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1. 上位計画との整合性（案） 

本事業に関連する政策や他施策等との関連を整理し、基礎的条件をまとめた。 

新庁舎を建設するうえで遵守すべき上位計画の主なものは、以下の７計画である。 

 

○第７次土浦市総合計画 

・第４次土浦市行財政改革大綱 

・新市建設計画 

○土浦市都市計画マスタープラン 

○土浦市地域防災計画 

○土浦市環境基本計画 

○土浦市バリアフリー基本構想 

 

基本構想の策定にあたっては、上位計画に盛り込まれた方向性や施策との整合性を図るものとす

る。 

上位計画の体系と新庁舎建設計画との整合性について、図 1-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 上位計画の体系と新庁舎建設計画との整合性 

第７次土浦市総合計画・計画推進の基本姿勢

○快適で安心・安全な「日本一すみやすい」まちづくり

○地域資源を生かした活力あるまちづくり

○共に考え行動する「協働」によるまちづくり水・みどり・人がきら

第  7  次  土  浦  市  総  合  計  画

・計画推進の基本
姿勢

・施策の大綱

・土浦市の現状

・人口見通し

・土地利用構想

第 7 次 土 浦 市 総 合 計 画 基 本 構 想

○快適で安心・安全
な「日本一すみやす
い」まちづくり

○地域資源を生か
した活力あるまちづ
くり

○共に考え行動す
る「協働」によるまち
づくり

基本理念 将来像

水・みどり
 ・人がきらめく
　安心のまち
　　  活力のまち
          　    土浦

・計画推進の基本姿勢
1　行財政改革の推進
2　協働のまちづくり

・施策の大綱
1　都市基盤の整備
2　安心・安全なまちづ
くり
3　産業の振興
4　保健・福祉サービス
の充実
5　教育と文化の振興
6　循環型社会のづくり

基本計画（前期）

・合併後の新市建設を
総合的かつ効果的に推
進することを目的

・両市村の一体性の速
やかな確立及び住民の
福祉の向上

・地域の均衡ある発展
に資する

第４次行財政改革大綱

地域防災計画 環境基本計画都市計画マスタープラン バリアフリー基本構想

新市建設計画

新　　庁　　舎　　建　　設　　計　　画

まちづくり施策の具体的展開

整合性
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1.1 第７次土浦市総合計画 

 

平成 20年 3月に策定された本計画では、「快適で安心・安全な「日本一住みやすい」まちづくり」、

「地域資源を生かした活力あるまちづくり」、「共に考え行動する「協働」によるまちづくり」の

三つを基本理念とし、新しい土浦市の将来のあるべき姿（都市像）を「水・みどり・人がきらめ

く 安心のまち 活力のまち 土浦」と定めている。 

将来都市像の実現を目指すため、「行財政改革の推進と市民サービスの向上」、「市民と行政が一体

となった協働のまちづくり」を計画推進の基本姿勢の二つの柱として、本計画に位置付けた施策・

事業の確実な実行に取り組むことで、土浦市を次代に誇りと自信を持って引き継ぐことを目指し

ている。 

 

出典：第 7次土浦市総合計画（平成 20年 3月策定） 

■基本構想 第 1 章 基本理念 まちづくりの基本理念 （第 7 次土浦市総合計画 26 頁） 

○快適で安心・安全な「日本一住みやすい」まちづくり 

○地域資源を生かした活力あるまちづくり 

○共に考え行動する「協働」

によるまちづくり 

 

■基本構想 第 2 章 まちの将

来像 

▽第 2節 人口の見通し：

第 1項 将来目標人口（29頁） 

・平成 29 年の目標人口 

145,000人 

 ▽第 3節 土地利用構想：

第 2 項 土地利用の方針（31

頁） 

○都市的土地利用の方針 

中心市街地の魅力と活力

を向上させるため質の高

いコンパクトな都市づく

りの推進を図るととも

に、市街地の低・未利用

地の有効利用や高度利用

など、効率的な土地利用

を推進します。 
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▽第 3節 土地利用構想：第 3項 土地利用ゾーニングの方針（32頁） 

○中心市街地ゾーン 

・土浦駅東西地区を中心とする地区では、多くの人々が集い交流する県南地域の拠点機

能の維持向上に努めながら、多様な人々が生き生きと安心して楽しく暮らせる良好な市

街地の形成を図ります。 

・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・狭隘化が著しい市庁舎は、建設を推進します。 
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(1) 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 

 

(2) 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 
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1.2 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 

 

▽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 
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▽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＞ 

・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。 
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1.3 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。 

＜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】 
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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。 
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1.4 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。 

「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】 
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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※5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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1.5 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。 
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2. 今日の社会経済情勢（案） 

  

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。 

 

2.1 コンパクトシティ 

 

(1) 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。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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「コンパクトシテイ」の実現を図ることが求められている。 
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2.2 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おります。 

 

2.3 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。 

 

2.4 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ます。 

 

2.5 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められてい



 

 14 

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。 

 

2.6 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。 
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3. 基本理念（案） 

 

新庁舎建設は、本市の社会経済にも大きなインパクトを与える一大事業であり、土浦市の将来の

あり方をはじめ、市民と行政の協働等、市民・議会・行政の関係のあり方などに大きな影響をも

たらす事業である。このため、前記上位計画を踏まえるほか、本市におけるコンパクトシティの

実現、中心市街地活性化といった今日の社会的ニーズを十分に考慮し、新庁舎建設による本市社

会経済の活性化に寄与する新庁舎建設の在り方を考えていく必要がある。 

一方で、現庁舎にあっては、施設の狭あい化や合併に伴う各庁舎の分散配置の解消などの「市民

サービスの向上」、ユニバーサルデザインへの対応や来庁者動線の改善などの「利便性・快適性の

確保」、老朽化や災害時の拠点機能の付与などの「安全性・防災性の向上」といった様々な課題を

有しており、こうした課題を解消するための在り方を示す必要がある。 

新庁舎の建設にあたっては、地域社会の活性化に寄与するとともに市民にとって快適であり、安

心・安全な生活に寄与し、持続可能な社会を構築する庁舎であることが求められる。こうした点

を総合的に勘案し、本市新庁舎建設にあたっての「基本理念」を、次のように定める。 
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市民アンケートの結果「問９  これからの市役所庁舎のあり方について」 

 

回答数 構成比

防災や災害時の復興拠点としての機能 640 37.0%

ユニバーサルデザインの考え方に対応 539 31.2%

省エネルギーや省資源等の環境への配慮 359 20.8%

市民サービスの向上に結びつく情報技術化に対応 237 13.7%

庁舎は分散化されているより１ヶ所に集約 480 27.8%

市民が自由に利用できるスペース等の設置 179 10.4%

窓口部門の待合スペースは、ゆとりが十分ある 340 19.7%

まちのシンボルとなるような建物 114 6.6%

緑地がなるべく多くとってある 136 7.9%

自然と調和し、周辺の景観に配慮した建物 172 9.9%

案内表示など多様な外国籍の市民にも対応 98 5.7%

将来の変化にも対応できるゆとりのスペース 160 9.3%

経済的で耐久性に優れ、機能的・合理的な建物 579 33.5%

市民が利用すやすく、気軽に訪れやすい建物 548 31.7%

その他 99 5.7%

無回答 104 6.0%

　計 4,784

（回答者実人数：1,729人）

案内表示など多
様な外国籍の市

民にも対応,
0.057

その他, 0.057

無回答, 0.06

まちのシンボル
となるような建

物, 0.066

緑地がなるべく
多くとってある,

0.079

将来の変化にも
対応できるゆと
りのスペース,

0.093

自然と調和し、
周辺の景観に配

慮した建物,
0.099

市民が自由に利
用できるスペー

ス等の設置,
0.104

市民サービスの
向上に結びつく
情報技術化に対

応, 0.137

窓口部門の待合
スペースは、ゆ
とりが十分ある,

0.197

省エネルギーや
省資源等の環境
への配慮, 0.208

庁舎は分散化さ
れているより１ヶ
所に集約, 0.278

ユニバーサルデ
ザインの考え方
に対応, 0.312

市民が利用すや
すく、気軽に訪
れやすい建物,

0.317

経済的で耐久性
に優れ、機能

的・合理的な建
物, 0.335

防災や災害時の
復興拠点として
の機能, 0.37

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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4. 建設方針（案） 

 

 上位計画、今日の社会情勢及び市民アンケートから抽出される課題を解決するため、新庁舎建

設において以下のような建設方針を設定する。 

 

 
基本理念と建設方針の考え方 市民アンケート調査

課　題　・　方　向　性　の　検　討

回答数 構成比

防災や災害時の復興拠点としての機能 640 37.0%

ユニバーサルデザインの考え方に対応 539 31.2%

省エネルギーや省資源等の環境への配慮 359 20.8%

市民サービスの向上に結びつく情報技術化に対応 237 13.7%

庁舎は分散化されているより１ヶ所に集約 480 27.8%

市民が自由に利用できるスペース等の設置 179 10.4%

窓口部門の待合スペースは、ゆとりが十分ある 340 19.7%

まちのシンボルとなるような建物 114 6.6%

緑地がなるべく多くとってある 136 7.9%

自然と調和し、周辺の景観に配慮した建物 172 9.9%

案内表示など多様な外国籍の市民にも対応 98 5.7%

将来の変化にも対応できるゆとりのスペース 160 9.3%

経済的で耐久性に優れ、機能的・合理的な建物 579 33.5%

市民が利用すやすく、気軽に訪れやすい建物 548 31.7%

その他 99 5.7%

無回答 104 6.0%

　計 4,784

【基本理念】　～新庁舎建設に対する基本理念～

【建設方針】

○　中心市街地活性化に資する庁舎
○　安心で安全な市民生活を提供する庁舎
○　市民の利便性・快適性に寄与する庁舎
○　だれにでも使いやすい庁舎
○　環境にやさしい庁舎
○　長期間使い続けられる庁舎

【上位計画との整合

性】
１　第７次総合計画
　　・第４次行財政改革大綱
　　・新市建設計画
２　都市計画マスタープラン
３　地域防災計画
４　環境基本計画
５　バリアフリー基本構想

【今日の社会経済情勢】
１　コンパクトシティ
２　行財政改革の推進
３　環境への配慮り
４　ＩＴ社会の進展
５　安心・安全なまちづくり
　　に対する意識の高まり
６　多目的活用
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本市新庁舎の建設にあたっては、衰退が進行する本市中心市街地にインパクトを与えるとともに、

地域経済の活性化、中心市街地のにぎわいの再生に寄与する位置及び機能を有するものとし、本

市中心市街地の活性化を実現していくものとする。 

 

 

 

市役所は、地震や大雨等の自然災害発生時には初動対応や復旧・復興対応の拠点となる場所であ

り、こうした防災拠点を被災時に確実に機能させることは、市民が安心・安全で快適な生活環境

を送る上で重要な視点である。耐震性に優れ、防災拠点として機能できる設備等を備えることに

より、安心で安全な市民生活を提供できる庁舎を実現する。 

 

 

 

庁舎及び駐車場の狭あい化や庁舎の分散配置、来庁舎動線のわかりにくさや不便さなど、今日の

市民サービスの低下の要因となっている課題を解消し、市民が利用する際に利便性、快適性を感

じられる庁舎を実現する。 

また、進展する高度情報化社会の中、ＩТ等を有効活用し、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が確保された庁舎を実現する。 

 

 

 

高台に位置する本庁舎は、高齢者や障害者のアクセス性の低下を招いているほか、築後 48年を迎

える本庁舎はエレベータ等の昇降機の未設置により、全市民にとっての「使いやすい庁舎」とは

いえない状況であることから、すべての人にバリアが生じないユニバーサルデザインを取り入れ、

だれにでも使いやすい庁舎を実現する。 

 

 

 

環境負荷を軽減し、省エネルギーに配慮した建築物とするとともに、有害物質等による健康被害

の無い建築とし、環境と健康に十分配慮した建築を実現する。 

 

 

 

できるだけ長期にわたる利用が可能となるよう施設の長寿命化を図るほか、業務環境に柔軟に対

応できるフレキシブルな施設対応とし、環境影響及び財政への影響を低減する持続性の高い庁舎

を実現する。 

● 中心市街地活性化に資する庁舎 

● 市民の利便性・快適性に寄与する庁舎 

● だれにでも使いやすい庁舎 

● 環境にやさしい庁舎 

● 長期間使い続けられる庁舎 

● 安心で安全な市民生活を提供する庁舎 
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5. 基本指標（案） 

 

5.1 想定収容部局 

現庁舎の課題である「分散化」を解消するため、新庁舎を統合庁舎とすることによる利便性向上

を目指すこととし、原則として現本庁舎、高津庁舎、大町庁舎及び新治庁舎に収容されている全

ての部局を収容することを想定する。 

 

5.2 想定人口 

平成 23年 6月 1日現在の本市の人口は、142,563名である。 

平成 18年から平成 21年までの実績に基づいたコーホート変化率による本市の推計人口は、平成

27年まで微増を続け、その後減少に転じると予測されており、平成 29年の推計人口は 144,667

人となる。新庁舎の供用開始を想定している平成 28年度の推計人口は、144,698人である（図 5-1 

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 市の将来人口（推計） 

 

一方で、本市の常住人口の推移を見ると、平成 13年から平成 23年まで、ほぼ横ばいの状態で推

移しており、大きな減少傾向は見られない（参照）。 

なお、第７次土浦市総合計画においては平成 29年の目標人口を 145,000人としており、これを新

庁舎建設基本構想における想定人口とする。 
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146,944 147,054 146,892 146,909 146,634 146,128 146,209 146,418 146,824 147,129 146,720 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年

住民基本台帳人口（毎年度4月1日）と外国人登録者数前年度3月31日） （単位：人）

土浦市 合計

住民基本台帳人口

外国人登録者数

4
 

図 5-2 住民基本台帳登録人口と額黒人登録者数の推移 

 

5.3 想定職員数 

本市では、組織の整理統合や職員のさらなる能力・資質向上による定員の適正化に努めていると

ころである。職員数は、人口増減、業務量、施策の展開等によって変動が想定されるが、新庁舎

建設基本構想における規模算定の指標としては、現状の職員数を用いることとする。 

なお、平成 23年 4月 1日現在の全職員のうち、新庁舎の収容部局に所属する職員は 613名である。 

表 5-1 新庁舎想定収容部局職員数 

特　別　職 4 人

部長・参事 21 人

課長・副参事 67 人

394 人

主事・技能職 94 人

技師 5 人

その他 28 人

613 人

課長補佐・主査・係長・主幹

計

区　　　分 職員数
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5.4 想定議員数 

議員数は、現状の定数（28人）を用いて規模算定を行うものとする。 
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6. 庁舎規模（案） 

先進事例における庁舎規模の算定方法を見ると、起債基準※1面積、新営基準※2面積、単位人口あ

たりの床面積、積上げによる合計面積など様々な方法を用いている。 

ここでは、本市における起債基準面積を算定するとともに、先進事例における起債基準に対する

延床面積及び先進事例における人口 1千人あたりの延床面積の二通りについて比較検証を行う。 

 

※1 起債基準：「平成 22 年度地方債同意等基準運用要綱等について（平成 22 年 4 月 1 日 総財地第

79号）」別紙 2に記載の庁舎の標準面積を指す。同通知の標準面積は「地方債充当率等の簡素化に

ついて（平成 23 年 1 月 25 日総務省自治財政局地方債課事務連絡）」によって平成 23 年度から取

扱いが廃止されているが、地方自治体の庁舎規模の基準として広く用いられてきたものである。 

※2 新営基準：官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議において統一基準とされた

「新営一般庁舎面積算定基準」を指す。国の庁舎の面積算定にあたって用いる基準であり、議会

相当部分は含まれない。 

 

6.1 新庁舎の起債基準面積 

想定収容部局、想定職員数（平成 23年 4月 1日現在の本市職員数）及び想定議員数（現状の職員

数）を用いて新庁舎の起債基準面積を算定すると 18,482㎡となる（表 6-1 参照）。 

 

表 6-1 新庁舎の起債基準面積（収容部局合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数
（人）

換算
職員数（人）

換算面積率

事 務 室 613 1,522.5 4.5 6,851.25 ①

倉 庫 890.66 ②

会 議 室 4,291.00 ③

通行部分 5,294.48 ④

車 庫 175.00 ⑤

議 事 堂 980.00 ⑥

計 18,482.39 ⑦

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㎡

起　　債　　基　　準　　面　　積
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6.2 先進事例における庁舎規模 

 

(1) 起債基準面積に対する延床面積の倍率 

先進事例における起債基準面積に対する延床面積の倍率を図 6-1に示す。全体の平均値は 1.32

倍であり、また、鈴鹿市、町田市、三木市、甲府市、岩国市、つくば市が約 1.02倍～約 1.13倍

と一定のまとまりは認められるものの、刈谷市の約 1.93倍までの様々な事例がある。 

本市（約 14万 5千人）と最も近い人口規模を有する事例としては刈谷市、青梅市、岩国市があげ

られるが、刈谷市の 1.93倍を最高に、岩国市の 1.02倍までの幅広い分布となっている。 

つくば市岩国市
甲府市

町田市鈴鹿市三木市

浦安市

青梅市

西尾市

刈谷市

0.0倍

0.5倍

1.0倍

1.5倍

2.0倍

0人 100,000人 200,000人 300,000人 400,000人

人口

倍
率

（
延

床
面

積
/
起

債
基

準
面

積
）

全体平均　1.3210

土浦市
Ｈ29年目標人口：145,000人

平均　1.0738

 

図 6-1 起債基準面積に対する延床面積の割合 

 

ここで、本市の職員数から算出した起債基準面積に対して、先進事例のうち一定のまとまりが認

められる事例（鈴鹿市、町田市、三木市、甲府市、岩国市、つくば市）の平均値である約 1.07倍

を乗じると、新庁舎の規模は 19,776㎡となる（18,482㎡×1.07＝19,775.74）。 
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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 6-2参照）。 

 

表 6-2 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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(2) 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 6-2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。 

 

図 6-2 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。 
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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

㎡）。 

 

6.3 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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7. 庁舎建設費及び財源（案） 

 

7.1 先行事例における庁舎建設費 

本市新庁舎建設費の参考として、先行事例における庁舎建設単価を比較する。比較においては、

建設時期や地域（所在地）による補正を行った。先行事例における庁舎建設単価は、平均で約 358

千円/㎡である。 

ただし、これらの事例における建設費は実際の落札額であり、また、建設物価、庁舎建築に係る

法令及び要求される施設仕様等は変動するものであることから、精査が必要である。 

 

表 7-1 先行事例における庁舎建設単価 

つ く ば 市 21,004㎡       7,660,000千円 97.71% 100.00% 7,484,586円 356千円/㎡

岩 国 市 24,328㎡       8,146,000千円 99.79% 107.53% 8,740,999円 359千円/㎡

甲 府 市 24,000㎡       11,000,000千円 100.00% 100.00% 11,000,000円 458千円/㎡

三 木 市 13,409㎡       6,201,030千円 83.62% 100.00% 5,185,301円 387千円/㎡

町 田 市 40,490㎡       14,979,000千円 96.80% 100.00% 14,499,672円 358千円/㎡

鈴 鹿 市 26,789㎡       8,518,748千円 99.79% 100.00% 8,500,859円 317千円/㎡

浦 安 市 27,000㎡       11,350,000千円 96.80% 100.00% 10,986,800円 407千円/㎡

青 梅 市 22,097㎡       7,349,324千円 91.25% 100.00% 6,706,258円 303千円/㎡

西 尾 市 18,283㎡       5,623,800千円 99.47% 100.00% 5,593,994円 306千円/㎡

刈 谷 市 25,367㎡       9,028,000千円 91.25% 100.00% 8,238,050円 325千円/㎡

ＭＩＮ 13,409㎡       － － － － 303千円/㎡

ＭＡＸ 40,490㎡       － － － － 458千円/㎡

平均 24,277㎡       － － － － 358千円/㎡

団体名 ①延床面積
②建築費

（単位：千円、
税込み）

③建設物価指数
による経年補正
係数（※１）

④地域別工事費
指数による地域
補正係数（※

２）

⑥建築単価
（千円/㎡）

（⑤÷①÷1,000）

⑤建築費
（補正後）

（②×③×④）

 

※１ 建設物価調査会・建設物価指数月報 2011 年 8 月号・標準指数※３・2010 年平均・SRC 造 7000 ㎡

事務所・工事原価※４による。2010年平均をＡ、それぞれの建設年度の物価指数をＢとすると、補

正係数ＣはＡ/Ｂとなり、それを百分率で示した。 

※２ 平成２４年度新営予算単価による地域別工事費指数を百分率にした。表中のカッコ内は、指数

を採用した地域名を示す。なお土浦市の直近の地域である水戸の地域別工事費指数は、100である

（東京を 100とした場合）。 

※３ 標準指数：建物を使途、構造、延床面積規模、階数及び設備内容の５つの条件によって分類し、

各グループ毎にそれぞれの工事費に占める科目、細目等の平均的な金額構成比を求め、これに後

述する細目の指数を乗じて算出した指数である。 

※４ 工事原価：純工事費と現場経費を合わせた費用。 
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7.2 新庁舎の建設費 

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、本市新庁舎の建設費を算出する。なお、現段階では各数値を適宜繰り上げて算定

している。 

 

表 7-2 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） 

（≒358千円/㎡） 
－ 

「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） 

 

7.3 新庁舎建設費の財源 

上記の算定結果のうち、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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 利子負担分の試算（償還期間 15年 年利 1.5％） 4.2億円（国負担 2.9億円（70％） 市負担 1.3

億円（30％）） 

図 7-1 新庁舎建設費の財源内訳 

建築工事試算額（仮）　80億円

庁舎建設基金充当額　52.4億円

【基金残高　52.4億円】

合併特例債充当額　26.2億円
（充当率　95％）

国負担分　18.4億円
（元利償還金の70％を

交付税措置）

一般財源　1.4億円

市負担分
9.2億円
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8. ７つの候補地の総括（案） 

 

(1) 候補地選定方法 

土浦市庁舎建設懇談会による提言書（平成 6年 12月）（以下、「提言」という。）から 16年以上が

経過していることから、提言時の評価項目の精査を行い、提言における 7箇所の候補地（下記①

～⑦）を再検証し、さらに数箇所の候補地を抽出する。 

 

① 現在地 

② 新川北岸地区 

③ 市民運動広場地区 

④ 川口運動公園地区 

⑤ 瀧田地区 

⑥ 真鍋二丁目・西真鍋地区 

⑦ 中央一丁目地区 

 

(2) 提言による候補地の再検証の視点 

前述の「上位計画との整合性」や「今日の社会経済情勢」を鑑み、また、「基本理念」及び「建設

方針」の実現が可能な候補地を選定するため、主に下記の視点より提言時の評価項目の精査を行

い、定性的な再検証を行う。 

 

○社会経済情勢の変化（コンパクトシティの実現、安心・安全なまちづくりに対する意識の高ま

り） 

○庁舎建設スケジュール（合併特例債の活用：平成 27年度中の竣工） 

○上位計画との整合（中心市街地の活性化対策としての位置付け） 

 

(3) 評価項目 

提言時における評価項目について、上記の視点等により精査を行い、再検証における評価項目を

表 8-1 のとおりとする。 

評価項目は 9項目であるが、「②防災拠点としての安全性」、「④市民の利便性」、「⑤市の将来発展

への貢献」は、再検証におけるウェイトの大きなものとなる。また、「①敷地の広さ、形状」、「⑧

用地取得性」、「⑨他事業との連動の必要性、スケジュール」については、最終的な候補地の絞込

みに際し、分岐点となる視点になる。 
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表 8-1 再検証における評価項目 

項目 評価における主な視点 

① 敷地の広さ、形状 
・一体的な利用が可能なまとまった敷地の面

積・形状 

② 防災拠点としての安全性 
・地盤の安定性、浸水危険性、緊急輸送道路と

の連携 

③ 周辺環境状況 

・自然環境の保全、関連機能の立地・誘導、周

辺住環境への影響、行政・コミュニティ施設の

立地状況 

④ 市民の利便性 
・人口重心※、市内各地域からの鉄道、道路、バ

ス、自転車、徒歩等からの利便性 

⑤ 市の将来発展への貢献 
・コンパクトシティの実現（市民生活の中心性、

中心市街地活性化へのインパクト） 

⑥ シンボル効果 ・まちづくりへの効果・シンボル性 

⑦ 
市民のなじみやすさ、合意形成

の容易さ 
・市民の感覚的な中心性・距離感、なじみ易さ 

⑧ 用地取得性 ・確実性、用地費、大規模造成工事の必要性 

⑨ 
他事業との連動の必要性、 

スケジュール 

・周辺の基盤整備、関連の開発事業、関係施設

移転の必要性、建設スケジュールとの整合性 

※ 人口重心：本市の人口重心は、次頁の図 8-1参照。 

 

なお、土浦市庁舎建設懇談会での評価項目は、次のとおりである。 

表 8-2 土浦市庁舎建設懇談会おける評価項目 

項目 評価における主な視点 

① 敷地の広さ・形状 ・一体的な利用が可能なまとまった敷地の面積・

形状 

② 災害からの安全性 ・地盤安定性、浸水危険性、大規模造成工事の必

要性 

③ 周辺環境状況 ・自然環境の保全、基盤施設整備状況、関連機能

の立地・誘導、周辺住環境への影響、行政・コミ

ュニティ施設の立地状況 

④ アクセス状況 ・市内各地域からの鉄道、道路、バス、自転車、

徒歩等からの利便性 

⑤ 市の将来発展への貢献 ・土浦市の将来像との整合、市民生活の中心性、

活性化へのインパクト） 

⑥ シンボル効果 ・土浦市の風土や地域性の象徴、庁舎自体のシン

ボル化 

⑦ 市民感情、合意形成の容易さ ・市民の感覚的な中心性・距離感、なじみ易さ 

⑧ 用地取得性 ・新たな用地取得の必要性、可能性、用地費 

⑨ 他事業との連動の必要性、 

スケジュール 

・周辺の基盤整備、関連の開発事業、関係施設移

転の必要性、建設スケジュールとの整合性 
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図 8-1 土浦市の人口重心 

人口重心

拡　　大　　図

人口重心

大町

銭亀橋

桜町四丁目

高架道

千束町交差点

水道課

土浦橋

354号

ウララ

大手町 中央一丁目

土浦小学校

桜町二丁目

土浦市の人口重心
H23.8.1住民基本台帳人口による
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(4) 提言による候補地の再検証結果 

提言における候補地（各候補地の位置図は 34頁の図 9-1参照）の再検証の結果を、表 9-1 （35

頁以降参照）に整理し、表 9-2で総合評価を行った。 
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9. 候補地の検討について（案） 

  

○  土浦駅前北地区 

○  川口二丁目用地  

○  

○  
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図 9-1 提言における立地候補地位置図 

 

１現在地 

３市民運動広場地区 

４川口運動公園地区 

５瀧田地区 

６真鍋二丁目・西真鍋地区 

７中央一丁目地区 

２新川北岸地区 

1,000ｍ 1,500ｍ 2,000ｍ 
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表 9-1 提言における候補地の比較 

  １ 現在地 ２ 新川北岸地区 ３ 市民運動広場地区 ４ 川口運動公園地区 ５ 瀧田地区 ６ 真鍋二丁目・西真鍋地区 ７ 中央一丁目地区 

 

       

 

       

所在地 下高津一丁目 真鍋一丁目 佐野子 川口二丁目 滝田一丁目 真鍋二丁目、西真鍋 中央一丁目 

敷地面積 建物敷地 17,821.75㎡  

敷地有効面積 9,808.56㎡ 

約 11ha 約 9ha 約 14ha ― ― 約 1.2ha 

地形 高台、斜面 低地、平坦地（新川沿い） 低地、平坦地（平坦地） 低地、平坦地（霞ヶ浦沿い） 低地、平坦地（霞ヶ浦、備

前川に隣接） 

低地、平坦地 低地、平坦地 

現況土地利用 市庁舎敷地、駐車場等 工場跡地、駐車場、空地、

店舗、居宅、その他（低未

利用地が多い） 

運動広場（空地的利用） 運動公園、港湾施設、空地

等 

空地 水田、空地等 店舗、住宅、駐車場が混在 

土地所有 土浦市 民有地 土浦市 土浦市 茨城県、市有地、民有地 民有地 民有地、一部市有地（土地

開発公社用地） 

法規制（都市計

画等） 

第１種中高層住居専用地域

（200/60）、第１種住居地域

（200/60） 

商業地域（400/80）、近隣商

業地域（300/80） 

市街化調整区域 第二種住居地域（200/60） 第 1種住居地域（200/60） 

地区計画 沿道サービス地

区、沿道住宅地区、公益施

設地区 

市街化調整区域 商業地域（600/80、400/80） 

総合計画の位

置付け 

中心市街地ゾーン 中心市街地ゾーン 農業・田園ゾーン 水・緑・憩い・交流拠点 市街地ゾーン 農業・田園ゾーン 商業・業務拠点 

都市マスの位

置付け 

中高層住宅地ゾーン 商業・業務地ゾーン 農村・田園環境ゾーン 緑地保全活用ゾーン 中高層住宅地ゾーン 農地保全・活用ゾーン 商業・業務地ゾーン 

土浦駅からの

距離 

南西約 1.1㎞ 北西約 1.1㎞ 西北西約 2.5㎞ 北東約 0.7㎞ 南東約 1.5㎞ 北北西約 1.9㎞ 北西約 0.5㎞ 

最寄バス停 土浦市役所、市役所入口、

市役所下、富士塚、国立病

院 

真鍋新町、新土浦 田中三丁目、粕毛 土浦駅東口、土浦車庫 蓮河原、小松一区 西真鍋、新土浦 桜橋、川口町 

アクセス道路 大和上高津線、宍塚大岩田

線 

川口下稲吉線、真鍋神林線、

国道 354号線 

土浦駅東学園線、土浦バイ

パス（国道 6号） 

荒川沖木田余線、川口田中

線 

荒川沖木田余線、宍塚大岩

田線 

中高津下稲吉線 中央立田線、駅前川口線 
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  １ 現在地 ２ 新川北岸地区 ３ 市民運動広場地区 ４ 川口運動公園地区 ５ 瀧田地区 ６ 真鍋二丁目・西真鍋地区 ７ 中央一丁目地区 

①敷地の広さ・形

状 

・高台上の土地となり、周辺と

の一体的な活用は困難であ

る。 

・市有地約 2haのうち、建築敷

地としての有効面積は 1.0ha

に満たない。 

・工場跡地周辺地区を含めて、

約 10ha以上のまとまった土地

が確保できるため、敷地の広

さ、形状的には問題がない。 

・ほぼ上物のない市有地である

平坦な地形が約 9ha確保でき

るため、敷地の広さ・形状的

にほとんど問題はない。 

・川口運動公園周辺地区は約

17.4haのうち、ほとんどは市

有地が占める。 

・野球場、陸上競技場、テニス

コートとして利用されている

ものの、野球場として活用す

る見直しが済んでいる。 

・施工面積 20.7haの土地区画整

理事業地内である。 

・まとまりを持った土地は、大

手建設会社が所有する 2.4ha、

県住宅公社所有 2.0ha、市所有

の 1.3haなどがあるが、市有

地については一部 0.5ha民間

に貸し付けている。 

・水田の広がる市街化調整区域

であるが市街化区域に隣接し

ている。 

・市庁舎を立地させるためには、

大きな面積の民有地の確保が

必要となるが、低未利用地が

広がっており、土地の取得が

可能であれば広く整形な土地

の確保は可能である。 

・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。 

× ○ ○ ○ × △ △ 

②防災拠点とし

ての安全性 

・地盤等の安定性や浸水の危険

性はない。 

・緊急時における拠点性に乏し

い。 

・中心部に近接し、かつ、緊急

時の拠点性に優れている。 

・新川沿いであるが、堤防の改

修工事等により、新川の氾濫

等の危険性への対応は図られ

ている。ただし川沿いの低地

であるため、立地に際しては

地盤改良・排水対策が必要で

ある。 

・桜川沿いであるが、堤防の改

修工事等により、桜川の氾濫

等の危険性への対応は図られ

ている。ただし川沿いの低地

であるため、立地に際しては

地盤改良・排水対策が必要で

ある。 

・また広大な敷地で拡張性はあ

り、防災拠点としては優れて

いる。 

・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。 

・霞ヶ浦に隣接した場所である

が、霞ヶ浦の氾濫等の危険性

への対応は図られている。 

・また。地盤は区画整理事業に

よる地盤改良によりある程度

強固である。 

・しかしながら、主要道路との

アクセス性は悪く、防災拠点

としては課題がある。 

・低地で水田が広がる地域であ

り地盤も軟弱であるため、地

盤改良、排水対策が必要とな

る。 

・また、主要道路とのアクセス

性には課題がある。 

・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。 

△ △ △ △ △ × △ 

③周辺環境条件 

・周辺には法務局、国立病院、

社会保険事務所等、行政施設

の集積が既にあり、また、住

宅の密集地でもある。 

・市庁舎付近には斜面林が多く

存在しており、この保全対策

への配慮が必要である。 

・本市の上位計画において、複

合機能を有する地区としての

土地利用が期待されている。 

・土浦協同病院の当該地区から

の移転計画にあわせて、周辺

地区の整備が求められてい

る。 

・周辺には低未利用地が多く存

在しているため、関連機能の

立地誘導は可能であるが、そ

のためには、周辺も含めた市

街化調整区域への編入及び抜

本的な基盤整備が必要とな

る。 

・国道 6号をはさんだ敷地には、

保険健康施設が立地してい

る。また、南側 300ｍ程度には、

大型ショッピングセンターが

立地されている。 

・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、業務を集積することは困

難である。 

・土地区画整理事業の目的に沿

った、抜本的な基盤施設の整

備が必要である。 

・周辺には低未利用地が多いが、

関連機能の誘導のためには抜

本的な基盤施設整備が必要で

ある。 

・また、市街化調整区域への庁

舎整備、業務の集積には課題

がある。 

・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。 

△ ○ △ × △ × △ 

④市民の利便性 

・公共交通機関はあるが、本数

が少なく利便性に欠ける。 

・高台にあり、土浦駅や中心市

街地からの高低差があるた

め、徒歩や自転車等によるア

クセスの利便性は低く、ユニ

バーサルデザインの観点から

課題がある。 

・周囲の都市計画道路（川口下

稲吉線、川口田中線）の整備

により、自動車によるアクセ

スの利便性の向上は見込まれ

るが、交通渋滞を助長するこ

とが見込まれ、更なるインフ

ラの整備が必要である。 

・土浦駅及び中心市街地と近接

しており、また土浦つくばり

んりんロードの整備により、

徒歩及び自転車によるアクセ

スの利便性は向上している。 

・国道 6号バイパス及び土浦駅

東学園線の沿道であり自動車

によるアクセスの利便性は極

めて高い。 

・しかし、中心市街地からつく

ば方面への交通が集中するポ

イントでもあり、現在の道路

体系においては、市庁舎の立

地により付近の交通混雑をさ

らに助長させることも予想さ

れる。 

・土浦駅や中心市街地からかな

り離れており、徒歩等による

アクセスは不便であるが、土

浦駅からのバス路線は充実し

ている。 

・広域的なアクセス道路も東

西・南北方向ともに整備され

ており、自動車によるアクセ

スの利便性は高い。 

・土浦駅からは至近距離である

ため、徒歩による利便性は高

い。 

・現在は周辺の都市計画道路及

びアクセス道路が未整備であ

り、アクセスの利便性は極め

て低い。 

・広域的なアクセスの確保のた

め、真鍋神林線と土浦バイパ

スとを結ぶ幹線道路の整備

等、周辺の道路ネットワーク

のさらなる強化が求められ

る。 

・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。 

× △ △ ○ × × ○ 
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⑤市の将来発展

への貢献 

・中心市街地の外側に位置し、

桜川により中心市街地と分断

されていることや、周辺は全

て住宅等がはりついており、

一体的発展や中心市街地への

新たな効果は期待できない。 

・都市計画マスタープランでは、

住宅、業務文化、交流などの

複合機能を有する地区とし

て、民間活力等により地域に

ふさわしい土地利用を図る地

区と位置づけられている。 

・コンパクトなまちづくりにつ

いては一定の貢献は見込める

が、現在の中心市街地への歩

行者流動増加などによる貢献

には課題がある。 

・市庁舎の立地の際しては市街

化区域への編入が必要となる

が、桜川や住宅地等が分断要

素となり、連続した中心市街

地との一体化は難しく、中心

市街地へのインパクトは期待

できない。 

・中心市街地と連続した市街化

が難しい場合には中心市街地

の強化への寄与は小さいと考

えられる。 

・土浦駅西口～土浦城址付近の

従来からの中心市街地の強化

にはつながりにくいと考えら

れる。また、庁舎の移転によ

り、中心市街地の拡大が懸念

される。 

・また、水・緑・憩い・交流拠

点であり、市の観光拠点とし

ての役割が強い。 

・中心市街地から距離は比較的

近いものの、桜川を隔てた区

域であるため、中心市街地の

強化や中心市街地のインパク

トは期待できない。 

・中心東西軸の形成や強化への

寄与は期待できない。 

・中心市街地から離れた市街化

調整区域であるため、中心市

街地と連続した一体的な発展

は困難である。 

・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。 

× △ × × × × ○ 

⑥シンボル効果 

・高台で視覚的に目立つ立地で

あるため、庁舎自体をシンボ

リックにすることは可能であ

る。また、霞ヶ浦への眺望の

確保も可能であり、これらの

面でのシンボル効果は期待で

きる。 

・一方で土浦市の特性である歴

史や水を生かした効果は期待

できない。 

・地区の一体的開発のインパク

トによる公共施設整備のシン

ボル効果も期待できるが、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。 

・桜川に近接しており、桜川を

利用した親水性を向上するこ

とによる霞ヶ浦浄化へのシン

ボル効果が期待できるが、ま

ちづくりとしてのシンボル効

果は見られない。 

・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効

果は見られない。 

・霞ヶ浦に隣接する立地である

ため、親水性へのシンボル効

果は期待されるが、まちづく

りとしてのシンボル効果は見

られない。 

・市街化調整区域の農地であり、

まちづくりとしてのシンボル

効果は見られない。 

・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。 

△ △ × △ × × ○ 

⑦市民のなじみ

やすさ、合意形成

の容易さ 

・中心市街地の外側に位置する

ものの、既に庁舎が 50年近く

立地し最も定着している場所

であるため市民になじみのあ

る場所である。 

・ただし、市民アンケートの結

果、過半数は現在の場所から

の移転を望んでいた結果であ

った。 

・中心市街地からはイメージ的

にも比較的近く、アクセスも

しやすい平坦地である。 

・中心市街地からの実際の距離、

また、中心市街地からは桜川

の川向こうというイメージ的

な遠さがあり、市民のなじみ

は少ない場所である。 

・川口運動公園や土浦港の立地

する場所という面での市民の

なじみはある。 

・中心市街地に隣接し距離も近

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。 

・平成１１年度に土地区画整理

事業が竣工した、比較的新し

い住宅地であり、市民にはほ

なじみのない場所である。 

・中心市街地からは桜川の川向

こうであること、線路の反対

側であることから、市民のイ

メージ的にはかなり遠い位置

にあると考えられる。 

・市街化調整区域であり市民に

とってなじみの薄い場所であ

る。 

・また、中心市街地からの実際

の距離、また、市民のイメー

ジとしても中心市街地からの

距離も遠いと考えられる。 

・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、市の中心

部としてのイメージである。 

× ○ × △ × × ○ 
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⑧用地の取得性 

・現状の敷地では十分な床面積

の確保が不可能であり、敷地

拡張が必要となるが、高台上

の土地であり周囲が斜面であ

るため、周辺敷地への敷地の

拡張による一体的利用は難し

い。 

・市有地はないために、新たな

用地取得が必要となる。 

・都市計画道路にも面している

ため、地価は高くなることが

見込まれる。 

・広大な市有地のため、庁舎立

地のための用地取得の必要は

ない。 

・しかし、花火大会の打上現場、

また、運動広場として開放し

ており、これらの今後の利用

について検討する必要があ

る。 

・広大な市有地である。 

 

・公益施設用地として取得した

市有地の一部（5,280㎡）は既

に民間に貸し付けており、残

地（8,344㎡）では必要面積の

確保が困難である。 

・民有地であるため、土地の買

い入れ等による確保が必要で

あるが、市街化調整区域であ

るために、地価は比較的安く

なると想定される。 

・ただし、用地費は安価になっ

ても、周辺の抜本的な基盤施

設整備が必要なため、事業面

でも大きく有利になるともい

えない。 

・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。 

× △ △ ○ × △ △ 

⑨他事業との連

動の必要性・スケ

ジュール 

・特に他事業との連動の必要性

はない。 

・第１種中高層住居専用地域、

第１種住居地域ともに用途変

更の必要性があり、都市計画

の変更となるため期間を要す

る。 

・現敷地内での建て替えとなり、

仮設庁舎の用地の確保が必要

となる。 

・スケジュール的にも問題は少

なく、地権者の合意が得られ

れば平成２７年度の完成は可

能性はある。 

・ただし、広大な民有地であり、

所有者の全体的な土地利用の

考えとの整合性を図る必要性

がある。 

・市民運動広場の廃止に問題が

なければ、他事業との連動ス

ケジュール面での問題は少な

く、平成２７年度の庁舎の完

成は可能である。 

・周辺の抜本的な基盤施設の整

備が必要である。 

・市街化調整区域内にあり、庁

舎建設について課題がある。 

・川口運動公園、常名運動公園、

新治運動公園の 3つの運動公

園の今後の利用計画の見直し

が済んでおり、野球場として

の位置づけられている。 

・土地区画整理事業が完了して

おり、特に他事業との連動の

必要性はない。 

・中高津下稲吉線からのアクセ

ス道路の整備、周辺の抜本的

な基盤整備、地盤改良、排水

対策が必要になる。 

・これらの整備と用地の取得が

スムーズに進めば、早期の整

備は可能である。 

・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。 

× △ × × △ △ △ 

表 9-2 ７つの候補地の総合評価結果について 

総合評価 

・現在の用途地域では建築が不

可能であり、用途地域の変更又

は敷地を平面にするなどの大規

模な切土工事が必要になる。 

・また、中心市街地活性化への

インパクトは少ない。 

・アンケートでは過半数の市民

が現在地からの移転を望んでい

る。 

・広大な敷地であり、中心部、

北、東、西方向からのアクセス

性にも優れ防災拠点としての可

能性も高いが、交通渋滞対策が

必要である。 

・また、将来的に他の施設の配

置、庁舎拡張も可能である。 

・土浦駅東学園線沿道に位置す

るため、中心東西軸の強化及び

学園都市とのつながりの強化へ

の寄与は期待されるが、市街化

調整区域に存し、桜川や住宅地

等が分断要素となり、連続した

中心市街地との一体化は難し

く、中心市街地へのインパクト

は期待できない。 

・3つの運動公園の今後の利用計

画に即した活用が求められてい

る。 

・すでに区画整理事業が完了し、

開発目的に沿った土地利用の展

開が進んでいる。。 

・かつ、中心市街地から距離は

比較的近いものの、桜川を隔て

た区域であるため、中心市街地

の強化や中心市街地のインパク

トは期待できない。 

・中心市街地から離れた市街化

調整区域であるため、中心市街

地と連続した一体的な発展は困

難である。 

・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。 

× △ × × × × ○ 

 

  １ 現在地 ２ 新川北岸地区 ３ 市民運動広場地区 ４ 川口運動公園地区 ５ 瀧田地区 ６ 真鍋二丁目・西真鍋地区 ７ 中央一丁目地区 

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：× 

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：△ 

①：△  ②：△  ③：△ 

④：○  ⑤：○  ⑥：○ 

⑦：○  ⑧：△  ⑨：△ 

総合評価 × 総合評価 △ 総合評価 × 総合評価 × 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 
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