
第８回袖ケ浦市庁舎整備検討市民委員会 

 

１ 開催日時  平成２９年１２月２２日 午前１０時００分開会 

 

２ 開催場所  保健センター集団指導室 

 

３ 出席委員 

委員長 鎌田 元弘  委 員 近藤 幸康 

副委員長 金子 祐司 委 員 山口 壹弘 

委 員 長嶋 忠雄 委 員 石井 久雄 

委 員 田村 光代 委 員 柴﨑 稔 

委 員 田中 直子 委 員 荻原 啓紀 

委 員 大島 省子 委 員 吉田 安衣 

 

 （欠席委員） 

委 員 根本 典子 委 員 中村 隆 

委 員 山田 満 委 員 関谷 佳久 

委 員 金子 慎一   

 

４ 出席職員 

総務部長 小泉 政洋 副主査 進藤 昭浩 

管財契約課長 佐藤 英利 副主査 川崎 弘充 

建築住宅課長 徳田 嘉寛 主事 藤平 祥伍 

管財班長 多田 晴美 榎本建築設計

事務所 

４名 

副主査 石井 喜夫 

 

５ 傍聴定員 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ５人 

 

６ 議 題 

（１）市民委員会からの提案の設計（案）への対応について 

（２）庁舎整備基本設計（案）の概要について 

 

７ 議 事 

（１）開会 



（２）委員長挨拶 

 

（３）市長挨拶 

 

（４）議事 

議題：（１）市民委員会からの提案の設計（案）への対応について 

   （２）庁舎整備基本設計（案）の概要について 

   

始めに、事務局から前回質問カードで提出された質問の回答と、９月

６日に市長へ提出した庁舎整備に関する提案書に盛り込んだ提案が、庁

舎整備基本設計（案）にどのように反映されたのかについて説明した。 

 

【質疑】 

荻原委員  ：７階建て庁舎の耐震補強工事について説明いただきたいです。 

  

佐藤課長  ：地震が起きたとき、その力を負担する耐震壁を設けます。本

日お配りしたＡ３サイズの資料の、柱と柱の間に赤い太線で

示した壁が耐震壁です。下の階から連続した耐震壁で補強し

ます。また、外周の壁の一部も補強することとしています。 

       

田中委員  ：市民交流スペースについて、パースを見ると軽音楽のコンサ

ートをしている絵となっていますが、客席として使用する椅

子を収納できる場所はありますか。 

 

佐藤課長  ：椅子を１階に保管する予定はありませんが、２階の市民協働

会議室や、庁舎内会議室の椅子を運び入れて対応することを

考えています。 

 

鎌田委員長 ：他に質疑はありますか。 

 

全体的に、我々の提案したものが骨子になっているというこ

とがご確認いただけたかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

またお気づきになったことはご発言いただければと思います。

それでは次の議題に移ります。議題（２）の庁舎整備基本設

計（案）の概要について、事務局からご説明をお願いします。 



事務局から（２）庁舎整備基本設計（案）の概要について説

明。 

 

【質疑】 

吉田委員  ：既存庁舎の７階のテラスから東西南３方向を、建替庁舎 1 期

の５階から海側を展望できるとのことですが、既存庁舎のエ

レベーターの６階、７階部分をガラス張りにして海側を見る

ことはできますか。 

 

佐藤課長  ：建替庁舎１期のエレベーターは南側に、既存庁舎のエレベー

ターは海側に設置し、２つの建物の間にエレベーターと階段

を集めた形になりますので、ガラス張りにして海側を見るこ

とは難しいです。既存庁舎の６階、７階についてもエレベー

ターは建物の中にありますので、外は見えません。 

 

吉田委員  ：議場棟がなくなることで駐車場の台数はどのくらい変わりま

すか。 

 

佐藤課長  ：現在の市役所は約５５０台の駐車スペースがあり、庁舎整備

後も同等の駐車台数を予定しています。議場棟は解体します

が、建替え庁舎１期ができますので、これまであった駐車ス

ペースを他のスペースで補う必要があります。また、公用車

は極力軽自動車とすることで、駐車スペースを抑えることも

考えています。 

 

荻原委員  ：既存庁舎に地階から２階までのエレベーターを新設する計画

があったと思いますが、どうなりましたか。 

 

佐藤課長  ：当初は、既存庁舎の地階から２階までのエレベーター設置を

考えていましたが、その時は、現在ある１階から７階までの

エレベーターを地下まで延長するのは費用がかかり困難と想

定していました。しかし、その後に調査した結果、あまりコ

ストをかけずに地下まで下ろすことができる目途が立ちまし

た。また、正面から入ってすぐにエレベーターのシャフトが

あると使い勝手があまり良くないということで、現在のエレ

ベーターを地下まで延長することとしました。 



荻原委員  ：主要な電気室、機械室は２階以上に設けるというのと、別棟

の上階に設置するという表現がありましたが、詳しい説明を

お願いします。 

 

佐藤課長  ：設備関係の機械は、現在の公用車駐車場の付近に別棟を建て

その２階に配置し、各棟へ電力等を供給することとしていま

す。 

 

山口委員  ：サイン計画については具体的な計画がありますか。私は以前

静岡県富士宮市役所を訪ねましたが、床に色分けした矢印が

あり、迷わずに行けてわかりやすかったです。 

 

佐藤課長  ：サイン計画については実施設計で具体的に決めていきます。

床の色分けした線のほか、大きな案内表示や窓口の説明によ

りわかりやすい案内を考えていきます。 

 

石井委員  ：大規模地震があった際の津波対策はどのようになっています

か。 

 

佐藤課長  ：東京湾口に高さ１０ｍの津波が押し寄せたとき、袖ケ浦市近

辺は２.４ｍ程度の高さになると予想されています。通常は３

ｍ以上の防潮堤で防いでいるので内陸部に入ってくることは

ないと予想されていますが、それが決壊した場合も、主要設

備は２階に設置しますので４ｍから５ｍ以上の高さとなりま

す。また、災害対策本部も建替庁舎１期の３階に設置します

ので、万が一、想定外の津波が来たときは、庁舎の機能は一

時的には制限されてしまうことがあるかもしれませんが、す

ぐに復旧できるような設備にします。 

 

鎌田委員長 ：ありがとうございました。ほかにご意見はありますか。議題

（１）に関することでも結構です。最後の機会となりますの

で、ご意見、ご感想、これだけは市職員に念を押しておきた

いということがあれば発表してください。  

 

金子副委員長：展望スペースが設計の中に反映されていて、うれしく思いま

す。待合の場所は混雑することが予想されるのでロータリー



形式にできればと考えていましたが、スペース的に難しいか

なと考えました。また、現在、窓口の上にトップライトがあ

りますが、劣化して暗く、あまり恩恵を受けていないので、

改修して明るいエントランスにしていただきたいと思います。 

 

田中委員  ：市民交流スペースの設置について意見をくみ取っていただき

ありがとうございます。市と協働で活動するにあたって、打

ち合わせは公民館で行っていますが、市民協働ゾーンができ

ることで、より一層市との連携がしやすくなると思います。

あとは、先進地視察に行ったときに、最も人通りの多い待合

スペースの壁にチラシなどを置いて情報発信をしている庁舎

がありました。情報発信の部屋があってその中に情報媒体を

設置するというのではなく、人通りの多いところに活動団体

のポスターやチラシを掲示すると目に入りやすく、伝わりや

すいと思います。待合スペースに冊子を置いて手に取っても

らったり、壁にラックを置いたりなどの工夫をすると、皆様

に色々な情報が届くと思います。 

 

鎌田委員長 ：他にご意見はありますか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、長時間にわたりご審議いただきありがとうござい

ました。 

この委員会も、本日で最後となりました。これまでのワーク

ショップで様々な意見を出していただいて、市民の意見が設

計に反映できたかなと思います。 

供用開始まであと６年あります。協働のまちづくり条例が制

定され、皆様が活躍する体制が整いつつありますので、この

６年間で皆様のエネルギーを集約して、完成した暁には、新

しい庁舎を活用して、益々ご活躍いただければと思います。 

 

 

                          １１時０５分閉会 

 

 

 



第８回 袖ケ浦市庁舎整備検討市民委員会 

 

日時 平成２９年１２月２２日（金） 

午前１０時から 

場所 保健センター 集団指導室 

 

 

次第 

 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 市長挨拶 

４ 議題 

（１）市民委員会からの提案の設計（案）への対応について 

（２）庁舎整備基本設計（案）の概要について 

５ その他 

６ 閉会 

 

～今回で最終回となります。これまでのご参加、ありがとうございました。～ 
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第８回 袖ケ浦市庁舎整備検討市民委員会 資料 

管財契約課 
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１．市民委員会からの提案の基本設計（案）への対応について 

1-1 庁舎整備に係る市民意向等について 

基本設計（案）の検討においては、以降の①～③のように市民、議会の意向

を把握し、それぞれの目線に立った意見を聴取し、検討を行いました。 

 

 

① 袖ケ浦市庁舎整備に関する市民アンケート調査（H28.9） 

庁舎整備基本設計にあたり、「庁舎に求める機能やサービス内容、市民活動

の場として利用できるスペース」に関する資料を得るため、市民を対象として

無作為に 1,000 名を抽出し、アンケート調査を実施しました。回答率 51.4％

（H28.9） 

 

② 袖ケ浦市庁舎整備検討市民委員会における検討 

市民が利用しやすい庁舎の検討を、市民との協働により行うため、平成 28

年 5 月に「袖ケ浦市庁舎整備検討市民委員会」（以降、市民委員会）を設置し、

これまで 7 回の委員会を開催、29 年 9 月 6 日にこれまでの意見を「提案書」

として市長へ提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第 2 回市民委員会(H28.9)       第 6 回市民委員会(H29.5) 

 

③ 市議会からの意向把握 

市議会については、平成 28 年 7 月に、「議会関係ゾーン」、「市民の交流

スペース」等の整備方法について、意向調査を実施するとともに、総務企画

常任委員会により調査研究を行い、29 年 6 月 30 日には、市議会から市へ

「庁舎建設事業に関する要請書」が提出されました。 
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1-2 市民委員会の提案内容と対応方法について 

№ 提案内容 対応方針 

1 

○市や各種団体の情報発信、交流の場として市民に開放で

きるスペースについて 

・世代を超えた交流ができるスペースを提供し、親しみの

ある庁舎を目指す。 

・市の情報を発信するコーナーや各種団体の活動成果を発

表できる展示ｽﾍﾟｰｽを設ける。 

・休日や夜間も開放し、多目的に利用できる交流･オープ

ンスペースを設ける。 

・休日や夜間も開放し、会議ができるスペースを設ける。 

・交流･オープンスペースの隣接に情報交換や待合場所と

して軽食やｺｰﾋｰなどを提供するカフェを設ける。 

・アクアライン･東京湾・富士山を一望できる展望スペー

スを設ける。 

・交流・オープンスペースでイベント等を企画して、市民

が気軽に市役所に足を運ぶような仕組みをつくる。 

 

・市民団体等が自主的に行

う各種イベントや情報発

信、展示等ができるスペ

ースとして、市民交流ｽﾍﾟ

ｰｽを配置します。 

・カフェスペースや、市の

情報発信を行う市政情報

ゾーン、市民活動支援課

や市民活動サポートセン

ターを隣接させるほか、

上階に展望ｽﾍﾟｰｽを配置

します。 

2 

○利用しやすい窓口や待合スペースについて 

・届出や証明書の発行など、利用者の多い窓口については、

手続きがスムーズに行えるよう１階に集約配置する。 

・総合案内人（ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ）を複数名配置し、初めて来庁し

た方にも分かりやすく利用しやすくする。 

・総合案内は建物のセンターに設置し、待合ﾛﾋﾞｰを適切な

場所に設置する。 

・幼児が遊べるキッズコーナーを設ける。 

・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに配慮し、必要に応じて窓口に仕切りを設ける。 

・主に待合スペースについては、来庁する方が楽しく安心

できるようにする。 

・総合案内に目的の課等を案内できる庁舎案内図を設置す

る。 

・庁舎案内図と窓口表示を明るい色調で色分けして、ひと

目で目的の課等が分かるように工夫する。 

・証明書発行案内用の電光掲示板を各待合ロビーごとに設

置する。 

 

 

 

・利用者の多い窓口は、1

階に集約し、総合案内や

表示等による分かりやす

い案内機能、目的に応じ

た待合スペース、申請内

容に配慮した窓口カウン

ター等を適切に配置し、

来庁者に利用しやすい施

設整備により市民サービ

スの向上を図ります。 
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№ 提案内容 対応方針 

3 

○案内表示、トイレなどの設備やバリアフリーについて 

・現庁舎１階のようなﾀｲﾙ張りの床は目地が引っ掛かりや

すいため、来庁者がスムーズに移動できるようﾌﾗｯﾄな床

とする。 

・車いす使用者、子ども連れの利用者、ｵｽﾄﾒｲﾄなどに対応

した多機能トイレや乳幼児連れの利用者が授乳、おむつ

交換などを行えるスペースを設ける。 

・遠くから視認できる表示や点字サイン、外国人に配慮し

た多言語表示など、誰にでも分かりやすいユニバーサル

デザインの案内表示とする。 

・来庁する方に分かりやすく、やさしい庁舎とする。 

 

 

・子ども、高齢者や障がい

者などすべての来庁者に

とって利用しやすい庁舎

とします。（ユニバーサル

デザイン、バリアフリー

化） 

4 

○開かれた庁舎、議会について 

・議場は、議会運営の支障とならない範囲で、サークル･

団体の展示会や発表会など多目的な利用が可能な場と

する。 

・フラットな床と動かせる机を配置し、汎用性のある議場

とする。 

・市民が議会に関心を持ち、主体的に傍聴できるよう、明

るくオープンで、行きたいと思える環境整備を行う。 

・議員席と傍聴席を同じ目線の高さとして、多くの方に議

会を身近に感じることができるような工夫をする。 

 

 

・議場は可動式家具等の多

目的利用ができる形式を

検討します。 

・親子傍聴室を配置するな

ど、多くの方が議会を身

近に感じ、気軽に傍聴で

きる環境を整えます。 

5 

○その他 

・来庁する方にあたたかい庁舎とする。 

・フロアごとに部門を分けるなど、分かりやすい課等の配

置とする。 

・立地条件に合った施設とする。 

・思いやりのある接客対応など、職員の意識・能力向上を

図る。 

 

 

・周辺環境に調和した庁舎

として整備します。 

・市民に分かりやすいゾー

ン配置と職員の接遇能力

の向上を図ります。 

 

※市民委員会からの意見については、各委員会後、設計への反映を検討しています。 

 提案書は、これまでの意見をまとめたものとなります。  
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２．庁舎整備基本設計（案）の概要について 

２-１ 整備方針 

 平成２４年度に策定した基本設計の方針及び市民意向等により、整備方針を

定めました。 

（１）防災拠点として、災害時に機能する庁舎 

・建替庁舎1期には、災害対策室及び関係諸室を計画します。 

・建替庁舎１期は、災害応急対策活動に必要な施設として耐震性能を有するよ

うに、重要度係数1.5で計画します。 

・主要な電気室･機械室は、浸水に備え、建物の2階以上の階に設けます。 

（２）市民サービスとユニバーサルデザインに配慮した、誰もが安心して利用

できる庁舎 

・市民利用の多い窓口は、１階に集約配置する。 

 ・案内表示やサインは、高齢者や障害者･外国人等、誰にでもわかりやすいデ

ザインを採用します。 

 ・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリ

ー法）に適合した計画とします。 

（３）市民活動の場として開かれ、人々が交流し誇りと親しみをもてる庁舎 

・建替庁舎2期は、市民活動の場となる市民協働ゾーンとして、市民交流スペ

ースやカフェスペース及び市民協働会議室を設けます。 

 ・敷地の立地を活かし、東京湾や富士山を一望できる展望スペースを計画し

ます。 

 ・議場は、議会以外にも多目的な利用ができる計画とします。 

（４）経済性を考慮し、環境にやさしい庁舎 

・自然採光や太陽光発電などの自然エネルギーを活用し、消費エネルギーの低

減を行います。 

 ・照明器具は省エネ性に配慮し、LED照明を使用します。また、明るさや人

感センサー等の照明制御ｼｽﾃﾑを採用します。 

 ・維持管理の効率化の為、省エネ管理･予防保全システムを導入します。 

（５）将来変化に対応できる庁舎 

・執務スペースはOAフロア化（床下配線化）を行い、将来のレイアウト変更

に容易に対応できる設計とします。 

 ・簡易間仕切りや移動式パーテーションの採用により、用途･目的に合ったフ

レキシブルな使い方ができる計画とします。 

 ・日常保守業務の効率化、省力化のために設備機器の標準化を図ります。 
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○庁舎整備の基本方針（庁舎整備基本計画 H25.3） 

１．防災拠点としての庁舎 

２．市民サービスとユニバーサルデザインに配慮した庁舎 

３．市民活動の場として開かれた庁舎 

４．経済的で環境に配慮した庁舎 

５．将来変化に対応できる庁舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存建築物の整備概要 

 

 

  

既存新庁舎（７階建て） 

耐震補強及び大規模改修 

議場 解体 

旧庁舎（３階建て）解体 
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2-2 配置計画 

（１）敷地概要 

・所在地：袖ケ浦市坂戸市場1-1 

・用途地域：第2種住居地域  ・高度地区：第2種高度地区 

・防火地域：指定なし  ・建ぺい率：60％  ・容積率：200％  

・敷地面積：25,159.86㎡（うち市街化調整区域 5,996.63㎡ ） 

 

（２）既存庁舎を活かした建物配置 

・7階建て既存庁舎の北側に5階建て建替庁舎1期、南側に2階建て建替庁舎２

期を配置します。建替庁舎は既存庁舎と接続し、一体的な利用ができる庁舎

を計画します。 

・地域のランドマークとなっている既存庁舎を活かし、主要な庁舎入口は、既

存庁舎の東側に配置します。 

・敷地南側の建替庁舎2期は、2階建てとすることにより、南側駐車場への圧

迫感を軽減し、周辺環境にも配慮した計画とします。 

 

（３）歩行者と車の動線を分離した安全な動線 

・敷地内での歩車分離を明確にした安全な動線とします。 

・建物外周部は、歩行者用通路を計画します。 

 

（４）利用しやすい駐車場 

・建物形状に合わせた効率的な配置により、現状数と同程度の駐車台数を確保

します。 

・目的に応じて庁舎の各入口が利用できるように、駐車場を配置します。 

・身体障害者用駐車場は、正面出入口と市民交流スペースの出入口付近に配置

します。 

・身体障害者用駐車場は、バリアフリー法を遵守した施設とします。 
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配置図 

 

建替庁舎 2 期 既存庁舎 建替庁舎 1 期 
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2-3 平面計画 

（１）庁舎のゾーニング計画 

・窓口ゾーン：既存庁舎と建替庁舎１期の１階 

・市民協働ゾーン：建替庁舎２期の全体 

・災害対策ゾーン：建替庁舎１期の３階 

・議会ゾーン：建替庁舎４、５階と既存庁舎４階 

・執務ゾーン：その他のフロア  

建替庁舎 2 期 

既存庁舎 

建替庁舎 1 期 

ゾーニング図 
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市民協働ゾーン 

窓口ゾーン 

防災対策ゾーン 

各課の配置 
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地下 1 階 

〇作業室及び書庫、休憩室及び男女更衣室として活用 

・既存の機械室等は別棟の上階へ移設し、簡易な作業が行える作業室及び書庫

を設けます。 

・休憩室の他、主に1階職員用の男女更衣室を設けます。 

 

1階 

（１）市民利用の多い窓口を集約 〈既存庁舎、建替庁舎1期〉 

・市民利用の多い窓口を１階に集約することで、ワンフロア集約型の総合窓 

口を実現し、市民の利便性を高める計画とします。 

・市民、子育て、健康、税及び福祉を担当する課を集約した明確なゾーン構成

により、各出入口から目的の窓口まで容易に誘導できる配置とします。 

（２）南北を主軸とした分かりやすい動線 〈既存庁舎、建替庁舎1期〉 

・3棟が連続し平面的に広がりがあることから、南北を主軸とした分かりやす

い動線とします。 

・各出入口は、南北の主軸となる動線に容易に誘導できる位置とします。 

・主軸の動線は見通しのよい中廊下形式とし、待合や窓口を適切に配置するこ

とにより、各窓口の位置がわかりやすい計画とします。 

（３）市民活動の場となる市民協働ゾーン 〈建替庁舎2期〉 

・市民に開かれた庁舎として、建替庁舎２期を市民協働ゾーンとして計画しま

す。 

・市民交流ゾーンの1階に、市民団体等が各種イベント、展示、情報発信等に

活用できる市民交流スペースを計画します。 

・市民交流スペースには、軽食等の飲食可能なカフェスペースや、市の情報発

信を行う市政情報ゾーン、市民活動支援課や市民活動サポートセンターを隣

接させます。 

 

2階 

（１）市民活動に使える市民協働会議室 〈建替庁舎2期〉 

・建替庁舎２期には、市民が使える市民協働会議室を計画します。 

・会議室は、可動間仕切りにより、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙな利用ができる計画とします。 

・建替庁舎２期に市民利用機能を集約することにより、セキュリティゾーンを

明確にし、休日や夜間利用等に対応できる計画とします。 

（２）既存庁舎と建替庁舎をつなぐ連絡通路 〈既存庁舎、建替庁舎1期〉 

・既存庁舎と建替庁舎１期は、連絡通路により2～4階での移動を可能とし、

各執務部門の連携を容易にする計画とします。 



平成２９年 12 月 22 日 

第８回袖ケ浦市庁舎整備検討市民委員会 

13 
 

 

 

  

1 階 

地下 1 階 

2 階 

地下 1～地上 2 階平面図 

既存庁舎 

建替庁舎 1 期 

建替庁舎 2 期 

市民交流スペース 

市民協働ゾーン 

窓口ゾーン 

２階 
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3 階 

〇災害対策の拠点整備 〈建替庁舎1期〉 

・耐震性能が高い建替庁舎1期には、災害対策やオペレーションルームなどの

諸室を配置し、非常時には災害対策本部となる施設を整備する。 

・諸室は、平常時において会議室として利用し有効活用を図る。 

・情報処理機能の中枢であるサーバー室は、建替庁舎1期に配置し、主要デー

タの保全を図る。 

 

 

4階 

〇議会関係の施設 〈既存庁舎、建替庁舎1期〉 

・議会関係として建替庁舎1期に、議会事務局、会派室、議会図書館等を設け

ます。 

・既存庁舎に、議会委員会室等を配置する。市民参画の各種審議会等、議会以

外での利用も検討します。 

 

 

5階 

〇多目的利用を考慮した議場 〈建替庁舎1期 〉 

・大空間となる議場は、建替庁舎１期の５階に配置します。 

・移動可能な家具により、議会以外の利用もできる計画とします。 

・傍聴席は、車椅子や親子での傍聴に配慮した計画とします。 

・議場関連施設について、情報化と情報発信機能の向上を図ります。 

・議場ロビーは、東京湾を一望できる開放感のある空間とします。 
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3～5 階平面図 
既存庁舎 

建替庁舎 1 期 

4 階 

3 階 

防災対策ゾーン 

5 階 

議場ロビー 
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7階 〈既存庁舎〉 

〇眺望を楽しめる展望テラス 

 ・既存のテラスを有効活用し、市民が眺望を楽しめるスペースとして計画し

ます。 

 

 

 

 

  

6 階 

7 階 

6,7 階平面図 

既存庁舎 
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2-4 立面計画 

  

東側立面図 

西側立面図 
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南側立面図 

北側立面図 
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2-5 セキュリティ計画 

〇夜間・休日利用について 

・来庁者は、南側出入口から市民交流スペースや２階の市民協働会議室を利用

する計画とし、既存庁舎とは管理用シャッター等によりセキュリティ対策を

行います。 

・日曜開庁においては、正面入口から１階部分の利用ができるようにします。 

  

１階平面図 

市民協働ゾーン 
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市民協働ゾーン 

２階平面図 
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2-6 災害対策計画 

（１）災害対策室の計画 

・建替庁舎１期の３階には、災害対策室、オペレーションルーム、関係機関調

整室、危機管理課などの関係諸室を計画し、災害時に迅速で密な連携ができ

る配置とします。 

・災害対策室やオペレーションルームは、平常時には会議室として有効利用し

ます。 

 

❶ 災害対策室 

・災害対策本部として、大型モニター等を用いて災害

状況等を確認しながら会議を行い、対策本部の拠点

となります。 

 

 

❷ オペレーションルーム 

・被災状況等の各種情報を整理分析し、対応策を検討し本部への報告とともに、

市民への情報発信、関係機関への指示等を行います。 

 

❸ 関係機関諸室 

・県･国等の関係機関の職員が執務、連絡調整、協議等を行います。 

 

 

 

（２）設備計画 

・非常用電源設備、受水槽、汚水貯留槽等は、災害時７日間の対応ができる計

画とします。  
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建替庁舎１期 ３階平面図 

防災対策ゾーン 

連絡通路 
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2-7 ユニバーサルデザイン計画 

〇ユニバーサルデザインの考え方 

・年齢、障がいの有無、外国人等に関わらず、誰もが使いやすい庁舎を計画し

ます。 

・高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）や

千葉県福祉のまちづくり条例に基づき、安全で安心な庁舎を目指します。 

 

❶ 車椅子使用者用駐車場 

・正面入口と南側出入口に近い位置に、車椅子使用者等のた

めの駐車場を整備します。 

・駐車場は、十分なスペースを確保し、わかりやすい案内表

示を計画します。上部には庇を設け、雨天でも容易に来庁

できる計画とします。 

 

❷ 歩行者用専用通路 

・庁舎建物周囲には、歩行者専用の通路を設けます。 

・外部通路として、敷地内の歩行者と車両交通の分離を行います。 

 

❸,❹ 総合案内及び窓口空間 

・正面入口の近くに総合案内カウンターを設けます。 

・市民利用の多い窓口は、１階に集約して配置します。 

・初めて来庁された方にもわかりやすいサインによる案

内を行います。 

・サイン計画として、庁舎案内図や窓口表示などは、色

彩、大きさ、配置により、スムーズに誘導できる計画

とします。 

・サイン表記は、文字だけではなく番号、色、ピクトグ

ラム、点字を併用します。 

・点字ブロックは、出入口等から必要な個所に適切に配 

置します。 
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❺ 多目的トイレ 

・建替庁舎１期、２期の各階及び既存庁舎の１階に、多目的ト

イレを設けます。 

・トイレには、車椅子使用者、オストメイト、乳幼児連れの方

等に配慮した設備を設け、十分なスペースを確保します。 

 

❻ エレベーター 

・エレベーターは、車椅子使用者、視覚や聴覚の障がい者にもわかりやすい案

内を行います。 

 

❼ 床の仕上げ 

・床は、段差のないフラットとし滑りにくい、材質と仕上げにします。段差が

生じる箇所には、スロープと手すりを設けます。 

 

❽ 議会傍聴席 

・車椅子や子供連れの方も傍聴できるように、車椅子使用者用及び親子用の席

を設けます。また、難聴者支援施設を設置します。 

 

  

１階平面図 
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2-8 工程計画 

第１段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２段階  
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2-9 基本設計のスケジュール 

 

平成２９年１２月 第８回市民委員会 

平成３０年 ２月 議会への説明 

   〃   ３月 パブリックコメント手続き 

 

  

 

 












