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第１回 土浦市庁舎建設審議会議事録 

日時 平成 23 年 8月 8日（月） １３時３０分～１５時３０分 

場所 市役所第 2 会議室 

 

１ 出席委員  折本委員、矢口委員、内田委員、寺内委員、大澤委員、横山委員、 

小野委員、瀬古澤委員、中臺委員、川又委員、眞山委員、臼井委員、 

木下委員、高橋委員、古渡委員 

(欠席委員) 斎尾委員、大島委員 

土浦市   市長、瀧ヶ崎副市長、五頭副市長、教育長、長公室長、総務部長、 

保健福祉部長、産業部長、建設部長、都市整備部長、教育次長、消防長、議会

事務局長、行政経営課長、財政課長、総務課長、管財課長 

事務局   政策企画課長、政策員 

２ 傍聴者   １０名 

３ 議題 

（１）開会 

（２）土浦市庁舎建設審議会委員の委嘱 

 （３）市長あいさつ 

 （４）土浦市庁舎建設審議会委員の紹介 

 （５）土浦市庁舎建設審議会会長，副会長の選任 

（６）会長・副会長あいさつ 

（７）新庁舎建設基本構想策定の諮問 

（８）議事 

①新庁舎建設基本構想策定の概要について 

②現庁舎の現況・課題と新築の必要性について 

③新庁舎建設の立地候補地（提言）の概要について 

（９）その他 

（10）閉 会 

４配布資料 

資料１：新庁舎建設基本構想策定の概要について 

資料２：現庁舎の現況・課題と新築の必要について 

資料３：新庁舎建設の立候補地（提言）の概要について 

資料４－１：庁舎に関するアンケート調査結果 

資料４－２：来庁者アンケート調査結果 

資料４－３：来庁者数に関する調査結果 

 

■議事 

１．挨拶（市長） 

・土浦市庁舎は昭和34年11月に着工し、築後47年が経過しており、柱に亀裂が多数発生する   
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など、このまま継続して使用するのは心配な状況となっている。 

・建設当時の職員数450人と比較し、昨年度は当時の2倍を超える1023人に増え、6回にわたる増

改築を行い、高津、大町、新治の庁舎に分散してきた。 

・昭和63年に多額の自主財源を確保するため庁舎建設基金を設置したほか、これまでに各種委 

員会を組織し、検討を行ってきた。その中で、平成6年度の庁舎建設懇談会では、提言として

7箇所の建設候補地を提示している。 

・平成18年の旧新治村の合併により、合併特例債を活用する事業に位置づけた。期限が平成27

年度となっており、期限内の完成を目途として準備を進めている。 

・庁舎建設基金は52億4千万円となり、建設着手に向けた財源確保が確保できている。 

・本審議会において、忌憚のない意見をいただきたい。 

 

２．委員・市出席者紹介（事務局） 

・土浦市庁舎建設検討委員及び審議委員の紹介 

 

３．土浦市庁舎建設審議会条例の説明（事務局） 

・土浦市庁舎建設審議会条例の概要を説明。 

 

４．会長・副会長の選任（市長） 

（市長） ただ今、土浦市庁舎建設審議会条例の規定について事務局より説明しました。何かご質問

はありませんか。ただ今の説明のとおり、会長副会長の選出につきましては、条例４条の規定により、

委員の互選によるとなっています。選出の方法について何かありませんか。 

 

（委員）会長・副会長の選出については、市長に一任したいと思います。皆さんにお諮り願います。 

 

（市長）ただ今、条例では互選ということになっていますが、初めての方も多いからかもしれま

せん。ただ今、一任ということがありました、お諮りをいたします。皆さんよろしいでしょうか。 

 

（一同異議なし） 

 

（市長）全員異議なしという言葉をいただきましたので、私の方から大変僭越ですが、ご指名を

させていただきたいと思います。まず、会長には筑波大学教授の大澤委員さんにお願いしたいと

思います。副会長には土浦市商工会議所副会頭の横山委員にお願いしたいと思います。ご一任を

頂戴しましたができれば皆様方の拍手を頂戴したいと思います。 

 

（全員 拍手） 

 

（市長）全員の拍手を頂戴しました。異議なしということです。それでは会長も決まりましたの

で、会議の進行は会長にお願いして、私の任を降ろさせていただきます。ご協力ありがとうござ
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いました。 

 

５．会長・副会長挨拶 

（大澤）私は、これまで土浦市さんとは、総合計画、あるいは中心市街地活性化基本計画という

仕事のお手伝いをさせていただきました。これらと比較しても、今回の新庁舎建設審議会は大変

重要なものです。当然皆さんもご理解いただけますように、市役所というのは、淡々と市の役割

をこなすところではありません。先ほど市長からご指摘がありましたように、東日本大震災を受

けて、防災拠点として役割は当然担わなくてはならない。あるいは市民協働といわれていますが、

物理的にも精神的にもそういう場を提供する。あるいは市民から見える場、透明性が確保できる

空間ということも要求されてきます。 

さらに、市庁舎で働く方も、来庁者も多い、そういう側面から考えますと、経済的なインパク

トも大きい。物理的にも、精神的にも、経済的にも非常に重要な政策であります。 

私は若輩ですが、このような重要な課題に対し、議長として議事を進めさせていただきますの

で皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

（横山）私はこれまでいろいろな審議会で勉強をさせていただいておりますが、今回は大変責任

が重いなと感じております。今回の市役所、先生からもお話がありましたが、末代まで、次の代

まで担う、市の重要事項だと思います。市のシンボルを決めていく事項で、いろいろ議論をしな

がら、それから議会の先生方も超ベテランの重鎮の方ばかりお見えになってびっくりしておりま

すが、皆さんと意見を交換して、いい答申、誰にも恥じない答申ができれば思っています。 

今回は公募の方で、高橋さん、古渡さん大変すばらしい論文を提出なされたと聞いております。

ここにきて発言をするということは大変勇気もいることですが、忌憚のない意見を出していただ

き、議論をし、大澤会長を補佐していきたいと思います。 

 

６．諮問  

市長から大澤会長へ諮問 

 

【協議事項】 

１．新庁舎建設基本構想策定の概要について 

（会長）ただいま、市長から委員を代表して、諮問書を受け取りました。非常に重いものだと受

け止めています。早速ですが本日の議題に入りたいと思います。 

協議事項が３点ありますが、それぞれ事務局から説明をいただきまして質疑というスタイルで

いきたいと思います。協議事項の１点目新庁舎基本構想策定の概要について事務局からご説明お

願いします。 

 

（資料１：新庁舎建設基本構想策定の概要について 事務局説明） 

 

（会長）ただ今の説明について、ご協議をお願いしたいと思います。どのような観点からでも結
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構ですのでご質問ご意見を頂戴したいと思います。 

 

（委員）答申が平成24年3月頃とのことですが、この審議会の答申ですので法的拘束力はないので

すが、これを市長に提出すということですが、答申の仕方について、答申の最終案は一つなのか

複数なのか、それにより議論の仕方も変わってくると思いますので、最終的にこの審議会がどの

ような形で閉められるのかイメージだけでも分かれば教えてほしい。 

 

（事務局）ただいまの質問は、答申の段階で建設位置の数が複数なのか一本なのかというお尋ね

だと思いますが、ただ今事務局の方から、スケジュールの概要について説明しましたが、タイト

なスケジュールを現段階では考えています。これを実現するということになると、一年間で大変

厳しいスケジュールとなると思いますが、1箇所で建設場所について答申をいただければ、今後の

事業の推進に資すると考えています。 

 

２．現庁舎の現況・課題と新築の必要性について 

（会長）それでは２点目の現庁舎の現況・課題と新築の必要性について事務局から説明願います。 

 

（資料２：現庁舎の現況・課題と新築の必要について 事務局説明） 

 

（会長）ただいまの説明について、ご質問、ご意見を頂けたらと思いますがお願いします。かな

り内容が濃いですので、曖昧な部分もあろうかと思いますが、どのような観点からでも結構です

ので、ご質問があれば受けたいと思います。 

 

（事務局 起債基準について追加説明） 

 

（会長）７ページのグラフから読み取れるのは、つくば市さんは、地方債基準のギリギリを使っ

ている。一方で右側の、刈谷市とか青梅市ですと、それより多く面積を使っているということに

なると思います。現状は10,000㎡、この基準を使うと土浦市は18,000㎡、現状が足りないという

ことと、2つの基準を使いますと18,000～20,000㎡ということが読み取れると思います。 

 

（委員）質問ですが、庁舎の面積が狭隘化していることが課題の一つだと思います。狭いという

中で適正な面積を求めるにあたって、一つ地方債基準面積以外で面積というものを出しています

が、たとえばそれ以外の基準の考え方はあるのでしょうか。また、職員数が基礎となっています

が、適正な職員数ということも市民にとっては非常に気になります。たとえば、人口比に対して

とか、あるいは、面積が大きければとかいろいろな基準があるかと思いますが、どれだけの職員

が必要であるか、業務があるかということだと思いますので、別な基準があるのかどうか、ある

いはこの職員数というものが適正かどうかについて教えていただきたいと思います。 

 

（事務局）資料2の8ページにグラフがございますが、人口1,000人あたりの庁舎面積もひとつの目
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安になると考えています。先進地の状況をアンケートでとった結果、人口1,000人当たり150㎡と

いう数値が出てまいりました。平成23年6月現在の土浦市の人口（14万2千人）から算出すると庁

舎規模は21,300㎡となり、それも一つの庁舎の面積の目安となってまいります。個別に事務室ご

との書類の量やスペースで積み上げていく方法もありますが、現在はそのような算定は行ってい

ない状況です。 

 

(委員)対人口といったときに、人口が少ないところは、ある程度一人当りの人口でいくと面積は

少し大きくなると思います。たとえ人口が少なくても業務量というのがあるわけですし、逆に人

口が多くなれば、一人あたりの面積が少なくてもということがあると思いますので、単純ではな

くて、土浦市と同程度の14～5万人あたりがどうなんだということを教えていただきたいと思いま

す。 

 

（事務局）ただ今の質問は、土浦市の職員が他と比べて適正かどうかということになろうかと思

いますがよろしいでしょうか。 

 

（委員）それはまた別な議論になると思いますが、そうではなくて、人口当たりと言っても、例

えば広い土地があって、少ない人口であってもある程度の業務があるとか、あるいは狭いところ

で、例えば東京都区部とか人口が多くても土浦市の10倍必要かということではないと思います。 

 

（会長）スケールメリットの話です。 

 

（事務局）当然スケールメリットというものはあると思います。最初に事務局からご説明いたし

ました起債基準の基準となる職員数、これについてもスケールメリットという考え方はあると考

えています。合併によって、本市でも以前の職員よりも少ない人数で業務を担っていることもあ

ります。後で説明した8ページのグラフで何を読み取るのかということですが、これは人口が多け

れば業務量は必然的に多くなるというのはご理解いただけると思います。ただ、やり方によって

はスケールメリットを働かせることによって、業務量を圧縮することはできると思いますが、そ

うしたことで人口と面積の関係ということを捉えているということです。 

この起債基準をなぜ数字で出しているかと申しますと、これは次の世代に過剰な負担をかけな

いように、出来れば自己財源、例えば市役所というものに対しては、あまり過大な借金をすると

いうことではなく、出来れば自己財源を充てて実施すべき事業ではないかということで、過剰な

借金は控えるべきであろうと基準が設けられていることですので、これを指標の一つとしていく

という考え方からすると、ご指摘をいただいた指標であると考えています。 

あと、一般的にオフィス関係の一人あたりの面積というものも出されているようですが、行政

の仕事とは違う部分もあり、その部分も当ってみる必要はあるかと思いますが、まずは第一義的

に起債の面積というものを基準としていくことは、過大な面積にならないということになると考

えています。 

 



第１回土浦市庁舎建設審議会議事録 

 

6 

 

（瀬古澤）今、人口と面積のことを言っていますが、現在、少子高齢化が進んでいます。土浦市

の庁舎を建設するにあたっても、将来的に何万人を想定して庁舎を整備するのかを検討するとい

うことが、また一つ課題として残ってくると思います。それから、グラフで他市の状況があるが、

それぞれ他市の状況をグラフで示すのであれば、それぞれの市の人口がどれ位で、財政規模がど

れだというものをつけてもらわないと人口だけでの比較対象にはならないと思います。もう少し

手間暇がかかりますが、資料的には、財政状況等の情報も提示していただけるとありがたいと思

います。 

一度作ると何十年という耐用年数となるわけですから、これからの人口がどうなるのか、14万

人台を長く保っていますが、なかなか人が増えないという状況ですので、今の人口より下回るこ

とも考えられますので、これからどのような設計をしていくのか、そういう面も内容的には盛り

込んでいただければと思います。 

 

（会長）私も資料をもらった時に横軸が人口かなと思いましたが、多分横軸がありません。グラ

フの横軸に人口をもってくれば、今の質問にクリアーに答えられると思います。確かに、右の端

は西之表市ですから、人口が少ないところは面積が大きい、左端の長岡市は30万人弱ですから小

さいということですので、そういう整理が必要であると思います。ただ今ご指摘のあった市町村

合併も絡んできますので、その辺りを整理して欲しいと思います。それと今回、瀬古沢委員から

ご指摘いただいたことを見ますと、人口14万2千人で、総合計画は14万5千人だったと思いますが、

14万2千人の根拠は何ですか。 

 

（事務局）今年の6月1日現在の人口である14万2千人を採用しています。 

 

（委員）執行部に対する質問ですが、先ほど合併という話がありましたが、合併問題が近隣にあ

ることを今回の審議会では一切想定しないで議論していくのか、想定していくのか聞かせて下さ

い。 

 

（事務局）おそらく、将来を考えますと、合併ということもあり得ると思いますが、ここでどこ

の団体と合併ということは申し上げる段階でもありませんので、とりあえず、現在の土浦市とい

う行政体の中で、役所はどうあるべきだとご検討をいただくのがいいと思っています。 

 

（委員）ということは、将来万が一あったとします。建設いたしました、竣工いたしましたとい

うことになったとすると、副市長が言われたことは、そういうことを一切考えないでということ

で理解していいのですか。とりあえず、現状の中でやっていくということでいいのですか。 

 

（事務局）この審議会では、新しい庁舎の場所を決めるといいうことが大きな任務となっていま

すが、庁舎の場所を決める場合に、人口の重心といいますか、今土浦市の14万2千人の人口の重心

がどこにあるかということも場所を決めるうえでの大きなポイントになると思います。将来の合

併を想定するということになりますと、例えばつくば市と合併するのか、阿見町と合併するのか
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と全く想定がつかない状況で、庁舎の場所を決める重心がどうなるのかというもあり、とりあえ

ず現在の土浦市の自治体の中で庁舎をどこに造るかをご検討いただければと思います。 

 

（会長）タイトなスケジュールでありますし、今回は新治村との合併特例債を使っているという

ことですので、現在の区域、また、人口からの算出根拠21,000㎡も、土浦市全体をカバーする上

でのサービス基準ですので、現状の自治体を基本とすることは大事なことと思います。 

 

３.新庁舎建設の立候補地について（提言）の概要について 

（会長）それでは、新庁舎建設の立候補地について（提言）の概要について、事務局からお願い

します。 

 

（資料３：新庁舎建設の立候補地（提言）の概要について 事務局説明） 

 

（委員）次回は、７か所の中から、３か所とか２か所に絞って候補地を決めると。その流れの中

で新たに候補地があるとすれば、それはそれで考えるということで理解していいですか。 

 

（事務局）そのとおりです。 

 

（委員）来年3月までに決めるとなると、２回だ、３回だ、４回だという話をしていると、７回し

か会議をやらないのであるから、そのようなことで来年の３月までにまとまるのか疑問です。あ

る程度のたたき台は必要ではないか。具体的な話をすれば、駅前から亀城公園までが衰退してい

る。そのような具体的な一つの形をつけるとか、今、図書館の話があるが、図書館の用地買収を

しながらということになると間に合わないと思う。区画整理により、今住んでいるところの立ち

退きをしてということになると、２年や３年ではまとまらないと思う。だから、その辺も踏まえ

て、この次の会議までにはたたき台を作って議論をしていかないと、時間ばかりたつような気が

する。私たちも（庁舎建設）懇談会（平成６年当時）には入っていたが、この前は明確にならな

いうちに決められた気がする。ですから今度は、役所としても長い時間検討してきたのであるか

ら、もう少し具体的なことで、駅前から亀城公園までこのままでは大変だとか、そういう一つの

形を作りながら、絞り込んでいくという形にしないと、様々な議論をしていては、３月までに結

論は出ないと思っている。その辺を踏まえてたたき台を作ってほしい。議会としても協力をして

いく。まとまらなかったら大きな問題であるから、しっかりやって欲しい。 

 

（委員）この問題につきましては、当時の大畠経済産業大臣に土浦の中心市街地の商店街を見て

いただき、「商店街だけの自助努力で立ち直れることは難しい」との意見をいただいた。やはり、

この中心部に市役所なり、病院なり、人が集まる施設を持ってきて、それを起爆剤として中心市

街地の活性化を図らなければ無理であるという話をいただいた。その後の大震災で、商店街は大

きなダメージを被った。皆さんもご存じのように、中城は、大徳の蔵も、野村の蔵、矢口酒屋も

被害を受け、今からどうするという状況であり、中心市街地の大通りの店も大徳が閉店し、昨日
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のキララまつりでも、メイン通りは、何にもないんですから、何とか人が集まる施設、市役所な

り図書館なりを中心市街地に持ってきてもらいたい。特に市役所は3,500人の人が出入りしている

のだから、是非そういうものを中心市街地に持ってきて、それを起爆剤として何とか復活してい

きたいと考えています。本日はご婦人方も何人もいらっしゃいますので、その点も含んでいただ

きたい。また、高齢化も進み、高齢者の皆さんが、市役所に行くのにも遠くてなかなか行けない

ということもありますので、自転車でも歩いてでも行ける所に市役所があれば便利だと、特に高

齢者の皆さんは、福祉の用件で市役所へ行く機会も沢山あるわけですので、その点も含んでいた

だきまして、中心部に市役所を持ってきていただきたいというのが、我々の立場ですのでよろし

くお願いします。 

 

（委員）委員からもありましたように、候補地を絞り、ある程度しっかりとしたたたき台を示し

てもらわないと、何か所かに絞ってある程度検討しながら議論していかないと、今回は庁舎を造

るということで議論をしていくのであるから。前回は庁舎を造らなければならないという考えの

もとで検討したから、状況が違うと思います。今回はしっかりとした委員会を立ち上げたわけで

すから、確かに委員の皆さんいろいろな意見があると思います。当然意見は出してもらうにして

も、ある程度のたたき台がなければ前に進まないので、事務局の方でしっかりしたたたき台を作

っていただいて、会長を中心として進められると思うので、その点についてよろしくお願いしま

す。 

 

（委員）たたき台という話がありましたが、審議会という性格からすると、まずは土浦市にとっ

てどのような市役所が必要なのか、例えば建て替えるということも、結果的に建て替えるという

ことになると思いますが、まず、この資料を読むと、建て替えが必要かどうか、必要な場合には

どこに立てるのか、現地を含めて可能性があるわけですから、その中でこの場所でないとすれば、

別の場所、別の場所とはどこになるのかという順番があると思います。それは手順を踏んで皆さ

んとお話をする中で、機能を考え、この場所は機能を果たさないという場合が出てくると思いま

すので、すべてにマッチする場所というのは難しいと思いますので、メリット、デメリットを含

めて、出来るだけベストに近い形で、決まっていけば市民のコンセンサスも得やすいのかと考え

ました。このアンケートを見ても、あくまでも一部の方ではありますが、建て替える必要はない

という方も何割かいるわけですので、あるいは場所を移転したくないという意見もありますので、

そのような方々が納得できるようなきちんとした、意見なり合意なりを得られるプロセスが大事

であると思っています。2回目、3回目になると時間がないので、お尻が決まっているわけですの

で、候補地であれば、幅広に、これは平成6年ですから、15年前、しかも震災がおきたり、経済状

況も変わり、また、新治村との合併もその後のわけですから、候補地については白紙の中で考え

ていった方がいいのではないかと私は思いました。 

 

（会長） 今までの意見の中で、事務局、特に候補地の選び方が大事だと思いますが、それも含

めて説明願います。これはかなり重要な案件ですので、順序を踏んでいくということも大事かと

思いますが。確かに前回のものは、平成6年でかなり状況が変わっておりますので、そういうこと
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も含めて検討するということも利があると思いますので、いかがでしょうか。 

 

（委員）16年前、私も委員として参加しましたが、これは役所が示した案であると思っています。

たたき台を作るこれも役所で示したものであります。今度は、現実的には、滝田については抜い

てもいいと思っていいます。だから絞るしかないと思っています。3月までに候補地を決めるので

あれば、候補地は3か所程度で良いと思います。こんなにまちが沈んでしまったと、ここで役所は

旧市内しかないとか、絞った流れを創っていかないと、誰もが歩いて行けるとか、自転車で行け

るということになると、荒川沖の人たち、新治の人たちにとっては課題があるとは思いますが、

まちの中が、土浦の場合こんなに落ち込んだということを前提とするならば、3か所程度に絞って

役所の方でたたき台を作ってほしいとお願いしたい。 

 

（事務局）たたき台をという話ですが、まずは事務局から説明がありましたように、平成6年の懇

談会で候補地を7箇所とした提言を頂きましたが、提言をいただいた後の具体的な検討は行ってい

な状況になっており、これを現在の社会情勢に合った形でまずは検証をしたいと。議会の市長答

弁の中でも、中心部にということも出ておりますので、そういう視点を加えて、7か所について、

まずは具体的な検証をしていただくと、これが次回であると考えています。その中で当然候補地

が絞られてまいります。何か所が残ってくると思いますが、まずはそのような手順を踏ませてい

ただきたい。先ほど委員からもありましたが、審議会での審議になりますので、ステップを踏ん

で、非常に限られた時間になりますが、ここは何としてもクリアーしていきたいと思っておりま

す。 

次回は7か所について検証し、その中で抜けるものが何か所か出てくるのかと思いますが、それ

と加えて新たに庁舎建設地にふさわしいものがあるかどうか検証いたしますが、そういうものが

あれば、さらにそれを追加していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

（委員）今までの意見を聞いていて、会長にお願いしたいことは、審議会の根幹に関わる大事な

問題が多く出てきたと思います。今市の執行部から7つを検証するということで、なぜ7つが出て

ききたのか、そしてこの7つを我々が検討していかなければならないのかという問題は、基本的に

その要望を市の方に申し付けていくならば、我々は審議会の役割を果たしていくために、会長の

判断をお願いします。 

 

（会長）私の理解では、過去のプロセスは大事ですので、計画はすぐには変えられないと思いま

すので、ある程度尊重しながら進めなければならない。庁舎の建設に関しては、直近のものは平

成6年の黒川先生がつくられた懇談会のものになっております。その中でどのような過程で7つに

絞られたということは承知していませんが、最終的に7つに絞られたということは理解しておりま

す。今後進めていくにあたって、7カ所ということは前のことですから、先ほど申し上げたように

今の時代を考えると、評価する軸は変わってくると思います。それは、4ページで示された1から8

という項目になると思いますが、その当時として考慮されなかったのはバリアフリーだとかの観

点だと思いますが、そういうものを使って考え直してみましょうというのが今の市の考え方であ
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ると思います。一方的に、硬直的に見るのではなく、新しい評価を見ながら、今後より適切な場

所を加えて、評価軸が足りなければ追加して、よりいいものに作っていくという準備段階である

と私は理解しています。 

 

（事務局）その通りです。 

 

４．その他 

（会長）1から3まで審議しました。今までを通してご意見があれば。 

 

（委員）市民の皆さんは、市長の答弁を、市報とかテレビとかで見ていると思いますが、審議会

の手順があると思いますが、中心市街地と言いますと、多分、川口運動公園、新川北地区開発事

業、中央一丁目、眞鍋二丁目あたりかは不明ですが、大体市民の皆さんは、市役所がそのあたり

に移転すると、いろいろな会合の中で話になっています。中心市街地の定義をどこに置くのか、

本日議論する話ではないと思いますが、私たちの会話の中ではその点を認識しているということ

を紹介いたします。 

 

（委員）議会では、コンパクトシティを基に場所を選定するということを、執行部は答弁してい

ますが、今回の説明でコンパクトシティについて触れられていない。この次の場所の議論で、コ

ンパクトシティに基づいた時には、何カ所かは中心市街地から離れており除かれてくると思いま

す。そういうことを踏まえて場所の選定を絞り込んでいきたいということで説明していただけれ

ば、委員の方も納得していただけると思います。2回目からは、コンパクトシティということを市

長も言っていますので、この場所はコンパクトシティにマッチしないから除いていきますという

ことなのでしょうが、6回しかやらないのですから次に次に送るのではなくて、やはり説明すると

ころは詳細にわたり説明して、審議会の皆さんに内情をわかってもらって審議していただいた方

がいいのではないかと私は考えています。 

 

（事務局）先ほど申し上げましたが、議会に対する市長の答弁は、中心部へという話をしており

ます。それからコンパクトシティについてのお話もしておりまして、これについては資料1の5ペ

ージに、説明では触れませんでしたが、社会経済情勢の大きな変化の中のひとつとして、コンパ

クトシティを捉えています。そのような視点から、今後場所について検討していくということに

なります。次回の7カ所の候補地の検証もそういう視点で検証する方向になると思います。コンパ

クトシティにつきましてはこのようなことで検討されていくことになりますのでよろしくお願い

します。 

 

（委員）私ども議員はある程度理解はしていますが、他の委員の方は説明しなければ、理解しに

くいということを言ったものです。審議会の皆さんに理解しやすく説明するべきだと思います。 

 

（委員）今委員が申し上げたことは、やっぱり会議というのは、知っている人と知らない人がい
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たり、そういう差を埋めていくという過程が大事であると思います。知らない人が知らないでい

れば、会議を進めれば、増々ずれていくことになり、時間がないというのであれば、もう少し親

切な資料を作るとか配慮しないと、例えばこの7つの候補地について、私はメンバーに入っていた

から理解していますが、理解していない人もいるわけです。皆さんは議員に喋っているのではな

くて、白紙で臨んだ方にわかるように説明して欲しいと。その辺を配慮して運営してほしいと思

います。 

 

（委員）次回は、委員からも言われたように、わかりやすい資料を提示していただきたい。つく

ば市と合併するために八丁掘は候補地になったところもあり、ある程度次回は、今の142,000の人

口の中でこういう場所であると整理してもらえれば話も進むであろうし、そのような考えでいい

と思います。7か所はやりますといっても、そこで（前回の懇談会は）終了したことですから、今

度は7か所という候補地であっても、今現在の候補地を選択して、絞って行くべきです。我々議員

は理解していても、皆さん理解できない事もあろうと思いますので、次回に明確なことを提出し

てもらいたい。 

 

（委員）私は要望したいのですが、先ほど議員の皆さんが、私どもは理解しているということを

おっしゃっていましたが、その穴を埋めるということですが、どうすればその穴を埋められんだ

という時に、私どもも、この資料も1週間前に届いて、かなり勉強をしています。ですから、会長

さんに指名していただけるとありがたい。お話が好きな人の会議ではないと思います。それぞれ

の意見を吸い上げて欲しいと思います。検討していただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

（委員）事前に資料を熟読したいため、出来るだけ早く手元にいただきたいと思います。審議委

員として1週間あれば熟読できると思います。基本は7か所の問題は、新聞等にも出ていましたし、

知ってはいましたが、事実はどうなのかということを大事にしたいと思います。ここにきてはっ

きりするわけですので、情報の共有化というのは議員さんだけでなく、全部の委員が持つという

ことが大事であり、その辺を役所が私たちにもキチッと均一にいただけるようにしていただきた

いと思います。 

 

（会長）第1回の目的は、情報の共有化であったわけですが、資料の出し方は事務局の方から早め

にしていただいて、進行については私の方で気を付けますので、皆様からいろいろな意見があり

ますので、次回以降適宜拾ってまいりますので気を付けたいと思っています。形だけの委員会に

するつもりは全くありませんので、実質的な議論にしたいと留意したいと思っております。 

 

（委員）最初の、1の資料の4ページに基本構想というものがありますが、新庁舎建設計画につい

てという全体の流れですが、ここでいろいろと検討事項があると思いますが、その2に、新庁舎建

設の基本的考え方とあって、①に上位関連計画との整合性とあります。上位関連計画とは平成6

年の提言なのか、それとも市のマスタープランとかを指しているのか、土浦市の今後のあるべき
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方向性というものは打ち出されていると思います、総合計画とずれているわけにはいかないと思

いますので、どういう計画があって、それとどのように整合をとっていくのか、どこを軸にして

市役所の立地なり、機能を考えなければいけないかということの判断の基準が持てないので、そ

のあたりをいくつか説明していただければと思います。 

 

（事務局）次回は細かい資料につきましても添付させていただきます。上位計画ですが、一番上

位にありますのが、5ページの第7次総合計画が柱になる計画になっております。そのほかには、

環境計画、バリアフリー計画等の様々な計画がありますので、そういった計画に基づいて、庁舎

については考えていくということになりますのでよろしくお願いします。 

 

（委員）膨大の資料を作るのも大変だったと思います。初めてこのような席に出させていただい

て大変緊張しておりますが、7か所の候補地を絞り込んでいますが、地質調査は実施していますか。

それから、土地の所有権ということで、例えば真鍋地区などには普通の住宅がありますが、土地

を借りるとかの所有権の問題は2回目で議論されるのか。もう一点は、直接関係ないかもしれませ

んが、4ページの今後の対応ということで、（5）で高齢者や身体障害者にやさしい庁舎と書いてあ

りますが、自分たちも年を取っていくということで、表記の仕方ですが、障害者の「害」という

文字をひらがなの「がい」と使うようになってきています。ハローワークの資料が手元にあった

ので持参しましたが、この次作成するときはひらがなでお願いしたいと思います。 

 

（事務局）所有権、地質調査については場所が決定してからになります。買収やその他の開発手

法についても、場所が決定した後になります。資料3につきましては、平成6年の概要版を抜粋し

た形でまとめておりますのでその当時の書類として提出したものですのでよろしくお願いします。  

また、障害者の表記については、土浦市では現在「障害者」として表記しています。 

 

（委員）本日初めてこのような場に出させていただいてありがとうございました。本日委員の皆

さんの話をうかがったり、事務局からの説明をうかがう中で、市庁舎の建設については、これま

で長年にわたり懇談会が開かれたり、候補地が選定されたりの経緯を初めて知りました。土浦市

民として年月が浅いものですから、慎重に考えていかなければいけないということを改めて認識

させていただきました。膨大な資料とともに説明をうかがって、次回この席に臨むまでに熟読さ

せていただいて、自分の考えを持ち合わせていきたいと思います。 

 

（委員）区長会を代表して出席しておりますが、市の中心地に移転をということで、先日、中央

一二丁目の区長さんが集まって、昔の京成百貨店の跡地にということで、あの周りの地権者の承

諾を取っていると区長たちは言っています。住んでいる人たちは話があればすぐに立ち退くとい

うことで、まちの真ん中に持ってきてもらいたいというのが、大鷲ブロック、八幡ブロック、西

部ブロックの一中地区を中心とした意見です。今日、この地図を見ますと、メリット、デメリッ

トはあると思いますが、7つの候補地が選ばれた理由を知りたい。議員の皆さんは全部わかってい

ますと、わかっている人がいて、私たちの意見を聞いて、後に議会でなにか問題になると都合が
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悪くなる。ここで場所を決めて答申すると、議会で決めることになると思いますが、その時に議

会で答申された場所と違う場所になった場合、（それはないですとの声）半年で決めるということ

は、すでに中身が決まっているのですか（決まってないですとの声）。建物自体は決まっているの

ですか（決まってないですとの声）。何も決まってないのですか、白紙なのですか。これを5か月

くらいで、6回で大丈夫ですか。決める場合ですが、意見が分かれた場合は多数決で決めるわけで

すか。 

 

（会長）それはどういう状況かその場にならないと分からないわけですが、評価軸というものは

皆さんにわかりやすい軸をもってきて評価しますから、多数決はあり得ないと思います。 

 

（委員）できれば満場一致で決めていただきたいのですが。 

 

（会長）多分、7地区というのはどういう経緯で決まったかということは、承知していないのです

が、今回の議論ではあまりこだわらなくてもいいと思います。仮の7つですから。今後ことが大事

だと思いますので。どういうところが出てくるとか、比較とかが大事だと思います。 

 

（委員）まず基本的なことがわからなかったです。7つというのが当然のことのようにこの席では

言われておりますが、巷の噂では、一つ二つは聞きますが、それがさも決まったような言われ方

で伝わっております。今度土浦の街中に行くらしいよとか、主婦的な会話ではそういわれており

ます。それから今、意見の統一ということが非常に大事だと、反対者がいたのではという意見が

出ましたが、反対者というわけではないのですが、なぜお金がかかるのに今建替えが必要なのか

と、震災で大分やられたというけれども、市役所に行ってみたらあまりたいしたことはないよと

か、そういう意見も事実あります。ですから、こうこうこうでひび割れとか修理費がこれだけか

かるとか、きちんとしたものを、曖昧な私たちが納得するためにも、きちんと一本筋の通ったも

のを出していただきたいとお願いします。 

 

（会長）場所はまだ決まってないはずですので、噂であって皆さん、そこはご確認いただきたい

と思います。この場で、決定することになります。 

 

（委員）先ほど委員からもありましたが、答申ですので、審議会が全員建て替えることで答申し

ていいよと了解することがないと、それで、どこがいいのかと議論していても仕方がないと思い

ます。この審議会は建て替えることで合意していますよということから、今度は何カ所にすると

いうことで、これだけの箇所があったのでは我々も答申はできないと思いますので、絞り込んで

いただいて、絞り込んだ中から、どれがいいですかと答申することにしてもらわないと、多分無

理だと思います。15年、16年たっている中でそのまま出されても我々としては納得できないとい

うことで、やはり新たないろいろな所があると思いますので、それを提出していただきたいと思

います。答申ですので決めることはできないのですが、やり易いように資料の作成をお願いしま

す。 
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（会長）建て替えるという方向で審議を進めるということでよろしいでしょうか。 

 

（全員）異議なし。 

 

（会長）それでは、建て替えるという方向で、次回以降議論を進めていきたいと思います。スケ

ジュール的にも厳しいですが、今後意見を拾えるようにまた極力情報をお出ししていくというこ

とで進めていきたいと思います。多くの意見をいただきました。今後の策定作業に生かしてまい

ります。 

 

５.事務連絡 

・次回は10月11日(月)9時30分から審議会の開催を予定しています。議題としては、7箇所の総括

を行うとともに、庁舎の目指すべき姿、指標、財源を予定しています。 

・議事録については、会長に確認後、公開する予定です。 

 

○閉会（会長） 

 

 

 

 


