
公共施設跡地利活用方針策定の考え方

用途地区

敷地面積

転用
①書類・防災倉庫　　②公園　　　③駐車場　　④美術館　　⑤高齢者福祉施設　　⑥
緑地　　⑨スポーツ競技場　　⑩代替用地

売却・貸付 ①高齢者福祉施設　　⑥中高層住宅　　⑦ホテル　　⑧緑地　　⑨スポーツ施設

建物活用

備考

用途地区

敷地面積

転用 ①書類・防災倉庫・公文書館　　②駐車場　　　③高齢者福祉住宅　　④代替用地

売却・貸付 ①高齢者福祉住宅　　②住宅　　③事業所　　④資材置場　　⑤隣接公共施設拡張

建物活用

備考

用途地区

敷地面積

転用
①倉庫　　②公園管理用資機材置場　　③福祉施設　　④駐車場　　⑤代替用地
⑥緑地帯（ポケットパーク）

売却・貸付 ①福祉施設　　②住宅　　③賃貸オフィス　　④駐車場

建物活用

備考

用途地区

敷地面積

転用
①倉庫　　②スポーツトレーニングセンター多目的体育館　　③イベント広場　　④福
祉施設　　⑤生活利便施設　　⑥市場　　⑦消防署　　⑧駐車場　　⑨公園　　⑩給食
センター用地

売却・貸付 ①倉庫　　②物流施設　　③工場　　④駐車場　　⑤太陽光発電

建物活用

備考

用途地区

敷地面積

転用 ①防災・書類倉庫　　②亀城プラザ駐車場（大型バス）　　③出向庁舎

売却・貸付 ①コンビニエンスストア　　②飲食機能　　③住宅　　④土浦警察署用地

建物活用

備考

用途地区

敷地面積

転用

①療育支援センター　　②子育て・高齢者福祉複合施設　　③書庫・公文書館　　④
地域資料の展示スペース　　⑤地域利用の体育館　　⑥高齢者福祉施設　　⑦託児
所　　⑧子育て支援施設　　⑨専門学習施設　　⑩学童保育　　⑪小型図書館　　⑫コ
ミュニティセンター　　⑬給食センター用地　　⑭自然体験施設

売却・貸付 ①物流施設　　②高齢者福祉施設　　③託児所　　④太陽光発電　　⑤自然体験施設

建物活用

備考 一時避難場所の指定

1,415.66㎡

意向調査
結　　果

①本部棟は、昭41築（49年経過）で耐震診断未着手で転用には課題があり新庁舎移転後除去予定
である。
②通信指令棟については、平17築（10年経過）であり、耐震性はあるが、建物の位置から今後の活
用が制限される。

意向調査
結　　果

①校舎棟は、昭51築（39年経過）及び昭61築（29年経過）で耐震改修の実施など耐震性は確保さ
れている。
②体育館については、昭56築（34年経過）であり、耐震性は確保されている。

市街化調整区域

10,050.00㎡

６　宍塚小学校

第二種住居地域

商業地域

618.34㎡

意向調査
結　　果

建物は、昭58年築（32年経過）軽量鉄骨造であり、新耐震基準での建築であるが、耐用年数30年
程度を超えており、外壁の傷みも継続利用には課題があり除去の必要がある。

①倉庫
②保護司会無償貸付（行政財産の目的外使用）

市街化調整区域

5,715.00㎡（旧公民館敷地含め　10,103.12㎡）

意向調査
結　　果

建物は、昭43築（47年経過）で耐震診断未着手で転用には課題があり、除去の必要がある。

１　本庁舎・公用車駐車場（沼知駐車場）

２　高津庁舎

３　中央出張所

４　新治庁舎

５　消防本部庁舎

第一種中高層住居専用地域

18,909.95㎡（沼知駐車場含む）

意向調査
結　　果

①本棟は、昭38築（52年経過）で耐震診断未着手で転用には課題があり、除去の必要がある。
②増築庁舎については、平2築（25年経過）軽量鉄骨造であり、新耐震基準での建築であるが、耐
用年数は30年程度となる。

①造成に際し擁壁工事が必要な可能性
②敷地内に擁壁の基礎等が存する可能性

意向調査
結　　果

建物は、平元築（26年経過）軽量鉄骨造であり、新耐震基準での建築であるが、耐用年数は30年
程度となる。

第一種中高層住居専用地域

2,168.65㎡

他の公共施設への転用の可能性 
・他の移転計画のある公共施設の移転整備 

・真に必要な公共施設の新設整備 
 

【検討の視点】 

 ①転用（新設）すべき施設はあるか 

 ②転用に際し十分な敷地面積は確保できるか 

 ③防災計画上の緊急避難所施設等の機能は確保できるか 

 ④転用に際し建物の耐震性等安全性は確保されているか 

 ⑤利用者及び受益者の利用上の課題はないか 

 ⑥周辺の類似している公共施設等配置についての課題はないか 

 ⑦周辺地区の状況から転用施設の立地は課題がないか 

民間によるまちづくりへの貢献性 
・市民の福利向上のための施設整備 

余剰資産の処分・活用 

②条件付売却 

⑤貸   付 

④売   却 

①公共施設として転用 

市     場     性 
 

【検討の視点】 

 ①将来にわたって公共施設としての活用は見込めないか 

 ②防災計画上緊急避難所施設等の機能は確保できるか 

 ③民間企業の参入の可能性はあるか 

 ④民間の活力を活用してまちづくりは可能か 

 ⑤売却・貸付はいずれが適当か 

 ⑥市場性が低い場合は他の用途での転用は可能か 

売却・貸付 

跡地利活用の方向性（案）

施設名 方向性 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

転用 高台の眺望を活かした緑地・公園等（水と緑の里公園との連携活用）

売却
近隣の医療機能と連携した高齢者福祉施設など、市民の保健福祉の向上に資する活用
について検討する。

貸付
土浦年金事務所に、土地・建物を貸し付け、年金事務所の狭隘化の解消を図り、利用者
の利便性の向上を図る。

売却 土浦年金事務所への売却を含め、民間による活用等について検討する。

転用 庁舎の移転に合わせて、書庫を近接地に移設し事務の効率化を図る

売却
中心市街地への定住化を促進する施設の誘致、または代替用地としての活用を検討す
る。

４新治庁舎 転用
現在、給食センターの統合移転を進めており、10,000㎡を超える用地の確保が必要とな
る。土地の取得費及び用地取得の容易性を考慮し、給食センターの移設について検討す
る。

５消防本部庁舎 転用
隣接する亀城プラザの駐車場は地下にあり、収容台数も少なくまた大型バスを駐車でき
ない。また、亀城公園には駐車場がない。さらに土浦警察署からの駐車場としての活用
の要望があり、駐車場での活用について検討する。

６宍塚小学校 転用
緊急避難所に指定されており、また、グラウンド及び体育館の夜間開放など、引き続き公
共施設での活用が望まれ、同一地区内で近接する療育支援センターの移転など検討す
る。

１本庁舎

３中央出張所

２高津庁舎

⑥他用途での暫定的利用 

Ⅲ　地区又は団体からの要望

地区長連合会 ・高津支所の新設

桜南ブロック地
区長会

・高津支所の新設
・児童公民館または共用施設の開設

西部ブロック地
区長会

・公共施設としての活用
・防災機能の維持
・遊戯施設での活用は認められない
・宍塚小学校跡地利活用連絡協議会（仮称）の
設置

土浦地区保護
司会

・１階、２階ともに土浦地区更生保護サポートセ
ンターの継続利用

２　宍塚小学校

３　中央出張所

１　高津庁舎

Ⅳ　公共施設利活用事例

・まんがパーク（市庁舎）
・定期賃貸借による民間複合施設（図書館、大学院、保育所、グ
ループホーム、店舗、賃貸住宅など民間と公共の複合施設）（団
地跡地）
・リハビリ病院、老人保健施設、特別養護老人ホーム、医療モー
ル、多目的ホール（消防学校跡地）
・駐車場（来客用駐車場の一般開放）

１　学校施設

２　その他公共施設

・生活体験学習やスポーツ・文化活動の場
・自然体験活動の場
・不登校児童生徒に対する教育活動の場
・こども発達支援センター
・文化交流広場
・自然体験宿泊施設
・絵本美術館、美術館
・起業支援施設（デザイナーズビレッジ）
・複合福祉施設（授産施設と地域住民の活動・交流の場）
・美術品、工芸品の創作、展示の場
・体験型グリーンツーリズム施設
・大学サテライトキャンパス
・保健、医療、福祉、保育、住宅等の複合施設
・農産品加工体験施設

市 場 性 が な い 

③条件付貸付 

Ⅰ現況で建替等が必要な公共施設の概要

現況
・公文書書庫
・昭和62年　平成2、7年築
・496.14㎡

必要面積 1,930㎡（現況敷地面積）

課題等
・書庫としての機能に課題がある
・本庁舎、新治庁舎脇の書庫等の移転の可能
性があり、代替施設の整備が必要

現況

・つくし学園、療育ホーム、幼児ことばの教室
（保健センター内）、早期療育相談（保健セン
ター内）
・昭和55年（療育センター）
 平成3年（保健センター）
・931.71㎡

必要面積 3,333.30㎡（現況敷地面積）

課題等

・老朽化、狭あい化
・業務が療育支援センター及び保健センターに
分散されている
・児童福祉法上、両施設の統合が必要である
・隣接するつくしの家も狭あいが課題となってい
る

現況

第１学校給食センター
・昭和45年
・1,183.80㎡
第２学校給食センター
・昭和50年
・1,259.66㎡

必要面積 10,560㎡（基本構想面積）

課題等

・老朽化が著しいが、用途地域の関係から現在
地での建て替えは困難な状況
・用地確保の関係から、両センターを統合した
整備を計画している

現況
・青少年の共同宿泊施設
・昭和48年外
・1,604.08㎡

必要面積 31,619.66㎡（現況敷地面積）

課題等

・借地料の状況から移転が望ましい。
・老朽化が著しい。
・宿泊体験学習に対応できず、県立青少年の
家で実施している。

現況

・亀城プラザ駐車場は収容台数も少なく、大型
バスの駐車はできない。
・亀城公園に駐車場はなく、イベント開催時の
駐車場確保は課題である
・両施設とも博物館の駐車場を活用している
が、博物館の利用に支障が生じる場合がある。

５　亀城プラザ・亀城公園駐車場

１　国分書庫

２　療育支援センター

３　学校給食センター

４　青少年の家

Ⅱ　その他公共施設の要望

要望等

・事務所、駐車場共に狭あいであり、高津庁舎
の貸付について要望がある
・事務所建物についても、事務所及び倉庫とし
て使用する計画

要望等

・利用者駐車場は狭あいである。隣接地の借地
駐車場についても、都市計画道路川口田中線
用地となり狭あいになることから、近接する消防
本部跡地の駐車場での利用についての要望が
ある。

土浦年金事務所（高津庁舎の活用）

土浦警察署（消防本部庁舎跡地の活用）

公共施設跡地利活用の方向性（案）の考え方
○移転計画のある公共施設への転用
・市民サービスの維持向上及び経済性の視点から、移転計画等がある公共施設への転用を第一とする。

○市の施設以外の公共施設の市民の利便性の向上
・多くの市民が利用する、市施設以外の公共施設の利便性の向上の視点から利活用を考える。

○要望等への対応
・支所の設置については、公共施設配置の最適化を踏まえ、マイナナンバー制度を活用した住民票のコンビ二交付な
どＩＣＴを活用する方向で、今後の市民サービスの向上について検討すべき。
・中央出張所については、建物の現況から、保護司会での引き続きの活用には課題があり、移転先について検討する
必要がある。
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