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０ はじめに 

 

昨年１２月、市役所本庁舎の位置を旧市立病院跡地に定める条例が、鳥取市議会にお

いて可決されました。これにより、事業の方向性が定まったことを受け、現在、新本庁

舎の建設に向けた取り組みを進めています。 

 

市役所本庁舎は、市民サービスはもとより、防災、まちづくりの拠点であり、市民が

親しみとぬくもりを感じる場である、将来の鳥取市の発展を支える市民共有の資産です。 

 

本市は、平成３０年４月の中核市移行をめざした取り組みを進めているところであり、

鳥取市のみにとどまらず、山陰東部圏域の発展のために必要となる機能や役割なども考

えていかなければなりません。 

 

この「みんなでつくる とっとり市庁舎の考え方」は、鳥取市のめざす新本庁舎のあ

り方について、広く市民のみなさんから寄せられるアイデア、市民ワークショップでの

話し合い、新庁舎建設委員会の専門的見地からのご意見などを踏まえ、一つのたたき台

としてまとめたものです。 

 

費用の抑制に最大限努めるとともに、市民のみなさんから寄せられるご意見を踏まえ

た計画内容としてまとめていきます。 

 

平成３１年度の完成に向け、今後も引き続き、「市役所本庁舎は市民のものである」と

いう原点に立ち、市民の安全、安心なくらしを支える拠点となるよう、市民のみなさん

からご意見をいただきながら取り組みを進めていきます。 

 

 

                        鳥取市長  深 澤 義 彦 
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１ 基本的な考え方 

（１）５つの方針とそれに基づく検討（全体構想） 

平成２５年１１月に策定した、鳥取市庁舎整備全体構想（素案）では、鳥取市庁舎整備専門家委

員会の報告（平成２５年５月）を踏まえ、市庁舎整備に関し、現状の課題とめざす方向を整理する

とともに、５つの方針を定めました。 

この方針のもと、市庁舎に求められる機能を整理したうえで、他都市の事例などを踏まえ、必要

となる建物面積やその時点の建設単価などの基準を統一して、現本庁舎を耐震改修する場合としな

い場合、駅南庁舎などを活用してもなお不足する面積を現本庁舎駐車場に新築する場合と旧市立病

院跡地に新築する場合の組み合わせでできる４つのパターンについて、機能面、費用面（長期的に

要する費用）で比較検討しました。 

その結果、耐震性の確保された駅南庁舎を活用しつつ、旧市立病院跡地に本庁舎を移転新築する

ことを柱とした整備内容を も望ましいとしました。 

 

【５つの方針】 

① 防災機能の強化 

防災対策の拠点は、災害発生時こそ機能しなければなりません。そのためには、地震に強い建物で
あるだけではなく、常設の災害対策本部会議室、途絶えることないライフライン設備、市民にしっか
り情報を伝える通信設備、さらには屋外に十分な災害対策のための平面スペースが必要です。これら
防災機能の強化は、「市民の命とくらし」を守ることを 優先に新たな施設の整備で実現します。 

 

② 市民サービス機能の強化 

 市民が も利用する市民サービスは、建物の分散化、バリアフリーや駐車場の不足など様々な課題
を抱えていますが、現在の庁舎でこれらの課題をすべて解決することは面積や設備要件などから困難
です。これらの改善は、市民の利便性を 優先に新たな施設の整備で実現します。 
また、市民サービス機能は十分な防災性能を備えた施設に配置する必要があり、大規模災害時には

安否確認、避難者確認などで行政情報（住民基本台帳など）の活用が必要となることから、災害対策
本部が設置される新たな施設と一体となる形で配置します。 

 

③ 庁舎機能の適切な配置 

 行政事務の実施に必要な機能や窓口・相談受付スペースの適切な確保、さらにはバリアフリーなど
に対応した床面積を備えるため新たな施設を整備するとともに、庁舎機能をできるだけ集約し、適切
に配置することで、効率的かつ効果的な行政運営を行います。 
また、将来にわたり鳥取市の発展を支える社会基盤として、市民の行政ニーズのみならず、市民の

交流やまちづくりへのニーズにも応えます。 

 

④ 活力と魅力あるまちづくりの推進 

市庁舎は、将来にわたる鳥取市の発展を支える社会基盤として、地元企業の力を結集して整備し、
地域経済に貢献するとともに、本市がめざす活力と魅力あるまちづくりの推進に寄与します。 

 

⑤ 現在及び将来にわたる費用の抑制 

本庁舎（築後５０年）及び第二庁舎（築後４６年）は建物内外の老朽化が進んでおり、いずれ建て
替えることになります。市庁舎整備に当たっては、一定の耐震性が確保された駅南庁舎などを有効活
用することで費用を抑制するとともに、有利な財源である合併特例債を活用し、さらにその償還には
積立て済みの基金を活用します。また、ライフサイクルコスト削減のため、建設費だけではなく、維
持管理費・修繕費など長期的な視野に立ち費用を抑制します。 
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（２）建設場所を旧市立病院跡地に決定（市議会の議決） 

本庁舎と第２庁舎の耐震性に問題があることが明らかとなった以降、市議会におかれては、数次

にわたり調査特別委員会を設置され、議論が重ねられてきました。 

平成２６年１２月２６日の市議会本会議で、鳥取市役所の本庁舎の位置を鳥取市幸町７１番地

（旧市立病院跡地）と定める位置条例が可決されました。 

 
出席議員：３２人  うち賛成議員：２２人、反対議員：１０人 

※地方自治法では、市役所の位置は条例で定めることとされており、その制定 
または変更には、出席議員の３分の２以上の賛成が必要。 

 

（３）中核市への移行 

平成２６年５月に地方自治法が改正され、政令指定都市に次ぐ都市制度である中核市の要件が緩

和されました。そこで、鳥取市は、平成３０年４月１日を目途に中核市への移行を目指すこととし、

現在、鳥取県との間で中核市移行に向けた準備を進めています。 

新本庁舎の建設に当たっては、中核市への移行に伴い、保健、衛生、福祉など約２，５００件の

事務が県から移譲されることを踏まえた職員数を想定する必要があります。 

また、中核市に移行した際に設置が求められる保健所に関しては、有識者からなる検討委員会の

提言などを踏まえ、駅南庁舎（現在庁舎機能を配置している部分：約6,100㎡）を活用して整備す

る方針としています。そのため、本庁機能は、新本庁舎と環境下水道部庁舎で担うこととします。 

駅南庁舎は、保健所の設置に併せ

て、保健センターや子育て支援機能

などを配置し、保健医療、環境衛生、

子育て支援の総合拠点として整備し

ます。 

これにより、駅南庁舎周辺エリア

は、さざんか会館、高齢者福祉セン

ター、さわやか会館など福祉関連施

設が集積する、福祉保健ゾーンとし

て、健康づくりや子育てを支える拠

点となります。 

 

【中核市移行を見据えた機能配置のイメージ】 

※具体的な機能の配置は、ファシリティマネジメントの観点から検討を進めます。

福祉保健 

ゾーン 
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２ 実現します！ 

（１）総合防災拠点として安全性・信頼性の高い庁舎を実現します！  

防災機能 

鳥取市の総合防災拠点施設として、災害が発生し、または

災害が発生するおそれがある場合に、迅速かつ確実に対応で

き、災害応急対策から復旧・復興に至るまで、円滑な活動が

可能となる機能等を備えた庁舎を計画します。 

 
 

①災害に強い構造 

・大規模な地震、風水害等の災害発生時に来庁者や職員の生命を守り、市の保有する行政情報や個人情

報を確実に保護し、または被害を 小限に抑えることが可能な高い防災性能を持ち、安心して利用で

きる施設を計画します。 

・地震時の被害と修復の程度、建物の形状等を考慮し、制震構造、免震構造など安全性の高い 適な構

造形式を採用します（耐震工法の比較検討は資料編P36参照）。 

・建築非構造部材についても耐震安全性を確保するとともに、室内の棚やロッカー等の転倒防止等の安

全対策を行います。 

・計画敷地は地震時に液状化する可能性がある砂質土層を含んでいます。液状化を踏まえた基礎形式の

選択、地盤改良工法の選択、インフラに対する対策などを行います。 

・鳥取市総合防災マップによると、千代川が氾濫した場合に、0.5～2.0ｍの浸水が想定されています。

建物への浸水対策を計画します。 

・電気室や機械室、サーバー室などの設備関連室や備蓄倉庫・備蓄スペースなどは、浸水の影響を受け

ない高さに配置し、市庁舎が災害時でも継続して機能できるよう配慮します。 

・落雷による情報通信機器等の損傷防止のため、電気・通信系統には雷サージ保護機能を導入します。 

・火災発生時等など、庁舎外に避難が必要なときに、来庁者や職員が円滑に避難できる避難経路を確保

します。 

 

②継続的な活動を支える設備 

 市庁舎は、大地震等の災害発生後においても継続的な活動ができることの必要となる総合防災拠点施

設であることから、ライフラインが遮断されにくい引込構造や、ライフラインが途絶えた場合でも通常

業務や災害応急対策活動の継続・維持が可能な設備を計画します。 

（検討する設備等） 

電源の確保 ・商用電力の供給停止時への対応として、７２時間連続運転可能な自家発電設備と燃料保管
設備の設置。非常用コンセントの明確化 

・電力の引込や配線経路の二重化・二系統化 
・太陽光発電等の自然エネルギーの活用や蓄電対応など、電力供給設備の信頼性の向上 

給水・配水
機能の確保 

・水道供給の途絶に備え、耐震性貯水槽を設置するなど、非常時の飲料水として使用できる
機能 

・雨水等を利用した生活用水（トイレ等に利用する飲料水以外の水）の確保 
・非常時の排水機能として、災害時用汚水ピットやマンホールトイレ、下水本管が破断した
場合でもトイレ利用が可能となる非常用汚水貯留槽の設置 

写真：長岡市 災害対策本部会議室
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情報・通信
機能の確保 

・公衆通信網の途絶等への対策として、情報通信における光ファイバー回線とメタル回線に
よる引込の多重化やシャフトの専用化 

・防災行政無線、電話交換機やハブ、ルータ等のネットワーク機器など重要通信機器におけ
る電源、配線の二重化 

・瞬間停電対策として重要システム機器には、無停電電源装置の設置など機能確保 

 

◆耐震安全性の目標 

建物の耐震性能は、国土交通省の「官庁施設の総合耐震計画基準」で示される耐震安全性の分類によ

り目標を定め、構造体はⅠ類、建築非構造部材はＡ類、建築設備は甲類とします。 

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るものとする。 

Ⅱ類 大地震動後、構造体の大きな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機能確保が図られるものとする。 

Ⅲ類 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しく
ないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。 

建築非構

造部材※ 

Ａ類 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、また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るものとする。 

Ｂ類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保
と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建築設備 
甲類 大地震動後の人命の安全確保と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ことを目標とする。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。

※建築非構造部材：屋根ふき材、内装材、外装材など 

 

③災害対策機能を強化した庁舎 

災害発生時に総合防災拠点施設となる市庁舎は、情報の収集・伝達機能の確保、災害対応の方針決定

などの指揮命令系統を機能させるために、災害対策本部室をはじめとし、災害支援関係団体の活動スペ

ースなど防災活動に必要な諸室を効果的な場所に配置し、通信機材や情報収集に必要な機能等を整備し

て迅速な対応が図れるように計画します。 

 これら諸室は、通常時には会議室などとして有効活用が図れる計画とします。 

 

◆災害対策機能の強化 

・災害対策本部室を中心に災害対応関連諸室間が効率的に連携するよう、職員の動線、情報の流れ、関

係設備の使用等を考慮した機能的な配置を計画します。 

・災害対策本部として必要な防災情報システムや情報通信設備を整備し、各総合支所、防災関係機関や

市民との連携を図れる設備を計画します。 

・鳥取市消防団や鳥取県、鳥取警察本部、東部消防局、国土交通省（鳥取河川国道事務所）など災害時

に派遣される防災関係機関の情報連絡員等の活動スペースの整備を計画します。 

（検討する活動スペース等） 

専用 

スペース 

災害対策本部会議室、災害対策本部事務局（平常時は防災調整監／危機管理課の事務室）、鳥
取市消防団本部、防災情報システム・防災行政無線管理室、放送室（防災行政無線、ｺﾐｭﾆﾃｨ
FM／ＦＭ鳥取、ｺﾐｭﾆﾃｨﾁｬﾝﾈﾙ／ケーブルテレビ局） など 

共用 

スペース 

各対策部からの災害対策本部詰職員の執務スペース、(仮称)災害情報センター、防災関係機
関の情報連絡員などの執務場所、り災証明書発行本部、被災建築物応急危険度判定実施本部、
被災宅地危険度判定実施本部など発災後に生じる事務の執務場所 など 
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◆備蓄倉庫・備蓄スペース 

・「県及び市町村の備蓄に関する連携体制整備要領」に基づく備蓄品（保存食、保存水、医薬品、毛布な

ど）、防災・水防資機材（土のう袋、投光器、パイプテントなど）、新型インフルエンザに備えたマス

ク等の専用の保管倉庫の整備を計画します。 

・適切な温度管理が必要な備蓄品の保管については、空調設備の導入を計画します。 

・災害対応等に従事する職員や、来庁者など緊急対応として一時的に市庁舎に避難される市民のための

簡易トイレや毛布等の備蓄スペースの庁舎内での確保を計画します。 

・コピーや印刷用の用紙やトナー等各種の消耗品についても、災害等の発生時には、事業者からの継続

的な補充は困難となる場合も想定されるため、継続的に消費される物資（消耗品）については、平時

の利用にも配慮した保管スペースの導入を計画します。 

（備蓄倉庫等の配置場所） 

・備蓄品や資機材の倉庫は、エレベーターを使用することなく、停電時でも効率的に搬出・搬入がで
きる構造となるよう、計画敷地内での確保を検討 

 

◆多目的スペース 

・災害時に、来庁者など市民が一時的に避難することできる一時避難スペース、派遣されてくる要員や

ボランティア団体などの災害支援関係団体の連絡指令本部の活動スペース、支援物資の受入れや中

継・分配スペース、被災に関する相談窓口スペースなどとして、多目的に活用できるスペースの整備

を計画します。 

・平常時には、地域の活動団体の催しや市民の交流のための機能として、また職員研修の会場としての

活用など、様々な利用に対応できる空間・柔軟なスペースとして計画します。 

 

◆災害等における職員の長時間勤務に対応するための施設 

・災害時には、職員は市庁舎に２４時間体制で対応に従事することが想定されます。仮眠室としても利

用できる和室やシャワー室を備えるものとし、災害応急対応に従事する職員に配慮します。なお、和

室などのスペースは、平常時には職員の福利厚生等に利用するなど、効率化を図ります。 

 

④総合的な防災機能の強化 

・災害時には予測不可能な状況が起りえるため、用途を定めていないオープンスペースの存在は、貴重

かつ必要です。隣接する都市公園の幸町棒鼻公園の活用について検討します。 

・近隣にある、一定の耐震安全性を持っている駅南庁舎への代替（バックアップ）機能の確保などにつ

いても検討します。 

・緊急時にヘリコプターが離発着できる、電線等の障害物がないスペースの確保を検討します。 
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（２）市民サービスの向上を実現します！ 

窓口機能 

市民が も利用する窓口空間は、市民の満足度

向上のため、さまざまなプッシュ型サービス（市

民へ積極的にサービスをお知らせする窓口）の実

現を図るなど、便利で分かりやすいことを第一に

計画します。 

 

 

 

①３つの総合窓口の構築 

・手続きをまとめてわかりやすく提供する「３つの総合窓口」を構築することで、ワンストップサービ

スの実現など、窓口サービスの向上を図ります。 

市民総合窓口 住民異動や戸籍関係の手続きに加え、これらライフイベントに伴う諸手続きが１
箇所の窓口で完結する窓口です。また、クイックサービスとして複数の証明書発
行も行います。 

福祉総合窓口 福祉関係の手続きを市民目線で再編し、市民の移動を 小限に抑え、相談しやす
い環境を整えた窓口です。 

税総合窓口 税関係の窓口を集約するとともに、ライフイベントに伴って生じる税・料の還付・
精算等の手続きを集約する窓口です。 

 

（総合窓口のイメージ） 

 

 

②親切・丁寧な案内サービス 

・庁舎全体の案内業務を行う総合案内は、視認性の良い位置に配置し、来庁者の利便性を高めます。 

・文字や色、ピクトサイン（案内用図記号）を組み合わせるなど、市民にとってわかりやすい、窓口フ

ロアのサイン表示を計画します。 

・カウンターの外に出て、窓口案内、番号発券補助、申請書等の記載補助等を行う「フロアコンシェル

ジュ」を配置し、高齢者、障がいのある方等にも配慮した、親切・丁寧な案内サービスを行います。 

写真：松山市 窓口スペース 
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（その他、検討する事項） 

・窓口サービスなどを紹介する、わかりやすいパンフレットの作成 
・窓口や手続きの情報を表示する電子標示板の設置 
・総合案内等の業務は、民間委託の可能性などについて検討し、効率的に運営 

 

③利便性の高い窓口・待合ロビー 

・市民の利用が多い窓口は、可能な限りワンフロア（低層階）に集約し、視認性が高く、分かりやすい

配置とします。 

・ロビーや待合スペースは、十分な広さとし、ゆとりのあるものとします。 

・窓口は、プライバシーに配慮できる形状とします。 

・記載コーナーは、プライバシーや職員による書類記入等のサポートに配慮した形状・配置とします。 

・来庁者の利便性を高めるため、窓口サービスを支援するＩＣＴ機器システム（総合窓口システム・番

号発券システム、順番・待ち時間表示板等）を導入します。 

・ロビー、窓口、記載コーナー等は、休日や夜間の窓口一部開庁に配慮した配置を計画します。 

（その他、検討する事項） 

・マイナンバー制度による関係機関との情報連携を進めることで、窓口の手続き時に必要な添付書類
を必要 小限に抑制 

・確定申告や災害時など臨時的な窓口の開設が必要な場合にも対応できる多目的スペースの確保 

 

④プライバシーに配慮した相談室・相談スペース 

・ついたての仕切りや遮音に配慮した相談室等、相談の内容に応じてプライバシーを確保します。 

・相談室（個室）は、業務の必要性に応じ、庁舎内にバランスよく配置します。 

・相談スペースは、利用者が落ち着いて相談できるよう配慮します。 

 

⑤来庁いただかなくても良くなる環境の整備 

・簡易な問合せや手続きであれば、わざわざ来庁いただかなくても目的が達成できるよう、環境整備を

進めます。 

・住民票や所得証明書といった簡易な証明書であれば、 寄りのコンビニエンスストアでも発行できる

ようにし、利便性を高めます。 

・電話応対では、これまで以上にわかりやすい説明を行い、たらいまわしすることなく、簡易な問合せ

は即答できる、コールセンターを開設します。 

（今後検討する環境整備） 

・マイナンバー制度を踏まえた電子申請の積極的な導入 
・コールセンターに寄せられたＦＡＱ（よくある問合せ）は、市公式ウェブサイトを活用して市民に
積極的にフィードバック 

・総合案内、フロアコンシェルジュ、コールセンターなどの対応の正確性の向上や迅速化を図るため
の情報連携や人員連携 

・市民が知りたい情報がすぐに見つけられるよう、市公式ウェブサイトのコンテンツ配置そのものも
の抜本的な見直し 

 

⑥職員のスキルの向上 

・サービスの基本は人です。すべての職員に、来庁者への「おもてなしの心」を徹底させるとともに、

接遇スキルの向上や迅速で正確な事務処理の実現のための研修を強化します。 
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ユニバーサルデザイン 

「バリアフリー法」や「鳥取県福祉のまちづくり条例」

に定められた基準を満たすだけではなく、誰もが訪れやす

く、使いやすく、親しみを持てる庁舎とするために、ユニ

バーサルデザインを追求します。 

 

 

 

①誰もが訪れやすい庁舎 

・庁舎内外の主要な動線の十分な幅員の確保、わかりやすい誘導表示の配置、上下階への移動をスムー

ズに行うためのエレベーターの適切な設置など、障がいのある方や高齢者をはじめ、誰もが訪れやす

い庁舎を計画します。 

（具体的な取り組み） 

「バリアフリー
法」や「鳥取県
福祉のまちづく
り条例」に基づ
く取り組み 

・障がいのある方の来庁に配慮し、案内板やエレベーター、各課案内など庁舎内の主要
な動線に即して誘導表示や音声案内、点字表示などを適切に配置します。 

・エレベーター内には、車いすが転回するのに十分なスペースを確保し、鏡や手すり、
車いす利用者用の操作ボタン等を設けるとともに、点字表示を行います。 

・階段は、昇り降りしやすいよう、適切な踏み面寸法・材質、段差を設定します。 
・障がいのある方や高齢者に配慮し、駐車スペースから庁舎内部へスムーズに導く動線
を確保します。 

ユニバーサルデ
ザインをさらに
徹底するための
取り組み 

・庁舎内外の主要な動線については、段差の無い計画とします。 
・エスカレーターを設置する場合は、視認性の高い床ステップと手すりの使用、乗降部・

欄干部に照明の取り付け、乗降者への音声案内、低速運転などを検討します。 
・子どもから大人まで利用しやすいよう、階段は２重手すりとします。また、手すり部
分に案内用の点字表示を行います。 

・駐車場は、歩行者と自動車の動線を明確に区分します。 
・車いす利用者、妊産婦、介護・介助が必要な方にとって使い勝手のよい屋根付きのハ
ートフル駐車場を設けます。 

・屋外の歩行者用通路や駐車場への融雪装置、融雪点字ブロックの設置を検討します。

 

②誰もが使いやすい庁舎 

・障がいのある方や高齢者、親子連れなどの利便性に配慮し、誰もが使いやすい庁舎を計画します。 

（具体的な取り組み） 

「バリアフリー
法」や「鳥取県
福祉のまちづく
り条例」に基づ
く取り組み 

・乳幼児を連れた来庁者の利便性に配慮し、授乳や調乳、おむつ替えができるスペース
を設置します。 

・窓口には、来庁者が座れるローカウンターを設置します。ローカウンターは車いす利
用者に配慮した高さ、ひざがカウンターの下に入る十分な奥行きとします。 

・誘導ブロックの敷設は、高齢者や車いす利用者の通行にも配慮した計画とします。 

ユニバーサルデ
ザインをさらに
徹底するための
取り組み 

・各階に多目的トイレ（オストメイト対応）を設けます。 
・市民の利用の多い女性用トイレは化粧台と洗面台を別とします。 
・子どもが遊んで時間を過ごせるキッズスペースや、庁舎での諸手続きや庁内で行われ
る講習会やイベントへの参加を容易にするための託児スペースなどを計画します。 

・来庁者が休息しやすいよう、フリースペース等に、机やベンチを設置します。 
・高齢者に配慮して座って記載ができる記載台を設置します。 
・筆談器など聴覚障がいのある方とのコミュニケーション支援ボードの設置を検討しま
す。 

 

 

 

写真：青梅市 多目的トイレ 
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③わかりやすいサイン・案内 

・誰にでもわかりやすい、案内表示を計画します。 

・案内表示は、組織や窓口の配置変更に柔軟に対応できるよう工夫します。 

（具体的な取り組み） 

「バリアフリー
法」や「鳥取県
福祉のまちづく
り条例」に基づ
く取り組み 

・障がいのある方や高齢者などに配慮した、誰にでもわかりやすい案内表示とします。
・案内表示は、視力の弱い方でも見やすく、白内障や弱視の方にも見やすい色、サイズ
とします。 

・視覚障がいのある方、聴覚障がいのある方の利用に配慮した触知案内図、音声案内を
設置します。 

ユニバーサルデ
ザインをさらに
徹底するための
取り組み 

・重要な案内表示については多言語表記を検討します。 
・文字情報端末等の設置について検討します。 

 

 

駐車場等 

誰もがアクセスしやすく、安全で便利な駐車場・駐輪場を

計画します。 

 

 

 

①安全で便利な駐車場 

◆駐車場 

・一般車と公用車を明確に区画し、安全で利便性の高い効率的な配置計画とします。 

・周囲の道路に影響を与えない進入路と駐車場管制システムを採用します。 

・車いす利用者等の屋根付き駐車スペースは、利用しやすいよう出入口近くに配置し、段差のない計画

とします。 

・地域の賑わいづくりに貢献し、イベントなどでも活用でき、隣接する幸町棒鼻公園と一体となって災

害時には多目的に利用できる屋外広場としての活用を計画します。 

（その他、検討する事項） 

・融雪装置など積雪に対する設備の導入 
・一般車や公用車のための電気自動車用充電器の設置 

 

◆公共交通 

・タクシーの乗降場を計画します。 

・バス停を設置する場合は、庁舎出入り口付近の設置を検討し、屋根やベンチなどの設置により、待ち

時間が快適になるよう計画します。 

 

②利用しやすいバイク置場・駐輪場 

・出入口近くの利便性の高い位置に配置し、屋根付きとします。 

・バイク置場は自転車とは別ルートでアクセスできる計画とし、分隔も検討します。 

・来庁者用と職員用とを区分します。 

 

写真：青梅市 ハートフル駐車場
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（３）市民に開かれた、効率的、効果的な市政運営を進めます！ 

議会機能 

市民に開かれ、議会機能が十分発揮される議会関連諸室

を計画します。 

 

 

①議場 

◆議会活動を活性化する議場 

・議場は、庁舎と一体的に整備します。 

・自然光を取り入れた明るく開放的な空間とするとともに、円滑な議事運営ができるよう、動きやすく

使いやすい動線計画や機能配置とします。 

・音響設備、放送用設備の整備など運営設備の充実を図ります。 

・車いすに対応可能とするなど、議場内のバリアフリー化を図ります。 

（その他、検討する事項） 

・電子投票システムを導入のための大型モニターの設置 
・音響設備、放送用設備の操作室を議場外に確保 
・将来のＩＴ化を視野に入れた、議席へのパソコン端末、ＬＡＮ、電源の配置 

 

◆市政参加を促す傍聴席 

・傍聴席は、市民と議会の距離が近く、議員側、行政側、双方に視線が行き届くよう工夫します。 

・バリアフリーや車いす用スペースを含めて十分な傍聴スペースを確保し、すべての人が気軽に傍聴で

きるよう配慮します。 

 

②議論を促す委員会室 

・委員会室は、傍聴スペースを備え、更に音響設備、情報通信設備の整備など運営設備の充実を図りま

す。 

（その他、検討する事項） 

・他の会議室も活用した、４つの常任委員会の同時開催 
・休会中等、議会の利用がない時に、他の用途に利用できるレイアウトや配置 

 

③議会運営を補助するその他諸室 

・正副議長室をはじめ、全員協議会室、議会会議室、議員控室、議会応接室、議会図書室等の諸室は近

接配置とし、業務の効率性を高めます。併せて、諸室の特性に応じ、セキュリティや防音対策、プラ

イバシーの確保等を行います。 

・議員控室は、会派構成の変化に対応できるものとします。 

・議会図書室は、誰もが利用しやすいよう、開放的で分かりやすい空間とします。 

・議会情報の閲覧や談話が可能なロビーを計画します。 

（その他、検討する事項） 

・議会事務局は、議会フロアへの入室者が確認できる場所に配置 
・議会フロア、ロビーに議員出退表示板を設置 
・多目的に利用できる可動間仕切り等を備えた会議室の整備 

写真：長岡市 本会議場 
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事務空間 

機能的で効率的な行政運営を実現する、働きやす

く、フレキシビリティ（用途や機能の変化、間取り

の変化などへの対応能力）の高い事務空間とします。 

倉庫は、省スペース、書類の重要度に応じた管理

保管、計画的な収納スペースの配置等を計画します。 

各総合支所など各庁舎と本庁舎が連携し、一体と

なった市政運営が実現できる機能を計画します。 

 

 

①機能的で効率的な事務空間 

・家具レイアウトのしやすい平面構成とし、開放的で視認性のよいオープンフロアを基本とします。 

・業務効率の向上やコミュニケーションの活性化を図ることができる、事務空間を目指します。 

・組織の変化や市民のニーズに柔軟に対応ができる空間構成とします。 

・円滑な業務推進が図れるよう、関連性の高い課所室を隣接・近接させて配置します。 

・事務空間の効率性を確保するため、部署ごとに調節できる空調方式の導入や、業務に応じた照明器具

の設置、職員数に応じたスペースの確保等を計画します。 

・事務空間と廊下との間の仕切りは、移動可能なローカウンターを基本とし、柔軟な家具レイアウトと

視認性を確保します。 

 

②様々なニーズに対応できる会議室・打合せスペース 

・日常的な打合せスペース、各種の協議・調整を行う打合せブースや会議室など、打合せ人数や、打合

せ内容に応じたスペースを配置します。また、情報管理の観点から、来庁者との打合せスペースは事

務空間の外に設けます。 

・課所室の利用実態を踏まえて、各フロアに共用会議室を配置し、利用効率を向上します。 

・可動間仕切りにより分割できる会議室を設けることで、税申告の受付や納税通知書などの大量発送業

務、期日前投票や職員研修などに対応します。 

（その他、検討する事項） 

・審査室、監査室、入札室など、通常の業務において定期的かつ特定の目的のために使用する、専用
会議室の設置 

・会議等に必要となる情報設備、音響設備、映像設備や障がいのある方に配慮した設備などの設置 

 

③倉庫・書庫・収納 

◆省スペースの実現 

・ファイリングシステムなどの導入を検討し、文書の性質に応じた保管方法とそれに応じた書庫の選定

により、保管スペースの省スペース化を図ります。 

・書類の電子化の促進や、適切な文書管理による紙文書の縮減等により、書庫スペースの抑制を図りま

す。 

 

 

写真：青梅市 事務空間 
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◆重要書類・情報の安全な管理・保管 

・重要書類や、市民のプライバシーに関する個人情報について、徹底した管理が図れる計画とします。 

・保存文書など重要なものを保管する書庫・倉庫は、文書の劣化を防ぐために採光を遮断し、空調設備

の導入により適切な温度・湿度管理をします。 

・重要書類の書庫は耐火構造とし、棚については地震による転倒防止対策等を施し、災害後でも庁舎機

能に影響がない対策を計画します。 

 

◆計画的な収納スペースの配置 

・視認性や開放性に配慮しつつ、ローキャビネットや天井までの壁面収納等を使い分けた、効率的な収

納スペースを計画します。 

・法令により保管が義務付けられかつ日常的に業務で使用する台帳、レセプト等については、専用スペ

ースを確保します。 

・書類の保管形式に対応した床荷重（床の積載能力）を設定します。 

・現場作業道具など業務に必要な物品を保管する倉庫は、業務内容を踏まえ、効率的な場所に配置しま

す。 

 

④他の庁舎との連携 

・本庁舎と駅南庁舎、環境下水道部庁舎、各総合支所、または各総合支所間の情報共有やコミュニケー

ションの向上を図ることに配慮し、日常的な打合せスペースや会議室などを計画します。 

（その他、検討する事項） 

・本庁、支所の役割を明確化し、窓口等の連携強化を実現する設備の導入 
・ＩＣＴ（情報通信技術）によるテレビ会議ができる会議室の設置 

 

⑤働きやすい職場環境の整備 

・休憩室を、庁舎内にバランスよく配置し、すべての職員の利用に配慮します。また一般の来庁者から

の視線に配慮した配置とします。 

・各フロアに男女の更衣室を設け、ロッカーも個別にフロア毎に計画します。 

・災害時の対応をはじめ、現場作業を伴う職員や宿泊勤務をする職員が使用するシャワー室、畳スペー

ス等の仮眠可能なスペースを確保します。 

・職員の健康管理のため、保健室、メンタルヘルス室、産業医の事務室などを計画します。また医務休

養室を男女別に計画します。 

・喫煙は、受動喫煙の防止や来庁者への配慮の観点から検討します。喫煙所を設置する場合は、分煙や

視環境に配慮した場所に計画します。 

（その他、検討する事項） 

・窓口フロアなど多くの来庁者や職員が行き来するフロアは、動線計画に応じて、来庁者用トイレと
職員用トイレを区分 
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情報化、セキュリティ 

現在の情報化への対応だけでなく、今後更新される

情報化にも対応できる柔軟性の高い計画とします。 

また、人・物のセキュリティ管理、情報管理に配慮

した、安心な庁舎を計画します。 

 

 

 

①情報化に対応した機能 

・情報更新への柔軟な対応が求められる事務空間には、フリーアクセスフロアを採用し、OA機器設置や

配線の自由度を向上します。 

・サーバー室はセキュリティの確保を確実に行います。また、日常のシステムのメンテナンスおよび更

新のための十分なスペースを確保するとともに、大規模災害等を考慮し、上層階に配置することとし

ます。 

・市域全体の情報ネットワークや防災ネットワークへの対応が可能な計画とします。 

・各階に、情報用ＥＰＳ（配線区画）などのスペースを計画的に配置します。 

・サーバー室には機器の発熱を考慮した空調設備を完備します。 

（その他、検討する事項） 

・情報システムの効率的な構築と運用を実現するための自治体クラウド（地方公共団体が情報システ
ムを庁舎ではなく、外部のデータセンターにおいて保有・管理し、 通信回線を経由して利用できる
ようにする仕組み）の活用 

 

②安全、安心のセキュリティ 

・庁舎内のゾーニングを明確にすることで、セキュリティ区分のしやすい計画とします。 

・明るさや人の気配が感じられる、親しみと安心感のある庁舎とします。 

・市民と職員の動線を明確に分離します。 

・機械設備や防犯設備等を一元的に管理するシステムを導入し、安全性を高めます。 

・ＩＣカード認証システムなど、セキュリティシステムを計画します。 

・出退管理システムを導入し、職員の入退庁管理を行います。 

・個人情報などの電子情報の漏洩や、無断アクセスの防止を図れるシステムを計画します。 

・重要情報の滅失を防止するため、電子情報のバックアップ体制の強化を図ります。また、非常時にも

情報の取り扱いができるように非常用電源を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：つくば市 入庁管理システム
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（４）市民交流、まちづくりに寄与します！  

市民交流機能 

協働のまちづくりを促し、多様な交流を育む

ために、市民交流機能を充実させます。 

 

 

 

①市民交流スペース 

◆様々な活動に対応する市民交流スペース（多目的オープンスペース） 

・市民交流スペースは低層階に配置し、開放的で明るく、市民が気軽に集い利用できるものとします。 

・様々な活動に対応できるよう、フレキシビリティの高い空間とし、災害時にも多用途利用できる空間

とします。また、市民による小規模なイベントが実施できるよう、音響性能、展示機能などに配慮し

た空間とし、夜間や休日の市民利用に配慮した形態や配置とします。 

・椅子やテーブルなどを設置し、誰もが使いやすいよう、高齢者や障がいのある方に配慮した空間とし

ます。 

（その他、検討する事項） 

・市民活動・ボランティア等各種市民団体や自治組織の支援窓口として、協働のまちづくりを進めら
れる活動拠点の配置 

 

◆様々なニーズに応える飲食スペースと利便施設 

・市民も職員も食事ができ、誰もが気軽に利用でき、鳥取市の地産地消を推進する食堂を計画します。 

・気軽に入れる喫茶店、飲料水の自販機コーナーを計画します。 

・訪れる市民の利便性を高めるため、コンビニエンスストア、金融機関ＡＴＭなどを計画します。 

・喫煙は、受動喫煙の防止や来庁者への配慮の観点から検討します。喫煙所を設置する場合は、分煙や

視環境に配慮した場所に計画します。 

（その他、検討する事項） 

・食堂は、来庁者の満足度向上とＰＲ効果を高めるため、鳥取市の魅力あるメニューを提供 
・食堂や喫茶店は、込み合う時間帯を除き、市民がテーブルや椅子を自由に使える場所として提供 
・障がいのある方の支援の視点を取り入れた、喫茶店の出店や運営 

 

②市民・行政による情報発信スペース 

・来庁者の行き来が多い場所に、情報発信スペースを配置し、市民や市民団体などの日常的な活動状況

や催しなど、積極的に発信します。また、鳥取市の魅力、各地域の取り組み、市庁舎を訪れた人のま

ちなか散策を促す、まちなかのイベント情報、店舗情報などを積極的にＰＲします。 

・情報発信スペースには、資料閲覧コーナー（行政資料、議会資料、防災関係情報、姉妹都市情報、書

籍等の閲覧・コピーなど）や、市公式ウェブサイトの情報等を検索・閲覧できる情報端末コーナーを

計画します。 

・市民が気軽に利用でき、市民と行政をつなぐ情報発信の拠点となるコミュニティスタジオ（ラジオ、

ケーブルテレビ）を計画します。 

・情報発信スペース、コミュニティスタジオは、災害時の情報発信に対応できるものとします。 

写真：青梅市 市民スペース
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外部空間 

市民の「安全・安心」「快適性」「憩い」「にぎわいの創

出」「バリアフリー」「環境への配慮」などを十分に考慮し、

市民にとって使いやすく、訪れやすい庁舎となるよう計画

します。 

鳥取市の玄関口に賑わいが生まれる庁舎をめざします。 

 

 

①市民の憩いの場となり賑わいを生む屋外広場 

・幸町棒鼻公園を含む庁舎周辺を憩いの空間として活用し、木陰を作ったり芝生化するなど、快適で、

誰もが憩えるよう開放的なつくりとします。 

・ベンチ等を設置し、子どもから大人まで市民の憩いの場となる休憩コーナーを計画します。 

・庁舎に隣接する平面駐車場は、地域の賑わいづくりに貢献し、イベントなどでも活用でき、隣接する

幸町棒鼻公園と一体となって災害時には多目的に利用できる屋外広場として活用を計画します。 

（その他、検討する事項） 

・緑化や市民への開放など屋上空間の有効利用。 

 

②市民に親しまれる外観 

◆周辺環境と調和する庁舎 

・鳥取市の歴史や文化を踏まえ、周辺環境との調和を図り、良好な都市景観の形成に寄与します。 

・平面駐車場に隣接する幸町棒鼻公園と連携しながら、市民の交流、くつろぎ、子どもたちも集える憩

いの場、災害時の活用など、多目的な利用に配慮した、ポケットパーク（小さな公園）やプロムナー

ド（歩行者専用通路）、緑の整備を行います。 

・鳥取市の木（さざんか）や因幡地域の植物など、鳥取らしい植栽をほどこします。 

・砂像の設置など、鳥取市をＰＲする工夫を行います。 

 

◆鳥取市をイメージした庁舎 

・鳥取をイメージできる外観とします。 

・安心感と親しみを与えるデザインを採用します。 

・地元産材の活用など地域の特性を生かします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：立川市 庁舎周辺の緑化 
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（５）長期的な視点に立ち、費用を抑制します！  

庁舎維持、運用管理 

ライフサイクルコストの低減のため、施設の耐

用性やメンテナンス性を適切に確保するなど長

寿命化を図り、永きにわたって市民が使いやすい

庁舎を計画します。 

 

 

 

①庁舎維持 

◆長寿命なスケルトン（構造躯体（くたい）） 

・長期間にわたりスケルトンが十分な強度を保つため、高強度・高耐久な構造材料の使用、堅牢（けんろう）

な外壁・耐久性の高い外部建具等を採用します。 

・間仕切壁の変更や、設備更新等の将来の変化に追随できる、自由度の高い空間（ユニバーサルスペー

ス）をつくるために、ロングスパンの柱配置、階段・エレベーター・設備シャフトなどの集約、余裕

のある階高等の採用を計画します。 

 

◆更新の容易なインフィル（間仕切り、設備機器等） 

・建築非構造部材と建築設備については、耐久性やメンテナンス性に配慮して選定を行います。 

・間仕切り壁は、乾式壁など改修時の対応が容易なものを採用します。 

・設備機器、配管や配線の更新・改修の柔軟性に配慮して、工法、更新経路、配管ルートなどを計画し

ます。 

 

◆容易な維持管理 

・メンテナンス頻度を低減でき、メンテナンス対応の行いやすい計画・材料を選択します。 

・内外装の仕上げ等は、汚れにくく、清掃が容易な材料を選定します。 

・維持管理を日常的に行うもの、定期的に行うもの、必要に応じて行うものに分類し、計画的に対応で

きる計画とします。 

・メンテナンスや材料、機器等の更新を考慮した機械室等の配置とします。 

 

②新たな運用管理方式の導入 

・ファシリティマネジメントの手法を取り入れ、中長期的な視点に立ち、運用していきます。 

・運用管理は、専門的な知識を持っている技術者の確保、業務の効率化などの観点から、適切な委託方

式を計画します。 

・将来にわたって省エネルギー性能を維持していくとともに、ライフサイクルコストの低減を図るため、

建物の使用エネルギーや室環境を一元管理できるＢＥＭＳ (ビルディングエネルギーマネジメントシ

ステム)等の導入を計画します。 

 

 

写真：立川市 高強度躯体の採用 
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環境配慮 

自然エネルギーの活用、エネルギーの有効利用、

エネルギー負荷の低減などのさまざまな環境貢献

項目を積極的に取り込み、環境との共生が図れる庁

舎を計画します。 

 

 

 

①自然エネルギーの活用・省エネルギー化 

◆自然エネルギーの活用 

・光庭、アトリウム（吹き抜け空間）、ライトシェルフ（採光用のひさし）の設置など、効果的に光を取

り込む工夫を行います。 

・効果的に自然換気が行える開口部の配置に加え、ソーラーチムニー（煙突のような空気の通り道を造

り、太陽熱で上昇気流を作り出して自然換気を行うシステム）など自然換気を促進する環境項目を導

入します。 

・太陽光発電、小型風力発電、地熱利用等の自然エネルギーの効果的な利用を計画します。 

・雨水利用など、水資源の有効活用を計画します。 

 

◆エネルギーの有効利用 

・ 適な維持管理を図るため、建物の使用エネルギーや室内環境の把握、電力量の見える化など、省エ

ネルギーに役立てていくためのシステム（ＢＥＭＳ）の導入を計画します。 

・細かい単位で調節ができる空調設備および照明設備の導入やＬＥＤ等の省エネ機器の積極的採用によ

り、エネルギー使用量の効率化を図ります。 

・電力負荷の低減と平準化を図ります。 

（その他、検討する事項） 

・非常時に必要な電力を常時発電できる設備の導入。 
・一般車や公用車のための電気自動車用充電器の設置。 
・モバイルエネルギーとして活用できる電気自動車（公用車）の導入。 

 

②エネルギー負荷の低減 

・よりよい環境品質・性能の建築物をより少ない環境負荷によって実現するため、CASBEEとっとり（鳥

取県建築物環境総合性能評価システム）のSランク（素晴らしい）を目指します。 

・熱負荷を考慮した建物の向きや室の配置、開口部の設置、高断熱化などにより熱負荷の低減を図りま

す。 

・敷地内緑化、屋上緑化などを積極的に行い、環境に対する市民の意識を高めるとともに、建物への熱

負荷の低減やヒートアイランド現象の抑制を図ります。 

・敷地内舗装については、保水性か透水性のある舗装材を使用するとともに、凍結・積雪を考慮した構

造とします。 

 

 

写真：出雲市 屋上太陽光発電
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参考：ＣＡＳＢＥＥとっとり（鳥取県建築物環境総合性能評価システム） 環境配慮項目のイメージ 

 

 

③資源の有効利用 

・建設副産物の発生抑制、再使用と再利用を図ります。 

・廃棄物等を再利用した資機材の使用に努めます。 
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３ 基本指標 

（１）想定職員数、議員数 

①想定職員数 

鳥取市定員適正化計画（資料編P37参照）に基づき、現在の本庁舎、第２庁舎、駅南庁舎、福祉

文化会館で行っている市の業務（本庁機能）と、さざんか会館の窓口業務（ライフイベント手続き

に限る）の実施に必要な職員数を863人（平成27年4月1日現在：881人、臨時・嘱託職員等を含

む）と想定します。 

 上記に加え、本市は、平成 30 年 4 月の中核市移行を目指しており、県からの事務移譲に伴う職

員数の増加見込みのうち、新たに設置する保健所で行うことを想定している業務以外の業務（環境

分野、民生分野など）を約15～20人と想定します。 

これらを踏まえ、新本庁舎に配置する職員数を約880人とします。 

※環境下水道部庁舎は、引き続き下水道担当課など本庁機能を配置する庁舎として活用します。駅南庁舎

は、保健所等を配置することから、本庁機能を配置する庁舎として活用しないこととします。 

※設計に当たっては、平成27年度策定予定の鳥取市定員管理計画を踏まえ精査します。 

 

②想定議員数 

鳥取市議会の議員の定数を定める条例に基づき、想定議員数は32人とします。 

 

（２）建物面積 

①面積の算定方法 

市庁舎に求められる機能を実現するため、総務省が示す標準的な面積の算定方法（総務省起債対

象事業費算定基準）を参考に、事務機能と議会機能に必要な面積を算定したうえで、防災機能、市

民交流機能に必要な面積を加算します。 

 

②算定結果 

区分 計算方法等 面積(㎡) 

事務機能 事務室＋倉庫＋会議室等 13,899

 
 

事務室 換算職員数1,522人×4.5㎡（総務省基準） 6,849

倉庫 事務室面積6,849㎡×13％（総務省基準） 890

会議室等 職員数880人×7.0㎡（総務省基準） 6,160

防災機能 災害対策本部室、放送室、備蓄倉庫等 500

市民交流機能 

食堂・喫茶、売店（国土交通省基準） 

338㎡（800人以上）＋（880人×0.085） 
413 

1,213
多目的オープンスペース、情報発信スペース等 800 

玄関、通路等 

(事務機能)13,899㎡×40％(総務省基準) 

※玄関、待合ロビー等10％含む 
5,560 

6,074
(防災機能＋市民機能)1,713㎡×30％ 514 

議会機能 
議員定数32人×35㎡（総務省基準） 1,120 

1,456通路等(上記面積×30％)  
※庁舎内で独立した空間となるため通路等も機能に含む 

336 

合計   23,142
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※換算職員数 

区分 特別職 部長 
次長 
課長 

補佐 
係長 

一般 嘱託等 
一般 
製図 

計 

職員数 4 16 66 139 409 196 50 880

換算率 20 9 5 2 1 1 1.7   

換算職員数 80 144 330 278 409 196 85 1,522

※総務省起債対象事業費算定基準では、部長・次長が同じ換算率となっていますが、本市では、次長

は課長と同じ換算率を採用するとともに、一般職を除くその他の役職についても見直しています。 

 

◆事務機能、議会機能 

 スリムな組織体制、効率的な配置を進めることで、他都市（特例市の調査結果の中央値）と比較

し、事務機能、議会機能とも約５％の圧縮を想定します。 

区分 他都市 本市の想定 比較 

職員一人当たり面積 24.4㎡/人 23.2㎡/人 94.9%

議員一人当たり面積 48.3㎡/人 45.5㎡/人 94.2%

 

◆防災機能 

 災害対策本部会議室（約100㎡）、防災情報システム管理室・防災行政無線室（約100㎡）、防災・

備蓄倉庫（約300㎡）など、災害対策の強化のための機能を想定します。 

 

◆市民交流機能 

 市民も利用できる食堂・喫茶・売店（約 400 ㎡）、市民に開かれた多目的な利用ができるスペー

ス（約 400 ㎡）、市民と行政が情報を発信する情報発信スペース（約 400 ㎡）など、市民交流を進

めるための機能を想定します。 

 

③必要な庁舎面積 

これらを踏まえ、必要な庁舎面積を次のとおり想定します。 

設計時において、各機能に必要な面積を精査するとともに、将来の人口減少に伴う職員数の変動

を見据え、効率的なレイアウトの配置などにより、事務室面積の縮減に努めます。 

 

想定面積 約23,000㎡ 

 

将来にわたる新本庁舎の有効活用 

新本庁舎の建設に当たっては、中核市となる本市の将来のまちづくりや市庁舎のあり方を見

据えつつ、可能な限りライフサイクルコストを抑制できるよう取り組むことが求められます。

必要な庁舎面積は上記のとおり想定しますが、人口減少、地方制度改革など社会情勢の変化

に伴う業務量や職員数の変動により、将来的に、新本庁舎に余剰空間または面積不足が生じる

可能性があります。 

このような状況変化に柔軟に対応できるよう、フレキシビリティ（可変性や柔軟性）の高い

建物を計画し、市民の資産である新本庁舎を長期にわたって有効活用していきます。 

（将来的に余剰空間ができた場合の有効活用の例） 

・市民や民間団体などが有効利用できるスペースへの転用 

・今後、他の公共施設に必要な更新費用の抑制のため、環境下水道部庁舎(昭和53年建築)、駅

南庁舎(平成元年建築)などの更新時期に分散する機能の集約や 適化を実現 など 
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４ 建設計画 

（１）立地特性、敷地特性 

①位置図 

計画敷地の位置と車両による各方面からの主なアクセス経路の想定は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久松山 

千代川 

新袋川 

野坂川 山陰本線 

八幡池 

中心市街地から 

南部から 

南部から 

福部から 

西部から 

国府、福部から 

西部、南部から 

計画敷地 

駅南庁舎 

環境下水道部庁舎 
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②自然条件 

敷地周辺の自然条件は次のとおりです。 

鳥取地方気象台における平年値 

（統計期間1985年～2014年 資料年数30）

 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

平均気温（℃） 

 
4.0 4.5 7.6 13.0 17.8 21.9 25.9 27.2 22.8 16.9 11.7 6.7 

高気温の 

平均（℃） 
7.8 8.8 12.6 18.7 23.4 26.7 30.6 32.4 27.7 22.2 16.6 10.9

低気温の 

平均（℃） 
0.9 0.9 2.9 7.4 12.6 17.8 22.3 23.1 18.9 12.6 7.5 3.0 

日照時間（ｈ） 

 
70.6 80.1 123.9 179.0 196.2 154.3 164.8 204.0 145.1 148.2 110.9 87.9

相対湿度（％） 

 
76.2 74.4 70.1 66.5 68.6 74.3 76.1 73.5 77.3 75.9 74.3 74.3

降水量（mm） 

 
202.4 159.6 147.9 100.7 133.1 149.4 192.7 129.4 218.8 156.9 157.6 198.6

降雪の深さの 

合計（㎝） 
68.0 55.3 13.6 0 0 0 0 0 0 0 0.1 26.3

積雪の深さの 

大（㎝） 
29.2 29.1 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 15.4

雪日数（日） 

 
16.3 13.3 5.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0.5 8.8 

全国平均値との比較 

降水量 年合計降水量1914ｍｍ※1。（全国平均1677ｍｍ※1） 

気温 年平均気温14.9℃※1。（全国平均14.8℃※1） 

湿度 年平均相対湿度74％※1。（全国平均71％※1） 

風速 年平均風速3.1ｍ/ｓ※2。（全国平均3.2ｍ/ｓ※2） 

日照 平均年間日照時間1663時間※1。（全国平均1864時間※1） 

 

月別平均気温と降水量の推移 

218.8 198.6

157.6

129.4

202.4

147.9
159.6

192.7

100.7

133.1
149.4 156.9

6.7

11.716.9

22.8

27.225.9
21.9

17.8

13

4 4.5
7.6

0

50

100

150

200

1 月 2 月 3 月 4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
1985～2014年の統計降水量 1985～2014年の統計平均気温

 
 

※1 全国56地点における平年値（昭和56年～平成22年）を平均。総務省統計局「第六十三回 日本統計年鑑 平成26年」からの数値により算出。 

※2 全国56地点における平成24年度値を平均。総務省統計局「第六十三回 日本統計年鑑 平成26年」からの数値により算出。 

※資料：鳥取地方気象台 

※資料：鳥取地方気象台 

（mm） （℃） 
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③敷地周辺状況、動線 

敷地周辺の状況、主な動線は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 特性 

立地条件 ・敷地周辺には産業体育館、中央図書館、駅南庁舎などの公共施設が集積しています。

・鳥取駅やバスターミナルから徒歩圏内です。ＪＲ鳥取駅南口からは西に約３００ｍ

の距離に位置します。 

・敷地周辺には、イオン鳥取店、鳥取大丸、シャミネ鳥取店などの大型商業施設が立

地するほか、医療施設、飲食店などもあり、一定の都市機能が集積しています。 

車両動線 ・３方を道路に囲まれており、主要道路（鳥取・鹿野・倉吉線、鳥取・福部線）から

も程近いため、道路交通の利便性が高いです。 

・東側からの車両の主アクセスは国道５３号線が想定されます。 

・西側からの車両の主アクセスは主要地方道秋里吉方線（鳥取環状道路）が想定され

ます。 

・国道53号線北側からアクセスした車両の右折に留意が必要です。（信号位置、交差

点からの距離） 

歩行者動線 ・鳥取駅からのアクセスは、駅南口と敷地を結ぶ扇幸町１号線の整備が進められてお

り、完成すれば主要動線となることが想定されます。 

・駅南口より扇町線を通り、国道53号線に出て敷地へと繋がる動線も想定されます。

 

 

 

鳥取駅 

駐車場 

駐車場 

鳥取 

中央郵便局

鳥取バスターミナル 

鳥取大丸 

駐車場 

駐車場 

幸町棒鼻公園 

イオン鳥取店 

産業体育館 

計画敷地 

主な歩行者動線 

主な車両動線 

駐車場 

新袋川 

山陰 

本線 

主要地方道 

鳥取・福部線 

 

若桜 

街道 

 

国 

道 

53 

号 

線 
主要地方道 

秋里・吉方線 

 

市
道
行
徳
天
神
町
線

市役所駅南庁舎 

中央図書館 

市道扇町線 

主要地方道 

鳥取・鹿野・倉吉線 

 

看護 

学校 

駐車場 

駐車場 

市道扇幸町1号線 

シャミネ鳥取店 

50 100 200 400m 
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④敷地特性 

敷地の状況、特性は次のとおりです。 

基本要件 敷地図 

所在地 鳥取市幸町71他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 約13,867㎡ 

地域地区 近隣商業地域 

一部商業地域 

防火地域 建築基準法22条区域 

建ぺい率 60％（近隣商業地域） 

一部80％（商業地域） 

⇒約62％

容積率 300％（近隣商業地域） 

一部400％（商業地域） 

⇒約312％

道路幅員 北側道路：5.25m～6.28m 

東側道路：22m～23ｍ 

南側道路：7.22m～9.39m 

 

区分 特性 

敷地の状況 ・敷地は平坦で、T.P.（標高）約5.4ｍ～6.3ｍです。 

・敷地形状はほぼ整形で、東西約200ｍ、南北約70ｍの広さです。 

・千代川が氾濫した場合の浸水想定は、敷地の東側約3分の2が0.5～1.0ｍ、敷地の

西側約3分の1が1.0m～2.0mです。 

 

敷地周囲の状況 ・東側の国道53号線は駅からの歩行者のメインアプローチであり、車両動線として

も主要動線の一つであるため、東側にはふさわしい顔をつくる必要があります。

・南側の道路（市道天神町4号線）を挟んで大型のショッピングセンターであるイ

オン鳥取店が位置しており、当該道路がイオン鳥取店と市庁舎へのアクセス道路

となるため、配慮が必要です。 

・北側には住宅地が近接しており、現況の生活環境への配慮が必要です。 

・北側の道路（市道幸町1号線）は6ｍ前後のため、車両からの歩行者の安全性の確

保や、配慮が必要です。 

 

周辺環境への 

配慮 

・南側と北側の道路の歩行者空間の充実や、周辺環境向上のための街路樹の整備等

の積極的な緑化への配慮が必要です。 

・西側に幸町棒鼻公園が隣接しており、一体的な整備を考慮する必要があります。

 

形態規制等 

 

・南側と北側の道路の道路斜線制限を考慮する必要があります。 

計画敷地 

イオン鳥取店 

幸町棒鼻公園 

市道扇幸町１号線 

市道天神町4号線 

国 

道 

53 

号 

線 

 

300 

60 
400 

80 

近隣商業地域 商業地域 

約25ｍ 

約200ｍ

約70ｍ 

山陰 

本線 
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（２）敷地利用計画 

 立地特性、敷地特性を踏まえた敷地利用例のイメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 イメージ 

配置計画 ・鳥取駅からの歩行者のアクセスに配慮し、敷地東側に庁舎、西側に一般駐車場を

配置します。 

車両動線 ・一般車両のアクセスは南側の道路を基本とします。 

・一般車両の車回しは庁舎西側に設けます。 

・ハートフル（車いす）駐車場を車回し付近に設け、屋根付とし、利用者の利便性

を向上します。 

・タクシー乗り場は庁舎建物と駐車場の間の、庁舎出入口からできる限り近い位置

に配置し、歩行者と車両動線の交錯をできる限り避ける計画とします。また、タ

クシー待機スペースを確保し、待ち行列の影響が出ない計画とします。 

・市民の利便性向上に配慮し、コミュニティバス「くる梨」のバス停を計画します。

バス停は国道53号線に面した場所に配置し、歩行者と車両動線の交錯をできる限

り避ける計画とします。 

・大型車両の駐車場、臨時バス停についても検討します。 

歩行者動線 

車両動線 

イオン鳥取店 

駐車場 庁舎建物 

国 

道 

53 

号 

線 

 

幸町棒鼻公園 

山陰本線 

歩行者出入口 

 

車寄せ 

タクシー 

ハートフル 

駐車場 

バス停 
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・周辺施設、事業者等との駐車場の共同利用について、今後検討します。 

歩行者動線 ・建物への入口は、駅からの歩行者用に東側と、駐車場利用者用に西側に、それぞ

れ設けます。 

・庁舎周辺にプロムナード（歩行者専用通路）を設け、雨天の歩行の安全性と利便

性を高めます。 

・駐車場内の歩行者の安全の確保に配慮します。 

・駐輪場を庁舎出入り口付近に設け、自転車利用者の利便性に配慮します。 

広場の検討 ・敷地内に広場を設け、気軽に立寄り、憩える場とします。また、来庁者が庁舎に

入りやすい計画とします。 

・駐車場は臨時のイベント広場や、防災訓練、災害時の防災広場など多目的に使え

る計画とします。 

・幸町棒鼻公園と庁舎敷地を一体的に整備し、常時は庁舎を訪れる市民に憩いを提

供する広場として、また、大規模災害発生時には庁舎の応災機能を補完する空間

として活用するなど双方の相乗効果を図るとともに周辺環境に寄与する計画とし

ます。 

周辺地域への

影響と配慮の

整理 

・できる限り低層の建物とするなど、北側住宅地への日影や圧迫感の軽減に配慮し

ます。 

・南側（市道天神町4号線）と北側（市道幸町1号線）の道路の歩行者の安全確保に

配慮します。 

・南側の道路が大型のショッピングセンターであるイオン鳥取店のアクセス道路と

なるため、交通渋滞などについて配慮します。 

・敷地周辺の緑化等周辺地域の環境向上を図ります。 

・周辺施設、事業者等との機能連携について、今後検討します。 

 

◆駐車場等の必要台数 

区分 台数 備考 

来
庁
者
用 

駐車場 約200台 
1,770人×62.4%÷1.3人×18.1%×1.3倍=199.9 

※周辺事業者との駐車場相互利用も検討します。 

駐輪場 

(ﾊﾞｲｸ含) 
約90台 1,770人×13%×18.1%×2倍=83.3 

公
用 

駐車場 約135台 
可能な限り敷地内に計画し、不足する台数は、駅南庁舎など他の駐車場

の利用を検討します。※庁舎の統合効果や効率的な運用などにより台数削減をめざす。

駐輪場 

(ﾊﾞｲｸ含) 
約340台 

(公 用)30台 

(職員用)職員数880人×通勤率32%×通勤手段変動率1.1=309.76 

【算出方法】 

 平成23年度の調査結果に基づき算出しています。1日当りの来庁者は約1,770人とし、来庁者の駐車場は、

自家用車利用率を約62.4%、来庁ピーク率を約18.1%（午前10時）、1台当りの平均乗車人数を約1.3人、来

庁自動車台数ピーク月を1.3 倍（3月：調査月の12月との比較）として試算しています。駐輪場は、来庁者

の自転車利用率（バイク含む）を約13%、ピーク月やイベント時などのピーク増を2倍として試算しています。 

 来庁者数は、証明書等のコンビニ交付などによる減少や市民交流機能の充実などによる増加が見込まれ、

交通手段は、公共交通の利用増により自家用利用者率が減少する可能性があるため、今後も精査します。 
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（３）ゾーニング、配置部署 

新本庁舎の各階の利用方法は、おおむね次のとおり想定しますが、建物の階数や具体的な機能の

配置は設計時に検討します。 

●防災機能は、迅速な意思決定や他の会議室との連携を考慮し、適切な階に配置します。 

●市民利用の多い窓口は、市民の利便性を考慮し、低層階に配置します。隣接して、市民交流機

能を配置し、積極的な利用を促します。 

 ●事務機能は、上・中層階に配置し、機能性を重視します。 

●議会機能は、独立性に配慮した配置とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新本庁舎への配置予定部署】 

部署名（平成27年4月1日時点） 

総務部 総務課、行財政改革課、職員課、検査契約課 

総務調整監 財産経営課、情報政策課、債権管理課、市民課、市民税課、固定資産税課、徴収課 

防災調整監 危機管理課 

人権政策監 人権推進課、男女協働参画室 

企画推進部 政策企画課、創生戦略室、秘書課、広報室、協働推進課、市民総合相談課、文化芸術推進課 

地域振興監 地域振興課 

福祉保健部 高齢社会課、地域包括ケア推進室、障がい福祉課、生活福祉課、保険年金課、医療費適正化推

進室、鳥取中央地域包括支援センター 

健康・子育て推進局 児童家庭課 

経済観光部 経済・雇用戦略課、企業立地・支援課、観光戦略課、鳥取砂丘・ジオパーク推進課 

農林水産部 農業振興課、生産流通振興室、林務水産課、農村整備課 

都市整備部 都市企画課、交通政策課、中心市街地整備課、都市環境課、道路課、建築指導課、建築住宅課

環境下水道部 生活環境課 

教育委員会 教育総務課、学校教育課、校区審議室、文化財課、生涯学習・スポーツ課、学校保健給食課 

市議会 市議会事務局 

その他 出納室、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局 

 ※今後の社会情勢の変化や国の制度改革などにより、組織変更を行う場合があります。 

 

◆参考 

駅南庁舎には、おおむね次のような機能を配置します。 

・中核市への移行に伴い設置が必要となる、鳥取市保健所を設置します。 

・保健所の設置に併せて、保健センターや子育て支援機能などを配置し、保健医療、環境衛生、子育て支援

の総合拠点として整備します。 

 

環境下水道部庁舎には、おおむね次のような機能を配置します。 

・現状どおり、下水道関連部署（建設、維持管理など）を配置します。 

低層階 

総合案内 
窓口機能 
市民交流機能 等 

上・中層階 

議会機能 
防災機能 
事務機能 
会議室 等 

… 
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５ 建設費等 

（１）建設費等 

建設費等の概算事業費は、次のとおり想定しますが、設計時に建設単価の精査や新本庁舎の建物

面積の縮減などに取り組み、費用の抑制に努めます。 

区分 事業費 説明 

設計・監理費 約3.2億円 業務報酬基準（国土交通省告示第15号）に基づき算定 

建設費 約93.2億円 新本庁舎の想定面積（約 23,000 ㎡）に、建設単価（約 40.5

万円/㎡、下記参照）を乗じて算定 

その他経費 約2.0億円 調査費、移転費など 

これまでの調査検討の結果や見積もりなどを基に算定 

計 約98.4億円  

※消費税等を含む。現在の本庁舎と第二庁舎の敷地活用方法が未定であることからぞれぞれの解体費は含

めず想定しています。 
 

◆想定する建設単価 

建設単価は、近年の建築資材や労務単価の高騰、消費税率の増、鳥取地域の換算率を勘案し、次

のとおり約40.5万円/㎡に想定しますが、今後も変動の可能性があることから、設計時に精査する

こととします。 

区分 単価 説明 

建設単価の想定 約42.1万円/㎡ 平成29年度の建設単価(税込)の想定（資料編P38参照）。

鳥取地域の換算単価 約40.5万円/㎡ 上記に鳥取県の地域別工事費指数（0.96）を乗じて算定。

※地域別工事費指数…国土交通省新営予算単価に基づく、東京の工事費単価を1としたときの各地域別

の工事費指数。鳥取県における鉄骨鉄筋コンクリート造の地域工事費指数は0.96。 

 

（２）財源 

財源は、次のとおり想定します。 

有利な財源である合併特例債、積立て済の基金を活用するとともに、今後も国庫補助金など他の

有利な財源の活用などの検討を積極的に進め、市の負担を抑制します。 

名称 金額 説明 

合併特例債 約90.9億円 制度の説明は次項参照。 

基金 約7.5億円 公共施設等整備基金（残高：約45.5億円、H26決算見込） 

計 約98.4億円  

 

◆市の実質負担額 約38.5億円 

①当初 約7.5億円 ＋ ②合併特例債の返済額のうち市の実質負担分 約31.0億円 

①当初の支払額 約7.5億円 建設時の負担額。 

②毎年の返済額 

（30年間） 

約1.0億円 合併特例債の実質返済額。1年据置、元利均等年2回 30年償

還、利率0.85％で試算。市の実質負担は返済額の3割（約31

億円）。残る7割は毎年の地方交付税として国が支援。 

これは、庁舎整備のために計画的に積立ててきた基金(約45.5億円)でまかなうことができます。 
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合併特例債とは 

通常、庁舎建設を行う場合に活用できる国の支援はありません。合併市町村のみに認められ

ている合併特例債は事業費の９５％に活用でき、その元利償還の際に国から７割の支援が得ら

れる有利な借入金です。 

 

◆ライフサイクルコスト 

新本庁舎の建設から解体までのライフサイクルコスト（維持管理費も含めた市の実質負担額の累

計額）の試算結果は、次のとおりです。 

区分 累計(億円) 説明 

建設時 38.5 新本庁舎の設計・監理費、建設工事費などの市の実質負担額 

1年目から10年目 70.4 建築物のライフサイクルコスト（監修/国土交通省大臣官房官庁営

繕部、編集・発行/一般財団法人建築保全センター）を踏まえ、建

物の維持管理に必要な経費（光熱水費、修繕・更新費など）は、年

間約3.2億円（約1.39万円×23,000㎡）、建物の使用年数を65年

として試算 

1年目から20年目 102.3 

1年目から30年目 134.2 

1年目から40年目 166.1 

1年目から50年目 198.1 

1年目から65年目 254.6 

 

ライフサイクルコストの抑制 

新本庁舎は、フレキシビリティ（可変性や柔軟性）の高い建物を計画するとともに、長寿命

化や環境配慮に積極的に取り組むことで、ライフサイクルコストの抑制に努めます。 

また、将来的に余剰空間ができた場合は、他の公共施設に必要な更新費用の抑制のため、環

境下水道部庁舎(昭和53年建築)、駅南庁舎(平成元年建築)などの更新時期に、分散する機能の

集約や 適化を実現することで、全体としてのライフサイクルコストの抑制にも努めます。 

 

◆鳥取市の財政状況 

市町村合併に伴う財政支援である普通交付税の合併算定替え措置（平成２６年度ベースで約５０．

２億円）が、平成２７年度から平成３２年度にかけて廃止されることに備えて、本市は、市債発行（借

入金）の抑制、定員適正化の推進、行革による余剰金を活用した基金の積み増しなどを計画的に進め

てきました。その結果、公債費（借入金償還金）や人件費といった固定経費は着実に減少し、基金の

残高は市町村合併時の１．４倍超にまで増えています。 

これらの取り組みも順調に進んでいることもあって、合併算定替えの廃止には、これまで基金積み

増しなどに回していた余剰金（平成２６年度ベースで約１８．８億円）を活用することと合わせて、

今後も減り続ける公債費を通して生まれる新たな財政的余力、目標を立てて積み増してきた基金の取

り崩しなどで対応できる目途が立っていました。このような中、平成２７年１月、国が合併市町村の

実情を考慮し、合併算定替え廃止の影響を当初の３割（平成２６年度換算値：約１５億円）に留める

方針を明らかにしました。このことで、本市の合併算定替え廃止への対応は、既に生まれている余剰

金だけで可能な状況となり、積み増してきた基金は万が一の事態に備えて、留保しておくことができ

る見通しです。 

なお、今回の新庁舎整備に係る事業費の見直しにより、合併特例債の活用額が増えることとなりま

すが、このことを勘案しても、今後の公債費は、予定通り逓減していきます。（平成２７年度の臨財債

を除く公債費：約８４．７億円→平成３７年度：約５７．５億円） 

これらに加え、本市は、今後見込まれる人口減少に歯止めをかけるため、結婚・妊娠・出産・子育

て支援の充実、企業誘致、鳥取環境大学の公立化、医療・看護専門学校の誘致、中核市への移行など

を攻めの姿勢で進めてきており、その成果も徐々に上がってきています。 

以上のことから、本市の今後の財政運営は、引き続き、健全性を維持できます。 

※合併算定替え 

合併後10年間は、合併前の市町村ごとに算定した普通交付税の総額を配分する取り決め 
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◆全体構想（素案）からの変動 

鳥取市庁舎整備全体構想（素案）策定時（平成25年11月、P2参照、概算事業費約65.6億円、

新本庁舎の想定面積約17,400㎡）からの主な変動は次のとおりです。 

 

①庁舎機能の配置の変動 

駅南庁舎（現在庁舎機能を配置している部分：約6,100㎡）は、本庁業務を配置する予定でした

が、中核市への移行に伴い、新たに鳥取県から移譲を受ける保健所業務のほか、保健センターや子

育て支援機能を配置（P3参照）し、活用することとします。 

全体構想(素案)  とっとり市庁舎の考え方 

新本庁舎 

約17,400㎡ 

４つの庁舎（現在の本

庁舎、第 2 庁舎、駅南

庁舎、福祉文化会館）

に分散している本庁機

能を２庁舎に再配置 

 新本庁舎 

約23,000㎡ 

４つの庁舎（現在の本庁舎、

第 2 庁舎、駅南庁舎、福祉

文化会館）に分散している

本庁機能を新本庁舎に集約 

駅南庁舎 

約6,100㎡ 

 

※各総合支所、環境下水道部庁舎は、現在の用途で使用 

 

②概算事業費の変動 

平成26年度以降の資材や労務単価の増加（約18%増加、資料編P38参照） 約10億円 

消費税率の増加（5%→平成29年4月に10%へ増加） 約4億円 

駅南庁舎に配置予定だった本庁機能を新本庁舎に集約することによる新本

庁舎の面積の増加 

約19億円 

 

（一般会計）基金〔貯金〕残高の決算推移 ※平成26年度は見込み 

（一般会計）市債〔借入金〕残高の決算推移 ※平成26年度は見込み 
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６ 事業手法 

公共事業には、良好な品質の社会資本整備の推進、また、その担い手となる地元業者の育成や支

援という大きな目的があります。 

この基本的な考え方に立ち、新本庁舎の建設に当たっては、品質や競争性の確保に十分に配慮し

つつ、地域経済に貢献ができるよう取り組んでいくこととします。 

 

◆事業方式 

各事業方式の比較検討を踏まえ、設計＋施工分離＋維持管理分離発注方式（Ｄ＋Ｂ＋Ｏ）を採用

します。（事業方式についての比較検討は資料編P39参照。） 

設計＋施工分離＋維持管理分離発注方式とは 

設計者、施工者、維持管理業者を各々別々に選定・発注する も一般的な方式。設計者は委託契約により、

基本設計および実施設計を行い、完成した設計図書を仕様として施工者への発注を行う。なお、維持管理

業務は、基本的に単年度・仕様発注とする。また、施工者への発注を一括発注する方式と、工事毎に分離

する発注方式がある。 

 

◆設計者選定方式 

各設計者選定方式の比較検討を踏まえ、技術提案方式（プロポーザル）を採用します。（設計者

選定方式についての比較検討は資料編P41参照。） 

技術提案方式（プロポーザル）とは 

発注者が、複数の設計者から対象プロジェクトの設計業務に対する設計体制、実施方式、プロジェクトに

対する考え方等についての技術提案（具体的な設計案を求めることはせず図形表現はイラスト、イメージ

図程度）を求め、必要に応じてヒアリングを行い、「設計委託にふさわしい考え方を持っている設計者」

を選ぶ方式。 

 

 

７ スケジュール 

事業スケジュールは、次のとおり想定します。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

基本計画 

 

     

設計者選定 

 

     

基本設計・実施設計

 

     

施工者選定 

 

     

建設工事 

 

    開庁予定 

                      ※合併特例債の活用期限：平成32年3月末 

約3カ月 

約20カ月 

約4カ月 

約20カ月 
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（１）検討経緯 

◆推進体制 

 

 

◆鳥取市新庁舎建設委員会 

月日 会議名 主な内容 

H27. 2.11 第 1回委員会 ・委員会の設置について 

・これまでの経過について 

・市民から寄せられる意見、アイデアについて 

・検討体制、スケジュールについて 

H27. 3.10 第 2回委員会 ・市民ワークショップの開催状況について 

・市民から寄せられた意見、アイデアについて 

・基本計画の考え方について 

H27. 4. 8 第 3回委員会 ・鳥取市保健所の設置について 

・市民ワークショップ報告書について 

・基本計画の考え方について 

H27. 5.12 第 4回委員会 ・みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方について 
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◆みんなでつくる新本庁舎 市民ワークショップ 

月日 会議名 主な内容 

H27. 2.22 第 1回 

ワークショップ 

（両グループ同時） 

・これまでの経過について 

・ワークショップの開催目的、スケジュール等の説明 

・グループ分け、自己紹介、グループリーダー等の選出 

・アイデア抽出 

H27. 2.28 第 2回 

窓口サービス 

・意見の整理 

・報告案のとりまとめ 

H27. 3. 7 第 2回 

市民交流機能 

・意見の整理 

・報告案のとりまとめ 

H27. 3.15 第 3回 

ワークショップ 

（両グループ同時） 

・グループごとの報告書の発表 

・意見交換 

・意見（提案）に対する市の考え方 

H27. 3.16 市長報告会 

（両グループ同時） 

・検討結果の報告 

・意見交換 

 

◆鳥取市新庁舎建設推進本部 

月日 会議名 主な内容 

H27. 2. 2 第 1回本部会議 ・鳥取市新庁舎建設推進本部の設置について 

・推進体制について 

・今後のスケジュールについて 

H27. 2. 6 第 1回幹事会 ・推進体制について 

・基本計画のまとめ方について 

・市民から寄せられる意見、アイデアについて 

・今後のスケジュールについて 

随時開催 庁内ワーキング 

部会 

・基本計画の項目別の検討 

 

H27. 3. 4 第 2回幹事会 ・市民ワークショップの開催状況について 

・市民から寄せられた意見、アイデアについて 

・基本計画の考え方について 

随時開催 庁内ワーキング 

部会 

・基本計画の項目別の検討 

 

H27. 3.18 第 3回幹事会 ・鳥取市保健所の設置に関する提言書ついて 

・市民ワークショップ報告書について 

・基本計画の考え方について 

随時開催 庁内ワーキング 

部会 

・基本計画の項目別の検討 

 

H27. 4.22 第 4回幹事会 ・基本計画の考え方について 

・今後のスケジュールについて 

H27. 5. 7 第 5回幹事会 ・基本計画の考え方について 

・今後のスケジュールについて 

H27. 5.14 第 2回本部会議 ・みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方について 
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（２）参考資料、用語説明 

◆耐震工法の比較検討 

耐震工法の比較検討は、次のとおりです。 

区分 一般耐震構造 制震構造 免震構造 

イメージ 

概要 

建物の構造全体で地震力に抵

抗する。（耐力壁やブレース等

を配置し、建物の各部分が、

破壊しないだけの強度を確

保） 

建物の要所に制震装置（ダン

パー）を設けることにより、

地震力の一部を制振装置で吸

収する。 

建物の基礎部分もしくは中間

部に免震装置を設置すること

により、建物への地震力を1/2

～1/3 に低減し、建物の揺れ

を抑える。 

 

採用への 

適否 

特に条件を問わない。 剛性が低く、建物の水平変位

が起こる建物に適する。 

中層以下の建物ではダンパー

の機能を十分に発揮できない

場合がある。 

剛性が高く、重量のある建物

に適する。（中層ＲＣなど。鉄

骨構造の場合は、鉄骨柱にコ

ンクリートを充填することで

対応可能） 

 

空間の 

自由度 

耐力壁やブレースを多く配置

する必要があるために空間の

自由度に制約を受けることが

多い。 

 

ダンパーをバランスよく配置

するために若干の空間の自由

度の制約を受ける。 

制約を受けにくい。 

建設費 

の比率 
100 103 107 

工期 同様 

免震層の工事が必要なため、

他に比べ長くなる。 

 

大地震後

の 

機能確保 

震度６強～７程度の地震で主

架構の補修が必要になる可能

性が高く、その期間は建物が

使えない。 

震度６強～７程度の地震では

主架構の損傷を抑え、制振装

置の取替えのみで済む場合も

ある。 

震度６強～７程度の地震では

主架構の損傷がほとんどな

く、家具等の転倒も抑えられ

る。 

 

△ ○ ◎ 
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◆職員の定員管理 

鳥取市では、効率的で効果的な執行体制の確立を図り、職員の適正な定員管理を行っていくため、

定員適正化計画（目標年次：平成27年度）を策定し、取り組みを進めてきました。 

中核市の移行に向けた県との事務移譲の調整などを踏まえ、将来の行政需要に対応した計画的で

適正な定員管理を行うため、平成27年度に新たな定員管理計画を策定する予定です。 

 

鳥取市定員適正化計画<第二次>（平成23年3月策定）における職員削減の目標と実績 

 

H16.11.1

(合併時)
H23 H24 H25 H26 H27 H28 

年度当初職員数（人）
目標 - 1,394 1,375 1,351 1,317 1,292 1,258

実績 1,572 1,391 1,360 1,325 1,289 1,267 - 

合併時からの削減数累計（人） - ▲181 ▲ 212 ▲247 ▲ 283 ▲305 - 

 

適正な職員数の確保 

・鳥取市は、他都市の職員数よりも少ない目標値（約96%）を設定し、取り組みを進めています。 

※類似団体（特例市）を参考に推計した人口20万人に対する職員数は1,310人。 

・平成28年度当初職員数は、合併時の2割減（1,258人）を目指すこととしていましたが、中核市移行

に伴う県からの事務移譲により、職員数の増加が見込まれます。 

・今後、人口が減少しても、一方で高齢化が進めば、高齢人口の増加に伴う福祉分野の体制の強化、生

産年齢人口の減少に伴う税や税外収入の増収体制の強化が必要となり、今後の人口の減少と職員数の

減少は、必ずしも正比例とならない状況にあると考えられます。 

 

 

◆現在の庁舎の状況 

 
本庁舎 第二庁舎 駅南庁舎 

環境下水道

部庁舎 

さざんか 

会館 

福祉文化 

会館 

建築年 S39 S43（H1 取得） H1（H17 取得） S53 H2 S48 

築後 50 年 47 年 26 年 37 年 24 年 42 年 

構造等 
RC6 階 

地下 1 階 

RC5 階 

地下 1 階 

SRC6 階 

地下 1 階 

RC3 階 

地下 1 階 

SRC6 階 

地下 1 階 

RC5 階 

地下 1 階 

耐震対策 Is 値 0.20 Is 値 0.24 新耐震基準
H20 

耐震改修済
新耐震基準 Is 値 0.29 

敷地面積 7,969 ㎡ 578 ㎡ 5,781 ㎡ 74,581 ㎡ 3,743 ㎡ 1,550 ㎡

延床面積 6,809 ㎡ 2,252 ㎡ 27,648 ㎡ 3,104 ㎡ 4,217 ㎡ 3,741 ㎡

うち 

庁舎利用 
6,809 ㎡ 2,252 ㎡ 6,100 ㎡

3,104 ㎡ 888 ㎡ 576 ㎡

下水管理諸室含む 共用部分含まず 共用部分含まず

職員数 319 人 194 人 348 人 51 人 74 人 15 人

  ※平成27年4月1日時点。嘱託職員、臨時職員を含む。 
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◆建設単価の推移 

１　全体構想（素案）での採用単価（平成25年度）

34.1 万円/㎡

２　国土交通省新営予算単価で算定した建設単価の変動率（平成25年度を1とした場合）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

変動率 1.03 1.04 1.02 1.00 1.00 1.07 1.18 1.18 1.18

※H28以降は横ばいと仮定（変動の可能性あり）

３　１及び２を踏まえた庁舎建設単価の推移（地域別工事費指数を１とした場合） （単位：万円/㎡）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

設計単価 33.4 33.8 33.1 32.5 32.5 34.7 38.3 38.3 38.3

消費税率 5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 10%

消費税等 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 2.8 3.1 3.1 3.8

合計 35.1 35.5 34.8 34.1 34.1 37.5 41.4 41.4 42.1

↑住民投票 ↑消費税8% ↑消費税10%

(H24.5) 　　(H26.4) 　　(H29.4)

↑耐震対策の検討開始 　↑市議会特委           ↑市議会本会議

　(H21.3)      新築移転の報告(H23.6)           　位置条例の可決(H26.12)

（参考）近年の他都市の事例〔20,000㎡以上、免震〕 （税抜）

広島県
呉市

38,834 130.3 33.6 H25.8 97.5% 127.0 32.7

栃木県
佐野市

20,403 70.2 34.4 H25.8 95.5% 67.0 32.8

茨城県
日立市

24,910 104.0 41.7 H27.1 91.3% 94.9 38.1
免震、S造(一部RC造)、
地上7階地下1階

設計単価
（万円/㎡）

入札日

動
静
な
ど

自治体名 庁舎面積
（㎡）

５都市（山口県岩国市、愛知県西尾市、東京都青梅市、愛知県刈谷市、福島県福島市）の
免震工法（鉄骨鉄筋コンクリート造）の新築事例の中央値（消費税５％、外構含む）

構造

免震、S造(一部SRC造、
RC造)、地上9階

免震、SRC造(一部S造)、
地上7階地下1階

落札率 契約単価
（万円/㎡）

契約額
(億円)

予定価格
(億円)

30.0万円

32.0万円

34.0万円

36.0万円

38.0万円

40.0万円

42.0万円

44.0万円

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

消費税等

設計単価

ほぼ横ばいで推移

建築資材や労務単価の高騰

消費税率のアップ

全体構想（素案）

策定時

 

※地域別工事費指数…国土交通省新営予算単価に基づく、東京の工事費単価を1としたときの各地域別の工事費指数。鳥

取県における鉄骨鉄筋コンクリート造の地域工事費指数は0.96。 

※S造…鉄骨造、RC造…鉄筋コンクリート造、SRC造…鉄骨鉄筋コンクリート造 
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◆事業方式 

代表的な事業方式 

代表的な事業方式として、次のような方式が挙げられます。 

事業方式 概要 
（ア） 
設計＋施工分離 
＋維持管理分離発注方式 
（Ｄ＋Ｂ＋Ｏ） 

設計者、施工者、維持管理業者を各々別々に選定・発注する も一般
的な方式。 設計者は委託契約により、基本設計および実施設計を行い、
完成した設計図書を仕様として施工者への発注を行う。なお、維持管理
業務は、基本的に単年度・仕様発注とする。 
また、施工者への発注を一括発注する方式と、工事毎に分離する発注

方式がある。 
（イ） 
設計＋施工分離 
（施工技術提案） 
＋維持管理分離発注方式 

 （Ｄ＋Ｂ（VE）＋Ｏ） 

設計者、施工者、維持管理業者を各々別々に選定・発注するが、基本
設計後の施工者選定に当たって、施工技術提案を求め、施工者の参画の
もとで精度の高い実施設計を行い、施工者発注する方式。維持管理業務
は、基本的に単年度・仕様発注とする。 

（ウ） 
設計＋施工分離 
（施工技術提案） 
＋維持管理包括発注方式 
（Ｄ＋Ｂ（VE）Ｏ） 

設計者は別に選定・発注するが、施工者および維持管理業者は同時に
選定・発注する方式。 
基本設計後の施工者および維持管理業者の選定に当たって、施工技術

および維持管理業務の提案を求め、施工者および維持管理業者の参画の
もとで精度の高い実施設計を行い、施工者に発注するとともに、基本的
な維持管理仕様は提案に基づいて発注する方式。 

（エ） 
設計・施工一括 
＋維持管理分離発注方式 
（ＤＢ＋Ｏ） 

設計者および施工者を同時に選定・発注し、維持管理業者は別に選定・
発注する方式。 
設計者および施工者の選定に当たっては、建設工事費を含めた技術提

案を求めることになる。また、維持管理業務は、基本的に単年度・仕様
発注とする。 

（オ） 
設計・施工・維持管理 
一括発注方式 
（ＤＢＯ） 

設計者、施工者、維持管理業者を全て同時に選定・発注する方式。 
ＰＦＩ方式と異なり、建設資金の調達は市が行うとともに、契約も各々

別々に締結することになる。 

（カ） 
ＰＦＩ方式 
（ＢＴＯ） 

設計者、施工者および維持管理業者をすべて同時に選定し、これらの
企業が設立した特別目的会社（ＳＰＣ）に対して一括発注する方式。Ｄ
ＢＯ方式と異なり、建設資金の調達は受託者が行い、市は事業期間にわ
たって割賦方式で建設資金をＳＰＣに返済する。 

 

各方式の比較検討 

それぞれの方式を比較検討した結果は、次のとおりです。 

事業方式 メリット デメリット 
（ア） 
設計＋施工分離 
＋維持管理分離 
発注方式 

（Ｄ＋Ｂ＋Ｏ） 

・設計、施工、維持管理の内容に発注
者の意向を反映しやすい。 

・従来同様の発注手続きで済むため、
発注から業者選定まであまり時間が
かからない。 

・受注に要する業者の負担が少ない。

・設計、施工、維持管理の各段階での
マネジメントは発注者が行う。 

・施工者や維持管理業者のノウハウを
活かしにくく、ライフサイクルコス
トを縮減する枠組みになっていな
い。 

・金額重視で品質が担保されない可能
性がある。 

（イ） 
設計＋施工分離 
(施工技術提案） 
＋維持管理分離 
発注方式 

(Ｄ+Ｂ(VE)+Ｏ) 

・設計、施工、維持管理の内容に発注
者の意向を反映しやすい。 

・施工者の早期の参画、施工技術の実
施設計への反映により建設コストや
維持管理コストの縮減の可能性があ
る。 

・設計内容と建設コストを総合的に評
価することにより、設計の質の担保
と建設コスト縮減を両立させる可能
性がある。 

・設計、施工、維持管理の各段階での
マネジメントは発注者が行うことに
なる。 

・施工者の選定時に技術提案を求める
必要があることから、選定期間が若
干長期化する可能性がある。 
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事業方式 メリット デメリット 
（ウ） 
設計＋施工分離 
(施工技術提案） 
＋維持管理包括 
発注方式 

(Ｄ+Ｂ(VE)Ｏ) 

・設計、施工、維持管理の内容に発注
者の意向を反映しやすい。 

・施工者の早期の参画、施工や維持管
理技術の実施設計への反映により、
建設コストや維持管理コストの縮減
が図られる可能性がある。 

・設計内容と建設コストを総合的に評
価することにより、設計の質の担保
と建設コスト縮減を両立させる可能
性がある。 

・施工者と維持管理業者を同時に選定
することから、維持管理段階におい
て、提案内容や施工者責任が担保さ
れる可能性がある。 

 

・設計、施工、維持管理の各段階での
マネジメントは発注者が行うことに
なる。 

・施工者と維持管理業者が、あらかじ
め異業種共同事業体を形成する必要
がある。 

・施工者の選定時に技術提案を求める
必要があることから、選定期間が若
干長期化する可能性がある。 

（エ） 
設計・施工一括 
＋維持管理分離 
発注方式 

（ＤＢ＋Ｏ） 

・設計者および施工者を同時に選定す
ることにより、建設コストの縮減が
図られる可能性がある。 

・設計内容と建設コストを総合的に評
価することにより、設計の質の担保
と建設コスト縮減を両立させる可能
性がある。 

・施工者と維持管理業者が、あらかじ
め異業種共同事業体を形成する必要
がある。 

・設計内容と施工方法に関する技術提
案を求める必要があることから、選
定期間が長期化する可能性がある。

・発注後の意向反映が難しい。 
 

（オ） 
設計・施工 
・維持管理一括 
発注方式 

（ＤＢＯ） 

・設計者、施工者および維持管理業者
をすべて同時に選定することにより
民間のノウハウが発揮され、建設コ
ストおよび維持管理コストを含めた
ライフサイクルコストの縮減が図ら
れる可能性がある。 

・設計内容と建設コストを総合的に評
価することにより、設計の質の担保
と建設コスト縮減を両立させる可能
性がある。 

・ＰＦＩのように資金調達やＳＰＣ設
立にかかるコストが不要である。 

 

・提案時に設計者、施工者および維持
管理業者が異業種共同企業体を形成
する必要がある。 

・設計・施工・維持管理の要素を提案
書に盛り込む必要があることから、
受注に要する業者の負担が大きく、
選定期間が長期化する。 

・発注後の意向反映が難しい。 

（カ） 
ＰＦＩ方式 
（ＢＴＯ） 

・設計者、施工者および維持管理業者
をすべて同時に選定することにより
民間のノウハウが発揮され、建設コ
ストおよび維持管理コストを含めた
ライフサイクルコストの縮減が図ら
れる可能性がある。 

・設計内容と建設コストを総合的に評
価することにより、設計の質の担保
と建設コスト縮減を両立させる可能
性がある。 

・発注者が締結する契約は１本であり、
責任所在が明確である。 

 

・提案時に設計者、施工者および維持
管理業者が異業種共同企業体を形成
する必要がある。 

・設計・施工・維持管理・資金調達、
すべての要素を提案書に盛り込む必
要があることから難度が高く、受注
に要する業者の負担が非常に大き
い。 

・ＰＦＩ法に基づき事業者の選定を行
うことから、選定期間が長期化する。

・発注後の意向反映が難しい。 
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◆設計者選定方式 

代表的な設計者選定方式 

代表的な設計者選定方式として、次のような方式が挙げられます。 

設計者選定方式 特  徴 
（ア） 
特命方式 

発注者が、設計者の能力・実績・作風・評判等を調査し、自らの見識と責任におい
て「特定の設計者」を指名する方式。 

（イ） 
設計競技方式 
（コンペ） 

発注者が、複数の設計者から対象プロジェクトについての「設計案」の提出を求め、
その中から も良い「設計案」を選び、その提案者を設計者として指名する方式。 

（ウ） 
技術提案方式 
（プロポーザル） 

発注者が、複数の設計者から対象プロジェクトの設計業務に対する設計体制、実施
方式、プロジェクトに対する考え方等についての技術提案（具体的な設計案を求める
ことはせず図形表現はイラスト、イメージ図程度）を求め、必要に応じてヒアリング
を行い、「設計委託にふさわしい考え方を持っている設計者」を選ぶ方式。 

（エ） 
資質評価方式 
（ＱＢＳ） 

発注者が、複数の設計者に、資質・人格・実績評価の資料となる「資質表明書」や
ヒアリング、代表作の実地視察、その建築主・管理者の意見聴取等により、設計委託
にふさわしい設計者を「資質」で選ぶ方式。 

（オ） 
競争入札方式 

発注者が入札を行い、「一番安い設計料」を応札した設計者を選定する方式。 

 

各方式の比較検討 

それぞれの方式を比較検討した結果は、次のとおりです。 

設計者選定方式 メリット デメリット 
（ア） 
特命方式 

・発注者が求める作風を持つ特定の建築
家や建築設計事務所を指名することが
可能である。 

・透明性や公平性が求められる近年の公
共発注において、一切競争をせずに特
定の者を指名する選定方式では、市民
の理解が得られない。 

（イ） 
設計競技方式 
（コンペ） 

・具体的な設計案を提出させることによ
り、設計者選定時にデザインやプラン
ニングをおおむね確定させることがで
きる。 

・設計案作成に必要かつ十分な要件や条
件を発注段階であらかじめ提示する必
要がある。 

・提案書作成に時間がかかるとともに応
分の費用負担が必要であるなど、提案
者の負担が大きく、参加のハードルが
高い。 

・設計案を評価して選定することから、
提案に拘束され設計変更を行うことは
難しく、市民の意向を反映しにくい。 

（ウ） 
技術提案方式 
（プロポーザル） 

・具体的な設計内容について、設計者選
定後に協議しながら決定していくこと
ができるため、発注者の意向を設計内
容に反映しやすい。 

・提案書作成に大きな手間がかからない
ため、提案者の負担は比較的小さく、
多くの設計者からの提案が得られる可
能性が高い。 

・業務の実施方針やプロジェクトに対す
る考え方など文章表現が中心の提案内
容となるため、評価が難しい。 

（エ） 
資質評価方式 
（ＱＢＳ） 

・具体的な設計内容について、設計者選
定後に協議しながら決定していくこと
ができるため、発注者の意向を設計内
容に反映しやすい。 

・提案書作成の手間がほとんどないため、
提案者の負担が小さい。 

・具体的な提案がない中で評価を行わな
ければならないため、透明性や公平性
を確保したうえで設計者を選定するこ
とが難しい。 

（オ） 
競争入札方式 

・ も安い設計料を提示した設計者を選
定することができる。 

 

・事業コストの大部分を占める建築工事
費を低減させる効果はない。 

・設計者としての資質が至らない者が安
値で落札する場合も想定されるため、
安かろう悪かろうの設計内容となるこ
とが心配される。 
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◆用語の説明                  ※表中のページ欄は、各用語が初めて記載されているページ番号 

ﾍﾟｰｼﾞ 用語と説明 

P1 中核市 

政令指定都市に次ぐ都市制度。中核市になると、今まで県が担ってきた保健所をはじめとする保健衛生、

福祉、環境保全や都市計画、教育、文化の各分野で多くの事務や権限の移譲を受け、市民に身近な地域の実

情に合った市独自の行政サービスが提供できるようになる。 

P2 鳥取市庁舎整備専門家委員会 

市庁舎整備に関し、庁舎の果たすべき役割や機能、庁舎整備の基本的な方策や効果などについて専門的な

立場から客観的な視点で必要な調査や審議を行うこととして平成25年1月に条例設置された委員会。検討結

果をとりまとめた報告書が平成25年5月に提出された。 

P2 ライフライン 

電気、ガス、水道など、生活に必須な社会基盤設備。 

P2 バリアフリー 

ユニバーサルデザインを参照。 

P2 ライフサイクルコスト 

建物の存続期間において必要となる費用（設計費、建設費、維持管理費、解体費など）を、総額で考える

もの。ＬＣＣともいう。 

P3 ファシリティマネジメント 

企業・団体等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画・管理・活用する経営活動。 

P4 インフラ 

道路や上下水道など社会基盤のこと。 

P4 雷サージ 

雷の影響により発生する一時的な異常高電圧や、その結果流れる異常大電流。 

P4 ピット 

ピットは、穴、くぼみの意味で、底面の一部をさらに掘り下げて作る空間。 

P4 マンホールトイレ 

災害時に下水道管路にあるマンホールのうえに簡易なトイレ設備を設け、使用するもの。 

P4 非常用汚水貯留槽 

下水道本管の被災により放流できない場合に備え、一時的に汚水を貯留する槽。 

P7 ワンストップサービス 

ある分野に関連するサービスをそこに１度立ち寄るだけですべて行えるようにするサービス形態。 

P7 ライフイベント 

「引越し」「結婚」「出産」「死亡」といった人生でのできごと（イベント）。 

P7 クイックサービス 

短時間で、受付から提供までを行うサービス方法のこと。 

P7 ピクトサイン 

何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（マーク）のこと。 

P7 フロアコンシェルジュ 

フロアを自在に動き、来庁者の誘導や必要とする手続きの案内などを行う。 

P8 ＩＣＴ（Information and Communication Technology） 

情報・通信に関する技術の総称。 

P8 マイナンバー制度 

社会保障・税番号制度。住民票のある全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分

野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために

活用されるもの。 

P8 コールセンター 

手続きや制度などに関する電話での問い合わせを専門的・集中的に対応する場所。 

P9 ユニバーサルデザイン 

『すべての人のためのデザイン』という意味。特定の人達のバリア（障がい、障壁、不便など）を取り除く

「バリアフリー」の考え方をさらに進め、能力や年齢、国籍、性別などの違いを超えて、すべての人が暮ら

しやすいように、まちづくり、ものづくり、環境づくりなどを行っていこうとする考え方。 
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ﾍﾟｰｼﾞ 用語と説明 

P9 バリアフリー法 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の略称。鉄道やバスターミナル等の公共交通機

関を対象とする「交通バリアフリー法」と、デパートや旅客施設等のバリアフリー化をめざす「ハートビル

法」を統合し、高齢者や障がい者が移動しやすいまちづくりを一体的に進めることを目的に制定された法律。

P9 鳥取県福祉のまちづくり条例 

福祉のまちづくりに関し、県、事業者、県民の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する

施策の基本方針、バリアフリー法の規定による特別特定建築物に係る規制の加重その他の必要な事項を定め

ることにより、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に推進し、豊かな福祉社会に実現をめざして鳥取県

が策定した条例。 

P9 ハートフル駐車場 

障がいや高齢などで歩行が困難な方、あるいは怪我や出産前後で一時的に歩行が困難な方のために設置す

る専用駐車スペース。 

P9 オストメイト対応 

人工肛門・人工膀胱を造設している方のための設備。 

P9 コミュニケーション支援ボード 

話し言葉に代わる意思伝達。イラストを指さすことで、お互いの意思を伝え合えるようつくられたもの。

P12 フレキシビリティ 

用途や機能の変化、増築や改修、間取りの変化などに対応可能な建物の性質。 

P12 ファイリングシステム 

文書の重複をなくし、必要な文書がすぐに検索できるよう文書管理する手法。 

P13 レセプト 

患者が受けた診療について、医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）に請求する医療報酬の明細書

のこと。 

P13 受動喫煙 

非喫煙者が喫煙者の吐き出す煙や、たばこから直接でる煙（副流煙）を吸い込むこと。 

P14 フリーアクセスフロア 

床のうえにネットワーク配線などのための一定の高さの空間をとり、そのうえに別の床を設け二重化した

もの。 

P17 設備シャフト 

建物の各階を通じる、上下水道・電気・ガスなどの設備用の配管を収納するスペース。 

P18 CASBEEとっとり（鳥取県建築物環境総合性能評価システム） 

鳥取県版の建築物環境総合性能評価システム（CASBEE）。CASBEEは、建築物の環境品質・性能と環境負荷を

同時に評価するモノサシとして研究・開発された。環境品質・性能、環境負荷の各項目の評価から建築物の

環境性能効率を算出し、総合的に環境性能評価を５つのランクに格付けする。 

P20 総務省起債対象事業費算定基準 

想定職員数をもとに、標準面積に基づき、各室の必要面積を求める方法。議事堂については、議員定数を

基に面積を算出する。 

P20 国土交通省基準 

想定職員数をもとに、執務面積、付属面積（会議室、倉庫、休憩室等）を求める方法。業務上必要だが、

付属面積として含まれていない諸室（市庁舎の場合は、議事堂、待合など市民対応スペースなど）について

は個別に積み上げる必要がある。 

P25 建ぺい率 

敷地面積に対する、建築面積（建坪）の割合のこと。 

P25 容積率 

敷地面積に対する、建物の床面積の合計（延床面積）の割合のこと。 

P25 道路斜線制限 

建物の道路に面する一定部分の高さを制限すること。道路自体の採光や通風の確保、周辺の建物の採光や

通風をも同時に確保することを目的としている。 

P36 耐力壁 

建築物において、地震や風などの水平荷重(横からの力)に抵抗する能力をもつ壁のこと。 

P36 ブレース 

一般に建物の縦材と横材で組んでいく工法の対角線に使用する、横方向の力に耐えるために設置する補強

材のこと。 
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（３）関連計画 

１) 鳥取市総合計画 

(1) 計画期間 

基本構想：平成23年度～平成32年度（10年間） 

基本計画：平成23年度～平成27年度（5年間） 

※平成２７年度、第１０次鳥取市総合計画を策定予定 

 

(2) まちづくりの理念 

「まちづくりの主役は市民です。」「まちづくりの原動力は市民のパワーであり、人づくりは大

切なことです。」郷土に誇りと愛着を持ち、地域を良くしようとする心を育み、地域で活躍する「人

づくり」を進めていくまちづくりの理念を「人を大切にするまち」とし、一人ひとりを大切にす

る心豊かなまちづくりを推進します。 

 

(3) まちづくりの将来像 

「人が輝き まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取」とし、私たち一人ひとりが健康でいきいき

と輝き、自然環境や地域の個性がきらめき、快適で、さまざまな生活環境が整った都市の実現を

めざします。 

 

(4) 庁舎整備に関連する記載 

① 計画推進における基本方針 

【基本方針２ 行政経営基盤の強化、その１ 効率的な執行体制とサービスの強化】 

● 市庁舎の整備による利便性の向上と安全性の確保 

市民等の利便性の向上と災害時における安全性を確保するため、市庁舎の整備を行います。 

② 施策の展開 

【３ 笑顔があふれ心やすらぐまちづくり、政策３：互いに協力し、くらしの安全を守る、施策１：地域防災力の充実】 

● 庁舎耐震化の推進 

災害時における防災拠点としての安全性を確保するため、市庁舎整備を進めます。 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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２) 鳥取市都市計画マスタープラン【平成18年５月 策定】 

※平成２７年度、改定予定。 

(1) 目標年次 

平成37年 
 

(2) 都市づくりの理念（抜粋） 

新・生活交流都市では、恵まれた自然環境と共生し、豊かな歴史・文化が息づく、安心な生活

環境づくりを進め、人・物・情報などの交流が盛んな「やすらぎと、あじわいと、にぎわいのあ

るまち（拠点形成）」をめざします。 

市街地（コンパクトゾーン）では、効率的な土地利用を展開することにより、コンパクトな市

街地を形成し、山陰地方の中核都市にふさわしいにぎわいと活気のある都心再生をめざします。

また、都市緑化や良好な景観形成を図るなど、環境と共生した水と緑豊かな市街地形成をめざし

ます。（効率的な土地利用の推進） 
 

(3) 都市の将来像 

「環境・文化・交流」拠点都市・とっとり 

～個性ある新・生活交流都市(ハーモニーシティ)をめざして～ 
 

(4) 都市づくりの基本方針 

① にぎわいと活力ある都心の再生とうるおいのある生活空間の実現（市街地） 

② 自然と共生したゆとりのある田園生活空間の創造（田園地域） 

③ 豊かな自然環境・景観、地域に根づいた伝統文化の保存・伝承と創造 

④ 地域産業の振興と交流・連携を促進する都市基盤づくり 

⑤ 安全・安心でいきいきとした地域づくり 
 

(5) 庁舎整備に関連する記載 

① 将来都市構造（抜粋） 

鳥取駅周辺市街地※１と旧城下町※２では「都心核」として、商業・業務・文化教育・都心居住・

サービスほか多様な都市機能集積を行い、にぎわいと活気において山陰の中核都市としての「求

心力」を高めます。 

また、市域内外の人々が活発に交流できるアクセス環境の整備を推進するとともに、新たな

文化・産業の創出及びそれらが市域全域に波及するための環境づくりを進めます。 

※1鳥取駅周辺市街地：袋川以南～鳥取駅周辺までの市街地 

                     ※2旧城下町：袋川以北～久松山までの市街地 

② 中部地域の整備方針（抜粋） 

ア 駅南ふれあいゾーン 

鳥取駅南側の扇町、富安などでは、福祉関係施設や公共施設に加えて、業務サービス施設

の集約を活かした情報ネットワーク、新たな高次都市機能の導入により利便性を促進します。 

旧市立病院跡地周辺については、都心部の都市機能の充実を図るため、生涯学習機能の充

実を含めた総合的な文化・芸術施設の整備構想を検討します。 

 ※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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■ 中部地域整備構想図 ■ 

 

計画地 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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■ 区域図 ■

３) 第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画【平成26年7月第３回変更認定】 

(1) 計画期間 

平成25年4月～平成30年3月（5年間） 

 

(2) 中心市街地区域 

鳥取駅周辺地区及び鳥取城跡周辺地区の商業施設や業務、

公共公益施設が集積している地区を中心として、文化教育、

街なか居住、商業機能ほか多様な都市機能が集積している地

区約210haを中心市街地区域とした。 

 

(3) 中心市街地活性化の基本方針 

本市は、中心市街地の活性化と、地域生活拠点の活力を維

持し、それらを結ぶ公共交通の確保に努める「多極型コンパ

クトシティ」の実現のための取り組みを行っている。 

１期計画では、鳥取駅周辺、鳥取城跡周辺の２つの核と、それらをつなぐ若桜街道、智頭街道

の２つの軸（二核二軸）の都市構造を踏まえたまちづくりをめざし、「街なか居住の推進」、「賑わ

いの創出」、「地域資源の活用」という課題の解決に向けた活性化のテーマを「住みたい 行きた

い ふるさと鳥取 因幡国の都市核づくり」としていたが、２期計画でもこのテーマを踏襲し、

活性化に向け取り組むこととする。 

 

■２期計画のエリアコンセプトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸、赤枠部分は本計画における追記。 

計画地 

計画地 
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(4) 中心市街地活性化の目標の考え方 

① 街なか居住の推進 

ふるさとの自然、歴史、文化などを身近に感じるとともに、日常の生活サービスを徒歩圏内

に充実させ、コミュニティの維持を図ることにより、幅広い世代が自動車に頼ることなく暮ら

すことのできる中心市街地の形成をめざす。 

② 賑わいの創出 

自然、歴史、文化などの地域資源を保全・活用・発信するとともに、多様な人、物、情報が

行き交う拠点や仕組みを整備することにより、賑わいと魅力が創出される中心市街地の形成を

めざす。 

(5) 庁舎整備に関連する記載 

本計画では、庁舎整備に関連する記述はないが、庁舎整備に際しては、中心市街地活性化への

寄与を考慮することが望まれる。 

ここでは、中心市街地活性化基本計画に掲げられる「具体的な数値目標」を以下に掲載する。 

 

■ 具体的な数値目標 ■ 

指 標 現況値 目標値 

中心市街地内の居住人口 

（社会増減数） 

77人／年 

(H18～23年度の平均) 

社会増減をプラスにする

(H25～29年度の平均) 

主要10地点歩行者・自転車通行量 

【平日】 

13,229人／日 

(H24) 

14,000人 

(H29年) 

主要10地点歩行者・自転車通行量 

【休日】 

9,377人／日 

(H24) 

9,900人 

(H29年) 

新規開業数 
17.7店舗 

(H21～24年度の平均) 

20店舗 

(H25～29年度の平均) 

 

 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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４) 鳥取市地域防災計画【平成26年度修正】 

(1) 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要に応じて修正を行

う。 

 

(2) 計画の理念と目標 

この計画の策定及び推進にあたっては、関係法令を遵守しつつ、市の防災体制を確立し、自主

防災組織の育成に努めるとともに、防災関係機関の相互の協力体制を推進し、防災事業を推進す

ることを基本とし、自助・共助及び公助の体系を構築し、災害に強いまちづくりを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 庁舎整備に関連する記載 

① 市庁舎の災害予防対策 
【第６章 建造物災害予防計画 第４節 市庁舎の市街予防対策】 

災害対策本部及び支部の活動拠点となる本庁舎及び総合支所庁舎は、あらゆる災害において

も機能を維持できる施設、設備等が必要である。特に、庁舎の耐震安全性の確保、電力・水道

等の設備が相当期間維持できることが不可欠である。 

また、災害時には、救援物資の供給やボランティアの受け入れなど防災拠点として必要かつ

十分なスペースの確保などの環境整備に努めるとともに、災害対策業務従事者の安全確保に努

める。 

 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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５) 鳥取市景観計画【平成24年11月1日変更】 

(1) 景観形成の目標 

本計画では、「恵まれた自然環境と共生し、豊かな歴史・文化が息づく生活交流都市・とっとり」

を基本目標とし、20万人市民が豊かさを実感し、いつまでもいきいきと住み続けられる美しく魅

力ある景観まちづくりを目指します。 
 

(2) 景観形成の基本方針 

① 心やすらぎ、味わい豊かな自然景観の保全・育成 

② 歴史・文化資源を活用した落ち着きと風格がある景観の形成 

③ にぎわいとうるおいに富んだ街なみ景観の創造 

④ まちの個性に彩られた美しい公共空間の形成 

⑤ 市民との協働による景観まちづくり 
 

(3) 庁舎整備に関連する記載 

① まちの個性に彩られた美しい公共空間の形成（抜粋） 

ア 公共公益施設景観 

地域の景観形成の核施設として、建築物のデザインはもちろん、緑化の推進やオープンス

ペースの確保などに配慮し、先導的に都市景観の向上に努めます。 

大規模な文化施設等は、周辺の景観との調和に配慮しながら、市のシンボルとして個性的

な整備に努めます。 

大規模開発や構造物の整備にあたっては、周辺環境に調和するとともに、市内の主要な眺

望点からの全体景観への影響にも配慮します。 

② 主な行為制限（抜粋） 

ア 外観 

周辺の景観と調和し、全体としてまとまりのある形態及び意匠とすること。 

壁面設備、屋上設備等は、露出させないようにし、やむを得ず露出させる場合には、建築

物等本体及び周辺の景観との調和に配慮した形態及び意匠とすること。 

イ 色彩 

外観のベースカラーは、次のとお

りとすること。 

 

有彩色の色相 
彩 度 

商業地域等 その他 

0.1R～10R 6 以下 4 以下 

0.1YR～5Y 6 以下 6 以下 

上記以外の色相 6 以下 2 以下 

ウ 素材 

周辺の景観との調和に配慮した素材を使用すること。 

地域の風土に合った自然素材（木、土、石等）の活用に努めること。 

エ 緑化 

敷地面積（建築物の建築面積、工作物の築造面積を除く。）を３％以上緑化すること。 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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６) 鳥取市緑の基本計画【平成21年4月策定】 

(1) 目標年次 

平成37年（中間年次：平成30年） 

(2) 基本理念（抜粋） 

本計画は、市民生活の充実を目指して、今ある身近な緑を守り、新たに創出していくための基

本的な方針と目標を定めるものです。 

そして、目標を達成するためには、行政が積極的に緑地の整備・保全に努めるとともに、市民

が主体となって、本市が誇る海岸や河川、山や湖などの自然、ふるさとの木や鎮守の森など地域

資源を次代へ継承する財産として「守り」、花や緑による人間の生活に安らぎを与える緑化された

空間、さらには動植物の生息空間ともなる緑地を市民の身近な緑の拠点として「創り」、それら緑

の拠点をネットワークにより「つなぐ」ことで、市民と行政の協働の緑のまちづくりを「広げる」

ことが大切です。 

私たちは、「鳥取らしい地域の風土にあったうるおいある緑」を未来へ引き継いでいくという基

本理念に基づき、本計画のテーマを次のとおり定めます。 

「みんなで広げ 未来へ伝える 豊かな緑」 

(3) 基本方針 

① みんなで守る豊かな緑 

② みんなで創る緑の拠点 

③ みんなでつなぐ水と緑 

④ みんなで広げる緑の輪 
 

(4) 庁舎整備に関連する記載 

① 公共公益施設の緑化の推進 

市庁舎や福祉文化会館など住民にとって身近な施設においては、質・量ともに民間建物の模

範となるよう、接道部やコーナー部（敷地の隅）を可能な限り花や緑による緑化を行い、市民

や来訪者に安らぎとうるおいを与えるような緑化に努め、公共公益施設の積極的な緑地の確保

と緑化を推進し、敷地面積の緑化率20％を目指します。（現況14％） 

② 交通広場の緑化やポケットパークの設置 

多くの市民や来訪者が利用する駅やバスターミナル、主要な道路の交差点は、都市景観の上

でも重要なポイントとなります。交通広場の緑化やポケットパークの整備を進め、緑地空間の

確保やシンボルツリーなど、樹木の効果的な配置を行い、まちかど景観の向上に努めます。 

③ 緑化重点地区（中心市街地地区） 

ア 緑化推進のための基本方針 

本市の中心であり、久松山や樗谿公園といった山なみの自然環境保全と河川緑地の整備や

住宅地の緑化に努め、都市環境と調和した緑を確保します。 

本地区の緑化推進の施策を進めるにあたってのテーマを以下のとおり設定します。 

「風格とにぎわいのある花と緑のまちづくり」 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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イ 緑化推進の施策 

次の施策について、市民・事業者・行政の協働で取り組み、緑化を推進します。 

 

区分 内 容 

守る 
○市街地に残る社寺境内地など一団の緑の保全 

○市街のランドマークとなっている山並みの保全 

創る 

○新しい魅力スポット（場所）となる広場の整備 

○市役所など公共公益施設の緑化の推進 

○住宅地における緑化の奨励と生垣助成制度の検討 

○都市の玄関口として緑のうるおいある空間の整備 

つなぐ 

○幹線道路の街路樹の整備推進 

○店先や歩行空間等のスペースを有効活用した花による彩りやうるおいの創出 

○袋川などの河川における親水空間づくりの推進 

広げる 
○商店街や緑化団体等との連繋 

○花と緑の勉強会等による緑化啓発 

 

■ 中心市街地の緑化イメージ ■ 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 

計画地 
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７) 第 2期鳥取市環境基本計画【平成24年11月発行】 

(1) 計画の期間 

平成23年度～平成32年度 

 

(2) 環境基本計画策定の趣旨 

本市では、平成１０年に「アジェンダ２１鳥取市」、平成１３年に「鳥取市地球温暖化対策実行

計画」、平成１８年に「第２期鳥取市地球温暖化対策実行計画」、平成１９年に「鳥取市環境基本

計画」を策定し、さまざまな環境保全施策を推進してきました。 

このたび、地球温暖化対策の推進に関する法律の改正に伴い、特例市も地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）の策定が義務づけられたことから、「鳥取市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」を策定することとなりました。 

また、平成２３年度よりスタートした「第９次鳥取市総合計画」のまちづくりの目標の一つで

ある“緑あふれる日本一のふるさとづくり”の実現のために、本市の市民・事業者・市が協働し

て取り組む課題を明確にし、それぞれの主体の役割分担と取り組みの推進が重要になってきます。 

このような状況を踏まえ、新たな課題や情勢の変化に対応するため「鳥取市環境基本計画」を

改定し、「第２期鳥取市環境基本計画」を策定することとしました。 

 

(3) 鳥取市が目指す環境像 

みんなでつくろう 快適でみどりあふれる とっとりライフ 

 

(4) 基本方針 

① 地球環境を守るまちづくり（地球環境） 

② 誇れる自然と共生するまちづくり（自然環境） 

③ 健康で安全・安心なまちづくり（生活環境） 

④ 快適で住みよいまちづくり（都市環境） 

⑤ みんなでふるさとを引き継ぐまちづくり（参加と協働） 

 

(5) 庁舎整備に関連する記載 

第４章 施策の展開 

・再生可能エネルギーなどの利用 

・省エネルギーの推進 

・自然とのふれあいの場の整備 

・緑地・公園の整備 

・景観の保全と形成 

・交通環境の整備 

・人と環境に配慮した都市整備の推進 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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８) 鳥取駅周辺再生基本計画【平成24年10月策定】 

(1) 目標年次 

平成23年度から平成27年度の5年間 

（基本構想：平成23年度から平成32年度の10年間） 

 

(2) 鳥取駅周辺地区再生の理念 
人が集い 交流し 魅力あふれる街『鳥取ＯＡＣＩＳ(オアシス)』の創造 

（趣旨） 

駅周辺地区では、市の広域交通の起点（Origin）として魅力的（Attractive）で人々が集い・

交流（Communication）が進み、また新時代に対応した各種情報（Information）がますます集積

する、持続可能（Sustainable）なまちづくりをめざします。 

 

(3) 鳥取駅周辺地区の将来像 

（１）多機能を高度に集積した広域商圏対応型拠点の形成 

（２）回遊性と滞留性をもたせた人が行き交う交通結節点の形成 

（３）低炭素社会の実現に向けた都市環境の形成 

（４）便利で安心、住み続けたいと思える快適な生活空間の形成 

 

(4) 庁舎整備に関連する記載 

①駅南北の回遊性の向上 

鳥取駅周辺には商業集積（賑わい拠点）として、駅北側に既存商店街及び鳥取大丸、駅なかにはシ

ャミネ鳥取店、駅南側にはイオン鳥取店があり、駅前太平線整備にあわせて鳥取大丸が、鳥取駅耐震

改修にあわせてシャミネ鳥取店が、それぞれ改装される予定です。それらの整備時期にあわせて環境

整備を行い、駅南北の回遊性を高めるとともに、駅へのアクセスを向上します。 

②動線整備と併せた賑わいの創出 

駅南側歩行者動線の確保を含む既存市道の拡幅及び公共駐車場の整備により、現在は平面駐車場等

として利用されている土地について、民間主体による賑わい創出のための空間活用を検討します。 

■鳥取駅周辺整備コンセプト図■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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９) 鳥取市スマート・グリッド・タウン構想【平成23年5月策定】 

(1) 計画の期間 

平成23年度～ 

 

(2) スマート・グリッド・タウン構想策定の趣旨 

地域の再生エネルギーとエネルギー消費者を 適に結びつける「スマートグリッドを活用した

都市づくり」を通じて、低炭素社会の実現による「快適・環境都市 鳥取」を目指すとともに、鳥

取市の産業振興及び雇用創造につなげていく。 

 

(3) スマートグリッドを活用した都市づくり 

 

(4) スマートグリッドの展開 

次の４地区でマイクログリッドを構築し、それらをスマートグリッドで結ぶとともに、他地域

へ展開することにより、鳥取市全体に「エネルギーソリューション」の輪を展開していく「鳥取

市まるごとエネルギーソリューション」に取り組む。 
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(5) 庁舎整備に関連する記載 

５ 鳥取市中心市街地マイクログリッド 

鳥取市役所新庁舎へＢＥＭＳ（ビル用エネルギーマネジメントシステム）を導入する。また、

ビルの屋上には複数のトルネード型風力発電機のダムや、太陽光発電機を設置する。 

（１）鳥取市役所新庁舎への導入 

ビルと一体化したトルネード型風力発電やビル南側壁面及び屋上に太陽光発電を設置し

たハイブリッド発電システムを導入した新庁舎を建設し、快適・環境都市 鳥取のシンボル

とする。 

また、ビルの中で直流給電システムやスマートメーターなどを導入したＢＥＭＳの実証

実験を行う。 

（２）鳥取温泉を利用した発電 

温泉を活用した温泉発電の実証実験を行うとともに、その余剰電力を、蓄電池充電、電

気自動車用急速充電機、電気バスへの無接点給電などの実証実験を行う。 

（３）ＩＴＳ 

バスロケーションシステムの導入や鳥取環状道路等を活用したＩＴＳ（高度道路交通シ

ステム）の実証実験を行う。 

また、ＷＩＦＩ、カーナビ、車載用センサーが結びついた電気自動車向けＩＴＳシステ

ムの実証実験を行う。 

（４）CATV を活用した 小限投資で高度なスマートグリッドの展開 

テレビと通信の環境が整っているCATV を活用し、 小限の投資で高度なスマートグリ

ッド地区を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＥＭＳ（ビル用エネルギーマネジメントシステム） 

 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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１０) 新市まちづくり計画【平成27年3月変更】 

(1) 計画の期間 

平成16年度～平成31年度 

 

(2) まちづくりの基本理念 

合併後のまちづくりにおいては、これまで９市町村が築いてきたそれぞれの地域の「個性」

を尊重し、活かしていくことが重要です。 

また、人・物・情報の交流を活発化し、さまざまな地域の「個性」を結び、「連携」させるこ

とにより、新市が一体となって大きく「飛躍」する夢のあるまちづくりを進めていかなければ

なりません。 

こうしたことから、「個性」「連携」「飛躍」を軸に、次の３つを新市のまちづくりの基本理念

とします。 

◆地域の「個性」を大切にするまちづくり 

◆地域間の「連携」を強め、活力にあふれるまちづくり 

◆未来へ「飛躍」する夢のあるまちづくり 

 

(3) 新市の将来像 

各市町村がこれまで築いてきたまちづくりを継承し、さらに発展させるためには、地域資源

を再認識し、住民と行政が協働してまちづくりを進める必要があり、これからの新しい時代に

おいて、新市が山陰、日本海地域の中核都市として存在感のある都市づくりを進めていくため

に、以下のような将来像を掲げます。 

人が輝き  まちがきらめく  快適・環境都市  鳥取 

 

(4) 庁舎整備に関連する記載 

第１章 序論  第３節 計画策定の方針  ２．計画の構成 

(3) 公共的施設の統合整備に関する事項 

住民の生活と関わりの深い公共的施設の今後の施設配置と整備の方針を示します。 

 

第４章 まちづくりの基本方針 

第１節 「夢のある２０万都市づくりビジョン」 

４．安心・安全のまちづくりプロジェクト 

地震をはじめとする風水害等あらゆる災害に対し、市民の安全を確保するため、消防・防災

体制の充実・強化や地域における防災意識の高揚、施設の整備を図り、災害に強いまちづくり

を推進します。 

 
※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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第５章 新市の施策 

第２節  主要プロジェクト 

１．地域コミュニティ・市民活動活性化プロジェクト 

（3）行政サービスの向上 

主 な 事 業 事 業 概 要 
事業期間 

実施予定場所
前期 後期 

公共施設建設基金

積立事業 

老朽化した本庁舎改築等のための基

金の創設 
○ ○ 鳥取市 

 

４．安心・安全のまちづくりプロジェクト 

(1) 地域福祉の充実 

主 な 事 業 事 業 概 要 
事業期間 

実施予定場所
前期 後期 

バリアフリー社会

の実現 

「ハートビル法」、「鳥取県福祉のま

ちづくり条例」などに基づくバリア

フリー施策の総合的推進 

・公共施設 

・公共交通・道路 

・情報 

○ ○ 全域 

 (4) 安全なまちづくり 

災害に強いまちづくりを推進するため、国・県と連携して治山・治水事業を促進するととも

に防災施設・各種機器の整備や安全な市街地の形成、公共施設等の耐震整備、防災対策の拠点

としての新本庁舎の建設など防災機能を強化し、あわせて、自主防災組織の育成や防災ハザー

ドマップ作成による地域防災力の向上、防災意識の啓発により、機動的な防災体制を確保しま

す。 

主 な 事 業 事 業 概 要 
事業期間 

実施予定場所
前期 後期 

防災体制の整備 
防災対策の拠点としての新本庁舎を

建設する。 
 ○ 全域 

 

第６章  公共的施設の適正配置と整備 

公共的施設については、市民サービスの確保と地域バランスの観点から、従来までの利便性を

損なうことのないよう配慮し、適正に配置します。 

新たな公共的施設の整備にあたっては、財政事情を考慮しながら、事業の効果や効率性につい

て十分検討し、既存施設の有効活用など、効率的な整備に努めます。 

また、新市のまちづくりにあたっては、地域の文化や個性を継承し、住民の意向を尊重したま

ちづくりを進めるため、旧町村に総合支所を配置し、各種の行政サービスを提供するとともに、

住民参加や地域のまちづくりを推進する拠点とします。 

 

 

 
※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 
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１１) 鳥取市障がい者計画【平成27年2月策定】 

(1) 計画の期間 

平成27年度～平成35年度 

 

(2) 計画の基本理念 

「いつまでも暮らしたい 鳥取市」～共に生きる地域づくり～ 

本市では、誰もが暮らしやすいまちづくりをめざしさまざまな施策を展開しています。 

障がいの有無にかかわらず、自己の決定に基づいて社会に参加し、その能力を 大限発揮し、

自己実現をめざす権利を有する主体として尊重されなければなりません。そのために、誰もが

お互いをひとりの個人としてその基本的人権を尊重し、理解し、助け合うことにより、住み慣

れた地域で安心して暮らすことのできる共生社会の構築をめざします。 

 

(3) 計画の基本的な視点 

（1）障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

（2）当事者本位の総合的な支援 

   （3）障がい特性等に配慮した支援 

   （4）「社会参加」しやすい環境づくり（アクセシビリティ5の向上） 

   （5）総合的かつ計画的な取組の推進 

 

(4) 庁舎整備に関連する記載 

第３章 ５ 生活環境 

（3）公共施設等のバリアフリー化の推進 

 ①ユニバーサルデザインを踏まえた施設等の整備促進 

 市の施設の新設・改修にあたっては「バリアフリー新法」や「鳥取県福祉のまちづくり条例」

の整備基準に基づいて、ユニバーサルデザインを踏まえた施設整備を推進します。施設の整備に

あたっては、利用形態や利用者の特性等を充分に踏まえ、多目的トイレやオストメイト対応トイ

レの整備、障がい者優先駐車スペースの確保、エレベーターやエスカレーターの設置などを推進

します。 

 

 

※下線は新本庁舎建設に関連する記載。 

※※赤字、赤丸部分は本計画における追記。 


