
第４回山口市本庁舎の整備に関する検討委員会 

候補エリア検討資料 

資料２ 



候補エリア 

項 目 

④新山口駅北地区重点エリアＣ１、Ｃ２ゾーン

（公有地を除く） 
⑤ＪＲ山陽本線・宇部線東側周辺エリア ⑥山口南警察署周辺エリア

現況用途 共同住宅、店舗、商業建物、更地等 田 田 

所有者 民有地 

敷地面積 想定 20,000㎡ 

用途地域 準工業地域 用途地域の指定のない地域 

建ぺい率 60％ 60％ 

容積率 200％ 100％ 

制限等 

・建築基準法第 22条指定地域

・景観一般地域

・特別用途地区：大規模集客施設制限地区

・駐車場附置義務条例適用地区(周辺)

・「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」における「市街

地形成ゾーン」の重点エリア 

「新山口駅北地区重点エリア整備方針」・「小郡都市拠点の機

能強化に向けた整備計画」 

・「新山口駅北地区重点エリア拠点施設整備実施計画」 

・建築基準法第 22条指定区域

・景観一般区域

・特定用途制限区域

・農業振興地域(農用地区域)

・「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」における「業務集積ゾーン」の⑤：業務機能等を誘導するエリア、 

⑥：公共的利用を進めるエリア

整備内容 本庁舎を建設 

想定組織規模及び職員数及び

来庁者用駐車台数 

（臨時・嘱託職員含む） 

・現本庁舎に配置している組織（山口総合支所配置分を除く）

・環境部【環境政策課、環境衛生課、資源循環推進課】

・健康増進課

・水産港湾課

・地籍調査課

・市史編さん室

・教育委員会事務局【教育総務課、教育施設課、学校教育課、社会教育課】

・選挙管理委員会事務局

・監査委員事務局

・消防本部

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 職員数：802 人 【小郡総合支所を兼ねる場合】 職員数：935 人 
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候補エリア 

項 目 

④新山口駅北地区重点エリアＣ１、Ｃ２ゾーン

（公有地を除く） 
⑤ＪＲ山陽本線・宇部線東側周辺エリア ⑥山口南警察署周辺エリア

想定建物規模 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

20,000～22,000㎡ 

・総務省基準：21,369㎡

・国交省基準：19,601㎡

・新たに付加する機能【防災拠点機能、市民交流スペース等】：約 1,000㎡

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

23,000～25,000㎡ 

・総務省基準：24,010㎡

・国交省基準：21,938㎡

・新たに付加する機能【防災拠点機能、市民交流スペース等】：約 1,000㎡

想定組織の駐車場必要台数 現本庁舎台数８６台、環境部５台、健康増進課５台（保健センター分は除く）、教育委員会１９台、消防本部５台・・・１２０台（最低必要台数） 

駐車場確保台数（来庁者用） 

駐車場確保台数（公用） 

２００台 

１５０台 

整備工程 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

・用地取得

・新本庁舎の建設

・屋外整備等

・現本庁舎から新本庁舎へ引越し

・現本庁舎を山口総合支所として増築、改修、一部解体等の

関連工事

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

・用地取得

・土地造成

・新本庁舎の建設

・屋外整備等

・現本庁舎から新本庁舎へ引越し

・現本庁舎を山口総合支所として増築、改修、一部解体等の関連工事

2



      候補エリア 

項 目 

④新山口駅北地区重点エリアＣ１、Ｃ２ゾーン 

（公有地を除く） 
⑤ＪＲ山陽本線・宇部線東側周辺エリア ⑥山口南警察署周辺エリア 

事業費試算 

 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

延床面積 21,000㎡で試算 

総事業費：133.7億円(6階建て) 

・本体工事費：94.7億円 

 ・屋外整備費：3.2億円 

 ・基本設計費：1.3億円 

 ・実施設計費：3.1億円 

 ・現場監理費：1.1億円 

・用地取得費：9.6億円(民有地。4.8 万円/㎡ ※で試算) 

・山口総合支所関連事業費：20.7億円 

(増築、改築、一部解体等) 

  

 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

延床面積 21,000㎡で試算 

総事業費：130.3億円 (6階建て) 

・本体工事費：94.7億円 

 ・屋外整備費：3.1億円 

 ・基本設計費：1.3億円 

 ・実施設計費：3.1億円 

 ・現場監理費：1.1億円 

・用地取得費：1.3億円(民有地。6700円/㎡ ※で試算) 

・造成工事費：5.0億円 

・山口総合支所関連事業費：20.7億円 

(増築、改築、一部解体等) 

 

 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

延床面積 21,000㎡で試算 

総事業費：130.0億円 (6階建て) 

・本体工事費：94.7億円 

 ・屋外整備費：3.1億円 

 ・基本設計費：1.3億円 

 ・実施設計費：3.1億円 

 ・現場監理費：1.1億円 

・用地取得費：1.0億円(民有地。5000円/㎡ ※で試算) 

・造成工事費：5.0億円 

・山口総合支所関連事業費：20.7億円 

(増築、改築、一部解体等) 

 

 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

延床面積 24,000㎡で試算 

総事業費：146.0億円(6階建て) 

・本体工事費：106.7億円 

 ・屋外整備費：3.1億円 

 ・基本設計費：1.4億円 

 ・実施設計費：3.4億円 

 ・現場監理費：1.1億円 

 ・用地取得費：9.6億円(民有地。4.8万円/㎡ ※で試算) 

・山口総合支所関連事業費：20.7億円 

(増築、改築、一部解体等) 

  

 

 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

延床面積 24,000㎡で試算 

総事業費：142.7億円(6階建て) 

・本体工事費：106.7億円 

・屋外整備費：3.1億円 

 ・基本設計費：1.4億円 

 ・実施設計費：3.4億円 

 ・現場監理費：1.1億円 

・用地取得費：1.3億円(民有地。6700円/㎡ ※で試算) 

 ・造成工事費：5.0億円  

・山口総合支所関連事業費：20.7億円 

(増築、改築、一部解体等) 

 

 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

延床面積 24,000㎡で試算 

総事業費：142.4億円(6階建て) 

・本体工事費：106.7億円 

 ・屋外整備費：3.1億円 

 ・基本設計費：1.4億円 

 ・実施設計費：3.4億円 

 ・現場監理費：1.1億円 

・用地取得費：1.0億円(民有地。5000円/㎡ ※で試算) 

・造成工事費：5.0億円 

・山口総合支所関連事業費：20.7億円 

(増築、改築、一部解体等) 

 

【共通】 

※総事業費には、用地取得費以外に想定される事業費（建物移転補 

償費など）や職員用駐車場費用は含まず。 

※固定資産税路線価は一般的に概ね公示価格の 7割程度とされてい

る。よって、近隣固定資産税路線価を 7割で割り戻しを行い、仮

の土地単価を 4.6 万円/㎡～4.9 万円/㎡と試算し、その平均値と

して 4.8 万円/㎡とした。 

なお、実際に用地取得を行なう場合は、土地鑑定評価や取引事例、

土地の形状等を踏まえて土地単価を検討することとなる。 

 

【共通】 

※総事業費には、民有地における補償費や職員用駐車場費用は含まず。 

※現況は田であり、宅地見込地として評価。宅地見込地は一般的に概ね公示価格の 4割程度とされている。よって、近隣固定資産税路

線価を 7 割で割り戻しを行い、さらに 0.4 を乗じて、仮の土地単価を試算した。 

なお、実際に用地取得を行なう場合は、土地鑑定評価や取引事例、土地の形状等を踏まえて土地単価を検討することとなる。 
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○条件設定
・起債対象外…基本設計（小郡、山口）、旧庁舎仮設利用改修
・合併推進債充当
　（充当率90％、交付税措置率40％）
・借入条件
　（元金均等、20年償還、据置3年、利率0.220％）

　

　

　

　

　

○条件設定
・起債対象外…基本設計（小郡、山口）、旧庁舎仮設利用改修
・合併推進債充当
　（充当率90％、交付税措置率40％）
・借入条件
　（元金均等、20年償還、据置3年、利率0.220％）

　

　

　

　

　

○条件設定
・起債対象外…基本設計（小郡、山口）、旧庁舎仮設利用改修
・合併推進債充当
　（充当率90％、交付税措置率40％）
・借入条件
　（元金均等、20年償還、据置3年、利率0.220％）

　

　

　

　

　

総事業費 13,030,000
うち一般財源 0
うち庁舎建設基金 5,000,000
うち地方債 8,030,000

総事業費（利子含む） 13,237,739
うち基金対応額 5,000,000
うち交付税措置額 3,295,096
うち実質的な負担額 4,942,643

（単位：千円）

　

　

　

　

　

　

総事業費 14,270,000
うち一般財源 0
うち庁舎建設基金 5,000,000
うち地方債 9,270,000

総事業費（利子含む） 14,509,816
うち基金対応額 5,000,000
うち交付税措置額 3,803,925
うち実質的な負担額 5,705,891

（単位：千円）

　

　

　

　

　

　

総事業費 13,000,000
うち一般財源 0
うち庁舎建設基金 5,000,000
うち地方債 8,000,000

総事業費（利子含む） 13,206,962
うち基金対応額 5,000,000
うち交付税措置額 3,282,782
うち実質的な負担額 4,924,180

（単位：千円）

　

　

　

　

　

　

総事業費 14,240,000
うち一般財源 0
うち庁舎建設基金 5,000,000
うち地方債 9,240,000

総事業費（利子含む） 14,479,041
うち基金対応額 5,000,000
うち交付税措置額 3,791,615
うち実質的な負担額 5,687,426

（単位：千円）

　

　

　

　

　

　

総事業費 13,370,000
うち一般財源 0
うち庁舎建設基金 5,000,000
うち地方債 8,370,000

総事業費（利子含む） 13,586,534
うち基金対応額 5,000,000
うち交付税措置額 3,434,614
うち実質的な負担額 5,151,920

（単位：千円）

総事業費 14,600,000
うち一般財源 0
うち庁舎建設基金 5,000,000
うち地方債 9,600,000

総事業費（利子含む） 14,848,354
うち基金対応額 5,000,000
うち交付税措置額 3,939,345
うち実質的な負担額 5,909,009

（単位：千円）

　

　

　

　

　

　

      候補エリア 

項 目 

④新山口駅北地区重点エリアＣ１、Ｃ２ゾーン 

（公有地を除く） 
⑤ＪＲ山陽本線・宇部線東側周辺エリア ⑥山口南警察署周辺エリア 

事業費負担見通し 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

 

 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

 

想定期間 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

・基本方針（1年） 

・基本計画（9ヶ月） 

・基本設計・詳細設計（2年 3ヶ月） 

・本庁舎建設(2年 6ヶ月) 

・屋外整備(6ヶ月)  

 計約７年 本庁舎完成見込：平成 35年度 

・山口総合支所関連工事(2年 3ヶ月) 

完成見込：平成 38年度 

 

※上記想定期間には民有地取得に要する期間は含まず。 

 

【小郡総合支所は従来の位置の場合】 

【小郡総合支所を兼ねる場合】 

・基本方針（1年） 

・基本計画（9ヶ月） 

・用途変更、農振地域除外手続(6ヶ月) 

・基本設計・詳細設計（2年 3ヶ月） 

・造成工事(6ヶ月) 

・本庁舎建設(2年 6ヶ月) 

・屋外整備(6ヶ月)  

 計約８年 本庁舎完成見込：平成 36年度 

・山口総合支所関連工事(2年 3ヶ月) 

完成見込：平成 38年度 

※上記想定期間には民有地取得に要する期間は含まず。 

候補エリアごとの実質的な負担額(総額約 49億円～約 59億円。年平均約 2.5億円～約 3億円)については、一般財源や減債基金の活用等により対応 
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      候補エリア 

項 目 

④新山口駅北地区重点エリアＣ１、Ｃ２ゾーン 

（公有地を除く） 
⑤ＪＲ山陽本線・宇部線東側周辺エリア ⑥山口南警察署周辺エリア 

特記（懸案）事項 

 

・民有地の取得、場所によっては建物移転等の補償 

・産業振興や民間主導による市街地整備を促進し、産業振興

による新たなビジネス街としての空間形成を図るため、「新

山口駅北地区重点エリア整備」を進めているエリアである。 

・市関係計画との整合性 

・山口市役所位置条例の改正(出席議員 2/3以上の同意) 

・山口総合支所関連工事(増築、改修、一部解体等)  

・職員駐車場の確保 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・民有地の取得、場所によっては建物移転等の補償 

・用途地域の変更手続き 

・農業振興地域（農用地区域）※の除外手続 

・市関係計画との整合性 

・山口市役所位置条例の改正(出席議員 2/3以上の同意) 

・山口総合支所関連工事(増築、改修、一部解体等)  

・職員駐車場の確保 

 

 

 

関係する市計画 

 

・「山口市総合計画」(平成 19年 11月) 

・「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」(平成 20年 8月) 

小郡都市核における「市街地形成ゾーン」の重点エリア 

・「新山口駅北地区重点エリア整備方針」 

(平成 22年 3月) 

・「山口市都市計画マスタープラン」 

(平成 24年 3月) 

・「山口市総合計画後期まちづくり計画」 

(平成 25年 3月) 

・「小郡都市拠点の機能強化に向けた整備計画」 

(平成 25年 3月) 

・「新山口駅北地区重点エリア拠点施設整備実施計画」 

（平成 27年 7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「山口市総合計画」 

・「山口・小郡都市核づくりマスタープラン」 

  小郡都市核における「業務集積ゾーン」の⑤業務機能等を誘導するエリア、⑥公共的利用を進めるエリア 

・「山口市都市計画マスタープラン」 

・「山口市総合計画後期まちづくり計画」 

 

 

 

 

※・農業振興地域：市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域。農業以外の用途への 

転用は制限されている 

・農用地区域：農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性 

の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地 
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      候補エリア 

項 目 

④新山口駅北地区重点エリアＣ１、Ｃ２ゾーン 

（公有地を除く） 
⑤ＪＲ山陽本線・宇部線東側周辺エリア ⑥山口南警察署周辺エリア 

交通条件 

 

鉄道 

（ ）は候補地エリアからの距

離 

●ＪＲ山口線、山陽本線、宇部線、新幹線  

ＪＲ新山口駅(約 200～400m) 

●ＪＲ山口線、山陽本線、宇部線、新幹線  

ＪＲ新山口駅(約 1,200m) 

●ＪＲ山口線、山陽本線、宇部線、新幹線 

ＪＲ新山口駅(約 1,700m) 

路線バス 

コミュニティバス 

コミュニティタクシー 

 

（ ）は候補地(案)から最寄 
バス停までの距離 

●新山口駅北口(約 150～600ｍ) 

 防長バス、宇部市営バス 

●新幹線口(約 350～500m) 

 防長バス、ＪＲバス、宇部市営バス 

●アルク前(約 280～630ｍ) 

 防長バス、宇部市営バス 

●アルク小郡店 

 コミュニティタクシー（おごおりサルビア号） 

●新幹線口(約 1200m) 

 防長バス、ＪＲバス、宇部市営バス 

 

●新幹線口(約 2200m) 

 防長バス、ＪＲバス、宇部市営バス 

 

高速バスほか ●山口⇔福岡（新山口駅）  ●山口宇部空港（新山口駅）  ●山口宇部空港連絡バス（新山口駅） 

一般道路 

国道９号 

国道２号 

県道山口宇部線 

県道江崎陶線 

国道９号 

国道２号 

県道山口宇部線 

県道山口阿知須宇部線 

高速道路 
（ ）は候補地(案)からの 
距離 

中国自動車道（小郡 IC：4.3km） 

山陽自動車道（山口南 IC：8.0km） 

中国自動車道（小郡 IC：5.8km） 

山陽自動車道（山口南 IC：7.5km） 

中国自動車道（小郡 IC：5.3km） 

山陽自動車道（山口南 IC：8.0km） 

人口集中地区 ※（平成 22 年度

国勢調査） 

※市区町村の境域内で人口密度
の高い基本単位区が隣接して
その人口が 5,000 人以上とな
る地域のこと。 

小郡地域 

●人口：15,917人  ●面積：3.96 km2、  ●人口密度：4,019.4人  ●全域に占める割合：人口 8.1％、面積 0.4％ 

各総合支所からの距離 

現本庁舎（山口総合支所）（約 13.7km） 

小郡総合支所（約 1.4km） 

秋穂総合支所（約 15.4km） 

阿知須総合支所（約 12.6km） 

徳地総合支所（約 37.0km） 

阿東総合支所（約 49.1km） 

合計 129.2km 

現本庁舎（山口総合支所）（約 14.7km） 

小郡総合支所（約 2.4km） 

秋穂総合支所（約 14.5km） 

阿知須総合支所（約 11.2km） 

徳地総合支所（約 37.4km） 

阿東総合支所（約 50.6.km）  

合計 130.8km 

現本庁舎（山口総合支所）（約 15.2km） 

小郡総合支所（約 2.9km） 

秋穂総合支所（約 14.3km） 

阿知須総合支所（約 10.8km） 

徳地総合支所（約 37.2km） 

阿東総合支所（約 51.1km）  

合計 131.5km 

観光地、文化施設、公園等 ＳＬやまぐち号、其中庵、小郡図書館、小郡文化資料館、緑公園、山口きらら記念博公園、大正通り商店街など 

近隣官公庁、金融機関、病院等 
小郡総合支所、小郡地域交流センター、小郡保健福祉センター、小郡ふれあいセンター、山口市社会福祉協議会小郡支部、山口南消防署、山口南警察署、山口県総合交通センター、小郡

郵便局、山口銀行小郡支店、山口商工会議所小郡支所、小郡第一総合病院、山口総合検診センターなど 
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。 

 

航空写真 

    

国道９号 

新山口駅 

JR 山陽本線 

JR 宇部線 

新幹線 

山口南警察署 

県総合交通センター 

山口南消防署 

県道山口阿知須宇部線 

⑥山口南警察署周辺エリア ⑤ＪＲ山陽本線・ 

宇部線東側周辺エリア 

④新山口駅北地区重点

エリアＣ１、Ｃ２ゾーン 

候補地(案)③ 

小郡地域交流センター 

小郡文化資料館 

小郡図書館 

小郡総合支所 

国道 2 号 

ＪＲ山陽本線 

JR 山口線 

山口・小郡都市核づくりマ

スタープランにおける「業

務集積ゾーン」(業務機能

等を誘導するエリア) 

 

山口・小郡都市核づくりマスタ

ープランにおける「業務集積ゾ

ーン」(公共的利用を進めるエ

リア) 

 

「小郡都市拠点の機能強化に向

けた整備基本計画」における商

業・業務機能の集積や、街なか居

住の推進を図ることにより、利便

性の高い複合的市街地の形成を

進めるエリア 
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④新山口駅北地区重点

エリアＣ１、Ｃ２ゾーン 

⑤ＪＲ山陽本線・ 

宇部線東側周辺エリア 

⑥山口南警察署周辺エリア 

JR 新山口駅 

JR 山陽本線 

山陽新幹線 

小郡浄化センター 

山口南警察署 

県総合交通センター 

山口県農協会館 

山口商工会議所小郡支所 

国道９号 

県道新山口停車場長谷線 

県道江崎陶線 

大正通り商店街 

山口銀行小郡支店 

国道２号 

県道山口阿知須宇部線 

 

山口南消防署 

候補地(案)③ 

小郡地域交流センター 

小郡文化資料館 

小郡図書館 

小郡第一総合病院 

JR 山口線 

小郡郵便局 

山口総合検診センター 

バス停 

バス停 

バス停 

JR 周防下郷駅 

小郡自動車学校 

吉南医師会、吉南准看護学院 
小郡ふれあいセンター 

・小郡文化体育館 

・市シルバー人材センター小郡出張所 

・市勤労青少年ホーム 

・市老人福祉センター 

市社会福祉協議会小郡支部 

小郡総合支所 

栄山公園 

国道９号 

バス停 

其中庵 

 

 

 

市の施設 

国・県の施設 

民間の施設 

 交通機関 

小郡地域 周辺図 

バス停 

バス停 

バス停 

バス停 

JR 山陽本線 

JR 宇部線 
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唐樋川 

Aゾーン 
公園 

国道９号 

市有地 

Bゾーン 

C1ゾーン 

粟島神社前 
交差点 

矢足 
交差点 

長谷 
交差点 

市有地 

「拠点施設整備区域」 市有地 

  

新山口駅 

・Ａゾーン：多様な交流や産業を促進する複合的産業振興機能の導入エリア。 
 
 
・Ｂゾーン：商業・業務機能の集積や、民間の再開発事業等による質の高い複合的高度 
                          利用、 都市的利便性に優れた街なか居住の推進等を図るエリア。 
 
 
・Ｃ１・Ｃ２ゾーン：商業・業務機能の集積や、街なか居住の推進を図ることにより、

利便性の高い複合的市街地の形成を進めるエリア。 
 
  「小郡都市拠点の機能強化に向けた整備基本計画」から 

新山口駅北地区重点エリア（「新山口駅

北地区重点エリア拠点施設整備実施計画」から） 

C２ゾーン 
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新山口駅北地区重点

エリア拠点施設整備実施計画（案）の概要 

新山口駅北地区重点エリア拠点施設整備について 

 

拠点施設整備の基本的な考え方  

 整備のコンセプト 

 「産 業 創 造」 

「にぎわい創造」 

「生活文化創造」 

整備のコンセプトに沿った３つの視点 

様々な業種の人が集い、交流することにより生まれる新た

な創造性をビジネスの創出につなげます。 

 
 
 

 

重点エリア内のゾーニングについて 

Ａゾーン（拠点施設整備区域） 

 多様な交流を生み出し、産業振興に資する拠点施設を整備。 

Ｂゾーン 

  民間の再開発事業等による質の高い複合的高度利用、都市的

利便性に優れた街なか居住を促進。 

Ｃゾーン 

  民間による市街地形成を促進するほか、Ｃ１ゾーン市有地に

拠点施設の駐車場（３００～４００台）を整備し、重点エリ

ア内の円滑な交通処理を図るとともに、重点エリア全体の秩

序ある開発を促進。 

 

事業の進め方との見通し  

○ 事業方式 
民間のノウハウやスキルが反映させやすい方式であること

や、財政負担縮減の観点から合併特例債が充当でき、かつそ

の期限(H32）までに事業が完了するスケジュールに対応でき

る方式であること、さらに設計・建設・管理運営等を一体と

して民間に委ねることができる方式であることなどを踏ま

え、ＰＦＩ的手法を用いることとします。          

○ 概算事業費（実施計画から） 

施設整備費  ９５億円 

施設維持管理運営費 年間１億８千万円 

（事業運営費を除く） 

 『出会う つながる 生まれる 広がる』 

県のほぼ中央に位置する交通結節点・ネットワーク拠点という立地特性

を生かし、多様な「交流」を促すとともに当該交流によって新たな知恵

や創造性が生まれ地域社会へと広がっていく仕組みを作り出します。 

市民が気軽に利用できる空間形成や魅力的なイベント等

により、日常的な賑わいを生み出します。 

市民生活がより高質で豊かなものとなるためのサポートを

広域的な視点で取り組みます。 

拠点施設の整備内容について 

 拠点施設は、新山口駅北地区重点エリア内の「拠点施設整備区域」内に整備する予定としています。 

（新山口駅北地区重点エリア拠点施設整備実施計画（以下「実施計画」（平成２７年７月策定））から） 

○ 今後の見通し 

現在、拠点施設整備の詳細について、関係機関等との協議

を重ねるとともに、事業者を募集するための募集要項の作成

等に取り組んでいます。 

 本年度内には整備内容を固め、事業者の募集を行うことと

しており、事業者選定後、契約手続きを経て、設計・工事を

行い、平成３１年度内の完成を目指します。          

10



11



小郡総合支所
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