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+第３回 土浦市庁舎建設審議会議事録 

日時 平成 23年 11 月 25 日（金） 13 時 30 分～15 時 

場所 市役所第 2会議室 

 

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、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 （欠席 小野委員、木下委員） 

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、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、 

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、大里商工観光課長 

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   19 名 

３ 議題 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）報告 

① 第２回庁舎建設審議会議事録ついて 

② 第２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 

候補地の評価（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Ⅰ：第２回庁舎建設審議会議事録ついて 

・資料Ⅱ：第２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-１：候補地の評価（案）について 

・資料Ⅲ-２：候補地の評価（案）について 

・追加資料：市庁舎建設に係る補助金について 

 

■開会 

 

■会長あいさつ 

（会長）今回で第３回目の審議会になる。１回目、２回目はどちらかというと、議論に関し
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ましては広げる方向で進めてきたが、第３回以降に関しては絞っていくとプロセスで進めて

いきたいと思っている。本日は、市の方から９つの候補地に対して、９つの項目に関して、

全部で８１の項目の評価について説明してもらい絞り込むというプロセスになる。庁舎を建

てるスケジュールはタイトで、後戻りする余裕がないので、慎重にかつ着実に進めていきた

いと思っている。議事の進行に関しては是非ご協力を頂戴できればと思っている。 

 

■報告 

（会長）議事次第の３番目の報告事項から入りたい。報告事項は２つです。前回の審議会議

事録と前回皆様から頂戴したご意見とその対応等について、事務局から説明をお願したい。 

 

（資料確認） 

 

○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 、市庁舎建設に係る補助金について（追加資料）事務局説明） 

 

（会長）議事録、前回のやり取りとその対応について説明があった。ただ今の説明について、

ご意見、ご質問があれば挙手の上、お願いしたい。 

 

（質問、意見なし） 

 

（会長）それでは続いて、協議事項、候補地の評価（案）について事務局から説明をお願い

したい。 

 

■協議事項 

○候補地の評価（案）について 

 

（資料Ⅲ－１、２ 事務局説明） 

 

（会長）それぞれの候補地に関し、９個の評価軸で、実際に○、△、×と評価をしていただ

いた。この９ヶ所は、１番から７番までが、平成６年の提言によるもの、残りの２つは議会

から提案をしていただいたものです。この９カ所の候補地に関して、９つの評価項目で評価

していくということについて、前回の審議会で確認をいただいている。今、事務局の方で説

明があったように、評価をしてもらったわけですが、まず、具体的に絞り込む前に、この資

料に関して、ご質問、ご意見などがあれば、まず、お受けしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

（委員）９カ所の候補地ということで、前回７か所に、プラス２か所ということにしたが、
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今の説明を聞くと、９番目の川口二丁目用地は、以前からあった川口運動公園地区の一部が

９番目の候補地に入ったということですか。それと、そもそもの法規制があって、建物が建

てられないという場所や、高さ制限があり、ここで絞り込む以前の話で、例えば、１番、３

番、４番それから６番については、そもそも候補地にはなり得ない場所だったと考えてもい

いのか。９つを考えるというよりは、残った５つか４つをよく検討した方がいいのか、それ

とも、やはり最初から９つの候補地の一つ一つの評価を見ていった方がいいのかを教えてい

ただきたい。 

（事務局）まず、７か所は、第１回の時にも説明をしました、平成６年の時に提言書が提出

されており、その７ヶ所をそのまま候補地に上げたということです。その時には絞り込みは

せず、あくまでも７か所をたたき台ということで提出しました。それに、第２回の時に２か

所が加わったということです。今回、初めて全体の評価を提出したものであり、結果的に除

かれる箇所も出て来ると思いますが、そのような経緯があります。 

（会長）若干補足しますが、今回建設に向けて、タイトなスケジュールでやっており、慎重

に進めていきたいということで、あらゆる可能性について、今回吟味していただいている。

結果として、委員が言う通りになるのかと思えますが、着実にやっていきたいということで

進めている次第です。 

（委員）今、委員が話したように、中央一丁目、それから駅前北地区、それから新川北岸、

川口運動公園に絞って、話し合いを進めたらいかがかと思います。 

（会長）わかりました。それではいかがですか。もう少しご意見を頂きながらと思います。 

（委員）先程事務局から、郊外４カ所と言われましたが、この前の議会の特別委員会の中で、

駅北とプロパストの後の２か所を追加して、先ほど委員からもあったように、７ヶ所は前の

話なので、ある程度絞ってやっていった方がいいと思います。 

（委員）今の委員からの話ですが、１７日の朝日新聞には既にそのようなことが掲載されて

います。それで土浦市庁舎の候補地が中心部の４カ所に絞り、この審議会に提示するという

ことまで新聞に書かれています。私たち審議委員は一体なんなのかと。新聞報道がこういう

ことですので、まず、最初に、候補地を議論する前に、市の方はきちんと審議会の場で、新

聞記事について説明してくれないと、私たちは何を目的に話し合いをするかということが明

確ではなくなります。特別委員会でそういう審議があったということは、事前に新聞等で出

されていることで、そのことの説明が全くなくて、候補地の話をズルズルやっているという

ことはおかしいことだと思います。その辺を調整してください。 

（会長）我々はここで粛々と議事を進めていくということがミッションであると思っており

ます。ここで議論することはかなり重いことですから、我々は、自信を持って提案していき

たいと思います。 

（委員）私たちは、新聞記事を情報の一つとして見ているわけです。それと同じようなこと

が委員からお話がでたわけで、そういうことも一部記事になっておりましたけれど位の、親

切もあっていいのではないかと思います。 

（委員）我々はあくまでも特別委員会であり、審議会を一番尊重して、そして、市長に提言

するという基本は崩れないと思っています。あくまでも我々は勉強会と同時に、先ほども３
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分の２の議決権があるということはあるが、審議会で審議する前の、事前調査あるいは勉強

会だと思ってご理解を頂きたいと思います。 

（委員）そういう説明が最初にあって欲しかったということです。 

（会長）他にいかがですか。 

（なし） 

（会長）ただ今、ご指摘がありました候補地に関してですが、資料Ⅲ－１の２頁、３頁に候

補地９カ所の総合評価が載っています。まず、最初に８１項目あり、情報量が多いと思いま

すので、少し整理した方がいいと思いますので、候補地を少し整理していきたいと思ってい

ます。そういう観点から行きますと、１番の現在地、これは前々回で現在地での建て替えの

可能性は低いということで、移転するということは確認したと思います。ですから、１番に

関しては候補地から外したいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（会長）続きまして、３番、市民運動公園ですが、コンパクトシティの考えと整合しません

ので、これも候補地から外すということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（会長）４番を飛ばして、５番、滝田地区に関しましてもコンパクトシティ等の問題もあり

ますので、これも外すということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（会長）続きまして６番、これも同様な理由から、真鍋二丁目・西真鍋地区は、今回の対象

外とするということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（会長）そうすると、１番、３番、５番、６番を外しました。これから４番と９番ですが、

川口運動公園と川口二丁目用地ですが、市の原案ですと×ということで、これを候補地から

外すということになりますが、いかがでしょうか。 

（委員）川口はプロパストが持っていまして、16,400坪を鹿島建設が請負い、350億で施工し、

11億円の基礎が既に出来ています。ですから、その基礎を利用すれば、土地は土浦市のもの

であり、もしもの時には、川口二丁目用地ならばすぐに着工出来るということです。同時に

駅東の駐車場がそのまま使えます。同時に、県の方に、新しい県南の野球場を作ってほしい

ということを要望しています。高野連も、県南10市からも、土浦で県営球場を県に要望して

もいいと了解を得ています。今は県の財政も厳しいですが、県南に県営球場がありません。

ですから、陸上競技場が、常名と新治の方に分散化が図れれば、野球場は、現在の川口運動

公園のどこにでも作れます。ですから、もしもの時に、土地もそっくり使える、それから11

億円の基礎も使えるということです。ですから、転ばぬ先の杖ではありませんが、川口二丁

目用地を残しておいてほしいと思いますのでお願いします。 

（会長）他にご意見は。 

（委員）議会の特別委員会で、色々な意見が出ましたので、参考になればと思い、皆さんに

ご報告いたしたいと思います。一つ目は、先ほど皆さんにお配りした補助金の問題です。最

初は53億円の基金と特例債と一般財源という話でしたが、特別委員会の中で、国からの補助
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金の対象となるならば、補助金を充当すべきということで、確認はしていませんが、皆さん

に資料が配ってあると思います。 

それから、中央一丁目地区については、コンパクトシティ、市街地の賑わいの形成として

は最適ではないかと。それと高架道を利用して、高架道から降りられるようにはできないか

という意見がありました。中心市街地でありベストではないかという意見でした。しかし、

地権者の問題があります。 

先ほど出ました、プロパストにつきましては、基礎工事が使えるかどうかは、今後精査す

るとして、市の所有地ですので地権者問題は全くありません。市が決定すれば、すぐにも着

工できます。東口になるので、常磐線で分断され、市街地の活性化には結びつかないのでは

ないのかという意見がありました。霞ヶ浦に隣接しておりますので、その拡張性に問題があ

るという意見がありました。 

駅北に関しましては、バスの発着が駅前であり、電車も入ってきてます。そういう意味で

は交通弱者、障害をお持ちの方、高齢者もワンストップで来庁できます。同時に、このよう

な意見が出ました。イトーヨーカ堂の問題ですが、イトーヨーカ堂が撤退したらどうなるの

かと。これも一考に入れておかなければならないだろうという意見も出ました。 

それから、真鍋の新川北岸については、地権者があまり多くない、地権者の問題で、他の

候補地が先に延びるようであれば、協力も得られるのではという話は出ました。その他様々

な問題も出されましたが、委員会から出た前向きな意見だけを紹介しました。以上です。 

（会長）私としては、川口二丁目用地をチェックしてまいりたいと思います。また折によっ

ては、今のご発言を整理して再度お願いするかもしれません。そうしますと、用地買収は大

事ですので、今回、震災のこともありますので、スピード感をもってあたらなければいけな

いということも理解できます。そういう観点から行きますと、川口二丁目のことですが、そ

れから運動公園については、分離して議論していきたいと思います。二丁目の方だけを候補

地として残し、運動公園の方は、落としてもかまわないということですか。 

（はい） 

それでは、議論を進めるためには、川口二丁目、９番については、用地買収等のこともあ

りますので、留保させていただきまして、まず先に４番、川口運動公園地区については、候

補地から落とすという形でよろしいでしょうか。 

（委員）私ども市民が選んだ市議会の議員が、議論して選んだ結果であり、運動公園につい

ては外した形で、川口二丁目は残した形で、特別委員会の委員長の意見に賛成をいたします。 

（会長）分かりました。川口運動公園地区を候補地から外すということで、合意したという

ことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（会長）それでは、４番も候補地から外して行きます。そうすると、結果として確認いたし

ますが、２番の新川北岸地区、７番中央一丁目地区、８番土浦駅北地区、９番川口二丁目用

地というのが現段階で候補地として絞り込みました。４カ所を候補地として、詳細に議論を

していきたいと思います。市の方から提示のあった内容も踏まえまして、この４地区に関し

て、市からの評価も含めてご意見ご質問があれば是非お願いしたいと思いますがいかがです



第 3回土浦市庁舎建設審議会議事録 

 

6 

 

か。 

（委員）６頁に写真付き資料があると思いますが、ここで敷地面積という中で0.73haとあり

ます。これはもう少し広いのではないかと思います。駅北開発計画というのが、何年か前に

あって、その時にマンションと図書館を一緒に建てるという計画があった時には、確か１ｈ

ａ以上あったと思います。その後、マンション建設が中止になって、図書館と業務棟で整備

をするときに0.73haとなりました。マンションを建てる所は、確か市有地と聞いていました

のでそこを含めればもう、0.73haより少し大きくなるのではないのですか。１ｈａ以上にな

るのではないのですか。 

 あと、ここに最初に地図が載っていますが、今４カ所に絞られた中で、次回で結構ですが、

もう少し分かり易い地図を出してもらいたいと思っています。ここにある地図は都市計画図

ですが、すごく見づらいです。実際の道路とか、一体どんな場所を計画しているかというの

が、ちょっとわかりづらいので、次回に提出していただきたいと思います。 

また、いくつかの、ところで矛盾した評価がなされていると思います。例えばコンパクト

シティとか、中心市街地活性化という大きな目的になっていると思いますが、それについて

コンパクトシティとは何ですかとか、それに対して、市役所をそこに持ってくるというのは、

コンパクトシティについてのどういう役割を果たさせようとしているのか、あるいは、コン

パクトシティの場合にはいくつかの建物を複合化する、あるいは集約化するということが、

中心的な問題だと思いますが、例えばこの中で言うと、複合施設にすると一極集中してよく

ないという評価がされています。あるいはアクセスについても自動車によるアクセスを非常

に重視していると思います。例えば駐車場の確保とかそういう意味からです。でも、コンパ

クトシティというのは歩いて行けるまちづくりであるわけですから、公共交通機関を、有効

に使うという、そういう評価も必要ではないかと思います。この一つ一つが△とか×になっ

ていますが、この後細かい評価がされると思いますが、ある程度概念的なものを一致してい

かないと、ある人はこういう意味でコンパクトシティを使っている、ある人はこういう意味

で、全く反対の意味でコンパクトシティということを使っていることになると、話がかみ合

っていかないのではないかという疑問を感じました。 

（会長）資料の作り方ですが、候補地が９ヶ所もありますので、どうしてもやっぱりこうせ

ざるを得ないと思います。ある程度絞り込んだ段階で、委員が指摘は次回以降提出されてく

ると思います。あとコンパクトシティについては定義が曖昧ですが、議論を展開すると不毛

の議論といいますか、ここは曖昧な形で使っていただいて、アクセスの方法とかというのは、

今後個々の具体の計画等を踏まえながら理解していただきたいと思います。 

（事務局）面積の部分、駅北について最初１ｈａという話がありました。確かに計画の面積

としては１haですが、その部分については道路が含まれています。道路部分を拡幅しますの

で、駅前東崎線を拡幅した部分を除いて、あくまでも敷地の部分については、0.73haとしま

した。 

 それから地図につきましては、平成６年もそうでしたが、現時点において、地権者の問題

もあり、特定することは適当ではないということで、今回はこのような図面にさせていただ

きました。 
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（会長）他にご意見等はいかがですか。 

（委員）４カ所に絞られたとすれば、この補助金についても、どこならばどの程度得られる

ということも資料に入れて欲しいと思います。中央地区ならば、４０％で１００億ならば４

０億出るわけですから、この点についても、検討する中で努力していかないと、そのような

ことを踏まえ、４カ所に対して、どこにいくら補助が出るんだということが、今の評価項目

の対象とならない気がしますので、検討してください。 

（事務局）資料を配布させて頂きましたが、補助金については、庁舎の建設事業費の３割、

４割というものではなく、公益施設を作る、例えば福祉施設などを併設する、あるいは、市

民活動のフロアを作るとか、そういう部分に関して、４割、３割が対象となるという意味合

いですので、それについて、おことわりいたします。 

（委員）委員が分かりづらいというのですので。 

（事務局）その部分につきましては、資料を調整いたします。 

（委員）４カ所に絞り込みましたので、これからは、市庁舎を作ることに対しての、メリッ

ト・デメリットをもう少し細かく、色々な意味で、細分化したものを提出してもらって、そ

れを皆さんで議論した方が、前に進むのではないかと思います。説明する方も資料を用意し

てはいないでしょうから、次回は細かく、メリットばかりでなくデメリットを提出てもらい

皆さんで議論をしたいと思います。 

（委員）先程私も、申しましたが、駅北と同時にイトーヨーカ堂の場合は、今も営業してい

ますので、厳しい問題はあると思いますが、ワンコインで来られると、また、交通の利便性

もいいということを考えますと、同時にイトーヨーカ堂が撤退した場合は、空き店舗になる

とそういうことも考慮して、一考した方がいいとの意見がありましたから、皆さんに考えに

入れていただければと思います。 

（委員）商店街連合会長として言わせていただきますと、一時そういう話がヨーカ堂さんか

らも漏れてきたことがあります。でも、今は新しく着任した店長さんが絶対頑張ってここで

やるのだと言ってくれておりますし、今回のウィンターフェスティバルでも多額のお金を出

して協力してくれる、そんな姿勢でおりますので、私どもとしてはヨーカ堂さんと、駅ビル

さんに頑張ってもらって、土浦の中心市街地の商業の活性化を目指していきたいと思ってお

りますので、その点はご理解をいただきたい。 

それに関連して、先日石巻に行ってきました。石巻は、石巻の駅前にあった大型店が、閉

店しましてそこに市役所が移転しました。１階は生鮮産品のお店が入っております。その上

６階までは庁舎が入っていますが、来庁した市民の皆さんに聞きますと、大変交通の便が良

くなったと、帰りは買い物が出来て大変便利になったということです。また、ワンフロアー

が広いものですから、市役所の職員がどれだけ頑張っているかよく見られるという点もいい

という話をしています。そして、職員の人たちも利便性があっていいと、上の食堂のところ

が、市民のホールになっていまして、集会所などに使え、こういう点もいいという話をして

いました。建物が無料で提供されたということで、それでも改造等で約３０億かかったとい

う話をしています。ですから、市役所に来るのは、高齢者から少し中年以上の人が多いと思

います。なんといっても交通の便というものが一番大事だと思いますので、イトーヨーカ堂



第 3回土浦市庁舎建設審議会議事録 

 

8 

 

と関係はありませんが、参考までに言わせていただきます。 

（会長）それでは少し整理をしたいと思います。今までの議論で４カ所が候補地として絞ら

れました。また、突然ですがイトーヨーカ堂の話も、さらに、今委員さんがおっしゃった石

巻方式といいますか、大型店舗に庁舎がはいったという議論が展開されましたが、４カ所に

絞ってということで、次回に進むということでよろしいでしょうか。 

（委員）今の委員の話を聞いて、確かに駅前から、ペルチさんがヨーカ堂さんと切磋琢磨し

て頑張って行こうと、両方の店長からもそういう話も聞きましたが、我々がいくら頑張って

も、ヨーカ堂さんの親会社がどう出るかは分からないので、土浦駅周辺地区とか、駅北地区

については、ヨーカ堂の撤退を一考に、評価を修正しなければならないのかと、委員の話を

聞いて思いました。 

（会長）どうでしょうか、今のご意見について。 

（会長）どうですか、４カ所に加え、今営業しておりますので、４カ所に絞るということで

進めさせていきたいと思います。今後についてですが、４カ所に絞って進めていくわけです

が、多分、今後厳しいのは、補助金の話がありましたが、用地の取得性というのが一番大事

な話であると思います。その点に関しては、市の方ではどう思っておりますか。 

（事務局）現在のところ４カ所ということになりましたが、川口二丁目用地につきましては

先ほど委員からも話がありましたが、市有地になっています。それ以外の３カ所につきまし

ては、一部市有地がありますが、ほとんどが民有地になっています。とりわけ中央一丁目、

真鍋地区につきましては、地権者が多くいます。中央一丁目地区については４０名以上、真

鍋地区につきましては２０名以上の方がいますので、意向調査につきましては、現時点で全

くあたっていませんので、今後あたる必要があると考えています。 

（会長）地権者の意向調査は時間がかかります。当然庁舎を作るにあたっては、地権者の協

力が必要ですので、１２月に次回の審議会を予定していますが、どうですか１２月まで間に

合いますか。 

（事務局）予定ですと次回の審議会は、１２月２７日に予定されています。地権者、先ほど

申しましたように、中央一丁目、真鍋、駅北、そうしますと６０名以上を調査することにな

ります。それから来月早々には議会が開かれるということで準備等があります。そういった

関係から、１２月末までには報告については難しいと、今のところは考えています。短時間

であっても１か月、２カ月は係ってしまうと考えています。 

（会長）現地調査に関しては、後ろが決まっていますので迅速に対応してもらいたいと思い

ますが、一方で慎重に進めないと、絞ってから無理だということには行きませんので、ある

程度時間をかけて、意向調査、現地調査を実施してもらいたいと思います。 

（委員）イトーヨーカ堂は撤退するとは考えておりませんが、４階はダイソーが入っている

とか、ペルチの上は空いているとか、そういったことを考えた場合、駅北だけでは、0.7ha

で、敷地の配置など、庁舎の建築についてイメージがわかないですが、２万㎡の建物の建築

が可能なのか気になりました。もちろんヨーカ堂の撤退はあり得ないこととは思いますが、

ただ分庁舎ではないですが、そこで、駅北地区で決めたならば、ヨーカ堂部分を抜かすので

はという素朴な疑問があったので、皆さんの意見を聞かせてもらえれば、駅前北地区に全部
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新築を作るのであるということであればそれでいいです。そこだけお願いします。 

（会長）どうですかご意見は。基本は、今回、分庁舎を１カ所に集めるということが基本だ

と思います。確実な所で着実に進めさせていただきたいと思います。今日の内容をここで確

認したいと思います。 

本日の会議で、９ヶ所の候補地がありましたが、４カ所、新川北岸地区、中央一丁目地区、

土浦駅前北地区、川口二丁目用地と、この４カ所に絞ったということとで、大事なことです

のでもう一度確認させていただきますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（会長）この後ですが、当然用地買収の話がありますので、地権者の意向調査を行うという

ことで、時間的には１週間２週間で出来ることではないので、次回の会議は見送って、１月、

もしくは２月位に開くということで進めさせていただきたいと思いますが、これもよろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

（会長）以上２点を確認させていただきました。次回については、私と事務局の方で相談し

て、意向調査の進捗に合わせて、検討していきたいと思っています。以上で今日の会議を終

わりたいと思います。 

（委員）次回の委員会はいつになるかわからないと。 

（会長）１２月はないということになります。 

（委員）それからもう一つ、次の委員会の時に、４カ所についてももう少し詳しい検討資料

が提出されるというイメージでいいんですね。 

（はい） 

（委員）その時に、できればそれぞれの敷地の中で、どれだけの建築面積で、どれだけのボ

リュームがマックスで出来るのかとか、その周りの状況とかが、今全部△ですが、その△は

どういう意味なんだというところが分かるような資料があれば検討が深まると思います。よ

ろしくお願いします。 

（事務局）次回ですが、１月になるか２月になるか、今のところ分かりませんが、会長と皆

さんに調整させていただいて、後日通知を差し上げたいと考えております。先ほど委員から

ございました件ですが、４つにつきましては、ある程度敷地が固まるということになります

ので、その部分でどういう建物が建てられるか、レイアウトと申しますか、そういうものを

お示ししたいと考えております。 

（会長）大体の予定を頂ければと思います。 

（事務局）２月を目標に地権者の方に、あたらせて頂きますのでお願いします。最後に、先

進市視察、青梅市とつくば市を視察させていただいておりますので概要について報告いたし

ます。 

 

○先進市視察の概要について 

 

（事務局説明） 
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○閉会 

 


