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 現在の庁舎は、建設から30年が経過し、設備等の大規模な改修が必要とされる時期も近

づいており、平成27年度には庁舎執務環境等調査業務を実施し、将来の庁舎のあり方につ

いて検討してきました。平成28年度には前年度の調査結果や財源、分庁舎方式と統合庁舎

方式の比較等の情報提供をしたうえで、将来的な役場のあり方について意見を伺うため町

民アンケート調査を実施し、その結果内容などを参考として、庁舎を統合することに決定

しました。 

その後、学識経験者や町民代表等により統合庁舎建設用地検討委員会を組織し、統合庁

舎の適地の選定を行い、委員会の答申を基に「中央公民館周辺」を建設地とする方針を決

定しました。 

本計画は、これまでの統合庁舎建設に係る調査や検討の結果、建設用地の特性等から、

統合庁舎に備えるべき機能、庁舎の配置や規模、概算事業費、整備スケジュール等の基本

的な事項を定めることを目的として策定したもので、今後策定を予定している基本設計や

実施設計において、より詳細な検討、設計を行う際の指針とするものです。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 基本計画の位置づけ 
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１．計画の目的 
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 当町は町村合併以降、分庁舎方式により行政事務を行ってきており、執務機能を旧役場

庁舎等の複数の公共施設に分散しているのが現状です。 

福地地区に本庁舎、南部地区に南部分庁舎を置き、名川地区にあった名川分庁舎は老朽

化により解体し、現在は近接する健康センター、中央公民館に分庁舎機能を移転していま

す。 

 

表1 各庁舎の概要 

名称 本庁舎 南部分庁舎 中央公民館 

所在 苫米地字下宿23-1 沖田面字沖中46 平字広場28-1 

竣工年月 昭和62年5月（築30年） 昭和62年3月（築30年） 昭和53年9月（築39年） 

施設概要 ＲＣ造地上３階 

敷地面積3,839㎡ 

延床面積2,376㎡ 

駐車場 平面54台 

ＲＣ造地上３階 

敷地面積5,753㎡ 

延床面積2,476㎡ 

駐車場 平面40台 

ＲＣ造地上２階 

敷地面積10,144㎡ 

延床面積1,852㎡ 

駐車場 平面60台 

機能 ■１階 

企画財政課、出納室、住民生

活課・福地サービス班、商工観

光交流課 

■２階 

総務課、町長室、副町長室 

 

■３階 

議会事務局、議場 

■１階 

税務課、住民生活課 

 

 

■２階 

教育委員会学務課、教育委員

会社会教育課、教育長室 

■３階 

建設課 

■１階 

中央公民館事務室、農業委員

会 

 

■２階 

農林課 

名称 剣吉支所 健康センター 

所在 剣吉字五合田29-1 下名久井字白山91-1 

竣工年月 昭和56年1月（築36年） 平成26年3月（築3年） 

施設概要 ＲＣ造地上２階 

敷地面積6,530㎡ 

延床面積1,601㎡ 

駐車場 平面100台 

ＲＣ造地上２階 

敷地面積23,608㎡ 

延床面積2,147㎡ 

駐車場 平面100台 

機能 ■１階 

剣吉支所 

■１階 

住民生活課・名川サービス班、

健康福祉課 

■２階 

地域包括支援センター、居宅

介護支援事業所 

 
  

２．庁舎等の現状 
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○役場庁舎の老朽化 

 本庁舎及び分庁舎は、概ね築 30 年以上が経過しており、いずれの建物も今後大規模な修

繕が必要となることが想定されています。 
 また、3 階建以上の建物のうち、本庁舎にはエレベーターが設置されていない等、バリア

フリー対応がなされておらず、町民にとっても不便となっています。 
 
○執務環境の課題 

 執務スペースの狭隘化や収納スペースの不足、情報通信機器等の設置場所による情報漏

洩の危険性、窓口や待合いスペースの十分な確保ができていないなどの課題があり、建物

の機能的な使い方、高度情報化社会への対応、利用する町民の利便性の向上等を検討する

必要があります。 

 
○分庁舎方式によるデメリット 

 庁舎が分散していることにより、４割近くの町民が不便を感じており、町民だけでなく

職員も打合せ等により日常的に移動し、年間 1,400万円程度の損失が出ています。 
 
○既存庁舎の利活用 

 平成 27 年度執務環境等調査では必要な庁舎面積 4,241.7 ㎡と算出しており、既存庁舎で

は必要な延べ床面積を確保できないことから、庁舎を統合する場合は、新たな庁舎建物の

建設が必要となります。 
 
○統合庁舎の必要性 

庁舎を利用されている町民の８割が窓口業務を目的としていることから、各地区にある

窓口業務を残し、複数の庁舎等に分散していた各行政部門を１箇所に集約することにより、

経費の削減、業務効率の向上、町民サービスの更なる向上が期待できます。 

 
 
  

３．統合庁舎建設の必要性 
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庁舎は、町民が利用しやすい、より良い行政サービスが提供できる建物であると同時に、

町職員の快適な執務環境を確保し、災害時の防災拠点として安全・安心が確保されていな

くてはなりません。 
さらに、（仮）中央公民館を併設することから、高齢者から若者、子どもまで幅広い年代

の町民が気軽に立ち寄れ、行政と町民の協働や町民の活動・交流を支える役割を果たす必

要があります。 
町は町民が生き生きと暮らし続けられる持続可能なまちづくりに取り組んでおり、統合

庁舎としても、次世代に引き継がれるまちづくりの拠点として、町民が誇りをもてる建物

でなくてはなりません。 
南部町の将来像やまちづくりの理念、統合庁舎の持つべき役割等を踏まえ、統合庁舎建

設の基本理念を次のとおりに設定します。 

 
  

≪統合庁舎建設の基本理念≫ 

 

 
 

基本理念  基本方針  整備の考え方 

質の高い行政サービス

を提供できる 

高齢者から子どもまで

誰もが安心して集う 
まちづくりの拠点 

 

基本方針１ 
気軽に立ち寄れ利用しやす

い庁舎 

 

１）交通利便性の向上 
２）町民が利用しやすい窓口環境 
３）ユニバーサルデザインの導入 

基本方針２ 
効率的で機能性の高い庁舎 

１）柔軟で働きやすい執務環境 
２）高度情報化社会への対応 
３）町民に開かれた議会施設 

基本方針３ 
環境に配慮した安全な庁舎 

１）災害時の安全な防災拠点 
２）環境にやさしい技術の導入 

基本方針４ 
町民が誇りと愛着をもてる

庁舎 

１）町民の交流機能の充実 
２）周辺環境や景観との調和 

図 2 統合庁舎整備の方向性の体系 
 
 

４．統合庁舎建設の基本理念 
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【交通利便性の向上】 

 ●自動車による来庁を容易にするために、周辺道路の拡幅や歩道の設置等の整備を行います。 

 ●名川老人福祉センターや名川 B&G 海洋センターと建設用地を共有していることから、十

分な広さの駐車場を確保します。 
 ●自動車によりアクセスだけでなく、バスルートの見直しや時刻表の改定を行います。 
 

【町民が利用しやすい窓口環境】 
●利用頻度や関連性の高い課を近接させた集約

配置をするとともに、分かりやすいサイン計画

や職員のサポート等ができる総合窓口の設置

も検討し、統合庁舎を訪れた町民が迷うことな

く利用できるようにします。 
 ●各課の窓口は間仕切りを設け、必要に応じて利

用できる相談室を近接させる等、プライバシー

の保護に配慮します。 
 

【ユニバーサルデザインの導入】 

●誰もが快適に利用できる庁舎とするため、ユニバーサルデザインに配慮した整備を行いま

す。 
 ●高齢者や障がい者に配慮した動線の確保、十分な広さをもった廊下の整備やエレベーター

の設置、子ども連れでも利用しやすいトイレの設置等、全ての町民に優しい庁舎を整備し

ます。 
 

【柔軟で働きやすい執務環境】 

 ●職員の執務スペースは、組織改編や業務の変更

等に柔軟に対応できるオープンフロア形式の

導入も含めた方式を検討します。 
●職員同士の意思疎通が容易となるように、基本

的には各課の間に間仕切りを設けず、視界が良

い開放感のある環境とします。 
 

【高度情報化社会への対応】 

●効率的な行政サービスを提供するため、ＩＣＴ技術を積極的に導入し、急速に発展してい

る高度情報化社会に対応できる環境を整備します。 

●個人情報を扱う課では、適切なデータ管理はもとより、高度なセキュリティ機能を備える

設備の導入を検討します。 
 

【町民に開かれた議会施設】 

●町民に開かれた町政を実現するため、議会施設

は誰もが出入りしやすく、傍聴しやすい機能、

設備等を備え、親しみやすい開放的なつくりと

します。 
 
 

                        図 5 議場前のスロープ（八幡平市） 

５．統合庁舎建設の基本方針 

図 3 待合いスペースの例（八幡平市） 

図 4 オープンフロアの例（八幡平市） 
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【災害時の安全な防災拠点】 

 ●災害発生時の関係機関との調整や被害情報の収集、救援活動の拠点としてのシステムを有

し、大地震等の発生時においても町民や職員の安全を確保し、防災拠点としての機能を維

持できる安全性の高い庁舎とします。 
 

【環境にやさしい技術の導入】 

●地球温暖化対策の一環として、環境にや

さしい施設づくりを町が率先していく

ためにも、太陽光発電等の再生可能エネ

ルギーの活用による環境負荷の低減に

努めます。 
 ●庁舎の長寿命化はもとより、設備機器の

更新を容易にする等、維持管理がしやす

く長期的に活用できる庁舎を目指しま

す。 
図 6 グリーン庁舎のイメージ 

 

【町民の交流機能の充実】 

 ●現在中央公民館で活発に行われている町民の文化

活動等に使用しているスペースと同等の機能を併

設します。 
 ●町民と行政による協働のまちづくりを推進するた

め、各種団体等が活動できる場所の提供や町民の

生活を支援する設備等を設置し、町民が気軽に訪

れ、交流のうまれる庁舎とします。 
図 7 交流スペースの例（八幡平市） 

【周辺環境や景観との調和】 

●周辺の施設に圧迫感を与えない建物の配置、高さとします。 
 ●建設用地周辺には樹園地や水田が広がり、良質な農産物の源となっている馬淵川が流れて

います。南部地方随一の霊峰として知られている名久井岳を望むことができることから、

周辺環境や景観に対して十分に配慮し、町のシンボルとして町民が誇りをもてる庁舎とし

ます。 
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本庁舎、南部分庁舎、中央公民館に配置されている課は全て統合庁舎に集約し、健康セ

ンターに配置している健康福祉課は現状どおりの業務を継続していきます。 
また、中央公民館については、社会教育法上の公民館としては廃止し、統合庁舎に併設

する（仮）中央公民館に同等の機能を確保し、町民の文化活動を維持します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 各庁舎の機能分担 

 

本庁舎、南部分庁舎については、当面は両地域の窓口機能を配置し、町民サービスの維

持に努めます。今後は地域の活性化を念頭に、地域住民や民間事業者へのヒアリング調査

等を実施し、町民への開放や民間事業者への売却・賃貸、または解体等、幅広く活用方法

について検討していきます。 
 
 
町の将来人口は減少傾向にありますが、職員数については、今後の地方分権の進展等に

よる事務量の増加等、様々な行政需要の変化を考慮し、平成 29年時点での職員数を基準と

して設定します。 

統合庁舎で業務を行う職員 137 人のうち、道路維持作業員等の庁舎内に執務スペースを

必要としない臨時職員 8名を除くと 129人（うち臨時職員 13人）となります。 

 

表 2 統合庁舎へ集約される行政機能と職員数 

統合庁舎に配置する課等 課長級 
補佐級 一般 

職員 

臨時 
合 計 

係長級 職員 

議会事務局   1 2 0 0 3 

総務課   1 14 5 6 26 

  運転管理室 0 0 0 7 7 

企画財政課   1 5 4 0 10 

出納室   1 1 2 0 4 

商工観光交流課   1 7 5 2 15 

住民生活課 
 

1 7 3 0 11 

税務課   1 10 7 2 20 

学務課   1 4 2 0 7 

社会教育課   1 2 1 0 4 

 
（仮）中央公民館 0 2 0 1 3 

建設課   1 6 5 4 16 

農業委員会   1 2 0 0 3 

農林課   1 8 2 0 11 

合計 12 70 36 22 140 

 統合庁舎 12 68 36 21 137 

 （仮）中央公民館 0 2 0 1 3 

中央公民館 
・建物は解体 
・行政機能は集約 
・町民活動機能を確保 

南部分庁舎 
・建物は当面維持 
・行政機能は集約 
・（仮）南部支所として再編 

剣吉支所 
・現状維持 

健康センター 
・現状維持 
・名川サービス班は廃止 

本庁舎 
・建物は当面維持 
・行政機能は集約 
・（仮）福地支所として再編 

統合庁舎 

６．統合庁舎建設後の各庁舎の活用方針 

７．統合庁舎で業務を行う職員数 
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多くの自治体で用いられている総務省「起債事業費算定基準」、国土交通省「新営一般

庁舎面積算定基準」により庁舎面積を算定します。 

職員数は特別職3人を加算した132人、議員数を南部町議会議員定数条例に規定する16

人とした場合、総務省「起債事業費算定基準」では庁舎面積は4,141㎡、国土交通省「新

営一般庁舎面積算定基準」では庁舎面積は4,098㎡となります。 

両基準による算定結果に大きな差異は無いことから、庁舎に必要な延べ床面積は 4,100

㎡程度とします。 

 

表3 総務省算定基準による庁舎面積の算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※基本方針より、新たな庁舎に必要と思われる諸室の面積を以下のように設定しました。 
・防災関連機能は防災対策会議出席者 23人×4㎡＋本庁舎内の防災無線室 8㎡を合計した面積。 

・町民交流機能は基準が無く、現時点では 85㎡と設定。 

４人掛けの丸テーブル１台当たりの面積は 7㎡程度であることから 7㎡×5台＝35㎡と設定。 

情報発信コーナーは他都市事例より 25㎡と設定。 

他都市事例より、キッズコーナー10㎡、授乳室は 15㎡と設定。 

・福利厚生機能は、町職員 129人×面積 0.3㎡に更衣室、休養室分を合計した面積。 

・情報処理機能は、担当課ヒアリングにより 100㎡と設定。 

区分 換算率 床面積(㎡)

特別職 3 人 12.0 36 人 162

課・室長級 12 人 2.5 30 人 135

補佐・係長級 68 人 1.8 122 人 551

一般職員 36 人 1.0 36 人 162

その他職員等 13 人 1.0 13 人 59

132 人 1,069

2 倉庫 事務室面積 1,069 × 13 ％ 139

職員数 132 × 7 ㎡ 924

１～３の面積 2,132 × 40 ％ 853

議員定数 16 × 35 ㎡ 560

6 書庫等 書庫・機械室 ４の面積 853 × 10 ％ 85

3,630

 新たな庁舎に必要と思われる諸室面積

7 防災関連機能 防災対策執務室・防災無線室等 100.0

8 町民交流機能 町民交流スペース、情報発信スペース、キッズコーナー、授乳室等 85.0

9 福利厚生機能 更衣室・休養室等 80.0

10 情報処理機能 サーバー室 100.0

11 玄関等 玄関・廊下・階段 ７～10の面積 365 × 40 ％ 146

511

4,141

4 玄関等 玄関・廊下・階段

5 議場
議場・委員会室・
議員控え室・職員待機
室

職員数 換算後 基準面積

1
事務室 4.5 ㎡/人

計

小計

3 会議室等
会議室・トイレ・
洗面所・その他

小計

合計

８．統合庁舎の面積算定 
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併設する（仮）中央公民館の機能については、現在の中央公民館の利用状況からホー

ル、町民室、実習室、和室、事務室等を整備するものとします。ホールについては、町

民の文化活動だけでなく、町の式典や大規模な会議等も開催できる多機能ホールとして

整備します。また、親子連れで快適に過ごせるようにキッズコーナーや授乳室も整備し

ます。 

各室の面積については、現状と同程度の面積を確保するものとし、その面積の合計は

955㎡となります。 

このほか玄関、ロビー、廊下、階段を総務省算定基準より室面積の 40%とすると 382㎡

で施設合計は 1,337㎡となることから、（仮）中央公民館に必要な延べ床面積は 1,300㎡

程度とします。 

 

表 4 （仮）中央公民館の面積 

室 概略面積 備考 

多機能ホール 500  ㎡   

町民室 100  ㎡   

和室 100  ㎡   

実習室 80  ㎡   

事務室 40  ㎡ 執務スペース 

トイレ 70  ㎡ 身障者用トイレ含む 

ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ・授乳室 65  ㎡   

 小計 955  ㎡   

玄関・廊下・階段 382  ㎡ 総務省算定基準より 

 小計 382  ㎡   

合計 1,337  ㎡   

 

 

 統合庁舎は庁舎と（仮）中央公民館を併設して整備することから、統合庁舎全体とし

て必要な延べ床面積は 5,400㎡程度となります。 

 

 

 統合庁舎建設用地内には、庁舎及び（仮）中央公民館のほか、災害時に避難してきた

町民や対応する町職員のために必要な日用品等を保管する備蓄倉庫や備品庫、公用車車

庫を整備します。 

 

表 5 その他の施設面積 

施設 概略面積 備考 

備蓄倉庫 100  ㎡ １棟 

備品庫 80  ㎡ 20㎡×４棟 

公用車車庫 200 ㎡ 25㎡×８台 

合計 380  ㎡   
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①来客用駐車場の算定 

来客用駐車場の台数は、「市-区-町役揚の窓口事務施設の調査(関龍夫 著)」を参考に

算出すると40台となります。 

 

②議員用駐車場の算定 

  南部町議会議員定数条例に規定より16台（議員16人分）とします。 

 

③職員用駐車場の算定 

  職員アンケートの結果から、自動車利用率91.2％を職員数137人に当てはめ、職員用駐

車台数を125台と設定します。 

 

④障がい者用駐車場の算定 

 ハートビル法施行規則に示されている設置台数基準により、４台以上確保します。 

 

⑤公用車駐車場の算定 

  公用車の所有状況を精査した結果、現時点で統合庁舎に配置する台数は 56台（大型車

7台、普通車 49台）とします。 

 

⑥その他の施設の駐車場の算定 

  （仮）中央公民館、名川老人福祉センター、名川 B&G海洋センター、名川駐在所、広場

集会所の利用状況等から駐車台数を 80台と想定します。 

 

⑦駐車場面積の算定 

  １台当たりの駐車場面積を取付部分や車回し部分等の付帯施設も含め40㎡（「造園ハン

ドブック」日本造園学会編より）と設定し、下表のとおり12,840㎡と想定します。 

表6 駐車場面積の算定 

区分 台数(台) 必要面積(㎡) 

来庁者用 40  1,600  

議員用 16  640  

職員用 125  5,000  

障がい者 4  160  

公用車用 56  2,240  

（仮）中央公民館 30 1,200 

名川老人福祉センター 15 600 

名川 B&G海洋センター 15 600  

名川駐在所 10 400  

広場集会所 10 400  

合計 321 12,840  
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 建設用地は、旧広場団地および中央公民館敷地に名川Ｂ＆Ｇ海洋センターの芝生広場ま

で含んだ範囲とし、最終的な建設用地の面積は約 2.2haとなります。 

建設用地内には広場集会所と名川駐在所が立地していますが、建設用地の有効利用の観

点からこれらの建物の用地内での移転も併せて検討します。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 建設用地の条件 

項目 内容 備考
所在地 平字広場28-1
敷地面積 約2.2ha
用途地域 なし
建ぺい率 70% 県規定準拠
容積率 200% 県規定準拠
防火地域 なし
日影規制 なし
下水道 農業集落排水

建設用地の条件

施設名
庁舎 4,100 ㎡
（仮）中央公民館 1,300 ㎡
備蓄倉庫 100 ㎡
備品庫 80 ㎡
公用車車庫 200 ㎡
広場集会所 166 ㎡
名川駐在所 98 ㎡

延べ床面積
建設用地内に配置する施設

９．土地利用計画 
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国道 4号、県道及び町道虎渡・広場線、町道昼ノ前・名久井小学校線、町道下夕町・長

尾下線は統合庁舎への幹線道路として位置づけ、歩行者の安全性を確保しながら円滑に通

行できるように、十分な幅員と歩道を設置した道路として整備します。町道虎渡・広場線

は、洪水時にも通行可能となるように嵩上げします。 
また、町道昼ノ前・名久井小学校線と町道虎渡・広場線を結ぶ新設道路を整備し、統合

庁舎への道路ネットワークを形成します。 
これらの幹線道路の整備は、統合庁舎の建設に合わせ優先順位を検討したうえで、段階

的に整備を進めていきます。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 道路ネットワークの整備方針 

10．道路計画 



13 

 

 
  

 
低層階には、来庁者の利用頻度の高い窓口部門を配置することとし、業務の関連性の

高い課を近接配置させ、職員間の連携が取りやすく、来庁者の利便性を向上させます。

また、１階には来庁者用の複数の出入り口を設け、（仮）中央公民館や名川Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター、名川老人福祉センターとの連絡動線に配慮します。 
  上層階は、配置部門の特性にあわせて、来庁者の分かりやすさや職員動線の効率性、

部門間の連携などを踏まえたゾーニングとします。特別職の執務室、災害対策本部等は

可能な限り同一の階、エリアに配置し、災害発生時の対応をスムーズに行えるようにし

ます。議場及び議員控室等の議会関連諸室は、議員、町職員、傍聴者等の各動線に配慮

します。 

 

 
 統合庁舎の１階は、上層階よりも階高を高くする等、開放的な空間となるようにします。 

２階から上の階層は、各室の大きさや快適性の観点より適切な天井高さを確保したうえ

で、構造や設備計画との整合、経済性にも配慮して階高を設定します。 

建物全体としては、３～４階建の構成を想定します。 

 
 
 
  
統合庁舎は、災害発生時に対策本部として災害応急対策活動の中心となる施設であるこ

とから、「官庁施設の総合耐震計画基準（建設大臣官房官庁営繕部監修）」における構造

体「Ⅰ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ること

とし、設計段階で綿密な検討を行い十分な耐震安全性を確保します。 

 
表 7 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 

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

ている。 

建築非構造部材 A類 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、

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。 

 
  

11．平面・階層計画 

12．構造計画 
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 現時点で試算した統合庁舎建設に係る概算事業費は 27.96 億円で、関連する事業費 5.69

億円を含めた総事業費は 33.65億円になると見込まれます。 

  
表 8 統合庁舎建設に係る概算事業費 

項目 概算事業費 備考 

統合庁舎建設工事費 約  20.68  億円 5,400㎡×38.3万円/㎡ 

統合庁舎設計・監理費 約  3.10  億円 建設費×15％ 

外構工事費 約  2.63  億円 17,500㎡×1.5万円/㎡ 

外構設計費 約  0.16  億円 工事費×6％ 

解体工事費 約  0.70  億円 2.5万円/㎡ 

駐在所移転費・引越費・備品購入費 約  0.69  億円 
 

合計 約  27.96  億円   

※統合庁舎建設工事費における建築単価（38.3 万円/㎡）は他都市の庁舎建設事業費を参考に設定している。 
※備考に単価の無いものは見積などによる。 
※再生可能エネルギー導入調査費は含んでいない。 
 

表 9 統合庁舎建設に関連する事業費 

項目 概算事業費 備考 

連絡道路工事費 約  5.12  億円 
延長 1,200m（町道昼ノ前・名久

井小学校線～新設道路） 

連絡道路測量・調査・設計費 約  0.57  億円   

合計 約  5.69  億円   

※備考に単価の無いものは見積などによる。 
※用地購入費は含んでいない。 
 

 
 平成 30年度に統合庁舎の基本・実施設計、建設用地の外構実施設計、連絡道路の調査設

計及び中央公民館等の解体工事を実施します。 

平成 31 年度に統合庁舎建設工事、連絡道路工事に着工し、平成 32 年度に外構工事を行

い、年度中の完成を目指します。 

 

表 10 概ねの事業スケジュール 

 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

基本計画策定                 

設計者選定                 

統合庁舎基本・実施設計                 

外構実施設計                 

連絡道路調査設計                 

解体工事                 

統合庁舎建設工事                 

外構工事                 

連絡道路工事                 

13．事業計画 
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南部町統合庁舎建設基本計画策定に係る委員会等開催の経過

 

開催年月日 

内 容 
検討 

ＰＴ ※１ 

検討 

会議 ※2 

建設 

委員会 ※3 

第１回会議 
平成 29年 

8月 10日 

 

8月 17日 

 

9月 13日 

・委員長（リーダー）及び副委員長

（副リーダー）の選出 

・庁舎のあり方の検討に関するこれ

までの経緯について 

・統合庁舎建設事業スケジュールに

ついて 

・委員会開催日程及び会議の進め方

について 

・統合庁舎建設に係る現状と課題 

・統合庁舎建設基本計画における視

点について 

・合同視察研修について 

【町長が建設委員会へ諮問】 

合同視察研修 平成 29年 11月 8日 岩手県八幡平市役所 

第２回会議 
平成 29年 

11月14日 

 

11月17日 

 

11月21日 

・第１回会議における質問事項に対

する回答について 

・合同視察研修の内容について 

・基本計画素案の内容について 

第３回会議 
平成 29年 

12月11日 

 

12月15日 

 

12月19日 

・第２回会議における質問事項に対

する回答について 

・基本計画最終原案の内容について 

・答申書（案）について 

【12 月 19 日開催の第３回会議終了後、統合庁舎建設委員会が「統合庁舎建設基本

計画」について町長へ答申】 

※１は課長補佐級計 16名で構成する庁内検討プロジェクトチームです。 

※２は副町長、教育長、課長級の計 18名で構成する庁内検討会議です。 

※３は学識者や議会議員、住民代表者の計 17名で構成する建設委員会です。 
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