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昨日より今日、今日より明日、一歩一歩積み重ねる 

     つちうら ステップ・ワン プロジェクト  

 



4 

 

 第８次土浦市総合計画の基本理念を踏まえ、将来像の早期実現に向けて、社会情勢の変化や市民

ニーズ等に留意しながら、地域経営の観点から戦略的に進めていくリーディングプロジェクトを「つ

ちうら ステップ・ワン プロジェクト」として位置付けます。 

 人口減少社会が到来し、生活関連サービスの縮小や地域コミュニティの機能低下が懸念されるな

ど、向き合うべき課題が山積する中、大切なのは、市民ひとり一人が当事者意識を持って、一歩一

歩、前へ進もうとする努力を継続させていくことです。昨日より今日、今日より明日、ほんの少し

でも良くなるように工夫を続けていけば、それが大きな力となり、まちを活性化させていくものと

考えられます。 

このような考え方の下、前期基本計画の施策・事業の中で特に戦略的に進めていくものを、通常

の事務・事業や施策の垣根を越えた横断的なプロジェクトとして、一つのまとまりある事業計画と

して再構成し、『昨日より今日、今日より明日、一歩一歩積み重ねる「つちうら ステップ・ワン プ

ロジェクト」』として位置づけ、推進を図っていくこととします。 

 「つちうら ステップ・ワン プロジェクト」は、次の３つのプロジェクトによって構成されま

す。 

 

 

 

 昨日より今日、今日より明日、一歩一歩積み重ねる 

つちうら ステップ・ワン プロジェクト    

 

 
 

 

 

うら ステップ・ワンプラン（中心市街地・環境・福祉） 
 

 
 

 

 

 

 

  

地域固有の資源に磨きをかけて、輝きを放たせる 

「まちが賑わう つちうら プロジェクト」 

知恵と政策を積み重ねて、着実に一歩前進する 

「未来へつなぐ つちうら プロジェクト」 

市⺠と⾏政が一体となり、堅実な土浦を築く 

「みんなで支えあう つちうら プロジェクト」 
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第１項 
市民と行政が一体となり、堅実な土浦を築く 

「みんなで支えあう つちうら プロジェクト」 
 

■プロジェクトの背景とねらい 

 

本市は早くから「協働」によるまちづくりを推進し、高い自治会加入率を背景に土浦型地域包括

ケアシステムや自主防災組織の整備などに取り組んできました。しかしながら、本格的な高齢化と

人口減少社会の到来により、地域力の低下や税収の減少などが懸念されています。このことから、

本市においては持続可能な協働システムの構築や行財政運営の仕組みづくりが課題となっています。 

このような中、我が国の構造的な問題である少子高齢化への対応として、一億総活躍社会の構築

が求められています。本市においても、市民が安心して、快適に暮らせる地域社会を作っていくた

めには、市民・団体・事業者などがこれまで以上に主体的にまちづくりに参画していくことが大切

であり、一人でも多くの市民に協働の和を広げ、誰もが安心・安全な地域社会を築いていくことが

必要です。 

また、行財政改革においても、もう一段の取り組みを進め、堅実で持続可能な行財政運営を実現

し、市民と行政が足並みを揃え、一体となってまちづくりに取り組んでいくことが重要です。 

これらの一連の取り組みを、『『『『市民と行政が一体となり、堅実な土浦を築く市民と行政が一体となり、堅実な土浦を築く市民と行政が一体となり、堅実な土浦を築く市民と行政が一体となり、堅実な土浦を築く「みんなで支えあう「みんなで支えあう「みんなで支えあう「みんなで支えあう    

つちうらつちうらつちうらつちうら    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」』』』』として、本市のまちづくりのリーディングプロジェクト「つちうら ス

テップ・ワン プロジェクト」の一つとして位置付けます。 

 

■戦略的な取組 

 

取組１ コミュニティ活動等コミュニティ活動等コミュニティ活動等コミュニティ活動等のののの推進推進推進推進    

少子高齢化や一人世帯の増加により、これまで以上に地域のつながりやふれあいによる活動が

求められています。このような中、活力ある地域活動を形成するために、地域コミュニティの根

幹をなす町内会やコミュニティ施設を中心とした活動、市民による地域づくり活動や活動拠点と

なる環境の整備に対する支援など、地域の活力向上や課題解決に向けた様々な支援策の充実を図

ります。 

 

取組２ 地域防災の推進地域防災の推進地域防災の推進地域防災の推進    

地域防災計画に基づく組織及び体制の強化を図り、雨水対策の推進など各施策を計画的に推進

するとともに、災害時の各班の個別マニュアルに基づき、初動対応や所掌事務を円滑に遂行でき

るよう、全庁的体制で取り組みます。また、防災訓練、各種研修会及び講演会等を通じ、防災知

識の普及と意識の啓発に努めます。 

２ 

取組３ 行財政改革大綱の推進行財政改革大綱の推進行財政改革大綱の推進行財政改革大綱の推進    

行財政改革大綱に基づく取り組みを具体的、かつ着実に推進するため、改革推進項目、実施時

期、目標・効果を定めた実施計画に基づき、職員一人ひとりが行財政改革は自らの課題であると

の認識を持ち、全庁を挙げてもう一段の取り組みを意識して改革・改善を進めます。 

また、市民の財産である公共施設の再編については、新しいまちづくりの機会と捉え、市民協

働のもとで総合的な公共施設の見直しを図ります。 
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取組４ 市民協働によるまちづくりの推進市民協働によるまちづくりの推進市民協働によるまちづくりの推進市民協働によるまちづくりの推進    

地域の活性化や地域課題の解決を図るため、公園里親制度、道路愛護ボランティア支援制度、

指定管理者制度、協働のまちづくり基金、各種ボランティア制度の活用やさらなる協働の仕組み

の充実に努め、市民協働によるまちづくりをより一層推進します。 

 

取組５ 土浦型地域包括ケアシステムの充実土浦型地域包括ケアシステムの充実土浦型地域包括ケアシステムの充実土浦型地域包括ケアシステムの充実    

中学校区ごとの地域において、行政・社会福祉協議会・保健医療機関・福祉施設・福祉サービ

ス事業者等及び地域住民と協働で、地域で要援護者を支える地域包括ケアシステム「ふれあいネ

ットワーク」の更なる充実を図ります。 

 

【重点事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  ・地域コミュニティ施設新築等補助事業（P7 参照） 

  ・地域の活力を高める活動に対する支援事業（P7 参照） 

  ・自主防災組織の育成強化（P39 参照） 

  ・公共施設マネジメントの推進（P29 参照） 

  ・公共下水道雨水排水路整備事業（P53 参照） 

  ・道路愛護ボランティア支援制度（P159 参照） 

  ・公園里親制度（P161 参照） 

  ・地域福祉計画に基づく各種施策の推進（P108 参照） 

  ・協働のまちづくりファンド事業（P5、170 参照） 

  ・「ふれあいネットワーク」の推進（P108 参照） 
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第２項 
地域固有の資源に磨きをかけて、輝きを放たせる 

「まちが賑わう つちうら プロジェクト」 
 

■プロジェクトの背景とねらい 

 

本市はこれまで、オンリーワンのまちづくりを掲げ、霞ケ浦をはじめとする自然環境、歴史的に

集積された中心市街地の都市機能の活用を図りつつ、新たな資源の発掘や地域の特性を活かした市

街地の整備を進めてまいりました。 

これまでのところ、中心市街地の歩行者通行量や観光来街者数においては、一定程度の改善がみ

られましたが、かつての賑わいとは大きな乖離が生じています。また、荒川沖や神立などの市街地

においても同様な状況であり、引き続きコンパクトシティ・プラス・ネットワークの形成が課題と

なっております。 

一方、本市における多くの地域資源の中でも、マラソンや花火、レンコンなど全国レベルのポテ

ンシャルを持つ地域資源を、更に磨き上げるとともに、新たに、霞ケ浦や歴史的な街並みなど、地

域固有の資源を活用、連携させたレンタサイクルやサイクルーズなども取り組んでおり、今後の交

流人口の拡大が期待されています。また、本市では市役所本庁舎の移転や新図書館の整備など中心

市街地活性化の取り組みも進めており、これらの新たな都市機能の有効活用が課題となっています。 

今後は、周辺市町村との連携を強化しつつ、新旧の地域固有の資源を磨き上げ、輝きを放たせ、

それらを連携させ、情報発信（シティプロモーション）することで、まちに賑わいを創出していく

ことが重要です。 

こうした取り組みを、『地域固有の資源『地域固有の資源『地域固有の資源『地域固有の資源に磨きをかけて、輝きを放たせるに磨きをかけて、輝きを放たせるに磨きをかけて、輝きを放たせるに磨きをかけて、輝きを放たせる「まちが賑わう「まちが賑わう「まちが賑わう「まちが賑わう    つちつちつちつち

うらうらうらうら    プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」』』』』として、本市のまちづくりのリーディングプロジェクト「つちうら ステ

ップ・ワン プロジェクト」の一つとして位置付けます。 

 

■戦略的な取組 

 

取組１ 土浦の誇るビッグイベントの土浦の誇るビッグイベントの土浦の誇るビッグイベントの土浦の誇るビッグイベントの充実充実充実充実    

日本三大花火大会の一つに数えられる「土浦全国花火競技大会」は、歴史と伝統に裏付けられ、

全国各地の花火業者が出品する本市の誇るべき花火大会です。今後は、大会のさらなる魅力の向

上と全国や海外に向けた情報発信力を強化し、更なるまちの賑わいを創出します。 

また、国内有数の市民マラソン大会として親しまれている「かすみがうらマラソン兼国際盲人

マラソン」において、ホスピタリティあふれる安心・安全な大会運営を図り、参加者の満足度を

高めつつ、ボランティアや観客数を増やすことで、まちの活性化につなげます。 

 

取組２ 「つくば「つくば「つくば「つくば霞ケ浦霞ケ浦霞ケ浦霞ケ浦りんりんロード」の環境整備りんりんロード」の環境整備りんりんロード」の環境整備りんりんロード」の環境整備    

日本一のサイクリングエリアを目指し、茨城県と本市を含む沿線自治体が整備に取り組む「つ

くば霞ケ浦りんりんロード」において、休憩施設やサポートステーションなどの拠点整備、案内

表示などのサイクリング環境の充実を図ります。 

また、本市の恵まれた自然環境や地域資源など優れたポテンシャルを活かし、市内での回遊性

を高め、来訪者を中心市街地や周辺地域へ誘導するとともに、市民や民間事業者による受け入れ

体制の充実に努めます。 
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取組３ 「ジオパーク事業」の推進「ジオパーク事業」の推進「ジオパーク事業」の推進「ジオパーク事業」の推進    

筑波山地域ジオパーク推進協議会との連携を図りながら、筑波山地域ジオパークをＰＲすると

ともに、地域の自然資源を活用したジオツーリズムや教育分野での活用など、地域活性化や郷土

愛、地域への愛着心の醸成に繋がるような取り組みを推進します。 

 

取組４ 農産物の生産振興と価値の創出による需要拡大農産物の生産振興と価値の創出による需要拡大農産物の生産振興と価値の創出による需要拡大農産物の生産振興と価値の創出による需要拡大    

日本一の生産量を誇るレンコンをはじめ、全国有数の花き栽培など、本市の農業は独自の発展

を遂げています。本市の地形、気象条件、首都圏に近いという立地条件等を活かし、付加価値の

高い農産品の生産振興に努めます。 

 

取組５ 霞ケ浦霞ケ浦霞ケ浦霞ケ浦のののの保全・再生保全・再生保全・再生保全・再生    

第 17 回世界湖沼会議（平成 30 年本県開催）を契機に、住民、農林漁業者、事業者、研究者、

行政など様々な主体が役割分担のもと、連携を強化し、湖沼問題解決のための新たな進展につな

げ、持続可能な生態系サービスを目指します。そのため、生活排水や工場・事業場排水対策の強

化、公共下水道・農業集落排水・高度処理型合併処理浄化槽事業を推進します。 

これらの取り組みにより、きれいな霞ケ浦の実現を目指すとともに、霞ケ浦を活用した賑わい

づくりを図ります。 

 

取組６ コンパクトな市街地の整備コンパクトな市街地の整備コンパクトな市街地の整備コンパクトな市街地の整備    

市内のＪＲ各駅を拠点とする地域やおおつ野地区などからなる市街地ゾーンでは、それぞれの

地域特性を活かしながら、都市機能を誘導するとともに、コンパクトな市街地の整備を図ります。 

また、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の推進のため、地域の状況に適した、持続

可能な公共交通網の形成を図ります。路線バスについては、利用促進により、路線の維持を図る

とともに、まちづくり上重要な路線については、事業者に対し路線新設の働きかけを行います。 

 

取組７ まちの賑わいを創出するソフト事業の展開まちの賑わいを創出するソフト事業の展開まちの賑わいを創出するソフト事業の展開まちの賑わいを創出するソフト事業の展開    

つくば霞ケ浦りんりんロードや川口運動公園などを活用した各種イベント開催に加え、土浦市

役所のうらら大屋根広場、平成 29 年度にオープンした新図書館や市民ギャラリーなど、本市が有

する様々な都市機能を最大限に活用し、まちの賑わいづくりを進めます。 

 

取組８ ＪＲＪＲＪＲＪＲ常磐線の強化によるまちの活性化常磐線の強化によるまちの活性化常磐線の強化によるまちの活性化常磐線の強化によるまちの活性化    

本市にとってＪＲ常磐線は、交流人口や定住人口の確保を図るための極めて重要な存在となっ

ています。常磐線の更なる利便性向上により、市民の鉄道利用の促進が図られるだけでなく、交

流人口の増加が期待されます。茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会の活動を通じ、常磐線の品

川駅乗り入れ本数の更なる増加やＪＲ東日本と連携した情報発信等に取り組み、交流人口や定住

人口の増加や、まちの活性化を図ります。 
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【重点事業】 

 

 

 

 

 

 

     

  ・「土浦の花火」の魅力向上と全国発信（P103 参照） 

  ・かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソンの充実（P81 参照） 

  ・土浦港周辺広域交流拠点整備事業（P85、P103 参照） 

  ・サイクルーズ、サイクリングイベント等の開催（P103 参照） 

  ・水郷筑波広域レンタサイクルの充実（P103 参照） 

  ・ジオパークの推進（P103 参照） 

  ・土浦ブランドアッププロジェクト推進事業（P94 参照） 

  ・第 17 回世界湖沼会議サテライト会場の運営（P138 参照） 

  ・適正な土地利用の誘導（P155 参照） 

  ・神立駅周辺地区の整備（P167 参照） 

  ・各施設と連動したシティプロモーションの推進（P11 参照） 

  ・ＪＲ常磐線の輸送力増強と利便性の向上（P164 参照） 
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第３項 
知恵と政策を積み重ねて、着実に一歩前進する 

「未来へつなぐ つちうら プロジェクト」 
 

■プロジェクトの背景とねらい 

 

本市の合計特殊出生率は全国平均を下回る水準であり、全国的に回復基調にある直近についても、

本市は低下傾向となっています。子どもの減少は、将来の生産年齢人口の減少をもたらすだけでな

く、多様な交流機会の減少など、子ども自身の成育環境に変化をもたらしています。こうした現状

から、本市においても、子どもを安心して産み育てることができるよう、防災・防犯対策などの充

実による安心・安全な子育て環境の整備をはじめとして、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない

支援や、これに続く子ども・若者の健全な育成支援の更なる充実が求められています。 

一方、出生率の回復・上昇は、一人ひとりの結婚観・家族観などの価値観による所も大きく、本

市単独の取り組みのみで高い効果を実現することは困難でもあります。しかしながら、将来的な人

口の維持・減少の抑制、さらには長期的な人口構造の若返り実現のためには、出生率の回復・上昇

は極めて重要な要素です。市民の若い世代の結婚・出産・子育てに対する理想と現実のギャップを

解消していくことは、市民全体の未来への希望をつなげていくことになります。加えて、子ども・

若者が健やかに成長し、自立・活躍できる地域をつくっていくためには、教育ならびに生涯学習環

境の充実が求められます。なかでもＩｏＴやＡＩの進展がもたらす社会の変化に備えることができ

る学校教育の実現が求められています。 

これらの取り組みは、一朝一夕に実現することは難しいですが、市民の知恵と政策を積み重ねて

いくことで、着実に一歩ずつ前進させていくことが重要です。 

これらの取り組みを、『『『『知恵と政策を積み重ね、着実に一歩前進する知恵と政策を積み重ね、着実に一歩前進する知恵と政策を積み重ね、着実に一歩前進する知恵と政策を積み重ね、着実に一歩前進する「「「「未来へつなぐ未来へつなぐ未来へつなぐ未来へつなぐ    つちうらつちうらつちうらつちうら    

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」』』』』として、本市のまちづくりのリーディングプロジェクト「つちうら ステップ・

ワン プロジェクト」の一つとして位置付けます。 

 

■戦略的な取組 

 

取組１ 安心・安全な子育て安心・安全な子育て安心・安全な子育て安心・安全な子育て環境の整備と環境の整備と環境の整備と環境の整備と子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実    

子どもを安心して産み育てることができるよう、子どもや親の視点に立って安全・快適な生活

環境を整備し、犯罪や事故から守り、安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

警察官ＯＢによる防犯ステーション「まちばん」の活動支援や防犯灯の設置補助、地域におけ

る防犯パトロールや危険箇所点検への活動支援などを通じ、安全な子育て環境と安心な子育て支

援の充実を図ります。 

 

取組２ 結婚支援の充実結婚支援の充実結婚支援の充実結婚支援の充実    

国や県の取り組みと歩調を合わせた取り組みを進めていくことを基本としつつ、ＮＰＯ・民間

事業者との連携を中心としながら、異性との出会い・知り合うきっかけの提供を通じて、結婚希

望の実現を支援します。 
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取組３ 地域における子育て支援の充実地域における子育て支援の充実地域における子育て支援の充実地域における子育て支援の充実        

地域における子育てサービスの充実を図るとともに、子育てに関する意識の啓発に努めます。

また、ファミリーサポートセンターや一時預かり事業の実施、各種相談事業などを充実していき

ます。 

限られた財源・人材等の有効活用を図るため、公立保育所民間活力導入を推進し、多様化する

子育てニーズに柔軟に対応するとともに、本市の保育環境の更なる充実に努めます。 

 

取組４ 学校施設や教育環境の整備・充実学校施設や教育環境の整備・充実学校施設や教育環境の整備・充実学校施設や教育環境の整備・充実    

老朽化した校舎等の計画的な維持修繕を徹底し、また文部科学省規定の長寿命化改良計画を策定

することにより、現代の社会的要請に応じた学校施設の長寿命化を推進するとともに、ＩＣＴ機器

の整備・充実を進め、児童・生徒の学習環境のより一層の向上を図り、郷土を愛し未来を創る人

材育成に努めます。 

 

取組５ 特色ある学校づくり特色ある学校づくり特色ある学校づくり特色ある学校づくり    

適切な学校評価を実施し、その結果を踏まえて、学校、家庭、地域社会が相互に連携し合う「魅

力ある開かれた学校づくり」を推進します。 

また、小中一貫教育を推進し、学校が主体性や創意工夫に努め、児童生徒の発達段階を考慮し

ながら、郷土愛を育むとともに、心豊かに個性を発揮できるたくましい子どもの育成に努めます。 

 

取組６ 小小小小学校の適正配置学校の適正配置学校の適正配置学校の適正配置    

小学校適正配置等実施計画に基づき、子どもたちにとってよりよい教育環境の整備と学校教育

の充実を図ります。 

 

取組７ 文化文化文化文化芸術芸術芸術芸術活動の推進及び施設の充実活動の推進及び施設の充実活動の推進及び施設の充実活動の推進及び施設の充実    

本市初の本格的なギャラリーや市民会館等を利用して、市民が文化芸術活動の発表や鑑賞する機

会の拡充を図ります。 

また、市民の文化芸術活動の拠点である文化施設等の機能を高めるとともに、施設の有効活用に

努めます。 

 

【重点事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・防犯対策事業の推進（P42 参照） 

  ・結婚支援事業の充実（P113 参照） 

  ・地域子育て支援拠点の充実（P113 参照） 

  ・公立保育所の民間活力導入事業（P113 参照） 

  ・土浦市立学校給食センター再整備事業（P64 参照） 

  ・学校施設等の整備・充実（P64 参照） 

  ・小中一貫教育推進事業（P64 参照） 

  ・小学校適正配置の推進（P65 参照） 

  ・美術品等の公開推進（P76 参照） 

  ・市民ギャラリーの有効活用（P76 参照） 

  ・市民会館の耐震化及び大規模改修（P76 参照） 


