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序章 新庁舎建設の背景と基本構想 

１．検討の経緯 

  

今日、人々の価値観が多様化し、より高度化していく社会の中で、地方の時代に相応

しい住民自治の象徴として、役場庁舎に求められる機能も大きく変化しています。 

 現庁舎は、昭和３５年（１９６０年）に建設されて以来５５年が経過しました。経年

経過による老朽化や、社会情勢の変化に伴う様々な機能の不備もさることながら、防災

の拠点施設であるべき庁舎の構造が、現行の耐震基準を満たしていないという事が大き

な問題となっています。 

  こうした状況を踏まえ、将来の人口減少を見据えつつ、庁舎を取り巻く様々な課題を

解消し、住民サービスと行政効率の向上を図るため、新庁舎建設に向けて検討すること

としました。 

第５次大桑村総合計画（平成 26～35 年度）は、審議会への諮問、答申を経て、村議会

平成２６年３月定例会に提案し、全員賛成で可決されました。新庁舎の建設に関しては、

総合計画の前期基本計画（平成 26～30 年度）に「老朽化への対応はもとより、防災拠点

の整備や住民サービスの向上を見据え、役場新庁舎の建設に向けた具体的な取り組みを

進めていきます。」と明記されています。 

  これを踏まえ、平成２６年４月１日より庁舎建設準備室を設置し、専任職員を配置し

て新庁舎建設の準備にあたることとしました。５月１日には課長補佐以上の職員による

検討組織「庁舎建設庁内検討委員会」を立ち上げて、新庁舎のあり方についての検討を

始め、全職員を対象に職員意向調査等を実施しながら、基本構想(案)の策定に取り組んで

きました。【資料：庁内検討委員会】 

 

 

大桑村役場 
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２．庁舎建設基本構想 

  

本基本構想は、新庁舎建設に関する基本的な考え方を示し、庁舎建設基本計画の策定に

あたって、検討の論点を整理したものです。 

今後、本基本構想を基に、様々な立場の方々から意見を聞き、議論しながら、具体的

な規模、機能、建設場所、概算事業費など、新庁舎建設に向けた諸条件を整理し、基本

設計の与件となる基本計画を策定していきます。 

 

          ※基本計画の策定を進めるうえでの前提条件、基本方針 

基本構想   経緯と背景、施設規模、機能、建設位置等の検討方針 

（検討委員会の論点整理） 

           

          ※基本設計に反映させる設計与件 

基本計画   基本構想の具体化（施設規模、機能、建設位置等）と財源計画 

 

 

          ※完成時の姿を明確にした概略設計 

基本設計   敷地に対する配置、構造、間取り、内外デザイン、概算工事費等 

 

 

          ※工事実施のための設計図書 

実施設計   建設工事のための詳細な図面、仕様、見積等 

 

 

 

建  設 

 

 

役場 事務室（窓口）          役場 廊下 
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３．総合計画における位置付け 

 

新庁舎の建設に関しては、第５次大桑村総合計画の前期基本計画の中で、「役場新庁舎

の建設に向けた取り組みの推進」として、「老朽化への対応はもとより、防災拠点の整備

や住民サービスの向上を見据え、役場新庁舎の建設に向けた具体的な取り組みを進めて

いきます。」と明記されています。 

  その他、新庁舎や公共施設の建設に関して、総合計画の中に次のとおり記載されてい

ます。 

 

（１）基本構想（抜粋） 

◇防災・消防 

「災害対策本部となる役場庁舎の整備など公共施設の耐震化、防災施設の整備充実 

・・・など総合的な防災対策の充実を図ります。」 

  

◇生涯学習 

「住民一人ひとりが心豊かに生きがいのある充実した生活を営み、活力に満ちた地域

社会を形成するため、総合文化施設の整備や生涯学習関連施設の充実など、誰もが学

べる学習環境を整備するとともに、公民館を中心として住民ニーズに即した学習機会

の提供や住民の自発的な学習活動への支援のほか、学習した成果を社会に還元できる

環境づくりを進めます。」 

  

◇行財政運営 

「・・・事務事業の見直しや組織・機構の再編、人材の育成などの行財政改革や、役

場新庁舎の建設を推進します。」 

 

（２）前期基本計画（平成 26～30年度）（抜粋） 

 ◇総合的な防災体制の確立 

「災害時に備え、役場庁舎や公民館等の防災拠点施設、避難施設の耐震化を図るとと

もに、・・・」 

  

◇地球温暖化対策の推進 

「地球温暖化防止計画に基づき、村が率先して公共施設における温室効果ガスの排出

削減を図るとともに、村全体への波及に向けた啓発等を進めます。」 

 

 ◇再生可能エネルギーの導入 

「・・・公共施設への太陽光発電システムの設置、木質バイオマスエネルギーの利用

促進など、再生可能エネルギーの導入に向けた取り組みを検討・推進します。」 
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 ◇林産物の地産地消の促進 

「公共施設建設への地元産木材の利用促進に努めます。」 

 

 ◇生涯学習関連施設の整備充実 

「・・・生涯学習関連施設について、老朽化の状況や利用者のニーズ等を踏まえなが

ら、施設・設備の整備充実を計画的に進めます。」 

「・・・長期的な視点に立ち、図書館整備についての検討を進めます。」 

 

 ◇文化・芸術にふれる機会の充実 

「魅力ある文化行事、イベントの企画、開催や作品展示の場の整備・確保を住民と協

働して進め、多様な文化・芸術を鑑賞する機会と活動成果を発表する機会の充実に努

めます。」 

 

 ◇行財政運営 

「建築から 50 年以上が経過している役場庁舎は、老朽化が進んでいるため、地域防災

の拠点としての役割からも、新庁舎の建設に向けた準備を進めていく必要がありま

す。」 

 

 ◇役場新庁舎の建設に向けた取り組みの推進 

「老朽化への対応はもとより、防災拠点の整備や住民サービスの向上を見据え、役場

新庁舎の建設に向けた具体的な取り組みを進めていきます。」 

  

 

中央公民館 

   
    相談室               和室 
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第１章 新庁舎建設の必要性 

１．現庁舎の現状 

 

（１）施設・設備の老朽化 

昭和３５年に鉄骨造で建設された現庁舎は５５年が経過し、法定耐用年数（鉄骨造

３８年）を超え、施設全体に老朽化が進んでいます。これまで、不具合な箇所につい

ては随時修繕や増改築を繰り返してきましたが、耐震化やバリアフリー対応をはじめ

とした抜本的な構造の見直しが必要な時期を迎えています。 

更に、社会情勢の変化に伴って、庁舎に求められる窓口環境、執務環境等が変化す

る中で、現庁舎は様々な課題を抱えており、部分改修よりも全面的な建て替えの方が、

費用対効果の観点からも有利と考えられます。 

 

（２）耐震性の不足 

   南海トラフ巨大地震発生時、大桑村の最大震度は６弱と推定されています。現在の

建築基準法は、昭和５６年に大改正が行われ、それ以降の建築物は「震度５の地震で

は、ほぼ建物に影響が出ることはなく、震度６強から７の地震が起こっても建物が倒

壊せず、中にいる人の安全が確保できる」建物であるとされています。 

【資料：建築基準法強化の経緯】 

現庁舎は、この建築基準法改正以前に建設された建物であり、現行の耐震基準を満

たしていないものと思われます。本来、特に公共施設に関しては、耐震診断を受け、

その結果に基づいて適切な耐震補強工事を実施すべきところですが、本庁舎に関して

は、新庁舎の建設に向けて具体的な取り組みを進めることとして、耐震診断も実施し

ていない状況です。 

    また、後に、本庁舎を囲むように、中央公民館（昭和５１年、鉄筋コンクリート造）、

耐火書庫を備えた新館（昭和５８年、鉄骨造）、防災行政無線放送室（平成４年、木造）

等を増築してきましたが、いずれも、建設当時の耐震基準に基づいて建設しており、

昭和５６年以前の建設である中央公民館は、庁舎同様、現行の耐震基準を満たしてい

ないものと思われます。【資料：庁舎関係財産台帳】 

  役場庁舎は、災害発生時の防災拠点としての機能を担う重要な施設であり、被災後

も行政機能を維持できることが求められます。同時に職員もその任務を担うため、来

庁者はもとよりその安全性の確保が必要とされます。 

現庁舎においては、災害発生時の行政機能の維持、被災対応、災害復旧、復興に関

る基地的機能に不安を抱えています。 
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（３）維持管理経費 

本庁舎は断熱機能が不十分なため、適切な空調管理が困難で、来客者を快適に迎え

られる環境にはなく、日常の事務効率も低下しているものと思われます。また、熱効

率が悪いため光熱費などの施設維持経費がかさんでいます。 

中央公民館の暖房は、重油によるセントラルヒーティングを採用し、全館集中暖房

としていますが、設備が古いため燃料費の負担が大きく、老朽化による根本的な改修

が必要な時期を迎えています。 

保健センターは全館床暖房設備が整っていますが、部屋ごとの設定ができず、燃料

代がかさむことから、日常的には家庭用ファンヒーターで事務室のみの暖房としてい

ます。 

また、駐車場と保健センター敷地は民地を借用しており、年額１００万円余の借地

料が発生しています。 

  再生エネルギーの積極的な導入を図り、四季を通じて快適な室内環境と省エネルギ

ー対策の両立を目指し、環境にやさしく、将来にわたる維持管理経費の抑制に配慮し

た庁舎を整える必要があります。 

【資料：庁舎等維持管理費実績】 

 

（４）行政機能の分散 

  現状、本庁舎の他、保健センターに福祉健康課と地域包括支援センターが、村民体

育館事務室に教育委員会事務局が配置されているため、行政機能が分散し、住民サー

ビスや行政効率の低下、施設維持管理費の非効率化を招く要因になっています。 

  現在は、多様化する行政事務に伴い、職員が庁舎に入りきれない状況もあって分庁

化していますが、保育園関係を除く部署については全て新庁舎に配置することが理想

であると考えられます。更に、関係他団体に関しても、住民の利便性の向上と、行政

との連携や効率性向上の観点から、同居の可能性も視野に入れて検討する必要があり

ます。 

  また、現状、本庁舎自体に会議室はなく、議会関係や相談室を含めて行政関係の会

議、打合せは併設する中央公民館の会議室を使用しています。使用率をみると、おお

むね利用しやすく、無駄なく適正に管理されていると判断できます。 

他に福祉健康課は保健センターの各部屋を、教育委員会関係は村民体育館会議室を

使用していますが、これら全体を含めると、使用率には余裕があることから、住民の

健康や生涯学習活動の拠点施設として、各会議室に特性を持たせつつ、共用すること

で全体の会議室数を精査し、効率的な運用を図るべきと考えられます。 

【資料：会議室使用率】 
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（５）時代のニーズに即した機能 

  高度情報社会を迎え、行政事務もその多くが電子化され、現庁舎建設時にはおよそ

想像もできないほど、事務の形態は変貌を遂げてきました。これにより、事務室内は

電子機器で溢れ、張り巡らされたケーブルの管理や、電源の安定確保など、新たな課

題が生じています。サーバーやテレメーター施設など、重要な電子機器の保全、セキ

ュリティーに配慮し、考え得る近未来の情報機器にもフレキシブルに対応できるよう

な、効率的な配置と、安全で機能的な施設整備が必要です。 

現庁舎の玄関は階段になっています。建物内部にもいたる所に段差があり、多機能

トイレの欠如等、高齢者や障がい者等への配慮が十分ではありません。また、会議室

として使用している中央公民館、書庫を備える新館も２階建てでありながらエレベー

ターは設置されていません。 

  バリアフリー※はもちろん、ユニバーサルデザイン※という概念が一般的になって

いる現在、随時改善努力はしてきたものの、根本的な構造上の問題もあり、部分的な

改修では対応しきれていない状況です。 

 

（６）立地上の課題 

  現庁舎は大桑村の中心部に立地しています。ＪＲ大桑駅からほど近く、周辺には商

工会館、医院、商店等があり、利便性の高い環境であると考えられます。しかし、社

会情勢の変化等に伴い、様々な課題が生じています。 

  庁舎の脇には沢が流れ、周辺は土砂災害防止法に基づき平成１９年に土砂災害警戒

区域に指定されました。上流には砂防堰堤が建設され、地域の安全性は高まっている

ものの、防災の拠点として重要な役割を果たすべき庁舎の場所として、適切な場所と

は言い難い状況です。 

 車社会が進展し、来庁者の交通手段は殆どが自家用車によっていますが、国道１９

号から庁舎までの道路は狭く急勾配箇所もあるため、特に高齢運転者が増加する中で、

来庁者からは不満の声も聞かれます。また、国道から庁舎への大型車の侵入が不可能

であり、利便性の悪さもさることながら、有事の際の防災拠点機能として問題がある

と考えられます。 

  更に、一帯は傾斜地で、広く平坦な面積が確保できないため、来庁者、公用車、職

員それぞれの駐車場が分散し、区画が狭く、一部は商工会館駐車場と兼用されるなど、

会議などの開催が重なる場合には駐車スペースの確保が難しい状況にあります。 

 

 

                                      

※バリアフリー：高齢者、障がい者等、特定の社会生活弱者の支障となる障害を取り

除く（段差の解消等）こと。 

※ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・

能力の如何を問わずに利用することができる施設・製品・情報の設計（デザイン）。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3
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２．新庁舎建設の必要性 

   

昭和３５年に建設された現庁舎は５５年が経過し、法定耐用年数（鉄骨造３８年）を

超え、老朽化、耐震性の問題を抱えています。これまで時代と共に最小限の補修、改修

を重ねてきましたが、根本的な構造改修は困難な状況です。 

    また、庁舎が分庁化し、行政の事務機能が分散していることから、住民サービスや行

政効率の低下を招く要因になっています。 

    社会情勢の変化の中で、役場庁舎に求められる機能も変化してきています。防災拠点

施設、文化、交流、自動車社会、ユニバーサルデザイン、高度情報化社会等々、今後ま

すます多様化する行政需要に対応するために、新庁舎の建設が必要です。 

【資料：建物の法定耐用年数表】 

【資料：重要な施設に求められる耐震性能】 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

役場 

保健センター 

大桑駅 

郵便局 

職員Ｐ 

職員Ｐ 

商工会 
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第２章 新庁舎建設の基本方針 

１．新庁舎の整備方針 

 

（１）機能性・柔軟性・経済性に優れた庁舎（効率的な執務機能） 

   将来の人口減少に備え、組織機構の改変にも柔軟に対応でき、限られた職員数で多

種多様な事務が効率的に行える機能的な施設とします。 

また、健全な村財政の堅持を前提に、建設場所、規模、機能等を精査し、建設費の

抑制と財源確保に努めると共に、快適な室内環境の維持と省エネルギー化の両立を目

指し、将来にわたる維持管理経費の抑制に配慮した庁舎とします。 

 

（２）人にやさしく利用しやすい庁舎（行政サービス機能） 

   幹線道路や公共交通機関からの交通アクセスの利便性に配慮し、分散している行政

機能の一元化によるワンストップサービス※を図り、庁舎を訪れるすべての人にとっ

てわかりやすく使いやすいユニバーサルデザインを基本とした庁舎とします。 

 

（３）住民の安心安全な暮らしを守る、防災の拠点となる庁舎（防災拠点機能） 

被災時における行政機能の維持はもちろん、災害発生時の防災拠点としての機能を

発揮できるよう、可能な限り安全な場所を選定し、耐震性、防犯性、安全性等に十分

配慮した構造、工法を採用し、有事の際に最も頼りになる機能を備えた庁舎とします。 

 

（４）住民の健康・文化・交流・活動の拠点となる庁舎（コミュニティー機能） 

   保健センターと中央公民館の機能を併設し、住民の健康づくり、文化、交流、地域

協働の活動拠点、行政情報の発信基地として、誰もが気軽に訪れる開かれた庁舎とし

ます。 

 

（５）環境・景観に配慮した庁舎（環境保全機能） 

地球環境の保全に配慮し、再生可能エネルギーを積極的に活用し、エネルギーの省

力化に努め、環境負荷の低減に配慮した庁舎とします。 

また、地域の森林文化を継承し、先人が育てた村有林材を最大限に活用しつつ、周

辺の景観に配慮し、住民に親しまれ、村のシンボルとなり得るデザインを検討します。 

 

 

 

 

                                       

※ワンストップサービス：ひとつの場所、一度の手続きで、関連する全ての手続きが

完了できるように設計された窓口サービスの形態 
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２．新庁舎に求められる主要機能 

 

（１）行政執務 

  ①執務空間は、社会情勢の変化に伴う組織機構の改変等に柔軟に対応できるワンフロ

ア―を基本とし、高度情報社会に対応できる機能を整えます。 

  ②膨大な個人情報や行政情報を適切に管理するため、セキュリティー機能を整え、来

庁者利用空間と執務空間を区分するなど、情報の漏洩防止と、スムーズな人の流れ

をつくります。 

  ③部署間の連携を図り、効率的、効果的に業務を行うことができるよう、執務環境を

整え、各種書類の保管収納スペースや作業室、日常的な業務打ち合わせ空間を確保

します。 

   

（２）住民窓口 

  ①動線に配慮した配置、わかりやすい案内表示の工夫など、来庁者にストレスを感じ

させず、適切なサービスが提供できる構造とします。 

  ②誰もが利用しやすいユニバーサルデザインを基本とし、十分な待合スペースや個別

相談室を設けるなど、プライバシーに配慮した構造とします。 

 

（３）防災拠点 

  ①想定される自然災害を避けるため、できる限り安全な場所に建設します。 

②災害発生時においても行政機能が維持でき、速やかに災害対策本部を設置できる環

境を整えます。 

③災害時の屋内外避難所や救援物資の集積配送基地等となり得る機能を備え、ヘリポ

ート（緊急離着陸場等）として活用できる設備を検討します。 

 

（４）議会 

  ①議会の独立性を担保し、円滑な議会活動が確保できるよう、また、住民に開かれた

議会を実現するため、傍聴機能等にも配慮します。 

②現在同様、議会専用の議場や委員会室、議員控室等は設けず、多目的に利用できる

共用会議室と兼用する方向で検討します。 

 

（５）会議室（保健センターと中央公民館機能） 

 ①会議室は、一般的な会議の他、保健福祉や生涯学習活動の各種検診や行事、講座等、

可能な限り様々な用途に共用できるような機能を整え、配置、構造に配慮します。 

②夜間、休日は公民館としての利用を想定し、宿日直室との連携、夜間通用口等、利

用しやすく、管理しやすい配置となるよう配慮します。 
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（６）文化施設 

  ①文化、生涯学習、住民交流の拠点となる、適正規模の図書室の設置を検討します。 

②文化発表会や敬老会規模の行事を想定し、大ホールを備えます。ただし大人数での

利用率は極めて低いと考えられるため、通常は可動式間仕切りで区切って複数の会

議室として活用する等、無駄なく効率的な会議室のあり方を検討します。 

 

（７）情報管理、保管倉庫 

①サーバー、防災無線室等の重要機器、重要書類の保管倉庫は、耐火構造とします。 

②道路、水道維持関係をはじめ、各種用具や資機材を保管するための倉庫を備えます。 

  ③公用車と関連用具を安全に保管できる倉庫を備えます。 

  ④災害時支援物資を備蓄するための倉庫を備えます。 

 

（８）駐車場 

①高齢運転者の増加等を想定し、余裕があり駐車しやすい動線と区画を整えます。 

②玄関へのアプローチは平坦に、障がい者等用駐車区画を設置し、バリアフリーに配

慮します。 

③来庁者区画、職員用駐車区画を区別し、公用車駐車場は、備品管理、防犯の観点か

らも適切な配置、構造とします。 

 

（９）その他 

  ①行政情報の公開や観光・産業コーナー、村民ギャラリー等、多目的な利用が可能な

オープンスペースや、談話コーナーの設置を検討します。 

  ②村長室に隣接した、適切な規模の応接室が必要です。 

③ユニバーサルデザインに配慮した、多目的トイレが必要です。 

③自然や景観に配慮し、周辺環境との調和を図り、併せて大桑村のシンボルとして村

民の誇りとなるような庁舎デザインを目指します。 

 

【資料：来庁者数】 

【資料：図書室使用状況】 
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第３章 新庁舎の規模 

１．基本指標 

 

（１）計画想定人口 ３,５００人 

 本村の人口推移を国勢調査数値でみると、平成７年が５,０１５人、平成１２年で４,

７７０人、平成１７年で４,４５７人、平成２２年(2010 年)には４,１４５人と、減少傾

向にあります。 

将来人口の推計では、平成３０年で３,６２０人、平成３５年には３,２８０人程度に

減少するとされています。また、平成２２年に３６.７％であった高齢化率（65 歳以上）

は、平成３５年には４４.２%になることが予測されています。客観的見地から本村の

将来人口は減少し、高齢化率は更に上昇するものとされる中、身の丈に合った施設規

模と、社会情勢の変化にできるだけ柔軟に対応できるような施設機能を検討すること

が必要です。これを前提に、産業振興による雇用の場の維持・拡大、住環境の整備、

子育て支援策の充実等により、平成 35 年の予測値を若干上回る 3,500 人を、新庁舎建

設計画想定人口とします。【資料：将来人口】 

 

（２）配置される職員数 ６５名 

 今後、人口の減少が見込まれ、職員数も総体的には減少傾向で推移することが想定

されますが、行政事務業務量の極端な減少は見込まれず、今後更なる高齢社会等に対

応するため、保健福祉分野等の職員の充実が必要となる可能性等もあることから、庁

舎面積の算定にあたっては、現状の正職員と嘱託・臨時職員数を併せた職員数を基準

とします。このことから、新庁舎に勤務する職員数は、平成２６年度現在の職員数６

５名（保育園関係職員を除き、特別職、臨時・嘱託職員を含む）としました。 

 また、今後の検討の過程で、新庁舎に他団体等が入ることになった場合には、それ

らの人数が加算されることになります。 

新庁舎に配置される職員数
　　（人）

課　　名 特別職 課長級 補佐.係長 一般職員 臨時職員 計

村長部局 2 2

総務課 1 3 6 10

住民課 1 3 7 11

福祉健康課 1 2 8 1 12

産業振興課 1 2 3 1 7

建設水道課 1 2 5 1 9

会計室 1 1 1 3

議会事務局 1 1 2

教育委員会事務局 1 1 3 2 2 9

計 3 8 16 32 6 65

（平成２６年現在）
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（３）議員定数 １０名 

「大桑村議会議員の定数を定める条例」により、現在の議員定数を１０名と定めてい

ます。現在と同じ１０名を維持するものとします 

 

（４）公用車台数 ２５台 

 平成２６年現在、本庁舎、保健センター、教育委員会事務局に配置している公用車

は、マイクロバス２台、普通自動車１１台、軽自動車１２台（うち消防車１台）の計

２５台です。今後、消防団の出動体制の見直し等により、消防車（軽車両）１台の増

車が見込まれていますが、公用車台数節減努力により相殺されるものとし、現状の２

５台とします。 

 

 

２.新庁舎内の部署の配置 

 

 行政事務の円滑化、効率化と住民の利便性を図るため、現在分庁化されている保健セン

ター（福祉健康課）及び教育委員会事務局を含めて新庁舎に配置することとします。 

 住民の利便性に配慮し、窓口業務が多い部署を入り口に近い位置に配置するなど、プラ

イバシーの保護に配慮しつつ、庁舎の構造も併せて、住民目線で検討することが重要です。

また、総合窓口設置の要望が多いことをふまえ、組織形態も含めて検討します。 

 新庁舎の建設にあたっては、保健センター機能、中央公民館機能、図書館機能を複合的

に設置することとしていることから、円滑な施設管理ができるよう、各施設の配置とそれ

ぞれの管理部署との関連性にも配慮する必要があります。 
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３．新庁舎の規模 

 

 新庁舎の延床面積の算定にあたっては、想定本庁職員数や議員数を勘案して検討します。

庁舎の必要面積は、次の３つの方法を参考に比較検討し、必要規模を算定します。 

 

（１）現状面積の積み上げ 

   

【庁舎】

摘　　要 面 積  (㎡)

玄関ホール 21.00

事務室 待合含 252.00

村長室 応接含 21.00

宿直室 押入含 13.50

台所 18.00

トイレ 男女各1 27.00

倉庫（４室） 事務用品、紙 17.00

掃除具倉庫 5.40

喫煙室 5.40

職員組合室 旧電話室 8.25

灯油倉庫 6.44

バルコニー 31.50

防災無線室 増築 29.00

テレメーター室 増築 16.38

倉庫（３室） 薬品庫等 38.25

トイレ 男女共用 3.50

屋外倉庫 63.00

公用車庫（２台） 36.00

書庫 耐火 106.88

コピー室 35.00

倉庫 階段下 3.15

トイレ 男女共用 7.60

書庫 106.88

休憩室 40.50

2 3 9 . 3 0

1 , 1 5 1 . 9 3

区　　　　　分

地  階

新館１階

新館２階

その他　交通部分等

１  階

合　　　　　　　計  

 

   

【教育委員会事務局】

摘　　要 面 積  (㎡)

4 1 . 2 5

1 6 . 8 8

3 . 1 2

男女各1 4.62

5 9 . 8 4

1 2 5 . 7 1

会議室

合　　　　　　　計

給湯室

更衣室

事務室

区　　　分

書庫
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【保健センター】

摘　　要 面 積  (㎡)

倉庫 37.29

機械室 17.40

事務室（福祉） 26.17

事務室（保健） 34.51

相談室 12.60

診察室 ２室 25.20

機能訓練室 111.15

和室 38.50

栄養指導室 調理室 41.84

集団指導室 会議室 105.27

トイレ 男.女.多目的 27.00

101.20

578.13

その他　玄関・交通部分等

２ 階

１ 階

合　　　　　　　計

区　　　分

 

 

【中央公民館】

摘　　要 面 積  (㎡)

男子更衣室 20.14

女子更衣室 7.46

倉庫 旧調理室 67.83

機械室・倉庫 17.89

第１会議室 103.50

和室 52.20

相談室 28.00

男子トイレ 10.00

女子トイレ 10.00

喫煙所 旧給湯室 3.57

倉庫 階段下 5.10

議会事務局 旧展示室 18.00

第２会議室 議場 133.20

小会議室 旧図書室 27.90

トイレ 男女共用 7.00

109.90

621.69

区　　　　　分

地 階

１ 階

２ 階

その他　玄関・交通部分等

合　　　　　　　計  

 

 現庁舎、教育委員会事務局、保健センター、中央公民館の延床面積の合計は 2,477.46

㎡です。そのうち、事務室として使用している面積の合計は 353.93 ㎡、会議室の合計は

805.07㎡です。 
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（２）国土交通省新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定 

 

新庁舎に配置される職員数（平成２６年度職員数）６５名をもって、標準庁舎面積を

算出します。 

（面積：㎡） 

区  分 役 職 人 数 換算係数 換算人数 面 積 

(1) 事務室 

特別職・三役   3 10.0 30.0  

課長級   8 2.5 20.0  

補佐・係長   16 1.8   28.8  

一般職員 32 1.0 32.0  

臨時職員 6 1.0  6.0  

計 65  116.8  

面積計 換算人数×3.3 ㎡×1.1 423.98 

(2) 会議室 40 ㎡／100 人、10 人増すごとに 4.0 ㎡×1.1 26.00 

(3) 倉庫 事務室の面積 423.98×0.13 55.12 

(4) 宿直室 10 ㎡／人、1 人増すごとに 3.3 ㎡ 13.30 

(5) 庁務員室 10 ㎡／人、1 人増すごとに 1.65 ㎡    10.00 

(6) 湯沸室 6.5 ㎡×２階    13.00 

(7) 受付 最小 6.5 ㎡ 6.50 

(8) 便所・洗面所 職員数 50～100 人の場合 標準面積： 40 ㎡    40.00 

(9) 医務室 職員数 50～100 人の場合 標準面積： 35 ㎡    35.00 

(10) 食堂・喫茶室 職員数 50～100 人の場合 標準面積： 32 ㎡    32.00 

(11) 固有業務 

議会：議員定数 10 人× 35 ㎡（総務省基準） 

印刷室：現況 

書庫：現況 105 ㎡×2（耐火 1） 

350.00 

31.50 

210.00 

(12) 機械室 (1)～(11)の面積計が 

1000～2000 ㎡の場合 

標準面積：121 ㎡ 121.00 

(13) 電気室 標準面積： 61 ㎡    61.00 

(14) 交通部分 (1)～(13)の計：1428.40 ㎡×30％ 428.52 

面  積  計 1,856.92 

 

(15)車庫（公用車） 

自動車台数   23 台 標準面積：18 ㎡／台 414.00 

マイクロバス   2 台 標準面積：30 ㎡／台 60.00 

計 456.00 

◎固有業務部分は総務省基準又は現況面積を算入 
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（３）総務省起債基準面積に基づく算定 

 

【人口５万人未満の市町村】                     （面積：㎡） 

区   分 人数 
換算

係数 

換算

人数 

単位

面積 
算出面積 

事務室 

特別職・三役 3 12.0 36.0 

4.5 

162.00 

課長級   8 2.5 20.0 90.00 

課長補佐・係長  16 1.8 28.8 129.60 

一般職員  32 1.0 32.0 144.00 

臨時職員 6 1.0 6.0 27.00 

小 計 65    552.60 (A) 

倉庫 (A) × 13％ 71.84 (B) 

会議室等 

（会議室.便所.洗面所.他諸室） 
職員数（65 名）×7 ㎡ 455.00 (C) 

玄関等 

（玄関.広間.廊下.階段.他通行部分） 
｛ (A)+(B)+(C) ｝×40％    431.78 (D) 

議事堂等 議員定数(10 人)×35 ㎡／人 350.00 (E) 

総建築面積 1,861.22 (J) 

職員一人あたりの面積 28.63  

 

車庫（公用車） 
地上の場合（25台×25㎡） 625.00 (I) 

地下の場合（25台×50㎡） 1,250.00 (I) 

◎本算定基準は平成 22年度末廃止 

 

（４）公立図書館の最低基準に基づく算定 

   図書館法施行規則（昭和２５年９月６日文部省令第２７号）で、自治体が図書館建

設の際に国庫補助を受けるための最低基準を示していましたが、平成１２年の規則改

正に伴い、この基準は全文削除されました。 

  大桑村の人口規模の場合（要旨抜粋） 

第１８条 年間増加図書冊数は 122 冊以上 

第１９条 司書及び司書補の数は１人以上 

第２０条 建物の延面積は 165.29㎡以上 
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（５）駐車場、駐輪場の算定 

   交通手段の殆どを自動車に依存している本村の現状を踏まえ、それぞれ必要な駐車

場面積を十分に確保します。また、一般的な駐車場としての用途の他、災害時の自衛

隊派遣車両、支援物資の搬入、ヘリポート（緊急離着陸場等）、被災者の一時避難所と

しての利用等、多機能な広場として利用できる構造であることが望まれます。 

また、除雪が効率的に行えるような、日常管理上の配慮も必要です。 

 

①来庁者駐車場 

   通常の窓口業務で訪れる来庁者は少ないものの、複合施設として、集団検診や文化

発表会等の行事を想定し、大型バス等の侵入にも配慮しつつ、必要な面積の確保が必

要です。また、高齢者ドライバーの増加等にも配慮し、安全に出入りができ、駐車し

やすい構造であると共に、障がい者等用駐車区画の設置が必須です。 

 

②駐輪場 

   現状、数名の職員がオートバイや自転車で通勤していますが、二輪車で来庁される

一般の方は殆ど見られません。来客用の屋根付きの駐輪専用スペースが必要か、新庁

舎のアクセス等も勘案し、実情に即した検討が必要です。 

 

③公用車駐車場 

   現状保有している２５台（うちマイクロバス２台）として算定します。防犯対策を

含めた適切な管理が必要なことから、屋根やシャッター付きの車庫の有無を含めて検

討します。 

 

④職員駐車場 

   配置される職員数６５人のうち、現在６０人（９２％）の職員が自家用車で通勤し

ています。新庁舎の建設場所やその時々の職員の状況にもよりますが、相応の面積確

保が必要です。 

 

（６）必要とされる規模 

庁舎機能の比較では、「（２）国土交通省新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定」

や、「（３）総務省起債基準面積に基づく算定」の基準面積と比べて、現庁舎は特に玄

関ホールや窓口空間が狭小であり、執務スペースも含めて全体的にかなり手狭な事が

わかります。なお、ここでは、標準的な庁舎機能に必要な面積のみを積算しているた

め、本村の目指す複合施設としての併用部分については、別途加算する必要がありま

す。 

庁舎機能面積は、国の基準である 1,850㎡程度を基準とし、保健センター機能、中

央公民館機能、防災拠点機能等、可能な限り柔軟に共用できる施設とすることを前提

に、当村に必要な複合施設の規模、機能の具体化に向けて検討を進める中で、庁舎建

設基本計画に反映させることとします。
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第４章 新庁舎の位置 

１．新庁舎の位置 

 

役場の位置については、地方自治法第４条第２項に、「事務所の位置を定め又はこれを

変更するに当たっては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署

との関係等について適当な考慮を払わなければならない」と規定されています。 

新庁舎の建設場所は、保健センター機能、中央公民館機能も併設した複合施設とし、

駐車場を含めて十分な敷地面積を確保する必要があることを前提に、より利便性が高く、

防災の拠点施設という観点から、より安全な場所を選定します。 

 

（１）建設候補地の選定基準 

大桑村の地形上、様々な制約がある中で、理想的といわれる場所の確保は困難と思

われますが、現状を踏まえ、その中でもより適した場所を選定しなければなりません。 

   新庁舎建設地の選定にあたっては次の事項に配慮します。 

 

①複合施設、防災拠点としての庁舎機能を発揮できる、十分な敷地面積を確保します。 

②防災の拠点という観点から、土砂災害特別警戒区域はもとより、土砂災害警戒区域

や浸水想定区域などの危険区域を避け、より安全な場所を選定します。 

③公共交通機関、幹線道路からのアクセスが良く、防災拠点機能としても複数の道路

が接続可能であることが望まれます。 

④村民全体の施設であることから、できるだけ村の中心地であることが望まれます。 

⑤中山間地域の農業振興の観点から、整備された優良農地への建設（農地転用）は 

避けることが望まれます※。 

⑥用地購入による財政負担を抑制するため、村有地であることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

※第５次大桑村総合計画 ～ 基本構想 ～ 土地利用の基本方針 （抜粋） 

「田畑を中心とする農用地については、整備された優良農地の保全及び有効利用を進めて遊休・

荒廃を防止し、生産性の高い農用地として長期的に活用します。 

  農用地区域以外の農用地については、周辺環境に配慮しつつ、住民の土地需要の動向に応じた

有効活用を図ります。」 
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第５章 事業計画 

１．事業スケジュール 

 

 機能、規模、建設場所等、新庁舎に関る様々な事項について、今後、具体的に検討してい

きます。その過程が順調に推移することを前提とすると、おおむね平成２９年度までに実施

設計を終え、平成３０年度を目途に建設工事に着手できるものと考えられます。 

しかしながら、今後の東日本大震災の復興事業や、平成３２年に決定した東京オリンピッ

クの開催等々に向けて、建設需要の増大が予想される中、全国的な建設労務・資材単価の高

騰や技術労働力不足の深刻化が懸念されています。 

当村の防災の拠点として、新庁舎の早期完成は望まれるところですが、このような状況を

踏まえ、着工の時期については、今後の社会情勢を勘案し、適切な時期を見極めることが妥

当と考えます。 

 

庁舎建設スケジュール 

設　計

施　工

その他

事　務

平成ｎ年度 平成ｎ＋1年度

計　画

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成ｎ-1年度

基本計画基本構想

基本設計 実施設計

村有林材調査・調達

周辺整備・地質調査

補助・起債・条例 等

新庁舎建設工事

 

 

 

２．事業費の算定と財源計画 

 

新庁舎の構造、規模、機能、場所等、今後検討する様々な事項によって、その事業費

は大きく異なるものと考えられます。 

一般的な庁舎で、３０～４０万円／㎡といわれていますが、近年の建設労務費や建設

資材の高騰といった要件も踏まえ、今後、十分な精査が必要です。 

  複合施設部分については過疎対策事業債の充当が見込めますが、基本的に、庁舎機能

部分に対して充当可能な補助金等の依存財源は無いため、計画的な庁舎建設基金の積み

立てが必要です。 
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【資料：庁内検討委員会】 

庁舎建設庁内検討委員会の状況 

 

１.委員名簿 

   課長補佐以上の職にある職員 

職 務 役 職 氏 名 

委員長 副村長  羽根田 勉 

副委員長 教育長 坂家 重吉 

委 員 村長  貴舟 豊 

  〃 総務課長 野知里 浩寿 

  〃 住民課長 須賀 幸弘 

  〃 福祉健康課長 藤原 聖己 

  〃 産業振興課長 松下 幸雄 

  〃 建設水道課長 吉田 雅志 

  〃 会計管理者 中村 文 

  〃 議会事務局長 輿野 敦 

  〃 教育次長 松尾 嘉亮 

  〃 総務課長補佐 勝野 英一 

  〃 産業振興課長補佐 鈴木 昌司 

  〃 建設水道課長補佐 上田 輝幸 

〃 （事務局） 庁舎建設準備室長 古谷 賢一 

 

２.会議の経過 

  平成２６年 

５月１日 大桑村庁舎建設庁内検討委員会設置要綱 施行 

   ５月１日 第１回委員会（スケジュール、職員意向調査 等） 

   ７月２日 第２回委員会（整備方針、新庁舎参考例、職員意向調査結果 等） 

   ８月６日 第３回委員会（庁舎建設基本構想(素案)、庁舎建設検討委員会設置要綱等） 

 

３.調査 

  平成２６年 

５月 役場全職員を対象に、現庁舎の問題点と新庁舎に求める機能等に関する意向

調査を実施 

５月 担当係を対象に、庁舎、中央公民館、保健センター、教育委員会事務室につ

いて、維持管理費や各会議室の使用率の実態調査を実施 

７月 新庁舎に必要な会議室等のあり方の検討資料とするため、全係を対象に会議

室等使用状況の実態調査を実施 
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【資料：建築基準法強化の経緯】 

建築基準法（耐震規定）強化の経緯 

年 代 主な地震・改正内容 ＲＣ造等関係 木造関係 

昭和 25年 

(1950) 

建築基準法制定 

通常遭遇する中規模程度の地震に対して、損傷や残留変形を生じず、地震後の使 

用に支障をきたさないことの確認。 

昭和 34年 

(1959) 

建築基準法一部改正 

（S34.12.23 施行） 

コンクリート強度の強化 

鉄骨造の柱の防火被覆 

柱の小径 

筋かい 

（必要軸組量の強化） 

（壁倍率表の強化） 

昭和39年 新 潟 地 震（Ｍ７．５） 

昭和43年 十 勝 沖 地 震（Ｍ７．５） 

昭和 46年 

(1971) 

耐震基準の見直し 

（S46.1.1 施行） 

柱の帯筋間隔の強化 

床の構造 

基礎、柱の小径の強化 

筋かい・見付面積による検討 

・追加（風圧力の検討） 

昭和 53年 宮城県沖地震（Ｍ７．４） 

※ 

昭和 56年 

(1978) 

建築基準法一部改正（S56.6.1施行） 

従来の中規模程度の地震に対する安全確認に加えて、わが国において考えうる最大規

模の地震（震度６～７相当）に対して、最終的に倒壊、崩壊することなく、人命に影

響を及ぼさないことの確認を求める｡ 

新耐震設計法施行 

層間変形角 

偏心率・剛性率 

保有水平耐力 

風圧力・地震力見直し 

柱の帯筋比 

耐力壁の構造規制 

軟弱地盤における基礎の強化 

筋かいの寸法の規定の改正 

見付面積必要量の合理化 

昭和 62年 

(1987) 

建築基準法一部改正 

 

 準防火地域での木造3 階建

ての建築が可能となる。 

平成 7年 

(1995) 

兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）（Ｍ７．２） 

耐震基準の見直し 

形状が不規則な建築物 

の基準の強化 

鉄骨造柱脚部の安全確認 

の徹底 

 

平成 12年 

(2000) 

建築基準法一部改正 

（H12.6.1施行） 

限界耐力計算の導入 

（選択性） 

積雪荷重の見直し 

風圧力の見直し 

（ＲＣ造） 

主筋の継手の規定 

（鉄骨造） 

柱脚の仕様規定の明確化 

溶接等に係る規定の整備 

木材の許容応力度・強度 

基礎の仕様の明確化 

耐力壁の配置規定の整備 

継手.仕口の仕様規定の明確化 

 

※昭和５６年建築基準法改正（新耐震） 

 昭和５３年の宮城県沖地震後、耐震設計基準が大幅に改正され、新耐震設計基準が誕生した。

これを境に、「昭和５６年５月以前の耐震基準の建物」や「昭和５６年６月以降の新耐震基準に

よる建物」といった表現がされるようになる。新耐震基準では、震度５の地震では、ほぼ建物

に影響がでることはなく、震度６強から７の地震が起こっても倒壊せず、中にいる人の安全が

確保できる建物であるということ。この基準による建築物は、阪神・淡路大震災においても被

害が少なかったとされている。 

 

建築基準法は建物に対する最低限の要求を規定したものであり、公共施設、病院、銀行など

の重要施設については、建築基準法で定めた地震荷重を1.25倍、1.5倍と割増して耐震性を高め

る性能設計が行なわれることもある。 
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【資料：庁舎関係財産台帳】 

庁舎関係財産台帳（抜粋） 

【 建 物 】

構造
取得
方法

建築面積
　 　(㎡)

延面積
     ( ㎡)

取得年月日
耐用
年数

残年数
建築価格
　　　(円)

鉄骨造 新築 554.34 660.54 S35.02.11 38 △ 16 18,800,000

鉄骨造 新築 71.72 71.72 不　明 31  - -

鉄骨造 新築 166.47 166.47 不　明 31  - -

ＲＣ造 新築 275.58 621.69 S51.12.08 50 12 56,000,000

鉄骨造 新築 177.57 345.08 S58.05.31 38  7 39,700,000

ＲＣ造 新築 581.94 578.13 S60.03.20 50 21 110,676,000

ＣＢ造 新築 6.44 6.44 H04.11.20 -  - 721,000

木　造 新築 29.00 29.00 H04.12.15 24  2 12,669,000

鉄骨造 新築 72.90 72.90 H06.02.15 31 11 4,326,000

鉄骨造 増築 53.46 53.46 H08.12.25 31 13 3,090,000

1,989.42 2,605.43 245,982,000

RC：鉄筋コンクリート、CB：コンクリートブロック H26末現在

【 土 地 】

所有 用　　　途 地番 地目 面積(㎡) 単価(円) 金額(円)

村有地 庁舎敷地 2778 宅地 2,423.27 　- 0

庁舎駐車場（南側） 2775-4 宅地 509.78 176 89,721

庁舎（書庫） 2781-1 宅地 220.14 176 38,744

庁舎電柱（南側引込） 2780-1 原野 19.00 33 627

役場職員駐車場 2771-9外 宅地 1,550.66 176 272,916

役場駐車場（旧カワベ） 2821-1 宅地 759.55 176 133,680

役場駐車場（旧カワベ） 2821-3 雑種地 451.00 176 79,376

中央公民館駐車場 2819-1 宅地 1,310.75 176 230,692

　　〃 2820 宅地 165.44 176 29,117

　　〃　　　取付道路 2817-1 畑 82.50 83 6,847

保健センター 2775-6 宅地 1,125.37 176 198,065

保健センター 2768-6 宅地 9.09 176 1,599

8,626.55 1,081,384

用　　　途

 役場庁舎

 車庫（公用車用）

 車庫（公用車用）

 中央公民館

 庁舎（書庫、休憩室、便所等）

 保健センター

 灯油倉庫

 庁舎（防災行政無線放送室）

 車庫（マイクロバス用）

 車庫（マイクロバス用）

合　　　　　　計

合　　　　　計

借地料計(円)

0

615,064

266,656

199,664

1,081,384

借地
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【資料：庁舎等維持管理費実績】 

庁舎等維持管理費（平成２５年度実績）                    （円）                                              

 庁舎・公民館 保健センター 教育委員会 計 

光熱水費 4,182,207  876,650  300,000  5,358,857  

施設修繕費 2,664,504  652,470   3,316,974  

火災保険料 28,455  21,490   49,945  

清掃等 524,335  210,000   734,335  

施設保守点検料等 561,015  135,975   696,990  

警備   535,500   535,500  

借地料 881,720  199,664   1,081,384  

計 8,842,236  2,631,749  300,000  11,773,985  

 

※教育委員会の事務室等管理費は、村民体育館管理費として一括支出。光熱水費は、事務

局として要した経費を推計して計上 

 

 

【資料：会議室使用率】 

会議室使用率（平成２５年度実績）                    （％） 

会 議 室 
平   日 休   日 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

中
央
公
民
館 

第１会議室 46.7 46.7 36.1 5.8 5.8 3.3 

第２会議室 25.4 30.7 43.0 2.5 2.5 0.8 

小会議室 26.2 38.1 7.0 1.7 1.7 0.8 

和室 8.6 11.9 19.7 8.3 1.7 1.7 

相談室 45.1 54.1 33.1 6.6 6.6 4.1 

保
健
セ
ン
タ
ー 

機能訓練室 17.2 9.8  －  －  －  － 

診察室（2 室） 5.3 9.8  －  －  －  － 

相談室 25.4 51.6 4.1  －  －  － 

集団指導室(会議) 7.4 31.1 4.1  －  －  － 

栄養指導室（調理） 11.9 11.9  －  －  －  － 

和室  7.4 7.4  －  －  －  － 

村民体育館会議室 16.3 12.7 12.7 11.5 11.5  － 

 ※中央公民館和室は、職員の昼食室として毎日使用 
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【資料：建物の法定耐用年数表】 

有形減価償却資産の法定耐用年数 

（年）

４㎜超
３㎜超～
４㎜以下

３㎜以下

50 41 38 30 22 24 22

47 38 34 27 19 22 20

38 31 25 19 20 19

(1) 34

(2) 41

36 29 24 17 17 15

(1) 31

(2) 39

39 38 34 27 19 22 20

39 36 29 24 17 17 15

38 34 31 25 19 17 15

31 30 27 19 15 12 11

(1) 24 22 20 15 12 9 7

(2) 31 28 25 19 14 11 10

24 17 15 14

a 21 20 19

b 31 30 26

② 38 34 31

10

7

事務所又は美術館用のもの及び下記以外のもの

構 造 別 総 合 又 は 個 別 耐 用 年 数

(3) ①

掘立造のもの及び仮設のもの

倉庫事業の倉庫用のもの

その他のもの

冷蔵倉庫用のもの

その他のもの

その他のもの

木製主要柱が10cm角以下のもので、土居ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきの

もの

変電所、発電所、送受信所、停車場、車庫、格納庫、荷扱所、映画製作ステージ、

屋内スケート場、魚市場、と蓄場用のもの

公衆浴場用のもの

工場（作業場を含む）又は倉庫用のもの

塩素、塩酸､硫酸､硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を

直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの（倉庫事業の倉庫用のものを除

く）及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの

塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの

及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの

その他のもの

店舗用のもの

病院用のもの

住宅、寄宿舎、宿泊所、学校、体育館用のもの

飲食店、貸席、劇場、演奏場、映画館、舞踏場用のもの

飲食店又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が

3割を超えるもの

旅館用又はホテル用のもの

延べ面積」のうちに占める木造内部分の面積が3割を超えるもの

簡易建物
細　　目

鉄骨鉄筋

又は鉄筋

コンク

リート造

れんが、
石、ブロッ
ク

金属造　（骨格材の肉薄）
木造又は

合成樹脂

木骨モル

タル造

その他のもの

 

法定耐用年数はあくまでも減価償却費を計算するために使われる数字で、実際の使用可能

期間を示すものではない。 

 一般的に「建築物の耐用年数」というと「固定資産税評価による償却期限」を指す。こ

れは税法上の耐用年数を示すもので、実際の建物の使用限度を示したものではない。 

 建物は、竣工を迎えたのちに劣化が始まる。直射日光を浴び、風雨を受け、日々の使用

に耐えて、建物の機能や性能は時間の経過とともに落ちていく。放っておけばいつか使用

に耐えない日がやってくる。しかし、日々の清掃・点検などの「維持」、壊れたり古くなっ

たりする部分を修繕する「補修」、劣化した性能・機能を建設当初より良く改善する「改修」、

この「維持」「補修」「改修」を繰り返すことで、建築物の機能や性能を保っていくことが

できる。 
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【資料：重要な施設に求められる耐震性能】 

●耐震安全性の目標 

官庁施設では、対象とする施設の部位と分類に応じて、耐震安全性の目標を定めている。 

 

部位 分類 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。 

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るも

のとする。 

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

力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られる

ものとする。 

非構造部材 A類 大地震動後、災害応急対策活動を円滑に行ううえ、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。 

B類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合で

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。 

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

ことを目標とする。 

出典：(社)公共建築協会「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（平成 8年 11月） 

 

 

●公共施設の用途係数（構造体） 

震災時における施設の重要度に応じて、用途係数（用途指標）を設定している。 

区分 
3：1 及び 2以外

の建築物 

2：震災時に機能を保持す

る必要のある建築物等 

1：防災業務の中心や防

災拠点となる建築物等 

 

建築物の用途 

・宿舎 

・共同住宅 

・工場 

・車庫 

・渡り廊下 

・一般庁舎 

・病院・保健所 

・福祉施設 

・集会所・会館・公会堂 

・学校・図書館 

・社会文化教育施設 

・大規模体育館 

・ホール施設 

・備蓄倉庫・防災用品庫 

・消防署 

・警察署 

・防災本部 

・重要な庁舎 

・救護本部 

・防災通信施設 

・危険物の収蔵施設 

用途係数 

(用途指標) 
1.0 1.25 1.5 

出典：東京都財務局営繕部「建築物の耐震安全性の手引」(平成 9年 4月) 

平成８年１０月に「官庁施設の総合耐震計画基準」が定められ、災害応急対策活動に必

要な施設は、用途指標（重要度係数）１.５０とし、構造耐震判定指標 Is 値を０.９０と設

定することが望ましいとされた。 
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●重要な施設に求められる耐震性能とは・・・ 

耐震改修促進法で定めている耐震性能は、最低限のレベルである。大地震時において、

建物は損傷を生ずるが、人命の安全確保を図ることを目標にしている。しかし重要な建物

は、この耐震改修促進法をクリアすれば良いというものではなく、重要度や用途に応じて

より高い耐震性能が必要である。 

 

●耐震性能の向上レベル 

耐震診断では、用途指標を用いて、建物の用途などによる構造耐震判定指標の割増を行

う。用途指標は、その建物にふさわしい耐震性能の要求水準の相対的な関係を定めるため

のものである。 

 

 

【資料：将来人口】 

将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※実績値は国勢調査。平成 22年に１人の年齢不詳を含む。推計値は 10人単位としている。 

（第５次大桑村総合計画より コーホートセンサス変化率法による） 

1,241 1,421 1,482 1,519 1,530 1,450

3,010 2,671 2,393 2,143
1,710

1,480

764
678

582
482

380
350

5,015
4,770

4,457
4,145

3,620
3,280

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成30年 平成35年

年少人口
(15歳未満）

生産年齢人口
(15～64歳）

老年人口
(65歳以上）

（単位：人）

実績値 推計値 
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【資料：来庁者数】 

役場住民課窓口 来庁者数及び処理件数（平成 25年度実績） 

件 数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間 小計 年間

役場証明書 217 172 189 179 185 159 168 129 137 164 171 250 2,120 4,261

印鑑登録 145 145 145

異動届：転入 17 7 5 11 5 6 3 1 8 5 7 18 93 122

異動届：転出 11 16 6 7 4 9 5 3 10 5 6 30 112 136

異動届：死亡 12 10 8 12 12 4 10 6 14 10 12 10 120 56

異動届：出生 1 0 0 4 2 1 4 2 1 2 2 2 21 19

異動届：転居その他 9 2 4 2 5 5 3 0 3 0 5 3 41 5

戸籍届出その他 3 3 3 2 2 4 1 2 4 4 5 3 36 36

小 計 270 210 215 217 215 188 194 143 177 190 208 316 145 2,688 4,780

年金相談 245 245 251

国保保険証 73 73 114

児童手当 219 (現況届提出) 20 239 239

税証明 47 47 47

住基カード.電子証明 12 12 12

合 計 270 210 434 217 215 188 194 143 177 190 208 316 542 3,304 5,443

各種証明等郵送請求処理数 0 431

※（年間来庁者数）3,304人÷（開庁日数）246日＝（平均）13.4人／日

来　　庁　　者　　数　　　　　　　　　（人）
種 別

 

 

出張所窓口 来庁者数及び処理件数（平成 25年度実績） 

件 数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計 年間

野尻地区館 36 27 30 32 34 37 28 38 28 27 27 38 382 382

須原郵便局 6 0 8 14 9 4 4 4 9 7 6 10 81 81

合 計 42 27 38 46 43 41 32 42 37 34 33 48 463 463

来　　庁　　者　　数　　　　　　　　　（人）
出 張 所

 

 

 

 

【資料：図書室使用状況】 

 公民館文庫利用状況（平成２５年度実績） 

 蔵書数（冊） 貸出数（冊） 貸出者数（人） 開館日数（日） 

自館図書 8,944  2,309  1,032  

359  県立図書館借受図書 1,791  147  122  

合  計 10,735  2,456  1,154  

 

 


