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糸島市新庁舎基本構想

外構工事・解体工事等の費用については、
配置案（A～F）によって異なりますが、
500,000千円～1,220,000千円程度が
見込まれます。

・新館を継続して使用する場合
  11,800㎡×450千円/㎡＝5,310,000千円
  と想定

合併推進債とは対象事業費の 90％を借り入れることが可能で、毎年度の返済金の
40％が国から地方交付税としてカバーされる有利な制度です。

・新館を解体して整備する場合
  14,800㎡×450千円/㎡＝6,660,000千円
  と想定

項目
基本構想・
　基本計画 配置等検討

プロポーザル 基本設計

測量・調査

設計 仮設庁舎工事

調査 設計 埋立て工事

設計 道路工事

養生期間

公園整備工事

実施設計

（解体工事）

※ (   )は計画案によって必要となる項目

解体工事

新庁舎建設工事 引越し 外構工事

配置等決定

平成29年度平成28年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度

新庁舎計画

設  計
既存庁舎解体
建設工事

測量・地質調査
（仮設庁舎建設）
（丸田池西側埋立て）
（公園整備工事）
（都市計画道路）

糸島市新庁舎基本構想・基本計画 【概 要 版】

　糸島市庁舎本館は、昭和 45 年の建築で、建物をはじめ設備等の老朽化が進み、維持管理には多額の
費用を要しています。平成 22 年度に行った庁舎本館耐震診断では、一部耐震強度が不足しているとの
診断結果が出ています。
　また、災害時の防災拠点としての機能、多様化する市民ニーズに対応した窓口の設置や待合・相談
スペースの充実など、時代の変化による様々な課題に対応できていない状況です。
　そのため、平成 23 年９月に職員で構成する「糸島市庁舎検討庁内ワーキング会議」、平成 24 年３月
から市議会における「糸島市議会庁舎のあり方等調査特別委員会」、平成 24 年８月から市民代表等に
よる委員で構成する「糸島市庁舎検討委員会」を設置し、それぞれの報告を踏まえ、市では平成 25 年
11月に「糸島市庁舎整備方針」を決定し、具体的な整備手法等については「糸島市新庁舎基本構想・
基本計画」の策定において検討することとなりました。

・  新庁舎建設の背景・    新庁舎建設の背景

　現庁舎が抱える様々な課題を解決するため、次のような新庁舎の建設を目指します。

・  新庁舎の基本構想・    新庁舎の基本構想

Ⅰ. 新庁舎建設の基本的な考え方Ⅰ. 新庁舎建設の基本的な考え方

Ⅳ. 実現化方策の検討Ⅳ. 実現化方策の検討

・  概算事業費・    概算事業費
　事業費については、震災復興関連事業や東京オリンピック
関連施設整備などの影響による資材や労務単価の上昇に加
え、今後の消費税率のアップ等も見越しておく必要があります。

・  事業手法の検討・    事業手法の検討
　設計・施工・維持管理に関わる事業手法については、合併推進債や民間資金の活用等による市の
財政支出を縮減するとともに、庁舎の品質や性能を確保し、将来的なニーズの変動にも柔軟に対応でき
る手法とする必要があります。公共建築における事業手法として以下の方式を考察しました。

新庁舎の建設費　450 千円 / ㎡（税込）
（近年建築されている他自治体庁舎の建設費から算出）

※事業費は現時点での目安であり、規模・構造・耐震性能・環境性能等により変
　動します。　（解体、仮設庁舎、外構、植栽工事等に要する費用は含みません。）

設計の段階において発注者の意見を十分に反映でき、意見交換や協議が行える、設計者を選
定するプロポーザル方式が望ましいと考えます。

プロポーザル方式

合併推進債を活用

競争入札 コンペ方式
（設計者の選定） （金額に対する選定） （設計案の選定）

庁舎整備では民間事業者の創意工夫によるサービス向上や維持管理、運営業務が少ないた
め、財政負担軽減の効果や民間ノウハウを活用する範囲が限定される等を踏まえ、従来方式
（直接建設方式）が望ましいと考えます。

リース方式
（資 金：民 間／設 計・建 設：民 間）

従来方式
（資 金：市／設 計・建 設：市）

ＰＦＩ方式
（資 金：民 間／設 計・建 設：民 間）

ＤＢＯ方式
（資 金：市／設 計・建 設：民 間）

・  設計者選定方法の検討・    設計者選定方法の検討
　基本構想・基本計画で示す諸条件や要求する機能などを的確に把握し、コスト縮減にも配慮しなが
ら、発注者の意見・要望に柔軟に対応することができる設計者を選定する必要があります。設計者の選
定手法として３つの方式を考察しました。

・  財源・    財源

　庁舎建設の財源については、市債（借入金）と一般財源を想定しますが、本市は平成 22 年に３市町
の合併により発足していますので、平成 36 年度を期限として合併推進債を活用することができます。
　また、財政負担を軽減するため、基金への積立を計画的に行うとともに、不用な財産の売却等を推進
し、財源の確保に努めます。

・  事業スケジュール・    事業スケジュール
　公共施設等総合管理計画や長期財
政計画との調整を図りながら、合併推
進債が活用できる期限となる平成 36
年度竣工を目指し、各工程を進めます。
　なお、スケジュールは進捗状況によ
り変更となる場合があります。
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市民利用機能
ユニバーサルデザイン ・庁舎を利用するすべての人が使いやすく分かりやすい

   「ユニバーサルデザイン」を採用

市民の交流を促進するスペース ・交流を創出する市民交流スペースを設置

市民相談機能 ・十分な相談機能スペースを計画

窓口機能 ・分かりやすく利用しやすい窓口機能を整備

防災拠点機能

議会機能

庁舎建物の安全性確保 ・災害直後から迅速に防災拠点としての本部機能を発揮さ
せることを考慮した構造の検討

傍聴・議会中継 ・傍聴席のバリアフリー化を図り、議会中継等をリアルタ
イムで提供できる大型モニターの設置を検討

市民の安全・安心の確保 ・市民スペースや駐車場は災害時の活用に配慮し、庁舎内
で非常食や防災資機材等を備蓄できるよう計画

災害対策本部の整備 ・専用の災害対策本部を整備し、必要な情報通信設備等を設置

庁舎機能の維持 ・大規模な災害の際に、電力や給排水の確保ができるよう計画

議場 ・活発な議論を行える議員席及び執行部席の配置を検討

委員会室等議会関係諸室 ・多目的に利用できるよう計画し、必要に応じて防音対策
などプライバシーの保護等にも配慮

行政機能

セキュリティへの配慮 ・個人情報保護及び行政文書管理の徹底や防犯上の観点か
ら、セキュリティに配慮した計画

将来的な新庁舎の利活用
に関する考え方

・庁舎内のレイアウト変更に柔軟に対応することで、長期
にわたって有効に活用できる計画

地震に対する建築物の
構造的対策法

・防災拠点となる施設として、構造体の安全性の分類を「Ⅰ類」、
建築非構造部材の耐震安全性の目標を「Ａ類」、   建築設備を
「甲類」とする　※官庁施設の総合耐震計画基準参照

、

書庫・収納庫 ・集密書庫や利用頻度の高い収納スペースを各フロアに計画

耐震・制震・免震構造の比較 ・設計段階において建物構造、形状やコスト等の検討を行い決定

会議室 ・各部署が共有できる小会議室、打合せコーナーを設置

執務室 ・開放的で視認性がよく効率的・効果的な執務機能を整備

構造の検討

構造種別の検討 ・建物の構造種別（鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート
造、鉄骨造）は、設計条件や要求性能に応じ、設計段階で決定

ト
定

環境配慮計画 環境負荷低減策 ・先端技術の導入により、エネルギーの地産地消に努め、
循環型・低炭素社会の実現に寄与する計画

都市計画道路

総務省起債基準 15,833 ㎡

国土交通省新営庁舎基準 14,848 ㎡

他自治体庁舎事例 17,460 ㎡

最も面積の小さい国交省新営基準の
14,848㎡を参考にし、さらに効率的な配
置計画や空間の有効利用などコンパク
トで無駄を省いた庁舎を目指します。

新庁舎想定面積

※ 新庁舎の規模

・新館を継続して使用する場合
  庁舎全体面積（14,800㎡）－新館（3,009㎡）≒
  11,800㎡と想定

・新館を解体して整備する場合
  14,800㎡と想定14,800 ㎡

来庁者用駐車場
約160台

（現状142台）

約90台
（現状50台）

現在の駐車場を利用

駐輪場

公用車駐車場

A案 (現状敷地利用、新館継続利用）A案 (現状敷地利用、新館継続利用）A案 (現状敷地利用、新館継続利用）
・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）

Ｄ案 (現状敷地利用、新館解体）Ｄ案 (現状敷地利用、新館解体）Ｄ案 (現状敷地利用、新館解体）
・ 階数：新庁舎7～9階建・ 階数：新庁舎7～9階建・ 階数：新庁舎7～9階建

B案 (丸田公園利用、新館継続利用）B案 (丸田公園利用、新館継続利用）B案 (丸田公園利用、新館継続利用）
・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）
・ 丸田公園を新庁舎敷地として利用し、代替の公園
　エリアを現庁舎敷地北側に整備

・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）
・ 丸田公園を新庁舎敷地として利用し、代替の公園
　エリアを現庁舎敷地北側に整備

・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）
・ 丸田公園を新庁舎敷地として利用し、代替の公園
　エリアを現庁舎敷地北側に整備

Ｅ案 (丸田公園利用、新館解体）Ｅ案 (丸田公園利用、新館解体）Ｅ案 (丸田公園利用、新館解体）
・ 階数：新庁舎7～9階建
・ 丸田公園を新庁舎敷地として利用し、代替の公園
　エリアを現庁舎敷地北側に整備

・ 階数：新庁舎7～9階建
・ 丸田公園を新庁舎敷地として利用し、代替の公園
　エリアを現庁舎敷地北側に整備

・ 階数：新庁舎7～9階建
・ 丸田公園を新庁舎敷地として利用し、代替の公園
　エリアを現庁舎敷地北側に整備

Ｃ案 (丸田池西側埋立て、新館継続利用）Ｃ案 (丸田池西側埋立て、新館継続利用）Ｃ案 (丸田池西側埋立て、新館継続利用）
・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）
・ 丸田池西側を埋立て、新庁舎敷地として利用し、
　代替の公園エリアを現庁舎敷地の南側に整備
・ 北側水路につなぐ用水路の確保が必要

・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）
・ 丸田池西側を埋立て、新庁舎敷地として利用し、
　代替の公園エリアを現庁舎敷地の南側に整備
・ 北側水路につなぐ用水路の確保が必要

・ 階数：新庁舎5～7階建    新館7階建（既存改修）
・ 丸田池西側を埋立て、新庁舎敷地として利用し、
　代替の公園エリアを現庁舎敷地の南側に整備
・ 北側水路につなぐ用水路の確保が必要

Ｆ案 (丸田池西側埋立て、新館解体）Ｆ案 (丸田池西側埋立て、新館解体）Ｆ案 (丸田池西側埋立て、新館解体）
・ 階数：新庁舎7～9階建
・ 丸田池西側を埋立て、新庁舎敷地として利用し、
　代替の公園エリアを現庁舎敷地の南側に整備
・ 北側水路につなぐ用水路の確保が必要

・ 階数：新庁舎7～9階建
・ 丸田池西側を埋立て、新庁舎敷地として利用し、
　代替の公園エリアを現庁舎敷地の南側に整備
・ 北側水路につなぐ用水路の確保が必要

・ 階数：新庁舎7～9階建
・ 丸田池西側を埋立て、新庁舎敷地として利用し、
　代替の公園エリアを現庁舎敷地の南側に整備
・ 北側水路につなぐ用水路の確保が必要

Ⅱ. 新庁舎の機能Ⅱ. 新庁舎の機能 Ⅲ. 新庁舎の配置・規模Ⅲ. 新庁舎の配置・規模

・  計画敷地の検討・    計画敷地の検討
　計画敷地の範囲としては、現庁舎敷地に加え、丸田公園、丸田
池公園及び隣接する墓地を含めた部分を対象として調査・検
討を行った結果、新庁舎の計画敷地は、現庁舎敷地（駐車場含
む）と丸田公園、丸田池公園の一部を含めて想定します。

　配置に関する複数のパターンについて比較・検討し、それぞれの特徴や課題等の抽出を行います。
なお、今回は 1つの配置案に限定するものではなく、今後の検討のための基礎資料とします。
　したがって、具体的な配置は、設計段階に向けてより詳細な検討を加えた上で決定していくこととなります。

・  新庁舎の規模・    新庁舎の規模
　糸島市の 2024 年度の想定職員数 600 人に基づいた新庁舎の
必要面積を、代表的な３手法により比較し、算定を行いました。

・  駐車場の規模・    駐車場の規模
　現状の駐車場 (142 台 ) は常時満車ではありませんが、確定申
告や転出入の手続き時期等の混雑時にも対応できる駐車スペ
ース ( 約 160 台 )を確保します。

・  配置の考え方・    配置の考え方


