
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜具体的な導入機能・設備・性能＞ 

はじめに 

 美濃加茂市では、新しい市役所、新庁舎の役割はすべての市民の暮らしを守り、みん

なの活動をサポートし、市の魅力を向上させることと位置づけ、「2050年になってもみ

んなが幸せを感じることができる市役所のあるまち」を目指しています。 

 新庁舎の整備地として、美濃加茂市新庁舎整備基本構想で挙げた①現庁舎周辺、②美

濃太田駅周辺、③美濃太田駅北側スーパー周辺、④前平公園周辺の４候補地から、未来

のまちづくり委員会の答申を得て、立地適正化計画等との関係、安全性、経済性、にぎ

わいの創出や市民の利便性、地域資源等から鑑みて、②美濃太田駅周辺を選定しました。

美濃加茂市新庁舎整備基本計画では、「美濃太田駅周辺」を新庁舎整備計画地として、新

庁舎の具体的な規模や配置計画、導入する機能、事業手法等を検討・計画し、民間事業

者等との連携をはかりながら新庁舎をいかしたまちづくりの実現を目指します。 

機能の検討 
 基本構想では、新しい市役所づくりの基本理念を「みんなのまぁるいまちづくりひろ

ば」とし、５つの基本方針と３つの基本機能を掲げています。基本計画では、それらに技

術的配慮と人間的配慮を加え、導入する具体的な機能・設備・性能について計画します。 

■快適で働きやすいオフィス 
＜機能的かつ効率的に行政サービスを提供＞ 

・使いやすく、フレキシブルに対応できるオフィス環境 

・多様なニーズに対応する会議室やミーティングスペース 

・事務効率の向上を図るリフレッシュコーナー 

・適切なゾーニングと高度なセキュリティ機能 

■市民とつながる・まちとつながる 
＜庁舎のナカとソトで市民の交流やまちのにぎわいを創出＞ 

・イベント等でも使えるコンベンションセンター機能 

・市民等が自由に利用し、交流できるひろばスペース 

・開放的な明るいエントランス・市民ロビー 

・コンベンション機能 
交流スペース 

■地震など災害に強い防災拠点 
＜災害対策拠点施設としての機能を発揮＞ 

・免震構造等による地震に備えた安心・ 

安全な庁舎建物構造 

・浸水害に備えた重要設備の配置 

・災害対策本部を設置する災害対策室 

・市民の一時避難スペース等の確保 

災害対策室兼会議室の例 

■市民に開かれた議会運営 
＜市民に開かれた議会・ 

円滑な議会運営を支える＞ 

・バリアフリーに配慮した議場 

・市民が気軽に議会を見ることが

できる傍聴席 

・多目的にも利用できる議場 

■人にやさしい、地球にやさしい環境機能 
＜快適な環境の提供・環境負荷も低減＞ 

・感染症拡大防止に配慮した設備システム、オフィスレイアウト 

・ビルエネルギー管理システムなどによる建物の省エネルギー化 

・高い建物の環境性能評価を目指す 

・再生可能・自然エネルギーの活用 

・郷土材の利用 

規模の検討 
算定方法 面積（㎡） 

公的基準 
「地方債同意等基準運用要綱等」による算定 9,200 

「新営一般庁舎面積算定基準」による算定 8,300 

各機能からの規模の検討 8,800 

平均 ≒8,800 

※新庁舎の規模：約 8,800 ㎡－約 1,800 ㎡（分庁舎）＝約 7,000 ㎡

1,800㎡（分庁舎）＝約 7,000㎡ 

 現状、本市の人口は 2021年 4月時点で約 5.7 万人です。美濃加茂市人口ビジョンでは、2035 年頃までゆるやかに増

加した後に減少し、2060 年には再び約 5.7万人となる見込みです。新庁舎の規模の算定にあたっては、将来人口を考慮

し、過剰な施設規模とならないように適切な規模で整備する必要があります。 

 規模の算定に際し、現況の執務室調査を行った結果、庁舎に勤務する職員を約 370 名、市議会議員を 16 名として公

的基準による各機能の算定基準と比較すると、現庁舎は事務室・付属室・共用部が不足し、倉庫が過大であることがわ

かりました。機能別に過不足を調整し、分庁舎を含む庁舎全体の規模を約 8,800 ㎡と設定します。新庁舎には、そのう

ち、主に市民が利用する窓口や同一庁舎への配置が望ましい窓口、災害時に機能すべき施設などを優先的に整備する方

針のもと、部署配置を検討しました。そのことから、新庁舎には約 7,200 ㎡の庁舎機能を整備することを計画します。 

 また、「市民とつながる・まちとつながる」新庁舎の機能として「にぎわい機能」＝「商業的機能」+「コンベンショ

ン機能」として定義し、現状の市商業ビルの同機能と同面積程度として、「にぎわい機能」を 1,500～2,000 ㎡を整備し

ます。 

以上より、新庁舎の規模（延床面積）は、合わせて約 8,700 ㎡～9,700 ㎡と想定されます。 

■みんなにやさしいユニバーサルデザイン 
＜高齢者や障がい者、外国人、お子様連れなど、多様な来庁者に 

配慮した安心して利用できる施設＞ 

・わかりやすいサイン 

・デジタルサイネージ 

・多目的トイレ、授乳室 

・来庁者用のおもいやり駐車場 
デジタルサイネージ 

評

価 
①現庁舎周辺 ②美濃太田駅周辺 

③美濃太田駅北側 

スーパー周辺 
④前平公園周辺 

メ
リ
ッ
ト 

・美濃太田駅から徒歩圏内

に位置している 

・駅南通りと中山道と隣接

し、連携がとりやすい 

・立地適正化計画の都市機

能誘導区域内 

・公用車駐車場等は、現況

のまま利用できる 

・公共交通の結節点で、誰もが

立ち寄りやすく、利便性が高い 

・美濃太田駅の活用、駅南通りの

活性化、市街地再開発事業と並

行してにぎわいを創出できる 

・立地適正化計画の都市機能誘

導区域内 

・整備費が最も安価である 

・美濃太田駅北側の商業地

域と共存し、にぎわいを創

出できる 

・市中心部に位置するた

め、自家用車によるアクセ

スが向上する 

・木曽川洪水浸水想定区域外であ

り、最も浸水の可能性が低い 

・十分な駐車場を確保できる 

・災害時の拠点として一体的な整

備・活用できる 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・木曽川洪水浸水想定区域

図の計画規模、想定最大規

模の浸水が想定される 

・仮設庁舎等の建設が必要 

・駐車場の不足に十分な対応が

必要 

・木曽川洪水浸水想定区域図に

おいて想定最大規模の浸水が想

定される 

・土地の取得費が必要 

・一体的な庁舎建設に必要

な敷地の確保が困難 

・用途地域一部無指定 

・土地の造成費が必要 

・アクセスのための道路整備が必要 

・用途地域無指定 

・他の公共施設と連携が取りづらい 

 

新庁舎建物全体規模概要表 

庁舎機能 約 7,200㎡ 
にぎわい機能     

(商業的機能・コンベンション機能) 

約 1,500   

～2,000 ㎡ 

防災機能 上記のうち約 200㎡ 駐車場 約 0～500㎡ 

合 計 約 8,700～9,700 ㎡ 

※防災機能：無線室等の災害対応機能 

美濃加茂市役所 

■新庁舎 美濃太田駅周辺に新設して整備。市民の利

用が多い窓口（課）、同一庁舎への配置が望ましい

窓口等を配置。 

■分庁舎 既存の分庁舎を利用。特定の利用者が多い

窓口（課）、利用頻度の少ない室(倉庫)等を配置。 

■公共施設等（文化の森など） 公共施設の利活用

を通じてサービスを提供する窓口（課）を配置。 

■すべての人が利用しやすい窓口 
＜安心して相談、スムーズ・スピーディに手続できる 

すべての人が利用しやすい窓口＞ 

・利便性を高めるワンフロアの市民窓口 

・「クイック窓口」と「ゆったり窓口」 

・プライバシー保護に配慮した窓口 

・快適な待合環境の創出 個室相談ブース ＜基本理念＞ 

み
ん
な
の ま

ぁ
る
い 

ま
ち
づ
く
り
ひ
ろ
ば 

＜基本方針＞ 

■まちが元気になる庁舎 

■安全で安心な庁舎 

■すべての人にやさしい庁舎 

■市民が集う開かれた庁舎 

■持続可能な庁舎 

＜基本機能＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①技術的配慮 

②人間的配慮 

①市民サービス機能 
   □市民窓口 

   □市民相談 

②執務機能 
   □防災拠点 

   □市政・議会運営 

③拡張機能 
   □市民とつながる 

   □まちとつながる 

 

打合わせコーナー 

災害対策室兼会議室 

※掲載している写真は

イメージです。 

※代表的な機能等を掲

載しています。 

■新庁舎の規模検討 

美濃加茂市では第６次総

合計画に掲げるウォーカ

ブルシティの実現を目指

し、SDGs の達成に向けた

取組みを推進しています。 

■サテライト 地域課題の解決や、まちづくりを推

進する交流センター・連絡所などのサテライト拠点。 

都市計画マスタープラン・立地適正化計画に掲げる「コン

パクト＋ネットワーク＆サテライト」に基づき、サテライ

ト（各地区）機能の充実と市内各地と美濃太田駅（新庁

舎）をつなぐ公共交通（バスなど）の強化をはかります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新庁舎整備 

計画地区 
市街地再開発計画地区 

整備方針 

 新庁舎整備は、美濃加茂市人口ビジョン・美濃加茂市公共施設等

総合管理計画・美濃加茂市立地適正化計画等の要件から、美濃太田

駅周辺における新庁舎の配置及び断面ゾーニングは、限られた土地

を有効に活用し、人のにぎわいや交流を育みながら駅周辺のまちづ

くりに寄与する役割があります。 

 既存ストック（今ある公共施設等）を活かしながら、市の健全な

財政の維持を図り、新庁舎の整備を進めます。 
 

新庁舎整備＝配置：分散型 / 断面ゾーニング：中層型 

 

まちづくりと計画地 
美濃太田駅南にある現在の市商業ビル

とその駐車場等の再開発エリアに近接し

た市有地の活用を計画し、地域と連携し

たまちづくりを推進します。また、美濃

太田駅に近い立地となることで鉄道やバ

スによる利便性が向上し、自転車や徒歩

での来庁者とあわせて周辺地域へのにぎ

わいの波及効果が期待できます。 

施設計画 

事業手法 新庁舎からはじまる新しいまちづくり 

 新庁舎は美濃太田駅に近接し、駅周辺の景観形成の一端を担う美濃加茂市の顔となる施設です。まちづくりと一体的

に整備することから、市民の利便性の向上、にぎわいの創出に配慮した施設計画を行う必要があります。 

施設の配置計画は、美濃太田駅南側のロータリーや広場を活かしながら、駅の北側と南側をつなぎ、スムーズな動線

を確保するため、ペデストリアンデッキによって駅の自由通路と庁舎を繋ぎ、さらに新庁舎の南側に広場を設けること

で、駅南の商店街等の周辺地域と中山道地区との一体的なにぎわいの創出を図ることが期待されます。 

■災害に配慮した施設計画 

新庁舎整備計画地は、木曽川洪水浸水想定区域図の想定最大規模では浸水の可能性があります。そこで、新庁舎は免

震構造等によって地震に強いだけでなく、浸水時にも災害対策機能を継続して発揮するため、防災機能としての防災対

策本部及び備蓄スペース、市民の緊急一時避難場所、建物の重要設備等を浸水の恐れがない高さに設置し、庁舎として

の建物機能不全を防止します。また、ペデストリアンデッキにより、美濃太田駅北側への避難動線も確保します。 
※木曽川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）の基本的な考え方：想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により木曽川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

（木曽川流域全体 2 日間総雨量 527mm）計画地の浸水継続時間は 12 時間以内です。また、計画規模（木曽川流域全体 2 日間総雨量 295ｍｍ）では、計画地の浸水の予測はありません。 

■駐車場の計画 

 高齢者やお子様連れの人などが優先的に利用できるおもいやり駐車場を含む来庁者用駐車場を新庁舎に接して整備

します。さらに、都市計画道路の整備とあわせて民間用地の取得を検討し、道路と駐車場をあわせた整備を推進するこ

とにより、十分な来庁者用駐車場を確保します。 

 

新庁舎整備の最適な事業手法を選択するために、

「美濃加茂市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程」

に基づき、PFI 等の官民連携事業方式について検討

することに加えて、市街地再開発事業・優良建築物

等整備事業など多様な事業手法について調査しま

す。なお、事業手法の選択にあたっては民間事業者

等のアンケート調査、事業者へのヒアリング（サウ

ンディング調査）等を行い、様々な視点において検

討した結果、最も効率的かつ効果的で過度な財政負

担とならない事業手法を選択します。 

■新庁舎整備基本計画策定後の標準的な事業スケジュール 

１年 １～２年 １～２年 ２～３年 

 
 

  

 

設計 
（基本・実施設計） 

建設工事 事業者選定 

■駅の南北とつながる配置計画 ■災害に配慮した断面計画 

■市有地を活用した用地計画 

美濃太田駅周辺の市有地を中心に新

庁舎の整備を計画します。 

□市商業ビルの建物敷地(約 1,700㎡) 

□市商業ビルの駐車場 (約 3,600㎡） 

□市商業ビル南市道 (約 400㎡） 

□周辺の民有地 (約 1,400 ㎡） 

※（ ）は敷地面積   

    新庁舎整備計画地      

     

    駐車場整備計画地 

※PFI においては、□本体事業として庁舎機能：BTO 方式・

サービス購入型 コンベンション機能：BTO 方式・混合型

（指定管理者制度の活用）、□付帯事業として商業的機能：

独立採算型（PFI 法による貸付）が想定されます。 

事業手法選定 

美濃太田駅 

■PFI 事業スキーム検討図 

■まちとのつながりイメージ 

※左図は周辺のまちとの関わりを、右図は市内及び広域とのつながりを

表したイメージ図です。サテライトは、市内各地区のまちづくりの拠点

（交流センター等）です。 

新庁舎整備基本構想に掲げる新庁舎をいかしたまちづくり「現代版 太田宿」の実現のためには、新庁舎とその周りのエリアがつながり、まち全体に

「にぎわい」が広がる“相乗効果”が大切です。基本計画では、新庁舎の整備をきっかけにして、その周りのエリア全体が「居心地が良く歩きたくなるま

ちなか」になることを目指しています。これは美濃加茂市第６次総合計画に掲げる「Walkable City Minokamo【すべての健康のために歩き続けるまち】」

の実現につながります。新庁舎を含むエリア全体が「歩きたくなるまちなか」になると、いろんな人がそこで出会い、交流が生まれ、誰にとっても心地

よい場所になっていきます。そのために周辺の民間事業者や市民団体などと連携して、魅力的なエリア、空間を創出し、みんなが幸せを感じられるまち

づくりを目指します。 

■市街地再開発計画地域との 

つながりのイメージ 

市街地再開発計画地区とつ

ながり、新しいまちが生ま

れます。 

美濃太田駅 

サテライト 

サテライト 

サテライト 

サテライト 


