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１．現庁舎の現状及び整備方針 

 

１－１．検討の経緯 

 現在の役場庁舎は、昭和４４年に竣工して以来４７年が経過し、施設の老朽化の進行ととも

に耐震診断においても耐震性を満たしていない状況にあります。 

さらに、新たな事務・事業の増加に伴い、狭隘化や分散化により行政効率が低下するととも

に、バリアフリー対応でないため住民サービスが低下している現状にあります。 

 これらの課題に対応するため、庁舎の整備について調査、検討を行い、基本構想を策定する

ことにしました。 

 

１－２．現庁舎の現状及び問題点 

 （１）役場庁舎の構造 

    役場庁舎（昭和 44年建設） １階 鉄筋コンクリート造 416.611 ㎡ 

                 ２階 鉄骨造        315.832 ㎡ 

        （平成元年増築） １階 鉄筋コンクリート造 71.8 ㎡ （耐震診断対象外） 

                 ２階 鉄筋コンクリート造 80.622 ㎡（耐震診断対象外） 

                                           役場庁舎計  884.865 ㎡ 

    消防庁舎（昭和 50年建設） １階 鉄骨造      90.227 ㎡ 

                 ２階 鉄骨造      174.247 ㎡ 

                      消防庁舎計  264.474 ㎡ 

                                        庁舎総計  1,149.339 ㎡ 

 （２）耐震性について   

    ・１階の鉄筋コンクリート造部 

構造耐震判定指標値 Iso=0.675を下回り耐震性に「疑問あり」と判定される 

    ・１・２階の鉄骨造部 

 構造耐震判定指標値 Iso=0.75を下回り「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性が高い」と判定される 

 

    ※耐震診断の結果、震度６強程度の大規模な地震が発生した場合には、倒壊する危険性が

あります。 

 

《耐震診断》 

 ●鉄筋コンクリート造：Iso=0.675 以上であれば、「安全（耐震性を確保している）」とし、そ

うでなければ耐震性に「疑問あり」とする。 

 ●鉄骨造：Iso=0.75 以上であれば「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性が低い」とし、そうでなければ「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性が高い」とする。 
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（３）施設・設備の老朽化 

    現庁舎は昭和４４年に建設され、築４７年が経過し、全体的に老朽化が進んでいます。

危険個所については、随時修繕で対応していますが、給排水設備や電気設備等の老朽 

化とともに構造的な問題から対応が困難な箇所もあります。 

 （４）施設の狭隘化 

    新たな事務・事業の増加や職員数の増員に伴い事務室が不足している状況にあります。 

    また、住民の各種相談や職員の日常業務打ち合わせに対応する部屋の不足とともに、

住民待合スペースや情報コーナーも不足している状況にあります。 

 （５）バリアフリー対応 

    高齢者や障害者に配慮したエレベーターや障害者用トイレがなく、バリアフリー新法

に対応できていない状況にあります。 

※バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律：平成１８年

法律第９１号） 

多数の人が利用する公共施設は、高齢者や障害者が円滑に移動できるために、施設のバリ

アフリー化が求められています。 

 

１－３．整備方針 

 （１）整備案の抽出 

 整 備 案 課 題 等 

 

 

第１案 

 

現庁舎の大規模改修 

（耐震補強対策） 

●概算事業費 

 （292,140 千円） 

・事務室のスペースが現状より狭くなる 

 （２階廊下、消防車庫は使用不可） 

・仮庁舎の建設が必要 

・移転費用が二重にかかる 

・土砂災害特別警戒区域である 

・津波浸水域である 

 

第２案 

 

新築（現在地） 

●概算事業費 

 （705,888 千円） 

・仮庁舎の建設が必要 

・移転費用が二重にかかる 

・土砂災害特別警戒区域である 

・津波浸水域である 

 

第３案 

 

新築（移転） 

●概算事業費 

 （519,588 千円） 

・用地の確保が必要となる 

    ※概算事業費は、現庁舎と同規模（１，１５０㎡）で想定。OA 機器の移設費用は含

んでいない。 

   ※建設工事費は 350 千円/㎡、外構工事費・解体工事費は 30 千円/㎡、仮設庁舎整備

費は 150 千円/㎡で積算。 
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（２）整備方針の決定 

整備案として想定される３つの案に、課題等を比較検討し整備方針を検討しました。 

    ・現庁舎の耐震改修では、面積が少なくなる等、使い勝手が現状より低下する。 

    ・現庁舎の所在地は、土砂災害特別警戒区域及び津波浸水域にある。 

    ・仮設費用や２重の移転費用の必要性がない。 

以上のことから第３案の「新築・移転」することに決定しました。 

 

 

２．新庁舎建設の基本方針 

 

２－１．建設場所の検討及び選定 

（１）建設候補地の抽出 

    現庁舎の延床面積は１，１５０㎡で、同規模の庁舎を想定した場合、身障者用の駐車

スペースや一般駐車場等も考慮し、敷地面積を２，０００㎡程度と想定し、下記の４つ

の候補地を抽出しました。 

候 補 地 面積 所有者 道路状況等 

候補地１（役場向駐車場） 1,989 ㎡ 村 国道２２９号に隣接 

候補地２（児童公園） 3,614 ㎡ 村 村道に隣接 

候補地３（ホロハタリ） 5,171 ㎡ 村 道道 998 号線に隣接 

候補地４（ワラビ山） 6,193 ㎡ 村 ・ 民 地 隣接していない 

    このうち、候補地４については、用地取得の困難さ、用地造成や道路整備に多額の費

用と期間を要することが予想されるため、実現可能性が極めて低いと判断し、検討から

除外しました。 

 

 （２）建設候補地の要件 

    建設候補地選定にあたり、以下の要件が必要であると考えられます。 

    ア）地理的中心であること。 

    イ）人口の重心であること。 

    ウ）交通の利便性が良いこと。 

    エ）災害の恐れがないこと。 

    オ）用地の取得や費用負担が容易であること。 

  地方自治法（抜粋） 

第４条 地方公共団体は、その事務の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、

条例でこれを定めなければならない。 

２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、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。 
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 （３）建設候補地の検討 

候 補 地 地理的中心 人口の重心 交通の利便性 災害の恐れ 用地・費用 

候補地１（役場向駐車場） ◎ ◎ ◎ △ 〇 

候補地２（児童公園） △ △ 〇 〇 ◎ 

候補地３（ホロハタリ） △ △ 〇 ◎ ◎ 

    

    ・候補地１は市街地の中心にあり、また、国道に隣接していることから多くの住民の

利便性が非常に高い一方、津波の浸水域にあります。 

    ・候補地２及び候補地３は津波の恐れがないものの、アクセス道路が急勾配であった 

り、市街地から遠く離れており、住民の利便性が悪い状況にあります。 

 

  （４）津波浸水想定の対応 

    平成２９年２月に北海道が発表した浸水想定によると、神恵内地区における津波の第

１波到達時間は１１分と非常に短時間で到達することが想定されております。 

    また、役場庁舎周辺の津波水位については、3ｍ前後と想定されています。 

 

 ●神恵内漁港の津波の第１波到達時間 

震 源 域 第１波到達時間 

Ｆ１２断層 １１分 

Ｆ１４、Ｓ１２断層 １６分 

Ｆ１０断層 １７分 

  

●役場庁舎周辺の津波水位 

施設名称 津波水位 

神恵内村役場 ２．２４ｍ 

消防神恵内支署 ３．４２ｍ 

岩内警察署神恵内駐在所 ３．５１ｍ 

役場向駐車場 ４．８５～７．６５ｍ 

    ※津波水位：津波が建物等に衝突した時のせり上がりを考慮した水位で、 

避難場所の設定の基準となる高さ。 

  

  大地震により発生する津波の避難対策は、いち早く安全な高台に避難することが基本であ

りますが、神恵内市街地の第 1 波の到達時間は１１分と非常に早いことから、夜間や高齢者

等の災害弱者が短時間に安全な高台に避難することは相当の困難が予想されます。 

  このため、津波災害から住民の命を守るためには、市街地に津波避難タワー等の津波避難

施設を整備することが有効であると考えられます。 
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 （５）建設場所の選定 

   ２－１（３）建設場所の検討において、５項目中３項目において候補地１が優位となっ

ています。 

   また、２－１（４）津波浸水想定において、人口の約半分が集中する市街地の津波対策

が急務となっていることから、新庁舎に津波避難機能を整備することによって、津波から

多くの人命を救うことができることを重視し、候補地１（役場庁舎向駐車場）が最も適地

であると判断し、新庁舎の建設場所に選定しました。 

   ただし、次の課題があることから、建設までにその解消に努めることとします。 

   ・消防庁舎は、消防自動車等の機能保持のため、役場庁舎と分離することが望ましい。 

   ・津波の発生に対して、役場機能を保持できる構造とすること。 

   ・民地の取得を進め、建物の配置に余裕を持たせること。 

   ・庁舎建設に伴う敷地周辺住宅に与える影響（日影等）に配慮すること。 

 

２－２．新庁舎の機能 

  従来の役場庁舎は、窓口機能、執務機能、議会機能が主でありましたが、新庁舎は従来の

機能に加え、防災機能、住民交流機能、行政サービス機能、環境保全機能を加えた住民に安

心・安全と、親しみを持てる場に配慮した役場庁舎を目指します。 

 （１）防災拠点機能 

    津波災害等から住民の命を守るための避難機能を備えた庁舎とします。有事の際には、

市街地の住民が「役場に避難すれば安心」という頼りになる役場を目指し、一時避難所、

防災資機材庫、テレビ会議室、放射線防護設備等、災害時の防災拠点施設として整備し

ます。 

 

 （２）住民交流機能 

    役場は住民のためにあることを基本とし、住民が気軽に立ち寄れる役場庁舎を目指し

ます。 

    保健相談コーナー、交流スペース、情報発信コーナー、図書コーナー等を整備します。 

 

 （３）行政サービス機能 

    訪れるすべての人がわかりやすくかつ使いやすいユニバーサルデザインを基本とし

ます。 

 

 （４）環境保全機能 

    地球環境に配慮し、再生可能エネルギーを活用し、環境負荷の低減に配慮するととも

に、道産材の活用により木のぬくもりを感じ、誰もが親しみをもてる施設を目指します。 
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◆新庁舎機能のイメージ 

  

   

      

 

 

 

２－３． 新庁舎の規模 

 （１）新庁舎規模の基本的な指標 

区  分 想 定 数 摘  要 

人   口 １，０００人 神恵内村総合戦略の計画人口 

職 員 数 ４２人 特別職+一般職+臨時職員の現員数 

議 員 数 ８人 議員定数 

   

 ・人 口：平成２７年の国勢調査人口は１，００５人で、国立社会保障・人口問題研究所の 

将来推計によると、今後も減少することが想定されています。 

      しかし、神恵内村総合戦略では、計画期間内（～平成３１年度）の各種取り組

みの成果を見込んで、１，０００人と想定していますので、本構想の想定人口も 

１，０００人としました。 

 

 ・職員数：定員適正化計画で定めた目標数（３７人）を堅持し、特別職及び臨時職員の現員

数を加えて、４２人で想定しました。 

       ・定員適正化計画 ３７人－保育所職員３人    ３４人 

       ・特別職（村長・副村長・教育長）        ３人 

       ・臨時職員（庁舎に勤務する臨時職員）      ５人 

              計               ４２人 

 

 ・議員数：神恵内村議会議員定数条例の議員定数が８人であることから、同数の８人で想定

しました。 

窓口機能 

・住民サービス窓口 

・待合スペース 

 

 

議会機能 

・議場    ・委員会室 

・事務局室 

 

 

執務機能 

・執務室  ・会議室 

・相談室  ・書庫 

 

    

防災機能 

・避難階段（スロープ）  

・防災資機材庫 

・一時避難所   

・放射線防護設備 

・ヘリポート  

 

 

住民交流機能 

・交流スペース 

・情報発信コーナー 

・多目的スペース 

 

 

行政サービス機能 

・ユニバーサルデザイン 

 

環境保全機能 

・再生可能エネルギーの活用 

・道産材の活用 
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 （２）新庁舎の規模算定 

  区   分 基準面積（㎡） 職員数 換算人数 面積（㎡） 

 

➊事務室 

  特別職 

  課長職 

  課長補佐・係長職 

  一般職・臨時職員 

       小計（A） 

 

 

 

4.5 ㎡/人 

 

 

 

３ 

９ 

14 

16 

42 

 

 

12.0 

2.5 

1.8 

1.0 

 

 

 

162 

101 

113 

72 

448 

 

❷倉庫 

 

 

事務室面積（A）×13％ 

   

58 

 

❸会議室、トイレ、洗面所、

その他諸室 

 

 

職員数（A）×7.0 ㎡ 

   

294 

 

❹玄関、廊下、階段、その他

通行部分 

 

 

（➊+❷+❸）×0.4 ㎡ 

   

320 

 

❺議場、委員会室、控室 

 

 

35.0 ㎡/人 
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280 

 

合   計 

 

    

1,400 

 

   

※総務省の地方債同意等基準に基づいて算定 
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２－４新庁舎配置計画 
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３．事業スケジュール 

 

項  目 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

基本構想 

（基本方針、規模、機能） 

   

住民説明会 
   

基本設計（概略設計：構

造、間取り） 

   

実施設計（詳細設計） 

   

用地造成 
   

建設工事 
   

 

事業スケジュールについては、庁舎の耐震対応や防災対策といった観点から早急な対応が求

められています。さらには、地方債に期限が定められていることを勘案し、現時点で考えうる

最短のスケジュールを想定しました 

 

 

４．事業費と財源計画 

  

４－１ 事業費 

 事業費は、施設の規模、構造、デザイン等によって決まりますが、２－３で算定した面積を 

基本として基本設計を進めます。 

   

４－２ 財源計画 

 新庁舎の建設に要する財源として、役場庁舎建設基金及び地方債の充当を予定しています。 

 地方債は、「公共施設等適正管理推進事業債」及び「緊急防災・減災事業債」の活用を検討し

ています。 

 （１）公共施設等適正管理推進事業債 

   ・対象事業：市町村役場緊急保全事業（耐震化が未実施の役場の建替え事業） 

   ・充当率：９０％（交付税措置対象分 ７５％） 

・交付税措置率：３０％ 

   ・事業年度：平成３２年度まで 
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 （２）緊急防災・減災事業債 

   ・対象事業：津波浸水想定区域内にあり、地域防災計画上、津波対策の観点から移転が 

    必要と位置付けられた公共施設の移転 

   ・充当率：１００％ 

・交付税措置率：７０％ 

   ・事業年度：平成３２年度まで 

 

  また、再生可能エネルギー導入事業や放射線防護対策事業については、国や北海道の補助

金を活用できるよう、関係機関と十分協議のうえ実施します。 

 

５．住民意見の反映 

  

  役場庁舎は、住民の財産であり、最大の利用者であることから、住民の意見を反映させる

ため、住民説明会を開催します。 

  また、パブリックコメントを募集し、様々な意見を基本設計に反映させるよう努めます。 


