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第３第３第３第３回回回回土浦市総合企画審議会土浦市総合企画審議会土浦市総合企画審議会土浦市総合企画審議会    議事録議事録議事録議事録    

 

日時：平成 29年 2月 20日 13：30～15：30 

場所：土浦市役所 301・302会議室 

参加者：別添名簿参照 

 

 

１．開会１．開会１．開会１．開会    

 

２．２．２．２．会長会長会長会長挨拶挨拶挨拶挨拶    

 

３．３．３．３．報告事項報告事項報告事項報告事項    

（１）第２回土浦市総合企画審議会議事録について 

（２）第２回土浦市総合企画審議会での主な意見とその対応について 

 

【 事 務 局 】資料Ⅰ－１，Ⅰ－２，Ⅰ－３，資料Ⅱ－２の説明 

【副 会 長】それではご意見お願いします。 

【委    員】資料Ⅰ―３の P.30の「活力とまちづくり」の項目を読むと，土浦の歴史

に根差した農業，工業，最後に特徴的な農業とあるが，特徴的とは具体

的になにか？ 

【 事 務 局 】本市の農業には，レンコンなどの特有の農産物があるので，他市と比較

して特徴的なものを指しています。 

【委    員】今のままでは漠然としてピンとこない。もう少し長く書けないのか。 

【 事 務 局 】農業の説明部分の枕詞を工夫させていただきます。 

【委    員】資料Ⅰ－３の P.22の「計画推進の基本姿勢，地域力と市役所力」だが，

市役所力という文言が引っ掛かる。行政力のほうがいい。市役所は無機

質な感じがする。 

【 事 務 局 】農業の部分ですが，地産地消は重要な視点なので，表現につき検討させ

ていただきます。市役所力ですが，これまでは，市民と行政が一体とな

ったといった表現ように，行政としてきたが，あえて市役所力を使わせ

ていただいている。土浦市らしさ，勢いなどを表現するための表現。力

もパワーを示すためのもの。こうした表現を使えればと事務局で考えて

いる。 

【副 会 長】ほかに何かご意見ありませんでしょうか？ 

【委    員】資料Ⅰ-３の「これらの『市民力』」という書きぶりについて，第 7次総合

計画では一部の市民が頑張ってまちづくりに参加してくれたが，第 8 次

総合計画では全ての市民の参加を課す義務規定のように読み取れる気が

する。市民活動に熱心な市民はごく一部で，多くは渋々参加している。

実態を反映しているとは思えない。ここではそうした一部の能動的な市

民に加え，団体，企業による参加だけではなく，そのほかの市民全体と

一丸となって取り組むと捉えてもらえるようにできないのか。一部の市

資料Ⅰ－１ 
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民ではなく全体でという趣旨が分かりやすいようにしたほうがよいので

はないか？ 

【事 務 局】一部の市民だけではなく，土浦市民 14万人全体で取り組むべきという趣

旨でよろしいでしょうか。 

【委    員】「みんなで一緒にやっていこうよ」程度の表現にしてもらいたい。 

【事 務 局】市民参加が義務的にならないようにということだと思いますので，表現

について検討させていただきたいと思います。 

【副 会 長】他にご意見ありますでしょうか？竹内委員お願いします。 

【委    員】資料Ⅱ－１について。第 7次総合計画のときには公共施設の在り方とか，

小学校の統廃合とか，ストックマネジメントについてはあまり載ってい

ないが，これから作る第 8 次総合計画では避けて通れない。庁舎をはじ

めとして老朽化した施設を新築・リニューアしなければならない給食セ

ンターや新治の小学校などの事例がどんどん出てくる。公共施設の利活

用では，具体的に何をするか記述が必要と考える。例えば，かすみがう

ら市は民間を対象にして既存ストックの利用者を公募している。どの自

治体にとっても深刻な問題である。農業の話も出ていたが，つくば市で

はブルーベリーを日本一として謳っている。本市ではアリストロメリア

などの花き生産も盛んであり，固有農業の生産物を書くなど押し出しが

必要だと思う。農業だけではなく，霞ケ浦を中心とした漁業等も忘れて

はならない。 

【事 務 局】公共施設のマネジメントをしっかり推進するということで，基本構想の

中では大きな視点を書かせて頂いたもので，詳細については基本計画の

中で書かせて頂ければと思います。農業はレンコンのほか，花卉，漁業

としてはワカサギなど，土浦市の色を出せるものがあるので，基本計画

を作る中でご議論いただければと思います。 

【副 会 長】それでは先に進めます。3つ目の報告事項になります。事務局から説明を

お願いします。 

 

（３）「平成２８年度３ヵ年事業実施計画」及び「平成２８年度長期財政見通しと財政運営

の基本的な考え方」について 

 

【事 務 局】資料Ⅱ－１，資料Ⅱ－２の説明 

【副 会 長】ありがとうございました。ただ今の説明につきまして，ご意見等あれば

お願いします。 

【委    員】第 1 回審議会のときも申し上げたが，財源の問題が気になっている。こ

の財政状況で施策を実現できるのか？具体的な取り組みが書いてあるが，

これで何とかなるのか？この見通しができないと計画実施は無理だと思

う。それならば総花的にならずにできることだけを書くようにしなけれ

ばならないのではないか？選択と集中。多額の費用のかかる部分，給食

センターや学校教育の充実，ゴミ施設などで予算の 40％くらいに達する。

そうすると，先ほど言ったように実現性に疑問符がつく。この財政見通
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しでなんとかなるのでしょうか？ 

【事 務 局】162億円の赤字の長期財政見通しですが，毎年，まず，ローリングしなが

ら事業実施計画を作り，予算編成を行いますが，選択と集中の考えで予

算編成をしています。また，国からの支援制度は毎年変わります。制度

が変わる中で，市の財政負担をいかに少なくできるよう考えながら進め

ています。 

【副 会 長】ほかにご意見ありますでしょうか？ 

【委    員】支出ばかりが目立つから「足りるのか？」という話になるが，経済効果

により歳入が増えるといった効果もあるので，そのあたりも計画に出す

とよりわかりやすいのではないか？ 

【事 務 局】事業実施計画を進める中で波及効果の面ですが，結果的に税収増や人口

増につながるまちづくりも考えられるかと思います。今後ともどういっ

た効果があるか検討しながら進めていきたいと思います。 

【委    員】土浦の人口が 14万人を切るかもしれない。目標だった 14万 5千人を達

成するには人口を増やすしかない。市税が全然増えずに減るだけなのは，

人口が減っているためである。第 7次総合計画でも「TXの波及効果を引

き込んで～」というくだりがあるが，この 12 年間何もしてこなかった。

真剣に TXの波及効果を呼び込まないと，人口は増えない。つくば市，守

谷市，つくばみらい市ほか県南 10市における TXの影響に関する資料が

ここにあるが，他７つの市町村の落ち込みが大きい。TXという膨大な人

間を運び観光客を連れてくるものを活用しないと，金が入ってこない。

市民会館もあるが，定住自立圏構想もある。本市単独で市民会館を建て

るのではなく，かすみがうら市と一緒にやれば違うのではないか？第 8

次総合計画の最初の 5 ヵ年の計画は土浦市単独でやるのでは金が持たな

い。人口が増えている自治体を研究して引っ張ってこられるか考えない

といけない。 

【事 務 局】税収については，過去の推移から見込んでいるところになります。極端

な税収の伸びは期待できません。税収を上げるために大規模事業をおこ

なう手段と併せて，人口減少を踏まえた施策も必要になります。両立す

るためには「守りの行政」と，「攻めの行政」をやっていくことが必要だ

と思います。人口規模にあった行政をしていくのが基本になります。新

しい事業を積み重ねていくという行政は，現状を見ると難しくなってい

ます。既存の事業をスクラップしてその財源で効果的な事業を実施して

いくという運営が必要になります。毎年事業を積み重ねていくような財

政運営は難しいのが現状です。広域的な行政は目指すべきだと考えてい

ます。基本計画の中でご議論頂き，計画に盛り込めればと考えています。

TXについては，市のレベルの財源での延伸は厳しいものです。国や県と

協調して進めていくものだと思います。 

【委    員】TXの延伸は諦めているが，その波及効果対策は検討すべきだと思う。つ

くばに来るはとバスの観光客を土浦にも寄らせるようなことを真剣に考

えてほしい。 
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【事 務 局】広域的な観光の視点も必要だと考えているので，計画の中でご議論いた

だきたい。 

【委    員】第 6 次総合計画と，第 7 次総合計画の策定に関わってきたが，財政と向

き合いながらシビアに取り組む必要が出てきたのは，第 8 次総合計画に

なってから。市税についてはすばらしい。全国的に見ても市税が歳入の

50％を超えているところは珍しく，交付税で成り立っているところがほ

とんどである。土浦市が強いと感じるところである。財政の見通しの P.22 

23は総括だが，「足りないけどもこうやって補う」ということで，総合計

画とどうやってタイアップしていくかがポイントになる。第 8 次総合計

画においても，市民に喜んでもらえる施策はできると思う。 

【副 会 長】ありがとうございました。それでは先に進めさせていただきます。協議

事項に移ります。事務局から説明をお願いします。 

 

４．議事 

（１）まちづくり市民懇談会の結果について 

（２）第８次土浦市総合計画（素案）について 

 

【事 務 局】資料Ⅲ－１，２，３の説明 

【副 会 長】ありがとうございました。それではただ今の説明についてご意見，ご質

問をおねがいします。 

【委    員】今回は暗い審議会だなと感じているが，冒頭に説明のあった議事録の P.3 

の 16 番，資料Ⅰ－２の商工会長の発言だと思うが，「気合が感じられな

い～，モチベーション夢を形にしたらよいのではないか」という点に関

連して，市民に夢を抱かせる計画をまとめてきたのでお伝えしたい。現

在土浦市商工会では 70周年の記念事業を進めており，昨年アンケート調

査を実施し，350～400件の調査票を回収した。その結果をもとに，執行

部と事務局で勉強会を重ねて，土浦市にこれからの 10年に向けた提言と

して練っている最中である。今日はその中から３つお話したい。まず夢

を抱かせる計画として，常磐線と TX の接続を考えている。難しいのは

重々承知しているが，皆で力を合わせる必要がある。自分自身，学生時

代の昭和56年に新交通システム構想を聞いたときには痺れた記憶がある。

その当時の市長のもと皆で団結して事業を形にしたことと思う。第 8 次

総合計画でも夢がないといけない。常磐線と TXの接続，公共交通を強化

することでつくば土浦間のアクセスが 6 分に短縮され，災害時の防災機

能も向上する。経済波及効果も観光面を含めて大いに見込まれる。併せ

て土浦駅周辺の賑わいも期待され，本市のイメージアップにもつながる。

また，沿線都市の仲間入りができる。石岡市においても独自の延伸ルー

トの提案を考えるとのことなので，負けていられない。途方もない金額

のかかる事業だが，考えないと始まらない。次に二つ目。常磐自動車道

についてだが，土浦北と桜土浦の間にスマートインターの設置すること

を提案したい。これは費用も掛からず，交通アクセスが良くなり，物流
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の効率化により企業誘致も有利になる。建設コストも安く，管理費も掛

からない。中心市街地の活性化にもつながり，導入されれば地価があが

るのではないか。最後に 3つ目。P.14の 15番に霞ケ浦の観光について花

火は一日だけとあるが，通年で観光誘客を図るために霞ケ浦の活用を考

えるべきである。そこで大噴水を提案したい。水質浄化のシンボルとし

て見える化を図るものになる。商工会議所として以上の 3 点を提言した

い。常磐線 TXの接続延伸，スマート IC,大噴水の三つである。 

【事 務 局】ご要望として承らせていただければと思います。なお，厳しい財政状況

を示させていただきましたが，夢のある計画にするためには，知恵が必

要であると考えています。 

【委    員】市民の立場から二つあります。懇談会が開催されて市民から意見が出て

このようにまとまって，修正されているということは，発言された市民

にとっては良かったのではないかなと思います。是非とも「このような

発言によって総合計画がこのように変化した」ということを，市民にフ

ィードバックしてほしい。これが周知されることで，多くの市民の関心

を呼び，今後より活発な懇談会になると思う。素案の P.31 の 42 番「結

婚から子育てまでの支援の充実」だが，ワンストップの総合的な相談支

援体制というと直接的な出会いや子育て支援の相談ばかりが思い浮かぶ

が，所得の問題や，家族の介護の問題などの間接的な問題もあると思う

ので，いろいろな部署と連携して広い相談体制をできると良いと思う。 

【事 務 局】市民に対してのフィードバックについては検討したいと思います。様々

な支援についてですが，福祉分野では包括的な支援体制をとっています。

同様に，横連携をとって市民に不便の無いように対応を図っていきたい

と思います。 

【副 会 長】ありがとうございます。それでは澤田委員お願いします。 

【委    員】多岐にわたる内容だったので迷ったが，私は企業の立場での発言を期待

されていると思う。企業にとっては，その場所が「活動しやすいかどう

か」がポイントになる。土浦市は立地としては良い条件だと思う。そこ

を最大限生かすことを考えたほうが良い。公共交通のアクセスや高速道

路の使い勝手が良いことは，企業にとってはありがたい。教育や医療の

充実により，従業員が安心して暮らせるかもポイントになる。教育，病

院なども揃ってくる必要がある。企業的感覚だと，税収を増やすほうを

狙いに行くと，前向きな施策を考えざるを得なくなる。人口を増やす，

通る人を増やす，人の滞留を増やすようなことを考えると夢のあるもの

になると思う。 

【事 務 局】企業立地ですが，圏央道が接続され利用環境が高まるので，立地面での

優位性を活かして企業立地を進めたいと考えております。また，従業員

の方の安心な生活も大切だと思います。基本計画を作成する際には，そ

の点を踏まえたいと思います。税収を増やす，歳入の確保は大切な観点

です。日本一のサイクリングロードや，ジオパークなどの生かした施策

展開や産業全体の活性化を考えたいと思います。 
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【委    員】前回の会議の中で，日本一のまちづくりに関する意見が多数あったが，

半々だったようだ。また，本市は自主防犯組織の組織率が高いものの，

刑法認知犯件数が非常に多く，これは軽犯罪が多いためという理由だっ

たかと思う。具体的にはこれからだろうが，自転車の窃盗が気になって

いる。土浦駅前ではあまり起きてないと思う。シルバー人材の活用など

により自転車泥棒はやりづらい状況となっていると思う。一方で，荒川

沖付近の無料自転車置き場は窃盗が多いと思う。防犯灯二つくらい作っ

ただけ。盗難自転車対策は，刑法認知犯件数のワーストから脱出するの

に手っ取り早い対策だと思う。金のかからないものはどんどん進めてい

かなければならない。絵に描いた餅にならないように。TPP の記述があ

るが先行きが不透明だと思う。変えたほうがいい。 

【事 務 局】絵に描いた餅にならないように，という点は気を付けていきたいと思い

ます。TPP については，アメリカの動向を見ながら最後に更新する予定

です。 

【委    員】土浦の歴史をみると，団地造成で定住人口を増やしてきたことがわかる。

阿見の自衛隊や，神立の工業団地などに対し，東京からの 1 時間程度の

住宅地ということで，住宅公社で団地をつくってきて今日の土浦市があ

る。今後どうやって家を建ててもらうかというと，インフラ整備が重要

になる。現在は民間がミニ開発している状況である。民間会社が宅地を

開発する際に，道路上下水道を整備して，市に管理をお願いする流れが

ある。そうしたインフラ整備に市がある程度助成をすると，家を買う人

にその分還元され，金銭面でのメリットが出てくる。これは市が介入し

たほうが良い。その辺ができるかどうか，前向きに検討してもらいたい。 

【事 務 局】民間が宅地開発する場合にインフラ整備に対して，市で，なにかしらの

バックアップしたらどうかというご提案ですが，宿題として承らせてい

ただきます。 

【委    員】それでは一委員として，計画の論理性の部分が気になるという視点から

の意見を述べます。財政が苦しい状況がよく分かりました。P.21 の協働

でまちづくりする必要性もよくわかりました。P.22 の「地域力と市役所

力の協働のまちづくり」において項目 1 は目標であり，2 と 3 は市役所

がやること，4 は具体的な中身ですが，5～7 はちょっと異なると感じま

す。これらは地域力と市役所力が一緒にならずともやるべきことのよう

に感じます。5～7がここにないほうが，姿勢が明瞭になるのではないか？

また，市民がどうするのかという点の記述がないように感じます。整理

が可能か検討してください。 

【委    員】資料Ⅰ－3，P2.の行財政改革と市民サービスの向上は，痛みを伴うもの

で，市民サービスの向上は，行財政改革に逆行するものである。これら

の両立を入れてもらいたい。P.22と P.23で深く言っているが，細かいと

ころの実行性が課題になる。中心市街地活性化のあとには定住自立圏構

想がでてくる。その先には，合併しかないが，中核都市を目指してやっ

ていけば夢が持てるのではないか？その点でもスマート ICはいいことだ



7 

と思う。ふるさと納税については，協働の逆はセーフティネットでなん

でも支援すればよいということではない。財政が大変な中で，できるだ

け協働のまちづくりを発揮できるようにするべき。行財政改革の面では，

議会条例で議員数 26人のところを 24人にしていただいた。さらに痛み

を伴う改革をお願いしたい。いかにきめ細かく実行していけるかが大切

である。選択と集中や適正な負担を考え，行政コストの削減を進めてい

ってほしい。 

 

５．その他 

 

【事 務 局】次回審議会の日程は，5月下旬を予定しております。日程が決定次第，委

員の皆様にお伝えします。 

 

６．閉会 

 

（以上） 


