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〇 基本構想の概要 

 

〇-１ 基本構想策定の目的 

 本町では、平成 27 年度に「能登町新庁舎基本構想」を策定、統合庁舎を建設することに決

定し、平成 31 年度内の開庁を目指して、現在建設を進めています。 

 本業務は、本町「新庁舎基本構想」を踏まえ、柳田・内浦庁舎の建替え計画の検討にあたり、

地域住民へのサービスなど両総合支所の持つべき機能や規模を検討し、総合支所基本構想を策

定することを目的としています。 

 

図 1 能登町新庁舎イメージ図 

 
図 2 現庁舎施設の位置 
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〇-２ 構想検討対象範囲 

 

（１）柳田総合支所 

対象面積：約 5,000 ㎡ 

 

出典）google 

図 3 柳田総合支所検討対象地区 
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（２）内浦総合支所 

 対象面積：約 5,800 ㎡ 

 

出典）google 

図 4 内浦総合支所検討対象地区 
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Ⅰ 総合支所建替え基本構想策定までの経緯 

 

平成 17 年 3 月 ■市町村合併により能登町が誕生 

能都町、柳田村、内浦町の 2町 1村合併 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 6 月 

 

 

 

平成 24 年 9 月 

 

 

 

 

平成 25 年 2 月 

■能登町本庁・支所検討委員会 

 各種団体・有識者 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 12 月 

■能登町議会庁舎等の在り方検討特別委員会 

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 

 

行政庁舎について（合併協定書より） 

・庁舎位置は当面の間、現能都庁舎 

・新総合庁舎建設までは分庁舎方式 

・平成 27 年度を目途に新庁舎建設 

・庁舎建設基金創設（Ｈ18） 

行政庁舎の在り方提言（主な内容） 

1.当面、新庁舎建設は見送り、既存庁舎を有効活用 

2.耐震補強等工事終了後、能都庁舎を本庁、柳田と内浦庁舎を支所へ 

3.鵜川・小木支所及び高倉出張所は、当分の間現状を維持 

 今後、人口動向を考慮してあり方を検討 

4.議会庁舎を本庁へ移転するように積極的に努める 

5.庁舎建設基金の積み立てに努める 

結論（主な内容） 

1.現行の分庁舎方式から本庁支所方式へ移行することが望ましい  

2.合併特例債を主たる財源として新総合庁舎を建設すべき  

3.能都、柳田、内浦の各庁舎は、総合支所として、合併前の役場の印象

に近づける  

4.新総合庁舎の完成を待たずとも本庁支所方式への移行（議事堂を能都

庁舎へ移転） 
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6 

Ⅱ 総合支所建替え基本方針 

 

Ⅱ-１ 総合支所周辺の状況 

 

（１）柳田総合支所 

 

平成 28 年度能登町公

共施設等総合管理計

画施設カルテより 
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（２）内浦総合支所 

  

 

 

平成 28 年度能登町公共

施設等総合管理計画施設

カルテより 
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Ⅱ-２ 総合支所機能の整理 

 

 総合支所の基本的機能は各地区において町民の利用度が高い窓口部門を中心としたものと

しています。 

 

 

※平成 26 年度窓口取扱件数（戸籍・住民票・諸証明等） 

図 5 能登町新庁舎基本構想における総合支所の位置付け 

■戸籍 

現戸籍（全部事項証明 個人事項証明）、

除籍（全部事項証明、個人事項証明、

謄本、抄本） 等 

 

■住民票 

住民票（謄本、抄本）、閲覧、戸籍附票、

住基カード 等 

 

■諸証明 

印鑑登録、印鑑証明、身分証明、外国

人登録証明書 等 

 

■船員・仮№ 

手帳発行、手帳変更、仮ナンバー 等 
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Ⅲ 総合支所建替え基本構想 

 

Ⅲ-１ 施設機能 

（１）共通機能 

①執務機能 

 総合支所として窓口機能を中心とした町民サービスの充実を図るため、窓口については１階

に配し、見通しの良いオープンフロア形式とします。 

 その他会議室などを配し、コンパクトな施設形態とします。 

 また、高度情報化社会における様々な変化に対応し、ICT を有効に活用できる機能の整備を

図ります。 

②町民利用機能 

 総合支所は、様々な人々が利用することから、下記の点に配慮した整備を図ります。 

 総合支所内の歩行空間は、十分な幅員の確保や段差をなくし、高齢者や障がい者など来訪

者が利用しやすいようにバリアフリー環境を確保します。 

 来訪者の誰もが快適に総合支所を利用できるよう、多目的トイレや授乳室の設置をはじめ、

視覚障がい者誘導表示や点字表示などユニバーサルデザインに配慮します。 

 窓口は、高齢者や車いす利用者にも利用しやすいように、カウンターの高さや下部の構造

に配慮します。 

 地域の活動拠点になるよう、電子看板の設置など、ICT を活用した情報発信機能を整備し、

コミュニティ機能等の充実を図ります。 

③環境配慮機能 

 総合支所は、地域のシンボルとなる拠点施設であることから、環境負荷の少ない下記の点に

配慮した整備を図ります。 

 自然光や自然通風の確保などにより、自然環境への負荷の低減に配慮した整備を行います。 

 太陽光発電設備など、再生可能エネルギーの活用を図ります。 

 設備機器は LED 照明や節電型空調、節水型便器にするなど、省エネルギーに配慮した整

備を行います。 

 効率の良い機器、メンテナンスが容易な機器の採用や、耐久性に優れた建築資材を活用し、

維持管理費の軽減を図ります。 

 建物、通路、駐車場などの近傍に、植栽や花壇などの緑地帯を確保し、環境に配慮した整

備を図ります。 

④安全・安心機能 

 総合支所の構造や階数は、安全性、機能性、耐久性、施工性、経済性などを総合的に判断し

決定します。 

 そのほか、火災警報設備や防犯カメラの設置など、適切な防火・防犯対策を行います。 
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（２）個別整備 

①柳田総合支所 

柳田総合支所については単独施設で木造とします。 

柳田山村開発センターについては、耐震化補強も実施しており、地域の準広域避難所として

の機能を維持していますが、エレベーター整備など設備面での拡充を図ります。 

また、柳田山村開発センターの地域コミュニティの拠点施設としての機能強化も望まれます。 

②内浦総合支所 

 老朽化している内浦福祉センター（延床面積 1,415.7 ㎡）と総合支所との複合建替えを行い

ます。新たな福祉センターとしては、既存の規模を基準に効率的な床利用を図ります。 
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Ⅲ-２ 総合支所施設規模 

 

（１）共通施設規模 

 総合支所の職員数は柳田、内浦ともに 10 名、施設規模については、「国土交通省新営一般庁

舎面積算定基準による必要庁舎規模の算定」を参考に算出し、延床面積 300 ㎡とします。 

 

表 1 総合支所の規模 

区分 役職 人数 換算係数 換算人数 面積(㎡） 

事務室 課長補佐・主幹級 2 1.8 3.60   

  事務職員 8 1.0 8.00   

  計 10   11.60   

  面積計 換算人数×4.0 ㎡/人×1.1 51

会議室 7 ㎡/人（地方債庁舎標準算定基準（総務省）） 70

倉庫 事務室の面積×0.13 7

宿直室 1 人 10 ㎡、1 人増すごとに 3.3 ㎡ 10

湯沸室 9.9 ㎡×階数（2 階を想定） 20

受付 最小 6.5 ㎡ 7

便所及び洗面所 職員数 25 名未満は 26 ㎡ 26

小計 190

備蓄倉庫 44

共通部分 小計に対し 0.35 66

合計 300

 

（２）個別施設規模 

 前述した柳田総合支所、内浦総合支所それぞれの個別施設機能に相当する床を加えた延床面

積は、柳田総合支所 500 ㎡、内浦総合支所 1,600 ㎡を目安とします。 

 

表 2 個別施設規模 

 柳田総合支所 内浦総合支所 

総合支所機能規模 300 ㎡ 

その他（バス待機所、休憩所、ト

イレなど） 

 

200 ㎡ 

福祉センター機能を含む 

1,300 ㎡ 

合計 500 ㎡ 1,600 ㎡ 
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Ⅳ 総合支所建て替え基本計画 

 

Ⅳ-１ 配置計画案 

 

（１）柳田総合支所 
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（２）内浦総合支所 
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Ⅳ-２ 概算事業費 

 

（１）柳田総合支所 

表 3 柳田総合支所概算事業費 

  金額 規模 単価 

設計監理費 35,000     

地質調査費 5,000 2,300 ㎡   

総合支所建設工事費 217,500 500 ㎡ 435 千円/㎡ 

外構工事費 52,500 2,100 ㎡ 25 千円/㎡ 

除却費 33,174 873 ㎡ 38 千円/㎡ 

概算事業費計 343,174     

※引越し費用を含んでいない。 

 

（２）内浦総合支所 

表 4 内浦総合支所概算事業費 

  金額 規模 単価 

設計監理費 60,000     

地質調査費 5,000 5,700 ㎡   

総合支所建設工事費 696,000 1,600 ㎡ 435 千円/㎡ 

外構工事費 117,500 4,700 ㎡ 25 千円/㎡ 

除却費 161,310 4,245 ㎡ 38 千円/㎡ 

概算事業費計 1,039,810     

※引越し費用を含んでいない。 
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Ⅴ 建設に当たって 

 

Ⅴ-１ 設計者選定方法 

 

 設計者の選定手法として、競争入札方式、プロポーザル（技術提案）方式、及びコンペ（設

計競技）があります。 

 各方式の特徴は下記に示すとおりです。 

 合併特例債による事業を想定しているため、平成 32 年 1 月までの開所が必要であり、 も

設計から竣工までの工期が短縮でき、地域住民の意見が反映しやすい競争入札方式を採用しま

す。 

 

表 5 設計者選定方式 

発注方法 競争入札方式 プロポーザル方式 コンペ方式 

特 徴 ・設計金額を入札で競わせ、

最も安価な設計金額を提示

した者を契約の相手方に選

定する方法。 

・多くの自治体で一般的に採

用されている。 

・工事や物品購入のように、

得られる成果の内容や質が

あらかじめ具体的に特定さ

れ、誰が行っても成果の同

一性が保証される場合に有

効な方法である。 

・設計業者から体制や取組実

績、技術力のほかプロジェクト

に対する考え方や意欲などに

ついて技術提案を求め、これ

ら総合的に判断し、業務の内

容最も適した設計者を選定す

る 

・一定の条件もと設計業者

から設計案の提出を求め、

最も優れた設計案を選び、そ

の提案者を設計業者として

選定する方法。 

・設計案の提案に必要な要

求水準水準や設計条件をあ

らかじめ設計業者に提示す

る必要があり、発注者の負担

大きく、設計業者に対しても

設計案作成に対する費用を

用意する必要がある。 

評価対象 設計金額 設計者 

・設計主 (設計に対する考え

方 設計に対する考え方) 

・設計体制 (資格者の数など)

・過去の業務実績 

設計案 

・設計図（配置図、平面図、

立面図等） 

 設計者の

選定 

・設計業者の技術力や実績

は表面的な部分しか確認で

きない。 

・十分な能力や経験のない

設計業者が安価で落札する

ことも想定され、町民意見を

踏まえた良質な設計に結び

つかない場合も想定される。 

・最も技術力が高く、業務に適

した設計者を選定することで、

設計者と協働で設計を進める

ことができる。 

・複数の設計案の中から最も

優れたものを選ぶことができ、

設計者を選定した時点で概ね

のデザインやプランニングを確

定することができる。 

・設計業者の技術力や実績

は部分的な確認となる。 
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Ⅴ-２ 建設スケジュール 

 

 

 

建設工事（電気、設備、外構含む　24ヵ月）

本庁舎

事業内容等（事業スケジュール） 平成29年度 平成30年度 平成31年度

建築工事（電気、設備、外構含む　12ヵ月）

基本構想策定委員会（８月～１２月）

　　　

柳田・内浦総合支所

実施設計（業者選定含め９ヵ月）

平成32年1月 開所

平成32年1月 開庁

全体会議３回、分科会２回


