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設計方針 01 

1. 1. 1. 1. 設計設計設計設計方針方針方針方針    

  

     幕別町新庁舎建設基本構想に示された基本理念と基本方針に基づき、幕別町新庁舎建設基本構想に示された基本理念と基本方針に基づき、幕別町新庁舎建設基本構想に示された基本理念と基本方針に基づき、幕別町新庁舎建設基本構想に示された基本理念と基本方針に基づき、    

                        利便性が高く、永きにわたり利便性が高く、永きにわたり利便性が高く、永きにわたり利便性が高く、永きにわたり安全・安心に利用される庁舎を目指します。安全・安心に利用される庁舎を目指します。安全・安心に利用される庁舎を目指します。安全・安心に利用される庁舎を目指します。    

 

基本理念基本理念基本理念基本理念    

  人と環境に優しく、町民に開かれた、町民の参加と協働による『まちづくりの拠点』 

 

基本方針基本方針基本方針基本方針 1111        高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障障障障がいがいがいがい者者者者のののの方方方方はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、すべてのすべてのすべてのすべての人人人人がががが利用利用利用利用しやすいユニバーサルデザインがしやすいユニバーサルデザインがしやすいユニバーサルデザインがしやすいユニバーサルデザインが図図図図られたられたられたられた庁舎庁舎庁舎庁舎    

       ①全ての方が利用しやすい段差の無い庁舎 

       ②エレベーターや階段を分かりやすい場所に配置 

       ③各階に多機能トイレを配置 

       ④オストメイト対応のユニバーサルトイレを設置 

       ⑤車いす利用者駐車スペースを正面玄関の近くに配置 

基本方針基本方針基本方針基本方針 2222        分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい機能機能機能機能やややや安全性安全性安全性安全性へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮のもとのもとのもとのもと、、、、住民住民住民住民のののの触触触触れれれれ合合合合いのいのいのいの場場場場としてとしてとしてとして親親親親しまれるしまれるしまれるしまれる庁舎庁舎庁舎庁舎    

       ①住民活動を想定した町民ロビー及び多機能会議室の設置 

       ②1 階には住民利用の多い窓口を配置 

       ③関連窓口の近接配置 

       ④プライバシーに配慮した相談室の設置 

       ⑤歩行者の安全を守るため歩車道を分離した外構動線計画 

       ⑥２面が町道に接した利用しやすい来庁者駐車場の配置 

基本方針基本方針基本方針基本方針３３３３        多様化多様化多様化多様化するするするする行政需要行政需要行政需要行政需要のののの変化変化変化変化にににに対応可能対応可能対応可能対応可能なななな庁舎庁舎庁舎庁舎    

       ①時代や機能の変化に柔軟に対応し、自由なオフィスレイアウトが可能なオープンフロア 

       ②多目的利用が可能な会議室の設置 

基本方針基本方針基本方針基本方針４４４４        防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを十分十分十分十分にににに備備備備えたえたえたえた庁舎庁舎庁舎庁舎    

       ①免震構造による安全性と耐震性の高い建物 

       ②災害対策本部として利用可能な会議室を設置 

       ③非常用自家発電機、防災水槽、災害備蓄庫などの設置 

基本方針基本方針基本方針基本方針 5555        省資源省資源省資源省資源やややや省省省省エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに対応対応対応対応したしたしたした経済的経済的経済的経済的でででで維持管理維持管理維持管理維持管理のしやすいのしやすいのしやすいのしやすい環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした庁舎庁舎庁舎庁舎    

       ①自然光の取り入れや自然換気を可能とする吹抜及びエコボイドの設置 

       ②太陽光発電システムの導入 

       ③地中熱ヒートポンプを併用した暖房システムの導入 

       ④外断熱工法等による高断熱建築 

       ⑤外断熱工法による建物の長寿命化 

       ⑥メンテナンスの掛からない外装材の使用 

基本方針基本方針基本方針基本方針 6666        幕別町幕別町幕別町幕別町のシンボルとなるようなのシンボルとなるようなのシンボルとなるようなのシンボルとなるような庁舎庁舎庁舎庁舎    

       ①免震構造による安全性と耐震性の高い建物 

       ②省エネルギーに配慮した自然環境に優しい庁舎 
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計画概要 

2. 計画概要 

 

1．計画地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．建築概要 

建物用途：庁舎 

建築場所：北海道中川郡幕別町本町 130 番地 

用途地域：第 1 種住居地域 

防火地域：指定なし。第 22 条指定区域 

建ぺい律：60％ 

容 積 率：200％ 

道  路：東側 町道幅員 13ｍ 

     南側 町道幅員 27ｍ 

敷地面積：約 11,438 ㎡ 

面  積：  

 

 

 

 

 

 

延床面積 階数 面積 

 3 階 1,545 ㎡ 

 2 階 1,780 ㎡ 

 1 階 1,855 ㎡ 

 地下 1 階 20 ㎡ 

 合計 5,200 ㎡ 

建築面積  1,905 ㎡ 

計画地 

計画地 位置図 1 

計画地 位置図 2 

現庁舎 

町民会館 

止若公園 

計画地 

計画地 

幕別町都市計画図 
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7. 内装計画 

 

1.基本的考え方 

木材の採用や飽きのこないシンプルなデザインを採用し、永きにわたり親しまれる庁舎を目指します。 

   

 ①事務室の床はフリーアクセス機能と設備を両立する OA フロアとし、仕上げは張り替えの容易なタイル 

  カーペットとします。 

  事務室の壁は塗装仕上げを基本とし、飽きのこないシンプルな内装計画とします。 

 ②議場や町長室等の内装材は、地域性が感じられる道産材等を使用します。 

 ③バックスペースゾーンのうち、主として職員利用となる諸室については、コスト・機能・耐久性を考慮し、 

  経済設計に配慮した内装とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室名 床仕上 壁 天井 

町民ロビー 磁器質タイル 
石膏ボード EP 

木ルーバー（不燃） 
岩綿吸音板 

事務室 タイルカーペット（OA フロア） 石膏ボード EP 岩綿吸音板 

町長室・副町長室・応接室 タイルカーペット 
ビニルクロス 

腰壁：木練付パネル 
岩綿吸音板 

議場 タイルカーペット（OA フロア） 
木ルーバー（不燃） 

木練付パネル（不燃） 
木ルーバー（不燃） 

正副議長室 タイルカーペット（OA フロア） 
ビニルクロス 

腰壁：木練付パネル 
岩綿吸音板 

議員控室 タイルカーペット 
ビニルクロス 

腰壁：木練付パネル 
岩綿吸音板 

 

内部イメージ 

主要居室の内装仕上表 
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08 構造計画・設備計画 

8. 構造計画 

 

１.基本的考え方 

地震時における建物の安全性や機能を確保し、大地震後も行政機能を維持できることを目標とします。 

 

2.耐震設計方針 

 躯体の損傷を防止するだけではなく、大地震後の機能維持にも優れる免震構造を採用します。 

 

3.地盤概要と基礎計画 

①地盤概要 

敷地の地層構成は、地表面から表土層、火山灰質砂層、礫混じり火山灰質砂層、砂礫層そして池田層となってい

ます。 

②基礎形式 

地表面から-4ｍ程度に比較的密で締まった状態の砂礫層があることから、このレベルを支持層とした直接基礎を

検討します。 

基礎形式は、今後まとめられる地盤調査結果により最終的な方針を決定します。 

 

4.架構計画 

上部架構の構造種別の選定は、下記の理由により鉄筋コンクリート造を主構造とします。 

①建物規模が３階であること。 

②免震構造であるため、上部架構は硬い構造の方が揺れの強さを低減させる免振効果が、より得られること。 

③経済性に優れていること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 設備計画 

 

1.基本的考え方 

 ①災害時への安全・安心を確保した庁舎 

・災害時における給水・排水・電源機能を維持する計画とします。 

・災害・防災活動が想定される会議室等の空調・換気設備及び照明・コンセント等の機能が維持できる 

 計画とします。 

 

 ②自然環境に優しい庁舎 

・再生可能エネルギーの１つである「地中熱」を利用します。 

・空調負荷の適正なゾーニングを行います。 

・地域の特性を活かしたナイトパージを活用します。 

・空調・換気設備の適正な運転制御のできる設備計画とします。 

・自然エネルギーを有効利用した太陽光発電システムを計画します。  

・照明器具には消費電力の少ないＬＥＤを採用します。 

・照明は人感センサー及び明るさセンサーにより昼光制御をします。 

 

 ③経済性・メンテナンス性に配慮した庁舎 

・イニシャルコスト（工事費）とランニングコスト（維持管理費）のバランスを考慮した計画とします。 

・有資格者が不要なシステムを計画します。 

・維持管理が容易なシステムを計画します。    

・機器は汎用品を採用し、メンテナンス、機器更新に配慮します。    

・管理を一元化することで運転効率の向上を図ります。    

・機器増設、更新を容易にできる拡張性のあるシステムを構築します。    

 

 

RC造 S造 SRC造 木造

○ ◎ ◎ △

プレストレスにより対応
重いRC床の支持や一体化
が困難

◎ △ ○ △

上部架構は硬い方が免震
効果が高くなる。

◎ ○ △ △

RC造とS造の両工事が入る
ため

総合判定 ◎ ○ △ ×

大スパンへの対応

免震効果

経済性

＜上部架構の構造種別比較表＞ 
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10. ＢＣＰ計画（非常時機能持続計画） 

    

1.基本的考え方 

災害発生時、町民の生活を守る防災活動拠点としての機能を維持できる庁舎とします 

①災害（地震・浸水・台風・火災等）に強い建築計画 

②機能を維持・継続できる設備計画 

③防災活動拠点となる機能の整備 

 

 地震時の被害の防止対策メニュー 分野 対策内容 

耐震性の強化 建築 
地震発生後の迅速な災害対応が可能となるよう、耐震性が高く建物の揺れの少ない免震構造を採用する。 

機械設備・電気設備に免震フレキを採用する。 

天井の落下防止 建築 
天井が落ちない様、天井下地（LGS ハンガー、クリップ）を補強する。 

天井と壁にクリアランス（隙間）を設けた「エキスパンジョイント」を採用する。 

照明器具、空調機の落下防止 電気・空調 照明器具、空調フェースはワイヤー等で天井下地と結び、落下を防止する。 

空調機の落下防止 空調 

可能な限り床置き型空調機の採用を図る。 

天井内空調は吊りボルトを短くし、空調機の振動を抑える。 

吊りボルトが 1ｍ以上の場合は、耐震振れ止めをとる。 

配管・ダクトの落下防止 空調・衛生 建築設備耐震設計・施工指針に従う。 

物の壁・床からの転倒防止 電気・空調・衛生 床置き機器は設計水平震度に応じたアンカーで固定する。 

サッシ層間変位・ガラスの破損対策 建築 サッシ形状は適切な層間変位を確保する。 

   

地震発生後からの運用時の対策メニュー 分野 対策内容 

電気の確保 電気 

停電時、自家発電設備が自動起動により稼働する。 

自家発電設備の燃料は、外部の埋設オイルタンクから供給する。備蓄量は、ＢＣＰ対応負荷の 1～7 日間分を可能とする。 

建物内の電気供給は、災害直後、大災害、中災害、小災害、など災害規模に応じたパターンを設定する。 

給水の確保 衛生 

飲用水：ペットボトルにて対応する。 

雑用水：防災水槽を設置しトイレ洗浄水として利用（3 日分の確保） 

防災水槽の水を確保するため、緊急遮断弁を設置する。 

汚水の排水 衛生 地下ピットに汚水貯留槽を設置する。 

エレベーター災害時対応 エレベーター 災害後のエレベーターは自家発電により運転を可能とする。 

災害備蓄 建築 最上階に災害備蓄庫を設置する。 

排煙・換気 建築 自然排煙・自然換気できるサッシ構造とする 

災害時のストックヤード 建築 
外部の空きスペースを利用する。 

駐車場は車止めを設置せず、大型車輌が進入できるようにする。 

   

地震以外の災害の対策メニュー 分野 対策内容 

水害対策 建築 
猿別川の河川氾濫ハザードマップの水位より高い場所に建設する。 

機械室・屋外電気設備・災害備蓄庫等の重要設備は最上階に設置する。 

台風対策 建築 ガラスの耐風性能の確保 

火災対策 建築 
避難階段は、南北に分散配置し、安全な 2 方向避難経路を確保できる計画とする。 

行き止まりのない回廊動線により、火災発生場所を回避し避難できる計画とする。 
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12. セキュリティー計画 

1.基本的考え方 

 開かれた庁舎を目指すとともに、適切な情報管理が図られるセキュリティーを提案します。 

2.人の動線の管理 

町民に開かれた庁舎としての機能を確保しつつ、情報漏洩が発生しないセキュリティー計画とします。 

3.人の視線のコントロール 

「見える」「見えない」の人の視線をコントロールしながら、死角を無くします。 

また、相談者が特定されることのないようプライバシーの保護に配慮します。 

4.カメラによりモニタリング 

適正箇所にカメラを設置し、庁舎内の死角を無くすことが可能となります。 

不注意な行動や不正行為を心理的に抑止するほか、万一の場合にも記録された録画データで不正行為の追跡・ 

調査が可能となります。 

 

13. バリアフリー計画 

1.基本的考え方 

 ユニバーサルデザインに基づき、車いす利用者やベビーカー・シルバーカーの利用者など、すべての人が 

 わかりやすく利用しやすい庁舎を目指します。 

2.動線計画 

 ①屋内 

・町民利用の多い窓口部門を主に１階に集約配置し、段差の無いフロアとします。 

・正面玄関からわかりやすい位置に階段・エレベーターを配置します。 

②屋外 

・自動車と歩行者の動線交錯を極力少なくなるよう、各通路を配置します。 

・正面玄関前には広い車寄せを設置し、複数台の同時利用を可能とします。 

3.安全性への配慮 

・避難階段は南北に分散配置し、安全な2方向避難を確保出来る計画とします。 

・階段は幅150ｃｍ以上、けあげ16ｃｍ以下、踏面30ｃｍ以上、2段手すりとします。 

・行き止まりのない回廊動線により、火災発生場所を回避し避難できる計画とします。 

4.駐車場計画 

・車いす利用者用駐車場を正面玄関に近接して配置します。 

・車いす利用者用駐車場には屋根を設け、駐車場から建物入口までスムーズな移動経路を確保します。 

5.エレベーター計画 

全ての方が利用できるよう下記の項目を整備します。 

・手すり ・鏡 ・車いす利用者用操作盤 ・点字名板 ・音声アナウンス装置 

6.トイレ計画 

・各階には一般トイレに併設して車いす利用者が利用しやすい多機能トイレを設置します。 

・1階にはオストメイト対応のユニバーサルトイレを設置します。 

 

7.開かれた議会に相応しいバリアフリーな環境整備 

・車いす利用者が傍聴できるよう、傍聴席へのスロープを設置します。 

・傍聴スペース以外に議会中継を見られるシステムを導入し、多様な傍聴環境を整備します。 

8.誰でも利用しやすい窓口カウンター  

・窓口にはハイカウンターとローカウンターを設け、利用目的に適したカウンターを配置します。 

9.その他 

『北海道福祉のまちづくり条例』『バリアフリー法』に基づき、誰もが使いやすい庁舎を計画します。 

 

14. サイン計画 

1.基本的考え方 

 誰にでも見やすく分かりやすいサイン計画を提案します。 

2.調和のとれたサインデザイン 

・サインを色彩計画と共に分かりやすいデザインとします。 

サインの背景となる壁面・天井の色や、素材、照明位置を考慮しながら見やすいサインデザインとします。 

・執務空間に適したシンプルなデザインとします。 

地場産木材を一部に利用した、執務空間に適したシンプルなサインデザインとします。 

3.多様な手法によるわかりやすいサインデザイン 

・フロア案内板 

正面玄関付近に総合案内板、エレベーターホールには各階の案内板をわかりやすく配置します。 

車いす利用者、高齢者・子どもに見やすい案内表示、表示高さ、文字サイズとします。 

また、外国籍利用者に対する多言語表示、視覚障害者に対する触知図案内を行います。 

・ピクトグラム 

言語にかかわらず絵で理解できるピクトグラム（絵文字）を採用し、表示の大きさ・配色・コントラストに 

配慮した、わかりやすい表示とします。ピクトグラムは、ＪＩＳにて定められた案内図記号を用います。 

4.だれにも優しいサインデザイン 

・サイン色彩 

高齢者の視界黄変化に配慮し、明度差の大きな配色計画とします。また、寒色系の併用、白と黄色の組合せを

避けた計画とします。 

・サイン設置位置 

誰もが見やすい位置にサインを設置します。 

近距離で視認するサインについては、立位の人及び車いす利用者両者の視点の中間となる高さに設置します。 

・点字表示等 

エレベーター、階段手すり、案内板など点字による誘導を行います。 

誘導ブロックについては、わかりやすい単純な誘導となるよう配慮します。 

・使用者、使用頻度を考慮したサインデザイン 

サインの重要度や目的を考慮したサインデザインとします。 
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15. 概算工事費 

 

１．建物概要 

建築面積：1,905 ㎡ 

延床面積：3 階   1,545 ㎡ 

     2 階   1,780 ㎡ 

     1 階   1,855 ㎡ 

     地下 1 階   20 ㎡   

     合計   5,200 ㎡ 

構  造：鉄筋コンクリート造 

主な仕様：1.免震構造 

     2.外断熱工法 

     3.外装材：レンガ積み+ガルバリウム鋼板 

     4.断熱サッシ 

     5.高性能ガラス 

     6.太陽光発電パネル 

     7.地中熱ボアホール 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. コスト縮減検討中間報告書 

 

基本計画において、極力シンプルで機能的な材料を選択し、平面計画は機能的で単純なものを目指しています。 

また、今後の実施設計において、さらなるコスト縮減の検討を行います。 

 

１．トータルライフサイクルコスト（工事費+維持管理費）の縮減 

・庁舎の基本骨格を、長寿命で耐久性の高いものとし、内装や設備については、時代や技術の進歩とともに、更

新が可能な構成とします。 

・建築、構造、設備、外構等を総合的に検討し、ランニングコスト（維持管理費）を考慮した、費用対効果の高

い施設を実現します。 

・合理的な工法を比較検討しながら計画を進め、コストダウンを実現します。 

 

２．イニシャルコスト（工事費）の削減 

・整形でシンプルな建物形状とすることにより、外装面積の低減に努めます。 

・構造体を単純化することで、躯体のボリュームを縮小し、型枠やコンクリート、鉄筋等の数量低減に努めます。 

 

３．モデュール化・ユニット化、工業化工法の採用 

・各部寸法を規格化することにより、同一寸法部材の反復使用による、ローコスト化が可能となります。 

・建築躯体や内外装材への高耐久材や工業化製品の積極的使用により、現場作業の軽減や合理的な施工と、品質

の向上を図ります。 

 

4．経済的な構造計画 

・免震構造の採用により、免震層の上部構造にかかる地震力が大幅に軽減させることが可能となるため、上部架

構は一般の耐震構造に比べ経済性に優れた構造計画とします。 

・上部構造の架構及び免震部材は偏りの無いバランスの良い配置とし、経済性の高い構造計画とします。 

 

5．経済合理性に配慮した設備システム 

・地中熱ヒートポンプ、空冷ヒートポンプ、ＬＥＤ照明などの採用により、ライフサイクルコスト（工事費+維持

管理費）を考慮した、費用対効果の高い設備システムを採用します。 

 

※現時点の概算であり、各種の仕様・労務賃金等の変動により、今後において増減が生じる可能性があります。 

 
概算工事費 

 

建築工事  1,330,900,000 円 
 

空調設備工事   250,700,000 円 
 

給排水設備工事    98,600,000 円 
 

電気設備工事   248,500,000 円 
 

EV 工事    22,800,000 円  

外構工事  148,600,000 円  

解体工事  86,000,000 円  

計  2,186,100,000 円 
 

   A. 消費税（5％） 109,305,000 円  

   A. 合計 2,295,405,000 円  

   B. 消費税（8％） 174,888,000 円 
 

   B. 合計 2,360,988,000 円 
 

 


