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今後市政の諸活動においては、市民との協働が様々な形で求められる時代になって

くる。したがって、これからの市庁舎は、行政の場としての役割だけでなく、市民が

より身近な存在として感じられるような場として機能する必要がある。また、新たな

場所に立地するに際して、既存の市街地機能を阻害することなく、周辺と調和した庁

舎とすることも肝要である。 

職員部会第１分科会は、主に新庁舎の施設のあり方及び周辺整備のあり方について

検討するために設置されたものである。本分科会では、冒頭の認識をふまえ、新庁舎

の基本理念、全体規模、個別の機能やアプローチ動線のあり方、施設の配置方針、さ

らに周辺のまちづくりなどに関して、幅広く検討した。 

本報告書は、基本構想に示された内容をふまえつつ、さらに本分科会で検討した結

果を取りまとめたものである。議論すべき範囲は広範にわたり、必ずしもすべての検

討事項について最終的な結論を得られなかったが、今後引続き検討・配慮が必要な点

は、課題として指摘した。 

 はじめに 
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１．計画人口の想定                           

町田市将来人口推計（2004 年１月１日住民基本台帳及び外国人登録者数を基準値

として推計）結果にもとづき、2015（平成 27）年時点の推計人口約 43 万人を計画

人口とする。 

 

２．新庁舎に配置する職員数の想定                       

新庁舎に配置する職員数は、現行の組織（町田市組織規則及び町田市教育委員会事

務局の組織等に関する規則）をもとにして、第三次町田市定員管理計画実施計画

（2004 年度版）及びその策定の考え方を基本に 1,314 人と想定する。 

（算出根拠は、参考資料１を参照） 

 

３．議会議員定数の想定                         

人口 30 万以上 50 万未満の市は、議員定数の上限値を 46 人（地方自治法第 91

条第２項）と規定している。2015 年時点の推計人口を約 43 万人と想定すると、現

在と同じ上限値内であることから、議員定数に関しては、現定数と同じ 36 人と想定

する。 

Ⅰ．検討の前提条件 
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４．組織構成の想定                           

新庁舎への配置予定の部・局・課及び委員会を、下表のとおり想定する。 

 

議会、委員会、課など 
部 

現在本庁舎に入居 現在分庁舎に入居 

企画部 
政策審議室、秘書課、広報広聴課、

企画調整課、行政管理課、財政課 
情報システム課 

総務部 
総務課、防災課、職員課、管財課、

契約課 
市政情報課 

税務部 市民税課、資産税課、納税課  

市民部 市民課*、国保年金課 市民活動振興課、安全対策課 

健康福祉部 

福祉総務課、生活援護課、障がい福

祉課*、高齢者福祉課*、高齢者医療

課 

高齢者福祉課、健康課 

子ども生活部 子ども総務課、子育て支援課 児童青少年課* 

環境・産業部  

環境保全課、公園緑地課*、経

済振興課、農業振興課、北部丘

陵整備課 

清掃事業部  清掃総務課、ごみ減量課 

建設部  

建設総務課、道路管理課、道路

用地課、道路整備課、住宅課、

交通安全課、建築工事課 

都市計画部  
都市計画課、開発指導課、建築

指導課、区画整理課 

下水道部  下水道総務課、工務課、業務課 

会計課  

議会事務局  

 選挙管理委員会事務局 

監査事務局  

 

 農業委員会事務局 

学校教育部  
教育総務課*、施設課、学務課、

指導課* 

生涯学習部  社会教育課*、スポーツ課* 

注）水道部は東京都からの受託業務を解消する前提とした。 

＊印は、本庁舎建設後も、一部機能が現場に残ることを想定する。 
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５．新庁舎の建設地                           

（１）建設地の敷地条件 

2004 年３月議会で可決された「市役所の位置を定める条例の一部を改正する等の

条例」により、1999 年 11 月に購入した森野二丁目 939 番の１（以下、庁舎建設

用地という）に新庁舎を建設する。 

庁舎建設用地は、町田バスセンターから約 500m の距離に位置する。鉄道駅を含め

た交通結節点からの距離は現本庁舎とほぼ同等であり、徒歩で訪れることが可能であ

る。 

 

森野二丁目 

公共公益用地 

18,000㎡ 
現庁舎敷地 

8,800㎡ 

町田バス

センター

から 
５００ｍ 

 

庁舎建設 

用地 
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（２）庁舎建設用地の法的規制条件 

庁舎建設用地の法的規制条件は、以下のとおりである。 

 

 

なお、隣接地に対しては、「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条

例」において定められる日影時間の規制に配慮する必要がある。 

庁舎建設用地 町田市森野二丁目９３９番１ 

敷地面積 １８，０９７．６５㎡ 

建築可能延床面積 約５７，７００㎡ 

 前面 16ｍ幅員道路端から

30ｍの部分 
その他の部分 

用途地域 近隣商業地域 近隣商業地域 

建ぺい率 ８０％ ８０％ 

容積率 ４００％ ３００％ 

日影規制 － ５時間、３時間 

高度地区 － 第３種高度地区 

 

 

 

法的規制 

防火指定 防火地域 準防火地域 
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（３）交通条件及びアプローチ動線 

庁舎建設用地周辺の道路状況は下図のとおりである。 

庁舎建設用地は都市計画道路町 3･4･39 号線に面しているが、同路線は、町田駅

周辺への中心的なアクセス路となっており、バス路線や自家用車等が集中し交通混

雑が発生しやすいのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

町３・３・８号線 
町３・４・３８号線 ＰＯＰビル 

市道町田８０号線 

小田急 

町田駅 

町３・４・３９号線

ＪＲ横浜線 

境 川 

町３・４・３３号線 

  

庁舎建設用地

ＪＲ 

町田駅 

幅員 16ｍ 

片側２車線 

歩道 2.5ｍ 

幅員約 4ｍ 

１車線(相互通行) 

歩道なし 

幅員 5.45ｍ 

1 車線(相互通行) 

歩道なし 

幅員 20ｍ 

片側１車線 

歩道 4.5ｍ 

幅員 8ｍ 

１車線(相互通行) 

歩道 1.4ｍ～2.4ｍ 

現状車道なし 

市道町田 78 号線 

都営森野住宅 

西友 

市民ホール

前交差点 

市道町田 599・73 号線 

幅員４ｍ 

１車線(相互通行) 

歩道なし 

森野交番前

交差点 

市道町田 392 号線 
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（４）周辺地区の土地利用 

町田駅から庁舎建設用地に続く道路には事務所ビル等が建ち並び、市民ホール及び

都営住宅が隣接する。 

用地以西には戸建住宅・中層集合住宅を中心とした良好な住宅街が続いている。ま

た、ＪＲ横浜線を挟んだ南西側には、二級河川である境川の河川空間と相模原市側の

緑豊かな丘陵部の崖線が続いている。 

 

 

 

周辺の土地利用 

 

都営森野住宅 

中低層住宅街 

商業業務地 
丘陵部の崖線 

中低層住宅街 

商業業務地 

境川 

町田駅 

庁舎建設用地 

都営住宅 

ＪＲ横浜線 

市民ホール 
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Ⅱ．新庁舎の基本理念 

 

 

基本構想で謳われた４つの基本的な考え方を反映した上で、便利で使いやすく、気

軽に立ち寄れる庁舎とする。 

 

＜基本構想における新庁舎建設の基本的考え方＞ 

 

１．市民に開かれた行政経営の場としての庁舎 

 

２．将来を見据えた柔軟で効率的な行政経営の場としての庁舎 

 

３．交流・連携し、協働できるまちのセンターとしての庁舎 

 

４．誰にとっても使いやすいユニバーサルデザインに配慮した庁舎 

 

町田市の新庁舎は、従来の「行政庁舎」を建設するという視点に加えて、自分たち

の「街のコミュニティセンター」をつくるという視点からの発想が重要になってくる。 

今後ますます市政の諸活動において市民との協働が求められる時代になるとともに、

防災・防犯など安全面への対応や、高齢者・障がい者を含めた様々な市民の誰もが使

いやすいユニバーサルデザイン1の考え方を取り入れることが必須となる。 

新庁舎の配置、動線、案内など、あらゆる観点において、市民にとっても、職員に

とっても、便利で使いやすく、気軽に立ち寄れる存在としての庁舎となるべきである。 

 

                                         
1 「バリアフリー」の考え方をさらに進め、“今ある障害（段差など）を取り除く”のではなく、最初

から“誰もが使いやすい”状態を目指す考え方。「共用品」や「万人向けデザイン」といわれること

もあるが、「ユニバーサルデザイン」と称されるのが一般的。 
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１．庁舎の規模                         

（１）庁舎規模の想定 

新庁舎の規模は、検討の前提条件及び次項（２）の総務省起債算定基準に基づく庁

舎規模の算出の結果に、市民協働空間や防災拠点機能・その他必要な諸機能スペース

を加え、約 40,000 ㎡と想定する。 

この規模は、（３）（４）に示した近隣や人口規模の類似する自治体の庁舎の事例

からみても妥当な範囲と考えられる。 

 

（２）総務省起債算定基準に基づく庁舎規模の検討 

総務省起債算定基準にもとづき、新庁舎に配置予定の想定職員数 1,314 人（特別職

５名を除く）から、庁舎規模を算出すると下表のようになる。 

 

 

①総務省算定
　基準面積

②想定人数 ①×②

↓ ↓ ↓

室　　　名
基準面積・割合
（㎡／人、％）

人員・台数
（人、台）

面積
（㎡）

合計面積
（㎡）

ａ　事務室 特別職 90.0 5 450
部長・次長級 40.5 33 1,337
課長級 22.5 91 2,048
課長補佐・係長級 9.0 390 3,510
一般職員 4.5 800 3,600
製図担当者 7.7 0 10,944

ｂ　倉庫 事務室面積（ａ）の13% 13% 1,423 1,423
ｃ　会議室 職員一人あたり7.0㎡ 7.0 1,319 9,233 9,233

ｄ　玄関等 （ａ＋ｂ＋ｃ）の40% 40% 8,640 8,640
ｅ　車庫 地上部 一台あたり25㎡ 25 30台 750

地下車庫 一台あたり50㎡ 50 100台 5,000 5,000
ｆ　議事堂 市町村議員定数×35㎡・人 35 36 1,260 1,260

合　計　面　積 36,500  
 

 

 

計算の結果、庁舎の必要面積は 36,500 ㎡となる（合計面積には、地上部の車庫面

積は算入していない。）が、この起債算定基準は、行政事務や議会といった必要最小

限の庁舎規模を想定した基準であり、実際の必要面積としては、市民協働空間や防災

拠点機能、その他必要な諸機能スペースを加えた約 40,000 ㎡を想定した。 

Ⅲ．施設の規模と構成 
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（３）近隣自治体の最近事例における人口・入居職員数からの検討 

 

近年新築された、あるいは新築を予定する東京都及び神奈川県の他市庁舎の事例か

ら、人口千人当り及び職員１人当りの延床面積の分布状況をみると、下図のとおりと

なる。 

 

 

 

 

表からわかるとおり、人口千人当りの延床面積は、101.7 ㎡（立川市）～277.2

㎡（綾瀬市）の間に分布し、職員１人当りの延床面積は 30 ㎡（立川市）～60.6 ㎡（座

間市）の間に分布している。 

上記の数値を参考に、町田市の想定人口、職員数から庁舎面積を算出すると、 

・人口千人当りを基準とした場合：43,731 ㎡～119,196 ㎡ 

・職員１人当りを基準とした場合：39,420 ㎡～79,630 ㎡ 

  となり、前項で想定した庁舎規模約 40,000 ㎡は、「人口千人当り」で算出範囲を下

回り、「職員１人当り」では算出範囲内となる。 

単位当り延床面積の分布 

30

35

40

45

50

55

60

65

100 150 200 250 300 

人口千人当り延床［㎡／千人］ 

職
員
１
人
当
り
延
床
﹇
㎡
／
人
﹈

立川市 

昭島市 

東久留米市 

あきる野市 

綾瀬市 

座間市 
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（４）類似人口規模の自治体事例からの検討 

次に、近年新築された市庁舎のうち、人口が概ね 30～50 万人程度の自治体の人口

千人当りの延床面積の事例をみると、下図のとおりとなる。 

 

 

  
  

表からわかるとおり、人口千人当りの延床面積は 46.8 ㎡（新潟市）～133.5 ㎡（富

山市）の間に分布し、人口が増えるにつれ、千人当りの延床面積は減少する傾向がみ

られる。 

想定人口規模 43 万人の町田市の場合、近似直線上の数値は 100 ㎡／千人となり、

概ね 80～120 ㎡／千人程度（図中の矢印）の範囲が、近似値の範囲と考えられる。 

この範囲で、町田市の新庁舎の延床面積を算出すると、34,400 ㎡～51,600 ㎡

（100 ㎡／千人なら 43,000 ㎡）となり、想定した庁舎規模約 40,000 ㎡は、算出

範囲内となる。 

 

 

 

 

 

 

 

人口千人当り延床面積の分布 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

140.0 

160.0 

300,000 350,000 400,000450,000 500,000 550,000 

人口［人］ 

富山市 

豊橋市 

倉敷市 

東大阪市 

八王子市

43 万人 人
口
千
人
当
り
延
床
面
積
﹇
㎡
／
千
人
﹈
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２．防災拠点機能                            

新庁舎では、災害発生時に備え、防災拠点としての機能を取り入れることが求めら

れている。 

新庁舎は、災害発生時にはまず災害対策の中枢機能として、各種の情報を収集し、

必要な指示を発する拠点となる。この機能を発揮する部分については、情報管理の面

から十分なセキュリティ対策が必要である。 

災害発生時に生じることが予想される避難住民への対応、各種支援活動を行うＮＰ

Ｏなどの団体への対応など、多数の方々が出入する場所は、災害対策の中枢機能とは

分離した場所に確保する必要がある。 

具体的には、新庁舎内には以下の諸機能を設置すべきである。 

 

・災害対策本部室 

・広報・教育目的室 

・情報収集室 

・備蓄倉庫 

・防災情報司令室 

・ヘリポート 

・その他（応急給水槽、無線通信室、非常電源室、消防団本部室、雨水貯留槽など） 

 

なお、防災拠点機能のうち、日常的には利用されず、一般市民が出入してもセキュ

リティ上問題のない場所については、通常は市民との協働空間として活用するなどの

配慮をすべきである。 
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３．市民協働機能                            

基本理念の項で触れたとおり、新庁舎は、従来の「行政庁舎」ということに加えて、

自分たちの「街のコミュニティセンター」をつくるという視点からの発想が重要となる。

今後ますます市政の諸活動において市民との協働が求められる時代になってくるために、

新庁舎において市民と職員が協働する場を設けるべきである。 

ただし、市民との協働の場は、必ずしも専用の空間である必要はないと考えられる。

既に庁舎内にあるさまざまな空間を、市民協働空間としても利用可能な形にすることで

実現可能であり、むしろそうした兼用利用によって、空間の有効活用を図ることが望ま

しい。 

具体的に市民協働の場として活用可能な空間は、 

 

・会議室 

・食堂、喫茶室、カフェなど 

・玄関ロビーの一部空間 

・防災拠点機能のうち、日常的には利用されず、一般市民が出入してもセキュリティ

上問題のない空間 

・議会関係の空間で、議会閉会時に利用されず、一般市民が出入してもセキュリティ

上問題のない空間 

 

などが考えられる。 

なお、これらの場を市民協働空間として兼用する場合には、利用頻度や利用形態をふ

まえたゆとりある床面積を確保し、可動式の間仕切りなどで、柔軟な利用が可能な形に

することが肝要である。 
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４．駐車場・駐輪場の規模                        

（１）駐車場 

①一般来庁車用駐車場台数の考え方 

駐車場については、庁用車対応の駐車場を新庁舎地下部分に設け、一般来庁者対応

の駐車場を地上部分に設けるものとする。 

地上部分の駐車場は、敷地の効率的利用を考慮すると、立体駐車場とすることも考

えられる。この場合、景観面に十分配慮した施設とする必要がある。 

現本庁舎及び分庁舎等の駐車場台数は 113 台（うち本庁舎は 53 台）であり（参考

資料２参照）、また、2001～2003 年の１日当り利用台数は、平均して 740～870

台程度の台数となっている（５～９回転／日）。 

市民の利便性の観点からは駐車場台数を相当数増やすことが求められるが、一方で、

町 3･4･39 号線への交通量負荷や、中心部への自動車交通量の削減といった考え方、

さらにはバスの利便性なども考え、交通手段を公共交通主体に誘導していく必要があ

る。 

さらに、隣接する市民ホール利用者にとっては、隣接してふじみ駐車場（49 台収容）

や大塚駐車場（40 台収容）があるものの、約 800 席を収容するホールとしては駐車

場台数が不足しており、新庁舎の駐車場を市民ホール利用者も活用できるよう配慮す

ることが望ましい。 

なお、庁舎建設用地は駐車場整備地区に指定されており、東京都駐車場条例にもと

づき、駐車場の付置が義務付けられている。同条例第 17 条にもとづき算定される付

置義務駐車場台数は、110 台分となる（算定に関しては、参考資料３参照）。 

また、類似人口規模の自治体庁舎における駐車場台数（一般来庁車用）は、下表の

とおりとなっている。各市の人口千人当りの駐車場台数は、0.43～0.80 台となって

おり、これを町田市の人口想定（約 43 万人）にあてはめると、185～344 台となる。 

 

自治体 人口 
駐車場台数 

（人口千人当り台数） 

備考 

（各市問合せ結果より） 

八王子市 
534,146 人 

（H16.11.1 現在） 

228 台 

（0.43 台／千人） 

西八王子駅徒歩 15 分、来庁はバ

スと自家用車中心 

隣接する文化施設等はない 

駐車場台数は充足 

所沢市 
336,756 人 

（H16.10.31 現在） 

268 台 

（0.80 台／千人） 

航空公園駅徒歩３分、乗換え不便

で、自家用車での来庁多し 

隣接して図書館 

転出入の多い時期は混雑するもの

の、通常は駐車場台数は充足 

東大阪市 
513,029 人 

（H16.10.1 現在） 

242 台 

（0.47 台／千人） 

最寄駅から徒歩５分程度、徒歩で

の来庁も多い 

隣接する文化施設等はない 

駐車場台数は充足 
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以上を勘案し、付置義務台数を確保しつつ、新庁舎への来庁者及び市民ホール利用

者や現本庁舎における駐車場の利用状況等にも配慮すると、本庁舎において少なくと

も現況（分庁舎分も含めて 113 台分）の約２倍の駐車台数を確保することが望ましい。

したがって、台数と面積は以下のとおり想定する。 

 

○一般来庁者用の駐車台数は 250 台以上、面積は 10,000 ㎡（１台当り 40 ㎡） 

 

②駐車料金の考え方 

現在、多くの自治体で本庁舎の駐車場の利用を無料としている。現本庁舎の駐車場

でも、駐車料金は徴収していない。 

しかし、中心市街地における自動車交通量の抑制は、中心市街地における交通混雑

の解消や、環境に対する配慮など様々な側面から要請されている流れである。こうし

た観点から、中心市街地への自家用車の流入を縁辺部でおさえ、そこから中心部へは

公共交通機関の利用を促す「フリンジ･パーキングシステム2」の考え方を採り入れて

いく必要がある。 

新庁舎を整備するにあたっては、これら社会動向や市の施策の実現に資する対応が

求められる。 

また、庁舎建設用地が中心市街地に向かう玄関口にあたる場所に位置していること

や、市民ホールに隣接することから、仮に新庁舎に無料駐車場が設けられた場合、来

庁者以外の多数の一般利用者が同駐車場を利用することが容易に予想される。その結

果、駐車場利用者が収容能力を大きく上回り、待ち行列によって交通混雑に拍車をか

けることも懸念される。 

以上から、新庁舎の駐車場においては、利用料金を徴収する、有料駐車場とする必

要があると考える。 

なお、新庁舎に何らかの用件があり自家用車にて来庁された方に対しては、利用料

金を一定時間まで無料とし、それ以外の利用者や、所定の時間を越えて駐車した方か

らは相応の料金を徴収する仕組みをとることが考えられる。 

 

③庁用車用駐車場台数の考え方 

町田市が保有する庁用車は、2004 年 12 月現在で 138 台である。 

このうち、新庁舎に駐車場を設けるべき車両及び今後の車両活用の効率化を考慮し

て、新庁舎における庁用車駐車場台数は 130 台とし、地下に 100 台、地上に 30 台

分確保する。 

                                         
2 市街地中心への自動車の流入を抑制するために、中心部の外縁部（フリンジ）に駐車場を設け、そこ

から先は徒歩または公共交通機関の利用を促す方法。 
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（２）駐輪場（自転車駐車場） 

①一般来庁車用駐輪場台数の考え方 

駐輪場は、地上部分に設けるものとする。 

自転車については、改正自転車法（「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関する法律」）第 5 条３項において、「官公署、学校、図書館、

公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転

車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、

その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又

はその周辺に設置するように努めなければならない。」と定められており、新庁舎の

建設にあたり、相応の駐輪場の確保が求められる。 

町田市では、「町田市自転車等の放置防止に関する条例」「同施行規則」が制定さ

れている。同条例第７条において、「官公署、学校、図書館等の公共・公益施設の設

置者および大型店舗等の設置者は、その施設の利用者のために第９条に準じた自転車

等の駐車場を設置するよう努めなければならない」と規定されており、新庁舎におい

てもこれが適用される。 

第９条における設置基準は、施設の用途ごとに定められており、市庁舎の場合、「前

記の用途に分類されない施設」として、「店舗面積が 500 ㎡を超えるものについて、

店舗面積 40 ㎡ごとに１台分」の設置が定められている。ただし、施行規則第４条第

２項の規定により、5,000 ㎡を超える施設の場合は、超える部分の面積は２分の１に

できる。 

なお、施行規則においては、「店舗面積」に該当する面積について、「前記の用途

に分類されない施設」、特に官公署における面積算定方法について規定がない。ここ

では、一般来庁者が主に利用する場所として、仮に総務省記載基準における「会議室

等」及び「玄関等」の合計値を対象面積と想定する。 

この規定に基づいて計算すると、以下のとおりである。 

 

「会議室等」と「玄関等」の合計面積：約 18,000 ㎡ 

設置基準：40 ㎡につき１台 

緩和要件：5,000 ㎡を超える部分について、面積を 2 分の１として加算 

以上から、{5000＋（13000÷２）}÷40＝287.5 

 

よって、287 台分（小数点未満は切り捨て）の駐輪場が必要となる。1 台当りの所

用面積を 0.5ｍ×2.0ｍ＝1 ㎡とすると、約 300 ㎡が必要となる。 

台数及び面積は以下のとおり想定する。 

 

○新庁舎において設置する駐輪場台数は 287 台以上、面積は 300 ㎡ 
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②その他の配慮事項 

駐輪場については、前項のほか、以下についても配慮が求められる。 

 

・バイク利用者の駐車場の設置 

・特に、近年利用者が増加している大型のスクーター用の駐車枠 

・自動車の駐車場と同様、将来的には有料化を前提とする 

・市職員による自転車利用 
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５．空間構成からみた機能構成                      

新庁舎における基本的な空間構成を「窓口」「執務空間」「議会」「その他・共用

部門」として捉え、それぞれに必要な機能と内容を以下に整理した。 

機能 階層 内容 

窓口 低層 ・ 市民が各種手続き・相談などを行うための場 
窓

口

部

門 
総合案内 低層 ・ 市民の目的に応じて、窓口等へ適切な誘導を行う場 

執務空間 
部署により

異なる 
・ 職員が業務を行うための空間 

書類保管庫 
部署により

異なる 
・ 業務で利用される書類を保管する空間 

部署特有空間 
部署により

異なる 
・ 例えば水質分析室や薬品庫（環境保全課） 

打合せ空間 
部署により

異なる 
・ 職員同士の簡単な打合せを行う空間 

執

務

空

間

部

門 

会議室 
部署により

異なる 

・ 職員同士あるいは外部との打合せを行う場所 

・ 市民が利用する、あるいは市民との協働に利用できる場

所（災害時には防災・復興拠点にもなりうる） 

本会議場 中～高層 
・ 議会を行うための空間 

・ 傍聴席も含む 

議

会

部

門 
議会関連 

空間 
中～高層 ・ 委員会室や議員控室といった議会に伴い必要となる空間 

ロビー 低層 
・ 市民がくつろげる場 

・ ギャラリーなどの展示などにも利用される空間 

飲食・商業施設 

空間 

低層又は 

高層 

・ レストラン、喫茶室 

・ 売店、ＡＴＭ 

・ 展望室 

共

用

部

門 
管理・設備 

機器関連 

低層又は 

地下 

・ 警備員室 

・ 機械室   など 

防災関連空間 低～中層 
・ 防災用備蓄倉庫などの災害に対応する空間 

・ 災害対策本部等、災害発生時に対応可能となる空間 

雨水調整池 
地下又は 

屋外 

・ 雨水を一時的に貯留したり、地中に浸透させることによ

り、集中的に雨水が流出することを防ぐ空間 

そ

の

他 

市民協働空間 低層 

・ ＮＰＯ活動空間 

・ 資料の閲覧空間 

・ 市民サロン  など 

駐車場 
地下又は 

屋外 
・ 市民及び庁用車用の駐車場 

バスベイ・ 

タクシー乗り場 

屋外又は 

低層 
・ バスやタクシーを引き込める空間 

各機能別・所要諸室の床面積については、今後、庁内各部署に対するアンケート調

査等を実施し、具体的な所要室及び面積を把握した上で、全体規模の範囲内で設定す

るものとする。 
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１．基本的な考え方                           

（１）考慮すべき条件 

①現状 

庁舎建設用地は、町田駅及び町田バスセンターから約 500ｍの距離に位置し、町田

駅周辺への中心的なアクセス路である町 3･4･39 号線に面している。この路線は、バ

ス路線や自家用車等が集中し、交通混雑が発生しているのが現状である。 

特に、平日（月曜日～金曜日）の午後６時頃までは比較的円滑に流れているものの、

それ以後の時間帯や、土曜・日曜・祝祭日は交通混雑が見受けられる。町 3･4･39 号

線沿いには駐車場も多いことから、駐車場待ちの車もあり、混雑に拍車をかける結果

となっている。その結果、バス専用車線が設置されているにもかかわらず、定時運行

に支障をきたしている状況である。 

 

②整備計画 

庁舎建設用地周辺の道路の整備計画は、次のとおりである。 

 

■都市計画道路 町 3･4･33 号線 

・栄通りから都市計画道路町 3･4･38 号線（町田街道）までの約 320ｍを、2006

年度を目標に幅員 20ｍに拡幅整備する。（町田市整備） 

 

■市道 町田 78 号線 

・市民ホール前交差点から幸延寺橋までの約 270ｍを、標準幅員 13ｍに拡幅整備

する。（町田市整備） 

 

■都市計画道路 町 3･3･8 号線 

・森野交番前交差点から本町田の菅原神社交差点までの間を、2006 年度を目標に

幅員 16ｍに拡幅整備する。（東京都整備） 

 

■都市計画道路 町 3･3･7 号線 

・中央通りから町田街道までの約 220ｍを、2008 年度までに幅員 18ｍに拡幅整

備する。（町田市及び東京都による整備） 

 
 

Ⅳ．アプローチ動線の検討 
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庁舎建設用地周辺の道路整備状況 

 

町 3・4・39 

町 3・4・38 

町 3・3・8 

町 3・4・33 

市道町田 78 号線 

町 3・4・11 

町 3・3・7 

町 7・5・2 

ＪＲ横浜線 

小田急線 

庁舎建設用地 

町田駅 

町田駅 

整備済 

整備中 

整備予定 
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③配慮すべき事項 

前述した現状をふまえると、新庁舎の整備に伴い町 3･4･39 号線の自動車交通に対

する影響を最小限に抑制し、市民の利便性の向上と魅力的なまちづくりに貢献できる

よう配慮する必要がある。 

庁舎建設用地南西側のＪＲ横浜線沿いの道路及び市道町田 392 号線については歩

行者の安全を確保するため歩道付道路として拡幅整備、さらには建設敷地内に駐車待

ち行列を処理するための空間を十分確保するなどの対応が必要である。当然ながら、

動線上における歩道のバリアフリー化、ユニバーサルデザインとしての配慮も必要で

ある。 

さらに、その他に配慮すべき事項を以下に列挙した。 

 

・森野交番前交差点は、町田駅方面から国道 16 号線方面へ向かう左折車による混

雑が発生している。 

・市民ホール前交差点は、市道町田 78 号線が相模原方面に拡幅予定であり、将来

的に、忠生方面から相模原方面へ向かう右折車の増加が見込まれる。 

・町田駅方面は、市民ホール前交差点（町 3･4･33 号線との交差点）において、町

田駅バスターミナルへ進入するバスが、左車線から中央車線に移動することにな

り、直進車の通行を阻害する場合がある。 

・庁舎建設用地に進入する自動車と、出発する自動車の流れに配慮し、それぞれが

町 3･4･39 号線への過度な負荷を及ぼさないよう配慮する必要がある。 

・庁舎建設用地西北側の道路（市道町田 392 号線）は、既存住宅地域（第二種中高

層住居専用地域、60／200、第二種高度地区）であり、居住者の安全と生活環境

の維持の観点から、新庁舎建設にともなう過度の交通量の増大・騒音の発生等を

避けるべきである。 

・緊急時の混乱を避ける意味からも、一般来庁車と庁用車の出入口は分離すること

が望ましく、新庁舎への出入口は、少なくとも庁舎建設用地内に２箇所以上設け

るべきである。 

・市民ホールでのイベント開催時など、駐車場利用者が増加・集中することが想定

されるので、公共交通の利用を促しつつも、駐車場待ちの車が町 3･4･39 号線の

交通を阻害しないような対応が必要である。 

・市民ホール前のバス停に関しては、バス利用者にとって新庁舎への最寄停留所と

なるため、停留所の配置や、停留所から新庁舎までの経路等に配慮が求められる。 
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２．自動車によるアプローチ                       

（１）一般来庁車のアプローチ 

①基本的な考え方 

庁舎建設用地に対する主たるアプローチ道路は、前面道路である町 3･4･39 号線と

考える。 

これを軸として、忠生方面からの進入、南（町田駅）方面からの進入、忠生方面へ

の出発、南方面への出発のそれぞれについて、動線処理のあり方を考える必要がある。 

基本的には、庁舎建設用地への出入口を複数設け、来庁車両の分散化を図る必要が

ある。 

又、駐車場利用者へ分かりやすいパンフレットの配布、及び誘導サインの設置を行

い、混乱を避ける配慮が必要である。 

なお、鶴川方面からの利用者は、ほとんど忠生方面からの経路と同じであると考え

られる。 

②忠生方面からの進入 

市民ホール前交差点を右折し、市道町田 78 号線からＪＲ横浜線脇の道を経由して

庁舎建設用地に進入する経路がまず考えられる。 

78 号線の相模原方面への整備によって、同交差点への負荷増大が予想されること

から、忠生方面からの進入を市民ホール前交差点に限定することは望ましくないと考

えられる。 

庁舎建設用地北東側の既存信号（市民ホールと庁舎建設用地の境界付近に設置され

ているもの）を活用し、１箇所右折可能な場所を追加整備した上で、こちらを忠生方

面からの進入経路に加えるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存の信号を活用

する 

市民ホール前交差点

の負荷を避ける 

市道町田 78 号線 

ＪＲ横浜線 

忠生方面 

市道町田392号線 
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③忠生方面への出発 

庁舎建設用地から直接左折により町 3･4･39 号線に出る経路、ＪＲ横浜線沿いの道

路に出て、右折もしくは左折により、庁舎建設用地西北側の住宅地との間の道路（市

道町田 392 号線）または市道町田 78 号線を経由して、町 3･4･39 号線に出る経路

などが考えられる。 

なお、392 号線及び 78 号線については、一般来庁車の通行により隣接住宅地の住

民の安全性・利便性が低下しないような配慮が必要である。 

したがって、出入口を分離する場合は、庁舎建設用地からＪＲ横浜線沿いに左折し、

78 号線経由で市民ホール前交差点から忠生方面に向かうものとする。 

また、出入口を分離しない場合は、庁舎建設用地北東側の既存信号（市民ホールと

庁舎建設用地の境界付近に設置されているもの）を活用し、そのまま左折して町 3･4･

39 号線に出るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道町田392号線 

市道町田 78 号線 

ＪＲ横浜線 

忠生方面 

進入時と同じ場所か

ら出る場合 

出入口を「出」と「入」

で分離する場合 

町 3・4・39 号線 
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④南（町田駅）方面からの進入 

市民ホール前交差点を左折し市道町田 78 号線を経由して進入する方法、庁舎建設

用地に直接左折進入（庁舎建設用地内に導入車線を整備）する方法、市道町田 392

号線を左折し進入する方法、の３つの経路が考えられる。 

なお、392 号線及び 78 号線については、一般来庁車の通行により隣接住宅地の住

民の安全性・利便性が低下しないよう配慮が必要である。 

以上３つの経路が考えられるが、南方面からの主要な進入路は、町 3･4･39 号線か

ら、敷地内に導入車線を整備し、直接庁舎建設用地に左折進入するものとする。 

なおこの場合、次の点について十分配慮・検討することが求められる。 

・歩行者動線との交錯をできるだけ避け、歩行者の安全を確保すること 

・左折進入する場合の待ち行列が町 3･4･39 号線の交通を妨げないよう、庁舎建設

用地内に導入車線を整備すること 

・バス・タクシー等の進入路との整合性に配慮することなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

必要に応じて敷地内に

進入用の導入路を整備 

北西側既存住宅地に配

慮し、経路とすること

は避ける 

拡幅後の市道町田 78 号

線側道の沿道の利用者へ

の配慮等から、経路とす

ることは避ける 
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⑤南方面への出発 

ＪＲ横浜線沿いに出て、市道町田 78 号線を経由して市民ホール前交差点に出る経

路、②で記述した右折進入口から信号を活用し、そのまま右折して町 3･4･39 号線に

出る経路の２つが考えられる。 

出入口を分離しない場合は前者を、出入口を分離する場合は後者の経路を想定する。 

ただし、市民ホール前交差点に出る場合、78 号線のＪＲ横浜線との立体化に伴い

設置される側道から本線に入り、さらに右折することになる。78 号線の市民ホール

前交差点の手前には、右折車線を設ける計画であるものの、側道から右折車線に入っ

ていくには、交差点までの距離が短いために、ほぼ道路を横断するような形で移動せ

ざるをえない。したがって、この経路によって市民ホール前交差点での右折を想定す

ることは、困難と考えられる。側道を経て南方面に向かう利用者に対しては、町田街

道に誘導する方策を考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

進入時と同じ場所か

ら出る場合 

出入口を「出」と「入」

で分離する場合 
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（２）庁用車 

庁用車の出入は、緊急時の対応などを考慮し、一般車の出入と別系統で処理するこ

とが望ましい。この観点にたって、庁舎建設用地への出入口は２箇所以上設けるべき

である。 

ただし、庁用車の進入路をまったく別の動線とすることは、仮に庁舎建設用地周辺

に案内表示を設置したとしても、実際には困難が伴うと考えられるため、庁舎建設用

地への進入路は同一とし、庁舎建設用地内で一般車と庁用車を振り分けることが現実

的と考えられる。 

出発の場合、そもそも庁用車の駐車場が一般車とは別の場所に設けられるため、ま

ったく別の出口から庁舎建設用地外に出ることが想定できる。 

したがって、庁用車の出入に関しては、次のとおり想定する。 

 

・進入：町 3･4･39 号線を一般来庁車と同様に庁舎建設用地に入る 

その後、一般車とは別の入口に誘導する 

・出発：一般来庁車とは異なる出口からＪＲ横浜線脇の道に出て、市道町田 78 号

線を経由して市民ホール前交差点へ向かう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般来庁車と同一の信号

を利用して敷地に進入 

一般来庁車と異なる出口

から敷地外に出る 

敷地に進入後、一般来庁車

と振り分ける 
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３．バス・タクシーによるアプローチ                      

（１）基本的な考え方 

町田駅は、多くのバス路線が集中するターミナルとなっている。このうち、町 3･4･

39 号線を通過するバスは、１日 900～1,000 台程度と考えられる。また、鶴川方面

から町田駅方面に至る路線バスは、栄通りの小田急線の踏み切り近くにあるＰＯＰビ

ル付近が結節点となっている。 

町田駅周辺の交通混雑緩和や環境への負荷軽減等も考慮すると、来庁者に対しては、

可能な限り公共交通機関の利用を促していく必要があり、そのためには、公共交通機

関の利便性を向上させる必要がある。 

この観点から、庁舎建設用地内においてバスやタクシー利用者が可能な限り正面玄

関に近いところで乗降できるようにするなどの配慮が求められる。 

また、鉄道利用者の場合、町田駅からの徒歩による来庁が考えられる（歩行者動線

については後述）が、高齢者、障がい者など、町田駅からの交通手段が望まれる方々

への配慮も必要である。 

 

（２）バスベイ・タクシー乗り場の整備 

バス・タクシー利用者の利便性向上のため、庁舎建設用地内にタクシー乗り場を整

備するとともに、町 3・4・39 号線沿いにバスベイを設置する。 

バスベイの規模は、町 3･4･39 号線を利用するバス系統・台数を勘案し、５系統分

程度の停留所を備えることが望ましい。 

タクシー乗り場については、数台分程度の待ち台数を収容できる規模とすることが

望ましい。 

なお、バスに関しては、町 3･4･39 号線の忠生方面からのバス利用者に対する配慮

が必要である（例えば、ペデストリアンデッキを設置し、新庁舎に向かう方法など）。

タクシーに関しては、町 3･4･39 号線からの進入については、一般来庁車と同様とし、

出発の際は、直接町 3･4･39 号線に出る形とする。 

 

（３）町田駅からの循環バスの運行 

町田駅まで鉄道を利用し、新庁舎に向かう利用者のために、新庁舎を含む循環バス

の運行を検討する。例えば、町田駅、新庁舎、市民病院、国際版画美術館などの施設

を巡る循環経路を設定し、両方向に循環させることが考えられる。 

ただし、バス運行の検討にあたっては、利用者数及び運行費用の想定を行った上で、

財政上過度の負担とならないことを確認することが必要である。 
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４．歩行者のアプローチ                         

（１）基本的な考え方 

新庁舎まで徒歩でアプローチする利用者は、大半が町田駅からになるものと考えら

れる。この場合、ほとんどの利用者は、町 3･4･39 号線沿いの歩道を通って新庁舎に

向かうと思われる。 

町 3･4･39 号線の歩道は幅 2.5ｍと狭い。一方で、交通混雑が発生している車道と

の関係上、車道を狭めて歩道を拡幅することも難しい。 

なお、鶴川方面からのバス利用者などについては、場合により市道町田 80 号線を

経由する経路も想定しうる。 

また、ＪＲ横浜線側の市道町田 73 号線及び町田 599 号線の経路、及び河川管理通

路（東京都南多摩東部建設事務所所管）についても、補完的な経路として想定しうる

ほか、ＪＲ横浜線沿いの境川側（公社森野住宅側）の道を通り、庁舎建設用地に至る

経路も利用可能と考えられる。 

 

（２）歩行者動線の分散化 

町田駅方面からの主要経路と考えられる町 3･4･39 号線は、歩道幅員が不十分であ

る一方で、同路線の交通混雑の現状からは、車道幅員を減じて歩道を拡幅することは

困難と思われる。また、歩道をペデストリアンデッキ化もしくは地下化することは、

事業費負担や沿道商業施設への影響の観点から、現実的な方法とは考えにくい。 

こうした点をふまえると、不十分な幅員でありながらも、ほぼ現状を前提に新庁舎

への歩行者動線を処理せざるをえないと考えられる。よって、前項にて指摘した、町

3･4･39 号線以外に想定しうる複数の経路の整備、もしくは案内表示等での誘導によ

って歩行者通行量の分散を図ることが、現実的な対応策となる。 

なお、新庁舎と駅を往復する歩行者通行量のうち、もっとも集中的に発生すると予

想されるのは、朝の通勤時間帯における職員通行と考えられる。したがって、職員の

通勤経路には配慮が必要である。 

 

 

 

 

 



 

 - 30 - 

（３）各アプローチの方向性 

①町 3･4･39 号線歩道からのアプローチ 

町 3・4・39 号線の歩道からの来庁については、自動車の進入路との交錯をできる

限り避け、安全に新庁舎内に入ることができるよう配慮すべきである。計画にあたっ

ては、市民ホール用地の活用を視野に入れて検討すべきである。 

一般来庁車の進入のために既存の信号を活用することを前述したが、歩行者動線と

の交錯を避けるためにも、必要に応じて信号の移設を検討すべきである。 

 

②町田街道方面からのアプローチ 

町田街道方面からの歩行者の来庁については、町 3･4･33 号線を経路と想定し、市

民ホール前交差点を経て庁舎建設用地に至るものと想定する。 

なお、地形の高低差を活用して、ペデストリアンデッキによる庁舎建設用地への進

入についても検討すべきである。この場合、忠生方面からバスで来庁する際に、停留

所で降車した人がこのペデストリアンデッキを利用して新庁舎に入ることができるよ

うに配慮することが望ましい。 

 

③補助的アプローチ 

市道町田 80 号線及びＪＲ横浜線側の経路などについても、補助的アプローチとし

て位置づけることが望ましい。その際、経路上の商店街の活性化や散策路としての快

適な空間づくりといった観点から検討することが望ましい。 

 

 

市道町田80 号線 

ＪＲ横浜線 

境川 

至 町田街道 

町 3・4・39 号線 

町 3・4・33 号線 

市民ホール前交差点 
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５．車によるアプローチのまとめ                     

２．～４．項で検討した車（一般来庁車、庁用車、バス・タクシー）によるアプロ

ーチに関して、下図にまとめて示した。 

 

 

新庁舎への自動車アクセス 

町３・４・３９ 

境川 

市民ホール前交差点 

横浜線沿い道路を延

伸し、自動車進入路

として整備 

町 3･4･39 号線忠生方面

から右折車線を整備 庁用車は一般車と同一

入口から入り、敷地内

で振り分ける 

庁用車の出口は一般車

と別に設ける 

タクシー乗り場等 

路線バスのバスベイ 
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１．敷地利用方針                            

（１）動線処理及び施設等の配置の考え方 

施設配置については、広場を前面道路側に設けて見通しを確保し、来庁者以外の市

民の利用も促す。また、庁舎建設用地北西住宅側、ＪＲ横浜線沿い、及び都営住宅側

に緩衝緑地を設ける。 

 

 

敷地利用イメージ

Ⅴ．施設配置方針 

右折車線増設 

自家用車の動線 

歩行者の動線 

庁用車の

動線 

タクシーの動線 

庁舎 広場 

駐車場・駐輪場 

地下への

スロープ 

タクシー乗り場 

緩衝緑地 

一般車・庁用車

を敷地内で振分

路線バスベイ  

の設置 



 

 - 33 - 

 

（２）駐車場の配置の考え方 

庁用車は新庁舎地下（一部は地上部分）、一般来庁車は地上部分に確保する。 

議員用の駐車場は、地上に確保する。 

庁用車に関しては、入出場の頻度や緊急時の出入りを考慮して、一般車の動線と分

離する。 

 

（３）広場・緑地等の配置の考え方 

庁舎建設用地内に、憩いの場となる公園・緑地の整備を行う。ただし、休日の一般

開放など、活用方法について十分検討する必要がある。 

また、周辺の土地利用に配慮し、隣接地との境界には、緩衝帯となる緑地を可能な

限り設けることとする。 

 

（４）景観形成方針 

庁舎建設用地は北東側から境川に向かって低くなっていく地形の底部近くにあり、

周囲の最高点と庁舎建設用地の高低差は約 20ｍ程度である。したがって、北東方向の

建築物からはやや見下ろす形の印象となる。すなわち、新庁舎の低層部に屋根をかけ

る場合には、これが周囲からよく見えることを意識した計画とすべきである。屋上緑

化などの対応の対象として、第一に検討することが望ましい。 

また、新庁舎は、全体規模と建築面積及び敷地面積との関係を検討した結果（参考

資料５参照）、10 層前後の建築物になると考えられるため、町田駅方面から見て市民

ホールの奥に、新庁舎が見えることになると思われる。また、ＪＲ横浜線町田駅のホ

ーム端部からは、新庁舎が見通せる形になるであろう。こうした景観を意識すること

も必要となる。 

さらに、庁舎建設用地内の建物や広場、駐車場等の配置のバランスに留意し、前面

道路である町 3･4･39 号線から見たときに圧迫感を与えないよう配慮すべきである。 
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２．機能配置方針                            

（１）機能配置の基本方針 

市民との接点の多い部署は、低層階に配置することを基本とする。 

事業者の対応が中心となる部署は、市民が多く訪れる窓口・部署とは階層を分離し、

混乱を回避する。 

 

（２）機能別の配置方針 

低層階には、市民との接点の多い窓口を配置することとし、具体的には、以下の部

署を対象とする。 

・市民部、税務部、会計課 

・健康福祉部 

・子ども生活部 

 

中高層階には事業者の対応が中心となる部署を配置することとし、具体的には以下

の部署を対象とする。 

・環境・産業部 

・清掃事業部 

・建設部 

・都市計画部 

・下水道部 

 

各部署間の機能連携について、以下の点に配慮した機能配置とする。 

・環境・産業部農業振興課の職員と農業委員会事務局の職員は並任辞令であること

を考慮し、同一階とする。 

・特別職と防災センター機能は、緊急時の即応性を考慮し、同一階とする。 
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以上をふまえた部署別配置のイメージ図は、下図のとおりである。なお、各部署の

面積は、今後の精査によって想定するものとし、その大小によっては図に示したよう

に配置場所の入れ替えも予想される。 

 

部署別配置のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）＊  議場の配置に応じて同一階に配置するものとする。 

  ＊＊ 防災センターの配置に応じて同一階に配置するものとする。 

  かっこ書きで示した部署は、異なる層のいずれかに配置が考えられる部署を指す。 

  防災担当、秘書担当等、部によっては同一の階にならないものがある。 

なお、水道部は東京都からの受託業務を解消する前提とした。 

高
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中
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下水道部 
（農業委事務局） 

（環境・産業部） 

総務部 

選管事務局 

監査事務局 

学校教育部 

生涯学習部 

コンピュータ室 

（企画部） 

（議会事務局*） 

（特別職**） 

（税務部） 

（清掃事業部） 

（農業委事務局） 

（環境・産業部） 市民部 

健康福祉部 

子ども生活部 

会計課 

 

議場 

 

防災拠点 

市民協働 

施設 

（特別職**） 

（税務部） 

（清掃事業部） 

（企画部） 

（議会事務局*） 
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３．新庁舎の空間イメージ                        

（１）基本方針 

①ユニバーサルデザイン 

バリアフリーの概念を進め、誰にとっても使いやすいユニバーサルデザインの考え

方に基づいた新庁舎とすべきである。 

その実現にあたっては、空間の大きさ、ゆとり、必要な設備の導入、わかりやすい

案内表示計画などに配慮することに加えて、真に使いやすい空間とするために、計画

段階から様々な利用者の意見・要望を聞き、これに対応することが重要である。 

 

②開かれた庁舎とセキュリティの両立 

市民との共治を実現していくために、市民に開かれた庁舎としていくことが不可欠

となる。そのために必要な空間を用意することに加えて、時間的にも夜間・休日にお

ける庁舎開放への対応を可能にするとともに、行政事務遂行上のセキュリティを十分

に確保できる配置・空間構成とする。 

 

③ＩＴ（情報通信技術）への対応 

市役所の業務においてもＩＴ化への対応は不可欠であり、新庁舎においては、職員

１人が１台以上のパソコンを操作する状況が当然となると予想される。また、市民と

の協働作業が増えるにしたがって、机に向かって作業するだけでなく、職員どうし、

市民どうし、職員と市民が打合せをしながら様々なことを議論し、創造していく活動

が活発になっていくと思われ、それを支援するための設備も不可欠になってくる。 

したがって、新庁舎内の床は原則としてすべて二重とし、フリーアクセス3とするこ

とが望ましい。また、ＬＡＮ4を全館に整備するとともに、執務室のみならず、会議室

など様々な場所から接続できるようにすべきである。 

 

 

 

                                         
3 床を二重とした上で、一定間隔ごとに電源やネットワークのコンセントを配置しておくことで、机や

部屋等の配置変更にあたっても容易に対応できるように工夫することを指す。 
4 「ラン」と読む。ローカル・エリア・ネットワーク（Local Area Network）の略で、一般に職場な

どの限られた範囲内で構築される庁内情報システムなどのネットワークを指す。 
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④維持管理しやすく長持ちする庁舎 

長く利用できることを前提に、維持管理の容易な庁舎とする。また、そのために組

織変更への対応や、改修についても容易なものとすべきである。 

可能な限り自然光を採り入れられる空間構成とし、照明に係る電力消費を抑制でき

るようにする。 

また、利用頻度の低い部屋を他の用途と兼用できるようにして、可能な限り無駄な

空間を削減するように努める。 

これらを実現するためのファシリティ･マネジメント5を導入することが望ましい。 

 

⑤環境への配慮 

新庁舎では、可能な限り自然光・自然換気（通風）をとりいれ、太陽光・熱利用、

雨水利用、雑排水循環再利用、屋上緑化など、地球環境に配慮した技術・設備を採用

することが望ましい。 

例えば、あきる野市庁舎における吹抜け空間が実現した省エネルギー効果などは、

大いに参考とすべきである。 

なお、新庁舎は延床面積 10,000 ㎡を超える建築物となることが見込まれ、東京都

の環境確保条例の対象となる。したがって、同条例の第 19 条にもとづき環境負荷低

減への配慮が求められるため、例えば建築物の熱負荷の低減（断熱性能など）に対す

る取り組みが必要となる。 

新庁舎内でのエネルギー消費は、ＢＥＭＳ（Building and Energy Management 

System）6などの導入により最適化を図り、維持管理費用の低減とともに環境負荷の

軽減につなげることができる。こうしたシステムを含んだ前述のファシリティ・マネ

ジメントを導入することが望ましい。 

多くの公共施設を管理する町田市としては、新庁舎の建設を契機として、市の管理

する公共施設全体の効率的な活用と維持管理費用の最適化を目指したシステム構築を

目指すことも検討すべきである。 

 

⑥セキュリティシステムへの配慮 

新庁舎では、会議室など市民と職員がともに利用するような場所が建物内に多く設

けられることになる。一方で庁舎内には、重要な個人情報やその他大切な書類・情報

が保管されるほか、ノート型パソコンなど、気軽に持ち運べてしまう備品も多く存在

する。 

広く市民に開かれた庁舎である反面、今後ますますセキュリティに対する強い意識

                                         
5 直訳すると「施設管理」。単体もしくは複数の施設や設備を効果的・効率的に管理することで、維持

管理やその他の費用を削減したり、中長期的な費用発生を予測・管理したりすることなどを指す。 
6 建物及びエネルギー管理システム。ファシリティ・マネジメントの一手法。 
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が求められるようになると考えられるため、それぞれの空間・部屋の管理にあたり、

ＩＣカード等によるセキュリティシステムを導入し、認証区分に応じた利用が行われ

るよう留意する必要がある。 

 

（２）市民利用／窓口関係の空間 

①市民協働空間の必要性 

市民と行政との「共治」の考え方が一層重要になり、具現化する場所が求められる

ようになる。市民の代表者と行政職員がともに議論・作業できる場所や、地域におけ

る様々な市民活動のリーダーが集まり、それらの活動の拠点となる場所が求められる。

市民との協働空間は、利用頻度や状況に応じて柔軟な対応ができるような工夫も検討

すべきである。 

こうした場所は、必ずしも「専用」空間である必要はなく、喫茶室やレストランと

の兼用、会議室との兼用、さらには玄関ホールの一部分を活用するなど、効率的な対

応をとることが考えられる。 

 

②ワンストップ・サービスへの対応 

市民と接する窓口に関しては、多くの窓口を利用者が行き来しなくとも用事が足り

るような配置・サービスとする。文字どおりのワンストップは現実的に困難であって

も、多くとも２、３箇所ですべての用事が済むような対応を検討すべきである。 

そのために、１箇所の窓口で必要な情報がすべて入手できる情報システム面での対

応などが不可欠となる。 

また、ワンストップ・サービスの窓口として、玄関ホールにおける受付の設置場所

や、ホールに面した窓口群の配置（縦方向含む）・案内表示、エスカレーターの設置な

どの工夫が必要である。 

 

③情報受発信機能の充実 

市役所は情報を入手するだけでなく、市民が自ら情報発信する場所としても位置づ

けるべきである。そのため、ファックスやインターネットが利用できる場所を設け、

情報の発信や入手が容易に行えるように配慮する。 

また、市民協働空間と情報提供サービス機能を連携させ、行政図書館のような形で

資料室、閲覧・開示コーナー、市民用会議室などを設けることも考えられる。 
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④利用空間の区分によるセキュリティ確保 

休日や夜間の一般利用に配慮し、レストラン等への利用者と執務空間との区分を明

確にしてセキュリティを確保する。一方、空間的に閉鎖的であったり、暗くなったり

することを避けるために、ガラスブロック等による区分を行うなどの工夫をこらす必

要がある。 

 

⑤その他 

Ⅲ―１―②項で触れた通り、新庁舎は 10 階程度となることが考えられ、階高を平

均４ｍ程度と想定すると、高さは 40ｍ程度になると予想される。庁舎建設用地は周辺

に比べて低くなっているが、この高さであれば、上層部からはある程度の眺望が確保

できると思われる。この眺望を活かし、展望レストランや喫茶コーナーを設けること

で、市民にとっての快適な空間を確保することも考えられる。 

 

 

 

（３）防災関係機能 

防災関係機能として、以下の諸室が必要と考えられる。 

 

①災害対策本部室 

災害対策本部会議を開催する会議室で、大型の画面や地図表示板、状況表示盤を

設置する。平常時は会議室として利用するほか、小中学校の社会科見学も受け入れ

ることを想定する。 

 

②広報・教育目的室 

災害時は作戦本部室や仮眠室として使用し、平常時は防災関係の資料展示室や会

議室として使用する。 

なお、災害対策本部室、広報・教育目的室は同一階の大空間とし、平常時は市民

利用が可能な部屋として、3～5 つに分割して、自主防災組織やボランティア等の研

修などに活用する。災害時に利用する場合、仕切りを取り外して大空間とすること

で、大人数が集まる緊急会議などの開催が可能となる。 
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③情報収集室 

情報収集や応急対策の立案を行う部屋も必要となる。平常時は会議室として利用

できるようにする。 

 

④備蓄倉庫 

新庁舎建設に伴って設けるものとする。その規模は、忠生地区に設置されている

備蓄倉庫と同程度以上が望ましい。 

 

⑤防災情報司令室 

大型画面で状況を即時に把握・監視できる設備を備え、災害時の対応について適

切に指揮・指示を発するための部屋が必要となる。 

 

⑥その他 

応急給水槽（100ｔ程度）、無線通信室、非常電源室、消防団本部室、雨水貯留槽

（雨水の再利用のためではなく、集中した雨水を一時的に貯留するためのもの）、屋

上ヘリポートなどが必要である。 

防災センター機能として、地域防災無線整備、都防災無線・市防災無線の移設、

気象情報システム、震度観測システム、災害情報システムなども必要となる。 

 

 

 

（４）執務室 

①平面計画 

必ずしも島型の机配置にこだわらず、例えば職員が後ろを向けば適宜打合せができ

るような配置とし、これにより会議室を簡略化するなどの工夫を取り入れる。 

また、組織変更等に伴う部屋や机等の配置変更に柔軟に対応できるように、可能な

限り壁による仕切りを排し、収納場所の配置なども工夫すべきである。 

従来幹部職員（部長級以上）に割り当てられてきた個室も、原則的には用意せず、

一般職員と同じ目線で業務にあたると同時に、変化への柔軟な対応に備えるべきであ

る。この際、従来個室内で行っていた来客への応対や打合せ等は、共用の会議室や応

接室を別に設置することで、利用効率の向上を図る。 
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②会議・打合せ空間 

会議・打合せのための部屋を、各部署が共通して利用できる空間として集中的に配

置する。執務室内の打ち合わせコーナーは、場合により作業場所となったり、書類の

保管場所となったりすることで、打合せ場所の不足を招いていた面がある。一方、業

務上の打合せ（外部の出席者を含む会議など）等を執務室内の打合せコーナーで行う

場合もあり、音や設備の関係で十分な打合せができない状況もみられた。 

したがって、電源コンセント、ＬＡＮ回線、ＯＡボード7、プロジェクタ8用スクリ

ーン等を備えた会議室を用意し、業務上の打合せに用いるとともに、市民の一般利用

にも対応することで、市民協働空間の一部としても利用することを検討すべきである。 

 

③休憩場所等 

顧客満足度の向上において、従業員満足を高めることが重要であるとの研究結果が

あるが、同様に、職員の執務環境の快適さを確保することは、市民サービスの向上に

つながることが期待される。こうした観点から、各階に休息・休憩場所を確保するな

どの福利厚生空間への配慮も必要である。ただし、こうした場所が必要以上に設けら

れたり、華美な仕様となったりすることは避けなければならない。 

 

④階高 

ＩＴ化の進展状況に鑑み、執務空間はすべてフリーアクセス対応とすべきである。

そのため、階高は 4,000ｍｍ以上、天井高は 2,800ｍｍ以上とすることが望ましい。 

 

⑤所要室の確定 

庁内ＬＡＮのサーバ9等を設置するコンピュータ室や、環境保全課における水質分析

室や薬品庫など、部署によって必要となる特殊用途の諸室があるため、これらを十分

精査した上で最終的な必要面積を確定すべきである。 

 

（５）議会関係 

議場や座席配置などに、ユニバーサルデザインの観点から十分配慮すべきである。 

また、閉会中の議場やその他の会議室（委員会室等）について、一般市民の利用も

                                         
7 白板（ホワイトボード）にコピー機能がついたもの。会議などの際に白板上書き留めた内容を、その

場でコピーすることができる。 
8 パソコンなどを接続し、その画面をスクリーンに拡大して投影するための機器。 
9 ネットワークに接続された他のコンピュータに対して、データやファイルを提供する役割等を担うコ

ンピュータを指す。 
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可能とすることへの検討が望ましい。 

 

（６）利便及びその他機能 

①サービス機能 

金融機関のＡＴＭや小規模売店（コンビニエンスストア等）、レストランなどは、市

民を含む利用者の利便性も考慮して、新庁舎内に配置することが望ましい。 

 

②イベント機能 

玄関ホールにおいて、小規模の演奏会や表彰式などの開催が可能なものとする。ま

た、市民ギャラリーとして展示などに対応可能な場とすることが望ましい。 
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１．歩行者動線の多様化と沿道整備                    

（１）基本的な考え方 

歩行者のアプローチの項で触れたとおり、歩行者にとって主要経路と想定される町

3･4･39 号線の歩道は幅員が不十分である。これに対して、歩道拡幅等の方法もある

が、むしろその他の経路を補助的なアプローチとして、通行量の分散を図ることが現

実的な対応方策と考えられる。 

よって、町田駅方面からの歩行者を積極的に町 3･4･39 号線以外の経路へと誘導す

る案内表示、バリアフリー化、沿道整備等をあわせて実施していくことが望ましい。 

また、歩行者空間の整備と連携して、経路途上の要所に、快適な小規模広場・公園

などの空間を整備することが望ましい。 

 

（２）ＪＲ横浜線、境川沿いの補助的アプローチ化 

ＪＲ横浜線沿いの道や河川管理通路などは、主要経路とはなりえないものの、散策

を兼ねた通行及び来庁のための経路として、快適な歩行者空間を整備する方向で検討

することが望ましい。市道町田 599 号線は、市道町田７８号線の整備により交通量は

減少されると考えられるため、コミュ二ティー道路としての活用が望ましい。又、Ｊ

Ｒ横浜線の反対側（公社森野住宅側）線路沿いの道を歩行者動線として確保・整備す

ることも考えられる。 

特に町田駅から新庁舎に通勤する職員にとって、この経路は、幅員の不十分な町 3･

4･39 号線を避けることができ、さらに職員が主に利用することになると思われる新

庁舎の通用口（前面道路とは反対側に設けられることになるであろう）に到達しやす

くなると考えられ、むしろ通勤時には主動線となる可能性をも持っている。 

 

（３）市道町田 80 号線の補助的アプローチ化 

現在、鶴川方面からの路線バスは、ＰＯＰビル付近が拠点となっており、鶴川方面

からの来庁者にとっては、ここで降車し、80 号線、町 3･4･33 号線を経由して庁舎

建設用地に至る経路も考えられる。 

また、小田急線の利用者は、町 3･4･39 号線に出ず、80 号線を経由して新庁舎に

向かうことも考えられる。 

この沿道を新庁舎への補助的なアプローチと捉え、80 号線沿いの商店街の活性化に

も結びつけることを検討すべきである。 

Ⅵ．新庁舎と周辺のまちづくり 
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（４）町田街道方面からのペデストリアンデッキの整備検討 

町田街道側の地域から新庁舎に来庁する際には、町 3・4・39 号線を横断する必要

がある。町田街道側は、庁舎建設用地に対して地形が緩やかに高くなっていくため、

この高低差を活用して、起伏の途中からペデストリアンデッキを整備し、そのまま町

3･4･39 号線を渡り、庁舎建設用地へ至る方法も検討すべきである。 

ペデストリアンデッキの整備については、バリアフリー化を考慮する必要がある。 

このデッキの整備とあわせ、忠生方面から南方面に向かうバスのバス停から、同デ

ッキに上がることができるようにすれば、バス利用者も町 3･4･39 号線を信号で渡る

ことなく、来庁できることとなる。 

 

２．中心市街地の交通課題への対応                    

（１）基本的な考え方 

町田駅周辺は、町田市の中心市街地として大きな発展をとげてきたが、一方、交通

混雑は深刻化している。庁舎建設用地の前面道路となる町 3･4･39 号線は、町田駅方

面への主要進入路となっているため、前述のとおり現在でも交通混雑がみられる。 

新庁舎の建設にあたっては、単に新しい「行政庁舎」ができるということだけでな

く、中心市街地の交通に及ぼす影響についても配慮が求められる。むしろ、新庁舎建

設を契機として交通課題への抜本的な対応策に結びつけることが期待される。 

 

（２）町 3･4･39 号線の拡幅 

前面道路である町 3･4･39 号線は、町田駅への主要進入路にあたるとともに、新庁

舎への主要動線ともなる。同路線は 16ｍ幅員であるが、交通混雑の解消や歩行者空間

の確保に考慮した幅員への拡幅が望ましい。 

同路線の森野交番前交差点については、交差点改良事業を行い、町田駅方面から忠

生方面に向かう側に左折専用車線を１車線増設することが考えられる。これにより、

国道 16 号方面への左折待ち行列による混雑の緩和につながると期待される。 

 

（３）中心市街地における公共交通利用促進への貢献 

中心市街地における快適な歩行者空間の形成と駅周辺での公共交通の利便性の向上

を実現するために、中心部ではなく、中心市街地の外縁部（フリンジ）に駐車場を計

画的に整備し、駅周辺に進入する自動車交通や路上駐車を減少させる必要がある。そ

のための道路整備や駐車場整備を進めていく必要がある。 
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同時に、町 3･4･33 号線及び町 3･4･11 号線の整備の完了に伴い、路線バスの運

行経路を見直すとともに、施設循環バス等の運行を検討するなど、公共交通の充実を

図るべきである。 

 

（４）観光バス発着場機能への配慮 

庁舎建設用地は、現在暫定利用として観光バス発着所となっている。従来、町田駅

付近の道路上で行われていた観光バスへの乗降が同所に設けられてから、多少なりと

も交通混雑の緩和に貢献していると考えられる。 

新庁舎の建設に伴ってなくなる観光バス発着所にかわる交通混雑緩和のための対策

を講じることが求められる。 

 

（５）タクシープールへの配慮 

  庁舎建設用地は、町田駅前タクシー乗り場での客待ちタクシーの待機場所として活

用されている。 

  新庁舎の建設に伴ってなくなるタクシーの待機場所にかわる交通混雑緩和のための

対策を講じることが求められる。 

 

３．その他の周辺のまちづくり                      

その他に以下の点を重視して、周辺のまちづくりを進めるべきである。 

 

①小田急町田駅前の町 3･4･39 号線の路上にターミナル機能が整備されているが、

中心市街地の顔づくりともなる本格的な駅前広場を小田急町田駅に整備するこ

とが望ましい。 

 

②駅前広場を核として、中央通りなどの商店街を中心とした歩行者空間のネットワ

ーク形成が必要であり、庁舎建設用地周辺は、栄通りの路線型商店街の延長線上

の位置づけなど、積極的な取り組みを図るべきである。 

 

③庁舎建設用地を含めた中心市街地について、商業地としての魅力増大を図るべき

である。 

    

   ④市民及び来街者に分かりやすい、町田駅を中心としたサイン計画の策定が必要で

ある。 



 

 - 46 - 

 

１．検討すべき事項                           

当分科会での検討の後、基本計画策定までにさらに検討すべき事項として、以下を

掲げる。 

 

（１）必要諸室及び規模の精査 

本分科会では、職員数の想定に基づく新庁舎の全体規模を想定したほか、一般に庁

舎として設けられる以外の機能として、防災拠点機能及び市民協働機能の導入を盛り

込んだ。 

今後、新庁舎内における必要諸室をより具体的に明らかにするとともに、それぞれ

の必要規模を想定し、設計の前提条件とする必要がある。本分科会の委員としては、

市のすべての部署から参加を得ておらず、これら必要諸室の精査までには検討が至ら

なかった。 

したがって、具体的な必要諸室及びそれらの規模については、本分科会の報告にお

ける全体規模に配慮しつつ、庁内各部署へのアンケート等によって、実態にもとづき

把握し、検討を進める必要がある。 

 

（２）十分な駐車場台数の確保 

本分科会の検討においては、前述のとおり、250 台以上の駐車場台数の確保を想定

した。この台数は、付置義務台数や類似人口規模の自治体庁舎における駐車場台数な

どを参考に設定したものであるが、隣接する市民ホールの利用者への対応等に配慮し

て、可能な限り多くの台数を確保することが望ましい。 

したがって、今後の設計の過程で工夫をこらすことで、なるべく 250 台以上の駐車

場台数を確保するよう努めることが必要である。 

 

（３）周辺との調和の確保 

新庁舎は 10 階程度、高さ 40ｍ程度となることが想定されるため、周辺からの景観

や周辺への眺望にも配慮が必要となる。今後、敷地利用イメージを立体的に検討する

ことが必要である。 

 

Ⅶ．今後の検討課題 
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（４）ファシリティ・マネジメントのあり方 

新庁舎を建設して以降は、可能な限り維持管理費を抑制し、長期間にわたり使用し

続けていくことが求められている。そのためには、施設管理を効率的に行い、無駄な

費用をかけずに利用していくための「ファシリティ・マネジメント」の考え方が必要

となる。 

本来は、新庁舎における「個別最適」ではなく、町田市が所有する庁舎以外の数多

くの施設について、その全体像を把握した上で、最も効率的な維持管理が行われるこ

とが望ましい。そのために、市としての管理のあり方を整理し、これに基づいて新庁

舎の維持管理を位置づけるべきである。 

したがって、将来的に市全体のファシリティ･マネジメントのあり方と整合性を確保

できるような形で、新庁舎における維持管理のあり方について十分検討しておくこと

が必要である。 

 

（５）周辺整備（特に道路）の実施予定と見通し 

新庁舎の設計を進めるにあたり、周辺の道路整備や、その他の施設整備の状況を前

提条件として設計者（あるいはその候補者）に提示する必要がある。 

したがって、周辺整備の計画について、可能な限りその実施予定時期と見通しを明

らかにしていくよう努めるべきである。 

 

２．検討体制およびスケジュール                     

以上の検討課題については、他の分科会における今後の検討課題とあわせ、基本計

画策定委員会及びアドバイザーグループ会議などの場において、適宜検討を進めてい

き、今年度末に取りまとめが予定される基本計画において、可能な限り反映されるよ

う努めるべきである。 
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参考資料１ 職員数の想定（行政管理課提供資料から） 

（１）現在の常勤一般職員数の算出 

「第三次町田市定員管理計画」上の考えにもとづく職員数に、計画外である休職中

の職員数を加えたものを基本とする。ただし、市民病院における職員数は除外する。 

その結果、現在の常勤一般職員数は、以下のとおりである。 

■常勤一般職員数 ：2,427 人 

（内訳） 一般事務 ：1,304 人 

     技術 ： 551 人 

     技能労務 ： 572 人   （いずれも 2004 年４月現在） 

 

（２）本庁職員比率の算出 

以下に示した部署等が本庁に配置されないものと想定し、それ以外の部署等に所属

する職員が、本庁に配置されるものと想定する。 

組織規則における「出先機関」（課の出先機関を含む）及び教育委員会規則における

「教育機関」と「学校」を除外する。さらに、学童保育クラブ、子どもセンター、公

園緑地課野津田公園担当、道路補修課、水質管理課、水道部、教育総務課の用務員グ

ループ、指導課の教育センター係、及び社会教育課の自由民権資料館を除外した。 

以上により算出された本庁における職員数は、次のとおりである。 

■本庁職員数  ：1,273 人 

（内訳） 一般事務 ： 957 人 

     技術 ： 254 人 

     技能労務 ：  62 人 

 

さらに、水道部は東京都からの受託業務を解消する前提のもと、水道部の職員数を

除き、本庁職員比率を算出した。 

■本庁職員比率（常勤一般職員数に対する本庁職員数の割合） 

一般事務 ： 76.4％ 

     技術 ： 48.4％ 

      技能労務 ： 11.1％ 

 

（３）2008 年度の常勤一般職員数 

2008 年度までの常勤一般職員数は、「第三次町田市定員管理計画実施計画（2004

年度版）」にもとづく分と、2008 年までに減ることが予定されている水道部の職員数

について、それぞれ本庁職員比率により割り戻して算出した。 

■本庁職員数  ：1,258 人 

（内訳） 一般事務 ： 960 人 

     技術 ： 248 人 

     技能労務 ：  50 人  （2008 年度時点の想定） 
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（４）2015 年度の常勤一般職員数 

200９年度から 2015 年度までは、以下の想定により算出した。 

①採用については、次のように想定する。 

・一般事務：毎年 30 人を採用 

・技術  ：再任用終了者分を採用 

・技能労務：採用しない 

②再任用職場については、次のように想定する。 

一般事務の再任用職場は、学校事務、市民センター等の窓口、図書館事務など

の出先を主に想定しているため、一般事務の再任用は本庁外での勤務が多くなり、

逆に常勤一般職員が本庁に多くなると見込まれる。これにもとづき補正を加える。 

以上から、2015 年度の本庁内の常勤一般職員数は、次のとおり算出した。 

■本庁職員数  ：1,188 人 

（内訳） 一般事務 ： 940 人 

     技術 ： 215 人 

     技能労務 ：  33 人  （2015 年度時点の想定） 

 

（５）再任用職員数 

再任用職員数については、2008 年度までは「第三次町田市定員管理計画実施計画

（2004 年度版）」にもとづくものとし、200９年度から 2015 年度までは、下記の

想定によるものとした。 

・一般事務：退職予定者の 85％が再任用となる 

・技術  ：退職予定者の 100％が再任用となる 

・技能労務：退職予定者の 100％が再任用となる 

前項（４）の想定とあわせて算出すると、2015 年度の再任用職員数は、次のとお

りとなる。 

 一般事務 ： 67 人 

     技術 ： 43 人 

     技能労務 ： 16 人  （2015 年度時点の想定） 

 

（６）2015 年度の本庁職員数 

前項（４）及び（５）の算出結果を合計し、2015 年度の本庁における職員数を以

下のとおり想定する。なお、本想定には特別職の人数は含まれない。 

■本庁職員数  ：1,314 人 

（内訳） 一般事務 ：1,007 人 

     技術 ： 258 人 

     技能労務 ：  49 人  （2015 年度時点の想定） 
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参考資料２ 駐車場利用台数の参考データ 

○現本庁舎駐車場の収容可能台数 

   場所 本庁舎駐車場 第二駐車場 中町第二庁舎 

収容台数 53 台 26 台 34 台 

 

2003 年 駐車場（本庁舎・第二・中町第二）使用台数 

駐車日数 日平均台数

（本庁舎) （第二） （中町第二）
4 21 12,484 1,031 4,650 865.00
5 21 11,639 931 4,171 797.19
6 21 13,090 1,120 4,579 894.71
7 22 12,512 946 4,693 825.05
8 21 12,275 942 4,041 821.81
9 20 11,432 941 4,292 833.25
10 22 10,915 1,104 4,823 765.55
11 18 8,832 1,314 563.67
12 19 9,534 1,316 571.05
1 19 9,830 1,360 588.95
2 19 10,321 1,758 635.74
3 24 13,629 1,878 1,622 713.71

合計 247 136,493 14,641 32,871
平均

（台／日・年）

（台／日・月）
月

744.96

11/1～
3/21まで

工事のため
使用中止

駐車台数
（台）

（日）

 

 

2002 年 駐車場（本庁舎・第二・中町第二）使用台数 

駐車日数 日平均台数

（本庁舎) （第二） （中町第二）
4 21 12,183 1,173 4,371 844.14
5 21 11,528 1,094 4,049 793.86
6 20 11,625 1,312 4,126 853.15
7 23 12,628 1,133 4,357 787.74
8 22 12,608 1,037 3,647 786.00
9 19 10,427 946 4,026 810.47
10 22 11,929 1,243 4,584 807.09
11 20 11,053 1,403 4,352 840.40
12 19 9,979 956 3,795 775.26
1 19 10,887 1,016 4,167 845.79
2 19 11,282 1,412 4,513 905.63
3 20 12,185 1,731 5,093 950.45

合計 245 138,314 14,456 51,080
平均

（台／日・年）

（台／日・月）
月

832.04

駐車台数
（台）

（日）
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2001 年 駐車場（本庁舎・第二・中町第二）使用台数 

駐車日数 日平均台数

（本庁舎) （第二） （中町第二）
4 20 11,832 1,392 2,648 793.60
5 21 12,385 1,269 3,475 815.67
6 21 13,496 1,533 4,836 945.95
7 21 12,647 1,154 5,129 901.43
8 23 13,338 1,163 3,508 783.00
9 19 10,768 972 3,692 812.21
10 22 12,081 1,927 4,420 837.64
11 21 11,954 1,316 4,232 833.43
12 19 10,477 1,140 3,890 816.16
1 19 11,337 1,467 3,757 871.63
2 19 11,321 2,358 4,978 981.95
3 20 12,174 3,008 5,109 1014.55

合計 245 143,810 18,699 49,674
平均

（台／日・年）

（台／日・月）
月

866.05

駐車台数
（台）

（日）
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参考資料３ 東京都駐車場条例に基づく付置義務駐車場台数の算定 

（１）算定方法 

庁舎建設用地は、駐車場整備地区に指定されているため、標記条例第 17 条にもとづ

き、駐車場の付置が義務付けられている。 

新庁舎は、同上における特定用途に該当し、かつ床面積が 6,000 ㎡を超えるため、

対象となる床面積を 250 ㎡で除した台数分の設置が必要になる。 

 

①対象となる床面積 

・10,000 ㎡を超える事務所の床面積については、第 17 条第２項により一定の緩和

要件がある。 

・新庁舎の場合、駐車場部分（40,000 ㎡）を除く延床面積は、35,000 ㎡となるた

め、10,000 ㎡を超える部分について 0.7 を乗じた面積を対象床面積とする。 

 

10,000＋（35,000－10,000）×0.7＝27,500 ㎡・・・対象床面積 

 

②付置義務台数 

・以上から、付置義務台数は、 

対象床面積÷別表第三の（ほ）欄の面積 

27500÷250＝110 

となり、110台と算出される。 
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参考資料４ 駐輪場に関する付置義務の事例 

 

条例による駐輪場設置の義務付けの例 
 小売店、大規模

商業施設等 

パチンコ店、 

遊技場等 
銀行等 備考 

京都市 
20 ㎡につき 

１台 

15 ㎡につき 

１台 

25 ㎡につき 

１台 

 

鹿児島市 
25 ㎡につき 

１台 

15 ㎡につき 

１台 

25 ㎡につき 

１台 

店舗面積 500 ㎡超が

対象。5,000 ㎡超の場

合、超える部分につい

ては 1／2 に緩和 

宇都宮市 
20 ㎡につき 

１台 

15 ㎡につき 

１台 

25 ㎡につき 

１台 

店舗面積 300～500

㎡超が対象。5,000 ㎡

超の場合、超える部分

については 1／2 に緩

和 

昭島市 
20 ㎡につき 

１台 

15 ㎡につき 

１台 

25 ㎡につき 

１台 

店舗面積 300～500

㎡超が対象。5,000 ㎡

超の場合、超える部分

については 1／2 に緩

和 

葛飾区 
15 ㎡につき 

１台 

10 ㎡につき 

１台 

20 ㎡につき 

１台 

店舗面積 200～400

㎡超が対象。5,000 ㎡

超の場合、超える部分

については 1／2 に緩

和 

中野区 
20 ㎡につき 

１台 

15 ㎡につき 

１台 

25 ㎡につき 

１台 

店舗面積 300～500

㎡超が対象。他に運動

施設や学習施設も対象 

各自治体ウェブサイトより作成 
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参考資料５ 全体ボリュームの検討 

全体規模と建物各階面積の関係によって、全体ボリュームがどのように影響される

かを確認するために、以下の比較検討を行った。１階部分での広場、交通機能、緩衝

緑地などの確保を考えると、建築面積を広くとることは困難であり、下図③のように

建ぺい率 17％程度の案を前提として検討することが現実的である。ただし、庁舎建設

用地の北西側（以下の図では敷地上部に相当）の日影規制のため、建ぺい率 17％のボ

リュームイメージそのままの配置・高さ・平面の建築物とすることは難しく、建築計

画上、工夫が必要である。 

この点に関しては、設計者に対する留意事項として明示しておく必要がある。 

 

①建ぺい率 ６０％の場合：３層分＋α（建築面積 約 11,000 ㎡、延床面積 約 33,000 ㎡） 

 

  
 

②建ぺい率 ４０％の場合：５層分（建築面積 約 7,000 ㎡、延床面積 約 35,000 ㎡） 

  

 

③建ぺい率 17％の場合：11 層分（建築面積 約 3,000 ㎡、延床面積 約 33,000 ㎡） 

  

注）共用部分などを含めると、２～３割程度、増加する可能性がある。 
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委員名簿及び分科会開催経過 

（１）分科会メンバー 

 

新庁舎建設基本計画策定委員会職員部会第１分科会（施設・周辺整備分科会） 委員名簿 

 所  属 氏 名 

分科会長 都市計画部建築指導課 斉藤 和男 

副分科会長 建設部建設総務課 宗田 隆由 

委 員 企画部行政管理課 河本 晋一 

委 員 総務部防災課 能條 敏明 

委 員 総務部管財課 三好 浩一 

委 員 市民部市民課 高橋 裕子 

委 員 環境・産業部環境保全課 小池  晃 

委 員 都市計画部建築指導課 戸田  勝 

委 員 議会事務局 古谷 健司 

委 員 都市計画部都市計画課 野田 好章 

委 員 都市計画部建築指導課 村木 亜衣 

委 員 水道部給水課 並木 良蔵 

所属は 2004 年 12 月現在 

 

（２）開催経過 

新庁舎建設基本計画策定委員会職員部会第１分科会（施設・周辺整備分科会） 開催経過 

回数 開催時期 主な検討事項 

第 1回 ９月２日 主旨説明、検討スケジュール、検討の前提条件、意見交換 

第２回 ９月 17 日 
新庁舎に求められる性能 

新庁舎の施設規模、施設配置方針 その１ 

第３回 10 月６日 新庁舎の施設規模、施設配置方針 その２ 

第４回 10 月 19 日 新庁舎の施設規模、施設配置方針 その３ 

第５回 11 月１日 まちづくり その１ 

第６回 11 月 19 日 まちづくり その２ 

第７回 12 月１日 ≪委員会報告案≫、その他の提案事項 

第８回 12 月 15 日 ≪最終取りまとめ≫・委員会報告 

 

 

 

 


