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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

都市計画マスタープランは、本市の行政上の総合的な指針を示した総合計画との整合を図り、

総合計画の都市政策の分野を主に担う役割を持つものであるということから、第 7次土浦市総

合計画（※）の将来像（※）と本計画における理念と将来像及び人口フレームについては共有すべ

きものと考えます。 

 

１－１  都市づくりの理念（※）                     

土浦市が有する貴重な資源や人材、優れた居住環境などを活かした、土浦ならではの都市

づくりが重要であり、土浦の魅力や活力が高まることで、住む人達はまちに誇りを持ち、訪

れる人がまちの良さを実感し、定住人口や交流人口の増加にもつながります。 

また、市民生活においては、だれもが安心・安全で希望を持って暮らせる都市づくりを進

めるとともに、住んでよかったと幸せを感じることができる「新しいふるさと土浦」を、市

民と行政の協働により築いていくための基本理念を下記のように定めます。 

 

 

◆ 快適で安心・安全な「日本一住みやすい」まちづくり  

人々のぬくもりや心の交流を大切にしながら、将来にわたり安心・安全で、生き生

きと希望を持って暮らせる環境を整備し、だれもが「住んでみたい、住んでよかった」

と思える「日本一住みやすい」まちを目指します。 

 

◆ 地域資源を活かした活力あるまちづくり        

豊かで美しい自然と誇れる歴史・文化資源を大切にしながら、かけがえのない郷

土「土浦」の恵まれた地域資源や人材を活かして、まちに誇りと愛着が持てる、魅力

と活力にあふれたまちを目指します。 

 

◆ 共に考え行動する「協働」によるまちづくり      

自主自立の都市経営が求められており、まちの主人公である市民が「自分たちの

まちは、自分たちが創る」といった意識の下に、市民、団体、事業者と行政が相互に

パートナーシップを確立し、それぞれの責務と役割分担により、市民協働のまちを目

指します。 

 

 

１ 都市の将来像 

１．都市の将来像 
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Ⅱ.全体構想     
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土浦市の将来人口推計（年齢階層別）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

（人）（人）（人）（人）（人）（人）（人）（人）

平成23年 平成28年 平成33年 平成38年 平成43年 平成45年

 

１－２  将来像（※）                          

本計画における将来像は、第 7 次土浦市総合計画（※）における将来像を受け、以下のように

設定します。 

 

水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦 
 

１－３  将来人口フレーム                     

本市の人口は、増加傾向を続けていましたが、近年、全国的な少子高齢化に伴う人口減少の

波に漏れず、平成 22年をピークに徐々に減少傾向に移行しています。 

都市計画マスタープランは、市町村の総合計画に即するものとされているため、本都市計画

マスタープランにおける将来人口については、平成 29年までの第 7次土浦市総合計画後期基本

計画の推計人口を基本としながら、転入の促進、転出の抑制、子育て環境の整備、雇用の場の

確保などの政策努力により、20年後の将来人口について以下のように目標を設定します。 

 

目標年度（平成 45年）の将来人口フレーム：約 14万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：第 7次土浦市総合計画後期基本計画の推計方法に併せて住民基本台帳を基に推計 

  

19,675 
13.4% 

39,100 
26.9% 

42,800 
29.5% 44,200 

30.8% 
45,000 
31.8% 45,700 

32.6% 

94,245 
64.2% 

87,900 
60.5% 

85,400 
58.9% 84,000 

58.5% 

81,800 
57.9% 80,100 

57.3% 

32,800 
22.4% 

18,200 
12.5% 

16,800 
11.6% 

15,400 
10.7% 

14,500 
10.3% 

14,200 
10.1% 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

１－４  都市づくりの目標（※）                     

都市づくりの理念（※）のもと、本計画の将来像（※）「水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活

力のまち 土浦」を具現化するために、課題を踏まえて、都市づくりの目標を下記のように定め

ます。 

１．地域の特長を活かした都市づくり 

特徴ある地域を形成し、連携することにより柔軟で多彩な展開が可能な都市を目指します 

２．集い・にぎわい・交流のある、質の高い都心部づくり 

商業や高次都市機能が集積する、県南を代表する市街地のさらなる展開を進めます 

３．安心・安全で便利に暮らせる都市づくり 

災害に強く、日常も安心して安全・快適に暮らせる地域力の向上を目指します 

４．個性が輝く環境に配慮した魅力ある都市づくり 

土浦が持つ、自然や歴史・文化を活かしながら、環境にやさしいまちを目指します 

５．自らが創る誇りを持って住み続けたい都市づくり 

市民が、「自分たちのまちは、自分たちが創る」という意識を持って、誇れる都市づくりを展開します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      参考：第 7次土浦市総合計画における土地利用構想図 

１．都市の将来像 
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Ⅱ.全体構想     

  

１－５  将来都市構造（※）の目標                    

自然や歴史などの資源を尊重し活かしながら、人々の交流が盛んな、市民がより暮らしやす

く、働きやすい、将来の発展につながる都市の骨格づくりを基本として、各種の拠点と軸の配

置、交通ネットワークの形成を目指します。 

 

（1）機能拠点の配置 

本市の都市づくりの中心的役割を果たす地区、あるいは広域的視点において重要な役割

を担う地区として、次の拠点を配置します。これらの拠点は、暮らし、憩い、就労の場と

して重点的かつ優先的に機能を強化し、整備を推進することにより、地域の個性を最大限

に活かし、発展し続ける都市づくりを先導していくものです。 

 

① 都心部・副都心 

◆ 都心部                                 

・土浦駅を拠点とする中心市街地は、多様な人々が生き生きと安心して楽しく暮らし、

多くの人々が集い交流する、本市の都市づくりの核的拠点として位置づけ、都市機能

の集積を高めるとともに、定住促進などにより、にぎわいのある都心部の形成を目指

します。 

◆ 荒川沖副都心                             

・荒川沖駅を中心とする荒川沖市街地は、本市の南の拠点としてふさわしい都市機能の

整備を進めるとともに、首都東京への近接性を活かした副都心の形成を目指します。 

◆ 神立副都心                              

・神立駅を中心とする神立市街地は、工業の集積を活かしながら、さらに土地区画整理

事業などによる都市基盤の整備を進め、本市の北の拠点として、また、隣接市との交

流拠点にふさわしい副都心の形成を目指します。 

 

② 水・緑・憩いの拠点       

・霞ヶ浦及び筑波山麓を水・緑・憩いの核的拠点に位置づけ、本市に欠かせない重要な

財産として守りながら、人と環境にやさしい都市づくり、個性ある都市づくりを目指

します。 

・土浦城址及びその周辺地区は、本市の歴史的･文化的環境や交流の場としての環境整

備を目指します。 

・霞ヶ浦総合公園、川口運動公園及び周辺地区、新治運動公園、常名運動公園、乙戸沼

公園は、市民の広域的なレクリエーションの場としての機能充実・整備を目指します。 

・小町の館周辺や朝日峠展望公園は、広域的な観光振興に配慮した地域づくりを目指し

ます。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

・茨城県霞ケ浦環境科学センター周辺の地区は、霞ヶ浦の水辺から連なるハス田や樹林

地などの自然環境を活かした、自然とふれあえる空間づくりを目指します。 

・宍塚大池周辺地区の一部を、水・緑・憩いの拠点として位置づけ、宍塚大池の水辺空

間や樹林地の有する自然環境を活かしながら、上高津貝塚ふるさと歴史の広場との連

携を図り、自然とふれあえる空間づくりを目指します。 

 

③ 産業系拠点 

◆ 工業拠点                               

・土浦千代田工業団地は、今後も本市の産業発展を促す拠点として、その機能の充実・

強化を目指します。 

・土浦北工業団地、東筑波新治工業団地は、広域交通ネットワークを活かした産業発展

の拠点として、その機能充実を目指します。 

◆ 流通拠点                               

・土浦北インターチェンジ（以下ＩＣという）周辺地区、桜土浦ＩＣ周辺地区、卸売市

場周辺地区は、広域交通ネットワークを活かした産業発展を促す拠点として、その機

能充実を目指します。 

◆ 研究・業務系拠点                           

・茨城県霞ケ浦環境科学センターやおおつ野東部地区を研究・業務拠点として位置づけ、

自然環境に配慮した研究・業務系機能を誘致するとともに、需要に応じた総合的な機

能が立地できる都市づくりを目指します。 

・宍塚大池周辺地区の一部は、環境に配慮しながら、筑波研究学園地区に隣接している

といった地理的優位性や交通条件を活かした研究・業務拠点として位置づけ、適切な

機能配置や広域的かつ長期的な視点に立った土地活用を目指します。 

 

④  新にぎわい拠点 

・真鍋地区は、病院跡地や周辺の低・未利用地を活用した計画的なまちづくりや、都市

計画道路真鍋神林線沿道の活性化などを推進するとともに、都心部との連携を図りな

がら民間活力によるにぎわい創出を目指します。 

・高津地区は、すでに大規模集客施設が立地しており、中心市街地との機能分担や回遊

性などの連携を進め、にぎわい創出を目指します。 

  

 
真鍋地区 

 
高津地区 

 

１．都市の将来像 
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 図：機能拠点の配置図 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

（2）地域生活拠点と地域生活圏 

都心部・副都心を中心に、それぞれの機能拠点で特化した機能を牽引するという都市構

造に加えて、市民の日常生活の視点からの地域生活拠点の配置を行います。 

 

① 地域生活拠点 

・地区公民館の周辺など、地域の中で比較的アクセスしやすく、食料品、日用雑貨など

の買い物や、通学、生涯学習、行政サービスなど日常利用する施設や機能が比較的集

約したエリアを地域生活拠点として位置づけ、徒歩や自転車などで安心して暮らせる

地域の核づくりを目指します。 

 

② 都心部などとの連携 

・地域生活拠点は、都心部や神立副都心、荒川沖副都心と連携し、不足している医療機

能や商業機能、高次都市機能などについては、都心部などの機能に委ねるとともに、

地域生活拠点同士や、各機能拠点を交通ネットワークなどで連携することにより、利

便性の向上を目指します。 

 

③ 地域生活圏 

・地域生活拠点と、その拠点機能を補完する最寄りの都心部など、日常的に利用する地

域全体を地域生活圏としてとらえ、身近な範囲で快適に生活できる地域づくりを目指

します。 

・地域生活圏は、都心部・副都心を包括する土浦駅、神立駅、荒川沖駅周辺の市街地を

中心とした 3つの地域生活圏のほか、合併するまで一つの自治体としてのコミュニテ

ィを形成していた藤沢周辺地区を中心とした新治地区についても一つの地域生活圏と

してとらえ、市域全体が 4つの地域生活圏で構成されるものとしました。 

図：地域生活拠点と地域生活圏 概念図 

 

 

 

 

 

 

  

１．都市の将来像 



 

38 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

 

 
広域連携軸となる常磐自動車道（土浦北ＩＣ） 

 

（3）軸の配置 

都市機能の充実や良好な市街地形成を図るため、南北軸と東西軸の強化による広域的な

連携を促進します。これらの軸は、人、物資、情報などの交流を促す「連携軸」として、

豊かで魅力ある広域的な都市づくりを先導していくものです。 

 

① 広域連携軸 

◆ 南北軸                                 

・ＪＲ常磐線、常磐自動車道、国道 6号、都市計画道路荒川沖木田余線を南北軸として

位置づけ、広域的な連携強化を図るとともに、各種拠点を連絡するネットワークとし

て活用します。 

◆ 中心東西軸                               

・霞ヶ浦、都心部を流れる桜川、新川及び緑の骨格軸の自然的構造に加え、都市計画道

路土浦駅東学園線や宍塚大岩田線、都市計画道路真鍋神林線及び市道Ⅰ級 17号線（都

市計画道路真鍋神林線延伸道路）などの東西幹線道路によって構成される軸を、つく

ば市との連携を強化する中心東西軸として位置づけます。 

 

② 地域連携軸 

◆ 北・東西軸                               

・神立市街地ゾーンを中心に、東筑波新治工業団地、土浦北工業団地、土浦・千代田工

業団地、おおつ野東部地区を連携する東西軸で、広域的な交流を視野に入れた市北部

の東西連携軸として位置づけます。 

◆ 南・東西軸                               

・荒川沖市街地ゾーンを中心に、土浦市公設地方卸売市場、乙戸沼公園などを連携する

東西軸で、市南部の東西連携軸として位置づけます。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

◆ 水の軸                                 

・霞ヶ浦に至る桜川、新川、花室川、乙戸川、天の川を水の軸として位置づけ、都市に

うるおいをもたらす貴重な資源として、その水辺環境の保全、水質浄化、親水空間の

確保、美化運動の推進などを目指します。 

◆ 緑の骨格軸                               

・連続する斜面林は、緑の骨格軸として位置づけ、防災的な側面も配慮しながら、その

保全を目指します。 

◆ 水と緑のネットワーク                               

・水の軸と緑の骨格軸は、各拠点と一体となってネットワークを形成し、散策など市民

の憩いの場であるとともに、生物多様性の保全に資する場として人と自然の共生を目

指します。また、都心部においては桜川、新川、備前川などを活用し、都市にうるお

いを与える水の回廊の創造を図ります。 

③ 水と緑の軸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の軸となる桜川 

 

１．都市の将来像 
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図：軸の位置づけ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

（4）交通ネットワークの形成 

各種拠点間や各市街地間を効果的に連絡する骨格として、総合交通体系の方針に基づく

各種公共交通ネットワークの形成を図ります。それらの交通ネットワークは、生活に密着

したものから広域連携を強化するものまで、本市の重要な骨格として積極的な整備を推進

することで、まちとしてのにぎわいの創出と、安心・安全で快適な都市づくりを先導して

いくものです。 

 

① 道路ネットワーク 

◆ 広域幹線・地域幹線道路（※）ネットワーク                   

・高規格道路、広域幹線・地域幹線道路の体系的な幹線道路ネットワークの形成により、

速やかな広域との連携や、適切な通過交通の処理を行うとともに、災害時の緊急輸送

路や緊急避難路の確保を図ります。 

◆ 市街地幹線道路（※）ネットワーク                       

・各市街地間や拠点間の連絡をスムーズにする市街地幹線道路については、既存の幹線

道路や都市計画道路（※）を基にしながら、路線の延伸や新たな配置などにより、ラダ

ー（梯子）状のネットワークを確立します。 

◆ 市街地環状道路（※）ネットワーク                       

・円滑な交通の確保を図るため、市街地環状道路を形成し、市街地内への通過交通の抑

制に努めます。 

 

② 公共交通ネットワーク 

・公共交通ネットワークの充実、強化により、各地域生活拠点から都心部・副都心への

アクセスや拠点間の移動の改善はもとより、生活利便性の向上や混雑緩和を図ること

により、コンパクトシティや低炭素社会に対応した人と環境にやさしい都市づくりを

目指します。 

 

③ 歩行者・自転車系ネットワーク 

◆ 生活道路（※）                                

・都心部・荒川沖副都心・神立副都心のほか、各種公共公益施設などの周辺において歩

行者系ネットワークを形成し、安心・安全に歩いて暮らせる質の高いコンパクトな都

市づくりを目指します。 

・歩道と車道の段差や狭あい道路の解消、危険な交差点の改善、コミュニティ道路の整

備及び「安心歩行エリア（※）」の指定などの交通規制などにより、通学路を優先しな

がら、歩行者が安心・安全に通行できるバリアフリー（※）に配慮した道路の整備を図

ります。 

１．都市の将来像 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

・都心部における歴史的町並みの整備などにより、土浦らしい歩行者系ネットワークの

形成を目指します。 

・植栽などによる緑化、ベンチなどの休息施設の設置などにより、快適で魅力ある歩行

者空間を確保します。 

◆ 自転車道路                               

・都心部・荒川沖副都心・神立副都心を中心に、通学路や生活道路（※）としての自転車

道の確保に努め、人と環境にやさしい都市づくりを目指します。 

・県道桜川土浦自転車道線（つくばりんりんロード）、県道潮来土浦自転車道線（※）（霞

ヶ浦自転車道）を接続し、市内自転車道路網との一体的活用を図るほか、休憩所・サ

イクルステーションなどの整備・充実により観光資源としても活用し、都市づくりに

活かします。さらには、霞ヶ浦を周回する自転車道の形成に向けて、阿見町方面への

自転車道の整備を図ります。 

・桜川、花室川、乙戸川などの河川沿いへの自転車道の整備を図り、スポーツ・レクリ

エーション活動や観光資源として活用しながら、人と環境にやさしい都市づくりを推

進します。 

・サイクルアンドライド（※）やレンタサイクルシステム（※）などの活用により自転車利

用を促進します。 

 

図：広域交通ネットワークの概念図 

 

  



 

 

43 

 

Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：交通ネットワークの概念図 

 

 

  

１．都市の将来像 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

図：土浦市周辺都市計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ：土浦広域都市計画図 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：土浦・阿見都市計画区域マスタープラン附図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 ：土浦・阿見都市計画区域マスタープラン 

１．都市の将来像 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

 

２－１  多様な都市機能と自然資源の調和による、自立的・発展的都市の形成   

 

●筑波山麓から霞ヶ浦へと連なる台地上に展開する山林、集落、田園、市街地、水辺などの土地

利用を最大限活用し、商業・工業・農業などの産業構造がバランス良く配置、ネットワークされ、

都市としての魅力とにぎわいを備えた、自立的・発展的な都市を目指します。 

●自然環境との調和を図りながら、駅周辺の市街地整備事業や、住環境の整った住宅地など計画

的で質の高い市街地の整備を行うとともに、円滑かつ安全に移動できる道路や交通機関、身近

でくつろげる公園整備などの多様な都市機能の整備と充実を図り、県南の中心都市としてふさわ

しい、魅力的で、活動しやすく、暮らしやすい都市を目指します。 

基本方針 

（1）土地利用の方針 

①都市的土地利用 

市街化区域（※）は、住宅地、商業・業務地、工業・流通業務地の適切な配置を図り、

安全で快適な住環境を確保しながら、豊かな自然と都市が調和した環境負荷が小さいコ

ンパクトな都市づくりを進めます。 

②自然的土地利用 

   豊かな自然景観・田園景観を有する市街化調整区域（※）は、無秩序な市街化を抑制し、

水の循環や生態系の保全に不可欠な農地や樹林地などの貴重な自然資源の保全・活用を

積極的に推進します。 

 

（2）都市基盤整備の方針 

 ①市街地の整備 

ＪＲの各駅を中心とした商業・業務地や、交通利便性などを活かした工業・流通業務

地、都心居住や、郊外の良好な住環境を有する住宅地など地域の機能に応じた計画的な

都市基盤の整備を進めます。 

 

２ 土浦らしい都市づくりの方針 

県南の中心都市として、活力あふれるまちづくり 

  

 
霞ヶ浦から見る筑波山 

 
土浦駅 

 
都心部 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

②道路の整備 

様々な機能を円滑に結び、だれもが移動しやすい安全で快適な道路の整備を進めます。 

③公園の整備 

人々にうるおいと安らぎをもたらし、市民が集い、健康づくりや安全な遊び場として

重要な役割を担う公園・緑地の整備・充実を図ります。 

個別方針 

（1）土地利用の方針 

① 都市的土地利用                                  

◆商業・業務地ゾーン                                     

・ＪＲの各駅を中心とした地域は、駅周辺の拠点性を高

め、既存の商業・業務機能を強化するとともに、店舗

の誘致、居住機能の充実、市役所をはじめとする行政

サービス施設の配置、新たな業務機能の展開などによ

り、まちなか居住の促進と魅力ある商業・業務地の形

成を図ります。 

・高津地区については、土浦市の新たな商業の核として、中心市街地との機能を分担・

連携した土地利用を進めます。 

・新にぎわい拠点である真鍋地区は、にぎわい創出による土地利用の推進を図ります。 

・宍塚大池周辺地区の一部は、広域的かつ長期的な視点で、周辺の自然環境を十分に配

慮しながら、筑波研究学園地区と本市の間にあるという地理的優位性や幹線道路など

の交通条件を活かした業務機能などの土地利用を図ります。 

・市街化区域（※）内の幹線道路沿道は、周辺の住環境や自然環境などに配慮しながら、

交通利便性を活かした沿道立地型の商業・業務地としての土地利用を図ります。 

◆工業・流通業務地ゾーン                                     

・土浦・千代田工業団地や土浦北工業団地は、本市の産業

発展の核として機能の充実・強化を図るとともに、新た

な工業団地の造成についても検討を進めます。 

・流通拠点として位置づけられた土浦北ＩＣ周辺地区、桜

土浦ＩＣ周辺地区は、立地条件を活かし柔軟な土地利用

を図ります。 

・土浦協同病院が移転するおおつ野東部地区は、医療機能や近接する茨城県霞ケ浦環境

科学センターなどに関連する複合的な機能立地に対応できるように、用途地域や地区

計画などの見直しも視野に入れながら、地域の環境と共生する土地利用を図ります。 

  

 
土浦駅周辺 

 
土浦北工業団地周辺 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

◆住宅地ゾーン                                

・都心部、荒川沖副都心、神立副都心内の住居系市街地については、商業業務機能と連

携した利便性の高いコンパクトな市街地を形成するため、用途地域の見直し、地区計

画（※）などの各種制度の導入を検討しながら、中高密度な住宅地の配置を図ります。 

・低層の住宅地については、ゆとりある快適な住環境を確

保するため、地区計画（※）や、建築協定（※）などの各種

制度の導入を検討しながら、低層戸建て住宅を中心とし

た低密度な住宅地の配置を図ります。 

・オールドタウン化（※）が進行した郊外の団地などにおい

ては、徒歩や自転車利用などの範囲で日常サービスを提

供する施設や、余暇活動を支援する施設の立地を可能と

する土地利用の見直しを検討します。 

 

②自然的土地利用                                   

◆水辺空間保全・活用ゾーン                        

・霞ヶ浦は、後世に引き継ぐべき貴重な財産として、積極

的な水質浄化対策を推進するとともに、土浦港やその周

辺地区については、水辺空間を活かした土地利用を図り

ます。 

・霞ヶ浦や桜川、宍塚大池などの、河川や湖沼とその水辺

及び周辺の緑地などは、生物多様性に配慮した一体的な

自然環境の保全を図るとともに、憩いの場、自然学習・

体験の場などとしての活用を図ります。 

◆緑地保全・活用ゾーン                            

・水郷筑波国定公園区域を含む筑波山麓地域の緑豊かな自

然は、生物多様性などの環境や象徴的な景観の維持・保

全に努めます。 

・現存するまとまりのある樹林地や樹林地に囲まれた谷津

田の緑は、環境・景観的にも重要な緑地として、市民の

憩いの場、自然学習・体験の場などの活用を図ります。 

  

 
地区計画による快適な 

住環境の確保（瀧田地区） 

 
土浦港周辺 

 
筑波山麓の緑豊かな自然 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

◆農村・田園環境ゾーン                            

・集落地の快適で安全な住環境を確保するため、主要な生

活道路（※）の整備や汚水処理施設、生活利便施設などの立

地を進めるとともに、活力低下が懸念される既存集落地

などでは、市街化調整区域（※）における区域指定制度（※）

などの各種制度を活用した定住促進策を検討します。 

・都市近郊農業を振興し、多面的機能を有する農地を維持

するため、優良農地（※）を中心とした農地の確保や保全

に努めるとともに、農業生産基盤の整備を図ります。 

・休耕地化している田畑については、農業体験の場など有効な活用方策を検討します。 

・コンパクトな都市づくりの観点から、市街化区域内の市街化の見通しがない農地など

については、営農意向や面積要件などを勘案しながら、必要に応じて市民農園（※）と

しての活用や市街化調整区域（※）への編入などを検討します。 

 

  

 
農業体験 

 

 
都心部 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

図：土地利用方針図 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

（2）都市基盤整備の方針 

① 市街地の整備                                  

◆中心市街地ゾーン                                     

・県南地域の拠点機能の維持向上を図るため、商業・業務

及び市役所などの行政サービス機能など、多様な都市機

能が集積した個性ある中心市街地の形成を図ります。 

・「中心市街地活性化基本計画」に基づき、県南地域の拠

点機能の維持向上に努めながら、多くの人々が集い交

流し、安心して楽しく暮らせる良好な市街地の形成を

図ります。 

・「まちなかグランドデザイン」に基づき、商業・業務を

中心としながら、多様な都市機能が集積し、自然・歴

史・文化資源を活かした個性ある都心部を再生・整備

します。 

・中心市街地においては、歩道の段差解消、スロープの

設置などバリアフリー（※）化を推進し、だれもが安全・

快適に移動し、回遊できる市街地を形成します。 

・土地の有効利用とまちなか居住を促進するための各種施策の推進を図ります。 

◆荒川沖市街地ゾーン                                     

・荒川沖駅の東西地区の一体的な居住機能、近隣商業機能

などの強化・整備により、本市の南の中心的な地域拠点

を形成します。 

・荒川沖駅周辺においては、歩道の段差解消、スロープな

どの設置などバリアフリー化を推進し、だれもが安全・

快適に移動し、回遊できる市街地を形成します。 

◆神立市街地ゾーン                                      

・神立駅の橋上駅舎化や東西自由通路の設置、西口の土地

区画整理事業を推進するとともに、東口についても駅前

広場、道路などの都市基盤の整備を進め、商業・業務、

居住などの多様な都市機能を持つ本市の北の中心的な地

域拠点の形成を目指します。 

・土浦・千代田工業団地は、環境負荷のさらなる低減を促

進しながら、本市の産業発展の核として、工業の集積を活かした機能の充実・強化を

図ります。 

・神立駅周辺においては、歩道の段差解消、スロープなどの設置などバリアフリー化を

推進し、だれもが安全・快適に移動し、回遊できる市街地を形成します。 

 
土浦駅周辺 

 
バリアフリー化の推進 

 
荒川沖駅周辺 

 
神立駅の橋上駅舎化 

完成イメージ 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

◆その他の市街地                                     

・おおつ野西部地区の良好な住環境の維持及び近隣住民の

利便性を高める商業地区の形成を促進するとともに、東

部地区については、環境への配慮を前提に、土浦協同病

院や茨城県霞ケ浦環境科学センターなどと関連した、医

療・福祉や研究・開発業務を中心とした土地利用を促進

し、職・住が近接する市街地を形成します。 

・藤沢周辺地区は、旧街道の面影を残しながら、近隣型の商業・サービス機能の充実を

図るとともに、利便性が高い快適な住宅市街地づくりを推進し、新治地区の中心地と

してふさわしい市街地を形成します。 

 

  

 
おおつ野地区 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：市街地整備方針図 

 

  

 
  

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

② 道路の整備                                  

◆幹線道路                                  

［広域幹線・地域幹線道路（※）］ 

・広域との連携や、適切な通過交通の処理を行う体系的道

路ネットワークの形成を図るため、自動車専用道路であ

る常磐自動車道、国道 6号や国道 125号や国道 354号、

主要な県道などの広域的な都市基盤整備を促進します。 

・整備が未着手の都市計画道路（※）については、社会状況

や土地利用の変化などによる需要の状況を見極めながら、

事業の実施や見直しについて検討を行います。 

[市街地幹線道路（※）] 

・国道 6号と都市計画道路荒川沖木田余線及びその延伸を

柱としたラダー状の道路体系を形成するため、既存の幹

線道路を基に、都市計画道路（※）の延伸や新たな配置・

整備などを検討します。 

［市街地環状道路（※）］ 

・都心部及び中心市街地ゾーンを巡る 2重の環状道路を、国道 6号や都市計画道路荒川

沖木田余線などによって形成することにより、円滑な交通量を確保するとともに、市

街地内への不要な通過交通の抑制を図ります。 

◆生活道路（※）                                

・狭あい道路の解消、危険な交差点の改善、コミュニティ

道路の整備及び交通規制などを図り、通学路を優先しな

がら児童・学生を含めた歩行者が安心・安全に通行でき

る道路づくりを目指します。 

・植栽などによる緑化、ベンチなどの休息施設の設置など

により、快適で魅力ある歩行者空間を確保します。 

・歩行者などの安全を確保するため、交差部や鉄道踏切部

の構造を検討するとともに、歩道の段差の解消や歩道幅員の確保などを進め、バリア

フリー（※）に配慮した歩行者空間の整備を推進します。 

◆自転車空間                                 

・自転車歩行者道、自転車専用レーンなどの自転車交通空

間を整備し、市街地や公共施設を結ぶ自転車交通ネット

ワークの形成を図り、人と環境にやさしい都市づくりを

推進します。 

・県道潮来土浦自転車道線（※）（霞ヶ浦自転車道）の整備

を促進し、県道桜川土浦自転車道線（つくばりんりんロ

ード）との連携による、水郷筑波国定公園を横断する広

域的なネットワークづくりを図ります。 

 
国道 125号 

 
都市計画道路荒川沖木田余線 

 
通学路の改善 

 
県道桜川土浦自転車道線 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：道路整備方針図 

 

 

 

  

２．土浦らしい都市づくりの方針 



 

56 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

③ 公園の整備                                  

◆公園                                      

［広域的な公園］ 

・霞ヶ浦総合公園と乙戸沼公園は、市民の広域的かつ多様

なレクリエーションの場としての機能充実を図ります。 

・「土浦市総合運動公園基本計画」に基づき、川口運動公園

の機能向上を図るとともに、常名運動公園及び新治運動

公園については、市民の意向や需要を踏まえ、機能分担、

さらには防災面にも配慮しながら整備を進めます。 

［身近な公園］ 

・「緑の基本計画」を策定し、整備目標水準に配慮しながら、

住区基幹公園などの適正配置を図ります。 

・公園の整備にあたっては、市民が安心して憩い、遊べる

ように、外から中が見渡せるなど防犯面にも配慮します。 

・少子高齢化や地域のニーズに合わせて、公園の施設内容

の見直しを図ります。 

・市街地にうるおいと憩いを与えるポケットパーク及びプ

チ原っぱ（※）の整備を推進します。 

◆緑地                                    

［緑地］ 

・筑波山麓の優良な樹林地は、朝日峠展望公園や土浦市森

林公園、小町の館など歴史資源や観光資源と一体的に保

全を図ります。 

・東城寺の採石場跡地については、筑波山麓の自然環境と

一体となった活用方策を検討します。 

・現存する平地林などの緑の空間を活かし、自然環境や利

便性に配慮しながら自然観察や散策の場となる公園、緑

地などの整備を図ります。 

・社寺などの歴史資源と一体となった樹林地や樹木につい

ても、市民の憩いの場として保全・活用を図ります。 

［水辺］ 

・河川・湖沼など身近にある水辺空間を活かし、自然環境

や利便性に配慮しながら、環境学習や憩いの場となる親

水公園、緑地、ビオトープ（※）などの整備を図ります。 

・霞ヶ浦や桜川などの河川空間を活用し、水辺を活かして

まちづくりに結びつける「土浦市かわまちづくり計画」（※）

を推進します。 

  

 
霞ヶ浦総合公園 

 
朝日峠展望公園 

 
霞ヶ浦総合公園水生植物園 

 
真鍋児童公園 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：公園・緑地図 

  

２．土浦らしい都市づくりの方針 



 

58 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

２－２  暮らしを便利に快適にする、多様な機能が共存した都心部の形成                               

 

●古くからの土浦城址周辺の城下町の形成や、商都として栄えた歴史や文化を持ち、市街地と湖

岸が近接している恵まれた立地条件を活かした、質の高い趣のある都心部の形成を目指します。 

●市民・事業者・行政が協働し、連携を図りながら、「中心市街地活性化基本計画」に基づき、魅力

ある商店・商店街づくりを推進するとともに、都市機能の集積や、まちなかへの定住を促進するこ

とにより、中心市街地の交流人口・居住人口の増加を目指します。 

●既存のストックを活かすとともに、大規模施設跡地などに適切・効果的に機能配置を行い、これ

らを安心・安全に配慮したネットワークで連携することによって、便利な都心部を形成します。 

基本方針 

（1）都心部にふさわしい機能の集積 

①市街地開発 

土浦駅前北地区、大和町北地区、土浦駅東口周辺地区、中央一丁目地区の整備を推進

し、商業・業務、住宅、文化、交流、観光、レジャー、情報などの都市機能が集積した

市街地を形成します。 

②高次都市機能の配置 

県南の中核的な都心部として、多様で、利用しやすい高次都市機能の集約的な配置に

努めます。 

③土浦らしい都心部の形成 

買い物や通勤・通学で訪れる人のほか、亀城公園周辺や、霞ヶ浦などへの観光客など、

本市に住む人々だけでなく訪れる人々にも愛される都市づくりを目指します。 

④市街地の水・緑 

街と水辺が近いことを活かし、都心部で水や緑を感じることのできる、都市と自然が

融合した空間の形成を目指します。 

⑤住まいの場 

都心部に点在する低・未利用地の活用や、建物の共同化を図り、居住機能を確保します。 

 

集い・にぎわい・交流のある、質の高い都心部のまちづくり 

  

 
土浦市立博物館 

 
土浦駅周辺 

 
土浦城址周辺（亀城公園） 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

（2）円滑で安全な交通網の形成 

①道路・公共交通 

スムーズに土浦駅にアクセスできる道路・公共交通環境の形成を図ります。 

②歩行者・自転車交通 

安心して安全に散策できる歩行者空間や、安全・快適に走ることができる自転車空間

のネットワーク化を推進します。 

個別方針 

（1）都心部にふさわしい機能の集積 

① 市街地開発街地の整備                                  

・土浦駅前北地区については、新図書館を核とした土浦駅

前北地区第一種市街地再開発事業を推進するとともに、

都市計画道路土浦駅北通り線の拡幅整備や土浦駅西口ペ

デストリアンデッキ（※）整備事業による既存のペデスト

リアンデッキとの接続により、駅に隣接した「にぎわい

交流拠点」づくりを促進します。 

・大和町北地区については、「土浦駅前西口周辺地区市街地総合再生計画」の事業化の検

討や民間活力による事業支援などを行うとともに、区画道路などの都市基盤の整備を

進め、駅前にふさわしい都市機能の集積を図ります。 

・土浦駅東口周辺地区については、「土浦駅東口周辺地区市街地総合再生計画」に基づ

き、低･未利用地の適正な土地利用の誘導を図りながら、民間開発の誘導、支援を行

うとともに、都市機能の再生を図ります。 

・中央一丁目地区は、土浦駅と亀城公園周辺地区の間に位置することから、それらの地

区に隣接し、地区をつなぐ立地特性を活かした都市機能の導入を図り、にぎわいと交

流を創出するまちづくりを促進します。 

・川口二丁目地区は、霞ヶ浦に面する立地条件を活かして、霞ヶ浦と中心市街地との回

遊性に配慮しつつ、市民や来街者が集い、水辺に親しむことができる憩いの場や余暇

空間としての整備を図ります。 

 

② 高次都市機能の配置                                  

・県南の中核的な商業都市として、広域から人々を集める集客力のある商業環境の再

生・充実によるにぎわいの形成を目指します。 

・低・未利用の土地や施設を、有効に活用する具体的方策の検討を進めながら、市役所、

市民の生活利便性を向上する文化施設、複合的公共公益施設、社会福祉施設など、都

市的サービスを提供する公共公益施設の適正配置を図ります。 

・土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業により、生涯学習推進の中核的な拠点施設と

して、新図書館を設置します。 

 

 
土浦駅前北地区第一種市街地

再開発事業イメージパース 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

・博物館などの歴史・文化施設は、歴史・文化性を高める機能の充実を促進するととも

に、市民の歴史・文化活動に対する場の提供や機会の充実を図ります。 

 

③ 土浦らしい都心部の形成                                  

・水辺の拠点である霞ヶ浦、歴史・文化・観光拠点である土浦城址周辺などとの回遊性

を高めるとともに、旧水戸街道の歴史的町並みの保全・修景を進めるなど、土浦らし

い都心部の形成を図ります。 

 

④ 市街地の水・緑高次都市機能の配置                                  

・川口運動公園周辺地区の一部については、土浦駅東西間の連携や親水空間の確保に配

慮した公園としての再生・整備について検討します。 

・市街地にうるおいと憩いを与える街路樹などによる沿道緑化やポケットパーク（※）、

プチ原っぱ（※）の整備を推進するとともに、建築物の敷地内緑化や屋上への緑の整備

を促進し、魅力ある市街地形成を図ります。 

 

⑤ 住まいの場                                  

・都心部は、多様な都市機能の集積、公共交通機能の充実など、利便性の高い地域であ

るという特性を活かし様々な世代が暮らす都市型居住施策の充実により、定住促進を

図ります。 

・都心部は、狭あい道路や不整形な敷地形状など土地の有効・高度利用が図りにくく、

円滑な建て替えが進みづらい状況にあるため、道路整備と併せて土地・建物の共同化

を検討しながら居住機能の確保を図ります。 

図：都心部の整備計画図 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

（2）円滑で安全な交通網の形成 

① 道路・公共交通                                  

・交差点などの改良や交通規制などの見直しを行い、より円滑な交通の確保に努めます。 

・徒歩、公共交通機関及び自動車による中心市街地への快適なアクセスができるように、

歩道・自転車道、バス優先路線、車道など道路の機能分担を検討します。 

・わかりやすいバス運行情報の提供による公共交通機関の利用促進を図ります。 

・土浦駅西口駅前広場や駐輪場の整備を図り、駅周辺の利便性と安全を確保します。 

 

② 歩行者・自転車交通                                  

・歩道の段差解消、スロープなどの設置を図り、だれもが安全・快適に移動できる回遊

性のある歩行者動線を確保します。 

・歴史の小径整備事業などによる、歴史性を活かした回遊性のある道づくりを推進します。 

・土浦駅から亀城公園へ快適に散策し、憩え、楽しめる歩行者空間として、亀城モール

の整備を行います。 

・土浦駅の北側に新たな歩行者・自転車東西連絡道路を整備し、自転車道である県道桜

川土浦自転車道線（つくばりんりんロード）と県道潮来土浦自転車道線（※）（霞ヶ浦

自転車道）の連絡を図ります。 

・市内に広がる自転車歩行者道の接続による、自転車ネットワークの整備を進めるととも

に、まちなかをだれもが気軽に移動できるように、レンタサイクルの充実を図ります。 

 

図：自転車ネットワーク図 

 

  

出典：土浦市「水郷筑波サイクルリンク」 

つくばりんりんロード 

霞ヶ浦自転車道 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

２－３  市民の安らかな暮らしの確保と、快適な暮らしを支える地域力の向上                               

 

●災害に強い安心・安全な都市づくりを進めるとともに、いつまでも健康に暮らせる都市づくりを推進

します。 

●駅を中心とした中心市街地の都市づくりを進める一方、郊外部においても身近な生活環境の充

実とコミュニティの強化などにより、地域の力を高め、どこでも暮らしやすい便利で快適な都市づく

りを推進します。 

●ユニバーサルデザイン（※）の視点による誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します。 

基本方針 

（1）災害に対する安心の確保 

①震災対策・火災対策 

消防庁舎の建て替えによる防災活動拠点の充実や、避難場所・避難路のネットワーク

の整備、延焼遮断空間などの確保、水道や電気などのライフラインの強化などの各種対

策を計画的かつ総合的に行い、都市構造の耐震強化を図ることによって、市民の生命・

財産を守る安心・安全な都市づくりを推進します。 

建物の不燃化を促進し、火災の拡大防止を図ります。 

②風水害対策 

斜面地などの土砂災害、低地部の霞ヶ浦や河川からの外水氾濫や内水による浸水など

による対策を進めます。 

 

（2）暮らしの中での安心の確保 

①防犯 

公園内での見通しの確保など、犯罪が起こりにくい施設の整備を推進します。 

②生活環境 

拠点的なものから身近なものまで生活関連施設の整備や機能の充実などを図り、良好

な子育て環境整備や、女性も働きやすい男女共同参画社会のための施設整備などにより、

市民の健やかで快適な生活を確保します。 

いつでも安心・安全、健やかに、どこでも暮らしやすいまちづくり 

  

 
防災訓練 

 

 
防犯パトロール育成講習会 

 
駅周辺の利便性の向上 

（土浦駅） 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

③地域生活拠点と地域生活圏 

生まれ育った地域で快適に住み続けられるように、中学校などの単位の地域で、日常生

活に必要な機能が集約したエリアを地域生活拠点として設定するほか、その拠点や最寄り

の都心部なども含め、日常的に生活し行動するエリアを地域生活圏として設定します。 

④公共交通の整備 

各種都市施設を有効に利用できる利便性の高い公共交通網の整備を検討します。 

個別方針 

（1）災害に対する安心の確保 

① 震災対策・火災対策                                  

◆ 個別計画に基づく防災性の向上                                    

・「土浦市地域防災計画」や「茨城県地域防災計画（地震災害対策計画編）」、「茨城県都

市計画マスタープラン（震災対策編）」に基づき、建築物の不燃化、耐震化促進、密集

市街地での土地の高度利用など、火災も含めた、災害発生時のリスクを抑える災害に

強い市街地の形成を図ります。 

・「土浦市地域防災計画」や茨城県の「復興みちづくりアクションプラン」に基づき、大

規模災害時にも早期に機

能し得る緊急輸送道路の

ネットワークの形成を図

ります。 

・防火地域及び準防火地域の

指定などによる建物の不

燃化の促進や、木造密集地

域の解消などを進め、災害

の拡大防止を図ります。 

◆ 防災活動拠点の充実                                    

・複雑多様化する各種災害、

増大する救急需要に対応

するため、近い将来に発

生が危惧されている南関

東地域直下型地震への対

応も踏まえ、いかなる災

害にも対応できる防災活

動拠点として消防庁舎の

建て替えを行います。 

 

図：防災関連状況図 

出典：平成 23年度「茨城県都市計画基礎調査」 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

◆ 避難路や避難場所の確保                                    

・行き止まり道路や狭あい道路が多い地区では、地区計画（※）などにより建て替え時に

併せてその解消を進めるとともに、住民同士の協力により避難路の確保を図ります。 

・地権者の理解と協力を得ながら、市街化区域内農地や空き地などを防災上の貴重なオ

ープンスペース（※）として活用します。 

◆ ライフラインの強化                                    

・上下水道、ガス、電気などライフラインの耐震性の強化に努めます。 

◆ 建物の耐震化の促進                                    

・「土浦市耐震改修促進計画」における緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を促進します。 

・液状化の危険度に応じた、地盤改良や建物の基礎工法などの情報提供を行い、被害の

軽減を図ります 

 

② 風水害対策                                  

◆ 河川の安全性の強化                                    

・霞ヶ浦や桜川が破堤すると、中心市街地では 2～3mの浸水が想定されるなど、低地部

の広範囲において洪水による被害が生じるため、霞ヶ浦については、平成 7年度に暫

定断面として完了した湖岸堤を、引き続き完成断面の完了に向けて整備を進めるとと

もに、桜川についても、県の広域河川改修事業による整備の促進を図ります。 

◆ 雨水排水機能の強化                                    

・近年の異常気象による集中豪雨などにも対応できるように、雨水排水路の系統的な整

備を進めるとともに、既設の下水道ポンプ場の適切な維持管理による長寿命化や機能

強化により浸水の解消に努めます。 

・宅地の雨水浸透ますの設置や道路・駐車場の浸透性の確保、樹林地や農地の保全によ

る浸透土壌の確保などにより、雨水流出の抑制を図ります。 

◆ 危険箇所への対策                                    

・土砂災害警戒区域など土砂災害が発生する恐れのある地区については、必要な対策を

図るとともに、居住者などに対して危険性についての周知を図ります。 

◆ 防災拠点の整備                                    

・水防活動を行う上で必要な緊急用資材の備蓄などを行い、災害が発生した場合には緊

急復旧の基地となるとともに、平常時には人々の防災意識の啓発やレクリエーション

の場となる河川防災ステーションを関係機関と連携して整備します。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

（2）暮らしの中での安心の確保 

① 防犯                                  

・不特定多数の人が集まる公共空間においては、死角を少

なくするなど防犯的視点での施設整備に配慮するととも

に、地域コミュニティを活かしながら適切な防犯対策を

推進します。 

・防犯カメラの適切な配置や見通しの良い交差点への改良

を進め、安心・安全な道づくりを推進します。 

・防犯ステーション「まちばん（※）」の適正な活用を図る

とともに、防犯灯の設置を推進します。 

 

② 生活環境                                         

◆ 学校教育・生涯学習施設                                    

・教育環境の向上と安全性を確保するため、新築、増築、改

築、大規模改造など学校施設の計画的な整備・充実を図り

ます。 

・学校教育施設は、高齢者や身体障害者（児）などの利用

にも配慮したバリアフリー（※）化を推進します。 

・生涯学習推進の中核的な拠点施設として、新図書館建設

を推進するとともに、地域に密着した分館の整備を図り

ます。 

◆ 歴史・文化施設                                    

・博物館などの歴史・文化施設は、市民に歴史・文化活動に接する場の提供や機会の充

実が図れるように施設の維持・拡充に努めます。 

◆ 福祉施設                                    

・地域ぐるみの福祉活動の核としての総合福祉会館や、活動拠点としての地区公民館と

ともに、介護老人福祉施設、児童福祉施設、障害者施設などの機能充実を図ります。 

◆ 住宅施策                                    

・「土浦市住宅マスタープラン」に基づき、安心で安全に居住できるよう、土浦らしい住宅・

住環境を目指した住宅施策やまちづくりを推進します。 

・市営住宅の長寿命化を図るとともに、高齢入居者に対応した屋内手摺りの設置や、適

正な維持管理に努めます。 

・災害に強い住宅の整備を図るため、住宅の耐震診断、耐震改修の啓発や住宅リフォー

ムを推進するとともに、良質な賃貸住宅の供給促進を図ります。 

 

 
防災ステーション 

「まちばん」（神立駅西口） 

 
学校施設の計画的な 

整備・充実（土浦小学校） 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

・良好な居住環境や良質な住宅などを確保するため、開発指導要綱の充実を図り、適切

な開発・建築指導を推進します。 

・管理不全な空き家については、地域住民との協力のもとで実態把握に努めるとともに

空き家条例などを活用し、市民の安心で安全な生活の確保及び良好な生活環境の保全

を図ります。 

◆安心・安全のための道路                                    

・土浦協同病院が移転するおおつ野地区と神立市街地を結ぶ市道Ⅰ級 42号線（都市計画道

路田村沖宿線延伸道路）や、市道Ⅰ級 17号線（都市計画道路真鍋神林線延伸道路）など、

市民の安心・安全に欠かせない道路の整備を優先して行います。 

◆ 上水道                                    

・水需要に的確に対応し、耐久性に富んだ施設整備や老朽管などの更新をはじめ、送配

水施設の整備・拡充を推進し、市民の快適な暮らしの確保を図ります。 

◆ 下水道・排水路                                    

・農業集落排水施設の適切な維持管理と高度処理型合併処理浄化槽（※）の普及促進によ

り、農村部の生活環境の整備と霞ヶ浦などの水質保全を図ります。 

・快適で清潔な市民生活を支え、公共用水域の水質保全を図るため、下水道の計画的な

整備を推進します。 

・速やかに雨水を排除するため、雨水幹線及び都市下水路（※）の整備を促進します。 

・地域の状況にあった整備を行うため、下水道計画区域と農用地区域が重ならないよう

に、整合を図りながら区域の設定の検討を行います。 

・下水道管渠などの清掃、既設の処理場・ポンプ場の改築修繕、マンホールの鉄ふた交

換など長寿命化を図ります。 

◆ ごみ処理施設                                    

・設備機器の経年劣化や老朽化に対し、適切な維持管理と補修を行い、特に焼却施設に

ついては、今後、基幹的施設を整備することで、施設の延命化を図ります。 

・最終処分場の適正な維持管理に努め、周辺環境に配慮した施設の運営を図るとともに、

今後の施設のあり方について検討します。 

◆ 斎場                                       

・利用者の利便性の向上を図るために、市民ニーズに合わせた新斎場の整備を進めます。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

◆ 情報通信インフラ                                    

・ケーブルテレビサービスエリアの全市域整備など、情報の地域間格差を解消するため

の情報通信基盤の整備を促進するとともに、公共公益施設間の情報ネットワーク化を

図ります。 

・地域生活拠点へのアクセスが不便な地区などについても、公共サービスや日常品の購

入などの利便が図れるように、ＩＣＴ（情報通信技術）における補完についても検討

を進めます。 

 

③ 地域生活拠点と地域生活圏                                  

◆ 地域生活拠点                                    

・各地区公民館や支所、小・中学校、郵便局や交番など既存の公共公益施設を中心とし

て、徒歩や自転車などで巡ることのできる地区を地域生活拠点として位置づけ、公共

公益施設のほか、診療所などの医療施設、福祉サービス施設や保育所などの福祉施設、

飲食店や食料品店、コンビニエンスストアなどが拠点内に集約立地できるよう、土地

利用の誘導を図ります。 

・地域生活拠点は、だれもが安心して快適に歩いて生活できるように、バリアフリー（※）

や歩行者の安全対策に配慮します。 

・各地域生活拠点間を結ぶ公共交通網を整備充実させることにより、地域生活拠点内に

不足する施設については、都心部・副都心やほかの地域生活拠点で補完できるように

配慮します。 

◆ 地域生活圏                                    

・「都心部」と「副都心」を核とした市街地ゾーンを中心とした 3つの地区に、新治地区

を加えた 4つの地区を地域生活圏としてとらえ、デマンドタクシーや自転車など、自

家用車に頼らずにアクセスできる環境整備を整えます。 

・都心部・副都心や地域生活拠点などから離れた集落においては、田園や里山地域なら

ではの特徴を活かしながら、若い世代も暮らしやすく、住み続けたいと思える子育て

環境の充実を図ります。 

・主要な生活道路（※）や下水道などの整備を通じて集落地の住環境の確保に努めるとと

もに、それぞれの集落の状況を踏まえて、集落の人口やコミュニティを維持するため

の区域指定制度（※）や優良田園住宅制度（※）などの活用についても検討します。 

 

  

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

図：地域生活拠点のイメージ（現在の課題） 

◆現在の課題                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・拠点にふさわしいイメージが不足 

・コミュニティスペースとしての公園・広場等の不足 

・公共交通機関との連携不足 

・車主体の道路体系 

・歩道のない狭あいな生活道路（※） 

・まばらになった店舗等  

・個別に施設が立地している状況 

・公共施設の老朽化や新しい需要に対応した機能不足 など 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：地域生活拠点のイメージ（20年後の姿） 

◆20年後の地域生活拠点のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・拠点にふさわしい公共施設を中心とした緑あふれる地区の形成 

・地域のふれあいの場となる広場空間の整備 

・公共交通機関の結節点化や新しいテクノロジーを活かした地域モビリティ（スマートモビリティ、

コミュニティサイクル等）の拠点化 

・歩道やコミュニティ道路の整備、バリアフリー化などによる歩行者、自転車利用者が安心して利用

できる道の整備 

・にぎわいのある商業空間の形成  

・安全な住環境の形成 など 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

図：地域生活拠点と地域生活圏のイメージ図 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

④ 公共交通の整備                                  

◆ 鉄道・駅                                    

・鉄道駅舎や交通結節点での立体横断施設やペデストリアンデッキ（※）の整備にあたっ

ては、ユニバーサルデザイン（※）の視点に立ったエスカレーターやエレベーターを整

備します。 

・駅前広場や駐輪場の整備を図り、駅周辺の利便性の向上と快適性を確保します。 

◆ バス                                    

・バスロケーションシステム（※）や案内表示などの整備、低床型バス（ノンステップバ

ス）の導入など、安全・快適に利用できるバス関連施設のユニバーサルデザイン化を

促進します。 

・市民の身近な足となり、地域生活拠点間、地域生活拠点と都心部・副都心間などの連

絡を容易にする人にやさしいコミュニティバス（※）のより効果的・効率的な運行を、

関係機関と連携しながら実現します。 

・既存のバス路線の維持と、需要に対応したバス交通の充実を促進します。 

◆交通システム                                    

・パークアンドライド（※）やトランジットモール（※）などの基盤整備とともに、デマン

ド型交通システムの充実など新たな交通システムの導入を検討します。 

・つくばエクスプレスつくば駅との連絡強化をはじめとした広域的な公共交通ネットワ

ークの構築を検討します。 

 

 

  

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

２－４  自然・歴史資源などの活用と、低炭素社会の実現                               

 

●霞ヶ浦や筑波山麓、歴史・文化資源など既存ストックの積極的な活用による個性を創出します。 

●豊かな自然、風格ある歴史・文化を活かし、魅力きらめく「景観都市つちうら」を創出します。 

●既存の観光資源に磨きをかけながら、自然や歴史・文化、人を活かした観光の振興により、活力

とにぎわいのある魅力的な都市づくりを推進します。 

●低炭素社会の実現により、自然と暮らしが環境の中で共生する「水郷文化」が息づくまち・つちう

らを創出し、輝く未来へ継承します。 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

（1）自然・歴史資源などの保全・活用 

①自然環境 

「水」、「緑」の環境保全と資源としての都市づくりへの活用を図ります。 

②歴史・文化 

伝統ある歴史・文化資源を活かした点、線、面の歴史・文化の保全と再生、整備を図

ります。 

③景観 

自然・歴史・文化を活かした個性的で魅力ある都市景観を創出します。 

④観光 

土浦の魅力を最大限活かした、交流人口の増加を目指した観光施策を展開します。 

 

（2）低炭素社会の実現 

①低炭素社会に向けた新たなまちづくり 

「低炭素まちづくり計画」の策定の検討など、低炭素社会に向けた様々な取組を展開

します。 

②既存資源の有効活用 

既存都市施設の長寿命化や里山・農地などの保全・活用を図ります。 

土浦らしい資源を活かし未来につなぐ個性が輝くまちづくり 

  

 
筑波山とハス田 

 
土浦城址と櫓門 

 
旧土浦中学校本館 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

個別方針 

（1）自然・歴史資源などの保全・活用 

① 自然環境                                  

・霞ヶ浦や河川、湖沼は、利水・治水機能と併わせ、自

然型護岸など、市民の安らぎの場としての整備を推進

します。 

・筑波山麓に広がる田園や集落地と一体となった里山の

豊かな樹林地や、市街地の後背地に連なる斜面林など

の緑環境の保全と活用に努めます。 

・「土浦市かわまちづくり計画」（※）に基づき、河川沿い

の遊歩道による水の回廊の整備を進め、自然と共存する市街地の形成を図ります。 

・宍塚大池周辺地区における里山については、生物多様性に配慮した環境の保全と活用

に努めます。 

 

② 歴史・文化                                  

・旧城下町の歴史空間の保全・修景を、景観条例（※）な

どに基づき、修景補助事業を活用しながら総合的に推

進します。 

・旧水戸街道沿いの中貫・真鍋・荒川沖などの旧宿場町に

おける歴史的建造物の保存や町並みの再生を図ります。 

・建築物の修景は、地権者や行政だけでなく、市民との

協働による取組が必要であり、協働のまちづくりファ

ンド事業を活用しながら、歴史的建造物などを活用し

た歴史的町並みの形成を図ります。 

・国指定史跡上高津貝塚や市指定史跡武者塚古墳をはじ

めとする、市内の貴重な史跡については、市民の憩い

や歴史・自然学習の場としての活用が図れるように整

備・充実に努めます。 

・小町の館を拠点とした筑波山麓及び田園・集落環境が

一体となった地域づくりを推進します。 

・旧水戸街道沿いの歴史資源と、筑波山麓や霞ヶ浦などの自然資源との融合・連携など、

新たな地域資源の発掘や創造に努め、都市づくりへの活用を図ります。 

 

③ 景観                                  

・住宅地、商業・業務地、工業・流通業務地などの土地利用上の特性を考慮しながら、

自然景観、歴史景観の保全・創出・共生を図るとともに、総合的な都市景観の向上を

図ります。 

 
土浦橋 

 
旧真鍋宿の歴史的町並み 

 
上高津貝塚 

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

・都市景観づくりのＰＲ活動を行うとともに、ワークショ

ップやセミナー開催などへの支援など市民と行政が一体

となり、地域の特性を活かした個性ある都市景観の形成

を推進します。 

・土浦城址周辺及び旧水戸街道沿道の歴史的な町並みの保

全・修景と歴史の小径整備や電線類地中化工事などによ

る道路環境の整備を図り、快適な歩行者空間の確保や、

景観に配慮した町並みを形成します。 

・霞ヶ浦や河川、湖沼は、市民の安らぎの場として、水辺景観の保全と形成を図ります。 

・地区計画（※）制度、建築協定（※）、緑地協定（※）など有効な制度の導入による住宅地の良

好な景観形成を図ります。 

・市街地における敷地内緑化や生け垣整備を促進します。 

・主要な幹線道路は、歩道の緑化や電線類の地中化により、美しい沿道景観の形成を誘

導します。 

・景観づくりの先導的役割を担う公共施設については、「土浦市公共施設景観ガイドライ

ン」に基づき、周辺の景観と調和した景観誘導を図ります。 

・公共サインの設置においては、「土浦市公共サイン整備ガイドライン」に基づき、情報

をわかりやすく伝え、かつ安全で快適に誘導するとともに、美しく魅力ある都市景観

を創出するため、デザインの統一化を図ります。 

・美しい風土、町並みを維持するため、看板、はり紙、広告塔などの屋外広告物の規制・

誘導を図ります。 

 

④ 観光                                  

・「土浦市観光基本計画」に基づく施策を推進し、交流人

口の拡大を目指します。 

・土浦全国花火競技大会、土浦桜まつり、土浦キララま

つり、土浦薪能、観光帆曳き船運行、かすみがうらマ

ラソンなど、市民文化として定着した催事の継続的な

発展に努め、都市づくりへの活用を図ります。 

・まちかど蔵、小町の館、キララ館などの機能向上や歴史的建造物の景観整備を推進し

ます。 

・水郷筑波国定公園の玄関口として、筑波山麓や霞ヶ浦とのつながりを意識した景観や

水辺の交流空間づくりを推進します。 

・朝日トンネルなどの道路網の整備に伴い、周辺都市と連携した新たな観光施策の展開

を図ります。 

・首都圏近郊の立地を活かして、日帰り型のグリーンツーリズム（※）を基本とした観光

農業・体験農業が展開できる市民農園（※）の整備などを行い、都市生活者との交流の

場として農地の活用を図ります。  

 
地区計画による 

良好な景観形成（永国団地） 

 
小町の館 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

（2）低炭素社会の実現 

① 低炭素社会に向けた新たなまちづくり                                  

・「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づいた「低炭素まちづくり計画」の策定を

検討するとともに、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化、

緑の保全・拡充、再生可能エネルギーの活用などにより、「エコ・コンパクトシティ（※）」

の形成を目指します。 

・公共公益施設の建設に際しては、屋上や壁面緑化、自然エネルギーの利用、建築廃材

分別化など環境に配慮した計画・整備を率先して推進します。 

・民間開発などに際しては、開発規模に応じた公園・緑地の確保、自然エネルギーを利

用した環境共生住宅（※）の普及などを促進します。 

・街路樹の整備、低騒音性・雨水浸透性のある道路舗装、低公害車（※）への転換、交通

渋滞の解消、交通需要マネジメント（ＴＤＭ）（※）の導入など、人と環境にやさしい道

路・交通環境の整備を図ります。 

・荒れ地や担い手がいない、または復元が困難な遊休農地などについては、農地法や電

気事業法などとの調整を図りながら、景観上の影響にも配慮し、非農地を優先しなが

ら太陽光発電施設などへの活用について検討します。 

・公共交通の利便性向上により、過度な自家用車利用の抑制を図り、一台の車を複数の

人達で共同保有するカーシェアリングシステムの普及を検討し、自動車総量の減少を

促進します。 

 

② 既存資源の有効活用                                  

・既存の公共施設については、コスト面はもちろん省エネルギーや廃棄物の削減など、

環境への配慮も含めて、できるだけ長期にわたって活用できるように計画的に適切な

維持・管理を推進します。 

・里山や農地の公園・緑地としての保全・活用、谷津田、斜面林、屋敷林などの適切な

保全対策の検討、営農者などへの経済的な支援の検討など、里山・農地などの保全・

活用方策を多面的に展開し、環境共生型都市づくりを推進します。 

・分別収集などによるごみの減量化及びリサイクル、余熱利用・クリーンエネルギーの

利用など、環境への負荷を軽減する循環型社会の形成を推進します。 

 

  

２．土浦らしい都市づくりの方針 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

 

 

都市の将来像（※）で示した、本市の都市づくりの理念（※）である、『だれもが「住んでみた

い、住んでよかった」と思える「日本一住みやすい」まち』を実現するためには、福祉や教

育、産業、財政など市のすべての施策が、その実現に向けてバランス良く遂行されなければ

なりません。都市計画（※）は、その基盤となる土地や施設、建物や自然などの環境を担い、

「住んでみたい、住んでよかった」と思えるような生活環境の構築を目指します。 

ここでは、総体として日本一を目指す 20年後の土浦の生活イメージを、本章の「② 土浦

らしい都市づくりの方針」に基づいて、都市計画の視点から示します。 

 

３－１  多様な都市機能と自然資源の調和による、自立的・発展的都市のイメージ 

快適で魅力的な生活環境が整ったまち「つちうら」 

 

市街化区域（※）では、住まい・働き・生産

する場として住宅地、商業・業務地、工業・

流通業務地の適切な配置がなされ、自然と都

市の調和したエコ・コンパクトシティ（※）と

なっています。 

 

 

工業団地や交通の便の良いＩＣ周辺は、優

良な企業が進出して、活力ある産業が発展し

ています。さらに新しい工業団地も造成され、

それらの中には自然環境に配慮し緑化を積

極的に行った研究系施設なども立地し、次々

と雇用が創出されています。 

  

３ 将来のまちの姿～20 年後の土浦ライフ～ 

環境に配慮した研究所のイメージ 

多様に楽しめるまちのイメージ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

図：コンパクトシティ概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

美しい自然・田園環境を守り育むまち「つちうら」 

 

霞ヶ浦や筑波山麓、田畑やハス田が広がる

田園地帯などの豊かな自然環境は、市民と行

政の協働により、貴重な資源として大切に保

全され、子どもたちの自然学習・体験の場な

どとしても活用されています。 

 

 

 

平地林や農地などは環境的、防災的、景観

的視点で保全されるとともに、市民農園（※）

やグリーンツーリズム（※）などの場として活

用され、多くの人が週末や長期的な休みを利

用して「農」とのふれあいを楽しんでいます。 

 

 

 

集落地では身近な道路の改良や下水道な

どが整備されたことにより、快適な生活環境

が確保されました。加えて、既存集落への新

規定住者を受け入れる区域指定制度（※）など

により新たな住人も加わり、過疎化が進んで

いた地域にもにぎわいのあるコミュニティ

が形成されています。 

 

 

 

 

 

  

「農」とのふれあいイメージ 

田園環境との共生イメージ 

にぎわいのある地域コミュニティのイメージ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

高質で安全に暮らせるまち「つちうら」 

 

駅の近くには、行政施設や文化施設をはじ

め、お店やオフィス、子育て支援施設、福祉

施設などが集まり、また、二世帯住宅や高齢

者向け住宅なども整備され、多様な市民が便

利に充実して暮らせるまちとなっています。 

 

 

 

鉄道やバスなどの公共交通機関や建物、道

路などは、段差が解消され、エレベーターの

設置や案内誘導サインの整備など、子どもか

ら高齢者、障害者に配慮した構造になったの

で、安全で快適に移動することができるよう

になりました。 

 

 

幹線道路の整備が進み、市内を移動する時

も、市外に出かける時も、渋滞することがな

くなりました。 

また、身近な生活道路（※）では、歩道が整

備されたり危険な交差点が改善され、子ども

たちが通学する時や、付近の人が散歩する時

も安心・安全に歩けるようになりました。 

 

 

歩道の段差解消や信号など交通安全施設

の整備が行き届くとともに、霞ヶ浦や桜川な

どを利用した歩行者専用道路の整備などに

より回遊性が生まれています。また、幹線道

路などにおける自転車専用車線の整備や霞

ヶ浦、河川沿いの自転車道の整備などが進み、

安全でサイクリングしやすいまちとなりま

した。 

 

  

高齢者施設の充実イメージ 

建物のバリアフリー化イメージ 

幹線道路の整備イメージ 

自転車系ネットワークのイメージ 

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

楽しく元気に暮らせるまち「つちうら」 

 

霞ヶ浦総合公園や乙戸沼公園では季節ご

との楽しいイベントが開催され、市民をはじ

め近隣のまちからも多くの人が訪れる人気

のスポットとなっています。また、施設が充

実した運動公園では、各種スポーツ大会や地

域のスポーツイベントなどが開催され、にぎ

やかな歓声が響いています。 

 

住宅地の中には、安全に利用できる公園が

増え、小さな子どもが元気に遊び、また、高

齢者の方は体操など健康づくりの場として、

楽しく時間を過ごしています。 

 

 

 

 

地域の人たちの協働で整備された公園に

おいて、地域の人たちが愛着を持って積極的

に美化活動などに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

  

安全に利用できる公園のイメージ 

地域のスポーツイベントのイメージ 

近隣住民による公園美化活動イメージ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

水や緑とともに暮らすまち「つちうら」 

 

朝日峠展望公園や土浦市森林公園、小町の

館などは一体的に保全・活用されて魅力が高

まり、気軽に自然や歴史にふれあいながら、

おいしい物を食べたりそばづくりを体験し

たりできる観光地として大変な人気となっ

ています。 

 

 

河川の水辺や、平地にある林などは、水と

緑を活かした個性ある公園として整備され、

子どもたちの環境学習や市民の憩いの場と

して有効に利用されています。 

 

 

 

 

 

 

指標名 現状 20 年後 

市民一人当たりの公園面積 6 ㎡/人 10 ㎡/人 

公園の里親制度認定団体数 3 団体 45 団体 

公共下水道（※）処理人口普及率 88.4% 93.5% 

商店やマーケットでの日常の買い物に関する満足度 3.07 3.50 

企業誘致、中小企業の育成支援など工業の振興に関する満足度 2.78 3.00 

公園、子どもの遊び場などの整備に関する満足度 2.69 4.00 

幹線道路や身近な生活道路（※）の整備に関する満足度 3.10 4.00 

※：上欄（白色の欄）の現状は平成 24年度現在、下欄（灰色の欄）の現状は平成 23年度現在の値 

※：下欄（灰色の欄）は満足度の加重平均（満足=5、やや満足=4、どちらともいえない=3、やや不満=2、不満=1 と

した平均値で、3以上が満足度が高い、3未満が不満度が高い指標である） 

  

体験の場づくりのイメージ 

個性ある公園整備のイメージ 

将来のまちの姿を実現するための主な目標値 

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

３－２  暮らしを便利に快適にする、多様な機能が共存した都心部のイメージ    

都市機能が集積した、にぎわい、魅力、回遊性のある「都心部」 

 

ＪＲ土浦駅前には、生活必需品を扱うお

店や様々な診察科を網羅した複数の医院、

電子図書を中心に扱う近未来型の図書館

などの文化施設、市民の目線にあった市民

サービスに特化した市役所など様々な都

市機能が集まっています。 

 

 

 

新築住宅の建設補助や集合住宅への家

賃補助など、まちなか居住政策の推進によ

り、子育て世代の若年層が中心市街地へ住

むようになり、駅前の目抜き通りには、休

日はもとより平日から子ども連れの家族

やカップルさらにはお年寄り夫婦、登下校

時の高校生たちが買い物や散策する姿が

多く見受けられます。 

 

まちなかの道路については、自転車道と

自動車道、歩道がきちんと分離されていま

す。歩道は、バリアフリー（※）に配慮され

た段差のない、高齢者や障害者にもやさし

い構造に整備されました。 

 

 

霞ヶ浦の積極的な水質浄化により、美し

い水辺空間となった土浦港周辺などでは、

ウォーターフロントの魅力を活かした新

たなにぎわいが形成され、若者にも人気の

スポットとなっています。 

 

  

電子図書を中心に扱う図書館イメージ 

多くの人が行き交う都心部イメージ 

通行帯が分離された道路のイメージ 

ウォーターフロントのイメージ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

 

 

指標名 現状 20 年後 

中心市街地の居住人口 6,100 人 6,500 人 

市道歩道整備率 7.4% 8.0% 

バリアフリー（※）特定事業完了率 29.3% 80.0% 

公共水域における年間の汚濁負荷量の削減 （BOD） 40.1t 17.0t 

中心市街地のにぎわい対策に関する満足度 2.01 3.50 

駅前開発など中心市街地の整備に関する満足度 2.18 3.50 

バリアフリーによる施設や道路の整備に関する満足度 2.58 3.00 

湖や川をきれいにする対策に関する満足度 2.66 4.00 

※：上欄（白色の欄）の現状は平成 24年度現在、下欄（灰色の欄）の現状は平成 23年度現在の値 

※：下欄（灰色の欄）は満足度の加重平均（満足=5、やや満足=4、どちらともいえない=3、やや不満=2、不満=1 と

した平均値で、3以上が満足度が高い、3未満が不満度が高い指標である） 

 

  

将来のまちの姿を実現するための主な目標値 

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

 
３－３  市民の安らかな暮らしの確保と、快適な暮らしを支える地域力の向上イメージ                               

災害に強いまち「つちうら」 

 

生活に欠かせない行政施設や医院、学校を

はじめ、災害発生時に重要な役割を担う高架

道路や橋脚の耐震化、不燃化が進み、災害発

生時にも安心・安全に暮らせるようになりま

した。 

 

 

 

災害発生時の緊急輸送路や避難路として

十分機能するよう整備された幹線道路や、耐

震化、不燃化された沿道建築物、地域防災計

画で位置づけられた避難場所となる学校な

どの耐震性の確保や設備の整備がなされま

した。 

災害発生時の生命線となる上水道・下水道

やガス、電気などの大切な施設には、耐震型

の材料や仕組みが採用されるなど、災害に対

する備えが充実しました。 

 

 

 

 

 

 

集中豪雨時にも被害を出さないよう、雨水

排水路網の整備や、雨水流出を抑制するため

宅地や道路、駐車場での、雨水の流出抑制の

工夫が行われています。 

洪水発生時に様々な活動拠点となる「河川

防災ステーション」も整備され、風水害への

備えや対策が十分になされています。 

 

  

高架道脚部の耐震化 

災害用仮設トイレ 

飲料水兼用耐震性貯水槽イメージ 

河川防災ステーションのイメージ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

安心・快適に暮らせるまち「つちうら」 

 

公園など子どもをはじめ多様な人々が集

まる場所では、目が行き届かないような場所

をつくらない工夫や、地域で盛んに防犯パト

ロールが行われたり、子どもたちを犯罪から

守る仕組みが十分に備わって、安心して暮ら

せるようになりました。 

 

 

 

学校教育施設や生涯学習施設、上下水道、

ごみ処理施設、情報通信インフラなど、生活

に欠かせない様々な施設が利用者にとって

使いやすく整備されています 

 

 

 

 

 

地域生活拠点では、公民館や学校をはじめ、

日々の生活に必要な診療所、保育所、老人福

祉施設などの福祉施設、飲食店や食料品店な

どが自転車や徒歩で行ける近い距離にあり

ます。 

また、地域生活拠点から離れた郊外部でも、

無公害型のデマンドタクシーが生活の足と

して気軽に利用されるなど、安心、便利な日

常生活を営むことができるようになってい

ます。 

 

 

 

 

 

  

地域の防犯パトロールのイメージ 

生活の足となるデマンドタクシー 

身近な老人福祉施設イメージ 

生涯学習施設のイメージ 

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

人と環境にやさしいまち「つちうら」 

 

エスカレーターやエレベーターが整備さ

れた鉄道駅舎や、障害者、高齢者が気軽に利

用できる低床型バスの配置など、だれもが安

心・安全に利用できるユニバーサルデザイ

ン（※）が進んでいます。 

 

 

 

 

バス専用車線が設置されたり、駐輪場のあ

るバス停が整備されるなど、多くの市民が通

勤通学や週末に買い物に出かける際のバス

利用が非常にしやすくなっています。 

 

 

 

 

 

まちなかでは、自転車やバス、タクシー以

外の車が入れないトランジットモール（※）が

整備され、安心してショッピングを楽しむ人

でにぎわう空間が創出されています。 

 

 

 

 

特定の自動車や自転車をみんなで使用す

るカーシェアリングやレンタサイクルが普

及し、またＩＣＴを活用した交通情報システ

ムの導入など、便利で環境にやさしい交通の

仕組みが先進的に進められています。 

 

 
  

レンタサイクルのイメージ 

トランジットモールのイメージ 

だれもが安心・安全に移動できるまち 

駐輪場のあるバス停イメージ 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

 

 

指標名 現状 20 年後 

避難路及び緊急輸送道路の指定路線橋梁（34 橋）の補強実施件数 12 橋 34 橋 

耐震診断実施戸数 586 戸 886 戸 

交通事故発生件数 1,161 件 1,000 件 

浄化施設放流水 BODの河川環境基準達成率 80% 100% 

地震や台風などの自然災害に対する防災対策に関する満足度 2.94 4.00 

まちの風紀や雰囲気に関する満足度 2.93 4.00 

通学路の整備や信号機の設置など交通安全対策に関する満足度 2.87 4.00 

高齢化などに対応して居住環境の整備に関する満足度 2.94 4.00 

※：上欄（白色の欄）の現状は平成 24年度現在、下欄（灰色の欄）の現状は平成 23年度現在の値 

※：下欄（灰色の欄）は満足度の加重平均（満足=5、やや満足=4、どちらともいえない=3、やや不満=2、不満=1 と

した平均値で、3以上が満足度が高い、3未満が不満度が高い指標である） 

 

 

  

将来のまちの姿を実現するための主な目標値 

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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３－４  自然・歴史資源などの活用と低炭素社会の実現イメージ                               

自然・歴史、都市が一体となった個性・魅力ある観光のまち「つちうら」 

 

霞ヶ浦や河川、筑波山麓や樹林地など水と

緑の豊かな自然環境は、必要な制度の導入や

活動の促進により、環境と共生するまちにふ

さわしい保全が図られています。 

 

 

 

旧城下町や旧宿場町では歴史的町並みが

保全され、小町の館の周辺では、のどかな田

園風景を活かした地域づくりが進められる

など、歴史・文化の薫り漂う趣のあるまちと

なっています。 

また、市全域では、総合的な景観施策の展

開や、建築物・工作物の形態や色彩などに対

するきめ細やかなルールをみんなで協力し

て守っており、風格ある歴史空間と美しい都

市景観が共存する土浦らしい個性的な景観

が形成されています。 

 

 

 

土浦全国花火競技大会やかすみがうらマ

ラソンなどの大規模なイベントに加え、霞ヶ

浦の水辺空間や筑波山麓の緑、土浦城址周辺

の歴史的町並みなど、土浦らしい自然や歴

史・文化資源を活かした総合的観光施策が展

開され、年間を通して首都圏などからも多く

の観光客が訪れるようになりました。 

また、つくばりんりんロードと霞ヶ浦自転

車道が連絡され、まちなかからも容易にアク

セスできるようになったことから、休日には

サイクリングを楽しむ人々でにぎわいを見

せています。 

自然環境と共生するまち 

ルールによる景観形成のイメージ 

催事の都市づくりへの活用 

歴史的町並みの保全・活用 

つくばりんりんロードの活用 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

協働で実現する低炭素社会のまち「つちうら」 

 

公共公益施設の屋上緑化や壁面緑化、自然

エネルギーを利用した環境共生住宅（※）の普

及、低公害車（※）へ転換、既存施設の長寿命

化など環境に配慮した取組が全市的に進め

られています。 

 

 

住宅地では緑化に関するルールに基づく

敷地内緑化や、補助制度の促進による生け垣

の設置などが進められています。また、農村

部では管理者や営農者への経済的支援を行

いながら里山や農地を保全し、かつ、市民農

園（※）、観光農園、子どもたちの環境学習の

場などとして活用するなど、人と自然が共生

する美しいまちとなっています。 

 

多くの市民が自転車やコミュニティバ

ス（※）、デマンドタクシーを積極的に利用す

ることで、過度な自家用車の利用を控えるよ

うになりました。 

また、ごみの減量化やリサイクル、太陽光

など自然エネルギーや再生エネルギーの活

用など、環境への負荷を軽減する循環型社会

の形成が進められています。 

 

 

 

 

  

コミュニティバスの利用 

自然再生エネルギーの活用イメージ 

自然エネルギー利用のイメージ 

協定等による緑化のイメージ 

３．将来のまちの姿 ～20 年後の土浦ライフ～ 
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指標名 現状 20 年後 

地域の特性を活かした個性的で快適なまちづくりが行われていると

感じる市民割合 
14.7% 25.0% 

生垣奨励補助件数 151 件 400 件 

入込観光客数 138.5 万人 180 万人 

まちや自然の景観の向上に関する満足度 2.73 3.50 

地域の特性を活かしたまちづくりに関する満足度 2.78 4.00 

史跡や歴史的建造物など文化財の保護と活用に関する満足度 3.11 3.25 

公共のバス路線や鉄道などの交通網に関する満足度 2.60 3.00 

※：上欄（白色の欄）の現状は平成 24年度現在、下欄（灰色の欄）の現状は平成 23年度現在の値 

※：下欄（白色の欄）は満足度の加重平均（満足=5、やや満足=4、どちらともいえない=3、やや不満=2、不満=1 と

した平均値で、3以上が満足度が高い、3未満が不満度が高い指標である） 

 

 

将来のまちの姿を実現するための主な目標値 


