青字＝追加修正箇所

平成 27 年９月１0 日
北区役所新庁舎整備
特別部会＜資料＞

北区役所新庁舎整備候補位置の比較（案）

区 分
（論点・視点）

候補位置エリアＡ

候補位置エリアＢ

（ＪＲ豊栄駅北側エリア）

（ＪＲ豊栄駅南側エリア）

高速道路
福祉交流センター
図書館

老人福祉センター
健康センター

葛塚コミセン

（１）エリア概要

●Ｂ地点

●Ａ地点
公民館

豊栄病院

１

文化会館

位置

豊栄駅

想定 ア
①地震

想定ア
想定イ

防災拠点

（２）災害時緊急
輸送路
（３）防災関連施
設との連携
（４）救援活動ス
ペースの確保

（１）公共交通

（２）道路形態

震度６強

・阿賀野川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合の浸水被害
（150 年に一回程度起こる規模で、阿賀野川流域に 48 時間総雨量 223mm の雨が降った場合を想定）
0.5〜1.0ｍの浸水が発生する可能性あり

③液状化

震度６弱

・月岡断層の地震（地震モーメント 6.76、平均活動間隔約 7,500 年以上）が発生した場合の震度
震度６弱

②浸水

・北区文化会館、豊栄地区公民館、豊栄健康センターなどの公共
施設が立地しているエリア（市有地）
整備内容等
必要面積
⇒ 2,150 ㎡
・庁舎延床面積 4,300 ㎡
⇒
0㎡
・講堂兼大会議室は豊栄地区公民館大講堂を共用
⇒
250 ㎡
・倉庫兼車庫床面積 500 ㎡（別棟）
⇒
0㎡
・来庁者駐車場は他施設と共用
・公用車駐車場は現駐車場を利用
⇒
0㎡
・外構（雨水調整池を含む）は既存施設で対応
⇒
0㎡
＜容積率 200％＞
必要面積の合計
約 2,400 ㎡
・市の関係部署との協議が必要

・長岡平野西縁断層帯の地震（地震モーメント 7.46、平均活動間隔約 1,200 年〜3,700 年）
・新津断層帯の地震（地震モーメント 6.45、平均活動間隔不明）が発生した場合の震度
震度６弱

想定イ

２

（１）立地の安全性（※防災カルテより）

・
「農業振興地域農地」以外で建築物の建っていないエリア
・主に農地（民有地）
整備内容等
必要面積
・庁舎延床面積 4,300 ㎡
⇒ 2,150 ㎡
・講堂兼大会議室床面積 800 ㎡
⇒
400 ㎡
・倉庫兼車庫床面積 500 ㎡（別棟）
⇒
250 ㎡
（２）整備内容・
・来庁者駐車場１２０台分 3,000 ㎡
⇒ 3,000 ㎡
必要面積等
・公用車駐車場４６台分 1,150 ㎡
⇒ 1,150 ㎡
・外構 1,000 ㎡（雨水調整池を含む）
⇒ 1,000 ㎡
＜容積率 200％＞
必要面積の合計
約 8,000 ㎡
（３）用地取得
・位置の確定後、用地の取得交渉が必要

浸水は発生しない見込み

・新井郷川、新井郷川分水路、福島潟放水路及び派川加治川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合
（50 年に一回程度起こる規模で、新井郷川・新発田川流域に 48 時間総雨量 331.4mm の雨が降った場合を想定）

３

（３）車両進入

利便性

0.5ｍ未満の浸水が発生する可能性あり
0.5ｍ未満の浸水が発生する可能性あり
・農地（田）は危険度 1（液状化の可能性が非常に低い）
盛土造成地は、危険度 3（液状化の可能性あり）
・盛土造成地は、危険度 3（液状化の可能性あり）
・日本海東北自動車道（料金所）から都市計画道路「正尺早通 ・日本海東北自動車道（料金所）から都市計画道路「中央環状線」
線」経由でＡ地点までの距離⇒約 1.5 ㎞
「葛塚南線」経由でＢ地点までの距離⇒約 2.9 ㎞
・Ａ地点から半径１㎞以内に、北消防署や豊栄病院がある。災 ・Ｂ地点から半径 1.5 ㎞を超えた所に北消防署や豊栄病院があ
害時の連携は容易となる。
る。ＪＲ白新線を横断しなければならない。
・災害時の救援活動スペースは区役所と一体的に整備すること ・災害時の救援活動スペースは、北区文化会館等の駐車場スペー
が理想的である。しかし、一定程度の広さの土地を確保しな
スや近くの学校グランド、豊栄総合体育館等も利用可能。
ければならない。近くのすみれ公園等の利用も考えられる。
※「救援活動スペース（ここでの定義）」＝「自衛隊やボランティア等の活動拠点、物資の集積やヘリコプターの発着、車両の置
き場など、災害応急対策や復旧復興活動を行うスペース。また、平常時は、防災公園等として利用するもの。
」
・JR 白新線豊栄駅から徒歩約 10 分程度
・JR 白新線豊栄駅から徒歩約 10 分程度
・新潟交通高速バスのパーク＆ライドに近い
・新潟交通路線バス中央区方面（仲町停留所）
・新潟交通路線バス「芋黒線」開通予定
・住民バス、区バスが運行
・住民バス、区バスが運行
・都市計画道路「豊栄停車場線（片側１車線）
」
「葛塚南線（片側
・日本海東北自動車道の豊栄 IC に近い
・都市計画道路「正尺早通線（片側２車線）」
「豊栄駅木崎線（片 １車線）」に面している。
側２車線）
」の道路がある。
・当該都市計画道路は、中央分離帯が設置されているため、右 ・現在の公民館、文化会館等と同等の出入環境となる。
折での進入はできない。周辺の道路改修など何らかの対策が
必要となる。
・葛塚排水路があることから、橋の建設も場合により必要。

（４）場所の分か ・当該都市計画道路に面した位置に整備できれば、分かりやす ・都市計画道路に面し、公民館、文化会館等もあることから、分
りやすさ
い場所となる。
かりやすい場所となっている。
（５）駐車場

（６）周辺公共
施設など

・区役所来庁者駐車場及び公用車駐車場敷地も含めた用地買収 ・周辺の公共施設駐車場と共用できる。
（北区文化会館約 300 台、豊栄さわやか老人福祉センター等約 150 台）
が必要となるが、十分な駐車場スペースは確保される。
・公用車駐車場は、現在の駐車場を利用する。
・職員駐車場の確保については、検討が必要
＜同一エリア内＞
北区文化会館、豊栄図書館、豊栄さわやか老人福祉センター（豊
栄健康センター）、福祉交流センター、葛塚コミュニティセン
ター、豊栄地区公民館
＜Ａ地点から半径約１㎞範囲＞
＜Ｂ地点から半径約１㎞範囲＞
豊栄病院、北消防署、すみれ保育園、県立若草寮、あたごと
北区郷土博物館、豊栄総合体育館、豊栄武道館、葛塚小学校、
まと保育園、こまくさ保育園
葛塚東小学校、光晴中学校、かやま保育園、つくし保育園

区 分
（論点・視点）
４

候補位置エリアＡ

候補位置エリアＢ

（ＪＲ豊栄駅北側の民有地エリア）

（ＪＲ豊栄駅南側の北区文化会館等の公共施設立地エリア

◎平成２４年の自治協議会「北区役所庁舎整備検討部会」で検討審議された「地域拠点の範囲」で整備する方針であることから、

公平性

区全体として行政サービスの公平性は確保されていると考える。
◎農地（田）に前記１−（２）の内容の整備を想定した積算
・概算整備費 約２６億円

５
経
済
性

た積算

（H24 年度西区役所庁舎新館建設工事等を参考に積算）

・概算整備費 約２０億円

・積算項目

（H24 年度西区役所庁舎新館建設工事等を参考に積算）

用地取得費、造成費、設計費、本体建設工事費、倉庫兼車庫 ・積算項目

（１）イニシャ
ルコスト

◎豊栄地区公民館の裏手に前記１−（２）の内容の整備を想定し

建設費、外構工事費（雨水調整池工事費を含む）
※積算除外項目（位置未確定のため）

設計費、本体建設工事費、倉庫兼車庫建設費、センターコモ
ン撤去費

・上・下水道、都市ガス整備費（負担金）
・周辺道路改修費（葛塚排水路横断橋含む）
・用排水路の農業用設備切り回し等経費

※エリアＡ・Ｂ共通
概算整備費については、物価や労務単価等の変動により変わる
ことがあります。

・両候補地で共通に必要な経費は、現庁舎本館解体工事、新館改修工事費、初度調弁費、引越費などが考えられる。
・庁舎維持管理費（光熱水費）約１,１３０万円／年
（２）ランニン
グコスト

（H26 年度西区役所庁舎維持管理費決算見込額を基に積算）

・庁舎維持管理費（光熱水費）約９６０万円／年
（H26 年度西区役所庁舎維持管理費決算見込額を基に積算）

・周辺道路（改修分）の維持管理費…1,500 円／ｍ・年
（H26 年度北区道路維持費予算額を基に算出）

（３）費用対効果 豊栄駅北側と南側で同じ区役所機能を持つ庁舎を整備した場合、上記の経費差額が費用対効果の比較の一つとなる。
○将来人口
・北区の人口は、平成 47 年には、平成 22 年と比べ 82.39％まで減少し 63,954 人と推計。65 歳以上の高齢者人口割合が、11％増加し、高齢化率は、
33.92％と推計。75 歳以上の高齢者の割合は、平成 22 年に 10.89％だったものが、平成 47 年には 20.71％まで増加すると推計。
・人口減少・超高齢社会を見据えたコンパクトシティなどのまちづくりが必要。
６

○現庁舎の跡地活用等

まちづくり（都市計画）

・自治協議会の平成 24 年 5 月の要請書及び平成 26 年 6 月の提案書に基づき、区役所庁舎の移転新築後の跡地利用や現新館庁舎の利活用を図っていく
こととしている。

・区役所は都市機能の拠点となるため、周辺市街地の形成に寄
与することが期待されるが、新潟市全体、そして北区内にお
いても既存宅地の未利用地が多く、人口減少が進む中、新た
（１）まちづくり

な市街地形成は厳しい状況にある。
・当該エリアは、市街化調整区域となっているため、用途区域
等の設定はないが、周辺環境に配慮しつつ、既存の都市計画

・当該エリア内に複数の公共施設があり、都市機能が集積するこ
ととなるため、多様なサービスの効率的な提供が可能となり、
超高齢社会に対応した区役所整備が期待できる。
※エリアＡ・Ｂ共通
【参考資料：「新潟市都市計画基本方針」の抜粋「−全体構想−
第３章

都市づくりの理念とめざす都市のすがた」】

等の土地利用との整合性を図り、整備を進める必要がある。
（２）コンパクト ・都市機能の拠点としての区役所が、葛塚市街地の外れの位置 ・葛塚市街地の中心地に近いことや、多くの公共施設があり都市
シティ

に整備されるため、コンパクトシティが進みにくい。

機能が集中しているため、コンパクトシティが進みやすい。

（１）周辺商店街 ・都市機能の拠点であるため、現区役所周辺商店街の利用者の ・ＪＲ豊栄駅からの人の流れに変化がないことや、現庁舎と距離
・経済に

減少要因となる可能性がある。

与える影響

が近いことから、現区役所周辺商店街の利用者の減少要因とは
ならないと考えられる。

＜想定＞
・平常時、区役所の行政サービスは福祉や各種証明書発行
７

等の窓口サービスが主となる。

現庁舎周辺地域への影響

・徒歩で区役所に行ける範囲を半径約１㎞と想定し、その
Ａ

対象市街地範囲を比較すると右図のとおりとなる。
（※現在の区役所位置が、葛塚市街地を半径約１㎞の範囲で
ほぼ網羅している。）

←現区役所

（２）葛塚市街地
在住区民に
与える影響

＜影響＞

Ｂ

・葛塚市街地在住区民にとって、徒歩で区役所に行けなく
なると、区バス，住民バス、タクシー等の公共交通機関
やマイカーの利用に切り替える必要が出てくる。

・Ａ地点から半径１㎞の範囲内の市街地面積と現区役所から半 ・Ｂ地点から半径１㎞の範囲内の市街地面積と現区役所から半径
径１㎞の範囲内の市街地面積を比較すると、市街地面積は約

１㎞の範囲内の市街地面積を比較すると、市街地面積は約３割

半分に減少する。

減少する。

・区役所までの徒歩可能利用者が大きく減少する。

・区役所までの徒歩可能利用者が減少する。

区

候補位置
位置エリアＡ

候補位置
位置エリアＢ

（ＪＲ豊栄駅北側
豊栄駅北側の民有地エリア）

（ＪＲ豊栄駅南側の北区文化会館
北区文化会館等の公共施設立地エリア

分

（論点・視点）

☆人口重心とは…
その地域に住むすべての

Ａ地点

人が同じ体重を持つと仮定
して、その地域（平面）を
水平に支える点（重心）の

現区役所

（１）人口重心☆

位置をいう。
北区の人口重心は、左図

８

Ｂ地点

のとおり早通地区の北側に

区全体から見た場合の利便性

位置する。

人口重心からＡ地点までの距離
距離＝約 2.0 ㎞

人口重心からＢ地点までの距離
距離＝約 3.3 ㎞

＜北側＞ 約４４、０００人

＜南側＞ 約３２、０００人

※大字ごとで集計しているため
しているため、線路の南北にまたがる区域は、
、世帯数の案分により積算（千人未満四捨五入
千人未満四捨五入）した。
※世帯数及び人口は、平成 27 年 3 月末の住民基本台帳人口を使用
使用した。
【参考１】
区役所、出張所、各連絡所の
の窓口サービス利用者の対象地区を
を下記のとおり想定した場合の人口集計
人口集計
（２）ＪＲ白新線
白新線

庁舎区分

南北の人口
人口
利用対象地区

北区役所

早通連絡所

濁川連絡所

南浜連絡所

合計

木崎（ 9,175 人）
葛塚（19,081
19,081 人）
松浜（11,250 人） 早通（10,057
10,057 人） 濁川（8,775 人） 南浜（7,305
南浜
人）
岡方（ 3,942 人）
長浦（ 6,705 人）

人口計
割

北出張所

38,903 人

11,250 人

10,057 人

8,775 人

7,305 人

76,290 人

51.0％
51.0

14.7％

13.2％

11.5％

9.6％

100％

合

【参考２】
北区役所の窓口サービス利用
利用者対象地区におけるＪＲ白新線の
の南北人口⇒

＜北側＞約 15,000 人 ＜南側＞約 24,000 人

※ 当該区分は、
、区役所新庁舎整備において重要な
な事項ですが、理念的な要素であることや
であることや今後の課題として整理される
される内容であることから、具体的
な比較内容は記載
記載しないものとします。
＜区役所の役割（新潟市自治基本条例第
新潟市自治基本条例第 25 条第２項）＞
市民に身近な行政サービスを
サービスを提供し、及び自立した地域社
地域社
会を築くため、次に揚げる
げる役割を担うものとします。
①地域のまちづくりの拠点
拠点として、地域の課題を発見して迅
迅
（１）区役所の
役割

速かつ的確な解決を図ること
ること。
②協働の拠点として、自主的
自主的かつ自立的な地域活動及び非営
非営
利活動を支援する。
サービスを効果的、効率的かつ総合的に
に
③市民に必要な行政サービスを
提供すること。

＜主な
な事務事業＞
①区のまちづくり計画の
の策定
②住民登録、市税、保健福祉
保健福祉など区民に身近な各種行
政サービスの提供
③区民が日常的に利用する
する施設の管理
④自治会、地域団体の育成
育成・支援や地域の伝統文化の
振興と産業等の振興
⑤身近な道路、公園の管理
管理などまちづくりに関する事
務事業
⑥防災、防犯、交通安全
交通安全
⑦区政の広報広聴 など

※９ 区役所の役割

◎出張所、連絡所でも取扱いを
いを可能とするよう区民要望の高い業務
業務 （※北出張所からの聞き取り）
業務名

区役所

出張所

連絡所

補装具以外の療養費償還払い・高額療養費
補装具以外
高額療養費の支給申請

○

×

×

限度額適用・標準負担額減額認定証の
限度額
の申請

○

×

×

限度額適用・標準負担額減額認定証の
限度額適用
の申請

○

×

×

（２）区役所、出
出
張所、連絡所
連絡所

国民健康保険

の主な窓口
業務

後期高齢者医療保険

※上記の窓口業務を出張所、連絡所
連絡所でも取扱いが可能とする工夫が
が必要である。

◎区民全体のシンボル的存在
・平成 24 年５月の自治協議会
自治協議会「北区役所整備に関する要請書」に「区役所は区民全体のシンボル
のシンボル的存在であり、その庁舎整備は
区民にとっては身近で、非常
非常に関心の高いものです。」と記載
記載されている。このコンセプトを尊重
尊重した整備が必要である。
・区役所がシンボル的存在として
として位置づけられる役割とそれを満
満たす内容は次のとおり。
（３）シンボル的
的

役 割

内

容

存在と区の一
一

ランドマーク（目印）的役割
役割 位置、デザイン（高さ、色、形などで今後の基本設計段階で検討
検討）

体感の醸成と
と

区を代表する役割

しての役割

地域のまちづくりの拠点、区民
区民との協働の活動拠点、区民全体
区民全体の交流拠点、防災拠点、

◎区の一体感の醸成
・区役所が区民全体のシンボル
のシンボル的存在としての整備を進めることで
めることで、区の一体感の醸成を図っていく
っていく必要がある。
・具体的には、区民が誇りと親
親しみが持てる施設内容の整備と行政
行政サービスの内容が一体的に実現
実現され、区役所が心のよりどころ
として区民が感じ、そして、
、シンボルとして区民に認められることによって
ることによって、区の一体感の醸成
醸成が図られるものと考える。
・来年度からの基本計画（構想
構想）策定に関しても、区民と行政が
が協働し、具体的な施設内容について
について検討していく必要がある。

