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第４回 土浦市庁舎建設審議会議事録 

日時 平成 24年 5 月 17 日（木） 13 時 30 分～15 時 30 分 

場所 市役所第 2 会議室 

 

審議会委員：大澤会長、横山副会長 

折本委員、矢口委員、内田委員、寺内委員、斎尾委員、瀬古澤委員、 

中台委員、川又委員、眞山委員、臼井委員、大島委員、 

高橋委員、古渡委員、小野委員、齊藤委員 

市   側：瀧ケ﨑副市長、五頭副市長、冨永教育長、小泉市長公室長、小柳総務部長、 

塙市民生活部長、湯原保健福祉部長、塚本産業部長、木村建設部長、 

東郷都市整備部長、長峰教育部長、羽成消防長、久保田議会事務局長、 

服部行政経営課長、中村財政課長、滝総務課長、木村管財課長、 

久保谷都市計画課長、坂本建築指導課長、関公園街路課長 

鈴木土浦駅北開発事務所長 

事 務 局：神立政策企画課長、小松澤庁舎建設準備室長、白田主査 

２ 傍聴者   24 名 

３ 議題 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）報告 

① 第３回庁舎建設審議会議事録ついて 

② 第３回庁舎建設審議会での主なご意見とその対応等について 

（４）協議 

 

候補地（詳細）について 

候補地の追加について 

（５）その他 

（６）閉 会 

 

■■■■配布資料配布資料配布資料配布資料    

 ・庁舎建設審議会の経緯について 

・資料Ⅰ：第３回庁舎建設審議会議事録ついて 

・資料Ⅱ：第３回庁舎建設審議会での主なご意見とその対応等について 

・資料Ⅲ：中央一丁目地区地権者まちづくり意向調査結果 

・資料Ⅳ：候補地（詳細）について 

・資料Ⅴ：候補地の追加について 
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■開会 

 

■会長あいさつ 

（会長）改めまして皆さんこんにちは。少し時間が空きましたが、第４回目の審議会を開か

せていただきたいと思います。今朝の朝刊にも、市庁舎に関しては、水戸、稲敷、高萩の記

事が載っています。他にも県内ですと、日立、かすみがうら、石岡、筑西、結城と、多くの

自治体が、この新庁舎建設に関して関心が高い。特に土浦市は先駆的にやっていますので、

非常に注目を浴びております。一方で、先日起きました、つくばの竜巻のこともあって、や

はり、新庁舎に対する防災拠点という機能の重要性についても認識されています。そういう

意味からも、なかなか難しい課題ですが、是非、皆さんのご意見を賜りながら、進めていき

たいと思っております。スケジュール的にはかなりタイトになっております。また一方では、

こういう大事な話題ですので、慎重な議論を進めていきたいと思っておりますので、是非、

進行に関しましてご協力を頂戴できればと思っております。よろしくお願いします。 

 

■報告 

（会長）早速本日の議題に入っていきたいと思っております。最初に報告事項ですが、第３

回の審議会を開催してから、かなり時間が経っておりますので、おさらいの意味も含めまし

て、これまでの経緯を振り返って、報告、協議を進めさせていただければと思っております。

では、庁舎建設審議会の開催の経緯について、まず、事務局の方からお願いしたいと思いま

す。 

 

（資料確認） 

 庁舎建設審議会の経緯について 

１ 資料Ⅰ：第３回庁舎建設審議会議事録 

２ 資料Ⅱ：第３回庁舎建設審議会での主なご意見とその対応等について 

３ 資料Ⅲ：中央一丁目地区地権者まちづくり意向調査の結果について 

４ 資料Ⅳ：候補地（詳細）について 

５ 資料Ⅴ：候補地の追加について 

 

（庁舎建設審議会の経緯について：事務局説明） 

 

（会長）ただ今の説明について、ご意見、ご質問があれば挙手をしてから、お願いします。 

新聞報道等で、皆様ご理解されている内容だと、私は理解しておりますが、よろしいでしょ

うか。 

（質問、意見なし） 

（会長）前回の審議会で候補地を４カ所に絞りましたが、先ほど事務局から説明がありまし

たが、昨年の１２月に新川地区の地権者から除外してほしい旨の申出がありました。まず、

最初にこの件についてご審議をいただきたいと思います。地権者の意向が明確ですので、も
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しよろしければ、候補地から除外することでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

それでは、候補地から新川地区を除外したいと思います。 

では、続きまして、議事録、報告事項の１番ですが、第３回の庁舎建設審議会議事録及び

その審議会での主なご意見とその対応、報告事項の１番と２番併せて事務局から報告をお願

いします。 

 

（資料Ⅰ：第３回庁舎建設審議会議事録、資料Ⅱ：第３回庁舎建設審議会での主なご意見と

その対応等について 事務局説明） 

 

（会長）ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問、ご意見等はあります

か。 

よろしいでしょうか。では続きまして、協議事項に入りたいと思います。 

協議事項の１番、意向調査結果についてお願いしたいと思います。 

 

■協議事項 

○意向調査の結果について 

 

（資料Ⅲ－１、２ 事務局説明） 

 

（会長）ありがとうございました。それでは、ご質問をお受けしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（委員）今のご説明の中で、この面積１．５ヘクタールの中に、何か八百いくつと。よく聞

き取れなかったのですが、その場所とその性格が何なのかということと、賛成・反対の方の、

確か面積をおっしゃっていたと思うのですが、もう一度おっしゃっていただけないでしょう

か。 

（事務局）先ほどの８３２ 

㎡、こちらにつきましては、１ページの図面で、面積１．５haとの記載がありますが、道を

挟んで左側の部分です。この図面では空き地のようになっていると思います。こちらにつき

ましては、土浦市土地開発公社で、開発用ということで先行取得をさせていただいた土地で

す。 

（委員）面積と書いてある、その脇の道路の左側ですか。 

（事務局）はい、そうです。 

（委員）安定所のところもそうですか。 

（事務局）はいそうです。２ページの賛成反対の地積の内訳ですが、賛成と回答をいただい

た方の地積合計は１１，９００㎡、反対と回答された方の合計は２，４００㎡という状況で

す。 

（会長）はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 
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（委員）２７人の内５人が反対。１人が分からない。市の方で早く、単価的なことを示すと

か、駄目なら駄目って言ってあげないと、金縛りにして置いておくようなことになってしま

うのではないかと思いますが、その辺はどう考えていますか。 

（事務局）ご審議を頂いているうちは、まだ候補地ということです。地権者の皆様には色々

とご迷惑をおかけしているとのご意見を頂戴しておりますが、その点につきましては、今の

ところは候補地ということで継続させていただきたいと考えております。 

（委員）候補地だと言って１年半も審議をしている。現実的には、駄目にするかもしれない。

市の方としても、審議会としても、ヨーカ堂の問題を持ち出したから審議が延びてはいるが、

もう少し積極的にやらないと。駄目なら駄目、このようにするのならこうなる、というよう

な、しっかりとした態度を示さないと。こんなに地価が下がり、世の中がこのようになって

いる時に、市民のために市役所を作るのだから、その辺の所も踏まえて、既然とした態度で

頑張らせてもらうということが、大事だと思いますが、どうですか。 

（事務局）委員から早く価格を提示しなさいというようなお話ですが、今の段階は候補地の

意向調査の段階です。価格の提示時期はいろいろあろうかとは思いますが、今はそういう時

期ですので、今の段階で提示することは、逆に混乱を招くのではないかと思っています。時

期が来ましたら、しっかりとやることになると思います。 

（委員）３月３１日までに場所を決定するということで始まった審議会なのに、今の話は後

回ししている。ヨーカ堂の問題が出てきたために少し時間を延ばすことになったが、前は３

月３１日までに場所を決定して、先に進みましょうということだった。今の話は、これから

３年も５年もかかる話になるのでは。 

（委員）今、県と国から災害の復旧の補助で４分の３の補助が出るということで、もう募集

は締め切られましたが、その制度にこの中央地区の該当者が応募しているようです。そうい

うものが通ったら微妙なことになってしまうと思うので、その辺も勘案する必要があると思

います。４分の３の補助が決まった後で、買収で交付対象外になったら、その方が浮いてし

まうわけですから、そういうことを考えてもらわないと仕方がないのかなと思う。それは、

初めから買収該当外と示せば、その人たちは４分の３の補助で再建をしていくのですから。

その辺が、妙なことになってしまうような気がします。 

（委員）その補助とは、土地持っている人が、国からですか。 

（委員）県がまとめているのですが、国と県で復旧工事費の４分の３を補助するというもの

を募集したものです。茨城県では、第２回目。１回目は水戸市とか石岡市などで、去年に終

わっていますが、次は２４年度分ということで、茨城県全体で７５億位ということです。 

（委員）災害の制度。災害の代替地ですか。 

（委員）申請をしているようです。 

（会長）確かに委員がおっしゃるように、お約束は昨年度末と、それは私も重々分かってお

ります。ですから、スピード感っていうのは大事なので、これからはスピード感を認識しな

がら進行を進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。他は、いかがでしょうか。

（意見なし） 

それでは、審議を進めたいと思います。続きまして候補地の詳細について、事務局から説
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明をお願いします。 

○候補地の詳細について 

（資料Ⅳ：候補地（詳細）について 事務局説明） 

 

（会長）はい、ありがとうございました。この資料は、前回、詳細なデータが欲しいという

ことで、事務局に用意していただいたものです。何回も確認しますが、これは仮の一つのモ

デルです。例示を示しただけです。皆さんと情報を共有するために作っていただいたものと

理解していただければと思っております。質問等ございますか。 

（委員）会長の方から、一つの目安だと。 

（会長）目安というか、例です。 

（委員）３番目の、川口用地の１７ページ。敷地手前の方は、プロパストのときにマンショ

ンを建てるということで、杭が１０億円位打ってある。だから、お金が大変ということにな

れば、仮ということで資料に書いてあるとのことですが、その１０億の基礎は、土を被せ埋

めてしまってはいますが、あの杭は十分に使えると思います。後先では２０億ですよ。その

辺は、どう考えて書いたのですか。 

（事務局）こちらの配置図につきましては、きわめて一般的な配置を想定したものでござい

ます。個別的な事情とかは勘案せずに、あくまでも配置のイメージ図ということで、示させ

ていただいたところです。 

（委員）市民の方々から税金をもらっているのです。このような会議をするときには、１０

億円位の基礎が打ってあって、それも買ったことを踏まえないと。役所は、なんでもよいの

かと、いうようなことになってしまうと思いますがどうですか。民間とは違うのですか。 

（事務局）候補地それぞれの特色、色々な事情がありますが、今の段階では、あくまでも川

口二丁目に建てるとした場合、このようなものが建ちますということです。川口二丁目に場

所が決まり、庁舎をどのように建てるかという具体的な話になった場合には、先ほどお話が

あった基礎杭が、活用できるかどうかということを検討しなければなりませんが、今の段階

は、あくまでも川口二丁目、或いは中央一丁目の場合には、この様な庁舎ができます、この

様なものがイメージされますという程度で、具体的なとろまで踏み込んだ図にはなっており

ませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

（会長）他は、どうでしょうか。 

（委員）これは一つの例ということですが、知りたいことがいくつかあります。川口二丁目

の場合は、その景観ということがあります。建物の高さを４階までにしましたというお話が

ありました。そうすると、それがマックスなのですかということと、それから中央一丁目も

そうですが、どこまでがマックスなのですかということ。例えば建物の高さの話で、敷地面

積を狭くして高くすることが可能なのかどうか。それから、駐車場も、近隣とのお話があり

ましたので。要は、何が絶対でこれは譲れないのか、建築的に譲れない条件と譲れる条件の

ところを教えていただきたいと思います。資料では良く分からないのですが、例えば駅北の

場合には、地下一階が含まれています。どうしてここだけ管理諸室が地下一階になっている

のかとか、他のところには管理諸室って無いですよね。 何か条件が合わなくて、どうして
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も地下一階が必要だったのかとか、そのあたりを教えていただきたいです。 

（事務局）まず、１４ページ。中央一丁目ですが、１４ページの配置図に、赤い線で高さ制

限を記載しております。中央一丁目の場合、４５メーターまで建物の建築は可能との規制状

況になっております。駅北地区の場合ですが、こちらにつきましてもやはりＡ断面図、一番

下の図面ですが、道路斜線とかいろいろな規制で、上に行けばいくほど面積が小さい建物し

か建てられないというような事情があります。この高さ制限を踏まえまして、上に延ばせる

のが８階建てまでです。足りない部分につきましては、地下で補う建物を想定しました。川

口二丁目用地、こちらにつきましては１８ページですが、こちらは景観計画区域ということ

で、高さの制限が２０メーターのため、どうしても４階建てまでの建物しか建てられない状

況であり、このような想定をさせていただいております。あと、譲れるものと、譲れないも

のというような話でございますが、これはあくまでも同一敷地に駐車場など全てを配置した

想定になっております。駐車場につきましては、１５０台を想定しており、指導要綱におき

ましては、想定した２割は敷地内に、他は近隣５００メーターに確保すればよいとの規制で

ございます。これはあくまでも、全ての規制を同一敷地内でクリアすることを想定したとい

うことです。 

（委員）ちょっと聞きますが、今の４階、２０メーター。ここは２０階建てのマンションを、

建てようとしていたのに、なんで４階建になるのですか。 

（事務局）景観計画を策定しました。当時マンションを計画していた段階では、景観計画が

まだできていませんでした。その後、景観計画を策定して霞ヶ浦のウォーターフロントを、

市民の、いわば、一番見えるところだということで、２０メーターに抑えたということです。 

（委員）市が計画したものですか。 

（事務局）計画では、色々な開発の手法によっては、数字が変わることもありますが、基本

的に２０メーターでお願いしています。 

（委員）３つの計画が出ましたけれども、こういう計画で造った場合にコスト的にみんな同

じなのですか。１，２，３とありますが、この１，２，３の建設費用はどの位をそれぞれ見

ているのですか。 

（事務局）建設費用につきましては、過日の審議会でご審議をいただいたとおり、建物につ

きましては、８０億というような目安で見ております。 

（会長）はい、ありがとうございました。時間の関係もありますので、いったん議事を切り

たいと思います。よろしいでしょうか。次の議題は、かなり重いので、先に進ませていただ

きたいと思います。 

続きまして、協議事項の３番目、候補地の追加について、事務局から説明をお願いします。 

 

○候補地の追加について 

（資料Ⅴ：候補地の追加について 事務局説明） 

 

（会長）ありがとうございました。当審議会では、最初に９個の候補地を上げて、４カ所、

そして今日３カ所絞ってきたわけです。ただ、このイトーヨーカドーに関しては最初、９か
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所に入っていなかった、ある意味想定外のことが起きてしまったということ。市の、今日の

資料からも分かるように、評価はおおむね適しているということで、高評価を得ています。

あと、ここは駅の真正面です。中心市街地の問題に絡むということで、新庁舎の移転の選択

肢に加えるということをここで審議したいと思っております。先日議会の方で、特別委員会

を開催され、この件に関して議論されたということを伺っております。議員さんの方からこ

の件に関してご報告をお願いします。 

（委員）新庁舎の特別委員会から、イトーヨーカドーを候補地に加えた理由について説明さ

せていただきます。まず一つ目は先ほどもありましたように、コンパクトシティー、そして

中心市街地の活性化、その様な点からイトーヨーカドーはほぼ適しているということで、８

人の議員が全会一致で候補地として追加する決定をいたしました。ただし、その場合におい

ても価格の問題等で折り合わない場合にはやむを得ないと。候補地としては先程も申しまし

たように、新聞等でもう書かれていますし、説明もありましたように、候補地としては適し

ておりますが、当然これからいろいろな問題が出てくると思います。特別委員会でもいろい

ろ議論が出ました。しかし、先程も申しましたように、全会一致で決めたようなわけです。

その辺をご理解いただいて。この件は私の方から新聞記者の皆様にも、候補地として話はし

まして、よく報道しておいてくださいと申し上げておきました。これは各委員の全員の考え

でございます。以上です。 

（会長）ありがとうございました。ただいまの特別委員会からの説明、先ほどの事務局から

の説明をいただきました。新しい視点ですので是非活発なご意見等をいただけたらと思って

おります。 

（委員）私も議会の特別委員会に入っています。庁舎なれば、土日、祭日が休みで、五時半

には電気が消えてしまうわけです。私は、ヨーカドーが売るということに対して市で買うこ

とは、いいと思います。ただし、今、委員長が言うように、お金の問題があるわけです。私

は、ヨーカドーに３６人の地権者をまとめてもらって、それを市が話し合うということなら

よいと思いますが、再開発事業の時には土浦市も入っているわけです。そして、あの地権者

の方も入っているわけです。だから、お金の問題は、大変な問題だと思うのです。執行部は、

今の時価相場で、というような話もしていましたけれど、私はそんなに簡単なことで、地権

者の皆が納得するようなことではないというように思うので、その辺のところで、特と検討

しないと、大変だというように思います。 

（会長）ありがとうございます。他どうでしょうか。 

（委員）今回のイトーヨーカドーの、この評価表というのでしょうか。前回の今の３地区の

評価表も、５月１５日の茨城新聞に載っていたこととまるっきり同じで、審議会資料が出る

前に、同じものだと思って見ていたのですけれども。前もお願いしたと思いますが、○・△・

×というのは、主観的なのか客観的なのか、○が何点以上で○になったのか、それとも話し

合って、基準があって○にしたのか。こう見ますと中央一丁目地区は○が四つ、北地区は○

が三つ。ヨーカドーとは離れますけど、川口二丁目用地が○二つ、ウララヨーカドー跡地が

○六つと、そういう形になっていますが、○・△・×を付けた基準というか、これが主観な

のか客観的なのか。というのが、○になると三角が１点差で○になったのか三角になったの
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か、×もそうなのか。この辺が解らないので、この辺説明していただけたればありがたいと

思います。 

（事務局）こちらの評価の○・×・△ですが、上記に理由がありまして、その辺を総合的に

勘案し、主観的な判断で総合評価をさせていただいています。 

（委員）はい、わかりました。そうしますと、市役所の意向としては、一丁目とかヨーカド

ーに○が多くなっている。たぶん世論はそういう形で、汲まれているのではないかというふ

うに思った形ですけれども、以上です。 

（会長）ちょっと補足させていただきまと、主観的とおっしゃいましたけど、いろんなデー

タに基づいて、客観的な数値を用いて、最後△とか○にまとめたというように思っておりま

すので。主観か客観かと言われるとお伝えにくいのですが、客観的な要素を十分組み込んだ、

主観的評価と思います。 

（委員）我々特別委員会の中から具申委嘱されたことを私からも提案しますので、委員長に

諮ってもらったらどうでしょう。 

（会長）そうですね。それは思っていますけど、いろんな方のご意見を今日は少し聞かせて

いただいてからと思います。 

（委員）先ほど委員が、地権者の問題をいろいろ言われましたが、市は、イトーヨーカドー

の持っている面積・権利だけを買うのか、あそこを全部買うのか、少し聞きたいです。それ

で地権者の問題になるのではないかと思います。これを見ると赤いところだけ、ヨーカドー

の部分だけで説明しているからこの分だけを買うのか、それとも全てを買うのか、買うこと

に決めたかどうかは解りませんが、それは候補地にしてから決めるわけなのか、そこだけ少

し聞かせてください。 

（事務局）一番初めにご説明した資料にありますように、４月１９日にウララ共有者協議会

から共有不動産の買取りの要望がありました。そのようなことでウララの専門店の共有部分

につきましても、イトーヨーカドーの専有部分と合わせて、今後取得について交渉していき

たいと考えております。 

（委員）その問題については、商工会議所と商店街連合会でヨーカ堂本社に行った時に、ヨ

ーカ堂の方に、対地権者権利についてはヨーカ堂が責任もって買って、そしてそのうえで市

と交渉するような形をとってもらわないと困る、という話をしたのですが、それはできない

と、それは市の方にお任せするという話をしていました。というのはなぜかと聞きましたら、

当時の地権者の皆さんが買った値段と、現在の土地の価格は、１０分の１とはいきませんが、

９分の１か８分の１くらいまで下がっている、そういうものを地権者と交渉した場合には、

今は、土浦は第三者的立場にいますけども、地権者と市の方の交渉になったら、市の分が悪

くなってしまう、ですからこの際ヨーカ堂の都合でヨーカドーが撤退するのですから、ヨー

カ堂がそのくらいのリスクを背負ってください、というお願いは何回もしましたが、それは

できません、という話でありました。 

（会長）審議したいのは、ヨーカドーさんを候補地に加えるかどうかということを審議した

いと思います。言葉が適切かどうかわかりませんが、候補地として三カ所に絞った。選択肢

を３つに絞ったわけですが、その選択肢にもう一つイトーヨーカドーを加えるかどうか、選
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択肢の幅が広がるわけですが、それに関してよろしいかどうかをここで決めたいといと思っ

ております。 

（委員）議会の議員さんらは市民に選ばれた議員さんなのですから、その方がお決めになっ

たことを我々有権者として、それはだめだという発言はないのかと思います。 

（会長）ただ、この審議会がありますので、やはり審議会の委員の意見が当然尊重されると

思います。 

（委員）十分検討されたと思いますので。 

（会長）この審議会の存在意義がありますので、ここではきっちり採決したいと思っており

ます。ではどうしましょうか、繰り返しになりますが、イトーヨーカドーを候補地に加える

こと、賛成の方挙手をお願いします。 

（委員）挙手ですか。 

（会長）厳しいですか。 

（委員）すいません、もう少し審議をしっかりとしていただきたいのです。今、アクセルと

ブレーキを一緒に踏んでいるような話を聞いているようです。市議会の方の話を聞くと、議

員さん同士の話はどこに接点があるのかなって思います。議員さんがおっしゃること、確か

にそうで、土浦の半分は女が住んでいるわけですから、買い物難民がたくさん出てくるとい

うような条件もあるわけです。たとえばヨーカドーにするならば、条件を付けたヨーカドー

にしてもらいたいのです。ここでいきなり賛成か反対かという手を挙げさせられては、困る

話だと思います。 

（会長）候補地としてですから、決める、決めないではなくて。 

（委員）決まった話になると言いますが、前も 12 月にヨーカドーの話を出しましたが、私は

びっくりしました。そのようなことがあって、ヨーカドーの話は以前から、少しずつ出てい

る話でしたので、危ないと思っていました。だからその辺もほんとに、われわれ市民として、

何年か後に大変な禍根を残す様な審議委員になりたくないと思っています。だから、ヨーカ

ドーにしますか、どうですか、はい手を挙げてということになると何ともできないので、賛

成も反対もできないよ、という人も居てもいいのではないかと思います。 

（委員）特別委員会委員長から話がありましたが、市役所という一つの候補地には挙げるけ

れども、商工会議所の委員さんが言うように、ヨーカ堂に対して３６人の地権者をヨーカ堂

がまとめなさいと、市がまとめることではない。というようなことも言ってもらいました。

そうでなければ私のことをつれていってほしいとそのような話をされました。ただ、議会の

中では、あそこを候補地にするが、市は賑わいのまちを作るのだから、あれを市で買ってヨ

ーカドーにただで 10 年も貸してはどうかと思います。ヨーカ堂は、あれを現実的に家賃とし

ているから赤字なので、だから、あそこを市が買って、大型店にしてもらう話になれば、私

は手を挙げるところが何件かあると思っています。今日は庁舎の問題だから、今そういう話

が出たので話をしていますが、その辺のところを踏まえて、賑わいのまちを作るというのに

は、いろんな選択があるということだけは、頭に入れておいてください。 

（委員）今、我々は庁舎の候補地を議論しています。私はこの問題が難しいと感じるのは、

それと、賑わいという問題で、少し矛盾する部分が出ています。ですからそこに私も少し辛
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い思いがあるのですが、そういう議論をするのには、一応、今、３プラス１にしようかどう

かどうかという瀬戸際ですが、まずは土俵にプラスアルファーして、そのうえで賑わいを議

論するというような話にしないと。先ほどから大分先行して、いくら値段が云々と話をして

も、土俵にも上がっていないのに、そんな議論しても始まらないと思います。私は極端な話、

あそこに市役所が出来るようになったら困る、そんな思いをしている一人です。しかしなが

ら、候補地にするのはいいじゃないか、議論するのはいいじゃないか、というように思って

いる一人でもあります。そういう意味で、候補地にして頂いて、そのうえでの議論お願いし

たいと思います。今日は決定することは難しいことだと思いますので、いずれにしても次回、

その次ということで議論するのがよろしいのかなと思います。 

（委員）私の方が、少し先の心配をしたものですから。だから条件付きということもあると

思います。条件付き反対というのは、賛成だとわかってはいますが、今、市がグランドデザ

インを都市計画で考えていらっしゃるわけですが、そのような問題も提示しながら、ぜひ候

補地に挙がったならば、それをどうするかという委員会なんなり早急に立ち上げるような仕

組みで、条件を付けていただきたいと思います。 

（会長）はいわかりました。それでは、今、すいませんフォローいただきましたけど、選択

肢を広げるということで、ここで採択をしたいと思います。 

（委員）ヨーカドーの候補地の件について、もう少し教えてもらいたいのですが、6 月まで

に市の方は回答するということで、4 月から 6 月までに伸びました。そして、市が買うとな

ると、それは公共施設、つまり地下の一階に買い物難民の対策がとれるかとれないのか、そ

れが、市役所が来る・来ないは別としても、その辺はどういう形で進んでいるのか、つまり

候補地に外れた場合はどうなるのか。 

（委員）いろんな条件を持つということですね。 

（委員）つまりここで候補地に乗らないと、6 月までの期限があるということが、まず一つ

の大前提となってくるということですか。 

（会長）ここで候補地にヨーカドーを加えるということをここで審議したい、ということだ

けです。委員さんがおっしゃったように、挙手だとわかってしまうので、このところだけを

私は、引っかかっているのですが、よろしいですか挙手で。 

（委員）私は、確かにこういう重要なことを決めるのに随分乱暴な手法だなと思いますけど

も、それしかなければ仕方がないと思いますので、譲歩します。 

（会長）これは難しい問題ですけど、どこかで腹をくくっていかなくてはいけないので、白

黒つけるしかないと思っていますので、ご協力いただけたらと思っています。繰り返しにな

りますけど、イトーヨーカドー土浦店を候補地に加えるということで、賛成の方挙手お願い

します。 

（全委員挙手） 

全員ですね。全員賛成ということでご了解をいただきました。それでは事務局提案ですか、

イトーヨーカドーを候補地といたしたいと思います。次回ですが、時間がない中で大変だと

思いますが、ご審議いただいた内容を踏まえ、4 カ所の候補地から最終的に絞り込みを行っ

ていきたいと思っております。これまでの審議会では、原則として 1 カ所に絞り込むという



第 4回土浦市庁舎建設審議会議事録 

 

11 

 

ことで、答申をしたいということを確認してきました。現段階でも、1 カ所に絞り込んで答

申したいと、私は議長として、そういう姿勢でいきたいと思っております。それで、今回追

加した候補地は既存の建物を庁舎として使いますので、若干他の 3 カ所とは、評価の仕方が

変わってくるかもしれません。資料の作成は事務局でお願いして、可能であれば、次回、候

補地を決定したいと思います。これに関してはいかがでしょうか。 

（委員）意見の統一が図ることが出来ればいいと思います。 

（委員）それは 1 つに決めるということですか、それとも 2 つぐらいにするということです

か。 

（会長）基本は 1 カ所です、ただ様子によって当然、主に選んだとこでしたらそれは考えま

す。 

（委員）候補地になったわけですから、たとえばヨーカドーの 36人の地権者に候補地になっ

た時の意向調査。今度は、市役所が来れば、そういう具体的な中で、それを踏まえての意向

調査やってもらいたいと思います。 

（会長）今のいかがですか。意向調査については。 

（事務局）4 月 16 日に、共有者協議会総会で市に買取りをお願いしたいという話が決まりま

した。同日市長へ共有者協議会の方から、市での買取りをお願いしたいというような要請が

ありました。要望の中に庁舎とかということは、入っていたかと思いますが、そこの部分は

検討させていただきたいと思います。今、判断しかねますので、時間をいただきたいです。 

（委員）今候補地になって、問題は、ヨーカ堂がその 36 人と交渉するのなら別ですが、市が

交渉したら高額な建物になる可能性もある。石巻では百貨店を頂いて、その他金を 2 億円置

いていってくれた。ヨーカ堂も 68億を支出している。候補地にということになったら、値段

的には、相当交渉しないと先進まないということと、それから相当の努力が必要ということ

も付け加えておかないと大変で、それは中央地区においても同じです。だからその辺のとこ

ろは特と議論していくべきです。 

（委員）次回、執行部の方にぜひお願いしたい。これだけ優秀な方が集まっているところで、

議論できないような資料では困ります。やはり意向調査なり議論できるお話、調査なりそう

いうものの前提をもって次の会議に臨んでいただきたい。今日から一歩も進んでない、今日

現在と同じ状況では議論しても始まりません。先程、当然地権者の売る・売らない、値段が

安い・高い、それだけの話しでは全然一歩も進まないので、できれば次の段階に進めるよう

な、内容なりそういうものをお持ちになって望んでいただきたい。以上です。 

（委員）今の話に追加ですが、この総合評価結果、ヨーカドーさんの 4 ページに総合評価あ

りますが、ここにある地権者との対応が必要である、というのが、今議員さんがいわれたこ

とだと思いますが、わたくしが心配しているのは、他の３カ所は新たに建てるので、いろい

ろな形に作れると思いますが、今回は、既存の建物なので、その既存の建物を使うことによ

るいろいろなリスクとか、メリット・デメリットもあると思いますが、リスクは非常に大き

いです。構造的確認が必要であると２カ所も書いてあるので、構造的な強度、それが不足し

ているのなら防災拠点としてそもそもどうなのかというのは、建物が使えるものかという話

にもなってしまうので、そのあたりのことも含めて、それこそいろいろ判断できるような、
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いろいろな資料をご用意して頂きたいと思っています。 

（事務局）先ほどの委員のご指摘には、十分参考とさせていただいて、その様な資料を提出

させていただきたいと思っております。 

（委員）情報をもう少し詳しく出してほしいです。たとえば地権者の問題、ヨーカドーでど

うなっているかなんて、ここで議論している話じゃなくて、ヨーカドーの場合はこういう問

題がありますよ、ということが、執行部の方からしっかりと出されるのが本来のやり方だな

と思います。でそういうことがまだ出されていない部分があるのではないかと。我々審議委

員としては、まだまだいろんなことを決めてから出てくるのではないか、という心配があり

ます。議員さんがいろいろそういうのをご存じだし、委員さんもいろいろ直接交渉されてい

てご存知でしょうけれども、やっぱりそういうことの有るなし、ではなくて、最初から資料

としてしっかりと出していただきたいと思います。 

（委員）市の方でも、今の時点で候補地にもならないところをできないならできないと、示

さないから、委員長、候補地になったらここまでの資料は出せます。今我々が言う話の中で、

こういうものがあるとか、他でこのようなこういう話があるでしょう、などと話をしていた

のでは、先は全然進まないと思います。あくまでも自分はこうだけど、どうなのですかと、

私達は代表なのですから。世間でこういうこと言っていますとか、こういうことも言われて

いますと、そういう議論だったら全然先へは行かないと思います。だからここにいる委員の

皆さんは、自分はこう思いますというようにして頂かないと、私は先へは進まないと思いま

す。あと、仮説の話をしてもしょうがないと思います。イトーヨーカドーの地権者の問題、

それから一丁目の問題、それからプロパストの問題にしても、仮説の話では、私は先へは進

まないと思うので、その辺は委員長からもお願いして頂きたいいと思います。 

（委員）先程、委員さんから話があったのは、今回のイトーヨーカドー跡地の場合は、他の

３つの候補地とは違ってもうすでに建物があります。全国的にもそういう前例がある。すで

に石巻に行って私も見てきました。１階にスーパーが入っていました。委員の皆さんも１回

ご覧になってもらうことも必要だろう思いますし、あの石巻の市役所の人、あるいは市民の

方々からのその結果どうだった、というようなことも聞いてもらうのも一つの参考になつの

かと思います。この３つと、このヨーカドー跡というのは、根本から内容が違うわけですか

ら、そういうものを議論に踏まえて、コストの面も当然出てきますから、そういうものを具

体的に数値的に説明できるようなもの出してもらわないと、どこがいいと言われても困って

しまいますので、それは一つ資料的に抽出したもの、または我々が少し勉強させていただけ

るようなものを与えてもらえればというように思います。 

（会長）今、委員がおっしゃった石巻。近くですと、たぶん栃木県の栃木市ですね。栃木市

も福田屋に入ることが、ほぼ決定されております。そういう意味で、中心市街地の百貨店を

庁舎で使うのはいくつか事案が出てきていますので、そういう資料も組み込みながら、次回

できれば充実した情報をご用意頂いて、やはり大事なのはやっぱりスピード感、最初に特別

委員会にもご指摘いただいた、スピード感をもって、ご意見を精査していきたいと思ってお

りますので、次回は候補地に関する資料を十分な資料をご用意して頂ければと思っておりま

す。以上で本日の議題を全て終了したいと思いますが、その他事務局から何かございますか。 
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（次回開催期について６月末に予定したい旨事務局説明） 

 

（委員）５月・６月は総会シーズンで毎日総会しているような状態なので、７月頭では。 

（会長）どうですか、事務局から今６月末というのを目標に開催したいということですが、

個人的にはあまり先延ばしはしたくはないと思っておりますので、できればご協力いただき

たいので、６月末ということでいきたいと思います。 

（委員）市民として、新聞記事とか、ただ単に見ているだけの一般の市民が多いと思います

けど、６月の末に、ヨーカドーさんへの回答をします、ということが大きく報道されている

わけですが、さっき言われたとおり候補地とするということと、買取りといのは別な話な訳

ですね。 

（会長）ここでは候補地にするということしか決めていません。ですので、それから先のこ

とは何も決めていません。 

（委員）わかりました。スピード感をもって、と言われて、今５月の中旬です。スピード感

というのは、どういうことなのでしょか。ちょっと不思議に思いました。 

（会長）市民の関心も高いですし、役所の位置が決まらないといろんなことが決まってこな

いと思います。そういう意味から、１か月２か月遅くなると、それに応じて調整が発生する、

そういうことを皆さん御留意して頂いて、という意味です。もちろん慎重に議論します。た

だ一方で、時間によってコストがかかっているということをご理解頂いて、進めていきたい

という意味です。 

（委員）いまお話がありましたけども、この審議会で、決まらなければ、イトーヨーカドー

を買うことは、市の方で返事をしないのですか。 

（会長）ですからちょっと。 

（委員）買うと言っても、議会の承認がなければ出来ない。 

（委員）金額で合わなくて、買えなかったらもう一回審議会をやり直しですか。 

（委員）候補地なわけですから、候補地から外せばいいと思います。 

（委員）執行部にお願いですが、中央１丁目の５人の反対があるという説明がありました。

それで庁舎がこのようにと言うことですが、このエリア内で、たとえば、その５人が、候補

地の中心的な部分で反対していたのでは、当然庁舎の新築はできないことになると思います。

だからこの次は、その５人の人がどこ場所を所有しているのか教えてもらわないと議論にな

んないと思います。実際的に早いうちに決めなくてはならないということは、そういうこと

も結局選定するうちには大事な部分と思いますから、たとえば決めてから駄目になることが

無いように、短期間の内で委員長さんが決めましょう、ということは、やはり情報的なもの

は出してもらえるものは出してもらって審議していった方がよろしいかなと思いますので、

できる範囲とは言いません、できればやってくださいということです。それで同じ土俵で審

議してもらってくださいということです。それだけは要望しておきます。要望だけで結構で

す。 

（会長）議員ご指摘は、その場所はかなり依存しますから、大事なポイントだと思いますが、
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個人情報等ありますので、それに留意しながら。 

（委員）それで結構です。 

（委員）個人情報ですから。 

（会長）他にはどうでしょうか、日程ですが、すいません６月末ということで具体的な調整

はこれからということになりますが、６月の末で開催したいというふうに思っております。 

（委員）みんないるとこで調整してもらった方がいいのでは。みんないるから。 

（委員）後になると調整できなくなります。 

（会長）調整できますか、今。 

（会長）今ここでまとめるとなると難しいですか。わかりました。ここで決めるもの大変だ

と思います。要するに皆さんスケジュール合いませんので。どれに優先順位つけるのもなか

なか厳しいと思いますので。 

（委員）スケジュールの問題というより、市が、はたして６月のいつごろ買う返事をするの

ですか。 

（委員）これからです。 

（委員）それが決まらないと会議は開けないでしょう。 

（会長）一応回答するには、やっぱりある程度目標は決めた方がいいでしょう。 

（委員）やる前にもう買うのは決まっているわけですか。 

（会長）それはわかりません。 

（会長）とりあえずスケジュールの一任ください。 

（委員）一任します。 

（会長）それでは、一任を頂きました。以上をもちまして本日の会議を終わりたいと思いま

す。 


