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事業概要 

１．事業の目的 

（１）施設の位置付け 

かすみがうら市では、平成 26年度に公共施設等マネジメント計画（基本計画）を策定し、令

和 3 年度には公共施設等マネジメント計画第 1 期実行計画（個別施設計画）を策定している。

当該計画では、狭小な行政窓口施設やコミュニティ機能の偏在を課題としており、「窓口機能の

移転とサービスの拡充」及び「神立停車場線沿線区域へのコミュニティ機能の新設」が盛り込ま

れている。 

 また、かすみがうら市は都市公園の保有面積が茨城県内においては大きく平均値を下回るとと

もに、市条例にて定める、住民一人当たりの公園面積から算出した場合においても基準を下回っ

ており、令和 2 年 12 月に策定した立地適正化計画においては、市が主体で取り組む施策とし

て、地域ニーズに対応した公園・緑地の確保を掲げ、「拠点性・生活利便性・防災性の向上に向け

た重点的な公園・緑地の整備を推進する。」としている。 

 さらに、令和 2年に開通した都市計画道路・神立停車場線は市のシンボル軸として、新たな魅

力の創出や沿道の有効的な土地利用による地域活性化が期待されているものの、付近には公共施

設が存在しないため、避難場所や防災倉庫等の防災拠点が少なく、有事を想定した際のハブ的拠

点となる防災機能が求められている。 

 一方で、令和元年度には中心市街地土地利用基本構想策定調査業務を行い、複合交流拠点施設

整備に向けた建設候補地の検討や整備コンセプトの検討を行った。この調査では、学生が利用で

きる学習スペースや子供が安心して遊ぶことができる公園などを複合した施設が求められてい

る。 

 

（２）これまでの経過について 

これまでの経緯として、平成３０年度に本事業の整備候補地を抽出するための土地利用基礎調

査を開始し、翌年度の令和元年に導入機能の検討及び整備対象用地を選定する目的で中心市街地

土地利用基本構想策定業務を実施した。令和２年１２月には立地適正化計画を策定し、令和３年

４月に立地適正化計画に基づく、中心市街地地区都市構造再編集中支援事業を策定し、都市再生

整備計画に位置付けられ、これを機に本業務において、かすみがうら市複合交流拠点施設として

具体的な検討を進めるに至った。 

また、かすみがうら市では、かすみがうら市都市公園等の設置及び管理に関する条例において、

住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準は１０平方メートル以上」としているところ、現状

では、住民１人あたり約０．４㎡という状況がある。（平成２８年３月末時点） 
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表 1 主な経緯 

平成 30年度 ・行政機能、図書機能を有する複合交流拠点施設、防災広場の整備候補

地を抽出するために土地利用基礎調査を開始。 

・神立駅周辺の 15か所を候補地として選定。 

令和元年度 ・複合交流拠点整備に向け、導入機能の検討及び整備対象用地を選定す

る目的で中心市街地土地利用基本構想策定業務を実施。 

・平成 30 年度、令和元年度に実施したまちづくりアンケート調査及び

子育て世代・若者ヒアリングによるニーズ分析を実施。 

・神立駅に近く、幹線道路沿線で、徒歩でも車でもアクセスしやすい位

置など、市の将来的な発展を考慮した視点で、候補地 2か所を選定。 

令和2年12月 立地適正化計画を策定。市が主体で取り組む施策として、JR神立駅周辺

において、行政機能、学習機能、図書館機能、子育て機能、コミュニテ

ィ機能などの複合交流施設の整備を推進することを明記。 

令和 3年 4月 立地適正化計画に基づく、中心市街地地区都市構造再編集中支援事業を

策定し、都市再生整備計画に位置付け、公表。国の補助を受けて、神立

停車場線の街路灯整備、自転車ナビマーク整備などとともに、複合交流

拠点施設整備を進めている。 

 

（３）基本的な考え 

 中心市街地土地利用基本構想策定調査業務においての施設の整備コンセプトは以下の通りで

ある。 

・若者・学生が気軽に立ち寄ることができて、日常の居場所となる場 

・子育て世代が子どもとともに安心して立ち寄ることができ、子どもも安心して遊べる場 

・地域住民が生きがいや活躍の場、災害時の避難の場など多目的に利用し、地域コミュニティ

を形成する場 

・来訪者の待合・休憩の場となり、市の観光情報や地域情報を発信する場 

 

  以上の考えを施設の整備コンセプトとし、具体的な施設、機能を整理する。 
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◆ワークショップにおける各機能の主な意見 

◆機能に必要となる主な諸室構成 

◆ポスターセッション、アンケートにおける各機能の主な意見 

◆基本設計主旨 

◆施設整備方針 

 

 

 

 

◆導入機能 

 

基本設計方針の検討 

１．基本設計方針 

かすみがうら市複合交流拠点施設は、図書館、窓口、コミュニティ、防災公園からなる複合施設であり、基本設計にあたっては、各用途の要求する条件・水準を整理し、利便性、合理性を保ちながら地域の特性、自然環

境への配慮を踏まえ、利用者に快適で地域にふさわしい公共空間を創出する。以下の通り、ワークショップでの意見等をもとに、基本設計における本施設の基本方針をまとめ、施設の方向性について検討する。 

 

 

●コミュニティ機能 

・カフェ・飲食スペースの設置 

・多目的スペース 

・交流・休憩スペース 

●図書、学習機能 

・パソコン作業や Wi-Fi 接続機能 

・勉強や仕事等ができるスペース 

・くつろげる読書スペース 

 

窓口機能 

■フリースペース 

・交流コーナー 

・展示・情報コーナー 

・キッズスペース 

コミュニティ機能 図書、学習機能 
防災機能を 

有した公園 

●コミュニティ機能 

・イベント等自由に利用できるスペース 

・カフェの設置 

・会議室の設置（可動間仕切り） 

・活動の内容や成果の発表、発信 

・地域の情報発信スペース 

・音楽、体操、ダンス等のサークル活動 

・キッズスペースの設置 

■カフェ・飲食スペース 

■会議室 

・多目的利用に合わせて可動

間仕切りの設置 

 

●図書、学習機能 

・閲覧スペースの設置 

・学習、仕事スペースの設置 

・蔵書の設置 

・他の図書館との連携 

・電子図書館 

・電源、Wi-Fi 環境の充実 

・飲食しながらの読書スペース 

●防災機能を有した公園 

・イベント広場、散策路の設置 

・子ども用遊具、健康器具の設置 

・災害時の情報拠点、物資拠点、防災倉庫 

・建物と広場との一体利用 

●窓口機能 

・相談窓口、総合案内所（情報発信） 

・機械化 

■授乳室 

■オムツ替え 

■キッズトイレ 

■Wi-Fi 環境 

 

●防災機能を有した公園機能 

・屋外トイレ 

・芝生の広場 

・ベンチ・休憩所 

●窓口機能 

・交流・休憩スペース 

・情報コーナー 

・座って手続きができるカウンター 

■公園 

・イベント、芝生広場 

・遊具、健康器具等の設置 

・ベンチ・休憩所の設置 

■図書室 

・閲覧スペース 

・蔵書スペース 

・学習・仕事スペース 

 

■窓口 

・相談スペース 

・ローカウンターの設置 

・機械化 

・来訪者の待合・休憩の場となり、市の

観光情報や地域情報を発信する場 

・若者・学生が気軽に立ち寄ることがで

きて、日常の居場所となる場 

・地域住民が生きがいや活躍の場、災害

時の避難の場など多目的に利用し、地

域コミュニティを形成する場 

 

・子育て世代が子どもとともに安心して

立ち寄ることができ、子どもも安心し

て遊べる場 

 

■若者・学生が気軽に立ち寄ることができて、日常

の居場所となる場 

・誰もが気軽に立ち寄れる場の提供 

・世代間交流をとおして、市民同士が学びあえる環

境づくり 

・誰にとっても使いやすい施設 

・時代や環境の変化へ柔軟に対応できる施設 

 

■子育て世代が子どもとともに安心して立ち寄る

ことができ、子どもも安心して遊べる場 

・親が安心して子どもを遊ばすことができるよう

配慮した施設 

・子育てをする親も快適にくつろげる空間づくり 

・親同士の交流を促進できる場の提供 

・子どもたちが何度も訪れたくなるような施設 

 

■地域住民が生きがいや活躍の場、災害時の避難の

場など多目的に利用し、地域コミュニティを形成

する場 

・市民活動を通じて、市民が日々集い、生涯を通じ

て生きがいを見出せる場所の提供 

・地域の活力向上や元気づくりにつながる施設 

・災害時の避難所としても機能する安全な施設と

公園利用 

 

■来訪者の待合・休憩の場となり、市の観光情報や

地域情報を発信する場 

・市政や市民活動等の情報公開の場づくり 

・市の観光情報や地域情報を発信し、地域に密着し

た親しみを持てるシンボル施設 

・憩いの場やイベントの催し等、日時や利用目的に

合わせて変化できる空間の提供 

 

 

 

・屋外トイレ 

・防災備蓄倉庫 

・自家発電設備 
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市民意向把握支援 

１．市民意向把握支援について 

市民・利用者の立場からの意向を把握するため、ワークショップ、ポスターセッション、アン

ケートを実施した。それらの結果を基本設計に反映するため、参加者からの意見を取りまとめた。 

 

（１）市民ワークショップの概要 

ワークショップは、昼の部、夜の部の１日２部構成で３回にわたり開催し、「コミュニティ機

能」、「図書、学習機能」、「防災機能を有した公園」、「窓口機能」が入ったイメージ図面をもとに、

それらの機能を前提として、施設に対して意見交換を行い、模造紙に付箋を貼り意向として取り

まとめた。 

「コミュニティ機能」においては、イベントなど自由に利用できるフリースペースやカフェ、

会議室が欲しいとの意見が多く上がった。「図書、学習機能」においては、蔵書の設置や、他の図

書館との連携について意見が多く、また、勉強や仕事ができるスペースが欲しいとの意見があっ

た。「防災機能を有した公園」においては、イベント広場、子ども用の遊具や健康器具の設置、散

策路の要望が多く上がった。災害時の対応としては、災害時の情報拠点、防災倉庫、マンホール

トイレの設置等についての意見があった。詳細な結果については、次頁に示す。 

 

 ■ワークショップ開催概要 

   第１回  

    開催日：11月 25日（木） 

    場 所：やまゆり館 会議室 

    参加者：昼の部 16名、夜の部 19名 

    内 容：計画の概要説明 

        グループワーク 

        発表 

第２回  

    開催日：12月 13日（月） 

    場 所：やまゆり館 会議室 

    参加者：昼の部 12名、夜の部 15名 

    内 容：前回のまとめ 

        グループワーク 

        発表 

第３回  

    開催日：12月 20日（月） 

    場 所：やまゆり館 会議室 

    参加者：昼の部９名、夜の部１５名 

    内 容：前回のまとめ 

        意見交換 
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（２）ワークショップの実施結果 
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（３）ポスターセッションおよびアンケートの概要 

１）ポスターセッションについて 

施設の整備内容等に関するパネルを誰でも気軽に立ち寄れる場所に展示し、立ち寄った人

に、計画内容の説明を行い、計画内容を知ってもらった上で、「コミュニティ機能」、「図書、

学習機能」、「防災機能を有した公園」、「窓口機能」を前提とした施設に対しての意見徴収を

行った。 

 

表 1 ポスターセッションの実施内容 

開催日 場 所 時 間 

12 月 6 日 神立駅改札前 15 時～19 時 

12 月 7 日～９日 働く女性の家 8 時 30 分～22 時 

12 月 7 日～９日 やまゆり館 9 時 30 分～20 時 30 分 

12 月 7 日～９日 千代田ショッピングモール内 10 時～16 時 

 

 ２）市民アンケートについて 

   市民アンケートを実施し、現在の市有施設の利用状況や既存施設において、不便・不満を感

じている部分、本計画施設に「あったらいいな」と思う機能について調査した。計 561件の

回答があった。内訳は以下のとおりである。 

 

表２ アンケート実施内容 

対象者 実施日 内 容 

無作為抽出市民へのアン

ケート 

令和 3年 10月 29日付発送 回答数：339 人／2,000 人に送付 

（回答率 16.95％） 

ポスターセッション 令和 3 年 12 月 6 日から 

12 月 10 日まで 

回答数：193 人 

若年世代へのアンケート 

 

令和 3 年 12 月 28 日から 

令和 4 年 1 月 14 日まで 

回答数：10 人 

住民説明会 令和 4 年 1 月 18 日 回答数：19 人 

  合計回答数：561 人 
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 （４）アンケート実施結果 

   本アンケート結果から本施設に対しての市民からの主な要望は以下のとおりである。各機能

における要望を本計画に取り込みながら計画を進めていく。 

 

 【窓口機能】 

  「交流・休憩スペース」 41％、 「情報コーナー」 33％、 

「座って手続きができるカウンター」 32％ 

【コミュニティ機能】 

「カフェ・飲食スペース」 63％、 「多目的スペース」 41％、 

「交流・休憩スペース」 40％ 

【図書・学習機能】 

「パソコン作業やWi-Fi接続機能」 59%、「勉強や仕事等ができるスペース」 53％ 

「くつろげる読書スペース 」46％ 

【防災機能を有した公園機能】 

「屋外トイレ」 52％、「芝生の広場」 47％、「ベンチ・休憩所」 46％ 

 

 

４）アンケート調査結果 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

14 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

15 

 
 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

16 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

17 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

18 

 
 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

19 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

20 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

21 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

22 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

23 

 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

24 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

25 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

26 

 

 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

27 

 

 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

28 

（５）住民説明会の概要 

 住民説明会は、午前の部、午後の部の 1日 2部構成で開催し、「これまでの経過」、「令和 3

年度実施事業の説明」、「施設計画案（ゾーニングイメージ、施設利用イメージ）」の資料を用い、

説明及び質疑応答を行った。 

 

 ■住民説明会開催概要 

    開催日：令和 4年 1月 18日（火） 

    場 所：大塚ふれあいセンター 1階集会室 

    参加者：午前の部 24名、午後の部 12名 

    内 容：これまでの経過の説明 

        令和 3年度実施事業の説明 

        質疑応答 
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住民説明会 議事要旨 

説明会 複合交流拠点施設整備に関する住民説明会 

開催日時 令和 4年 1月 18日 

午前の部：10時から 11時 55分ごろまで 

午後の部：14時 30 分から 16時 30分ごろまで 

参加者 午前の部：24名 午後の部：12名 

事務局 木村市長公室長、槌田政策経営課長、飯島課長補佐 

仲戸公共施設等マネジメント推進担当参事、羽成企画監、柘植主幹 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 土屋氏（受託者） 

配布資料 ・次第 

・複合交流拠点施設整備に関する住民説明会資料 

・アンケート 

説明内容 これまでの経過、令和 3年度実施事業の説明 

質疑応答 

【土地について】 

参加者 土地を選定した経緯について説明をしてほしい。 

事務局 平成 30 年度に、今後活用可能な土地を抽出し、その中から 1.0ha 以上

の土地利用がされており整形でまとまった土地利用が可能な箇所及び、

0.1ha 以上で土地利用がされている箇所を対象に隣接する土地と一体も

しくは単独でまとまった土地が確保できる場所 15 か所を候補地として

います。 

その後、神立駅に比較的近く、幹線道路沿いで、車でも徒歩でもアクセ

スしやすい位置ということで、適地を探し、2か所に絞っています。2か

所の土地の所有者へ土地を市に売却することが可能かどうかの意向調査

を行い、現在の計画地になっております。 

こちらの場所を選定して、議会で債務負担行為の議決を経て、進めてま

いりましたので、引き続きこの場所で検討していきたいと考えています。 

参加者 29,000 ㎡の土地が必要なのか。合理的な理由があるのか。 

事務局 複合交流拠点施設のみを整備するということではなく、防災公園も整備

します。今までなかった、かすみがうら市の魅力となるような施設とし

たいと考えております。市民の方が、憩いの場を求めて市外に出て行っ

てしまうことを防ぐためにも、整備を計画させて頂いております。当市

では、都市公園の面積が不足しており、市条例で「住民１人当たりの都

市公園の敷地面積の標準は 10平方メートル以上」としているところ、現
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状では、住民 1人あたり約 0.4 ㎡という状況です。（平成 28年 3月末時

点）今回の計画地を取得してもまだ不十分な状況です。約 5,000 ㎡のふ

れあい公園に施設整備を行わず、公園面積が減らさないようにしたいと

いうことでご理解頂きたいと思います。 

参加者 都市公園の面積は何に基づいて決めているのか。 

事務局 市条例（かすみがうら市都市公園等の設置及び管理に関する条例）にお

いて、目標値が定められております。 

参加者 市条例はどのように決めたのか。 

事務局 都市公園法（都市公園法施行令第 1 条の 2）を受けて条例を設定してい

るものと認識しております。 

参加者 アンケート結果は、どのくらいの母数で、どれだけ公園を求める声があ

ったのか説明してほしい。 

事務局 平成 30 年度に市内在住の 16 歳以上の男女 3,000 人を抽出し、まちづ

くりアンケートを配布しました。有効回答票は 1,215 票でした。「高齢

者や子育て世帯にとって暮らしやすいまちであるために取り組むべき施

策」として、「公園・広場などの充実」を挙げた方は全体の 9.0％でした。

また、令和元年度に実施した意見交流会及びアンケートで合計 139名に

ヒアリングを行いました。公園に対して、15件の意見を頂きました。 

参加者 ふれあい公園に行政施設・交流施設を作り、計画地は購入せずランデブ

ーポイントにしておけばよいではないか。 

事務局 防災公園と施設が一体的に活用された方がよいと考えています。 

参加者 稲吉東からでは、免許返納した後では、現在の計画地に歩いていくこと

はできない。 

事務局 中央出張所には、下稲吉、稲吉東や宍倉などの範囲の利用者が多いと感

じています。今回の計画地においては、稲吉南や上稲吉の市民の方にも

利用しやすいものと考えています。 

参加者 市の自前の土地があるならば、そちらの土地で検討するべきではないか。 

事務局 立地適正化計画のアンケートの中で、神立駅周辺にコミュニティ機能、

図書学習機能、行政機能、公園機能を備えたものを作ってほしいという

意見がありました。アンケートを踏まえ、都市公園も含めた複合施設を

整備したいという考えでおります。現在所有している土地の中では、都

市公園も含めた土地の整備をする上で、適した土地がありませんでした

ので、車でも徒歩でもアクセスしやすい位置ということで、適地を探し、

2か所に絞っています。 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 

 

31 

参加者 用地交渉をする上での予定価格はどのように設定しているのか。 

事務局 債務負担行為を設定し、現在用地交渉を進めているところです。不動産

鑑定評価を入れて、購入金額を設定いたします。 

参加者 市が購入しようとしている土地の購入単価が約 12万円/坪であるが、近

隣のスーパーの取引事例では約 5万円/坪というところもある。土地代が

約 11億円というのは、高すぎるのではないか。 

事務局 市は、土地の動きを調査したうえで、不動産鑑定評価をかけ、土地の購

入価格を決定していきます。スーパーの売却の価格が決まった経緯は分

かりませんが、不動産鑑定士の評価した額で購入していくこととしてお

ります。 

参加者 不動産鑑定評価は、一者から取得するのか。 

事務局 一度、不動産鑑定評価をかけており、同じ業者で評価を行います。 

参加者 土地の値下げ交渉をするべきではないのか。 

事務局 市の土地を売却する場合には土地の不動産鑑定評価を行った後に売却し

ます。同様に土地を購入する場合にも土地の鑑定評価を行い、購入しま

す。民間での用地取得の場合には、交渉があるかと思いますが、公共で

行う場合には難しいかと存じます。 

参加者 （ご意見）人口が減っているのに、都市公園の面積基準が変わらないの

はおかしいと思う。 

参加者 （ご意見）市街地以外から来る人もいると思われるが、なぜ土浦との境

界なのか。 

参加者 （ご意見）神立停車場線沿いでは、道路が広く、最近交通量も増えてき

た。稲吉東側からでは、渡るのは困難ではないか。 

参加者 （ご意見）公園が必要というが、必要な土地面積の上限を定めなければ、

どこまでも大きくなってしまう。 

【埋設物・土壌調査について】 

参加者 土壌汚染のある土地ではないのか。建設廃棄物や汚染の可能性があるよ

うな土地を買うべきなのか。 

事務局 埋設物については、土地所有者において撤去するということで進めてい

ただいています。 

埋設物を取り除いた後に、地権者が土壌汚染調査を実施いたします。 

有害物質については、土壌調査を行い、基準値以下という数字が出た時

点で、購入することとしております。 

参加者 計画地の土地を全て入れ替えるべきではないか。 
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事務局 計画地の最終的な調査結果は出ておりませんが、近くの土地で調査を行

った際には、水銀やカドミウムは検出されませんでした。ヒ素は、基準

値 0.03 のところ、0.001 であります。シアン化合物等については、検出

されておりません。 

参加者 債務負担行為を議会に上程した段階では、埋設物があることを知らなか

ったのか。 

事務局 神立停車場線の土地を購入する際に、今回の計画地の隣接地に廃棄物が

埋設されていた事実は把握しています。このことから、今回の計画地は、

廃棄物が埋設されている可能性があることを認識しています。しかし、

土地の中は確認していません。万が一、あった場合には、全て撤去した

のちに土地を購入するという協議をしています。 

参加者 道路用地購入時に出土した埋設物と今回出土した埋設物の量の違いはあ

るのか。 

事務局 神立停車場線の土地を購入する際に出てきたコンクリートガラなども、

今回の計画地から出ています。ただし、神立停車場線の工事の際に立会

した職員と異なるので、実際の状況については、分かりません。 

参加者 土壌汚染の調査方法は、何に基づいて行っているのか。市で、土壌汚染

を指導する部署は無いのか。 

事務局 市では、土壌汚染を指導する直接の担当部署はありませんので、県の指

導となります。地権者が県に土壌汚染対策法の届出を行い、土壌汚染調

査の義務はない、と判断されましたが、任意で調査を行って頂いている

状況です。また、任意の調査ですが、土壌汚染対策法に則った調査方法

にて実施していると伺っています。 

参加者 埋設物が撤去されたかどうかの確認方法はどのようなものか。 

事務局 計画地を地山まで掘削し、埋設物が存在しないことを確認しています。

週に 2回、市の職員が立ち合い、確認を行っています。 

参加者 埋設物はいくらでも隠すことはできるのではないか。 

事務局 おっしゃる通りではありますが、地権者様も市も逃げ隠れができるもの

ではございませんので、ご理解頂きたく存じます。 

【事業経過について】 

参加者 財源はどのようになっているか。 

事務局 事業費の 50％が国の補助、残りを地方債を発行して充てることとしてい

ます。地方債に対して、地方交付税があるため、全体の 60％が国から補

助金+交付税です。 
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参加者 事業費はどのようになっているか。またその内訳は、どのように考えて

いるか。 

事務局 市が公表している都市再生整備計画（市HPにリンクします）のなかで、

複合交流拠点施設整備に関する事業費は、約 26億円です。その中で、用

地費は約 11 億円、施設整備が約 9 億円、防災公園が約 6 億円で考えて

います。今後の土地鑑定評価、実施設計の中で、変わる可能性がありま

す。 

参加者 施設計画を知らない市民も多い。 

事務局 これまでも広報誌などで周知してまいりましたが、今後も引き続き周知

を行ってまいります。 

参加者 説明会の開催が遅いのではないか。 

事務局 やまゆり館における市民ワークショップ、神立駅やショッピングモール

等でのポスターセッション等、市街化区域において市民の意向把握を進

めてきて、大塚や清水といったエリアの把握が薄いため、大塚ふれあい

センターにおいて説明会を開催したものです。 

参加者 これまで行ってきたアンケートでは、事業費や計画地について問う設問

はないのか。 

事務局 平成 30 年度から行っているアンケートなどでは、そのような設問は無

かったものと認識しています。 

参加者 土地利用基礎調査、中心市街地土地利用基本構想策定業務、都市構造再

編集中支援事業の言葉の違いを教えてほしい。 

事務局 土地利用基礎調査及び中心市街地土地利用基本構想策定業務は、複合交

流拠点施設を整備するために、市で実施した調査業務の名称です。市が

任意に名称を設定しました。一方、中心市街地地区都市構造再編集中支

援事業（市 HP にリンクします）とは、国の補助を受けて市が行う事業

の名称であり、「都市構造再編集中支援事業」という名称は、国で定めた

ものです。 

参加者 これまで行ってきた調査業務で、どのような意見が出たのか教えてほし

い。 

事務局 これまでの調査業務のアンケート結果につきましては、市ホームページ

に掲載しております。 

（アンケート結果はこちらをご確認ください。（市HPにリンクします）） 

また、市民懇談会の内容は、計画書 P.33 に記載しております。 

（市民懇談会の結果はこちらをご確認ください。（市 HP にリンクしま

https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1616656746_doc_36_0.pdf
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page010210.html
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page010210.html
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1611632146_doc_93_0.pdf
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1606439442_doc_36_1.pdf
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す）） 

参加者 令和 3 年度に実施したワークショップやポスターセッションで、どのよ

うな意見が出たのか公表してほしい。 

事務局 情報が独り歩きしてしまうことを考慮し、年度末に成果品として公表す

ることを予定しておりました。 

参加者 （ご意見）複合交流拠点施設整備の公約が出てから、各地区で住民説明

会をするべきではなかったか。 

参加者 （ご意見）住民説明会は、働き盛りの世代が参加しやすい様、土日に行

うべきではないか。 

参加者 （ご意見）説明会資料として、総事業費を掲載するべきではないか。 

参加者 （ご意見）住民説明会の規模が小さいのではないか。 

参加者 （ご意見）ワークショップやポスターセッションを実施していたという

のは、全然知らなかった。 

参加者 （ご意見）ワークショップやポスターセッションの前に住民説明会を行

うべきではないのか。 

参加者 （ご意見）コスト対効果の比較をしてほしい。国の補助金とはいえ、税

金である。 

参加者 （ご意見）事業の進め方に疑問がある。 

【施設の機能について】 

参加者 和の関係の文化活動を行えるようなスペースを確保してほしい。 

事務局 施設の中でどう取り扱っていくか検討していきます。仮に盛り込めない

場合、今後の施設整備の中での貴重な意見として取り扱っていきます。 

参加者 市民ホールを作ると聞いているが、どれほどの大きさのものを考えてい

るのか。 

事務局 市民ホールというよりは、イベントスペースや一定の人数が集まる会議

室というものの整備を考えております。100 人規模程度のスペースを考

えております。 

参加者 子育て機能という言葉が資料にあるが、どのようなものを想定している

のか。 

事務局 施設内では、待ち合わせスペースでのキッズスペース、図書機能の中で、

読み聞かせが行えるようなスペース、公園では、子どもと一緒に遊べる

ようなスペースを準備するということで考えています。 

参加者 この施設は、公民館ではなく、コミュニティセンターという位置づけか。 

事務局 コミュニティセンターとしての位置づけを考えています。社会教育法で

https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1606439442_doc_36_1.pdf
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規定する公民館というものがあるが、コミュニティセンターは、公民館

の機能や他の様々な機能を含んだものをコミュニティセンターとして位

置づけを考えています。 

参加者 図書スペースの所管は、どこになるのか。 

事務局 図書館と分館などありますが、子どもたちが学習するスペースがメイン

と考えております。どこまで蔵書を置くかなどは、図書館部局と協議を

行いたいと思います。 

参加者 学習スペースに対するニーズが高いと思うが、同時に図書館に対する要

望が非常に多いものと感じている。カフェを併設させるなど、従来の図

書館のイメージを変えるような図書館としてほしい。 

事務局 図書館部局と協議を行います。カフェスペースについては、図書館内に

設けるのか、施設としてカフェを設けるかなども検討してまいります。 

参加者 教育委員会が管理する図書館として位置づけし、図書の充実と、学校と

の連携など、運営しやすい位置づけとしたほうがよい。 

事務局 教育委員会とは連携をとり進めてまいります。 

参加者 防災機能としては、どのようなものを想定しているのか。 

事務局 かまどベンチの設置や防災倉庫の設置等を想定しています。 

参加者 防災公園に人が集まった際に炊き出しができるような調理室の整備を検

討した方がよいのではないか。 

事務局 防災機能の調理室については、防災担当を含め協議をしていきたいと思

います。 

参加者 （ご意見）市内には、市民会館がないので市民会館のようなものを建て

ればよいのではないか。 

参加者 （ご意見）子育て機能が少ないように感じる。 

【その他】 

参加者 （ご意見）建物を建てることに対しては、皆さん賛成だと思っている。

時間をかけて進めてほしい。 

参加者 （ご意見）もっと早い段階で、住民に周知して事業を進めた方がよい。 

参加者 （ご意見）これから作ろうとする内容については、非常によいと考える。

場所が大事だと考えるので、十分検討して住民の意見を聞いて結論を出

してほしい。 

参加者 （ご意見）白紙に戻してほしい。 

 



かすみがうら市複合交流拠点施設基本設計等業務委託 
 

36 

 

民間活力導入のためのサウンディング調査 

１．民間活力導入のためのサウンディング調査 

（１）サウンディング調査の概要 

基本設計業務における事業手法等の検討に際し、事業に関連する技術およびノウハウ等をお

持ちの民間事業者の方々に意見、関心などを聞き出し、今後の検討の参考とすることを目的と

して実施した。調査方法はヒアリング（対面、WEBによる）とする。 

サウンディング候補企業に対しては、「かすみがうら市複合交流拠点施設（仮称）等管理運営

事業 事業概要書」（以下、「事業概要書」）及び質問事項を記したヒアリングシートを送付後、

ヒアリングを実施しヒアリング記録の取りまとめ等を行った。 

これにより、事業概要書に示されている事業概要（案）に関する参入意向及び、事業範囲や費

用分担の適否、導入機能等のソフト（運営上の工夫）・ハード（設備等）両面の提案・要望等に

ついて把握した。 
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（２） サウンディング調査のまとめ 

 サウンディング先から出された課題や要望を要素ごとに整理して下表に示す。 

表 1 サウンディング調査結果のまとめ 

 適否・意見 要望 適否・健和条件等 提案 

事業範囲について 費用負担について 事業期間について カフェ等の導入可能性について 導入機能等について 

同
種
類
似
施
設
指
定
管
理
者
受
託
実
績
保
有
企
業 

■全般 

・ 参画事業規模要件に満たない。（参

画事業規模10,000㎡以上（1社）、

5・6000㎡以上（1社））。 

・ 一般論として規模が小さい。 

・ 民間事業者のノウハウ発揮の余地

が少ないと感じる。 

・ 建物規模が小さいことから集客が

どれだけできるのか不明。 

・ 民間事業者（共同事業体を含む）が

一体的に行うことは可能である。 

・ 水道光熱費について新規施設のた

め需要想定が困難。実績をみて民間

負担とするなどの検討が必要。 

■カフェ事業 

・ カフェスペースの運用（独立採算）

については困難。（2社） 

・ 飲食の運営は非常にリスクが高い。 

■図書館事業 

・ 図書館は、司書資格者の配置不要で

あれば参入しやすい。特段問題な

い。（4社）。 

■イベント事業 

・ 概ね実施可能であるが、イベント等非

採算事業については、完全な独立採算

ではなく実施目的によっては運営費

に算入してもらえるような、柔軟な対

応を望む。（2社）。 

・ イベント事業について、指定管理料を

充当して行う（指定事業）と自主事業

の 2本立てで検討いただきたい。 

・ イベント事業について全て自主事業

として実施することは困難。（2社） 

・ 受益者負担なしで施設の設置目的の

達成に寄与する指定事業（指定管理料

にイベント経費を含む）としての事業

スキームを希望する。 

■水素ステーション・充電スタンド 

・ 水素ステーション、充電スタンドの設

置について、民間側の独立採算は困難

（3社）。 

・ 自販機は指定管理者の収益としてほ

しい。 

・ 最低でも5年以上の指定期間が必要。

（新築施設であり、3年で成果を出す

のは難しい）。 

・ 5年が妥当。 

・ 当初 5 年間の評価が良い場合に、最

大 10 年間は継続して管理運営でき

る形が望ましい。 

・ 5年程度が望ましい。 

・ 可能な限り長期指定期間が望まし

い。 

・ 5年を希望 

・ カフェ運営は相当の苦戦が強いられ

ると予想できる。自動販売機コーナ

ー等が現実的。 

・ この立地条件でカフェの運営の義務

づけがあると厳しい。 

・ 収益性が低い。運営は困難。 

・ 設備投資分の回収が困難。 

・ 通年営業の事業展開は困難。 

・ 土日祝日はカフェ運営、平日は料理

教室やイベント、貸室としての活用

を可能とするなどユーティリティー

な設えが望ましい。 

・ キッチンカー等の移動販売形式によ

るカフェ事業であれば実現の可能性

は高い。（2社） 

・ 参入のハードル（開業資金など）が低

くなるよう条件設定が好ましい。 

・ コーヒーメーカーや食品自販機等の

設置によるセルフ式のカフェ・スペ

ース運営を認める条件設定、使用量

の減免措置等の条件緩和、売上補填

等が考えられる。 

■全般 

・ ふらりと立寄る人を増やす仕組みづ

くり（魅力的なイベントの開催、市内

情報コーナーの開設、等）が必要。 

・ 市民交流の拡大や賑わいの創出を考

えるに、機能向上というより、施設規

模を増大し、貸出をする各諸室スペ

ースを増やすことが、収益向上や市

民交流、賑わいの創出に繋がる。 

■諸室 

・ キッズスペースや健康増進などのカ

ルチャースペース 

・ 子育て支援機能（こどもの遊び場）等

（2社） 

・ 会議室の、スポーツフロアー仕様、音

響設備・鏡の設置 

 

図
書
館
運
営
の
専
門
企
業 

■カフェ事業 

・ カフェ運営は難しい。 

■避難所機能 

・ 災害時の一時避難所としては事業

者のみが運営することは困難が生

じる。窓口機能を担当する市部局と

ともに市の指示に基づき対応する

ことを示していただく必要がある。 

■イベント事業 

・ 市事業、イベント等も含まないと立

地的にコミュニティ機能を活性化さ

せることは難しい。 

・ 指定管理料は自主事業と普通事業で

分けて考えていただきたい。 

・ 5年。長期スパンで考え、賑わい創出

を図るため。 

・ 5年以上が妥当。事業期間が長い方が

好ましい。 

・ カフェ運営は困難。 

・ NPOや障がい者支援団体等、非営利

団体支援の位置づけでの運営検討が

望ましい。 

・ 音楽スタジオやダンススタジオ等に

利用できる防音室。（若者の利用増） 

・ 施設の ZEB化。 

地
元
企
業 

・ イベントを含むコミニティスペー

ス、カフェスペースの運営は可能。

図書館には、興味がある。連携会社

の委託で可能。持ち合わせている地

元ノウハウの横展開が可能。 

・ 集客状況や季節に合わせて柔軟な営

業体系であれば、民間の自主事業で

回していくことが可能だが、公共性

の担保を求められると難しい。 

・ イベント等は補助金等活用して極力

コストを掛けずに済むようにしなけ

ればならないのが実情かと思う。 

・ 5年 ・ カフェだけの運営であれば、独立採

算は十分可能 

・ エリア的に高校生よりも子育て世代

や子ども連れの親御さんが対象。そ

のようなターゲットであればスイー

ツの提供により収益確保ができる。

席数としては 30～40席程度 

・ 公園機能と図書館機能の強化。人が

集まる（賑わい、交流）には、目的と

理由が必要。 

・ テーマ性を持たせてここにしかない

図書館にする。食をテーマにした図

書館など明確化する。 
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  提案 リスクと要望 関心 その他 

運営内容等について リスクと分担等に関する要望 参入意向と条件 自由記述 

同
種
類
似
施
設
指
定
管
理
者
受
託
実
績
保
有
企
業 

・ ふらりと立寄る人を増やす仕組みづ

くり（魅力的なイベントの開催、市内

情報コーナーの開設、等）が必要。 

・ 防災公園を活用したお祭り（キッチ

ンカーによる飲食提供、地元団体に

よる出し物・発表会、各種スクール体

験など）（行政負担+民間負担） 

・ コミュニティ機能における日頃の活

動の発表、読書感想画展、公園を利用

したフリーマーケット等（ただし全

て自主事業では困難） 

・ 地域団体、学校、自治会、商店等を巻

込んだ協働イベントの実施 

・ イベント事業者、移動販売事業者、キ

ッチンカー事業者等の誘致によるイ

ベント事業の開催 

・ 公園を活用した健康体操教室、レク

リエーションイベントの開催 

・ カフェ運営のリスクが高い。（2社） 

・ カフェスペースの運用（独立採算）に

ついては困難と判断する。建物規模

が小さいことから集客がどれだけで

きるのか不明。 

・ 感染症拡大等に伴う供用中止リス

ク、入管制限等について、補填対象や

行政負担として欲しい。（2社） 

・ 独立採算部分の収支に関するスキー

ム検討（下振れの場合は分担、上振れ

の場合は一部市に納入等） 

・ 最低賃金上昇等に伴う人件費上昇に

ついては「賃金スライド方式」を導入

して欲しい。 

・ 駐車場への水素ステーション、充電

スタンドの設置について独立採算は

困難。 

・ 条件次第で関心がある。（4社） 

・ 関心はあるが事業規模から参画は難

しい。（1社） 

＜主な条件＞ 

 ・業務仕様と指定管理料による 

 ・事業期間が 10 年以上であること、

独立採算に係るリスク分担が市と事

業者で適切に分担されること 

・カフェ事業の条件緩和 

 

・ 新築案件となるため、修繕・更新（2年瑕疵含む）はほぼ発生しないと考えるが、

小修繕は発生することが予測される。修繕費は見込む必要性があり、上限設定（10

万円以上は行政負担、以下は委託事業者負担など）や、1件●●万円などの設定を

要項でお示してほしい。 

・ 効果的に事業を実施する（多目的な利用促進）ため、公園部分は人工芝での整備を

希望する。（2社） 

・ 新築案件のため公募時は、建物情報（図面・設備概要など）の情報開示してほし

い。 

・ 本事業に関する市の考え方（重きを置いているところ等）について、教えてほし

い。 

図
書
館
運
営
の
専
門
企
業 

・ 小規模の図書館分館であるならば、

思い切って YA 及び子ども図書館の

蔵書構成にして資料は若者向け、一

般向けには予約受取窓口だけにする

等を考えるのもよい。 

・ 学習スペースの予約等のオンライン

化（予約・混雑状況等）。 

・ 災害時にはどのようなリスク分担に

なるのかを事前に明記して欲しい。 

・ 災害時の対応を事業者のみで管理運

営するのはリスクが双方に生じる。

市のマネジメント領域と対応区分表

を設けることが必要。 

・ 条件次第で関心がある（1社） 

＜主な条件＞ 

・事業仕様と費用分担及び、環境にや

さしい施設であること。 

 

・ どちらともいえない（1社） 

＜理由＞ 

 ・図書館の閉館時間（10時まで）スタ

ッフの確保。 

・ 民間のノウハウを社会課題の解決に活用し、地方都市への展開モデルの一つとし

て、かすみがうら市の地場産業との連携や、霞ケ浦の景勝地、豊富な農産物を活か

したワーケーションの場としての活用などの検討もお願いしたい。 

地
元
企
業 

・ 運営の柱（コアな集客・収入源）を作

る。 

・ アートや多言語など感受性を養う分

野の事業（子ども向けアート、多言語

教室など、周辺にこのようなことを

体験できる・学べる施設がないがニ

ーズは高い） 

・ 「子どもと親が一緒に成長できる」

「創造力を養う」「地域の食材を好き

になる、知る」がキーワードになりう

る。 

 

・ 近隣住民に期待する機能についての

アンケートなど実施した方が良い。 
・ 条件次第で関心がある 

＜主な条件＞ 

・施設の設計段階、利用者の動線、コン

セプト、施設のネーミングなども、提

案できること 

・W E Bサイト、クリエイティブ、一

定の広告 P Rに対して予算があるこ

と 

・ 運営を考える上では、施設はフラットで来館者が一目で施設を見渡せるほうが、

施設の機能が活きる。 

・ 神立駅周辺は市内でも人口の多い地域であり子どもや子育て世代が多い地域。あ

その世代をこの施設に取り込めるようにするのが好ましい。 

・ なぜ、この施設に来るのか、この施設に行こうと思わせる目的（柱）を明確にし、

全体のイメージが持てるキーとなるものが必要。 

・ 現在委託管理を行っているかすみがうら市交流センターには駐車場 130 台分の

スペースがあるが、サイクリングシーズンは遠方からのサイクリストの利用が多

く、日中地域の方々が利用できないことがしばしば発生する。このようなことを

鑑み、駐車場利用のオペレーション（管理運営）についても検討の余地がある。 
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基本設計図書 
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概算工事費積算業務 
１．概算工事費 

 

 

 

■概算工事費 ※経費・税込み

項 目 概 算 額 備  考

建物本体 1,280,700,000 自家発込み

太陽光 9,800,000 10KW

映像音響 14,000,000 ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ１台、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ１台

BDS 11,200,000 2台

図書什器 28,000,000

建 物 小 計 1,343,700,000

公園 409,402,620

急速充電器 6,440,000 2台

車路管制 11,200,000

建 物 小 計 427,042,620

合 計 1,770,742,620

概算工事費 1,770,742,000 端数処理
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２．建設資材コストの動向 

（１）建設資材の高騰について 

建設物価調査会によると建築部門の建設資材物価指数は、本計画の予算を検討していた令和２

年（2020年）11月の指数は 108.4 に対し、令和 4年（2022 年）2月の指数は 130.7 で

あり、約 1.2倍上昇している。（物価指数は平成 23（2011年）平均＝100） 

建物を建設する際の主要資材である鉄筋や鉄骨といった鋼材や、木材の価格が高騰すると資材

コストや建築コストは大きく影響を受け、結果として建築費の水準が上昇することとなる。 

異形棒鋼（鉄筋）、Ｈ形鋼（鉄骨）といった代表的な鋼材の価格は令和２年（2020 年）9 月

頃より上昇傾向に入り、現在も非常に高い水準で高騰している。また、木材に関しても、約 1年

前にウッドショックが発生し、現在も木材価格は高止まりの状況である。 

令和４年（2022年）2月末には、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、世界情勢

が不安定に陥るなど、先行き不透明な状態である。 

 

（２）主な価格の推移について 

鋼材価格は、建設物価調査会によると、東京のH形鋼価格（SS400、200×100mm）は令

和２年（2020 年）下期の 1 トン当たり 7 万 4000 円から、令和 3 年（2021 年）に入って

ほぼ毎月上昇している。令和４年（2022年）2月に 10万 9000円と 1.47倍となっている。

異形棒鋼（SD295、D16）も令和２年（2020年）8月から令和４年（2022年）2月にかけ

て 1.5 倍となっている。また、木材価格は、輸入材、国産材ともに令和 3 年（2021 年）の春

から夏にかけて価格が約２倍に上昇し、高止まりの状況である。 

建設資材の高騰は、鋼材や木材にとどまらず、生コンクリート、内装材、設備などあらゆる建

材で値上げが生じている。具体な資材の価格推移としては、経済調査会によると生コンクリート

は令和２年（2020 年）が 14,300 円/m3 に対し、令和 4 年（2022 年）2 月では 15,000

円/m3 と 1.048 倍になっており、板ガラス（FL5.5mm）は令和２年（2020 年）が 1,320

円/㎡に対し、令和 3年（2021年）2月では 1,400円/㎡と 1.06倍と微増の状況である。大

きく上昇している資材から微増・横ばいの資材まで、全ての資材単価を平均すると約 1.2倍に上

昇している。 

 

（３）価格が高騰する要因 

鋼材価格が高騰する主な要因は原材料価格の高騰が挙げられる。鋼材は、電気炉で生産される

場合と高炉で生産される場合があり、電気炉で生産される場合の主要な原材料は鉄スクラップ

（鉄くず）、高炉で生産される場合の原材料は鉄鉱石と原料炭（石炭）となる。 

鉄筋は電気炉で生産されるため、鉄筋の原材料は鉄スクラップ（鉄くず）となる。鉄骨は主に

高炉で生産されるため、鉄骨の原材料は鉄鉱石と原料炭（石炭）となる。鉄スクラップと鉄鉱石
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および原料炭（石炭）の価格は、共に海外における鋼材需給の状況に影響を受けて価格は推移し

ている。ウッドショックの要因としては、新型コロナウイルスの感染拡大によるアメリカの住宅

着工戸数が急増したことであり、日本国内では輸入木材の代替需要が増し、国産材価格も急上昇

している。また、生コンクリート、内装材、設備の主な要因についても、原料価格の高騰や物流

コストの上昇であると考えられる。 

 

（４）原材料価格が高騰する背景 

鋼材が高騰する背景としては、新型コロナウイルスの影響があり、鉄鋼に精錬される前の粗鋼

の生産量は、令和２年（2020年）は、対前年比で約 0.3%増と横ばいであった。しかしながら、

各国における経済活動の再開に伴い、令和 3年（2021年）における世界の粗鋼生産量は前年比

で 1.037倍に増加していることが、現在の原材料価格高騰に影響を及ぼしていると考えられる。

また、その他の理由としては、鉄鉱石の主要生産地であるオーストラリアの事業者が新型コロナ

の感染拡大に伴う移動制限などの影響を受けたほか、ブラジルでは豪雨で採掘が停滞し、石炭も

オーストラリア東部やカナダ西部での供給が豪雨の影響で制限された。加えて粗鋼生産量の大き

い中国での需要が底堅いため、世界的に原材料の鉄鉱石や石炭の需要が自ずと上がる傾向にある。

こうした複合的な要因で世界的な高騰に発展している。 

木材に関しても同様に、新型コロナウイルスの影響により、アメリカでは住宅建設が一時期落

ち込むものの、令和２年（2020 年）5 月のロックダウン解除後から、住宅建築需要が増加し、

７月頃からその動きは顕著になり、令和 3年（2021年）2月に低下はしたが、住宅建築許可件

数は前年より高い水準を維持している。それらの背景には、アメリカではリモートワークで自宅

にこもるようになった市民が住宅を郊外に新しく購入したり、リフォームを行ったりする流れが

進み、アメリカの住宅建築需要が伸びており、特に令和２年（2020年）後半には例年の水準を

大きく上回る需要がみられた。以前から、虫害や山火事等で原料が不足しており、コロナで製材

所の休業を余儀なくされた中にその動きが加わり、世界では建築用木材需要増の結果、木材価格

高騰が引き起こされており、その影響が日本にも及んでいる。 
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課題の整理 

１．今後の課題について 

本項では、今後の課題として、基本設計成果を踏まえ、実施設計を行う上で留意すべき事項

を整理する。 

① 建物の外壁・内壁、仕上材料の仕様確定 

② 各所要室での設計条件を踏まえた具体的な計画（インテリア、設備諸元、備品等） 

③ 公園施設に盛込む具体的な計画 

④ 申請スケジュールに沿った関係各課事前協議と申請手続き 

⑤ コストレビューに基づくコストプランニング 

⑥ カフェの導入検討 

⑦ 災害時の運用について 

⑧ 維持管理・運営について 

 

２．.複合交流拠点施設計画に取り込むことのできなかった要望について 

住民意向把握の中では、「フリースペース」や「会議室」等の要望のほかに、カラオケや音楽

の練習ができる「防音室」や、茶道や華道のできる「和室」、リモートワークに対応できる部屋、

その他、「調理室」や「広めのキッズスペース」等について要望があり、それらの要望について

は、今後、他の既存施設の管理部局に共有し、検討をしていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


