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また、起債基準面積を算定する職員数については、原則として常勤職員によるものとさ

れているが、行政需要が増大する中で、多くの自治体においては臨時職員を雇用し対応し

ているのが実情である。仮に、本市の想定職員数に臨時職員数を加えて新庁舎の起債基準

面積を算定すると、20,205 ㎡となる（表 5-2 参照）。 

 

表 5-2 新庁舎の起債基準面積（嘱託・臨職含む） 

職員数
（人）

換算
職員数（人）

換算面積率

事 務 室 712 1,621.5 4.5 7,296.75 ①

倉 庫 948.58 ②

会 議 室 4,984.00 ③

通行部分 5,820.90 ④

車 庫 175.00 ⑤

議 事 堂 980.00 ⑥

計 20,205.23 ⑦

起　　債　　基　　準　　面　　積

28人×35㎡

面　積（㎡）
Ａ

事務室面積の13％

職員数×7.0㎡

（①＋②＋③）×40％に10％加算

7台×25㎡
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イ 人口 1千人あたりの延床面積 

もう一つの判断材料として人口規模に着目し、人口と人口 1 千人あたりの庁舎延床面積

の関係について図 5-2 に示す。 

この分布にあてはまる近似曲線を表すと下図のようになり、その数式の R2乗値（相関係

数）は凡そ 0.8 であり、人口と単位人口あたりの庁舎延床面積には強い相関関係にあるこ

とがわかる。 

豊橋市
町田市

一宮市長岡市

八尾市

久留米市
福島市

つくば市野田市
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図 5-2 人口と人口 1 千人あたりの延床面積 

 

※ 近似曲線：データの分布傾向に凡そ当てはまりそうな数式を定め、視覚的に表現する為にグラフ上に

プロットしたもの。 

※ R2 値：上記の数式がデータに適しているかを判断する指標となる相関係数で、0～1 の数値で表され

る。この値が 1に近いほどデータ分布との相関が強い（数式の信頼性が高い）といえる。 

ｙ＝88791ｘ-0.5379 
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ここで、本市の目標人口を数式にあてはめると 148.6 ㎡/人口 1千人となり、これに本市

の目標人口（千人）を乗じると、新庁舎の規模は 21,547 ㎡となる（148.6 ㎡/人口 1 千人

×145 千人＝21,547 ㎡）。 

 

(3) 新庁舎の想定規模 

本市新庁舎規模は、先行事例における起債基準面積に対する延床面積の倍率を参考に算定

すると約 20,000 ㎡となり、先行事例における人口 1千人あたりの延床面積を参考に算定する

と約 22,000 ㎡となる。 

これらの試算は市役所庁舎としての機能のみを想定して事例を参考に算出したものである

が、前述のように新庁舎には震災時の利用をはじめとする多目的な活用ができるスペースの

設置が望まれるため、規模の想定においては留意が必要である。 

これらの試算は市役所としての基本的な機能を想定して職員数による起債基準面積による

算定及び先進市の事例を参考に算定したものである。しかし、庁舎には震災時の利用をはじ

めとする多目的な活用ができるスペースの設置など、各市の実情に応じた整備がなされてお

り、本市においても必要な機能について、改めて検証し規模を算定することが必要である。 

一方で、受益者負担の適正化の観点からはコンパクトな庁舎が望まれることから、この点

についても留意し、慎重な規模設定が必要となる。 

また、庁舎の整備にあたっては、アンケート結果にもあるように、機能的・合理的な建物

をとの意見も多いことから、簡素化や合理化に努め、健全財政に配慮した、慎重な規模設定

が必要である。 
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5.2 駐車場の規模 

庁舎敷地内に設ける公用車駐車場の規模は、現状の公用車保有台数を考慮し、140 台分を確保す

るものとする。 

庁舎敷地内に設ける駐車場の規模は、「土浦市中高層建築物等の建築に関する指導要綱（土浦市

告示第 12号）｣（以下、本指導要綱）にて定められている必要台数を確保するものとし、150 台

分を確保するものとする。 

 

土浦市中高層建築物等の建築に関する指導要綱による来庁者駐車場規模の算定 

 

○考え方 

・土浦市中高層建築物等の建築に関する指導要綱（以下、「本指導要綱」という）は、建築主が

本市である場合は適用しないこととなっているが、近隣への影響を考慮し、本指導要綱の基準に

おける自動車駐車場を確保する。 

・本指導要綱の対象となる｢中高層建築物｣は、用途地域又は区域毎に対象となる建築物が指定

されているが、いずれの用途地域又は区域においても対象建築物となると想定する。 

・確保すべき駐車施設設置基準は、公用車用以外に必要な駐車場（来庁者用駐車場）として算

定する。 

 

○台数算定（来庁者用駐車場） 

来庁者用駐車場規模＝延床面積 22,000 ㎡／150≒147 台とする。 
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6. 新庁舎の建設候補地 
 

6.1 位置及び面積 

新庁舎の建設候補地は、中央一丁目地区または、ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）の２

箇所とする。 

≪中央一丁目地区≫ 

所在 中央一丁目 

法規制（都市計画等） 用途地域：商業地域、景観計画 

総合計画の位置づけ 商業・業務拠点 

都市マスの位置づけ 商業・業務地ゾーン 

土浦駅からの距離 北西約０．５ｋｍ 

土地面積 約１．５ｈａ 

 

≪ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）≫ 

所在 大和町 

法規制（都市計画等） 用途地域：商業地域、高度利用地区 

総合計画の位置づけ 商業・業務拠点 

都市マスの位置づけ 商業・業務地ゾーン 

土浦駅からの距離 西約０．１ｋｍ 

床面積 約１８千㎡（専門店との共有部分含む） 

 

 

【候補地位置図】 
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6.2 建設候補地選定の理由 

(1) 建設場所の選定方法 

新庁舎建設の立地候補地は、土浦市庁舎建設懇談会による提言書※1（以下、「提言」という。）

における 7箇所の候補地に新たな候補地として 3箇所を加えた 10 箇所について、現在の社会

情勢等に応じた評価項目による定性的な検証を行うとともに、実現が困難な 1 箇所を除外し、

4 箇所への絞込み※2を行った。さらに 4箇所の候補地について定性的・定量的な検証を加え、

2 箇所の建設候補地を選定※3した。 

※1 提言の概要については、資料編 4（P96～）参照 

※2 立地候補地の 4箇所への絞込みに関する資料は、資料編 5（P102～）参照 

※3 建設候補地の選定に関する資料は、資料編 6（P119～）参照 

 

 

図 6-1 建設場所の選定フロー 

 

(2) 建設候補地 2 箇所の選定理由 

提言における7箇所の候補地に新たな候補地として3箇所を加えた10箇所から絞り込んだ

4 箇所の候補地について、さらに、「建物ボリューム検討の想定条件」「建築可能な建物ボリ

ューム（例）の概要」「地区毎の特徴と想定される課題」と「庁舎建設費用」「事業期間」「中

 

提言による 7 箇所の候補地 

・新たな候補地 3 箇所を追加 

・実現が困難な 1 箇所を除外 

候補地を 4箇所に絞り込み 

（中央一丁目地区、土浦駅前北地区、 

川口二丁目地区、ウララⅠ） 

建設場所 2箇所の選定 

（中央一丁目地区、ウララⅠ） 

基本構想における検証 

新たな評価項目による 

定性的な検証 

評価項目の見直し 

定性的・定量的な検証 
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心市街地活性化への貢献度と新庁舎周辺のまちづくりの展開」など、様々な角度から検討を

重ね、段階的に候補地の絞り込みを行った。 

各候補地は新庁舎建設位置としてそれぞれ優れた点があるものの、土浦市庁舎建設審議会

においては、主に経済性、利便性及び中心市街地の活性化等において、他の候補地に比べて

優れている「中央一丁目地区」及び「ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）」の 2 箇所を候

補地として選定し、各候補地に関する課題について意見を付して、新庁舎の位置の選定は市

長に委ねることとした。 

 

表 6-1 建設場所 2 箇所の選定理由と課題 

 中央一丁目地区 
ウララⅠ 

（イトーヨーカドー土浦店跡） 

選定理由（優れ

ている点） 

○利便性：中心市街地に位置し、

公共交通機関の活用が可能で、

高齢化社会を見据えた利便性が

高い。 

○中心市街地の活性化：市の中心

部に位置し、新庁舎が中心市街

地の核となる。 

 

 

○利便性：土浦駅前に位置し、公

共交通機関の結節点にあること

から、高齢化社会を見据えた利

便性が極めて高い。 

○中心市街地の活性化：市の中心

部に位置し、新庁舎が中心市街

地の核となると共に、駅前北地

区との相乗効果も期待される。 

○事業期間（スピード感）：新築す

る場合に比べ、大幅な短縮が見

込める。 

○経済性（将来の財政負担の軽

減）：新築と比べ、工事費の大幅

な削減が可能。 

課題 ○地権者との用地交渉にかかる期

間が必要であり、事業スケジュ

ールへの影響を考慮する必要が

ある。 

○隣接する景観地区等との調和や

関連性について配慮した空間づ

くりが必要である。 

○周辺地域の買物弱者への対応と

して、商業施設の早期導入が必

要となる。 

○閉庁日の空洞化対策として、1階

出入口や、2階ペデストリアンデ

ッキからの入口周辺について、

商業施設誘致等の配慮が必要で

ある。 

○共有地権者との交渉にかかる期

間が必要であり、事業スケジュ

ールへの影響を考慮する必要が

ある。 
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7. 建築計画に関する考え方（案） 
 

7.1 敷地の利用計画に関する考え方（案） 

 

≪中央一丁目地区≫ 

歴史・文化ゾーンに位置する。そのため，市庁舎には、行政機能の中枢に加え、中心市街地の

活性化の核としての役割も求められる。特に，市民が利用するスペースや建物配置などの敷地デ

ザインでは、他事業や街並みとの整合性，人出増加などへの配慮が必要となる。 

自動車利用が多いと予想されるため，歩行者の敷地内動線では歩車分離などにより安全性を確

保する必要がある。また、敷地内に車寄せやロータリーを設けるとともに、駐車場の出入りが渋

滞を招かないような工夫が求められる。 

駐車場は、敷地内に必要な規模（来庁者 150 台及び公用車 140 台）を平置きで確保することを

目指すものとする。ただし、庁舎建築面積及び緑地等もできるだけ確保したいことから、必要に

応じて近隣駐車場の活用や立体駐車場の整備を検討する。 

 

≪ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）≫ 

駅前や中心市街地の回遊性を高めるため、駅と庁舎とを結ぶ既存のペデストリアンデッキや北

側の広場を有効活用した、歩行者動線計画の策定が必要である。また、建物出入口周辺へのカフ

ェなど商業施設の誘致など、駅前のあらたな歩行者のにぎわい創出や駅からの視覚も考慮に入れ

た配置計画も検討しなければならない。 

市庁舎の全体配置は、ウララⅡや駅前北地区の一部を活用する可能性も考慮し、適切なゾーニ

ングを行うことにより、健常者や身障者の来庁舎動線，業務動線に配慮した計画とする。 

駐車場は、敷地内に必要な規模（来庁者 150 台及び公用車 140 台）を併設する既存の立体駐車

場で確保する。ただし、駅前の混雑緩和や平面駐車場志向などを考慮し、駅東、駅西駐車場の活

用などによる分散化や平面駐車場確保も視野に入れる。 

 

7.2 建築計画に関する考え方（案） 

 

(1) 建設規模及び形態 

≪中央一丁目地区≫ 

庁舎の規模は、職員の数や建築基準法やその他法令を踏まえ、総務省の庁舎標準面積算出

基準を参考にし算出する。建設規模及び形態は、諸室配置と敷地利用に影響があるため、市

民の利便性と経済性等を考慮した規模・形態とするほか、周囲の歴史・文化ゾーンの景観に

配慮した外観とする。 

なお、法令上、建設可能な建築面積や延床面積にはゆとりがあり、日影規制もないが、景

観計画に基づく建築物の高さ制限に配慮が必要である。 
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≪ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）≫ 

庁舎の規模は、職員の数や建築基準法やその他法令を踏まえ、総務省の庁舎標準面積算出

基準を参考にし算出する。建設規模及び形態は、諸室配置と敷地利用に影響があるため、市

民の利便性と経済性等を考慮した規模・形態とする。 

市役所として使用するのは、ウララⅠのうち 1 階から 4階まで（専門店との共有部分含む）

及び併設する既存の立体駐車場となる。耐震性向上のための補強ブレースの設置や、店舗と

同居する階の区画シャッター設置等、改修による影響を考慮した計画が必要となる。 

なお，百貨店店舗からの転用であり既存建物には開口部が少ない。新規開口部の設置など

採光面での対策も含めた執務空間の工夫が必要である。 

 

(2) 建設年次計画 

平成２７年度の完成を目途に、基本計画、基本設計、実施設計を行い、建設工事に着手す

ることとし、地権者対応を含め、改めて候補地ごとにスケジュールを検討する必要がある。 

 

(3) 事業費及び財源計画 

ア 事業費 

 ≪中央一丁目地区≫ 

先行事例における起債基準面積に対する延床面積の倍率及び先行事例における人口１千人

あたりの延床面積を参考にそれぞれ算定した本市新庁舎規模に対し、先行事例による庁舎建

設費を乗じることにより、新庁舎の建設費を算出する。 

表  -  本市新庁舎建設費 

  新庁舎建設費 

先行事例における庁舎建設単価 約 360 千円/㎡（①） － 

「臨時職員数を含めた起債基準

面積」による場合 
約 20,000 ㎡（②） 

約 72 億円（①×②） 

（≒7,200,000 千円） 

「人口１千人あたりの延床面

積」による場合 
約 22,000 ㎡（③） 

約 80 億円（①×③） 

（≒7,920,000 千円） 

 

≪ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）≫ 

   既存建物である店舗を市庁舎として改修するにあたり、庁舎の基本的機能に加え、防災拠

点としての機能を確保するため、改修工事とともに補強工事を実施する費用として、約３０

億円を想定する。 

 

イ 財源計画 

２候補地の算定結果のうち、人口１千人あたりの延床面積による場合の新庁舎建設費である 80

億円を最大と想定し、財源計画を以下に示す。 



 

60 

 

財源には、庁舎建設基金及び合併特例債を活用していくこととするが、「基本計画」「基本設計」

の策定を通して、新庁舎の機能の具体化や詳細の規模を算定し、事業費及び必要な財源について

具体的な算定を行う。 

また、建設費の他に、土地取得費、外構工事費、基本・実施設計費、工事監理費、什器備品費

（机、椅子、ロッカー等）、移転費、既存庁舎解体費等が見込まれ、今後詳細な積算が必要となる。 

さらに、活用可能な国庫補助等についてさらなる検討を行い、引続き本市財政負担の低減や受

益者負担の軽減に努めてゆくものとする。 

≪中央一丁目地区≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 利子負担分の試算（償還期間 15 年 年利 1.5％） 3.0 億円（国負担 2.1 億円（70％） 市負担 0.9 億円（30％）） 

 

 ≪ウララⅠ（イトーヨーカドー土浦店跡）≫ 

  建築工事試算額（仮）３０億円については、全額庁舎建設基金（基金残額 57.4 億円）で充当

できる。 

 

7.3 事業手法等に関する考え方（案） 

庁舎建設の事業手法として、２箇所の候補地によって事業手法を検討していく必要がある。 

事業手法は、再開発事業や民間活力導入手法として PFI 方式※などが考えられる。また、発注方

式としては、従来方式（設計・施工分離発注方式）及び設計・施工一括発注方式（DB＝デザイン・

ビルド）などが考えられるが、今後候補地の選定によって事業手法等を検討していく必要がある。 

※PFI 方式：民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設や維持管理・運

営を行う公共事業の手法。Private－Finance－Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）

の頭文字をとって PFI と呼ばれている。わが国では、平成 11 年 7 月に「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成 11 年 7 月 30 日法律第 117 号）」（PFI 法）が制定され、この法律に準拠

した PFI 事業が実施できるようになった。 
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庁舎建設基金充当額　57.4億円

【基金残高　57.4億円】

合併特例債充当額　21.5億円
（充当率　95％）

国負担分　15.1億円
（元利償還金の70％を

交付税措置）

一般財源　1.1億円

市負担分

7.5億円


