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提言における候補地の比較表 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

    

   

    

   

所在地    中央一丁目 大和町、有明町 川口二丁目 

敷地面積    約 1.5ha 0.73ha 5.1ha 

地形    低地、平坦地 低地、平坦地 平坦地、杭部分盛土 

現況土地利用    店舗、住宅、駐車場が混在 
駐車場、店舗、空地 

（土浦駅前北地区開発事業用地＋市有地） 

ラクスマリーナ（約１.４ha）、暫定緑地広場

整備中 

土地所有    民有地、一部市有地（土地開発公社用地） 市有地、民有地 市有地 



 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

法規制（都市計

画等）    

商業地域（600/80、400/80） 

・用途制限、日影規制はないが、道路斜線制

限がある。 

・景観計画上、45m（一部 20m）の高さ制限が

ある。また、区画形質の変更が伴う場合、

開発許可が必要になる。 

商業地域（600/80） 
・用途制限、日影規制はないが、道路斜線及

び駅構内の隣地斜線の規制がある。 
・景観計画上 45m の高さ制限がある。 
・再開発事業の都市計画変更が必要となる
（面積、主要用途等）。 

高度利用地区 

第２種住居地域（200/60） 
・高さ 10m 以上の場合日影規制がある。立体

駐車場面積は建築面積まで、かつ 2階 3層
までは可能である。 

・景観計画上 20m の高さ制限がある。また、
区画形質の変更が伴う場合、開発許可が必
要になる。 

総合計画の位置

付け    
商業・業務拠点 商業・業務拠点 水・緑・憩い・交流拠点 

都市マスの位置

付け    
商業・業務地ゾーン 商業・業務地ゾーン 緑地保全活用ゾーン 

土浦駅からの距

離    
北西約 0.5 ㎞ 北約 0.1 ㎞ 北東約 1.0 ㎞ 

最寄バス停    桜橋、川口町 土浦駅 土浦駅東口、土浦車庫 

アクセス道路    中央立田線、駅前川口線 県道駅前停車場線、駅前東崎線 荒川沖木田余線 



 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

①①①①敷地敷地敷地敷地のののの広広広広ささささ・・・・

形状形状形状形状    

・中心市街地に位置し、店舗、住宅、駐車場
が混在している。敷地面積は約 1.2ha であ
り、オープンスペース・平面駐車場の確保
のためにはやや狭小である。 

・敷地面積約 0.73ha であり、オープンスペ
ース・駐車場の確保のためには狭小であ
る。 

・南北に細長い土地であり、配置計画上で制
約が大きい。また、庁舎内のゾーニングや
導線計画にも影響を及ぼす可能性がある
が、土地の高度利用の期待が出来る。 

・十分な面積を確保できるが、南北に長く、
若干不整形な形状であり、マリーナの利用
調整及び既に施工されている基礎杭の再
活用については、専門的な検討が必要とな
る。 

 

△ △ ○ 

②②②②防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としとしとしとし

てのてのてのての安全性安全性安全性安全性    

・特に大きな災害の危険性は小さい。 
・しかし、敷地としての拡張性は低く、災害

時の物資の保管など柔軟な利用性は低い。 

・特に大きな災害の危険性は小さい。 
・しかし、敷地としての拡張性は低く、災害
時の物資の保管など柔軟な利用性は低い。 
・唯一のアクセス道路である、駅前東崎線の

整備（W=14m）が計画されているが、来庁
者への対応や、緊急物資運搬車両等の通行
を行う上で、やや狭い。また、駅からの来
庁者を受け入れるための歩道幅員が確保
できない可能性がある。 

・霞ヶ浦沿いであるが、堤防の改修工事等に
より、霞ヶ浦の氾濫等の危険性への対応は
図られている。 

・ただし、湖沿いの低地であるため、立地に
際しては地盤改良・排水対策が必要であ
り、さらに、地盤の液状化の対応について
は十分検討する必要がある。 

△ △ △ 

③③③③周辺環境条件周辺環境条件周辺環境条件周辺環境条件    

・歴史的景観を保全すべき地域に隣接してい
るため、建物の階層、外装については、景
観保全への配慮が必要である 

・店舗や住宅については、長年から定着され
ており、敷地の拡張性については問題があ
る。 

・土浦駅に隣接しており、ペデストリアンデ
ッキの延伸により駅に直結できる。 

・附置義務により整備する駐車場以外にも、
一時的に駐車容量が不足する場合には、駅
東駐車場の利用等による対応が可能であ
る。 

・周辺は、野球場、陸上競技場、テニスコー
トとして利用されており業務の集積は見
られない。また、今後においても運動公園
としての利用が見込まれ、また、都市公園
法からも他の用途への転用は難しく、業務
の集積や庁舎を中心とした市街地の形成
は困難である。 

・当該地は暫定利用の整備中であり、将来的
な利用構想はまだ策定されていない。 

△ ○ × 



 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

④④④④市民市民市民市民のののの利便性利便性利便性利便性    

・中心市街地の中心部に位置し、公共交通機
関でのアクセスの利便性はかなり高い。 

・中心市街地にあり、中央立田線の沿道にも
位置しており、自動車によるアクセスの利
便性は高いが、周辺の交通渋滞を助長する
恐れがある。また、駐車場の確保について
の検討が必要である。 

・駅に隣接し公共交通機関でのアクセスの利
便性はかなり高い。 

・自動車によるアクセスは、駅前の混雑影響
などから課題があるが、駅東、駅西駐車場
を活用することで分散化は図れる。 

・周辺地区への商業・業務機能の整備集積が
期待できる。 

・図書館との合築により駅前への一極集中が
懸念され、駅前東崎線に整備によっても、
自動車交通によるアクセス性には問題が
あり、渋滞解消も難しい。駅前東崎線の幅
員の見直しや東西方向の導線整備の検討
が必要になる。 

・広域的なアクセス道路も東西・南北方向と
もに整備されているが、人口重心より東側
に位置し、中心部からは、常磐線を跨がな
ければならない不便さある。 

 

○ △ △ 

⑤⑤⑤⑤市市市市のののの将来発展将来発展将来発展将来発展

へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献    

・市道有明町１号線外（高架道）の北側に位
置し、中心市街地地区の発展・強化形成に
寄与し、中心市街地へのインパクト効果は
期待される。 

・また、中心市街地の歩行者流動の増加に貢
献できる。 

 

・中心市街地の大きな核となり、拡大的な発
展への寄与は期待される。また、駅に直結
している市庁舎のインパクトは大きく、中
心市街地の活性化に向けたシンボルとも
なるが、駅前への一極集中が懸念される。 

・駅前東崎線の北側方向の導線及び東西方向
の路線の確保が必要となる。 

・中心市街地の活性化の観点から、土浦駅西
口～土浦城址付近の従来からの中心市街
地の活性化には結びつかない。 

・また、周辺の、野球場、陸上競技場、テニ
スコートについては、都市公園法の規制に
より、他の用途への転用は困難であり、ま
た、一面は霞ヶ浦に面しており、市役所を
核とした当該地区の連担・拡張性に欠け
る。 

○ △ × 



 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

⑥⑥⑥⑥シンボルシンボルシンボルシンボル効果効果効果効果    

・本市の商業、業務の中心に位置し、コンパ
クトシティ形成、まちなかの活性化のシン
ボル効果は期待できる。 

・本市の商業、業務の中心に位置し、コンパ
クトシティ形成のシンボル効果は期待で
きる。 

・霞ヶ浦、水運など全国に誇れる土浦ブラン
ドを打ち出すには最適であり、湖畔眺望と
いう全国でも稀有なロケーションであり、
庁舎整備よりも観光拠点または、市民の憩
いの拠点としてのシンボル性が強い。 

・また、液状化の心配など安心安全なまちづ
くりとしてのシンボル効果は見られない。 

・さらに、コンパクトなまちづくりのシンボ
ル効果には課題がある。 

○ ○ △ 

⑦⑦⑦⑦市民市民市民市民のなじみのなじみのなじみのなじみ

やすさやすさやすさやすさ、、、、合意形合意形合意形合意形

成成成成のののの容易容易容易容易ささささ    

・中心市街地の中心に位置し、本市の商業、
業務拠点の中心として市民になじみのあ
る場所である。 

・土浦駅にも近接しており、市民の感覚とし
ては、市の中心部としてのイメージであ
る。 

・中心市街地の中心に位置し、本市の商業、
業務拠点の中心として市民になじみのあ
る場所である。 

・土浦駅にも近接しており、市民の感覚とし
ては、まさに市の中心部としてのイメージ
である。 

・一方で、市街地開発事業を予定しているた
め、市庁舎の建設にあたっては市民への理
解及び関係権利者の再合意を得る必要が
ある。 

・中心市街地には隣接し距離も比較的近いも
のの、中心市街地から線路を越えた反対側
というイメージ的な遠さがある。 

・中心市街地の活性化という観点で、駅西口
側の既存商店街等の関係者の理解は得に
くいと考えられる。 

○ ○ △ 



 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

⑧⑧⑧⑧用地用地用地用地のののの取得性取得性取得性取得性    

・一部市有地もあるが面積は少なく、敷地の
ほとんどは民有地であり買収等により確
保する必要がある。 

・中心市街地の中心であり地価が高く、店舗、
住宅についても定着している。 

・多数の地権者との交渉が必要となり、用地
取得の確実性という観点からは課題があ
る。 

・一部市有地はあるものの、民有地の確保が
必要になる。 

・市街地再開発事業が予定されており、現在
事業内で、図書館、美術展示室等の床を確
保しているが、それに加えて新たに庁舎の
床を確保する必要があり、計画の更なる見
直しやスケジュールの変更などについて、
改めて権利者の意向確認が必要となる。 

・現在使用されているマリーナとの利用の調
整が必要であるが、広大な市有地である。 

△ △ ○ 

⑨⑨⑨⑨他事業他事業他事業他事業とのとのとのとの連連連連

動動動動のののの必要性必要性必要性必要性・・・・スススス

ケジュールケジュールケジュールケジュール    

・歴史的景観保全への配慮は必要である。 
・中央立田線の整備が必要である。 
・平成 27年度完成に向けてのスケジュール
は厳しいことが予想される。 

・図書館を核とした市街地再開発事業につい
ては、権利者の同意を得て、現在、再構築
に向け作業を進めており、新たに、市庁舎
が加わることになると、改めて権利者の意
向確認や計画の更なる見直しが必要とな
り、Ｈ27 完成に向けてのスケジュールは厳
しい。 

・隣接する川口運動公園については、今後の
利用計画の見直しが済んでおり、野球場と
して位置づけられており、周辺との連携し
た発展は期待できない。 

・市民共有の親水空間であり、活用について
は十分検討する必要がある。 

△ △ × 



 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

総合評価結果について 

総合評価総合評価総合評価総合評価    

・中心市街地での歩行者流動量増加に貢献で

きる点では最適である。 

・しかし、敷地としては狭あいであり拡張性

及び用地買収など合意形成または再開発

事業などによる事業手法の検討などスケ

ジュールの面で課題がある。 

・駅前に立地することで活性化が期待でき

る。 

・土地の高度利用が図られ、周辺に商業・業

務施設の集積が期待できる。 

・しかし、敷地は狭小であり、拡張性がなく、

敷地内での十分な駐車場の確保は困難で

ある。また、図書館との合築により一極集

中が懸念される。 

・周辺の交通混雑が予想され、駅前東崎線の

北側方向の導線及び東西方向の路線の確

保が必要となる。 

・広域的なアクセス道路も東西・南北方向と

もに整備されているが、人口重心より東側

に位置し、中心部からは常磐線を跨ぐ不便

さがある。 

・また、土浦駅西口～土浦城址付近の従来か

らの中心市街地の活性化にはつながりに

くい。 

・さらに、周辺の、野球場、陸上競技場、テ

ニスコートについては、都市公園法の規制

により、他の用途への転用は困難であり、

また、一面は霞ヶ浦に面しており、市役所

を核とした当該地区の連担・拡張性に欠け

る。 

○ △ × 

 

 

  １ 中央一丁目地区 ２ 土浦駅前北地区 ３ 川口二丁目用地 

評価集計評価集計評価集計評価集計    
①：△  ②：△  ③：△ 

④：○  ⑤：○  ⑥：○ 

⑦：○  ⑧：△  ⑨：△ 

①：△  ②：△  ③：○ 

④：△  ⑤：△  ⑥：○ 

⑦：○  ⑧：△  ⑨：△ 

①：○  ②：△  ③：× 

④：△  ⑤：×  ⑥：△ 

⑦：△  ⑧：○  ⑨：× 

総合評価 ○ 総合評価 △ 総合評価 × 

○：概ね適している △：課題がある ×：大きな課題がある 



１．　３候補地の概要及び法令等による要件

１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

所在地 中央一丁目 大和町、有明町 川口二丁目

敷地面積 約1.5ha　（当初：約1.2ha）
※約1.5haは、意向調査の面積

約0.73ha 約2.4ｈａ（全体：約5.1ha）
※約2.4ｈａは、諸条件により仮定した面積

地形 低地、平坦地
同左

平坦地、杭部分盛土

現況土地利用 店舗、住宅、駐車場が混在 駐車場、店舗、空地
（土浦駅前北地区開発事業用地＋市有地）

ラクスマリーナ（約１.４ha）、暫定緑地広場整備中

土地所有 民有地、一部市有地（土地開発公社用地） 土浦市、民有地 土浦市

法規制（都市計画等） 商業地域（600/80、400/80） 商業地域（600/80）
高度利用地区

第２種住居地域（200/60）

総合計画の位置付け 商業・業務拠点
同左

水・緑・憩い・交流拠点

都市マスの位置付け 商業・業務地ゾーン
同左

緑地保全活用ゾーン

特殊建築物 市民ホール、集会場等の市民が利用する施設を
設置した場合、特定建築物となる。（階段幅、避
難経路等の規制がある）

同左 同左

防火地域・準防火地域 ・防火地域：防火壁を適切に設けなければ、階数
が3以上又は延べ面積が100㎡を超える場合、耐
火建築物となる。
・準防火地域：防火壁を適切に設けなければ、階
数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える場
合、耐火建築物となる。

同左

・防火地域、準防火地域ではないため、該当しな
い。

延床面積の限度（容積対象）

用途制限 用途地域による庁舎（事務所）の建築制限なし

同左

・用途地域による庁舎（事務所）の建築制限な
し。
・附属車庫は庁舎延床面積以内、かつ2階3層ま
では可能。

容積率 ・容積率600％（東側）

・容積率400％（西側）

・容積率600％
　
（高度利用地区：最低限度200％以上）

・容積率200％

敷地の概要

建築物の構造(耐火、避難)



１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

建築面積の限度

・建ぺい率80％
※角地緩和適用の場合は、10％加算で90％
※全てが耐火建築物の場合は、100％

・建ぺい率80％
※高度利用地区により建築面積の最低限度200
㎡
※角地緩和適用の場合は、10％加算で90％
※全てが耐火建築物の場合は、100％

・建ぺい率60％

建築物の高さ

絶対高さ 45ｍまで（景観計画：東側）
20ｍまで（景観計画：西側）

45ｍまで（景観計画） 20ｍまで（景観計画）

道路斜線 ・商業地域（容積率600％）
　→適用距離25ｍ、勾配1：1.5
・商業地域（容積率400％）
　→適用距離20ｍ、勾配1：1.5

・商業地域（容積率600％）
　→適用距離25ｍ、勾配1：1.5

・第２種住居地域（容積率200％）
　→適用距離20ｍ、勾配1：1.25

隣地斜線 立上り31ｍ＋勾配1：2.5 立上り31ｍ＋勾配1：2.5 立上り20ｍ＋勾配1：1.25

北側斜線 規制なし
同左 同左

日影 敷地の周囲は全て商業地域であり、日影規制は
ない。

敷地の東側に準工業地域があり、日影規制によ
る影響を考慮する必要がある。
（測定高さ4ｍ、5ｍ：5時間、10ｍ：3時間）

建築物高さ＞10ｍで日影規制あり
（測定高さ4ｍ、5ｍ：4時間、10ｍ：2.5時間）

壁面の位置の制限

－
高度利用地区により駅前ロータリー側に5ｍ×15
ｍの範囲で壁面後退の規制がある。 －

駐車場

（中高層指導要綱） （建築物の延べ床面積÷150）×20％以上が敷
地内、他は500ｍ以内に設置。

同左

（建築物の延べ床面積÷150）×50％以上が敷
地内、他は500ｍ以内に設置。

建ぺい率



２．建物ボリューム検討の想定条件

１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

作図上の敷地面積等　※敷地形状は、今後、測量等による精査が必要

敷地面積 約1.5ha　（約1.2ha）　　（容積600％部分10,540
㎡、容積400％部分4,460㎡と想定）

約0.73ha 約2.4ｈａ（全体：約5.1ha）
※約2.4ｈａは、諸条件により仮定した面積

延床面積の限度 ・容積率540%

　15,000×5.40※＝81,000㎡
　（※加重平均による。（6×10,540＋4×4,460）
/15,000＝540%）

・容積率600％
　7,300㎡×6＝43,800㎡
（高度利用地区につき200％以上）

・容積率200％
　24,000㎡×2＝48,000㎡

建築面積の限度 ・建ぺい率80％
　15,000㎡×0.8＝12,000㎡
※角地緩和適用の場合は、10％加算で90％
※全てが耐火建築物の場合は、100％

・建ぺい率80％
　7,300㎡×0.8＝5,840㎡
※角地緩和適用の場合は、10％加算で90％
※全てが耐火建築物の場合は、100％

・建ぺい率60％
　24,000㎡×0.6＝14,400㎡

想定延床面積 22,000㎡
（屋根付き公用車車庫を含む）

22,670㎡（銀行、交番、屋根付き公用車車庫を含
む）
19,680㎡（図書館、ギャラリー、立体駐車場を含
む）
合計42,350㎡

22,000㎡
（屋根付き公用車車庫を含む）

想定建築面積 3,575㎡
（屋根付き公用車車庫を含む）

2,735㎡（銀行、交番、屋根付き公用車車庫を含
む）
2,660㎡（図書館、ギャラリー、立体駐車場を含
む）
合計5,395㎡

6,025㎡
（屋根付き公用車車庫を含む）

窓口配置
（建築面積への影響）

「市民課等の窓口、保険・税金系窓口」の執務室
を１階に1,200㎡程度、「福祉・その他相談系窓
口」の執務室を２階に1,200㎡程度配置。 同左

「市民課等の窓口、保険・税金系窓口」、「福祉・
その他相談系窓口」の執務室を１階に2,400㎡程
度配置。

議会部門配置 庁舎高層部に配置

同左 同左

その他の執務室、諸室の
配置

窓口配置を優先し、その他の執務室は中間階へ
の配置を想定。 同左 同左

日影規制等

方位 地図上の磁北を用いる。設計段階で真北測定等
による精査が必要。 同左 同左

緯度・経度 土浦市ＨＰ市役所の位置（東経140度12分、北緯
36度04分）を用いる。設計段階で精査が必要。 同左 同左

庁舎規模

諸室配置



１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

駐車場

来庁者用 約150台
（平置きを想定）

約270台（図書館等を含む）
（障害者用を除き自走式立体駐車場を想定）

約150台
（平置きを想定）

公用車用 約140台
（平置きを想定）

約140台
（屋根付き公用車車庫を除き立体駐車場を想定）

約140台
（平置きを想定）

職員用 近隣の民間駐車場等を想定

同左 同左

（中高層条例） 敷地内に30台以上
(22,000㎡／150）×20％＝30台

敷地内に39台以上
(28,875㎡／150）×20％＝39台
（対象：新庁舎　22,495㎡、図書館　5,700㎡、ギャ
ラリー680㎡の合計）

敷地内に74台以上
(22,000㎡／150）×50％＝74台

駐輪場

来庁者用
適宜 同左 同左

公用車用
適宜 同左 同左

職員用
適宜 同左 同左



 １　中央一丁目地区

庁舎配置イメージ


