（新 庁舎 整備 室）

新庁舎建 設に つい て

１

建設地

〇新庁舎 の建 設地

市 民 プ ー ル （ 森園 フ ァ ミリ ー ス ポ ーツ 広 場 含む ）

「大村市新 庁舎 建設 候補 地検討 委員 会」に おい て、７つ の 建設 候補 地の 中 から 総合 的に
評価が 高い「 市民 プー ル」 が新庁 舎の 建設 地と して選 定さ れた 。市 ではこ の報 告を 受け 、
これま での調 査結 果な どを 基に総 合的 に判 断し た結果 、新 庁舎 の建 設地は 「市 民プ ール 」
と決定 した。

〇新庁 舎建設 地の 敷地

森園運動広場

市 民 プール

森 園 ファミリー
スポーツ広 場

小 ・中 学 校
給 食 センター
森園公園

・ 敷地 面積 約２ ２， ２０ ０㎡
市民プール 約１７，８００㎡
森 園 フ ァ ミ リ ー ス ポ ー ツ 広 場 約 ４ ，４ ０ ０ ㎡

・ 用途 地域 準工 業地 域
・ 高さ 制限 （航 空法） ４２ ｍ
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２

建設規 模
現庁舎の課 題で ある 分散 化によ る市 民サ ービ スの低 下を 踏ま え、原 則、新 庁舎 に行 政機
能を集 約し、市民 の利 便性の 向上 を図 ること とす るが、大規 模改 修を 終えて 間も ない 中心
市街地 複合ビ ルを 活用 し、 建設規 模の 縮減 に努 める。
また、集約 する 部署に つい ては 、現 基本 計 画で 上下 水道 局、男 女い きい き推 進 課、社会
教育課 などは 集約 しな いこ ととし てい るが 、今後 、中 心市街 地複 合ビ ルなど へ配 置す る部
署や新 庁舎に 配置 する 各諸 室など も含 め、改め て検 討 す る。さら に、市民が 新庁 舎に 求め
る機能 等を把 握し 、整 理す る。
以上のこと を踏 まえ 、新庁 舎の 建設 規模 を 決定 する こと とする 。

３

予定ス ケジ ュー ル
○ 基本計 画見 直し まで のスケ ジュ ール
・市民説明 会、 市民 アンケ ート 調査 の実 施
・基本計画 の見 直し

実施時 期： ～Ｒ４ ．８ 頃

実施 時期 ：～ Ｒ４ ． ９頃

○ 供用開 始の 時期
新たな建設 地の 決定 に伴 い、市 民プ ール の 解体 工事 や代 替施設 整備、環 境 セン ター の建
替えなど周辺関連施設とのスケジュール調整が必要となるため、供用開始は令和９年度
を目指 してき たが 、変 更と なる可 能性 があ る。
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４

その他
新庁舎建設 に伴 い、想 定さ れる 主な検 討課 題は 次の とお り であ る。これら の課 題は 基本
計画の見 直し や、設計 業務に関 連する もの であ り、今 後、そ の方 向性 につい て検 討す るこ
ととする 。

・ 代替施 設整 備や 現庁 舎跡地 の利 用等
市民プー ルの 代替 施設整 備に つい ては、屋 内 プー ルも 含め たプー ル施 設の 在り 方や、
新たに建設 する 環境 センタ ーの 余熱 利用 の 考え 方を 整理 し、有利 な財 源を活 用し 、適切
な時期及び 場所 に整 備する こと を検 討す る 。
また、現 庁舎 の跡地 利用 やこ どもセ ンタ ーの 活用 など新 庁舎 建設 に伴う 公共 施設 等の
適正配置に つい ても 検討す る。

・出張所
市庁舎移転に伴う大村地区及び西大村地 区の出張所機能の在り方など について検討
する。

・新庁舎 への アク セス
新 庁舎へ アク セス する ための 公共 交通 機関 である バス 路線 や、歩 行者、自転 車を 含む
アクセス道 路の 状況 を把 握し、 その 在り 方に ついて 検討 する 。
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