
特定のテーマにういての提案 (様式 14)

(A)市民の拠点となる鳥取らしい庁舎

明るく透明感ある最新省エネ庁舎

■ 駅南ふれあいゾーンの「市民活動の拠点づくり」への 4つの提案

(B)総合防災拠点として安全性が高い庁舎

市民の安全を守る高強度建築

■ あらゆる災害に「つよい」庁舎

シンボリツクな議場

透明感のあるフ

安全で合理的な杭基礎
。支持層の礫層は、東西にG卜15m-30mと大きく傾斜し、

礫層上部は液状化が予測されま魂 場所打ち杭や鋼管杭
と比較して 工事中の低騒音t孔壁崩壊の心配がなく建築

残土を発生しない回転圧入工法を優先提案しま魂

・液状化対策として、駐車場の進入路や車寄せなどは地盤

改良を行い、災害時に機能維持を確保しま魂

安全性と経済性、施工性に優れた鉄骨免震構造
。構造体 :!類、非構造体 :A類、設備 :甲類、防災拠点
として 機能維持可能な免震構造を採用しま魂 免震構
造の採用により天丼、外壁の脱落防止にも対応しま丸
。上部構造は鉄骨造純ラーメン構造とし、CFT柱で剛性を

高めま硯 外壁はPC版や押出成形セメント板とし工場生

産による品質の高い外装材としま魂

風水害・ 火災・ 雷対策
。窓面のサッシュやガラスの耐風強度計算、雨水排水計算
などに安全率10%を上乗せし、想定外の台風やゲリラ豪

雨に対応しま硯
。耐火構造、不燃仕上げとし、雷対策として棟上導体避雷

設備、キュービクノk分電盤、UPS、 災害用受信機、電
話変換機などの重要設備に内部雷法対策を実施しま硯

口 災害時の総合防災拠点として機能する庁舎
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安全性を高める災害対策イメージ

回転圧入工法
先端に螺旋状の羽根を溶接した鋼
管杭を用い、杭を回転させること
で地盤を掘削じ施工。低騒音、低
振動、無排土などのメリットを備
え、高支持力、高耐震性、低コスト、
短工期をも実現。

上記の 4つの提案を

透明感のお%
猛
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広い歩道と衝路樹 西側大型キャノビー

■ 市民サービスと敷地周辺状況に配慮した配置計画の考え方

地盤に適した杭形式

敷地特性を活かした全体ゾーニング
。東側は庁舎ゾニス 西側を駐車場ゾーンとした2

つのゾーニングとしま丸 北側、南側道路に沿つ

て敷地内に歩道を整備し、東西に長い敷地を隣

接敷地と結び利便性と回遊性を高めま硯

水害対策に配慮した敷地レベル、車庫計画

・庁舎床レベルを東側道路基準より約90cm嵩上げした

TP6.5とし、庁舎の足元は腰壁と止水板 (500H)を設置し、

千代川の氾濫に対し、浸水防止を図りま丸 庁舎は地上

7階地下無し、公用車庫は1層 2段とし、万が一の大型

水害でも1/2の公用車は起動可能としま丸

来庁者用駐輪場

職員用′ヽイク

大きなゾーニング

立地要件にふさわしい、きめ細かい動線・ 環境整備計画
・施設が安全で永く利用できるよう、市域からのアクセス、駅南ふれいあゾニン計画、隣接地への環境配慮などに、きめ細かい提案を行いま丸

・
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・86m X38mの 東西配
置とし、南面採光を最
大限確保

椰
ξttL市民広場 と歩道、

ぺ
=ス、駐車場は棒鼻公園と一体で防災広

場として 自衛隊の活動スペースや救援物
資の受入れに機能するよう、電源や給排水
などの屋外設備計画を行いま魂

災害時自立システム

・電源、給排水、通信、設備機器などのシステムの多重化、空冷自家発採用、キュービクルの上

層階設置 飲料用活用の災害用雨水浄化装置を設置し、自立運転可能な施設としま魂 ・
1億円コスト低減を
図る

。平家構造と約43
mの歩道と植栽、北
側壁面緑化により景
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敷地、市庁舎を最大限活かした災害時の土地利用計画

ヘリコプター離着陸

太陽光発電{30kw)+リ チウム蓄電池

1、 2階の市民交流スペースや食堂などは、
一時避難、炊き出し、ボランティア受入

仮設トイレ用
マンホール

下水本管破損時にも排水可能な災害時用J泳槽

停電時、利用可能な直圧給水系列による1階 トイレ
システム多重化

機器操作室

/AN用
車 1層 2段立体駐車場 135台

市庁舎 (7階 )

緑化率約 24%
・市民広場と来庁者駐車場は

讐綺『畿亀喬聖滝確F岳鸞
の花壇、庁舎 3階 に屋上緑

幾逃黛 議閣珀翠滉鍵贅

・因幡地域の植栽で統一

配置計画イメージ 防災対策本部



特定のテーマについての提案 (様式 14)

(C)全ての人にやさしく、利便性の高い庁舎

すべての人にわかりやすく使しヽやすい、フレキシブル性の高い庁舎をつくります
■ 市民サービスの向上を実現するおもてなしの庁舎づくリ ■ 機能性の高い断面構成

行き先が一日でわかる見通しのよい窓口空間
。市民課、税・福祉などの窓口部門を2階までの低層階にまとめ、
高齢者、障害者の方 の々利便性に配慮しま丸
。1階から2階をつなぐ吹抜とエスカレーターを設

'大

2階への視
認性と移動しやすきに配慮しま魂

用件に応じた対応ができる総合窓口と相談型窓口
。市民案内は、エントランスに近い総合案内を経由した後 コンシェ
ルジュが 1階市民。税務の総合窓日、2階では福祉総合窓口へ案
内しま丸
。自然光の入る待合スペ=スを確保し、
表示によりI贋番を案内しま魂

最上階に耐火書庫を集約して配置

自由度の高い会派室
会派構成の変化に対応する可動間仕
切りのある会派室

独立性の高い職員用諸室
メンタルヘルス室や医務休養室など
の諸室は市民の目線を考慮し、最上
階に集約配置

大型ディスプレイ番号案内
4～ 6階ノフレキシブルで効率の高い執務空間

―カウンターには仕
安全性の高い書庫
基準階にカード認証により安全性を
高めた書庫を配置

市民の視線に配慮した休憩室

慈量2響堀緑ワ詳饉罰層採光
の体

7階儀 会機能を集約

耐火書庫 `開
放エリア

3階ノ階全体が災害対策拠点となる執行部フロア

安全性の高いサーバー室
サーバー室は指紋・虹彩認証により
セキュリティを高め、iCTの 高度化に
対応できるゆとりを持つサーバー室

実践的な防災機能

輩房錠将腹桑星堕1樹奏蒼驚含震轟
室等を集約

2階ノ下階との連携が取りやすい福祉の窓ロフロア

多用途に使える委員会室エリア
同時開催の4つの委員会を管理しやす
い並列レイアウトとし、休会中は議場、
委員会室の市民利用も可能

ビー

市街地、久松山を臨む展望ロビー

市民の方にも開かれた議会図書室

議会の待ち時間に市民の方も利用でき
る議会図書室

した会議室
眺望の良い東面に共用会議室を集約

吹抜に面した打合せエリア

季雰意塁拶前
に来庁者との打合せエ

自由度の高い共用スペース
ミーティングスペース、印刷室や倉庫
など職員の共用部門を集約

い執行部ゾーン
、機密保護、防犯性能を
ュリティを確保

する防災対策本部機能
災害時には、隣接する会議室やミー

柔爺滋こうが三子
を活用し災害対策

る食堂

明快な断面構成
。市民利用の多い窓口を1階 。2階の低層階に、中層階に執行部、
総務部門等を配置し、住民自治を代表する議会を最上階に配置し
ま魂 休日開放エリアは水平区画とEV管制を行いま魂
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5Fツ爆雰
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3F執行部・ 防災
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市民交流機能

断面構成イメージ
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将来の変更に対応

□ 市民活動拠点となる開かれた庁舎
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来庁者動線           窓口を利用する来庁者の動線イメージ

ゆき届いたサービスを実現する効率的な平面計画

・建物の両端にコアを設
'大

動線の交錯を防ま 来庁者にとってわ
かりやすく、職員が働きやすい平面を採用しま硯
。階駄 Eス PS、 EPS、 ゴミ集積所、便所を集約し、効率的なコア
を計画しま硯

コ

人と人の出会いの場となる市民交流機能エリア
。1階、2階の南側に市民交流機能を配置し、
屋外空間と一体利用可能で休日夜間も利
用できる開放的な構成としま魂      )

木の香りのする庁舎

市民窓回

待合ロビー   :
市民交流機能エリア

▲
   市民広場

1階ジーニング

した明快な動線計画 わかりやすし

。鳥取市公共建築物等木材利用促進基本方
針に従い、地場産の木材を積極的に活用し
ま丸

・特に、市民の目に触れる場所である市民交
流スペ

=スや議場などの窓ロカウンターや
机、椅子などに積極的に木材を利用しま魂

協働のまちづくりを促す情報発信スペース 木材活用イメージ

。来庁者の行き来が多い1階に情報発信ス
ペ
=スを配置し、市庁舎を訪れた方に積極

的に情報を発信しま魂
。電子媒体を利用した情報公開に対応するた
め、回線経路やスペ

=スにゆとりを持つた計
画としま魂

・コミュニティスタジオは2階に配置し、日常
的に情報をアピールするだけでなく、災害時
にも安全に情報発信が行える計画で硯

市民、議会、行政が一体となる議会エリア

・議場は高窓から自然採光を採り入れる計画とし、本議会開催中は
必要に応じて遮光膜を用い議会中継にも対応しま魂
。最新の ICT化 に対応した操作室を配置しま丸
。議場形状は円形平面とし、傍聴席と議場席を近づける計画で魂
p議員図書館は展望ロビーに面した開放感のある配置としま丸

議員側、行政側双方に視線が
届く円形議場

書庫やコアを配置
やすしψ勝室

 効率的な平面計画イメージ

ワンランク上のユニバーサルデザイン
。バリアフリー法、鳥取県福祉のまちづくり条例の遵守に加え、来
庁者、職員にとっても使いやすいユニバーサルデザインの庁舎づ
くりを行いま視

・敷地内は玄関まで最大 1月 5以下の床勾配仕上げとし、視覚障害
誘導を各玄関から総合案内まで設置しま魂
.1階の目の届く範囲にキッズコーナー、ベビーベッド・湯沸付きの
授乳室を設けサービス向上を図りま硯
。高齢者対応サイス 手摺やEVの他、各課表示にも視覚障害対応
の音声、点字案内を設置しま魂

・サインは多言語表記の国際対応としま硯

・玄関には、音声案内自動ドス 音声。光避難誘導灯設置、車イス
収納スペ

=ス確保を行いま硯
。男女多目的便所、引戸、議場や傍聴席の車イス席、高さ可変型
質問台などを設置しま魂
。3台のEVは 15人乗りとしま魂 西側1台はストレッチャー対応が
できる18人乗りとし、屋上のヘリポートヘ連絡できる計画で魂

エスカレーターの近
窓回の待合を配置

動線に配慮したF
現場作業を伴う職員のシャr

外部からの出入りに配慮し、
に配置

階段に近い防災倉庫
搬出入に配慮し、階段逝
庫を配置

1階ノ開放的な窓口と市民交流エリ

利用者のもしもに備える1階医務室
医務室は1階に配置し、来庁者や災
害時の応急・救護に対応

公用車車庫に近い1階防災倉庫
災害時に迅速な対応が出きるよう職
員用出入回の近くに防災倉庫を配置

駐車場に近い職員・休日出入口
休日の届出受付は職員玄関に隣接
た守衛室で対応、主要箇所は監視カ
メラでセキュリティ管理

雨に濡れない思いやり駐車場

雨に濡れずにアクセスできるよう、
思いやり駐車場から西玄関に隣接配置

動線に配慮したコンビニ 。ATM
市民利用や搬出入しやすいようコン
ビニやATMは西側駐車場側に配置

食堂は市民の方の利便性を考慮し2階
に配置
災害時には炊出しスペースとして利用

コミュニティスタジオ
談話スペースに隣接してコミュニティスタジオを
配置し、談話スペースを観麹需として利用
災害時利用を想定し浸水リスクのない2階に設置

情報発信コーナーは木質フレーム
やスクリーンにより分割し、
小規模展示の同時開催も可能

情報発信 スペースイメージ

市民窓口からプライバシーに
配慮し奥まつた位置に相談
ブース、相談室を並べて配置

自然光の入る待合ロビー

吹抜を介した自然光によリ
明るい待合回ビー

独立 した利用ができる

市民交流スペース

小規模なイベントに加え、災害
時にはボランティアの受入れ等
に利用できるよう電源などの
設備インフラを設置

日・夜間も利用できる
市民交流機能
明快な管理区分により市民交流
機能エリアが365日 利用可能

市民と行政、議会が一体となる
求心性の高い円形議場

轟蔦編瓦鶉裏電話
考慮し、ス回―プを設置

市民に開かれた議場イメージ

一十̈・嘘̈躙」ト
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三つの玄関からの見通しが
良い位置に絶合案内を
配置

市民広場に面する
情報発信コーナー Ｎ

Ｏ

の近くに福祉の総合
置

た作業者用更衣室
職員のシャワー室は
りに配慮し、階段横

災倉庫

―
、階段近くに防災倉

炊出しにも使え

食堂は市民の方のス
に配置
災害時には炊出しj

開放エリア

′ヽックツーン 福祉の総合窓ロ
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談話スペースに隣接し
‐

配置し、談話スペース,
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特定のテーマについての提案 (様式 14)

(D)環境にやさしい庁舎

鳥取の気候風土

(E)建設コストや維持管理コストの抑制に配慮した庁舎

を活かした環境配慮設計 現在及び将来にわたる費用の抑制

■ 自然の力を活用した、市民に親しまれるエコ庁舎 ■ 効率的な計画によるイニシャルコスト削減

(F)時代の変化や職員の増減に柔軟に対応できる庁舎

社会構造の変化に常に対応できる庁舎

■ 時代の変化に対応できるフレキシブルでユニバ…サルな庁舎

トップライトからの採光 エコボイ ド

屋根上を吹き抜ける風により、
負圧誘引になり吹抜の熱気を放出

コンパク トで合理的な建築計画

`建物の凹凸を無くし、コンパクトな平面計画とす
ることで コストのかかる免震装置と杭本数を
最小とし、延床面積 1害蛸」減を目指しま魂
。地中水位を計測して基礎や免震ピットのレベル
を決定し、耐圧盤をマットスラブとして仮設費、
残土処分費を削減しま魂
。現在の市況では鉄筋コンクリートの型枠工や鉄
筋工が不足していることから鉄骨造を採用し、
執務空間の大スバン化にも対応しま丸

・建物躯体は経済的な桁行64mスバンのシンプ
ルな構造● コンクリートや鉄骨量を削減しま魂

・免震装置と鉄骨柱脚は直接接合します3免震ゴム支
承とダンパーを別に配置して免震ピットを浅くするこ
とで 建設コスト低減や維持管理を容易にしま魂

コス トを最小とした合理的な駐車場計画
。来庁者用駐車場は平置ま 公用車用を1層 2段の

立体駐車場とすることで コストの最」可ヒを図りま

丸 洪水時に公用車駐車場が浸水せ嗅 周辺への

圧迫感を軽減できる計画で魂

設備におけるコス ト削減策
。合理的で最短な設備配管ルート計画を行い、イ
ニシャルコストを削減しま丸

コンパクトな建物イメージ

地下最軍場 段
＞

′
用唱Ｏ

2層 3月

ィ要璽ぅ目 庁 司 鰐

○ ○

◎ ○

コスト 25億円 15億円 26億円

獅 △ ◎ △

駐車場のコスト比較

フレキシブルで快適なワークプレイス

・南北面に執務スペTスを配置した、両端コア・ダ
ブルコリドー型の平面採用により、中央部に共
用エリアを創出しま魂
。自然採光の入るエコボイドと併せた共用エリア
は、待合スペ

=ス
や書庫、会議室など 各階の

用途に応じた自由なプランを可能にしま魂

・コアや構造躯体以外の内壁は軽量間仕切や可
動式間仕切を採用し、変更可能な構造としま魂
。大型会議室の区分間仕切りには、ワンタッチ操
作の電動スライド間仕切りを使用しま魂

ユニバーサルプランのオフィスレイアウ ト

,執務室のスパンは6.4m× 10.5mを基準とし、32
mモジュールで島を配置しま曳

・執務ゾーンの両サイドに、小会議室や相談室、
部長室などを隣接配置するよう構成しま魂

・カウンターまでのデスクの島は8席までとするこ

とで 職員の迅速な移動を可能にしま硯

・執務室の奥行きを規定し、間口を広く取ること
で窓口部門ではカウンター長さを多く確保でま
市民サービス向上に寄与しま丸
。デスクは一般職 1′200× 700、 課長職 1′600×

700を基準にオフィススタンダードを立案しま丸
。また、係長席を島に取込むユニバーサルオフィ
スレイアウトを提案し、部。課の人員変動に対
応するよう配慮しま魂

■ 最新執謗環境の設計

執務量は無柱空間であるため、
自由なレイアウトが可能

窓ロカウンターは テーフルや印昴1スヘースを

約63mの十分な  配置し、ミーティング

長さを確保    など多様な利用が可能

フレキシブルな平面計画

部長室は執務室に

隣接配置

大容量可動書架を
執務ゾーンに隣接配置

執務室内の ジーニング

雨水利用 ―――――
雨が多い気候を有効利用

低層音5を 広げた

場合の増加部分

本計画の

建物ボリユーム

「」韮食_1
太陽光発電 30kw
(善電池付 )

庇による日HiE蔽
直射日光を防ぎ、柔らかな
自然光を取り込む

屋根面の高断熱化

LED照明
明るさ。人感センサー

こよる省エネと
メンテナンス頻嘘の低減
Low‐ Eガラス

ウオールスルー
エアコン

―――北側の自然採光

する窓

自然通風 て自然換気

蓄光舗装
冬季は閉じて空調負司低減

日中に書光し、夜間に
プロムナードが発光

リチウムソーラー衝路灯

による舗装

冬季は床から (免震層 )

効率良く暖房

鳥取市の気候、風土に適した環境負荷低減
環境断面イメージ

・全国でもトップクラスの降水量を活かし、雨水貯留槽へ貯留し、 トイレ洗浄水
や緑地への散水、災害時に利用しま魂               ―

・地下水位が高い敷地特性を生かして地中熱利用を行い、1階の外気はクール・
ヒートピット(免震層 )を経由させて温度を安定化することで、空調熱源負荷を
低減しま魂
。2ヶ所の吹抜けをエコボイドとして利用し、温まつた空気が上昇するドラフト効
果を活用した自然換気システムを導入しま魂

・透水性、照り返し防止に優れた緑化ブロック地被緑化を来庁者用駐車場、市
民広場に使用し、緑の潤いを与えま視

・各階の庇により直射日光を防ま 柔らかな自然光を取り入れま丸
。南北面採光の配置計画、高断熱。高気密構造、窓面は low―eペアガラスを採
用し、空調負荷を低減する省エネ建築としま魂

Eコ エネルギーの地産地消をめざして
再生可能エネルギーを最大限に活用
。木質バイオマスと地中熱、コージェネを主と
した分散エネルギー型の熱源とし、都市ガ
ス、電気を負荷に応じて用いることで環境負
荷と光熱費のバランスが取れた地産地消の

計画を行いま硯

・市民交流スペ
=スがある庁舎 1階は木質バイ

オマスを用いた空調システムを用い、地場産
業の活用を図りま魂
。太陽光発電パネルを屋上に計画し、災害時
のバックアップやコージェネと合わせた電力
ピークカットを行いま丸

・環境配慮。省エネ技術導入にかかるイニシャ
ルコストは総工費の約 2%の設備投資ゑ
C02を 33%削減する計画としま視
。エネルギー使用量をBEMSにより管理して効
率化、最適化を行いま丸 また、その評価
を可視化し「エコの見える化」を行いま魂

CASBEEと つとりSランクを目指します
。効果的な環境手法の採用、各種シミュレー

ションの実施によりCASBEEと っとり最高グ
レードであるSランク認証取得を目指しま魂

Eコ ランニングコス ト38%、 年間約 4700万円削減

維持管理費を縮減するエコ庁舎
。ライフサイクルコストの3/4を 占める運用管理コストの重要性を理解し、費用

対効果の高い環境配慮技術を採用することで、年4700万円 (38%)のランニ

ングコストを削減しま魂

・空調につしヽては都市ガス、電気を負荷に応じて

用いてピークカットし、電気料金を肖り減しま丸
。各スバン毎に空調、照明を制御できる計画
とし、ランニングコストを削減しま魂

事画翫 ‐ず ]‐ 職
標準
計画         ■・

O       SO,000,Ol ll     i10′ l10.000   15印OcOЮ

ランニングコス トの 削減効果

E建 物の長寿命化

口…メンテナンスの施設づくり
。深い庇により雨汚れを防止し、バルコニーにより容易な窓清掃が可能な計画と
しま魂 また、外壁は光触媒加工のタイルまたは無機質系の吹付、ガラス面に

はコーティング等を施し清掃コストを縮減しま丸

様々な変化に対応できる建物計画
・移動間仕切りにより、必要に応じて会議室の大きさを変更できる計画としま硯
。PS、 EPS、 サーバー室、キュービクルの横に増設スペ

=スを設
'大

更新性と拡

張性の高い計画としま視

維持管理性を高めた設備計画
・屋外に設置する設備機器は塩害に強い仕様 (塗膜厚、材料 )としま魂

・給水配管などは高耐久かつ保温材不要な高機能ポリエチレン配管など樹脂系

配管を採用しま硯

最新執務環境
。天丼高さ2.7m以上、幹線は光ファイバー、分
岐はCA丁 6ケーブルのLANケーブノk床仕上
タイルカーペット、コピー機などOA機器の集約
配置や騒音防止、書類リサイクルシステムなど
を採用し、最新の執務環境を計画しま魂

様々なゆとりの確保

OAフ ロア

高効率
―トボン
エアコン

地中熱

「
トボン

エアコン

・共用エリス 書庫tサーバー室、電気室には、
床荷重やスペ

=スのゆとりを持たせ、将来の設備や用途の変更に対応可能な構
造としま魂
。文書保管は既存庁舎のフア/rJレメーターを確認し、文書管理システムに呼応し

て 窓下収納、壁面収納、移動書架などを確保しま魂

将来の変更バリエーション   ・

・中核都市への移行や、将来の人口変動に伴う、課の入れ替えなどに対し、共
用エリアを活用することで 様 な々バリエーションを構築しま丸

・人口が減少し執務室に余剰スペ
=スが生じた際には、管理区画を必要な位置に

設けることで 余剰スペ
=スの一部を市民に貸し出す集会施設や会議スペ=ス

ヘ用途変更することも可能で丸
くオープン時>    くパターン①職員増加時>  くパターン②文書増加時> <パターン③職員減少時>

都市ガス

排熱投入型
ガス吸収
冷温水機
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C02排 出量の削減効果

執務室空間断面イメージ

コンバージョンのパターン


