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第２回 土浦市庁舎建設審議会議事録 

日時 平成 23年 10 月 11 日（火） 9時 30 分～11 時 45 分 

場所 市役所第 2会議室 

 １ 出席者 

審議委員：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、小野委員、 

瀬古澤委員、中台委員、川又委員、眞山委員、臼井委員、木下委員、 

大島委員、高橋委員、古渡委員 

市  側：瀧ヶ崎副市長、五頭副市長、冨永教育長、小泉市長公室長、久保庭総務部長、 

羽成市民生活部長、湯原保健福祉部長、塙産業部長、木村建設部長、 

東郷都市整備部長、長峰教育次長、青山消防長、桜井議会事務局長、 

服部行政経営課長、中村財政課長、小柳総務課長、色川管財課長 

事 務 局：塚本政策企画課長、神立主任政策員、船沢政策員、平井政策員、水田政策員 

２ 傍聴者   20 名 

３ 議題 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）報告 

① 第１回庁舎建設審議会議事録ついて 

② 第１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 

① 上位計画との整合性（案）について 

②  今日の社会経済情勢（案）について 

③  基本理念（案）について 

④ 建設方針（案）について 

⑤ 基本指標（案）（想定収容部局、想定人口、想定職員数、想定議員数）について 

⑥ 庁舎規模（案）について 

⑦ 庁舎建設費及び財源（案）について 

⑧ ７つの候補地の総括（案）について 

⑨ 候補地の検討（案）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    

・資料１：第１回庁舎建設審議会議事録ついて 

・資料２：第１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３：１  上位計画との整合性（案）について 

    ２  今日の社会経済情勢（案）について 
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    ３  基本理念（案）について 

    ４  建設方針（案）について 

    ５  基本指標（案）（想定収容部局、想定人口、想定職員数、想定議員数） 

について 

    ６  庁舎規模（案）について 

 ７  庁舎建設費及び財源（案）について 

 ８  ７つの候補地の総括（案）について 

 ９  候補地の検討（案）について 

 

■開会 

 

■会長あいさつ 

（会長） 

・朝早い時間ですが、重要な案件であり十分議論を尽くすため、１２時までの時間を確保し

た。皆さんの忌憚のないご意見を頂きながら進めていければと思っており、ご協力をよろし

くお願いしたい。 

 

■報告 

１ 第１回庁舎建設審議会議事録 

２ 第１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Ⅰ、資料Ⅱ 事務局説明） 

 

・デリケートな問題であり、進行は厳格に行っていきたい。 

・公表する議事録の発言者は匿名とする。 

・審議会については、市長から諮問をし、全体的な内容、構想に基づく具体的な個別の内容

すべてについて、この審議会から、市長に答申をする。それに基づき、市長は意思決定をし

て、議会に諮って行くということになる。議会の議決案件は、庁舎の位置となっており、議

決については、３分の２以上の議決が必要となっている。 

・議会でも、この問題について調査研究をするために特別委員会が設置をされ、特別委員会

で調査研究された内容については、市としても十分に尊重し、議会からの提案について、こ

の審議会に諮りながら、これからも進めていきたい。 

・審議会は、市民、また、各団体の代表者が参加しており、いろいろな意見を聴取できると

いう意味でも、重要であるという位置づけで、今後審議を進めてきたい。 

・候補地を決めていく際に、今回、庁舎の建築規模の算定基準が示されているが、例えば市

民が集まれる機能であるとか、そのような機能を複合的に入れていく必要があると考えてい

る。 

・庁舎の付加機能、プラスアルファの機能については、地域性によって必要になってくると
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考えており、概要を示した算定基準は、最低の基準であり、本日の審議のテーマでもある、

基本理念とか建設方針から、本市の庁舎のあるべき姿が導き出される。こうしたことから、

次のステップとして、具体的にどのような機能、その機能に対して、どれ位の面積が必要に

なるかの検討は、この後の作業として認識している。 

 

■協議 

○１ 上位計画との整合性（案）について 

２ 今日の社会経済情勢（案）について 

 

（資料Ⅲ 事務局説明） 

 

・市庁舎の位置を決める時には、いろいろな計画との整合性あるいは尊重するという視点が

求められる。他の計画も沢山の時間をかけ、叡智を注ぎ込んで作られた計画であり、それら

を尊重することが重要である。 

・また、現在の庁舎が出来てかなりの年数が経っており、その時と比較して、社会情勢が大

きく変化し、こういうことを踏まえながら位置を決めていく。 

 

○３ 基本理念（案）について 

４ 建設方針（案）について 

 

（資料Ⅲ 事務局説明） 

 

・上位計画、社会情勢、市民アンケートの結果を踏まえ、基本理念が提示され、基本理念を

受けてより具体化した建設方針が示された。 

 

○５ 基本指標（案）（想定収容部局、想定人口、想定職員数、想定議員数）について 

６ 庁舎規模（案）について 

７ 庁舎建設費及び財源（案）について 

 

（資料Ⅲ 事務局説明） 

 

・国の３０％の補助については、庁舎建設は、基本的には対象にならない。ただ、現在新た

な中心市街地活性化基本計画を策定しており、この計画が国で認定され、その計画での中心

市街地のエリア内に庁舎を建てるということになれば、国からの補助金が充当される制度に

なっているが、様々な条件があり、その内容については、今後精査していきたい。 

・他の市につきましては、この３月１１日前の時点の建設計画であり、震災を受けて、様々

な新たな課題が出てきていると思う。土浦も過去２回の大水による災害を被っており、この

ようなことを考えなければならないし、これだけの高齢化社会の中で、高齢者をそういう災
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害時においてどうするのかということになれば、やはり中心市街地に市役所が出来れば、市

役所が拠点になるということを考えなければならない。説明があった面積等については、通

常の行政ベースで算定であり、そのような機能も含めて考えていく必要であり、この２万２

千㎡で議論を終わるということは少し禍根を残すのではないか。 

・詳細の面積等については、今後、引き続き様々なご意見を頂き精査していく必要があり財

源等のバランスを配慮しながら引き続き作業を進めていきたい。 

・現在、国も地方も財政が非常に厳しい状態で、色々なものを縮小していかなければならな

い状況にあり、議会についても、議員削減も含めた特別員会を設置しており、２８人に定数

を固定しないで、少し弾力性をもった取り扱いが必要である。 

・市民が望む、理想の市庁舎はどういうものかということは理解できるが、市民に対して健

全なサービスを行う職員のための視点が見えないような気がする。 

・１番庁舎の中にいて、活動する人間が、効率的でしかも使いやすい庁舎にしていくという

ことは必要なことであり、改めて課題としても捉えていきたい。 

・庁舎の規模が非常に重要な課題であり、つくば市の延床面積は２万１千㎡位で、建築費が

約８０億円弱であり、人口とか面積を比較すると、土浦市が求めている延床面積や建築費が

つくば市と同じなり、もう少し面積が小さくても、建設費が少なくてもいいのではと感じる。 

・事務部門など正に行政部分を考えている話なのか、他の市は、市民スペースなりを含めた

面積になっているのか簡単に説明をお願いしたい。また、この地震を受けて、最近作った庁

舎というのが、このような機能も欲しかったという実例を伺えれば参考になると思う。 

・つくば市との比較については、詳細について調べていきたい。また、一部付加機能等につ

いても、改めて面積と付加機能の部分については調べて報告したい。 

・財源には、庁舎建設基金、合併特例債を活用するとされているが、合併特例債の発行期間

が５年間延長され３２年３月までとなった。それに伴い、市庁舎の建設工事の竣工は、特例

債の期間延長によって延びる可能性はあるか。 

・庁舎建設事業についは、現在の計画でも、完成する頃には、建設以来半世紀が過ぎ、喫緊

な課題であり、出来るだけ早い建設を進めたいと考えている。合併特例債が５年間延びたと

いうことを理由に、庁舎建設事業を先送りせずに取り組んでいきたい。 

 

○８ ７つの候補地の総括（案）について 

９ 候補地の検討（案）について 

 

（資料Ⅲ 事務局説明） 

 

・候補地を１カ所にという話があるが、例えば現在地は高台で、他の候補地は全て平地であ

り、防災の拠点として、残しておいてもいいのではないか。 

・案は１カ所を絞り込むということで議論し絞り込む方向で進めていきたい。今回の審議は、

広く情報を集め次回から絞り込みたい。 

・候補地としては２カ所位がいいと思う、１カ所目が駄目ならそこになるという、対抗意識
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が持てる、ライバルがいる雰囲気になればいいと思う。やっぱり乞われる、地元の盛り上が

りがある、そういう場所を作っていかないと、そこに協力者がいないと、多分役所の職員や

議員だけではなく、市民からも強い協力者が出ないと、なかなか候補地は決まって行かない

と思う。 

・ここの審議会としての意見は明確に示した方がいいと思っており、無理に１カ所でという

ことではなく、そういう考えがあるのであれば、順序だけはつけたいと思っている。順序は

つけて、後は若干の重みを付けながら、数カ所であればそういう形にならざるを得ないと思

っている。 

・庁舎は上に伸ばすことができるが、敷地が問題だと思う。土浦の場合は災害を想定すると、

水であり、敷地は、少しでも広くとれる平坦地がいい。防災の拠点となれば、市民が最初に

駆けつけるのは、市役所であり、学校であり、公民館であり、分かり易い場所にあって、敷

地の広いところ、当然災害時に合わせた、物資、機材等が確保できる建物が適切に整備でき

る敷地がいいと思う。 

・コンピュータとか、市民の財産を守るべき資料等については、これからは水害にも強い２

階、３階に配置することを検討してもらいたい。 

・場所の選定で一番の問題は、買収できる広さがどれだけ確保できるかだと思う。最低でも

どれ位の広さが必要なのか、そういうものを前提に場所の選定をしていかなければと思う。 

・７つプラス２つの候補地が出てきたが、この中で必要な面積を確保できるところが何カ所

あるかということであるが、高齢化の問題があり、車を利用できない方々もおり、そういう

ことを総合的に判断すると、この何年か前の候補地と今の時点での候補地の選定というのは、

大分中身が変わっている。今までの７つが全部候補地として生きてなくても、大前提的の中

で交通整理ができるのかではないか。その中でプラス２か所が出てきて、面積的に将来的に

どれ位の大きさを最低限に確保しなければならないということがあって、候補地を探すべき

ではないか。 

・前回は、７つでは多すぎるということで、基準で絞って提出してくださいということであ

り、候補地が９カ所になっては、議論の仕方が少し違う。コンパクトシティを進めて、総合

評価をしたと思うが、当然除外されるようなところが、７つのうちに入っており、会議もあ

と４回か５回しかないので、やはり、絞り込む必要があると思う。 

・７ヶ所については、平成６年の提案であり、現在の社会情勢の視点から、物差しをあてた

結果を本日提出した。総合評価でこことここを残すと表現はしていないが、総合評価の結果

からおのずと省かれる候補地もある。前回の審議会で再度評価するということであり、その

結果を今回ご提示したのでご理解を頂きたい。 

・７つの候補地について評価案が出されたが、どれを絞るかは、この審議会が決めることで

ある。議会の方から２か所を新たに提案したが、７プラス２という考え方で、次回の会議に

行くのか、例えば２プラス２の４でいくのかは、審議会で決めるということで進めて頂きた

い。 

・時間がない中で候補地を決めることになり、やり直しはきかないと思っている。ここで候

補地を１回膨らませたいと思いる。その後、絞り込みたいという意図であることをご理解を
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頂きたい。本日は広く候補地を集め、次回以降、当然落ちる所は必然的に落ち、今回は情報

を広く集めて、評価軸に関しても、本日頂いた、委員からの意見のように、広い敷地が大事

だとか、あるいは委員からいただいた用地取得性が大事だとか、そういうことも踏まえなが

ら評価していきたい。 

・候補地を９カ所に絞ったということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

・それでは、９カ所の候補地でご承認を頂いたということで理解します。 

・続きまして評価ですが、これから絞り込むが、先ほど二人の委員からご指摘を頂いた意見、

つくば市との比較という指摘もあった、意見を広くいただきたいと思う。こういう視点から

評価すべきであるとか、こういう観点から場所を選んでほしいというようなご意見があれば

と思う。 

・今後用地の取得とか、規模を考えると、先ほど最低限の機能を持ち合わせた規模というこ

とで、２万～２万２千㎡というのが試算されていたが、これに市民サービスとしての機能を

どれだけ付加するかということが大きな課題になってくる。やはり、費用がかなり膨み、一

市民としては、支所機能の充実というものも念頭に置きながら、本庁舎の規模というものを

考えるべきと考える。特に一市民として、本庁舎の利用頻度を考えると、１年に１度あるか

ないかという中で、高齢者とか少子化というお話あったが、どれだけの高齢者が中心市街地

に向かって、生活をしていくかということを考えると、中心に、市街地に本庁舎があって然

るべきであるが、それを取り巻く支所機能の充実というものを念頭に置きながら規模とか、

場所を考えるべきと思っている。 

・住民サービスは現在コンビニでできるとか、そのようなものはフル活用しながら、今まで

のサービスレベルを落とさないという形で、非常に大事な市民目線の指摘であり、当然配慮

していきたい。 

・候補地については、順位を決めて厳格に選ぶべきである。それと、広さについては、今は

高層的に建てても、建築基準で建てるのですから問題はなく、狭ければ狭いなりに駐車場も

中に入れたような場所でも建築は可能であり、皆さんが来て非常に喜ぶように建てるべきで

ある。 

・もう一つ問題なのは、コミュニティセンターとか支所とかの機能を分散できるように発揮

できるならば、本当にコンパクトな庁舎が出来るのではないか。しかし、本庁舎に行かない

と色々な手続きができないということであれば、本庁舎に機能を集中させる必要があり、そ

の点は検討課題であると思う。 

・また、今からＩＴ化が進み、事務のＩＴ化が進めば、職員を削減する可能性が出てくる。

また、各家庭のＩＴ化が進めば、家庭からもネットや、もっと先に行けば相談事もテレビ電

話で出来ることになり、職員の人数等については、その時その時にならないと分からないと

思うので、現在の職員数を基礎として計画していくことは妥当で進めるべきと思う。 

・市としては、サービス水準を落とさずに、ある程度、分散的なサービスを提供できるとい

うことでいいか。 

・市の支所・出張所の機能については、より幅を広げていくということが可能であれば、市
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民の皆さん、特に高齢化等への対応を考慮すると、必要になってくると考えている。今回の

新庁舎の整備にあたっては、情報化も当然活用していくことも十分可能であると考えており、

庁舎で手続きを取っていただく部分と、支所で手続きを取っていただく部分については、改

めて検証する必要もある。支所については総合窓口的な機能も備えており、庁舎の建設に際

し、事務のあり方について検討させて頂きたい。 

・川口二丁目用地に絞り込んでいただきたい。その理由は、用地買収が既に済んでおり、そ

れからプロパストのマンション建設のための基礎工事が済んでおり、その基礎を利用できる

と聞いている。用地としても一番いいところだと思う。本日３つ位に決めるならば、中央一

丁目、駅前北地区、川口二丁目用地の３つを候補地に入れて欲しい。 

・もう１点は、今の中央出張所については、川口、駅前に行っても残してもらいたいという

のが、中心市街地方たちの要望である。 

・障害者や高齢者の方は、市役所に来る回数も多く月単位で来ている。必ず誰かの車に乗せ

てきてもらわなければ来られないのが実情であり、交通の便を一番優先させて頂きたいと思

う。 

・先ほど候補地は９個に絞ったが、評価項目に関しては、基本はこの評価項目の９つを基本

として評価していくということでいいか。 

（はい） 

 それでは、この９つで評価していくと、もちろんどこに軸足をかけるかというのはこれか

らの議論になる。９つの評価軸で整理するということで進めさせていただきたい。 

・市長は、議会とか、市の広報紙や新聞で、今回の候補地はコンパクトシティ、中心市街地

に移転するということが公約に沿った候補地を支持していくことが筋であると思う。その点

を踏まえて、９つ候補地の中から決定できればと思う。 

・９つの候補地に絞り、評価は事務局提案の９つの評価でいくということで承認を頂いたと

いうことで確認する。 

・評価項目に周辺環境状況というものがあるが、日本全体として、地球環境、環境負荷を抑

えるということが大前提であり、二酸化炭素を減らすとか、そのような全体的な問題も含め

ての環境ということで、あくまでも周辺環境ではなくて、そういう環境に視点に捉え直すべ

きである。 

・環境はグローバルもローカルもあるが、土浦市の一部ではなく、グローバルな環境にも貢

献する庁舎だという位置づけで評価をしていくということだと思う。 

・評価の過程について、どういうような経緯でこのような評価になったということを、経緯

結果をもう少し詳しく説明して欲しい。 

・今回は結果のみの提示であり、当然評価については説明するということになる。 

・誰がどのような形でしていくかということも明確にしていただきたい。 

・評価の客観性ということは重視していきたい。 

・他にどうか、それでは、９つの候補地と、９つの評価指標についてはご承認を頂いたとい

うことで進めさせて頂きたい。それでは議題はこれで打ち切りたい。 
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■その他 

○先進市視察について 

・先進地視察については実施する方向で、先進市と調整の上、各委員へ連絡する。 

 

○次回の日程について 

・次回は１１月２５日（金）１３時３０分から予定している。 

・候補地の評価を行う。建設の指標についてもさらに深めていきたいと考えている。 

・年内はもう一度１２月２７日（火）１３時３０分から予定している。 

 

○閉会 


