
 

2分で読める!! アセット通信 アセット通信 

2017年 3月 

第 2号 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 
 

   ハッピーこまちゃんと 

 

発行 八潮市役所 

アセットマネジメント推進課 

℡：996-2111(内：470) 

 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 

３分で読める!! アセット通信 アセット通信 

平成 30 年 6 月 

特 別 号 

 

ご存じですか？ 市役所が生まれかわります！ 

約５０年前に建てられた現在の市役所は、傷みが目立つようになってきました。建物の強

さを調べたところ、大地震の時に倒れたり、壊れてしまう危険が高いことが分かりました。 

熊本地震など過去の大地震では、現地の市役所が壊れてしまい、災害への対応が遅れたこ

とが、ニュースで取り上げられました。 

市では、このようなことにならないように、市役所の建物を「建替えにより耐震化する」

こととし、現在建替えに向けた取組を進めています。（※） 

このたび、「市役所はどんな建物になるのか？」基本的な内容がまとまりましたので、みな

さんにご紹介するための市民説明会を開催します。 

◎事前申込は不要です。     ◎所要時間は、おおむね１時間です。 

◎４会場とも同じ内容ですので、ご都合の良い会場をご利用ください。 

市 民 説 明 会 の 日 程 

八條公民館 会議室 1 平成 30 年 6 月 21 日（木） 開会 19：00～ 

八潮メセナ 会議室 1・2 平成 30 年 6 月 24 日（日） 開会 14：00～ 

八幡公民館 視聴覚室 平成 30 年 6 月 26 日（火） 開会 19：00～ 

ゆまにて 会議室兼研修室 平成 30 年 6 月 27 日（水） 開会 19：00～ 

 

生まれかわる市役所について、一緒に考えてみませんか？ 

 

 

 誰もが安心して利用

で き る 市 役 所 に 

し て ほ し い な ぁ ！ 

（※） 

現在の取組状況は、 

市のホームページで 

も確認いただけます。 

 

次号は、通常のコラムに戻って、第６号の続きをお伝

えします。 
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2 分で読める!! アセット通信 アセット通信 

2017 年 3 月 

第 2 号 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 
 

 

  

 

ハッピーこまちゃんと 

 

発行 八潮市役所 

アセットマネジメント推進課 

℡：996-2111(内：470) 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 

３分で読める!! アセット通信 アセット通信 

2018 年１２ 月 

特 別 号 
新しい市役所の計画が見えてきました！ 

市では、市役所建替えの準備を進めています。平成３０年６月には、新しい市役所の基本構想につい

て説明会を開催し、多くの方々からご意見をいただきました。 

今回、基本計画の素案ができあがったため、市民の皆様を対象に意見募集と市民説明会を行います。 

前回の説明会に参加された方も、初めて参加される方も、皆様お誘いあわせのうえ、お越しください。 

◎事前申込は不要です。     ◎所要時間は、おおむね１時間です。 

◎５会場とも同じ内容ですので、ご都合の良い会場をご利用ください。 

市 民 説 明 会 を 開 催 し ま す 

八條公民館 会議室 1・２ 平成 31 年 1 月 22 日（火） 開会 19：00～ 

八幡公民館 視聴覚室 平成 31 年 1 月 23 日（水） 開会 19：00～ 

ゆまにて 会議室兼研修室 平成 31 年 1 月 24 日（木） 開会 19：00～ 

八潮メセナ・アネックス 

 多目的ホール B 
平成 31 年 1 月 25 日（金） 開会 19：00～ 

八潮メセナ 会議室 1・2 平成 31 年 1 月 26 日（土） 開会 14：00～ 

 

 

次号は、通常のコラムに戻って、 

第７号の続きをお伝えします。 

  過去コラムの QR コードはこちら⇒ 

 八潮市庁舎建設基本計画(素案)の意見募集をします  

基本計画(素案)の閲覧：市の公共施設、市ホームページなど 

募集期間：平成 31 年 1 月 18 日（金）～2 月 18 日（月）〔予定〕 

対象者：市内在住、在学、在勤の方など 

詳しくは、説明会または市ホームページでご確認ください。 

 

みんなが 

利用しやすい 

市役所になると 

いいなぁ♪ 

建物の規模や、あると便利な機能等をまとめたものです。 

基本計画を踏まえ、来年度から設計図を作成していきます。 

基本計画とは？ 
前回の説明会（平成 30 年 6 月） 
の様子。〔八潮メセナ会場〕 
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◎事前申込は不要です。 

◎入退場自由 

2分で読める!! アセット通信 アセット通信 

2017 年 3 月 

第 2 号 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッピーこまちゃんと 

発行 八潮市役所 

アセットマネジメント推進課 

℡：996-2111(内：470) 

 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 

３分で読める!! アセット通信 
アセット通信 

2019 年 5 月 

特別号 

新庁舎に関するアイデアを聞きに行こう！ 

 過去コラムの QR コードはこちら⇒ 

次号は通常のコラムに戻って、「公共施設を見直す

方法②～複合・集約化～」についてお話します。 

 

 

Ｑ、選定委員会ってなに？ 

                    

新しい市役所がどんな形になるのか、イメージがわいてきそう！ 

一緒に考えるために、いろんな業者の提案を聞いてみましょう 

第２回設計者選定委員会 ２次審査 

（公開によるプレゼンテーション） 

Ｑ、プレゼンテーションに対して質問はできるの？                  

 

八潮メセナ 集会室 

9：30～15：30（予定） 

※14:40まで入場可 

※適宜休憩を挟みます 

◎ 事前申し込みは不要です 

◎ 入退場自由 

 

 

Ｑ、八潮市庁舎建設基本計画って？ 

                    

 

 

６月３０日(日) 

 

※基本計画は、市ホームページからも確認できます。 

 

 

築〇〇年 

令和元年（２０１９年） 

質問ができるのは、選定委員会の委員さん

だけなんだ。でも、いろんな業者の考えを

直に聞くことができるから、どんな市役所

になるのかイメージしやすくなるね。 

市民説明会やワークショップ、審議会な

ど、みなさんに意見や協力をいただいて

作った計画で、この計画に基づいて設計

の作業を進めていくよ。 

基本計画では、2019～2020年にかけ

て新庁舎の設計図を作り、2021年から

工事を始めることを目標にしているよ。

設計図は市民のみなさんからも意見を

もらいながら、作っていくよ。 

 

 市では、市役所建替えの準備を進めています。昨年度は、新庁舎に必要となる機能

や規模などを示した八潮市庁舎建設基本計画を策定しました。 

今年度から、２か年にわたる設計業務が始まります。今回、設計業務をお手伝いい

ただく設計者を選ぶため、選定委員会を開催します。選定委員会では、参加業者によ

るプレゼンテーション（提案説明）が行われ、『未来の市役所』に関するアイデアが提案

されます。 

当日はどなたでもご覧いただくことができますので、ぜひ会場にお越しください！ 

Ｑ、誰でも見に行っていいの？ 

                    

 

プレゼンテーションは誰でも見ることがで

きるよ。でも、選定委員会の審査の様子に

ついては、見ることができないので、後日

ホームページに選定結果を公表するよ。 

～新庁舎を設計する業者を選ぶためのプレゼンテーションを公開で実施します～ 

『八潮市新庁舎建設工事設計者選定委員

会』のことで、新しい庁舎の設計図の作成

をお手伝いしてもらう設計者を選ぶための

委員会だよ。 

『うちの会社だったらこんな風に新庁舎を

設計します！』と、複数の業者からいろんな

方法やアイデアに関するプレゼンテーショ

ンがあり、選定委員会の審査の結果、一番評

価の良かった業者に、設計図作成のお手伝

いをお願いするよ。 

プレゼンテーションのイメージ 
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2分で読める!! アセット通信 アセット通信 

2017 年 3 月 

第 2 号 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッピーこまちゃんと 

発行 八潮市役所 

アセットマネジメント推進課 

℡：996-2111(内：470) 

 

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!! 

３分で読める!! アセット通信 
アセット通信 

2020 年 3 月 

特別号 
新庁舎の設計図（素案）ができました！ 

 
過去コラムの QR コードはこちら⇒ 

次号は通常のコラムに戻って、公共施設マネジメント

の現在の取組について、お話します。 

新しい市役所と、保健センターがどのように作られるのか見ることができるよ♪ 

中央公園の計画もあるので、一度見てみて、ご意見をお寄せください。 

市では、市役所建替えの準備を進めています。令和元年１２月から１月にかけては、新庁舎の市民

協働スペースの活用方法などを話し合う市民ワークショップを行いました。 

今回、新庁舎を建てるための図面となる、基本設計の素案ができあがったため、市民の皆様を対象

にパブリックコメント（意見募集）を行います。 

ハッピーこまちゃんの LINEスタンプ販売中！ 

 

 

※北側からのイメージ  

（現時点でのイメージであり、実施設計に向けて変更の可能性があります） 

 

 

八潮市新庁舎建設基本設計（素案）意見募集（パブリックコメント） 

募集期間：令和２年４月１０日（金）から ５月１１日（月）まで 

対 象 者：市内在住、在学、在勤の方 

◎基本設計の素案は、市役所(８４０情報コーナー)や市ホームページで見ることができます。 

◎また、アセットマネジメント推進課で貸し出しを行います。 

●意見の公表 

提出された意見などは、市の考え方を付して、内容

を公表します（住所・氏名は公表しません）。類似の意

見はまとめて公表することがあります。なお、意見に

対する個別回答はしませんので、ご了承ください。 

●意見の出し方 

「八潮市新庁舎建設基本設計（素案）に対する意見」と明記 

（メールの場合は件名に）し、住所、氏名を記入のうえ、 

窓口、郵送、ファクスまたは電子メール（chosha-

seibi@city.yashio.lg.jp）でアセットマネジメント推進課へ 

 

※素案に関する公共施設での閲覧や市民説明会の実施方法等については、新型コロナウイルス感染拡大防止を 

 

新庁舎・保健センター 

八潮メセナ 

八潮中央公園 

考慮したうえで決定します。決定次第、市ホームページや８４０メール等でお知らせいたします。 
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３分で読める!! アセット通信

３分で読める!! アセット通信

ハッピーこまちゃんと

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!!

市では、市役所建替えの準備を進めています。

今回、新庁舎を建てるための図面となる、基本設計の素案ができあがったため、市民の皆様を対象に
市民説明会を開催します。

八潮中央公園

八潮メセナ

新庁舎・保健センター

新庁舎のイメージ（北側から）

市 民 説 明 会 の 日 程
会   場 日   時 定 員 

八幡公民館 視聴覚室 令和 ２年 ６月 ３０日（火）  午後７時 ２０人 

八條公民館 会議室 1 令和 ２年 ７月  １日（水）  午後７時 ２０人 

ゆまにて 会議室兼研修室 令和 ２年 ７月  ２日（木）  午後７時 ２０人 

八潮メセナアネックス 多目的ホールＣ 令和 ２年 ７月  ３日（金）  午後７時 ２０人 

やしお生涯楽習館 多目的ホール 
令和 ２年 ７月  ４日（土）  午後２時 ５０人 

令和 ２年 ７月  ５日（日）   午前１０時３０分 ５０人 

 
◎新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各回の人数を制限するため事前予約制（先着順）

とします。６月29日（月）までに電話またはメール（番号・アドレスは右下にあります）で

お申し込みください。

※先着順のため、予約で定員に達した場合は、別の会場をご案内することがあります。

◎所要時間は、おおむね１時間です。

◎各回とも同じ内容ですので、事前にご予約のうえ、会場をご利用ください。

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)

次号は、通常のコラムに戻って、第10号

の続きをお伝えします。

過去コラムのQRコードはこちら⇒

ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！

（現時点でのイメージであり、実施設計に向けて変更の可能性があります）

前号でお知らせした

新庁舎基本設計（素案）の意見募集（パブリックコメント）の期間を延長しています！

募集期間を５月１１日（月）までとしていましたが、７月10日（金）まで延長しました。
引き続き、ご意見をお待ちしています！（意見の提出方法などは変更ありません。）

E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和２年６月

特 別 号

３分で読める!! アセット通信

新庁舎の設計図（素案）を見てみよう！
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３分で読める!! アセット通信

３分で読める!! アセット通信

ハッピーこまちゃんと

やしおの公共施設についてみんなで考えてみよう!!

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)

次号は、通常のコラムに戻って、第10号の

続きをお伝えします。

過去コラムのQRコードはこちら⇒

ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！ E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和２年10月

特 別 号

３分で読める!! アセット通信

八潮市新庁舎建設基本設計ができました！

仮設駐車場

別館解体

市役所
八潮メセナ

中央公園

市では、市役所建替えの準備を進めています。今回、パブリックコメント（意見募集）や市民説明

会などでいただいたご意見を踏まえて、新庁舎の建物の配置や構造、各階の基本的なレイアウト

などを取りまとめた、八潮市新庁舎建設基本設計を策定しました。

新庁舎のイメージ（北側から）

八潮中央公園

八潮メセナ

新庁舎・保健センター

周辺のバス停を集約し、

敷地内にバスロータリーを設置

新庁舎、八潮中央公園、八潮メセナを

連携させ、人が集まりにぎわう空間を

目指します。

・現庁舎を利用しながら現敷地内で新庁舎を建設

・大地震による倒壊や損傷を防ぐ免震構造の４階建て

・新庁舎に保健センター（休日診療所含む）を合築

・新庁舎と八潮メセナの間の道路を歩行者専用道路にします

令和２年１１月から新庁舎建設に向けた準備の工事を

開始します。

・八潮中央公園北側に新庁舎建設中の来庁される方のための

仮設駐車場を整備します。

・別館の解体工事を開始します。

※工事期間中は工事個所に仮囲いを設置し、安全を確保して作業を行います。

作業による音の発生や工事個所周辺の駐車場の一部が利用できなくなる

など、近隣及び来庁者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

基本設計の概要は、市HPにも載っています。今後は、実際に使う壁や床

の仕上がり、機械設備などを決めていく実施設計を行った後、令和

３年度から建設工事を行い、令和６年１月にオープン予定です。

市HP

※今後、実施設計において変更の可能性があります

新庁舎

建設

予定地
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３分で読める!! アセット通信

新しい庁舎の工事が始まるみたいだよ。どんな庁舎になるのかな？

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)
過去コラムのQRコードはこちら⇒ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！

E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和３年８月

特 別 号

３分で読める!! アセット通信

災害に強い新庁舎へ①

ハッピーこまちゃん

ところで、建物を建てる費用はどのくらいなんだろう？

次回のアセット通信で聞いてみるね。

【完成予想図】

新庁舎の設計が終わりました！

10月から工事を始めます！

〔総合計面積：15,055.55㎡〕

災害に強く、とても丈夫

で誰もが安心して使える、

便利な庁舎になるんだね。

手続が早く済みそうで、

助かるね♪

【今の庁舎】

・老朽化
・耐震性不足
・災害に弱い

【新しい庁舎】

・誰もが使いやすい
・頑丈で安全
・災害に強い

【今の庁舎】

・車いすでの移動が不便
・立って待つことがある
・ひとつの施設で手続き
が終わらない

※多目的室・食堂・売店・ｷｯｽﾞｺｰﾅｰなど
【新しい庁舎】

・誰もが移動しやすい
・ゆったり座って待てる
・保健センターの合築で
ひとつの施設で手続き
を終えられる

〔１階 待合ロビー〕

建
替
え

庁舎部分 12,440.78㎡

保健センター部分 1,493.46㎡

市民活動スペース等※ 1,121.31㎡
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1

３分で読める!! アセット通信

頑丈で災害に強く、誰もが安心して使える便利な新しい庁舎。

建てるためには、いくらかかるのか聞いてみたよ。

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)過去コラムのQRコードはこちら⇒
ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！

E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和３年８月

特 別 号

３分で読める!! アセット通信

災害に強い新庁舎へ！②

ハッピーこまちゃん

新しい庁舎を建てるためには、いくらかかるの？

建設工事は建築工事・電気設備工事・機械設備工事の３つに分けて発注して

います。工事費の総額と工事区分ごとの内訳は以下のとおりです。

新庁舎建設工事を契約しました。

新庁舎建設工事費　合計額 77億1,320万円

建築工事・南側外構工事 55億6,380万円

電気設備工事 9億8,450万円

機械設備工事 11億6,490万円

内

訳

【計画・設計・契約の各段階における庁舎建設費（南側外構の整備費は含まない）の推移】

次号からは新庁舎の工事の様子をお知らせします。

早く新しい庁舎ができるといいね。

※令和４年度末までの積立目標額

基本計画策定時
（平成31年３月）

実施設計終了時
（令和３年６月）

建設工事契約時
（令和３年８月）

10月から工事用の
仮囲いを始めます。

工事費は次の資金で賄う予定です。

国等の補助金など 約3.2億円

庁舎整備基金※ 約28億円

その他(借り入れなど) 約46億円

内

訳

整備費 82.5億円

平米単価 55万円

整備費 85.4億円

平米単価 56.6万円

整備費 74.95億円

平米単価 49.8万円

（税込） （税込） （税込）

２Ｆ
市民活動
スペース

【完成予想図】 【完成予想図】

市役所１階
ロビーで
模型をご覧
いただけます
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建設

建築

↓次回使おう

３分で読める!! アセット通信

今回のアセット通信は、「庁舎シリーズ」として新しい庁舎に

ついて解説していきます♪

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)過去コラムのQRコードはこちら⇒
ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！ E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和３年12月

庁舎シリーズ１号

３分で読める!! アセット通信

新庁舎建設工事の進捗をお知らせします

ハッピーこまちゃん

ゼブ？ってなんだろう？次回は上記の「ZEB Ready」

を特集します。どんなところが環境にやさしいのか、

どんなメリットがあるのか、詳しく見てみてみよう。

★環境省の補助金（下記参照）含む

※令和４年度末までの積立目標額

【完成予想図】

実際に入札を

行った結果…

建設工事費は

となりました！

(R3.8月）

77億1,320万円

新庁舎建設工事費実施設計策定時

の想定
（R3.6月）

85.4億円

建築工事・南側外構工事 55億6,380万円

電気設備工事 9億8,450万円

機械設備工事 11億6,490万円

内訳

財源

工事ごとの金額

次の資金から支払いを行います

77億
1,320万円

中庭など、工事に邪魔なものを壊しているところ。

定点写真(R3.10.29撮影） 定点写真(R3.11.25撮影）

シリ-ズ

庁 舎

埼玉県内の庁舎では初！
ZEB Ready認証を取得しました！
ゼブ レディ

約3.2億円

約28億円

約46億円

国等の補助金など★

庁舎整備基金(庁舎用の貯金)※

その他(借り入れなど)

建築物の省エネ性能を評価するBELS(ﾍﾞﾙｽ)制度において

最高ランク を獲得
省エネ効率が高いと認められました

環境にやさしい建物（ZEB）は、エネルギー消費量の割合により

４段階に分かれます。エネルギー消費量を５０％以上削減でき

る建物は、「ZEB Ready」という分類になります。

「ZEB Ready」の認証を受けた八潮市の新庁舎は、環境省から

約2.8億円の補助金（★）を受けることができ、市の財政負担を

軽減することができます。

年明け頃、工事用の

仮囲いに市内小学生が

描いた絵を展示予定

です。お楽しみに♪

がれきを片付けてキレイになりました！

★★★★★
星５

ゼブ

市役所1階ロビーで

模型が見られるよ

ゼブ レディ
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今回のアセット通信は、令和６年１月開庁予定の新しい庁舎の

特徴の一つである環境にやさしい機能について解説していきます♪

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)

⇩過去コラムのQRコードはこちら

E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和４年３月

庁舎シリーズ２号

３分で読める!! アセット通信

新庁舎はどうやって環境に配慮しているの？

ハッピーこまちゃん

電気やガスの使う量を53％も節約できて地球にや

さしいし、光熱費も安くなって経費削減できるね。

省電力＆自家発電で災害時にも業務を継続できて安

心な庁舎になるんだね。次回は、リニューアルした

八幡図書館・公民館を特集します。

シリ-ズ

庁 舎

市民活動スペース

からの採光・換気

太陽光発電

自然の熱や光を使った創エネ・省エネ建物の形を工夫した省エネ

温度が安定している地中（常に約

15℃）を通して温まった空気を室外

機に取り込むので、外気を直に取り

込む場合よりも温めるためのエネル

ギーを節約できるんだね。

夏の場合は反対に、

熱い空気を地中で

冷たくするんだね。

定点写真(R4.3.4撮影）新庁舎建設工事の様子

令和３年12月～令和４年2月は
主に旧消防庁舎の杭抜き、
仮設工事と山留工事を行い
ました。
3月からは、杭打ちや基礎を
作っていきます。

通常 地中熱利用

地中熱利用の仕組み
冬の場合

地中

エアコン

部屋を
温める

地中で
温めてから

空気を

温める

冷たい空気

小

室外機

空
気
の
温
度

冷たい空気

空気を
温める

エアコン

部屋を
温める

冷たい空気

大

室外機
空気を温めるために

必要なエネルギー：

新庁舎断面イメージ

天井からの採光 天井から日光を取り入れ

照明代を節約できる

ひさし日光対策

ひさしやルーバー

（ブラインド）を壁の

外につけて室内

の温度変化を防ぐ

地中熱利用

定点写真(R3.11.25撮影）

新庁舎の特徴特集… 環境にやさしい庁舎 安全・安心な防災庁舎
今回はコレ！

たくさんの重機が
作業をしています

約3か月後・・・

更地にしてから…

共生・協働の場となる庁舎

これらにより
使用する

エネルギーを

53％
削減！
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今回のアセット通信は、令和６年１月開庁予定の新しい庁舎の

特徴の一つである安全・安心な機能について解説していきます♪

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)

⇩過去コラムのQRコードはこちら

ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！ E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和４年１０月

庁舎シリーズ3号

３分で読める!! アセット通信

災害に強い新庁舎ってどういうこと？

ハッピーこまちゃん

大地震や水害にも対応できる機能や設備がたくさん

あるんだね。庁舎自体が安全な建物だし、停電や断

水が起きても役所機能が維持できるので安心だね。

次回は新庁舎の共生・協働機能について特集します。

シリ-ズ

庁 舎

(R4.9.30撮影）新庁舎建設工事の様子

令和４年６月～９月は主に基礎部
分の土を掘り、鉄筋を配置したり、
コンクリートを流して基礎を作る作
業を行いました。１０月からは、引き
続き基礎部分を完成させ、さらに
免震装置を設置していきます。

新庁舎断面イメージ

地震が起きても天井板が落ちてこないので安全

(R4.6.10撮影）

新庁舎の特徴特集… 環境にやさしい庁舎 安全・安心な防災庁舎
今回はコレ！

約６ｍ掘っている様子

共生・協働の場となる庁舎

天井レスの執務室

電気室を最上階に
配置して水害から守る

太陽光パネル＋蓄電池によるエネルギー自給 非常用発電機(３日分)
蓄電池などは災害時に

1階外壁を頑丈に
して浸水を防ぐ

地震の揺れを緩やかにする免震装置

雨水を貯めて断水時もトイレが利用できる

停電しても熱源が確保できる

停電・水害・地震
などの災害の影響を
少なくできるので、
発災直後から災害に

対応できます。
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プロパンガスの採用

地中熱を利用する
ためのチューブ

1階の床をつくるため
の配筋の準備

打ち込んだ杭

10月１日（土）に、新庁舎建設工事

の見学会を行い、３２名の方が参加

しました。工事の説明を受け、免震

装置や建物基礎部分を見学し、

参加者からは「一つ一つは

小さい装置なのに、

東日本大震災と

同レベルの揺れに耐え

られるのはすごい」と

いった声が寄せられました。

工事見学会を実施しました

免震装置 免震装置の説明を受ける様子

1F

2F

3F

4F

地下

屋上

約3か月後・・・



今回のアセット通信は、令和６年１月開庁予定の新しい庁舎の特徴の

ひとつである市民との共生・協働機能について解説していきます♪

発行 八潮市役所

アセットマネジメント推進課

℡：996-2111(内：845)

⇩過去コラムのQRコードはこちら

ハッピーこまちゃんのLINEスタンプ販売中！ E-mail : chosha-seibi@city.yashio.lg.jp

アセット通信

令和5年1月

庁舎シリーズ4号

３分で読める!! アセット通信

新庁舎ではどんな活動ができるの？

ハッピーこまちゃん

たくさんの人が集まって、賑わいのある場所に

なりそうだね。

次回は、新庁舎と一緒になる保健センターと

休日診療所について特集します。

シリ-ズ

庁 舎

新庁舎の２階には、大きく開けた

中庭があります。そのまわりには、

色々な部屋ができて、

イベントや活動ができる

場所になるんだって！

どんな場所になるのか

見てみよう！

新庁舎建設工事の様子

令和4年9月～11月には地震時の
建物への揺れを軽減する免震装置
の設置や建物を支える基礎を造る
工事を行いました。
基礎の工事がほぼ終了し、現在は
上屋の工事に取り掛かっています。
春頃には建物全体の骨組みが
確認できるようになります。

新庁舎の特徴特集… 環境にやさしい庁舎 安全・安心な防災庁舎
今回はコレ！

約3か月後・・・

共生・協働の場となる庁舎

開放的な市民活動スペース（新庁舎2階）
（平面図の➡の方向に見た時のイメージ図）

新庁舎2階平面図

■多目的室

体操教室などを行います。フローリン

グの床で扉を開放すると軒下空間と

一体的な利用が可能です。

■キッズスペース

お子様づれで手続きにいらした際に

順番待ちなどにお使いいただけます。

扉を開放して市民活動スペースと

一体的な利用が可能です。

■栄養指導室

調理台が設置され、料理教室などに

利用することが可能です。

■軒下空間（屋外）

小雨であればイベントなどの開催がで

き、テラス席では飲食ができます。

市民活動スペース（屋外）

晴れた日にはさまざまなイベントスペ

ースとして利用できます。

■食堂

開放的な気分でランチが楽しめます。

■指導室

保健センターの健診や相談などが行

われます。扉を開放して市民活動スペ

ースと一体的な利用も可能です。

こんなことに使えます！

多目的室

キッズ

スペース

栄養

指導室指導室

食堂

市民活動

スペース

軒下空間
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定点写真(R4.9.30撮影）

建物を支える
基礎の工事

定点写真(R4.12.20 撮影）

鉄骨の一部が3階の
床の高さまで組み
上がっています

回覧

pa89940
テキストボックス


