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市役所へのお問い合わせは

☎ 351・1111

各担当課へ

これからの浦安の中心となる
新しい市庁舎が完成しました

エコボイド

庁舎中央に配置された吹き抜け。「人」「場所」「環境」をつなぐ空間装置として機能します。

現庁舎とシビックセンターコア地区が抱えていた問題点

市役所新庁舎概要
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災害時の中枢拠点
として必要な耐震性能・
本庁舎
設備がない

現庁舎は、災害時の中枢拠点として必要な耐震性能や、電気、ガス、上

下水道などのインフラ設備が途絶した場合に災害対策本部機能を維持でき
るだけの発電設備などを持っていませんでした。

また、液状化対策なども行っていないため、災害発生時に実際に使用で

きるか不安がありました。

現庁舎は平成８年に耐震補強工事を実施しましたが、その後の調査でも

安全性・維持管理に
本庁舎
問題

壁の亀裂や床のたわみが進んでいました。また、給排水設備や空調設備も

庁舎が分散し、
不便で効率が悪い

し、集合事務所や文化会館の一部にも一般事務室を配置してきた結果、窓

老朽化しているため、設備の更新が必要でした。

行政ニーズの増加に対応するため、プレハブ造の第２・第３庁舎を整備

口が分散して利用しにくくなり、不便で事務の効率も悪い状態でした。

また、執務スペースを確保するため、会議室や倉庫などを転用してきた

ことから、会議室や倉庫が慢性的に不足していました。

バリアフリー対応が
できない 本庁舎・第２庁舎
浦安公園の整備が
できない

古い基準で建設された本庁舎や暫定的な施設である第２庁舎は、国や県

が定めたバリアフリーの基準に対応できていませんでした。

本来、都市計画で決定している浦安公園の整備予定地にあたる箇所に、

暫定的な施設である第２庁舎や総合駐車場があるため、元町地域の防災や
良好な住宅環境の形成に必要な公園整備ができない状態でした。

http://www.city.urayasu.lg.jp

新庁舎の特長

現庁舎で不足している耐震性
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新庁舎建設にあたり次の３つのコンセプトを掲げました。
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災害時の
中枢となる
庁舎
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免震構造は地震発生時に建物が大きく
じゅう
ゆっくり揺れて、什 器・備品の転倒や損
傷を抑え、建物機能を維持します。
ゆか ばり
１階床梁と基礎との間に免震層を設け、
免震材料として鉛プラグ入り積層ゴム、
天然ゴム系積層ゴムと減衰付与効果の高
いオイルダンパを設置しました。
鉛プラグ

天然ゴム
内部鋼板

能やインフラ途絶時の対策を増
強し、災害時に中枢拠点として
機能する庁舎としました。

鉛プラグ入り積層ゴム

天然ゴム系積層ゴム
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自家発電設備や防災井戸などを備え、
インフラ施設が途絶した場合でも、災害
対策本部の運営と市役所業務が継続でき
る庁舎とします。たとえば商用電源を喪
失した場合には、２種類の自家用発電設
備により電力を供給します。
また、軽油を燃料とする非常用発電設
備の燃料供給が途絶えても、地震に強い
中圧ガス管により供給される都市ガスを
利用した常用発電設備（コージェネレー
ションシステム）により、災害対策本部
機能を維持できます。

東京湾北部地震など首都直下を震源と
する地震が発生した場合には、庁舎周辺
も液状化する可能性が高いとの地盤調査
結果から、静的締固め砂杭工法による地
盤改良を行うとともに、東京湾北部地震
や南関東地震を想定した構造設計を行
い、地震発生後も市役所機能が維持可能
な建物構造としています。

▶ 排水設備
・災害時汚水貯留槽
▶自家用発電機
・非常用発電設備 ： 1000kVA 備蓄燃料3日間
・常用発電設備（コージェネレーションシステム）
：
460kVA

オイルダンパ

ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥ

親しみ・
やさしさを
感じる庁舎

来庁する方々に「やさしく、親しみの
ある庁舎」とするため、実施設計に際し
て「新庁舎建設工事ユニバーサルデザイ
ンに関する意見交換会」を開催しました。
障がいのある方々に新庁舎の利用につい
ての意見を伺い、多目的トイレの設置や
非常時の誘導設備などを取り入れまし
た。

▶ 給水設備
・防災用井戸 ： 通常時6トン／日
災害発生時最大60トン／日

液状化対策実施状況

■「一体性」

౽࡛ศࡾࡸࡍ࠸㓄⨨
来庁する方々が利用しやすい庁舎とす
るため、市民利用が多い部署を低層階に
集約して配置しています。
また、総合案内による適切な案内、分
かりやすい表示の設置を行うほか、障が
いのある方や高齢の方、外国の方なども
安心して来庁できる環境を整えました。

窓口の増加により分散して

いた庁舎機能の集約や、バリ

྿ࡁᢤࡅ✵㛫㸦࢚ࢥ࣎ࢻ㸧

アフリー対応などにより、市

新庁舎に組み込まれた吹き抜け空間
（エコボイド）は、「人」・
「場所」・
「環境」
をつなぐ空間装置として、機能します。

民の皆さんに親しまれるやさ
しい庁舎としました。

市民の皆さんと職員の距離感を縮める
ことが期待でき、良好なコミュニケー
ションが図りやすくなります。

■「魅力」
へい そく

閉塞感があふれがちな一般事務室フロ
アを、吹き抜けによって連続させるこ
とにより、明るく開放的な空間を演出
します。

■「環境性」

建物中央部に配
置することによ
り、「自 然 換 気」
「自 然 採 光」な
どの省エネル
ギー手法の実施
が可能です。

■「視認性」

色彩やフォントなど視認性に配慮したサイン
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コスト
・
環境を考慮
した庁舎
建設コストの削減とともに
省エネルギーや長寿命化によ
る生涯コストの削減と合理化
を図りました。
環境配慮型庁舎として建物
の環境配慮の格付けとなる、
建築環境総合性能評価システ
࢟ࣕࢫࣅ࣮
ム（CASBEEⓇ*）において、
最高ランクのSランクを取得
しています。
＊「CASBEEⓇ」は、
（一財）建築環境・省エネ
ルギー機構の登録商標です

詳細な基本設計は市が行い、その後の
実施設計と工事施工を一体的に事業者に
発注する、
「デザインビルド方式（設計・
施工一括発注方式）
」で行いました。
この方式で、施工事業者のノウハウを
設計の段階から生かすことで、良好な安
けん ろう
全管理と堅牢でメンテナンス性の良い建
物が期待でき、工期短縮やコスト縮減を
図ることができました。

各課の配置や階段の位置が見渡せること
で、利用者が分かりやすい空間構成とな
ります。

࢞ࢫࢥ࣮ࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒
従来の発電システムで失われていた排
熱を冷暖房などに利用する「ガスコー
ジェネレーションシステム」を採用しま
した。また、利用する施設で発電するこ
とができるため送電ロスも少なくなりま
す。このため省エネルギーや CO2 の削
減に効果がある発電方式として、地球温
暖化対策としても期待されています。
電力
（高圧）

㛗ᑑ
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耐久性を向上させ、
躯体の長寿命化を図ります。
耐久性の向上、維持管理

ガスエンジン
発電機

排熱

▶ 設備機器の耐久性を向上
▶ 保守交換スペースの確保、

設備機器の更新に配慮したルート計画
▶ 維持管理を考えた建築設備計画
▶ エネルギー管理システム（BEMS）を導入

躯体の長寿命化
▶ 耐久年数を 50 年から 100 年にすることで

ライフサイクルコストを大幅に削減
▶ 高耐久コンクリート仕様とし、品質強化を図る

燃料（都市ガス）

冷水
排熱投入型
吸収冷温水機 温水
（ジェネリンク）

電力
冷房
暖房

⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝
各種エネルギーの利用で省エネルギー化を図ります。

▶ 自然換気の活用

▶ ライトシェルフによる昼光利用

▶ クールヒートトレンチ * による地中熱利用
▶ 構造体（柱・はり）による日射遮へい
▶ 太陽光発電

▶ 雨水利用

＊ クールヒートトレンチ
地中の温度が年間を通じてほぼ一定であることを利用し、
冷暖房時の外気負荷を軽減する装置

