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　新本庁舎の基本設計は、平成27年 7月に策定した「みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方」でま
とめた基本的な考え方（５つの方針）や市庁舎に求められる機能を具現化するものとして計画します。
　みんなでつくるとっとり市庁舎を実現するために、設計の基礎となる基本設計段階でワークショップ
を３回開催し、さまざまな立場や考えを持った市民の意見を反映させています。

「みんなで考え、ともにつくり、
育てる とっとり市庁舎」

１．防災機能の強化　　総合防災拠点として安全性・信頼性の高い庁舎を実現します！
 ・総合防災拠点にふさわしい安全性能を備え、災害対策本部を中心とし迅速かつ継続的に市民生活を守る庁舎
 ・災害時に避難場所や災害活動拠点となる屋外のオープンスペースの整備

3.   庁舎機能の適切な配置　　市民に開かれた、効率的、効果的な市政運営を進めます!
 ・利用者が多い窓口部門と市民サービス機能を低層階に集約した利便性の高いフロア配置
 ・開放的で視認性のよいオープンフロアを基本としたフレキシビリティの高い事務空間
 ・機能が十分発揮される諸室を配置し、展望ロビーを備えた議会フロア

4.  活力と魅力あるまちづくりの推進　　市民交流、まちづくりに寄与します !
 ・市民が気軽に訪れることができるオープンスペース『４つのにわ』（2ページ参照）の整備
 ・交流を育み、まちづくり拠点となるよう市民に開かれたスペースを低層階に配置

5.  現在および将来にわたる費用の抑制　　長期的な視点に立ち、費用を抑制します！
 ・維持管理や更新性に優れた、長期的に経済効率が高い庁舎
 ・自然エネルギーを積極的に取り入れ、省エネルギー性能を発揮できる庁舎

２．市民サービス機能の強化　　市民サービスの向上を実現します！
 ・市民を出迎えるような３つの総合窓口と、すべての世代が使いやすい待合ロビー
 ・誰もが安心して快適に利用できるユニバーサルデザイン（※1）の考え方を導入

基本設計のコンセプト01

庁舎東側からの外観イメージ

※１ ユニバーサルデザイン：「すべての人のためのデザイン」を意味し、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること

鳥取市新庁舎建設　基本設計概要（案）　【要約版】
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■来庁者用駐車場は敷
地西側に平面で 200
台配置します。電気
自動車用急速充電器
も設置します。

■庁舎西側正面玄関付近に、屋根付きの※ハートフル
駐車場 (6台 ) を配置します。

※ ハートフル駐車場：車いす使用者や妊産婦など歩行
に配慮が必要な方が利用できるよう庁舎出入口近く
に設ける区画

■公用駐車場は１層２段の立体
駐車場で 100 台確保します。
進入・退出経路を来庁者駐車
場と別に設定し、荷物搬入・
サービス用車両などの駐車ス
ペースを確保します。

■タクシー
　待機
　スペース

■市民の利便性の向
上、公共交通の利
用促進に向け、く
る梨（路線バス）
のバス停を敷地内
に配置します。

■来庁者用駐車場への進入・
退出経路を南側に設定し、
市道天神町４号線の交通
に配慮し、西側入口の駐
車場ゲート手前に滞留ス
ペースを確保します。

オクのにわ（幸町棒鼻公園）

芝生広場など緑豊かな公園
とし、子どもの遊具や健康
遊具を設置して多世代が集
える場にします。災害時の
活動拠点としても有効に活
用できるようにします。

ナカのにわ

市庁舎の西側正面玄関の前庭となるナカ
のにわは、普段は来庁者用駐車場として、
休日には様々なイベントに利用可能な場
所として、また、災害時にも使用できる
水道や電源を整備し、平常時・災害時に
フレシキブルに活用できる場にします。

トオリにわ

庁舎棟の１・２階窓口の待合
ロビーと市民交流棟の間の屋
外・半屋外のオープンスペー
スで、屋内施設との一体利用
も可能な、緑が身近に感じら
れる市民の憩いの場にします。

オモテのにわ

鳥取の魅力や市民団体の
活動を発信するスペース
とともに、市庁舎の東側
正面玄関の前庭として、
街に開かれ、市民が気軽
に集える場にします。

オモテのにわ

■視察など大
型バスの駐
車スペース
を２台分確
保します。

■来庁者用駐輪場を、
庁舎北東側出入口付
近と南側にあわせて
95 台程度確保しま
す。

■来庁者の一般車
や視察など大型
バスの車寄せを
西側正面玄関に
配置します。

■市道天神町４
号線の交通に
配慮し、国道
53号側の道路
を拡幅します。

トオリにわナカのにわオクのにわ

庁舎棟

市民交流棟

“ オクのにわ ”（幸町棒鼻公園）

“ナカのにわ ”

国道 53号

“トオリにわ ”

“ オモテのにわ ”

久松山

庁舎棟

配置計画02

庁舎南西側上空から見たイベント開催時の外観イメージ

市民交流棟
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防災倉庫
多目的スペース

安否等情報発信スタジオ安否等情報発信スタジオ
物資配布スペース

炊き出しスペース

災害対策本部会議室

災害対策本部事務局

防災倉庫

共用部
共用部 情報スペース

被災者相談コーナー
屋外テント設置場所

特別職ゾーン
多目的スペース 多目的スペース

記者室

活動スペース
災害対策車両配置スペース

棒鼻
公園

幸町

2階平面図1階平面図 3階平面図

執務スペース

キッズコーナー
託児室

ハートフルコーナー

市民総合窓口 福祉総合窓口

総合情報スペース

総合案内 総合案内

鳥取市の魅力情報発信スペース
指定金融機関

喫茶

市民や市民団体の
情報スペース

コミュニティスタジオ (FM)

売店
来庁舎用駐輪場スペース (22 台 )

執務スペース

その他の窓口

税総合窓口
執務スペース

キッズコーナー

ハートフルコーナー

食堂

コミュニティスタジオ (CATV)

多目的スペース

屋上緑化

屋上緑化

ひさし

ひさし デッキ

階層計画・平面計画03

防災計画04

凡例

執務スペース

更衣室・会議室等

市民交流スペース

倉庫等 来庁者主動線

出入口共用スペース

トイレ・機械室等 議会諸室

２ 階 平 面

階 層 計 画 平 面 計 画

１．敷地全体で災害活動を支援します
 ・屋外のオープンスペースを活動拠点として有効に活用
 ・駐車場は災害対策車両スペースや応急給水拠点として利用

２．災害対策拠点を低層階に集約配置します
 ・災害対策諸室と特別職ゾーンを３階に集約配置
 ・災害対策本部会議室周辺に防災関係機関の活動スペースを配置
 ・市民交流棟は支援物資仕分けや炊出しスペースとして利用

3．浸水被害へ対応します
 ・１階床レベルやトオリにわ、駐車場の一部を1.2㍍かさ上げ
 ・自家発電機室や受変電設備、熱源機械室等は最上階に設置

4．免震構造を採用します
 ・庁舎機能の継続利用を可能にするため免震構造を採用

6．災害時に情報管理と情報提供を行います
 ・非常用自家発電電源に接続された情報管理機器による業務継続
 ・待合ロビーや情報発信スペースを情報提供スペースとして利用

5．インフラ遮断時にも自立稼働します
 ・ライフラインのバックアップ機能の導入
 　（水の備蓄、通信回線の多重化、電力の二重化、非常用

自家発電機設置、LPガスの備蓄など）

●新本庁舎は地上７階建て（一部８階機械室）の庁舎棟、地上２階建ての市民交流棟、１層２段の立体駐車場で構成します。
●庁舎棟１・２階に市民の利用頻度が高い窓口や情報発信スペースなどを集約し、３階以上に執務スペース、７階
に議会スペースと展望ロビーを配置します。

柱の下に設置する免震装置（支承材） 地震エネルギーを吸収する装置（減衰材）

1 階 平 面
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新本庁舎建設基本設計概要（案）
のCGイメージ動画を下記のサイ
トからご覧いただけますので、ぜ
ひご覧ください。
 https://youtu.be/2AtkivfSL2g

環境計画05

計画概要06

建設地 鳥取県鳥取市幸町71番地
敷地面積 13,867.01㎡　　※道路拡張による減予定あり
構造種別 庁舎棟：鉄骨鉄筋コンクリート造 +鉄骨造（梁の一部）、　市民交流棟：鉄骨造
建築面積 ※約　5,860 ㎡　（庁舎棟：約    4,830 ㎡ 、   市民交流棟：約  1,030 ㎡ ）
延べ面積 ※約  21,560 ㎡　（庁舎棟：約  19,820 ㎡ 、   市民交流棟：約  1,740 ㎡ ） 
階数 庁舎棟：地上7階（一部8階機械室）、　市民交流棟：地上２階
高さ ※約36ｍ   
駐車台数 約300台（平面駐車場　来庁者用 約 200台、公用 約 100台）
※  現時点での概数であり、事業費も含め実施設計時に確定します。

※2 ソーラーチムニー +エコボイド  ：  太陽熱によって暖められた吹き抜け内の空気の上昇による気流を自然換気の動力源として利用　
※3 ナイトパージ  ：  冷房期間中に昼夜の温度差を利用して、夜間に外気を取り入れ構造体を冷却し、翌朝の冷房立ち上がり用消費エネルギーを抑制
※4 ライトシェルフ  ：  直射日光を遮る役割と反射した自然光を部屋の奥まで導入する反射板としての役割をもつひさし

１．自然エネルギーを有効に活用します
 ・地中熱を利用した空調システムの構築
 ・ソーラーチムニーとエコボイド（※２）による自然換気
 ・昼夜の温度差を利用したナイトパージ（※３）など

２．省エネルギー化を推進します
 ・様々なセンサー（感知）技術による省エネルギー制御
 ・ライトシェルフ（※４）による自然採光など照明エネルギーの削減
 ・床吹出し空調システムによる快適性と省エネルギーの両立

3．エネルギー損失の低減と建物への負荷低減を図ります
 ・断熱効果等に優れる外装材や高遮熱複層ガラスの採用
 ・ひさしを兼ねたバルコニーや東西面の縦ルーバーによる日射抑制

4．建物の長寿命化を図ります
 ・耐久性が高く堅牢な構造体の採用
 ・将来の変化に対応できる構造体、設備や内装の導入

5．リサイクル材・地元産木材を利用します
 ・建設時、廃棄時に環境負荷の少ない材料の採用
 ・地元産木材を内装材や備品などに積極的に利用

6．ライフサイクルコストを縮減し環境評価の高い庁舎とします
 ・費用対効果の高い省エネ技術でライフサイクルコスト削減

新本庁舎基本設計概要（案）に関する
市民政策コメントを募集しています！
資料公開　本庁舎、駅南庁舎、各総合支所の窓口、

各地区公民館、本市公式ホームページ
などでご覧いただくことができます。

公開期間　8月7日（日）まで
提出方法　様式は問いません。住所、氏名、電話

番号を明記のうえ、郵送、ファクシミ
リ、電子メール、持参のいずれかで問
合せ先まで。※土日祝の持参は本庁舎
1階警備員室まで

提出期限　8月7日（日）17時まで

【問い合わせ先】
鳥取市総務部庁舎整備局
　鳥取市尚徳町116　市役所本庁舎3階
　電　話　0857-20-3012
　ﾌｧｸｼﾐﾘ　0857-20-3029
　電子ﾒｰﾙ　choshaseibi@city.tottori.lg.jp

【今後のスケジュール（予定）】
平成31年秋の開庁をめざし、取り組みを
進めます。

H28 H29 H30 H31
基本設計
実施設計
工　　事

8 月末完了
7 月末完了

7 月末完了

読み取り用QRコード


