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第５回 土浦市庁舎建設審議会議事録 

日時 平成 24 年 6 月 29 日（金） 09 時 30 分～11 時 40 分 

場所 市役所第 2 会議室 

１ 出席委員 

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、 

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、大里商工観光課長、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  35 名 

３ 議題 

（１）開会 

（２）会長挨拶 

（３）報告 

① 第４回庁舎建設審議会議事録ついて 

② 第４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４回庁舎建設審議会議事録について 

・資料Ⅱ－１：第４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Ⅱ－２：既存施設を庁舎等へ用途変更した先進地の事例について 

・資料Ⅱ－３：ウララⅠ 補強等工事の概要について 

・資料Ⅲ  ：候補地について 
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■開会 

 

■会長あいさつ 

（会長）改めまして、おはようございます。これまで４回の審議会を実施してきました。最

初の審議会では、狭隘性、災害拠点、あるいは分庁舎を集約化する必要性、その観点から、

速やかな建て替えを確認しました。第２回目では、９４年の提言７候補地の比較をして、更

に２候補地を追加しました。３回目では、９候補地の比較から４候補地への絞り込みという

ことを実施してきたわけです。前回の第４回では、１候補地を外し、１候補地を追加して、

４候補地を候補とするということを確認しました。今回ですが、前回の最後に申し上げたよ

うに、可能であれば、今回の審議会で候補地を絞り込みたいと思っております。そういうプ

ロセスを粛々と進めていきたいと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいと思っておりま

す。 

■報告 

（会長）早速本日の議題に入らせさせていただきます。まず報告事項、第４回庁舎建設審議

会議事録及び主な意見とその対応について事務局から説明お願いいたします。 

 

（資料確認） 

資料Ⅰ   第４回庁舎建設審議会議事録について 

資料Ⅱ－１ 第４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Ⅱ－２ 既存施設を庁舎等へ用途変更した先進地の事例について 

資料Ⅱ－３ ウララⅠ 補強等工事の概要について 

資料Ⅲ   候補地について 

 

（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、ご質疑、ご意見等、ございますか。それでは議事を進めま

して、前回の審議会で要望しました、先進地の事例とウララⅠの構造等に関する資料を用意

して頂きました。最初に、先進地の事例について、事務局から説明をお願いします。 

 

（既存施設を庁舎等へ用途変更した先進地の事例について：事務局説明） 

 

（会長）ただ今の説明について、ご質問、ご意見、ございますか。 

（委員）耐震性ですけれども、石巻市の事例とか山梨の事例というは、今回の東日本大震災

で被災していると思いますが、耐震補強工事を実施していないとあるので、今回の震災でど

の程度の被害があったのか、教えていただきたいと思います。 

（事務局）石巻でございますが、庁舎につきましては、今回の震災で避難所ということで利

用されていたと思います。一部に損壊等があったようでございますが、石巻の防災拠点につ

きましては、この庁舎と同じ年度に建ちました消防庁舎の方に耐震性を確保した防災拠点が

設置されているというような状況です。甲州市につきましては、被害状況につきまして確認
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してございませんので、調査いたしまして、後日ご報告申し上げたいと思います。以上です。 

（会長）たぶん石巻に関しては、委員の方でも何名かは行かれているかと思います。その石

巻に加えて三つの事例の説明がありました。それでは議事を進めさせていただきたいと思い

ます。つづきまして、ウララⅠイトーヨーカドー土浦店跡の補強等工事の概要を事務局から

説明をお願いします。 

 

（ウララⅠ補強等工事の概要について：事務局説明） 

 

（会長）ありがとうございました。ご質問、ご意見等ございますか。耐震の話と開口部の件

について説明がありましたが、よろしいでしょうか。 

（質問、意見なし） 

（会長）議事を進めさせていただきたいと思います。協議事項に入ります。候補地について

事務局から説明をお願いします。 

 

■協議事項 

（候補地について：事務局説明） 

 

（会長）ありがとうございました。事務局から四つの評価軸で整理して頂きました。これ以

外の評価軸は有ろうかとは思いますが、評価軸を増やせば増やすほど複雑になりますので、

本質的な軸を四つ挙げていただいております。一番目は庁舎建築費用。これは当然、財政と

いう文字と直結する費用の問題、これは大事な問題です。二番、事業期間。やはり工期が長

いというのは、地域間競争だとか、特に震災を受けて、迅速に対応することは急務です。 

そういう観点からの指標になっています。三番、市民の利便性。当然市役所ですから、市民

のアクセス性というのは、当然、重視しなくちゃいけない。そういう観点からの指標になっ

ております。四番、中心市街地活性化の貢献度、新庁舎周辺のまちづくりの展開です。庁舎

は、まちづくりに直接的にあるいは間接的に大きな影響を与えるわけで、その観点からまと

めたというものです。事務局からも説明がありましたが、この順位に関しては原案になって

おりますので、その点はご留意いただければと思っております。これから皆さんから議論を

頂戴するわけですが、私の前回の進め方が悪いということもあって、特に意見の偏りがあっ

たと数名の方からご指摘を受けましたので、今回はなるべく、これまで意見を表明されなか

った方、あるいは質問を出されなかった方を優先的に、ご意見を頂戴して進行していきたい

と思っております。それではいかがでしょうか、質疑を始めたいと思いますが、非常に大事

な議題です。今回の審議会で一番大事な部分ですので、忌憚のない議論にしたいと思ってお

ります。 

（委員）段階的に候補地の絞り込みを進める。たとえば二箇所に絞ってやっていくとか、こ

の場で一箇所に。そういうところは、どのように考えているのでしょうか。 

（会長）私としては、四候補地を一本に絞るというのは、なかなか決め方は複雑です。です

から段階的に、一つずつ落としながら絞り込んでいきたいと思っております。よろしいです
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か。他にいかがでしょう、ご意見等、意見沢山お持ちだと思うのですが。いかがですか。 

（委員）よろしくお願いいたします。先程、議長の方からひとつずつ削っていくという方向

性の話をされたので、それを踏まえてお話を少しさせていただきます。私の中では、まちづ

くりの展開として考えて一位となっている、この中央一丁目地区です。青年会議所としても

まちづくり運動、地域活性化という運動をしているので、どうしてもそこの方を重点的に考

えてしまう様な感じがいたします。駅から中央一丁目地区までの区間、また亀城公園の周り

を含めた再開発といかそこからのまちづくり、また、この地区ですと、すぐ近くに、まちか

ど蔵のような地区がありますので、そこも含めたまちづくりを一緒にできるのではないか、

というように思っております。ウララの件に関しましては、どうしても土日になりますと、

一気に人がいなくなるということが気になるところです。なので、先程の他の事例にもあり

ましたが、商業施設等を含めた、下のフロアは商業施設、上のフロアは市役所等で土日の人

が流出するのを防げないものかな、というような考えもあります。なので、ある程度切って

いくとすれば、私の方といたしましては、駅前北地区、あとは川口二丁目用地を他の課題の

評価を見させていただいて、私の中では、中央一丁目用地とウララの方どちらかが良いので

はないかなと、私は思っております。以上です。 

（会長）他、どうでしょうか。 

（委員）私は、区長会の会頭をやっている都合上、ブロックが１１ブロックありまして、今

回この土浦市が、計画している箱物、消防署、図書館、斎場と全て私どものところにあって、

１１ブロック中８ブロックにはありません。ブロック長会議では、市の中心にばかり持って

いかれているので、市の税金を使うのだから、一つぐらいは外郭へ持ってきてはどうかとい

う考えの方がかなりいました。でも、これはもう決まったことですから、この４地区のうち

私の考えは、今、先程委員さんが言ったように中央一丁目とウララと思っていますが、市の

説明を聞いていると、いかにもヨーカドーでお願いしたいというように受け取れますが、私

もヨーカドーがいいのかなと思います。中央一丁目地区は、反対を示している地権者がいる

ので、難しいかと思います。以上です。 

（会長）ありがとうございました。他、どうでしょうか。大学ではないので、あまりあてた

くはないのですが、どうでしょうか。 

（委員）私自身、ヨーカドーのところはですね、費用的に安い。駅前である。ただし、既設

のビルですから、防災の拠点としては弱いのではないかと、こう思うわけです。しかしなが

ら、四つの中では断トツにヨーカドーが良いのではないかと、私個人はそう思っております。

中央一丁目につきましては、実務的に買収が非常に難しい。出入口とか、大切な所で反対さ

れますと暗礁に乗り上げるのではないかと。川口二丁目につきましては、防災の拠点として

は、優れております。敷地も広いですし。それと、市民開放スペースが取りやすい、という

ことを見ております。これからの庁舎というものは、あまり高くしないで、なるべく低くす

る。川口二丁目は非常に平面的な、ダイナミックな庁舎ができるのではないかと、こう思わ

れるわけです。土浦駅前北地区は、このとおりでして、私は、イトーヨーカドーのところが

一番良いのではないかと、推薦するところです。以上です。 

（委員）４地区あるのですけれども、順位があるのですが、実現性が重要だと思っているの
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で、用地の取得が難しいとかですね、そういうことですと長期化してしまいますし、暗礁に

乗り上げてしまうことがあるので、そこは外せないなと思っております。私個人の意見です

が、駅前北地区が良いと思っております。というのは、まず、既存の建物を耐震補強して使

うというのはどうなのかというのが一つと、現在、商業施設としてかなりしっかりした建物

を市庁舎に使うよりは、そこを何らかの商業施設として、もう一度再活用する知恵というか、

努力をすべきではないかというのが一つです。ヨーカドー自体は、震災の時にも大きなイン

フラの施設になりました。物流の拠点が駅前から無くなるというのは、中心市街地活性化に

おいては、マイナスだと思っております。ヨーカドーの跡地を取得することによって、専門

店街も合わせて居なくなってしまうということは、中心市街地活性化に逆行する方向性にな

ってしまうのではないかなというのを懸念しています。この資料の比較表を見て、思うので

すが、駐車の件、交通アクセスということで非常に重点を置いています。確かに地方都市な

ので、車を使わないアクセスが無いとは思いますが、これからのコンパクトシティーという

考え方からすれば、公共交通機関をいかに活用していくか、ということも大きな課題だと思

っています。そういう意味ではバス、鉄道の結節点に市役所を持っていくことが大切ではな

いかというふうに考えています。駐車場については、駅の東西の既存の駐車場が空いていま

す。そこをどうしてもっとよく使わないのか。前回質問したのですが、立体駐車場をどうし

ても作らなくてはならないということは無いはずです。附置義務からいったらそれほどたく

さんの駐車場を作る必要はありません。また、図書館の建設計画においては、１階２階が駐

車場になっています。３階のペディストリアデッキをつないで、そこからそのまま施設棟に

入るようになっています。ということは、もともと市民の窓口を３階にするということは、

十分に可能です。それと、高さ制限がありますみたいな話があったのですが、ここは都市計

画上高度利用地区です。そして、このあいだ青梅市役所に行った時に、あそこは日経のグッ

ドデザイン賞を頂いた建物ですけれども、市民フロアは平面にありました。議場も平面化さ

れていました。業務棟は、むしろ高度化して、市民の人が平面をアクセスするよりは上下で

移動して、それぞれの関連した業務はそれぞれ階数で分かれている、ある程度高度化すれば

市民のシンボルである霞ヶ浦、あるいは筑波山、非常に良く見えます。今、土浦に居て霞ヶ

浦を意識するということはほとんどないです。見えないからです。ぜひ、市民の方には、図

書館建設の時にも眺望庭園、屋上庭園という計画がありましたが、そういう意味で市役所が、

市民の意識を調整するという意味も含めて、駅北地区に来てほしいなと私は個人的に思って

います。このなかに、ヨーカドーの跡地にしても駅北地区にしても、駅前に一極集中すると

いうことがマイナスでとらえられていますが、土浦市の中心市街地がなぜ衰退していったか

といったら、分散したからです。いろいろな機能が分散されてしまって、人が拡散してしま

ったからです。賑わいを取り戻すためには、集中化させることが絶対に必要だと思っていま

す。中央一丁目も歩いて行ける範囲ではありますが、用地の取得性と、私は景観委員もやり

ましたが、亀城公園、中城通り 重点景観地区です。古い歴史の街並みとか、そういうこと

で進めていた地区に市役所を持ってくるというのは、私は理念的に合わないのではないかと

思っています。文化的とか、そういうエリアではないのかなと考えています。そのために土

浦小学校とかも景観計画を重視した建物が建てられたと聞いていますので、出来ればそのよ
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うな開発なり、方向性を持った地区に中央はなっていただきたいと思っています。業務とか

そういういう面については、駅に集中させるべきだと思います。以上です。 

（会長）はい、ありがとうございました。皆さんご意見いろいろお持ちかと思いますが、と

りあえずひと通り聞いて、議論を展開していきたいと思います。 

（委員）私は、あくまでも高齢者社会ですし、交通の便ということで、今運転出来ても、新

庁舎が出来上がった頃に、運転できなくなる年齢の方も沢山いるということを念頭に置いた

時に、常磐線を使って行ける位置とか、そういうことが選択肢の中で私の中では重要です。

まして今は、６号国道はバスが走っておりません。荒川沖の駅まで徒歩でいくと２０分かか

ります。それから土浦駅に来て、駅前だったらいいけれども、ちょっと歩くとか、バスだっ

たら、市役所に行くのも面倒になるというような環境の中で暮らしております。ですから、

そういう意味からいうと、ウララ、ヨーカドーの跡が、一番便利性では良いと思うのですけ

れども、先程意見が出ましたように、土日が休みで、ゴーストタウンみたいになってしまっ

て、誰も買い物に来ないというような、駅前がそうなってしまっても困るし、今テナントが

残されておりますけれども、市役所がもし入ることになったら、市役所を利用する人を相手

に商売というのもなかなか難しいでしょうし、撤退したいという方も現れかねないと思いま

す。そういう面を考えると、ヨーカドー跡でも良いのか悪いのか、判断はできないですけれ

ども、交通とか便利性の面では、私はイトーヨーカドー跡を押したいと思います。 

（委員）財政の面から考えますと、一番ウララが。国も大変な時代になっておりますので、

ウララの方を考えますけれども、イトーヨーカドーさんが１５年たっているということで地

震が来ないという条件でどれくらい持つのでしょうか。 

（会長）このご指摘は、先程もいただいておりますが、これは、まとめて事務局から説明い

ただきたいと思います。    

（委員）私個人としましては、車を運転しつつ買い物なんかに出かける主婦ですけれども、

イトーヨーカドーはとても便利だと思います。しかし、買い物ということを考えますと、私

の周りの主婦の方たちは、車を運転する方が結構多いので、ちょっと遠くても便利でたくさ

ん安く買えるようなところに、行ってしまうようなところがあります。そういうことを考え

ますと、買い物ということだけをとらえると、イトーヨーカドーはそういう面ではどうかと

思ってしまいます。イトーヨーカドーに市役所の機能を持っていただけるのであれば、市役

所を利用する、プラス買い物、ついでということで利用することが可能かなと思います。で

も、買い物だけをとらえると難しいかなと思うので、土日の空洞化に関して考える参考には

ならないとは思いますが、図書館の部分を拡充するであるとか、体を動かすためのジム的な

ものを入れるとか、皆さんが利用して頂けるような部分を取り入れていくのがいいかなと考

えます。以上です。 

（委員）イトーヨーカドーが、他と比べて断トツに建設費用が低いということと、前回イト

ーヨーカドーのテナントは、土浦市が交渉するという話ではなかったかと思うのですけれど

も、違いますか。その３０億の中に、そのテナントの人たちへの対応、これがどのくらい組

み込まれているのかというのが一点。それからもう一点、今土浦市が市政懇談会を各地区公

民館単位で行っています。大体３箇所か４箇所ですか、終わられたような気がするのですけ
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れど、その時に市庁舎に関して、どのような質問なり、それに近いものが出でいたか教えて

いただきたい。以上です。 

（委員）私一中地区ですが、一中地区で市の庁舎に対しては、あまり出ないですけれども中

央一丁目に市の庁舎を持ってくる話があったころ、高架道は土浦市の中心街に降りられない

ので、あそこにインターを作ってはどうかという意見を強く言う人がいました。そうすれば

駐車場もあそこにして、庁舎はどこでもいいような話でした。もう一点は、川口二丁目地区

に持ってくる。市民は別に、霞ヶ浦のことを知っていますが、よそからくる来庁者、霞ヶ浦

を目の前にした市の庁舎が一番良いのではないかと、観光資源になるのではないかとの意見

が、かなり出ていました。以上です。 

（会長）ありがとうございました。論点を整理しなくてはいけないのですが、まず、質疑が

しやすいところから、イトーヨーカドーのテナントの対応と、市政懇談会の雰囲気、その辺

のところをご説明いただけたらと思います。 

（事務局）ご質問の耐用年数につきましては、今後の改修状況とか、利用状況によって、何

年持つかは異なってくると思います。参考に税法上の耐用年数では、ヨーカドーは鉄骨の建

物ですので３８年。用地買収とか価格を照合するときの耐用年数は、鉄骨で６０年、といっ

た二つの基準がございます。ヨーカドーの共有者つきまして、土浦市が交渉していくのかと、

それが３０億に入っているのかとのことですが、地権者との交渉につきましては、市の方で

今後対応していきたいと考えております。３０億円の費用、他の建物については８０億との

見込み額を出しておりますが、こちらにつきましては、用地の取得費については含めていな

い状況で、地権者との交渉経費も入っていない状況です。以上です。 

（事務局）市政懇談会におきまして、この庁舎問題について、ご意見等が出たかとのご確認

の質問ですが、市政懇談会につきましては、先週２１日から始まりまして、４回ほど開催さ

せていただきました。一中、三中、五中、都和中地区ということで、開催させていただきま

した。また後半９月に、４地区を予定しておりますけれども、これまでの４回の中で、市長

の方から、冒頭に１５分ほどお時間を頂きまして、市の主要な事業について、ご説明をさせ

ていただいております。その中で、庁舎については市民の皆さんの大変ご関心も高だろうと

いうことで、市長から直接ご説明させていただいていますが、ただいま審議会の方で４箇所

の候補地に絞り込まれまして、更に今後、更なる絞り込みが行われて、市長の方に提言が頂

けることになるということで、そういった説明を冒頭にさせていただいております。なおか

つ、６月中旬号の広報紙で、これまでの庁舎建設審議会の審議の経過を市民の皆さんに報告

させていただいております。そうしたこともあったのかどうかわかりませんが、この４地区

の懇談会において、庁舎のそのものについてのご意見というのは、出てございません。以上

です。 

（会長）はい、ありがとうございました。今の説明でよろしいですか。あと耐震補強で、１

５年経っていると、イトーヨーカドーのところですが、耐用年数の問題ですが、結論から言

うと、どうですか。法的に物理的にも両方の面でクリアできるのか、ご説明できればありが

たいです。 

（事務局）耐震性につきましても先程説明も仕上げました、３０億円の範囲でブレース等を
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補強することで、１．５倍の防災拠点としての耐震性は満たせるということと、耐用年数に

つきましても、大規模な改修を行うわけございますので、今後引き続き庁舎として利用して

いくということは、可能であると判断しているところでございます。 

（会長）今の回答でよろしいですか。あと、平日は役所の方がいらっしゃるけど、土日は人

通りが減るとのご指摘がありましたが、この件についてはどうでしょうか。 

（事務局）土日、空洞化になるとのご意見がだいぶございます。この審議会の以外にもウラ

ラに役所が行った場合、シャッターが閉まってしまってどうですかといった声を聞いており

ます。仮にウララが市役所になった場合には、特に中心部で生活されている方、生鮮食料品

はウララの中と駅ビルの１階、これぐらいしかございませんので、仮にウララが無くなると

いうことになりますと、日常生活に大変な影響を与えるということがございます。それから、

シャッターの関係ですが、土日シャッターが閉まってしまうというご意見がございます。こ

れにつきましても、たとえば１階の駅側からの入口、それから北側に広場の方に出入口がご

ざいますが、その辺のところ。それから２階の駅からのペディストリアデッキからの突き当

り、この辺のところはやはり商業系で考える必要があるだろというように、仮に市役所とい

うことになった場合、そのように考えております。生鮮の方も当然確保しなければならない

というように思っておりまして、土日にシャッターが閉まってしまう中心部の皆さんに、日

常生活に支障をきたすということが無いように、対応はしなければならないと考えておりま

す。 

（会長）委員は、駅北をプッシュしているということで、構想の建物で、どちらかというと

市役所から見下ろす形になるのかと思いますが、そういうご意見もいただいておりますが、

駐車場に関しては、東口の既存の駐車場を活用して面的に展開すれば、敷地が狭いですが工

夫の余地があるのではないかとのご指摘ですが、その点に関して事務局はどうでしょうか。 

（事務局）高さの話がございましたけれども。高さの話でしょうか。 

（委員）高さというよりは、庁舎建築費用の中に、別途駐車場、要は立体駐車場を設けなく

てはいけないのでその建設費がかかりますということが書いてあります。でも、そこまで建

設する必要は無いのでしょうか。つまり既存の駅の東西の駐車場をもう一度活用する。確か、

前に質問した時に、附置義務が発生する台数はそれほど多くなかったと思います。そこから

５００ｍ以内に駐車場があれば良いというような話だったと思います。充分に５００以内、

殆ど隣にあるわけですから、財政ということを考えれば、既存の市の施設を有効活用するや

り方もあるのではないでしょうかと申し上げました。 

（事務局）東西駐車場の利用につきましては、これは十分検討すべき事項だと思います。敷

地の附置義務につきましては、１５０台の２割程度３０台程度を敷地に設置すれば可能でご

ざいますが、近いと言っても、敷地内の駐車場と東西の駐車場が近くても、若干の距離がご

ざいますし、その辺の利用状況につきましても活用する場合には検討していくべき課題なの

かとは考えております。 

（会長）若干補足させていただきます。私実は石岡駅の橋上化の委員長をやっていまして、

ＪＲの橋上化は、結構お金が掛かります。というのは、工事のできる時間が深夜しかない、

安全優先ですから、限られた時間で工事をするということで、結構見た目より高いです。Ｊ
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Ｒとの交渉は安全を優先しますから、タフな交渉をしなくてはいけないということで、結構

皆さん思っているよりは、敷居が高いと私は思っております。 

（委員）別に何かを建設する訳ではなくて、既存の駐車場をそのまま使う、ただそのことを

申し上げただけです。 

（会長）すいません。あと論点としては、どうですか。市の方で補足する説明があれば、お

願いしたいと思いますが。 

（事務局）特にないです。    

（会長）皆さんよろしいですか。審議委員の皆さんよろしいですか。質問が無ければ、ある

いは答えに対して、不満があればもう一度議論しますが。 

（委員）私は今回短く申し上げますが、私は中央一丁目が良いという立場にあります。この

資料の比較表ですが、この中で先程、事務局が言われたのですが、二階と一階はシャッター

問題で、商業施設として考えざるを得ないというようなことをおっしゃられたのですが、当

然私もそう思っていました。その中で、この図面の中では、一階から四階まで全部使うとい

う計画だと思うのですが、そうすると面積が減ります。分庁舎を無くして１箇所でという基

本路線がありました。それがまず崩れるだろうと私は思います。その時に分庁舎を作るとき

には３０億ではできないということが、まずあるということと、この３０億の中に、耐震補

強工事を含むということは、内装が入っているということだと思いますが、それでよろしい

ですね。分庁舎は、当然想定しなくてはならないだろうということをこの中には入れていな

いということです。それともう一つ、事業期間の問題で中央一丁目は、たった１回のアンケ

ートの結果で、これは非常に難しいというような表現であります。ここに書いてあるのはそ

ういうことでしょう。反対が何名いるとかね、そういうことが言いたいわけです。一方、地

権者３６人、まだ不確定要素があります。この難しさが、きれいな言葉で入っています。い

ずれにせよ、問題点は同じだと思います。何事をやったって、最初からアンケートで、１０

０パーセント賛成などということは、日本中、世界中どこにもありません。そういうことを

想定して、これは考えなくてはいけないことだと思います。中央一丁目、ウララこの２つに

ついては、不確定要素があります。人間ですから、相手が。難しい問題があるので、その辺

は、どう議論しても、交渉してみなくては解らない、人為的なことがありますので、私はこ

の２つを最後に残すのかなと。その根拠は、土浦市長の中川市長の基本的な理念と言います

か、コンパクトシティーということについては、かなりの方が同意されていることがあるの

で、そういったことでこの２つを残して、交渉を待つということと思っています。万が一、

私は当初から思っていたのは、ウララを買うことは、私は結構だろうと思っています。しか

しながら、イコール庁舎が良いのかというのは、私は別問題だというように思います。最後

に一言、土浦市の中心市街地活性化にとって、庁舎がウララに行くことが、ベストなのかベ

ターなのかワーストなのかと考えた時に、私は、決してベストでは無いだろうと。やはり商

業施設で、やはり活性化していくのがベストだと、これは誰もが共通した意見だろうと思い

ます。あそこを庁舎にしようというのは、次善の策、それ以下のしょうがないからこうなの

かなというようなことで、皆さん市民の方考えていられるような気がします。ですから私は、

ベストな状態の可能性が残されているような気がします。そういう意味で、買うことは良い、
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庁舎にするかどうかは、これは今後の議論の中でというように私は思います。以上です。 

（会長）分庁舎の考え方について、よろしければ事務局からお願いしたいと思います。 

（事務局）委員からの分庁舎の関係ですね。先程、商業関係を検討しなければならないだろ

うというお話、仮にウララが庁舎の場合の話をもうしあげました。生鮮食料品、それからそ

の他のお店ですが、先程１階とか２階の話をしましたけれども、今後、どのような形になる

か全く見当がつきませんけれども、そういったものが必要だろうと申し上げたわけです。当

然、商業系が入りますと、面積が少なくなります。現在、イトーヨーカドーと、共有者で持

っておられる面積、約２万、共有部分も含めまして２万４千弱です。地下の食料品売り場が

約４千㎡、これを引きますと残りが２万ぐらいになります。あと、一階と二階にどの程度か、

これは規模によりますので、今の段階では想定できません。どの程度商業系で入れるのか、

その辺のところは全く見当つきませんが、その規模によっては現在のヨーカドーだけでは収

まらないということがでてまいります。その場合はどうするのかということになりますが、

現在ウララⅡに男女共同参画関係、それから子供センター系の施設があります。そこは今庁

舎の中では見ておりません。あるいは駅北に一部、ということも考えられるのではないかと

思います。今の段階では、商業系をどれくらい確保するのかが全く見えない段階ですので、

仮に庁舎ということになれば、先程申し上げたものを入れなければならないであろうと思い

ますし、その規模によっては、近場に一部確保することが必要になってくると思います。 

（委員）私、前回ヨーカドーの件に関しては、条件付というお話をしました。土日の空洞化

と地下一階、それから２階、それを事務局の方から構想として持つというお話ですよね。 

（事務局）検討しなければならないということです。 

（委員）書類を見ると、市はヨーカドー一点張りになっています。１位、１位、１位、２位

になっている。問題は単価の問題。６８億ですよ、ヨーカドーは、三角の方の土地を入れて、

市長は１０億ぐらいと言っている。事務局も知っていますね、１０億ぐらいでしか買えない

ということを。単価の話は一回も出てきていない。市は、どの辺りの交渉をしているのかわ

かりませんが、返事もしていない、それから話も聞いていない。同時に、問題はお金だと思

います。それを買う。以前話したように、３６人の方がいるわけです。それはヨーカドーに

交渉させなさいと以前の会議で話したと思います。それで、その３６人の分を買うことと、

ヨーカドーから買うこと、ヨーカドーの三角の土地も入れて１０億という話をしていたと思

います。だけど、ヨーカドーが今こんなに市役所、市役所となって、この様な書類が出回れ

ば、おそらく、少なくとも３０億以下の話はしてこないと思います。あの三角の土地を売る

ときには、おそらく５０億と言ってくるかもしれない。その辺もふまえて、私は、中央地区

でも他の場所でも、あまり用地代が高くなったら、そこではできませんと、はっきりした返

事を執行部からもらいたいと思います。 

（事務局）価格の問題ですが、前回、前々回でも価格を公表してくださいとの話がございま

した。これは、今の段階では、好評する考えは全くございません。これは高ければ、当然駄

目、市民の皆様が納得いかない話だと思います。市民の皆様に納得いただけるように、それ

は決まってからの交渉になりますが、市民の皆様に納得いただけるような価格で、当然、鑑

定などかけまして、それをベースにした適正な価格でということになります。べらぼうな額
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で、ということになりますと、どこの候補地であっても対応できないことは当然のことであ

りまして、その様な考えでございますので、今の段階で価格がこうだということは申し上げ

られません。なお、ヨーカ堂とは６月の末までに回答、最初は４月でしたが、６月末に延び

ております。それが若干遅れるということは、話をしてありますけれども、いずれにせよ、

どうするのかという回答をしなければなりません。回答するにあたっても価格がどうなのか、

全く見当がつかないのでは回答できない、ということで既に接触はしております。そういっ

た中で、今後、最終決断ということになりますが、交渉はしております。ただ、今の段階で

は、価格についてはこうだということは申し上げられないことをご理解いただきたい。 

（委員）この委員会で、ヨーカドーさんの後に市役所ということも議案に載っていますが、

いくらで売るのか、ということを折衝して、金額が決まった段階でヨーカドー、といった話

を進めていくのが筋だと思います。それから、先程委員が言った中央地区。中央地区だって、

高架道の建設に賛成したために、中央地区があれだけ落ち込んでしまっている。今度は市役

所という話が、ヨーカドーの閉店の話が無いときは、中央地区で決まりそうな勢いだったの

が、今度は、全く無しでは、地元の方たちがどうしようもなくなってしまう。その辺のとこ

ろは十分に考えていただいて、先程委員が言った第二庁舎の様なものでカバーしてもらわな

いと、中央地区がどうにもならなくなってしまうので、その辺は考えてもらいたいと思いま

す。ともかく、この審議会の結論が出る前にヨーカ堂さんと交渉して頂いて、出たものを決

めないと、売ってくださいと、買ってくださいでは、大きな違いですから。 

（委員）私は、仮定の話で議論しても進まないと思います。問題は、このまま四つの地区を

残したまま、交渉して進めるのか、あるいは二つの候補地にして進めるのか、このことをは

っきりしないと、いつまでたっても、交渉しなさい、決まらないのでは交渉できません、の

状態。二つの候補地になりそれで交渉する。先程、委員が言ったように、交渉して、どうし

ても高くで駄目な場合はやめれば良いとは私は思います。このまま仮定の話をしていたら、

このまま四つの地区が残ることになると思います。ヨーカドーは高くて買えないだろう、中

央一丁目は地権者がまとまらないだろうと、そういった仮定の話をしたならば、私は、四つ

の地区で進めるしかないと思います。二つの候補地にして、どうしても交渉でまとまらない

時には、改めてそこを外した候補地にすれば良いのではないかと私は思います。 

（委員）候補地を二つに絞るというお話がありましたが、先程、北地区の話もありました。 

そういったご意見の方もいるので、まず金額的に問題になるヨーカドーと、中央一丁目です

か、ヨーカドーは建設の費用ばかりではなくて、委員さんがおっしゃったように、いくらで

買うかというのが、膨大な金額になった時に、この金額に上乗せしなくてはならないです。 

だから四つ残しておいても、二つで精査できるものを精査して提示してもらえば、そこでお

のずといろいろ結論が出てくると思います。やはり北地区というお話も意見として出ている

から、それは尊重すべきです。私の意見としては、やっぱり審議会でいろいろ出てきた意見

はきちんと尊重していただくということと、今、中央一丁目とヨーカドーのいろいろ、まだ

まだなんか蓄積されている問題があるようなので。いろいろな委員さんがおっしゃるのも本

当だと思います。だから、そういうことを踏まえて、その辺の情報を出していただいて、そ

れから考えるというのも一つの案かと思います。 
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（委員）ご指名頂いたので、一言いいたいと思います。私は、前回中央一丁目の地権者の動

向をもう一度把握してくださいと言いました。それが全然説明が無くて、地権者が多いもの

ですから、との言葉だけで片付けてしまわれて、それで、中央一丁目は難しいと言いていま

すが、たとえば７箇所のうちからから４箇所に絞られるまでは、何箇月か待ったわけです。

その中で、１回のアンケートの結果で、いつもこれは変わっていません。居所不明１名なん

ていって。この状況で全然変わっていなくて、それでここから評価されて駄目だという話と

いうのは、ちょっとないのではないですか。役所で一生懸命になってやってもらって、それ

でもだめでしたという説明があって、審議会の中で選定してくださいというのならばわかり

ますけれども、何ら努力もしていなくてやられたのでは、中央一丁目地区を押している人で

も、何なのだ、ということになってしまうと思います。確かに候補になっていないから進め

られないというのは、そうかとは思いますが、でもやはり、７個所から４箇所に絞り、今度

は２箇所に絞りましょうという話に、全然その所が取り組んでいなくて、それで２箇所に絞

りこまれたときにどの様な行動を起こすのですか。審議会で委員さんが言われましたように、

審議会で出たものは、次の時には必ず説明してもらわないと、その先の意見を言ってくださ

いと言われても言えません。委員長、そういうとこだけは、申し訳ないですが説明になって

いませんから、そういうところだけはよろしくお願いしたいです。 

（事務局）意向調査の件がございましたが、この様な場合には、意向調査をやりましたこの

結果で判断をするわけです。さらに踏み込んで地元の中に入って行くことになりますと、こ

れは場所が決まって次の段階ということになります。現実的にはそういうことになります。

現在、意向調査を再度行うということは考えていません。一度行いまして、これで我々は判

断する。そういうことだろうと思います。それから価格の面も、今の段階では場所も決まっ

ていない、何処にしようかとの段階で価格を提示することは考えられないです。場所が決ま

って、妥当な額で交渉する。それで時間がかかるかもわかりません。今の段階で価格を提示

して、それで判断をするということは、場所を選定する審議会の中では、無いと思います。

ただ、額が高くては大変だというのは、十分わかりますので、それは念頭に置いて場所が決

まれば交渉するということになります。さらに、意向調査ということは、考えられないと思

います。 

（委員）私は価格の話はしていません。意向調査を行った時に、たとえば本庁舎を建てる所

に反対者がいたのであれば、これは議論にはならないでしょうと。反対者５名がいた時に、

庁舎が建つところに反対者がいないのかということを開示してください、と前回言いました。

誰が金額を提示してくださいなどと言ったのですか。 

（事務局）委員は言っておりません。先程、委員さんからその辺のお話がありましたので、

合せて私の方からお答えさせていただきました。反対者の件、これは個人情報でこれは申し

上げられない事項です。 

（委員）個人名はいらないです。建物が建つところに、反対者がいるのかいないのか、それ

ぐらいは言っていただかないと議論にならないでしょうということを前回に言ったのです。 

（事務局）委員さんのご指摘でございますが、前回も場所的な問題等、ご指摘を頂いたと思

います。事務局といたしましては、場所が特定されるということは、それは個人情報に当た
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り、開示することは難しいということでご理解いただいたと理解しております。 

（委員）理解はしていません。この様に中央一丁目は行いたいと思います、との図面をもら

ったから、そのエリア内で、本庁舎が建つとことに反対者がいたのでは建たないでしょうと、

それで議論してくださいと言われても議論にならないでしょうと言っただけであって、その

中に本当に反対者がいたのでは、何のために図面を作ったのですかということを前回言った

のです。個人情報があるから、誰々さんが反対しているなどとは言わなくていいのです。本

庁舎が建つところには、反対者はいなくて同意者の人がいますから大丈夫ですと言えば、議

論できますけど、前回は、５名の反対者がいますなどと言うことだけの説明ですから、それ

を聞いただけです。審議会ですから、場所を選定するのに、本庁舎が建つところに、反対者

がいたのならば、いくら議論をしても議論になりません。そういうところだけは、最低でも

開示して頂かないと審議会として審議は出来ないでしょうと言っただけです。 

（委員）会長が、あいさつの中で、絞って、と言っているから、２箇所ぐらいに絞っておい

て、それでもまとまらない時には、川口二丁目なら市の土地なのでいつでもできるので、ヨ

ーカドーと中央一丁目に絞っておいて、単価的な問題だとか、どの程度の問題があるかはわ

からないけれども、その辺を踏まえて、そして、お金の問題で大変だと一つの形になれば、

現実的に、川口であれば杭がもう１０億打ってあります。後先では２０億です。同時に霞ヶ

浦の見通しが良いところが役所であれば、職員の方も気分が清々して、仕事が倍できるかも

しれない。ですから、会長が先程のあいさつの中で、２箇所ぐらいに絞ってと言っているの

で、２箇所に絞って、そこが両方駄目な場合はそこを諦めて、そうして話し合いをするとい

うことでどうでしょうか。 

（委員）２箇所に絞るというお話が先程から出ていますが、どうもお話を聞いていると、ど

うも中央一丁目地区とウララの２箇所に絞ってというように聞こえます。それで、先程もお

話をしましたが、現実性、計画の実現性は非常に重要だと思っています。というのは、前も

お話しましたが、常名の運動公園が、たった一人なのです、反対している地権者は。それで、

もう２０年もストップしています。しかも、飛び地で何箇所も中心部にあるので、出来ない

わけなのですけれども、中央一丁目の先程の庁舎の建設では、周辺の方であれば、そこを外

してということであればできるのかと思いますが、中に入ってしまったら、建物が建つ位置

もそうですし、駐車場を予定しているところ、そこを残すということはあり得ない話です。

その、建設的に。やはり行政とかが頑張ればできること、一生懸命やれば工期が短縮できる

とか、金額を抑えることができること、第３者が入ることは別で、本当にリスクが高いと思

っています。どうなることかが全く分からないことになります。この市役所というのは、特

例債の期限もありますし、もちろん今後、南関東で大きな地震が、近い将来また発生するか

もしれないとの科学的な知見もある中で、早く市民が安全に生活できる防災拠点なり、行政

の機能を維持していくということは、まさに近喫の課題だと思っています。合わせて、中心市

街地が衰退しているということも含めてなんですが、私はこの市庁舎の建設審議会が、ヨーカド

ーさんが候補地に無かった時ですが、思っていたのは、ヨーカドーさんは本当に駅前にとっての

大きなインフラだった。それが撤退しないように、駅前に行政施設があればいいと思っていまし

た。ウララさんのところですが、ヨーカドーさんが撤退しても、ある程度の商業施設を入れると
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いうことであれば、要するに、誘致するにあたってはなんらか、駅の乗降客がどれくらいいるの

かとかがベースになります。だから、駅前にどれだけの集客ができる施設があるかが、テナント

なり商業施設を誘致するときに、非常に重要な要件になりますから、そういった意味でも、近い、

すぐ隣にある。用地の取得性では、もともと法人しか持っていないところですし、ＪＲさんが持

っている土地ですから、ＪＲが活性化できるということであれば、ご協力されないことは無いと

思っていますので、私は駅北と思っています、この４箇所の中では。あと、川口ですが、委員さ

んには大変失礼ですが、観光ホテルさんも地盤沈下とかの問題で、結局今営業ができないような

状況で、その湖畔についての地盤とか、そういったものについてはどうなのだろうということと、

あそこの地区は、もともとマンションを建設するにあたっても様々な反対がありました。その景

観の問題とか、それから水辺の空間を市民としての水辺の空間をそういうことに使っていい

のかという意見があったともいます。その中で、確かに市役所はいいかもしれませんが、で

もやはり使い方としては、違うのではないかと、やはり市民にとっての水辺の憩いなり環境

的な何らかの場所として、是非活用して頂きたい。それは同じ水辺の反対側の水郷、あそこ

もやはり地盤とかの問題で非常に建物が倒壊したというか、破損したということもあるので、

そのためのお金もかかる可能性もあります。液状化しないための地盤ということもあると思

いますので、それからあと用地の取得性に問題があるところを残して、交渉していくなかで、

どうするのかとなると、私は泥沼化してしまうのではないかと非常に心配しています。やは

り、きちんと新築で、機能性を十分に検討した中で、ちゃんとした建物を建てる。そして、

用地の取得性とか交渉とかに問題のない、後々、この中央一丁目とウララのどっちになって

もなんだか、昔の薩摩と会津のような話になっても困りますので、後々禍根を残さないため

にも、別な場所にするべきではないのかというふうに思っています。 

（会長）はいありがとうございます。他どうでしょうか。 

（委員）皆さんの意見を聞いて全てなるほどと思って聞いていました。自分の場所としては、

審議会が始まった時から随分変わっています。私は、最初は北地区ここがいいなと思ってい

ました。地権者もいませんし、委員さんが言ったこととほとんど同じ意見でした、そしても

し足りなければ、将来ヨーカドーが撤退した後はペルチが何とかするとあそこが分庁舎にな

っていいのではないかと言ったら、大変怒られた審議会の時もありました。そして、この市

役所の方から、審議会の視察に行った時には、青梅とつくばに行かせてもらいました。市役

所がなんでそこに行かせたのかと思いますと、私は、市役所は新庁舎が作りたいのかなと、

そういったことで青梅、つくばを見てまいりました。確かに新築は素晴らしと、私も感じま

した。それから時間もたって勉強するうちに中央一丁目も非常に捨てがたいと思いました。

先程委員さんが言ったようなお話もありますし、やはり商業施設でもどうかとの思いもあり

ましたが、この資料を月曜日にもらいまして、水曜日に甲州市とそれから岩槻市に行ってま

いりました。ここに行きまして私の考えは随分と変わりました。甲州市は、平成の大合併で、

塩山市、勝沼市、勝沼町、大和村が合併して、それでも現在３４，７５０人、合併前は３万

ちょっとと聞いております。一般会計１６０億円の都市として、先程事務局から説明があり

ましたように、塩山ショッピングセンターシルク、ここを見てまいりました。この写真にあ

る、１６ページの写真にある一番上の丸いところ、２階部に市長室、副市長室、それから政
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策課があります。一番下のこの議場は３階のエレベーターを降りると、目の前にこの議場が

ありました。議場に私入ってまいりました。これが８億ちょっとでできる、合併特例債等を

活用したと聞いています。非常に私は使い勝手がいいというか、非常に苦渋の選択だったの

ではないかと想像がつきました。聞くところによると、自家発電装置ですとか、そのような

ものもあります。地下の方には現在、商業施設はありませんでした。ＮＰＯで食堂をやって

いたような記憶がありますけれども。何よりも７箇月でオープンできた、そのように聞いて

います。それから午前中にここは、甲州市は勝沼インターチェンジから５分のところなので、

また戻りまして岩槻に行ってまいりました。私岩槻に行ってみてまず思ったことは、土浦と

全くウララビルが似ていると、恐ろしいくらいに似ていると、１９ページに地図があります

けれども、このワッツ東館がウララⅠとすると、ワッツ西館がウララⅡ・Ⅲと、岩槻駅は土

浦駅のように橋上駅ではありません。私鉄、柏から東武野田線で、約５３分で着くところで

あります。ペディストリアデッキもありませんでした。その中で、これらを見て思ったこと

は、私の思いの中では殆どクリアしたのですけれども、一番問題があるとすれば、議場をど

のように作るのか、それは大変だろうと、それはこちらのイトーヨーカドーのウララの資料

の方でも、議場は困難を要する、と書いてあります。そしてワッツ東館ですが、キャンドゥ

ーマルエツが入っておりました。１００円ショップです。１階２階に商業施設が入っており

ました。そして、ワッツ西館も含めますと４０店ぐらいの専門店、有名チェーン店、それか

らファストフードからサイゼリアから殆どフル装備で入っているということであります。人

口が１１２，２３８人ですけれども、周辺人口が大変多いので、土浦よりもそのような面で

は、人口の面では向こうの方が少し多いのかなと感じました。そして、この地下１階、それ

から１階２階、これを見た場合には、土浦もこうなればいいなと、そういうものを強くその

時に思いました。というのは、私は見て、だいぶ考え方が変わってきまして、やはり最初は

新築がいいと思いました。中古より新築がいいと思ったのです。ただ、先生方がおっしゃっ

たこともありますけれども、スピード感が非常に大事ですし、相手との交渉がある。相手が

ある。そこは市の方に託すしかないと私はそう思っていますけれども、ともあれ、あと８箇

月間の２月２８日をもって、３月１日から土浦駅が空洞化する、そして人通りが、シャッタ

ーが閉まる、玄関口のイトーヨーカドーが閉まる、土浦市民とっては閉まった時には、私は

相当な、今以上の反響があるのではないのかと、そのように考えています。ですから、やは

りスピード感を大切にしなくてはならない、というのがまず１点であります。そして、もう

１点は、今のこの日本の国の財政事情、少子化を含めてマクロの議論になってしまいますが、

一番いい例は、東京の首都高速道路、これをどうにかしようという問題が新聞等で良く出て

います。これはもちろん地方にも言えることだと思います。そして人口が少子化になってい

く、そして社会保障費がどんどん上がっていく、消費税が８パーセント、１０パーセントと

なっていくと、当然地方にも配分があるわけですけれども、殆ど社会保障費でこれは消えて

いくのではないかと、そうするとやはり残りはこのような高度成長期にいろいろ作った設備

が、更新とか修理とか、橋とか道路とかガス管も含めていろいろな形に土浦市も相当お金が

かかるのではないかと、この辺あまり議論されてはいないですけれども、私は想像がつきま

す。ということは、新庁舎にお金をかけるのはどうかと思います。そして全国を見ると、１



第 5回土浦市庁舎建設審議会議事録 

 

16 

 

０年ぐらい前までは新庁舎がブームで大型庁舎ができました。そしてこれらがどんどん出来

上がってきまして、箱物の運営費と批判を浴びています。あと記事を見ましたのが、鳥取市

では、１００億円の新庁舎を作るということに、反対の住民運動が出てきて、そして５万人

の署名を集めて住民投票でこれは新庁舎はいらないというのを新聞記事で、私は見ておりま

す。それはなぜかと言うと大きな金額を使う必要があるのか、もちろん新築マンションがい

いです、新築いいです。その様な中で、ヨーカドー跡地というのが、なった場合にはここで

十分対応ができる。ただそれは、先程おっしゃったように相手があるので、ここに関して私

はここで議論することではありませんし、委員がベターというお話をしましたけれど、私は

それが同じ意見です。私の考えとしては、やはり１箇所ですと、先程先生方がおっしゃった

ようなことが当然起きると思います、もし、何処もまとまらなかったならば私はプロパスト

でいいと極論で思っています。北開発の東地区、ここはですね、今の権利変換ですか、さら

に設計見直しをして、都市計画を作るとさらに三年かかるという話を聞いたことがあります。

この辺は真否性が良くわかりませんが、だとすると、本当にどこもここもいろいろな問題が

あるなというのと、今の財政状況考えた場合には、私は、８０億というよりも、もっともっ

と安くして、その他の残った分を合併特例債等色々ありますけれども、土浦市その他いっぱ

い箱物作ることもありますし、そういった中川市長が良く言うように自主財源をどう確保す

るのか、そんなことを考えていくと、私は、結論から言うと、ヨーカドーと中央一丁目がふ

さわしいのかな、というのは一番初めに私が第一回目の時にお話ししたように、１箇所では

まずいとお話したかと思います。そして二箇所が出てきて、うち来いよ、こっち来いよとお

互いに運動をやってプレゼンテーションをやる青年会議所の全国大会の話をさせていただい

たと思いますが、そういった雰囲気になって初めてどちらに行くのかなって決まります。そ

して、審議会で１箇所の答申と言われましたけれども、イトーヨーカドーの撤退に関しまし

ては、有事だと思います。これは緊急性を要することだと思います。土浦市で今一番市のこ

とを考えている、一番解っているのが土浦市長だと思いますので、最終的な決断は市長に委

ねたいと思っております。以上です。 

（事務局）只今の委員さんのご意見については、今調べています。ヨーカ堂の件は先ほど申

し上げましたけれども、ヨーカ堂への回答期限があります。当初４月末、現在６月末ですけ

れども、少し延ばしてもらっておりますけれども、回答をしなければなりません。現在、ヨ

ーカ堂の跡地は、庁舎の候補地としてご審議をいただいておりますけれども、この庁舎の問

題を別にしましても、あそこが、土浦のまさに玄関口、顔であるということですので、それ

にふさわしい導入機能を考えなければならないということが、一つあります。それからもう

一つ、先ほども申し上げましたけれども、中心部で生活されている皆さんの日常生活、これ

に支障をきたしてはいけないだろうと、これは何としても避けなければならないだろうと、

それから、あそこが、駅前の再開発でありまして、平成９年に再開発ビルで誕生しました。

この駅前の再開発ビルが雑居化して、どうのかということがあると思います。そのようなこ

とを考えますと、その対応ついては、早期に決断をしなければならないと考えております。

今日、候補地がどのようになるか分かりませんが、先ほど申し上げましたように、庁舎問題

を別に切り離しても、その対応に当たらなければならないと思っておりますので、その結論
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は、近々出さなければならないと考えております。 

（委員）中心市街地の商業を担っているものとして、２月で閉店するわけですから、その後、

なるべく早くシャッターを上げてもらえるような努力をしていただきたい。できるだけ早い

時期にシャッターを上げてもらえるようお願いします。これが一番大事なことだと思います。 

（会長）では、よろしいでしょうか。もう一度。これは大事なことなので、も一度、確認さ

せてください。それでは、川口二丁目は外すことと、駅北を外すということでよろしいでし

ょうか。 

（委員） はい。異議なし。 

（会長）それでは、二案に絞られました。それではここからなのですが、意見がかなり割れ

ているということです。たぶん議論しても中々厳しいのかと思いますし、また、次回議論し

ても、たぶん、中々、前進するという雰囲気も、また新しい情報も、たぶん得られないと思

いますので、私としては、この二案で答申するという形で行きたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（委員）いいです。異議なし。 

（会長）一本に絞れないということは、少しミッションとしては不本意ですが。二本で答申

することで、スピード感を持ってということで、今日で答申するということで決定したいと

思います。 

（委員）今日、二本答申すると、当然、パブリック・コメントはやるわけですね。パブコメ

のスケジュールとか、議会の三分の二の決定までの段取りはどうなっているのか、先の見通

しがどうなっているのか教えてもらいたい。イトーヨーカ堂のこともあるので、一概には言

えないとは思いますが。 

（事務局）只今、ご審議をいただきありがとうございます。答申ということで、もう一度、

答申の内容のご確認をいただく必要があるので、様々な条件、ご意見が付されていると認識

していますので、どのような形での答申になるか、ご審議をいただきたいと思います。尚且

つ、大きな考え方としての跡地の利用ですとか、ご意見をいただきたい項目があります。も

う一度、その部分のご確認をいただく作業が必要である。そうした中で、ご答申をいただき

まして、構想のパブリックというお話がございましたが、今のお話では、二箇所の候補地の

ご答申ということ、この形でパブリック・コメントにかけるということはできません。パブ

リック・コメントの趣旨そのものが、市の施策としては、また、審議会の考え方としては、

こうした方向に行きたい、より良くするためにご意見をください、という制度です。ですか

ら、二箇所で構想ということは、考えられませんし、これが住民投票のような、賛成、反対

の議論になってしまいます。パブリック・コメントの制度の趣旨を外れるということになり

ますので、これは、ご答申をいただいたものについては、市長が判断をさせていただいて、

構想案として市民のパブリック・コメントに付して、かけていくことになります。これを持

って、今度は、議会に議案として提出させていただくことになります。手続きとしましては、

年末位までの間になると考えています。 

（会長）ありがとうございます。繰り返しになりますが、二候補地を答申することで決まり

ました。あと審議ですが、その他になります。特に次回の審議会について、もう一度整理し
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て、ご説明をしてください。 

（事務局）事務局から、その他として、一点お諮りしていただきたいと思います。今、候補

地が二箇所に絞られまして、次回の審議内容も説明させていただきましたが、次回の審議会

の日程を調整させていただければと思います。もしよろしければ、次回の日程ですが、様々

な調書の準備も必要でございますので、８月２日、木曜日を予定したいと思います。時間は、

９時３０分からと考えております。会長お願いいたします。 

（会長）次回は、８月２日木曜日の午前９時３０分から開催したいと思いますので、日程の

確保をお願いしたいと思います。それでは、次回８月２日で午前９時半から開催したいと思

います。これで本日の議事がすべて終了しました。進行を事務局に返したいと思います。 

（事務局）次回の審議会の日程につきましては、改めて通知します。また、今日の審議内容

につきましても、なるべく早く、資料としてご提出させていただきます。 


