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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 

 

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 

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 

・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、重要な案件ですので、皆さんと十分議論を尽くしたいと思い、

１２時までの時間を確保しました。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

と思っておりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

■報告 

（会長）早速ですが本日の議題に入りたいと思います。審議会議事録、主なご意見とその対

応等について説明をお願いします。 

 

（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 事務局説明） 

 

（会長）前回、新庁舎の建築面積の提示があり、大体２万㎡前後ということでしたが、それ

に対する根拠をもう少し詳しく説明してもらいたいというご意見、あるいは、財政的な裏付

けがあるのかというご質問があったと理解しています。それに対して、事務局で用意した資

料が今の説明です。 

これから質問を頂きたいと思いますが、一つお願いをしたいのは、発言の際には必ず挙手

をお願いいたします。かなりデリケートな問題ですので、進行は厳格に行っていきたいと思

いますので、ご協力をお願いします。 

それではご質問・ご意見を頂きたいと思います。特に今回初めて参加された方には、若干

分かりにくいと思いますが、補足していきたいと思います。前回の出席者とも情報の共有に

もなりますので、是非ご質問等を頂ければと思っています。 

（委員）議事録の件ですが、ネットでも議事録が閲覧でき、大変ありがたいと思っています。
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これは、個人的な考えですが、ネットで議事録を見ると、各委員誰が発言したか名前が載っ

ているということです。私としては差し支えありませんが、差し支えある方もいると思いま

すので、委員とした方がいいのではと、ある方から指摘されましたもので、ご検討いただけ

ればと思います。 

 ２点目ですが、先だって最終案で候補地は１カ所で答申されるということでしたが、私の

議事録に載っていませんでしたので、確認したいと思います。この委員会は、市庁舎建設審

議会ということで、市長の諮問機関であるわけです。そして議会の方は、新庁舎建設の関す

る調査特別委員会から４人の方のご出席をいただいております。これは後で、事務局に確認

しましたが、市長から議会の方からも審議会に入ってもらいたいと要望があったと理解して

います。最終的に、この審議会で答申されたことが、新庁舎建設調査特別委員会で最終的に

１カ所に決まるということと伺いましたが、この審議会で決まった答申が、最終的には調査

特別委員会でも決するというお話がありました。また、常設の委員会、建設委員会との役割

分担ですが、この新庁舎建設調査特別委員会は、あくまでも庁舎の建設候補地が１カ所に決

定されるまでの委員会ということで理解していいのか、その他の財源とか規模というのは、

建設委員会でまた審議されるのか、この審議会で答申されたことが、二元代表制ですので、

議会に諮られて、執行部からの提案に基づいて、新庁舎建設調査特別委員会で可決されて、

それが本会議でも可決されて最終的な決定となるのか確認したいと思います。 

（会長）事務局からお願いしたいと思います。二つになると思います。１つは議事録を匿名

にするかどうか。２番目は具体のプロセスについてとなると思います。 

（事務局）ただ今の２点のご質問について、まず第１点のご指摘ですが、議事録につきまし

ては、会議の公開に関する要項に基づき公開しています。そちらの要件を満たす公開につき

ましては、箇条書きの内容で公表をしております。今回、ご発言の内容に沿った形で会議録

を掲載しましたが、お名前の方は伏せさせていただいて、今後のご審議にも影響するという

ことですので、直ちに、ただ今、削除の手続きを取っており、また、修正したいと思います。 

 それから、第２点目の審議の役割分担ですが、この審議会につきましては、先般８月８日

に、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、市長にご答申を頂くことになっています。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ります。議会には全てお諮りすることになります

が、その中で議決案件となっているのは、一番重要な案件でもある庁舎の位置をどこにする

かということが、議会の議決案件となっています。この議決については、一般の提出案件は、

過半数をもって可決されますが、庁舎の位置については、３分の２以上の議決が必要である

ということになっています。それだけ、本市の将来にとって重要性があるということかと思

います。そうした中で、ただ今お話がありました、議会の特別委員会については、庁舎は建

設位置ばかりでなく、土浦市百年の計となる重要な案件であることから、議会でも、この問

題について調査研究をされるということで、特別委員会が設置をされたということです。当

然、特別委員会で調査研究された内容については、市の執行部としても十分に尊重しまして、

ご提案のことについて、この審議会にお諮りすべきことはお諮りをするということで、これ

からも進めていだきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 
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（会長）議事録に関しましては、是非匿名でお願いしたいと思います。発言しにくくなると

審議会の意味がなくなりますのでよろしくお願いします。 

 それから、２番目ですが、この審議会は、市民の方、また、各団体の代表者の方が参加し

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と考えています。他にいかがでしょうか。 

（委員）根本的な質問になりますが、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ますが、今回、庁舎の最低限の機能のみを作っていくのかという質問で

す。これから、１０年、２０年持てばいい庁舎ではなく、おそらく３０年、４０年、５０年

をもたせる庁舎を考えていくと思います。その時に市民に開かれた庁舎ということを考えま

すと、新たに、２０年後に必要、３０年後に必要な、もちろん今必要なものでもいいんです

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

ると考えますが、この最低限の規模の庁舎を何処の候補地にするという検討だけでいいのか

ということを伺いたいと思います。 

（会長）事務局からお願いします。 

（事務局）先ほどの面積要件ですが、この後説明いたしますのでよろしくお願いします。 

それから、面積と場所の関係ですが、場所については、面積とも関係しますので、その点

も含めて位置の決定をお願いしたいと思います。 

（事務局）補足ですが、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考えており、先ほど概要を示しました算定基準については、委員から

指摘がありましたが最低の基準になると思います。本日の審議のテーマでもあります、基本

理念とか建設方針というものから、本市の庁舎のあるべき姿が導き出されると思います。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ますのでよろしくお願い

します。 

（会長）他いかがでしょうか。後から出てくると思いますが、土浦市では、総合計画では市

民協働、あるいは安心・安全ということを謳っており、委員からご指摘がありました、コミ

ュニティスペースだとか防災拠点としての付加価値を付けるということは、今後当然議論が

出てくると思いますので、その時はまた、ご指摘を頂ければと思います。 

 それでは、議事を進めていきたいと思います。続きまして協議事項に入ります。協議事項

は９点あり、これを４つ位のパートに分けます。最初に１番と２番について事務局から説明

をお願いします。 

 

■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） 
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（会長）上位計画の整合性と社会経済情勢について説明がありました。当然、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ます。

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す。それらを尊重すること

が重要であるということで１番の説明がありました。２番目は、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たということで６つの点

が指摘されています。こういうことを踏まえながら位置を決めていくということになります。

今説明のありました２つについてご意見・ご質問がありましたらお願いします。 

よろしいですか、標準的な記述ですので問題はないと思います。 

続きまして、３点目の基本理念、４点目建設方針についてご説明をお願いします。 

 

○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） 

 

（会長）先ほど説明がありました、上位計画、社会情勢、市民アンケートの結果を踏まえ、

１５ページには基本理念が提示されました。１６ページには基本理念を受けてより具体化し

た建設方針が１７ページ、１８ページに提示されています。ご意見ご質問等がありましたら

頂きたいと思います。 

（委員）説明を一通り聞いてからの質疑でいいと思います。 

（会長）議事を進めさせて頂きまして、また、戻って質疑を受けたいと思います。 

 それでは、議事を進めます。それでは、５番、６番及び７番、基本指標、庁舎規模及び建

設費及び財源について事務局から説明をお願いします。 

 

○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） 

 

（会長）新庁舎の建設費まで説明がありました。最初の５において、算定の基礎となる土浦

市の人口、あるいは職員数、議員の数について、庁舎規模算定の前提となる数値が示されま

した。続きまして６番において、この数値をもとに庁舎の規模が２つの方法で示されていま

す。１つは起債基準に基づいたもので約２万㎡、２つ目は２５ページからですが、類似自治

体との比較から２万２千㎡ということです。２６ページに記載があります、２万～２万２千

㎡というのが、標準的な数値になってくるかと思います。２６ページに新庁舎の算定規模２

万～２万２千㎡というのが記載されていますが、その下に、それを増やすのか、震災時の利

用、あるいは多目的スペースとして増やしていくのか。一方、下に書かれていますが、もう
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少し簡素化して、土浦市は、茨城県内で財政的には健全であるとの説明がありましたが、今

後、少子化もありますので簡素化していくことも考えられるという方向性について示唆され

ています。２万～２万２千㎡ということに基づいて、２７ページからそれぞれ２８ページま

で建設費が試算され、２万㎡だと７２億円、２万２千㎡だと８０億円という具体の数値がこ

こで示されました。 

この後、場所の話になってきますので、ここで一回、区切りまして、ご質問等を頂ければ

と思います。特に、建設費は８０億、７２億円の話ですから、かなり大きな金額になってい

ますので、不明な点がありましたら、ここで出来れば解決して情報の共有をしたいと思いま

す。 

（委員）分かり易く説明をお願いしたいのですが、国では３０％の補助があると思いますが、

補助の対象にならない場所もあると思います。旧市内辺りに場所が決まれば、国の補助の３

０％の対象になると思います。対象になる場所と対象にならない場所の差を、こういう所は

対象になります、こういう所は対象になりませんということを、１００億近い話ですので、

３０％というと３０億円近い金額になりますので、その点について分かり易く説明をお願い

します。 

（事務局）庁舎建設につきましては、先ほど説明した通り、あくまでも財源として起債の活

用が認められていることであり、基本的には補助金の対象にはなりません。ただ、委員の指

摘通り、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ます。ただ、様々な条件がありますので、その内容については、

今後精査していきたいと考えております。 

（委員）そうすると、今何カ所か説明もあると思いますが、今上げられている候補地におい

て庁舎を建設した場合は起債が認められているということですか。 

（事務局）起債については、どこの場所に建築しても認められますが、国からの補助金につ

きましては国の認定を受けた中心市街地のエリア内の建築が条件となっております。 

（会長）今までの説明は、場所に依存しない説明をしていまして、これから具体的な個別の

条件の検討になってくると思います。 

（委員）今説明がありました、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

であったと思います。震災を受けて、様々な新たな課題が出てきていると思います。内容は

違いますが、土浦も過去２回の大水による災害を被っています。このようなことを考えなけ

ればなりませんし、これだけの高齢化社会の中で、高齢者をそういう災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てくれれば、市役所が拠点に

なるということを、これから考えなければならないと思います。今説明があった面積等につ

いては、そういうことをまったく考えないで、通常の行政ベースで進めてきたと思いますの

で、先ほど委員も言っていましたが、そのような機能も含めて考えていく必要があると思い

ますので、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と思い

ます。 

（事務局）ここまでの審議過程の中で、面積等についてどこまで突き詰めて議論ができるか



第 2回土浦市庁舎建設審議会議事録 

 

7 

 

ということですが、こちらからの材料提供の部分は、まだまだ不足している部分もあろうか

と思います。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ながら、面積を

精査していく必要があると考えています。他市の事例等を聞きますと、起債面積等で建設し

た場合、新庁舎が開所した段階で面積が不足してくるという実例も聞いていますので、面積

の確保につきましては、一方で、財源等も考慮する必要もあり、その点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と考えています。 

（会長）震災は、庁舎の整備について大きな影響であり、当然それを踏まえた計画も必要で

あり、重要なご指摘であると思っています。今までの説明については、場所と無関係である

ということで、情報を共有していきたいと思いますので、その点はご理解を頂きたいと思い

ます。 

（委員）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ます。そのような意味で、議会の議員についても、２８人となっていま

すが、将来は１４万５千人を想定していれば、若干は削減できるという方向で検討するとい

うことで、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と思い

ます。 

（委員）今度の議長が削減も含めた特別員会を設置していますので、今後の流れとして、委

員のご指摘につきましては、当然、議会でも話し合いをしていますのでご理解をお願いしま

す。 

（会長）あくまでも、説明のあった基本的な指標は、色々なパラメーターを決める目安とい

うことになります。 

（委員）今までの説明を聞いていると、市民が望む、理想の市庁舎はどういうものかという

ことは理解できますが、市民対して適切なサービス提供する職員数が、７００人からの人数

になるということが、２０ページに提示されています。市民のアンケートにしても全て市民

側の要望に基づくものになっていますが、その職員がいかなる職場環境を維持できるかとい

う文言が何処にもありません。やはり、サービスを適切に提供するためには、今の市役所の

状況を見ても、体育館の中に机を並べているような状況で、プライバシーが全然ないような

平面のところで、精神衛生上極めて劣悪な環境であると思います。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しますので、その点についてはいかがで

すか。 

（会長）事務局の方からお願いします。 

（事務局）ただ今のご意見ですが、意識して実際に１番庁舎を使用する職員の部分を除いた

ということではありません。ご指摘のように、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す。改めてその点について

は、課題としても捉えていきたいと考えています。ありがとうございます。 

（会長）私もつくば市の職員の方にあってみますと、建設前と後でちょっと違うかなという

印象を持っています。やはり元気が出ました。意気込みというか、能動的に仕事をしている

ということを感じますので、職員にとって、良好な環境をつくるということは大切なことで

あると私も思います。 
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（委員）庁舎の規模が非常に重要な課題であると思います。同じ茨城県の中で、お隣のつく

ば市が最近市庁舎を建設しておりいい例になると思います。２７ページを見ると、つくば市

の延床面積は２万１千㎡位で、建築費が約８０億円弱ということですが、人口とか面積を比

較しますと、つくば市は人口で、土浦市の約１．５倍位であると思います。面積はもちろん

大きいわけですが、最初の資料Ⅱを見ますと、地方債基準面積というのがありますが、想定

人口が１．５倍のつくば市と土浦市が求めている延床面積や建築費が同じになってしますと

いうことはどういうことでしょうか。もう少し面積が小さくても、建設費が少なくてもいい

のではと単純に感じました。 

 また、適正な職員数を目指して職員を削減してきましたという説明がありましたが、今後

の臨時職員数が増えていくということを想定すると面積を少し増やさなければならないとい

う説明もありました。当然正職員の場合には人件費が高く、しかし、人手はかかるから、そ

こを臨時職員で賄おうと考えれば、財政的な面と、市民サービスに対する職員数、同じ数と

いっても財政に与える影響は違うということだと思いますので、どのようなサービスを想定

していて、どのくらいの職員数なのかというのが、例えば一人あたりの職員数である程度ス

ペースが決まるということ。あと、もう一つですが、いろいろな市の例が出ますが、事務部

門など正に行政のバックヤードとしての部分を考えている話なのか、他の市は、先ほど委員

が言われていたような、市民スペースなりを含まれた面積になっているのか、それがちょっ

と不明です。例えば刈谷市が面積が大きいということですが、刈谷市の場合は、市民スペー

スが付加されて非常に大きくなっているのかということも分からないので、その点も簡単に

説明をお願いします。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いました。 

（会長）いくつかご質問がありましたが、事務局としてはいかがでしょうか。 

（事務局）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と思います。刈谷市

の場合は、起債基準の他にどのような付加機能があるということだということでよろしいで

すか。 

（委員）刈谷市が突出していて、何か付加価値があるような、市民サービスの複合施設とな

っていて大きくなっているということもありえるのかと思っていますので。純粋にバックヤ

ード部門だけでこれだけの差がでるとは考えにくいと思います。面積というのは純粋に事務

部門で、快適な市民サービスが出来るオフィススペースとしてはこれ位が絶対必要です、さ

らに、このような付加的なサービス必要であれば追加で増やしていかなければならないとい

うベースとなるものが、例えば２万㎡であるならば、例えば、つくば市と比較すれば大きく

なり過ぎませんかということです。 

（事務局）刈谷市と他の庁舎については、実際に視察しているところもありますが、一部付

加機能等、先程からでておりますが、市民の皆さんとの協働スペース等についても調査をし

ていますが、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と思います。それか

ら、市民サービスが十分に提供できる適正な面積ということになると思いますが、その点に

ついては、新庁舎については、先ほど補助金の話もありましたが、基本的には自主財源で建

築することになりますので、財源等について、市民の皆さんからご理解を頂く部分等とのバ
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ランス、兼ね合いもあり、その点については実際に必要な面積プラス市民の皆さんに必要な

機能をプラスした上で、使用するに段階に当たっては、職員等が工夫改善しながら、市民サ

ービスの向上に取り組んでいくということになると思います。回答として、明確な適正なサ

ービスを提供できる面積についての回答は持ち合わせておりませんので、ご理解をいただき

たいと思います。 

（会長）つくば市との比較につきましては、個人的な意見ですが、面積を少なくするという

意味ではつくば市は優等生ですが、つくば市は特殊な場所だと思います。会議するにあたっ

てもそれぞれの研究機関があり、既にインフラの整備が進んでおり、土浦市と比較すること

は難しいとの個人的な感覚です。ごく標準的な事例と比較しつつ、当然つくば市、人口が少

なくて同じ面積ということについては、明確な説明が必要だとは思います。 

刈谷市に関しては、違ったホールの整備など、何か特殊事情があるのではという質問であ

ったと思いますが、その点を次回まで明確にしてもらいたいと思います。 

臨時職員に関しても、筑波大学も臨時職員を雇用しておりまして正職員は減らしていると、

人件費は半分か３分の１になりますので、人材も優秀な人もおり促進されています。そのよ

うな方のスペースが多分必要になってくると思いますが、震災に関しては、本部をつくるス

ペースとか必要であると考えておりますので、次回以降整理していただきたいと思います。 

（委員）２８ページの財源には、庁舎建設基金、合併特例債を活用するとされていますが、

確か、被災地８０数カ所が５年間合併特例債の延長になったと報道されていました。そうし

ますと合併特例債の発行期間が５年間延長され３２年３月までとなると思います。それに伴

って、市庁舎の建設工事の竣工は２７年３月と聞いていますが、特例債の期間延長によって、

市庁舎の竣工が伸びるという可能性はありますか。 

（事務局）先ほどの説明の中で漏れましたが、委員のご指摘通り、法律の改正により被災地

については合併特例債の発行期間の５年間延長が認められました。ただし、庁舎建設事業に

ついは、現在の計画であっても、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ます。そうした中で、ただ今の５年延長につ

きましては、法令が改正されましたが、５年間延長することを、合併協議会に改めて諮って、

承認を頂く手続きが必要になります。しかし、合併協議会については現在解散しており、土

浦市議会に諮りまして、そちらを承認という手続きが必要になります。従いまして庁舎建設

事業については、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

でいきたいと考えています。 

（会長）合併特例債の期間が伸びても、大事な課題なので予定通り実施するということです。 

 続きまして、具体の場所が出てくる話になります。７つの候補地の総括、これは、平成６

年の提言書の候補地です。それと候補地の検討の２つの議題について事務局から説明をお願

いします。 

 

○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 
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（資料Ⅲ 事務局説明） 

 

（会長）今から１６年前に出された提言書の候補地について、３０ページの評価軸で評価し

たものです。１６年前の評価軸というものは下の段にありますが、それを現在風に修正、あ

るいは、新しい視座を入れて評価したものです。候補地としてこの７つがベースとなります

が、３３ページに事務局から説明がありましたが、２か所、土浦駅前北地区と川口二丁目用

地、プロパストの跡地が候補地として提案されています。ここで議論したいことは、評価を

これからするわけですが、１つは事務局から説明があった、３３ページの○とか△とか×と

かありましたが、このような形で評価することになると思います。評価軸については、皆さ

んから提案があったものを入れ込んで修正しますが、基本的にはこのような形で評価してい

くことになります。最後に総合評価をするわけですが、評価をする上で、７つ評価軸は公平

に取り扱うわけにもいきませんので、各評価軸にウェイトをかけながら、あるいは、大事な

軸を尊重しながら、最終決断をし、１カ所に絞り込むということになります。そのような観

点から申しますと、本日は、評価の方法についてご了解いただきたいのと、候補地が全部で

９カ所が提示されていますが、他の候補地があれば是非提案頂き、候補地を本日確定させて、

次回は候補地を絞り込むというプロセスを取りたいと思います。お願いしたいことは、まず

は候補地、２つ目は絞り込みの方法についてご提案頂ければと思っています。まず、候補地

ですが、他にもし委員の方でお考えがありましたらご紹介ください。 

（委員）１カ所にという話がありますが、例えばここは高台で、他の候補地は全て平地なの

で、現在地と、もう１カ所の２カ所ということは、今までの話から外れますが、防災上のこ

とを考えると、１０月の三連休にＮＨＫで放映された、直下型の地震が３０年以内に必ずの

確率で起こるということを考えますと、この高台も何らかの防災の拠点として、残しておい

てもいいのかと思いました。 

（会長）案は１カ所を絞り込むということで議論しないと決まらないと思います。極力ここ

は頑張って、色々な条件があると思いますが、クリアーして１カ所に絞ると進めていきたい

と思っています。高台に関しては厳しいとは思いますが、前回の提言書の中でも１番として

現在地が残っています。そういうところをベースにしながら議論していくべきことと思いま

すが、いかがでしょうか。他に高台で候補地があればご提案頂きたいと思います。 

（委員）本日１カ所に絞り込むわけですか。 

（会長）候補地だけです。本日までは広く情報を集めたいと思います。次回から絞り込みた

いと思います。高台という意味から現在地も候補地になるかと思いますが、土浦については

津波ということも少ないと思いますし、想定外ということも当然おきますが、悠長な発言に

なるかもしれませんが、多分大丈夫だと思いますし、他に候補地があればまたご指摘を頂き

たいと思います。 

（委員）候補地７つと、別紙で出ている、駅前北地区と川口二丁目の跡地は後から追加され

た候補地なのでしょうか。 

（会長）７つは平成６年の古い候補地であり、追加の候補地が出されるのが必然で、それが

２つ追加されたということです。 
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（委員）このすべての候補地に対して、取得上とか、法的上無理だという所は一切ないとい

うことですか。決定されればこの候補地は全て建設の可能性があるということで考えてよろ

しいでしょうか。 

（会長）個別のことは、これから具体のチェックが入ると思います。現在大雑把な形で候補

地を捉えており、当然これからの議論の展開によっては、候補地として無理だということに

なる可能性があると思います。そのような意味からこの他に、候補地等がありましたらご提

案頂ければと思いますがよろしいでしょうか。 

（委員）前回、候補地を１カ所に絞るということで考えていました。協同病院の時も、確か

１カ所に絞った候補地が、議会で覆された記憶があります。多分１カ所に絞ることになると

相当議論をし、根回していかないと、そこが駄目なら、別な場所とならないように審議会を

開催していると思います。ただ、一番理想なのは、青年会議所の全国大会は凄い誘致合戦な

んですが、その誘致合戦を勝ち抜いて２００３年度に水戸で開催されましたが、このように、

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さんだけではなく、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います。それを踏まえて、候補地としては２カ

所位がいいと思いましたが、１カ所目が駄目ならそこになるという、対抗意識というか、ラ

イバルがいる雰囲気になればいいと思います。最終的に１カ所になるということになれば、

議論を本当に重ねないと、一番心配しているのは、１カ所に決まったけれど、協同病院のよ

うにまた変更されて、違うところに行くということがないようにすることが可能であれば１

カ所にして欲しいと思います。 

（会長）結果としてどうなるかということもあるかと思いますが、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います。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、順序だけはつけましょうということは当然したいと思っています。

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

いと思っています。 

（委員）庁舎の問題については、先ほど２万㎡とか１万８千㎡とかの話がありましたが、庁

舎は上に伸ばすことができますが、敷地が問題だと思います。土浦の場合は災害を想定する

と、水だと思います。この水を防ぐということは到底出来得ないかもしれませんが、敷地そ

のものは、少しでも広くとれる平坦地がいいと思います。場所はどことは申しませんが、そ

ういうことを想定した方がいいと思います。防災の拠点ということになれば、市民が最初に

駆けつけるのは、市役所であり、学校であり、公民館だと思います。そういうことから考え

ますと、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います。将来の単なる事務的なこと

を考えても、市役所の事務というものはこれからも増加し、また高度化してくると思います。

その部分については、出来るだけ必要面積の中でカバーしていかなければならないのですが、

特に気を付けてもらいたいのは、コンピュータとか、市民の財産を守るべき資料等につきま

しては、従来は地下に保管したと思いますが、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とお願いします。 
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（会長）ただ今の指摘は、３０ページの１番の敷地の広さを大事にすべきであるという指摘

であると思います。あるいは、６番のシンボル効果、今まで市役所は地味で良かったという

ことですが、シンボルを明確にして、市の姿勢を出すべきだということだと理解しています

ので、１番とか６番の評価の重みを上げるべきだということだと理解しております。 

（委員）場所の選定で一番問題になるのは、買収できる広さがどれだけ確保できるかだと思

います。今でも市役所本体だけではなく、来庁者の駐車場、職員の駐車場など、そのような

諸々のことを考えて、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います。７つプラス２つの候補地が出てきましたが、果たしてこ

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すが、色々な課題がある

と思います。アクセスの問題もあります。高齢化の問題がありまして、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しますと、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と思います。ですから、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と思います。その中で

プラス２か所が出てくるのかと思います。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、候補地を探すべきと思います。 

（会長）今のご指摘は、３０ページの評価項目の８番だと思いますが、用地の取得性、もう

締切りが決まっているわけですので、用地を確実に確保できるということが一番大事だとい

うことのご指摘であると理解しています。当然これは大事なことですので、これも重視して

いくべきだと思っています。ただ、本日候補地に関しては、広く情報を募りたいと思ってい

ますので、あまり絞らないということで議論を展開していきたいと思います。他にどうでし

ょうか。皆さん９カ所で、７カ所プラス２カ所ですが、９カ所は今後公平に扱いたいと思い

ます。よろしいですか。 

 候補地に関しましては、７カ所プラス２カ所の９カ所で決定していきたいと思います。異

議のある方がいましたら。 

（委員）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

とだったと思います。それが９カ所では、議論の仕方が少し違いますので、私の意見ですが、

コンパクトシティを進めて、総合評価をしたと思いますが、当然除外されるようなところが、

７つのうちに入っていると思います。ですからそれは当然また候補地としても、除外される

と思います。コンパクトシティからも外れると思いますので、沢山の候補を残すのも賛成で

すが、会議もあと４回か５回しかありませんので、やはり、絞り込む必要があると思います。

前回はなるべく絞っていきましょうということだったと思います。総合評価を見ると、中央

一丁目は○がついていますが、その他は△になっています。そうしますと、自ずと×になっ

ている所は、審議しても結局は、最終的には無理だろうということですので、そのような場

所は除外していかないと、４回か５回の会議ではまとまらないと思います。絞り込んでいか

ないと、執行部は駄目なものはこういう理由で除外されますと説明していかないと、はっき

り言わないと、委員の皆さんは、×と書いてあるがこの中からまた選べということなのかと

勘違いしするのではと思います。ですから説明するときには、わかるように説明してくださ

い前回指摘したつもりですが、そのために総合評価で○、×、△を評価していると思います
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ので、コンパクトシティを重点的に考え場所を選定することになっているのですから、当然

コンパクトシティから外れたところは、議論をしても落ち着かないということですから、そ

の点を重点的に説明をしていただきたいと思います。そうすれば委員の皆さんもある程度判

断していけるのではと思います。 

（事務局）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

をあてるとこういう結果ですということを、本日提出いたしました。総合評価で×になって

いるものは、これは現時点で見ますと、候補地としては、芳しくないだろうという結果であ

ると思います。総合評価でこことここを残すと表現はしておりませんが、総合評価の結果か

らおのずと省かれるであろうと思います。そのようにご理解を頂きたいと思います。本日は

７ヶ所の候補地を評価すると前回の審議会で申し上げておりますので、その結果を今回ご披

露いたしましたのでご理解を頂きたいと思います。 

（委員）７つの候補地では多すぎるから絞り込んでいくと思いましたので、ただ評価だけを

して下さいということをお願いしたつもりはありませんが、今の説明で委員の皆さんは理解

できたと思います。 

（委員）７つの候補地について執行部から、○△×が出されました。これは執行部案であり、

これを２つに絞るかは、この審議会が決めることです。執行部が決めることではありません。

まずそれが一つ。それで、議会の方から２か所新たにいかがでしょうかということを提案さ

れました。ですから、今、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、皆さんが決めることであって執行部が決めることではないという

ことで進めてください。 

（会長）委員から厳しく指摘されましたが、私としては、今回時間がない中で決めることに

なりますので、やり直しはきかないと思っています。ここで１回膨らませたいと思っており

ます。その後、絞り込みたい、そういう意図ですのでご理解を頂きたいと思います。さらに、

委員から２か所に絞るというご指摘がありましたが、私としては、本日は広く候補地を集め

て、次回以降、当然落ちる所は必然的に落ちますので、今回はこういう形で情報を広く集め

て、評価軸に関しても、本日頂いた、委員からのご意見のように、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

ていきたいと思いますので、そういうご意見を頂戴できればと思います。 

（委員）議会の調査委員会では視察に行ってきたようですが、その結果についてはこの審議

会で、どのような状況であったか、お話は頂戴できますか。 

（委員）話したいと思います。 

（会長）それはまた後で。もう少し議題が済んでから伺いたいと思います。 

（委員）色々得る所があったのでしょうが、得ることがある大切なことでしたら、この審議

会の委員にも、そのような機会を与えてやっていただければありがたいと思いますので、そ

の辺もご協力お願いします。 

（会長）一度議題を整理してから、場合によっては時間があるようでしたら説明をお願いし

ます。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） 
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（会長）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、これから絞り込むわけですが、先ほど二人の委員からご指摘を頂

きました、また、委員からのご意見、つくば市との比較という指摘もありましたが、ご意見

を広くいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

（委員）候補地として、滝田などは適していません。 

（会長）これは、次回で整理します。他どうでしょうか。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います。 

（委員）本日プラス２地点候補が上がりまして、９候補地の中からということですが、私自

身土浦市内全域の土地状況を熟知していない中で、これ以上の候補地を考えられない中で、

お話を伺っています。１点だけ、今後用地の取得とか、規模を考えるときに、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おりまし

たが、あと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

になってくると思います。やはり、費用がかなり膨らむという中で、もう少し一市民として

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ていっ

ていいのではないかということを考えています。特に一市民として、どれだけ本庁舎を利用

するかということを考えますと、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

いうお話も出ていましたが、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

ということを考えていきますと、中心に、市街地に本庁舎があって然るべきと思いますが、

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、場所を考えていっ

てはいいのかと思っています。 

（会長）支所という概念だとなかなか厳しいのではないかと思いますが、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すので、当然配慮していきたいと思

っています。 

（委員）候補地については、順位を決めて厳格に選んだ方いいと思います。それと、広さの

話が出ましたが、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いと思いま

すので、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ると思いま

すので、皆さんが来て非常に喜ぶように建ててもらいたいと思います。 

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ですが、その機能を分散

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と思います。

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ますので、その点は検討課題であると思います。 

また、今からのＩＴ化が進んでいきますので、事務のＩＴ化が進めば、職員を削減する可

能性が出てきます。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ると思いますので、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いますので、現在の職員数を基礎として計画していくことは

いいと思いますのでそのまま進めて頂ければと思います。 

（会長）市民の利便性とＩＴ化の重要性をご指摘いただいたと思います。市としては、サー
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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よろしいで

しょうか。 

（事務局）支所につきまして、現在本市で採用している制度は、自治法上の制度とは若干異

なり、サービスセンターになると思います。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ます。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と思いますが、支所に

つきましては総合窓口的な機能も備えていますので、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と思います。 

（委員）今月の３日に大鷲ブロックの会合があり、その席で市の庁舎建設問題が話題になり

ました。大鷲ブロック以外には考えてないと申し上げましたら、皆から頑張れとエールを頂

きまして、今回追加になった候補地も、大鷲地区であり、駅前の北地区、川口二丁目地区、

中央一丁目は共に大鷲地区であり、駅前北地区、川口二丁目用地に辺りかなと思いますが、

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

聞いております。用地としても一番いいところですし、本日３つ位に決めるならば、この３

つの候補地に大鷲ブロックの３つを入れて欲しいと思っています。 

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、中心市街地の大鷲ブロックの方たちの要望です。 

要望として出来れば、本日この３点に絞っていただければと思います。 

（会長）何回も繰り返しますが、本日は絞り込みませんのでご理解を頂きたいと思います。 

（委員）民生委員という立場から、いつも障害者とか高齢者とかかわっております。ここの

現在の市役所に来る回数もそういう方達は多く、年に１度とかの頻度ではなく月単位で来て

います。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す。そのような中

にあり、交通の便を一番優先させて頂きたいと思います。実は私も自分で車を乗っていて知

りませんでしたが、１０月１日から６号国道を走る土浦に来るバスが平日は廃止されました。

朝７時１０分頃のバスに乗って土浦に来ていた、身障者の娘さんですが、右籾周りだけが残

されているので、父親が高齢ですが朝を送って来て、仕事があるので夕方は、向こう周りで

帰ってくるようになってしまいました。同じバスで、同じような方が通勤していたというこ

とで、そういう方々が今でも困っているのに、新庁舎が何処に行くかは分かりませんが、交

通の便だけは確保していただきたいと思います。荒川沖の駅に行くのに歩いて３０分と、中

途半端な所ですからどうすることもできません。それを考慮していただければどこでも結構

です。 

（会長）評価を大事にしていきたいと、交通を軸にしていきたいという的確なご意見だと理

解しております。全ての皆さんからご意見を頂きました。先ほど候補地は９個に絞ったわけ

ですが、評価項目に関しては３０ページ、表の 8-1、原案としては、事務局で用意した評価

項目９つが用意されていますが、皆さんの意見から、大体このこれで、皆さんの意見は評価
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項目で反映されますので、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

でよろしいでしょうか。 

（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

らの議論になると思いますが、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

いと思います。 

（委員）私は、中川市長から委嘱状を頂いて委員をしているわけですが、その中で、中川市

長は、議会ですとか、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なると思います。今月末に選挙がありますが、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いますが、その点を踏まえて、９つ候補地の中か

ら、皆さんと一緒に今回決定できればと思います。 

（会長）確認ですが、９つの候補地に絞ったということで、評価は事務局提案の９つの評価

でいくということで３０ページ、表の 8-1で承認を頂いたということでよろしいでしょうか。 

（委員）この中に周辺環境状況というものがありますが、日本全体として、地球環境と言い

ますか、環境負荷を抑えるということが大前提だと思います。ですから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して頂ければと思います。 

（会長）環境はグローバルもローカルもあるかと思いますが、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います。 

（委員）プラスした２か所に評価が入っておりませんので次回お願いいたします。 

（会長）９カ所の候補地は公平に扱います。今回は、シュミュレーションをしたということ

ですので、これから、本日頂いた評価指標に基づいて再度整理することになります。 

（委員）評価の過程について説明を多くしてほしいと思います。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下さい。 

（会長）シュミュレーションですので、今回は結果しか提示していませんが、当然○△×に

ついては説明するということになると思います。 

（委員）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と思います。 

（会長）当然客観性ということは重視していきたいと思っております。 

他にどうでしょうか、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と思います。それでは議題はこれで打ち切りたいと思

います。 

 その他ご発言はございますか。 

 

■その他 

○先進市視察について 

（事務局）・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、各委員へ連絡します。 

（会長）現場を見た方がいいと思いますので、実施したいと考えております。 
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○次回の日程について 

（事務局） 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 


