
特定テーマに対する技術提案書
様式第 18号 （1／３）

玖島城址

山並みを想わせる
裾広がりの姿

臼島

上層部をセットバックさせた
ヒューマンスケールな姿
テラスや植栽のバッファを設け
シーハットおおむらへ配慮高さを抑え周囲に

調和した姿

中・遠景からは頂部の議場が
スカイラインを形成する

Ⅰ期工事

現庁舎を運用 新庁舎を運用

P 新庁舎

車寄せ 車寄せ
公用車用
（140台）

来庁者用
（140台）

来庁者用
（220台）

P P新庁舎

Ⅱ期工事現
庁
舎
解
体

窓口
窓口市民協働ゾーン

倉庫
書庫

公用車用駐車場 ロビー

車寄せ倉庫棟 新庁舎棟

新庁舎棟
階数：地上6階、地下なし
構造：RC+S造、免震構造
延床面積：15,900㎡

市長災害対策本部
執務
執務
議会議場

倉庫棟
階数：地上3階
構造：S造
延床面積：1,400㎡歴史的

地区

大村
公園

大村湾

臼島

国
道
34号

線

玖島城址
公園

名所旧跡

職員入口

車出入口
来庁者入口

緑のプロムナード

屋内プールへ

ボートレース
大村へ

公園との
つながり

シーハットおおむら
との連携

シーハットおおむら
との連携

まちとの連携

上階からの
玖島城址公園への眺望

上階傍聴ロビーから
の大村湾への眺望

道路とのバッファー
となる緑地帯

ルーバーごしに
光が差し込む
明るいロビー空間

県産木材を活用した
親しみやすい内装

国道34号の交通に配慮した
駐車場アクセス

イベント時には駐車場と
サクラ広場を一体的に利用

東エントランス

西エントランス

連絡橋の整備窓口がわかりやすい
広々としたエントランス

フレキシビリティと
機能性に配慮した
シンプルな執務空間 水路沿い緑地の一体的整備

桜並木

情報発信拠点となる
屋外ギャラリー

お花見やイベントの
場となるサクラ広場

広場を囲む
石垣マウンド
下部：防災備蓄倉庫

国
道
34
号

緑のプロムナード

窓口

窓口

窓口

執務空間

大屋根ロビー

倉庫棟 新庁舎棟

障がい者用駐車場（5台）
自転車駐輪場（10台）
を入口近くに配置

屋根付き歩廊が来庁者をロビーへ導く 屋外市民
ギャラリー

サクラ
広場来庁者駐車場：220台

公用車駐車場：140台

大村公園

観光センター

車寄せ

メインアクセスルート

Ⅰ期工事 Ⅱ期工事

バス停

A.サクラ広場と屋根付き歩廊

参考イメージ

B.緑のプロムナード C.遊歩道 D.石垣マウンド

現庁舎の機能を継続しながら建替えを可能にする段階計画

わかりやすく機能的な施設構成

ゆるやかな曲線で包まれた新庁舎の姿

豊かな緑につつまれ、シーハットおおむらや大村公園と緑のプロムナードによりつながる新庁舎

配置計画ダイアグラム

玖島城址公園や山並みと呼応する丘のような姿

大村の自然と歴史をつなぐ

歩行動線の整備
A.サクラ広場と屋根付き歩廊：
お祭りなど様々なイベントが催される市民
の憩いの場。災害時は防災広場にもなる。 
B. 緑のプロムナード：シーハットおおむらと
運動公園や大村公園を結ぶ並木道。 
C. 遊歩道：敷地全体に展開する散策路。散
策や休息のできる庭のような歩行者空間。
D. 石垣マウンド：大村の歴史を継承した緑
地帯。防災備蓄倉庫としても利用。

■市民に親しまれる姿
・広がりのある低層部とセットバックした上層部を一体的
に被うことにより、裾広がりのシルエットの印象的な姿を
もつ庁舎がつくられる。ゆるやかな曲線を持つシルエット
は低層部では屋根により、上層部では環境ルーバーにより
形成される。

・裾が広がった形態は玖島城址公園の緑の丘や臼島の小山
に呼応し、丘のような姿をもつ新庁舎となる。大村市固有
の姿を持つ新庁舎は見る人それぞれのイメージを喚起し、
市民が愛着を感じ、長く親しまれる庁舎に育っていくであ
ろう。

■歩行動線の整備　まちとの連携
・新庁舎を通り抜け周辺の施設へとつながる、新しい歩行
者動線のネットワーク化を図り、開放的で市民に開かれ
た庁舎を実現する。特にシーハットおおむらと新庁舎を
つなぐ軸を緑のプロムナードとして整備し、この施設と
の緊密な連携を図る。

・地域の活性化や市内の観光を視野に入れ、この歩行者動
線は古い屋敷構えが残る歴史地区や名所旧跡などをつな
ぐまちの回遊ルートに連携させる。

■緑豊かな公園庁舎
・国道沿いに設けたサクラ広場は来庁者を迎える玄関口とし
て整備し、休憩パビリオンを兼ねた市民ギャラリーを計画
する。ここから水路に沿って屋根付き歩廊を設け、庁舎へ
の豊かなアプローチ空間を新たに創る。歩廊は駐車場の利
用者にも快適な水辺の遊歩道を提供する。

・裾広がり状にセットバックした形により歩行者への圧迫感
を軽減し、穏やかな佇まいの庁舎はヒューマンスケールで
市民を迎え入れる。

・道路あるいは川沿いの並木や駐車場の中の立木によって、
新庁舎周りに緑豊かな外空間を作り、運動公園や大村公園
と連続した緑の中の公園庁舎を実現する。

■明快な全体構成　機能的庁舎
・1,2 階の低層部は充分な広がりをとって市民利用の多い窓
口を置き、吹抜けによって 2 つの階を結ぶ。3 階から 5 階
は執務空間主体のフロアーとし、最上階に議会関係諸室を
配置する。この明快な層構成により、わかりやすく機能的
な庁舎を実現する。

■合理的な配置計画

『印象的なシルエットを持つ公園庁舎』　  テーマ⑴   「大村市新庁舎建設基本計画」に基づく新庁舎を実現するための基本的な設計の考え方



特定テーマに対する技術提案書
様式第 18号 （2／３）

議場
傍聴
ロビー

議長・副議長 委員会室

議員控室

議会
図書室 議会

会議室

執務

執務休憩 更衣 会議 会議

執務

執務

特有

特有

職員組合 執務休憩 更衣

会議室

相談

執務

市長・副市長

特別会議室 秘書課

情報機器 会議室休憩

休憩

更衣 機械

機械

機械

相
談 窓口

階段

こどもセンター多目的室
機械室

会議室

会議室

休憩

授乳

機械

更衣電気室

ラウンジ

待合・キッズコーナー

防災
機器

相談室・相談ブース食堂

休憩

宿直

中央
監視

会計
課

A
T
M

情報
発信

機械室

機械室

機械室

更衣室

待合

出納・税務窓口
待合

展示コーナー
カフェ

大屋根ロビー

待合

案内

案内
市民課窓口国保けんこう窓口

待合

福祉保健窓口

議会
事務局

機械室
議場

執務

執務休憩 更衣 会議 会議

執務

執務

特有

特有

職員組合 執務休憩 更衣

会議室

相談

執務

市長・副市長防災
機器

特別会議室 秘書課

情報機器 会議室休憩

休憩

更衣

相
談 窓口

こどもセンター多目的室
機械室

会議室

会議室

休憩

更衣電気室

ラウンジ

待合・キッズコーナー

相談室・相談ブース食堂

休憩

宿直

中央
監視

会計
課

A
T
M

情報
発信

機械室

機械室

機械室

更衣室

待合

出納・税務窓口
待合

展示コーナー
カフェ

待合

案内

案内
市民課窓口国保けんこう窓口

待合

福祉保健窓口

傍聴
ロビー

議長・副議長議会
事務局 委員会室

議員控室

機械室議会
図書室 議会

会議室

機械

機械

機械

機械

授乳

大屋根ロビー

大屋根ロビー上部
階段

6階  議会関連諸室  ：議場・議長室・委員会室・議員控室・議会事務局

5階  執務  ：都市整備部・産業振興部・農業委員会事務局

4階  執務  ：財務部・教育委員会・選管委事務局・監査委員会事務局

3階  執務（災害対策本部）  ：市長関連諸室・企画政策部・総務部

2階  窓口  ：こども未来部・市民環境部、こどもセンター、会議室

1階  窓口  ：市民課・出納課・税務課・福祉保健部・会計課、食堂

緑のあるテラス

眺めがよく快適な休憩室・ラウンジ

地産木材を使用した内装の議場

１,２階の窓口部門が見渡せ、吹抜けを通してつながる大屋根ロビー

階段から見下ろす　木ルーバーを通した優しい光に包まれるロビー

駐車場と一体利用でき、花見やイベントなど市民の集いの場となるサクラ広場親しみやすい木に包まれたロビー

わかりやすい窓口サイン

イベントでにぎわう大屋根ロビー

玖島城址公園の緑に開いたカフェ平面ダイアグラム

執務

カウンターを長く確保したレイアウトも対応可能

南側にカウンターを配置し、玖島城址公園に開け
た待合いラウンジを設ける

多様なレイアウトに対応する対角コア

執務

執務

執務

吹抜に階段を設け上
下の執務空間の連携
を強めることも可能

玖島城址公園への眺め

大村湾の眺望を楽しめる
傍聴ロビー

緑のテラス越しに大村湾
の眺望に開かれた休憩室

休憩室、更衣・ロッカー
室を各階に分散配置

組織変更に柔軟に対応で
きる、まとまりのあるオ
ープンな執務空間

情報機器室は管理部署と
災害対策本部に近接配置

相談業務の少ない企画・
管理部署は間仕切で構成

エコボイドにつながる大
屋根ロビー上部吹抜

執務空間はフリーアクセ
スフロア

執務空間への職員専用入
口はICカード等で管理

大村湾・臼島への眺望

ユニバーサルデザインに
配慮した傍聴席

議会エリアへの来訪者を
迎える配置の議会事務局

奥行の浅い執務空間には
独立性の高い部署を配置

緑のあるテラス

多目的利用にも配慮した
市民に開かれた議場

可動間仕切で各派構成の変
化に対応できる議員控室

関連性の高い部署を近接し
て配置し、市民サービスと
業務効率の向上を図る

特有諸室は移設可能な間仕
切で構成し柔軟性を高める

シーハットおおむらとのバ
ッファとして上層をセット
バックし緑のテラスを配置

市長への来客管理がしやす
い配置の待合と応接室

大屋根ロビーやテラスに面
した市長室

災害対応の迅速化と庁内連
携を考慮し、市長諸室、防
災部署、災害対策本部とな
る特別会議室を３階に集約

対角に配置したコア

利便性を考慮し、会議室は
各階に一定数を分散配置

眺めのよい待合いラウンジ
や打合せコーナー

南東と南西のコーナーに
配置したエコボイド

議会エリアの中央にはオー
プンな設えの議会図書室

可動間仕切で柔軟な運用が
可能な会議室・委員会室

多目的室は会議室群と連
携した催しにも対応可能

こども未来部とこどもセ
ンターは、連携性を考慮
して２階にまとめて配置

相談室と相談ブース

市民の利用も可能な食堂

職員入口に面する宿直室
で夜間受付に対応

開庁時間外の議会傍聴や
時間外利用には西側コア
のみで対応可能

西エントランス

職員入口

東エントランス

２階の会議室では休日・
夜間に市民協働プロジェ
クトの円滑な遂行が可能

トイレ、物置、給湯等サ
ポート諸室を適切に配置

万一の浸水に備え主要設
備機器は２階以上に設置

すだれルーバーで制御され
た自然光により快適な環境

より高いプライバシ
ーが必要な窓口はシ
ーハット側に配置

1, 2階の窓口に沿った
セキュリティ区画に
より休日開庁や市民
協働イベントに対応

ゆとりのある大屋根
ロビーにはカフェや
展示コーナーを配置

市民利用の多い窓口を１
階に集約し、将来のワン
ストップ窓口化にも対応

入口近くの総合案内

わかりやすい案内・
窓口サイン計画

見渡しのよい大屋根
ロビーに沿ったわか
りやすい窓口配置

吹抜けで一体感のあ
る明るくわかりやす
い大屋根ロビー

キッズコーナー・授
乳室を適切に配置

緑のあるテラス

『市民に親しまれる開かれた庁舎』                テーマ⑵   「市民サービスの向上につながる庁舎」の実現に向けた設計の考え方

■開かれた庁舎　わかりやすい構成
・1,2 階に市民利用の多い窓口をまとめて配置し、見通しの
良いカウンター配置とわかりやすいサインにより、利用し
やすい庁舎をつくる。

・エントランスに続く大屋根ロビーは低層部の芯となる空間
であり、屋根の形を反映した吹抜けを通し 1,2 階を一体的
につなぐ。

・回遊性のある共用スペースには情報コーナー、カフェ、展
示コーナー、食堂、ラウンジなど市民が自由に利用できる
スペースを各所に配置する。

・部分的な開庁やイベントの開催に対応できるよう、低層部
のカウンターに沿って管理区画を計画する。

■執務空間のフレキシビリティ　　眺望を活かした配置
・上層部ではエレベーターや階段などのコアを平面の両端
に、対角状に配置し、まとまった執務空間を確保する。こ
れにより部局の変更や再編に柔軟に対応する使いやすい執
務環境を実現する。

・東西をつなぐ共用の動線に沿って南北に奥行の異なる執務
空間を計画する。対角状のコアは執務空間の多様な配置を
可能にする。

・大村湾、多良山系、玖島城
址公園への眺望を市民が楽し
みながら休憩できる待合いラ
ウンジや傍聴ロビーなどを各
所に計画する。



特定テーマに対する技術提案書
様式第 18号 （3／３）

天井内
レターンチャンバー

OA

RA

SA
執務室

顕熱処理
コイル

潜熱処理
コイル

シーリングファン等を設置
夏：柔らかな気流による清涼感
冬：温度差をなくし省エネルギー

執務室は長スパンにより
フレキシビリティーを高める

柱梁をRCラーメン構造とする
ことにより、平面計画の自由度
を高め、かつ仕上げの簡易化
が可能

ハイブリッドRC構造により
RC造の耐火性、堅牢性
S造の軽量、長スパン
少仮設を実現

地下のない計画とし掘削
深さ・範囲を最小限とする

RC造
S造
免震装置

構造の軽量化による
免震装置の合理化

基礎免震により庁舎の
安全性・継続性を確保

大屋根ロビーは
S造で軽量化を図り
開放的な設えとする

光 ・ルーバースクリーンによる日射制御と昼光利用
 ・太陽光発電　　　・ソーラーチムニー効果による温度差換気
風 ・卓越風を考慮した自然換気の最大限活用

光 ・ルーバースクリーンによる日射制御と昼光利用
 ・太陽光発電　　　・ソーラーチムニー効果による温度差換気
風 ・卓越風を考慮した自然換気の最大限活用

緑 ・植栽による地表面の輻射熱抑制
 ・植栽帯での蒸発冷却と空気浄化による新鮮な涼風の取り込み
水 ・災害時及び節水に配慮した雨水等の積極的利用

土 ・安定した地中熱とヒートポンプを組み合わせた高効率システム
 ・免震ピットにて地中熱を利用し外気負荷を削減

クール＆ヒートピット
地中熱利用により外気を予冷予熱
外気負荷の削減

ロビー空間の居住域空調
地中熱利用による床輻射冷暖房
の導入も検討する

緊急用汚水槽（サクラ広場）
災害時 下水道が復旧するまでの
 一次汚水貯留として活用

雨水貯留槽
平常時 トイレ洗浄水、散水に活用
災害時 トイレ洗浄水に活用

屋根付き歩廊
平常時 庁舎へのアクセス歩廊
災害時 炊き出しエリアなどに活用

電力供給の二重化
平常時 電力更新時の建物機能維持
災害時 商用電源、非常用、太陽光発電設備、
 外部電源車の接続など

基礎免震構造
災害時 基礎免震による建物損傷の回避
 什器等の転倒による二次災害回避

太陽光発電設備
平常時 一般電力として活用
災害時 電力復旧までの動力源

主要設備機器の上階設置
平常時 面積縮減のため屋上設置
災害時 浸水時のノンダウン化

エコボイド・換気窓
平常時 中間期の自然換気
災害時 温熱・空気・光環境の保持

オイルタンク
（油中ポンプ付
浸水対応）

緑 ・植栽による地表面の輻射熱抑制
 ・植栽帯での蒸発冷却と空気浄化による新鮮な涼風の取り込み
水 ・災害時及び節水に配慮した雨水等の積極的利用

土 ・安定した地中熱とヒートポンプを組み合わせた
　　  高効率システムの導入を検討
　 ・免震ピットにて地中熱を利用し外気負荷を削減

太陽光発電
雨水利用

太陽光発電
雨水利用

床吹出しによる
居住域空調

大村湾への眺望
議場

議会関連諸室

非常用発電設備

傍聴ロビー

執務

執務

市長関連諸室：災害対策本部となる

窓口多目的室・会議室：市民協働ゾーン

樹木による
蒸散作用

透水性舗装窓口
大屋根ロビー

庇・すだれルーバーによる
日射制御と自然採光

すだれルーバーを
通して風を取込む自然換気

屋根・外壁の高断熱化による
熱負荷低減

駐車場から繫がる
屋根付き歩廊

酷暑対策として
ドライミスト設置も検討

卓越風のパッシブ利用による
自然換気方式
大屋根に沿った風による誘引効果で
内部の換気が促される

サクラ広場へ

車寄せ
冬の熱移動夏の熱移動

来庁者駐車場公用車駐車場

明るくわかりやすい
ロビー空間

免震ピット

光 土
風 水緑

光 土
風 水緑

気候・風土に合った
再生可能エネルギー
を取り込む工夫

県産材不燃木ルーバーを通した優しい光に
満ちた明るくわかりやすい大屋根ロビー
県産材不燃木ルーバーを通した優しい光に
満ちた明るくわかりやすい大屋根ロビー

大屋根とすだれルーバーによる
穏やかな裾広がりの親しみやすい姿

玖島城・大村湾・歴史地区への
眺望を開かれた執務空間

卓越風に対応した裾広がりの形態が
自然な風の流れを生み、自然換気を促す

すだれルーバーによって
直射日光を制御しながら
安定した光熱環境を創り出す

高さを抑えた
ヒューマンスケールの低層部

スカイライト

周囲の緑に開かれた
快適な大屋根ロビー

大屋根

すだれルーバー

市庁舎へ

来庁者駐車場 サクラ広場

下水道へ

国道34号線

屋外市民ギャラリー

炊き出しエリア
などに活用

かまどベンチ

災害時情報の
掲示にも利用

マンホールトイレ＋手押しポンプ
排水に井戸水の利用も検討

防災備蓄倉庫

経過

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
確
保

初動期 展開期 安定期 復旧期

災害
発生時

便所
洗浄水

発生後～3日程度災害発生直後

非常用発電機（3日分）+太陽光発電

水源確保（7日分）：受水槽、給水本管正常時は直圧給水

水源確保（7日分）：受水槽、雨水槽

給水車

給水車

復旧

復旧

汚水搬出緊急用汚水槽（15日分）

重要エリアのみ継続運転（非常用発電機）+自然換気

電源車等による供給電源

飲用水

汚水排水

空調

3日～1週間 1～2週間 2週間～3ヶ月

遮断

施策の分類例

費用 効果 施策
低 高 日射制御、自然採光、緑化、断熱、自然換気　

高効率機器
クール＆ヒートピット
雨水利用・LED・照明制御
太陽光発電、地中熱ヒートポンプ高 中

庁舎のライフサイクルコスト

建設関連費
維持管理費

企画 ・ 設計費 （2%） 

建設費 （27%） 

保全費 （21%） 
施設改修費（25%） 

光熱水費 （23%）
[ エネルギー ]

解体費 （2%） 

柱・大梁：鉄筋コンクリート デッキプレート＋床コンクリート

小梁：鉄骨

・スラブ下型枠支保工が不要
・小梁型枠不要
・支保工が少なく安全な作業空間
・型枠の合理化による廃材の削減

すだれルーバーのイメージ

立面イメージ 断面イメージ

防災広場としてのサクラ広場

構造ダイアグラム

被災時におけるライフライン維持の考え方

モニター表示のイメージ

湿度の安定を図る空調システム（顕熱潜熱分離空調）

ハイブリッド RC工法

『環境性・安全性・経済性を総合的に実現する庁舎』
テーマ⑷　「市民の安全・安心を支える庁舎」の実現に向けた設計の考え方

テーマ⑸　「経済性を考慮した庁舎」の実現に向けた設計の考え方

■パッシブ型の環境庁舎・環境装置としてのすだれルーバー
・地域特性を踏まえ、気候風土に合った再生可能エネルギー
を活用して、パッシブ型の環境庁舎を計画する。
・大屋根の裾広がりの曲面は上層部では “すだれ” のような
環境的なルーバーに連続してい
く。このすだれルーバーにより、
直射日光を制御しながら通風と
眺望を確保し、穏やかな自然光
と風を取り込んで、快適で安定
した内部環境を生み出す。
・ルーバー開口部のバルコニーやシーハットおおむらと向き
合うテラスには植栽帯を設け、立面でも緑豊かな環境庁舎
を実現する。

・中間期には南東からの卓越風を利用し、自然換気を促進し
て空調期間を短縮する。免震ピットをクールトレンチとし
て活用し、外気負荷を低減して省エネルギーを図る。

■電力需要の把握による消費電力の低減
・各種センサーや入退室管理と連動し、空調や照明を制御す
ることにより、無駄な電力消費を極力少なくする。

・個別空調、個別換気システムの採用により、場所に応じた
制御が可能になり、より消費エネルギーが削減される。

■執務空間の省エネ空調システム
・外気負荷と室内負荷を異なるコイルで処理し、冷却・再熱
エネルギーが不要となる空調システムを採用することによ
り、省エネと同時に快適な温湿度環境を創出する。

■防災拠点となる安全庁舎
・災害時にシーハットおおむらと連携して防災拠点の役割
を担うとともに、機能継続（BCP) が確保できる安全性の
高い庁舎を実現する。

・庁舎が災害時の拠点となることを想定し、経済性に充分
配慮したうえで、まず免震構造の採用を検討する。

・災害時の迅速な活動と庁内の連携を考慮し、災害対策本
部となる会議室は市長室とともに中間階に配置する。

■合理的な計画　性能の確保
・地下階を設けない構成、長スパンによる免震装置の減数、
コンパクトな形態などにより、経済性と性能のバランスに
配慮しながら、質の高い庁舎を実現する。

・ハイブリッド RC 構造によって、通常の RC 造に比べ建物
の全重量を 20％程度軽量化し、基礎及び杭、免震装置のコ
スト削減を図る。

・基礎工事で発生した残土は既存庁舎解体後の整地や広場の
マウンドの築造に利用する。

・躯体や外装等をシステム化、プレファブ化することにより、
性能を確保しながら適切にコストをコントロールする。

■ハイブリッド RC構造の採用
・メインフレームを RC 造（耐火性、堅牢性）とし、小梁を
S 造（軽量、長スパン、少仮設）とするハイブリッド RC 構
造により、それぞれの利点を併せ持つ構造方式を採用する。

テーマ⑶　「人や環境にやさしい庁舎」の実現に向けた設計の考え方

■誰もが使いやすいユニバーサルデザインの庁舎
・市庁舎が子供からお年寄り、健常者や障がい者まで幅広く
利用される施設であることから、誰もが使いやすく、親し
みを感じられるデザインに配慮する。

■環境に配慮した技術の見える化
・環境庁舎の状況を広く市民に理解し
てもらうために、様々な環境計画が
どのように作動しているかをモニ
ターやパネルを使用して表示する。

■高い環境性能・経済性の考慮
・様々な環境施策を総合的に検討し、費用対効果を的確に判
断しながら、標準的な庁舎と比較して、一次エネルギー消
費量を約 50％削減して高い環境性能を目指す。

・万一の洪水に備え、機械室を地下に設けない計画によ
り、機能継続性を確保する。

・サクラ広場が防災広場として使えるよう、かまどベン
チ、マンホールトイレ、井戸、さらにマウンド下を利用
して防災備蓄倉庫を整備する。

・現場作業を大幅にプレファブ化することにより、工期短縮
を図り、現在の職人不足問題に対応する。

■長寿命化
・汚れにくくメンテナンスの容易な材料や、耐塩害仕様の設
備機器などを採用し、長寿命化を図る。

・維持管理や更新に配慮した平面計画、設備計画を行う。

■ライフサイクル（LCC）を考慮した経済性
・LCC の縮減には約 7 割を占める維持管理費の中で、エネ
ルギーと保全コストを縮減することが重要である。そのた
め、日射制御や自然採光、緑化、建物の高断熱化など、費
用対効果を考慮して施策を選択するなど、様々な観点から
戦略的な LCC のマネージメントを行う。

・経済合理性をふまえた長寿命化や維持管理費の抑制によ
り、LCC の縮減を目指す。
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