
 

 

 

能登町新庁舎基本構想に関する 

提言書 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１１月 

能登町新庁舎基本構想策定委員会 

 



平成２７年１１月２０日 

 

能登町長 持 木 一 茂  様 

能登町新庁舎基本構想策定委員会 

委員長 数 馬 嘉 雄 

 

能登町新庁舎基本構想に係る提言について 

 

「能登町新庁舎基本構想」に関し、本委員会の検討結果に基づき以下のとおり提言しま

す。 

 

提 言 内 容 

 

１．新庁舎（本庁）の位置について 

 能登町の新庁舎は、市町村合併からの様々な検討経緯を受け、津波浸水想定区

域内に位置すること、能都庁舎が旧耐震であること、合併特例債による財源確保

が可能になったことを受け、本庁化に向けて宇出津地内に移転整備することとし

て候補地の検討を行った。 

 新庁舎の候補地は、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

設期間の条件に配慮し議論を行った。 

以上議論の結果、高齢者等の利便性が高い場所であり、土地造成期間が短く、

また土地造成費用も最も少額で後世への負担が小さく済む、旧宇出津駅周辺案を

能登町新庁舎（本庁）適地として提言する。 

なお、能登町の活性化やまちづくりの視点から、大規模な土地造成を実施して

でも先行投資して推進すべき事業があれば、新庁舎と合わせて建設すべきとの意

見があったことを当委員会の意見として付記する。 

 

２．新庁舎の基本理念および基本方針ついて 

 庁舎の課題をもとに、これからの本庁舎の整備において目指すべき理念につい

て議論した結果、「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」を基本理念して提言する。 

 また、基本理念を支える方針として「Ⅰ 町民に愛され、町民の多様な交流の場

となる庁舎」、「Ⅱ 複合化・多機能化で地域活性化に寄与する庁舎」、「Ⅲ人に

優しい庁舎」、「Ⅳ 効率的でコンパクトな庁舎」、「Ⅴ 町民の安全を守る自然

災害に強い庁舎」を 5 つの柱として提言する。 

 

以上 
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【第 1 回】平成 27 年 7 月 15 日 

・新庁舎基本構想策定委員会設置要綱について 

・庁舎の現状と課題・財源 

・庁舎建設事業スケジュール 

・新庁舎建設候補地の選定 

 

 

【第 2 回】平成 27 年 8 月 18 日 

・新庁舎基本構想策定までの経緯 

・現庁舎の課題 

・新庁舎建設候補地の選定 

 

 

【第 3 回】平成 27 年 9 月 28 日 

・新庁舎建設候補地の選定 

・庁舎建設の基本理念 

・想定規模 

・他都市事例 

 

 

【第 4 回】平成 27 年 11 月 10 日 

・庁舎建設の基本理念 

・庁舎概算費用 

・基本設計発注方法 

・整備に向けた課題整理 

 



住民利便性

防災拠点性

経済性

建設期間

 

 

 

 

 

 

 

住民利便性 

防災拠点性 

経済性 

建設期間 

新庁舎

・市街地にあるため

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

の施設が近く、用事を一度に済ますことができ

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

開催により、隣接施設で相乗効果が

・主要地方道能都・内浦線に近く、災害時

・津波浸水想定区域外、

・土地造成費用等が、他の候補地では

駅周辺では

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて

・大規模な土地造成を伴わないため、造成期間が短い。

新庁舎位置（

市街地にあるため

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

の施設が近く、用事を一度に済ますことができ

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

開催により、隣接施設で相乗効果が

主要地方道能都・内浦線に近く、災害時

津波浸水想定区域外、

土地造成費用等が、他の候補地では

駅周辺では 1.5 億程度

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて

大規模な土地造成を伴わないため、造成期間が短い。

 

（旧宇出津駅

 

市街地にあるため、高齢者や子ども連れでも容易にアクセスできる。

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

の施設が近く、用事を一度に済ますことができ

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

開催により、隣接施設で相乗効果が

主要地方道能都・内浦線に近く、災害時

津波浸水想定区域外、土砂災害警戒区域

土地造成費用等が、他の候補地では

億程度と費用が少なく

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて

大規模な土地造成を伴わないため、造成期間が短い。

 

宇出津駅）選定理由

 

選定理由

、高齢者や子ども連れでも容易にアクセスできる。

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

の施設が近く、用事を一度に済ますことができ

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

開催により、隣接施設で相乗効果が期待できる

主要地方道能都・内浦線に近く、災害時

土砂災害警戒区域

土地造成費用等が、他の候補地では 5～

と費用が少なく、後世への負担が少ない。

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて

大規模な土地造成を伴わないため、造成期間が短い。

）選定理由

選定理由 

、高齢者や子ども連れでも容易にアクセスできる。

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

の施設が近く、用事を一度に済ますことができ、住民の

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

期待できる。 

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。

土砂災害警戒区域外であり、安全性が高い

～15 億円程度であるが、旧宇出津

、後世への負担が少ない。

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて

大規模な土地造成を伴わないため、造成期間が短い。

）選定理由 

、高齢者や子ども連れでも容易にアクセスできる。

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

、住民の利便性が高い。

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

 

幹線へのアクセス性がよい。

、安全性が高い

億円程度であるが、旧宇出津

、後世への負担が少ない。

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて

大規模な土地造成を伴わないため、造成期間が短い。 

選定した新庁舎位置

、高齢者や子ども連れでも容易にアクセスできる。 

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

利便性が高い。

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

幹線へのアクセス性がよい。

、安全性が高い。 

億円程度であるが、旧宇出津

、後世への負担が少ない。 

・用地取得が必要な地権者の数が少なく用地取得の期間が少なくて済む。

した新庁舎位置 

・コンセールのと、宇出津総合病院、こどもみらいセンター、スーパー等

利便性が高い。 

・隣接するコンセールのととの連携で、会議室の兼用や連携イベント等の

幹線へのアクセス性がよい。 

億円程度であるが、旧宇出津

。 

 



【基本理念】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

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、

 

 

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

す。ライフサイクルコスト

 

 

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

 

 

 旧宇出津駅周辺は、

の場所でした。

しまれています。

発展する

能登町

します。

Ⅰ 町民

Ⅱ 複合化・

Ⅲ 人に

Ⅳ 効率的で

Ⅴ 町民

庁舎内ギャラリーの

【基本方針

【基本理念】 

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

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

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、

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

ライフサイクルコスト

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

これからの能登町

宇出津駅周辺は、

でした。図書館

しまれています。その場所

発展するまちづくり

能登町活性化の基点とし

。 

町民に愛され、

複合化・多機能化

人に優しい庁舎

効率的でコンパクトな庁舎

町民の安全を守る自然災害

ギャラリーの例 

庁舎内回遊

基本方針】 

新庁舎

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

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

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

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

ライフサイクルコストの抑制

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

ひと

これからの能登町

宇出津駅周辺は、昔から交通の拠点として

図書館や公民館

その場所に「

まちづくりを見据えた庁舎

活性化の基点とし、町民が

に愛され、町民の多様な交流

多機能化で地域活性化に

庁舎 

コンパクトな庁舎

守る自然災害

庁舎内回遊ルート

新庁舎の基本理念及び基本方針

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

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

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

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。

ベビーベッドの導入など

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

抑制、効率的な行政システム

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

ひとが集い、

これからの能登町の活性化に

交通の拠点として

や公民館があり、買物ができ

「まちの活性化

を見据えた庁舎を設置します。

町民が賑わい

多様な交流の場と

で地域活性化に寄与する庁舎

コンパクトな庁舎 

守る自然災害に強い庁舎

ルート 

 

の基本理念及び基本方針

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

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

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

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。

ベビーベッドの導入など

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

効率的な行政システム

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

が集い、憩い、交流

の活性化に

交通の拠点として能登町

あり、買物ができ

活性化」の大きな

設置します。

賑わい、交流をはぐくむ庁舎機能を踏まえた庁舎を

の場となる庁舎

寄与する庁舎 

に強い庁舎 

庁舎

の基本理念及び基本方針

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

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

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 

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。

ベビーベッドの導入など 

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

効率的な行政システムの実現、建設投資の抑制など

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

、交流する

の活性化に大きく寄与

能登町の中心のひとつ

あり、買物ができ、バス交通

大きな契機として、

設置します。 

交流をはぐくむ庁舎機能を踏まえた庁舎を

なる庁舎 

 

庁舎内の金融機関

の基本理念及び基本方針 

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

イベント空間の設置など

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。

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。

な（柔軟性）空間及び設備を導入しま

の実現、建設投資の抑制など

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。

する 

寄与する庁舎

のひとつであり

交通の拠点として

として、コンパクト

交流をはぐくむ庁舎機能を踏まえた庁舎を

金融機関 

 

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

イベント空間の設置など 

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。

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。

空間及び設備を導入しま

の実現、建設投資の抑制など

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
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