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■第２回公共施設跡地利活用方針策定委員会議録 

日時  平成 27年 1月 14日（水） 

午前 10時 00分から 

場所  市役所第 2会議室 

 

審議委員：大澤委員長、伊藤副委員長、雨宮委員、田嶋委員、小野委員、飯嶋委員、眞山委員、 

塚田委員、長沼委員、田中委員、竹内委員、栁澤委員、柏村委員、古沢委員 

市 側：五頭副市長、小泉副市長、塚本市長公室長、日高総務部長、塙市民生活部長、 

鈴木保健福祉部長、久保谷産業部長、木村建設部長、東郷都市整備部長、湯原教育部長、 

羽成消防長、羽生行政経営課長、斎藤参事兼管財課長、根本学務課長 

事 務 局：神立参事兼政策企画課長、平井主任政策員、山口政策員 

 

■議題 

 １ 開会 

 ２ 委員長あいさつ 

 ３ 報告事項 

  （１）第 1回土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会議録 

  （２）第１回土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会での主な意見とその対応 

     について 

 ４ 議事 

  （１）対象となる公共施設の概要について 

  （２）課題のある公共施設の概要について 

  （３）公共施設跡地利活用方針策定の考え方について 

  （４）その他 

 ５ 閉会 

 

■配付資料 

 ・資料１ 第１回土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会議録 

 ・資料２ 第１回土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会での主な意見とその対応について 

 ・資料３ 対象となる公共施設の概要 

 ・資料４ 課題のある公共施設の概要 

・資料５ 対象となる公共施設に対する地区及び団体等からの要望事項 

・資料６ 公共施設跡地利活用の事例 

・資料７ 公共施設跡地利活用方針策定の考え方 

・別添  第１回土浦市公共施設跡地利活用方針策定委員会での意見を踏まえた公共施設等の 

「公的不動産」に関する課題及び今後の公共施設策の視点の修正（案）について 

 

１．開会 

 

２．委員長あいさつ 
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委員長：本委員会は今年度 4回の開催ということになっている。前回は本委員会のミッションや土浦

市を取り巻く財政、人口の状況や課題について情報共有した。第 3回、第 4回で提言書をま

とめていくわけだが、今日はそれにあたって、基本的な考え方をまとめていくという重要な

会議。皆さんから忌憚ないご意見を頂きながら進めていきたい。 

委 員：前回、議会のような中にいるという指摘があったので、まず議員以外に意見を求めてから議

員の意見を求めるようにしてほしい。また、事務局の位置付けだが、本会議の事務や資料作

成を行うものであり、事務局が方針を出すのは越権行為である。資料 2について、主な意見

とその対応については委員長と事務局で作成したと思うが、事務局主導で進めないでほしい。

この 2つをお願いしたい。 

委員長：1 つ目のご意見に関しては留意しながら進めていきたい。2 つ目に関しては考え方の違いも

あるが、議論に当たり原案は必要になる。事務局サイドで作成した案を尊重しながら進めて

いきたい。委員がおっしゃる通り決定はこの委員会で行う。事務局主導にならないよう留意

する。 

 

３．報告事項 

～資料説明～ 

委 員：町内会や各種団体の中で、庁舎の跡地利活用、高津庁舎の跡地利活用については大きな話題

になっている。事務局が案を作成するのは百歩譲ってやむを得ないと思うが、提出されてい

る 2つの要望書はどの程度尊重するのか。例えば、地区長連合会、桜南ブロック、サポート

センター等から該当する跡地に対してこのように利活用して欲しい等の要望が出されてお

り、行政も十分受け止めているとは思うが、資料 2 の 3 ページには、「～その要望があるこ

と等を踏まえながら審議をお願いしたいと考えている」となっている。審議をするとは思う

が、市が要望をどの程度尊重して審議をお願いしているのか分からない。要望についての位

置付けについて市の考え方をお伺いしたい。また、資料 2の 2ページの一番上にあるように、

必要に応じて審議会に関係者の参加をいただき意見を賜るという「要綱第 6条の 5」があり、

委員長は一つの選択肢として考えられるとお応えになった。例えば宍塚小学校周辺の方が要

望しているのは、早急に地元に協議会を設置して、地元の意見を十分に聞いた上で進めて欲

しいということだが、地元の方をお迎えしてお話をお伺いする可能性はないのか。どうやっ

て地元住民等の意見をこの審議会に反映して提言としてまとめていただけるのか非常に心

配している。地元の意見を伺う機会を見出すことが審議会では大事だと思う。 

事務局：要望については、尊重していきたいと考えているが、この審議会では市全体の視点からご審

議をお願いしているということでご理解をいただきたい。関係者からの意見を伺うことにつ

いては、委員会の運営の中で決めていただくことを考えている。 

委 員：具体的に言うと地区長連合会、桜南ブロックから高津庁舎跡地に支所の新設を要望している

が、市の案だと隣の年金事務所に駐車場として貸すとしている。要望に応えていない。資料

5 の 2 ページ西部ブロックの宍塚小学校の要望の中で、速やかに宍塚小学校跡地利活用連絡

協議会（仮称）を立ち上げて推進して欲しいとあるが、審議会で方向付けが決まった後に西

部ブロックに報告するような説明があった。西部ブロックの方からすると自分たちの意見を

聞かないで審議会でどのような方向が出されるのか心配になると思う。要望については一つ

一つ実施していくのが市の対応だと思う。全部審議会に丸投げして決まった後に報告するの
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は順番が逆だと思う。 

事務局：高津庁舎の跡地については資料 7で示しており、次の協議事項の中で説明する。また、西部

ブロックからの要望にある説明会協議の開催については、市全体的な視点からのご議論を踏

まえて説明することで進めていきたい。 

委員長：要綱第 6条 5について、前回選択肢という言葉を使ったが、委員以外の方を呼ぶか呼ばない

かの最終的な判断は委員長の私が行う。地元の意見は尊重したいが、丸呑みすることは出来

ない。財政状況や将来の人口を踏まえながら、委員会で議論しながら取捨選択をすることが

本委員会の役割だと思っている。 

 

４．議事 

（１）対象となる公共施設の概要について 

（２）課題のある公共施設の概要について 

（３）公共施設跡地利活用方針策定の考え方について 

～資料説明～ 

 

委 員：青少年の家の必要面積は 3万㎡となっているが、現在の青少年の家が 3万㎡であって、移転

する場合にもその面積が必要なのか。 

事務局：宿泊施設と野球場を含めた現況の面積である。 

委 員：中央出張所は、現在、保護司会の方が 1階と 2階を使用しているが、保護司会で必要な面積

はどのくらいなのか。 

事務局：保護司会と必要面積等の細かい話はしていない。保護司会は、1 階と 2 階部分を会議室や打

合せスペースで利用している。 

委 員：前回の委員の意見への対応として資料 3に歴史的経緯が加筆されているが、そのことがうま

く生かせていない印象を受けた。長い歴史を持った敷地についてはそれに配慮することを売

却や貸付の条件として書ければよい。 

事務局：ご指摘の通り、歴史的経緯などに配慮した利活用について検討することを提言書の中に盛り

込みたい。 

委 員：配慮すべき歴史的経緯があるのは、本庁舎と宍塚小学校だと思うので、何らかの形で盛り込

んで欲しい。 

委 員：現場視察を行ったが、建替え等が必要な書庫が多い印象を受けた。高津や新治にも沢山ある

が、集約していきながら要らないものは減らしていくべきである。土地があるので無用な倉

庫があるのかなという印象を受けた。ずっと使わないものが入ることのないよう有効な利用

をお願いしたい。要望があった高津庁舎は、地元の方のご意見もあると思うが、周りの概況

をみると、年金事務所に来る方には地元の方も多いこともあり、また、建物の耐震性を考え

ると事務局案で方向性は間違えていないと思う 

委員長：文書には法律で決まった保存年数があるが、地価の高い場所に整備する必要があるかなど色

んな論点がある。 

事務局：書庫については、必要面積等について確認して検討する。 

委 員：中央出張所についてお話ししたい。土浦市にサポートセンターは必要であり、保護司会の移

転が必要な場合、代替地を確保していただきたい。 
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事務局：中央出張所については、方向性が決まり、必要であれば代替地等について改めて保護司会と

ご相談させていただきたいと考えている。 

委員長：現状がこうだから継続というのではなく、他の自治体の事例も含めて検討していくべきだと

思う。 

委 員：この資料をみると絶望的になる。土浦市は市民会館も生涯学習センターも含めて公共施設に

は大変な問題がたくさんある。歴史的な経緯が温存されるような公共施設の再配置をしてい

ただきたい。新市庁舎建設にかかわったが、その意義を考えなければならない。要望を受け

入れるのも行政の役割だとは思うが、新市庁舎がどんな役割を果たすのかについて考えなけ

ればならない。資料を見て、現場をみると老朽化の激しい建物が多く、メンテナンスにお金

を注ぎ込むのはどうなのかという不安がある。 

委 員：市民等からの要望については要望に応えることを前提として、応えられない場合は代替案を

示す必要がある。高津庁舎についても要望が出ているので、駐車場にするのであれば、市庁

舎を壊したらそこに小さい物を建ててあげるなど、代替案が必要になる。中央出張所につい

ても新庁舎の中に作れないか検討してみてはどうか。全体論ではなく各施設について個別に

詰めていくのが良いのではないか。 

事務局：高津支所設置についての要望に対する代替案だが、マイナンバー制度を活用した市民サービ

スの向上と公共施設全体の再配置の中で検討していきたい。支所出張所の再配置については

今年度に別途検討する。現在ある 6箇所の支所出張所の再配置と合わせて検討していきたい。

新庁舎の中に保護司会を導入することは難しいと思うが、今後保護司会の方と協議を進めて

いきたい。 

委員長：進め方について説明すると、6 つの施設があるが、まずは全体の方向性についてしっかりと

考え方を整理したい。特に強調したいのは、人口が減少し、財政も厳しい状況にあることで

ある。他の公共投資案件が出てくる状況の中で、中長期的な施設管理に耐えられる方向性を

検討しなければならない。 

委 員：6 箇所の施設がかなり老朽化しているのは間違いない。維持するには莫大なお金がかかると

思うので、売却を含めて無駄なお金を使わないようにしていただきたい。経費節減を前提に

して検討して欲しい。 

委 員：人口減や財政難を踏まえて、各施設について議論してはどうかと思う。バラバラでは話がま

とまらない。擁壁については、がけ条例のことでしょうか。跡地利用のための工事費用は把

握しているのか。 

事務局：擁壁工事の費用は把握していない。 

委 員：市債の残高を見て、非常に借金が多いと思った。10 年先、20 年先、非常に難しい時代だと

思う。失敗の遺物というわけではないが、転用や売却等経費の削減を図らないとパンクして

しまう。全ての要望は聞かなくてもよいのではないか。 

副委員長：議員の意見を聞き、6箇所の施設を見た。要望書も拝見した。委員がおっしゃるように、市

民サービス、行政サービスはどこまで行うか。限られた財源の中で、次世代に負担をかけな

い跡地利用を考えなければならない。その知恵を出すのがこの委員会。ゼネラルのフローチ

ャートを書いて、3 回目以降に施設ごとの対応方向を決めるべき。民の考え方だけでは行政

は動けない事もわかったが、バランス感覚の問題である。全国には要望通りに整備したもの

の、思うように利用されていない不透明な公共施設もある。その処理は誰がするのかという
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問題になる。公共施設の大きな考え方は、次世代に負担を残さない、お金をかけない転用を

優先するということ。 

委 員：資料 7の中に意向調査結果とあるが、いつ実施したのか。資料 3には事業者意向調査とある

が、どのような形で実施しているのか。 

事務局：調査の概要については、資料 3に記載してある。事業者意向調査については、宅地建物取引

協会（土浦つくば支部）の市内 107 社に対してアンケートを昨年 1 月～2 月に実施し、回答

を 10 社からいただいた。意向調査については庁内意向調査を 2 回行なった。25 年 9 月に実

施した意向調査については事業を進める上でどういう活用が考えられるか、事業の継続性か

ら考えてもらった調査。26年 9月に実施した意向調査については、費用等を考慮せず市職員

個人の意見を述べてもらった的の大きな調査。 

委 員：事業者意向調査はわかったが 107 社のうち回答のあった 10 社がどのような会社を代表して

いるのかは疑問。資料 7の意向調査結果はどこから持ってきたのか。 

事務局：事業者意向調査については、不動産の売買を扱っている経験を踏まえて跡地利用に関して一

般的なアイデアをいただくための調査。資料 7の意向調査は資料 3の事業所意向調査と庁内

意向調査の概要をまとめたもの。 

委 員：資料 7は資料 3の庁内と事業所の意向を合わせたものということか。全体の位置付けの確認

だが、資料 7の市場性について、検討の視点に記されているような方向で進めるべきと考え

ている。個別の中味については言い始めたらきりがない。霞ヶ浦病院についても建て替えの

話が出ている。運動場の方に病院を戻して、地域に開放できるような公園化を図りたいと言

っていた。地域に開かれ、地域に生かされているからそのような方向を目指したいとのこと。

周辺の状況を鑑みてやっていかないと後で後悔することになる。そのような点からここに書

いてあることは賛成である。公共施設白書に多くの施設の現状が整理されているが、利用度

についての調査が不足している。未来に渡っての総合的な展望が出しにくいので、今後考え

る必要がある。 

事務局：霞ヶ浦医療センターの利活用については、事務局でも確認したい。公共施設の利用状況は来

年度になるが、公共施設全体の再配置について検討する中で整理したい。 

委 員：市長からは市民の声をよく聞いて具体的な良い提言を出していただきたいという事を諮問の

時にご挨拶いただいた。住民説明会をやるということは昔の資料には明文化されていたが、

いつの間にか消えている。この本庁舎はここにあるから、四中、六中地区の人が来る。荒川

沖の方の人は荒川沖支所に行く。ここに来るのは延べで年間 23 万人。利用者が心配してい

るのは、新庁舎のアクセス、車は停められるのかということ。特に高齢者の方は不安に思っ

ている。高津支所を整備してもらえれば、駐車場の問題も含めて何とかなるということで要

望が出ている。また、駐車場については年金事務所と併用してできないかということも検討

して欲しい。要望書の是非について議論して欲しい。要望書を出している団体に議論の結果

やダメな場合の代案を示す必要がある。要望書の是非については、真剣に議論をして欲しい。 

委 員：他の施設で市民サービスを添加するという仕組みについて詳細に教えて欲しい。四中や六中

地区の方がここに住民票を取りに来るという話があったが、もっと身近で取れる様な市民サ

ービスを添加するというのはそういう意味ではないのか。 

事務局：駐車場の確保については、庁舎を整備していく中で十分に配慮する。年金事務所と高津事務

所の併用、要望についての回答のお話だが、地区長連合会からいただいている要望なので、
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別の機会に対応について回答させていただく。支所出張所の設置については、市全体の公共

施設の再配置の中で見直しを考えていきたい。市民ニーズに対応したサービスについては、

全国のコンビニで休日・夜間を含めて住民票や印鑑証明が取れるような制度を構築する。そ

のようなことで市民サービスの利便を図っていきたい。新庁舎の移転については、狭隘、老

朽化などで出来なかった市民サービスが新庁舎で出来るという大きな可能性があると考え

ている。委員がおっしゃった他の施設へのサービスの転換については、たたき台として出さ

せていただいたのはあくまでも国とか県の施設を使用している市民の方の利便性の向上と

いう視点で方向性について示していただいたという状況。 

委員長：委員のご意見にもありましたが、ITの進歩により行政サービスが変わってきている。施設は

中長期的なことなので状況に応じたサービス展開が必要になる。要望書への対応については

私の方で検討する。住民説明会は地域の方が中心で、パブリックコメントは一般市民が関わ

ってくる。施設は納税者が利用頻度に関わらず負担するので、パブリックコメントの実施に

意義があるということをご理解いただきたい。 

委 員：市民の要望については意見が二つに分かれている。住民の要望を聞いていたらきりがないと

いう意見と、行政は市民の要望から始まるという意見。今回の要望は、連合会、保護司会の

二つからしか上がっていない。宍塚小学校は除いて、出張所を作ってほしい、保護司会の拠

点を確保して欲しいという要望がある。何千万もの費用がかかるものではない。総合的に考

えるのは当たり前。同時にマイナンバー制度を使ってコンビニでサービスが受けられるなど

の話も理解できる。新庁舎が 9 月に完成すると、高津近辺の方は駅前に行かざるを得ない。

マイナンバー制度を使っていつからサービスを受けられるのか等の時間的なものを教えて

欲しい。それが分からないと要望書に対して応えられない。会議の流れは、全体としてこれ

で結構だと思う。次回以降個別に入ると色々な話がでるが、基本的な考え方はこれで良いと

思う。 

事務局：コンビニ交付の開始は平成 28年 4月を目指してシステム構築を検討していく。 

委 員：個別施設の議論をするには時間が足りない。資料 7に対して各委員が評価を出し理由を述べ

る、さらに本庁舎なら本庁舎に自分の考えがあれば出していただく。それを会議 1週間前に

事務局に提出していただければ時間を合理的に使える。合理性と各委員の考え方を明確にす

るために、アイデアを事前に出していただくことを提案する。 

委員長：本日、基本的な考え方に合意いただければ、委員がおっしゃったように 1週間前に具体のア

イデアを出していただくことに賛成したい。その方法については事務局と相談させていただ

く。 

委 員：情報が一部の人にしか共有されていないことは大変残念。委員さんがお話してくださった医

療センターの問題も初耳。委員会にきちんと出してもらいたい。コンビニ交付の話も市から

丁寧に情報を共有していただきたい。要望書を出してもらった人たちにも丁寧な応え方をし

ていくのが大事。事前に情報を共有させてもらいたい。 

委 員：病院の話は全体に総合的に考えてほしいという例として話した。確実な話ではない。 

委 員：マイナンバー制を実施してコンビニで証明書を交付している自治体の事例も出してほしい。

高齢者の方が使い方になれるのには時間がかかる。コンビニは開店も早いが閉店するのも早

い。流動的な商業施設だということも考えて欲しい。日本一住みやすい町を目指している自

治体なのだから数字で出していただきたい。高津支所を作った場合の経費も出して欲しい。
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年金事務所のお客さんが駐車場に困っているから駐車場にするというのはあまりにも安易

だと思う。 

委 員：マイナンバーについても国の施策でこれから 10 月に全国に割り当てられるものなので事例

を出すのは難しいと思う。新しい仕組みが導入されるときには障害はでてくるものだが、こ

れからの住みよいまち、これからの子供たち、これからのまちづくりを考えていく上で、最

初が大変だからやらないという話をしていては前に進まない。 

委 員：国でやっているといってもプライバシーのこと等、色々と問題になっている。 

委員長：本日の議論はこれで終わりにしたいと思いますが、他に何かありますか。 

（意見なし） 

 

（４）その他 

事務局：ご審議ありがとうございました。本日のご意見とご指摘を踏まえて資料の訂正を行う。次回

の策定委員会については、一週間前に各施設に対する意見を出していただくということで、

出し方や期日について委員長と副委員長と検討させていただく。それを踏まえて公共施設跡

地利活用方針の策定の考え方について次回ご審議いただきたい。次回の開催日は後ほど決定

する。決定次第委員の皆さんにお知らせする。 

 

５．閉会 

 


