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１ はじめに

額田支所の敷地内には、額田町の頃からの複数の公共施設があるが、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。岡崎市との合併後10周年を前に、

新東名⾼速道路岡崎東インターの開設による新たな⼈やモノの交流の拡大を踏まえ、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、検討を⾏った。

２ 既存施設の概要

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

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
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３ 現状の課題

既存施設の課題を整理すると、次のとおりである。

既存施設の⽼朽化

建築後30年以上を経過した建物が多く、⼤規模な改修や設備の

更新が必要な時期にさしかかっている。建築基準法第12条の法

定点検の結果、既に改修が必要と判断された部分もある。

利⽤状況
使われていないスペースがあるなど、利⽤に対する施設の規模が

全体的に過大な状況にある。

施設間の利⽤動線
個々の施設が敷地の都合に応じて順に建てられてきたため、複数

の施設を利⽤する場合の動線が悪い。

旧額田支所内の設備

旧額田支所は耐震性がないため現在閉鎖されているが、建物内に

は⾏政防災無線をはじめとした電気や通信関係の設備が残され

ており、建物を解体するときは設備の移設が必要になる。

４ 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、上記のような

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
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（２）既存施設に集約する場合

額田支所、森の総合駅、額田図書館及びぬかた会館のいずれかの施設を活用して各

施設の機能集約を図る場合、いずれの施設でも床面積が足りないため増築工事が必要

になってしまう。増築工事中に一時機能を移転しなければならない箇所も生じる可能

性があり、現実的なではない。また、現在の⽴地場所の都合上、増築しても、敷地全

体の効率的な利⽤が図れない。

（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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５ 整備の基本方針

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。

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。

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 地域防災拠点の整備

支所は、地域防災計画上、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。

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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６ 導入する機能

７ 新施設の構造検討

新しい施設の建設計画に当たり、「岡崎市公共建築物等の⽊造利⽤の促進に関する基

本⽅針」に基づき、地元産材の積極的な利⽤を視野に⼊れて構造の検討を⾏った。

新施設は地域防災拠点となることから、高い耐火性が求められるが、木造での耐火構

造は実績が少なく、コスト、⼯期、施⼯技術等に不確定な部分が⼤きく、施設全体の⽊

造化は困難であるが、額田地区の自然豊かな特性に配慮して、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。

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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８ 敷地全体の計画

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
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９ 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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10 整備スケジュール

■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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11 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


