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地区別構想は、全体構想との整合性を図るとともに、それぞれの地区が持つ個性を活かしな

がら、よりきめ細かく地区ごとのまちづくりの方針を定めます。 

 

１－１  地区区分の考え方                               

地区別構想では、住民が日常生活の中で、生活圏として実感できる範囲をそれぞれの地区と

してとらえ、その地区ごとに一体的、総合的な地区づくりの方針を示すことが必要です。 

本市では、全体構想の将来都市構造（※）において、土浦駅周辺の「都心部」と荒川沖駅及び

神立駅周辺の南北の 2つの「副都心」を配置しています。 

さらに、全体構想や「第 7 次土浦市総合計画（※）」の土地利用構想においては、これらの「都

心部」、「副都心」を中心とした都市的な土地利用を展開すべき区域について、主として「中心

市街地ゾーン」、「神立市街地ゾーン」、「荒川沖市街地ゾーン」の 3 つの市街地ゾーンを設定し

ており、これらの市街地ゾーンを含む中学校区の集まりを地域生活圏としてとらえています。 

これらに加え、合併して新たに土浦市となった新治地区についても、旧新治村としての歴史

の中で、一体的なコミュニティとしてまとまりのある地域を形成していることから、一つの地

域生活圏としてとらえ、市内全域において 4つの地域生活圏を設定しています。 

これを踏まえて、地区別構想編においては、この 4つの地域生活圏をそれぞれ、「中央地区」、

「北部地区」、「南部地区」、「新治地区」と設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１ 地区の区分 

１．地区の区分 



土浦市都市計画マスタープラン       

Ⅲ．地区別構想        

94 

 

 

図：地区区分の考え方 

図：地区区分図 
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１－２  地区別構想の方針                               

各地区の都市づくりで求められるものとしては、それぞれの地区における資源を最大限に活

かした特長ある地区づくりに対応するもの、本市の都市構造の中でそれぞれの地区における役

割や位置づけに対応するもの、地区の住民にとって暮らしやすく、そして住みやすい地区づく

りに対応するものを明確に示すことが必要です。 

本都市計画マスタープランにおいては、地区の整備方針をよりわかりやすく示すため、極力、

各地区に固有の施策を中心に示すものとし、安心・安全施策や生活環境整備など、全市的に共

通で行うべき施策などについては、全体構想編に委ねるものとします。 

 

したがって、地区別構想は以下のような構成としました。 

 

 

◆地区概要（現在の地区の状況と、都市計画関連施設などの変化） 

◆住民意向（アンケート及び意見交換会、地区別意見交換会での意見） 

◆全体構想での地区の役割や位置づけ（全体構想編の中からの位置づけの整理） 

◆地区の課題（概況などからの地区の課題の整理） 

◆地区の将来像（※）（地区の目指すべき将来像） 

◆地区の目標（役割を担い、課題を解消するための地区づくりの目標） 

◆主要な整備方針 

（1）土地利用など 

（2）道路・交通体系 

（3）水・緑・レクリエーション 

（4）その他の都市施設・都市機能など 

◆地区まちづくり方針図（全体構想で示した内容も含め、地区のまちづくりの方針を図示） 

◆地区の地域生活拠点の形成方針 
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２－１  中央地区                           

２－１－１  中央地区の概要                       

概

要 

・市域の中央に位置し、ＪＲ常磐線土浦駅を含む本市の中心

市街地を形成しています。 

・東は土浦港、西はつくば市との市境であり、北や南は台地

状になっています。 

・低地部には桜川、新川、花室川が地区内を横断し、低地と

台地の境には斜面林が連なっています。 

・上高津貝塚に代表されるように、古くから居住の場として

の歴史を持っています。 

・中心市街地は、城下町としての歴史を有し、政治、経済、

文化、交通の中心地として発展してきました。 

・亀城公園周辺や旧水戸街道沿道には、歴史・文化的遺産が

多く残っています。 

・北の台地部は、つくば国際大学、つくば国際短期大学、土

浦第一高等学校など文教地区的要素を有しています。 

・南の台地部は、公共、民間の開発による住宅地が広がって

おり、霞ヶ浦医療センターや土浦特別支援学校、土浦日大

高等学校などの医療施設、教育施設も立地しています。 

位

置

図 

 

人

口 

・ 

世

帯 

・平成 12年からの 10年間では、人口はほぼ横ば

いですが、世帯数は増加しています。 

・平成22年の3区分の人口構成では、幼年人口（15

歳未満）が約 13％、生産年齢人口（15 歳以上 65

歳未満）が約64％、老年人口（65歳以上）が約22％

と、生産年齢人口が大きな割合を占めています。 

・3区分の人口の10年間の変化では、幼年人口と

生産年齢人口が7～9％減少し、老年人口は30％

増加しており、高齢化への移行が顕著です。市

全体と比較してもおおむね同様の傾向となって

います。 

土

地

利

用 

・地区全体では都市的土地利用が

60.4％、自然的土地利用が39.6％を

占めています。 

・市街化区域（※）の中では、住宅・併用

住宅が全体の約37％を占め、次いで、

道路・鉄道が約16％、商業が約11％、

公共・文教厚生が約 8％となってお

り、この4つで市街化区域内の7割以

上を占めています。 

・市街化調整区域（※）では、農地が約

42％を占め、次いで原野・荒地が約

21％となっています。 

 

２ 地区別の都市づくりの方針 
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地区全体

市街化区域

市街化調整区域

住宅・併用住宅 商業 工業・運輸 公共・文教厚生 公園・公共空地

ゴルフ場 防衛施設用地 道路・鉄道 駐車場他 農地

山林 原野・荒地 水面・その他

※□：都市的土地利用 ／ □点線：自然的土地利用 

※巻末に市全体のデータを示した。 
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２－１－２ 住民意向                            

（1）住民意向調査における身近な都市施設整備の満足度 

住民意向調査における身近な都市施設整備の平成 24年度の満足度と 10年前の値を比較しました。 

意向調査項目 
平成 13年度 

【中央地区】 

平成 24年度 

【中央地区】 

平成 24年度 

【市全体】 

1．生活道路について 

①身近な生活道路の整備 35.4％ ↑37.1％ 37.7％ 

②歩行者、児童、自転車などへの安全対策 19.5％ ↓18.3％ 17.6％ 

③道路側溝などの整備 36.3％ ↓34.2％ 34.0％ 

2．公園や広場について 

①公園や広場までの距離 42.0％ ↑46.7％ 45.9％ 

②公園・広場の広さ 43.3％ ↓42.0％ 42.8％ 

③園内の緑や遊具、設備などの内容 29.3％ ↑34.2％ 34.0％ 

3．下水道整備について 

①下水道の整備状況 57.1％ ↑62.4％ 62.5％ 

②雨水の排水路の整備状況 43.5％ ↑48.3％ 45.6％ 

※満足度：住民意向調査における「満足」及び「やや満足」の合計     

※平成 13年から満足度が増加したものは「↑」、低くなったものは「↓」を示している     

（2）住民意見交換会、地区別懇談会における意見 

地区名 
日時・参加者数 

住民意見交換会 地区別懇談会 

・一中地区  平成 25年 
2月 5日（火）：37名 

平成 25年 
9月 19日（木）：26名 

・二中地区  2月 7日（木）：25名 10月 1日（火）：26名 
・四中地区  2月 19日（火）：18名 10月 3日（木）：19名 

 

土地利用について 道路・交通について 
・空き地が目立つので、集客のための活用をすべき（一中） 

・土浦イオン南側の市街化区域への編入（四中） 

・幹線道路の整備（二中） 

・中心市街地の渋滞解消（四中） 

・鉄道の東西交通網の充実 （一中） 

・安心・安全に歩ける歩行者主体のまちづくり（一中） 

・生活道路の整備（二中・四中） 

・防犯灯の設置（二中） 

・河川を活用した歩行者専用道路の整備（一中） 

・サイクリングロードの整備（二中） 

・自転車道の休憩施設の整備（一中） 

・公共交通システムの充実（二中） 

・霞ヶ浦医療センターへの公共交通整備（四中） 

・土浦駅、神立駅間の新駅の設置（二中） 

・土浦高架道の今後の利用（一中） 

・つくばエクスプレスの土浦駅までの延伸（四中） 

・霞ヶ浦への架橋（一中） 

水・緑・レクリエーションについて 

・霞ヶ浦の水質浄化（一中） 

・霞ヶ浦や湖岸用地の活用についての提案（一中） 

・観光都市となり得る、水辺、歴史、自然を組合わせた

散歩コースの形成（一中） 

・宍塚大池周辺の保全・活用（一中・四中） 

・新川の浄化対策（二中） 

・桜川の堆積物の除去（二中） 

・花室川の補修・整備（四中） 

・常名運動公園の整備（二中） 

・公園の整備・充実（二中） 

・中高津地区への公園設置（四中） 

・街路樹の整備・充実（四中） 

その他の都市施設・都市機能等 その他の意見や提案等 
・具体的なにぎわい創出策（一中） 

・地域の人が安心して消費生活をできるような問題解決

策（一中） 

・防災の強化や避難場所の見直し（二中） 

・排水対策（二中） 

・古い団地の住環境の保全（四中） 

・「日本一住みやすいまち」の具体性（一中） 

・将来の人口動態や年齢構成を考慮した都市計画（一中） 

・体験農業が可能な市民農園の整備（四中） 

・空き家対策（一中） 

・税金の軽減など直接的なメリットのある居住促進策（四中） 

・協働について（二中） 

・情報の速やかな開示（二中） 

・合併について（二中・四中） 

２．地区別の都市づくりの方針（中央地区） 
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２－１－３ 全体構想での中央地区の役割や位置づけ                               

中心市街地ゾーンを形成す

る、市の顔となる都心部と

しての地区づくり 

 

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地区づくりを行うために、都市機能の

集積を高めるとともに、定住促進などによるにぎわいの創

出が求められています。 

人々が憩い、交流する場と 

しての地区づくり 

 

本地区の土浦城址及びその周辺地区は、本市の歴史的・

文化的拠点としての環境整備が必要です。 

川口運動公園やその周辺地区については、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・整備が求めら

れています。 

桜川や花室川は「水の軸」として、また地区内に連なる

斜面林は「緑の骨格軸」として位置づけられており、保全

や活用が求められています。 

新たな拠点の形成 

 

宍塚大池周辺地区は、水辺空間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整備を行うとともに、これら

の自然環境に配慮しながら、地理的優位性や交通条件を活か

した適切な土地利用が図ることが求められています。 

真鍋地区は、病院跡地などの低・未利用地の活用や、沿

道型店舗の集積などを活かしたにぎわいのある地区づく

りが求められています。 

 

 図：中央地区の機能拠点の配置 
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２－１－４ 地区の課題                             

都心部の活性化 本市の都市づくりをリードする地区として、土浦駅周辺

地区に高い期待がある一方で、商業地としての魅力の低

下、居住者の減少といった課題を抱えており、新たな発展

を促進する施策の導入が必要です。 

 

新しい拠点との連携 土浦駅周辺の個別専門店などを中心とした商業機能や、

市役所をはじめとする公共施設などが集積した都心部と、

大規模集客施設をはじめとした多様な都市機能の立地を

図る高津地区や、病院跡地などの低・未利用地の活用や沿

道型店舗の集積を活かした真鍋地区などの新にぎわい拠

点、宍塚大池などの豊かな自然を踏まえ、つくば市との市

境付近に位置することを活かして宍塚地区に検討されて

いる研究・業務系拠点などとの間で、相乗効果を生み出す

連携が必要です。 

 

個性ある地区づくり 霞ヶ浦や桜川、新川、花室川などの水辺空間、斜面林や

ハス田などの緑の景観、土浦駅周辺の都市空間、土浦城址

周辺や旧真鍋宿などの歴史空間について、それぞれの魅力

を増進し、個性ある地区づくりを進めるための施策の具体

化が必要です。 

 

住宅地の環境改善 永国団地、天川団地、木田余や虫掛、神林の土地区画整

理事業地など、本地区には大規模な住宅団地が多くありま

すが、昭和 30年代から 40年代にかけて開発された団地で

は、高齢化が進み、買い物などへの利便性や、転居などに

よる空き家の増加などが課題となっており、改善のための

対策が必要です。 

 

 

 

 

 

  

２．地区別の都市づくりの方針（中央地区） 
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２－１－５ 地区の将来像と目標                      

（1）地区の将来像 

 

中央地区は、土浦駅周辺の中心市街地を核とする地区です。城下町として、また水運の

拠点として、古くから県南地域の中心としての役割を担ってきました。 

しかしながら、近年、商店街においては空き店舗が目立ち、さらに住宅地においても空

き家が増えるなど活力が低下しつつあります。 

このような地区の特性や課題に対して、本地区が持つ利点を活かしつつ、土浦駅前への

市役所の移転や市立図書館の新設をはじめとした新たな拠点や施設など市の核となる施設

の集積や機能強化を進め、これからも市全域をリードし続ける魅力ある地区づくりを推進

します。 

 

（2）地区の目標 

 

 

中心市街地は、本市のみならず、周辺都市の人々からも愛され、利用されるにぎわい

と魅力のあるまちを目指します。 

 

 

 

都市の魅力とともに、湖畔や河川に近いことによるうるおいや安らぎ、旧城下町とし

ての趣や、商都として発展してきた文化などを継承し、より高めるまちを目指します。 

 

 

 

利便性が高い地区であることを活かし、都心部での都市型居住の促進や、周辺部の計

画的な開発住宅地としての土地利用の誘導など、それぞれの住宅地において、高齢社会

にも対応できるより快適で暮らしやすいまちを目指します。 

 

 

 

 

多様な都市機能がコンパクトに集積した、 

魅力ある地区 

多様な人々が集い、心の通い合う活気のあるまち 

暮らしやすく、住み続けたいまち 

自然を感じ、歴史や文化に誇りと愛着の持てるまち 
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２－１－６ 主要な整備方針                           

（1）土地利用など 

① にぎわいのある市街地づくり                                  

・中心市街地は、関連機関との連携や役割分担のもとに、「中心市街地活性化基本計画」

などに基づく施策を推進し、多様な人々が集い、にぎわいと活力のある、質の高い地

区づくりを進めます。 

・土浦駅前北地区は、新図書館を核とした市街地再開発事業を進めます。 

・大和町北地区は、「土浦駅前西口周辺地区市街地総合再生計画」に基づいて低・未利

用地の適正な土地利用の誘導を行います。 

・土浦駅東口周辺地区は、湖岸と土浦駅西口周辺地区とを連結する地区として機能の充

実を図るとともに、「土浦駅東口周辺地区市街地総合再生計画」に基づき、民間開発

の誘導、支援を行うとともに、用途地域の見直しの検討などにより都市機能の再生を

図ります。 

・川口運動公園及びその周辺地区については、立地特性を活かした、より積極的な活用

を図るため、適切な土地利用の誘導を図るととともに、用途地域の見直しについても

検討します。 

・中央一丁目地区は、土浦駅と亀城公園との間に位置する特性を活かしたまちづくりを

行います。 

・新にぎわい拠点である高津地区は、大規模集客施設の集客力を活かした拠点性の維持・

向上を図ります。 

・土浦駅周辺の市街化調整区域（※）については、駅至近という立地特性を活かした土地

利用の有効活用を図るため、地区計画等の導入を検討します。 

・高津地区周辺は、無秩序な開発の防止のため、土地利用の規制・誘導策を検討します。 

・新にぎわい拠点である真鍋地区は、病院跡地や周辺の低・未利用地を活用するなど、

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の創出を目指します。 

・市道Ⅰ級 17号線（都市計画道路真鍋神林線延伸道路）沿道は、無秩序な開発を防ぐた

め、土地利用の規制・誘導を図ります。 

・空き店舗、空き地対策を早急に進め、都心部としての活力の再生を図ります。 
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② 歴史空間を活かした地区づくり                                  

・水・緑・憩いの拠点である土浦城址及びその周辺や、中城通りの町並みを活かすとと

もに、景観条例（※）や景観デザインマニュアルに基づく保全方策を推進しながら、ま

ちかど蔵、まちかどギャラリーを市民の交流ターミナルとして活用します。 

・歴史の小径整備事業により、趣のある歴史空間の整備を推進するとともに、積極的な

広報や観光マップの充実などにより、だれにでもわかりやすく、親しみのある歴史空

間の形成を図ります。 

・本市の歴史を今に伝える旧真鍋宿に現存する歴史的建築物などの保全・活用方策など

の検討を進め、本市の歴史のシンボルである土浦城址などとともに、来訪者の利便性

を高める環境整備を図ります。 

・水・緑・憩いの拠点としての位置づけもある宍塚大池周辺地区の一部は、水辺空間や

樹林地を有する自然環境を守りながら、上高津貝塚ふるさと歴史の広場との連携を図

り、自然・歴史の体験学習の場として保全・活用を図ります。 

 

③ 魅力を補完し回遊性のある地区づくり                                  

・中心市街地における公共公益施設の活用や、歴史的な町並みを散策できるまち、利便

性の高い大型商業施設が立地する高津地区、真鍋地区のまちづくりなどそれぞれの街

の特長を活かし、公共交通機関などにより連携させることで、それぞれを本市の魅力

ある拠点として楽しめる回遊性の高いまち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。 

 

④ 都心居住の推進による生き生きと暮らせる地区づくり                                  

・利便性の良さを活かし、低・未利用地を活用して、建物の共同化を図り、様々な世代

が暮らせる都市型住宅の立地を進めることにより、都心居住の推進を図ります。 

・土地の高度利用を促進しながら、二世代住宅や福祉住宅などの供給を図ることにより、

居住機能の充実を図ります。 

  

⑤ 本市とつくば市との間にある利便性を活かした地区づくり                                  

・研究・業務系拠点としての位置づけもある宍塚大池周辺地区の一部は地理的優位性を

活かした複合的な機能を有する地区として、新たな拠点の形成を検討します。 

・虫掛地区は、すでに土地区画整理事業により基盤が整備されており、都市計画道路真

鍋神林線の延伸により、真鍋地区とつくば市を結ぶ地区に位置することから、市街化

区域（※）への編入などの検討を行います。 
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（2）道路・交通体系 

① 安心して歩ける地区づくり                                  

・市街地環状道路（※）の整備により、地区内への通過交通の抑制を図ります。 

・都心部は観光客など多くの人が集散する地区であることから、優先的に歩道の段差解消、

スロープの設置など、バリアフリー（※）に配慮した歩行者動線の確保を推進します。 

・安全で快適に車や歩行者、自転車が通行できるように、道路機能の分化を検討します。 

・教育施設が集積している地区でもあり、住宅地の中の道路など、生活道路（※）につい

ては、通学路を優先しながら、歩行者の安全性や利便性の向上に努めます。 

・不特定多数の人々が集散する地区であることから、必要に応じて防犯カメラの設置な

どを行い、安心できるまちづくりに努めます。 

 

② 都市空間・水辺空間・歴史空間が連携した地区づくり                                  

・ＪＲ常磐線をはさむ東西間の一体化を高めるため、土浦駅の東西を連絡する動線の整

備について検討します。 

・霞ヶ浦湖岸沿いをはじめ、各河川などを活かした水の回廊の整備とともに、歴史・都

市・水辺空間を連続して回遊する歩行者・自転車系ネットワークの形成を図ります。 

 

③ 体系的な道づくり                                  

・都市計画道路土浦駅北通り線は、土浦駅前北地区の再開発と併せ、拡幅や駅西広場の

動線などを検討しながら整備を行います。 

・都市計画道路真鍋神立線は、大型車などの交通量が多いにも関わらず幅員が狭いこと

から、地区住民の理解と協力を得ながら整備を促進します。 

・都市計画道路宍塚大岩田線は、市街地環状道路（※）を形成する道路であるため、早期

整備を促進します。 

・都市計画道路荒川沖木田余線は、市街地環状道路として国道 6 号を補完するとともに、

他市との広域幹線道路でもあるため、全線 4車線化に向けて整備を促進します。 

 

（3）水・緑・レクリエーション 

① 水辺空間を活かした地区づくり                                  

・土浦港、川口運動公園周辺、港町など、霞ヶ浦に面する施設、地区を遊歩道、自転車

道などで連絡し、自然を感じながら親しめる水・緑・憩いの拠点の形成を図ります。 

・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）の連結や休憩所などの整備を行うとともに、地区内の自転車系ネット

ワークと接続することによって、広域からの自転車でのアクセスに対応し、広域的な

自転車ネットワークの拠点となる地区の形成を図ります。 
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② 水や緑の憩いの場づくり                                  

・霞ヶ浦に面した公園整備など、特色ある憩いの場の整備を図ります。 

・桜川、新川、花室川の水質浄化を推進するとともに、桜並木の充実や水辺に親しめる

憩いの場の整備を図ります。 

・水辺空間を活用した（仮称）赤池公園や水と緑の里公園の整備を推進します。 

・連続する斜面林の保全方策や、宍塚大池、河川など水と緑の連続性のある一体的な活

用方策について検討します。 

・多様なスポーツ活動が可能となるよう、市民運動広場の機能拡充を図ります。 

・市街地にうるおいと憩いを与えるポケットパークや地域住民が管理することを前提と

したプチ原っぱ（※）の整備を推進します。 

・生け垣の設置や、建築物の屋上緑化促進などにより、市街地の緑化を図り、環境にや

さしい地区づくりを地区住民・事業者・行政の協働で進めます。 

・真鍋のサクラは、市民の財産として維持管理に努め、次の世代に引き継ぎます。 

 

（4）その他の都市施設・都市機能など 

① 公共公益施設の機能充実による市の核となる地区づくり                                  

・駅前への市役所の移転や、市立図書館の新設をはじめ、亀城プラザ、市民会館などの

機能強化・充実と利便性の向上に努め、市の核となる機能が充実した地区づくりを進

めます。 

・集積する公共公益施設へのアクセスなどの利便性の向上に努め、より暮らしやすい環

境づくりを推進します。 

・小・中学校、高等学校、短期大学、大学等の教育施設などが集積している地区の特性

を活かし、地域開放や、地域密着型の学習の場の提供など、協働のまちづくりを進め

ることにより、市民の手による地区づくりを展開します。 

・地区公民館など、地区住民を対象とした都市施設の機能の充実を図ります。 

 

② 眺望景観が美しい地区づくり                                  

・「土浦市かわまちづくり計画」（※）などにより霞ヶ浦や桜川など河川沿いを中心とした、

自然環境を活かしたまちづくりを進めます。 

・台地部から見える良好な眺望景観の保全を図ります。 
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図：中央地区都市計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：土浦広域都市計画図 
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２－１－７ 中央地区の地域生活拠点の形成方針                                

（1）中央地区の地域生活拠点の連携 

・中央地区は、「一中地区」、「二中地区」、「四中地区」の 3つの中学校区によって

構成されています。 

・一中地区の地域生活拠点における都市機能は、都心部を構成するそれらと重複するた

め、日常生活上必要な機能については、ほぼ充足しています。 

・二中地区の地域生活拠点は、地区の中でも比較的多くの商業施設などが立地している

土浦市民会館周辺を設定します。当地域生活拠点内の都市機能には、にぎわい拠点を

構成するそれらと重複するため、日常生活上必要な機能については、ほぼ充足してい

ます。 

・四中地区の地域生活拠点は、住宅団地に囲まれ、地区の中でも比較的商業、サービス

施設などが立地している天川団地入口交差点付近を設定します。周辺の住宅団地の住

民の利便施設が点在していますが、より充実した買い物などについては、新にぎわい

拠点である高津地区や都心部との連携が必要となります。 

 

図：中央地区地域生活拠点など連携のイメージ 
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（2）一中地区地域生活拠点 

土浦駅西口の商業地を中心としたエリア（都心部）                                  

◆ 概況                                         

・都心部は、一中地区に住む住民の地域生活拠点でもあります。 

・都心部には、いろいろな都市機能が集まり便利である一方で、居住者にとっては、日

常の食料品を買う店が少なく、また、周辺道路が混雑するなど不便な面もあります。

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。 

◆ 便利な拠点づくり                                 

・今後さらに都心居住の推進を図る上では、暮らしの場としても快適であることが必要

であるため、衣料や雑貨などだけでなく、食料品など日常生活に必要な日用品につい

ても地区内で購入できるようにバランスの取れた店舗展開が可能な土地利用の誘導を

図ります。 

・一中地区公民館など、地区を対象とした施設の充実を図ります。 

◆ にぎわいのある拠点づくり                                  

・「中心市街地活性化基本計画」や「まちなかグランドデザイン」に基づき、市役所の

移転、市立図書館の建設、西口広場の整備などをはじめ、亀城モールの整備、大和町

北地区、中央一丁目地区の民間活力を活用した商業・居住機能の誘導など、都市空間

と亀城公園を中心とした歴史空間を結び、調和した、土浦市ならではの特徴を持つに

ぎわいのある拠点づくりを目指します。 
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◆ 安心・安全な拠点づくり                                         

・バリアフリー（※）基本構想に基づき、通学路をはじめとした主な生活道路（※）の歩行

者環境の充実など、人にやさしいまちづくりに努めるとともに、地区の中心にふさわ

しい美しい街路づくりを進めます。 

・駅に近く幹線道路の渋滞時には、う回路として生活道路が利用されかねないことや、

街歩きを楽しむ観光客が多い地区であることなどから、幹線道路に囲まれた街区につ

いては、速度制限や一方通行化など通過交通の抑制策を関係機関と協議し、対応を図

ります。 

・災害時に避難場所として利用される小・中学校や大規模な公園については、「土浦市

地域防災計画」に基づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

・不特定多数の人が行き来する地区であるため、防犯灯の設置などを進め、住民の協力

のもとで、安全な地区づくりに努めます。 

・古くからの市街地であり利便性も高いため、密集した状態の住宅地も点在しています。

これらの地区については防災面も併せて、良好な住環境の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
土浦駅周辺 

 
中城通り 

 
土浦港周辺 
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（3）二中地区地域生活拠点 

土浦市民会館周辺を中心としたエリア                                         

◆ 概況                                         

・二中地区については、土浦市民会館周辺のエリアを地域生活拠点としてとらえます。 

・新にぎわい拠点でもあり、広域を対象とする施設・機能が日常生活に必要な機能も兼

ねています。 

・土浦協同病院の移転などによる施設や駐車場の跡地の有効利用が課題となっています。 

・広域を対象とした商業施設の誘致や公共交通機関の充実などにより、都心部との回遊

性を高めるとともに、地区住民を対象とした施設の誘致や配置にも配慮します。 

◆ 新たな土地利用の展開                                 

・移転予定の土浦協同病院やその駐車場の跡地など、比較的大規模な低・未利用地が点

在しているため、これらの土地利用の適切な規制・誘導を図ることによって、新たな

にぎわいを生み出す拠点の形成を図ります。 

・新にぎわい拠点としての機能充実に伴い、市全体の都市構造や都心部との調和に配慮

しながら、用途地域の見直しや地区計画の変更についても検討を進めます。 

◆ 利便性を活かした拠点の形成                                  

・拠点内の幹線道路には、多くのバス停が設置されており、地区内外からのアクセスが

容易であることから、商業機能などを高め、にぎわいある拠点の形成を図るとともに、

都心部との連携を強化し、行政機能や高次都市機能などを補完します。 

・拠点内を横断する広域自転車道と接続する歩行者・自転車のネットワークの構築を図

り、アクセスしやすい拠点の形成を目指します。 

・都市計画道路真鍋神林線の西側への延伸整備を行い、新治地区やつくば市との連携に

よる利便性の強化を図ります。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                         

・真鍋小学校、第二中学校、土浦第一高等学校など学校が比較的近くに点在しているこ

とから、通学路や旧水戸街道などを中心に、地域住民との協働でバリアフリー（※）化

や通学路の安全の確保などに努めます。 

・都市計画道路真鍋神立線の整備については、周辺の学校などにも配慮して、歩行者や

自転車が安心して通行できる、人にやさしい道づくりに努めます。 

・災害時に避難場所として利用される学校については、「土浦市地域防災計画」に基づ

き、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。これらの地区については防災面も

併せて、良好な住環境の確保を図ります。 

  

 
都市計画道路真鍋神林線 

 
土浦市民会館 

 
真鍋小学校 
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（4）四中地区地域生活拠点 

天川団地入口交差点から三番橋にかけての沿道を中心としたエリア                                                   

◆現況                                         

・四中地区については、天川団地入口交差点から三番橋にかけての沿道を中心としたエ

リアを地域生活拠点としてとらえます。 

・天川団地や永国団地、パークシティ土浦など大規模な住宅地に比較的近く、都市計画

道路大和上高津線や中高津中貫線の沿道には、これらの住宅地の住民を対象とした商

業施設などの立地が多く見られます。 

◆ 便利な拠点づくり                                 

・施設の集積や地域住民のアクセスのしやすさを考慮して、バス停の配置などについて

も関係機関に働きかけます。 

◆ 安全な拠点づくり                                  

・拠点内の主要な道路である都市計画道路（※）については、歩道の段差の解消など人に

やさしい道づくりに努めるとともに、住民の協力のもとで、街路樹などが整った、地

区の中心にふさわしい美しい道路づくりを進めます。 

・エリア内の生活道路（※）についても、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を

高めるため、地域住民との協働でバリアフリー（※）化や見通しの確保などに努めま

す。 

・第四中学校周辺のスクールゾーンや利便施設が多く集まる地区については、速度制限

や一方通行化など通過交通の抑制策を関係機関と協議し、対応を図ります。 

・災害時に避難場所として利用される学校については、「土浦市地域防災計画」に基づ

き、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

◆ 連携する交通網の整備                                         

・公共交通機関などにより、この地域生活拠点と都心部さらには、新にぎわい拠点であ

る高津地区との連携を強化し、商業機能や高次都市機能などを補完します。 

 

 

 

  

 
都市計画道路大和上高津線 

 
四中地区公民館 

 
パークシティ土浦 
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２－２  北部地区                               

２－２－１  北部地区の概要                                 

概

要 

・市域の北東に位置し、ＪＲ常磐線神立駅を含む本市の北の

拠点を形成しています。 

・東や北は、かすみがうら市との市境であり、南は霞ヶ浦に

面しています。 

・霞ヶ浦に面した南には新川や境川があり、北には天の川が

あります。 

・低地と台地の境には斜面林が連なっています。 

・神立市街地には大規模な工場が多く立地しており、県営や

市営の団地や共同住宅が立地しています。 

・土地区画整理事業によって形成されたおおつ野地区には、

総合病院である土浦協同病院の立地が予定されています。 

・都市計画道路土浦新治線が開通し、北部地区の東西を結び、

土浦北ＩＣにつながる主要な幹線道路となっています。 

位

置

図 

 

人

口 

・ 

世

帯 

・平成12年からの10年間では、人口はほぼ

横ばいですが、世帯数は増加しています。 

・平成 22年の 3 区分の人口構成では、幼年

人口（15 歳未満）が約 15％、生産年齢人

口（15歳以上65歳未満）が約65％、老年

人口（65 歳以上）が約 20％と、生産年齢

人口が大きな割合を占めています。 

・3区分の人口の 10年間の変化では、幼

年人口と生産年齢人口が 8～11％減少

し、老年人口は 57％と大幅に増加して

おり、高齢化への移行が非常に顕著で

す。市全体と比較してもおおむね同様

の傾向となっています。 

土

地

利

用 

・地区全体では都市的土地利用が

39.3％、自然的土地利用が 60.7％

を占めています。 

・市街化区域（※）の中では、工業・運

輸と住宅・併用住宅がそれぞれ全

体の約 26％を占め、次いで道路・

鉄道が約 12％、農地が約 9％とな

っており、この 4 つで市街化区域

内の 7割以上を占めています。 

・市街化調整区域（※）では、農地が約

49％を占め、次いで山林が約 16％

となっています。 

 

 

 

※□：都市的土地利用 ／ □点線：自然的土地利用 

※巻末に市全体のデータを示した。 
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２－２－２ 住民意向                                 

（1）住民意向調査における身近な都市施設整備の満足度 

住民意向調査における身近な都市施設整備の平成 24年度の満足度と 10年前の値を比較しました。 

意向調査項目 
平成 13年度 

【北部地区】 

平成 24年度 

【北部地区】 

平成 24年度 

【市全体】 

1．生活道路について 

①身近な生活道路の整備 28.7％ ↑32.5％ 37.7％ 

②歩行者、児童、自転車などへの安全対策 17.1％ ↓12.3％ 17.6％ 

③道路側溝などの整備 27.4％ ↑28.2％ 34.0％ 

2．公園や広場について 

①公園や広場までの距離 34.1％ ↓32.5％ 45.9％ 

②公園・広場の広さ 32.3％ ↑35.0％ 42.8％ 

③園内の緑や遊具、設備などの内容 22.0％ ↑28.2％ 34.0％ 

3．下水道整備について 

①下水道の整備状況 55.5％ ↑57.7％ 62.5％ 

②雨水の排水路の整備状況 37.8％ ↓35.0％ 45.6％ 

※満足度：住民意向調査における「満足」及び「やや満足」の合計    

※平成 13年から満足度が増加したものは「↑」、低くなったものは「↓」を示している    

（2）住民意見交換会、地区別懇談会における意見 

地区名 
日時・参加者数 

住民意見交換会 地区別懇談会 

・五中地区  平成 25年 
2月 14日（木）：21名 

平成 25年 
10月 8日（火）：24名 

・都和中地区  2月 13日（水）：21名 10月 10日（木）：14名 

 

土地利用について 道路・交通について 
・農地付きの宅地などによる展開（都和中） 

・都和地区に開発計画を（都和中） 

・幹線道路のネットワーク化（五中） 

・幹線道路の渋滞対策と生活道路内の通過交通の排

除（都和中） 

・生活道路の整備・充実（五中） 

・通学路・生活道路の安全性の向上（都和中） 

・アクセスしやすい魅力的な施設の立地（都和中） 

・つくばりんりんロードへの公共交通の導入（五中） 

・都心部やにぎわい拠点への公共交通の充実（都和中） 

・つくばエクスプレスの土浦駅までの延伸（都和中） 

水・緑・レクリエーションについて 

・霞ヶ浦の活用 （五中） 

・常名運動公園の整備（都和中） 

・身近な公園の整備・充実（都和中） 

その他の都市施設・都市機能等 その他の意見や提案等 
・おおつ野地区への様々な都市機能の導入（五中） 

・上大津東小学校の増設（五中）  

・県の施設の誘致（五中） 

・下水道・排水路の整備（都和中） 

・農業地域の位置づけや将来像（五中） 

・産業の活性化（五中） 

・つくば市との合併（五中） 
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２－２－３  全体構想での北部地区の役割や位置づけ                      

本市の北の拠点、隣接市と

の交流拠点としての地区づ

くり 

隣接するかすみがうら市との連携を図りながら、土地区

画整理事業などによる都市基盤の整備を進め、駅東西間の

一体化の促進や、商業・業務、居住などの多様な都市機能

を持つ本市の北の拠点としてふさわしい市街地の整備が

求められています。 

工業、農業、研究・業務な

ど多彩な産業の発展に寄与

する地区づくり 

土浦・千代田工業団地をはじめ、大規模な工場が多く立

地しているほか、茨城県霞ケ浦環境科学センターが立地す

るなど、世界から人々が訪れる施設が多く立地していま

す。また、農業においてもれんこん、果樹、花きなど特色

ある農業が行われています。 

これらの集積を活かして、市の産業を牽引する特徴ある

地区づくりが求められています。 

総合病院が立地することに

伴う新たな拠点の形成 

おおつ野東部地区に、広域を対象とした土浦協同病院の

立地が決まり、当該地区の役割が、工業系用途だけでなく、

医療・福祉系の用途も含めた新たな研究・業務系の拠点と

しての用途へと変わってきました。 

また、病院の立地に伴い、広域からの速やかなアクセス

が可能となる道路の整備推進が必要です。 

 

図：北部地区の機能拠点の配置 
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２－２－４  地区の課題                              

広域拠点にふさわしい神立

駅周辺の整備 

神立駅周辺は、工業団地内に立地している国際的な知名

度を持つ企業や、茨城県霞ケ浦環境科学センターなどの研

修施設、また今後立地する土浦協同病院など、広域からこ

れらの施設へアクセスする人々の玄関口でもあるため、地

域住民のためだけでなく、これら広域からの来訪者をも対

象とした、広域拠点にふさわしい整備が必要です。 

また、駅周辺の住宅地は、狭あい道路が多く交通の安全

性や利便性に問題があるだけでなく、火災や地震などの災

害時にも問題があるため、駅周辺の土地区画整理事業や都

市計画道路（※）などの整備に引き続き、都市基盤の整備・

誘導を図っていくことが課題です。 

産業・業務機能の充実・強化 おおつ野東部地区は、大区画の宅地造成と準工業地域の

用途地域指定により、工業系の土地利用を誘導してきまし

たが、この地区に広域を対象とした土浦協同病院の立地が

決まったことから、今後、周辺に関連する医療・福祉系の

施設の立地も予想されます。また、近接した地区に茨城県

霞ケ浦環境科学センターが立地していることから、環境関

連の企業・研究所の立地も考えられます。したがって、こ

れらのポテンシャルを最大限に活用できるように、適切な

土地利用の規制・誘導を図っていくことが必要です。 

また、土浦・千代田工業団地などの既存の工業団地がす

でに飽和状態であることから、企業の規模の拡大や関連企

業の立地などに対応できるように、新たな用地の検討も必

要です。 

特色ある農業の振興と斜面

林・平地林・ハス田の保全 

れんこんのほか、花きや果樹の生産、販売などの総合的

な振興対策を図りながら、近隣市町の観光施設などとの連

携による特色ある農業を活かした地区づくりが必要です。 

緑の骨格軸となる斜面林の保全、霞ヶ浦湖岸のハス田や

集落地が一体となった良好な田園景観、霞ヶ浦、境川、天

の川、鶴沼などの水辺空間などの保全・活用が必要です。 

常名運動公園の早期整備 市民のスポーツ・レクリエーション、健康維持、余暇活

動などの多様な需要に対応する緑と憩いの拠点として、だ

れもが楽しめる常名運動公園の整備推進が必要です。 
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２－２－５ 地区の将来像と目標                      

（1）地区の将来像 

 

北部地区は、土浦市の北の拠点である神立駅周辺を中心とした神立副都心を核としなが

ら、東南は霞ヶ浦に面する広大なハス田、北西は筑波山麓に至る様々な顔を持つ地区です。 

地区内には、土浦・千代田工業団地、土浦北工業団地などの工業団地をはじめ、大規模

な工場が多く立地し、本市の工業を牽引する役割を担っています。 

また、市内で最も新しい住宅地であるおおつ野地区や、霞ヶ浦の研究拠点である茨城県

霞ケ浦環境科学センターなども立地しており、さらに、おおつ野東部地区に全国有数の医

療機能を持つ土浦協同病院の整備が進められています。 

このような地区の特性を踏まえて、都心部の商業機能などとの連携を図りつつ、北部地

区の持つ工業、環境・研究、医療、特徴ある農業などを活かした活力ある職住近接の地区

づくりを推進します。 

 

（2）地区の目標 

 

 

 

既存の大規模な工場群を中心とした工業や、れんこんなどの特徴ある農業、土浦協同

病院を中心とした医療、茨城県霞ケ浦環境科学センターを中心とした環境・研究など、

地域に立地する特徴ある機能がそれぞれに発展するとともに、相互に交流・連携し、新

たな活力が生まれるまちを目指します。 

 

 

 

斜面林やハス田、果樹などの緑が多く、雇用の場となる産業も充実している地区であ

ることから、道路や公園などの都市基盤や公共施設、店舗などの生活環境の充実を図り、

職住近接の暮らしやすいまちを目指します。 

 

 

  

工業・農業など本市の特徴ある産業を有し、     

医療拠点を持つ活力ある地区 

工業・農業や医療、環境などが融合し、新たな成長が期待されるまち 

自然と都市、職場と住居が近接する快適に暮らせるまち 
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２－２－６  主要な整備方針                            

（1）土地利用など 

① 活力のある地区づくり                                                  

・神立駅周辺地区は、本市の北の拠点、隣接市との広域的な核として、多様な都市機能

を強化・導入し、質の高い市街地の形成を進めます。 

・神立駅及びその周辺においては、ＪＲ常磐線をはさんで東西を連絡する橋上化や東西連

絡通路の設置とともに、西口の土地区画整理事業の推進や、東口の駅前広場、道路など

の都市基盤整備を進め、広域的な拠点の玄関口にふさわしい駅の形成を図ります。 

・工業拠点としての土浦・千代田工業団地や土浦北工業団地は、本市の産業発展に寄与

する地域として、操業環境のさらなる充実・強化に努めます。 

・土浦北ＩＣ周辺地区は、広域交通網を活かした流通業務機能の立地・集積を検討します。 

・県営住宅や市営住宅などが立地している都和三丁目地区については、地域の状況に合

った計画的な市街地の維持を図るため、市街化区域（※）への編入について検討します。 

・研究・業務拠点としての職・住近接型のおおつ野東部地区は、土浦協同病院の立地に

伴い、これに連携する機能の充実・強化を図ります。 

・れんこん、果樹、花きなど特色ある農業の総合的な振興を図ります。 

・霞ヶ浦湖岸に広がるハス田は、良好な景観の保全、観光資源としての活用を図ります。 

・今泉地区、粟野地区などにおいては、農業を振興しながら、花き、果樹を活かした観

光農園や市民農園（※）の整備により、観光や都市住民との交流の場などを創出し、地

域特性を活かした地区の活性化を図ります。 

 

② 歴史空間を活かした地区づくり                                                  

・板谷地区の旧水戸街道沿道に残る松並木の保存を図るとともに、街道の雰囲気を創出

する施策の導入について検討します。 

・旧中貫宿周辺については、歴史的建築物などの調査、発掘を行いながら、田園環境と

調和し、風土に適した落ち着きのある景観を保つ地区づくりを進めます。 

・集落地内の歴史資源や周辺の景観を一体的にとらえ、趣のある集落景観の保全を図り

ます。 

 

③ 総合病院立地を契機とした新たな拠点づくり                                                  

・おおつ野東部地区は、土浦協同病院が立地することを踏まえて、周辺の自然環境や住

環境との共生を前提に、土地利用の見直しを含めて関係機関、地区住民と協議しなが

ら、医療や環境などの新しい産業や研究などに携わる企業誘致を推進します。 
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④ 防災面に配慮した緑地の配置                                                  

・工業団地周辺は、事業者などと協力しながら、防災上重要な緑地帯の配置を促進します。 

 

（2）道路・交通体系 

① 体系的な道づくり                                                  

・かすみがうら市との連携を強化する広域交通ネットワークを計画的かつ体系的に整備

し、市内・地区内の交通利便性の向上を図ります。 

・都市計画道路真鍋神立線及び神立停車場線、木田余神立線の早期整備を促進し、神立

駅周辺地区の体系的な道路整備を図ります。 

・ＪＲ常磐線をはさむ東西の地域を円滑に移動することができるように、踏切の改善な

どを図ります。 

・神立地区とおおつ野地区を結ぶ市道Ⅰ級 42号線（都市計画道路田村沖宿線延伸道路）

の整備を図ります。 

・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）との接続により広域的な湖岸の利活用を図ります。 

 

② 安心して歩ける地区づくり                                                  

・幹線道路網の計画的な整備による生活空間への自動車の流入抑制、ＪＲ常磐線東西地

区間の連絡、回遊性のある道路環境の整備など、安全で快適に暮らせる地区づくりを

進めます。 

・生活道路、特に通学路については、児童・生徒の安全の確保を優先し、道路の拡幅、

歩道の確保、段差の解消、自転車レーンの確保や、ガードレール・防犯灯などの交通

安全施設の充実などの対策を地区住民と協働で検討し、安心・安全な道づくりを推進

します。 

・狭あい道路、危険な交差点、渋滞箇所などの問題点については、沿道住民の理解と協

力のもとで、その改善を図ります。 

・車両の通行が多い危険な道路については、安全性を高める交通ルールの導入を関係機

関と協議しながら検討します。 

 

③ 身近な足となる公共交通の運行                                                  

・おおつ野東部地区への土浦協同病院移転に伴い、新規バス路線の開設を関係機関と連

携しながら検討し、当該医療施設及びおおつ野地区などへのアクセスの向上を図りま

す。 

・デマンド型交通について、関係機関と連携しながら、当該公共交通の乗車促進及び高

齢者の移動の円滑化を図ります。 

・既存バス路線について、関係機関と協議しながら、当該路線の維持確保に努めます。 
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（3）水・緑・レクリエーション 

① 水や緑の憩いの場づくり                                                  

・市民のスポーツ・レクリエーション、健康維持、余暇活動などの多様な需要に対応す

る緑と憩いの拠点として、だれもが楽しめる常名運動公園の整備を推進します。 

・県道潮来土浦自転車道線（※）（霞ヶ浦自転車道）の整備に併せ、眺望景観を楽しめるポ

ケットパークの設置を促進します。 

・身近な公園の確保を図るとともに、既設の公園や緑地について、施設の有効活用、機

能充実、園内樹木などの適切な維持管理を地区住民との協働により推進します。 

・鶴沼の多様な植物を保存しながら、親水空間の確保を地区住民・関係機関との協働に

より推進します。 

・明神池は、地区の貴重な水辺空間として、安全性などに配慮しながら、周辺の樹林地

とともに憩いの場としての活用について検討します。 

・天の川は水質浄化を推進するとともに、河川沿いに遊歩道の整備を行うなど、田園景

観を眺めながら水に親しみ、憩うことができる場所としての整備を図ります。 

・境川、中貫都市下水路、神立菅谷雨水幹線などは、その機能を確保しながら、遊歩道

の併設や憩いの場・散策の場などとしての活用について検討します。 

・斜面林や樹林地、谷津田などを急傾斜地などの安全性確保を優先しながら保全に努め、

憩いの場などとして活用を図ります。 

 

② 体験の場としての緑の活用                                                  

・霞ヶ浦、境川、鶴沼、明神池などの自然環境やハス田をはじめとする農地などの田園

環境を保全しながら、人と自然と農業、人と人との交流の場などとして活用し、ふれ

あいのある地区づくりを進めます。 

・休耕田を市民農園（※）や体験農場として整備し、子どもたちの自然体験・学習の場と

しての活用を図ります。 

 

（4）その他の都市施設・都市機能など 

① 生活関連施設の充実                                                  

・上大津公民館や都和公民館など既存の公共施設の機能充実を図りながら、ふれあいと

連帯感のある地域コミュニティの形成を推進します。 

・農村部では、状況に応じて、公共下水道の整備及び農業集落排水への接続を推進する

とともに、高度処理型合併処理浄化槽（※）についても、その普及を促進し、生活環境

の向上を図ります。 

  

２．地区別の都市づくりの方針（北部地区） 
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② 眺望景観が美しい地区づくり                                                  

・急傾斜地の安全性確保などを優先しながら、緑の骨格軸となる斜面林の保全、霞ヶ浦

湖岸地区のハス田や集落地が一体となった良好な田園景観を構成する樹林地、谷津田

などの保全を図るとともに、美しい眺望景観を有する観光スポット・憩いの場として

の整備について検討します。 

 

③ 茨城県霞ケ浦環境科学センターの地区づくりへの活用                                                  

・茨城県霞ケ浦環境科学センターの有する環境学習、環境教育、自然体験などの多様な

機能を積極的に活用し、地区の子どもたちの学習や地域活動・交流の場として、地区

づくりに活かします。 

 

④ 霊園の整備と維持管理                                                  

・今泉霊園は、需要に応じた整備と適切な維持管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

子どもたちの学習や地域活動・交流の場 

（茨城県霞ケ浦環境科学センター） 
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２．地区別の都市づくりの方針（北部地区） 
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図：北部地区都市計画図 

出典 ：土浦広域都市計画図 

  

２．地区別の都市づくりの方針（北部地区） 
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２－２－７ 北部地区の地域生活拠点の形成方針                      

（1）北部地区の地域生活拠点の連携 

・北部地区は、「五中地区」、「都和中地区」の 2つの中学校区によって構成されてい

ます。 

・五中地区には、主に神立駅周辺の神立副都心を中心とした神立市街地とおおつ野地区

の 2つの市街地が存在しているため、それぞれの市街地に対応した「神立地区地域生

活拠点」と「おおつ野地区地域生活拠点」の 2つの地域生活拠点を設定しました。 

・神立地区地域生活拠点における都市機能は、神立駅周辺の副都心を構成するそれらと

重複する部分が多いものの、高度な医療機能については、土浦協同病院を有するおお

つ野地区との連携が必要になります。 

・おおつ野地区地域生活拠点は、まだ市街地が形成されはじめた段階であり、医療機能

以外については、当面は神立地区生活拠点との連携が必要となりますが、市街地の成

熟にしたがって、徐々に機能の拡充を促進します。 

・都和中地区地域生活拠点は、市役所都和支所を中心とした地域とし、国道 125号沿道

に利便施設が点在していますが、より充実した買い物などは都心部・副都心、あるい

は新にぎわい拠点である高津地区との、また高度な医療機能についてはおおつ野地区

地域生活拠点との連携が必要となります。 

 

図：北部地区地域生活拠点など連携のイメージ 
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（1）神立地区地域生活拠点 

神立副都心を中心としたエリア                                                   

◆ 概況                                         

・五中地区の北部については、神立駅周辺の神立副都心を中心とするエリアを地域生活

拠点としてとらえます。 

・かすみがうら市と接し、周辺には大規模な工場が多く立地しているため、多くの人が

神立駅を利用しますが、道路など周辺の都市基盤が脆弱であり、現在、「神立駅地区

再生計画」に基づき駅の橋上化や土地区画整理事業による整備が行われています。 

◆ 交通結節点にふさわしい拠点づくり                                 

・都市計画道路（※）整備や「神立駅地区再生計画」に基づく駅周辺機能の充実に努め、

安全で、利便性の高い、北部拠点の玄関口にふさわしい拠点づくりを進めます。 

・交通結節点であることを活かした、にぎわいのある地域づくりを図ります。 

・駅の東西間の利便性を高め、一体性のあるまちづくりを行います。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                  

・「土浦市バリアフリー基本構想」に基づき、神立駅西口周辺の生活道路（※）を中心に、

バリアフリー（※）化を推進します。 

・幹線道路の整備を推進し、拠点内の交通の適切な整序を図るとともに、神立小学校周

辺などの地区については、速度制限や一方通行化など通過交通の抑制策を関係機関と

協議し、対応を図ります。 

・エリア内の生活道路は、見通しが悪く、狭あいな道路が多いため、通学路を優先しな

がら、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を高めるとともに、地域住民の協

力のもとで、道路幅員の拡幅や見通しの確保などに努めます。 

・台地に切れ込む谷筋などに多く見られる土砂災害警戒区域については、住民への周知

を図るとともに、計画的な改善を進めます。 

・災害時に避難場所として利用される小学校や大規模な公園については、「土浦市地域

防災計画」に基づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

◆ 連携する交通網などの整備                                         

・神立駅は、おおつ野東部地区に立地が予定されている土浦協同病院の最寄り駅でもあ

るため、神立市街地とおおつ野地区地域生活拠点を結ぶ道路や公共交通機関などの整

備を進めることにより、両拠点の連携強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 
 

神立駅 
 

 都市計画道路中貫白鳥線 
 

土浦・千代田工業団地 

２．地区別の都市づくりの方針（北部地区） 
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（3）おおつ野地区地域生活拠点 

おおつ野地区を中心としたエリア                                                   

◆ 概況                                         

・五中地区の東部については、おおつ野地区を中心としたエリアを地域生活拠点として

とらえます。 

・おおつ野地区は土地区画整理事業により整備され、中心を縦貫する都市計画道路田村

沖宿線より西が住宅系、東が産業・業務系の用途地域になっています。 

・現在は住宅の立地が先行し、産業・業務系の立地が遅れていましたが、平成 27年度の

開院に向けて、日本有数の医療機能を持つ土浦協同病院の建設が進められています。 

・近接する地域には、茨城県霞ケ浦環境科学センターが立地し、霞ヶ浦などの環境につ

いての調査・研究・学習・市民活動支援の拠点として多くの人を集めています。 

◆ 日常生活にも便利な拠点づくり                                         

・茨城県霞ケ浦環境科学センターや土浦協同病院など広域を対象とした機能により整備

される交通網や集まる人々を、地域の利便性や活性化にも寄与できるようなまちづく

りを検討します。 

・五中地区東部の拠点として、周辺の地域とのアクセス強化や施設の立地誘導を促進し

ます。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                         

・拠点内の主要な道路である都市計画道路田村沖宿線については、歩道の段差の解消な

ど人にやさしい道づくりに努めるとともに、住民の協力のもとで、街路樹などが整っ

た、地区の中心にふさわしい美しい道路づくりを進めます。 

・エリア内の生活道路（※）についても、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を

高めるため、地域住民との協働でバリアフリー（※）化などに努めます。 

・おおつ野西部地区を主とした住宅地については、速度制限やハンプの設置など通過交

通の抑制策を関係機関と協議し、対応を図ります。 

・台地に切れ込む谷筋などに多く見られる土砂災害警戒区域については、住民への周知

を図るとともに、計画的な改善を進めます。 

・災害時に避難場所として利用される小・中学校については、「土浦市地域防災計画」

に基づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

  

２．地区別の都市づくりの方針（北部地区） 
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◆ 良好な住環境の確保                                         

・おおつ野地区の住宅地は、地域住民との協働のもと、「田村・沖宿地区地区計画」に

より良好な住環境や景観の維持に努めます。 

◆ 安らぎのある拠点づくり                                         

・地権者の理解と協力のもとで、市街地周辺の谷津田や斜面林などを、憩いの場として

活用する方策を検討します。 

 

  

 
土浦協同病院の完成予想図 

 
おおつ野地区の住宅地 

 
都市計画道路田村沖宿線 
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（4）都和中地区地域生活拠点 

都和支所周辺を中心としたエリア                                                   

◆ 概況                                         

・都和中地区については、市役所都和支所周辺のエリアを地域生活拠点としてとらえます。 

・国道 125号沿道に店舗や事務所が立地しているほか、常名運動公園の整備も計画され

ています。また、県営都和アパートや市営都和団地などの大規模な住宅地もあります。 

◆ 便利な拠点づくり                                         

・拠点内の主要な公共施設である都和公民館や市役所都和支所への安全なアクセスの確

保を図ります。 

・施設の集積や地域住民のアクセスのしやすさを考慮して、バス停の配置などについて

も関係機関に働きかけます。 

・都和公民館など既存の公共施設の機能充実を図ります。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                         

・国道 125号と同バイパスに囲まれた地域には、Ｔ字路が多く見通しが悪いため、事故

が起こらないように、地域住民と協力して対策を検討します。 

・エリア内の生活道路（※）についても、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を高め

るため、地域住民との協働でバリアフリー（※）化や見通しの確保などに努めます。 

・都和小学校、都和南小学校のスクールゾーンや、国道 125号と同バイパスに囲まれた

地区については、速度制限や一方通行化など通過交通の抑制策を関係機関と協議し、

対応を図ります。 

・災害時に避難場所として利用される小学校については、「土浦市地域防災計画」に基

づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

◆ 安らぎのある拠点づくり                                         

・広域的な公園である常名運動公園は、地区住民にとっても安らぎの場であるため、早

期完成を目指します。 

◆ 連携する交通網の整備                                         

・公共交通機関などにより、この地域生活拠点と都心部・副都心、新にぎわい拠点であ

る高津地区、さらには、医療施設が立地するおおつ野地域生活拠点と連携し、高次都

市機能や高次医療、商業機能など不足する機能について補完します。 

  

 

 

 

 

 

  

国道 125号 

 

 
常名運動公園の整備 

完成予定図 

 
都和公民館 
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２－３  南部地区                           

２－３－１  南部地区の概要                       

概

要 

・市域の南に位置し、ＪＲ常磐線荒川沖駅を含む本市の南の

拠点を形成しています。 

・東は阿見町、西はつくば市、南は牛久市との市境があり、

阿見町との境界には、自衛隊霞ヶ浦駐屯地と自衛隊員の宿

舎が立地しています。 

・地区の南には乙戸沼、乙戸川、北に花室川、北東に霞ヶ浦

があります。 

・国道6号、国道125号南バイパス、国道354号や常磐自動

車道桜土浦ＩＣなど広域的な交通条件に恵まれています。

さらに、最近では国道 6号バイパスにより、首都圏中央連

絡自動車道のつくば牛久ＩＣを中心につくば市、阿見町方

面への交通利便性が向上しています。 

位

置

図 

 

人

口 

・ 

世

帯 

・平成12年からの10年間では、人口はほぼ

横ばいですが、世帯数は増加しています。 

・平成 22年の 3 区分の人口構成では、幼年

人口（15 歳未満）が約 13％、生産年齢人

口（15歳以上65歳未満）が約64％、老年

人口（65 歳以上）が約 23％と、生産年齢

人口が大きな割合を占めています。 

・3区分の人口の 10年間の変化では、幼年

人口と生産年齢人口がに約 7～10％減少

し、老年人口は約 160％と大幅に増加し

ており、高齢化への移行が非常に顕著で

す。市全体と比較してもおおむね同様の

傾向となっています。 

土

地

利

用 

・地区全体では都市的土地利用が

57.9％、自然的土地利用が 42.1％

を占めています。 

・市街化区域（※）の中では、住宅・併用

住宅が全体の約42％を占め、次いで、

道路・鉄道が約15％、農地が約9％、

商業が約8％となっており、この4つ

で市街化区域内の 7 割以上を占めて

います。 

・市街化調整区域（※）では、農地が約

34％を占め、次いで住宅・併用住宅、

山林がそれぞれ約 14％となってい

ます。 

 

 

 

※□：都市的土地利用 ／ □点線：自然的土地利用 

※市全体のデータは巻末に示した。 
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２－３－２  住民意向                           

（1）住民意向調査における身近な都市施設整備の満足度 

住民意向調査における身近な都市施設整備の平成 24年度の満足度と 10年前の値を比較しました。 

住民意向調査項目 
平成 13年度 

【南部地区】 

平成 24年度 

【南部地区】 

平成 24年度 

【市全体】 

1．生活道路について 

①身近な生活道路の整備 31.6％ ↑40.1％ 37.7％ 

②歩行者、児童、自転車などへの安全対策 19.3％ ↓18.8％ 17.6％ 

③道路側溝などの整備 34.9％ ↑36.0％ 34.0％ 

2．公園や広場について 

①公園や広場までの距離 50.2％ ↑53.3％ 45.9％ 

②公園・広場の広さ 46.5％ ↑48.2％ 42.8％ 

③園内の緑や遊具、設備などの内容 33.5％ ↑36.0％ 34.0％ 

3．下水道整備について 

①下水道の整備状況 60.6％ ↑63.6％ 62.5％ 

②雨水の排水路の整備状況 44.6％ ↑47.8％ 45.6％ 

※満足度：住民意向調査における「満足」及び「やや満足」の合計    

※平成 13年から満足度が増加したものは「↑」、低くなったものは「↓」を示している。    

 

（2）住民意見交換会、地区別懇談会における意見 

地区名 
日時・参加者数 

住民意見交換会 地区別懇談会 

・三中地区  平成 25年 
2月 20日（水）：29名 

平成 25年 
9月 25日（水）：21名 

・六中地区  2月 22日（金）：10名 10月 22日（火）：14名 

 

土地利用について 道路・交通について 
・土地利用計画は長期的に立案、施行すべき（三中） 

・京成ホテル跡地の利用（六中） 
・荒川沖駅～土浦駅間の新駅設置（三中） 

・荒川沖駅の東西連携（三中） 

・本郷の踏切整備の促進（三中） 

・国道 6号バイパス整備の促進（三中） 

・荒川沖停車場赤塚線の整備充実（三中） 

・小山田から乙戸沼への道の拡幅（三中） 

・荒川沖駅～旧国道6号間の商店街コミュニティ道路構想（三中） 

・周辺とのアクセスやつながりを重視したインフラ整備（三中） 

・キララちゃんバスの市内全域運行（三中） 

・南北の自転車ネットワーク（六中） 

・荒川沖駅までバスで行ける道路交通網の整備（六中） 

・花室川沿いの自転車専用道路の整備（六中） 

・国道 6号バイパスの拡幅（六中） 

・交通弱者に対して住みやすいまちづくり（六中） 

その他の都市施設・都市機能等 
・荒川沖駅周辺の将来イメージ（三中） 

・高齢者施設に対応したバリアフリー化（三中） 

・三中地区の公共公益施設の拡充（三中） 

・土浦駅東口から土浦港、水郷公園間の道路整備（三中） 

・荒川沖の再開発地区の拡大（三中） 

・土浦駅前のシャッター商店街化（六中） 

・土浦駅周辺の建物の耐震化（六中） 

・土浦協同病院の移転で真鍋の空洞化が懸念（六中） 

・水郷プールの再開（六中） 

・県外から人が呼べるような公園を作ってほしい（六中） 

・国民宿舎の活用（学生の合宿）（六中） 

・水郷体育館の隣に市の体育館を作ってはどうか（六中） 

水・緑・レクリエーションについて その他の意見や提案等 
・乙戸川の整備が遅い（三中） 

・乙戸沼公園に隣接する森の活用（三中） 

・霞ヶ浦を活かすまちづくり（六中） 

・理想やイメージを提示すべき（三中） 

・人口増加策について（三中） 

・評価目標となる数値を設定すべき（三中） 

・ソーシャルネットワークなどを活用した協働のまちづくりの推

進（三中） 

・財政状況を見据えた計画づくり（三中） 

・阿見町との連携（六中） 

・放射線の数値が高い（六中） 

・ムクドリ対策（六中） 

・都市計画マスタープランの目玉とは何か（六中） 

２．地区別の都市づくりの方針（南部地区） 
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２－３－３  全体構想での南部地区の役割や位置づけ                       

本市の南の拠点にふさわし

い質の高い地区づくり 

荒川沖駅を中心とする荒川沖副都心は、首都東京への近

接性を活かした、本市の南の拠点としてふさわしい市街地

の整備が求められています。 

桜土浦ＩＣやつくば牛久Ｉ

Ｃに近接し、広域交通ネッ

トワークを活かした地区づ

くり 

桜土浦ＩＣやつくば牛久ＩＣに近く、また、主要幹線道

路のバイパスの整備も進むなど、広域交通ネットワークに

アクセスしやすい特性を活かし、卸売市場などの機能を活

かした産業集積や、ベッドタウン型住宅地の形成など、利

便性を活かした地区の整備が求められています。 

公園や河川などを身近に感

じられる地区づくり 

霞ヶ浦総合公園や乙戸沼公園などの広域的な公園を包

含していることから、市民の憩いの場としての役割が期待

されています。 

また、地区内を流れる花室川や乙戸川は、水の軸として位

置づけられており、住民が身近に安全に水と親しめ、都市に

うるおいをもたらす資源としての活用が期待されます。 

 

  図：南部地区の機能拠点の配置 
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２－３－４  地区の課題                       

東京圏に近接する荒川沖駅

周辺の充実 

荒川沖駅は、市内の駅では最も東京に近く、近接するつ

くば市や阿見町の市街地からのアクセスも容易であるた

め、地区住民だけでなく、ＪＲ常磐線を用いたこれらの自

治体からの通勤・通学などのアクセスにも多く利用されて

います。したがって、地域住民のためだけでなく、これら

広域からの利用者の交通結節点としても、広域拠点にふさ

わしい駅周辺の充実が必要です。 

また、駅周辺の住宅地は、狭あい道路が多く、交通の安

全性や利便性に問題があるだけでなく、火災や地震などの

災害時にも問題があるため、駅周辺の市街地再開発事業や

都市計画道路（※）などの整備を推進するとともに、さらな

る都市基盤の整備・誘導を図っていくことが課題です。 

幹線道路網の整備効果の活用 常磐自動車道の桜土浦ＩＣや首都圏中央連絡自動車道

のつくば牛久ＩＣなどが近接しており、これら広域交通ネ

ットワークを活かし、本市の産業発展、質の高い新たな市

街地の形成に寄与する市街地整備の検討が必要です。 

さらに、円滑な移動を可能にする広域幹線道路、市街地

幹線道路網の計画的な整備も必要です。 

河川や斜面林、谷津田など

の自然環境の保全 

乙戸沼、乙戸川、花室川の水辺空間、田園環境を構成す

る樹林地、谷津田などの自然資源や地区内の歴史資源の保

全・活用が必要です。 

霞ヶ浦総合公園の機能充実 市民のスポーツ・レクリエーション活動の核的施設であ

る霞ヶ浦総合公園は、緑と憩いの拠点として、さらなる機

能充実が必要です。 
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２－３－５  地区の将来像と目標                       

 

（1）地区の将来像 

 

南部地区は、土浦市の南の拠点である荒川沖副都心を核としながら、東は霞ヶ浦に面す

る霞ヶ浦総合公園、西は牛久市境に至る東西に長い地区で、地区内を花室川や乙戸川が横

断しています。 

桜土浦ＩＣやつくば牛久ＩＣに近接しているほか、地区内を広域幹線道路や都市幹線道

路が縦横断するなど利便性の高い地区で、幹線道路沿道には沿道型の商業地が多く立地し

ています。しかし、住宅地は個別の開発による住宅開発地が集合した形態であり、これら

を回遊する一体的な生活道路（※）体系が乏しい状況です。 

このような地区の特性や課題に対して、本地区が持つ利便性の高さなどの利点を活かし

た流通・商業機能の強化や、通勤・通学の便利さに加え、霞ヶ浦総合公園や乙戸沼公園、

花室川、乙戸川などの憩いの場に近接する居住環境を活かした魅力ある地区づくりを推進

します。 

 

（2）地区の目標 

 

 

 

周辺都市の人々からも交通結節点として利用される荒川沖駅や、主要幹線道路である

国道 6号、主要地方道土浦つくば線、土浦稲敷線などの沿道は、広域からも人々が集う、

回遊性のあるにぎわいと魅力のあるまちを目指します。 

 

 

 

本地区の市街地は、個別の住宅地開発が集まった形態が多く、これらの間に河川や谷

津田、斜面林などが混在しています。これらの水や緑の空間を活かしながら、通学路な

ど安全な生活道路のネットワーク化を図り、緑豊かで暮らしやすいまちを目指します。 

 

 

  

流通・商業機能とともに、良好な居住環境を有する 

利便性の高い地区 

荒川沖駅や幹線道路沿道に、広域から人々が集う利便性の高いまち 

住宅地や集落地と入り込む谷津田や斜面林とが織りなす緑豊かなまち 
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２－３－６ 主要な整備方針                            

（1）土地利用など 

① 利便性の高い市街地づくり 

・荒川沖駅周辺は、駅東西地区の一体的な住居機能、近隣商業機能などの強化・整備を

図り、本市の南の拠点にふさわしい、にぎわいと魅力ある快適で利便性の高い地区づ

くりを推進します。 

・広域交通ネットワークを計画的かつ体系的に整備し、流通機能、商業・業務機能など

を強化・充実することにより、活力ある地区づくりを進めます。 

・国道 6号沿道の商業集積地区は、広域幹線道路沿道という立地特性を活かし、荒川沖

駅周辺との回遊性を図りつつ、さらなるにぎわいの創出を促進します。 

・ＪＲ常磐線で分断される地区東西間の連絡と均衡ある地区づくりを推進します。 

・桜土浦ＩＣやつくば牛久ＩＣ周辺地区は、広域交通網を活かした各種施設の立地を促

進し、地区住民の生活利便性の向上と地区の活性化を図ります。 

・荒川沖駅周辺部の市街化調整区域（※）については、土地利用の状況に応じて有効活用

を図るため、市街化区域（※）への編入を検討します。 

 

② うるおいのある地区づくり 

・乙戸川、乙戸沼公園、ふれあいセンター「ながみね」とその周辺の樹林地の活用やネ

ットワーク化を図り、特色ある地区づくりを推進します。 

・旧荒川沖宿周辺は、歴史的建築物などの調査を行いながら、歴史的空間の保全・活用

方策の導入について検討します。 

 

③ 地区の状況に応じた土地利用の推進 

・陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地は、周辺地区との調和に配慮しつつ、公共の土地利用の保全

を図ります。 

・国道 6号沿道については、利便性を活かした適切な土地利用が図れるように、用途地

域の見直しについて検討します。 

・中地内の工業地域周辺については、宅地化の進展などにより用途地域界に混乱が生じ

ており、良好な住環境及び操業環境の形成を図るために適切な見直しを検討します。 

・烏山一・二丁目の市街化調整区域内の住宅団地については、計画的な維持・管理が図

れるように、市街化区域への編入を検討します。 
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（2）道路・交通体系 

① 体系的な道づくり 

・円滑な移動を可能にする国道 6号バイパスなどの広域幹線道路や、市街地幹線道路網

の計画的かつ体系的な整備を促進します。 

・地区全体の道路体系を考慮しながら、各地区から広域幹線道路へのアクセス道路の確

保、市街地幹線道路（※）の拡幅などを図ります。 

・ＪＲ常磐線の東西間を快適に連絡できるように、国道 6号バイパスと都市計画道路荒

川沖木田余線とを東西に連絡する市街地幹線道路の整備を推進します。 

・ＪＲ常磐線の東西間の連絡を安全で円滑に行うことができるように、接続する道路の

整備に併わせ、踏切の改善を促進します。 

 

② 安心して歩ける地区づくり 

・広域的な幹線道路の整備に伴い、児童・生徒、高齢者などに対する安全の確保を優先

した地区づくりを進めます。 

・通学路については、子どもたちの安全の確保を優先し、効果的で実現可能な対策を地

区住民と協働で検討しながら、安心・安全な道づくりを推進します。 

・生活道路（※）については、交差点など危険箇所の改善、狭あい道路の拡幅、回遊性の

ある道路環境の整備や、災害時の避難路の確保など、安心・安全で快適に暮らせる地

区づくりを進めます。 

・だれもが安心して歩ける道路環境を確保するため、カーブミラー、ガードレール、防

犯灯などの交通安全施設の充実を図ります。 

・う回道路として利用される機会の多い住宅団地内の道路については、歩車共存のコミ

ュニティ道路としての再整備を地区住民と協働で検討します。 

・花室川沿いの道路の安全性を高めるための交通ルールの導入を図りながら、遊歩道・

自転車道の整備について検討します。 

 

③ 身近な足となる公共交通の運行 

・デマンド型交通について、関係機関と連携しながら、当該公共交通の乗車促進及び高

齢者の移動の円滑化を図ります。 

・既存バス路線について、関係機関と協議しながら、当該路線の維持確保に努めます。 
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（3）水・緑・レクリエーション 

① 水や緑の憩いの場づくり 

・市民のスポーツ・レクリエーション活動の核的施設である霞ヶ浦総合公園は、緑と憩い

の拠点として、計画的に機能の充実を進めるとともに、適切な維持管理を図ります。 

・乙戸沼公園は、市民の憩いの場、健康づくりの場として、より快適に利用できるよう

に、機能の充実や維持管理に努めます。 

・地区内の均衡ある公園・緑地の配置を進めるとともに、拠点的な地区施設をネットワ

ーク化し、身近な憩いの場、レクリエーションの場として活用できる、だれもが心安

らぐ地区づくりを進めます。 

・霞ヶ浦、花室川、乙戸沼、乙戸川、樹林地、谷津田などの自然資源を憩いの場や地区活

動の場などとして保全・活用しながら、都市と自然が共生する地区づくりを進めます。 

・乙戸川は、水質浄化を推進するとともに、子どもたちや高齢者が安心して利用できる

河川沿いの遊歩道・自転車道の整備により、回遊性のある水と緑のネットワークの形

成を図ります。 

・花室川は、子どもたちや高齢者が安心して利用できる河川沿いの遊歩道・自転車道の

整備を図るとともに、散策途中の休憩所、釣り場、眺望景観を楽しむ場などの確保に

ついて検討します。 

・空き地や樹林地、休耕田、谷津田などを有効に活用した身近な憩いの場を確保し、子

どもたちの自然・農業体験の場として、また、子どもから高齢者までの多様な人々の

ふれあいの場、地域活動の場として有効な活用を図ります。 

 

② 地区をうるおす水や緑の保全 

・環境に対する意識の高揚を図りながら、花室川の水質浄化を推進します。 

・花室川に沿った斜面林は、条例などによる保全方策の導入について検討します。 

・樹林地は、地区住民との協働により、維持していくために必要な間伐や下草刈りなど、

まとまりのある樹林地の保全を図ります。 
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（4）その他の都市施設・都市機能など 

① 生活関連施設の充実 

・ふれあいセンター「ながみね」は、高齢者などの憩いの場としての利便性の向上とと

もに、人と環境にやさしい施設としての機能維持、必要に応じた改善を図ります。 

・農村部では、状況に応じて、公共下水道（※）の整備及び農業集落排水への接続を推進する

とともに、高度処理型合併処理浄化槽（※）の普及を促進し、生活環境の向上を図ります。 

 

② 景観が美しい地区づくり 

・住宅地や幹線道路沿道の適切な景観誘導など、自然とまちが共生する、秩序ある美し

い地区づくりを進めます。 

・霞ヶ浦湖岸沿いの良好な眺望景観を保全するため、「土浦市景観計画」に基づいた、

適切な景観誘導を推進します。 

・中村西根、乙戸、右籾などの集落地内の歴史資源や周辺の景観を一体的にとらえ、趣

のある集落景観の保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者などの憩いの場「ながみね」 
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図：南部地区都市計画図 

出典：土浦広域都市計画図 
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２－３－７ 南部地区の地域生活拠点の形成方針                      

（1）南部地区の地域生活拠点の連携 

・南部地区は、「三中地区」、「六中地区」の 2つの中学校区によって構成されています。 

・六中地区地域生活拠点は、烏山の住宅地から小岩田の住宅地にかけての地域を設定し

ます。バス路線に沿って生活利便施設が点在していますが、行政窓口機能などは副都

心との、高度な医療などについては都心部との連携が必要となります。 

 

図：南部地区地域生活拠点など連携のイメージ 
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（2）三中地区地域生活拠点 

荒川沖副都心から国道 6号沿道周辺を中心としたエリア                                  

◆ 概況                                         

・三中地区地域生活拠点は、荒川沖駅周辺の荒川沖副都心を中心とするエリアを地域生

活拠点としてとらえます。 

・荒川沖駅周辺は、「荒川沖西口周辺地区市街地総合再生計画」に基づく市街地再開発

事業による複合施設や駅前広場、都市計画道路（※）が整備されています。 

・国道 6号沿道には、広域を対象とした沿道型の商業施設が立地しています。 

◆ 交通結節点にふさわしい拠点づくり                                 

・本市の南の拠点であり、筑波研究学園地区や阿見町市街地にとってもＪＲ常磐線の最

寄りの駅であることから、交通結節点であることを活かした、にぎわいのある地域づ

くりを図ります。 

・駅の東西間の利便性を高め、一体性のあるまちづくりを行います。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                  

・「土浦市バリアフリー基本構想」に基づき、荒川沖駅周辺の生活道路（※）を中心に、

バリアフリー（※）化を推進します。 

・荒川沖小学校周辺などの地区については、速度制限や一方通行化など通過交通の抑制

策を関係機関と協議し、対応を図ります。 

・エリア内の生活道路は、見通しが悪く、狭あいな道路が多いため、通学路を優先しな

がら、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を高めるとともに、地域住民の協

力のもと、道路幅員の拡幅や見通しの確保などに努めます。 

・災害時に避難場所として利用される小・中学校や大規模な公園については、「土浦市

地域防災計画」に基づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

◆ 駅周辺と国道 6号沿道との回遊性の確保                                 

・荒川沖駅周辺と店舗が集まる国道 6号沿道については、歩行者空間の整備や公共交通

機関の充実などにより、にぎわいのある拠点として、回遊性の確保を図ります。 

・国道 6号に並行する旧荒川沖宿の歴史的町並みの保全・活用を図ります。 

◆ うるおいのある拠点づくり                                 

・乙戸川の水辺環境の保全を図り、うるおいのある拠点を形成します。 

 

 

 

 

 

 
 

荒川沖駅 荒川沖駅前通り 旧荒川沖宿の歴史的な町並み 
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（3）六中地区地域生活拠点 

烏山団地から小岩田団地にかけてのエリア                                  

◆ 概況                                         

・六中地区については、烏山団地や小岩田団地周辺を中心とした花室川をはさんだエリ

アを地域生活拠点としてとらえます。 

・個別に住宅団地などの開発により形成された地域であり、学校や公民館などの公共公

益施設が分散して立地しています。 

◆ 公共交通を軸とした拠点づくり                                 

・拠点内の主要な公共施設である六中地区公民館をはじめ、郵便局や店舗など生活利便

施設への路線バスによるアクセスの維持・充実を図ります。 

・施設の集積や地域住民のアクセスのしやすさを考慮して、バス停の配置などについて

も関係機関に働きかけます。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                  

・エリア内の生活道路（※）は、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を高めるた

め、地域住民との協働でバリアフリー（※）化や見通しの確保などに努めます。 

・大岩田小学校や右籾小学校、第六中学校周辺のスクールゾーンについては、速度制限

や一方通行化など通過交通の抑制策を関係機関と協議し、対応を図ります。 

・災害時に避難場所として利用される小・中学校や大規模な公園については、「土浦市

地域防災計画」に基づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

・台地に切れ込む谷筋などに多く見られる土砂災害警戒区域については、住民への周知

を図るとともに、計画的な改善を進めます。 

◆ 安らぎとうるおいのある拠点づくり                                 

・花室川は、河川沿いへの遊歩道・自転車道の整備や休憩所の設置など水辺環境の保全

を図り、うるおいのある拠点を形成します。 

◆ 連携する交通網の整備                                 

・公共交通機関などにより、荒川沖副都心や都心部との連携を強化し、商業機能や医療

機能、高次都市機能など拠点に不足する機能の補完を図ります。 

 

  

 

 

 

 

 

烏山団地 

 
花室川 

 
ポプラ児童館 
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２－４  新治地区                               

２－４－１ 新治地区の概要                            

概

要 

・市域の北西に位置し、筑波山麓を有し、自然環境や特徴的

な景観を形成しています。 

・西はつくば市、東はかすみがうら市、北は石岡市との市境

があり、最近では、朝日トンネルの開通により、石岡市か

らのアクセスが良くなっています。 

・筑波山麓をはじめとした自然や豊かな農産物を生み出す田

園環境が本地区の特徴となっており、暮らしの中で受け継

がれてきた伝統・文化も色濃く残っています。 

・地区の南には藤沢市街地が形成されており、中央には東筑

波新治工業団地があるほか、県道小野土浦線沿道には、既

存工場が立地しています。 

・南には桜川、北に天の川があり、多くの歴史・文化資源が

地区内に点在しています。 

位

置

図 

 

人

口 

・ 

世

帯 

・平成12年からの10年間では、人口は減少

しておりますが、世帯数は増加していま

す。 

・平成 22年の 3 区分の人口構成では、幼年

人口（15 歳未満）が約 11％、生産年齢人

口（15歳以上65歳未満）が約61％、老年

人口（65歳以上）が約28％となっており、

老年人口については4地区で最も高い割合

となっています。 

・3 区分の人口の 10 年間の変化では、老

年人口の増加とともに幼年人口と生産

年齢人口が非常に大きく減少しており、

高齢化が進行していることがわかりま

す。市全体と比較しても特に高齢化が顕

著な地区となっています。 

土

地

利

用 

・地区全体では都市的土地利用が

25.1％、自然的土地利用が 74.9％を

占めています。 

・市街化区域（※）の中では、住宅・併用

住宅が全体の約33％を占め、次いで、

工業・運輸が約 14％、道路・鉄道が

約12％、農地が約10％となっており、

この4つで市街化区域内の約7割を占

めています。 

・市街化調整区域（※）では、農地が約

42％を占め、次いで山林が約28％と

なっています。 

 
※□：都市的土地利用 ／ □点線：自然的土地利用 

※巻末に市全体のデータを示した。 

 

２．地区別の都市づくりの方針（新治地区） 



土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅲ．地区別構想 
  

154 

 

 

 

２－４－２  住民意向                      

（1）住民意向調査における身近な都市施設整備の満足度 

住民意向調査における身近な都市施設整備の平成 24 年度の新治地区と市全体の満足度の値を比較し

ました。 

住民意向調査項目 
平成 24年度 

【新治地区】 

平成 24年度 

【市全体】 

1．生活道路について 

①身近な生活道路の整備 46.4％ 37.7％ 

②歩行者、児童、自転車などへの安全対策 24.5％ 17.6％ 

③道路側溝などの整備 40.8％ 34.0％ 

2．公園や広場について 

①公園や広場までの距離 42.9％ 45.9％ 

②公園・広場の広さ 44.9％ 42.8％ 

③園内の緑や遊具、設備などの内容 40.8％ 34.0％ 

3．下水道整備について 

①下水道の整備状況 73.5％ 62.5％ 

②雨水の排水路の整備状況 46.9％ 45.6％ 

             ※満足度：住民意向調査における「満足」及び「やや満足」の合計    

※新治地区は 10年前のデータがないため、平成 24年の市全体との比較とした    

 

（2）住民意見交換会、地区別懇談会における意見 

地区名 
日時・参加者数 

住民意見交換会 地区別懇談会 

・新治中地区  平成 25年 
2月 6日（木）：28名 

平成 25年 
10月 16日（水）： 26名 

 

土地利用について 水・緑・レクリエーションについて 
・土浦市を東京のベッドタウンとして推進 

・ＩＣの活用 

・工場誘致 

・農地や山林の宅地化の推進 

・耕作放棄地対策 

・朝日峠展望公園の観光地化 

・新治の山や畑の有効活用 

 

道路・交通について その他の意見や提案等 

・バス利用の推進 

・広域との結びつきを踏まえた幹線道路網の整備 

 

・大型店舗の規制 

・人口増加の方策について 

・地産地消の推進 

・公共施設の維持・管理 

・古民家などをアピール 

・若者に魅力を感じてもらえる農業施策を展開 

その他の都市施設・都市機能等 
・小町の館の整備推進 
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２－４－３  全体構想での新治地区の役割や位置づけ                      

緑・憩いの拠点として広域

的な観光振興を目指した地

区づくり 

筑波山麓を水・緑・憩いの核的拠点とし、本市に欠かせ

ない重要な財産として守ります。 

また、小町の館周辺や朝日峠展望公園、東城寺の砕石場

跡地などについては、市民のレクリエーションをはじめ、

広域的な観光の拠点としての機能充実や整備が求められ

ています。 

集落地での快適で安全な住

環境の確保による、住み続

けたくなる地区づくり 

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・サービス機能を持つ、新治地区の中心地としてふさ

わしい、利便性が高い快適な住宅市街地づくりが求められ

ています。 

また、新治地区全体としては、豊かな田園景観・里山景

観を有する地区であることを活かして、無秩序な市街化を

抑制しつつも、生活基盤整備や適切な生活利便施設などの

立地促進を図り、緑に囲まれた特徴ある居住環境の維持・

形成が求められています。 

東筑波新治工業団地や土浦

北ＩＣ周辺を中心とした産

業拠点の形成 

土浦北ＩＣに近いことや、朝日トンネルや（仮称）新桜

川橋などの広域交通網の整備の進捗を踏まえて、東筑波新

治工業団地への企業誘致の促進や土浦北ＩＣ周辺への流

通拠点の形成などが求められています。 

 

 図：新治地区の機能拠点の配置 
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２－４－４ 地区の将来像と目標                            

新治地区公民館を中心とし

た都市機能の充実 

藤沢周辺地区や集落地の基盤整備による安心・安全な居

住環境の形成と集落コミュニティの維持が必要です。 

国道 125 号沿道の近隣商業・沿道サービスの強化によ

る活力づくりが必要です。 

新治地区公民館における既存の行政・文化機能の充実が

必要です。 

地域間の交通網の整備 円滑な移動を可能にする広域幹線道路、市街地幹線道

路（※）網の計画的な整備が必要です。 

地域間・集落間を結ぶ骨格的道路や市街地・集落地にお

ける生活道路・歩行空間の整備・充実が必要です。 

地域間や駅などへ連絡する公共交通機関やデマンドタ

クシーなどの移動手段の整備が必要です。 

筑波山や優良農地（※）など美

しい田園景観の保全・活用 

田園ゾーンにおける優良農地の保全と農業・農村振興施

策の推進が必要です。 

筑波山麓に広がる緑環境を活かした都市景観・集落景観

の形成と維持が必要です。 

集落における良好な居住環境・田園景観の形成・維持が

必要です。 

小町の館などを中心とした

地区の活力づくりの拠点の

形成 

歴史・文化資源の維持と魅力ある集落づくりへの活用が

必要です。 

小町の館周辺や朝日峠展望公園、東城寺の砕石場跡地の

整備などを中心とした観光レクリエーション拠点の形成

や、そのネットワーク化を図り地区の活力づくりを図るこ

とが必要です。 

県道桜川土浦自転車道線（つくばりんりんロード）の利

用促進と、観光レクリエーション拠点との連携が必要です。 
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２－４－５ 地区の将来像と目標                     

（１）地区の将来像 

 

新治地区は、藤沢周辺地区及び市役所新治庁舎周辺を中心に市街地整備が、また東筑波

新治工業団地や土浦北ＩＣの周辺を中心に工業や流通業務の集積が図られてきたほか、筑

波山麓に広がる田園環境に囲まれた集落地の居住環境の整備や、農業基盤の整備が進めら

れてきましたが、近年、市内では最も少子高齢化が進み、人口も減少しています。 

今後の展開に向けて、石岡市とつながる朝日トンネルが平成 24年に開通し、つくば市と

つながる（仮称）新桜川橋の整備も進められています。また、小町の館の再整備も終わり、

現在東城寺の採石場跡地の活用方策について検討が進められています。 

このような地区の特性や課題に対して、自然環境などの地区の魅力を観光などに活用す

るとともに、地域の基幹産業や居住環境を活かしながら、生活基盤や利便性の向上を図り、

快適に住み続けられるうるおいのある地区づくりを目指します。 

 

（2）地区の目標 

 

 

 

山麓の緑と歴史にいだかれて、都心部などへの利便性を確保しながらも、豊かなふれ

あいと暮らしを楽しむ、ゆとりのあるまちを目指します。 

台地部の畑地、河川沿いの水田などは、良好な田園景観の維持を基本としながら、優

良農地（※）の保全や交流型農業の推進など地区独自の農業生産環境の形成を目指します。 

 

 

 

 

筑波山麓に広がる豊かな田園風景や、小町の館、土浦市森林公園、東城寺の採石場跡

地など地区の魅力を、観光資源として活用し、活力あるまちを目指します。 

 

 

 

 

自然や歴史、農業などを活かした 

まちづくりによる、うるおいのある地区 

市街地に近接した田園居住地としてゆとりのあるまち 

豊かな自然環境や地区の魅力を活力として活かせるまち 
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２－４－６ 主要な整備方針                     

（1）土地利用など 

① うるおいのある地区づくり 

・筑波山麓は、水・緑・憩いの核的拠点であり、本市に欠かせない重要な財産として、

保全・活用に努めます。 

・市街化区域（※）においては、それぞれの用途地域に対応した、生活道路（※）・公園な

どの基盤施設の整備、地区計画制度（※）による計画的な整備の検討、統一ある町並み

の形成、宅地内の緑化などによる魅力ある住宅市街地づくりを推進します。 

・集落地においても、基盤整備による安心・安全な居住環境の形成と集落コミュニティ

の維持に努め、市街地に近接したゆとりある田園居住地の形成を図ります。 

・山麓を含む台地部の畑作地域、桜川や天の川沿いの水田地域においては、良好な田園景

観の維持を基本としながら、優良農地の保全や農業・農村振興施策の充実を図ります。 

 

② 活力ある地区づくり 

・地区の活力として、様々なふれあいの場づくり、交流の場づくりを推進します。 

・国道 125号沿道の市街地においては、旧街道の面影を残しながら、近隣型の商業・サ

ービス機能の充実や地域のふれあいの場となる広場・拠点の形成を図り、利便性が高

い快適な住宅市街地づくりを推進するとともに、新治地区の中心地としてふさわしい

にぎわいある都市空間の形成を推進します。 

・東筑波新治工業団地においては、周辺の田園環境との調和に配慮しつつ、優良企業の

立地促進や緑豊かで快適な操業環境の形成・維持を図ります。 

・土浦北ＩＣ周辺地区においては、周辺の自然環境との調和に配慮しながら、流通業務

をはじめとする適切な土地利用の規制・誘導に努めます。 

・農業とのふれあい・体験の場づくりによる交流型農業の推進など、商業をはじめとす

るほかの産業との連携による新治地区独自の農業生産環境の形成に努めます。 

・朝日トンネルの開通や（仮称）新桜川橋の整備に伴い、広域とのさらなる交流が期待

されるため、小町の館や、土浦市森林公園、朝日峠展望公園、観光果樹園、東城寺採

石場跡地など、地区内の観光・レクリエーション拠点の形成・連携と、広域からの集

客による、地区の活力づくりを図ります。 

・既存集落の維持保全を図るため、市街化調整区域（※）においても建物が建てられる区

域指定制度（※）の効果的な活用を検討します。 

・地区の持つ田園や里山地域ならではの特長を活かし、小町の館の農業体験などを通じ

て地区の良さを知ってもらい、子育て世代が住みたくなるような地区の形成を目指し

ます。 
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（2）道路・交通体系 

① 体系的な道づくり 

・つくばヘリポートのアクセス道路となる都市計画道路高岡下大島線など、広域幹線道

路や市街地幹線道路（※）の計画的、体系的な整備により、交通の円滑な処理や安全な

歩行空間の整備を促進します。 

・東筑波新治工業団地と土浦北ＩＣを結ぶ県道小野土浦線は、沿道に流通機能が多く立

地しているため、周辺環境との調和に配慮しながら地区の産業軸として、その機能の

充実を検討するとともに、良好な沿道景観の形成を図ります。 

・生活道路（※）の整備や公共交通の配置の検討など市街地と集落間を結ぶ安全な交通環

境の形成を図りながら、豊かな自然的環境を、集落の魅力・活力づくりにつなげてい

きます。 

・観光資源を結ぶ遊歩道・散策路の整備について検討・推進します。 

・自転車専用道路である県道桜川土浦自転車道線（つくばりんりんロード）及び藤沢休

憩所のサイクル拠点としての機能充実を図るほか、小町の館など地区内の各施設・拠

点とのネットワーク化を図ります。 

 

② 安心して歩ける地区づくり 

・主要な生活道路については、歩道の確保、段差の解消、自転車レーンの確保をはじめ、

ガードレール・防犯灯などの交通安全施設の充実などの対策を地区住民と協働で検討

し、安心・安全な道づくりを推進します。 

・県道桜川土浦自転車道線（つくばりんりんロード）のほか、幹線道路の歩道部や安全

な生活道路の整備などにより歩行者空間の充実を図り、地区内外の各拠点や主要施設

を連絡した、歩行者系のネットワークを形成します。 

 

③ 身近な足となる公共交通の運行 

・デマンド型交通について、関係機関と連携しながら、当該公共交通の乗車促進及び高

齢者の移動の円滑化を図ります。 

・既存バス路線について、関係機関と協議しながら、当該路線の維持確保に努めます。 

 

（3）水・緑・レクリエーション 

① 水や緑の憩いの場づくり 

・朝日峠展望公園や土浦市森林公園、小町の館などを含む筑波山麓一帯については、

水・緑・憩いの核的拠点として、また、貴重な動植物の保護や観察の場など市民に親

しまれる身近な自然体験やふれあいの空間として維持・管理し、その利用の促進を図

ります。 

・神社などの境内地や未利用地などを有効に活用し、身近な緑空間・地域の広場などと

して積極的に活用を図ります。 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅲ．地区別構想 
  

160 

 

 

 

・樹林地や休耕田などを、子どもたちの自然・農業体験の場として、また、子どもから高齢者

までの多様な人々のふれあいの場、地域活動の場として有効な活用を図ります。 

・東城寺の採石場跡地については、緑の復元と併せて、宝篋山へのハイキングコースな

ど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。 

 

② 地区をうるおす水や緑の保全 

・筑波山麓に広がる田園や集落の景観・環境を地区の個性として維持し、安心・安全に

暮らせる快適な集落環境づくりを推進します。 

・集落地などの斜面林や平地林、社寺林、桜川や天の川の河川緑地については、斜面の安

全性や貴重な動植物の保護などに配慮しつつ、地区の景観資源として保全に努めます。 

・桜川は、住民との協力による水質の浄化、河川敷の美化に努めるとともに、親水性に

配慮した河川緑地の整備を検討・推進します。 

 

（4）その他の都市施設・都市機能など 

① 生活関連施設の充実 

・新治地区公民館周辺における既存の行政・文化機能の充実を図りながら、藤沢周辺地

区と一体的な生活拠点の形成を図ります。 

・霞ケ浦湖北流域関連公共下水道や農業集落排水事業（※）により、市街地及び集落地の排水

処理を進めるほか、既存施設の適切な維持・管理や、高度処理型合併処理浄化槽（※）の普

及の促進に努めます。 

 

② 集落景観が美しい地区づくり 

・集落地においては、屋敷林や生け垣、風情ある集落内道路などを景観資源として保全

します。 

・住民との合意形成のもと、集落独自の環境・景観・生活文化の形成・維持のためのル

ールづくりなどを積極的に推進します。 

・国道 125号バイパスや主要地方道つくば千代田線は、筑波山麓を望む自然景観路線と

して、沿道環境・景観の形成を図ります。 

 

 

 

 



 

 
 

． 
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図：新治地区都市計画図 

出典：土浦広域都市計画図 
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２－４－７  新治地区の地域生活拠点の形成方針                      

（1）新治地区の地域生活拠点の連携 

・新治地区は、旧新治村の区域です。 

・新治中地区地域生活拠点は、藤沢周辺地区と新治地区公民館を中心とする地域に設定

します。合併前の自治体の中心地であるため、施設・機能は整っていますが、文化会

館など高次都市機能については都心部との連携、高度な医療機能については、おおつ

野地区地域生活拠点との連携が必要となります。また、駅を持たないため、鉄道を使

った移動については、都心部や副都心への依存が必要となります。 

 

図：新治中地区地域生活拠点など連携のイメージ 
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（2）新治中地区地域生活拠点 

藤沢周辺地区と新治地区公民館周辺を中心としたエリア                                  

◆ 概況                                         

・新治中地区については、藤沢周辺地区を中心としながら、公共施設が集積する北部の新

治地区公民館周辺や東部の大規模店舗を含むエリアを地域生活拠点としてとらえます。 

◆ 効果的な土地利用の展開                                 

・新治地区公民館をはじめとした日常生活に必要な各種施設の立地状況に応じて、効果

的な土地利用が図れるように、都市計画の各種制度や関連施策の活用方針について検

討します。 

・市街化区域内の未利用地などについては、地域の特性を活かし、自然に囲まれたゆと

りある住宅地の形成などを促進し、美しく活力のある拠点づくりを行います。 

・国道 125号沿道への生活利便施設の立地誘導を促進し、快適な生活環境の確保を図り

ます。 

◆ 公共交通を軸とした拠点づくり                                         

・藤沢周辺地区は東西に細長い形態であるため、郵便局や店舗など生活利便施設への路

線バスによるアクセスの維持・充実を図ります。 

・施設の集積や地域住民のアクセスのしやすさを考慮して、バス停の配置などについて

も関係機関に働きかけます。 

・新治地区内の各集落から、拠点への円滑なアクセスが図れるように、コミュニティバ

ス（※）やデマンド型交通などの公共交通についての効果的・効率的な運行について検

討します。 

◆ 安心・安全な拠点づくり                                         

・エリア内の生活道路（※）について、バス停や幹線道路までの歩行者などの安全性を高

めるため、通学路を優先しながら、地域住民との協働でバリアフリー（※）化や見通し

の確保などに努めます。 

・台地に切れ込む谷筋などに多く見られる土砂災害警戒区域については、住民への周知

を図るとともに、計画的な改善を進めます。 

・災害時に避難場所として利用される小・中学校や大規模な公園などについては、「土

浦市地域防災計画」に基づき、地域の防災拠点としての機能強化を図ります。 

  

２．地区別の都市づくりの方針（新治地区） 



 

166 

 

 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅳ．都市づくりを進めるために 

 

◆ 連携する交通網の整備                                         

・公共交通機関などにより、都心部や神立副都心などとの連携を強化し、不足する商業

機能や高次都市機能などを補完します。 

・拠点付近を通過する広域自転車道と接続する歩行者・自転車道のネットワーク化を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
新治支所 

 
新治地区公民館 

 
藤沢団地 
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