
新庁舎整備事業の
進捗状況について

～整備パターン抽出編～

行政サービス向上室です。
本日は、ご覧いただきありがとうございます。

こちらの動画をご覧いただきありがとうございます。
大東市では、新しい庁舎の整備を検討しており、
その方向性については、「大東市庁舎整備基本構想
（案）」として取りまとめ、現在、市民の皆様からの意
見を募集しているところです。
本日は、候補地・整備パターンに対する市の考え方、検
討内容についてお伝えします。
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6つの抽出条件

・ 12,000㎡程度の必要床面積を確保できる土地

・早期整備のため、公有地を中心に検討する

・事業費の削減のため、公有地を中心に検討する

・市内全域から訪れやすい、市内の中央部

・災害時の迅速対応のため、主要幹線道路周辺

・市の各計画との整合性から、住道駅周辺とする

庁舎整備における候補地については、前回の動画でお話した基本方針をもとに6
つの抽出条件を設定しています。
1つ目は、必要面積を確保できる土地であること。
2つ目は、早期実現と事業費削減の観点から公有地とすること。
3つ目は、大東市全域から訪れやすい市内の中央部であること。
4つ目は、災害時に関係機関との連携が図りやすい主要幹線道路周辺とすること。
5つ目は、これまで大東市が策定している各種計画に合わせ、住道駅周辺とする
ことです。
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候補地

現在地

市民会館

末広公園

これらの条件を満たす場所として、
現状の市役所がある現在地
阪奈道路に面した市民会館
住道駅前にある末広公園
の3ヶ所を候補地として抽出しました。
これらの３つの候補地について、4つの整備パターンでモデルプランを作成し、
どのプランがもっとも優れているのか比較を行うこととしました。
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モデルプラン
現在地（建替） 現在地（耐震改修＋増築）

北棟＋南棟
2棟構成

既存棟＋南棟
2棟構成

まずはモデルプランを簡単に説明しましょう
1つ目は、現在地での建て替え案になります。
北棟と南棟の2棟構成とし、それぞれの棟を渡り廊下でつないだ案です。
2つ目は、現在地での耐震改修と増築をくみあわせた案となります。
こちらについては、現在使用している本庁舎、議場棟、西別館を耐震改修し、敷
地南側に新たに増築棟を建て、本庁舎と渡り廊下でつなぐ案です。
どちらも、費用と調整期間を削減するため、仮庁舎は作らない案となっています。
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モデルプラン
市民会館

地上6階
1階の半分は駐車場

末広公園

地上5階

駐車場

つづいて、3つ目は市民会館です。
地上６階建てで上層階に行くにつれフロア面積が小さくなる建物です。
敷地が他の案に比べ小さいため、１階の半分程度は駐車場になります。
4つ目は末広公園です。
地上５階建て、フロア面積は各階同じになります。
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検討項目
検討項目 現在地

（建替え）
現在地

(耐震改修＋増築) 市民会館 末広公園

早期実現性

経済性

安全性

機能性

将来性

環境影響
◎：優れている 〇：ふつう △劣る

6年 5年2ヶ月 5年＋ 5年＋○ ◎ △ △

市民会館の
調整・整備期間

都市計画変更
に係る調整期間

これらのモデルプランについて、表のとおり、6つの視
点から、比較検討を行うこととしました。
まずは早期実現性です。
早急な整備を行うためには、出来る限り、調整期間や整
備期間を短縮していくことが重要なポイントとなります。
整備期間については、モデルプランから、現在地建替え
では6年、現在地の耐震改修＋増築案では５年2ヶ月かか
ることがわかりました。
一方で、市民会館と末広公園については、庁舎建設にか
かる期間は5年間と短くなることがわかりましたが、
市民会館については、会館機能の維持に係る調整や整備
の期間が
末広公園については、都市計画の変更などの調整期間が
別途必要となります。
このことから、評価としては現在地の耐震改修＋増築案

6



が最も整備期間が短く、優れていると判断しました。
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検討項目
検討項目 現在地

（建替え）
現在地

(耐震改修＋増築) 市民会館 末広公園

早期実現性 ○ ◎ △ △

経済性

安全性

機能性

将来性

環境影響
◎：優れている 〇：ふつう △劣る

65.8億円 54.3億円 94.2億円 86.6億円

市民会館の
整備費用

代替公園の
整備費用

西別館を20年で解体

56.9億円 50.1億円 56.9億円 56.9億円○ ◎ △ △

次に経済性です。
こちらが整備費用になります。市民会館案と末広公園案
で、金額が大きくなっているのは、新たな会館施設や代
替公園の整備費用が上乗せされるためです。
次にこちらが、庁舎を６０年間使用した場合の維持管理
費用になります。
現在地の耐震改修＋増築案が、他の案に比べ安くなって
いるのは、20年後に西別館を解体し、庁舎面積を削減す
る想定をしているためです。
西別館の解体については、後の将来性で詳しく説明した
いと思います。
以上、整備費用についても、維持管理費用についても、
現在地の耐震改修＋増築案が最も安くなる結果となり、
経済性の評価は、優れているとしました。
次に安全性です
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現在地 市民会館 末広公園

地震想定 震度６弱～
震度７程度

震度６弱～
震度７程度

震度６弱～
震度７程度

浸水想定 １ｍ～２ｍ １ｍ～２ｍ 0.5ｍ～１ｍ

災害時の
アクセス性

広域緊急交通路
に近い

広域緊急交通路
沿い

災害時でも、人命の安全を確保し、業務継続
が可能な耐震性能、浸水対策が必須

*1  南海トラフ、上町断層帯地震、生駒断層帯地震が発生した場合の想定震度
*2  大東市総合防災ハザードマップによる想定
*3 災害時に応急活動を迅速かつ的確に実施するための道路

＊１

＊２
＊3

安全性については、各候補地を比較してみると、
地震想定震度には差はありませんが、どの場所でも震度６程度の地震が起こって
もおかしくないことから、建物の耐震性能は十分に備えておく必要があります。
この点については、国土交通省が「官庁施設の総合耐震計画基準」を定めている
ことから、この基準に基づき、新築であっても、耐震改修であっても、人命の安
全な確保に加え、十分な機能確保が可能なレベルの耐震性能を備えることとしま
す。
また、浸水想定については、末広公園の浸水深が若干浅くなっていますが、いず
れの場所も浸水想定区域内にあることから、止水板や防水シャッターの設置、重
要機器を上層階に配置するなどの浸水対策を取ることとします。
このほか、新築部分や増築部分については、1階を駐車場とし、窓口などを2階
以上にすることも可能ですが、平常時の利便性や費用とのバランスを考慮しなが
ら検討していく必要があります。
最後に、災害時のアクセス性については、現在地、市民会館が災害時に広域緊急
交通路となる阪奈道路に近く、関係機関との連携や迅速な出動が可能となる場所
となります。
以上のことより、いずれの候補地・整備パターンであっても、災害時に人
命を守り、業務を継続できる整備は必須となります。
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検討項目
検討項目 現在地

（建替え）
現在地

(耐震改修＋増築) 市民会館 末広公園

早期実現性 ○ ◎ △ △

経済性 ○ ◎ △ △

安全性 ○ ○ ○ ○

機能性

将来性

環境影響

◎：優れている 〇：ふつう △劣る

◎ ◎ ◎ ◎
ユニバーサルデザインの導入
十分な広さの待合スペースの確保
ワンストップ窓口の設置

よって、安全性については、いずれのパターンであって
も同等であると評価しました。
次に機能性です。
機能性については、基本方針の中で、誰もが利用しやす
い庁舎とするため、
ユニバーサルデザインを導入し、すべての来庁者にとっ
て、安全でスムーズな動線を確保すること
待ち時間も快適に過ごせるよう、十分な広さの待合ス
ペースを確保すること、
ワンストップ窓口を設置し、手続きや相談機能を集約化
することを目標に掲げています。
この目標については、新築でも、耐震改修でも、同等程
度に整備が可能なモデルプランを想定しているため、評
価はすべて同じとしています。
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改修前 改修後

耐震性に影響がない天井については、
吹き抜けを設置したり、階段を付替えることも可能

耐震改修の事例①

現在地の耐震改修＋増築案では、耐震壁や補強ブレースが入り、使い勝手が悪く
なり、機能性に欠けるのではないか、またユニバーサルデザインの導入は難しい
のではないかという議論もありましたが、
モデルプランでは、柱や梁、必要な床や耐震壁は再利用しながら、その他の部分
は一新する想定をしています。
このため、写真のように、改修前の天井を、改修後は取り除き、吹き抜けを設置
することも可能です。
この写真では、吹き抜けとしていますが、同じように、不要な天井を取り除き、
階段を付替えたりすることも可能となります。
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改修前 改修後

耐震性に影響がない壁は、取り外すことが可能

耐震改修の事例②

また、写真のように、耐震性能に影響のない壁についても、改修後は取り払うこ
とができるため、レイアウトの自由度は新築と同等程度確保することが可能です。
この他にも、設備の更新、エレベーター改修やバリアフリー対応、トイレ改修等
も行う想定をしています。
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検討項目
検討項目 現在地

（建替え）
現在地

(耐震改修＋増築) 市民会館 末広公園

早期実現性 ○ ◎ △ △

経済性 ○ ◎ △ △

安全性 ○ ○ ○ ○

機能性 ◎ ◎ ◎ ◎

将来性

環境影響
◎：優れている 〇：ふつう △劣る

新しい生活様式
デジタル化・オンライン化

行政サービスの
大きな変化

用途・組織変更への対応
庁舎規模の見直し

次に将来性についてです。
昨年、世界中に蔓延した新型コロナウイルス感染症によ
り、社会情勢が大きく変化しました。
新しい生活様式の定着や社会のデジタル化・オンライン
化の加速化により、行政サービスについても、今後の在
り方や機能が大きく変わる可能性があります。
この予測できない変化に、どう対応していくかが、庁舎
整備を検討する上で避けては通れない課題となります。
オープンフロアや移動式間仕切り壁を採用し、用途変更
や組織変更時に、レイアウトが容易に変えられる仕様と
することが重要です。
また、ICTの進展により、長期的には、庁舎に必要な面
積は縮小していくと考えられます。
将来的に、空きスペースをどう活用していくのか、庁舎
規模をどう見直していくのかについては、その後の維持
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管理費用にも大きく影響することなので、十分に考えて
おく必要があります。
空きスペースの活用方法として、一般的には、会議室へ
の転用や公共施設の統合などが考えられますが、
例えば、駅に近い末広公園では、他案に比べ、民間への
貸出などが容易となりますし、現在地の耐震改修＋増築
案では、規模そのものの見直しを図ることが可能となり
ます。
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20年後解体を想定

現在地（耐震改修＋増築）

では、現在地の耐震改修＋増築案における規模そのものの見直しとはどういうこ
となのかを少し説明いたします。
先ほども少しお話しましたが、大東市では、今後、手続きのオンライン化、ペー
パーレス化、テレワークなどの職員の働き方の変化など、
ICT化が進んでいくことで、将来的には、庁舎の規模は今ほど大きいものは必要
なくなると考えています。
そのため、モデルプランでは、20年後に西別館を解体することにしています。
新築であれ、耐震改修であれ、整備から２０年程度が経過すると、大規模な改修
工事が必要になります。
その大規模改修の際に、不要となるスペースを減らすことができれば、大規模改
修の費用やその後の維持管理費用を節約することができます。
また、その後も、空きスペースが発生してくるようであれば、
各棟ごとに、そのまま庁舎の一部として使い続けるのか、解体するのか、または、
貸付けるのか別の用途に使用するのか。など柔軟な対応を取ることが可能となり
ます。
人口減少や税収の落ち込みなど、市役所の財政状況が不透明な中、耐震改修であ
れば、用途変更に加え、縮小化（ダウンサイジング）の検討が可能となる点は大
きなメリットとなると考えています。
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検討項目
検討項目 現在地

（建替え）
現在地

(耐震改修＋増築) 市民会館 末広公園

早期実現性 ○ ◎ △ △

経済性 ○ ◎ △ △

安全性 ○ ○ ○ ○

機能性 ◎ ◎ ◎ ◎
将来性 ○ ◎ ○ ◎

環境影響

◎：優れている 〇：ふつう △劣る

CO2排出量 約８４％削減
廃棄物量 約５６％削減

新たな騒音・渋滞
発生の可能性あり大きな環境変化はなし○ ◎ △ △

以上のことより、将来性については、現在地における耐
震改修＋増築案と末広公園案が優れていると評価しまし
た。
最後に環境影響です。
環境影響については、周辺地域における影響はもちろん
のこと、地球環境への影響といった大きな視点でも検討
を行いました。
まず、周辺地域への環境影響についての評価です。現在
地での整備については、場所が変わらないため、現状と
大きな環境の変化はないと考えています。
一方で、市民会館は、阪奈道路に面していることで、末
広公園は、駅と庁舎への動線が重なることで、状況に
よっては、新たな騒音や交通渋滞が発生する可能性があ
ります。
次に、地球環境への影響です。
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近年、地球温暖化問題は、深刻化しており、持続可能な
社会の実現に向け、行政が積極的に環境問題に取り組む
姿勢が重要となります。
この点において、既存建物の有効活用は、建替えに比べ、
８割程度の二酸化炭素排出量を削減、廃棄物量について
も5割以上の削減効果があることが確認されてます。
このことから現在地での耐震改修＋増築案は、環境負荷
低減に大きく寄与できる整備案であると考えられます。
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総合評価
検討項目 現在地

（建替え）
現在地

(耐震改修＋増築) 市民会館 末広公園

早期実現性 ○ ◎ △ △

経済性 ○ ◎ △ △

安全性 ○ ○ ○ ○

機能性 ◎ ◎ ◎ ◎
将来性 ○ ◎ ○ ◎
環境影響 ○ ◎ △ △

総合評価 ○ ◎ △ △

・以上の6つの項目について結果をまとめ、総合的に評
価を行うと、現在地における耐震改修＋増築案が最も優
位性が高い案であるという結論にいたりました。
これらの結果については、副市長を座長とした、庁内組
織である「大東市庁舎整備に関する推進本部会議」の中
で議論を重ね、方向性を定めました。
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パブリックコメント実施中
募集期間 令和３年７月１日(木)～令和３年７月３１日(土)

閲覧場所
市ホームページ
行政サービス向上室（本庁３階）
市民情報コーナー（本庁１階）

提出方法 郵便・FAX・メール、窓口（土･日･祝日は閉庁）

現在、今後の庁舎整備の方向性を「大東市庁舎整備基本構想（案）」とし
てとりまとめ、パブリックコメントを実施しております。
大東市の庁舎整備について、市民の皆様のご意見を募集しておりますので、
ぜひ、ご意見をお寄せください。
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ありがとうございました

ご意見等につきましては、下記にお願いします

大東市行政サービス向上室
メール：chosya@city.daito.lg.jp
ファックス：072-872-2268

・以上で今回の動画を終了いたします。
・長い時間お付き合いいただきありがとうございました。
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