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■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）■ 会議室数試算（本庁舎＋別館）
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㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

計計計計計計計 ㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡ ＞ 532㎡(必要面積)＞ 532㎡(必要面積)＞ 532㎡(必要面積)＞ 532㎡(必要面積)＞ 532㎡(必要面積)＞ 532㎡(必要面積)＞ 532㎡(必要面積)

(撤去不可)(撤去不可)(撤去不可)(撤去不可)(撤去不可)(撤去不可)(撤去不可)

〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉

〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉

〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉

〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉

〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉〈別館〉

記者室記者室記者室記者室記者室記者室記者室

26262626262626
３０１３０１３０１３０１３０１３０１３０１
会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

ロビーロビーロビーロビーロビーロビーロビー

財政課財政課財政課財政課財政課財政課財政課 検査室検査室検査室検査室検査室検査室検査室 行革・施設管理課行革・施設管理課行革・施設管理課行革・施設管理課行革・施設管理課行革・施設管理課行革・施設管理課

副市長室副市長室副市長室副市長室副市長室副市長室副市長室

総務課総務課総務課総務課総務課総務課総務課地方創生推進課(秘書係)地方創生推進課(秘書係)地方創生推進課(秘書係)地方創生推進課(秘書係)地方創生推進課(秘書係)地方創生推進課(秘書係)地方創生推進課(秘書係)

電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠

地方創生推進課地方創生推進課地方創生推進課地方創生推進課地方創生推進課地方創生推進課地方創生推進課

縮尺：１／５００縮尺：１／５００縮尺：１／５００縮尺：１／５００縮尺：１／５００縮尺：１／５００縮尺：１／５００

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室
２０１２０１２０１２０１２０１２０１２０１

監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室

兼兼兼兼兼兼兼

控室控室控室控室控室控室控室

40404040404040

104104104104104104104

547547547547547547547

市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課

男子ﾛｯｶｰ室男子ﾛｯｶｰ室男子ﾛｯｶｰ室男子ﾛｯｶｰ室男子ﾛｯｶｰ室男子ﾛｯｶｰ室男子ﾛｯｶｰ室

216人分216人分216人分216人分216人分216人分216人分

こども課こども課こども課こども課こども課こども課こども課

都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課

教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課

改修後 ３階改修後 ３階改修後 ３階改修後 ３階改修後 ３階改修後 ３階改修後 ３階

改修後 ２階改修後 ２階改修後 ２階改修後 ２階改修後 ２階改修後 ２階改修後 ２階

改修後 １階改修後 １階改修後 １階改修後 １階改修後 １階改修後 １階改修後 １階 改修後 ４階改修後 ４階改修後 ４階改修後 ４階改修後 ４階改修後 ４階改修後 ４階

改修後 ５階改修後 ５階改修後 ５階改修後 ５階改修後 ５階改修後 ５階改修後 ５階

２２２２２２２

５５５５５５５

１１１１１１１１１１１１１１

２４２４２４２４２４２４２４

６６６６６６６

６６６６６６６

２２２２２２２

１１１１１１１１１１１１１１ ３３３３３３３ １０１０１０１０１０１０１０１８１８１８１８１８１８１８５５５５５５５

１０１０１０１０１０１０１０

１２１２１２１２１２１２１２ ２０２０２０２０２０２０２０２２２２２２２２２２２２２２

７７７７７７７ ２５２５２５２５２５２５２５

１４１４１４１４１４１４１４

５５５５５５５

１２１２１２１２１２１２１２

２９２９２９２９２９２９２９

２３２３２３２３２３２３２３ １２１２１２１２１２１２１２

１１１１１１１１１１１１１１

学務学務学務学務学務学務学務

課長課長課長課長課長課長課長

総務総務総務総務総務総務総務

部長部長部長部長部長部長部長

市民税市民税市民税市民税市民税市民税市民税

資産税資産税資産税資産税資産税資産税資産税

○市議会○市議会○市議会○市議会○市議会○市議会○市議会

商工商工商工商工商工商工商工

振興振興振興振興振興振興振興

文化振興文化振興文化振興文化振興文化振興文化振興文化振興

文化財文化財文化財文化財文化財文化財文化財

企業誘致推進室企業誘致推進室企業誘致推進室企業誘致推進室企業誘致推進室企業誘致推進室企業誘致推進室

収税収税収税収税収税収税収税

課長課長課長課長課長課長課長

課長課長課長課長課長課長課長

会計会計会計会計会計会計会計 課長課長課長課長課長課長課長

課長課長課長課長課長課長課長

課長課長課長課長課長課長課長

下水道業務下水道業務下水道業務下水道業務下水道業務下水道業務下水道業務

下水道工務下水道工務下水道工務下水道工務下水道工務下水道工務下水道工務

水道業務水道業務水道業務水道業務水道業務水道業務水道業務

水道工務水道工務水道工務水道工務水道工務水道工務水道工務

国民国民国民国民国民国民国民
年金年金年金年金年金年金年金

課長課長課長課長課長課長課長

行政センター行政センター行政センター行政センター行政センター行政センター行政センター

収税対策収税対策収税対策収税対策収税対策収税対策収税対策

監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局

○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部

○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ふるさと整備部○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局○ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略部 ○監査委員事務局 ○農業委員会事務局

(242.0㎡)(242.0㎡)(242.0㎡)(242.0㎡)(242.0㎡)(242.0㎡)(242.0㎡)

防災危機防災危機防災危機防災危機防災危機防災危機防災危機
管理管理管理管理管理管理管理 総務総務総務総務総務総務総務

人事人事人事人事人事人事人事

部長部長部長部長部長部長部長

課長課長課長課長課長課長課長

道路道路道路道路道路道路道路

道路河川維持道路河川維持道路河川維持道路河川維持道路河川維持道路河川維持道路河川維持

課長課長課長課長課長課長課長

生活安全衛生生活安全衛生生活安全衛生生活安全衛生生活安全衛生生活安全衛生生活安全衛生

戸籍住民戸籍住民戸籍住民戸籍住民戸籍住民戸籍住民戸籍住民

○議会事務局 ○市議会○議会事務局 ○市議会○議会事務局 ○市議会○議会事務局 ○市議会○議会事務局 ○市議会○議会事務局 ○市議会○議会事務局 ○市議会

(40㎡)(40㎡)(40㎡)(40㎡)(40㎡)(40㎡)(40㎡)

(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)

(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)

(43㎡)(43㎡)(43㎡)(43㎡)(43㎡)(43㎡)(43㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)

(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)(42㎡)

(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)

(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)

(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)(38㎡)

(62㎡)(62㎡)(62㎡)(62㎡)(62㎡)(62㎡)(62㎡)

○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課○市民協動部 ○教育部(子ども課) ○会計課

○市長･副市長 ○市長政策部○市長･副市長 ○市長政策部○市長･副市長 ○市長政策部○市長･副市長 ○市長政策部○市長･副市長 ○市長政策部○市長･副市長 ○市長政策部○市長･副市長 ○市長政策部

○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)○市民協動部(ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ)

(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)(26㎡)

財政財政財政財政財政財政財政 管財管財管財管財管財管財管財

室長室長室長室長室長室長室長

検査室検査室検査室検査室検査室検査室検査室課長課長課長課長課長課長課長課長課長課長課長課長課長課長

行革推進行革推進行革推進行革推進行革推進行革推進行革推進

施設再編施設再編施設再編施設再編施設再編施設再編施設再編

施設施設施設施設施設施設施設
管理管理管理管理管理管理管理

課長課長課長課長課長課長課長

秘書秘書秘書秘書秘書秘書秘書

交通政策交通政策交通政策交通政策交通政策交通政策交通政策

統計統計統計統計統計統計統計

課長課長課長課長課長課長課長

情報政策情報政策情報政策情報政策情報政策情報政策情報政策

地方創生推進地方創生推進地方創生推進地方創生推進地方創生推進地方創生推進地方創生推進

課長課長課長課長課長課長課長

部長部長部長部長部長部長部長

(34㎡)(34㎡)(34㎡)(34㎡)(34㎡)(34㎡)(34㎡)

局長局長局長局長局長局長局長

○教育部(子ども課除く)○教育部(子ども課除く)○教育部(子ども課除く)○教育部(子ども課除く)○教育部(子ども課除く)○教育部(子ども課除く)○教育部(子ども課除く)

部長部長部長部長部長部長部長

(104㎡)( 104㎡)(104㎡)( 104㎡)(104㎡)( 104㎡)(104㎡)

課長課長課長課長課長課長課長

子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て
支援支援支援支援支援支援支援保育園保育園保育園保育園保育園保育園保育園相談員相談員相談員相談員相談員相談員相談員

環境保全環境保全環境保全環境保全環境保全環境保全環境保全

ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞｴｺﾋﾞﾚｯｼ ﾞｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞｴｺﾋﾞﾚｯｼ ﾞｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞｴｺﾋﾞﾚｯｼ ﾞｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ
推進推進推進推進推進推進推進

林政林政林政林政林政林政林政
振興振興振興振興振興振興振興
農林農林農林農林農林農林農林

調査調査調査調査調査調査調査
地籍地籍地籍地籍地籍地籍地籍

農政農政農政農政農政農政農政

課長課長課長課長課長課長課長部長部長部長部長部長部長部長

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

交流観光交流観光交流観光交流観光交流観光交流観光交流観光
課長課長課長課長課長課長課長

農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局

スポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツスポーツ

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習

用地用地用地用地用地用地用地

農林施設整備農林施設整備農林施設整備農林施設整備農林施設整備農林施設整備農林施設整備

計画計画計画計画計画計画計画

建築住宅建築住宅建築住宅建築住宅建築住宅建築住宅建築住宅

都市整備都市整備都市整備都市整備都市整備都市整備都市整備
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■合併地域振興基金を中心とした整備財源の検討

１．平成２８年度末基金残高 3,900,286 千円

２．基金充当予定費用の想定 

(1)新築庁舎を建設した場合の初期投資 3,228,465 千円 ⇒ （A） 

(2)いずれかの既存庁舎を活用した場合の初期投資          （単位：千円）

区分 城端庁舎 井波庁舎 福野庁舎 福光庁舎 

増築庁舎工事、 

別館耐震改修工事等 

1,066,670 1,190,530 758,890 287,100

現庁舎等改修工事 261,800 232,540 297,990 313,720 

実施設計業務委託 56,760 57,420 59,400 73,480 

工事監理業務委託 29,480 29,810 30,800 38,170 

用地購入費（造成含む） 105,434 224,250 225,721 248,796 

家屋移転補償費 222,630 55,766 122,533 8,973 

合計（B） 1,742,774 1,790,316 1,495,334 970,239 

(3)既存庁舎が不要となった場合の取壊し費用           （単位：千円）

区分 城端庁舎 井波庁舎 福野庁舎 福光庁舎 

延床面積（㎡）① 4,124 3,362 4,693 6,620

① ×25,000 円（C） 103,100 84,050 117,325 165,500

(4)不要となる既存庁舎の跡地利用に係る費用 

  ・更地とした場合の跡地については、公共施設再編計画にあるような、次の方策が考えら

れる。

①民間への売却 ⇒ 売却収入が得られる

②統合・複合化などによる、新たな施設整備（例のような）の場合の必要な費用。

（例）図書館、公民館等の複合施設整備

＠350 千円×1,500 ㎡＝ 525,000 千円（１施設当たり） ⇒ （D） 

(5)公共施設再編計画の確実な実行に係る費用 

  ①施設解体費用 

  ・現在想定した解体面積と費用  53,000 ㎡×25 千円＝ 1,325,000 千円 ⇒ （E） 

  ②施設を改修して譲渡する費用 

  ・譲渡３を中心に想定した施設数と費用  57施設×5,000千円＝ 285,000千円 ⇒ （F） 
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３．必要費用の算定

◎上記の(1)～(4)の想定費用からパターン別の想定される必要費用は次のとおり。 

(1)新築庁舎建設の場合

① 建設費にほぼ基金全額が必要。【（A）】⇒3,228,465 千円 

② 既存庁舎の取壊し費用が必要。【（C）の合計】⇒469,975 千円（既存庁舎を残す場合は他の 

施設の取壊し経費となる） 

③ 跡地に統合・複合化した新たな施設整備費用が必要。 

【（D）×４施設】⇒2,100,000 千円 

④ ③のような新たな施設整備は行わず、現庁舎を他の目的に使用するための施設改修費用が 

必要。             【○○○千円×４施設】⇒α 

●想定される必要費用 最大見込：【①＋②＋③】＝ ５８億円 

最小見込：【①＋②＋④】＝ ３７億円＋α

(2)いずれかの既存庁舎活用の場合 

① いずれかの庁舎を活用する庁舎整備費が必要。【（B）】⇒970,239 千円～1,790,316 千円 

② 不要庁舎取壊し費用が必要（３庁舎分）。 

【（C）】⇒城端活用：366,875 千円（既存３庁舎を残して活用する場合は他の施設の取壊し費用）

井波活用：385,925 千円（            〃             ）

福野活用：352,650 千円（            〃             ）

福光活用：304,475 千円（            〃             ）

③ 跡地に統合・複合化した新たな施設整備費用が必要（３庁舎分）。 

                   【（D）×３施設】⇒1,575,000 千円 

④ ③のような新たな施設整備は行わず、現庁舎を他の目的に使用するための施設改修費用が 

必要。             【○○○千円×３施設】⇒α 

●想定される必要費用 最大見込：【①＋②＋③】＝ ３８億円 

最小見込：【①＋②＋④】＝ １３億円＋α

４．その他費用 

・公共施設再編の推進費用が必要。【（E）＋（F）】⇒1,610,000 千円 
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