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特定のテーマについての技術提案書 :(A)市民の拠点となる鳥取らしい庁舎

■市民の拠りどころとなる「わつたい庁舎」
Π自慢の「わつたい」ヒト0モノ・コトがあつまる賑わいの拠点

・
蓼肛鍵饗貯澱髭椰 眩轟
舎としま丸            目晨口

"姜

‐

イ

国鑽
:

爾端 1品嚇助

i編轟   情報発信の場となる「メディアマリレシェ」
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隣接商業施設との連携が図れる
「風紋ストリート」

防音・防光を兼ねた

庁舎と呼応する

緑化ウォール

(立体駐車場)

人が輝き、まちがきら め 「みんな」のオアシス
「みんな」が集まる市民のオアシ となる活動拠点は、とっとり市を元気にします。

市民を優しく迎え入れる
「わつたいゲート」

潤いのある
「緑化ウォール」

賑わいの拠点となる
「風紋プラザ」

鳥取を象徴する
「砂丘モニュメント」

した施設配置 い つたい庁舎」のイメージ

賑わい拠点となる風紋プラザと風紋ス トリー ト メディアマルシェ
・駅からのメインアクセスとなる風紋

プラザはエン トランスホールと一体
利用できる空間とします。 メディアマルシェ

内 外に展開できる
ヒトモノコトの発信拠点

。各地域生活拠点の自慢するものを

紹介、展示、発信できる場を庁合に

設け市民や観光客との交流の場と

します。
・庁舎前の広場で地域の生産者の

持ち寄る仮設市場の展開や近隣の

商業施設との連携で賑わいを創出

します。 いつたい」の集まる交流・活動の拠点としての市庁舎

地域の観光振興への貢献

庁舎

ヵラ髯馨鶴錠

→ 概 の連携

まちに賑わいをもたらす大学と地域連携と観光振興に貢献する庁舎

鳥取市の未来を担うこどもや若者、

そして観光客が集まる新しい拠点

となる庁舎を目指します。

庁舎は自然遺産などの新しい価値
の発見や、魅力の紹介などを行い、
ヒト・モノ・コトの動きを活性化さ

せる拠点としま丸

観光や大学やNPO等 とのコラボ
レーションによる新しい価値の創

造と魅力の拡大のきつかけとなる

プラットフォームを設けます。
街を元気にする大学と地域の連携イメージ

Π一体感をつくりあげ、まちを元気にする庁舎
既存中心市街地との連携を考慮した賑わいの核となる新庁舎

既存中心市街地の都市構造 2核
2軸 の街づ くりが目指す「駅北

ループ」をさらに発展させ、メビ

ウスの環 (無限ループ)と して駅

南地区の「駅南ループ」を繋 ぐこ

とでまち全体に賑わいを創りだし

ます。

庁合は駅南庁舎周辺の福祉保健
ゾーンとつながる回遊動線 (駅南

ループ)に面して連携を図ります。
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南側公共施設の連携と南北を結びつける「メビウスの輸」

来庁者ばかりでなく観光客も迎え入れ、庁舎の顔となる風紋プラザ
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・庁舎は、最も効率的な 6階建中廊下型プランとし、風紋プラザに面して東
主出入回と市民交流施設を設けます。市民交流施設は風紋プラザに賑わい
を発信し市民を呼び込みます。

・南側に「風紋ストリート」と「メディアマルシェ」を設け、近隣め商業施
設とも連携できるわつたいな空間を創出します。

。東西主入国の来庁者動線をつなぐ窓国の待合ロビーに沿つて市民交流ゾー
ンを設けます。

・建物外周部は十分な空きをとって圧迫感をなくし、北側、西側には散策路
のある緩衝緑地帯を設け近隣の生活環境を守ります。

庁舎の顔となる「わつたいゲー ト」
。駅からのメインアクセスとなる風紋プラザに面して市民交流施設や議場を配置
して、環境都市とつとりのイメージといつでも賑わいが外部に溢れる「わつた
いゲート」とし、市民を優しく迎え入れる玄関口とします。

・わつたいなゲー トは緑化した大きな両壁面の間に、段状にセットバックする緑
化テラスで構成し、内部と外部を有機的に繋ぎます。

環境配慮の見える化

ソーラーバネル

緑化テラス

緑化ウォール

ゲ`ート」のイメージ

まちの賑わいを創りだしく

:大規模災害時
i車両動線

議会の見える化

行政の見える化

隣接商業施設との連携

風紋ス トリー トは、商業施設と連携
して市民のフリーマーケットや青空
市場として利用でき、市民や観光客
が立寄りやすい交流の場とします。

メディアマルシェは、市内各地域の
紹介、大学との連携の場、観光振
興の発信などによる情報発信の場
となり、夜間・休日でも単独に利
用可能で人を呼び込みます。 外へも内へも発信し賑わいをつくるメディアでレシェ
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安全で利便性の高い立体駐車場と「くる梨」も停車する車寄せ
立体駐車場は、 3層 4段で、庁舎の 2階の高さにあわせ施設全体の高
さを押さえます。
来庁舎用駐車場 3階 と庁舎2階をブ 14・ 駆臨剌   -6F〕τsm満 籠又耀 障鍋

食は綺」饒ガ琥贋鵞
車寄せはコミュニティバス「くる
梨」が停車でき、近くに屋根付ハー
トフル駐車場を4台確保 します。

ブリッジで接続し利便性の高い立体駐車場棒鼻公園との一体的環境整備
。棒鼻公園も北側隣地に配慮し緩衝緑地を確保して憩いの広場としま丸 庁舎
と安全な歩行者動線でつなぐため、道路沿いに歩道状空地を整備しま丸
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(様式 14)

特定のテーマについての技術提案書 :(3)総合防災拠点として安全性が高い庁合 (C)全ての人にやさしく、利便性の高い庁舎

口「みんな」のくらしを守る安全安心の庁舎 「人が輝き、まちがきらめく」庁舎 口「みんな」がわかりやすく使いやすい利便性の高い庁舎
口「みんな」にやさしい窓口空間

礁 磋 認 渕 鼎 馘
"wぱ最小限に抑えることが可能な高い防災性能を持つ庁舎を計画します。

|・ 耐震性能が高く、コストバランスの良い免震構造の採用により、地震時

:蔀  の揺れを最小限にします。

婁:鯰黎襲翼筵凛lk窯霞尽
■■| なるため液状化時の杭の負担が軽減できます。

||° 唇鉾況W事翌薯当ρ諦喬亀9尺D型鳳軋琢/税辱イ

■■ 運搬など迅速な災害活動が出来る計画としま丸

H自然エネルギーを活用した業務継続性の高い庁舎
。災害のライフライン途絶に備え、基幹設備機能の多重バックアップシステムと強靱化

を図り総合防災拠点施設として高い業務継続性を発揮する庁舎とします。

・備蓄燃料は、3日 分とし、節電モードで7日分継続できる計画とします。
。飲料水は、受水槽で3日 分の貯水と緊急浄化装置を活用した井水利用で賄います。

・ トイレ等の雑用水は7日分を貯留し、丼水も使える計画とします。

・排水は緊急排水槽を設け、7日分を貯留できる.l画とします。

・通信手段は、多重回線が利用可能な計画とします。

・太陽光発電の電力をバッテリー(リ チウムイオン単体蓄電モジユール)に 蓄え、

通信機能をバックアップします。

セキュリティ
特別職の諸室

口 防災活動拠点への円滑な機能転換

・災害対策本部は、周囲を見渡せ、災害対策関連諸室との連携の良い5階に

設け、円滑な災害対策活動ができる計画とします。

・庁舎東側に集約配置した会議室を、災害支援団体等の活動スペースとして

活用します。
・エシトランス、ロビー、メディアマルシェは、災害情報の提供や、安否

確認、ボランテイアの受付等の活動に対応します。

・
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・立体駐車場は、支援物資の受け入れや中継、配分スパースとして活用し

ます。
・計画敷地に隣接する棒鼻公園と一体的に整備 し、大規模災害発生時の防

災機能を補完する空間として活用できる計画とします。

'分かりやすいカウンタ=配置

・市民利用の多い窓口部門は、1・ 2階に

集約し、吹抜でつなぎ分かりやすい配

置とします。
・待合スペースとつながる市民交流

ゾーンは、風紋ストリー トに面し快
適に過ごせる空間とします。

・マイナンバーを活用した情報連携に
より、ワンス トツプサービスに十分
に対応できるように「窓口空間 (3つ

の総合窓口)」 を十分な広さの口

ビー・待合スペースに計画します。
・フロアコンシェルジュが「みんな」の

来庁目的に応じた手続きや申請方法の

案内・誘導を行い、窓ロフロア全体の動
きが整理しやすいP計画とします。

・開放性を確保しつつ個人情報を保護す
るため、カウンター越しに端末画面が

見えない配置等、のぞき見等による情
報漏洩防止に配慮した計画とします。

日いつでも利用しやすい「わつたい
窓口空間ダイアグラム

ゲート」ゾーン
。1階多目的オープンスペース、エントランスホール、メディアマルシェは、夜
間休日でも独立して運用できるセキュリティ計画とします。

・ 2階から6階の会議室 (市民交流機能)等は、休日開放が可能な計画とします。

H見 通 しが 良 く使 い や す い 執 務 空 間

・執務関連スペースを設けることにより、職員同士の打合せスペースを設け、コ

ミュニケーションの活性化を図り、職員のスキル向上に繋がる計画とします。
・待合ロビーを広くとることにより、来庁者と職員の打合せスペースを確保します。
・各フロアの東側エリアに、共用の会議室をまとめて設けることにより、各部署の

利用効率を向上させます。

日市民に開かれた独立性の高い議会機能
。議場は、自然光を採り入れ開放的な空間とし、市民に開かれた議場空間を演出
します。利用回数の少ない議場は、フラットな床とし、会議やミニコンサート

など市民の多目的利用も可能な計画を検討します。
・傍聴席は、車いす用スペースを確保するとともに、耳の不自由な方の難聴者補

助システム等の設置を検討することにより、全ての人に開かれた議場とします。
・傍聴ロビーは、植栽のある緑豊かなテラスに面して設け、議会図書室を併設す

ることにより、気軽に議会情報が閲覧できるように計画します。

口「みんな」が使いやすい安全安心の機能
・車いすのすれ違いを考慮した幅や段差のない安全な動線計画、誰でも使用で

きる多機能 トイレの設置、音声や触知による案内等を採用し、「みんな」が使
いやすい庁舎とします6

・庁舎西口にタクシー乗り場やコミュニティバス停を設け、雨に濡れずに来

庁、帰宅することが出来る車寄せを計画します。
。子供が遊んで過ごせるキツズコーナーや授乳室の設置など、乳幼児連れの

来庁者にもやさしい計画とします。
・案内サインは、多言語に対応し、色彩計画やピクトグラムにより誰でもひ

と目でわかる計画とします。
みやすく分かりやすいサイン
安心・安全なキッズコーナー

プライ′シーに配慮し
仕切岐を設けた窓口

のぼりやすし燿 やかな階段
上下二段の手すリ

ゆとりのある通路幅

プライバシーに配慮した授乳慶

車いす・オストメイトに
対応した多目的トイレ

案内じやすい
コンシエルジュカウンター

誰もが使いやすいユニバーサルデザインのイメージ

理けで|:識が穂できてゎかり[I
メディアマルシェと待合ロビーのイメージ

ぐ蓄鶴選還驚η
ライフラインの多重化・]鮒ヒ

難IU     l

霞置をi用  條泳 7日以上) …中中

雑用水7日分を貯留峡井戸、雨水も活用

自然エネルギーを活用する業豪

鰍 貯留7自分以上)

ネルギーを活用する業務継続性の高い庁舎イメージ 熱彗羅れ仄『TI(
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(様式 14)

特定のテーマについての技術提案書 :(D)環境にやさしい庁舎  (E)建設コストや維持管理コストの抑制に配慮した庁舎  (F)時代の変化や職員の増減に柔軟に対応できる庁舎特定のテーマについての技術提案書 :(D)環境にやさしい庁舎  (E)建設コストや維持管理コストの抑制に配慮した庁舎  (F)時代の変化や職員の増減に柔軟に対応できる庁舎

回CASBEEとっとりSランクの快適なオアシスを実現  ロスリムで無駄のない徹底したローコスト庁舎
Π鳥取市の気候特性を巧みに利用した「わつたい」な環境技術の導入  Π合理的な視点から建設コストを低減
玲つたいゲー陶にすべてのコ眠技争睦鋼吉し噛 都市とつとり」をアピール瞭t           ・執務スペースの利便性と効率性|が最も優れ、共有部分が最小限となる中

廊下型東西コアタイプとし、全体 の規模を必要最小限に抑えることで、建
設コストを低減します。

。上部架構を鉄骨造とすることで建物重量を軽量化し、基礎の荷重負担を軽減し
ます。あわせて杭の液状化時の負担も軽減され、杭工事費用を低減します。

。各部材料や納まりを共通性のあるディティールやモジュール化することにより
合理的な建築計画をとします。

日 耐久性の高い構造躯体で 100年建築を実現
・鉄骨造の構造躯体の劣化はほとんど生じず、外壁をしっかリメンテナンス

することで長寿命化が図れます。

■フレキシビリティの高い構造計画で更新費用を低減

自然エネルギー有効活用の断面イメージ

H BEMSによる効率的運転制御とエネルギー費用削減
・BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を用いた運転管理により、機器の高効

率運転による省エネ、省コスト、異常兆候の早期発見による補修。改良工事の的確な
実施等、実際の運用状況に即した運転制御を行い、ランニングコストを削減しま丸

自然換気 :階段室や廊下には、自然の風力と室内外の温度差で効率の良い換気
を行いま丸

自然採光 :グラデーションブラインドで直射日光を遮りながら天丼面を明るく
し、照明エネルギーを低減します。

緑化 :「わつたいゲート」の屋上緑化、壁面緑化により、熱負荷を低減し、立体駐   ネルギー量を削減します。         再
1馬帝        敦

車場は壁面緑化し、周辺にうるおいを与えるとともに、車の排ガスや前照灯 Πライフサイクルコスト15%、 ランニングコスト20%削減の影響を低減します。敷地外周部は緑化を図り良好な環境を守ります。

日効果的な環境負荷低減と省エネルギー手法

塾挙牢調機、穿詞パZイ ?インバT窒娑口    。  20 40 60 8010α %〕

回CASBEEとっとりSランクの快適なオアシスを実現  ロスリムで無駄のない徹底したローコスト庁舎
Π鳥取市の気候特性を巧みに利用した「わつたい」な環境技術の導入  Π合理的な視点から建設コストを低減
玲つたいゲー陶にすべてのコ眠技争睦鋼吉し噛 都市とつとり」をアピール瞭t           ・執務スペースの利便性と効率性|が最も優れ、共有部分が最小限となる中

。年間熱負荷係数(PAL*)を基準値より約25%削減しま魂  中廊下型東西コアタイプの鶉腔間   量制御、大温度差冷温水送水、予冷予熱時
の外気カットによりエネルギーを削減しま丸

Π県産材の積極的な利用やエコマテリアルの採用     換気:汚れセンサー、C02センサー機能付き
全熱交換器で風量を効率的に制御します。

■ストックマネージメントと用途変更が容易な庁舎
口 様々な変化に対応できるフレキシブル庁舎の実現
。今後予想される庁舎をとりまく環境の変化を想定し、庁舎のライフサイク
ルコストの抑制を念頭に、変化への対応手法を提案します

日賃否リツ甲軍聖男貫閉翁琴鶏晨課到R、フレキシブルゾーン

フレキシブルゾーンの用途変更イメニジ

Π将来的にスペースの用途が変更になる場合の対応
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県産材:認定グリーン商品

・県産、スギ・ヒノキ

・因州和紙

・木質系セメント板

・ガラスリサイクル舗装品
。再生砕石 など

設定、システム天丼などを採用し に==マ        シ9唇デます。 部門間の連携を図りやすい執務空間のモジュール化


