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■第１回土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会記録 

日時  平成 26年 10月 31日（金） 

午後 3時 00分から 

場所  市役所第 2会議室 

 

１．開会 

 

２．土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会委員の委嘱 

 

３．市長あいさつ 

この度皆様方には土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員をお願いしたところ快くお引き受けい

ただき心より感謝申し上げます。また、公私ともお忙しい中、第１回土浦市公共施設跡地利活用方針

策定委員会にご出席をいただき誠にありがとうございます。皆様方には日頃より温かいご支援とご協

力を賜りまして重ねてお礼を申し上げます。 

近年の人口減少、少子高齢化に伴い、これからの市税の増は期待できない中、高齢化社会の到来に

より社会保障費等の増加が見込まれる等、本市の行財政が厳しさを増していくことは必至であると思

っています。加えて近隣市町村に先駆けて整備してまいりました本市の公共施設は一斉に老朽化の時

期を迎えております。今後多大な更新費用が見込まれるなど、将来の財政への影響が危惧をされてい

るところです。そのようなことから社会情勢の変化に対応して市全体といった大きな視点に立ち真に

市民にとって必要な機能を見直すなど公共施設の新たな管理・運営のあり方が問われています。この

様な中、本市においては半世紀ぶりとなる来年度の本庁舎の土浦駅前への移転整備、消防本部庁舎の

移転、小学校の適正配置計画の進捗等により、まとまりを持った公共施設の跡地が発生して参ります。

これらの跡地の利活用についてご審議をお願いするところですが、公共施設跡地は土浦市民共有の貴

重な財産であるということを基本として、利活用の大きな方向性につきましてご提言を頂きたいと思

います。頂きましたご提言の基本的な考え方を十分に尊重にしながら議会とも協議し、個別の具体的

な利活用については市内部で決定していきたいと考えております。委員の皆様には大変重要なお仕事

をお願いしますが、豊富な経験と知識に基づく忌憚のないご意見・ご提言を賜りますようにお願い申

し上げます。 

 

４．土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会委員長，副委員長の選任 

～事務局：設置要綱についての説明～ 

委 員：土浦の公共施設というものは、基本的には福祉に寄与するというのが目的としてある。利活

用という場合、他のことも考えられてしまう。地方自治法等及びその他においても市の施設

というのは福祉に寄与する目的での使い方になっているので、これでは不十分だと思ってい

る。 

市 長：ご意見としてお受けする。この要綱に基づき、進めさせていただく。（異議なし） 

市 長：委員長・副委員長の選任方法につきましてご意見はありますか。 

委 員：市長一任でお願いする。（異議なし） 

市 長：私から選任させていただく。委員長は筑波大学教授の大澤委員、副委員長に伊藤委員にお願

いしたい。（異議なし） 
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～委員長・副委員長挨拶～ 

委員長：自治体の環境は厳しくなっている。財政に関しては抜本的な見直しが必要であり、特にハー

ドについては高コストの都市構造からの脱却が必須。その為には身の丈に合った施設計画を

立てる必要がある。今回の計画はその身の丈に合った施設とはどういうものかを追求するも

ので、議事の進行に関してはご協力をお願いしたい。 

副委員長：事前に配布資料を見たところ感じる事は 3 点ある。1つ目は方向性。これからの人口減少を

考慮すれば、維持管理について次世代に過度な負担をかけないような検討が必要。2 つめ目

は他の用途に転用する場合において、利用ニーズのボリュームと改修コストとのバランスが

必要だと思う。これは、考え方と進め方だと思う。3 つ目は転用ニーズがないならば、思い

切った売却や賃貸を検討していくべき。これらを念頭におき今後議論を深めていきたい。 

 

５．議事 

（１）土浦市公共施設跡地利活用方針の策定について 

～資料説明～ 

委 員：先ほど市長もおっしゃったが、最終的には市が決めることとなると思うが、この中で審議し

たものでまとまったものについては尊重するのか確認しておきたい。 

事務局：審議の内容はそれに基づき提言書として市長に報告する。当然この審議会で議論になった基

本的考え方等についても提言書の中でまとめたいと思っているので、皆さんの意見を十分に

尊重しながら議員の皆さんから協力も得ながら市内部で考えていく。 

委員長：他にご意見はありますか。 

委 員：審議に入る前に、６つの施設とありますが、これ以外にも近いうちにあと３か所発生する。

それは今回中に入っていないが、まず短期という捉え方で良いのか。４年後に発生する新治

地区の３つの小学校についても踏まえて検討していくべきだと考える。 

事務局：今回の審議会でご審議をいただく６施設については、すでに移転計画等がまとまっており、

公共施設としての役割が終了し、公共施設跡地について一定の方向性を早急に決めていただ

きたい施設。新治地区の 3つもあるが、まずは当面課題になっている 6施設について市全体

の公共施設のあり方も踏まえてご審議いただきたい。 

委 員：話は分かります。ただ特に人口構成の変化がひっかかる。全国で 53 万人程の特養の待機者

がおり、土浦市でも相当数いる。それを含めて考えた場合に今後審議を進めていくにあたっ

てはそのような発想も出てくることは避けて通れない。4 年後、新治で 3つ小学校が空き、

そのうちの 2つは耐震強度が全く問題ないという話になってくる。民間に貸す・譲渡する等、

市が直接やるにしろやらないにしろ、4年後は目の前の話なので、その 3つも踏まえて議論

を展開していった方が良いのではないか。６施設にどうしても限定したいというならばそれ

でも良いと思う。 

事務局：新治地区の３小学校の跡地については現在統合についても協議中で、今後教育委員会とも協

議しながら、6施設とは切り離して検討していきたい。 

委員長：他に質問は。 

委 員：議事が６つあるのでどこで質問してよいかわからないが、以前中央出張所が明記されていな

い時に、全員協議会で配った資料の中には地元説明会というものが入っている。今回はパブ

リックコメントは入っているが地元説明会は入っていない。当時本会議の答弁で該当する公
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共施設跡地の周辺の住民の皆さんは関心が高いので地元説明会を開いて話を聴取したいと

いうことを当時の市長公室も答弁をしている。策定プログラムの中で地元説明会はやるのか。 

事務局：６つの施設のうち、宍塚小学校については学校という特殊性を考え審議会で方向性がまとま

った段階で説明会を開催したいと考えている。その他の施設については、現時点においては

パブリックコメントで市民の皆さんから全体の意見を伺う予定で、地元説明会は実施しない

と考えている。 

委 員：今日はまだ１回目ですから、実施しないと断言せずに、状況によっては実施せざる得ないと

ころもあると思うので、必要に応じてやることにして欲しい。議長にもお願いしたいが、将

来的に必要な公共施設の跡地なので、要綱の第６条５の内容について、できるだけこの条文

を使って地元に該当する方々から意見を聴取する機会を与えていただけるようにして欲しい。 

委員長：当然これは書いてあるので選択肢としてはある。 

委 員：こういう委員会をやるときに、今の提案に対して委員長がどうだろうかということなら分か

るが、事務局の方で問題提起して回答を出すというやり方はこの委員会を無視することにな

るので気をつけて欲しい。質問だが、都市計画マスタープランは３０年間だったね、都市計

画マスタープランの策定の中で公共施設跡地について分かっていたと思うが、都市計画マス

タープランでの議論はどうだったのか。また、用途廃止の８項目あるが、将来厳しい財源状

況と人口減少への対応について、計画的に自主財源を増やす、計画的に人口を増やすために

どうするかという発想はしなくても良いか。 

都市整備部長：都市計画マスタープランについては、平成 24～25年の 2年かけて策定し、20年後の都市計

画を見通した計画。その中で議論した内容は、地区別計画でこれまで中学校区毎に生活拠点

を設けていたが、まちづくりとしては今後の人口減少を想定して 4地区（土浦駅周辺、荒川

沖駅周辺、神立駅周辺、新治）に絞り、各地区に生活の拠点となる行政機関を配置していく

べきだろうという整理をした。跡地の土地利用については具体的に明示していないが移転を

想定した土地利用ができるような書きぶりにはしている。 

委 員：結論の方の後者の方をうかがいたかったが、都市計画マスタープランのどこをどのように見

れば跡地の土地利用について書いてあるのかが分からなかった。 

都市整備部長：具体的な施設の跡地利用までは触れていない。全体の土地利用計画の中での文言の整理とな

っている。 

副委員長：お話を聞くとなにか我々が市議会の中にいるようだが、一般の委員の方々も議事 2～6 を一

度説明して頂いて、情報を共有してから中身に入っていけばいいのではと思うが委員長いか

がか。 

委員長：申し訳ありません。時間に限りがあるので、質問もご協力いただければと思う。議事を先に

進めさせて欲しい。 

 

（２）土浦市の概況について 

（３）土浦市公共施設の概況について 

～資料説明～ 

委 員：１２ページ市債残高の見込みというのがあるが、これは普通債、合併特例債、特例債が合わ

さった金額だが、その割合はどのくらいか。 

事務局：現在内訳については資料が手元にない状況なので再度お示しする。 
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委 員：なぜ聞いたのかというと、合併特例債の場合には元金と利息の支払いの 70％を次年度に国が

負担し、特例債の場合は同じく次年度に 100％を国が負担するとなっており、事実上土浦市

が返す金額がどのくらいなのか疑問に思った。 

事務局：委員ご指摘の通り、そのような状況があるので、市債残高を積み上げる上では、合併特例債

と普通債についても交付税措置がある分については別に積み上げている。その額に基づき元

利償還金等の交付税措置についても交付税の見込みに参入する方法でやっているので、その

内訳等については後ほど示させていただきたい。 

委 員：１４ページ。実質公債費率が平成 27 年度に 7.0％という最近では最低の値なのが、平成 37

年度に 16.8％ということは 2倍以上に上がるが、この実質公債費比率は、先程の合併特例債

や特例債というのは、ある一定の金額が除かれると思うが、計算上除かれた計算値なのか。 

事務局：議員ご指摘の通り実質公債比率については交付税措置のある元利償還金は除いた計算になっ

ている。見込みについても合併特例債等の交付税措置がある元利償還金等については除いて

算出した数値。 

委員長：ありがとうございました。議員以外の委員からの意見を頂戴できればと思う。 

委 員：勉強不足で申し訳ないが、ちょっと市議会のようで分からない表現も多い。まずは市民にも

分かるような形で公共施設等の 6つの課題についてより具体的な説明をしていただき、その

上で考えていきたい。 

委員長：分かりました。議事を進めさせていただきたい。その他の事については後で確認してもらい

たい。残りの議事４，５，６を一括で事務局から説明をお願いする。 

 

（４）公共施設等の「公的施不動産」に関する課題について 

（５）今後の公共施設施策の視点について 

（６）対象施設の概況について   

～資料説明～ 

委員長：ありがとうございました。３つに分けて説明していただいた。ご質問をいただきたい。 

委 員：この資料読んでいくとどうしても議会的な発想になってしまう。単純に６箇所の空き地をど

うするという話。資料がくどすぎる。また、今現在何が必要な施設なのかということがあれ

ばよい。余計な事が多過ぎる。 

委員長：それについて反論させていただくと、基本的な考え方の情報共有は必要だと思う。大きな俯

瞰的な観点からの議論が必要なので、この資料は良くできていると思う。 

委 員：それと伺いたいが、議会の方で小委員会のようなものをつくっているか。今後の予定はあり

ますか。 

委 員：ありません。 

委員長：他どうですか。 

委 員：今日の議論としては、28 ページ、29 ページの 3 つの視点が大きな方向性として間違ってい

ないかを確認するもの。反論はないが、例えば視点２、今後の活用の方針として利用者の満

足度の向上を目指すとあるが、せっかくこれまで現状分析をされているので、何のためにそ

こを使うのかというところを満足度向上という総合的な指標ではなく、具体的に示すべきで

はないか。例えば扶助費の額が大きくなっているのであれば、福祉に貢献することを目指す

など具体的な方向性を示した方が視点として分かりやすいのではないか。 
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２９ページの図について、不動産の市場性というのは賃貸向き・売却向きという事の他に市

場性が高いか低いかの判断もある。高い場合には賃貸向きか売却向きかで検討すればよいが、

低い場合もある。その場合の判断の指標を考え方に盛り込んではどうか。市場性が低いと売

れずに残る事になる。都市の防犯という研究をしているが、売れ残って廃墟として残ってし

まうと治安上地域によろしくない。市場を介さない形での地域での管理の可能性があるのな

らそうする等何か方向性を示しておくとより良いものになると思う。 

事務局：ご指摘ありがとうございました。次回の委員会にご指摘を踏まえた資料をご提示できればと

考えている。 

委 員：土地利用、跡地利用ということで集まっていますが、実際この 6跡地がどういう風に利用さ

れればいいかということ。現場を知らない。各現場を見てそこで話し合った方が跡地利用の

具体的な方法が見つかりやすいと思う。方針を積み上げていくのがこの委員会ではないか。

私としては現場を市の方に案内していただきたい。 

事務局：現地調査につきましては、今後委員長と相談して対応させていただく。 

委員長：現場を見ないと分からないという意見はよく分かる。全員が全ての施設をみることは現実的

には難しいかもしれない。事務局と相談させていただきたい。 

委 員：現場という話がありましたが、本庁舎も例えばいきなり本庁舎ができたのではなく、その前

がどうであったか等、歴史的な経緯が教えていただけると良い。また宍塚小学校の大池など

文言に説明をつけてもらえると今後どう利用するかも考えやすいと思う。 

事務局：ご指摘の点につきましては、次回の委員会に資料として提出したい。 

委員長：委員どうでしょうか。 

委 員：特に次回に用意していただければなと思うのは、この６箇所の活用例。例えば筑波山のふも

とにある小学校は通信制の高校を誘致して活用されている例等がある。現地調査が難しけれ

ばそのような事例を参考に見ていくと有効的だと思う。 

事務局：ご指摘ありがとうございます。事例についても調査し、次回資料として提出する。 

委員長：委員のおっしゃったことは大事。どこの自治体も同じ問題を抱えているので、事務局に事例

の収集、整理、提示をお願いしたい。 

委 員：これをやらせていただくにあたり一応現場は見てきたが、周りを見た限り宍塚小学校の後ろ

は地元の方の墓地があったりするので、そういう事を考えると例があった方が考えやすい。

現場は大事だが、事例があるともっと嬉しい。新治庁舎も見させて頂き今取り壊しの建物が

すぐ側にある事は分かったので、現状の写真を示して頂けるとありがたい。 

委員長：ありがとうございます。委員お願いします。 

委 員：今までの説明で少子高齢化、人口減、今後の税収減や将来の財政難でそれらを変えていくの

は難しいと思うので市の資金で箱物は難しいので、売却・賃貸、ランニングコストの安い施

設をつくっていくしかないと感じを受けた。次回提出していただく資料をもとに施設の跡地

利用について考えていきたい。 

委 員：委員を引き受けてよい発言ができるのかと，私もこちらに来るのに気持ちが重たかった。資

料を読み、先程委員長が身の丈にあったと言っていたが、今まで身の丈に合ってないものを

作ってしまった。その結果、20～30％しか使っていないところも多い。金利も低くなり、今

後どうなるのか。行政ばかりではなく皆さんも長期的に考えていかなければならないと思う。

借金の多さに驚いている。 
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委員長：委員おっしゃたように厳しい状況は市民と共有することが大事。次回以降も積極的なご発言

をお願いする。 

委 員：私 PFI に興味があって、知人と住宅開発をやっていたが、その会社は PFI をやって道路を

買った。PFIのようなものを取り入れてはどうか。市が借りられる金利と民間が借りられる

金利、お金は余っているが使い道がない。今は産業革命と同じ。 

委員長：PFIについては選択肢の一つだと思う。筑波大学附属病院も PFI方式でつくった。 

委 員：先程委員がいったように、無理やり跡地利用せず、民間に売却して必要な物だけ残した方が

簡単でよいのではないか。 

委 員：ただいま皆さんの意見を伺ったが、事務局も非常に知恵を絞った資料だと思う。委員会の意

見を必ず尊重して継続していただくことを行政にお願いしたい。 

委員長：こういう委員会なので、意見は尊重されるのは当然なことだと思っている。 

副委員長：先程の委員の意見に同感である。私も古い施設は管理費用がかかるのでいつまでも持ってい

る必要はないと思う。6 施設のうち 2 つは市街化調整区域内にあり、民間人には買えない。

乱暴な言い方かもしれないが民間業者に買いたいという話が出た場合には、抱き合わせのバ

ルクセールの様な形にするくらいのことは考えてもよいのかもしれない。また、跡地の転用

については「福祉」という言葉が浮かぶが、個人的意見としては果たして福祉にそこまで金

をかけることはないと思う。できればこれからの時代を担う若い世代や子供に少ない予算を

使うべきだと思う。そういう考え方もあっても良いのではないか。 

委員長：私は通常のご意見だと思う。 

委 員：市会議員ですから市会議員みたいな話し方をしてしまうが、23 ページ 3 行目に「今回検討

対象となっている公共施設用地については、直接該当する要望はないと考えられる」とある

が、これは市民満足度調査に伴う公共施設等の要望はないということですよね。私の手元に

は 3 月に桜南ブロックから高津庁舎に支所などを配置して欲しいという要望書が出ている。

10 月には中央出張所の跡について土浦地区保護司会の団体が中川市長宛に要望書を出して

おり、市長公室が受理している。さらに本日地区長連合会からまた要望書が出ている。つま

り要望書が出ているという事実があるという事と、それを委員の方が参考にしていただいた

上で今後利活用について検討を進めて頂きたい。要望について次に出していただけるか。 

委員長：今日事務局と検討させていただく。 

事務局：地元の要望については委員長と相談させていただくが、こういう要望があるということはお

示し出来ればと考えている。その要望も踏まえながら審議をお願いしたいということになる

と思う。 

委 員：２７ページに課題５点あるが、これはコストについてという項目を加えていただけないか。

対象地域からの意見書については委員と同意見。また、先程議会でこれはどうなっているの

かという話があったが、議会はこれを具体的になった場合の決算で審議することになる。 

委 員：前半では 6 箇所の土地に何か新しい物を作らなければならないというイメージがあったが、

後半になり余計なものは要らないという私の思いに合う意見が出た。次回執行部にお願いし

たいのは現在出ている要望書に加えてすぐに必要な施設（例えば給食センター）についての

資料を出していただきたい。 

事務局：当面、その他の公共施設については、課題がある施設には課題の内容等をリストにして提供

したい。委員から２７ページでコストについての記載をというご指摘があったが、課題 1と
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課題 2の中で管理コストや維持管理コストということで記載があるので、その辺りを強調す

るような修正を考えている。 

委員長：以上をもちまして第１回委員会を終了します。 

 

６．その他 

事務局：長時間に渡りご審議いただきありがとうございました。委員の方々から本日頂いたご意見を

次回策定委員会までに整理したい。スケジュール案では次回は 11月中の開催としているが、

今回策定委員会で審議頂いた地区の要望、現地調査、施設の課題等を含めて、委員長・副委

員長と協議した上で次回の開催日を決定したい。本日の会議の議事の概要については取りま

とめをし、委員長の承認を頂いた後ホームページで情報公開をしたいと考えている。本日は

長時間ありがとうございました。 

 

７．閉会 


