
 ２　土浦駅前北地区
庁舎配置イメージ



【配置及びボリュームイメージ図（土浦駅前北地区　S＝1/1000）】
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３．建築可能な建物ボリューム（例）の概要　※別紙図面参照

１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

新庁舎の配置図（案）

別図参照
同左 同左

新庁舎の階数・高さ

階数 地上７階 地下１階、地上８階 地上４階

高さ 30.6ｍ 33.6ｍ 18.0ｍ

新庁舎の面積

ＰＨ階 125 ㎡ 125 ㎡ 105 ㎡

８階 － 2,120 ㎡ －

７階 3,050 ㎡ 2,560 ㎡ －

６階 3,050 ㎡ 2,560 ㎡ －

５階 3,050 ㎡ 2,560 ㎡ －

４階 3,050 ㎡ 2,560 ㎡ 5,290 ㎡

３階 3,050 ㎡ 2,560 ㎡ 5,290 ㎡

２階 3,050 ㎡ 2,330 ㎡ 5,290 ㎡

１階 3,400 ㎡ 2,560 ㎡ 5,850 ㎡

地階 － 2,560 ㎡ －

延床面積 21,825 ㎡ 22,495 ㎡ 21,825 ㎡

建築面積 3,400 ㎡ 2,560 ㎡ 5,850 ㎡



１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

公用車車庫の規模

延床面積
175 ㎡ 175 ㎡ 175 ㎡

建築面積
175 ㎡ 175 ㎡ 175 ㎡

図書館等及び自走式立体駐車場の規模

延床面積
－ 19,680 ㎡ －

（内訳） 図書館等　6,380㎡
駐車場　13,300㎡

建築面積
－ 2,660 ㎡ －

延床面積の合計

22,000 ㎡ 42,350 ㎡ 22,000 ㎡

3,575 ㎡ 5,395 ㎡ 6,025 ㎡

※参考：川口二丁目用地の敷地面積について（作図結果からみた庁舎建設に必要な敷地の面積）

－ －

約2.4ha（下記のうち最大となる面積）

①延床面積による場合
　22,000㎡÷200％＝11,000㎡
②建築面積による場合
　6,025㎡÷60％＝10,042㎡
③ボリューム検討案の想定規模（公園等以外）
　上記②＋外構面積＝約17,700㎡（作図結果か
らの想定）
④開発行為に伴う公園等整備技術基準（市）によ
る場合
　17,700㎡（上記③）÷0.96=18，438㎡
⑤公共施設緑化基準（県）による場合
　17,700㎡（上記③）÷0.75=23,600㎡

建築面積の合計



４．地区毎の特徴と想定される課題　※別紙図面参照

１　中央一丁目地区 ２　土浦駅前北地区 ３　川口二丁目用地

窓口配置と建築面積

特徴、課題等 ・例示した図面の場合、1階面積は3,400㎡であ
るが共用部（風除室、エントランスホール、縦動
線、水廻り、待合い、市民利用スペース等）を除
くと、窓口関連諸室の全て（2,400㎡）を1階のみ
で確保することは難しい。
・１階・２階の２フロアを利用すれば、窓口関連
諸室の配置は可能である。
・吹き抜けやエスカレーター等で１階・２階の一
体感に配慮する必要がある。
・駐車場を立体とすることで庁舎の建築面積を
広げることは可能である。

・例示した図面の場合、1階面積は2,560㎡であ
り、銀行、交番、共用部（風除室、エントランス
ホール、縦動線、水廻り、待合い、市民利用ス
ペース等）を除くと、窓口関連諸室の全て（2,400
㎡）を1階のみで確保することはできない。
・１階・２階の２フロアを利用すれば、窓口関連
諸室の配置は可能である。
・吹き抜けやエスカレーター等で１階・２階の一
体感に配慮する必要がある。
・立体駐車場を設けず近隣で駐車場等を確保
すれば、庁舎の建築面積を広げることは可能で
ある。

・例示した図面の場合、1階面積は5,850㎡であ
り、共用部（風除室、エントランスホール、縦動
線、水廻り、待合い、市民利用スペース等）を除
いても、窓口関連諸室の全て（2,400㎡）を1階の
みで確保することが十分可能である。
・敷地が広く、低層・中層の建物となるため、窓
口関連諸室は１階にまとめることが可能であ
る。

階数

特徴、課題等 ・例示した図面の場合、地上7階建て・基準階面
積3,050㎡であり、計画上支障のない範囲と考え
る。

・高層になると建築面積が小さくなり、近接配置
したい部署を同一階にまとめて計画することが
困難な場合がある。
・基準階面積が小さくなると、縦動線などの共用
部の割合が高くなり、面積効率が良くない場合
もある。
・例示した図面の場合、地上8階建て、基準階面
積は庁舎2,560㎡、図書館等・駐車場2,660㎡、
車庫175㎡、合計5,395㎡であり、計画上支障の
ない範囲と考える。
・図書館棟（駐車場）が高層になるため、建設費
が嵩む。

・低層・中層の場合、近接配置したい部署を同
一階にまとめて計画しやすい傾向にある。
・基準階面積が大きくなりすぎると、廊下が長く
なったり、動線等が分かりにくい場合もある。
・例示した図面の場合、地上4階建て・基準階面
積5,290㎡であり、計画上支障のない範囲と考え
る。

参考：建物ボリューム
（例）の寸法

75ｍ×45.4ｍ 74ｍ×34.6ｍ
（図書館等　81m×33.3m）

117ｍ×50ｍ

建物高さ

特徴、課題等 ・斜線による高さ制限の影響は少ない。
・景観計画による高さ制限（45ｍ）があるが、ゆ
とりがある。

・斜線による高さ制限の影響を受け、建物の上
層部の一部をセットバックしている（設計時など
の詳細な検討段階では天空率による緩和を用
いることにより、セットバック範囲を抑えることが
可能）。
・景観計画による高さ制限はない。
・図書館棟の1階部分を平面駐車場とし、不足
する駐車場を近隣で確保すれば、図書館棟の
階数を抑えることができる。

・斜線による高さ制限の影響は少ない。
・景観計画による高さ制限（20ｍ）があるため、4
階を越える建築物の建設は困難である。

参考：建物ボリューム
（例）の建物高さ（再掲）

30.6ｍ 33.6ｍ 18ｍ



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、公用車用）のスペース

特徴、課題等 ・敷地内で全ての駐車場を平置きで確保するこ
とができる。
・駐車場を立体とすることで庁舎の建築面積を
広げることは可能である。

・敷地内で全ての駐車場を平置きで確保するこ
とはできない。
・例示した図面の場合、車いす対応の来庁者用
駐車場及び屋根が必要な公用車を除き、ほとん
どの駐車場を立体駐車としており、立体駐車場
の整備費が必要となる。
・立体駐車場を設けず近隣で駐車場等を確保
すれば、庁舎の建築面積を広げることは可能で
ある。

・敷地内で全ての駐車場を平置きで確保するこ
とができる。
・駐車場を立体とすることで庁舎の建築面積を
広げることは可能である。

構内の車輌動線

特徴、課題等 ・車寄せやロータリーの計画が可能である。 ・車寄せやロータリーの計画が困難である。た
だし、駅から至近であるため、他の候補地と比
べると需要は少ないものと考える。

・車寄せやロータリーの計画が可能である。

特徴、課題等 ・駐車場の立体化や建築面積の縮小により公
共施設緑化基準（県）の目標値（敷地の25％）を
達成することも可能と考えるが、例示した図面
の場合は工夫が必要である。

・駐車場の立体化や建築面積の縮小により公
共施設緑化基準（県）の目標値（敷地の25％）を
達成することも可能と考えるが、例示した図面
の場合は工夫が必要である。

・公共施設緑化基準（県）の目標値（敷地の
25％）を達成することが可能である。
・霞ヶ浦と隣接しており、親水の場として計画す
ることも可能である。

・公共直営の建替え事業
・市街地再開発事業
・PFI事業　等

・市街地再開発事業
・公共直営の建替え事業
・PFI事業　等

・平面駐車場を確保すると建築面積が小さくな
り、窓口関連諸室すべてを１階に確保すること
は難しく、立体駐車場を採用した場合は、窓口
関連諸室を１階にまとめることは可能になる。
・基準階を小さくすると、縦動線などの共用部の
割合が高くなり、面積効率が悪くなることが想定
される。
・道路斜線及び隣地斜線の規制はあるものの、
大きな影響は受けない。
・車寄せやロータリーの配置は可能であるが、
緑地等の目標値を確保することは、想定案では
難しい。

・敷地の規模、形状から、窓口関連諸室は１・２
階にまたがる。
・駐車場については、立体駐車場を想定してい
るが、利用者の利便性を向上させるため、公用
車駐車場を敷地外に確保する検討が必要。
・基準階を小さくすると、縦動線などの共用部の
割合が高くなり、面積効率が悪くなることが想定
される。
・道路斜線及び隣地斜線の影響が大きく、上層
階では面積が小さくなる。
・想定案では、車寄せやロータリーの配置は難
しく、また、緑地等の目標値の達成は難しい。

・敷地に余裕があり、窓口関連諸室すべてを同
一階に配置することも想定できる。
・駐車場についても、平面配置が可能になる。
・平面的に広くしすぎると、横方向の動線が悪く
なったり、分かりにくくなることが想定される。
・道路及び隣地斜線の規制は、ほぼ影響はない
が、景観計画に基づき高さが「２０m」に規制され
ており、４回以上の建物は建てられない。
・車寄せやロータリーの配置、緑地等の目標値
の確保が可能であるほか、霞ケ浦との親水空
間の場としても計画することができる。

○ △ ○

緑地等

想定される事業手法

まとめ

施設計画に関する評価



(階) (㎡) (階) (㎡)

男女共同参画課 5

44

課税課 36

納税課 41

129

市民活動課 6

生活安全課 14

市民課 38

92

保健福祉部長 1

社会福祉課 20

障害福祉課 24

こども福祉課 14

高齢福祉課 41

国保年金課 42

健康増進課 30

172

2,326.50 1,228.50

中高層ケース合計合計合計合計 低層ケース
換算換算換算換算
面積面積面積面積

合計（１階に配置する窓口の執務室面積の合計）

市長公室

市民生活部

総務部

総務部

市長公室

保健福祉部

参考：主な窓口となる部署の執務室面積（平成23年度各部署の職階別職員数による起債基準換算面積）

部名部名部名部名 課等名課等名課等名課等名

保健福祉部

市民生活部

１Ｆor２Ｆ

１Ｆ

１Ｆor２Ｆ

１Ｆor２Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

低層部配置低層部配置低層部配置低層部配置（（（（想定案想定案想定案想定案））））

270.00

198.00

144.00

301.50

315.00

２Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

２Ｆ

40.50 ２Ｆ

211.50

301.50

144.00

247.50

198.00 １Ｆ

１Ｆ

315.00

２For３Ｆ

270.00 １Ｆ

２For３Ｆ

２For３Ｆ

297.00

301.50 ２F

２F

市民課等の窓口、保険・税金系
窓口、福祉・その他相談系窓口

市民課等の窓口、保険・税金系
窓口

198.0

54.0

526.5

297.0

301.5

1,120.5

315.0

247.5

99.0

1,458.0

139.5

270.0

864.0

40.5

211.5

144.0

301.5


