
様式 10_ 特定テーマに対する技術提案　　受付番号：　　　　　　　　

補助金なし

ZEB あり
補助金なし
ZEB あり
補助金あり

守山市負担額守山市負担額

守山市負担額守山市負担額

6.26.2

6.26.2

3.63.60.30.3

1.01.0

3.63.6

876543210( 億円 )

 2.3
億円
削減

1 5 10 20 50

N

【庁舎 2F】災害対策本部【庁舎 2F】災害対策本部

25%減少
50 100(%)

▽浸水レベル １FL を約 50cmかさ上げ

扁平梁扁平梁

【一般的な基礎】

建設費

資料作成・検証費用
計測・省エネ化追加費

補助金 1/2 負担
補助金対象費用

費用 1/2 負担

設計 保守管理 保守管理 修繕 廃棄

【マウンドアップと扁平梁】

掘削土量掘削土量
の削減の削減

・

提案

【駐車場】【駐車場】
支援車両スペース支援車両スペース
支援物資仕分け支援物資仕分け
スペーススペース

【旧法務局】【旧法務局】
高齢者・子供等高齢者・子供等
のの受け入れ拠点受け入れ拠点

【駐車場】【駐車場】
職員・公用車両スペース職員・公用車両スペース

【水路】【水路】
雑用水や消火活動雑用水や消火活動
に活用に活用

【すこやか通り】【すこやか通り】
第３次緊急搬送道路第３次緊急搬送道路

中圧ガスの中圧ガスの
引き込み引き込み

防災拠点との連携防災拠点との連携
（市民運動公園・（市民運動公園・
市民体育館等）市民体育館等）

【庁舎内部】【庁舎内部】
災害対策本部災害対策本部

【森の街道】【森の街道】
災害情報、災害情報、
マンホールトイレ等マンホールトイレ等

【街道広場】【街道広場】
一時受け入れ・炊き出し・支援活動スペース一時受け入れ・炊き出し・支援活動スペース 市民

WS
市民
WS

DB 業者
VE•CD 査定
DB内訳書
チェック

 VE•CD
助言

積算
査定

増減リスト
監理コスト

チェック
発注支援発注支援 設計管理 工事監理基本設計基本設計

規模規模
設定設定

特殊特殊
要素要素

市民市民
要望要望 まとめまとめ 追加追加

要望要望
現場現場
調整調整

現場現場
調整調整積算積算

予算水準・計画予算水準・計画 査定査定査定査定

市民市民
要望要望
構造構造

防災対策室防災対策室
委員会室 3委員会室 3 委員会室 2委員会室 2

委員会室 1委員会室 1

議会ゾーン議会ゾーン 議会ゾーン議会ゾーン

休日セキュリティ休日セキュリティ

可動間仕切可動間仕切市民協働エリア市民協働エリア

議員議員議員議員

WCWC

WCWC WCWC
WCWC

WCWCWCWC

WCWC WCWC
WCWC

WCWC

MRMR MRMR
MRMR

MRMR

MRMR MRMR
MRMR

MRMR

MRMR MRMR
MRMR

MRMR

会議室会議室
1.21.2

執務室 2執務室 2

副市長室副市長室

記者室記者室 備品倉庫備品倉庫

応接室応接室

市長室市長室

更衣室 1更衣室 1

更衣室 2更衣室 2

議長室議長室

事務局事務局

会議室 1会議室 1

倉庫倉庫

機材収納庫 1・2機材収納庫 1・2

会議室 2会議室 2

食堂食堂

ラウンジラウンジ

室外機室外機
スペーススペース

テラステラス

作業室作業室

組合員室組合員室

選挙管理室選挙管理室ミーティング室ミーティング室入札事務室入札事務室
シャワー室・シャワー室・

監査室監査室

更衣室更衣室

IT 打合せ室IT 打合せ室

電話交換電話交換
放送室放送室

（職員控）（職員控）

倉庫倉庫親子席親子席
倉庫倉庫

更衣室更衣室

来客来客
控室控室

WOWO

仮眠室・仮眠室・

( 財政・人事・選管・会検）( 財政・人事・選管・会検）

リフレッシュリフレッシュ
ルームルーム

清掃員清掃員

清掃道具清掃道具
控室控室作業室作業室

印刷室印刷室

更衣室 2更衣室 2更衣室 1更衣室 1

備蓄倉庫備蓄倉庫

倉庫倉庫

倉庫倉庫

応接室応接室教育教育
長室長室

サーバー室サーバー室

保健室保健室

秘書部門秘書部門

104㎡104㎡

98㎡98㎡
152㎡152㎡

91㎡91㎡105㎡105㎡121㎡121㎡
100㎡100㎡ 100㎡100㎡

協議室協議室

協議室協議室

協議室協議室

閲覧・書類閲覧・書類
整理スペース整理スペース
打合せコーナー打合せコーナー

協議室協議室吹抜け吹抜け

会議会議
室 3室 3

EVEV EVEV
EVEV

EVEV EVEV
EVEV

EVEV

図書室図書室ロビーロビー

待機待機

２F ３F 4F
5F

執務室 1
教育委員会部門 473㎡ 執務室 1

政策・市民活動支援・
総務部門 711㎡

執務室 1
上下水道部門 162㎡

執務室 1
情報管理部門 34㎡

執務室 2
危機管理部門 34㎡

執務室 2
農林・商工部門 244㎡

執務室 3
建設部門 395㎡

執務室 2
健康推進・幼保部門  422㎡

執務室 2
秘書部門  45㎡

議員控室
上 (1.2.3) 109㎡
　　下 (5.4)  253㎡

執務室 3・危機管理部門  37㎡

議場 244㎡

傍聴ロビー
（市民ロビー）

防災対策室防災対策室

会議室会議室 議場議場

待機待機
委員会室 3委員会室 3
委員会室 2委員会室 2

委員会室 1委員会室 1

提案

8.環境と“調和する”環境にやさしい庁舎　　

9.市民を“守る”“安全”な庁舎　　　　　　

a. 自然環境に配慮した省エネの庁舎

b. 周辺の景観に “調和する ”ハコの分節

a. フレキシビリティの高い合理的な構造計画 b. 市民を守る防災拠点

12.地場産材の積極的な活用　

13.新庁舎を実現する徹底した“コストコントロール”と施工に配慮した“適性な計画”　　　　　　　　　　　　

15.面積表　　　　　　　　　　　　　　　　14.市民のニーズを取り入れ、コスト管理も徹底する確実な工程　

c. 現実的な施工を想定した適切な配置計画a. コンパクトな計画によるコスト縮減

b. 予算に応じた柔軟なコストコントロール

いくつかに “ 分節された箱 ”とす
ることで周辺に対するボリューム
感をやわらげ、周囲の景観に可能
な限り調和した外観とします。

『なかの街道』『なかの街道』
風の抜ける快適な庁舎風の抜ける快適な庁舎

自然エネルギーの積極的活用と高効率設備の導入により、一次エ
ネルギー消費量の50％以上を削減し、ZEB Ready化を実現します。

ロングスパンに適した鉄骨造により、高いフレキシビリティを実
現するとともに、要所に座屈補剛ブレースを配置した「ブレース
併用ラーメン架構」とすることで優れた耐震性（耐震Ⅰ類）の確
保と経済性に配慮し、コスト縮減を実現します。また、適切な位
置にエキスパンションジョイントを設けることで、偏心による「ね
じれ振動」を回避した安全な構造計画を無理なく実現します。

災害時において『街道広場』や『なかの街道』、議場エリア等の防災対策機能への転用、機能（インフラ途絶時 72 時間の自立運用）
させることで、確実で無駄のない BCP 庁舎を実現します。また、周辺の活動拠点と連携した防災ネットワークを構築します。

学生・主婦・社会人・市民市長・担当チーム・職員

『びわ湖材』をはじめと
する地場産の素材を内
装や雨がかりにならな
い軒裏などに積極的に
活用し、あたたかみの
ある庁舎を実現します。

『びわ湖材』の活用実績『びわ湖材』の活用実績

守山市立図書館守山市立図書館

子育て世代のための設備の整備（授乳室や、こども用トイレ、キッズスペース当等）や危険性を排除、視認性の高い明快なサイン計画、窓口のワンストップ化、
バリアフリー、ユニバーサルデザインを徹底し、市民が訪れやすく、活動を行いやすい計画とすることで、市民が気軽に訪れることができる庁舎を目指します。

設計 JV
意匠・構造・設備・積算
ランドスケープ

コーディネーター

利用者守山市

ワークショップによる意見交換ワークショップによる意見交換

みんなでつくる

新庁舎整備チーム

キッズスペースキッズスペース

子育て支援部門子育て支援部門

１Fメインカウンター１Fメインカウンター

市民ロビー市民ロビー
( 傍聴ロビー )( 傍聴ロビー )

議場議場教育委員会部門教育委員会部門 会議室会議室
一般利用も可能一般利用も可能

可動間仕切り可動間仕切り

可動パネル可動パネル
子育て関連情報掲示子育て関連情報掲示

メインカウンターメインカウンター

11.交流・活動を促す『仕組み』をつくる、市民に寄り添う柔軟なチーム体制　　

10.みんなに“やさしい”“安心”の庁舎                                                                                                                                  

『街道』の円滑な運営や積極的な市民交流、
活動による賑わいを生み出すため、守山図
書館へのカフェ設置の実績を活かし、コー
ディネーターと早期に協力体制をとり、建
築で可能な対応を設計に反映していくとと
もに、運営開始後も市民の積極的な市民活
動、交流機能への参加を継続できるような
仕組みついて検討していきます。また、市
民の皆様や職員の方々とのワークショップ
を開催することで積極的な市民参加を促
し、設計に積極的に反映します。

L型を活かした明快なゾーニングとセキュリティ、動線計画を実現します。執務スペースはまとめることでユニバーサルレイアウトが可能な計画とします。

【施工可能な L型配置】工事期間中に継続利用する既存庁舎との
関係性・庁舎運営に十分配慮し、現実的な施工計画が可能とな
る十分な離隔と、工事期間中の安全性を確保するための最適な
建物配置である L型配置を提案します。
【本設インフラの先行工事】新庁舎の杭工事・基礎工事に合わせ
て、既存のインフラ盛替え工事を将来の本設工事として実施す
ることで、仮設工事費用を抑えつつ、工事工程に遅延のない計
画とします。

【床面積の縮減】執務室の「ユニバーサルレイアウト化」や共用部などの効率化を十分検討
することで、床面積の 5-7％程度を縮減することを検討します。

【初期段階での重点管理】コスト縮減効果の高い設計の初期段階で重点的にコスト管理を行
います。特にコストインパクトのある掘削土量、構造躯体、その他特殊要因等の方針決定の
際は、複数案の比較をして重点的にコスト検討を行います。

ワークショップを設計初期段階に開催し、市民の要望を集め、設計に反映させます。その後
市民への報告の機会を設けることで市民協働を図ります。また、コストについては設計期間
中、要所でコストのチェックを行っていくことで、常に予算水準をキープしながら設計を行っ
ていきます。DB発注以降のコスト管理についても査定への協力を行っていきます。

市民の生活を市民の生活を “ 支える ”みんなにやさしい“支える ”みんなにやさしい『なかの街道』『なかの街道』

見通しがよく、温かみのある執務スペース見通しがよく、温かみのある執務スペース

天井高さ 2,800 以上確保天井高さ 2,800 以上確保

L 型プランの中心の吹き抜けを配置し、明快に分岐する 2つのエリアL型プランの中心の吹き抜けを配置し、明快に分岐する 2つのエリア
吹き抜けにより市民利用スペースと 1階をつなげることで、市民と行政の協働を促します。吹き抜けにより市民利用スペースと 1階をつなげることで、市民と行政の協働を促します。

２F吹き抜け＋市民ロビー２F吹き抜け＋市民ロビー

会議室会議室 議場議場窓口窓口

執務エリア

執務エリア

執務エリア

執務エリア

執務エリア

執務エリア

執務エリア

議会エリア

議会エリア
議会エリア

１F『なかの街道』１F『なかの街道』

災害時にも活用しやすい木の議場災害時にも活用しやすい木の議場市民利用も可能なシンプルでフレキシブルな会議室市民利用も可能なシンプルでフレキシブルな会議室

ワンストップ化、見通しが良い窓口空間、わかりやすいサイン計画、バリアフリーの徹底による市民が利用しやすい庁舎を実現ワンストップ化、見通しが良い窓口空間、わかりやすいサイン計画、バリアフリーの徹底による市民が利用しやすい庁舎を実現

『街道広場』『街道広場』
日射遮蔽と自然通風、日射遮蔽と自然通風、
井水散水による気温上井水散水による気温上
昇の抑制昇の抑制

0101
自然通風・自然換自然通風・自然換
気、外気空調の採気、外気空調の採
用により、換気・用により、換気・
空調用電力の低減空調用電力の低減

0303
太陽光パネルによる太陽光パネルによる
照明等一部負荷の軽減照明等一部負荷の軽減

0404
屋上緑化や雨水、井水を利用屋上緑化や雨水、井水を利用
した散水による熱負荷の軽減した散水による熱負荷の軽減

0505
タスクアンビエントやセンサー、タスクアンビエントやセンサー、
自動制御による照明負荷の軽減自動制御による照明負荷の軽減

08 08 守山特有の伏流水を活かした守山特有の伏流水を活かした
　  積極的な井水利用　  積極的な井水利用

0202
ペ ア ガ ラ ス やペ ア ガ ラ ス や
Low-E ガラスを適Low-E ガラスを適
材適所に用いた高材適所に用いた高
断熱化と換気によ断熱化と換気によ
り、温度差によるり、温度差による
熱負荷の軽減熱負荷の軽減

0909
水損とコスト低減水損とコスト低減
に配慮した外構のに配慮した外構の
マウンドアップマウンドアップ

『森の街道』『森の街道』
連続する庇による連続する庇による
アプローチの日射遮蔽アプローチの日射遮蔽

0606
窓上の庇やブラインドによ窓上の庇やブラインドによ
る日射遮蔽と熱負荷の軽減る日射遮蔽と熱負荷の軽減
0707
メンテナンスに配慮したメンテナンスに配慮した
水平のバルコニー水平のバルコニー

座屈補剛ブレース

EXP.J

【その他】合理的な建築・施工
計画による「イニシャルコスト」
縮減と、省エネルギー技術の採
用、維持管理費縮減により「ラ
イフサイクルコスト」を 25％
削減を目標とします。

【構造における縮減】合理的な
架構として部材断面を抑え、階
高抑制と鉄骨量の削減を検討す
るとともに、建物周囲のマウン
ドアップと地中梁の扁平化によ
り、土の掘削量と山留め等の仮
設工事を減らすことで、建設費
の縮小を図ります。

標準
＜ライフサイクルコスト縮減イメージ＞

提案 25%減

【進捗に応じた調整】設計の
進捗に応じて予算との乖離が
ある場合は、適宜 VE・CD を
や計画調整を行い、補助金の
活用も検討します。
【実績を生かした業務支援】
他市での DB 発注支援業務の
実績を活かし、確実な発注へ
とつなげる業務支援及び、DB
発注時に競争力が働くような
設計を行います。

【大きなハコ】【大きなハコ】 × 【ハコの分節】【ハコの分節】〇〇

仕組みづくりの構築仕組みづくりの構築

ワークショップによる設計内容ワークショップによる設計内容
の共有と意見交換の共有と意見交換

ワークショップワークショップ
による使い方にによる使い方に
対する意見交換対する意見交換

要望・打ち合わせ・調整・提案要望・打ち合わせ・調整・提案

設計中の様々な要望
状況の変化に応じて
確実に、柔軟に対応
していきます。

知る

知る 知る知る

知る

支える

支える 支える支える

支える

守る学ぶ

つながる

断面図 1:300断面図 1:300

＜補助金活用によるコスト縮減イメージ＞

H

I

I

J

J

K

K

L

すこやか通り側から見るすこやか通り側から見るM

＊%は基本計画の面積に対する割合

①新庁舎工事①新庁舎工事

②既存庁舎解体工事②既存庁舎解体工事

①新庁舎工事①新庁舎工事

既存庁舎既存庁舎

庁舎西棟庁舎西棟

庁舎西棟庁舎西棟

駐車場は駐車場は
先行設備先行設備

旧法務局旧法務局

既存既存
インフラインフラ

旧法務局旧法務局

②既存庁舎解体工事②既存庁舎解体工事

十分な離隔に十分な離隔に
よる安全なアよる安全なア
クセスクセス

駐車場の確保駐車場の確保

新庁舎新庁舎

庇庇

新庁舎新庁舎

既存庁舎既存庁舎

新築工事中

新築完成

既存使用中

既存解体中

工事車両
動線

来庁者職員
動線

インフラ
盛替

仮囲い

十分な離隔 (５M以上 )十分な離隔 ( ５M以上 )

1:600

【防災対策室・待機】【防災対策室・待機】
危機管理部門・議会関連
機能と連携のとりやすい
位置に配置することで、
指揮統制を取りやすい計
画とします。

【危機管理部門】
防災対策室と隣
接する場所に配
置することで、災
害発生時スムー
ズに応急対応が
可能となります。

【議場・委員会室・【議場・委員会室・
議員図書室】議員図書室】
災害時の職員待
機スペースとし
て議会関連機能
を活用します。

16.概算内訳　　　　　　　　　　　　　　　
本体工事 ( 新庁舎 )

1F 1158㎡
執務室 会議室等 付加機能 玄関廊下 議会 コア 合計

330㎡ 496㎡ 893㎡ 0㎡ 422㎡ 3299㎡
925㎡ 499㎡ 0㎡ 459㎡ 724㎡ 466㎡ 3073㎡
754㎡ 824㎡ 0㎡ 296㎡ 360㎡ 489㎡ 2723㎡
801㎡ 830㎡ 0㎡ 219㎡ 0㎡ 416㎡ 2266㎡
69㎡ 691㎡ 0㎡ 258㎡ 0㎡ 326㎡ 1344㎡

3707㎡
95.17% 103.39% 98.21% 87.62% 110.6% 81.5% 94.28%

3174㎡ 496㎡ 2125㎡ 1084㎡ 2119㎡ 12705㎡

2F
3F
4F
5F
合計
%

付帯工事等

駐車場・外構工事
＊移転費は除く

建築工事　　　　　3,609,000　　
機械設備工事           　 779,000
電気設備工事           　 779,000
昇降機設備工事        　  52,000
新庁舎庇                     　182,000
インフラ盛替え       　      6,000

小計
5,407,000

（単位：千円）

小計
155,000

小計 228,000
合計　5,790,000

総合計（税込 10%）　6,369,000

バス車庫                    　   68,000
公用車車庫                   　36,000
周辺駐車場・ 駐輪場　  51,000
外構工事　　　　    　228,000

7.『なかの街道』を中心とした、シンプルなゾーニングと動線による、機能的な『L型プラン』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　待合・ロビー・共用廊下 執務スペース 議会関連室 諸室 バックスペース 縦動線

中心の吹き抜けにより執務エリアと議会エリアを明快に分ける
ことで、単純明快な動線、セキュリティ計画を実現します。

2 階と同じエリア配置とすることで、議会エリアが縦動線で
単純明快かつコンパクトにつながる機能的な計画とします。

執務スペースと会議室等の諸室をシンプルに配置する
ことで、自由度の高い計画とします。

屋上テラスに面した食堂を設けます。

ホールエリアホールエリア

4.2M4.2M

4.2M4.2M

4.2M4.2M

4.2M4.2M

5.5M5.5M


