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◎ 建物概要

・ 構 造 鉄筋コンクリート造

・ 階 数 地上４階、PH階1階

・ 延べ床面積 3,317.00 ㎡

・ 竣工年月 昭和48年新築 （西暦1973年） ＰＨ階改築 有

◎ 耐震診断結果

構造耐震指標（Is値）とは、建物構造体の耐震性能を示す指標であり、これが構造耐震判断指標（Iso値）を
上回れば安全とされています。

診断結果では、各階ごとの構造耐震指標（Is値）が0.313～0.835であり、役場庁舎の目標値である構造耐震
判断指標（Iso値）0.75を下回る階が存在することが判明しました。

そのため、耐震性を確保するためには、大規模な耐震改修が必要という結果となりました。
１階～４階は、第２次診断法、塔屋については、第１次診断法にて耐震診断を行った。
※診断は平成２1年１２月に一部診断基準の変更があった為、現行の基準に合わせて平成２９年１月に実施。

【構造耐震指標（Iｓ値）一覧】

※1 ※2 建築物の耐震改修の促進に関する法律より

階
Ｘ方向（東西）

【Is値】
目標値
【Iso値】

判定 Ｙ方向（南北）
【Is値】

目標値
【Iso値】

判定
構造耐震指標（Is値） 地震に対する安全性

塔屋
4~５通

3.237
1.00

OK 1.887
1.00

OK
0.3未満

倒壊又は崩壊する危険性
が高い。塔屋1 1.232 OK 2.518 OK

4 0.470

0.75

NG 0.656 

0.75

NG
0.3以上0.6未満

倒壊又は崩壊する危険性
がある。3 0.348 NG 0.835 OK

2 0.313 NG 0.746 NG
0.6以上

倒壊又は崩壊する危険性
が低い。1 0.517 NG 0.581 NG

上記よりIs値が0.6を下回ると、要耐震改修と評
価される。

※1 ： Ｘ方向 ・・・ 東西方向の揺れに対する耐震性能

※2 ： Ｙ方向 ・・・ 南北方向の揺れに対する耐震性能

耐震性の目標値（構造耐震判断指標 Iso値）第２次診断法

Iso値は、次の計算式で求めます。 役場庁舎のIso値

Iso ＝ Es × Z × Ｇ × Ｕ Iso ＝ Es × Z × Ｇ × Ｕ

＝ 0.6 × 1.0 × 1.0 × 1.25 ＝ ０．７５
Es ： 基本耐震指標値（2次診断）

0.6

Ｚ ： 地域指標（地域の地震活動度に応じた係数） Es ： 基本耐震指標値 0.6

1.0 ～ 0.8 Ｚ ： 地域指標 1.0 

G ： 地盤指標（地盤の増幅特性に応じた係数） G ： 地盤指標 1.0 

1.0 U ： 用途指標 1.25

U ： 用途指標（建物の用途に応じた係数）

1.0 ～ 1.5
注） 役場庁舎は、災害応急対策活動に必要な施設に

位置付けられることから、U：用途指標の係数は、
1.25を適用しています。

用途指標（U）の分類

分類 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

耐震安全性の目標

大地震発生後、構造体の補
修をすることなく使用できる
ことを目標とし、人命の安全
確保及び、十分な機能確保
が図られる。

大地震発生後、構造体の大
きな補修をすることなく使用
できることを目標とし、人命の
安全確保及び、機能確保が
図られる。

大地震発生後、構造体の部
分的な損傷は生じるが、建
物全体の耐力の低下は著し
くないことを目標とし、人命
の安全確保が図られる。

用途指標（U） 1.50 1.25 1.00

対象施設

内閣府、警察庁、海上保安
庁、総務省、国土交通省、
財務局、地方厚生局、地方
整備局、地方防衛局 等

地方行政機関のうちⅠ類以
外のもの（開発建設部、地方
気象台、海上保安監部等）

その他一般官庁施設（人事
院、会計検査院、地方法務
局、地方検察庁、国税局、
税務署、労働基準監督署
等）

既存庁舎耐震診断結果
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改修庁舎機能整備の方針

役 割 基本方針 耐震改修、一般改修整備の方針

Ⅰ
町民サービス

Ⅱ
行政事務

Ⅲ
防災拠点

Ⅳ
環境先導

１．利用しやすい庁舎

２．人にやさしい庁舎

３．親しまれる庁舎

窓口機能の整備

相談機能の整備

駐車場の整備

移動しやすい空間の整備

利用しやすい設備の整備

分かりやすい案内の整備

交流機能の整備

情報発信機能の整備

執務空間の整備

会議室等の整備

耐震性の確保

災害対策本部機能の整備

省エネルギー・省資源への対応

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ低減への対応

４．機能的・効率的な庁舎

５．安全・安心な庁舎

６．環境にやさしい庁舎

【ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ機能】

【町民協働機能】

【執務機能】

【防災機能】

【窓口機能】

【環境保全機能】

既存庁舎・庁舎改修における基本方針

現庁舎の耐震性、老朽化等の問題点を整理し、「より安全で快適に利用できる庁舎」の
実現に向け各種工法による改修についての検討を行う。

①既存庁舎全体の改修

②一部解体と増築による改修

③建て替え

配 置 図業務名

所在地

主要用途

建築構造

用途地域

防火地域

前面道路

敷地面積

延べ床面積

１階 713.018㎡２階 766.924㎡３階 799.839㎡４階 836.409㎡

４階中 35.10㎡ ＰＨ階１ 26.566㎡ ＰＨ階２ 33.66㎡

建築面積

建ぺい率

容積率

最高の高さ

竣工年度 　　昭和４８年（１９７３年）

　　１４．５４０ｍ

　　１１，０００．００㎡

　　３，２１１．５１６㎡

　　１，１２４．００㎡

　　１０．２１%（法定限度：６０%）

　　３０．１５%（法定限度：２００%）

庁 舎 概 要

各階床面積

建 物 概 要

　　大樹町役場調査耐震化検討業務

　　北海道広尾郡大樹町東本通33番地

　　役場庁舎

　　鉄筋コンクリート造　地上４階　PH１階

　　第一種住居地域

　　法２２条地域

　　２１．９０ｍ
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既存 平面図

- 3 -



既存 立面図
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Ⅰ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討

１）在来工法 Iｓ値 0.75
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法＋柱鋼管巻

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・既存部分の解体・あと施工アンカー・型枠・コンクリート打設等全て現場施工の為、
騒音・振動・粉塵などの発生量は多い。
・室内工事の為、内部での引越し・移動が発生。
・工事中の役場機能の低下、特に２階町民サービスを行う各課でも補強は必要となり、
今までの空間維持が保てなく、仮設建物の必要性が考慮される。
・議場の外壁を撤去し、乾式の壁を設けるため、代替の議場を確保しなければならない。

〈メリット〉
・耐震補強工事費においては比較的安価である。
・施工難易度は、比較的高度ではない。
・維持管理上特別なメンテは、不要。
・施工業者の制約がない、地元建設業者での施工が可能。

工法概要：鉄筋コンクリート造の耐震壁及び、鉄骨ブレースによる耐震補強
＋RC柱鋼管巻補強

考 察

各階において補強による執務空間の維持、町民サービスの低下が大きい。又、補強
壁の多さから職員の配置移動が複数回にわたり発生し、騒音、振動の問題も避けら
れないため様々な面から困難を要する。

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強 341,858,000

合計 341,858,000

【ＲＣ耐震壁】 【ＲＣ耐震壁】 【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位）

月　日

項目

７か月６か月 １０月

10 20

９か月

10 20

８か月

10 2010 2010 20

備 考

現 況 復 旧 ・ 検 査 等

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

Ｒ Ｃ 耐 震 壁 工 事

鉄 骨 ブ レ ー ス 工 事

斫り等・アンカー・配筋・型枠・ＣＯＮ打設・養生・ばらし・仕上げ

原寸・製図

仮設足場組立て等

３か月

10 20

１か月

2010

４か月 ５か月

10 20 10 20

仮設材撤去等

製作・加工 取付

検査関係既存復旧 （建築・電気・機械等）
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１）在来工法 Iｓ値 0.75
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

＋柱鋼管巻

補強後各階平面図
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補強後立面図

１）在来工法 Iｓ値 0.75
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

＋柱鋼管巻
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２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法＋柱鋼管巻

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・補強量が多いため騒音・振動対策として仮設庁舎が必要でありそのための引越が伴う。

・工事中の役場機能及び、駐車台数の確保を考慮し仮設庁舎とした場合、一部の部署
は既存庁舎に残ることとなり、騒音・振動の影響をうける。

・特に１階と２階の町民サービスを行う各課でも補強が必要となり、今までの空間維持
が保てない。
・議場の外壁を撤去し、乾式の壁を設けるため、代替の議場を確保しなければならない。
・執務に支障が出る程の補強壁が必要になる。
・補強量が多い為、工事費が高い。

〈メリット〉
・耐震補強工事費においては比較的安価である。
・施工難易度は、比較的高度ではない。
・維持管理上特別なメンテは、不要。
・施工業者の制約がない、地元建設業者での施工が可能。

工法概要：鉄筋コンクリート造の耐震壁及び、鉄骨ブレースによる耐震補強
＋RC柱鋼管巻補強

考 察

各階において補強による執務空間の維持、町民サービスの低下が大きい。又、補強
壁の多さから職員の配置移動が複数回にわたり発生し、騒音、振動の問題も避けら
れないため様々な面から困難を要する。

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強 438,911,000

合計 438,911,000

【ＲＣ耐震壁】 【ＲＣ耐震壁】 【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位）

月　日

項目
10 20

８か月６か月 １１月

10 20

１０か月

10 20

９か月

10 2010 2010 20

７か月

備 考

現 況 復 旧 ・検 査等

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

Ｒ Ｃ 耐 震 壁 工 事

鉄 骨 ブ レ ー ス 工 事

斫り等・アンカー・配筋・型枠・ＣＯＮ打設・養生・ばらし・仕上げ

原寸・製図

仮設足場組立て等

３か月

10 20

１か月

2010

４か月 ５か月

10 20 10 20

仮設材撤去等

製作・加工 取付

検査関係既存復旧 （建築・電気・機械等）

Ⅰ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討
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２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

＋柱鋼管巻

補強後各階平面図
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補強後立面図

２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

＋柱鋼管巻
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３）制震工法 Iｓ値 0.75
制震ブレース＋ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・既存部分の解体・あと施工アンカー・型枠・コンクリート打設等全て現場施工の為、
騒音・振動・粉塵などの発生量は多い。
・室内工事の為、内部での引越し・移動が発生。
・工事中の役場機能の低下、特に２階町民サービスを行う各課でも補強は必要となり、
今までの空間維持が保てなく、仮設建物の必要性が考慮される。
・議場の外壁を撤去し、乾式の壁を設けるため、代替の議場を確保しなければならない。
・工事費が比較的高い。
・特殊な工法。施工業者の制約がある。

〈メリット〉
・ダンパーで地震エネルギーを吸収するため比較的施工後の建物の揺れが少ない。
・維持管理上、特別なメンテは、不要。

考 察

各階において補強による執務空間の維持、町民サービスの低下が大きい。又、補強
壁の多さから職員の配置移動が複数回にわたり発生し、騒音、振動の問題も避けら
れないため様々な面から困難を要する。施工後の揺れは少ないが特殊な工法で施工
業者の制約があり、工事費も比較的高い。

工法概要：ダンパーを用いた油圧制震ブレースで地震エネルギーを吸収し、構造
スリットを入れ、せん断補強を行い建物全体の地震時の揺れを低減する工法

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強 382,118,000

合計 382,118,000

【ＲＣ耐震壁】 【油圧制震ﾌﾞﾚｰｽ】 【構造スリット（縦）】

月　日

項目

取付

原寸・製図

３か月

10 20

１か月

2010

４か月 ５か月

10 20 10

２か月

10 20

準 備 工

仮設材撤去等
仮 設 工 事

仮設足場組立て等

10 20

備 考

制 震 ブ レ ー ス 工 事

現 況 復 旧 ・ 検 査 等

Ｒ Ｃ 耐 震 壁 工 事

鉄 骨 ブ レ ー ス 工 事

斫り等・アンカー・配筋・型枠・ＣＯＮ打設・養生・ばらし・仕上げ

原寸・製図

既存復旧 （建築・電気・機械等）

20

製作・加工

検査関係

製作・加工 取付

７か月６か月 １０月

10 20

９か月

10 20

８か月

10 2010 20

工事工程計画（1か月単位）

Ⅰ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討
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補強後各階平面図

３）制震工法 Iｓ値 0.75
制震ブレース＋ＲＣ耐震壁
＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻
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補強後立面図

３）制震工法 Iｓ値 0.75
制震ブレース＋ＲＣ耐震壁
＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻
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４）制震工法 Iｓ値 0.90
制震ブレース＋ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻＋柱炭素繊維補強

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉

・補強量が多い為騒音・振動対策として仮設建物が必要であり、そのための引越しが伴
う。

・工事中の役場機能及び、駐車台数の確保を考慮し仮設建物とした場合、一部の部署
は、既存庁舎に残ることとなり、騒音・振動の影響を受ける。

・特に１階と２階の町民サービスを行う各課でも補強が必要となり、今までの空間維持
が保てない。
・議場の外壁を撤去し、乾式の壁を設けるため、代替の議場を確保しなければならない。
・執務に支障が出る程の補強壁が必要となる。
・補強量が多い為、工事金額が高額となる。
・特殊な工法。施工業者の制約がある。

〈メリット〉
・ダンパーで地震エネルギーを吸収するため比較的施工後の建物の揺れが少ない。
・維持管理上、特別なメンテは、不要。

考 察

各階において補強による執務空間の維持、町民サービスの低下が大きい。又、補強
壁の多さから職員の配置移動が複数回にわたり発生し、騒音、振動の問題も避けら
れないため様々な面から困難を要する。施工後の揺れは少ないが特殊な工法で施工
業者の制約があり、工事費も比較的高い。

工法概要：ダンパーを用いた油圧制震ブレースで地震エネルギーを吸収し、構造
スリットを入れ、せん断補強を行い建物全体の地震時の揺れを低減する工法

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強 554,444,000

合計 554,444,000

【ＲＣ耐震壁】 【油圧制震ﾌﾞﾚｰｽ】 【構造スリット（縦）】 【せん断補強】
（炭素繊維）

月　日

項目

仮設材撤去等

検査関係

製作・加工 取付

８か月６か月 １１か月

10 20

１０か月

10 20

９か月

10 2010 20

７か月

10 20

仮 設 工 事
仮設足場組立て等

10 20

備 考

制 震 ブレ ース工
事

現 況 復 旧 ・ 検査
等

Ｒ Ｃ 耐 震 壁 工 事

鉄骨ブレース工事

斫り等・アンカー・配筋・型枠・ＣＯＮ打設・養生・ばらし・仕上げ

原寸・製図

既存復旧 （建築・電気・機械等）

20

取付

２か月

10 20

準 備 工

４か月 ５か月

10 20 10

原寸・製図

３か月

10 20

１か月

2010

製作・加工

工事工程計画（1か月単位）

Ⅰ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討
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補強後各階平面図

４）制震工法 Iｓ値 0.90
制震ブレース＋ＲＣ耐震壁
＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻
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補強後立面図

４）制震工法 Iｓ値 0.90
制震ブレース＋ＲＣ耐震壁
＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻
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５）アウトフレーム工法 Iｓ値 0.75
ＰＣa外フレーム＋鉄骨ブレース工法

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・工事費が高額で、工期も長くなる。
・アウトフレーム補強後、日差しの入りが減る。
・南面のアウトフレーム補強により道路幅が狭くなる。
・基礎工事の為、庁舎内の通行規制が生じる。
・騒音、振動は、工事作業音程度。
・特殊な工法。施工業者の制約がある。

〈メリット〉

・他の工法に比べて、内部の補強壁が少なく見通しのきく補強であり、 低限の入と
の通行は、可能である。
・維持管理上特別なメンテは、不要。

考 察

南面と北面においては、アウトフレームを構築するため大規模な撤去、復旧が伴う補
強工事が必要となる。他の工法と比べ、内部の補強壁が少なく見通しのきく補強であ
るが特殊な工法で施工業者の制約があり、工事費も比較的高く工期も長くなる。

工法概要：既設建物の外側にプレキャストコンクリート造のフレームを
構築する耐震補強＋鉄骨ブレース工法による耐震補強

【Pca外フレーム】 【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位）

月　日

項目

仮設材撤去等

10 20

製図 製品検査

仮設足場組立て等

20

アウトフレーム組立て等

原寸・製図 製作・加工 取付

既存復旧 検査関係

山留め

基礎・ 地中梁

３か月

10 20

１か月

2010

４か月 ５か月

10 20 10

備 考

架 設 工 事

現 況 復 旧 ・ 検 査 等

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

鉄 骨 ブ レ ー ス 工 事

Ｐ Ｃ フ レ ー ム 製 作

基 礎 工 事

８か月６か月 １1か月

10 20

１０か月

10 20

９か月

10 2010 2010 20

７か月

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強 490,149,000

合計 490,149,000

Ⅰ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討
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５）アウトフレーム工法 Iｓ値 0.75
ＰＣａ外フレーム＋鉄骨ブレース工法

補強後各階平面図

- 18 -



補強後立面図

５）アウトフレーム工法 Iｓ値 0.75
ＰＣａ外フレーム＋鉄骨ブレース工法
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６）アウトフレーム工法 Iｓ値 0.90
Ｐｃａ外フレーム＋鉄骨ブレース工法

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・工事費が高額で、工期も長くなる。
・アウトフレーム補強後、日差しの入りが減る。
・南面のアウトフレーム補強により道路幅が狭くなる。
・基礎工事の為、庁舎内の通行規制が生じる。
・騒音、振動は、工事作業音程度。
・特殊な工法。施工業者の制約がある。

・内部補強が多い為、騒音・振動・粉塵等の発生量は多い。又、室内工事の為、内部
での引越し・移動が発生。

〈メリット〉

・他の工法に比べて、内部の補強壁が少なく見通しのきく補強であり、 低限の入と
の通行は、可能である。
・維持管理上特別なメンテは、不要。

考 察

南面と北面においては、アウトフレームを構築するため大規模な撤去、復旧が伴う補
強工事が必要となる。他の工法と比べ、内部の補強壁が少なく見通しのきく補強であ
るが特殊な工法で施工業者の制約があり、工事費も比較的高く工期も長くなる。

工法概要：既設建物の外側にﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造のフレームを構築する耐震補強
＋鉄骨ブレース工法による耐震補強

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強 559,790,000

合計 559,790,000

【Pca外フレーム】 【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位）

月　日

項目

検査関係

製図 製品検査

仮設足場組立て等

アウトフレーム組立て等

原寸・製図 製作・加工 取付

仮設材撤去等

山留め

基礎・ 地中梁

３か月

10 20

４か月 ５か月

10 20 10 20

備 考

架 設 工 事

現況 復旧 ・検
査 等

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

鉄 骨 ブ レ ー ス
工 事

ＰＣフレーム製
作

基 礎 工 事

１か月

2010

６か月 １２か月

10 20

１１か月

10 20

１０か月

10 2010 2010 20

８か月

10 20

７か月

既存復旧

９か月

10 20

Ⅰ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討
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６）アウトフレーム工法 Iｓ値 0.90
Ｐｃａ外フレーム＋鉄骨ブレース工法

補強後各階平面図
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補強後立面図

６）アウトフレーム工法 Iｓ値 0.90
Ｐｃａ外フレーム＋鉄骨ブレース工法
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Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討

１）在来工法 Iｓ値 0.75
鉄骨ブレース工法 ４階以上を解体

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・補強量は少ないが多少の騒音・振動は発生する。（休庁日の活用で軽減可能。）

〈メリット〉
・耐震補強工事としては補強量が大幅に減少する。

・執務室を分断するような補強壁は発生せず、鉄骨ブレースを数カ所設置するのみで補
強が可能である。

工法概要：鉄骨ブレースによる耐震補強

考 察

補強量も大幅に減少し、現状の執務空間をほぼ確保できる事から、町民サービス面
でも影響が出ず補強による庁舎機能の低下は無いと言える。

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強＋解体工事＋増築工事 1,062,446,000

合計 1,062,446,000

【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位）工事工程計画（1か月単位）（増築部分は工期別途 １１か月程度見込む）

月　日

項目

鉄骨ブレース工事 原寸・製図 製作・加工 取付

既存復旧 （建築・電気・機械等） 検査関係

20 20 20

耐震補強前に増築工期9カ月+引越し期間

仮設材撤去等

４階部分・ＰＨ階解体撤去

３か月

10 20

１か月

2010

４か月 ５か月

10 20 10

備 考

現況復旧・検査等

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

（増築庁舎）

解 体 撤 去 工 事

仮設足場組立て等

８か月６か月 １１月

10 20

１０か月

10 20

９か月

10 2010 2010

７か月

10

- 23 -



１）在来工法 Iｓ値 0.75
鉄骨ブレース工法 ４階以上を解体

補強後各階平面図

既存部分 増築部分 合計

１階 713.018㎡ 713.018㎡

２階 766.924㎡ 807.525㎡ 1,574.449㎡

３階 799.839㎡ 706.067㎡ 1,505.906㎡

PH階 33.66㎡ 33.66㎡

合計 2,313.441㎡ 1,513.592㎡ 3,827.033㎡
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補強後立面図

１）在来工法 Iｓ値 0.75
鉄骨ブレース工法 ４階以上を解体
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２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法 ４階以上を解体

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・補強量は少ないが多少の騒音・振動は発生する。（休庁日の活用で軽減可能。）

〈メリット〉
・耐震補強工事としては補強量が大幅に減少する。

・執務室を分断するような補強壁は発生せず、既存壁部を耐震壁への改修と鉄骨ブ
レースを数カ所設置する事で補強が可能である。

工法概要：鉄筋コンクリート造の耐震壁及び、鉄骨ブレースによる耐震補強

考 察

補強量も大幅に減少し、現状の執務空間をほぼ確保できる事から、町民サービス面
でも影響が出ず補強による庁舎機能の低下は無いと言える。

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強＋解体工事＋増築工事 1,114,091,000

合計 1,114,091,000

【ＲＣ耐震壁】 【ＲＣ耐震壁】 【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位）（増築部分は工期別途 １１か月程度見込む）

Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討

月　日

項目

検査関係

４階・ＰＨ階部分解体撤去

斫り等・アンカー・配筋・ＣＯＮ打設養生・ばらし・仕上げ

原寸・製図 製作・加工 取付

既存復旧

10 2010 20

８か月

10 20

７か月 ９か月

10 20

１１か月

10 20

１０か月

10 20

備 考

鉄骨ブレース工事

( 増 築 庁 舎 ）

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

現況復旧・検査

等

解体 撤去工事

ＲＣ耐 震壁 工事

１か月

2010

（耐震補強前に増築工期９カ月+引越し期間）

仮設足場組立て等 仮設材撤去等

３か月

10 20

４か月 ５か月

10 20 10 20

６か月 １２か月

10 20
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２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

４階以上を解体

補強後各階平面図

既存部分 増築部分 合計

１階 713.018㎡ 713.018㎡

２階 766.924㎡ 807.525㎡ 1,574.449㎡

３階 799.839㎡ 706.067㎡ 1,505.906㎡

PH階 33.66㎡ 33.66㎡

合計 2,313.441㎡ 1,513.592㎡ 3,827.033㎡
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補強後立面図

２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

４階以上を解体
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Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
〈庁舎増築計画〉

増築庁舎配置図

増築庁舎階数：地上２階
床面積：約１，６０３．６０㎡

耐震改修による建築基準法との関連

・減築を行う場合、屋根の大規模な模様替えに該当するため確認申請が必要。なお、減築し耐震補
強を行う場合は、ＩＳ値が既存時より増大する事により既存建物の不適格部分の遡及適用はない。
・増築を行う場合は仮使用申請が必要

既存庁舎
階数：地上３階、搭屋１階
床面積：２，４８０，５９㎡

全体合計床面積：約4,084.19㎡
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仮
設
庁
舎

仮設庁舎配置図

仮設庁舎立面図

東面

西面

南面

北面

階数：地上２階
建築面積：７５８㎡
延床面積：１，５１６㎡

※２階の全部署及び、３階の一部部署の収容が可能。

Ⅱ 既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合の検討
〈仮設庁舎配置計画〉

既存庁舎

仮設庁舎 プレハブ２階建

１２か月リース：３５４，０００，０００（消費税別途）
工事工期： ４か月程度
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耐震補強、減築解体に先立ち増築工事を行
い、仮使用申請し工事期間中において使用で
きる状態とする。

規模は鉄筋コンクリート造２階建とし、１階に
町民サービス部門、２階に議場スペース全て
が収容出来る面積とする。

既存棟

増築棟完成後、２階町民サービス部門及び３
階各課（町長室、副町長室も含め）、４階議場
スペースの移動を行う。

２階町民サービス部門移動後、当該部分にお
ける耐震補強、一般改修を行う。

耐震補強

一般改修
２・３・４階

２階旧町民サービス部門のスペースへ３階農
林水産課の移動を行う。

２階
３階各課

３階居抜きになったところで４階までの解体工
事着手、同時に３階の耐震補強、一般改修を
行う。

塔屋～４階まで解体

耐震補強・一般改修

上階工事完了後、１階の耐震補強、一般改修
を行う。

耐震補強一般改修 １階

外部耐震補強・一般改修

工事工程計画【イメージ】

増築棟

Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
〈在来工法を例にした場合の工事工程及び、各部署移動のシミュレーション〉

① ② ③ ④

⑤ ⑥

全工事完了

⑦
防水改修を行う

  ここまでを解体
※事項
・各設備更新は一般改修工程に合わせ行う。

工事スタート 工事完了
①

増築工事 引越し ２階の耐震補強
一般改修

② ③ ④

引越し

⑤

４階までの解体
３階の耐震補強
及び、一般改修

⑥

１階の耐震補強
内部残工事分の耐震補強、一般改修

既存棟

増築棟
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騒音に配慮した解体工法

工法名 ウォールソーイング工法

参考写真

工法概要

電動式と油圧式があり、規定のサイズどおりきれいな切
断面を作れる。 被切断物の予定切断線に沿ってレール
を設置し、ダイヤモンドブレードで被切断物を切断する。
騒音、振動、粉塵が非常に少ない工法。電動式と油圧
式があり、排気ガスが発生しない。スラブ、階段、壁など
厚みを持たない部分の切断に使用

騒音レベル 身近な音 うるささの程度

140dB（A）
ジェットエンジンの近く

聴力機能限界
肉体的苦痛が生じる

120dB(A)
音として聞こえる限界

オートバイ加速時１ｍの距離

100dB(A) 自動車の警笛、鉄道のガード下
極めてうるさい

90dB(A) 騒々しい工場、大声による独唱

80dB(A) 地下鉄の車内
うるさい

70dB(A) 騒々しい事務所・電話のベル

60dB(A) 普通の会話
普通（日常生活）

50dB(A) 静かな事務所、木々のざわめき

40～45dB(A) 静かな住宅街、図書館、しとしと降る雨

静か30～35dB(A) 静かな郊外、落葉の音

20dB(A) 木の葉のすれ合う音、騒音計測定限界

10dB(A) 呼吸音、ほぼ何も聞こえない 極めて静か

0dB(A) 小可聴限度 聞こえない

Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
〈既存庁舎解体の工事工程シミュレーション〉

騒音レベル表

構造体に先立ち各階の内装（床、壁、天
井の仕上げ・下地及び、間仕切り壁、建
具等）を解体する。

内装解体

解体に使用水や天候による水漏れ対策
として４階床部分にウレタン吹き付け防水
にて仮防水を行う。

仮防水

工事使用による水
天候による降水

塔屋１階のスラブを解体・搬出する。

クレーン・ダンプ
を使用し搬出

塔屋１階の壁・梁を解体・搬出する。

スラブ
壁・梁

塔屋２階の柱を解体・搬出する。

柱

③～⑤の工程を４階の解体も繰り返し行う。

① ② ③ ④

⑤ ⑥

③～⑤の工程を繰り返す

クレーン・ダンプ
を使用し搬出

解体

解体

解体 クレーン・ダンプ
を使用し搬出

解体

クレーン・ダンプ
を使用し搬出

旧４階床であった部分に本格的に防水を
行い、新たにパラペット部を構築し屋上と
して完成させる。

⑦
防水本施工 パラペット ⑧

解体工事完了

解体工事中の騒音は、２層分の居抜き階があることで軽減されるが、２階議会棟
及び、１階の執務空間において『80dB』を騒音の限界レベルと設定し、そのことに
配慮した解体工法を用いて工事を行う。

内装解体

居抜き状態

搭屋の改築
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解 体 工 法 比 較 表

特長/工法名 ハンドブレーカー工法 大型ブレーカー・圧砕工法 ウォールソーイング工法 ワイヤーソーイング工法 コアードリリング工法 静的破砕工法 カッター工法 油圧式静的破壊工法 ウォータージェット工事

解体原理

ノミの打撃 ノミの打撃 ダイヤモンド・ディスクソー
による研削

ダイヤモンド・ワイヤーソー
による研削

コアビットによる研削 破壊剤の水和反応による
膨張圧で破砕する

ダイヤモンド・ディスクソー
による研削

削孔内に油圧シリンジを挿
入し、油圧により加圧して
亀裂を発生させる

超高圧水による打撃

油圧による圧砕

使用機械

ハンドブレーカー 油圧式ベースマシン ダイヤモンドブレード ダイヤモンド・ワイヤーソー

コアドリル 削孔用コアドリル
ダイヤモンドブレード
エンジン式切断機

油圧シリンダー
油圧ユニット

超高圧水発生装置、ブラス
トハンドガン
超高圧ポンプ（200～
240Mp）

ビックハンマー 大型ブレーカー ウォールソー 小型軽量高周波モーター

駆動装置 コンプレッサー ジャイアントブレーカー （特殊軽量型万能カッター） 油圧モーター

クラッシャー/ニブラ

特長

長所

持ち運びが容易であるため、
狭い作業場所での解体に
便利である

1.振動が比較的少ない 1.振動・粉塵が全くない
1.振動、粉塵が全くなく、低
騒音である

1.使用機械がポータブルで
重量も軽く狭い場所でも施
工できる

1.削孔時を除けば騒音、振
動、粉塵を伴わない 1.低騒音機械の使用しより、

騒音を小さく抑えることがで
きる

1.無塵、無振動・低騒音で
施工が可能（環境に優し
い）

1.躯体に振動を与えず、マ
イクロクラックは発生させな
い2.単独で3階程度の建物を

解体できる
2.建物の内部から部材の
切断ができるので、仮設施
設が少なくて済む

2.小型軽量な高周波モー
ターを使用する事により、
狭い場所でも作業は簡単
である

2.保管、取り扱いが容易で
ある

2.作業効率が良いため、工
期の短縮が可能

3.機動性に富み、単独工法
でも使用できる

2.振動、粉塵がなく、騒音も
小さい

2.汚泥水吸引装置により、
通行車輌や通行人に迷惑
をかけずに施工ができる
（ドライカッター機の使用に
より、水を使用できない場
所での施工ができる）

2.有効な付着力の下地処
理ができる

3.PC板の建て方と同じく、
整然とした部材解体ができ
る

3.法的規制を受けないので、
施工に際して資格や届出を
必要としない

3.ワイヤーの長さの調節に
より、部材の寸法・形状に
かかわらず切断できる

3.ハンドピックで届かない部
分にも施工が可能となる

4.工程を機械台数によって
自由に調整できる 4.大型構造物の切断が容

易である
3.振動がなく、粉塵の発生
もない 4.脆弱な部分だけを除き、

健全な部分だけを残す

5.切断計画図に従って部材
別の切断長さを積算すれ
ば、正確な見積りができる

5.遠隔操作ができることか
ら、水中における構造物の
解体ができる

4.切断する躯体に、ひび割
れが生じることは少ない 5.鉄筋部の錆を落とす

6.工期の短縮が計れ、トー
タル的にはコストダウンで
きる

短所

1.振動が大きい 1.騒音･振動が大きい 1.解体した部材を有姿のま
ま処分出来ないときは、二
次破砕が必要である

1.水平切りでは、切断上面
の重量で切り溝が狭くなる
ために、くさびやクレーン吊
りが必要である

1.ピットの冷却水が必要で
ある（毎分7リットル程度）

1.鉄筋コンクリートの破砕
は難しい

1.機械の自重により切断す
るため、切断機は、数百kg
の重量があり、搬出入に手
間がかかる

1.鉄筋のガス切断が必要に
なる

1.騒音レベルが高い

2.粉塵が発生する 2.粉塵が多く、多量の散水
が必要である

2.ハンドブレーカー工法と
比べると高価である3.横向き・上向き作業は危

険である
2.温度に対する依存性が大
きいので、施工条件に応じ
て適用する破砕材の種類
を選ばなければならない

3.機械自体が重いため、建
物の床版に乗せるには補
強が必要である

2.切断時に若干騒音がある
（道路カッターより小さく70
ホン程度で一般の騒音とい
うところまでいかない防音
装置を付ける事により、5～
10ホン下げることができる）

3.施工能力が少ない

4.作業能率が悪い 2.ワイヤーソーは、急激な
負荷やショックによってワイ
ヤーの接続スリープが外れ
る恐れがあるので、作業区
分内に安全柵を必ず設け
る

2.建屋内作業では、換気が
必要になる

5.作業員に与える振動が大
きく、長時間の連続作業が
できない

4.作業上及び近隣との関係
上での安全対策が不可欠
である

3.使用方法を誤ると噴出現
象を起こし危険である 3.床面の凸凹が大きいと、

連続した作業が難しい

5.上向き作業には向かない

公害
特性

騒音 空気圧式88～99（10ｍ） 空気圧式85～90（30ｍ） 76～80（10ｍ） 70～72（10ｍ） 62～65（10ｍ） せん孔時以外なし 76～78（10ｍ） せん孔時以外ほぼなし 5ｍ地点

（ｄＢ） 油圧式81～84（10ｍ） 油圧式74～84（36ｍ） 68～72（30ｍ） 60～61（30ｍ） 51～55（30ｍ） 63～66（30ｍ） 超高圧発生装置75～85ｄB

斫りヶ所 90～105ｄB

振動 空気圧式62～84（10ｍ） 69～71（5ｍ） なし なし なし なし なし なし
躯体に対しての振動は無
い

（ｄＢ） 油圧式66～68（5ｍ） 60～64（10ｍ） 騒音が高いレベルである

粉塵 発生する 発生大（飛散物あり） ほとんどなし なし ほとんどなし せん孔時以外なし なし なし なし

安全性

高い かなり高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 飛散する可能性がある
（ネットやフェンスで防護が
可能である）

形態装置

20～40kg 自走式16～45ｔ 40kg（全体重量） 40kg（全体重量） 30kg（全体重量） 軽量 100～600kg（全体重量） 123kg（全体重量） 機械機材が多い 発生装
置（2～3ｔ） 斫り装置（小型
～大型）排水処理装置

破砕能率

1～1.5m3/日 20～40m3/日 8～16ｍ/ｈ 0.7～1.6㎡/ｈ 無筋の場合10～15cm/min 亀裂発生時間 10ｍ/h
土木構造物の解体に多く
使用される工法で、目的物
に応じ破砕能率は異なる

ハンドガン
（0.003～0.2m3/日）（φ100min） 30分～48時間

ユンボ取付型
（1.5～2.5m3/日）

Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
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Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
〈既存庁舎内各課の移動シミュレーション１〉
※既存の各課配置（工事中の移動計画）

既存庁舎２階へ移動 増築棟１階へ移動

ｚ

副町長室

応接室

総務課農林水産室 企画商工課

町長室

書庫
印刷室

放送室

階段

交換室
階段

図書室

トイレ

資料室

前室

用具室

湯沸室

ｚ
書庫

備品庫

既存３階各課区分図

既存２階各課区分図

ｚ

中会議室

町民相談室 農業委員会
書庫 出納課

階段
非常口

住民課

会議室

階段

出入口

トイレ

建設水道課
町民ホール

増築棟１階へ移動そのまま
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Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
〈既存庁舎内各課の移動シミュレーション２〉

※増築完了後の各課配置計画

増築後２階各課区分図

ｚ

書庫 電気室 町長室

中会議室

総務課

階段

トイレ

町民相談室 農業委員会

応接室

増築

収納庫

書庫 出納課

町民ホール

階段
非常口

既存

建設水道課

副町長室

EV

収納庫

会議室

階段

出入口

トイレ

農林水産課

住民課

企画商工課

増築棟２階各課区分図

議長室副議長室監査委員室

委員会室

議場スペース

議員控え室

用具庫

階段

EV
トイレ

湯沸し室

事務室
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出入口を閉鎖

出入口を確保

工事作業ヤード

仮囲い

増築部分

解体用荷降ろし
１２０ｔクレーン

改修工事時作業ヤード図
解体工事時作業ヤード図

仮設足場＋養生シートのイメージ（防音仕様） 仮囲いのイメージ（防音仕様）

Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討
〈改修工事及び、解体工事を行う場合の工事作業ヤードのシミュレーション〉

【建物全体】 【町民・職員の出入り口】 【建物全体防音シート養生】 【仮囲い①】 【仮囲い②（イメージＵＰ対策）】 【工事ゲート】

工事車両出入口
ゲート

工事車両出入口
ゲート

仮設足場
＋養生シート

出入口を閉鎖

出入口を確保

仮囲い

増築部分

工事車両出入口
ゲート

工事車両出入口
ゲート

仮設足場
＋養生シート

待機ダンプ

４階＋搭屋解体

クレーン工事範囲
50m確保

既存部分
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Ⅲ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（仮設庁舎を利用）の検討

１）在来工法 Iｓ値 0.75
鉄骨ブレース工法 ４階以上を解体

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・補強量は少ないが多少の騒音・振動は発生する。（休庁日の活用で軽減可能。）

〈メリット〉
・耐震補強工事としては補強量が大幅に減少する。

・執務室を分断するような補強壁は発生せず、鉄骨ブレースを数カ所設置するのみで補
強が可能である。

工法概要：鉄骨ブレースによる耐震補強

考 察

補強量も大幅に減少し、現状の執務空間をほぼ確保できる事から、町民サービス面
でも影響が出ず補強による庁舎機能の低下は無いと言える。

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強＋解体工事＋仮設工事 827,013,000

合計 827,013,000

【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位） （仮設庁舎は工期別途 ４か月程度見込む）

※仮設庁舎配置はP30を参照。

月　日

項目

原寸・製図 製作・加工 取付

既存復旧 （建築・電気・機械等） 検査関係

７か月

2010 2010 20

備 考

現況復旧・検査等

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

（仮設庁舎）

解 体 撤 去 工 事

仮設足場組立て等

鉄骨ブレース工事

10 20

耐震補強前に仮設工期４カ月+引越し期間

仮設材撤去等

４階部分・ＰＨ階解体撤去

８か月６か月 １１月

10 20

１０か月

10 20

９か月

10

４か月 ５か月

10 20 10 20

３か月

10 20

１か月

2010

- 37 -



２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法 ４階以上を解体

工法イメージ

メリット・デメリット

〈デメリット〉
・補強量は少ないが多少の騒音・振動は発生する。（休庁日の活用で軽減可能。）

〈メリット〉
・耐震補強工事としては補強量が大幅に減少する。

・執務室を分断するような補強壁は発生せず、既存壁部を耐震壁への改修と鉄骨ブ
レースを数カ所設置する事で補強が可能である。

工法概要：鉄筋コンクリート造の耐震壁及び、鉄骨ブレースによる耐震補強

考 察

補強量も大幅に減少し、現状の執務空間をほぼ確保できる事から、町民サービス面
でも影響が出ず補強による庁舎機能の低下は無いと言える。

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

耐震補強＋解体工事＋仮設工事 878,713,000

合計 878,713,000

【ＲＣ耐震壁】 【ＲＣ耐震壁】 【鉄骨ブレース】 【鉄骨ブレース】

工事工程計画（1か月単位） （仮設庁舎は工期別途 ４か月程度見込む）

Ⅱ 既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築）の検討

※仮設庁舎配置はP30を参照。

月　日

項目

検査関係

４階・ＰＨ階部分解体撤去

斫り等・アンカー・配筋・ＣＯＮ打設養生・ばらし・仕上げ

原寸・製図 製作・加工 取付

既存復旧

10 2010 20

８か月

10 20

７か月 ９か月

10 20

１１か月

10 20

１０か月

10 20

備 考

鉄骨ブレース工事

（ 仮 設 庁 舎 ）

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

現況復旧・検査

等

解体 撤去 工事

ＲＣ耐 震壁 工事

１か月

2010

耐震補強前に仮設工期４カ月+引越し期間

仮設足場組立て等 仮設材撤去等

３か月

10 20

４か月 ５か月

10 20 10 20

６か月 １２か月

10 20
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既存庁舎解体後整備可能なエリア

駐車場へ整備

改築庁舎
工事作業ヤード

床面積 ２，６９４．７８㎡

構造・階数・特徴
鉄筋コンクリート造（耐震工法） 地上３階、PH１階、外装は吹付タイル程度

耐震工法のため地震の規模に応じて揺れが発生する。

計画位置 現南側駐車場スペースで既存配管をかわして配置計画

駐車場の制限等
（工事中含む）

既存庁舎跡地を駐車場として整備可能（駐車台数増）

工事の作業エリア
南側駐車場を利用

（敷地外で駐車スペースの確保が必要）

Ⅳ 改築（建替え）の検討

概算工事費まとめ（消費税１０％見込む）

改築工事 1,226,159,000

合計 1,226,159,000

月　日

項目

仮設材撤去等

７か月６か月 １０月

10 20

９か月

10 20

８か月

10 2010 2010 20

備 考

２か月

10 20

準 備 工

仮 設 工 事

改 築 工 事

検 査 等

仮設足場組立て等

躯体工事（基礎等） 仕上げ等

検査等

３か月

10 20

１か月

2010

４か月 ５か月

10 20 10 20

工事工程計画（1か月単位）
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改築 平面図１階 879.06㎡

２階 879.06㎡

３階 879.06㎡

PH階 57.6㎡

床面積合計 2,694.78㎡

建築面積 1005.06㎡
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Ⅴ 一般改修の検討

一般改修設備費(建築主体)　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税別途　　　　　　　　　　　 255,600

⑤　昇降設備設置

・外部へ増床 ・高齢者対応

６ヶ月程度 40,000
・昇降路は、Ｓ造耐火構造 ・2階から3階へ

・車いす等対応

・出入り口改修工事時の、振動・騒音。

・１１人乗り用

5ヶ月程度 52,000
・トイレ、給湯室のみ全面改修 ・天井改修の場合は、庁舎内全面引越し ・工事作業音。

　が、必要となる。
④　内装改修

・既存壁、床のみの改修 ・経過年数による劣化 ・内部執務室の移動

③　外部サッシ改修

・アルミサッシカバー工法 ・経過年数による劣化 ・内部執務室の移動

133,800
・ガラスの更新 ・工事作業音。

６ヶ月程度

3ヶ月程度 19,500
（改質アスファルト防水）

・外壁パネル面のシーリング打替
②　防水改修

・屋上防水の更新 ・経過年数による劣化 ・工事作業音。

①　外壁改修

・外壁パネル等　塗装工事 ・経過年数による劣化 ・工事作業音。

10,300
（吹き付けタイル・フッ素樹脂等） （一部錆処理の上）

3ヶ月程度

　大樹町役場庁舎　一般改修時の検討(建築主体)主体

(一般耐震改修と同時に改修を行う)　*　単独発注の場合は、仮設工事等別途工事金額　　　　　

項目 改修内容 所見 工事中の留意事項 工事工期 工事費(千円)
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Ⅴ 一般改修の検討

　大樹町役場庁舎　一般改修時の設備改修の検討(電気設備)

(建築の一般耐震改修と同時に設備改修を行う)  *　単独発注の場合は、仮設工事等別途工事金額

項目 改修内容 所見 工事中の留意事項 工事工期 工事費(千円)

39,000
・停電時の暖房負荷の運転

3ヶ月程度

・非常用発電機　200KVA

①　発電設備

・発電機の新設 ・停電時の消火栓ポンプの運転 ・特になし。

・停電時の照明およびコンセントの使用

②　受変電設備

・既存地下から地上屋外キュービクル ・経過年数による劣化 ・切り替え時一時的な停電が、発生

(土・日作業で対応可能)

3ヶ月程度 24,000
　に更新 ・水害時対策より地下から地上に設置 ・停電不可の機器が、ある場合仮設

　発電機にて対応する

12,000
　による更新 ・停電不可の機器が、ある場合仮設

・電灯分電盤の更新
3ヶ月程度

　発電機にて対応する

・動力制御盤の更新 (土・日作業で対応可能)

③　幹線設備

・受変電設備の設置場所変更 ・経過年数による劣化 ・切り替え時一時的な停電が、発生

④　照明設備

・ＬＥＤ照明に更新 ・一般照明器具の省エネ対応 ・執務室単位の施工とする

5ヶ月程度 40,000
・非常照明器具の老朽

・誘導灯の老朽

1,200
・音量調整器の更新

・非常放送用アンプの更新

・特になし。

・経過年数による劣化

⑤　拡声設備

・スピーカの更新 ・経過年数による劣化

2ヶ月程度

・特になし。

　　　　　　　　　　一般改修設備費(電気設備)　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税別途 117,100

2ヶ月程度 900
・受信機の更新

⑥　自動火災報知設備

・感知器の更新
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Ⅴ 一般改修の検討

　　　　　　　　　　一般改修設備費(機械設備)　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税別途 153,000

・配管・放熱器の更新(庁舎)

・暖房付属機器の更新(庁舎)

・空調機の更新(4階議場)

・空調機付属機器の更新(4階議場)

・執務室　冷房設備の新設

・放熱器、空調機更新より15年が経過
6ヶ月程度

・更新周期15～20年

17,000
・外調機の新設 ・建設から41年が経過しているが、一度も   養生等粉塵対策が必要

・更新周期15～20年

(土・日作業で対応可能)
6ヶ月程度

  している

12,000

③　給湯設備 5ヶ月程度 1,000

⑤　給油設備

・配管、ポンプの更新 ・暖房更新に伴い耐用年数合致より更新 ・暖房使用期間外での施工とする

95,000

⑥　自動制御設備
・自動制御機器の更新

  執務、議会中は、土・日作業で対応可能

④　空調設備

・熱源機器(温水ヒーター)は、１年前に

  更新している

5ヶ月程度 7,500・オイルタンクの更新

⑦　換気設備

・排風機の更新 ・現況調査結果から更新が必要 ・排風機の更新時に天井作業がともなうため

  更新していない

5ヶ月程度
・更新周期10～15年

  が生じる

(土・日作業で対応可能)

・現況調査結果から更新が望ましい ・冷房・暖房使用期間外での施工とする

・ガス湯沸器より電気給湯器に更新 ・更新周期20～30年

・現況調査結果から更新が必要 ・主に機械室での作業により執務に影響無し

・更新周期20～30年   執務に影響無し

①　給水設備

・配管の更新 ・現況調査結果から更新が必要 ・配管・給湯器更新時に部分的な使用制限

  更新していない

・更新周期20～30年

・建設から41年が経過しているが、一度も

・更新周期20～30年

  が生じる

  更新していない (土・日作業で対応可能)

　大樹町役場庁舎　一般改修時の設備改修の検討(機械設備)

(建築の一般耐震改修と同時に設備改修を行う)  *　単独発注の場合は、仮設工事等別途工事金額

14,000

②　屋内排水設備

・配管、排水金物の更新 ・現況調査結果から更新が必要 ・配管更新時に部分的なWCの使用制限

5ヶ月程度 6,500
・配管、ルーフドレィン金物の更新

項目 工事費(千円)工事工期改修内容 所見 工事中の留意事項

5ヶ月程度

・配管更新時に部分的な断水が生じる

(土・日作業で対応可能)

・配管、ポンプの更新

・受水タンク(飲料用)の新設

・現況調査結果から更新が必要

・建設から41年が経過しているが、一度も

- 43 -



Ⅵ 全体総評（１）

各 検 討 パ タ ー ン の 比 較 結 果

〈既存庁舎の全部に耐震改修を行う場合〉

各 工 法

１）在来工法
Iｓ値 0.75

ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法
＋柱鋼管巻

2）在来工法
Iｓ値 0.90

ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法
＋柱鋼管巻

３）制震工法
Iｓ値 0.75

制震ブレース＋ＲＣ耐震壁
＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻

４）制震工法
Iｓ値 0.90

制震ブレース＋ＲＣ耐震壁
＋鉄骨ブレース＋柱鋼管巻

＋柱炭素繊維補強

５）アウトフレーム工法
Iｓ値 0.75

Ｐｃａ外フレーム
＋鉄骨ブレース工法

６）アウトフレーム工法
Iｓ値 0.90

Ｐｃａ外フレーム
＋鉄骨ブレース工法

掲載ページ P5～7 P8～10 P11～13 P14～16 P17～19 P20～22

町民サービス

窓口サービス 既存庁舎内の為、騒音・振動が発動する。

駐車場 庁舎北側が工事作業ヤードとなるため駐車場の確保が必要。

総工期 １０ヶ月 １１ヶ月 １０ヶ月 １１ヶ月 １１ヶ月 １２ヶ月

執務環境

執務空間 執務空間を分断する補強が多くその機能の維持が困難である。

騒音・振動 相当な騒音・振動が発生する。

採光面積
（衛生面の影響）

窓面又は内部の補強量が多く採光に影響がある。

美観性 内部補強の為、美観、景観は損なわれない。 フレーム型補強のため美観、景観は損なわれない。

工事費まとめ
（消費税１０％

を見込む）

耐震改修 341,858 438,911 382,118 554,444 490,149 559,790

一般改修 578,270 578,270 578,270 578,270 578,270 578,270

一
般
改
修
内
訳

(建築主体） （255,600） （255,600） （255,600） （255,600） （255,600） （255,600）

(電気設備） （117,100） （117,100） （117,100） （117,100） （117,100） （117,100）

(機械設備） （153,000） （153,000） （153,000） （153,000） （153,000） （153,000）

－ － － － － －

（千円）
※一般改修の単独発注の場合は、仮設工事等別途工事金額が発生する。

総合計 920,128 1,017,181 960,388 1,132,714 1,068,419 1,138,060

備考

まとめ

・各工法共、工事中の騒音、振動、粉塵は避けられない。その為、耐震補強工事を施工する上では、敷地内に仮設庁舎の検討が必要。

・各工法共に騒音レベルの限界を80dB（地下鉄の車内音相当）とし、それ以上の騒音が発生する工事については、原則として休庁日に施工する。

・各工法共、北側駐車場部分が工事中の作業ヤードとなるため、駐車場が減少する。そのため、不足分の駐車スペースの確保が必要。

・各工法共、執務室を分断する補強工事が発生するため、通常業務及び町民サービスにおいて支障が生じる。

・各工法共、外部からの美観・景観は損なわれない。

・各工法共、工事中の採光・通風等の衛生環境は低下することが予想されるため、仮設足場や養生方法での配慮が必要である。

※各工法項目の着色部（黄色）は施工中又は完成後の庁舎への影響又は負担が大きいものを示す。
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Ⅵ 全体総評（２）

各 検 討 パ タ ー ン の 比 較 結 果

〈改築〉

各 工 法 改築（建替え）

掲載ページ P39

町民サービス

窓口サービス 新規計画のため町民サービスの向上が期待できる。

駐車場 南側駐車場が工事ヤードとなり駐車場の確保が必要

総工期 １０ヶ月

執務環境

執務空間 行政事務効率の向上が期待出来る。

騒音・振動 一般的な新築工事作業音である。

採光面積
（衛生面の影響）

新規計画による。

美観性 新規計画による。

工事費まとめ
（消費税１０％

を見込む）

改築 1,226,159

(建築主体） （919,620）

(電気設備） （134,877）

(機械設備） （171,662）

（外構工事） 別途

―

（千円）
既存庁舎解体費 132,000

総合計 1,358,159

備考

まとめ

・耐震改修と比較し、耐用年数が上昇する。

・新規計画のため町民サービスの向上が期待できるがもっとも
工事費がかかる。

・駐車場を確保しようとすると、既存庁舎の解体費用も別途必
要となる。

※各工法項目着色部（黄色）は施工中又は完成後の庁舎への影響又は負担が大きいものを示す。
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各 検 討 パ タ ー ン の 比 較 結 果
〈既存庁舎の一部を解体し耐震改修を行う場合（面積不足分を増築・仮設庁舎を利用）〉

各 工 法
１）在来工法 Iｓ値 0.75

ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法
４階以上を解体 増築

２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

４階以上を解体 増築

１）在来工法 Iｓ値 0.75
鉄骨ブレース工法

４階以上を解体 仮設庁舎

２）在来工法 Iｓ値 0.90
ＲＣ耐震壁＋鉄骨ブレース工法

４階以上を解体 仮設庁舎

掲載ページ P23～25 P26～28 P37 P38

町民サービス

窓口サービス 増築庁舎により対応となる。 仮設庁舎による対応となる。

駐車場 庁舎北側が工事作業ヤードとなるため駐車場の確保が必要。 庁舎北側が工事作業ヤードとなるため駐車場の確保が必要。

総工期 １１ヶ月＋１１ヶ月 １２ヶ月＋１１ヶ月 １１ヶ月＋４か月 １２ヶ月＋４か月

執務環境

執務空間 増築庁舎での新規レイアウト、一部既存庁舎の利用で対応。 仮設庁舎及び一部既存庁舎での対応。

騒音・振動
補強量はかなり少なく騒音・振動による影響
はほとんど受けない

補強量は少なくなったが多少の騒音・振動は
発生する。

補強量はかなり少なく騒音・振動による影響
はほとんど受けない

補強量は少なくなったが多少の騒音・振動は
発生する。

採光面積
（衛生面の影響）

補強による影響はほとんど受けない。 補強による影響はほとんど受けない。

美観性 補強が少ないため美観、景観は損なわれない。 補強が少ないため美観、景観は損なわれない。

工事費まとめ
（消費税１０％

を見込む）

耐震改修 1,062,446 1,114,091 827,013 878,658

（耐震補強） （140,243） （191,888） （140,243） （191,888）

（解体費） （226,301） （226,301） （226,301） （226,301）

（増築工事） （682,090） （682,090） － －

（PH階改築） （13,812） （13,812） （13,812） （13,812）

（仮設庁舎） － － （446,657） （446,657）

（千円）
一般改修

総合計 1,062,446 1,114,091 827,013 878,658

備考 一般改修は別途 一般改修は別途 一般改修は別途 一般改修は別途

まとめ

増築によるメリット・デメリット（増築は北側駐車場エリア内で計画） 仮設庁舎によるメリット・デメリット（仮設庁舎は北側駐車場エリア内で計画）

【メリット】
・設備は本体と独立するため既存棟の影響を受けることはない。
・仮設庁舎が不要である。

【デメリット】
・増築工事完了→職員の移動→耐震補強となり工事が長期化となる。
・将来の修繕計画において既存棟と増築棟それぞれを考慮した計画が必要である。
・ランニングコスト面において増築となる分現在より増となる。

【メリット】
・設備は本体と独立するため既存棟の影響を受けることはない。
・増築に比べ工事費が安くなる。

【デメリット】
・工事中の役場機能及び、駐車台数の確保を考慮し、建設する仮設庁舎を１棟（1,516㎡）
とした場合、全ての部署が移動することは不可能であり、一部の部署は既存庁舎に残るこ
ととなるため負担が大きい。増築と比較し総床面積が減少する。

Ⅵ 全体総評（３）

※各工法項目の着色部（黄色）は施工中又は完成後の庁舎への影響又は負担が大きいものを示す。
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