
基本設計に基づき、建物の構造や設備の詳細、工

事費の内訳などを設計する 

令和３年、４年 建築工事 建物本体の建築工事を実施する 

令和５年以降 

供用開始 
旧庁舎から引っ越し、新庁舎での行政サービスの

提供を始める 

外構工事 

付属施設整備 

駐車場等の外構工事、車庫や防災資機材格納庫な

どの建築工事を実施する 

旧庁舎解体 旧庁舎を解体撤去する 

 


