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【別添資料３】 

 参考資料（公共施設跡地利活用方針策定に向けての各委員からの意見） 

 

１．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 

【本庁舎及び沼知駐車場】 

提 案 内 容 

・第１案 

 駐車場が狭隘で利用者が支障をきたしている。ハローワークと税務署に移転を働き掛けて 

 はどうか？相手が国であり交渉が難しいと思うが，現在でも沼知駐車場（33台），法面下

（10台）を併せれば，150台弱のスペースがあり，国の機関として建替える場合，現庁舎程 

 の面積は必要ないので 200台強の駐車スペースが確保出来，2月～3月の確定申告時でも 

キャパ的には可能と思慮する。 

・第 2案 

 高台にあり，市民憩いの広場（公園）として再利用。その際，桜の植樹を増やし，市民の 

みならず来街者も足を運ぶ「桜の公園」として観光スポット化。現庁舎の取りこわし費用 

は掛かるが，その後のメンテナンス・ランニングコストは，箱物ではないので次世代への 

負担は抑えられる。 

・第 3案 

 マンション等を手掛ける民間デベへ売却，駅から 15～20分と若干距離はあるが，眺望は 

素晴らしい。住環境として申し分なくマンションなら建ペイ，容積からして 6～7階可能。 

建築面積如何によるが，1,000戸位の分譲となり１つの街ができる。 

・転用 

 高台の眺望を活かした緑地公園の方向で， 

・売却 

 介護制度が市町村へ移行となれば，市の方向性で検討すべきであると思う。 

・本庁舎跡地は売却 

・沼知駐車場は，ゲンジボタル生息地保全のための（下高津 2丁目 地権者 5名・境界未確 

 定）代替え地とする。 

・人口増加を考え，老人用・新婚用マンションを建設。新婚用には補助金をだし，入居を促

進。 

・売却とする 

 公園であれば高台であり，高齢者や障害者は徒歩での移動は困難である。車であれば，霞 

 ケ浦総合公園や亀城公園までいける。さらに，公園にすれば，維持管理費が発生し財政を

圧迫する。 

方向性（案）では，福祉施設等としているが，住宅地としても有効と考える。 

・高齢者福祉施設や医療施設に利用。一部市の歴史を記したものを残して欲しい。 

平成２７年３月２３日（月） 

副市長協議資料 
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本庁舎及び建設部，会議室などがある建造物については，市民の関心が高いところです。 

私は，平成 2年の建築，建設部の庁舎は利用価値があると思います。本庁舎は約 50年の 

建築物であり，ハートビルド法にも適応しない高齢者・障がい者などに対応不可能な建造

物です。立地上，高台で景観の良い場所でもあり，民間等で利用可能な場所であると思い

ます。 

ただ，あの傾斜の強い入口など，再利用するのには官民難しい場所かなと思っています。

買い手が見つかればその内容を検討すべきだと思います。 

・霞ケ浦医療センターを核に「メディカルタウン」として，本庁舎等を位置付ける。 

【地下空間の活用】 

①人体解剖模型室 ②ボルダリング壁設置（ロッククライミング） 

【増築庁舎 1階】 

①市役所高津出張所 

【増築庁舎 2階】 

①市民美術館（第 2会議室） ②漫画・アニメ室（第 3.4.5室） 

【沼知駐車場（沼知公園）】 

①基本的に増築庁舎等活用市民の駐車場 

②沼知駐車場と沼知公園活用を一体化した活用とする。沼知公園を積極的に活かすため，公 

 園内に市民対象の「茶道・華道室」施設を設置する。なお，これらの運営は茶道・華道の 

関係団体にお願いをする。 

・公園が望ましい。 

●長所 

・高台にあり霞ヶ浦，ＪＲ線路を見渡せるなど景観に優れる。(かわまちづくり，景観計画 

誘導事業） 

・蓄積された歴史（軍関係，市役所など）を有する敷地である。 

・広大な敷地である。 

・市民による敷地認知度は高い。 

●短所 

・高台にあり，歩行によるアクセスは厳しい。 

●提案 

・歴史広場（メンテナンスフリーを基本） 

・売却 

・方向性としては転用 

公園などにして，子ども達，高齢者たちが集う場所にして欲しい。 

・歴史の蓄積のある場所であり，土地の記憶を残すことが求められる。 

・公園化は良い選択肢だが，将来の維持管理を考えると，公園設置当初から市民による一定 

の管理を前提とする，一部を半粗放化するなど，費用を抑える工夫が必要になる。 

・公園とする場合，土浦市のまちづくりの方針との整合を取ることも必要。 
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・医療福祉施設への売却もあっても良いが，その場合も，この土地の有する歴史的・景観的 

な価値を後世に残す工夫が必要。 

・公園として整備 

沼地駐車場は，駐車場として活用する。 
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２．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 【高津庁舎】 

提 案 内 容 

・支所として周辺住民への行政機能を残すべきという意見もあったが，今般，中心市街地へ 

50 年振りに回帰する。即ち，市街地の活性化と集約化による行政コストの削減移転の大 

きな目的であり，流れに逆行するものと思慮する。小異を捨て，大同に付く，改革に痛み 

は伴うもの。 

・建物は倉庫として再利用がベターと思慮する。 

 解体費用も発生せず，以後のランニングコストも皆無。駐車場は，年金事務所に無償で貸 

すのも良いが，時間貸を専門とする業者に運営・管理を委ね（機械設置も先方負担），固 

定賃料を収受するのも市の財政に寄与する。 

・建物は解体し，駐車場として年金事務所へ貸付か売却 

・売却 

 周辺道路の安全性の確保を優先すべきである。建物の老朽化で要望等の再活用は，管理の 

メンテ等で問題が発生するのではないか。 

・区長会等から「支所の」要望が出ているが，果たして一般市民が市役所を利用する頻度と 

は年間どのくらいなものなのか。また目的についても，先日の説明にあった「マイナンバ 

ー制度」導入後のコンビニ等での代替利用ができる範囲のものなのかを調査する必要が 

ある。その結果，必要性が高いという判断に至った場合は，年金事務所の駐車場と併用す 

るという案も考慮すればよい。 

 私件だが，一般市民の市役所利用は年に数回程度のものであり，要望者は，確定申告時の 

の混雑を念頭に置いているように思われる。もし，そうであれば，その時期だけは隣接の 

保健センターなどを臨時使用することを検討すればよい。（支所を否定する場合） 

 いずれにしても，地域の要望を却下するには，納得させるだけの十分な調査，裏付けと代 

替案（新庁舎への交通手段・キララバス等）が必要である。また，ここに支所を設置する 

という決断をした場合，未設置の地区からの強い要望が出ることは念頭に置いておく必要 

がある。 

 第 2 回目の委員会席上，市民委員の何人かから，「要望を取り上げていては何もできない 

，収拾がつかない」等の意見があった。しかし，行政の基本は民意にどうやって応えるの 

かを模索するところから始まるのではないだろうか。委員会は，執行部原案を鵜呑みにし 

て，「はなから結論ありき」的な議事進行に妥協してはいけない。 

・売却又は災害用公共施設を造る 

・売却とする 

 地元の区長会は支所としての活用を要望しているが，支所を造るならば，地理的な条件， 

バランス等を考慮して四中地区公民館の駐車場が有効である。 

・隣地と一体で利用できるように，国等に売却。 
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・高津庁舎については，支所機能を持たせた施設として，再利用を要望しています。 

土浦地区長連合会，桜南ブロック（四中学区）また，六中学区の方々からも，何故支所等 

の配置を考えないのかという声があります。 

 支所機能を維持していく為の費用についても明らかにして，そのことが支所がない四中学 

区・六中学区の住民に，しっかりと説明してもらえるかお聞きしたい。 

 公共施設は，地域の活性化への活用ということもあります。高津庁舎を年金事務所の利活 

用にという話は本末転倒だと考えています。 

①下高津児童公民館 

②社会保険事務所の駐車場として貸付 

・貸地が望ましい 

 

●長所 

・公共施設（土浦保健所，土浦年金事務所など），病院と近接している。 

・施設の駐車場ニーズがある。 

・交差点角地にある。 

●短所 

・建物耐用年数残は僅かである。 

●今後 

・売却 

・貸付（駐車場など） 

・方向性としては貸付 

土浦年金事務所に土地建物を貸付 

支所の案に関しては，本庁舎に人を集めるために（中心市街地への循環を促すため）必要

ないと思います。 

・年金事務所への貸付は，一定の公共性があり，合理的な選択と考える。 

・庁舎廃止により不便を生じる周辺住民には説明が必要だが，廃止か否かの決定は委ねない 

 ほうが良い。 

・要望通り支所として使い，駐車場は併用する。 
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３．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 【中央出張所】 

提 案 内 容 

・移転するウララビルとは徒歩圏の至近距離にある。書庫・倉庫として建替えし，ウララビ

ル内でキャパをオーバーする書類や備品を収納する。 

・保護司会から継続使用の申出要望が出ているが，高津庁舎跡の一部を貸与する。駐車スペ

ースもあり，街中に拠点の必要性もないと思われる。 

・売却 

・売却 

・敷地面積から見ると，他の公共施設に転用というのは無理がありそうだが，国分書庫の移

転程度ならば何とか利用できるのか。新庁舎との位置関係から見ればここの方が使い勝手

がよさそうだが，面積的にうまく設計できるかどうかが問題だ。但し，その場合には国分

町の跡地 1,930 ㎡が新たな遊休地として発生する。また，更生保護サポートセンターは，

療育支援センターに転用希望のある宍塚小学校に移転するか，仮に高津支所が新設された

場合にはそこに移転してもらう。 

・売却又は駐車場，緑地（防火用地） 

・事務局案のとおり，書庫とする。 

 床を借りている団体については，南部地区学習会館の 5 階の一部を活用する。図書館が出 

 来れば，5 階の図書室は必要なくなるものと考える。さらに，土地開発㈱の業務が大幅に

縮小しているので，事務所も縮小すべきである。これらを考慮すれば，床の面積は十分に

確保できる。 

・敷地内には，地域の倉庫（祭の山車収納）があり，残りの敷地の活用が難しい。書庫及び

駐車場としての利用を望まれる。また，保護司会が使用していた施設は代替地を検討すべ

きである。 

・中央出張所についても，土浦地区保護司会から，平成 26 年 10 月 17 日に中川市長宛で要

望書が提出されています。私も昨年講座がありましたので参加致しましたが，当然のよう

に２階で狭い。これが保護司会の皆様方が活動する中心の場所かと思うと考えさせられま

した。 

私は，高津庁舎についても，中央出張所についても要望が提出されていることに対して，

市の担当者は真剣にその要望に取り組んでいるのか，まことに疑わしいと思っています。

対策を具体的に示すべきです。 

・高齢者向け屋外運動施設（体操・ゲートボール） 
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●長所 

・住宅など開発圧力が高い。 

・まちなか定住を促進する中活エリア（輝・賑わいゾーン）内に位置している。（中心市街 

 地活性化事業） 

●短所 

・建物耐用年数残は僅かである。 

・分かりずらい場所にある。 

・狭い敷地である。 

・山車小屋の代替場所を見つける必要がある。 

●今後 

・売却 

・方向性としては貸付 

2 階は土浦地区保護司会に継続利用をしていただく。1 階は企業への貸付。 

貸付が出来ない時は，書庫として転用する。 

・市場価値のある立地であり，売却が基本線。 

・転用して書庫として利用することは，立地上非効率的な利用と考える。 

・売却した場合も，定住促進等，まちづくりにとって有用な利用となるような指針を定める 

 ほうが良い。 

･売却までの期間，廃墟になることが懸念される。3 ヶ月単位など，期限を区切った暫定的 

 利用も検討されて良い。 

・保護司の活動には一定の公共性があり，代替用地の紹介等が必要。 

・売却 

今の使用者は，新庁舎か近くの公民館の会議室を使ってもらう。 
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４．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 【新治庁舎】 

提 案 内 容 

・解体後ドッグラン施設として開放してはどうか。 

 昨今，ペットとして犬を飼う家庭が多いが，ロープを引いた散歩だけでは犬にとって本来 

 の運動量には程遠い。かといって河川敷，公園，校庭等で放すことも出来ない現状。周囲

に柵と芝生だけでローコスト。犬を介してコミュニケーションも活性化。口コミで伝われ

ば，土・日・祝日等，来街の愛犬家も新治を訪れ，ロードサイドに愛犬グッズの店舗，フ

ァミリー用にファストフード店が出店する等，副次的効果も期待できる。役場入口にある

JA の売店も売上アップが期待できる。告知も旧新治村役場跡というだけで知名度抜群。

車でのアクセスも容易。運営方法等，細部については定かでないが，街おこし（村おこし）

にはベターと思われる。 

・給食センターの移転を検討中であればその方向がベスト 

・転用 

・給食センターの案が出ているが，地理的に見れば，市のほぼ中間（南北）に位置する宍塚

小学校が良いと考えている。 

・新治庁舎跡地は，新治小中一貫校のサブグランド用地（私見，未公表）の代替え地として

考えている。 

・地目 建物解体 貸付又は売却 

 災害用施設利用：ヘリポート，食料，医薬品，寝具の倉庫等の利用 （災害用倉庫に使用） 

・事務局案のとおり給食センターとする。 

 売却しようとしても買い手は見つからない。 

 平成 28 年度中に，6 号バイパスが片側 2 車線となり，最も遠く離れた荒川沖方面へも短 

 時間でいけるようになる。地理的にはまったく問題ない。 

・給食センター建設用地として活用することが望ましいと考える。 

・新治庁舎，茨城新聞の記事によると，跡地は給食センターということが検討されていると

なっています。跡地利活用について，土浦市が一定の方向性を考え，そして跡地利活用方

針策定委員会の議論とかみ合わない方向性を示していると思っています。提言書に市の方

向性と違う内容が出たなら，それをどのように取り扱うのか疑問です。 

新治庁舎についてももっと議論すべきであり，新聞に報道されたことは非常に問題だと思

っています。 

①イベント広場 ②ミニ動物園（亀城公園内のサルを移住する） 

・解体して運動場が望ましい。（サッカー・ラグビー・テニス・ソフトボール・バトミント

ン等） 
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●長所 

・高速道路ＩＣなど道路交通アクセスに優れている。 

・交通量が多く視認性に優れる。 

・広大な敷地を有している。 

・一級の農地に囲まれている。 

・旧新治村の重心に位置する。 

●短所 

・厳しい建築制限が課せられている。 

●今後 

・給食センター（食育，地産地消などをコンセプトとする給食センター） 

・方向性としては転用 

第 1，第 2 給食センターの統合移転に賛成です。 

・公共施設としての需要があるので，転用が基本線。 

・用途は，給食センターの移転で問題ないように思われる。 

・既存の大径木など，シンボル性のあるものについては保全により，かつての土地の記憶を 

 残したい。 

・給食センターとして使う 

配送には，道路が整備されているので，十分と考える。 
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５．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 【消防本部庁舎】 

提 案 内 容 

・一昨年，博物館企画のバサラ展が大ヒット，近来にない入込客があったが，博物館駐車場

は勿論，周辺駐車場もキャパオーバー。遠方の来街者からインフラが整備されていないと

の指摘が少なくなかった。加えて団体客を誘致する大型バス駐車場もない。ここは更地に

して，亀城公園，博物館，プラザの駐車場として利用するのがベター 

・隣接する警察署から借用の要望がある様だが，平日は免許更新者の車で占有される可能性

大。窮状理解できるが，一度ＯＫしたら断わるのは難。貸与は謝絶すべきと思料。 

・解体し市営駐車場として転用 

・亀城公園を取り巻く拠点として，歴史的な問題に配慮しつつ，転用して欲しい 

・警察の駐車場とする案が有望のようだが，狭隘なのは駐車場だけでなく運転免許更新の会

場もそうである。単に駐車場の問題だけに終わらせるのではなく，そこまで考慮した対応

が必要であり，それを県に要望・提案するのは土浦市の責任でもある。 

 1400 ㎡ 

・県警に売却 

 土浦署の幹部の住宅地，警察署・交通事故車の保管場所 

・亀城プラザの駐車場 

・事務局案のとおり駐車場がふさわしい。但し，元ガソリンスタンド駐車場をどうするかが

問われる。しばらく様子を見て，必要なら存続させれば良いし，消防本部の跡地だけで足

りるなら売却すれば良い。 

・駐車場としての利用 

・消防本部庁舎は立地場所を含め，今後，市道整備事業の進捗なども予想され，市街地の入

り口ということもあり，民間売却が可能なことと思われます。 

・貸地が望ましい 
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●長所 

・亀城公園など歴史的町並みゾーンに位置している。 

・来場者の多い施設（常陽銀行，筑波銀行，土浦博物館，亀城プラザ，武道館，土浦警察， 

 郵便局，検察庁など）と近接している。 

・旧６号など道路交通アクセスに優れている。 

・交通量，歩行者が多く視認性に優れている。 

・土浦二高生，土浦一中生，土浦小生徒らの通学路であり，若い世代との交流が可能である。 

●短所 

・通信司令棟の耐用年数が残っている。 

●今後 

・既存施設を活用しまちづくり拠点・インフォメーションセンターへ転用することで，新庁 

 舎と二拠点で土浦都市動線を挟む。（中心市街地活性化事業） 

・貸付（駐車場など） 

・売却 

・方向性としては転用 

各施設の駐車場に賛成。ただ，無断駐車が心配で有効なシステムがあれば良いと思う。 

・公共施設としての需要があるので，転用が基本線。 

・駐車場としての利用には，シミュレーションが必要（本当に駐車場設置で問題は解決され 

 るか，周辺に迷惑を及ぼさないか等の検討）。 

・周辺には土地の履歴を伝える碑や場所があり，歴史・景観の痕跡を後世に伝えることも必 

 要。 

・駐車場に問題があるならば，他の用途での転用や売却が選択肢になるが，その場合も，歴 

 史・景観への配慮が必要。 

・売却か公園や資料館の駐車場 
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６．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 【宍塚小学校】 

提 案 内 容 

・市街化調整区域内にあり，民間への売却には無理がある。 

 公営上必要な建物以外は不可なので，老朽化している第 1，第 2 の学校給食センターを統 

 合し，ここから市内幼稚園，小中学校へデリバリーする一元管理にしてはどうか。宍塚小

周辺の地長会要望にもほぼ沿うことになり，給食センターは建替えざるを得ない期限に来

ている。また，統合する事により，委託している民間業者サイドにも効率化を図って貰い，

行政負担経費を縮減出来，財政面にも寄与することとなる。 

・アーカイブセンターとして，多少の整備があっても，文書館としての転用がベスト 

・市の転用内容に加えて，里山保全，霞ケ浦の水質保全を全国的に発信できる環境団体と連

携して，環境問題の拠点とすることを検討して欲しい。 

・新治庁舎でも書いたが，給食センターにするべきと考えている。 

 現状の給食センターの床面積，2 ヶ所で 2,440 ㎡に対して基本構想では必要面積 10,560 

 ㎡としている。このうち，床面積はどの程度なのか分からないが，プール解体後の校庭の

面積 5,000 ㎡で施設本体は十分に建設できるし，トラックヤードも確保できるはず。また，

療育支援センターの話は校舎利用が前提であるから，厚生保護サポートセンターを入れて

も十分に対応が出来る。 

問題は，駐車場の面積だが，不足するのであれば隣接に空き地はいくらでもあるのだから，

賃借または買収すればよい。 

10,000 ㎡ 25,000 円/㎡ 

・売却 借地 

・プール付マンション又は住宅地（人口増加促進を考え） 

・一部 書庫，公文書館 

・予算があれば，子育て及び高齢者支援施設・・・・複合的に考える 

・事務局案のとおりとする。療育支援センターを移転させるなら，その跡地は売却とする。 

 現在，不足している特別支援学校への活用も考えられる。 

・療育支援センターとしての活用が望ましい。更に，グランド・体育館開放など近隣住民が

使用できる施設を残すべきである。利活用連絡協議会の設置が望ましい。 

・私は定例議会でも，跡地については，平成 25 年 12 月議会で考えを表明しました。あの

自然と素晴らし環境は，不登校児のポプラの移設，宍塚の自然をも守り育てる環境教育の

場として活用することを提案しました。ただポプラについては，通学の問題も含めて難し

いとのことでした。 

市の方向性については，賛成いたします。しかし，校舎は多様な機能を持たせるのに充分

であり，福祉（高齢者・障がい者）施策の活用が望ましいと思います。環境についても里
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山保全を含めて講義室の利用はあっても良いと思います。 

・宍塚小学校は自然と歴史に恵まれ，その環境を活かしたものとする。 

①自然環境に恵まれない土浦小学校などに生きた教材の体感・体験する拠点施設 

②教育研修センター 

③教育相談室・ポプラ（不登校・障がい・その他） 

④老人福祉施設・デイサービス事業・宅老所 

⑤子育て交流サロン 

⑥グランドゴルフの常設 

・運動場が望ましい（サッカー・テニス・ラグビー等屋外スポーツ場） 

●長所 

・避難所など地域拠点として活用されている。 

・広大な敷地を保有している。 

・筑波研究学園都市に近い。 

・一級の農地に囲まれている 

・般若寺 

●短所 

・厳しい建築制限が課せられている。 

・分かりずらい場所に位置している。 

●今後 

・一部を合宿所（スポーツ，研究），研修所とする交流拠点 

・方向性としては転用 

資料７であった方向性（案）の内容で良いと思います。ただ，周辺の住民の意見を踏まえ

ながら進めて欲しいです。 

・公共施設としての需要があるので，転用が基本線。 

・小学校は避難所等として現在も機能を担っているだけでなく，周辺住民の共通の記憶を担 

 保する場所として重要。 

・小学校の利活用については全国的にも事例は多いので，あえて方針は決めずに，選択肢だ 

 けをフラットに示し，勉強会を継続的に実施するなかで，決定を地域住民との議論に委ね

ることも検討しても良い。 

・老人介護施設として民間に貸与 
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７．公共施設跡地利活用方針策定に向けての各対象施設における提案内容 【その他】 

提 案 内 容 

・一言いわせていただければ， 当初の全協資料に書いてある地元説明会については，何等

の計画が示されておりません。また，本会議の答弁でも，周辺住民の意見を聞くという事

も具体的に示されておりません。 

総合的に支所配置を考えると言っていますが，何故，六中・四中地区に支所を配置しなく

ていいと考えているのかが，根拠が示されていません。 

住基カードの普及をみても，マイナンバー制度が実施されても，それを利活用出来る市民

がどの位いるのか？また，コンビニで支所機能が本当に果たせるのか？具体的にその根拠

をお示しいただきたい。 

死亡届，離婚届等々，市民生活にとっては極めて重要な届け業務ですが，コンビニで多く

の市民が支所と同じ様にやれると思っているのか？相手はアルバイトのお兄ちゃんやお

姉ちゃんですよ。跡地を本当に 5 年～10 年先活用するための真剣な討論を必要！ 

 


