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１．庁舎・出張所のあり方検討について
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庁舎のあり方について、令和2年度に策定した「個別施設計画」を基に、今後検討を進めていきます。本日は、重点項目の1つであ

る庁舎・出張所のあり方について、皆様よりご意見をいただきます。ご意見は、新行財政改革プラン策定の参考とさせていただきます。

今後のスケジュール案

1.1 庁舎・出張所のあり方検討について（本日の位置づけ）

実施事項 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度～

新行財政改革プラン策定
方向性および今後
の進め方の検討

庁舎・出張所のあり方の検討
あり方検討

（委員会等）

あり方を踏まえた具体的な検討※

（庁舎機能の再配置検討、庁舎

の整備方針検討など）

再配置検討
整備方針検討

整備計画策定
設計 リノベーション等

本日、ご意見いただきたい部分
※庁舎の方向性や出張所のあり方についてご意見
をいただきたく存じます。庁舎のあり方については、次

年度以降検討を進めていく想定です。

※上記スケジュールは、庁舎・出張所のあり方の検討を行い、「庁舎の再編」等を進める場合のスケジュールイメージ



２．庁舎・出張所の概要について
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海陽町では、３庁舎２出張所を保有しています。

庁舎・出張所の保有状況

2.1 庁舎・出張所の保有状況

項目 建築年 築年数 延床面積 機能

庁舎

海南庁舎 S53 43年 1,310㎡

◼ 議会・総務・税・防災・農林水産（窓口）・土木・消防・上下水道

（窓口）
◼ 戸籍・住民票窓口

※
など

※夜間及び閉庁日の場合も受付可能

海部庁舎 H14 19年 2,228㎡
◼ 民生・衛生
◼ 戸籍・住民票窓口

宍喰庁舎

S48 48年 440㎡
◼ 商工観光・農林水産（本課）・上下水道（総務）
◼ 戸籍・住民票窓口

※

※夜間及び閉庁日の場合も受付可能
H6 27年 354㎡

出張所

浅川出張所 S59 37年 680㎡※
◼ 町税の収納、住民票の交付、戸籍の届書の受領、戸籍の交付、印鑑

証明書の交付、使用料・手数料の徴収、乳児医療・重度障害者医療

の手続き、生活保護の支給、し尿・ごみ処理券の売り捌き
川上出張所 H2 31年 253㎡※

※出張所の延床面積は建築物全体の延床面積
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（参考）庁舎・出張所の配置図
行政系施設 

 

海南庁舎 
 

海部庁舎 
 

宍喰庁舎  

川上出張所

浅川出張所
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庁舎別の戸籍・住民票関係交付件数は次のとおりです。そのほとんどが海南庁舎で交付されています。

戸籍、住民票関係交付件数

2.2 窓口利用者の状況

施設名

利用者数等の推移

平成29年度 平成30年度 令和元年度

海南庁舎 9,615件 9,427件 9,835件

海部庁舎 1,347件 981件 968件

宍喰庁舎 1,407件 1,108件 1,058件

合計 12,369件 11,516件 11,861件
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庁舎別の施設関連経費は次のとおりです。また、今後、庁舎の維持長寿命化や更新のための経費が多額に必要となる見込みで

す。

海南庁舎

2.3 施設関連経費の状況

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 5年間平均

施設整備費 2,200 - 9,634 - 127,173 27,801

維持修繕費 201 240 622 287 896 449

光熱水費・委託費等 4,313 4,203 8,028 9,705 14,702 8,190

その他 280 238 107 362 322 262

施設関連経費合計 6,994 4,681 18,391 10,354 143,093 36,703

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 5年間平均

施設整備費 - - - - - -

維持修繕費 762 241 171 3,139 147 892

光熱水費・委託費等 5,296 5,293 6,108 6,246 6,313 5,851

その他 555 618 1,955 135 445 742

施設関連経費合計 6,612 6,153 8,233 9,521 6,905 7,485

項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 5年間平均

施設整備費 203,142 113,453 9,785 59 - 65,288

維持修繕費 333 381 768 194 214 378

光熱水費・委託費等 22,808 13,487 15,126 4,483 4,408 12,063

その他 742 254 191 118 25 266

施設関連経費合計 227,024 127,575 25,870 4,855 4,648 77,994

海部庁舎

宍喰庁舎

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）



３．今後の庁舎・出張所のあり方について
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庁舎の配置方法には、３つの方法があります。現在の海陽町は、分庁舎方式を採用しています。平成の大合併から年月が経ち、

本庁舎・支所方式に移行する事例が増えています。

3.1 庁舎の配置方式

メリット デメリット概要

本庁舎・支所

方式

◼ 部局間の連絡調整がスムーズに行え
ることにより、業務の効率化が図れる。

◼ 支所の廃止により、維持管理費及
び施設整備費が削減。

分庁舎方式
(現在の海陽町)

◼ 住民にとって、身近で便利。

◼ 庁舎の新設・増築が必要ない。

◼ 災害時等の活動拠点を分散できる。

◼ 支所の廃止により、住民サービスが低
下する。

◼ 集約化の規模によっては、庁舎の新
設・増築が必要。

◼ 部局間の連絡調整がスムーズに行え
ず、時間や手間がかかる。

◼ 庁舎の維持管理経費がかさむ。

◼ 移動用に公用車が必要になり、人
件費・燃料代がかかる。

◼ 旧市町村の行政機構･組織を1か所
に集約し、残りの庁舎は窓口的な
機能のみとする方式。

◼ 本庁所在地が合併後の各地域から

のアクセス面での影響が低い判断さ
れた場合などで採用される。

◼ 本庁に総務部などの管理部門や町

長室、議会等を置き、残りの庁舎に
その他部門を設置する方式。

◼ それぞれの庁舎には支所機能として
窓口的な機能を置く。

総合支所

方式
◼ 職員や住民にとっては合併時におけ
る戸惑いが生じにくいといわれている。

◼ 業務の効率化を図りにくい。

◼ 新自治体としてまとまりにくい。

◼ 職員の効率的配置を図りにくい（合

併前とほとんど変わらない職員数が
必要）。

◼ 管理部門や議会をのぞき、各庁舎

は合併以前の機能を持たせ、従来
の庁舎機能をほぼそのまま残す方式。

◼ 合併時の混乱や行政サービス低下を
防ぐための暫定的措置とも言える。

庁舎の配置方式
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海陽町では合併以降、各庁舎を活用し分庁方式で運用を行ってきました。しかし、部署間での連携がしづらく、庁舎間の移動に時

間が必要となっていることや維持管理経費が必要になることから、本庁舎・支所方式を含めた庁舎の機能配置を検討していきます。

3.2 今後の庁舎の配置方式（案）

メリット デメリット概要

本庁舎・支所

方式

◼ 部局間の連絡調整がスムーズに行え

ることにより、業務の効率化が図れ
る

◼ 支所の廃止により、維持管理費及
び施設整備費が削減。

分庁舎方式
(現在の海陽町)

◼ 住民にとって、身近で便利。

◼ 庁舎の新設・増築が必要ない。

◼ 災害時等の活動拠点を分散できる。

◼ 支所の廃止により、住民サービスが低
下する。

◼ 集約化の規模によっては、庁舎の新
設・増築が必要。

◼ 部局間の連絡調整がスムーズに行え
ず、時間や手間がかかる。

◼ 庁舎の維持管理経費がかさむ。

◼ 移動用に公用車が必要になり、人
件費・燃料代がかかる

◼ 旧市町村の行政機構･組織を1か所
に集約し、残りの庁舎は窓口的な
機能のみとする方式。

◼ 本庁所在地が合併後の各地域から

のアクセス面での影響が低い判断さ
れた場合などで採用される。

◼ 本庁に総務部などの管理部門や町

長室、議会等を置き、残りの庁舎に
その他部門を設置する方式。

◼ それぞれの庁舎には支所機能として
窓口的な機能を置く。

総合支所

方式
◼ 職員や住民にとっては合併時におけ
る戸惑いが生じにくいといわれている。

◼ 業務の効率化を図りにくい。

◼ 新自治体としてまとまりにくい。

◼ 職員の効率的配置を図りにくい（合

併前とほとんど変わらない職員数が
必要）。

◼ 管理部門や議会をのぞき、各庁舎

は合併以前の機能を持たせ、従来
の庁舎機能をほぼそのまま残す方式。

◼ 合併時の混乱や行政サービス低下を
防ぐための暫定的措置とも言える。

庁舎の配置方式（案）

デメリットが顕在化しないように

留意が必要
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出張所については、行政サービスの向上や行政運営の効率化の双方の観点から、持続的な行政サービス提供を実現するため、縮

小も含めたあり方を行います。ただし、例えば郵便局への委託など、行政サービスの低下にならないよう留意します。

3.3 今後の出張所の配置方式（案）

（参考）郵便局への窓口業務委託

【出所】総務省情報通信審議会郵政政策部会郵便局活性化委員会

2020年3月末現在で、約254の地方公共団体、約4,000カ所
の郵便局で行政サービスが提供されています。


