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1. 計画の目的 

本庁舎は、災害時のＢＣＰの円滑な実施を担保する必要があることから、早期の耐震化

を目指す必要があり、市有建築物耐震化５カ年実施計画に基づき耐震化を進めています。 

併せて、昭和５２年の建設から４０年が経過し、老朽化が進み、さらに、障害者差別解

消法の施行や個人情報保護などのセキュリティー向上も求められるようになり、機能的

にも十分とはいえない状況となっています。 

このような状況を踏まえ、今後、継続的に使用していくため、現時点において必要とな

る施設、設備機器等の老朽化対策や利用者の利便性の向上、快適な執務環境の確保、省

エネルギー対策、災害時の機能向上等に必要な改修を実施し、長寿命化及び機能向上を

図るため、本計画を策定するものです。 

 

2. 施設概要 

所在地 東京都日野市神明一丁目１２番地の１ 

建築年 昭和５２年 

敷地面積 １４，４１０㎡  建築面積２，９６７㎡  延床面積１２，２９１㎡ 

構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上７階地下１階建て（高層棟） 

      鉄筋コンクリート造・地上２階地下１階建て（低層棟） 

電気設備 高圧受電方式（３相３線式６，６００Ｖ 契約容量８５０ＫＷ） 

発電機設備 ディーゼル発電機（２００ＫＶＡ・１６０ＫＷ） 

※停電時の非常照明、消火設備等の電源として設置 

照明器具（平成２、３年に蛍光灯照明器具を更新） 

電話設備（平成２８年１２月ダイヤルイン導入） 

火災報知設備、一般・非常用放送設備ほか 

給排水衛生設備 給水方式（受水槽、高架水槽）、消火栓設備、給湯設備（各階貯湯式

給湯設備）、汚水処理（公共下水道へ放流）、都市ガス引込み、各階ト

イレ（和式便器、洋式便器）、だれでもトイレ（１，２，６階） 

空気調和設備 中央ダクト方式＋ファンコイルユニット 

各階エアハンドリングユニット１３台（平成９～２４年更新済み）、窓

側ファンコイルユニット１４７台（未更新） 

ガス焚き吸収式冷温水発生器（２５０ＵＲＴ、２台）、全熱交換機４台、

冷温水ポンプ５台（未更新） 

自動制御設備（平成２７年更新） 
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3. 耐震化について 

耐震性 ＩＳ値０．３５７ 「耐震性能を満足しないため耐震補強が必要な建物」 

高層棟を免震改修、低層棟を耐震改修し耐震性能の確保を図ることとし取り組

みを進めている。 

平成２７年度 本庁舎免震改修工事プロポーザル（設計・工事事業者決定） 

平成２８年６月から平成２９年９月 免震改修工事設計業務 

平成３０年１月から平成３２年６月 免震改修工事（予定） 

 

4. 老朽化の課題 

築後４０年が経過し経年劣化による老朽化の進行で、維持保全に向けた対応が必要と

なっている。 

・屋上やエキスパンションジョイントなどからの雨漏り 

・外壁タイルの浮きやクラックの発生 

・衛生器具の老朽化 

・給水管、配水管の漏れやつまり、においの発生 

・空調設備に必要となる冷温水配管の漏れによる空調運転への障害 

・冷温水発生機や冷却塔の老朽化による機能低下 

・照明器具等の老朽化など 

 

5. 機能的課題 

築後４０年が経過し、本庁舎に求められる機能も高度化し、建設当時の最新であった

施設も陳腐化し、誰もがアクセスできる開かれた庁舎は、情報管理やセキュリティーの

観点からは改善が必要となり、災害時の機能や省エネルギー対策、ユニバーサルデザイ

ンの観点からも機能的な向上が必要となっている。 

・利用者の視点に立った窓口配置 

・わかり易いサイン計画 

・ユニバーサルデザインによるトイレや利用経路の改善や車いす利用者、思いやり駐車

スペースの対応、議場の改善 

・災害時に庁舎機能を発揮するための電源確保 

・出入口やアクセス経路などの見直しによる事務スペース、市長公室、議会部門のセキ

ュリティー向上 

・不足する駐輪場の対応 

・業務効率向上のための職場環境の向上 
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6. 各計画での位置づけ 

第５次日野市基本構想・基本計画（２０２０プラン） 

１０９公共施設ストックマネジメントの推進 

■中間検証を踏まえた課題 

◆市役所本庁舎における耐震性の確保、災害時の庁舎としての機能確保 

■めざすまちの姿 

◆市庁舎、小中学校、図書館、市営住宅等の行政財産が長期的な視点に立ち、将

来世代に負担を残さないよう、計画的かつ適正な配置及び維持管理が行われて

います。 

 

日野市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月） 

資産老朽化比率が７６．８％と高い状況 

老朽化に対応するため長寿命化等の対策工事の実施を、短期目標（今後５年程度）と

した。 

 

日野市地域防災計画（平成２５年度修正） 

耐震化の推進、非常用自家発電設備の充実、物資集積施設（耐震化完了後） 

 

7. 基本方針 

① 長寿命化により施設の適切な維持保全を進めます。 

② ユニバーサルデザインにより誰もが利用しやすい施設を目指します。 

③ 災害発生時の機能確保により災害対応力を高めます。 

④ 省エネ化により環境対策を進めます。 

⑤ セキュリティーの向上により来庁者や情報資産保護の安全性向上を図ります。 

⑥ 現状の限りある施設を有効に活用しながら利用者の視点に立った使いやすい庁舎を

目指します。 

⑦ 快適な執務空間の確保により業務効率の向上を図ります。 

⑧ 時代に合った議場・議会・市長公室部門の機能向上に取り組みます。 
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8. 計画概要 

実施項目 

①  長寿命化 

屋上防水・外壁改修・・・漏水対策、外壁タイルの落下防止対策により鉄筋コンク

リートの躯体の長寿命化を図ります。 

空気調和設備改修 ・・・老朽化が著しい冷温水発生機、冷却塔、冷温水ポンプ、

冷温水・ドレン配管、ファンコイルユニット等の更新によ

り空調効率の向上と省エネ化により機能向上を図ります。 

給排水衛生設備改修・・・老朽化が著しい給排水配管、衛生器具の更新を行います。

また、受水槽を更新、給水方式を変更することで建物衛生

上への配慮と維持管理の効率化を図ります。 

電気設備改修   ・・・更新時期を迎えている受変電設備内の蓄電池の更新、避

雷設備の絶縁抵抗改善等により機能維持を図ります。 

消防設備等改修  ・・・更新時期を迎えている消防設備等の更新により非常時の

機能確保を行います。 

エレベータ更新  ・・・更新時期を迎えるエレベータの更新によりユニバーサル

デザインへの配慮と長寿命化を図ります。 

 

②  機能向上対策 

トイレ改修・パウダールーム整備 

    ・・・洋式化や手すり、パウダールーム、温水洗浄便座、オス

トメイト、折り畳み式大型ベッド設置等によるユニバーサ

ルデザインの推進、節水型便器や擬音装置による省エネ化

を図ります。 

２重サッシ化・ブラインド改修 

         ・・・２重サッシ化により断熱効果を高め、室内環境の向上と

省エネ化を推進します。また、老朽化が著しいブラインド

を更新し執務環境の改善と美観の向上に取り組みます。 

非常用発電機増設 ・・・停電時の一般照明、ＯＡ機器等の電源確保のため、非常

用発電機を増設し、災害対応機能の向上を図ります。 

照明器具更新   ・・・老朽化が著しい照明器具をＬＥＤ照明に更新し省エネ化

を図ります。 

地下エントランス整備・・地下東側通用口をエントランスに改修し地下駐車場から
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の利便性向上と自動ドアによる段差解消、車いす利用者、

思いやり駐車区画の設置によりユニバーサルデザインを

推進します。 

駐輪場の増設  ・・・出入口の近くに駐輪場を整備し来庁者の利便性を向上しま

す。 

1・2 階一部フロアー移転  

・・・現在２階にある健康福祉部門の一部と、１階の市民部の

一部を入替え、誰もが使いやすい窓口配置として、ユニバ

ーサルデザインの推進を図ります。 

防犯カメラの導入 ・・・各出入口、エレベーターホールに防犯カメラを設置しセ

キュリティーの向上を図ります。 

セキュリティー認証システムの導入 

         ・・・各階エレベーターホールにセキュリティー認証機能付き

の自動ドアを設置し閉庁時のセキュリティー向上を図り

ます。 

サイン改修、電子掲示板の導入 

         ・・・サイン改修によるユニバーサルデザインの推進と電子掲

示板の導入により情報発信力向上を図ります。併せて紙ベ

ースの庁内掲示板を整理し庁内の美観向上に取り組みま

す。 

議会部門改修   ・・・議場改修（議場段差解消、傍聴席改善、磁気ループ設置、

音響・映像システム更新、座席更新、発言台車いす対応等）

及び全員協議会室の拡張とインターネット中継システム

導入、会派控室・議員応接室等の配置見直し、老朽化した

什器類更新によるユニバーサルデザインの推進と機能向

上に取り組みます。 

市政図書室全面リニューアル・・・蔵書の整理や書架等の見直しを行い、だれもが

利用しやすい環境整備を図ります。 

市長公室部門改修 ・・・市長室・応接室等のリニューアルを行い、市のイメージア

ップとセキュリティー向上に取り組みます。 

市民食堂・売店リニューアル・・・市民食堂・売店リニューアルの検討を進め、来

庁者の利便性の向上に取り組みます。 
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9. 本庁舎使用想定年 

平成５４年までの使用を想定 

（鉄筋コンクリート構造体の総合耐久性から昭和５２年建設後６５年の使用を想定。） 

 

10. 改修想定計画期間 

平成３３年度までを想定 

 

11. 概算事業費 

約１６億円 

 

財源想定 

・【都】ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助 

（トイレ洋式化 約２３，０００千円） 

・【都】地域福祉推進区市町村包括補助 

（バリアフリー関連 約１１，０００千円） 

・【環境省】地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業補助 
（省エネ改修：空調設備更新、照明器具ＬＥＤ化 約１０７，０００千円） 

・【総務省】公共施設等適正管理推進事業債（仮称） 
   （地方債９０％充当 交付税措置率３０％） 
 

12. 実施方針 

① 老朽化が著しく、喫緊の更新が必要な改修と、災害時の機能維持のための改修から

実施します。 

② 免震改修工事の施工と整合を図り、効率的な改修を行います。 

③ 改修工事の実施は、項目別、業種別の分離発注とし地域事業者の発展・技術力向上

に取り組みます。 

④ 特定財源の確保に努めるとともに、事業費の平準化を図るため、リース方式による

実施を検討します。 

⑤ 施設の定期点検の結果や庁舎の活用状況を踏まえた改修設計を進めます。 

⑥ 改修後は、改修状況を記録し、使用想定年までの維持保全計画を検討することで、

保全型の維持管理を進めます。 
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13. 改修後の維持保全方針 

改修後は、適正な維持保全を実施し、耐用年限まで確実に施設運用を図れるよう各種法

定点検を実施し、点検結果に基づく改善を確実に行うこととします。 
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予定表 

項目 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

実
施
項
目 

免震改修工事      

長
寿
命
化
・
機
能
向
上
対
策 

屋上防水・外壁改修      

空気調和設備改修      

給排水衛生設備改修      

電気設備改修 
  避雷設備 

 

 蓄電池 

消防設備等改修      

エレベータ更新      

トイレ改修・パウダールー

ム整備 

 西側 東側   

 

２重サッシ化・ブラインド

改修 

     

 

非常用発電機増設      

照明器具更新      

地下エントランス整備      

駐輪場増設      

1・2 階一部フロアー移転      

防犯カメラの導入      

セキュリティー認証シス

テムの導入 

     

サイン改修、電子掲示板導

入 

電子掲示板 

 

   サイン改修 

議会部門改修      

市長公室部門改修      

市政図書室全面リニュー

アル 

     

市民食堂・売店リニューア

ル 

     

※ 本表は、今後の実施設計等の検討によって変更となる場合があります。 

 


