▪主な内容▪
特集 平成26年度功労者・善行者･･････････････････････････②
みんなの広場････････････････････････････････････････････⑧
人の森／新見大陸さん
北広ひとつまみ／フットパス・旧島松駅逓所周遊コース
特集 新庁舎建設の基本設計をお知らせします･･････････････⑫
お知らせ････････････････････････････････････････････････⑯
ふれあい通信････････････････････････････････････････････㉕
まちのチカラ／みどりの里ラジオ体操会

ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＫＩＴＡＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＣＩＴＹ

おいしい大根ができました・㈱ホワイトファーム・エム・ケー

10

2014.

平成元年から︑町内会長︑連合町内
会長として住みよい地域づくりに尽力
し︑地方自治の振興発展に寄与されま
した ︒

輪厚中央

平成

年から︑自治会長︑自治連合
会長として住みよい地域づくりに尽力

年から︑統計調査員として国

し︑地方自治の振興発展に寄与されま
した︒

昭和

勢調査や住宅・土地統計調査などに携
わり︑地方自治の振興発展に寄与され
ました︒

昭和 年から︑北広島たけのこ会の

会長として精神障がい者の家族の支え

となり︑地域住民の福祉向上に寄与さ

れました︒

平成 年から︑老人クラブの会長︑

副会長として高齢者の生きがいづくり

や社会参加の促進などに尽力し︑地域

住民の福祉向上に寄与されました︒

平成 年から︑老人クラブの会長と

して高齢者の生きがいづくりや社会参

加の促進などに尽力し︑地域住民の福

祉向上に寄与されました︒

大曲緑ヶ丘

大曲末広

大曲緑ヶ丘

東共栄

大曲並木

57

14

14

15

60
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■問合せ 総務課（☎ 372-3311 内線 718）

昭和 年 か ら ︑ 施設への慰問や︑チ
ャリテ ィ ー 公 演 の 益金を社会福祉活動
資金と し て 寄 付 す るなど︑地域住民の
福祉向 上 に 寄 与 さ れました︒

平成３年から︑子育て支援のボラン
ティア 活 動 を す る など︑地域住民の福
祉向上 に 寄 与 さ れ ました︒

昭和

年から︑青色申告会の役員と

して適正な納税申告の普及などに尽力
し︑地域納税者の納税意識の向上に寄

年から︑消火栓の清掃や除雪

与さ れ ま し た ︒

昭和

などを行い︑地域防災の推進に寄与さ
れま し た ︒

平成

年から︑ごみステーションの

寄付をし︑新庁舎建設事業の推進に寄

北広島市役所庁舎建設基金へ多額の

与されました︒

寄付をし︑新庁舎建設事業の推進に寄

北広島市役所庁舎建設基金へ多額の

されました︒

雪などを行い︑地域の環境美化に寄与

管理や道路・公園の清掃︑バス停の除

15

与されました︒

し み ず ま つ お

長年にわたり︑ラジオ体操会の会長

寄与されました︒

局長として尽力し︑地域福祉の向上に

長年にわたり︑ラジオ体操会の事務

に寄与されました︒

広大な土地の寄付をし︑市政の推進

取締役 清水松生さん

として尽力し︑地域福祉の向上に寄与

されました︒

広報 北広島−2014.10.1

③

中央
里見町

愛知県名古屋市

大曲並木

高台町

白樺町

輪厚

輪厚

59

50

63

子育てが社会保障分野の一つに位置付

社会保障と税の一体改革で︑子ども・

を受けることができます︒認定を受け

子どもの年齢に応じて２号・３号認定

＊地域型保育事業…認可保育所とは異なり、さま
ざまな場所で小規模に実施される保育事業。家庭
的保育や小規模保育、事業所内保育など

ると︑認定証が交付されます︒

利用できる
施設・事業

けら れ ま し た ︒
これを受け︑平成 年４月から子ど
も・子育て支援新制度がスタートする
予定です︒全ての子どもと子育て家庭
を対象に︑市が幼児期の教育や保育︑
地域の子ども・子育て支援を総合的に
推進 し て い き ま す ︒
新制度によって変更となる幼稚園や
保育所などの利用手続きをお知らせし
ます︒なお︑幼稚園で手続きが変更と
なるのは新制度に移行する園だけです︒

現行の制度︵私学助成︶を継続する園
は︑手続きの変更はありません︒



対象

◆保育短時間認定
▪保護者の就労時間＝月

時間以上

▪利用時間＝１日 時間以内

▪ 保護者の就労時間＝月１２０時間以上

◆保育標準時間認定

時間認定に分けられます︒

間に応じて保育標準時間認定と保育短

２号・３号認定は︑保育が必要な時

◆認定の区分
ます︒

合は︑延長保育を利用することとなり

＊利用時間を超える保育を希望する場

▪利用時間＝１日８時間以内

64

幼稚園や保育所などを利用するため

１号 満３歳〜就学前の子ども
幼稚園など
認定 （２号認定を除く）
満３歳〜就学前で、保護
２号
者の就労や病気などのた 保育所など
認定
め、保育が必要な子ども
満３歳未満で保護者の就 保育所、地
３号
労や病気などのため、保 域型保育事
認定
育が必要な子ども
業など
11

には︑教育・保育を受けるための認定
を受けることが必要になります︒

満３歳以上の子どもは︑申請により
１号認定を受けることができます︒
両親が働いているなど︑市が基準を
もとに保育が必要と判断した場合は︑

翌年４月からの利用は︑９月 日を

あおぞら保育園

◆認可外保育所＝認定は不要

きら保育園︑はだかんぼ保育園

大地太陽森の家保育園︑西の里きら

い保育園︑大曲はだかんぼ保育園︑

︿私立﹀大谷むつみ保育園︑大曲いち

すみれ保育園

︿公立﹀稲穂保育園︑すずらん保育園︑

◆認可保育所＝２号か３号認定が必要

わかば幼稚園

広島天使幼稚園︑広島幼稚園︑広島

大地太陽幼稚園︑広島大谷幼稚園︑

大曲大谷幼稚園︑北広島かおり幼稚園︑

◆幼稚園︵私学助成︶＝認定は不要

札幌自由の森幼稚園

◆幼稚園︵新制度︶＝１号認定が必要

行います︒

るための認定や利用調整を

確認し︑教育・保育を受け

基準日として保護者の就労実績などを

30

＊ 月現在の予定です︒今後︑変更す

る場合があります︒

10



区分

27

④
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■問合せ 児童家庭課（☎ 372-3311 内線 801）

現在、幼稚園や保育所を利用していて、平成27年４月以降も
引き続き利用する場合は、幼稚園や保育所を通じて認定申請書
を提出してください。

認定申請書兼入所申込書、関係書
類などを市に提出してください。
提出期間 平成27年１月５日〜31日
＊詳しくは、本紙平成27年１月１
日号でお知らせします。

幼稚園に、直接願書を提出してく
ださい。
＊募集要項と願書は、10月15日か
ら園で配布します。

入園の内定を得た後、園を通じて
認定申請書を提出してください。

市から認定証が郵送されます。

手続きは、これまで
と変わりません。

利用できる施設・事業を市が調整
します。

市から認定証が交付されます。

利用調整の結果通知が交付されます。

園と利用契約を結んでください。

施設・事業者と利用契約を結んで
ください。
＊ただし、認可保育所は不要です。
❹で契約をしたと見なされます。

＊市外の幼稚園の利用を希望する方は、
事前に児童家庭課に連絡してください。

27

11

◆学童クラブ

ラブを実施しています︒平成 年４月

31

現在︑８小学校区で カ所の学童ク

園に通う場合は︑所得に応じて設定さ

からの利用は︑ 年１月５日〜 日に

27

新制度に移行する札幌自由の森幼稚

れた利用料を支払うため︑就園奨励費

申請を受け付けます︒

学童クラブの対象は現在小学１〜３

27

の給付対象外となります︒

現行の制度︵私学助成︶を継続する

年ですが︑平成 年度以降︑段階的に

拡大する方向で検討しています︒利用

年１月１日号でお知らせし

申請や対象の学年について︑詳しくは

本紙平成

ます︒

◆一時預かり事業

短時間の就労の間や用事を済ませた

い︑リフレッシュしたいなど︑理由を

問わず一時的に子どもを預けられます︒

市内の各幼稚園と︑一部の保育所で実

施しています︒

◆地域子育て支援センター﹁あいあい﹂

就学前の子どもと保護者が一緒に遊

んで過ごせる場です︒子育てに関する

相談も受け付けています︒より利用し

やすくなるよう取り組んでいきます︒

◆ファミリーサポートセンター

育児に協力してほしい会員を︑協力

したい会員が支援します︒地域子育て

支援センター﹁あいあい﹂に常駐する

コーディネーターが仲介します︒
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27

幼稚園に通う場合は︑引き続き就園奨

子ども・子育て
会議会長
飯浜浩幸さん

⑤

励費の対象となります︒

市民や関係機関の代表者などで構成する
子ども・子育て会議では、①全ての子ども
の最善の利益が尊重される環境づくり ②
全ての親が安心して子育てできる環境づく
り ③全ての人が命の大切さを感じる環境
づくり ④全ての子どもが健やかに育つ環
境づくりを目指し、検討しています。

ごみのリユース
と分別

粗大ごみリユース
事業が始まりました
８月１日から︑粗大ごみとして排出

粗大ごみ
コールセンター
搬出方法

市民の皆さんにごみの現状をお知ら

今年度から発行しています

き・た・ひ・ろ ごみ通信

送業者をお伝えします︒

自分で搬出

展示場にぜひ来てください︒

分

月曜︵月曜が祝日の場合は次

30
の平日︶︑年末年始︵ 月 日〜翌年
１月３日︶
販売 方 法 即 売 方 式

29

＊申し込み多数のときは︑抽選とする

12

休館 日

開館時間 午前９時〜午後９時

＊自己搬出が難しい場合は︑窓口で配

広葉交流センター
（修繕・展示）

された家具などを修理し︑市民の皆さ
んに安価で販売する粗大ごみリユース
事業が始まりました︒リユースとは︑
使用済みになっても使える物は捨てず
に再使用することです︒
平成 年度︑粗大ごみは年間２０８

粗大ごみ
リユースの流れ
場合があります︒

市民

場所 広葉交流センター

随時新たな家具を提供していくので

■粗大ごみリユース展示広場

さん に 提 供 し ま す ︒

粗大ごみの修繕や整備をして市民の皆

めるため︑排出した方の了承を得て︑

資源の有効活用とごみの減量化を進

な物 も あ り ま す ︒

された物には︑まだまだ使えるきれい

処理をしました︒粗大ごみとして排出

ずはリサイクルして︑残りは埋め立て

ｔ 排出されました︒破砕処理後︑鉄く

25

処分

クリーンセンター
（一時保管）

てください︒

ごみ通信で

などがありましたら︑環境課に連絡し

取り上げてほしい内容や︑疑問・質問

また︑き・た・ひ・ろ

しているので︑ぜひご覧ください︒

新しい情報や︑役に立つ内容を掲載

けしています︒

定期で自治会・町内会の班回覧でお届

せし︑生活に役立ててもらうため︑不

粗大ごみ収集依頼
0120‑980‑530
受け付け 月〜金曜
午前９時〜午後５時
（祝日を除く）

⑥
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■問合せ 環境課（☎
芸術文化ホール（☎
372-3311372-7667）
内線 606）

1,402

2,157

2,090

2,097

7,434

7,352

7,571

23

24

12,625

5,000

8,916

8,955

21

22

0
Ｈ 20

25 年度

生ごみの分別を

お願いします

その他
3,292万円
リサイクル
628万円

合計
４億6,074万円

収集･運搬
１億7,713万円
処理
２億4,441万円

7,571t
5,300t

H25年度
H25年度生ごみ
普通ごみ排出量 分別後排出量（試算値）

修繕・補修で使えるようにします

シルバー人材センター
鈴木幹雄さん（北進町）

⑦
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私たちが住んでいるまちでも、まだまだ使えるのに捨
てられてしまう粗大ごみが多く見受けられます。
私たちの仕事は、捨てられるこの有効な粗大ごみを修
繕・補修して皆さんにお届けすることです。
第１回の販売では、多くの方が希望されて、担当した
者としてうれしかったです。
これからも仲間と共に、もっと技術を向上して良い物
をお届けできればと考えています。

修繕を待つ粗大ごみ

ができます︒より一層の生ごみ分別の

３カ月分
削減！

ご協力をお願いします︒

小型家電の回収に

ご協力ください

30

市内６カ所に小型家電の無料回収ボ

ックスを設置しています︒ ㎝ × ㎝

の投入口に入れば︑回収の対象となり

ます︒

小型家電からは︑希少金属︵レアメ

タル︶が回収されます︒

■小型家電無料回収ボックス設置場所

市役所

団地住民センター

農民研修センター

30

■生ごみを完全に分別した場合の効果

内訳は︑ステーションなどから収集

■Ｈ25年度家庭ごみの処理費用

袋の作成費用などです︒

市では普通ごみの分析を実施してお

りますが︑依然として生ごみの分別率

は低い状態にあります︒

６月の市の調査では︑普通ごみのう

大曲会館

45

夢プラザ

分別し指定の黄色い袋で出すだけで︑

西の里公民館

ち ・ ％が生ごみでした︒生ごみを

年間３カ月分の普通ごみを減らすこと

33

10

する費用や︑処理施設の運転・管理費

1,473

家庭ごみの量と

1,480

用︑リサイクルを促進する費用︑ごみ

2,248

処理に掛かる費用

2,233

10,000

20

◆家庭ごみの量

191

23

平成 年 月 か ら家庭ごみ有料化︑

2,002

年度 か ら は 生 ご みの分別が始まりま

15,000

した︒ 普 通 ご み の 量は減少傾向にあり

生ごみ
資源ごみ
普通ごみ

ます︒

◆処理に掛かる費用

平成 年 度 家 庭 ごみの処理費用は︑

４億６０７４万円でした︒

25

■年度別家庭ごみの排出量（ｔ）

女子サッカーチームを
指導する

にいみ・だいろく
美咲き野在住。
ガールズサッカースクール
千歳地区監督。市内で自営
業を営み、サッカースクー
ルのほかにもＰＴＡ、消防
団、商工会の活動など、忙
しい日々を過ごしている。

ゲームには、積極的に参加しています

大陸さん
新見

の新見さん︒長女が小学生の

そう︒

に︒３年目くらいから全道大

新見さんは生まれも育ちも

われ︑当時あった女子サッカ

ーチームに入りたい！﹂と言

たある日﹁女子だけのサッカ

ようになった︒５年生になっ

いたので︑新見さんも関わる

一番近くで見られること︒苦

ゴールを決めたとき︑笑顔を

て苦労していた子が︑試合で

とは︑練習でうまくいかなく

監督をしていてうれしいこ

新見さんの小さな夢︒小学

楽しみだ︒

大会で活躍した︒これからが

て︑アジア各国の代表と戦う

代別の日本代表選抜選手もい

ベスト４になった︒また︑年

会で良い成績が残せるように

北広島︒Ｊ Ｒ北広島駅近くの

ーチームの指導を手伝うこと

労が報われる瞬間︒お金には

生中心のチームが活躍し︑進

ときサッカー少年団に入って

助産師に取り上げてもらった

に︱︒それが監督になるきっ

代えられない監督の特権だ︒

ふ る さ と 北 広 島

そう︒生粋の北広島人という

かけだ︒しかし︑女子チーム

級しても中学生だけでゲーム

﹁子どものころは悪ガキだ

うことらしい︒

利﹂︒要するに大好き︱とい

便が良く︑どこへ行くのも便

がたくさんあるのに︑交通の

他の少年団に所属していても

ル千歳地区を立ち上げました︒

人でガールズサッカースクー

くりたいと思い︑コーチと２

理のないサッカーチームをつ

﹁子どもたちが通うのに無

に迷惑を掛けていると思いま

動していることもあり︑家族

ＰＴＡ︑消防団︑商工会で活

すね︒私自身も自営業以外に

苦労しているかもしれないで

い︒スケジュール管理の面で

ている子が多く︑家族も忙し

ーをつくりたい︒子どもたち

集まれる場所やコミュニティ

返しがしたいです︒みんなが

﹁私を育ててくれた地域に恩

さらに︑大きな夢がある︒

ている︒

ができるようになればと考え

なり︑今年２月の全国大会で

﹁ぎすぎすしていなくて︑お

ことになる︒

それと

﹁他のチームと掛け持ちし

うれしいことと苦労

おらか︑人が良い！

自体が長続きしなかった︒

ったと思います︒学校帰りに

入れます﹂と熱っぽく話す︒

北広島のことを聞いてみた︒

環境が素晴らしいです︒自然

建設会社の端材をおもちゃ代

ガールズサッカースクール
ーができる環境づくりを進め

千歳地区では︑楽しくサッカ

千歳地区は︑指導者３人に対

ガールズサッカースクール

輝いた︒ぜひ︑夢を実現させ

います﹂︒少年のように目が

の一つになればいいと思って

いですね︒サッカーがその中

が遊べて︑地域の人たちも集

わりに遊んでも︑見逃してく
れていたようです︒私は地域

ている︒普段の練習では個人

し︑子どもが３人という時期

てほしい︒

る居場所づくりができたらい

まり︑いろいろなことができ
の人たちに育ててもらったと

の技術の習得が中心だ︒ドリ

があった︒人数が増えてくる

す﹂と苦笑い︒

思っています﹂と笑顔で語っ

ブルやパス回しなどから始ま

と︑大会に出たいと思うよう

小さな夢︑大きな夢

てくれた︒

り︑ゲームも行う︒大会前は

女子チームの監督に

戦術などをトレーニングする

北広島サッカー少年団出身
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道

と が あ り ますか︒森林や田園地帯︑古

組みと鉄棒の跡が︒遠い昔子どもたち

ふと見ると敷地の隅に︑ブランコの枠

もありがたい名前の地蔵があります︒

い 街 並 み などを楽しみながら歩く道の

が遊んだ日もあったのでしょう︒

フ ッ ト パスという言葉を耳にしたこ

こ と で す ︒まちを好きになる市民大学
図 な ど を 作り︑市内のフットパスを広

ＯＢ会﹁発見の小径グループ﹂は︑地

外から 人もの参加がありました︒川

歩くイベントを実施したところ︑市内

昨年９月︑久蔵祭の開催に合わせて

こ み ち

め る 活 動 をしています︒
旧島松駅逓所を起点とする約８㎞の
うです︒

眺め︑史跡を巡り︑大変好評だったそ

のせせらぎを聞きながら野鳥や草花を

今月４日にもイベントが実施されま

コ ー ス も その一つ︒島松川と仁井別川
建 造 物 や 神社など歴史を感じさせる見

す︒午前９時までに旧島松駅逓所に集
まれば︑誰でも参加できます︒
﹁旧島松駅逓所だけでなく周辺にも

ありそうです︒

仁井別川の流れ

ＯＢ会の岡村さん︒さまざまな発見が

楽しんでもらいたいです﹂と市民大学

ので︑歩く時は車に十分気を付けて︑

いですね︒歩道のない箇所があります

興味深い場所があることを知ってほし

歴史を閉じた極應寺は︑建物こそなく

ご く お う じ

どころが点在︒平成 年に１３０年の

に 沿 っ て 歩きます︒島松軟石を使った

30

な り ま し たが︑敷地跡に石碑と小さな

仁井別
神社

自然や動物に囲ま
れていて、元気な
学校です

西の里小学校６年

私たちの西の里小学校は︑約５００人の児童が︑
毎日楽しく学校生活を送っています︒
高学年は︑児童会の各役職についています︒児
童会は書記局を中心に︑７つの委員会があり︑学
校やみんなのためになる活動を企画しています︒
西の里小学校の良いところは︑緑に囲まれてい
て︑自然が豊かなところです︒グラウンドの奥に
は﹁里小の森﹂と呼ばれる森があります︒森の中
を探検すると︑たくさんの植物や虫と触れ合えま
す︒また︑校舎の前には動物園があり︑ウサギと
ガチョウを飼っていて︑飼育委員が中心となって︑
全員で大切に育てています︒
西の里小学校は︑地域の方にも大変お世話にな
っています︒登下校時に︑
私たちの安全を見守って
くれたり︑スキー学習の
ときには講師をしてくれ
たり︑こまやお手玉など
の昔の遊びを教えてくれ
たり︑読み聞かせをして
くれたりします︒
この自然の豊かな学校
や学校を支えてくれる皆
さんのおかげで︑私たち
は元気に楽しく学校生活
を送ることができます︒

大沼野々香さん
（児童会書記）

地域の方が読み聞かせをしてくれます

19

ほ こ ら の 中に延命地蔵という︑なんと

旧島松
駅逓所
36号
国道
幌
←札

クラーク
ＣＣゴル
フ場
極應寺
跡地

川
松
島

仁井別川
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フットパス・旧島松
駅逓所周遊コース
恵庭→

車
自動
道央

旧極應寺跡地の碑

皆さんが暮らしやすいよう活動しています

民生委員・児童委員とは
厚生労働大臣から委嘱されたボラン
ティアです︒市民の立場で相談を受け
て必要な支援をします︒また︑関係機
関や団体と協力して︑地域福祉の向上
のために活動します︒全ての民生委員
は児童委員を兼ね︑子どもに関わる相
談や支援も行います︒
主任児童委員は︑子どもの福祉を専
門に担当し︑学校や関係機関・団体と
連携して活動しています︒

し市民の皆さんを支援するための情報
交換や連絡調整︑研修などを行ってい
ます︒

気軽に相談を
民生委員・児童委員は︑日頃から市
民の皆さんの相談に応じています︒
困ったことや暮らしに関することな
ど︑普段の生活で気になることを気軽
に相談してください︒

多くの方に出会い
交流が広がりました

地域の人たちを支援する活動を

始めて 年になります︒

活動するには情報収集が必要で

すが︑高齢化・集合住宅化などで

昔で言う﹁向こう三軒両隣﹂﹁袖

振り合うも多生の縁﹂のような交

流が希薄になった感じがします︒

現代社会では︑スマートホンな

どの普及もあり︑子どもたちが外

から見えない部分で犯罪に巻き込

まれるなど︑社会構造が複雑化し

てきています︒

これからは町内会・自治会との

更なる連携を深め︑つながりを大

事にしていきたいです︒

民生委員・児童委員になった事

り良かったと感じます︒若い方に

で多くの人と出会い︑交流も広が
＊地域の状況を確認するため︑民生委

す︒ご協力をお願いします︒

に分け︑それぞれ民生委員児童委員協

協議会では︑毎月定例会などを開催

もぜひ経験してほしいですね︒

市内を３つの地区︵東部・西の里地

民生委員・児童委員
伊藤光子さん
（北進町）
員・児童委員が訪問することがありま

秘密は厳守します︒

組織と活動

研修地の岩手県宮古市で
説明を聞く民生委員・児
童委員の皆さん

議会を設置しています︒

区︑大曲・西部地区︑北広島団地地区︶

10

民生委員・児童委員

朝のあいさつ運動（大曲小学校）
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現在の市役所本庁舎は昭和 年に建

めたのでお知らせします︒

今回︑新庁舎建設の基本設計をまと

ました︒

整備のため︑新庁舎の建設を進めてき

質の高い行政サービスを提供する環境

市では︑今後のまちづくりを見据え︑

状況です︒

るには︑応急措置的な対応では困難な

が抱える課題・問題を根本的に解決す

点から議論されてきましたが︑現庁舎

これまで︑市議会でもさまざまな観

ます︒

く分散しているなどの問題も生じてい

応してきました︒このため︑庁舎が狭

庁舎の増築や民間施設の借り上げで対

都市化で事務処理が増加しましたが︑

を抱えています︒また︑人口の急増と

設され︑老朽化が進み︑安全面で課題

43
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施設の概要

市役所庁舎、保健センター、
地域子育て支援センター
場所

現在地（中央４丁目2‑1）
敷地面積

15,939.02㎡

床面積

塔屋………… 173.42㎡
５階……… 1,566.80㎡
４階……… 2,084.24㎡
３階……… 2,129.94㎡
２階……… 2,099.28㎡
１階……… 2,406.98㎡
延床面積………10,460.66㎡

規模・構造

地上５階・鉄骨造

Ｎ

駐車場（２階の高さ）

↑ＪＲ北広島駅

新庁舎
駐車場（２階の高さ）

人の動線

車の動線

◆新庁舎の配置イメージ

エルフィンロード

正面玄関

札幌↓

駐車場（道道の高さ）
駐車場（道道の高さ）

現庁舎への影響が
最小限となる配置

新庁舎の建設工事中も現庁舎を利用

し︑仮設庁舎が不要な配置とします︒

建設工事にあわせて解体するのは︑中

央会館だけです︒新庁舎完成後︑本庁

舎と第２庁舎︑第３庁舎を解体します︒

コンパクトな設計で︑
敷地を有効利用

新庁舎は︑コンパクトで凹凸のない

正形とします︒駐車場は夏季約２５０

台・冬季約２００台分を確保します︒

敷地の高低差を有効利用

道道栗山北広島線の高さを１階とし

ます︒２階に正面玄関と車寄せを設け︑

市民の皆さんがよく利用する窓口を集

約させます︒玄関と駐車場は︑１階と

２階の高さに︑それぞれ設けます︒

来庁者の動線

車と歩行者の交錯を減らすため︑敷

地内は歩車分離を原則とします︒

エルフィンロードからも訪れやすい

よう︑南側にも玄関を設けます︒
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大曲→

道道栗山北広島線

←長沼

用途

３ 支える拠点

市民の安全・安心な暮らしを

計します︒

新庁舎は︑５つの方針に基づいて設

２ 社会情勢の変化に対応でき、
長寿命で柔軟性が高い

市民 の 皆 さ ん が 利用しやすい庁舎を
目指します︒
庁舎 内 の 案 内 サ インに絵文字や道産
木材を 用 い る な ど ︑分かりやすく親し

◆ＢＣＰ計画︵非常時機能持続計画︶
災害が発生しても︑復旧拠点として
の機能を維持できるよう︑ＢＣＰ計画
を定めました︒天井・照明など非構造

能の導入で︑地震時の被害を最小限に

部材の耐震対策や︑重要機器の免震機
柱や間仕切りの少ない空間とし︑組

階に多 機 能 ト イ レ を設置するなど︑誰

構造を採用するなど︑災害に強い庁舎

通常の１・５倍に耐力を高めた耐震

るようにします︒

水を備え︑災害対策本部として機能す

抑えます︒また︑非常用発電機や飲料
る庁舎を目指します︒

織改革や情報化などに柔軟に対応でき

待合スペース（２階）

もが利 用 し や す い ユニバーサルデザイ

みやす い デ ザ イ ン にします︒また︑各

ロビー（２階）

夏の暑さや冬の寒さなど︑外部から
の影響を受けにくい設計とし︑エコ庁

吹き抜け
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夏季の放熱・冬季の採熱

４ 省エネルギー対策、環境に配慮
５ 市民の交流が広がる
を目指します︒

ＬＥＤ照明

断熱サッシ・高性能ガラス

１ 市民が親しみ、利用しやすい

ンを徹底します︒

昼光センサー

太陽光発電パネル

地域子育て支援センター（１階）

自然光の確保

ロビー（１階）

屋上緑化

外断熱

地中熱ヒートポンプ

自然光の確保

４

北西方向（道道側）

南東方向（神社側）

２
３

５つの設計方針

１

◆省エネルギー対策のイメージ

床吹出空調

■問合せ 庁舎建設推進課（☎ 372-3311 内線 674）

正 面玄関
▲
遊び場

地域子育て
支援センター

▲ 玄関

舎を目指します︒また︑太陽光や地中
熱といった再生可能エネルギー︑ＬＥ
Ｄ照明などを積極的に利用し︑自然環
境と経済性に配慮します︒

５階には︑カフェや展望ロビーを設

る庁舎を目指します︒

用スペースとして多様な交流が生まれ

援センター︑多目的室を設け︑市民利

１階に保健センターや地域子育て支

５
けます︒

カフェ・展望ロビー（５階）

職員利用エリア

待合スペース
ロビー

新庁舎に導入する設備・外観や駐車

場などについての質問︑建設後の維持

管理に関する意見などをいただきまし

た︒今後︑寄せられた意見などを参考

年度 実施設計の作成

に実施設計を進めていきます︒

平成

年度 中央会館の解体
新庁舎の建設工事開始

年度 新庁舎の完成・利用開始
駐車場などの整備
本庁舎・第２庁舎の解体
第３庁舎増築部の改修

年度 第３庁舎の解体
外構の整備

詳しくは︑市のホームページ
﹁市役所ご案内↓お知らせ↓新庁
舎建設事業﹂をご覧ください︒
なお︑イメージや数値などは︑
変更する場合があります︒
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27

29

30

執務スペース
執務スペース

屋上庭園
執務スペース
市長室など
災害対策
関連諸室

〈５階〉
〈４階〉
〈３階〉

議会エリア

保健センター

保健センター

執務スペース
地域子育て支援センター

執務スペース
総合
案内

市民利用エリア

多目的室

玄関
〈２階〉
〈１階〉

Ｎ

議会関連諸室

カフェ・展望ロビー

▲

