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   はじめに 

 現在の庁舎は、東庁舎の鉄筋コンクリート造部分が昭和４５年、鉄骨造の増築部分が同５５年、

西庁舎は平成元年にそれぞれ建築されました。 

東庁舎については、鉄筋コンクリート造の建物の法定耐用年数である５０年に対して、令和２年

３月現在、建設後４９年を経過し、残存年数が１年となり、施設・設備の老朽化、建物の狭あい化、

維持管理経費の増大などの課題を抱えています。 

また、同庁舎は耐震基準が改正された昭和５６年以前の建物で、かつ、平成１９年度に実施した

耐震診断では、規定の耐震性能を満足しない建物であると判定されました。 

このような中、平成２３年の東日本大震災発災時には、本市において震度５強の地震が観測され、

東庁舎では軽微なものではあるものの庁舎内外壁のクラックの被害が確認されました。 

一方、発災直後から多くの市民が避難して来るなど、災害時の一時避難所としての役割も担いま

した。 

 

庁舎内には市民生活に関わる多くの機能や重要な情報が蓄積されており、これらを守り、市役所

としての機能を維持しながら、防災・減災拠点としての役割を果たすには大きな課題があることを

改めて認識しました。 

 

これらのことを踏まえ、市議会に対して、平成２５年１月に現庁舎の問題点を「庁舎耐震対策等」

として整理・説明し、さらに平成２８年８月に事業手法及び概算事業費を取りまとめ、東庁舎の改

築、西庁舎の改修、新たに北庁舎を増築する整備計画を提案しました。 

その後、庁舎整備に向け、市議会の「市庁舎耐震対策等事業検討委員会」との合同による先進事

例の視察等を踏まえて調査・検討を進めるとともに、パブリックコメントなどによる市民及び市議

会からの御意見を踏まえ、この度、本市が目指す庁舎像を明らかにし、設計に向けた基本的な指針

となる「多賀城市庁舎整備基本計画」を策定しました。 

 

今後は、本基本計画に基づき、「市民に親しまれ、多賀城らしさを受け継ぐまちづくりの拠点と

なる庁舎」を目指し、市民の安全性や利便性を確保することにより、市民サービスの向上を図るべ

く、庁舎整備事業の着実な遂行に向けて取り組んでまいります。 
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   第 1 章 関連計画の整理 

ここでは建物の耐震化等に関して方針等を定めている関連計画を整理する。 

 

１ 第五次多賀城市総合計画（平成 23 年 3 月策定 計画期間：平成 23～32 年度） 

平成２８年度を始期とする後期基本計画では、政策１『安全で快適に暮らせるまち』のう

ち、１－１災害対策の推進 基本事業０３「建物の耐震化の推進」において、“市有建築物

の耐震化率を現状の９６.９％を終期である平成３２年度において１００％とする”目標を設

定している。     

 

２ 多賀城市都市計画マスタープラン（平成 25 年 4 月策定） 

    本計画は、長期的な視点からおおむね２０年後の多賀城市の姿を展望し、都市づくりの目

標や方針を定めているが、将来の市街地規模についてはおおむね１０年後、すなわち上記の

多賀城市総合計画の終期と同じ平成３２年度の将来人口等を見通して定めることとし、おお

むね１０年以内に優先的に取り組む事項を示している。 

本計画は、東日本大震災に伴い策定が遅延したため、多賀城市震災復興計画（平成 23～32

年度）と並行して策定作業を進め、震災復興計画の『復興ビジョン』として位置づけた「災

害に対応した安全安心の確保～被害を 小限にする減災～」を踏まえ、同マスタープランの

整備構想においては“災害時における生命、財産を守るため、建築物の倒壊を防ぐ耐震化を

促進します”とする方針を定めている。 

 

３ 多賀城市地域防災計画（平成26年3月策定 計画期間：なし） 

  （本計画は、災害対策基本法に基づき毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正） 

本計画は、災害対策基本法第４２条（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく計画で、市域並び

に住民の生命、身体及び財産を各種災害から守るため、市が処理すべき事務又は業務の大綱

を定めた総合的な計画である。 

本計画の『地震対策編』では、「建築物等の安全対策の推進」として、“市、県及び関係機

関は、地震及び大火災による建築物被害の防止並びに軽減を図るため、建物の点検整備を強

化し、耐震・耐火性を保つよう対応する。 

特に、“庁舎等の公共建築物について耐震化・不燃化を推進する”とし、“公共建築物は、

災害時の防災拠点や応急対策活動拠点として重要な役割を担うことから、新耐震基準施行以

前に建設された建築物の耐震診断を行い、その結果に基づき、重要性や緊急性を考慮して計

画的な耐震改修の実施を推進する”としている。 

 

４ 多賀城市耐震改修促進計画（平成 20 年 3 月策定 計画期間：平成 28～32 年度） 

本計画の根拠法である『建築物の耐震改修の促進に関する法律』（平成 7 年 10 月 27 日制定）

では、小中学校等の建築物を「要緊急安全確認大規模建築物」とし、庁舎や避難所等の防災

拠点建築物を「要安全確認計画記載建築物」として位置づけられ、“庁舎は災害時の拠点と
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なり、防災上重要な建築物であるとしているが、平成２８年３月末現在、東庁舎の昭和４５

年建設部分が非耐震となっているため、平成３２年度末までに耐震化率を１００％とする”

目標を掲げ、改めて庁舎の耐震化の重要性を定めている。 

 

５ 多賀城市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月策定 計画期間：平成 29～38 年度） 

全国的な人口減少・少子高齢化の進展等による公共施設等の利用需要の変化及び今後の厳

しい財政事情の中、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿

命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化を図るとともに公共施設等の

適な配置を実現し、時代に即したまちづくりを行っていくことが求められることを受けて、

国が『インフラ長寿命化基本計画』を平成２５年１１月に策定した。 

本計画は、これを受けて地方自治体が「行動計画」として全庁横断的な公共施設等マネジ

メントに関する基本方針として定めている。 

この中で、本市庁舎については東庁舎が昭和５６年以前の旧耐震基準の建物で、耐震診断

結果も耐震性能を満たさない建物と判断されている。 

西庁舎は築３０年を経過したことで老朽化が進み、各設備機器の不具合が目立つことから、

中期財政見通しを踏まえつつ、“早期に東庁舎の建替え及び西庁舎の大規模改修についての

計画作成と実施を進めることとし、具体的な整備スケジュールを令和２・３年度設計、同３

～６年度施工”としている。 

 

このように本庁舎は、強靭な耐震性を有した防災拠点としての重要な役割を担うことか

ら、令和６年度までに本庁舎の整備を完了することとしている。 
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 第２章 庁舎整備の必要性及び検討経緯 

ここでは、本庁舎敷地内に存する建築物等の現状を改めて整理し、導き出される課題及び

庁舎整備の必要性について明らかにする。 

１ 現庁舎等の現状と課題 

（１）現状 

ア 敷地条件及び周辺環境 

庁舎敷地は、市域のほぼ中央部、ＪＲ仙石線多賀城駅の北側に位置しており、都市計画

法上の用途地域は第二種住居地域になっている。 

庁舎の周辺環境は、南側及び東側は住宅地、西側は市役所来庁者用駐車場、北側は国家

公務員官舎（H29 解体）を挟み多賀城市文化センター及び東北学院大学工学部等の文教地

区である。 

 また、南側隣接地は、多賀城駅周辺土地区画整理事業区域（H29 換地処分）で、同事業

と同時施行による連続立体交差（鉄道高架）事業及び多賀城駅北地区市街地再開発事業が

完了し、「東北随一の文化交流拠点」としての本市中心市街地形成及び活性化に向けて様相

が大きく変化している。 

イ インフラの整備状況 

庁舎の敷地は、北側を都市計画道路高崎大代線（市道旭ヶ岡街路７号線）、西側を留ヶ谷

八幡沖線（市道旭ヶ岡街路４号線）に接し、敷地内の東には、多賀城駅から文化センター

に向けた都市計画道路「史都中央通線」の整備が進められている。 

このように、庁舎の敷地は、南側を除く三方を道路に接しているため、建物には建築基

準法の規定による斜線制限が適用となり、建物の高さが制限される。 

また、庁舎の敷地には次のとおり水道・電気・ガス設備が供用されている。 

上水道 下水道 電気 ガス 電話 

多賀城市 多賀城市 東北電力 仙台市 ＮＴＴ 

 

ウ 東日本大震災の影響 

東日本大震災により、軽微なものではあるが庁舎内外壁のクラック、東庁舎給水管の破

断や駐車場等の舗装陥没等の被害が生じている。 

 

再開発ビルと多賀城駅 
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エ 庁舎敷地内の事業対象建築物 

建築物 建築年月 経過年数 

Ｒ２．３現在 

構造等 延床面積 所管課等 

西庁舎 H 元.11 ３０年 鉄筋鉄骨コンクリート

造、地下１階、地上６階

建 

7,594 ㎡ 管財課 

 

 

 

 

 

 

東庁舎 S45.11 ４９年 鉄筋コンクリート造、 

地下１階、地上３階建 

2,336 ㎡

東庁舎（増築部

分） 

S55.12 ３９年 鉄骨造、地上３階建 233 ㎡

選挙管理委員会 

事務所 

 中古物件 

（H15 年取得）

プレハブ、平家建 110 ㎡ 選管事務局

（参考）事業に関連する建築物 

建築物 建築年月 経過年数 

Ｒ２．３現在 

構造等 延床面積 所管課等 

母子健康 

センター 

S51.12 4３年 鉄筋コンクリート造、

地上３階建 

716 ㎡ 健康課 

 

（２）課題 

ア 耐震性能の確保 

東庁舎は、増築した鉄骨造部を含め昭和５６年以前の旧耐震基準による建物である。 

耐震診断（平成 20 年 3 月）を実施した結果は、次のとおり。 

基準 基準値 最小（大）値 備考 

鉄筋コンクリ

ート造部 

鉄骨造部 

耐震構造指標 

（Ｉｓ値） 

0.6（0.7） 0.358 0.25 基準値を下回ると危険 

0.6：建築基準法上の基準  

   値 

0.7：文部科学省の学校建 

築の基準値 

１階 １階

コンクリートの 

圧縮強度 

21.0Ｎ／  17.1Ｎ／  基準値を下回ると危険 

２階

コンクリートの 

中性化 

22.6 ㎜ 92 ㎜  基準値を上回ると危険 

１階

上記のことから、東庁舎は規定の耐震性能を満足しない建物であると判定された。 
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イ 老朽化の改善と設備機能の更新 

① 東庁舎は、令和２年３月現在で、鉄筋コンクリート造の建物の法定耐用年数である

５０年に対して、建設後４９年経過し、残存年数が１年の建物である。 

平成元年に大規模改修を実施しているが、その後３０年を経過しているため、建物の

定期改修及び建築設備機器の全面更新が必要な時期をむかえている。 

② 西庁舎は、令和２年３月現在で建設後３０年を経過しているが、冷暖房の空調機器

の運転に際しては国家資格（一級ボイラー技士）を必要とするため、市庁舎機械設

備運転業務として外部に委託している。 

このことから、委託業務の契約時間外にも職員が操作できる設備への移行も考えてい

かなければならない。 

また、エレベータは、現行法令には適合しない不適格な設備である。 

ウ 狭あい化の打開と市民サービスの向上 

西庁舎は建設後３０年を経過し、建設当初では想定できなかったＯＡ機器の増設、業務

量の増大による執務面積の不足、会議室の不足及び保存文書庫の不足等が発生しており、

時代のニーズに合わせた狭あい化の解消と市民サービスの向上のため、※ワンストップサー

ビス又は※ワンフロアサービス機能の充実が求められている。 

  また、多賀城駅前と文化センターをつなぐ都市計画道路「史都中央通線」沿道の中間に

位置する本庁舎は、都心部を形成する重要な空間であり、街並み環境を構成する重要な建

築物となることから、「TAGAYASU」プロジェクト（文化交流拠点の整備）の補完施設とし

て、ふさわしい空間の創出などを意識する必要もある。 

（※）ワンストップサービスとは・・・ 

ライフイベント（出生、結婚、転出入）に伴う、各種手続きを１つの窓口で済ませることがで

き、お客様をたらい回しにしないサービス。対象外の手続ももちろんある。 

ワンフロアサービスとは・・・・ 

窓口系の行政サービスを１つの階で受けることができるもの 

 以上、抽出された諸課題を「建物･設備の更新」と「建物の規模」に区分して整理すると以

下のとおり。 

 

■課題のまとめ 

建物･設備の更新に関する事項 

① 東庁舎建物の耐震性能が不足 

② 東西庁舎建物の老朽化対策 

③ 東西庁舎の全面的な設備機器等の更新 

建物の規模に関する事項 

④ 市民サービス及び利便性の向上に資する窓口業務のワンストップまたはワンフロア化

⑤ ※執務室、会議室、保存文書庫の充実 

（※）職員の事務スペースは一般的には事務室と言うが、本計画においては「執務室」として表現
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２ これまでの庁舎整備検討経緯 

 （１）市議会に対する説明経過 

Ｈ25.1.31 市議会「東日本大震災調査特別委員会」にて“庁舎耐震対策等について”説明

        概要：昭和４５年建設の東庁舎について、震災前・震災後の耐震対策の経過を

説明するとともに、“震災を経て”改めて確認した本庁舎の役割、すなわ

ち東庁舎の基本的な耐震性能の確保に加えて、災害対策拠点機能の強化

及び行政機能の強化としての行政の責務について検討を進めることを説

明                         

   Ｈ28.8.19 市議会「全員協議会」にて“庁舎耐震対策事業について”説明 

        概要：前回“庁舎耐震対策等について”として市議会議員に説明した内容を踏

まえ、東庁舎の耐震対策事業及び敷地東側に整備される都市計画道路史

都中央通線の計画が確定し、同路線が平成２９年度に着工することから、

庁舎全体の再構成に向けた事業構想レベルとしての庁舎規模、概算事業

費、さらに財源案について提示した。その際の条件設定を①仮設のプレ

ハブ庁舎は建設しないこと、②既存の手狭な機能の解消、③国の支援制

度の期限である平成３０年度末までに設計に着手すること、以上３つの

条件の下、改築の東庁舎は約４,０００㎡、新築の北庁舎は約２,２００㎡、

改修の西庁舎は約７,６００㎡、計１４,８００㎡となり、概算事業費を約

４０億円とし、平成３５年度に事業完了予定として説明し、今後、基本

計画の策定に取り組むこととした。          

Ｈ30.1.18 市議会「市庁舎耐震対策等事業検討委員会」にて“基本計画（案）”説明 

         概要：同委員会が開催した１１回の会議及び平成２９年７月から１１月までに

実施した９回の先例地事例の視察・調査（市関係部署の職員との合同）

            の結果を踏まえた「中間報告書」が、平成２９年１２月２７日に市議会

から市長に提出された。それを受けて取りまとめた「多賀城市庁舎整備

            基本計画（案）」について説明した。 

            また、庁舎の配置計画３案（東西案、北西案、３棟案）及び各案の概算

事業費を提案した結果、平成３０年３月１３日に「市庁舎耐震対策等事

業検討委員会報告書」として、市議会から市長に対して提出された。 

            報告書では、基本計画（案）の骨子については意見集約ができたものの、

配置計画は３棟案と も事業費を低く抑えた北西案の両論併記としてい

る。 

Ｈ30.3.27 市議会「全員協議会」にて“基本計画”説明 

概要：パブリックコメントによる市民の意見、市議会の「市庁舎耐震対策等事

業検討委員会報告書」及び庁内各部署からの意見等を踏まえて策定した

「多賀城市庁舎整備基本計画」について説明し、平成３０年度に着手す

る「基本設計」において、より詳細に検討することで了承を得た。 

Ｒ2.1.23  市議会「全員協議会」にて“市庁舎耐震対策等事業の一部見直しについて”説
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明 

概要：北庁舎の実施設計の進捗に合わせて付帯事業の費用が明らかになり、付

帯事業費を含めた総事業費は本市にとって財政負担が大きいことから、

当初案の一部を変更する。 

 

（２）先例地の取組と視察内容 

おおむね過去５年の間に庁舎建設・開業した近隣の９自治体について、平成２９年７月

から１１月にかけて市議会の「市庁舎耐震対策等事業検討委員会」とともに現地視察を行

い、各自治体の様々な取組内容を把握し、本市の庁舎建設への導入等について検討した。

 

ア 視察自治体 

     

イ 視察のポイント 

本市における現在の庁舎の課題・問題点を踏まえた視察のポイントは次のとおり。 

①本市の１階窓口と先進地の窓口の違い 

（レイアウト、運用方法、お客様の流れなど）について 

②本市で総合窓口（ワンストップサービス・ワンフロアサービス）を実施する場合 

の課題について 

③市民課などの窓口業務のある部署の執務室のレイアウトについて 

④窓口業務のない部署の執務室のレイアウトについて 

⑤防災対策室などの防災機能について 

⑥議場などの議会機能について 

⑦現在の多賀城市の庁舎の機能、設備と比較して、気になる点について 

ウ 視察自治体の取組内容 

上記のポイントに基づき視察自治体の取組内容をフロア別及び機能別に整理 

①窓口フロア 



9 
 

・全自治体が市民２名の着座スタイルを採用 

（ローカウンター、間仕切あり） 

ただし、証明書交付窓口のように短時間の 

場合は通常のハイカウンタースタイルを採 

用 

・窓口カウンターの背後に職員通路があり、執 

務室と窓口を目隠しするローキャビネットを 

配置、執務室に座る職員の顔を市民が確認で 

きる高さに設定 

（パソコン画面や作業手元は見られない配 

慮あり） 

・多くの自治体で※コンシェルジュを配置して 

いるが、配置する人員については職員ＯＢあ 

るいは外部委託など、手法は様々である。 

いずれにしても、コンシェルジュ、総合案内、 

総合窓口などの名称や機能は要検討 

（※）【コンシェルジュとは・・・】フランス語。 

ホテルにて観光の案内、チケット手配など 

お客様のリクエストに応えるプロのスタッ 

フのこと 

 

 

 

・各自治体の窓口形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

②執務室フロア 
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・多くの自治体が課と課の間に書庫などを置か 

ないオープンオフィス方式を採用 

・ＯＡフロア、ユニバーサルプランを採用し、 

人事異動の際は椅子と机下のキャビネットを 

持って移動が可能、また、職員同士の顔が見 

渡せるため、職員間のコミュニケーションが 

取りやすくなり、組織間の風通し、業務の円 

滑化など、視察職員から好評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               多くの自治体で採用している執務室の基本レイアウト 

③議会フロア 

・新発田市では机が収納できる多目的利用が可 

能な議場で、庁舎管理を一括管理委託してい 

る作業員が収納作業を行う。 

・議場のレイアウトは議長席を挟む形の対面式 

（イギリス式）が２市、本市も採用している 

従来型（国会式）が７市 

・多くの自治体では、委員会室は可動間仕切り 

を採用し多目的利用が可能なつくりで、会派 

室は、会派数や各会派の人数変更に対応でき 

る取り外しが可能な壁になっている。 

また、什器、家具は高級感よりも機能性の 

高いものを選定している。 

 

 

 

④市民共用スペース 

・多くの自治体が広い市民ホール等を確保して 
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いるが、本市の場合は近接して図書館や文化 

センターが充実しており、必要以上のスペー 

スの整備は不要との意見が多かった。 

・ただし、都市規模や需要の問題はあるものの、 

郡山市のように郵便局、銀行窓口及びコンビ 

ニエンスストアの庁舎内立地については検討 

の余地がある。 

 

⑤福利厚生室等 

・多くの自治体では窓口職員用に執務室の背後 

に休憩室を設置しており、執務室内での給水 

は蓋付きマグカップなどを導入し、水屋にポ 

ットや冷蔵庫を１箇所に集中して管理してい 

る。 

・郡山市は１階に市民も使えて、職員が弁当を 

持ち込める食堂を配置している一方、新発田 

市では市街地開発の一環として庁舎を建設し 

ていることから、職員は街なかの食堂を利用 

という方針で、庁舎内に食堂を整備していな 

い。 

 

⑥セキュリティ機能 

・全自治体がＩＣ機能付きの職員ＩＤカードを導入し、夜間、休日の入退庁管理、

書庫や休憩室、更衣室への入室管理に使用している。 

⑦災害対応機能 

・全自治体が速やかな災害対策本部の設置、災害対応の着手などＢＣＰに繋がるか

らとの理由から免震装置を導入している（耐震補強した郡山市以外は、全て庁舎

を新築）本市庁舎の場合は既存の西庁舎に新たな庁舎を接続させるという本市独

自の課題があるため、耐震構造の西庁舎と免震構造の併存の可否及び免震構造の

必要性について詳細な検討を要する。 

⑧災害対策本部機能 

・庁議室（本市の場合は、行政経営会議室）と災害対策本部会議及び記者会見場な

どと兼用する自治体が多かった。 

（多目的利用のためのプロジェクター及び電動昇降スクリーン等を設置） 

⑨その他（環境配慮機能・出退館表示機能） 

・建物内に吹き抜けを配した「エコボイド」 

「エコシャフト」によって中間期（春秋）の 

換気用として採用して空調費用の縮減に取り 
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組み、エコに配慮している。 

・議場フロア、市長室等（部課長自身が管理） 

に設置しているモニター式の出退表示装置は 

自席のパソコンでも確認できることから職員 

に好評 

 

・市民の目につくところや玄関付近にデジタル 

のサイン表示装置（デジタルサイネージ）を 

設置し、須賀川市では行事予定のほかにスキ 

ャンしたポスターも表示 

 

・幼児を伴ったママが訪れる窓口の傍にキッズ 

スペースも導入 

・佐野市では隣接して授乳室（室内にオムツ替 

えコーナー）を整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）パブリックコメントによる市民の意見等 

ア 募集期間 平成３０年２月２６日(月)～３月７日(水) １０日間 

     イ 提出方法 窓口提出、郵送、ＦＡＸ、電子メール 

     ウ 提出者数 ３名（窓口提出：２名、電子メール：１名） 

     エ 主な意見等の趣旨要約 

（基本設計の段階で検討すべき意見、及び本計画との関連性のないものは省略） 

      第１章 関連計画の整理 

          ・「市民サービス」と「防災機能」の２点に絞った庁舎の整備の３５年度完了

を期待する。 

 

      第２章 庁舎整備の必要性及び検討経緯 

          ・ワンフロアサービスの必要性を全面的に表現しているのは良い。 
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          ・庁舎整備検討経緯で、説明に対する市議会の見解を明記すべき。 

          ・議会フロアは多目的利用方式の採用に配慮されたい。 

          ・現玄関を東庁舎に移動し、エントランスホール内で特産品紹介、飲食の場、

集会の場等の設置を望む。 

          ・市役所機能を含め、学院工学部跡地の利活用を検討すべき。 

 

 

      第３章 庁舎整備の基本方針と求められる機能 

          ・窓口機能のワンフロア化する基本方針は良い。 

          ・議員定数の上限３０名の根拠が不明。将来的な市町村合併を念頭に置くの

であれば理解できる。 

          ・まちの拠点施設として、学びの場、語らいの場、お付き合いの場、癒しの

場、イベントの場、災害時一時避難の場を兼ね備えた機能を有する市民の

誇れる威容の公共施設でありたい。 

          ・危機管理対策室の設置を望む。警察の通信指令センターを参考にし、ひな

壇上の議場を危機管理室として利用できるようにすれば、新たな空間は不

要 

          ・機密を要する会議室以外は、個室を作らずにパーティション方式とする。

 

      第４章 整備計画 

          ・「プランの作成」では窓口部門のワンフロアサービス空間を明確に確保する

こととすべき。 

   ・第１案と第３案の折衷型が望ましい。西庁舎と東庁舎・北庁舎合体による

構成は威風堂々の誇れる庁舎になる。 

    ・現緑地帯（樹林帯）を残すことが望まれる（空気浄化・癒しの空間）。 

 

      第５章 事業計画 

          ・４０.８億円はかかりすぎ。東庁舎の耐震補強工事のみで良い。 

          ・将来に向かって一つぐらいは他市に自慢できる 先端機能の庁舎を実現す

るには、従来方式ではなく「ＤＢＯ方式」を導入すべき。 

          ・北庁舎予定地の現緑地帯（樹林帯）の縮小整理、震災の教訓史建立、老人

憩の家跡地の庭園木保存、史都中央通線の石畳整備等が望まれる。 
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   第３章 庁舎整備の基本方針と求められる機能 

第五次多賀城市総合計画で目指す将来都市像『未来を育むまち 史都多賀城』及び多賀城市都市計

画マスタープランで目指す都市づくりの理念『安全、便利、活力、美しさのある都市づくり』の実

現に向けた庁舎づくりのため、現庁舎の問題点や課題、先例地の取組内容等を踏まえた新庁舎の果

たすべき役割を整理し、より良い市民サービスの提供と効率的な行政運営を目指す新庁舎整備の基

本方針を次のとおりとする。 

 

 基本方針   

 

１ 防災拠点機能の充実を目指した庁舎づくり 

� 市民の安全･安心な暮らしを支える拠点施設として、耐震性や防火性、ライフラインの代替

設備を備えた防災・災害復興拠点としての庁舎 

� 災害対策本部としての機能を充実させ、高度な危機管理機能を担うことができる庁舎 

 

２ 市民サービスの向上と市民が利用しやすい庁舎づくり 

� 窓口機能を目的別に整理、 適化することで、市民の利便性

の向上と良質なサービスを提供できる庁舎 

 

３ 環境に配慮した※サスティナブルな庁舎づくり 

� 自然エネルギーの活用や省エネ機器の導入により、ランニ 

 ングコストの低減や施設の長寿命化（機能の複合化、将来の

改修工事等）に配慮した庁舎 

（※）「サスティナブル」とは、持続可能であるさま。特に環境 

破壊をせずに維持、継続できるという意味の英語 

 

４ 行政機能・議会機能の充実を目指した庁舎づくり 

� 組織管理・事務執行の効率向上と議会運営の充実に配慮し 

 た、機能的でフレキシブルな空間とともに、 適な設備・ 

機器の導入及びＩＣＴ技術等の導入による働き方改革など  

により、行政機能と議会機能の充実が図られる庁舎 

 

５ 誇りと愛着が持てる庁舎づくり 

� 文化センターや西庁舎などの、既存建物と調和したデザイ 

 ンに配慮しつつ、まちの拠点施設として地域の活性化に寄 

与することができる庁舎 

 

 

綜合案内

子育て関連窓口近くの

キッズコーナー 

イベントにも利用されるエントラ

ンスホール 
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   第４章 整備計画 

１ 庁舎の規模の検討 

（１）計画人口 

わが国は平成１７年から人口減少社会に移行しており、出生率が県内他市町村に比べて高

い本市においても、住民基本台帳上の人口（各年１２月末現在）は、平成２０年の

６２，９６６人をピークに減少傾向に転じた（平成２２年国勢調査では６３，０６０人）。

このような中、平成２３年の東日本大震災に伴い、同年の人口は約１，５００人の大幅な

減少（６１，４０８人）となったものの、その後の復旧･復興事業の進展により増加傾向に

転じ、直近の平成２９年５月末では平成２０年の水準にほぼ回復（６２，９１７人）するな

ど、本市の人口はしばらくの間、流動的に推移すると考えられる。 

なお、平成２３年度を始期とする多賀城市第五次総合計画では、目標年度である令和２年

度の人口を６３，３００人と想定しており、令和２年２月末現在で６２，３７２人となって

いる。 

      

 

（２）計画職員数と組織 

庁舎規模の前提となる職員数については、平成２９年３月１４日の行政経営会議で決定し

た定員管理計画(平成２９～令和２年度)において設定された５５６人（特別職及び非常勤職

員を含む）を基本とし、庁舎整備完了予定の令和６年度においても同数を前提とする。 

そのうち、本庁舎における職員数は４３６人（特別職及び非常勤職員を含む）と設定する。

また、組織については、改編を予定している令和３年度の組織を前提とする。 
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（３）計画議員数 

現在の多賀城市議会議員定数条例において、市議会議員の定数を１８人と定めていること

から、令和５年度における議員数も１８人として議席を設定するが、将来的な定数変更に対

応するため、改正前の地方自治法における定数の上限値である３０人を踏まえた議場等のス

ペースを確保する。なお、建設時に設置する議席数は、２０席とする。 

（地方自治法における人口規模に応じた議員定数の上限値規定はＨ２３に廃止） 

 

（４）必要空間のまとめ 

第２章で整理された課題及び第３章の庁舎建設の基本方針を踏まえ、庁舎に必要な具体的

な空間要素を以下にまとめる。 

ア 防災・災害復興拠点として設備等を含む機能強化 

①災害対策本部会議室及び所管部署スペースの充実 

イ 良質な市民サービスを提供できるフロアの充実 

市民利用の多い窓口(戸籍・住民票・保険・年金・福祉・こども等)業務の利用状況等も

踏まえ、窓口・課を目的別に集約化 

① 来庁する親子に対応するキッズスペース及び授乳室の確保 

ウ 効率的で使いやすい執務環境等の充実 

① 組織体制等に柔軟に対応できる執務室、ＩＣＴ環境を整備した会議室、コンパクト

かつ日常業務に配慮した保存文書庫の整備 

②  議場、委員会室、図書室等をコンパクトに配置する議会フロアの充実 

 

（５）必要規模の検証 

平成２８年８月１９日の市議会「全員協議会」では、構想レベルとしての庁舎の規模に

ついて、改築の東庁舎約４,０００㎡、新築の北庁舎約２,２００㎡、改修の西庁舎約

７,６００㎡の３棟構成とし計１４,８００㎡で提示しており、現庁舎の延べ床面積である

約１０,２７３㎡を大幅に上回っていた。 

改めて、本市庁舎の適正な規模について、より具体的に検証することとする。 

検証の方法としては多くの自治体で採用している、①人口５万人～１０万人規模の市庁舎

の「事例による規模推定」、②国が示す「算定基準」、③「建築計画・設計シリーズ７－庁舎

施設」の３通りの方法と算出結果を以下に示す。 

庁舎規模算定のまとめ

　　H35全職員数の設定 正職員 非常勤職員 特別職 計

443人 109人 4人 556人

　　H35本庁舎職員数の設定 正職員 非常勤職員 特別職 計

342人 91人 3人 436人
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① 事例による規模推定 

本市の人口（約６３，０００人）と同等規模で直近５年以内に完成した庁舎事例から規

模を推定する。 

下表のとおり、人口５万人～１０万人規模の市では、本庁舎職員１人当たり２８．３㎡

となりこれを本市に当てはめると、４３６人×２８.３㎡／人＝１２，３３９㎡となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 国の算定基準による規模算出 

ここでは、※総務省地方債庁舎算定基準及び※国土交通省新営庁舎面積算定基準に基づ 

き算出する。 

（※）総務省地方債庁舎算定基準は、地方債を利用して庁舎を整備する場合の起債対象面積を

算定するための基準とされていたが、同基準は平成２３年度に廃止されているものの、

多くの自治体で検証する参考基準として現在も用いられている。 

（※）国土交通省新営庁舎面積算定基準は、同省官庁営繕部が国の庁舎建設の際の基準として

用いているもので、地方自治体の庁舎規模基準との関係性はないが、参考基準として、

多くの自治体で引用されている基準である。 

・総務省地方債庁舎算定基準では、１０，０５１㎡ 

・国土交通省新営庁舎面積算定基準では、１１，４４７㎡となる 

③ 建築計画・設計シリーズ７－庁舎施設による規模算出 

職員１人当たりの庁舎床面積は約２５～３５㎡となっており、これを本市に当てはめる

と、４３６人×２５～３５㎡＝１０，９００㎡～１５，２６０㎡となる。 

■まとめ 

① 事例による規模     １２，３３９㎡ 

② 国の基準による規模   １０，０５１㎡ or１１，４４７㎡ 

③ 職員数による規模    １０，９００㎡～１５，２６０㎡（平均１３，０８０㎡） 

 

 

 

都 市 名 人 口 完成時期
本庁舎

延べ床面積
(㎡)

本庁舎職員数
（人）

職員1人当たり
面積
㎡/人

合併数

① 新潟県燕市 80,900 平成25年2月 11,443 376 30.4 １市２町

② 新潟県新発田市 99,279 平成29年3月 12,995 471 27.6 １市２町１村

③ 栃木県下野市 60,224 平成28年2月 9,741 305 31.9 ３町

④ 福島県須賀川市 76,672 平成29年3月 17,020 589 28.9 １市１町１村

⑤ 長野県安曇野市　 98,630 平成27年3月 16,638 734 22.7 ３町２村

⑥ 兵庫県豊岡市 82,250 平成26年3月 15,000 530 28.3 １市５町

職員1人当たりの平均面積 28.3



18 
 

■本庁舎の規模と棟構成（現庁舎との比較） 

① 事例による規模は、約２，１００㎡不足している。 

② 国の基準による規模は、 大約１，２００㎡不足している。 

③ 職員数による規模は、約２，８００㎡不足している。 

これらの平均値を求めると、 

（１２，３３９㎡＋１０，０５１㎡＋１１，４４７㎡＋１３，０８０㎡）÷４ 

＝１１，７２９㎡となる。 

以上のことから、本庁舎の規模は約１１，８００㎡程度が客観的な標準規模となり、現庁舎

は約１，５００㎡（約１５％）不足することとなった。 

     ※参考 現庁舎の延床面積は、 

東庁舎         約 2,569 ㎡

西庁舎         約 7,594 ㎡

選挙管理委員会事務局   約 110 ㎡

計 約 10,273 ㎡

２ プランの検討 

（１）各部門の平面計画 

庁舎の平面計画では、市長・副市長を中心に執務を直接サポートする秘書・企画・総務等

で構成される行政の管理部門となる①「管理部門」、市民利用の多い窓口(戸籍・住民票・保

険・年金・福祉・こども等)業務を担う②「窓口部門」、窓口業務以外の商・工・農・観光・

建設など対象が専門化する③「事業部門」、そして議場を含む議会関係諸室全体を④「議会

部門」として区分し、これら４つの部門のゾーニングが建築計画の中心となる。 

 

① 管理部門 

庁舎は基本的に市民に開かれた存在でなければならないものの、行政の管理部門機能と

いう性格上、セキュリティの確保は重要なファクターとなる。 

接客に対する待合ロビーや秘書による受付窓口を配してコントロールし、万一に備えた

複数ルートの動線確保についても配慮する。 

また、執行部門は議会との関連を重視し、動線上連絡しやすい位置に配置するとともに、

幹部会議である行政経営会議室及び非常災害時の災害対策本部会議室（以上は兼用室で対

応可）を同フロアに配置することについても配慮する。 

② 窓口部門 

庁舎計画の 大のポイントが窓口部門の計画であり、つくり方は金融機関の窓口に近似

している。 

窓口業務には、住民票、戸籍、福祉、税務などがあり、全国的な傾向として来庁者の

７０％～８０％は住民基本台帳による市民窓口と税務台帳を中心とした税務窓口、そして

福祉窓口であるといわれている。 

窓口は市民と行政の接点で、市民が庁舎を身近に感じて、気軽になんでも相談できるよ

うにする必要があり、窓口で受けた印象が行政に対する評価を決定しがちである。 
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そこで、窓口業務のポイントは①歩かせない、②待たせない、③分かりやすい、である。

この主旨を活かすために、可能な限りローカウンターを採用した窓口方式の導入を検討

する。また、窓口部門の配置を検討する際は、窓口に訪れる市民の目的の多くがライフイ

ベント（出生、結婚、転出入）に伴う、各種手続きであることを踏まえて、可能な限り低

層階又はエレベータ付近へ計画する。 

 

③ 事業部門 

現在の本市執務室の配置は、西庁舎が中廊下型、東庁舎も現在は中廊下型に変更してい

る。このタイプは執務室背面に窓などの開口部が多くなるため、レイアウトが限られ、両

サイドの壁や執務室内にキャビネットを

置くなどにより対応せざるを得ず、組織

改編に伴う職員増減に支障をきたしてし

まう。 

視察した福島県伊達市や新潟県燕市な

ど、多くの自治体が採用している片廊下

型の場合は執務室内にキャビネットなど

の書架を設けないことで、職員の増減に

柔軟に対応可能で、また、執務室背面に

書架、職員専用通路、会議室及び更衣室

などを設けることで市民との動線と分離

しているなど、合理的・効率的な平面構

成となっている。反面、書類が手元に置

けないため、書庫管理が重要課題になる。また、ひとつの机の列に複数の部署が混在する

こともある。 

このように、理想としては片廊下型のプランが望ましいと考えられるが、中廊下型の西

庁舎については、構造的な条件やエレベータの位置等によって改造が限定されるため、現

状を踏まえつつ、片廊下型のメリットを 大限導入したプランを検討する。 

 

④ 議会部門 

議場、委員会室、正副議長室、議会事務局などの諸室で構成される。 

プランタイプとしては建物の規模を考慮すると、議場を中央に置く中央型ではなく、議

場と諸室を並列する並立型で検討する。 

また、多くの自治体では、年間の使用率が低い議場や全員協議会室については、座席を

可動にして講堂や大会議室に活用する例が多くなっているが、一方において座席の機械的

あるいは人的な可動方式、いずれの場合も収納スペースを備えることによってコストアッ

プにつながるため、慎重な検討が必要である。 

さらに中規模以上の自治体では議員控室を会派ごとの専用室を設ける場合が多いが、選

挙ごとに会派数や構成議員が変わるため、一室をパーティション等で仕切るなどの工夫が
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必要である。 

⑤ その他 

「事務部門」以外の独立した行政組織として、教育委員会・農業委員会・選挙管理委員

会・監査委員などの諸室については、現状の業務内容を踏まえつつ、独立性を確保した配

置を検討する。 

特に選挙管理委員会については、選挙時の期日前投票所としての機能に配慮し、閉庁時

間でも有権者が投票しやすい配置を検討する。 

 

（２）プランの作成 

ここでは、「（５）必要規模の検証」で算出した本庁舎の目標となる規模、約１１，８００㎡

 を踏まえ、下記の前提条件に基づき“棟構成”別に３案を作成する。 

① 西庁舎については、現状を 大限活用する（改修費用の縮減）。 

ただし、防音対策及び空調ロスの低減のため西庁舎中央部の吹き抜け部分を壁等で区

画し、1 階ロビー上部吹き抜け部に防音対策を施すこと。 

② 東庁舎については、エレベータ棟へ改築する案も含め、次期組織改編なども含めた検

討を実施する。 

法定耐用年数に対する残存年数が１年の同庁舎は、耐震構造指標の数値も基準値をク

リアしていないことから、耐震改修による補強工事を行っても構造体の延命にはならな

いため解体する。 

③ 議会フロアは庁舎の 上階とする（議会の独立性）。 

議会は行政部門と密接な連携を保ちながらも、その性格上、独立性を確保する必要が

あること。また、議場は、一般的な執務室より天井高を高くする必要があることから、

上階に設定する。 

④ 北庁舎の規模は、西庁舎の改修工事時の業務の継続性、エレベータ棟とのバランスを

踏まえつつ、 適な必要規模及び機能を確保する。 

 

以上、４つの前提条件のほかに、“望ましい”条件としては次の４点が挙げられる。 

① 窓口部門については、1 階でのワンフロアサービスが可能な空間の確保が望ましい。 

なお、ヒアリングの結果から、税務課、収納課、生活支援課及び介護福祉課は必ずし

もワンフロアでのサービス対応を必要としない。 

② 選挙時における期日前投票所については、現位置での改修案を含め再検討する。 

市民がアクセスしやすく、閉庁日に単独開放可能な配置とするものの、通常は会議室、

確定申告時の会場又は待合ホールとしての利用を考慮する。 

③ 西庁舎５階のサーバー室については、北庁舎に整備することが望ましい。 

西庁舎は、耐震安全性上の重要度係数が１.００であるが、（出典：平成２５年３月国土交

通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」）新築した場合の北庁舎は１．５とする予定（既

存西庁舎は１.００）であることから、その際、交通防災課の J アラート(全国瞬時警報シ

ステム：総務省消防庁)の衛星受信機についても同室に移設することが望ましい。 
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④ 交通防災課と隣接する災害対策本部会議室は、市長室との連携を踏まえた配置とする。

災害時に関係機関の集散時の機動性やアクセス性を考慮する。 

（参考）本市では、他に LGWAN を利用したエムネット(緊急情報ネットワークシステム：内閣

官房)、Ｌアラート(災害情報共有システム：宮城県)、潮位計及び通信機器(塩釜消防本

部)、行政無線(同報系及び移動系)を運用している。 

 

以下に３案の配置模式図を示す。                  

第１案：現在と同様の「東西２棟構成案」 

 

目標規模より約９００㎡増となる 

約１２，７００㎡ 

※プレハブ仮庁舎が必要となる 

 

 

  

第２案：北庁舎の新築、東庁舎解体による「北

西２棟構成案」 

 

    敷地条件から 大規模（面積、高さ）

を想定した案 

    目標規模をやや下回る 

約１２,１００㎡ 

    

 

 

 

 

第３案：北庁舎の新築による「３棟構成案」 

 

目標規模より約２，６００㎡増となる

約１４，４００㎡

    

 

 

 

 

 

 

 

   

※第２案の東庁舎解体後の跡地活用については、別途検討する。 
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※第３案の東庁舎に地下を整備する場合は、災害時の貯水槽等による活用について別途検

討する。 

※第２案及び第３案の北庁舎と西庁舎を接続する連絡通路の幅員については、現在の西庁

舎２階の北側出入口と同程度の２ｍで設定しているが、連絡通路延長が約１２ｍになる

ため、構造・通行量・デザイン性及び心理的な観点等から別途検討する。 

 

（３）プランの比較 

上記３案について、「第４章 整備計画 １ 庁舎の規模の検討」において整理した庁舎に

必要な空間要素及び工期・事業費・長期的視点に基づき比較した。 

庁舎に必要な空間要素 
第 1 案 

東西２棟構成案

第２案 

北西２棟構成案

第３案 

３棟構成案 

防災・災害復興拠点としての機能強化 ○ ○ ○ 

良質な市民サービスフロアの充実 ○ ○ ○ 

ワンフロアサービスの実現 ○ △ ○ 

効率的な執務環境等の充実 〇 〇 〇 

議会フロアのコンパクトな配置と充実 〇 ○ ○ 

プレハブ仮庁舎 必要 不要 不要 

 

工期・事業費・長期的視点 
第 1 案 

東西２棟構成案

第２案 

北西２棟構成案

第３案 

３棟構成案 

工 期 令和 7 年完了 令和 6 年完了 

 

令和 7 年完了 

事業費（什器・その他関連事業費含

む） 

総額 47 億円前

後 

総額 42 億円前後 総額 50 億円前後

長期的視点 

西庁舎の法定耐用年数に対する残存

年数は 20 年。 

※老朽化に伴う改築時 2040 年における本

市人口については、国立社会保障・人口問

題研究所が 55,841 人と予測。この時の本庁

舎職員を試算すると 386 人となる。 

西庁舎の改築時

に北側での庁舎

の建設は可能 

ただし、西庁舎と同

規模(約 7,600 ㎡)は

日影規制により困

難 

西庁舎の改築時

に東庁舎跡地に

新庁舎の建設が

可能 

西庁舎の改築時 

に仮庁舎の建設

場所が課題 

※人口減に伴う職員減の影響が未知数 
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（４）ＩＣＴ環境の整備 

ＩＣＴ技術の普及により業務の平準化が加速することが予想され、また２０４０問題を踏

まえ、職員数が減少する可能性が高いことから、新庁舎においては将来のデジタル市役所に

も対応が可能な整備を検討する。 

（５）考察 

以上の３案の検討・比較を踏まえ、本庁舎のあるべき将来像を次のように考察する。 

第１案の東庁舎の改築と西庁舎の改修による現状同様の東西２棟構成案が、 もシンプル

なデザインではあるが、現実的には東庁舎改築工事期間中に仮庁舎(プレハブ)が必要となり、

改築後は仮庁舎を解体することとなるため、仮庁舎の建設・解体費用は財政上の大きな“無

駄”となり、決して合理的とは言えない。 

第２案の東庁舎を解体して新築の北庁舎と既存の西庁舎の北西２棟構成案は、北庁舎を新

築し、西庁舎を改修したのち、東庁舎を解体することとなり、事業費及び工期の面で も合

理的な方法であるものの、ワンフロアサービスがスペース的に困難であるものの、ハード整

備だけではなくソフト整備も同時に実施することで、合理的な行政サービスの提供は可能で

ある。 

第３案は、ほぼ全ての前提条件を満足するが、事業費が３案中 大となり本市の財政上の

大きな負担になることが 大の課題である。 

従って、事業費及び機能の面からも も優位な第２案の「２棟構成案」を軸に、機能性・

合理性・経済性について「基本設計」段階でより詳細な検討を加えることとする。 

 

３ 庁舎周辺施設の整備 

ここでは、同一敷地内の庁舎本体以外の各種施設及び本市独自の立地特性や市民サービス等

に着目した整備のあり方について整理する。 

（１）駐車場（来庁車と公用車） 

来庁者駐車場の必要台数を推計する。『建築計画・設計シリーズ７－庁舎施設』より 

必要台数＝１日平均の延べ駐車台数×窓口部門の滞留率１０％ 

＋１日平均の延べ駐車台数×窓口部門以外の滞留率３０％ 

平成２８年度１年間の実績を見ると、ピーク台数は６月で、１日平均の延べ台数は約９５

０台、これを上記の式にあてはめると必要台数は約３８０台となる。 

現在の来庁者駐車場台数は西側１３３台、正面５７台、計１９０台で上記算定からは約１

９０台の不足であるが、実態では滞留時間が短く、かつ、利用回転率が高いため大きく支障

する状況にはなっていない。 

従って、庁舎及び周辺施設の整備に際しては、可能な限りの駐車スペースの確保に配慮す

る。 

また、現在本市が保有している公用車は８０台であるが、庁舎周辺に分散し、来庁者駐車

場との混在も見られるため、効率的な配置を検討することとする。 
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（２）史都中央通線との関連 

本庁舎は、多賀城駅前と文化センターをつなぐ都市

計画道路「史都中央通線」沿道の中間に位置し、都心

部を形成する貴重な空間であり、街並み環境を構成す

る重要な建築物となる。 

従って、当該道路の沿道利用に関しては、多賀城駅

前を核とする中心市街地の活性化に寄与する場として

のあり方が求められる。 

また、史都中央通線整備後の同路線東側の上記用地

を含む敷地については、庁舎敷地からの分離を予定し

ていることから、同路線との一体的な利用が望ましい。

（※現在の庁舎敷地面積は約１２，４００㎡、分離後の庁

舎敷地面積は約９，２００㎡） 

 

  

 

     
北庁舎整備予定地 

 

３）既存施設の移転等（記念碑等、雪隠など） 

① 庁舎敷地の北西角に位置する記念碑等については、平成３１年度に移設を完了した。

② 「雪隠（公共便所）」は、当面継続利用することとする。 

③ 「選挙管理委員会事務所」については、当初、多賀城駅周辺土地区画整理事業の事務

所だったものを、平成１５年に中古物件として取得し現在に至っているが、期日前投

票等の選挙事務には手狭であるなどの問題を抱えているため、次期組織改編の動向も

踏まえ、現位置での改修又は本庁舎への移転等の 適な手法を継続して検討する。 

④ 庁舎敷地の正面入口付近の「ガードマンボックス」は解体する。 

 

（４）上下水道部門の取扱い 

建設部下水道課は、平成１８年度から水道庁舎に入っており、本庁舎の整備に伴って戻る

ことが本来の姿であり望ましいが、令和２年度からの公営企業化に伴い、水道事業会計と一

体化も検討されている。 

西庁舎屋上から見た史都中央通線整備予定地 

(老人憩の家跡地) 
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なお、上下水道部門の本庁舎への移転は、平成３０年度に検討した結果、本庁舎へは移転

しないこととなっている。 

 

（５）雨水対策としてのオンサイト貯留施設の整備 

本市の公共下水道事業における雨水対策は、１０年確率降雨（52.2mm／時）を整備目標値

に掲げ、雨水幹線や雨水ポンプ場の整備を進めているが、近年、突発的な局地的豪雨や集中

豪雨が全国各地で起こる中、公共下水道事業の雨水対策のみでは対応しきれず、自助・共助・

公助による様々な取組によって浸水被害を 小限にするための総合的な取組指針とするこ

とを目的として、平成２７年５月に多賀城市総合治水計画を策定した。 

この計画では、市内の学校や公園などの公共施設にオンサイト貯留施設を設置するものと

し、本庁舎に関連するものとしては、西側駐車場・庁舎敷地内の北側駐車場及び庁舎前駐車

場にそれぞれ下表のとおり設定されている。 

施 設 名 敷地面積 ※
貯留可能

面積率 

オンサイト 

貯留施設面積

オンサイト 

貯留施設水深

調整池容量

多賀城市役所駐車場１（西側） ４,４０３㎡ ８４％ ３,６９９㎡ ０.１ｍ ３７０ �

多賀城市役所駐車場２（北側）  ７４０㎡ ８４％ ６２２㎡ ０.１ｍ ６２ �

多賀城市役所駐車場３（南側） １,７５３㎡ ８４％ １,４７３㎡ ０.１ｍ １４７ �

                                 計 ５７９ � ��

（※）貯留可能面積率とは「流域貯留施設等技術指針(社団法人 雨水貯留浸透技術協会)に示されている値を参考に、

駐車場は敷地面積の約 84%、学校はグランド面積の約 80%、児童公園は敷地面積の約 60%などと設定している。

 

従って、本庁舎敷地内では表の駐車場２（北側）及び駐車場３（南側）の調整池容量計

２０９ の整備が必要となる（例えば、１４�５ｍ四方の敷地で深さ１ｍの規模）が、敷地の形状

等を考慮し、同規模の貯留容量の確保を前提にオフサイト貯留についても検討する。 
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４ 省エネ環境対策 

社会全体として環境負荷への低減が求められている中、地方公共団体においては地域での先

導的役割を担うべく、率先して取り組んでいく必要がある。 

庁舎の建設に当たっては、国土交通省が推進する「環境負荷低減に配慮した官庁施設」の考

え方や他市の取組事例を参考にし、次に掲げる項目に配慮し設計段階で具体的な導入検討を行

っていく。 

（１） 自然エネルギーの利用 

(ア) 自然光の活用により、照明負荷の低減を図る。 

(イ) 自然通風の活用により、冷房負荷の低減を図る。 

(ウ) 太陽光発電や外気冷房等による自然エネルギーの利用を図る。 

（２） エネルギー・資源の有効活用 

(ア) エネルギーの変換及び利用が、総合的かつ効率的に実施されるような建築設備システム

の導入を図る。 

(イ) 電力負荷の低減及び平準化を図る。 

(ウ) 施設部位に応じた運転制御方式により、搬送エネルギーの 小化を図る。 

(エ) 高効率照明器具の使用、施設部位に応じた点灯方式の採用等により、照明エネルギーの

小化を図る。 

(オ) 雨水利用設備、各種節水システムの活用等により、水資源の有効活用を図る。 

(カ) 信頼性が高く、適正な運転管理が可能な管理システムの構築及びエネルギー消費の見え

る化により、消費されるエネルギーの 小化を図る。 

（３） 熱負荷等の低減 

(ア) 断熱性及び気密性の高い材料・工法の採用等により、躯体を通した熱負荷の低減を図る。

(イ) 断熱・日射遮蔽性の高い建具及びガラス、庇等の採用により、開口部を通した熱負荷の

低減を図る。 

(ウ) 室内で発生した熱及び汚染物質の拡散を抑制し、空調・換気量を低減する。 

(エ) エネルギー損失の低減を考慮した建築設備システムとする。 

（４） 建物の長寿命化への配慮 

(ア) 床面積、床荷重等の余裕度及び間仕切り等の可変性に配慮し、内部機能の変化に柔軟に

対応できるものとする。 

(イ) 構造体については、耐久性に優れたものとする。 

(ウ) 建築非構造物及び建築設備については、合理的な耐久性が確保されたものであるととも

に、更新、修繕及び補修が容易なものとする。 

(エ) 適切な維持管理が容易に行えるよう、適切な作業スペース等を確保する。 

（５） 周辺環境保全への配慮 

(ア) 必要 小限の地形の改変、既存樹木の保全等により、既存の周辺環境の保全に配慮する。

(イ) 構内緑化の推進等により、熱負荷の低減、都市気候の緩和等に配慮する。 

(ウ) 有害物質の排出抑制等により、大気、水質、土壌等の汚染防止に配慮する。 
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環境負荷低減に配慮した官庁施設（グリーン庁舎）のイメージ 国土交通省 HP より 
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５ デザイン計画 

多賀城市都市計画マスタープランにおける景観形成の基本的な考え方は、『本市ならではの

個性や魅力を高め、美しい景観を創出するために、地域の成り立ちや歴史･文化資源等が創り

出す景観的特性を活かした良好な景観形成を図ることとし、緑豊かな都市環境を創出する』と

している。 

また、多賀城市歴史的風致維持向上計画では、「古代多賀城」、「塩竈街道」、「農村集落」、「貞

山運河」を重点区域として、本市域の中心部に位置する多賀城駅－市役所を取り囲むように設

定し、『史跡景観に配慮した街並みの形成、歌枕の環境と調和する景観の形成、農村景観の保

全など、歴史的風致に配慮した景観形成に取り組む』としている。 

さらに、本計画策定を契機に平成２３年度より本市は景観行政団体へ移行したことで、景観

計画の策定にも取り組むとしている。 

多賀城駅－市役所－文化センターは本市中心市街地の都市

軸であり、今後の本市景観形成の主導的・先導的役割をも担っ

ていることから、文化センターは多賀城の歴史性を踏まえた落

ち着きのある色調の外壁で、かつ敷地全体を塀で囲み、瓦によ

って構成する荘厳な雰囲気のデザインは内外から高い評価を

得ている（東北建築賞及び甍(いらか)賞を受賞）。 

また、既存の西庁舎は文化センターの色調に調和するように

建設され、同時に東庁舎も同様の考えのもとに改修された。 

一方、平成２８年３月に開館した多賀城駅北地区の再開発ビルは高層化を避けるとともに、

鉄道高架化事業に伴い新しくなった多賀城駅を含め、歴史性を重視しつつ現代的な要素を融合

させたデザインとして建設された。 

機能性を 優先する鉄道施設の中で、駅舎には古代多賀城の「朱色（蘇芳色）(すおういろ)」

を取り入れた。 

再開発ビルＡ棟は、図書館と書店で構成され「本の森」をイメージしたインテリアとそれを

カーテンウォールを通して外部に醸し出すデザインとしている。 

再開発ビルＢ棟は、子どもの施設と老人福祉施設が共存する構成によって屋上園庭を設けた

シンプルなデザインとしている。 

 

本庁舎の整備に際しては、これらの本市独自の歴史性・現代性を融合したデザインに基づき、

既存の公共施設のデザインを踏まえ、周辺環境と一体となった景観づくりに寄与することが必

要である。 
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第５章 事業計画 

１ 事業方式の検討 

総務省の調査（平成２３年１２月）によると、ＰＦＩ事業による公共施設の事例３７３件

（庁舎は１７件）のうち、６１％がＢＴＯ方式、９.９％がＤＢＯ方式を採用していることか

ら、庁舎の主な建設手法として、一般方式（従来方式）、ＤＢＯ方式、ＰＦＩ方式（ＢＴＯ

方式）の３つの手法について、その概要を下記のとおり整理する。 

各事業方式の概要 

方式の区分 概要 

 

従来方式 

 

通常の公共事業の実施手

法で、市が自ら起債や補

助金等により資金を調達

し、設計、建設、維持管

理及び運営等について、

業務ごとに民間事集者に

請負・委託契約として発

注する方式。 

DBO方式 

(Design Build Operate) 

市が資金を調達し、市が所 

有権を有したまま、施設の 

設計・建設、維持管理及び 

運営を包括的に民間事業

者に委託する方式。 

 

※PFIに近似する手法であるが、PFIは民間が建設主体で、資金調達も行

うのに対して、DBOは建設主体、資金調達ともに市であるため、PFI的

手法として位置づけられている。 

PFI方式 

(Private Finance Initiative) 

 

PFI法に基づいて民間事業者の経営能力・技術力(ノウハウ)を活用し、公

共施設の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手

法。 

 BTO方式 

(Build Transfer 

Operate) 

民間事業者が資金調達・ 

建設を行い、.建設した

直後に建物の所有権を

市に移転した後、民間事

業者が維持管理・運営を

行う方式。 

平成２５年９月末現在、ＰＦＩ事業実施方針を公表している件数は、前記の総務省調査の

事例３７３件を含め４２８件で、このうち地方自治体で行政庁舎の整備にＰＦＩ事業を導入

している事例は次ページの表に示すわずか４件にすぎず、庁舎機能のほか市民交流スペース
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等を組み合わせた複合型施設でもある。 

 

自 治 体 手 法 事業期間 入札参加者 事 業 内 容 
建 設 運 営 

岩手県紫波町 ＢＴＯ 2年6ヶ月 15年 １社 ・庁舎：7,000㎡ 
保健センター含む 

京都市左京区 ＤＢＯ 2年1ヵ月 14年11ヶ月 ２社 ・庁舎：13,000㎡ 
区民交流スペース含む 

京都市伏見区 ＢＴＯ 2年 15年3ヵ月 ２社 ・庁舎：14,000㎡ 
青少年活動センター・市民交
流スペース機能含む 

横浜市瀬谷区 
 

ＢＴＯ 4年3ヵ月 13年 １社 ・庁舎：9,000㎡ 
公会堂・食堂含む 

・街区公園（6,000㎡） 

これらの事例では、事業者選定時の入札参加者が１～２社と少なく、現在ＰＦＩ事業の導

入を検討している他自治体においても、事業化に至っていないのが実情である。 

このようにＰＦＩ事業を庁舎整備に導入する際の課題として、以下のことが挙げられる。

（１） ＤＢＯ・ＰＦＩ方式は民間ノウハウを活かした設計･施工により建設コストの縮減  

が期待できるものの、維持管理面では、一般的な庁舎においては民間経営による付

帯事業、すなわち収益が見込める事業の可能性が低く民間の創意工夫を発揮できる

範囲が狭いため、運営収入の確保がさほど見込めないことから、他の公共施設に比

べ導入するメリットが少ないこと。 

※上記３方式のいずれの場合も、庁舎の場合は民間事業者の運営業務範囲が眼定的であるため、運営 

業務は基本的に公共主体となる 

（２） ＰＦＩ方式では金融、法務、技術に関して高度な知識が必要なため、弁護士、コン

サル等に対するアドバイザー契約が発生することや、事業実施にあたっては導入可

能性調査、事業後のモニタリング調査の実施などＰＦＩ事業特有の業務が伴うため、

発注者側に専門的な知識を備えた職員が求められる。そのため、発注者側の専門的

負担が大きくＰＦＩ事業に取り組む環境が整っていないこと。 

（３） ＰＦＩ方式の実施にあたり民間事業者自ら特定目的会社（ＳＰＣ）を設立すること

が前提であり、民間事業者には資金調達能力とリスク分担能力が求められるため、

参入企業は大手企業が多くを占め、地域経済への波及効果が少ないこと。 

（４） ＤＢＯ・ＰＦＩ方式の導入に際して、準備から事業者選定、契約等の手続きは相当

の時間を要すること。 

 

以上のことから、平成３０年度設計、同３５年度完了を前提条件としている本市の庁舎整

備においては、ＤＢＯ・ＰＦＩ方式の導入は非常に困難であるため、従来方式が適当である

と考える。 
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２ 全体配置計画（第２案 ２棟構成案） 

 

 

 



32 
 

３ 概算事業費（第２案 ２棟構成案） 

                      

       

  ※概算事業費単価は、現在の西庁舎程度の整備を想定した単価としている。 

 

４ 事業スケジュールと建設手順（第２案 ２棟構成案） 
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改訂履歴 

 

令和２年２月２５日 改訂 


