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都市づくりは、市民・事業者・行政が協働し、また、周辺市町や関係機関などと連携・協力

し、効率的かつ広域的に進めていくことが必要不可欠であり、市民が期待するところでもあり

ます。 

 

１－１  役割分担と合意形成                               

１－１－１  役割分担                                

（1）市民の役割 

都市づくりは、自らが住み、生活する場をより良い空間に

することであり、それは市民の権利であるとともに義務でも

あります。 

したがって、都市づくりの主役としての自覚と責任を持ち、

事業者、行政との連携・協力に努め、主体的に都市づくりに

関わっていくことが求められます。 

 

（2）事業者の役割 

市民と同様に、経済活動を行う上で、より良い事業形態や操業環境を形成するために、

事業者としての責任ある行動を果たすことが求められています。 

したがって、操業の維持、継続など、従業員やその家族の生活環境のみならず、地域環境の

向上、交通安全への配慮など、積極的な社会貢献や都市づくりへの参加が求められます。 

 

（3）土浦市の役割 

本計画に基づき、総合的かつ計画的に事業の推進や調整を図ることが市に求められています。 

事業などの推進にあたっては、積極的に関連する情報の公開を行いながら、市民及び事

業者との同意や協力のもとで、都市づくりを進めていきます。 

市民主体の都市づくりに対して積極的な支援・援助を行うとともに、必要に応じて、国、

県、周辺市町及び関係機関への要請や調整、連携を行い、円滑で効率の良い計画の推進を

目指します。 

 

  

１ 協働の都市づくり 

 
都市計画マスタープラン 

地区別懇談会（新治地区） 

１．協働の都市づくり 
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１－１－２  合意成形                                 

生活に関わりのある身近な都市づくりを具現化するため、各種勉強会や懇談会などを数多く

開催し、地区住民や事業者・行政の合意形成を図ります。 

 

１－２  市民が主体の都市づくり                               

１－２－１  計画策定への参画や提案                      

市民が都市づくりに対する興味を持ち、自らが住み、生活す

る場について把握し、より良い空間に向けての提案ができるよ

うに、積極的な情報の公開に努めます。 

情報の公開にあたっては、広報紙や市のホームページなど、

市民が情報を探す従来型の提供方法に加えて、興味のある項目

を登録してもらうことにより、市から積極的に情報をメールマ

ガジンなどで発信するプッシュ型の提供方法や、さらには市民

からの感想や意見・提案などが入手しやすく、情報のさらなる拡散が期待できるＳＮＳ（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービス）などの媒体を用い、だれにも理解しやすい情報の

提供や市民が発信しやすい方式での情報の聴取に努めます。 

また、メディアの活用だけでなく、市民の関心が高い都市づくりのテーマを題材にしたワ

ークショップ、懇談会、セミナー、勉強会などを開催し、フェイス・ツー・フェイスでの情

報交換の場づくりを図ります。 

職員や専門家などを積極的に土浦いきいき出前講座へ派遣するなど、行政情報の公開に努

めます。 

 

（1）計画策定への参画 

計画策定にあたっては、アンケートなどによる市民意向の把握や関係住民へのヒアリン

グなどはもとより、策定委員会への市民公募委員の採用や、意見交換会、都市づくり懇談

会、パブリック・コメントの実施など、計画策定過程への市民参加の機会を多く設けるこ

とにより、市民の意見の計画への反映に努めます。 

 

（2）市民からの都市づくりへの提案 

都市計画提案制度（※）や地区計画制度（※）など、市民主体・参加型の都市づくりについ

て、制度などの仕組みや提案の方法を周知するための勉強会の開催、情報紙などの配布、

アドバイザーなどの派遣、活動費の助成など、支援と協力を行います。 

 

 

  

 
まちづくりへの市民参加 

（出前講座） 
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１－２－２  住民による管理運営                            

身近な公園、生活道路（※）、街路樹などの管理について、里親制度などの導入を積極的に促

進します。 

 

１－２－３  都市づくり組織の育成と連携                         

（1）市民ネットワークの推進 

① 土浦市まちづくり市民会議などの活動推進 

土浦市まちづくり市民会議をはじめ、市民一人ひと

りが主体的に市政や地域社会について考え、行動する

ことができるコミュニティ活動を推進します。 

 

 

 

 

② 地区まちづくり協議会（仮称）の設置 

愛着と誇りを持って永く暮らし続けられる環境づくりについて考える「地区まちづくり

協議会（仮称）」の設置を促進し、協働によるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
土浦市まちづくり市民会議 

 

１．協働の都市づくり 
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地区まちづくり協議会（仮称）への参加と計画づくりのイメージ 

 

  
地区まちづくり協議会（仮称）は、地区市民委員会の委員や公募等による市民及び事業者で構成される組

織が考えられます。 

地区まちづくり協議会（仮称）では、主に地区別構想で示した土地利用や都市施設整備の各種方針を実現

するための具体的な手法、体制、市民の役割等を協議し、市に対し地区のまちづくりの提案等を行います。 

市は、各種情報を地区まちづくり協議会（仮称）に公開するとともに、必要に応じ技術的支援等を行い、

協働のまちづくりを進めます。 
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（2）ボランティア団体と人材の育成・活用 
都市づくり、地域づくりに関わる幅広い活動を支えるボランティア団体などに関するデ

ータベース化により、ボランティア団体などの活動紹介や登録などのシステム整備を図り

ます。 

土浦市人材バンクを都市づくりに活用するとともに、ボランティア団体と人材の育成、

生きがいづくりやコミュニティ活性化にもつながるシルバーボランティアの発掘・活用を

図ります。 

 

（3）ＮＰＯ（民間非営利団体）などとの連携 

福祉、環境、都市づくりなど、様々な分野で活動するＮＰＯなどとの連携を図ります。 

 

（4）協働のまちづくりへの支援 

市民と行政が対等のパートナーとして，お互いの課題や責任を共有しながら連携と協働

のまちづくりを実践していくことが必要です。 

街の魅力づくりや中心市街地活性化に資する市民活動を積極的に支援するため、国の財

団からの支援による「協働のまちづくり基金」を創設しました。 

この基金を原資として立ちあげた「協働のまちづくりファンド事業」により、「新たな公

共」を担う市民からの提案について支援を行います。 
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都市づくりを、効率よく柔軟に進めるための仕組みづくりと人づくりを推進します。 

また、周辺市町や関係機関と連携し、効率的な都市施設の整備など広域的な都市づくりを推

進します。 

 

２－１  推進体制の充実                               

２－１－１  全庁的な推進体制の充実                          

関係部署で構成されるプロジェクトチームを設置するなど、庁

内における総合的な都市づくりを支援する横断的な推進体制の充

実を図ります。 

 

 

 

２－１－２  人材の育成                               

身近な地域の問題に対して総合的に対応可能な職員などの人材育成を図ります。 

２－１－３  支援体制の整備                             

民間の都市づくり団体などに対する職員や各種専門家の派遣、情報の提供、都市づくり公

社、都市づくり基金の創設など、多角的に支援できる体制づくりを推進します。 

 

２－２  健全な財政基盤の確立と効率的・効果的な都市づくり                               

２－２－１  財源の確保                                 

都市づくりは、多大な時間を要するとともに継続性が重要であることから、そのための安

定した税収を確保することにより、財政基盤の強化を図ります。 

本計画に基づく各種事業、施策の総合的かつ着実な実施により、都市の魅力を高めながら、

他県・他市町から人・事業所を呼び込み、安定した税収の確保を図ります。 

国、県の補助制度の活用やＰＦＩ（※）など民間の資金の導入など、多様な財源の確保を図

ります。 

  

２ 推進体制の充実と関係機関との連携 

 

庁内横断的推進体制 
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２－２－２  効率的な運用                                 

民間委託に適した事業の見極めやＰＦＩの手法導入の検討、事務事業の評価・改善、公共

施設の集約化を行うことにより、財政負担の軽減化、事業運営の効率化、市民サービスの向

上を図ります。 

２－２－３  実施事業の適切な選択                                 

各種事業の推進にあたっては、本市を取り巻く社会経済状況の変化に対応しつつ、整備効果、

必要性、緊急性、優先性などを見極めながら、着実な都市づくりを推進します。 

２－２－４  効率性を重視した公共事業の推進                                 

事業の計画・設計などの見直し、新技術の活用、ライフサイクルコストの低減（施設の品質の

向上）、工事情報の電子化の促進などにより、公共工事コストの一層の縮減を図ります。 

２－２－５  公共施設の適切な維持・管理                                 

市民が安全・快適に施設が利用できるとともに、施設の長寿命化が図れるように、公共施

設の適切な維持・管理に努めます。 

 

２－３  周辺市町や関係機関との連携                               

２－３－１  国・県・関係機関などへの要請                                 

国道・県道、霞ヶ浦、河川など、国や県が管理する本市にとって根幹的な施設は、引き続

き適切な整備、運用について要請します。 

２－３－２  周辺市町との連携                                 

神立駅周辺地区の整備、大規模自転車道、朝日トンネルや（仮称）新桜川橋の活用など、

周辺市町との連携により、相互の都市機能を補完できる効率的で広がりのある都市づくりを

推進します。 

また、地域全体のさらなる発展と魅力にあふれる都市を目指し、市民の意向を的確にとら

えながら、市町合併や広域連携の推進を図ります。 

２－３－３  国・県との連携                                 

事業の採択にあたっては、国・県との連携により、補助制度などの効果的な活用を図ります。 

 

  

２．推進体制の充実と関係機関との連携 
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都市計画マスタープランの方針が、どのように諸計画や事業につながり、実現されているか

を点検し、また、協働によるまちづくりへの取組を評価する仕組みづくりが必要です。 

また、都市づくりの施策や事業は、長期的な見通しの中で形成していくものもあれば、安全

性などできるだけ早期に対応すべきものもあります。限られた財源の中で、これらの状況を踏

まえつつ、最大限に効果的・効率的に運用していくことが必要になります。 

そのためには、その内容や進捗状況を確認し、必要に応じて見直しを図っていくことが必要

です。 

 

３－１  計画の進行管理                               

３－１－１  ＰＤＣＡサイクル（※）による都市づくりの推進                      

ＰＤＣＡサイクル（※）によるまちづくりの推進 

都市計画マスタープランの進行管理をより効果的に遂行するため、都市経営の視点で、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる都市づくりを推進します。 

そのためには、目標の達成状況を適正に評価する体制づくりをはじめ、調査、情報収集、

評価指標の設定などに努めます。 

 

 

 

 

 

  

３ 進行管理と見直し 
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３－１－２  都市計画マスタープランの進行管理                      

（1）ＰＤＣＡサイクル（※）に基づく都市計画マスタープランの見直し 

Ｐlan  都市計画マスタープランの策定 

当初都市計画マスタープランを、土浦市は平成 16年 10月に、旧新治村は平成 15年

3月に策定しました。 

 

Ｄo   事業の実施 

平成 18 年 2 月 20 日の土浦市と新治村の合併をはじめ、東日本大震災や政権交代、

リーマンショックなどの社会・経済状況の変化の中で、都市計画マスタープランに位

置づけられた施策や事業が進められてきました。 

 

Ｃheck  管理・評価 

土浦市、旧新治村の各都市計画マスタープランにおいて重点的に進める施策・事業

として、土浦市の「土浦未来プラン」（81 施策）及び旧新治村の「地域づくりの重点

施策」（16施策）に示されている施策についての進捗状況などの調査を実施しました。 

    ◆土浦市都市計画マスタープラン「土浦未来プラン」における施策 

都市づくりの方針 
完了 継続 

改善して 

継続 
未着手 休止 

廃止 

中止 
計 

質の高い都心部づくり 2 9 7   1 19 

うるおいのある都市づくり  4 3    7 

趣のある都市づくり  6 8    14 

環境と共生する都市づくり  5 6  2 1 14 

安心・安全な都市づくり  20 6 1   27 

計 2 44 30 1 2 2 81 

    ◆旧新治村都市計画マスタープラン「地域づくりの重点施策」における施策 

地 区 
完了 継続 

改善して 

継続 
未着手 休止 

廃止 

中止 
計 

藤沢地区  9   1  10 

斗利出地区  8     8 

山ノ荘地区  9     9 

計  15   1   

     ※：同じ施策がいくつかの地区にまたがっているため合計が施策数と一致しない 

 

Ａction  見直し 

上記の施策それぞれの、状況や内容について調査し、その対応を踏まえた上で、見

直し箇所を検討し、新たな「Ｐlan」として今回の都市計画マスタープランの策定を行

いました。 

  

３．進行管理と見直し 
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（2）都市計画マスタープランの進行管理・評価 

この都市計画マスタープランに基づいて、事業を実施「Ｄo」した後、定期的に管理・評

価「Ｃheck」を行い、新たな見直し「Ａction」が必要となります。 

また、今後の管理・評価にあたっては、定期的に各施策・事業の進捗状況を確認すると

ともに、外部委員会の設置など、総合計画における目標値の評価体制と併せて、「Ⅱ．全

体構想 3 将来のまちの姿～20年後の土浦ライフ」の項で設定した目標値に対する達成度

を常に管理し、目標達成のために、必要に応じて改善を図っていくことが必要です。 

 

３－２  新たな技術に対応したまちづくりに向けて                               

情報をはじめとした技術進歩は、めざましく、現在萌芽が見えている様々な技術の成熟に

より人々の生活が大きく変わっていくことが予想されます。 

例えば、カーシェアリングの普及による駐車場需要の変化、パーソナルモビリティや自動

車の自動運転化による高齢者などの生活範囲の拡大、高度道路交通システム（ＩＴＳ）（※）

の成熟による道路体系や公共交通機関の見直し、スマートシティに向けての住宅地の改善、

遠隔医療の進展などによる医療施設需要の変化、ネット販売などの進展による商業機能の変

化など、都市計画（※）に関わる変化も予想されるため、これらの進展を的確にとらえたまち

づくりが必要です。 

 

３－３  都市計画マスタープランの見直し                               

本都市計画マスタープランは、平成 26年度を初年度として、おおむね 20年の長期的視点

に立って本市の都市づくりを展望しています。 

しかし、今後の社会情勢などや住民ニーズの変化に対し、柔軟に対応するため、上記の進

行管理体制（ＰＤＣＡサイクル（※））を確立し、目標の実現に向けて進捗状況の管理・評価

を行います。 

その結果、見直しの必要が生じた場合には、「土浦市総合計画」や「土浦・阿見都市計画

区域の整備、開発及び保全の方針」などの上位計画との整合を図りながら、市民参加のもと

で適切な見直しを図ります。 

 

 

  


