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平成31年2月19日

土浦市中心市街地地区 ○
平成３１年度　～　平成３５年度　（5年間） 土浦市

・中心市街地居住者人口割合
・休日の歩行者・自転車交通量
・土浦協同病院から土浦駅への車両の走行時間土浦協同病院から土浦駅への車両の走行時間

（H29当初） （H33末） （H35末）

市全体の人口に対する中心拠点区域内の人口割合

定点観測（11箇所）による休日の歩行者・自転車交通量

土浦協同病院（土浦市おおつ野）から土浦駅への車両の走行時間

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H31 H32 H33 H34 H35 策定状況

1-A-1 都市再生 一般 土浦市 直接 土浦市中心市街地地区都市再生整備計画事業 土浦市 1,522

合計 1,522

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H31 H32 H33 H34 H35 策定状況

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H31 H32 H33 H34 H35

1-C-1 補助 一般 土浦市 間接 まちなか定住促進事業 賃貸住宅入居者、住宅購入、住宅への転用工事に補助金支出 土浦市 125
1-C-2 補助 一般 土浦市 間接 中心市街地出店・開業支援事業 土浦市 30

1-C-3 補助 一般 土浦市 直接 フィールド博物館再構築事業 サインとARを活用した歴史的まちなみ再現 土浦市 16

1-C-4 補助 一般 土浦市 直接 誘導サイン設置事業 サイン設置工事 土浦市 1
合計 172

番号 備考

1-C-1 中心市街地の居住人口増加により、さらに賑わいと活力のある地区へと再生を図る。

1-C-2 中心市街地への出店を促進させ、さらに賑わいと活力のある地区へと再生を図る。

1-C-3 歴史拠点である亀城公園等に楽しみながら歩けるようになり、賑わいが創出される。

1-C-4 水辺拠点である土浦港周辺広域交流拠点へ分かりやすい案内を行い、来街者増加を図り、賑わいが創出される。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H31 H32 H33 H34 H35

合計

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）（面積等）

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

住民等
民間事業者 空き店舗への出店・開業に補助金支出

土浦市

土浦市

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
費用便益比

（延長・面積等）

土浦市 面積　131.6ha

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

10.2%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

0 百万円 Ｃ 172 百万円 Ｄ 0 百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,694 百万円 Ａ 1,522 百万円 Ｂ

5.37% 5.48% 5.54%

22,915人 25,285人 26,472人

27分 27分 24.5分

大目標　土浦市中心市街地の活性化
小目標①　都市機能誘導、公共交通利便性向上によって、高密度な居住誘導を図り、コンパクトで持続可能なまちづくりを推進する
小目標②　水辺や歴史資源を活かした観光交流拠点とそれを結ぶ快適な歩行空間により、人が行き交い、賑わいの溢れる街を創造する

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成３１年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

不用額
（h = c+d-e-f）

うち未契約繰越額
（g）

翌年度繰越額
（f）

支払済額
（e）

前年度からの繰越額
（d）

交付額
（c=a+b）

計画別流用
増△減額
（b）

配分額
（a）

H31 H32 H33 H34 H35



参考図面（社会資本整備総合交付金　市街地整備）

計画の名称 土浦市中心市街地地区

計画の期間 平成31年度　～　平成35年度　（5年間） 土浦市交付対象

凡例

 都市再生整備
 計画の区域

至
上
野

1-C-4 誘導サイン設置事業

1-C-1 まちなか定住促進事業

1-C-2 中心市街地出店・開業支援事業

中心市街地活性化基本計画の区域（A=118.8ha）

1-C-3 フィールド博物館再構築事業

亀城公園

霞ヶ浦

1-A-1 土浦市中心市街地地区都市再生整備計画事業

（A=131.6ha）


