
  
 
●現庁舎５つの課題                                
 

（１）施設の耐震性の不足  

能都庁舎は、平成 24 年度に実施した耐震診断結果で

は、耐震性が不足すると診断されています。このままで

は、大地震が発生した場合には、防災拠点としての役割

を果たせないだけではなく、来庁舎や職員の安全確保に

も支障が生じる可能性があります。 

（２）施設や設備の老朽化  

能都庁舎は、昭和 47 年の建築であり築 43 年が経過し

ており、老朽化にともない施設の維持管理コストが高く、

財政面でも大きな負担となっています。 

（３）バリアフリー、ユニバーサルデザインへの対応不足  

庁舎は、高齢者や障害者、子ども連れの家族など誰も

が利用しやすい施設である必要がありますが、40 年以上

前の水準で建築した庁舎ではトイレやスロープ等の部分

的な小規模改修でしか対応できないため、バリアフリー

化には充分に対応できていません。 

（４）庁舎の分散化による弊害  

各行政部門が３つの庁舎に分散しているため、要件が

各課にまたがると、利用者は庁舎間を行き来せざるを得

ず、不便な状況を強いられています。行政運営の面では、

各課の連携や政策決定をスムーズに行うことができず、

業務効率の低下を招いています。 

（５）防災拠点が津波浸水想定区域内に位置  

庁舎は、災害発生時の復旧・復興の拠点となることか

ら、被災を受けないよう津波浸水想定区域外に設置する

必要があります。 

●新庁舎建設が今必要な３つの理由                                
 

（１）平成 31 年までに建設すれば財源確保が可能  

合併特例債の発行期限が 5年延長されたこと、また合

併振興基金がハード事業に充当可能となったことによ

り、平成 31 年までに新庁舎を建設すれば、財源が確保

できる見通しとなりました。 

（２）能都庁舎は耐震化しても 15 年程度の延命  

築 43 年が経過している能都庁舎は、今後耐震化を行

う必要があり、約 8 億円の費用が見込まれます。耐震化

工事を行ったとしても庁舎のコンクリートの寿命から

最長 15 年程度の使用後は建替えが必要であり、その際

はすべて自主財源での建設が必要です。 

（３）津波浸水想定区域内に位置している  

能都庁舎は、現在津波浸水想定区域（浸水深 2.0～5.0

ｍ）に位置しており、防災拠点や避難施設、町民窓口の

機能を持つ庁舎施設として、早急な対応が必要である。 

現庁舎施設の位置 
 

) 

現庁舎施設（庁舎、支所・出張所）一覧 

施設名 完成年 
築年数 

（H27.12） 
延床面積 耐震化 備考 

能都庁舎 S47年 43年 4,036㎡ 未実施 
本庁化 

移転建設予定 

柳田庁舎 S37年 52年 1,023㎡ 未実施 
総合支所化 
建替え予定 

内浦庁舎 S52年 38年 2,879㎡ 未実施 
総合支所化 
建替え予定 

(議会庁舎) S44年 46年 1,704㎡ (解体済) 
能都庁舎へ 
移転済 

小木支所 H3年 24年 907㎡ 未実施 
当面の間、 
現行通り 

鵜川支所 S53年 37年 886㎡ 未実施 
当面の間、 
現行通り 

高倉出張所 S49年 41年 469㎡ 未実施 
Ｈ28.3 
廃止予定 

 

 
●新庁舎基本構想策定までの経緯                            
 

平成 17年 3 月、能都町、柳田村、内浦町の 2町１村が合併し、人口 2万 3 千人の能登町が誕生しました。合併協

定書では、能登町の庁舎は「当面の間、現能都町役場とする」としており、組織体制については「新総合庁舎建設

までの庁舎は分庁舎方式とし 2町 1 村に分散して配置する」とし、旧町村の庁舎をそのまま分庁舎として行政運営

を行っています。 

しかしながら、合併から 10 年が経過し、行政運営効率の分庁舎方式による不具合や、住民サービスの拠点となる

庁舎施設の老朽化やバリアフリー化への対応などの課題が指摘されています。平成 23 年の東日本大震災の教訓か

ら、津波防災対策への強化も叫ばれ、いつ起きてもおかしくない津波災害に対し、浸水想定区域内に位置する能都

庁舎の移転が急務となっています。 

平成 27年 7 月設置の能登町新庁舎基本構想策定委員会では、これまでの議論を踏まえ新庁舎建設を進めるため、

町民・議会･行政が協力し創り上げることを基本理念として、町民及び議会代表者で組織し、新庁舎基本構想策定に

向けての検討を行いました。 

庁舎建設に関わるこれまでの動き 

年 月 経 緯 

平成 17 年 3 月 ■市町村合併により能登町が誕生 

平成 23 年 6 月 ■能登町本庁・支所検討委員会設置（各種団体・有識者 計 13名、全 12回開催） 
【主な検討事項等】庁舎の現状とあり方、分庁舎・本庁舎方式における課題、支所・出張所の今後の在り方、
各庁舎等視察 

平成 25 年 2 月 ■能登町議会庁舎等の在り方検討特別委員会設置 （議員 9名、全 9回開催） 

【主な検討事項等】庁舎の現状と課題、将来人口、各庁舎等窓口・維持管理費等、分庁舎・本庁支所方式のメ

リット・デメリット、新総合庁舎建設財源、他都市視察 

平成 26 年 12 月 平成 31年度までに本庁舎移転を表明（12 月議会、町長答弁） 

平成 27 年 2 月 議事堂 能都庁舎へ移転 

平成 27 年 3 月 宇出津地内本庁建設、柳田庁舎・内浦庁舎建替え、総合支所化を表明 

平成 27 年 7 月 

 

■能登町新庁舎基本構想策定委員会設置（各種団体・議員 計 9名、全 4回開催） 

【主な検討事項等】新庁舎建設候補地の検討、基本理念と基本方針 

 

                      

能登町新庁舎基本構想 

宇出津地区津波防災マップ（一部抜粋） 

概要版 
平成 27 年 12 月 

能都庁舎は浸水深が最も大きい区域内に位置しています。津波のシミ
ュレーション結果では、2.0 ～ 5.0ｍ。2 階軒下までつかる深さが想

定されています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業内容 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

基本構想策定                     

用地測量                     

用地取得                     

基本・実施設計                     

建設工事                     

開庁                     

 

 
●新庁舎の基本理念及び基本方針                            
 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 
 

【基本方針】 

 Ⅰ 町民に愛され、町民の多様な交流の場となる庁舎                            

町民の交流の場となる魅力ある空間づくりを行い、行政庁舎の枠をこえて町民同士が情報を受発信できる場を提供

します。町の文化財や美術品、町民の作品等を展示するギャラリー、イベント空間の設置など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 複合化・多機能化で地域活性化に寄与する庁舎                             

機能の異なる施設を複合化・多機能化することによって、施設間の相乗効果を生み出します。 

金融機関やコンビニ、レストラン、喫茶スペース設置など 

 

 

 

 

 

 

 Ⅲ 人に優しい庁舎                                            

公共の場を利用する、子どもから高齢者、障がいを持つ方や外国の方など、「できるだけ多くの人が使い易く」とい

うユニバーサルデザインの視点から町民にとって魅力ある空間を構築します。 

多目的トイレ、ベビーチェア、ベビーベッドの導入など 

 Ⅳ 効率的でコンパクトな庁舎                                           

将来の組織編成や利用目的の変更に対応できるフレキシブルな（柔軟性のある）空間及び設備を導入します。ライ

フサイクルコストの抑制、効率的な行政システムの実現、建設投資の抑制など 

 Ⅴ 町民の安全を守る自然災害に強い庁舎                                      

災害時においても安全な施設構造として、庁舎機能が継続できる施設とします。災害時には、復興の拠点とな

る災害本部の役割と機能を担う庁舎とし、地域の安全・安心を守る庁舎とします。 

静岡県静岡市庁舎  

本館 1階 静岡市民ギャラリー 
東京都豊島区庁舎「新庁舎まるごとミュージアム」 

ひとが集い、憩い、交流する 

これからの能登町の活性化に大きく寄与する庁舎 
 旧宇出津駅周辺は、昔から交通の拠点として能登町の中心のひとつであり、まちの賑わいの場所でした。図

書館や公民館があり、買物ができ、バス交通の拠点として現在も町民に親しまれています。その場所に「まち

の活性化」の大きな契機として、コンパクトで持続的に発展するまちづくりを見据えた庁舎を設置します。 

能登町活性化の基点とし、町民が賑わい、交流をはぐくむ庁舎機能を踏まえた庁舎をめざします。 

 

野々市市庁舎レストラン 

情報交流館内においてカフェ＆

ダイニングとして一般客や庁舎

利用者にサービスを提供。飲み

物のバリエーションが多く、デ

ザインカプチーノが人気。 

新潟県三条庁舎の 

第四銀行派出所 

市税や三条市発行の

納入通知書による納

付金の納付が可能。 

 
●新庁舎建設計画                              
 

新庁舎建設位置は、宇出津地内において津波や土砂災害の可能性が低く、庁舎の想定規模を確保できる候補地 5

つに対し、「住民利便性」「防災拠点性」「経済性」の 3 点と「建設期間」の条件を検討し、以下のように計画して

います。 

（１）計画概要                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業スケジュール                                            

事業スケジュールについては、事業財源の確保の必要性から早期着手を行い、平成 31 年度中の完成をめざし

ます。 

新庁舎建設計画概要 

項目 内 容 

建設位置 

旧宇出津駅周辺（町有地）エリア 

以下の理由で庁舎建設位置を選定しています。 

【住民利便性】 

市街地にあるため、容易にアクセスできます。様々な施設が近く、用事を一度に済ますこ

とができます。隣接するコンセールのととの連携で、相乗効果が期待できます。 

【防災拠点性】 

主要地方道能都・内浦線に近く、災害時に幹線へのアクセス性がよいです。津波浸水想定

区域外、土砂災害警戒区域外であり、安全性が高いです。 

【経 済 性】 

旧宇出津駅周辺では建設費用が少なく、後世への負担が少なく済みます。 

【建 設期 間】 

旧宇出津駅周辺エリアの、のと鉄道跡地は現在町有地であり、また大規模な土地造成を伴

わないため、造成期間が短く済みます。 

庁舎想定規模 
5,300～5,700 ㎡ 

(町民利便性を高めるための売店やテナントスペース 400㎡程度を含む） 

敷地想定規模 12,000 ㎡程度 

駐車場想定規模 120 台程度（来庁者、コンセールのと来客用） ※職員用は庁舎周辺の別敷地を予定 

概算事業費 30 億円程度 

 

新庁舎建設スケジュール 

千葉県流山市庁舎  

市民ギャラリー 


