
庁舎機能再編に係る資料
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１．これまでの経緯①

平成24年10月

［第2次南砺市行政改革実施計画策定］
「分庁舎方式の検証と庁舎機能の再編」･･･行政組

織機構の再構築にあわせて現在の庁舎の分庁舎方式

を検証し、部局及び課室の効率的かつ機能的な配置

を検討する

平成24年12月 定例会一般質問 総合庁舎方式の検討等について

平成25年3月19日 新市合併まちづくり計画(H16～H26)の合併特例債
の延長に合わせた5年延長(H16～H31)を議決

平成25年6月 定例会代表質問 庁舎再編と行政組織の改編等について

平成26年3月 定例会一般質問 庁舎の老朽化と庁舎機能の再編等について

平成27年3月 定例会代表質問 庁舎のあり方検討の予定等について

平成27年6月 定例会一般質問 新築庁舎建設と分庁舎方式継続等について

平成27年12月 定例会代表質問 庁舎のあり方検討の進み具合等について

平成28年2月8日 議員懇談会

既存4庁舎のいずれかを増築する既存庁舎活用案と
新庁舎整備案の5パターンについてライフサイクル
コスト等を試算

平成28年3月 定例会代表質問 庁舎再編の今後の工程等について

平成28年3月 定例会一般質問 地域力の低下とならない庁舎再編等について

平成28年3月18日

［第2次公共施設再編計画議決］
厳しい財政状況を鑑み、他の公共施設同様、庁舎に

ついても集約再編する方向性、行政センター窓口業

務は8地域に残す方針を決定
平成28年6月 定例会代表質問 新統合庁舎整備の今後の進め方の手順等について

平成28年6月14日 議員懇談会
5パターンの案の比較試算、既存4庁舎周辺状況と増
築想定図、再編検討・判断のポイントについて議論

平成28年7月11日 議員懇談会
庁舎再編に係るスケジュール案、職員数と庁舎面積

の試算、新統合庁舎建設コストを基に議論

参考資料
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１．これまでの経緯②

平成28年8月4日 議員懇談会
職員数の推移試算、総務省基準延床面積算定、公共

建築物の木材利用等を基に議論

平成28年8月24日 議員懇談会
既存4庁舎存続と統合庁舎の維持管理費の比較、庁
舎再編に係る市民との意見交換会資料案を基に議論

平成28年9月 定例会代表質問 庁舎再編の時期や規模、庁舎の在り方等について

平成28年9月 定例会一般質問 統合庁舎方式の今後の方針等について

平成28年9月12日 市自治振興会連合会との意見交換会

平成28年9月20日～10月3日 地域審議会との意見交換会（8地域毎）
平成28年10月14日～10月28日 市民との意見交換会（8地域毎）
平成28年11月2日 議員懇談会 意見交換会での主な意見を報告

平成28年12月 定例会代表質問 庁舎整備の意見集約と今後の対応等について

平成28年12月 定例会一般質問 庁舎再編と市民への説明等について

平成29年1月25日 議員懇談会 庁舎、駐車場面積及び基金活用計画等を基に議論

平成29年3月 定例会一般質問 庁舎のあり方と行政センターの窓口機能等について

平成29年3月 定例会一般質問 庁舎機能と防災の拠点等について

平成29年3月22日,29日 市自治振興会連合会理事会及び勉強会

平成29年4月21日 議会全員協議会
これまでの経緯、論点別の意見と市の考え方、庁舎機

能再編の比較試算等を基に議論

平成29年6月5日 議会全員協議会
決算額の推移と今後の財政見通し、庁舎整備・維持管

理費と整備財源についての資料を基に議論

平成29年6月13日 議会懇談会 テーマごとの今後の進め方について確認

平成29年7月10日 議会全員協議会

都市計画街路事業予定箇所図、既存4庁舎を継続使用
した場合の試算、行政センター窓口受付件数等を基に

議論

平成29年8月7日 議会全員協議会
庁舎再編の考え方、跡地活用とまちづくり、再編時期

等について議論

平成29年8月30日 議会全員協議会

庁舎再編 (2庁舎併用パターン)の比較試算、公共施設
再編計画に関係する主な施設、職員数の推移等を基に

議論

平成29年10月1日 市民との意見交換 市議会主催 庁舎の再編について意見交換

平成29年10月4日 議員懇談会 市議会としてのこれまでの議論のまとめ

平成29年10月6日 議会全員協議会

現時点の市議会の総意としての「提案・要望」が議長

より市長に提出された

市長は自らの考えを表明



庁舎機能再編に係る費用の比較試算（5パターン）
による議論

既存4庁舎継続の場合と庁舎を統合した場合の年
間維持管理費の比較による議論

4庁舎を継続した場合の経費試算による議論
2庁舎活用の場合の議論
市財政の将来見通しによる議論

庁舎再編整備に係る財源による議論

コスト面

分庁舎が無くなる事によるまちの中の賑わい喪失
や衰退への対策の議論

使われなくなる分庁舎の活用や取り壊した場合の
跡地利用の議論

既存分庁舎周辺の道路等の整備計画を踏まえた
議論

行政センター窓口利用者数による議論

市内外への人の動きによる議論

行政センターのあり方を含めた議論

まち
づくり面

地震、大雨・洪水等、非常時の重要拠点としての

議論

防災面を考慮した庁舎の立地の議論

防災面

市民の利便性を考慮した庁舎立地の議論

現状の公共交通機関を考慮した立地の議論

各分庁舎の耐用年数を考慮した統合時期の議論

事務改善や職員定数削減の推進の議論

位置等

これまで次のような論点を中心に議論をすすめてきました。
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２．これまでの主な論点



期間
城端
庁舎
活用案

井波
庁舎
活用案

福野
庁舎
活用案

福光
庁舎
活用案

新築庁
舎整備
案

4庁舎
継続案
(※1)

既存庁舎建築年度 S48 S51 S40 S62

1年目(H31初期投資) 1,743 1,790 1,495 970 3,228

10年目まで 2,020 2,224 3,605 1,287 3,527 1,910

20年目まで 3,751 3,842 3,893 1,693 3,893 3,004

30年目まで 4,015 4,101 4,252 4,140 4,243 5,537

40年目まで 4,525 4,634 5,097 4,354 5,179 5,751

50年目まで 5,135 5,183 5,433 4,653 5,597 6,049

60年目まで 5,408 5,443 5,744 5,320 5,895 6,717
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２-１．コスト面①

（単位：百万円）

庁舎機能再編に係る費用の比較試算

各パターンの初期投資及び60年間のライフサイクルコスト（建替建

設費や維持管理費等を含む累積コスト）は以下のとおりです。
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1年目
(H31)

11年目
(H41)

21年目
(H51)

31年目
(H61)

41年目
(H71)

51年目
(H81)

億円

新築庁舎整備案

福野庁舎活用案

井波庁舎活用案

城端庁舎活用案

福光庁舎活用案

※1・・・４庁舎を継続活用し、耐用年数を迎える庁舎から廃止し、最終的に１庁舎に統合する試算



２庁舎を活用した場合の初期投資及びライフサイクルコスト

の試算（建替建設費や維持管理費等を含む累積コスト）は

以下のとおりです。

期間

２庁舎併用パターン

城端・福光
庁舎併用
試算

井波・福光
庁舎併用
試算

福野・福光
庁舎併用
試算

1年目
（初期投資）

200 200 200

7年目まで 1,319 1,416 1,417

10年目まで 1,415 1,511 1,512

20年目まで 1,820 1,916 1,918

29年目まで
(※2)

4,246 4,342 4,344

２
庁
舎
体
制

１
庁
舎
体
制
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（単位：百万円）

• H32年度から２庁舎体制を開始する。
• ２庁舎のうち１庁舎は、耐用年数の到来までが最も長い福光庁舎を活用
することとし、耐用年数まで使用する。

• ２庁舎体制の期間は、既存４庁舎のうち、耐用年数の到来が最も早い福
野庁舎の耐用年数に合わせ、Ｈ37年度までとする。

• H38年度以降は、福光庁舎のみの使用とし、１庁舎体制とする。
• 城端、井波、福野庁舎の改修は行わない。福光庁舎で必要最低限の初
期投資を、H31年度に行う。

• また、１庁舎体制となる前に、福光庁舎で必要な改修等を行う。

試算の仮定条件

※2 ・・・29年目は、福光庁舎が耐用年数を迎える年。建替費用も含んでいる。

２-１．コスト面②

福光庁舎に係る整備の時期と内容

本館 別館

初期投資
（H31年度）

駐車場整備（用地費等を含む） 耐震改修

H37年度
までに

内装改修、屋上防水、
外壁改修、空調改修、車庫、
駐車場整備（用地費等を含む）

内装改修、屋上防水、
外壁改修、空調改修



厳しい財政状況
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４庁舎の維持管理にかかっているコスト(年間)

２-１．コスト面③
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億円

国からの普通交付税の減額や人口減少に伴う市税収入

の低迷により、今後、厳しい財政状況が予想されます。

合併による優遇
措置がH31で終了

0

普通交付税の推移と見込み

城端庁舎 1,819万円

井波庁舎 3,192万円

福野庁舎 3,117万円

福光庁舎 2,816万円

合計 10,944万円

統合（既存庁舎を増改築または新築）した場合の年間維

持管理費は、2700万円～4300万円と想定されることから、

4庁舎を継続する場合は、6600万円～8100万円程度

割高であるということになります。

毎年、約1億1千万円

の維持管理費が

かかっています。



行政センターはどうなるか？

住民票や証明書の発行等、市民の皆さまへの

影響がないよう、８地域に窓口業務を中

心とした行政センター機能を残します。

ただし、場所は、他の公共

施設や民間施設での開設

を検討します。
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２-２．まちづくり面①

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

城端行政センター 10,168 13,046 12,030

井波行政センター 8,267 14,012 14,254

福野行政センター 21,762 25,465 25,698

福光行政センター 20,712 23,101 24,426

平行政センター 1,265 1,643 1,318

上平行政センター 1,006 1,049 903

利賀行政センター 717 852 799

井口行政センター 1,386 1,497 1,330

自動交付機 14,684 5,076 3,210

コンビニ交付 1,535 3,976 3,590

行政センター等の窓口事務受付件数
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庁舎再編によって使われなくなる庁舎や解体した場合の跡

地の活用等について、まちづくりや他の公共施設との統合や

複合化等と合わせて検討する必要があります。

２-２．まちづくり面②
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各庁舎の耐震の状況は以下のとおりです。

２-３．防災面

各庁舎 ｉｓ値 耐震補強 備考

城端庁舎 0.78 済 平成16年に耐震補強済

井波庁舎 0.82 不要 耐震診断の結果、耐震補強不要

福野庁舎 0.75 済 平成16年に耐震補強済

福光庁舎 - 不要
新耐震基準施行後に建設のため耐震
補強不要

平行政センター - 不要
新耐震基準施行後に建設のため耐震
補強不要

上平行政センター 0.76 済 平成25年に耐震補強済

利賀行政センター 0.75 済 平成25年に耐震補強済

井口行政センター 0.62 不要 耐震診断の結果、耐震補強不要

※ is値

is値とは構造耐震指標のことをいい、地震力に対する建物の強度、靱性（じんせい：
変形能力、粘り強さ）を考慮して、建築物の階ごとに算出するもの。「建築物の耐震改
修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」の告示（平成18年度国土交通省告示）によ
り、震度6～7程度の規模の地震に対するis値については以下の様に定められている。

is値が0.6以上 倒壊、又は崩壊する危険性が低い

is値が0.3以上0.6未満 倒壊、又は崩壊する危険性がある

is値が0.3未満 倒壊、又は崩壊する危険性が高い

※ 新耐震基準

新耐震基準とは、建築基準法施行令における耐震基準について、昭和53年の宮城
沖地震を受けて、昭和56年6月1日に改正が行われたもの。平成7年の兵庫県南部地
震（阪神･淡路大震災）の被害状況では、この新耐震基準施行後の建物については比
較的大きな被害は受けなかったと報告されており、一定の倒壊リスクの低減が認めら
れている。想定外の規模の大規模地震が起こることに備えて、今後さらに耐震基準が
強化されることも想定されるが、現時点での耐震能力の目安となっている。
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※掲載資料以外にも、議論に用いた資料があります。

詳しくは、市ホームページで と検索して

ご覧ください。

庁舎再編


