
岡崎市額田支所周辺施設整備基本計画

平成 27 年４月

岡 崎 市



目 次

１ はじめに.........................................................................................................................................................1

２ 現況整理

２－１ 計画地の概要................................................................................................................................................ 2

２－２ 既存施設の概要............................................................................................................................................ 3

２－３ 法規制の整理................................................................................................................................................ 4

２－４ 上位計画(額田支所に関連する部分を抜粋) ..................................................................................... 4

３ 課題の整理

３－１ 既存施設の利用状況 .................................................................................................................................. 5

３－２ 旧額田支所内の既設設備......................................................................................................................... 6

３－３ 既存施設の老朽化....................................................................................................................................... 6

３－４ 国庫補助金の残存額 .................................................................................................................................. 7

３－５ 敷地内の利用動線....................................................................................................................................... 8

３－６ 施設の統廃合と集約 .................................................................................................................................10

４ 整備の基本方針

４－１ 敷地の有効活用と施設の適正な配置..................................................................................................12

４－２ 市民交流拠点の整備 ................................................................................................................................12

４－３ 生活拠点の整備..........................................................................................................................................12

４－４ 地域防災拠点の整備 ................................................................................................................................12

４－５ 地域の特性に配慮した施設整備...........................................................................................................12

５ 施設整備内容の検討

５－１ 導入する機能...............................................................................................................................................13

５－２ 敷地全体の計画..........................................................................................................................................14

５－３ 新施設の構造検討.....................................................................................................................................16

５－４ 建物プラン・施設機能ゾーニング案 ......................................................................................................17

５－５ 設備棟の先行整備.....................................................................................................................................19

６ 事業化計画

６－１ 整備スケジュール .......................................................................................................................................22

６－２ 概算事業費...................................................................................................................................................23

６－３ 運営体制 .......................................................................................................................................................24

７ 整備の効果

７－１ 利便性の向上..............................................................................................................................................25

７－２ 防災機能の向上..........................................................................................................................................25

７－３ 額田地域の拠点整備 ................................................................................................................................25

７－４ 地域振興の促進..........................................................................................................................................25

７－５ 施設用途の適正化.....................................................................................................................................26

７－６ 公共施設の総量縮減 ................................................................................................................................26



- 1 -

１ はじめに

額田地区は、平成28年に岡

崎市制施⾏100周年と同時に

平成18年の岡崎市との合併

後10周年を迎え、ひとつの節

目を迎える時期にさしかかっ

ている。当該地区の将来ビジ

ョンを整理すると、住⺠の⽣

活圏拡大への対応、地域の均

衡ある発展に対する懸念、時

代を⾒据えた⾏政運営、新た

なまちづくりの可能性を課題

として、ゆとりある暮らしの

実現等市⺠⽣活の選択肢の拡

⼤や新東名⾼速道路岡崎東インターチェンジの開設による新たな⼈、モノの交流の先導、

⾃然や⽂化と定住の整備、広域交流機能の整備が望まれている。当該地区は、昭和31

年に豊富村、宮崎村、形埜村、下⼭村の４村が合併して額⽥町として町制を開始し、昭

和39年に役場庁舎が樫⼭町の⼩⾼い場所に整備された。その後、役場周辺の敷地内に

は、図書館、自然休養村センター、保健センターそしてぬかた会館が建設され、公共施

設の集約された町の中心地を形成していた。

しかし、平成18年に岡崎市

と合併した後は、公共施設サー

ビス機能の⾒直しがされ、耐震

性能を有していない額田支所

庁舎はその危険性から緊急的

な避難をしており、業務を仮事

務所で⾏っている現状となっ

ている。既存の施設も⽼朽化が

⽬⽴ち始め、維持すべきかどう

かの岐路に⽴たされている。

こうした現状から、額田地区

の拠点としてふさわしい施設

整備のあり⽅を⽰すため、本書のとおり検討を⾏ったものである。

額田支所周辺の変遷

昭和 39 年 10 月 町役場庁舎完成

昭和 52 年 3 月 額田図書館完成（平成６年に増築）

昭和 53 年 3 月 自然休養村センター完成

昭和 56 年 2 月 額田保健センター完成

昭和 61 年 7 月 ぬかた会館完成

平成 18 年 1 月 支所に改修（町役場庁舎）

平成 18 年 1 月 森の総合駅に改修（自然休養村センター）

平成 21 年 3 月 額田保健センター閉鎖

平成 24 年 12 月 支所閉鎖

平成 25 年 1 月 支所に改修（自然休養村センター）

平成 25 年 1 月 森の総合駅に改修（額田保健センター）

愛知環状鉄道

第二東名高速道

豊川市

計画地
岡崎東 IC

岡崎 IC東岡崎

東名高速道路

国道１号

東海道新幹線
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２ 現況整理

２－１ 計画地の概要

計画地は現在の岡崎市役所額田支所周辺であり、広大な土地に複数の公共施設が配

置されている。各施設は、岡崎市と合併する以前の額田町においてそれぞれの目的で

整備されたものであったが、岡崎市との合併以後、旧額田支所は耐震性能がないこと

から閉鎖され、自然休養村センターは額田支所に、額田保健センターは森の総合駅に

転用された。

旧支所

森の総合駅

額田商工会館

ぬかた会館額田図書館

額田支所

市街化調整区域
容 積 率：200％
建ぺい率：60％

岡崎市樫山町山ノ神１６－１始め２３筆、１２，０６６．６３㎡

【額田支所（旧自然休養村センター）】
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２－２ 既存施設の概要

計画地における既存施設の概要について、以下に整理する。

施設名
（当初）

主用途
竣工
年度

経過
年数

構造 階数 延べ面積 IS値

旧額田支所
（旧額田町役場）

事務室 1964･10 49 RC 2 1,362.74

額田支所
（旧自然休養村センター）

事務室 1978･3 36 RC 2 784.72 0.68

額田図書館 図書館 1977･1 37 RC 2 336.55 1.39

額田図書館・増築部 図書館 1995･2 19 RC 2 225.80 ―

ぬかた会館 集会場 1986･7 28 RC 2 718.16 ―

森の総合駅
（旧額田保健センター）

事務室
案内所

1981･2 33 RC 2 505.42 1.01

【ぬかた会館】

【森の総合駅（旧額田保健センター）】

【旧額田支所（旧額田町役場）】

【額田図書館】
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２－３ 法規制の整理

新東名⾼速道路の岡崎東インターチェンジの整備に伴い、開発圧⼒の上昇が⾒込ま

れる計画地を含む樫山町の一部地区について、平成22年12月24日愛知県内の都市計

画区域の再編に合わせて都市計画区域に編⼊された。額⽥⽀所周辺における法令上の

建築等に係る制限は次のとおりである。

■法令・都市計画上の制限等

２－４ 上位計画 (額田支所に関連する部分を抜粋)

○第６次岡崎市総合計画

基本構想の将来都市構造において、額田支所周辺は、支所を中心として地域の自治を支える機能

の集約を進める地域自治拠点とするとともに、日常生活を支える機能の集約を進める生活拠点と

するとされている。

○岡崎市都市計画マスタープラン2010

岡崎市都市計画マスタープラン2010では、額田地区の地域別構想において、地区拠点にふさわ

しい公共施設を中心にした市⺠交流機能の維持向上に努めることと、良好な定住環境の整備促進

に努めることとされている。

○岡崎市地域防災計画

岡崎市地域防災計画では、支所のある施設は地域防災拠点とされている。非常用電源設備や備蓄

品を整備し、災害時には地域における防災活動拠点となる。

都
市
計
画
法
・
建
築
基
準
法
関
連

項目 基準等

用途地域上の建築

制限

◎計画地全域：市街化調整区域

容積率：200％(許容容積率12,066.63㎡×200％＝24,133.26㎡)

建ぺい率：60％（許容建ぺい率12,066.63㎡×60％＝7,239.98㎡）

◎建築基準法22条区域：指定

高さ制限
◎道路斜線制限 規制あり（適⽤距離20ｍ 勾配1.5）

◎隣地斜線制限 規制あり（⽴上り31ｍ 勾配2.5）

日影による建築物

の高さ制限につい

て

◎高さが10ｍを超える建築物に日影規制あり

測定水平面（平均地盤面からの高さ） ：4.0ｍ

敷地境界線から5ｍを超え10ｍ以内 ：4時間

敷地境界線から10ｍを超える ：2.5時間

市街化調整区域に

おける開発⾏為及

び建築⾏為にかか

る許可基準及び審

査基準（都市計画法

第34 条関係）

◎計画地内に店舗、事業場等を建築する場合の規定(抜粋)

◆敷地面積1,000㎡以下の場合

建築物の延床面積：300㎡以下 高さ10ｍ以下

◆敷地面積500㎡以下の場合

建築物の延床⾯積：法定容積率（200％） 高さ10ｍ以下

◆居住施設を含まない。駐⾞場が適切に設けられている。
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３ 課題の整理

３－１ 既存施設の利⽤状況

（１）額田支所（旧自然休養村センター）

岡崎市との合併前は、自然休養村センターという市⺠利⽤施設であり、合併を機

に森の総合駅と位置付けられたが、旧額田支所の耐震性能がないことから額田支所

の移転先となるべく、平成24年に⾃然休養村センターを廃止し、必要な改修を施し

たうえで額⽥⽀所や林務課、道路維持課額⽥地区班の事務室となった。

（２）額田図書館

平成25年度の利⽤実績によると、他の地域図書室は貸出冊数を蔵書数で除して得

た数値（表中の貸出割合）が１を超えており、最低数値の中央市⺠センターでも1.75

であるところ、額田図書館は0.75であることから、貸出冊数に比べて蔵書数が過大

な状態である。

■Ｈ25蔵書数及び貸出冊数

※ 貸出割合＝貸出冊数／蔵書数 (注 貸出冊数には予約取り寄せの冊数も含む。)

（３）森の総合駅（旧額田保健センター）

額田保健センターは平成21年に閉鎖されていたが、平成24年度の途中に⽀所が

自然休養村センターに移転することに伴い、押し出される形で森の総合駅が旧額田

保健センターへ移転した。１階に案内所と展示スペース、器具倉庫があるが、２階

は全く利⽤されていない。合併当初は２万⼈の利⽤を⾒込んでいたが、観光客の減

少もあり利⽤者数は伸びず、旧額田保健センターへの移転後はさらに減少している。

また、案内所としては支所を訪れる人も多く、機能が重複してしまっている。

年度 H21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

利⽤者数（⼈） 9,004 9,165 9,234 7,594 7,795

施設区分 蔵書数 貸出冊数 貸出割合

額田図書館 48,791 36,441 0.75

中央図書館 693,402 1,886,191 2.72

地
域
図
書
室

中央市⺠センター 5,261 9,217 1.75

南部市⺠センター 49,568 212,761 4.29

⼤平市⺠センター 11,249 31,319 2.78

東部市⺠センター 10,238 18,138 1.77

岩津市⺠センター 14,862 48,077 3.23

⽮作市⺠センター 17,507 41,337 2.36

六ツ美市⺠センター 9,035 30,566 3.38

岡崎げんき館 11,008 135,658 12.32
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（４）ぬかた会館

合併以後、利⽤者数が減少しているが、ここ数年間では⼤きな変化はない。施設

全体の利⽤率は22％と低い。また10⼈以下の利⽤が約60％と小規模での利⽤が多

く、30㎡〜50㎡の部屋がよく使用されるが、50⼈以上の利⽤も年間約40件ある。

年度 Ｈ16(合併前) Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

利⽤回数（回） ― 1,329 1,376 1,405

利⽤者数（⼈） 14,580 11,196 12,274 12,053

３－２ 旧額田支所内の既設設備

旧額田支所は、耐震性能がなく、地震発生時に危険であるため現在閉鎖されており、

早期に建物を解体する必要があるが、施設内には電気、電話、イントラネット及び⾏

政防災無線の設備が残されたままとなっており、電気や通信に関しては、旧額田支所

を経由して敷地内の各施設に送電・伝送されている。したがって、建物を解体する前

に、これらの設備を工事の影響のない場所に移設しなければならない。

３－３ 既存施設の⽼朽化

既存の各施設は、建築後30年以上経過しているものが多く、建物の⼤規模修繕や

設備の更新などが必要な時期にさしかかっている。⽇本建築学会による建築物の耐⽤

年数の試算においては、その平均値を⽐較すると、⽊造40年、鉄⾻鉄筋及び鉄筋コ

ンクリート（SRC、RC）造65年、鉄⾻（S）造65年（普通品質）となっているが、

建築基準法第12条の法定点検の結果に

よると既に改修が必要と判断される箇

所がある。適切に改修⼯事を⾏えば、施

設の⻑寿命化は可能であるものの、施設

の利⽤状況や使⽤形態を鑑みると、多額

の費⽤をかけて改修を⾏うべきか疑問

もあり、総合的な検討が必要である。

建築物の構造 耐⽤年数の範囲 平均値

ＳＲＣ造、ＲＣ造 50〜80 年 65 年

Ｓ造
普通品質 50〜80 年 65 年

軽量鉄⾻ 30〜50 年 40 年

木造 30〜50 年 40 年

■⽇本建築学会による建築物の耐⽤年数

【防災無線】 【イントラネット】 【電話交換機】
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■法定点検結果データ

施設名
（以前）

建基法第12条点検（建築） 建基法第12条点検（設備）

地盤 外部 内部 内外部 避難等 外構 電⼒ 通信 空調 給排水

ぬかた会館 B D B A B B C B B B

額田図書館 B C B A A B C A A C

額田支所
（旧自然休養村センター）

B D B A A B C A A B

森の総合駅
（旧額田保健センター）

B E C C A B B A B B

(凡例 A:維持管理上の問題はない B:軽微な対応を要する C:修繕・部品交換での対応が
必要 D:改修・更新が必要 E:早急に改修・更新が必要)

３－４ 国庫補助⾦の残存額

各施設には、建設に当たり国庫補助⾦の交付を受けており、まだ耐⽤年数が経過し

ていないものがある。解体や⽤途変更の際は、財産処分等として関係省庁に協議する

必要があり、耐⽤年数が経過していない建物の財産処分等を⾏う場合は原則として残

存額を国へ返還しなければならない。しかし、国は平成21年頃に返還の要件を緩和

しており、10年以上経過した建物については返還が免除される場合があるため、国

との協議の結果によっては返還額を縮減できる⾒込みである。

額田支所（旧自然休養村センター）及び森の総合駅（旧額田保健センター）は、転

用する際に既に財産処分報告書を提出し、受理されているため、返還は生じない。

施設名
（当初）

補助事業名
耐用
年数

経過
年数

総事業費
(千円)

国庫補助⾦
（千円）

残存額
（千円）

額田図書館
工業再配置促進施
設整備費補助事業

50 40 44,314 31,070 5,117

額田図書館・増築部
工業再配置促進施
設整備費補助事業

50 22 62,830 45,690 17,304

ぬかた会館
工業再配置促進施
設整備費補助事業

50 30 148,506 65,000 16,676

※ 残存額は平成28年３⽉31日時点で試算 合計 39,097
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３－５ 敷地内の利⽤動線

現状の既存施設は、個々の施設の利⽤には問題はないが、それぞれの目的で単独に

整備されてきていることから施設間の動線が悪く、敷地中央に施設が配置され、駐⾞

場が東⻄に分かれているため、複数の施設を⾏き交うには不便である。また、敷地の

中央付近で１ｍ程度の⾼低差が⽣じており、額田支所の建物でその高低差を解消して

いるため、敷地を有効に活用する視点からは⾼低差の処理が課題となる。
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３－６ 施設の統廃合と集約

額田支所は、旧額田町時代には役場を中心とした拠点的施設が⽴ち並び、地域⾃治

拠点として各機能の集約がなされていた。

しかし、合併以後、これらの施設の利⽤⽤途が変わったこともあり、ここまでに挙

げたような数々の問題を抱えている現状にある。

今後の施設全体のあり方を検討するに当たり、各施設における⻑寿命化の⽅針と併

せ、計画地における既存施設の再利⽤、統廃合、集約について以下に整理する。

（１）既存施設を⻑寿命化した場合

2015 年を起点として今後 50 年先までのライフサイクルコスト（ＬＣＣ）は次の

とおりとなる。

■既存施設を⻑寿命化した場合の LCC 試算

施設名
保全費

（2015〜2065 年）
更新費（解体＋新築）

額田支所
（旧自然休養村センター）

122,361 千円 290,346 千円（2056 年更新）

ぬかた会館 181,296 千円 265,719 千円（2064 年更新）

額田図書館 52,824 千円 208,069 千円（2055 年更新）

森の総合駅
（旧額田保健センター）

151,374 千円 187,005 千円（2059 年更新）

計 507,855 千円 951,139 千円

合計 1,458,994 千円

（２）既存施設に集約する場合

ア 額田支所（旧自然休養村センター）を拡張整備

必要な⾏政機能と市⺠交流機能や社会教育機能、そして、防災拠点機能を合わせて

整備する上では、当該施設では容量が⾜りない。そのため、現施設の改修と複合化

する施設の増設を必要とする。また、現⾏政機能を⼀時的に移設する必要もあり現

実的ではないと考えられる。

イ 森の総合駅（旧額田保健センター）に併設

施設を⼤規模に改修し、⼊りきらない施設については、施設を増設する。⽴地条件

から増設する上では配置が限られるため、動線やゾーニングが限定される。

ウ ぬかた会館を改修

ぬかた会館は、残存価値の高い施設であるものの、機能の集約を当該施設で受ける

となるとやはり、施設の改修と足らない施設の増設が必要となってくる。支所敷地

の有効な⼟地利⽤の観点では、動線やゾーニングとともに計画に制限がかかってく

ると予想される。

エ 額田図書館を改修

施設を大規模に改修し、入りきらない施設については、施設を増設することが必要

となる。現機能を維持するためには一時的な機能を移転する必要がある。
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（３）新たに施設を建設して統廃合する場合

新築する建築物は、延べ床面積を 2,000 ㎡と仮定し、建設後 50年間の保全費⽤を

試算する。諸施設は全て解体する。

補助⾦については、全施設が返還対象になったと仮定して返還額も計上する。

■既存施設を統廃合して新築した場合

内訳 ⾦額 備考

建設費 766,800 千円

新施設保全費（50 年） 204,120 千円

諸施設解体費 77,119 千円 2,570.65 ㎡×30 千円

既存施設補助⾦返還額 39,097 千円 最大の場合を想定

合計 1,087,136 千円

（４）まとめ

ケース ⾦額 評価

既存施設を⻑寿命化した場合 1,458,994 千円 -

既存施設を統廃合して新築した場合 1,087,136 千円 ○

以上より、既存施設を維持する場合と統廃合をして新設の施設を整備する場合を

比較すると、既存施設の保全費がかさむことにより新設する場合の方が財政負担を

軽減できると考えられる。また、現在は複数の施設で個別に契約されている設備の

保守点検業務の費⽤や⽔道光熱費等の経常的な維持管理費もさらに縮減できると

予想される。
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４ 整備の基本方針

４－１ 敷地の有効活用と施設の適正な配置

当該敷地は、中山間地域にありながら貴重な広い平面であり、様々な⾏政⽬的で有

効に活⽤できる。しかし、敷地の中央には南北に向けて最⼤１ｍ程度の段差が⽣じて

おり、⼀体とした敷地の利⽤の⽀障となっているため、全⾯的な施設整備を⾏うこの

機会に解消することが望ましい。

また、公共施設の適正な配置の観点から、既存施設の規模や機能を⾒直すことによ

って施設⾯積の総量の縮減を図る必要がある。

４－２ 市⺠交流拠点の整備

都市計画マスタープランの方針に従い、計画地が額田地区の中心地であることを念

頭に入れ、地域自治活動の支援を担う支所を中心に、既存の公共施設の機能を維持し

つつ、さらに利⽤状況や利便性を改善し、地域の方が気軽に訪れ、様々な活動を通じ

た交流やふれあいを促進させる市⺠交流の拠点として整備を図る。

４－３ 生活拠点の整備

岡崎東インターチェンジの整備により想定される周辺地域の住宅地の増加を考慮

し、良好な定住環境を実現するために、日常生活に必要な機能の整理と集約を⾏うと

ともに、基幹的な公共交通と地域交通の結節点にあたるため交通利⽤者の利便性を向

上させるための整備を図る。

４－４ 地域防災拠点の整備

支所は、地域防災拠点であることから、災害時にも⾏政機能が維持できるように十

分な耐震性・耐火性を有した建築物である必要がある。施設整備に際して災害対策活

動に必要な設備等を配備し、防災機能を向上させる。

４－5 地域の特性に配慮した施設整備

額⽥地区は、区域の⼤部分を⼭林が占めており、豊かな⾃然に囲まれた地域である。

新施設の建設に当たっては、この豊かな森林資源を活用し、周辺環境と調和した温か

みのある施設整備を図る。
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５ 施設整備内容の検討

５－１ 導入する機能

これまでの検討をふまえ、現状の支所等の⾏政機関機能の存続と、既存公共施設の利

⽤状況を鑑み、再整備に必要な機能を以下に整理する。

導入機能の施設群

○行政関係機能
・支所

・道路維持課（額田地区班）

・林務課

・社会福祉協議会額田支所

・シルバー人材センター額田支所

○大型車両駐車機能

○自家用自動車駐車機能

○交通結節拠点機能

・自家用自動車駐車場

・大型自動車駐車場

・バス乗降所

・広場

○市民交流機能

○社会教育機能

・集会室（ホール） ・研修室

・図書コーナー ・プレイルーム

・ロビー ・森の駅コーナー

・多目的トイレ

○地域防災拠点機能
・防災活動室 ・防災倉庫

・非常電源設備
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５－２ 敷地全体の計画

「３－６施設の統廃合と集約」で整理したように、当該敷地において、既存施設を統

廃合して新しい支所を新築する方針で整備する。

各施設を休まずに存続させ、短期間で移転を⾏うことが望ましいため、新施設の建設

場所は旧支所のある位置とする。旧支所内にある⾏政防災無線等の設備については、先

に設備棟を新築し、そこに移設する。設備の移設完了後、旧支所の解体を⾏う。

旧支所解体後、その場所に新施設を建設し、完成後に支所、森の総合駅、額田図書館

等の機能を移設する。その後、既存施設を解体し、約１ｍの段差を解消するために敷地

全体の造成を実施し、駐⾞場を整備する。南側の道路を９m以上に拡幅し、交通結節点

として必要な整備を⾏う。

■敷地の造成（段差解消）イメージ

≪ぬかた会館≫

解体又は活用

≪倉庫≫

現況のまま活用

整備の方向性

≪地震計≫

送信装置移設

≪段差≫

造成で解消

≪旧支所≫

新設備等建設

↓

通信設備等移設

↓

既存施設解体

↓

新施設建設

≪南側道路≫

９ｍ以上に拡幅

≪額田支所≫

既存施設解体

≪額田図書館≫

既存施設解体

≪森の総合駅≫

既存施設解体

事業区域

Ａ

Ａ́
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５－３ 新施設の構造検討

（１）検討の目的

本市は、「岡崎市公共建築物等の⽊材利⽤の促進に関する基本方針」により公共建

築物の建設に際し、地元産⽊材の積極的な利⽤に努めなければならない。これを踏ま

え、新施設に求められる機能等の様々な事情を考慮し、木造化及び木質化について他

の構造との⽐較検討を⾏った。

（２）比較検討の概要

額⽥地区は、区域の⼤部分が⼭林であり、地質や地形が複雑であるためわずかな気

象の変化でも急激な⾃然災害が発⽣しやすく、⼟砂や倒⽊により道路、電気、通信等

の施設や設備が⼨断され、住⺠の⽣活が脅かされるおそれが⾼く、⽀所を拠点とした

迅速な被害情報の収集や対策活動が欠かせない地域である。

岡崎市地域防災計画では支所のある施設は地域防災拠点とされており、防災関係機

関の現地活動拠点や中央防災拠点の補完等の機能が求められ、その建物には災害時に

も⾏政機能が維持されるよう⼗分な耐震性と耐⽕性が要求される。

構造別に耐火性を検討した場合、鉄筋コンクリート造は躯体の主要構造部そのもの

が不燃材料であり、⾼い耐⽕性を有している。⽊造で耐⽕構造とすることも可能では

あるが、燃えどまり型や鋼材内蔵型の国土交通大臣の認定仕様を用いる必要があり、

これらの認定仕様は主な地元産材であるスギを利⽤したものでは使⽤実績がごくわ

ずかしかなく、接合部の耐火性の確保のための実験が必要となり、コスト、工期、施

⼯技術等に不確定要素が多いことがわかった。このことから、耐⽕構造での⽊造化は

困難であると判断した。

この耐火性に関する検討結果を公共建築物木造化検討委員会に報告したところ、額

⽥地区の⼤部分が⼭林で占められており自然豊かな環境であるという地域の特性に

配慮して、なるべく木造化を図るようにとの意⾒が出された。地域防災拠点としては

十分な耐火性が必要であるため、防災拠点機能を要する部分とそうでない部分を区分

し、可能な部分での木造化を検討するよう方針が示された。

（３）方針

地域防災拠点として必要な機能の仕分けを⾏い、⽀所等の⾏政機関、防災活動室、

防災倉庫等は防災に係る施設として耐火性能の高い鉄筋コンクリート造の建物内に

配置することとし、集会室、研修室、図書コーナー、プレイルーム等は木造の建物内

に配置することとする。
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５－４ 建物プラン・施設機能ゾーニング案

建物プラン

２階平面プラン案

１階平面プラン案
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■施設機能ゾーニング案（面積表）

機能 階 項目 諸室 概要 面積 計

執務室

・８人～12人体制

・受付窓口用カウンターで仕切り、一部車いす対応。
・ＯＡフロアー仕様とし、イントラネット用パソコンを設置

81.5

受付・待合
・申請書類等の記載台設置
・10人程度が待機できる場の確保をする。

34.5

談話室 ・職員会議や休憩場所 ・給湯器と流し台を設置 28

地域活動支援 印刷室
・印刷機 ・紙折り機 ・帳合機 ・作業台

・地域住民が地域活動のための文書を印刷できる。
28

防災活動室
・災害発生時の災害対策活動の拠点となる。
・停電時にも非常電源設備により電気機器が使える。

・非常時以外は町内会等の公益性の高い団体の利用を認める。

63

防災倉庫
・防災関連資機材、備蓄品等を収納

・外部から直接入れる扉を設置する。
86.5

衛生施設 トイレ
・集会室や図書コーナー等の利用者の使用が多い。
・多目的トイレを設置する。

46

玄関ホール ・メインエントランス 50

ロビー

・森の総合駅コーナーとして自然にまつわるパネルを展示

・木製テーブルとベンチを置くため6m×8mのスペースを確保
・期日前投票所として約50㎡のスペースを確保

・施設利用者の休憩スペース ・飲料の自動販売機を設置

131.5

共用部分 廊下・階段・ＥＶ ・廊下 ・階段 ・エレベーター 123.5

道路維持課 執務室
・５人程度の体制
・ＯＡフロアー仕様とし、イントラネット用パソコンを設置

50.5

林務課 執務室

・16人程度の体制

・受付窓口が開設できるようにカウンターで仕切る。
・ＯＡフロアー仕様とし、イントラネット用パソコンを設置。

100

シルバー人

材センター
執務室

・３人程度の体制 ・ＯＡフロアー仕様とする。

・社会福祉協議会と隣接
39

衛生施設 トイレ ・主に職員が利用 30

設備 電気室・機械室 ・空調設備 ・非常用電源装置 140

更衣室 更衣室 ・40人程度のロッカーを設置 ・男女別に仕切る。 19.5

共用部分
廊下・階段・ＥＶ
・給湯室・倉庫

・廊下 ・階段 ・エレベーター ・給湯器 ・流し台 ・倉庫 104

集会室

・200人ほどの収容 ・適度な健康増進活動 ・集会機能を確保

・間仕切りで部屋を分割することが可能
・机や椅子を収納できる倉庫を分割された部屋ごとに配置

229.5

研修室 ・30人程度の研修や会議の場 54

和室 ・20畳程度 ・靴を脱ぐ場と下足入れが必要 45

プレイルーム
・乳幼児の遊び場

・読み聞かせを行うため図書コーナーと隣接
40

社会教育 図書コーナー
・蔵書は15,000冊程度 ・一般書・児童書用書架設置
・貸出・返却カウンター ・図書受入・修理等作業スペース

194

共用部分
廊下・給湯室

・倉庫

・廊下 ・給湯器 ・流し台 ・コンロ ・倉庫

・給湯室は生花・絵画・茶道等で研修室の利用者が使用
81.5

支所

社会福祉協議会

1,888.5

ＲＣ
１階

合 計

672.5

玄関・ロビー
行
政

関
係

機
能

防災

執務室・倉庫
・８人程度の体制 ・ＯＡフロアー仕様とする。
・シルバー人材センターと隣接

・福祉機器類の保管

89

572.0

644.0

ＲＣ
２階

木造

平屋

市民交流

市
民

交
流

・
社

会
教

育
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５－５ 設備棟の先⾏整備

現在使用されていない旧支所内において、「⾏政防災無線」「イントラネット」「電

話交換機」が現在も利⽤されている状況から、新しい支所を整備するにあたり、旧支

所の取り壊し等により現在の設備機能がストップしないように上記機能を維持する

ための新設備棟の整備が必要となる。

以下に新設備棟の内部機能と配置位置について整理する。

（１）新設備棟の平面図

■新設備棟の面積

案
面積

備考
全体

防災無線
エリア

ＬＡＮ＆電話
交換エリア

新設備棟 28.71㎡ （15.08㎡） （13.63㎡）
屋外に自家発電機

（⾏政防災無線用）
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（２）新規設備棟の候補地検討

新規設備棟の整備位置については、旧⽀所周辺の⼟地利⽤現況において新規設備

棟の建設に必要な空地を持つ４カ所を設定し、それぞれにおいて⽐較検討を⾏い、

位置を決定する。

案 位置

配置案１ 旧⽀所の⻄側の空地。

配置案２ 旧⽀所の北側、現在旧⽀所付属棟がある位置

配置案３ 旧⽀所の東側、現在駐⾞場として利⽤されている位置

配置案４ 旧支所の南側、現在駐⾞場として利⽤されている敷地の南⾓の位置
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■候補地の比較検討

配置案１ 配置案２ 配置案３ 配置案４

土地の形状 ・東⻄⽅向に奥⾏き
がなく法面に近
い

・旧浄化槽が配置さ
れていたところ。
埋め殺しされて
いる状態となっ
ている。

・建物の配置上、特
に支障はない。

・建物の配置上、特
に支障はない。

・現況の駐⾞場スペ
ースが少なくな
る。

・建物の配置上、特
に支障はない。

× ○ △ ○

施工面
(⼯事⾞両)

・⼯事⾞両は南側よ
り進入。特に問題
はない。

・⼯事⾞両は北側よ
り進⼊。北側の市
道が狭く

（W=2.7ｍ）施工
⾞両(ダンプ、ポ
ンプ⾞等)の通⾏
に支障をきたす。

・通⾏不可の場合は
仮設道路を建設
する必要が生ず
る。

・⼯事⾞両は北側よ
り進⼊。北側の市
道が狭く

（W=2.7ｍ）施工
⾞両(ダンプ、ポ
ンプ⾞等)の通⾏
に支障をきたす。

・通⾏不可の場合は
仮設道路を建設
する必要が生ず
る。

・⼯事⾞両は南側よ
り進入。特に問題
はない。

○ × × ○

施工面
(工事関係)

・東⻄⽅向に余裕が
なく仮設足場等
に十分な余地が
取れない。

・⻄側は法⾯であり
がけ対策が必要

・埋め殺してある旧
浄化槽の処理が
必要。

・現在の附属建物
（３棟）を先⾏撤
去する必要があ
る。

・市道入口と候補地
との高低差も７
ｍあり市道入口
からのアプロー
チも困難。

・隣接して浄化槽が
あり、施工時に注
意が必要。

・施工上特に問題は
ない

× △ △ ○

施 工 後 の
利⽤⾯

・旧支所の解体時に
養生面で建物に
影響する可能性
がある。

・⼈が⾏き来するた
めの通路の確保
が不⼗分

・北側の市道から旧
⽀所の東側通路
を通る⾞両動線
と工作する危険
性がある。

・現在の支所機能と
市的に離れてお
り、配線や配管の
延⻑距離が他の
案と⽐べて⻑く
コストがかかる。

△ △ △ △

総合評価
(優先順位)

4 2 3 1

上記⽐較検討より、設備棟の配置位置は旧⽀所の南側、現在駐⾞場として利⽤され

ている敷地の南角の位置とする。
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６ 事業化計画

６－１ 整備スケジュール

市が額田と合併をしてから、平成28年には10年を経過することとなる。また、当

年には、市制施⾏100周年を迎えることともなり、この機を記念した施設整備のスケ

ジュールは次のとおりとなる。

■スケジュール案

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

工
事
関
係

事
務
関
係

新規備品購入

開館

基本設計・実施設計

地質調査

旧支所解体設計

設備棟新築工事

基本計画策定

旧支所解体工事

地質調査

新支所新築工事

諸施設解体工事

設備移設

道路拡幅工事

造成・駐車場工事

道路・駐車場・道路設計

事務室移転
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６－２ 概算事業費

施設を整備する上では、建築物の新設だけでなく既存施設の解体や敷地の有効利⽤

を⾏うための駐⾞場整備や外構整備が必要となる。ここでは、設備の移設費用は含む

が、事務室等の引越し費用は含まない。

種 別 細 別 金額（千円）

１ 建築工事 新支所棟、新規設備棟 814,000

２ 解体工事費 旧支所、現支所、図書館、森の駅その他付属物 137,000

３ 外構工事 道路拡幅含む 143,000

４ 設計費 64,000

５ 設備移設費 電気、通信設備等 36,000

６ 地質調査費等 4,000

合 計 1,198,000
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６－３ 運営体制

既存施設の運営体制は、４施設全てが直営体制となっている。

今後整備する施設は、⽀所や⾏政機関などの公⽤施設の管理、貸館となる公の施設

の管理をそれぞれ必要とし、さらには複合施設であるために施設全体の総合管理体制

が望まれる。ただし、現⾏においても、施設は⼀体化していないものの、同様の条件

を現状の体制で⾏っていることから、⼤きな体制の変更が必要となることは考えられ

ない。

現施設の管理においては、それぞれの部署における体制下で、直営にて管理してい

ることに鑑みて、新たな施設においても、全体の管理者を⽀所⻑とし、⾏政が直営で

管理を⾏うことを想定する。

■ 施設運用方針

新施設は、多数の機能が複合した施設であるため運営時間帯や諸室の利⽤⽅式が

異なることから、それらを管理する体制にも影響を及ぼすこととなる。

施設によって開館⽇や開館時間が異なるため、それぞれの諸室機能によってオー

プンしたりクローズドしたりするゾーンが生じることとなる。

施設長（支所長）
公用施設

公の施設

行政機関・行政関係機関
（8：30～17：15）
（土日祝日休館）

図書コーナー
（9：00～17：00）
仮：（水曜休館）

集会室・研修室
（9：00～21：00）
仮：（水曜休館）

地域防災拠点機能

非常時

平常時
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７ 整備の効果

７－１ 利便性の向上

既存の施設では同じ敷地の中でも建物が散在していて、受付を始めとして利便性が

悪いが、今回の整備により、利⽤者の動線や機能の集約を⾏うことができるので、施

設の利便性が⾼まり、効率性が図られ、⼀体的な利⽤が可能となる。

また、地域住⺠が⼀箇所に集まることから市⺠の交流やふれあいが自然に発生し、

地域の市⺠活動が促進される効果も期待できる。

７－２ 防災機能の向上

支所は、地域防災拠点として位置づけられている。これまでも⾏政防災無線等の設

備や備蓄品等を備えてはいたが、今回の施設整備に合わせて、防災目的で使用される

防災活動室や防災倉庫を単独で設置するとともに、施設における非常電源設備等を整

備することにより、より一層防災機能を向上させることができる。

７－３ 額田地域の拠点整備

支所周辺は、旧額田町時代に役場庁舎を始め複数の公共施設が集約されていたこと

から額田地域の中心拠点であり、岡崎市に合併してからも地域自治拠点と地域生活拠

点として位置づけられている。

今後も新東名⾼速道路やそれに伴う国道のバイパスの開通によって地域の拠点と

して自治及び生活関連機能が集積されることが予想され、支所のランドマークとして

の重要性は高くなるであろうことから、拠点としての整備は将来に向かって地域活性

化への有効な投資であると考えられる。

７－４ 地域振興の促進

額田地域は、中山間部にあり振興山村地域に指定されている地域である。山村振興

策としては交流の促進がその⼀つに掲げられるが、交流機能を集積することにより交

流の促進が図られ、活性化を促すことが想定される。

また、地域振興として支所が核となり地域振興のリーディングを図ることにより地

域活性化につながることも想定され、その活動拠点を整備することにより一層の活動

域の拡幅と活性量の拡⼤が図られることが考えられ、地域振興の促進に連綿すること

が想定される。
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７－５ 施設用途の適正化

公共施設にはその使用に対して用途が定められている。しかしながら、建設当時と

現在とではその使⽤が乖離しており是正を図らなければならない状況が生じている。

現在の⽬的を果たすための⽤途を整理し、その必要性に応じた施設を整備することが

必要で、今回の施設の統廃合によって施設の用途を適正化することができる。

７－６ 公共施設の総量縮減

市の公共施設適正化については、その⽅針として総量の抑制を掲げている。市では

多くの公共施設を保有しており、それは経済の成⻑とともに集中的に整備されてきた。

しかしながら、⽼朽化も⼀⻫に訪れることは当然であることから、このままでは必要

性の⾼い公共施設まで良好な状態で保てなく恐れもある。公共施設を保全するにも莫

大な費用が必要で、しかも今後には高齢化社会が進展し、されには人口も減少に転じ

てくることから、⻑期的な視点を持ち、施設の更新や統廃合、⻑寿命化を計画的に⾏

うことが必要である。

今回の施設整備においては、公共施設の最適な配置を実現することで、地域の実状

に⾒合う適正な公共サービスの提供がなされるとともに、機能集約による施設面積の

縮減に伴い施設の保全費、維持管理費等の縮減も期待できる。


