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１．計画の前提条件

１－１ 基本設計方針

新庁舎及び市民会館整備の指針である「向日市新庁舎及び市民会館整備基本計画」を踏まえ、基本設計における具体的な設計方針については、以下のとおりとする。

基本方針１：機能的・合理的な複合施設

①施設の相互利用による効率化及び省スペース化

・新庁舎と市民会館を一体整備することにより、会議・休憩・食事等のスペースについて施設間の相互利用が可能

②駐車スペースの効率的な運用

・新庁舎と市民会館の利用者が相互利用を行うことによる効率的な運用

③中央公民館機能の複合化

・市民会館については、中央公民館機能を備えるよう、調理室・和室等を整備

基本方針２：誰もが利用しやすく親しみやすい施設

①向日市の新たなランドマークに相応しい外観デザイン

・向日市が全国に誇る竹林をイメージした、周辺環境と調和を図ったデザイン

・竹色をイメージした淡い緑色の採用

②ユニバーサルデザインの導入

・エントランスホールに総合案内板を設け、来庁者に分かりやすい施設配置

・新庁舎及び市民会館のみならず、別館とも共通の内部サイン計画とし、利用者を円滑に誘導

③バリアフリーの実現

・誰もが安心して利用ができるよう、車いすがすれ違うことのできるゆとりのある廊下を計画

・市民ホール内に身障者に配慮した車いす専用スペースの確保[市民会館]

・乳幼児と一緒に来館できるよう、授乳室、キッズルーム（親子席）、キッズコーナーを計画[市民会館]

・福祉対応型会議室を設置[市民会館]

④市民が気軽に集える拠点づくり

・新庁舎棟に市民も利用可能な展望レストラン・カフェ機能を整備

基本方針３：安心・安全な施設

①大規模災害時も業務継続可能な施設

・大規模地震時でも建物の機能が継続できる耐震性能を満足するとともに、災害発生時時から最低72時間業務

継続が可能となる非常用発電設備の整備

・中圧ガスの活用についての検討

②災害対策本部の設置

・市の防災拠点となる災害対策本部として利用可能な会議室を設置

③大規模災害時の対応強化

・市民会館の多目的ホール、ホワイエ、各会議室、和室を合わせて750人の緊急避難場所として位置付ける

基本方針４：地球環境にやさしい施設

①建物の省エネルギー化

・基準一次エネルギー消費量から50%以上の削減（ZEB Ready）を目指す

・日射遮蔽効果の高いガラスの採用により、空調エネルギー消費量の削減

・長寿命のLED照明を採用し、昼光センサーを導入することによる消費電力の削減

②自然エネルギーの活用

・向日市の気候を活かし、自然通風・自然採光を取り入れた快適な室内環境形成

・太陽光発電パネルを設置し、太陽光エネルギーを有効活用

・雨水貯槽タンクを設置し、植栽への散水に活用

基本方針５：将来の変化に対応する施設

①レイアウト変更が可能な施設

・一般執務室は基本的にオープンフロアとし、什器類の共通仕様化などによる組織改正への柔軟な対応

・執務室はフリーアクセスフロア（二重床）とし、機器更新やレイアウト変更に配慮

②移動観覧席の採用

・市民会館の多目的ホールは電動式移動観覧席とすることで、客席収納時にはフラットなホールとなり、多

様な用途へ対応

③市民広場の配置

・屋外のイベントや地場産品の販売が可能な屋外多目的スペースを確保

④メンテナンス性への配慮

・外壁の素材にはメンテナンス性に優れるタイル又は石を採用

・維持管理や更新が容易に行えるよう、設備室、設備配線・配管スペースの集約化
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２．意匠計画

２－１ 配置計画

（１）配置計画の考え方

・新庁舎の建物配置は、仮設庁舎を設けずに現本館を使用しながら建替える計画とし、新

たに取得した西側隣接地を含めて、都市計画道路予定地を除いた敷地南側に計画する。

・新庁舎完成後、現本館を撤去することとし、その跡地に市民会館を配置する。

・議場棟及び別館、北側車庫は現状のままとし、その他倉庫、会議室等の付属建屋は撤去する。

・市民広場を、市民が気軽に立ち寄れるよう、敷地の出入口に近い新庁舎南側に計画する。

・おもいやり（車いす利用者用）駐車場は、主出入口に極力近い位置に計画し、ゆとりの

ある通路幅を確保する。

（２）動線計画の考え方

・車両及び歩行者の出入りは南側を原則とし、歩車分離を行うことで安全性に配慮する。

・北東側の出入口については閉鎖し、通り抜けできない計画とする。ただし、歩行者用通

路は設ける。

・新庁舎と市民会館の主出入口は近接させ、車寄せを共用する計画とする。

・新庁舎及び市民会館の玄関出入口上部には屋根を設け、雨天時の動線に配慮する。

・北側及び東側市民会館地階への通路は、緊急時等を除き、関係者のみの利用とする。

・新庁舎と別館のスムーズな移動を図るため、雨天時に配慮した動線を確保する。

（３）市民広場の考え方

・市民の日常の憩いの場として、またイベント等の多目的な利用を想定し、開放的で平

坦な設えとする。

図：配置図

▲

▲

▲ 主出入口
来庁者動線
搬入動線
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２．意匠計画

２－２ 平面計画

（１）庁舎機能の整理

新庁舎は窓口機能を含めた行政機能全般に加えて、防災機能や地域交流機能等、市民のための庁舎として

必要な機能を以下に示す。

■基本機能

窓口機能：待合ロビー、窓口カウンター、相談室

執務機能：各課諸室、会議室※、打合せスペース ※会議室は市民会館機能の各会議室を共用

執行機能：市長室、副市長室、庁議室、応接室

共用機能：トイレ、エレベーター、階段、更衣室、倉庫、機械室

交通機能：駐車場（来庁者、公用車）、駐輪場、バイク置場

■付加機能

防災機能（災害対策本部）

レストラン

市民利便施設（ATM等）

屋外施設（市民広場）

（２）市民会館機能の整備方針

市民会館は地域交流拠点、会議利用に加え、災害時には750名の避難場所としても活用する。また、公民

館活動での利用も想定した施設計画とする。

■基本機能

窓口機能：事務室、案内カウンター

ホール機能：ホワイエ、市民ホール、器具庫、ロールバックチェア収納庫、ピアノ庫、控室、映像・音響室

公民館機能：各会議室、和室、料理実習室

共用機能：トイレ、授乳室、エレベーター、階段、倉庫、機械室

交通機能：新庁舎と共通

■付加機能

防災機能（避難施設）

キッズルーム（親子席）

キッズコーナー
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２．意匠計画

（３）新庁舎の空間構成

①フロア構成の特徴

・市民の利用頻度が高い窓口及び利便性の求められるATM等をできるだけ１階に集約する。

・１～３階は市民会館棟と行き来ができる構成とし、利便性の向上を図る。

・市民の交流、くつろぎの場となるレストランは見晴らしの良い５階に計画する。

・市長室等の執行部門は４階に集約配置し、災害時の拠点となる災害対策本部と連携可能な会議室を４階に

設けることで、連携がスムーズにとれるよう配慮する。

②平面計画の特徴

・東西に執務室を配置し、中央に南北方向に視認性の高いバリアフリーに配慮した通路を設ける。

・各課間には間仕切等は設けず、オープンフロアを基本とすることで相互連携を可能とし、将来のレイアウ

ト変更に対応できる計画とする。

・職員用出入口は１階南西側に設け、市民との動線を明確に分離する。

・階段とエレベーターは南北に配置し、利便性に配慮する。

（４）平面計画の配慮事項

１階 [新庁舎]

・市民の利用の多い窓口を利便性に配慮し１階に集約配置する。

・エントランスホールにはATMコーナーを設置する。

・風除室からわかりやすい位置にエレベーター、階段を設けることでスムーズに上階へアクセスが可能。

[市民会館]

・多目的な利用を想定した移動観覧席をベースとした市民ホールを配置。

・誰もが気軽に利用できるようキッズコーナー及び授乳室を主出入口に近接して設ける。
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２．意匠計画

２階 [新庁舎]

・市民の利用が比較的少ない課を中心に集約配置する。

・東西に執務室を設け、必要最低限の間仕切のみで構成することで、将来のレイアウト変更に対応でき

る計画とする。

・別館と渡り廊下で連結する計画とする。

[市民会館]

・新庁舎からの利用にも配慮して、会議室を中心とした構成とする。

３階 [新庁舎]

・２階と同様に、将来のレイアウト変更が可能な構成とする。

・災害対策本部としての利用を想定した会議室を配置する。

屋上階 [市民会館]

・市民の憩いのスペースとして屋上庭園を整備する。

・一部を設備スペースとして設ける。
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２．意匠計画

４階 [新庁舎] 

・秘書課、市長室、副市長室等を配置する。

屋上階 [市民会館]

・設備機械を集約する。

・空調の省エネルギーを図るため、可能な限り屋上緑化をする。

５階 [新庁舎]

・市民も利用ができる展望レストラン（カフェ）を配置する。
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２．意匠計画

B1階 [新庁舎]

・設備機器スペースを設ける。

[市民会館]

・公用車及び搬出入で利用する駐車場スペースを設ける。

・機械室及び倉庫を配置する。

・市民ホールのバックヤード機能（控室、シャワー室等）を西側に配置する。

屋上階 [新庁舎]

・空調の省エネルギーを図るため、可能な限り屋上緑化する。

・機械のメンテナンスに配慮し、１基のみエレベーターを屋上階に着床させる。

・屋根勾配を利用して、太陽光パネルを設置する。
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２．意匠計画

２－３ 外観計画

向日市の新たなランドマークとなる新庁舎

向日市市民に愛される、まちの新たなランドマークに相応しいデザインを創造する。

①：向日市らしさを投影したカーテンウォール

向日市らしさの象徴である向日丘陵にある「竹の径」をガラスの凹凸により表現

②：周辺環境に馴染む色彩

竹林の淡い緑を基本色として壁面とガラス面を構成

③：長寿命化に配慮した素材

メンテナンスに配慮して、外壁素材に石又はタイルを選定

竹林の表情を模したカーテンウォール

レストランの眺望に配慮した開口部

竹の緑をイメージした外壁色

２つのボリュームを繋ぐ大庇

写真２：外壁タイルイメージ写真１：竹の径
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２．意匠計画

２－４ 断面計画

（１）断面計画の配慮事項

[市庁舎]

・執務室の天井高さは執務空間としての快適性と経済性を考慮し2,800mmを標準とする。

・１階エントランスホールは開放性に配慮して3,500mmとする。

・執務室は将来的なレイアウト変更に対応するため、フリーアクセスフロアを採用する。

[市民会館]

・１階ホワイエは開放性に配慮して3,500mmとする。

・市民ホールは多目的な利用を想定して8,000mmとする。

・１階会議室は展示会等の利用も想定して3,500mmとし、２階の会議室は快適性及び

経済性を考慮して2,800mmとする。

[共通]

・地階の階高は梁せいを考慮して機能上必要最低限の寸法で計画する。
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２．意匠計画

２－５ 内装計画

＜新庁舎＞

（１）内装仕上げに関する配慮事項

・メンテナンスに配慮した素材の選定を基本とする。

（ア）床仕上げ

・執務空間は汚れにくく清掃がしやすいビニル床タイル（又はタイルカーペット）を基本とする。

・メインエントランスとなる１階共用部分は、意匠性にも配慮し石貼りとする。

・汚れが特に懸念されるトイレや倉庫、給湯室等の床仕上げはビニル系の床材を選定する。

・厨房の床は耐熱仕様の合成樹脂塗床とする。

（イ）壁仕上

・ビニールクロスを基本とするが、倉庫等の汚れやすいスペースは水性塗料または化粧石膏ボードを用いる。

・１階エントランスホールは意匠上の観点から擬石タイル貼とする。

・４階フロアは来賓等の対応もあることから、意匠上に配慮して硬質塩ビタックシート貼とする。

（ウ）天井仕上

・遮音性能が求められる執務室や会議室は化粧石膏ボード又は岩綿吸音板仕上とする。

・５階レストランは一部木製ルーバー天井とし、印象的な空間演出を行う。

（２）府内産木材の利用

・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、京都府が定める「公共建築物等におけ

る京都府産木材の利用促進に関する基本方針」に即した計画を行う。府内産木材を積極的に活用し、地域材

の需要拡大のプロモーションに努める。

（ア）木材の使用箇所

・１階 エントランスホール（壁面及び天井装飾）

・市長室、副市長室、応接室（壁）

・レストラン（化粧天井）

・造作家具

・屋外ベンチ

（３）サイン計画

・各所サイン設置場所の環境に適した視認性の良いサイズ、位置に配慮し、英語表記も行うことで誰もがわか

りやすい計画とする。

・将来部署移動があった際にも対応できるフレキシブルな、市民にとってわかりやすいサイン計画とする。

・向日市のシンボルである竹をモチーフにした意匠を取り入れる。

・会議室は使用の有無を表示できるサイン計画とする。

＜市民会館＞

（１）内装仕上げに関する配慮事項

・メンテナンスに配慮した素材の選定を基本とする。

（ア）床仕上げ

・市民ホールは軽運動等の多目的利用も想定して二重床とし、フローリング仕上とする。

・メインエントランスとなる１階ホワイエ部分は、意匠性に配慮し石貼りとする。

・汚れが特に懸念されるトイレや倉庫、給湯室等の床仕上げはビニル系の床材を選定する。

・市民ホールのキッズルーム（親子席）や会議室、料理実習室は掃除のしやすさに配慮し、ビニル床シート

とする。

（イ）壁仕上

・ビニールクロスを基本とするが、倉庫等の汚れやすいスペースは水性塗料または化粧石膏ボードを用いる。

・１階ホワイエは意匠上の観点から擬石タイル貼とする。

・遮音性能が求められる親子室は化粧石膏吸音ボードとする。

（ウ）天井仕上

・遮音性能が求められるキッズルーム（親子室）や映像・音響室、会議室は化粧石膏ボード又は岩綿吸音板

とする。

・和室の天井は化粧木目合板貼りとする。

（２）府内産木材の利用

・「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、京都府が定める「公共建築物等におけ

る京都府産木材の利用促進に関する基本方針」に即した計画を行う。府内産木材を積極的に活用し、地域材

の需要拡大のプロモーションに努める。

（ア）木材の使用箇所

・和室（床、床柱、一部天井等）

・屋外ベンチ

（３）サイン計画

・各所サイン設置場所の環境に適した視認性の良いサイズ、位置に配慮し、英語表記も行うことで誰もがわか

りやすい計画とする。

・会議室は使用の有無を表示できるサイン計画とする。
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２－６ ユニバーサルデザイン計画

多様な来庁・来館者を想定し、授乳室やキッズコーナー、だれでもトイレ等を計画し、全ての人が使いやすい施設を目指す。窓口、通路、トイレ等は、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、全ての人が安心して利用できる一目みてわ
かりやすい計画とする。サイン計画は、全ての人が避難時において行き先を瞬時に理解できる視認性と利便性を高めた計画とする。また、計画にあたっては高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び、京都府福祉のまちづ

の基準を満たすとともに、 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準にも配慮した計画とする。

＜新庁舎＞

■だれでもトイレ（身障者対応）

・市民の利用頻度が比較的高い１階及びレストランのある５階に配置する。

・広く開放しやすい引戸を設置する。

・手摺を適切に設置する。

・オストメイト対応設備を設置する。（１階）

・ベビーチェアを設置する。

■身障者対応エレベーター

・かごの有効寸法は奥行1.35ｍ以上とし、車椅子利用者と介護者が同時に入ることが可能な広さを確保する。

・車椅子等の出入りに配慮し、十分な出入り口幅と乗降ロビー（φ1500mm以上）を確保する。

・視覚障がい者に配慮し、点字表示や音声案内設備を設置する。

■ゆとりのある通路幅

・廊下の通路幅は車いす利用者の通行等を考慮し、有効1.8ｍ以上を確保する。

■受付カウンター

・窓口は車椅子利用者や高齢者等にも利用しやすいよう、ローカウンターとハイカウンターで構成する。

＜外構＞

■おもいやり駐車場

・敷地内に３台のおもいやり（車いす利用者用）駐車場を安全な位置に配置する。

■総合案内板

・初めて来庁される方でも円滑に移動できるよう、エントランスホールの視認しやすい位置に総合案内板を設け

る。

２．意匠計画

＜市民会館＞

■だれでもトイレ（身障者対応）

・市民ホールに近接した１階に計画し、施設利用者が誰でも気軽に利用できる計画とする。

・広く開放しやすい引戸を設置する。

・手摺を適切に設置する。

・オストメイト対応設備を設置する。

・ベビーチェアを設置する。

■身障者対応エレベーター

・かごの有効寸法は奥行1.35ｍ以上とし、車椅子利用者と介護者が同時に入ることが可能な広さを確保する。

・車椅子等の出入りに配慮し、十分な出入り口幅と乗降ロビー（φ1500mm以上）を確保する。

・視覚障がい者に配慮し、点字表示や音声案内設備を設置する。

■ゆとりのある通路幅

・主な廊下の通路幅は車いす利用者の通行等を考慮し、有効1.8ｍ以上を確保する。

■授乳室・キッズコーナー

・授乳室にベビーシートを設置する。

・事務室から目の行き届く１階ホワイエ内にキッズコーナーを設け、子ども連れでも安心して利用できる計画と

する。

■キッズルーム（親子席）

・親子がゆったり座れるようソファタイプの什器を計画する。

・他の観客席とは区画し、気兼ねなく鑑賞ができるよう配慮する。

■福祉対応型会議室

・２階会議室の１室を福祉対応型会議室として位置付け、難聴等の障がいをお持ちの方も利用できる計画とする。

■受付カウンター

・窓口は車椅子利用者や高齢者等にも利用しやすいよう、ローカウンターとハイカウンターで構成する。

■総合案内板

・初めて来館される方でも円滑に移動できるよう、エントランスホールの視認しやすい位置に総合案内板を設け

る。
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２－７ 外構整備計画

（１）外構整備の基本方針

＜市民広場＞

・主出入口付近の市民広場の整備によって、市民が日常的に気軽に立ち寄れる憩

いの場となる計画とする。

・市民広場はイベント開催時や災害時においても、多様な利用ができるよう比較

的フラットな計画とする。

＜屋上庭園＞

・市民会館３階の屋上広場は和室と一体的にも利用できる構成とし、市民の憩い

やコミュニケーションの場として計画する。また、庁舎への動線を確保するこ

とで、職員の休憩の場としても活用できるよう配慮する。

・低木・被覆植物等を計画し、環境に配慮した市民及び職員の憩いの場とする。

＜緑化計画＞

・向日市民の花、木（向日葵、ツツジ、桜）を中心に、四季を感じられる常緑

樹・落葉樹をバランスよく選定する。

・市民広場は丈夫で手入れのしやすいノシバを選定し、多目的に活用できるよう

極力高木を植えない計画とする。

・道路沿いには桜を植樹し、沿道の景観に配慮する。

＜舗装計画＞

・歩道の主な仕上げは、耐久性が高く雨天時においても滑りにくい舗装ブロック

とする。

・駐車場はアスファルト舗装を基本とするが、主な沿道沿いについては景観に配

慮し緑化ブロックとする。

・駐車場の区画や横断歩道は白線引きとする。

・消防車両の進入を考慮し、消防活動空地までの動線は耐圧20tとする。

＜その他＞

・フラッグポールを３本配置する。

・告示用掲示板を来庁者にわかりやすい位置に配置する。

・時計台、EV充電ステーションを移設する。

・有料の駐車場システムの導入を今後検討する。

・地震計は既存のままとする。

・雨水流出抑制施設の設置については、向日市開発行為等に係る雨水流出抑制施

設設置技術指針によるものとする。

２．意匠計画
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３．基本設計図

３－１ 位置図

13



３．基本設計図

３－２ 完成予想パース（１）
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３．基本設計図

３－２ 完成予想パース（２）

庁舎棟１階エントランスロビー
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３．基本設計図

３－３ 計画概要書
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３．基本設計図

３－４ 平面図（１）

地階平面図 １階平面図
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３．基本設計図

３－４ 平面図（２）

２階平面図 ３階平面図
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３．基本設計図

３－４ 平面図（３）

４階平面図 ５階平面図 R階平面図
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３．基本設計図

３－５ 立面図

南立面図 東立面図

西立面図北立面図
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３．基本設計図

３－６ 断面図

B-B’断面図

A-A’断面図C-C’断面図
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３．基本設計図

３－７ 外構計画図
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４－１ 事業スケジュール

４．参考資料
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