
 

31 

 

・土浦駅東西地区に連たんする真鍋地区や高津地区等は、集積した多様な都市機能が融合する安

全で快適な市街地の形成を図ります。 

 

■基本構想 第 3 章 計画推進の基本姿勢 

▽第 1 節 行財政改革の推進と市民サービスの向上：⑤公共施設（適正な公共施設の維持管理と

整備）（40頁） 

・公共施設の効率的で効果的な利用を図るとともに、機能分担、連携による有効利用を図ります。 

・市民の視点に立った窓口配置を行うなど、市民サービスの向上に努めるとともに、新庁舎の建

設に向けた検討を進めます。 

 

■基本計画 第 1 章 計画推進の基本姿勢 

▽第 1節 行財政改革の推進と市民サービスの向上：第 1 項 効率的な行政運営の推進 

【施策の内容「電子市役所の推進」】（70 頁） 

土浦市総合情報化基本計画に基づき、市民の視点に立った利用しやすい電子市役所を推進します。 

簡素化、迅速化など、市民の利便性の向上や経費の節減を図るため、情報セキュリティの確保に

も十分留意しながら、庁内ネットワークの活用や電子申請などに対応した各種システムの整備を

推進するとともに、庁内情報化の人材育成を積極的に進めます。 

また、電子市役所の推進に向け、IT 講習会の実施などにより、市民の情報活用能力の向上と情報

格差の解消に努めます。 

 

▽第 1 節 行財政改革の推進と市民サービスの向上：第 5 項 適正な公共施設の維持管理と整備

（78頁） 

【施策の内容「公共施設の計画的な改修の推進」】 

老朽化・狭あい化が著しい市庁舎は、建設を推進します。 

 

ア 第 4 次土浦市行財政改革大綱 

平成 22 年 9 月に、本市における「事業仕分け」を実施することで行財政改革の推進を図

り、平成 23年度は「市民の視点」「協働の視点」「健全財政の視点」の 3 つの視点の下、「1.

協働によるまちづくりの推進」「2.持続可能な財政運営の推進」「3.効率的・効果的な行政

運営」「4.機能的な組織・人材づくり」の 4 つの基本方針を定め、これまで実践してきた行

財政改革を継承し、「持続可能な行財政基盤の確立を目指して～改革にゴールなし～」を基

本理念とし、新たに第 4次行財政改革大綱を策定した。 

出典：第 4次土浦市行財政改革大綱（平成 23 年 4月策定） 

■Ⅱ 第 4 次土浦市行財政改革大綱の基本的な考え方（第 4 次土浦市行財政改革大綱 16頁） 

▽改革の具体的な方策 

【公共施設の効果的な配置・運営】 

○公共施設の管理等の最適化 

○既存施設のあり方の見直し 
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イ 新市建設計画 

少子・高齢化や高度情報化・国際化等が急速に進行する現在、自己決定・自己責任を原

則とする地方分権型の地域社会づくりが急務とされ、市町村の果たす役割はますます大き

くなってきている。 

そのため、行財政基盤の強化と効率的な行政運営に取り組み、行政体としての基礎的な

能力をなお一層高め、多様化・高度化・広域化した住民ニーズに的確に対応していく必要

がある。 

平成 17 年 3 月に策定された本計画では、土浦市と新治村との合併を機に、地域全体のさ

らなる発展の確保、県南地域をリードする中核都市の形成、豊かな自然環境と充実した都

市機能が融合した環境都市としてのイメージアップを図るまちづくりを目指している。 

将来像を「住みやすい 希望あふれる快適環境都市『新しい土浦』」と定め、安心・安全

で住みやすく市民一人ひとりが生き生きと希望を持って暮らし、孫子の代に引き継ぐこと

のできる、誇りと愛着を持てるまちづくりの実現を図るものである。 

出典：新市建設計画（平成 17年 3月策定） 

■第三部 事業計画 第 3 章 第 3 節 行財政改革による市民サービスの向上（新市建設計画 61

頁） 

▽主な取組 

1)行政運営 新庁舎の建設 

2)財政運営 行財政改革による財政の健全化 

 

(2) 土浦市都市計画マスタープラン 

将来都市像である「生き生きと輝く 人と環境にやさしいまち 土浦」の実現を目指し、

諸施策の推進に取り組んでいるが、本市を取り巻く状況に目を転じると、社会経済情勢の変

化や少子・高齢化の進行等、社会構造の変化はもとより、市町村合併という地方自治体の将

来を展望するうえで大きな転換の機会を迎えている。 

このような中、土浦市の都市計画区域を対象として、第 6 次土浦市総合計画に基づき、平

成 35 年までのおおむね 20 年間の都市計画の基本方針となる「土浦市都市計画マスタープラ

ン」を、平成 13 年度から平成 15 年度までの 3 ヵ年をかけ、平成 16 年 10 月に策定した。 

本計画は、市民のまちづくりに対する意向を十分に反映するため、まちづくりアンケート、

グループインタビュー、まちづくり懇談会、まちづくりワークショップ、策定委員会委員の

公募など、広く市民の方々の参加をいただくとともに、市民代表組織である「土浦市都市計

画マスタープラン策定委員会」を設け、都市計画的観点はもとより、ソフト面に至る幅広い

視点から議論をいただき、コンパクトで質の高い都市づくりに関する要望等が出された。 

出典：土浦市都市計画マスタープラン（平成 16年 10 月策定） 

■第 1編 全体構想（市全体の都市づくり） 

▽1.都市づくりを取り巻く環境：1-1 市民の声（都市計画マスタープラン 11 頁） 

【土地利用、都市施設整備の方向性】 

・市街地を拡大するのではなく、コンパクトで質の高い都市づくりのための機能更新・充実 
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▽3.都市の将来像：3-3 都市づくりの目標（17頁） 

①効率よく発展可能な質の高い都市づくり 

②都市と自然が調和する均衡ある都市づくり 

③人と環境にやさしい都市づくり 

④集い・にぎわい・交流のある都市づくり 

⑤自然・歴史・文化を生かした、地域性豊かな個性ある都市づくり 

⑥自然・暮らし・まちが共生する都市づくり 

⑦市民・事業者・行政の協働で進める土浦ならではのまちづくり 

▽3.都市の将来像：3-4 将来の都市の骨組み（20頁） 

【拠点の配置】 

 

▽4.都市づくりの方針（部門別方針）：4-1 土地利用の目標（27 頁） 

（冒頭文） 

都市づくりの下地となる土地利用については、地区の実情や基本的な都市計画の理念に即しなが

ら、現状における自然的土地利用と都市的土地利用の均衡を保ちつつ、適切な土地利用の誘導・

展開に努め、豊かな自然と都市が調和した環境負荷が小さいコンパクトな都市づくりを進めるも

のとします。 

【(2)都市的土地利用の目標：②商業・業務地】 

商業・業務地：魅力と活気を創造する商業･業務地の整備と計画的な展開 

「商業・業務地ゾーン」 

＜中心商業・業務地＞ 
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・居住機能、公共公益機能、教育・文化機能等の都市機能の更新・強化を図ります。 

 

▽都市づくりの方針（部門別方針）：4-2 都市基盤整備の目標（36頁） 

【(1)市街地づくり：①中心市街地】 

土浦駅東口周辺地区、土浦駅前西口周辺地区、土浦駅前北地区及び新川北岸地区の整備を推進し、

商業・業務、住宅、文化、交流、観光、レジャー、情報などの都市機能が集積した市街地を形成

します。 

 

(3) 土浦市地域防災計画 

本市では災害に強い安全なまちづくりを目指し、土浦市地域防災計画に基づいて防災体制

の強化を図っており、大震災などの災害対策として、食料・飲料水を確保するための事業や

生活必需品の備蓄、避難路・避難地の確保、橋梁などの耐震化、自主防災組織の育成などを

進めてきた。 

しかし、阪神･淡路大震災をはじめ、平成 18 年の新治村との合併や市域における災害環境

の変化、防災関連法令などの制定・改正により、既存の「土浦市地域防災計画」では現況に

そぐわないため、現況に即した実践的かつ効果的な計画とし、災害時に有効的に活用可能と

するため、平成 20年 8月に土浦市地域防災計画の修正を行った。 

計画において、市庁舎は災害警戒本部および災害対策本部、防災拠点等の機能を担うよう

位置づけられており、防災上重要な建築物として耐震化が求められている。 

出典：土浦市地域防災計画（平成 20 年 8 月修正） 

■第 1部 震災対策計画 第 1章 総則 

 ▽第 1 節 目的：第 1 計画の目的（土浦市地域防災計画 1 頁） 

市・県及び防災関係機関や公共的団体その他市民がその有する全機能を発揮し、市の地域におけ

る防災に関し、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び東海地震の警戒宣言時の緊急応急対策に

至る一連の防災活動を適切に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護す

ることを目的とする。 

 

■第 1部 震災対策計画 第 3章 災害応急対策計画（69頁） 

▽第 1節 初動対応：第 2 災害警戒本部・災害対策本部 2.組織・運営 

【(1)本部の設置場所】 

本部の設置場所は、原則として市役所（本部員室：本庁舎第一会議室。第一会議室使用不能な場

合は、第二会議室）内とする。 

 

■第 1部 震災対策計画 第 2章 災害予防計画 

 ▽第 2 節 地震に強いまちづくり：第 1 防災まちづくりの推進 3.防災拠点の整備（24頁） 

【(1)防災拠点の整備】 

市は、地域の災害応急活動の中枢拠点となる地域防災拠点を整備するとともに、災害現場での災

害応急活動を行う地区防災拠点の整備に努める。 
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＜防災拠点の現況＞ 

① 災害対策本部（市役所、代替施設：土浦保健センター、亀城プラザ、土浦市立武道館） 

 

▽第 2節 地震に強いまちづくり：第 2 建築物の不燃化・耐震化の推進（26頁） 

【留意点 (4)防災上重要な建築物の耐震化】 

地震発生後の避難、救護、その他応急対策活動の拠点となる防災上重要な建築物の耐震化は、震

災対策全体に対して果たす役割が大きく、重点的に推進していく必要がある。 

 

（参考）土浦市耐震改修促進計画 

■第 1章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 4 耐震改修の目標設定 

  （1）目標設定の基本的考え方（19頁） 

     耐震化については、地震発生による人名への重大な被害や市民生活への深刻な影響を

抑止することを目的とし、市有建築物の耐震化の促進、民間事業者への指導、市民への

啓発活動・支援等を通じて促進します。その結果、平成 27 年時点での耐震化率を住宅で

90％以上、特定建築物で 90％以上、市有建築物全体で 70％以上とします。 

建築物の種類 平成 27 年度時点の目標耐震化率 

住宅 90％ 

特定建築物 90％ 

市有建築物全体 70％（平成 18年耐震化率 60％） 

 

  （4）市有建築物における耐震化の目標（21頁） 

     市有建築物は、災害時に、①庁舎は被害情報の収集や災害対策指示が行われ、②学校

は避難場所として活用されるなど、多くの市有見地夫物が応急活動の拠点として活用さ

れます。このため災害時の活動拠点としての機能確保の観点から耐震化を進める必要が

あります。 

 

(4) 土浦市環境基本計画 

本市では、平成 14 年 1 月に良好な環境を構築することを目的として「土浦市環境基本計画」

を策定し、市民・事業者・市の協働により様々な施策を推進し、土浦市環境基本条例に謳わ

れている理念を実現してきた。 

しかしながら、霞ヶ浦の水質は、ここ数年横ばいの状態であり、また、近年の地球温暖化

現象は驚異的なスピードで進行している。さらに、平成 17 年 2 月に発効された京都議定書及

び平成 18年 2月の新治村との合併により市域が拡大したこと、ならびに市域を取り巻く環境

の変化など、計画策定以降における社会情勢や新たな課題に対応するため、平成 19 年 3 月、

本計画を改訂した。 
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「日本一住みやすいまち 土浦」の実現を図るため、この改訂計画に基づき、さらなる環

境の保全と維持に努めると共に、自然と共生する「循環型社会」を築くため、市民・事業者・

市がより良いパートナーシップの下、各主体の責任を果たしていくことが大切である。 

計画では、この計画において市が取り組む役割について、具体的に記載されている。 

出典：土浦市環境基本計画 改訂版（平成 19 年 3月策定） 

■第 1章 計画の基本的な考え方（土浦市環境基本計画 4 頁） 

▽2.計画の趣旨 

現在と将来の市民の健康で文化的な生活を確保することを目的に定められた「土浦市環境基本条

例」に示される理念の実現に向けて、良好な環境の保全と創造のために取り組むべき各種の施策

や行動などを総合的に定めるものです。 

 

■第 4章 施策の展開 

▽環境目標 2「深呼吸が心地よい、さわやかな空気」：主要施策 2-1 地球の大気環境への配慮（57

頁） 

【市が取り組むこと ③オゾン層の保護】 

庁舎や公共施設の設備等におけるノンフロン化や、フロンの適正処理を率先的に推進します。 

 

▽環境目標 3「水の循環を支える、汚染のない健全な土」：主要施策 3-1 土壌環境の保全（64頁） 

【市が取り組むこと ⑤地下水涵養への配慮】 

公共事業、公共施設の建設や民間の開発に際し、調整池、雨水排水施設、舗装や側溝などの雨水

の浸透化を促進します。 

 

▽環境目標 7「資源を大事に使う、環境に思いやりのある暮らし」：主要施策 7-1 省資源・省エ

ネルギー化、新エネルギー利用の推進（82頁） 

【市が取り組むこと ①省資源・省エネルギー化施策の率先実行】 

屋外照明や公共建築における太陽光発電、雨水利用等の導入、節水型設備の整備など、公共施設

に新エネルギー利用設備や省エネルギー設備等を率先して導入します。 

 

▽環境目標 11「緑と水辺がすがすがしい、美しい町並み」：主要施策 11-2 緑と水辺を生かした

うるおいと調和のあるまちづくりの推進（103 頁） 

【市が取り組むこと ②公共用地・公共施設によるまちのうるおいづくり】 

市役所などの建築物、道路、公園、広場などの公共施設において、緑化の推進やデザインの向上

や統一化を率先して図るとともに、周辺の自然環境等の活用や周辺の景観との調和に配慮したデ

ザインを施します。 
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(5) 土浦市バリアフリー基本構想 

急速な高齢化と少子化が同時に進行し、これまで経験したことのない人口減少社会となっ

た現在、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、安心して生活できる社会を実現すること

が急務となっている。 

本市では、21 世紀にふさわしい地域福祉の先進都市を目指し、平成 12 年 3 月に「土浦市

人にやさしいまちづくり計画」を策定し、公共施設等のバリアフリー※1 化の事業を推進して

きたが、平成 18 年 12 月「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリア

フリー新法）」が施行され、高齢者、障害者等のさらなる利便性、快適性の向上が求められて

いることから、平成 21 年 3 月、JR 土浦駅、荒川沖駅及び神立駅の 3 駅周辺を重点整備地区

とした「土浦市バリアフリー基本構想」を策定した。 

今後、「土浦市人にやさしいまちづくり計画」と「土浦市バリアフリー基本構想」を柱に、

高齢者や障害者を含むあらゆる人々が、社会活動に参加し、自己実現を可能にするために、

道路や建物などの物理的なバリアフリー化とともに、心のバリアフリー化を積極的に推進す

る。 

出典：土浦市バリアフリー基本構想（平成 21 年 3月策定） 

■序章 土浦市バリアフリー基本構想策定の目的 

▽1.策定の目的と体制（土浦市バリアフリー基本構想 1頁） 

【(3)バリアフリーの理念】 

本市では、「人にやさしいまちづくり計画」に合わせて駅舎や道路等の公共空間のバリアフリー化

を図るとともに、利便性・快適性など利用者の視点を活かしたソフト的取り組みを実施し、まち

づくりへのバリアフリーの視点の導入、多様な主体の参画などにより、質の高い総合的なユニバ

ーサルデザイン※2のまちの実現を目指す。 

 

■第 1章 重点整備地区の設定 

▽2.3 駅周辺の位置づけ（15頁） 

【(1)上位・関連計画における位置づけ：③人にやさしいまちづくり計画（基本方針）】 

1）すべての人が使いやすい施設の整備を図る 

市民の利用が多く、日常生活を送る上で欠かせない公共施設、民間利便施設、公園等は、すべて

の人が利用できるための効果的な整備を推進する。 

3)交流促進地区を結ぶ交通環境の整備を図る 

交流促進地区を公共交通等で移動できるような交通環境の整備・誘導を図る。 

※1 バリアフリー：高齢者や障害者などが社会生活をしていく上での障害（バリア）を除去すること。 

※2 ユニバーサルデザイン：年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用

可能であるようにデザインすること。 



 

38 

 

 

2.2 今日の社会経済情勢 

時代に即した庁舎の整備にあたり、本市を取り巻く社会経済情勢を的確に捉え、新庁舎建設計

画に反映していく必要があることから、コンパクトシティ、行財政改革の推進及び環境への配慮

などに関する動向等について整理する。 

 

(1) コンパクトシティ 

ア 経済環境の変化への対応 

世界的な金融危機や大震災の影響などによる景気低迷や雇用情勢の悪化に加え、グロー

バル化の進展や円高、電力不足の影響による企業の海外進出など、国内経済における課題

が顕著となっている。 

また、全国的な傾向として、モータリゼーションの進展が衰えない中、都市機能の無秩

序な拡散化や大規模集客施設の郊外立地、まちなか居住の減少などにより、中心市街地の

空洞化が問題となっている。 

本市の中心市街地は、それぞれの地域の歴史的・地理的状況を背景に、文化や伝統を育

み、居住、公益、産業等の各種機能が集積した都市の中心であり、これらの活性化が喫緊

の課題である。 

こうした状況の中、中心市街地活性化基本計画の策定を進め、活性化へのなお一層の取

組を推進することとしており、その核的施設として新庁舎の建設があり、活性化の起爆剤

としての期待が寄せられている。 

 

イ 少子高齢化社会の進展 

生活環境の向上や医療の進歩などに伴い平均寿命が伸び、世界でも例を見ないほどのス

ピードで高齢社会を迎えている。また、人口構造が大きく変容する時代にあって、安心し

て子供を産み育てられる環境づくり、生涯にわたって生きがいを持ちながら健やかに暮ら

せる環境づくりが求められている。 

こうした状況の中、公共施設や公益施設を中心に、高齢者や障害者、子ども連れなどに

配慮したバリアフリー基本構想を策定している。 

こうした状況の中、庁舎はだれもが利用する施設であり、市民にとって分かりやすく、

使いやすく、より質の高い市民サービスを提供するための業務を行い、誰もが快適で利用

しやすいユニバーサルデザインの考えを取り入れ、市民にやさしい庁舎づくりが求められ

ている。 

 

ウ コンパクトシティの実現 

経済環境の変化や少子高齢化社会の進展に伴う対応等を図るため、生活に必要な諸機能

が近接した効率的で持続可能な都市として、歩いて行ける範囲を生活圏としてコミュニテ

ィの再生や住みやすいまちづくりを目指す「コンパクトシティ」の実現を図ることが求め

られている。 
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(2) 行財政改革の推進 

市民の価値観やライフスタイルの多様化により、物の豊かさから心の豊かさやゆとりが重

視されてきており、行政に求められるサービスも高度化・多様化している。そのため、行政

サービスも量から質への転換が求められている。また、国と地方の役割分担を定める地域主

権改革を背景に、市民一人ひとりの夢と希望が実現できる社会を構築していくための持続可

能な自主・自立の行政運営が求められている。 

こうした中、本市では、第 4 次行財政改革大綱を策定し、業務の効率化・高度化や利便性

の高い市民サービスの充実のため、情報通信技術を積極的に活用するとともに、情報関連経

費の抑制に向け情報システムの最適化を図り、公共施設の適正な配置と整備を行い、市民ニ

ーズに迅速かつ的確に対応するため、市民の視点に立ち、サービス水準と利便性の向上に取

り組み、市民満足度の高いきめ細かなサービスの提供を目指すこととしている。 

 

(3) 環境への配慮 

地球温暖化をはじめとする地球規模での環境問題への対応が求められている中、恵み豊か

な地球環境を守り、安心して次の世代に引き継ぐことのできる、やすらぎとうるおいのある

「持続可能な社会」の構築は、今を生きる我々に課せられた責務であります。 

本市では、現在、環境の保全と創造のために取り組むべく、新たな環境基本計画を策定し

ており、公共施設の建設及び維持管理において、太陽光発電などの自然エネルギーの有効利

用や省資源・省エネルギー、長寿命化に配慮した施設・設備が求められており、さらに、屋

上や壁面への緑化などの環境負荷低減や周辺環境に溶け込んだ景観形成を図る必要がある。 

 

(4) IT 社会の進展 

通信技術の進展により、携帯電話やインターネットなどが急速に普及し、誰もが何処にい

ても色々な情報を瞬時に取り出すことができる"ユビキタスコミュニティ"に実現に向けた取

り組みが進められている。 

また、進展する高度技術情報化社会の中、IT等を有効に活用し市民サービスの向上と行政

事務の効率化を図るとともに、高度なセキュリティ機能の確保が求められている。 

 

(5) 安心・安全なまちづくりに対する意識の高まり 

近年、安心・安全に対する不安が高まっている。 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災における未曾有の被害は、国、県、自治体、

市民 1 人ひとりに至るまで、防災対策の重要性と緊急性の意識を高めた災害であった。本市

の市役所本庁舎は耐震性の不足が懸念されており、早急な耐震化への対応が求められる。 

防災については、今や、地震や集中豪雨による被害などがどこで発生してもおかしくない

状況となっており、地域防災計画を基本とした防災対策の推進が課題となっている。本市の

市役所本庁舎は耐震性の不足に加え、各種設備の改良が必要な状態であり、堅牢な防災拠点

の構築が急務である。 

このように、市民の安心・安全な生活環境の維持・向上に対するニーズは非常に高まって

おり、市民生活が営まれる都市においても、安心・安全を 1 つの視点としたまちづくりが求
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められている。同様に、都市を構成する様々な施設についても、安心・安全な市民生活に寄

与する確かな取り組みが期待されている。 

 

(6) 多目的活用 

市庁舎が市役所としての機能を発揮することは当然であるが、市の顔として、市民の集う

場としてどのような機能を併せ持つべきかの検討も必要となる。 

先の東日本大震災においても、自治体庁舎に求められる災害時の様々な役割が浮き彫りに

なった。これからの庁舎は、防災拠点、復旧・復興の拠点としての機能のみならず、災害時

に庁内のスペースを有効利用するため、柔軟な活用ができるように留意する必要がある。具

体的には、エントランスホールや会議室などを市民に情報を伝える場、支援物資の受け入れ

の場、緊急避難の場、ボランティア活動の拠点の場とすること等が考えられる。 

また、それらのスペースは日常も有効に利用される場である必要があり、市民からの声に

も見られるように、市民活動の情報発信の場、各種展覧会・展示会を開催できる場、ミニコ

ンサートホールなど様々な利用が可能であり、親子がふれ合い情報交換できるスペース、幅

広い世代の市民が集い交流できる空間として、市民が気軽に利用できるように設えることが

望まれる。 

 

以上のような上位計画との整合性、また社会経済情勢を踏まえ、新庁舎建設にあたっての

基本理念及び建設方針について検討することとする。 


