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基 本 設 計小山市役所新庁舎整備事業 1基本理念・基本方針

（1）基本理念・基本方針(1) 基本方針

□事業スケジュール（予定）

□基本方針□基本理念　　

小山市役所新庁舎建設基本構想では、新庁舎の基本理念を

とし、6つの基本方針を設定しています。

・大地震発生時にも活動拠点施設として機能を維持できるよう、建物に伝わる地震の揺れを軽減し、被害を最小限に抑え
るため、免震構造を採用し、天井や空調機といった非構造部材の落下防止のため、執務室などの大空間は無天井化、
避難動線等は天井軽量化した計画とします。

・災害発生時のライフライン等のエネルギー供給の断絶に備え、バックアップ設備を備え自立可能な庁舎とする計画とします。
・市民の個人情報を適切に管理できるセキュリティの高い庁舎とします。

・市民利用窓口を低層階に集約し、吹抜け空間により各階窓口の視認性を高めるとともに、分かりやすい各課配置とす
ることで、スムーズな窓口サービスの提供を行います。

・作業効率が高まる執務環境を整えるとともに、会議室、打合せコーナー、倉庫の共有化を図り、限られたスペースを
最大限有効活用できるゾーニング計画とします。

1. 市民の安全・安心を守る庁舎
2. 便利で効率的な機能性を発揮できる庁舎
3. まちの魅力と地域の活力を発信する庁舎
4. 人と環境にやさしい庁舎
5. 将来の変化を見据えた庁舎
6. 開かれた議会とする庁舎

2. 便利で効率的な機能性を発揮できる庁舎

・市民だけでなく、訪れた人々全てに本市の歴史や文化等の特徴や魅力をアピールする情報展示スペースを計画すると
ともに、キッズスペースや市政情報コーナーを兼ねたラウンジを計画し、市民が気軽に立ち寄り利用できる場を用意し
ます。

・イベント開催の多い隣接する御殿広場と庁舎が連動して有効活用できるよう、1階のラウンジは屋内の多目的空間と
して一体利用できる計画とします。

・エントランスから視認性の高い位置に総合案内を設置するとともに、ローカウンターの窓口の採用、ユニバーサルデ
ザインへの対応、分かりやすいサイン計画によって、誰もが利用しやすい庁舎とします。

・ライフサイクルコスト削減のため、維持管理しやすく耐久性の高い部材や機器を採用した計画とします。
・自然採光、自然換気、太陽光発電、雨水利用など自然エネルギーを積極的に活用し、庁舎の省エネルギー化に努める
とともに、環境負荷を軽減し、地球環境に配慮した庁舎とします。

・執務室の間仕切りを極力なくしオープンな空間とすることで各課や職員間のコミュニケーション促進を図るとともに、
ユニバーサルレイアウトの採用により将来の組織改編にも柔軟に対応できる計画とします。

・情報通信技術（ICT）を活用した市民サービスの利便性向上、行政事務の効率化、市民と行政のコミュニケーション
活性化を目指します。

・議会機能をワンフロアに集約配置することで、セキュリティを高め、安全で効率的な議会運営が可能な計画とします。
・市民の積極的な傍聴を誘導するために、議会棟は明るく立ち寄りやすい空間とし、お子様連れの方や車いす利用の方
も安心して傍聴できるように議場には親子ルームや車いす席を計画します。

・議員控室、議会図書室等は、効率的な議員活動に配慮した整備をします。

3. まちの魅力と地域の活力を発信する庁舎

4. 人と環境にやさしい庁舎

5. 将来の変化を見据えた庁舎

6. 開かれた議会とする庁舎

1. 市民の安全・安心を守る庁舎

年度
基本設計 実施設計

大臣認定・計画通知等

建設工事

解体・外構工事

移転

2018 2019 2020 2021

設計

申請

建設工事

解体・外構
工事

移転

夢・未来あふれる “新しい時代の行政創り” の中枢拠点



基 本 設 計小山市役所新庁舎整備事業 2計画概要

（2）計画概要(1) 計画概要
□敷地概要
建設地　　　　　　　　　　栃木県小山市中央町 1丁目 1番 1号
敷地面積　　　　　　　　　約 15,490 ㎡
接道状況　　　　　　　　　国道 4号 (東側 )　　　　　　　道路幅員 :15.0m
                           

□法定規制
用途地域　　　　　　　　　
建蔽率 /容積率　　　　　　
日影規制　　　　　　　　　
防火指定　　　　　　　　　
斜線制限　　　　　　　　　道路：あり、隣地：あり、北側なし
高度地区　　　　　　　　　指定なし
その他　　　　　　　　　　周知の埋蔵文化財の包蔵地

第一種住居地域（西側一部）
60％/200％
あり
なし

□建物概要
　　　　　　　　　　　庁舎棟
主要用途　　　　　　　庁舎
構造種別　　　　　　　鉄骨造（基礎免震）
建築面積　　　　　　　3,524 ㎡
延床面積　　　　　　　19,940 ㎡
階数　　　　　　　　　地上 7階建　一部 8階 /地下なし
建物高さ　　　　　　　約 35ｍ

□付属施設概要
　　　　　　　　　　
主要用途　　　　　　　
構造種別　　　　　　　
建築面積　　　　　　　
延床面積　　　　　　　
階数　　　　　　　　　
建物高さ

合計（下記付属施設含む）
建築面積　　　　3,960 ㎡
建蔽率　　　　　25.6%
延床面積　　　　20,646 ㎡
容積率　　　　　133.3%

□駐車場概要
第1駐車場　　　　51台 ( ゲート付 )
第 2駐車場　　　　88台 ( ゲート付 )
思いやり駐車場　　5台
駐輪場 1　　　　　117 台　
駐輪場 2　　　　　47台
駐輪場 3　　　　　47台

駐車場　合計　144 台

駐輪場　合計　211 台　

別棟
車庫・倉庫・事務室
鉄筋コンクリート造
270 ㎡
540 ㎡
地上 2階
約 7.5ｍ

□敷地概要図

□案内図

  

 

 

 

 

建設場� 

小山�  

商業地域
80％/400％
なし
準防火地域

駐輪場1
駐輪場
鉄骨造
90㎡
90㎡
地上 1階
約 2.5ｍ

駐輪場2
駐輪場
鉄骨造
38㎡
38㎡
地上 1階
約 2.5ｍ

駐輪場3
駐輪場
鉄骨造
38㎡
38㎡
地上 1階
約 2.5ｍ

(1) 計画概要　概要版用右ページ

□案内図
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□フロア構成

共有化された倉庫、機械置場を配置します。

議会機能をワンフロアに集約し、大空間の議場、委員会室等
を配置します。傍聴ロビーからは御殿広場を望めます。

市長関連諸室、災害対策本部など災害時の対応、連携が容
易に行える配置とします。大小の会議室も併設します。

部署間の連携を考慮した配置と各課や職員間のコミュニ
ケーションが図りやすく、将来の変化にも柔軟に対応可能
な執務レイアウト計画とします。

保健センター、保健福祉部門窓口を併設します。保健センター
は庁舎閉庁時の単独利用も想定した動線管理を行います。

市民の利用頻度が高い窓口を配置します。会議室は繁忙期の
臨時窓口や待合スペースとしても活用します。

市民の利用頻度が特に高い窓口を配置します。
隣接する情報展示コーナー・ラウンジは、多目的に使用で
きる空間とします。

窓口・情報展示スペース
フロア

窓口フロア

保健センター・執務
フロア

執務フロア

議会フロア

倉庫・機械フロア

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

8階

階数

555㎡

床面積

2656㎡

2797㎡

2821㎡

2817㎡

2828㎡

2506㎡

2960㎡

合計 19940㎡



基 本 設 計小山市役所新庁舎整備事業 3配置計画

（3）配置計画(2) 配置計画

新庁舎 情報展示
スペース
ラウンジ

小山御殿広場

市立文化センター

駐車場

エレベーター
検討位置

連携・一体的利用

街への賑わい

第1駐車場

おもいやり駐車場

車両
歩行者

第2駐車場
(88台 )

(51 台 )

別棟

出入口

小山評定記念碑

車寄せ

駐輪場1

駐輪場 2

駐輪場 3

地下
オイルタンク

コミュニティバス停留所

出入口

出入口

出入口

□平面配置計画
・新庁舎の配置は現庁舎機能を維持したまま建替えできる場所と

し、埋蔵文化財調査の結果を踏まえて位置決定しています。
・バックサービス施設は別棟化することで、庁舎 1 階廻りには壁

を設けず、ガラス越しにどこからでも中の様子がうかがえる表
裏のない開放的な作りとし、開かれた庁舎をアピールします。

□車両及び歩行者動線計画
・車両動線については、国道４号交差点から、現庁舎跡地及び別

館跡地に整備する駐車場への動線と、西側駐車場へ降りていく
スロープへの動線をそのまま生かした形で、効率性・安全性に
配慮しながら再整備します。

・車寄せに「おーバス」（小山市コミュニティバス）などの公共交
通機関の乗り入れが可能な計画とします。 

・新庁舎南側、車寄せの付近に新庁舎の正面玄関を設置するとと
もに、西側からもアクセス可能な計画とします。 

・小山駅から徒歩で来庁する方のアクセスやイベントが定期的に
開かれている御殿広場との一体的、連続的な活用を考慮し、新
庁舎の北東側にも出入口を設ける計画とします。

・第 1 駐車場、第 2 駐車場共にゲートを設置し、駐車管理する計
画とします。

・西側駐車場から新庁舎までの行き来の負担軽減のため、エレベー
ターの設置を想定したスペースを設けます。

□駐車場計画
・第 1 駐車場、第 2 駐車場合わせて 140 台程度駐車可能な計画と

します。
・庁舎車寄せ脇に思いやり駐車場を確保します。
・第 2 駐車場庁舎側には保健センターで利用する検診車が駐車で

きるスペースを計画します。
・第 1 駐車場周囲に屋根付き駐輪場を設け、200 台程度駐輪可能

な計画とします。

□市の歴史・文化への配慮
・御殿広場の緑豊かな環境を望む、ロビー空間を用意し、小山の

地勢的な特色を来庁者にアピールします。
・本市を開運のまちとする歴史的資産のひとつである「小山評定

跡」記念碑等を効果的にＰＲできる位置に再配置するとともに、
敷地内にある思川桜の原種保存など、小山市の特色を生かした
外構整備を行います。



基 本 設 計小山市役所新庁舎整備事業 4平面計画

（4）平面計画(4) 平面計画 (各階平面 )

□窓口フロアの考え方
・1、２階に集約する窓口でスムーズなサービスを提供するために、総合案内、発券機、フロア案内係の適切な配置を
行うとともに、吹抜けを設けることで視認性を高め、分かりやすく市民誘導できる計画とします。

・窓口は見通しのよさを重視したオープンな空間とし、窓口に近接して十分な広さの待合スペースを確保します。
・プライバシーに関わる相談等も安心して行えるよう、第三者の視線や利用者・職員の動線に配慮した個別ブースや
相談室を配置します。

□執務フロアの考え方
・業務の関連性の高い課を 1フロアに集約配置します。
・採光、通風が可能な南、東、北面外周部に面して執務室を配置することを基本に、吹き抜けに面した建物中央部に
は部署を横断して共有利用できるコンタクトゾーン（会議室・打合せコーナー）を配置します。

・各課の間はできる限り間仕切り壁や高い収納を設けず、開放的な一体的な空間とすることで将来の組織変更に柔軟
に対応できるユニバーサルレイアウトを導入します。

3階 4階2階1階

7階 最上階6階5階

窓口・執務等 倉庫等 会議室等 廊下等 階段室・トイレ等議会 保健センター

□全体平面計画の考え方
・建設可能範囲を最大限活用した正方形の平面形状を基本とし、機能的な諸室配置、動線計画とします。
・新庁舎では建物中央及び西側に階段、トイレ、機械室を集約し、各 2基ずつ合計 4基のエレベーターを設置します。



基 本 設 計小山市役所新庁舎整備事業 5立面計画

（5）立面計画(5) 外装計画
□外観計画
・新庁舎の外観は、小山市らしさを表現するとともに周辺環境との調和を考慮した落ち着いた親しみやすいデザイン
とし、以下の要素で構成しています。

・フラットで明るい色調の外壁により、シンプルで親しみやすく、見る人に明るい印象を与える庁舎とします。
・外周を柱型（縦フレーム）で囲い、日射や視線を緩やかに遮るとともに、｢小山評定｣を礎とし、未来に向かう｢開運
のまち｣、｢伸び行く小山｣を表現します。

・外壁と一体となった庇（横フレーム）により、日射の調整、雨水による建物への汚れを防止し、光熱費や維持管理
費の抑制を図ります。

・柱型（縦フレーム）と庇（横フレーム）で表現する｢交差｣は、市の特長である｢鉄道･国道が交差する交通の要衝｣、｢市民・
企業・行政が織りなす交流・連携｣を示し、市の成長力、活気及び活力を表現します。

・開放感のある大きなサッシは、開かれた市政の推進を象徴し、また、自然の光・風を室内に積極的に取り入れ、自
然エネルギーを最大限に活用します。

□外装計画
・外壁は、製作がしやすく施工効率が良い庇付きプレキャストコンクリートパネルとします。
・外壁材料は、耐久性、耐汚染性、メンテナンスのしやすさを考慮します。
・外壁の断熱性能を高め、空調負荷を低減する計画とします。
・執務室等に面する窓は自然換気が行える開閉機能を組み込んだサッシ＋LOW-e ガラスとします。
・市民利用スペースを配置する１階は、外部から見通しやすいペアガラススクリーンを採用します。

□断面イメージ

□外観イメージ

南立面

RFL

7FL

6FL

5FL

4FL

3FL

2FL

1FL

56.7ｍ

RFL

7FL

6FL

5FL

4FL

3FL

2FL

1FL

RFL

7FL

6FL

5FL

4FL

3FL

2FL

1FL

RFL

7FL

6FL

5FL

4FL

3FL

2FL

1FL

東立面

北立面 西立面

52.2ｍ

52.2ｍ56.7ｍ

夏至 8：00

自然通風

日射遮蔽

夏至 9：00 夏至 12：00

環境性能

環境性能

ＰＣ外壁

▼FL

▼FL

※PC   ：プレキャストコンクリート

※パースは現時点でのイメージであり今後詳細な設計を行います。

庇

( 縦フレーム )

( 横フレーム )

柱型
執務室

アルミサッシ

□立面イメージ

PC 外壁
+庇 ( 横フレーム )

( 縦フレーム )
柱型 アルミルーバー

車寄せ庇



基 本 設 計小山市役所新庁舎整備事業 6内装計画

（6）内装計画(6) 内装計画　概要版用

1階　南側エントランスホール（総合案内）

４階　執務室

□内装計画
・壁ベース色はホワイト系塗装とし、明るい室内空間とします。天井材や家具等を部分的に木質化することで、栃木
県産出木材の利用を促進するとともに、温かみのある空間を演出します。

・市民利用の多い 1,2 階窓口ゾーンは吹抜空間により見通しを確保することで、どこに何があるかを把握しやすく、
自然に利用者を誘導できる計画とします。

・執務エリアは無天井化、床吹出し空調とすることで地震時の天井落下物をなくします。居住域空調と直接光と間接
光併用照明計画により省エネ性を高めた執務環境を整えます。

・使用する材料は F☆☆☆☆及び規制対象外の建材とし、シックハウス対策を行います。

□誰もが安全安心に利用できる庁舎
・利用者の年齢、障がいの有無、性別、国籍に関わらず安全に利用できるバリアフリーやユニバーサルデザインに配慮し
た庁舎とします。

・窓口カウンターはローカウンターを主体として計画します。
・待合スペースは十分な広さを確保し、車いす使用者やベビーカー利用者にも配慮します。
・個人情報を扱う窓口カウンターには、横や背後からの視線を遮るパネル等を設置します。
・プライバシーに関わる相談が安心して行えるよう、個室の相談室を充実させます。

□障がいのある方、車いす使用者への配慮
・メインエントランスから総合案内までの経路には誘導ブロックを設置します。
・メインエントランス付近に思いやり駐車場を配置します。
・車いす使用者でも不便なく使用できるよう、窓口カウンターや廊下の幅、エレベーターの大きさ、家具レイアウト等に
配慮します。

・すべての階に多機能トイレを設置し、オストメイトや大人用簡易ベッド等を整備します。
・議場には車いすのまま利用できる傍聴スペースを設けます。
・来庁者はもとより、障がいのある又は車いす使用の議員や職員でも議員活動や執務が支障なく行える計画とします。

□お子さま連れの方への配慮
・赤ちゃんの駅（授乳・オムツ替え室）を適宜設置します。
・キッズスペースを１階のラウンジや子育て関連の窓口付近に設け、
　小さなお子さま連れでも用件がスムーズに済ませられるように配慮します。
・議場にはお子さま連れの方が気兼ねなく傍聴できる防音のスペースを設けます。

□サイン計画
・庁舎全体のサインの形状、記号、書体、色彩などのデザインを統一し、来庁者が認知しやすく目的の場所に誘導されや
すいデザインとします。

・サイン表記は直感的にわかりやすいピクトグラム（絵文字）の併用により国際化に対応した表示を行います。
・視覚障がいや色覚特性等に配慮し、点字の併用や色による区分を工夫し、認知しやすいデザインとします。
・総合案内を１階のメインエントランス付近に配置し、サイン（ハード）と人（ソフト）の組合せにより、わかりやすい
庁舎案内を行えるようにします。

キッズスペースイメージ

分かりやすいピクトグラムのイメージ

�子

情報�ー�ー案内所

�子
トイレトイレ

オストメイト

�付 ��

進��� ����使用�� ����

階�エレベーター

�障者用設備 オムツ替シート

授乳室
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（7）防災計画 （8）環境計画(7) 業務継続計画・環境計画 　概要版用

 

□業務継続計画 (BCP)
・災害発生時においても市民生活に密着した行政サービスや市の基幹業務が中断することなく継続できるよう、停電

時にも対応できる非常用自家発電設備や燃料の備蓄機能、雨水貯留槽等、エネルギー供給が断絶した際にも災害対
応業務に最低 72 時間対応できる設備を装備します。

・浸水害等への対策として、重要度の高い設備機器や情報通信機器は下層階への配置を避けるようにします。 
・執務室などの大空間は天井材や空調機器の落下防止として、天井をはらない計画とします。

□構造計画
・庁舎にふさわしい機能性、安全性、居住性及び耐久性を備えた空間の実現と、経済性や工期短縮にも配慮した構造

計画とします。
・建物に作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、その他の振動及び衝撃に対し、構造耐力上

の安全性を確保します。
・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年版）に準拠し、当敷地で数百年に一度程度の確率で発生する

大地震動（震度 6 強程度）に対しては、構造体の耐震安全性の分類をⅠ類とします。

・災害時の防災拠点として、大地震時の人命保護や、躯体の損傷防止、天井の落下や家具・什器の転倒防止により、
被災後の初動を迅速化し、復旧活動を幅広く支援するために、免震構造を採用します。

・免震構造のシステムは、敷地で想定される地震の特徴、建物の構造的な特性及び経済性や施工性などの面から総合
的に判断して決定します。

□環境計画
・自然採光や自然換気、太陽光発電、雨水利用など、自然エネルギーを積極的に活用することで、省エネルギー化に努め、

環境負荷を軽減し、地球環境に配慮した庁舎とします。

□熱負荷を軽減する外装材
・庇の設置、Low-e ガラスの採用、外壁の高断熱化を行い外壁面の熱負荷を軽減することで空調負荷を効果的に抑制し

ます。

□自然エネルギー・再生可能エネルギーの有効活用
・夜間の涼しい風を室内に取りこみ、冷房効果を得る自然通風（ナイトパージ）を計画します。
・地中の熱を冷暖房に利用する地中熱システムを計画します。
・雨水、井戸水をトイレの洗浄水等に利用し、水資源の有効利用と省エネルギーの両立ができる計画とします。
・太陽光発電設備を設置します。

□建物性能を引き出す運用管理
・建物内設備の稼働状況が確認できる中央監視装置と建物内の消費エネルギー量が確認できる BEMS を設置し、最適な

エネルギー運用を実現します。
・エネルギーの利用状況を来庁者や庁舎内職員が確認できる “エネルギーの見える化” を行うことで、省エネルギーに

対する意識の向上を図ります。

執務室

執務室待合

評定ひろば
待合WC

待合

執務室

執務室

執務室 執務室

執務室

交流ラウンジ

打合せコーナー

打合せコーナー

打合せコーナー

打合せコーナー

執務室

議会諸室 議場

書庫・倉庫

トップライト

免震ピット

検診室執務室 待合

太陽光パネル置場

基礎免震構造の採用災害用汚水槽雨水貯留槽 輻射冷暖房
地熱利用

床吹き出し空調や人感
センサーにより、「人のい
るところ」だけを快適に。

床吹出居住域空調

床吹出居住域空調

太陽光発電
屋上に設置し、日中の照明エネ
ルギーを負担。災害時の最終バ
ックアップ電源としても活用。

高断熱ガラス

室内空間

トップライト
自然採光

天井を張らない
照明器具の落下防止策
什器を壁や床への固定

断熱サッシ、Low-eガラスなど
断熱性能のよい建材を選定。
方位別の外装計画により空調
負荷を効果的に抑制。

全館 LED照明

節水器具

外気冷房

高効率熱源
オイルタンク/非常用発電機

夏：排熱+換気

冬：暖気循環利用

地下オイルタンク

ろ過したのち空調熱源・雑用水
に利用。

井水利用

自然通風
ナイトパージ

自然採光

雨水利用

強固で経済的な構造フレーム

□避難安全検証法等の採用
・全館避難安全検証法の採用による利用者の安全性をより細かく検証したオーダーメイドの避難計画によって、よ

り建物に適した安全性を確保します。
・将来にわたって建物の安全性を確保するため、部屋間仕切りの変更等を可能な限り見据えた想定シミュレーショ

ンを行います。
・非常時の市民、職員の館内避難は通常利用している階段を避難階段とすることで、わかりやすく安全な計画とし

ます。
・居室がある階の避難動線は、二方向に避難できる動線計画とします。
・17 人乗り用 1 台とストレッチャー対応が可能な 26 人乗り用 1 台の非常用エレベーター計 2 台を西側に配置し、

より円滑な消防活動を可能にします。
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（9）設備計画
①電気設備
□機能性・安全性に配慮した施設づくり
・コンセント・LAN は利用者の形態に合わせ計画を行い、使い易い設備を構築します。
・災害時もエネルギーの確保に努め、事業継続が可能な施設とします。また、自然エネルギーも活用し、長期的な活動

の拠点として計画します。

□維持管理に配慮した施設づくり
・日常の保守メンテナンスが容易な設備計画とし、将来の機器更新にも配慮した計画とします。

□省エネルギー・環境に配慮した施設づくり
・自然エネルギーを活用した太陽光発電を導入し、環境配慮に努めます。
・LED 照明主体の計画、照明制御、高効率な電気機器を導入し、電力削減に努めます。
・電線、ケーブル類は、環境にやさしい素材を利用したエコ電線を採用します。

②機械設備
□柔軟性と効率性を備えた施設づくり
・熱源の多重化（電気とガスのベストミックス）により、その時々のエネルギー情勢に合った熱源が可能となるシス

テム構成とします。
・エネルギー使用状況が把握可能な BEMS、省エネ活動を啓発するエネルギー消費の見える化により、竣工後の庁舎

運用の最適化が可能な中央監視・自動制御設備システムとします。

□非常時の業務継続性を備えた施設づくり
・熱源の多重化により、冗長性を確保します。
・広い居室や災害対応時の利用が想定される部屋では、天井吊りの設備機器を極力減らし、地震時の危険を排除します。
・災害対応従事者などに対応する水源（上水、雨水、井水）の確保及び緊急用汚水貯留槽を設置します。
・基礎免震構造の建築に対応し、各種配管の建物導入部は免震クリアランスを確保できる免震継手を設置します。
・機械設備の耐震安全性は甲類とします。

□省エネルギー・環境に配慮した施設づくり
・冷涼な外気を利用した自然換気及び夜間通風（ナイトパージ）システムを採用します。
・年間を通して安定した熱源となる地中熱利用システムを採用します。
・居住域空間のみを高効率に空調する床吹出空調を採用します。1 階の市民の待合ロビーは快適性の高い床放射冷暖房

システムを採用します。
・クールビズ空調（冷房設定温度 28℃）においても快適性を保つ潜熱顕熱分離空調を採用します。
・空調ドレン水、雨水、井水を雑用水へ有効利用します。




