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第１章 現庁舎の現状と課題 
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（１） 現庁舎の概要 

 現在の本庁舎は、徳島市役所敷地内に位置し、昭和 40 年に建設され 54 年が経過してい

ます。その間の事業拡張に伴う給水人口の増加や、管路の維持管理及び使用材料の増加に

対応するため南前川町に、前川分庁舎（旧館）を確保（購入）して運用を開始しました。

また、同用地内には昭和 61 年、前川分庁舎（新館）を増築しました。（表-1参照） 

 

表-1  現庁舎の建物概要 

名称 本庁舎 前川分庁舎（旧館、新館） 

外観 

  

敷地図 

  

住所 徳島市幸町 2丁目 5番地 南前川町 5丁目 1番地 4 

建設年 昭和 40年(1965 年) 
旧館：昭和 42年(1967 年) 

新館：昭和 61年(1986 年) 

敷地面積 991.72㎡ 4,115.89 ㎡ 

延べ床面積 2,814 ㎡ 旧館：2,190 ㎡、新館：671 ㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 旧館：鉄骨造＋鉄筋コンクリート造、新館：鉄骨造 

階数 地上 4階 旧館：地上 2階、新館：地上 2階 

用途 事務所 旧館：倉庫・車庫、新館：事務所 
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（２） 現庁舎の課題 

① 防災拠点としての耐震安全性の確保 

本庁舎は、平成 30年度に「2001年改訂版 既存鉄

筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」に

従い耐震二次診断を実施した結果、耐震性が不足して

いることがわかりました。また、所在地は吉野川の河

口に位置した平野部で液状化の恐れがあり、たとえ耐

震改修工事を行っても基礎構造の改善は困難な状況です。 

本庁舎は、市民生活に関わる多くの機能や、重要な

情報が存在する施設であること、さらには災害応急対策活動の拠点施設でもあり、早急に庁舎

の耐震安全性を確保する必要があります。 

 

② 老朽化への対応 

本庁舎は、鉄筋コンクリート造であり、法定耐用年数の 50年を既に経過しています。今後

このまま利用するとしても、修繕費の増大は避けられない状態です。また、冷暖房機能など各

種設備類も老朽化が進んでおり、非常に効率が悪い状況となっています。 

 

③ ユニバーサルデザインへの対応不足 

本庁舎建設当時（昭和 40 年）本市給水人口は 

約 140,900 人でしたが、平成 29年度末には、約

236,000 人と大幅に増加していることや、行政サービ

スの多様化に伴い庁舎に求められる機能は変化して

います。正面入り口には段差があり、通路や執務スペ

ースは非常に狭い状況です。さらに、トイレが狭あい

なこと、エレベーターがないといったバリアフリーの

面からも多くの課題があり、行政サービス向上のため

には施設の見直しを図る必要があります。 

 

 

 

EV のないエントランスホール 

段差のある正面入り口 

 

応急給水 

水道施設の復旧 

他都市との連携 

情報発信 

防災拠点 

防災拠点としての庁舎 
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④ 執務環境の整備とＩＴ化への対応 

会議室の不足、書庫や保管庫の不足、福利厚生スペ

ースの不足などの問題点があり、執務環境の改善・整

備が求められます。また、情報化社会への進展に伴う

OA 機器の導入や事務機器など、ますます多様化し複雑

化が進む業務環境に適切な対応が不可欠となってい

ます。しかし、現状は床材が剥がれ、配線が露出して

いる等使い勝手に支障がでています。 

また、執務スペースの狭あい化のため、通路にロッ

カーを配置せざるを得ない状況となっています。個人

情報の保護や電子情報等の管理を適切に行うことは

非常に重要であり、適切な広さの執務スペースを確保

することが必要です。 

 

 

 

 

 

⑤ 上下水道事業の統合 

上下水道を一体化した窓口サービスを提供するとともに、地方公営企業の経営の健全化 

を図るため、徳島市は令和 2 年 4月に上下水道事業を統合することとしています。 

 しかし、現庁舎の窓口空間や執務面積では、統合によるサービスの充実や事務の効率化、 

職員数の増加等に対応することが難しい状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

床材が剥がれ、露出している配線 

通路に置かれているロッカー 



第２章 庁舎整備の基本理念及び基本方針 
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（１）基本理念 

庁舎の整備にあたっては、現庁舎の抱える課題を解消し、誰もが安全で安心して快適に利

用できる庁舎を目指します。 

南海トラフ巨大地震等の大規模災害時においても安全性や事業の継続性を確保し、これか

らの社会・生活環境に求められるユニバーサルデザインの導入や環境への配慮、周囲との調

和を図るとともに、次世代にわたって使いやすく親しみのもてる庁舎とします。 

 

（２）基本方針 

徳島市水道ビジョン 2019 に掲げた「安全」、「強靭」、「持続」を施策の３本柱とした

将来像【未来につなぐ水都とくしまの水道】の実現と、庁舎整備の課題解決に向けた基本方

針を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 庁舎整備の基本方針 

 

 

防災拠点としての庁舎 

応急対策活動の拠点となる
機能を備えた庁舎とします。 

 

人にやさしい庁舎 

すべての人にやさしいユ
ニバーサルデザインの庁
舎とします。 

未来につなぐ水都とくしまの水道 

「徳島市水道ビジョン 2019 における目標」 

 

環境にやさしい庁舎 

 
効率的な庁舎 

時代の変化に柔軟に対応
できる庁舎とします。 

再生可能エネルギーを利
用した環境にやさしい庁
舎とします。 



第３章 庁舎整備方法の検討 
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（１）庁舎耐震化の必要性 

現在の本庁舎の耐震補強及び改修の概算額を算出

し、表－1に示しました。耐震補強をした場合の概算

額は約 2.62億円かかります。また耐震補強に伴い施

工される設備の改修と、現時点で対応が必要な改修

をした場合の金額は約 8.77億円となり、合計すると

両工事で 11.39億円となります。 

次に新庁舎建設にかかる費用を算出し、表－2に示

しました。昨今の庁舎建設の㎡単価を参考にし、約

45万（税抜、庁舎のみ）と想定した場合、現庁舎と

同等の 3,000㎡を建設する場合に新庁舎のみで 45万

×3,000㎡＝13.5億円が必要となります。改修工事

と比較すると 2.11億円の違いとなります。 

また、耐震改修では基礎杭を含めた耐震改修は不可

能であり、防災拠点建築物としての機能の確保は困

難です。改修後の庁舎の使用期間等を考慮すると 54

年以上経過した建築物の耐震補強・改修は費用対効

果の面から見て有利とは言えません。また、改修しても液状化の対策ができないことや、上下

水道事業統合による執務面積の不足には対応することが困難であり、新庁舎建設が必要と考え

られます。 

 

表-1  本庁舎の耐震補強・改修の概算額 

 
①耐震安全性 ②老朽化 

③ユニバーサル

デザイン 

④執務環境と 

IT 化 

⑤上下水道事業

統合に伴う執

務面積の不足 

金額（千円） 
基礎構造 建物 

躯体コンク

リート 
仕上げ・設備 

耐震補強工事 対応が困難 対応可 対応が困難 ― ― ― ― 262,000 

全面改修工事 

（屋上防水、外壁改修、内装一式など） ― ― 対応が困難 対応可 対応可 対応可 対応が困難 877,000 

計 1,139,000 

 

 

 

 

 

 

 

表-2  本庁舎新築工事の概算額 

 
①耐震安全性 ②老朽化 

③ユニバーサル

デザイン 

④執務環境と 

IT 化 

⑤上下水道事業

統合に伴う執

務面積の不足 

金額（千円） 
基礎構造 建物 

躯体コンク

リート 
仕上げ・設備 

新庁舎建設工事 

（45 万×3,000 ㎡）※1 対応可 対応可 対応可 対応可 対応可 対応可 対応可 1,350,000 

※1：新庁舎の建設工事費のみの概算額。その他に設計費、監理費、解体費、移転費、備品購入費、処分費などが必要。 

外装塗装前イメージ 

本庁舎内観写真 

 

本庁舎外観写真 
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（２）建設候補地 

新庁舎は上下水道事業の統合により、現庁舎、下水道事務所の職員を合算した 150 名程度

の執務空間が必要です。庁舎規模の算定は、｢第５章 庁舎の規模｣から約 4,000㎡を必要な

延べ床面積と設定し候補地選定の基準とします。 

新庁舎の建設予定地について、新庁舎建設が可能である候補敷地（水道局が保有している

用地）を表－3に示します。 

 

表-3  候補地概要 

名称 ①水道局庁舎用地 ②前川分庁舎用地 ③中前川配水場予定地 

敷地図 

   

住所 徳島市幸町 2丁目 5番地 南前川町 5丁目 1番地 4 徳島市中前川 1 丁目 46番 

敷地面積 
991.72 ㎡ 

（水道局用地） 
4115.89 ㎡ 4390.55㎡ 

用途地域 商業地域 
第１種住居地域 

（3,000 ㎡を超える庁舎は建てられない） 

第１種住居地域 

（3,000 ㎡を超える庁舎は建てられない） 

建ぺい率 80％以下 60％以下 60％以下 

容積率 400％以下 200％以下 200％以下 

防火地域 準防火地域 － 準防火地域 

液状化 

危険度 
極めて高い 極めて高い 極めて高い 

津波 

浸水深さ 
1.0～2.0ｍ 1.0～2.0ｍ 2.0～3.0ｍ 
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建設候補地は、共に徳島駅から 500m 余りの距離にあります。建設候補地の位置関係につい

ては、図－1に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 現庁舎と建設候補地の位置関係（国土地理院の電子地形図を利用） 

 

水道局庁舎用地（現庁舎位置）は市役所敷地内にあり、周囲には官庁施設が集積している

エリアとなります。徳島市の中心部に位置するため来庁者にとって利便性がよく、上下水道

局庁舎として建設することにより、より一層の市民サービスが提供できるようになります。 

また、市役所に隣接していることで、通常の業務を行う上でメリットが多いことや、災害

時においても関係部局との連携が取りやすく防災拠点機能を十分に発揮することができます。 

一方、前川分庁舎用地と中前川配水場予定地は、徳島市中心部から少し離れた住宅地にあ

る比較的広大な敷地であり、水道局本庁舎用地の課題であるお客様駐車場の確保が可能とな

ります。しかし、両候補地とも第１種住居地域内にあり、用途地域の法規制から延べ床面積

が 3,000 ㎡を超える庁舎を建築することはできないことになっており、建築審査会の同意※2

を得た場合のみ例外的に建築が可能となります。 

これらのことから、市民サービスや防災拠点機能について総合的に判断し、水道局庁舎用

地（現庁舎位置）を建設地として選定します。 

 

※2 建築審査会の同意 

特定行政庁(徳島市)が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許

可した場合において、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審

査会の同意を得なければならない。 



第４章 庁舎の必要機能及び整備方針の検討 
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水道局庁舎は、災害に耐え、災害時に迅速に対応できる防災拠点機能を確保する必要があり

ます。加えて、来庁者が速やかに適切なサービスを受けられるように、便利でわかりやすい窓

口や案内機能を充実させ、職員が業務環境の変化に柔軟に対応でき、効率的な行政運営を可能

とする機能の確保が重要となります。水道局庁舎の必要機能を以下にまとめます。 

 

（１）防災機能 

・災害時には、会議室を災害対策本部（給水部）

として使用し、市役所との連携を高めます。 

・災害時に必要な機能としては、情報ネットワー

クの整備を行い、会議室を確保し、防災拠点と

して非常用発電機や耐震性貯水槽（飲料水確保 

のための貯留施設）等を整備します。 

 

 

（２）窓口機能 

・窓口機能は、できるだけ低層階に集中させて高

齢者や障害者をはじめ、誰もが訪れやすく使い

やすい配置とします。 

・短時間で適切な行政サービスが受けられるよう

に執務室をオープンカウンター方式による窓口

の機能的な配置や集約化を図り、来庁者の諸手

続きの移動を最小限とし、利便性向上を図りま

す。 

 

 

 

 

防災拠点 

会議室を災害対策本部として使用の例 

誰もが訪れやすく使いやすい窓口の例 

環境にやさしい 

 

人にやさしい 効率的 防災拠点 

効率的 環境にやさしい 

 

人にやさしい 
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（３）ユニバーサルデザイン 

水道局庁舎は、利用する全ての人にとって使いやすい、ユニバーサルデザインとします。  

「徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例」、「高齢者、障害者等

の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」、「官庁施設の基本的性能基準」を遵守し、年齢・

性別などにかかわらず誰もが利用しやすい庁舎を目指します。 

 

① 移動空間 

・敷地出入口、通路、駐車場、建物出入口、廊下、

階段等においては、だれもが安全で歩きやすい

ように通路幅、手すり、段差、誘導器具の配置

等に配慮します。 

・エレベーターは、全ての人にとって使いやすく 

安全を考慮し、配置、大きさ、点字表示や音声 

等の案内情報などの設備に配慮します。 

 

② 窓口空間 

・各課窓口は、多目的に対応できるローカウンタ

ーを設置し、誰もが利用しやすいように工夫します。 

 

③ トイレ 

・多機能トイレや乳幼児を連れた人が安心して 

利用できるスペースを設置します。 

 

④ サイン 

・施設全体のサインや色彩計画等により、誰もが

スピーディに目的地へ行くことができるわかり

やすい誘導計画とします。 

・サインは建築空間と調和し、デザインや仕様等

に統一感があり、視認性に優れたものとします。 

・総合案内板、案内表示、点字サイン、誘導表示

等をわかりやすい場所に設置します。 

・外国人に配慮した言語表示を検討します。 

 

安心して利用できる多機能トイレの例 

きめ細やかなバリアフリー対応 

わかりやすいサイン計画の例 

利用しやすい窓口カウンターの例 

効率的 環境にやさしい 

 

人にやさしい 防災拠点 
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（４）事務・執務機能 

① 執務室 

・行政環境の変化に柔軟に対応できる汎用性の高

い空間構成とします。執務室は、部門間の調整

や職員間の連携を容易とするため、壁や間仕切

りのないオープンフロアを基本とし、フレキシ

ブルな空間とします。 

 

② 会議室・打合せスペース 

・会議室をバランスよく配置し、セキュリティに

も配慮した配置とします。 

・必要に応じて広さを変更できる会議室を設置し

ます。 

・情報保護の観点から、会議室間の音漏れに留意

して計画します。 

・執務空間ごとに手軽に利用できる打合せスペー

スを配置します。 

 

③ 書庫・倉庫機能 

・書庫は執務室内に日常使用するものを収納し、

別途集密書架を設けて大量の書類を保管できる

スペースを設けます。 

 

 

 

 

 

 

効率的 

機能変更を容易にできるオープンフロアの例 

使いやすい会議室の例 

機能的な集密書庫の例 

環境にやさしい 

 

人にやさしい 防災拠点 
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（５）福利厚生機能 

・休憩室は男女別に設置し、一部に畳スペースを設けます。 

・利便性の高い場所に更衣室を設けます。 

 

 

（６）防犯セキュリティ機能 

① 防犯機能 

・空間や動線計画上、庁舎・執務空間などへの不

審者の侵入防止に配慮した施設とします。また、

死角のない空間や周辺への明るさの提供などに

配慮し、地域の防犯性を高める配慮を行います。 

 

② 情報管理機能 

・執務空間は、機密情報やプライバシーが保護さ

れるよう業務ごとに情報のセキュリティを分析 

し、市民・職員のアクセスレベルを検討した上で、 

フロア構成、配置を決定します。また、特に高いセキュリティが求められる室や範囲に

ついては、ＩＣカード等による出入の管理を行います。 

 

 

（７）環境負荷低減 

① 自然エネルギーの活用 

・環境負荷低減を図り、「官庁施設の環境保全性

に関する基準」に基づく「グリーン庁舎」を目

指すとともに、快適な室内環境を実現します。 

 

② ライフサイクルコストの低減 

・新庁舎の設計から建設、運用管理及び解体再利

用にいたる建物の生涯費用（ライフサイクルコ

スト）を低減するため、修繕工事が最小限とな

るように、建築・設備の更新や修繕が容易で、

将来負担の軽減や維持管理コストを最小限に 

抑えた庁舎を目指します。 

 

環境にやさしい 

 

人にやさしい 

効率的 環境にやさしい 

 

人にやさしい 防災拠点 

効率的 防災拠点 

効率的 環境にやさしい 

 

人にやさしい 防災拠点 

グリーン庁舎のイメージ 

セキュリティ区画のイメージ 
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（８）資機材倉庫機能 

・日常業務を行う上で必要な資機材を収納する倉庫を計画します。また、災害対策用とし

て災害用備蓄水や食料、応急給水袋を保管します。 

 

 

（９）駐車場機能 

・公用車駐車場は、日常的な業務に加え非常時にも機動的に対応できるよう配慮します。 

・お客様用駐車場は、案内表示を設置して出入りがしやすい駐車場とします。 

 

 

（10）その他機能 

・上下水道の啓蒙を目的とした情報コーナーを 

エントランス付近に設けます。 

・徳島の地場産材を内外装に積極的に活用し, 

徳島らしい庁舎とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境にやさしい 

 

人にやさしい 

人にやさしい 効率的 

環境にやさしい 

 

人にやさしい 効率的 

情報コーナーのイメージ 

防災拠点 

環境にやさしい 

 

防災拠点 

効率的 防災拠点 

県産材の使用例 

 

 



第５章 庁舎の規模 
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（１） 新庁舎の規模 

①想定職員数 

 徳島市は令和 2年(2020 年)4月に上下水道事業を統合する予定です。統合後に新庁舎を

利用する職員等の数は、150人と想定します。想定職員の内訳は表－1 に示します。なお、

基本とする職員等の数は庁舎の規模を算定するためのものであり、将来の職員数を示すも

のではありません。     

  

表-1  想定職員数算定表 

 
局長級 次長級 課長級 補佐級 係長級 一般 職員合計 その他※1 合計 

本庁舎 1 2 6 5 23 73 110 40 150 

 

②職員一人当たりの必要面積 

 新庁舎の規模の算定に当たっては、（a）総務省 地方債査定による基準面積の算定（表

-2）、（b）国土交通省  新営庁舎面積算定基準による算定（表-3）の 2つの方法を比較

検討し、庁舎の規模を算定します。 

表-2 （a）総務省 地方債査定による基準面積の算定 

職員換算 
        

  局長級 次長級 課長級 補佐級 係長級 一般 その他 計 

計画職員 1 2 6 5 23 73 40 150 (ア) 

換算係数 20 9 5 2 2 1 1   

換算職員 20 18 30 10 46 73 40 237  

単位面積 4.50 

基準面積 90.00 81.00 135.00 45.00 207.00 328.50 180.00 1,066.50 

          
       施設区分 面積算定 

      (1) 事務室 1,066.50 

      (2) 倉庫 138.65 

      (3) 会議室等 1,050.00 

      (4) 玄関等 1,127.57 

      (5) 標準外 650.00 

     総計 4,032.72 

       

  職員１人当たりの面積 26.88 ㎡ 

 

※１：その他には、再任用及び委託者を含む。
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表-3 （b）国土交通省 新営庁舎面積算定基準による算定 

職員換算 
        

  局長級 次長級 課長級 補佐級 係長級 一般 その他 計 

計画職員 1 2 6 5 23 73 40 150 

換算率 10 6 2.5 1.8 1.8 1 1   

換算職員 10 12 15 9 41.4 73 40 200.40  

          
       施設区分 面積算定 

      (1) 執務面積 881.8 

      (2) 附属面積 334.2 

      (3) 固有業務室 1,085.0 

      (4) 設備関係面積 564.0 

      (5) 交通部分 1,111.6 

     総計 3,976.6 

       

  職員１人当たりの面積 26.30 ㎡ 

 

 (a) (b)の算定により、新庁舎の必要規模を 4,000㎡として設定します。 

なお、規模については上下水道事業が統合された後に精査し、基本設計時に決定します。 

 

（２） 駐車場の規模 

計画敷地が 991.72 ㎡と小さいため、十分に駐車場を確保することが困難です。そのため、

一般来庁者用の駐車場は、市役所駐車場を利用していただくこととします。 

自動車の駐車台数は、車いす使用者用を 2台、公用車用を現状の保有台数である 20台程度

と設定します。 

 駐輪場はバイク 20台、自転車 50台程度の駐輪スペースを設定します。なお、駐車場の詳細

な計画については、基本設計時に決定します。 

 

 



第６章 文書量の現状分析と検討 
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（１） 現状の文書量 

現状の文書量を把握する為、以下の範囲の文書量調査を実施しました。 

・水道局本庁舎：1階、2 階、3階、4 階 

・徳島市役所：10階（下水道事務所） 

 

表-1 現状の文書量把握 

  職員一人当たり文書量 

水道局本庁舎 23.33 (fm) 

徳島市役所（下水道事務所） 20.43 (fm) 

※1：ｆｍ（ファイルメーター）とは、文書を積み重ねた高さを表す単位で、高さ 1m＝1fm となります。 

以上より、一人当たりの文書量は 20.43～23.33ｆｍとなります。 

 

 

（２） 新庁舎の文書量 

職員数が同規模の自治体の書類量の平均値を算出したところ約 14.5fm※2でした。 

現状の水道局の文書量は、他の自治体平均と比較して多いため、新庁舎整備においては 4割

の書類量削減を目標に掲げ、1人当たり約 12～14fm と想定して書庫スペースを算出します。 

 
※2：職員数が同規模自治体の書類量を 7 件抽出して算出。 

 



第７章 新庁舎の施設計画 
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（１） 配置計画 

本庁舎用地のうち、現水道局庁舎が建っている範囲を計画敷地とします。敷地北側にある住

宅に対して、圧迫感及び日影の影響が最小限となる計画とします。北側の市道（通町・幸町線）

に沿って来庁者用の出入口を設けます。 

 

 

図-1 配置計画 
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（２） 平面計画 

窓口部門を 1階に集約し、窓口部門以外を上層階に配置します。階段や EV、トイレ等をまと

めて配置することで、効率の良い執務空間を確保します。執務室は、配置部門の特性に合わせ、

職員動線の効率化、部門間の連携などを踏まえたゾーニングとします。 

 

 

図-2 1階及び上層階のゾーニングイメージ 
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（３） 防災計画 

 新庁舎は、地震、津波、豪雨などの自然災害や危機事象の発生時に迅速に対応でき、応急対

策活動の拠点となる機能を確保しておく必要があります。 

 計画敷地におけるハザードマップより、現状地盤レベルから 2.0ｍの高さを浸水区域と想定

し、浸水対策を行います。また、電気室等の重要機器類は、冠水しない位置に設置します。 

　なお、基本設計時に建築計画に応じた最適な方法の選定を行います。 

 

 

 

図-3 浸水対策 
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（４） 構造・設備計画 

①構造計画 

 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通大臣官房官庁営繕監修)」によると、 

大地震動に対する耐震安全性の目標を下表のように定めています。 

新庁舎は、災害応急対策活動に必要な施設であるため、構造体「Ⅱ類」、建築非構造部材 

「Ａ類」、建築設備「甲類」に相当する性能を持たせます。 

 

表-1 官庁施設の総合耐震計画基準 

部位 分類 耐震安全性の目標（太枠が今回適用） 

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、人命確保に加えて十分な機能確保が図られてい

る。 

Ⅱ類 

大地震動後、構造体の大きな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機能確保が図られ

ている。 

Ⅲ類 

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の

耐力の低下著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られ

ている。 

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上、又は危険物の

管理の上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

られている。 

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動など発生する場合で

も、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 

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。 

乙類 
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。 

 

設計時には建築計画や設備計画との整合を図るとともに、地盤性状に応じた最適な基礎形状

の選定を行います。 
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②設備計画 

新庁舎に導入する基本的な設備、災害対策設備は、下表の通りとします。 

 

表-2 基本設備 

分野 導入設備 

電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

受変電設備 6kV高圧受電方式 

電灯設備 
執務室・ホール等:LED 照明+昼光利用制御 

給湯室・更衣室・便所・廊下・階段:LED 照明+人感センサー 

コンセント設備 ＯＡフロアーによるフリーアクセス方式 

情報・通信設備 電話設備、情報表示設備、構内情報通信網設備 

防災設備 自動火災報知機、非常放送、誘導灯、非常用照明、無線、雷保護等 

防犯設備 監視用カメラ、防犯・入退室管理 

弱電設備 
駐車場管制設備、映像音響設備、誘導支援設備、テレビ共同受信

設備 等 

太陽光発電設備 太陽光発電パネル 

給排水衛生設備 

 

 

 

 

 

衛生設備 節水型衛生器具、バリアフリー対応多機能トイレ 

給排水設備 受水槽+ポンプ直送方式 

給湯設備 個別給湯方式(シャワー:ガス方式、給湯:電気方式) 

消火設備 屋内消火栓 

雨水利用設備 屋上集水、沈砂槽・貯留槽(地下ピット)、ろ過装置 

空調設備 

 

 

空調設備 
電気又はガス熱源による個別空調(外気処理パッケージ+室内負荷

処理パッケージ)方式 

換気設備 室用途に応じた換気方式 

排煙設備 原則として自然排煙方式 

 ・屋外設置の設備機器は耐塩害仕様とします。 

 

表-3 災害対策設備 

分野 導入設備 

電気設備 発電機設備 ディーゼルエンジン非常用発電機(燃料備蓄 72時間分) 

給排水衛生設備 

 

給水設備 受水槽に飲用分を備蓄、雑用水槽に雑用水分を備蓄 

排水設備 非常用汚水貯留槽 

空調設備 空調設備 災害対策本部の単独個別空調及び発電機回路対応 

 

 

 



第８章 概算事業費の算定 
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（１） 概算事業費 

基本計画に基づき、新庁舎整備等に必要となる事業費は下表の通りとなります。財政面に配

慮し、事業費を可能な限り抑制するなど、確実かつ効率的な施設整備を進めます。 

 

表-1 概算事業費 

費 目 費用（千円） 備 考 

調査・設計・工事監理費 232,000 地質・埋蔵文化財調査費等、建築設計及び工事監理 

建設工事費 1,930,000 新庁舎・車庫・外構工事及び解体工事 

その他の経費 68,000 備品購入費等 

計 2,230,000 税抜※ 

 

※概算事業費については現時点での試算であり、今後、消費税の増税も含め、諸条件により変動が生じる

場合があります。 

 

（２） 財源計画 

水道事業を、将来にわたって安定的に事業を継続していくために、新庁舎の建設に要する事

業費の財源は、可能な限り企業債（公的資金）を活用し資金調達を行います。 

企業債は、将来水道を利用するお客様にも建設費を負担していただくことにより、世代間負

担の公平性を保つとともに、財政支出の平準化を図るため活用するものです。 

また、規模、機能等について精査を行い事業費の適正化を図るとともに、活用できる補助制

度等の調査・研究に努め積極的に活用を図ります。 

 

 



第９章 事業手法及び事業スケジュール 
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（１） 事業手法について 

公共施設の整備手法として、従来の設計施工分離発注方式以外に、近年では民間活力の導入

等による多様な発注手法があります。下表に各手法の概要を整理します。 

 

表-1 発注手法 

項目 従来方式 デザインビルド方式 PFI方式 

特徴 

基本設計、実施設計、施工、

維持管理をそれぞれ個別に

発注する方式 

設計と施工を一括して発注

する方式 

民間事業者（SPC）が調達す

る資金で設計・施工を行

い、その後の維持管理・運

営も合わせて発注する方式 

①財政負担 

の軽減 
工法や仕様が一般的 

施工者のノウハウ活用が可

能で従来方式より縮減可能 

施工者のノウハウ活用が可能 

起債より金利の高い民間資

金活用の点では不利 

②施主の意向 

の反映 

設計打合せの中で変更しな

がら反映 

事業者と仕様が決まってい

るので調整しながら反映 

事業者と仕様が決まってい

るので調整しながら反映 

③設計品質 

の確保 
確保されやすい 

要求水準をチェックして設

計品質を確保 

要求水準をチェックして設

計品質を確保 

④新庁舎建設の 

事業スケジュール 
標準的な全体工期 

設計・施工期間は短いが、

選定手続きに期間を要する 

要求水準書作成や発注手続

きに期間を要するので、全

体工期が長くなる 

⑤地元企業の

活用 

元請け、下請けとして地元

企業の参画を促すことは可能 

下請けとして地元企業の参

画を促すことは可能 

下請けとして地元企業の参

画を促すことは可能 

PFI 方式は、行政庁舎単体での実施事例が少なく、事業者選定の手続きに期間を要し、全体

工期が長くなるため、検討対象から外すこととしました。 

デザインビルド方式は、要求水準書の作成や技術提案書の審査等を工夫し、効率的な設計施

工とすることで、「工期短縮」の観点からは有利となる場合もあります。しかし、発注実績が

なく専門の技術職員を有しない水道局においては、アドバイザリー業務を別途契約する必要が

あり、事業者選定までに時間を要することが考えられます。 

従来方式は発注者の意向を十分に反映させることが可能です。また、建設時には地元企業が

入札に参入できる可能性が高く、地域への経済効果も期待されます。 

2 つの事業手法の特徴を勘案し、「財政負担軽減」・「工期短縮」・「地域経済への貢献」

の観点から最も効果的な事業手法を検討していきます。 
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（２） 事業スケジュールについて 

従来方式で発注した場合の、事業スケジュールを下表に示します。 

令和 2年度より基本・実施設計に着手し、令和 5 年度の供用開始を目指します。 

 

表-2 事業スケジュール 

 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

基本計画 
 

     

基本設計   
 

   

実施設計   
 

   

建設工事 

（解体） 
  

 
   

建設工事 

（新庁舎） 
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