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１　はじめに

「伊賀の歴史・風土に学び、市民のつながりを大切にする庁舎」
（1）伊賀らしい大屋根を持ち、高さを抑えた計画によりまちづくりを先導する庁舎

• 深い軒を持つ勾配屋根とし、城下町を連想させる無彩色の外観としました。
• 庁舎は5階建てに抑えることで山並みのスカイラインを守り、田園風景の眺望と景観に配慮しました。
• 各階に庇を設けることにより彫が深く、外壁面の威圧感が無い意匠としました。
• 庁舎を敷地中央に配置し、日影による周辺田畑への影響を抑制しました。

（2）明るい吹抜けを囲むロの字型プランにより、分かりやすく利用しやすい庁舎
• エントランスのある1階から執務室のある4階まで吹抜けを設け、庁舎の構成が一目で分かり、活動が見渡せる庁舎としました。
• 吹抜けを囲むロの字型平面として、3辺に窓口カウンターを配置し、市民が分かりやすく使いやすい平面計画としました。
• 吹抜けの屋根にはトップライトを設けて、自然光が入る明るい市民窓口としました。
• 各階の吹抜け周りに、職員同士や、市民と職員が相談できるオープンなミーティングスペースを設けました。
• 執務室はできるだけ間仕切りを設けずオープンにすることにより、将来の変化に対応しやすいフレキシブルな計画としました。

（3）免震構造と自然エネルギー活用により防災指令機能を維持する庁舎　
• 免震構造を採用し、災害対策活動の際に家具・什器の転倒を防止し、安全な活動が行え、設備が機能する庁舎を計画しました。
• 災害時にも庁舎機能を維持できるよう、非常用発電機や、受水槽・雑用水槽による水備蓄なども備えました。
• 自然採光や自然換気、井戸水の利用など自然エネルギーを最大限活用し、自立性の高い計画としました。

1-1　全体コンセプト

北西側上空から望む
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1-2　外観パース

１　はじめに

南西側から望む
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１　はじめに

（1）市民に開かれた、市民が使いやすい庁舎
• 窓口ゾーン、執務室ゾーン、議会ゾーンなど、各部門を明確にゾーニングすることにより市民にわかりや
すい構成としました。
• 庁舎玄関のある南側に市民が利用する平面駐車場（120 台）を設け、車による来庁者の利便性に考慮した
計画としました。
• 玄関脇に車いす使用者用駐車場を5台分設け、かつ時間外出入り口の近くにおもいやり駐車場を4台分
確保し、全ての来庁者が使いやすい駐車場計画としました。
• 各階に多目的トイレを配置し、段差の無い床など、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、市民に
やさしい庁舎としました。
• エントランスロビーに4 層の吹抜けを設け、案内性が良く明るい空間を形成しました。

（2）市民の安全・安心な暮らしを支える拠点となる庁舎
• 大地震時においても防災拠点として活用可能な建物とするため、官庁施設の総合耐震計画基準による分
類を最高ランクのⅠ類とし、免震構造を採用しています。
• 災害時のライフライン途絶の際には、復旧に必要な3日間の自立機能を確保するよう、非常用発電機の
燃料や、上水・雑用水の備蓄が可能な計画としました。

　　　
（3）伊賀市の歴史性や文化性、市民の誇りや愛着を受け継いでいく庁舎

• 伊賀の城下町を連想させる落ち着いた黒色を基調とした外壁色としました。
• 勾配屋根を採用し、山並みのスカイラインに馴染む大屋根としました。
• 伊賀のまちなみの特徴である軒の連続性を、彫の深い各階の庇で表現しました。

（4）将来の変化に対応できる、長寿命で柔軟性の高い庁舎
• 執務空間は間仕切壁を減らし、汎用性の高い空間とすることにより、将来の職員増減や組織変更に対応
しやすい計画とします。
• 外部にはメンテナンスに利用できる庇を設けることにより、窓清掃や維持管理が容易になると共に、外壁
を雨水の影響から守り庁舎の長寿命化を図ります。

（5）環境にやさしい庁舎
• 中間期には、吹抜けを自然換気ルートに活用し、快適な室内環境を実現します。
• 吹抜けに設けるトップライトにより、庁舎中央に自然光を導く計画とします。

1-3　施設計画コンセプト

北西側から望む
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２　建築計画概要

2-1　配置計画

2-1-1　敷地概要 2-1-2　配置計画

• 来庁者駐車場は、庁舎の影にならない明るく主玄関に近い南側に計画しました。
• 公用車駐車場は、庁舎近くに集約配置しました。
• 将来予定されている新駅からの歩行者動線にも配慮し、南側に主玄関を設けました。
• 建物を敷地中央に配置し、日影による周辺の田畑への影響を抑制しました。
• 三重県伊賀庁舎の敷地と隣接することを活かし、駐車場の効率的な相互利用を計画しています。

2-1-3　動線計画

• 庁舎南側に来庁者用駐車場を集約し、職員用や公用車駐車場と明確に動線を区分しました。
• 南側に車寄せと玄関を設け、来庁者が窓口にアクセスしやすい計画とします。
• 来庁者の車いす使用者用駐車場は南玄関の近くに配置し、雨に濡れずに庁舎にアクセスできるよう庇を設け
ます。
• 職員用の車いす使用者用駐車場は北側の職員出入り口近くに設け、スロープでアプローチできる計画としま
す。
• 来庁者駐車場内は一方通行を基本とし、車寄せへの動線は、誰にもわかりやすく安全な計画とします。また、
歩行者通路を設け安全にも配慮します。
• バイク置場や駐輪場は庁舎のピロティ下に設けることで、降車後に雨に濡れることなく玄関にアクセスできる
計画とします。
• バスやタクシー利用者は庁舎南側の車寄せ庇の下を通って、主玄関から庁舎に入ることができます。

 

建物位置 三重県伊賀市四十九町地内

17,104.5 ㎡

市街化調整区域内

防火指定なし（ 22 条区域）

なし

200 ％

60 ％

4m（4時間、2.5 時間 )

道路斜線：適用距離 20m、勾配 1.5　隣地斜線：20m＋勾配 1.25

東側：農道

西側：14.9 ｍ～ 18.1 ｍ　市道茅町駅四十九新池線

南側：12. 5ｍ～ 15.5 ｍ　市道四十九下友生線

北側：15.0 ｍ～ 20.5 ｍ　市道茅町駅四十九新池線

農の風景区域、名阪国道沿軸の風景軸

敷地面積

用途地域

防火指定

その他指定

許容容積率

許容建ぺい率

日影規制

斜線規制

前面道路

景観計画

案内図

SITE PLAN S=1/1500  

新庁舎建屋

三重県伊賀庁舎駐車場

▼

▼

▼

職員・
サービス
職員・
サービス

西玄関西玄関

南玄関南玄関

車寄せ車寄せ

職員用駐車場職員用駐車場

職員用駐車場職員用駐車場

公用車用
駐車場
公用車用
駐車場

公用車用駐車場公用車用駐車場

バイク置場・駐輪場バイク置場・駐輪場

公用車用駐車場公用車用駐車場

来庁者用駐車場来庁者用駐車場

 

来庁者 /車動線来庁者 /車動線
来庁者 /歩行動線来庁者 /歩行動線
職員・サービス /車動線職員・サービス /車動線
職員 /歩行動線職員 /歩行動線

凡例凡例



7伊賀市新庁舎基本設計中間案

2-2-3　ゾーニング・動線計画

（1）ゾーニング計画
• エントランスのある1階から執務フロアの
ある4階まで吹抜を設け、誰もが庁舎の
構成が一目でわかり、その活動が見渡せ
る計画とします。
• 市民が訪れる頻度が高い窓口は1・2階
に集約配置します。
• 1階から4階の執務室は、壁のないまと
まったオープンフロアとし、明るく開放的
な空間とします。
• 待合やミーティングスペースなどは吹抜
け周りに設置することで、市民と職員の
コミュニケーションを育みます。
• 議会関連諸室は5階に集約し、意思決定
機関としての独立性を保ちます。
• 執行部関連諸室は4階に集約し、日常の
執務に関係の深い担当部署を近接して配
置します。
• 危機管理部門は市長室と同じ4階フロア
に配置し、隣接する食堂は災害対策本部
として利用できるよう設え、4階に防災拠
点機能を集約します。

（2）動線計画
• 中央に吹抜けを設け、南北にそれぞれ階
段とエレベータの縦動線を計画します。
• 来庁者駐車場から近い南玄関の正面に直
線階段を設置し、市民が訪れる頻度が高
い1～ 2階を結ぶ動線がわかりやすい計
画とします。
• 主玄関に一番近い窓口に総合窓口を設
け、ワンストップサービスを考慮した平
面計画とします。
• 1 ～ 4階の窓口ゾーンには各階の動線上
に案内板を設置し、市民が容易にアクセ
スできるよう計画します。
• 主に市民が利用するエレベータを来庁者
用駐車場に近い南側に2台設置します
• 市民も利用可能なサービスエレベータを
北側に1台設置します。

2-2-1　建物概要

2-2-2　平面計画

• 吹抜けを囲むロの字型平面として、南・東・北面にオープンな執務室、西面にコアや個室の会議室などを集
約し、フロア全体が見渡せるコミュニケーションのよい執務空間とします。
• 吹抜けの周囲や執務室内の一部に、簡易な打合せができるミーティングスペースを設け、会議室の利用を減
らし会議室不足を解消します。

２　建築計画概要

2-2　建築計画

建物用途 市庁舎（事務所）

鉄骨造、免震構造

地上５階

1FL＋23.0ｍ　（議場部：1FL＋24.5ｍ）

487 台

70 台（内バイク駐車場 20 台 )

約 4,200 ㎡

27.94％（南側敷地を除く）

約 14,000 ㎡

93.13％（南側敷地を除く）

構造

階数

建物高さ

駐車台数

駐輪台数

建築面積

建ぺい率

延床面積

容積率

執務・窓口

議会・会議室
5 階

4 階

3 階

2 階

1階

執務・窓口

執務・窓口

執務・窓口

執務室

吹抜

吹抜

吹抜

執務室

執務室

執務室

執務室

総合窓口

執務室

待合ホール 市民開放
スペース

来庁者エレベータ

来庁者エレベータ兼
サービスエレベータ

職員用駐車場

三重県伊賀庁舎駐車場

公用車用
駐車場

来庁者用
駐車場

公用車駐車場

公用車用駐車場

南玄関

西玄関

議会事務局

議場
傍聴席 議場ロビー

執務室

▲

▲

▲

基準階平面図 ゾーニング・動線図

ミーティングスペースミーティングスペース

執務室執務室

執務室執務室

吹抜吹抜

バックヤードバックヤード

自然光の入るトイレ自然光の入るトイレ

執務室内のミーティングスペース執務室内のミーティングスペース

回遊性が高く見通しのよい
ロの字型プラン
回遊性が高く見通しのよい
ロの字型プラン

来庁者エレベータ来庁者エレベータ

来庁者も利用可能な
人荷用エレベータ
（ストレッチャー対応）

来庁者も利用可能な
人荷用エレベータ
（ストレッチャー対応）

気軽な職員同士の打合せや
市民の相談が聞ける
オープンなスペース

気軽な職員同士の打合せや
市民の相談が聞ける
オープンなスペーストップライトから

自然光が降り注ぐ
明るい吹抜

トップライトから
自然光が降り注ぐ
明るい吹抜

課の配置換えも容易に行える
フレキシブルな執務室
課の配置換えも容易に行える
フレキシブルな執務室

吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜吹抜

ミーティングスペースミーティングスペースミーティングスペースミーティングスペース
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2-2-4　内観パース

２　建築計画概要

2-2　建築計画

伊賀らしい落ち着いた色彩を基調とした明るい吹抜空間

• 吹抜空間は城を連想させる伊賀らしいモノトーンの色彩で構成
します。外観と同じ積層された黒い帯が空間を引き締めます。
• 伊賀の城下町を連想させる木格子を効果的に使用します。
シャッターポールやサイン壁等も兼ね、すっきりとしたデザイン
とします。
• 吹抜周りの手すりには、安全性を確保しならがら視線も遮らな
いエキスパンドメタルを採用します。
• １階の床材はコンクリート＋塗装を採用し、水に濡れてもすべ
りにくい表面仕上げとします。
• 窓口のサインは、誰にでも見えやすいよう黒地に白文字としま
す。
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（１）光、風、水など自然エネルギーを最大限に生かした庁舎
　・クールヒートトレンチを経由させた冷涼な外気を庁舎に取り込みます。
　・中間期は吹抜けを利用した自然換気により、ランニングコストを軽減します。
　・吹抜け上部に設けたトップライトからの自然採光により、昼間の照明エネルギーを削減します。
　・深い庇を設けることで日射遮蔽ができ、執務室の環境を向上しています。
　・議場の屋根等に太陽光発電装置を将来設置可能とします。

２）高効率な設備システム
　・高効率熱源を組合せ、ピーク電力を抑え、空調エネルギーを削減します。
　・明るさセンサ・人感センサの設置により、無駄な照明消費電力を削減します。
　・全館LED照明とします。
　・井水利用により節水します。
　・高効率変圧器（油式第2次トップランナー変圧器）を採用します。

２　建築計画概要

2-3　環境配慮計画

執務室 執務室

高効率熱源

待合スペース

会議室 会議室 執務室日射遮蔽

トップライト
（自然採光、自然換気）

循環ファン

屋外キュービクル
高効率変圧器

LED照明LED照明

太陽光発電パネル
（将来計画）

LED照明
明るさセンサ

LED照明
人感センサ

やわらかな
自然採光

井水利用

自然換気

クールヒートトレンチ
（免震層を利用）

環境配慮イメージ図
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３　基本設計図

配置図　S=1/600
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３　基本設計図

１階平面図　S=1/500 ２階平面図　S=1/500
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３　基本設計図

３階平面図　S=1/500 ４階平面図　S=1/500
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３　基本設計図

５階平面図　S=1/500

南北方向断面図　S=1/500

東西方向断面図　S=1/500


