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2.3 新庁舎の目指すべき姿【基本理念】 

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」、老朽化の解消と災害時の拠点機能の確保などの「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）

案内表示案内表示案内表示案内表示などなどなどなど多多多多

様様様様なななな外国籍外国籍外国籍外国籍のののの市市市市

民民民民にもにもにもにも対応対応対応対応,,,,

0.0570.0570.0570.057

そのそのそのその他他他他, , , , 0000....057057057057

無回答無回答無回答無回答, , , , 0000....06060606

まちのまちのまちのまちのシンボルシンボルシンボルシンボル

となるようなとなるようなとなるようなとなるような建建建建

物物物物, , , , 0000....066066066066

緑地緑地緑地緑地がなるべくがなるべくがなるべくがなるべく

多多多多くとってあるくとってあるくとってあるくとってある,,,,

0.0790.0790.0790.079

将来将来将来将来のののの変化変化変化変化にもにもにもにも

対応対応対応対応できるゆとできるゆとできるゆとできるゆと

りのりのりのりのスペーススペーススペーススペース,,,,

0.0930.0930.0930.093

自然自然自然自然とととと調和調和調和調和しししし、、、、

周辺周辺周辺周辺のののの景観景観景観景観にににに配配配配

慮慮慮慮したしたしたした建物建物建物建物,,,,

0.0990.0990.0990.099

市民市民市民市民がががが自由自由自由自由にににに利利利利

用用用用できるできるできるできるスペースペースペースペー

スススス等等等等のののの設置設置設置設置,,,,

0.1040.1040.1040.104

市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスのののの

向上向上向上向上にににに結結結結びつくびつくびつくびつく

情報技術化情報技術化情報技術化情報技術化にににに対対対対

応応応応, , , , 0000....137137137137

窓口部門窓口部門窓口部門窓口部門のののの待合待合待合待合

スペーススペーススペーススペースはははは、、、、ゆゆゆゆ

とりがとりがとりがとりが十分十分十分十分あるあるあるある,,,,

0.1970.1970.1970.197

省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーやややや

省資源等省資源等省資源等省資源等のののの環境環境環境環境

へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮, , , , 0000....208208208208

庁舎庁舎庁舎庁舎はははは分散化分散化分散化分散化ささささ

れているよりれているよりれているよりれているより１１１１ヶヶヶヶ

所所所所にににに集約集約集約集約, , , , 0000....278278278278

ユニバーサルデユニバーサルデユニバーサルデユニバーサルデ
ザインザインザインザインのののの考考考考ええええ方方方方

にににに対応対応対応対応, , , , 0000....312312312312

市民市民市民市民がががが利用利用利用利用すやすやすやすや

すくすくすくすく、、、、気軽気軽気軽気軽にににに訪訪訪訪

れやすいれやすいれやすいれやすい建物建物建物建物,,,,

0.3170.3170.3170.317

経済的経済的経済的経済的でででで耐久性耐久性耐久性耐久性

にににに優優優優れれれれ、、、、機能機能機能機能

的的的的・・・・合理的合理的合理的合理的なななな建建建建

物物物物, , , , 0000....335335335335

防災防災防災防災やややや災害時災害時災害時災害時のののの

復興拠点復興拠点復興拠点復興拠点としてとしてとしてとして

のののの機能機能機能機能, , , , 0000....37373737

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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3. 新庁舎建設に当っての方針 
 

3.1 建設方針 

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。 

 
基本理念基本理念基本理念基本理念とととと建設方針建設方針建設方針建設方針のののの考考考考ええええ方方方方 市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

課課課課　　　　題題題題　　　　・・・・　　　　方方方方　　　　向向向向　　　　性性性性　　　　のののの　　　　検検検検　　　　討討討討

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

【【【【基本理念基本理念基本理念基本理念】】】】　～　～　～　～新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設にににに対対対対するするするする基本理念基本理念基本理念基本理念～～～～

【【【【建設方針建設方針建設方針建設方針】】】】

○　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

【【【【上位計画上位計画上位計画上位計画とのとのとのとの整合整合整合整合

性性性性】】】】
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

【【【【今日今日今日今日のののの社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢】】】】
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

【【【【建設方針建設方針建設方針建設方針】】】】    
１ 中心市街地活性化に資する庁舎 

２ 市民の利便性・快適性に寄与する庁舎 

３ だれにでも使いやすい庁舎 

４ 安心で安全な市民生活を提供する庁舎 

５ 環境にやさしい庁舎 

６ 長期間使い続けられる庁舎 

７ 効率的で職員が働きやすい庁舎 
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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、IT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ー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

康被害のない建築とし、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。 

 

職員が効率よく、快適に執務を行い、質の高い市民サービスの提供が可能となる、様々な

機能を備えた庁舎を実現する。 

● 効率的効率的効率的効率的でででで職員職員職員職員がががが働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい庁舎庁舎庁舎庁舎    

● 長期間使長期間使長期間使長期間使いいいい続続続続けられるけられるけられるけられる庁舎庁舎庁舎庁舎    

● だれにでもだれにでもだれにでもだれにでも使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい庁舎庁舎庁舎庁舎    

● 中心市街地活性化中心市街地活性化中心市街地活性化中心市街地活性化にににに資資資資するするするする庁舎庁舎庁舎庁舎    

● 安心安心安心安心でででで安全安全安全安全なななな市民生活市民生活市民生活市民生活をををを提供提供提供提供するするするする庁舎庁舎庁舎庁舎    

● 市民市民市民市民のののの利便性利便性利便性利便性・・・・快適性快適性快適性快適性にににに寄与寄与寄与寄与するするするする庁舎庁舎庁舎庁舎    

● 環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい庁舎庁舎庁舎庁舎    
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3.2 新庁舎の基本的機能について（案） 

新庁舎の「建設方針」に基づき、新庁舎が備えるべき基本的機能（案）を次のように設定する。 

 

○ 中心市街地活性化に資する庁舎 

求められる基本的機能 

 ・中心市街地の活性化に資する立地 

 ・まちのシンボルとなるような立地・施設 

 ・アクセス性（公共交通の利便性） 

 ・市民が自由に利用できるスペース（外部空間等） 

 ・情報受発信の核となる場 

 ・市民が交流できる場（市民ホール、市民会議室など） 

 

○ 安心で安全な市民生活を提供する庁舎 

求められる基本的機能 

 ・震災をはじめとする災害に強い庁舎（耐震性など） 

 ・初動対応や復旧・復興対策の拠点機能（災害対策本部、防災備蓄など） 

 ・セキュリティ（施設、情報） 

 ・緊急事態の対応（業務継続 BCP：Business Continuity Plan） 

 ・災害時に一時的な避難、支援物資置き場、ボランティア活動拠点として利用可能

なスペース 

 

○ 市民の利便性・快適性に寄与する庁舎 

求められる基本的機能 

 ・1 ヶ所に集約した統合庁舎 

 ・窓口サービスの向上（ワンストップ、総合案内、総合相談など） 

 ・待合スペースのゆとり 

 ・情報技術化への対応 

 ・開かれた議会（利用しやすい傍聴席、モニター中継やインターネット配信等） 

 ・市民利用スペース（市民ホール、市民会議室、喫茶・食堂など） 

 

○ だれにでも使いやすい庁舎 

求められる基本的機能 

 ・アクセス性（公共交通の利便性） 

 ・ユニバーサルデザイン、バリアフリー 

 ・市民が気軽に訪れやすい建物 

 ・案内表示など多様な国籍の市民への対応 

 ・効率的な動線、分かりやすい空間構成 
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○ 環境にやさしい庁舎 

求められる基本的機能 

 ・自然エネルギーの利用 

 ・省エネルギー、創エネルギー 

 ・自然との調和、周辺の景観への配慮 

 ・生態系への配慮、緑化 

 ・再生可能な建設材料の採用 

 ・人体への影響の少ない建設材料の採用 

 

○ 長期間使い続けられる庁舎 

求められる基本的機能 

 ・経済的な建物（ライフサイクルコストの低減） 

 ・効率的で効果的な業務に資する環境（機能的・合理的な諸室配置） 

 ・建築躯体や外装などの耐久性 

 ・維持管理・保守、修繕の容易な建物 

 ・突発的な需要にも対応できるスペース 

 ・将来の変化に対する柔軟性 

 

○ 効率的で職員が働きやすい庁舎 

求められる基本的機能 

 ・業務変化に対応できるフレキシブルな空間計画 

 ・業務連携が取りやすい配置 

 ・事務効率向上を図るための作業スペースの確保 

 ・効率的な収納スペースの整備 

 ・会議・打合せ機能の充実 

 ・職員が健康を維持し、職務を円滑に進めるための機能整備 

 ・休日や夜間対応等を考慮した配置・セキュリティ計画 
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4. 基本指標【庁舎の建設規模の算定基準】 
 

4.1 本庁舎収容対象部局 

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。 

 

4.2 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 4-1

参照）。 

 

図 4-1 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（図 4-2 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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図 4-2 住民基本台帳登録人口と額黒人登録者数の推移 

 

4.3 想定本庁舎職員数 

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 4-1 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

 

 

4.4 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。 



 

49 

 

 

5. 新庁舎等の規模 
 

5.1 新庁舎の規模 

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。 

 

(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 5-1 参照）。 

 

表 5-1 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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(2) 先進事例における庁舎規模 

ア 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 5-1 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 5-1 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）。 


