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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

はじめに 

 

 

 

土浦市は、平成 18 年 2 月に新治村との合併を行い、新たな土

浦市として一歩を踏み出し、現在、「第 7 次土浦市総合計画」に

基づき、将来都市像である「水・みどり・人がきらめく 安心の

まち 活力のまち 土浦」の実現に向け、諸施策の推進に取り組

んでいるところです。 

一方、人口減少や少子高齢化の急速な進行、東日本大震災以降

の安心・安全意識の高まりなど、本市を取り巻く環境は大きく変

化しており、これらに対していかに持続可能な都市づくりを進め

ていくかが重要な課題となっております。 

こうした現状を踏まえ、平成 26 年度を初年度とし、概ね 20 年

後を見据えた、長期的な本市のまちづくりの指針となる「土浦市

都市計画マスタープラン」を平成 24 年度から 25 年度までの 2 ヵ年をかけて策定いたしました。 

策定にあたっては、市民の皆様のまちづくりに対する意見を充分に反映するため、まちづくり

アンケート調査、グループインタビュー、市内 8 地区における住民意見交換会・地区別懇談会、

パブリック・コメント、土浦市都市計画マスタープラン策定委員の市民公募などを行い、広く市

民の皆様からご意見をいただきました。また、学識経験者や関係機関、各種団体等からなる「土

浦市都市計画マスタープラン策定委員会」を設け、都市計画的観点はもとより、ソフト面に至る

幅広い視点からご議論をいただき、まとめてまいりました。 

今後も、本計画の将来都市像の実現に向け、市民、事業者、行政による協働のまちづくりの推

進に取り組んでまいりますので、市民の皆様のより一層のご理解とご協力を心からお願い申し上

げます。 

結びに、「土浦市都市計画マスタープラン」の策定にあたり、ご協力を賜りました多くの市民の

皆様をはじめ、市議会議員各位、熱心にご議論いただきました土浦市都市計画マスタープラン策

定委員会委員の皆様に心からお礼を申し上げるとともに、計画の具現化に向けてなお一層のご支

援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成２６年３月 

土浦市長 中川 清 
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平成 4年の都市計画法（※）改正により、同

法第 18条の 2に基づく、「市町村の都市計画

に関する基本的な方針」として、市町村ごと

に都市計画マスタープランを定めることにな

りました。 

都市計画マスタープランとは、自然、文化、

産業などの特性を踏まえた上で、市の総合計

画と整合を図りながら、将来都市像や都市づ

くりの目標（※）を示すとともに、市民参加を

基調としたまちづくりの取組を明らかにするものです。 

これを受けて、土浦市では平成 16年 10月、旧新治村では平成 15年 3月に策定を行ってい

ます。 

 

 

本計画は、第 7 次土浦市総合計画（※）に位置づけられる様々な分野の施策のうち、都市政

策の分野を受け持つ計画となります。また、上位計画である茨城県の「土浦・阿見都市計画

区域マスタープラン」に即するとともに、本市の関連計画などと整合性を図りながら定める

もので、本市の都市計画に関わる各種の事業や計画についての共通の指針となるものです。 

 

      図－土浦市都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 都市計画マスタープランとは 

２ 都市計画マスタープランの位置づけ 

本文中の（※）マークは用語集と対応しています（以下同様）。 

 

１．都市計画マスタープランとは 
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土浦市と旧新治村それぞれの都市計画マスタープランの計画期間の中間時点であるおおむ

ね 10年目を迎えるにあたって、「合併に伴う修正」のほか、「時点的な修正」や「関連する上

位計画などの改定に伴う整合」、「事業などの進捗を反映した修正」、「市民の新たな意向への

対応」などに係る改定が必要となっています。 

それに加えて、近年は、これまでの人口増加を基調とした都市計画（※）から、人口減少の

都市づくりなど都市計画としての発想の転換を行う時期、いわゆる都市づくりのパラダイム

シフトの時期にあるといえます。 

したがって、本市の都市計画マスタープランの見直しにあたっては、単に「修正」に留ま

らず、都市計画の新たな転換の視点にも配慮して、新しい時代に向けた本市の一体的・総合

的かつ体系的な都市づくりの基本的方針を示します。 

 

よって、本計画の将来像（※）の目標年次（計画の期間）は、平成 26年を初年度とし、その

20年後である、平成 45年までとします。 

 

図－土浦市都市計画マスタープラン見直しにあたっての新たな計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画見直しの考え方 
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図：見直しについての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定について主な変更方針  

箇所 想定する主な改定内容 

全体構想 将来都市像 ・第 7次土浦市総合計画（※）との整合 

 人口フレーム ・第 7次土浦市総合計画との整合 

 土浦らしい都市

づくりの方針 

・地域生活圏と地域生活拠点の概念の追加 

・低炭素社会の実現に向けた取組強化 

・多様なストックの活用 

・様々な局面でのユニバーサルデザイン（※）の徹底 

・中心市街地活性化基本計画や土浦市観光基本計画など各種

計画との整合 

地域別構想 各地区 ・合併に伴う地区の再区分 

・都心部・副都心を核とした地区づくり 

・市街地ゾーンを中心とした 4つの地域生活圏の設定 

・中学校区単位を基本とした都市機能が集積した拠点（9つの

地域生活拠点）の設定 

実現方策  ・新しい公共の概念に基づく主体的まちづくりを強化 

 

 

  

土浦市都市計画マスタープラン 

（平成 16年 10月） 

新治村都市計画マスタープラン 

（平成 15年 3月） 

人口減少社会等による 

都市計画に対する発想の

転換 

時点的な修正 

関連する上位計画などの改正に伴う

整合 

事業などの進捗を反映した修正 

市民の新たな意向への対応 

平成 26年を初年度とし、 

20年後の平成 45年までを計画期間とした改定を行う 

見直しの方針 

合併に伴う修正 
パラダイムシフト 

見直しの要因 
 

３．計画見直しの考え方 
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１－１  上位計画の中での位置づけ                  

都市計画マスタープランとの整合を図るべき上位計画などに示されている、本市の位置づけ

や関連する内容についてまとめました。 

 

①国土形成計画（全国計画）（平成 20年 7月：国土交通省） 

・「開発基調」、「量的拡大」から「成熟社会型の計画」、「分権型の計画づくり」へ転換し

たことが示されています。 

 

②首都圏広域地方計画（平成 21年 8月：国土交通省） 

・広域的に連携して取り組む 24のプロジェクトのうち、「産業イノベーション創出プロ

ジェクト」「ｗｅｂ構造プロジェクト」「泳げる霞ヶ浦・水質浄化プロジェクト」など

本市の関与するプロジェクトが提示されています。 

 

③首都圏整備計画（平成 18年 9月：国土交通省） 

・本市を中心とする地域は、「都市的な活力と田園的な魅力を兼ね備えた地域の整備」

とともに、「豊かな自然との交流をいかした地域の整備」を推進する地域です。 

・本市など業務核都市は「広域連携拠点」として、拠点的な新市街地の整備、既存スト

ックの有効利用と併せた再開発などの市街地整備の推進により都市空間の再編整備を

積極的に推進し、高次の業務、商業、文化などの機能の集積を高めます。 

・広域連携拠点相互やほかの拠点、ほかの地域との連携・交流を通してネットワークを

形成し、集積した機能の広域的な波及を進める平成 12年の地方分権一括法の施行、

平成 21年の内閣府地域主権戦略会議の設置など「地方分権」が進められ、地域のこと

は地域に住む住民が決め、自らの暮らす地域の未来に責任を持つという「地域主権」

に向けての改革が進められています。 

 

④茨城県総合計画（改定）「いきいき いばらき生活大県プラン」 

（平成24年3月：茨城県） 

・広域幹線道路などの交通基盤整備の促進、筑波山や霞ヶ浦などの自然環境や景観の保

全などにより、住みよい魅力的な生活環境づくりを進めます。 

・市街地の活性化などによる自然と都市的快適さが調和した魅力あるまちづくりを進め

ることで、土浦・つくばを中心とした中核的な都市圏を形成します。 

 

  

１ 現況等について 

１．現況等について 
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⑤土浦・阿見都市計画区域マスタープラン（平成 23年 8月：茨城県） 

（土浦・阿見都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 

・土浦地区については、業務核都市として、商業、業務、文化などの機能の一層の整備

を図るとともに、霞ヶ浦など優れた自然環境・景観を保全し、うるおいのある居住環

境を有する職住近接型のコンパクトな都市を目指します。 

 

⑥第 7次土浦市総合計画（※）後期基本計画（平成 25年 2月） 

・将来像（※）は『水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦』 

・将来目標人口は、本市の活力を支えるため、日本一住みやすいまちづくりを推進し、

定住人口の維持、流入人口の増加を促進することにより平成29年で145,000人と設定

しています。 

・土地利用の基本的な考え方として以下の 4つを挙げています。 

1．市民が安心・安全で豊かに暮らせる生活環境を確保する土地利用 

2．本市の大きな特徴の一つである豊かな自然環境の保全を図る土地利用 

3．自然的・社会的・経済的及び文化的諸条件を十分活かした地域の発展を図る土地

利用 

4．将来都市像に配慮しつつ地域の活力を生み出す適切な土地利用 

・土地利用の誘導を図るための「ゾーン」、中心的役割を果たすべき地区あるいは広域

的視点において重要な役割を担う地区としての「拠点」、各種拠点間や各市街地間を

効果的に連絡し、広域間を連絡する骨格としての「ネットワーク」の形成を図ること

が示されています。さらに、人、物資、情報などの交流を促す「連携軸」として「南

北軸」及び「東西軸」の強化が示されています。 
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１－２  土浦市を取り巻く状況の変化                  

現在の都市計画マスタープランの策定以降、さらに顕著になった社会状況などを中心に、本

市の都市計画（※）を取り巻く状況の変化についてまとめました。 

 

①自治環境 → 【地域主導でより魅力ある市の創造が求められる】 

◆地方分権（地域主権）                           

平成 12年の地方分権一括法の施行、平成 21年の内閣府地域主権戦略会議の設置な

ど「地方分権」が進められ、地域のことは地域に住む住民が決め、自らの暮らす地域

の未来に責任を持つという「地域主権」に向けての改革が進められています。 

◆地域間競争                                 

全国的な人口減少や経済の低迷の中で、行財政基盤の強化や定住促進策の展開など、

各自治体による様々な努力が行われています。都市基盤整備の面でも、つくばエクスプ

レスの開業により、つくば市をはじめとする沿線自治体の駅周辺開発や、阿見町のアウ

トレットモールをはじめとする首都圏中央連絡自動車道（以下、圏央道という）ＩＣ周辺

の開発が進められており、本市の人口動向や産業活動への影響も予想されます。 

 

②経済環境 → 【集客力のある店舗との共存方策の検討が求められる】 

◆経済の低迷                               

日本経済は未だ低迷から抜け出せない状況にあり、本市においても、国際的な取り

引きを行っている製造業などを中心に影響が大きく、消費の低迷に加えて、従業者の

削減など本市全体の経済への影響が懸念されます。 

◆郊外型大規模店舗の進出と中心市街地内店舗などの閉店                               

従来、中心市街地などの既存の店舗については、消費者の嗜好の変化や後継者問題、

駐車場問題などの要因で衰退傾向が見られましたが、近年では広域を商圏とする郊外

型の大規模店舗が周辺市町も含め複数立地するようになり、広大な駐車場を有するこ

となど車での利便性の良さや、多くの店舗を配することによる集客力の高さ、資本力

による価格設定などにより、買い物客の既存店舗から大規模店舗への移動が進み、こ

れを契機に中心市街地をはじめとした市内の店舗の閉店が目立つようになりました。

この現象は小規模な店舗のみに留まらず、駅前の大型店舗の撤退にまで発展し、周辺

集落部のみならず中心市街地においても日常の買い物に困難をきたす事態になりかね

ない状況にあります。 

 

 

  

１．現況等について 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

③人口 → 【住み続けたい、子育てしやすい魅力ある環境の形成が求められる】 

◆人口減少                                  

少子化が大きな原因となって、我が国の総人口は減少しつつあり、これに伴う経済

成長率の低下や投資余力の減少の進行が懸念される一方、できるかぎり人口を維持す

るために、魅力的なまちづくりに向けて地域間競争のさらなる激化が予想されます。 

◆少子高齢化                                 

ライフスタイルの変化や経済の低迷など様々な要因から進んだ未婚化、晩婚化をは

じめ、子育てに対する不安などから出生数が減り続けています。一方でいわゆる団塊

の世代の定年退職をはじめ、高齢化率は大幅に上昇しています。これら少子高齢化の

進行により、社会資本の総量の見直しや、学校の統廃合など公共施設の用途の見直し、

社会保障の増大などが予想されます。 

 

④社会基盤 → 【安心で暮らしやすい基盤の整備が求められる】 

◆環境負荷軽減                               

人々の活動による自然環境への負荷が、再生や修復の能力を超えると将来にわたっ

て活動を維持することが困難になります。霞ヶ浦の水質など身近な水や緑などの問題

から、地球規模の問題に至るまで環境に対する人々の意識は高まっており、世代を超

えて安心して暮らし、活動できるように持続可能な社会の形成に向けての取組が求め

られています。 

◆安心・安全意識の高まり                               

東日本大震災は、本市にも甚大な被害をもたらし、安心安全な暮らしを脅かす自然

災害の脅威を見せつけました。近い将来に発生が危惧されている南関東地域直下型地

震においても、先の大震災での教訓を活かした防災対策が必要です。それには、避難

場所となる公共施設をはじめとする各建物の耐震化や、道路・水道などのインフラの

耐震強化などハード面での整備に加えて、コミュニティや支援体制の強化などソフト

面での対応も重要です。 

◆高度情報化（情報伝達方法の変化）                               

携帯電話の浸透やスマートフォンの普及など個人に対しても情報化が進展し、活動

の時間的、空間的な自由度が飛躍的に増大するなど、人々の生活や意識、社会のあり

方が大きく変わりつつあります。このように、いつでも・どこでも・だれでも情報に

つながるユビキタス（※）社会環境が整いつつあることから、適時・適切な情報の発信

などソフト面での対応が重要です。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

◆公共交通網の脆弱化                               

本市は、ＪＲ常磐線の始発駅でもある拠点駅を有していることをはじめ、多様な事

業主体による公共交通機関・路線が数多く運行されており、他市町に比べると比較的

公共交通網が維持・整備されています。しかし、マイカーの大幅な普及を背景に、路

線バスの廃止・減便をはじめとする公共交通機関全体にわたる衰退が深刻な問題とな

っており、高齢者・学生などの交通弱者に対する移動手段の確保が喫緊の課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．現況等について 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

１－３  現況の統計分析                        

①人口は横ばいであるが、世帯数は増加している 

・本市の人口の動向は、住民基本台帳人口では、平成 16 年で 137,871 人、平成 25 年で

145,599人となっており、10年間で約 8,000人増加していますが、平成 22年をピークに

減少に転じています。 

・世帯数は、現在も増加傾向にあり、近年 10年間でも、平成 16年の 54,670世帯に対して

平成 25年では 62,730世帯と、10年間で約 8,000世帯近く増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢化は急激に加速している 

・平成 25年現在 65歳以上の老年人口が 15年前の平成 10年と比較して、10．1％増加し、

平成 10年から 15 年までの 5 年間で 2.7％増加であるのに対し、平成 20 年から 25年の

5年間では 3.4％の増加であり、近年特に急激な増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

  

表：人口・世帯数の推移 

 
参考：住民基本台帳（外国人を含む）（各年 10月 1日現在）   

表：年齢別人口構成（５区分）の推移 

 
参考：住民基本台帳（各年 10月 1日現在）    

15.2%

14.4%

13.7%

12.9%

23.9%

21.0%

17.9%

16.9%

17.7%

19.0%

20.2%

20.0%

28.9%

28.7%

27.4%

25.8%

14.2%

16.9%

20.9%

24.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成10年

平成15年

平成20年

平成25年

年少人口（14歳以下） 青少年人口（15歳-30歳）

壮年人口(31歳-44歳） 中年人口(45歳-64歳)

老年人口(65歳以上)
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

③流動人口は流入が減少している 

・昼夜間人口比率は、平成 2 年に約 114％でしたが、平成 22 年には約 109％と 5％減少し

ています。その推移を見ると、平成 2年から 12年までの 10年間では、流入は若干増加

しているものの流出が大きかったのに対し、平成 12年から 22年の 10年間では、流出は

僅かに増加しているものの、流入が大きく減少しているという特徴があります。 

 

④通学での流入が多く教育の中心である 

・特に本市は通学の流入が多く、県南地域の中の学校教育の中心地であることがわかります。 

 

⑤つくば市とのつながりが強い 

・通勤通学の動向を見ると、隣接するつくば市との流出と流入の関係が密接であることが

わかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：昼夜間人口比率                                  （単位：人・％）    

 

参考：国勢調査       

昼夜間

流出 流入 流入超過 人口比率

総数 29,534 48,872 19,338

就業者 24,448 33,755 9,307

通学者 5,086 15,117 10,031

総数 33,735 52,123 18,388

就業者 28,746 40,624 11,878

通学者 4,989 11,499 6,510

総数 33,365 49,913 16,548

就業者 29,076 40,187 11,111

通学者 4,289 9,726 5,437

総数 33,366 48,238 14,872

就業者 29,599 39,358 9,759

通学者 3,767 8,880 5,113

総数 33,570 43,052 9,482

就業者 30,217 35,706 5,489

通学者 3,353 7,346 3,993

区分 夜間人口
流動人口

昼間人口

平成2年 136,756 156,094 114.14

平成7年 141,798 160,186 112.97

平成12年 144,076 160,624 111.49

平成17年 144,047 158,919 110.32

平成22年 143,839 157,266 109.33

表：平成 12年の土浦市の通勤通学流動（上位５市町）         （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入元市町村 流入人口 流出先市町村 流出人口

1 つくば市 6,315 つくば市 8,849

2 千代田町 4,572 阿見町 2,628

3 阿見町 3,860 千代田町 1,207

4 霞ヶ浦町 2,616 牛久市 1,099

5 石岡市 2,470 水戸市 969

総数 40,187 29,076

順位

流　入 流　出

表：平成 22年の土浦市の通勤通学流動（上位５市町）        （単位：人） 

 
参考：国勢調査   

 

流入元市町村 流入人口 流出先市町村 流出人口

1 つくば市 6,235 つくば市 9,390

2 かすみがうら市 6,142 阿見町 2,683

3 阿見町 3,856 かすみがうら市 2,244

4 石岡市 3,710 牛久市 1,474

5 牛久市 2,458 水戸市 851

総数 35,706 30,217

順位

流　入 流　出

１．現況等について 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

⑥依然として土浦商圏の吸収率は高いが、商店数の減少が続いている 

・第 1次、第 2次産業就業者数は、依然として減少傾向が続いており、第 3次産業就業

者数も、割合的には増加傾向にあるものの実数としては減少しています。 

・農家数、経営耕地面積は、平成 3年から平成 22年のおよそ 20年間で約 3割と大きく

減少している一方で、農家一戸当たりの経営耕地面積は 5割以上も増加しています。

農業粗生産額は、平成7年以降減少傾向にありましたが、平成17年では増加に転じて

います。 

・小売業の状況は、平成 11年から平成 19年で、商店数、特に個人商店の減少が続いて

います。ただし、依然として土浦商圏の吸収率（吸収人口／行政人口）は 234.2％と

高く、商業都市として性格が強いといえます。 

・近年の経済情勢を受けて、事業所数が年々減少傾向にある一方で、延べ床面積が

1,000㎡以上の大型店舗は増加しており、平成 23年度の時点で 35施設となっていま

す。このうち都市計画法などにより大規模集客施設の立地基準の適用を受ける

10,000㎡を超える施設は、イオン土浦ショッピングセンター、ウララ、荒川沖ショ

ッピングセンターなどの 7施設（店舗内面積で超える施設は 5施設）となっています。 

・工業については、事業所数、従業者数ともに大きな変化はありませんが、製造品出荷

額などについては経済状況を受けて、増減の変動が見られます。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

計画概要 

調査の 

目的 

 都市計画マスタープラン見直しにあ

たっての参考にするとともに、前計画策

定時のアンケート項目と併せることに

よって、前回調査から今回調査までの間

の満足度などの変動並びにその要因の

把握を行うことを目的とする 

調査対象  市内在住の 20 歳以上の方 2,000 人を

各中学校区人口比按分でコンピュータ

により無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収（無記名） 

調査期間 平成 24年 7月 20日～8月 8日（20日） 

回収率 884票 44.2％ 

調査項目 

調査結果 

◆身近な生活環境について 

・生活道路（※）の安全対策や幅員・舗装につ

いて満足度が低く、整備の重要性を強く感

じている 

・身近な公園の距離や広さについては満足と

不満が拮抗しているが、設備や植栽などに

は不満に思っている人が多い 

 

・下水道整備については比較的満足度が高い 

◆市全体の都市整備について 

・幹線道路網は満足度や整備の重要度が高い

が、安全性については非常に不満が多い 

・駅前再開発など中心市街地の整備について

は、不満であるとの回答が 7割以上である 

・公園・緑地の整備は、いずれの規模につい

ても不満であるとの回答が半数を占めている 

・霞ヶ浦や河川については、水質・自然保全・

親水性のいずれも不満の割合が大きく、改善

が重要であるとの回答が約 7割以上である 

・筑波山についても安全性・自然保全・活用・

周辺市町との連携のいずれも満足度が低く、

改善に対する重要度は高い 

・し尿処理・ごみ処理や火葬場・斎場につい

ては満足度が高いが、大気汚染・水質汚染

や自然環境については不満度が高い 

・災害対策については、約 8 割の人が整備の

重要性を指摘おり、また、やや不満の回答

も多く見られる 

・自然景観や歴史的景観、眺望景観の施策は

いずれもやや満足とやや不満が拮抗してい

るが、市街地景観や沿道景観については不

満であるとの割合が大きい 

・そのほかの生活環境では、バスなどの交通

機関の整備や駐車場・駐輪場の整備、福祉

施設などの公共公益施設の整備、医療施設

の整備などで半数以上の人が不満と回答を

している 

◆重点施策・開発と自然環境の保全のあり方について 

・最も力を入れてほしい施策としては、約 1/3

の人が中心市街地の整備を挙げ、次いで商業

の振興、交通体系の整備であった 

・半数近くの人がある程度の開発は必要だと

答えており、内容としては、人々が集まる

にぎわいと魅力ある商業地の開発が必要で

あると考えている。逆に保全系の回答の約 8

割の人が自然景観の保全を望んでいる 

◆まちづくりへの参加について 

・まちづくりへの参加については約 6 割の人

が関心を持っており、その機会としては、

地域のまちづくり活動が最も多く、次いで

セミナー、行政からの説明会の順であった 

・まちづくり情報の入手手段として適してい

るものは、広報紙が 8 割で最も多く、次い

で回覧板、ホームページの順であった 

２ 市民アンケート結果 

 設問 

あ な た ご

自 身 に つ

いて 

問 1．性別〔2択〕 

問 2．年齢〔6択〕 

問 3．職業〔10択〕 

問 4．勤務（通学）先〔6択〕 

問 5．居住年数〔6択〕 

問 6．居住地（中学校区）〔9択〕 

身 近 な 生

活 環 境 に

ついて 

問 7．満足度〔5択〕と重要度〔5択〕 

（全 8問） 

市 全 体 の

都 市 整 備

について 

問 8．満足度〔5択〕と重要度〔5択〕 

（全 28問） 

重点施策・開発

と自然環境の

保全のあり方

について 

問 9．力を入れてほしい施策〔9択〕 

問 10．開発と保全について〔6択〕 

問 11．どのような開発が良いか〔7択〕 

問 12．どのような保全が良いか〔6択〕 

まちづくり

への参加に

ついて 

問 13．住民参加についての関心〔5択〕 

問 14．参加したいと思う方法〔7から複数〕 

問 15．好ましい情報入手手段〔9から複数〕 

自由意見 問 16．土浦市の都市づくり、地区づく

りと産業について〔自由記述〕 

２．市民アンケート結果 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

◆土浦市の取組についての満足度と重要度 

全項目の平均値（満足度－0.33、重要度 0.85）を原点として満足度と重要度の軸を設定して、

それぞれの相関を調べた。 

満足度が最も高かったのは、「下水道の整備状況」、逆に最も低かったのは「駅前再開発など

による中心市街地の整備」であった。 

重要度が最も高かったのは、「災害時のための、避難場所整備や備蓄の充実」であり、防災や

医療などについて重要度が高い傾向にあることがわかる。逆に最も低かったのは「水辺のイベ

ントやリバースポーツの場としての活用」と「工業団地の整備」であった。 

市民が最も望んでいると思われる、重要度が高くて、満足度が低い項目としては「歩行者、

児童、自転車などへの安全対策（市全体・生活道路（※）とも）」が突出している。 

 

図－土浦市の取組についての満足度と重要度 

平均－0.33 

平均 0.85 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

調査概要 

調査の 

目的 

 都市計画マスタープラン見直しにあ

たって、市内の事業者の今後の方針な

どを聞くことによって、事業所の操業

環境・営業環境など、現状を把握する

ことを目的とする 

調査対象  土浦市内に事務所を置く 200 の事業

所を対象に①製造業②卸・小売業③運

輸・通信業などのカテゴリーで各中学

校区均等に抽出 

調査方法 郵送による配布・回収（無記名） 

調査期間 平成 24年 7月 20日～8月 8日（20日） 

回収率 77票 38.5％ 

調査項目 

調査結果 

◆進出・出店にあたって重視したもの 

・進出にあたって重視したのは「交通利便性」

と「物件確保の容易性」が多い 

・前回の調査で最も多く 35.3％を占めていた

「広域的な優位性」について、今回は 11.7％

と大幅に減少している 

 

◆今後の移転などの予定 

・9 割以上が今の場所での操業継続を希望してい

るが、前回調査と比較すると「長期的に続けて

いく予定」が3割程度減っている 

・中心市街地への進出を考えていない事業所

が 8割以上であり、進出しない理由は業種・

業態によるほか、駐車場問題や地価・家賃

コストの問題を挙げている事業所が多い 

・中心市街地に進出したいと答えた事業所（5

社）は、「アクセスの良さ」や「事業成立性」

を利点として挙げている 

◆今後の事業展開の予定 

・約半数の企業が「拡大予定はない」と答えて

いるが、約 3 割は「できれば拡大したい」と

考えており、前回よりも約 8％増加している 

・土地の今後の利活用について約半数の企業

が｢特に考えていない」と答えている 

・「高度利用を図りたい」と考えている企業は、

前回の 23.5％から 7.8％と、大幅に減少して

いる 

◆地区・地域との関係 

・「良好」もしくは「問題がない」が 95％以上

で、良好な秘訣は、地域のイベントへの参

加や清掃・防犯活動などにより培っている 

◆住環境や自然環境に対する配慮 

・「積極的に行っている」が、前回の 52.9％か

ら今回は 27.3％、「行っていない」は、前回

の 8.2％から今回は 31.2％と、大幅に後退

している 

・企業によって、状況が異なるが、行ってい

るもしくは行いたい内容は環境美化である。

ただし、配慮を行えない理由は資金的な問

題や人手不足を挙げる事業所が多い 

◆都市づくり、地区づくりに必要な施策 

・「人口増を図る施策」が最も多い 

・また前回最も多かった「道路整備」は今回

も多いが、次いで多かった「土地利用の整

序」や「公共公益施設等の整備」は大幅に

減少し、「商業地の整備」が増加している 

 

３ 事業者アンケート結果 

設問 

問 1．進出にあたって最も重視した要素〔5択〕 

問 2．操業継続意向〔6択〕 

問 3．移転後の跡地の利活用について〔自由記述〕 

問 4．中心市街地への進出予定〔5択〕 

問 5．進出するもしくはしない理由〔自由記述〕 

問 6．進出する条件〔7択から複数〕 

問 7．業務規模変更予定〔5択〕 

問 8．現在の土地の利活用〔7択〕 

問 9．地域・地区との関係〔5択〕 

問 10．地域活動について〔自由記述〕 

問 11．地区とうまくいっていない理由〔自由記述〕 

問 12．住環境・自然環境への配慮〔5択〕 

問 13．配慮内容もしくは配慮を行わない理由 

〔自由記述〕 

問 14．業務の継続・発展のために必要な施策〔9択〕 

問 15．従業者数・業種または主要な生産品・業務 

（操業）開始年月日〔それぞれ自由記述〕 

問 16．土浦市の都市づくり、地区づくりと産業につ

いて〔自由記述〕 

３．事業者アンケート結果 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

アンケートによる総論的な意見の把握に加えて、様々な分野で本市に関わっている市民などの

意見を計画に反映させることを目的として、グループインタビューを実施しました。 

インタビュー方式で進行し、参加者からテーマに沿った自由な意見を聴取しました。 

基本的な質問項目として、「土浦市の良いところ・悪いところ」及び「今後のまちづくりに望む

こと」を聞くとともに、それぞれのグループごとに個別質問として、それぞれの分野に関連が深

いと思われる、「通勤環境について」や「就職について」などの視点からの質問も行いました。 

 

対象グループと個別質問 

分野（対象） 日時 場所 人数 個別質問 

主婦・働く女性グループ 平成 24年

8月 24日 

10:00～ 

ウララビル 2 

7階 

11人 子育て環境、買い物環境、まちづくり・イベ

ントへの参加について、通勤環境について 

大学生グループ 

（つくば国際大学） 

8月 24日 

13:30～ 

つくば国際大学

第 1キャンパス 

6人 就職について、遊ぶ場所やイベントについて、

まちづくり・イベントへの参加について、ボ

ランティア活動について 

高齢者グループ 8月 31日 

13:30～ 

ウララビル 2 

4階 

5人 バリアフリー、外出のしやすさについて、買

い物環境について、医療環境について、防犯・

防災関係について、公園などの憩いの場の整

備について、まちづくり・イベント・ボラン

ティアへの参加について 

土浦青年会議所 8月 31日 

19:30～ 

土浦商工会議所

3階 

8人 通勤環境について、土浦市で活かすべきもの、

商店街の活性化方策について、土浦市が取り

組むべき重点施策について、まちづくり・イ

ベントへの参加について 

大学生グループ 

（筑波大学） 

9月 4日 

10:00～ 

筑波大学 F棟 

11階 

11人 就職について、遊ぶ場所やイベントについて、

まちづくり・イベントへの参加について、ボ

ランティア活動について 

土浦商工会議所女性会 9月 4日 

16:00～ 

土浦商工会議所

3階 

10人 通勤環境について、土浦市で活かすべきもの、

商店街の活性化方策について、土浦市が取り

組むべき重点施策について、まちづくり・イ

ベントへの参加について 

 

４ グループインタビューの結果 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

    

 

Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

グループインタビュー結果概要 

  
土浦市の良いところ 土浦市の悪いところ 今後のまちづくりに望むこと 具体的なアイディア・要望 

主
婦
・
働
く
女
性
グ
ル
ー
プ 

・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 
 

山あり、水あり、歴史あり 
都心に近い/電車の始発がある 
食べ物がおいしい（良い野菜も
ある） 
学校がたくさんある 
ハス田の限りなく広がる光景が
すばらしい 
 

・ 
 
・ 
・ 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 

計画をつくりながらも、それ
が進行しない 
宣伝が下手 
れんこんなどの資源を観光に
活かす会があるが、動かない 
アクセスが悪い 
新しいものをつくるという
ところに、みんなの気持ちが
集約しない 
女性の参画が必要 
車のある人はどこでも行け
るが、まちなかで買い物がし
づらい人がいる 
寒々しく、あたたかみのない
駅前 
 

【 
・ 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 
 
 
【 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 

課題・要望】 
道路は整備してもらいたい
が、延長は疑問 
先の震災を考えると、今のこ
の時点で、何を生み出すかと
いうのは、皆でよく考えなけ
れば 
昔のようには望んでいない
新しい活気を 
ＰＲのうまい市となってほ
しい 
震災への対応、放射線への対
応を、都市計画マスタープラ
ンに位置づける 
地域ごとが充実していれば
良いまちになる 
一点に特化してひとつアピ
ールすることは大事 
ホームページの充実 
人口動態に基づいて計画づ
くりを進めてもらいたい 
リーダーシップが必要。どう
いった土浦市にしたいのか、
構想を提示 
望ましいイメージ・テーマ】 
環境に配慮するまち、という
大きなテーマを入れるべき 
建物ではなく、自然を大事に
して 
霞ヶ浦の景観を損なわない
ように、景観を活かす方向で 
日本一子育てしやすいまち
にしたい 
あたたかみがあって、みんな
が暮らせる豊かなまち 
みんながやさしく暮らせる
まち 
若い人達が暮らしやすいま
ち 

・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 

水郷公園の活用、観光の拠点
となる低い建物で大きな宿
舎をつくる 
新治にキャンプ場をつくり、
連携をとる 
霞ヶ浦、新治の山々、国民宿
舎からの筑波山の眺めを土
浦市として活かしていくべ
き 
環境を活かして、憩いの場と
しての湖に囲まれた避暑地
のイメージ 
れんこんを商品化・ブランド
化し、提供できる場があると
よい 
土浦市独自の認定をした私
的な保育所（保育家庭、グル
ープホーム）を定着させ、Ｐ
Ｒする 
県でもやっているような出
会いの場を考える 
中心市街地の空き地のスペ
ースを活用してスポット的
な公園を整備する 
小さなところにちょこちょ
こと専門的・特徴的なお店が
あるとよい 
公民館が行政の出先機関と
して機能するようにする 
趣味がボランティアにつな
がるような仕組みを公民館
に持たせ、地域がつながる場
所にする 
まちを循環する観光バスを
整備してほしい 
まちの顔（観光マップなど）
が駅前にあってほしい 
非常に狭くなっている通学
路を直してほしい。（下高津
小学校） 

大
学
生
グ
ル
ー
プ 

つ
く
ば
国
際
大
学 

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 

交通手段が豊富 
霞ヶ浦総合公園の景色がきれい 
つちまる君がかわいくて人気 
花火大会がすばらしい 
昔ながらの城下町の雰囲気が良
い 
日本一のれんこん生産地 
日用品の買い物が便利 
都心に出るには、便利 

・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 

バスの本数が少ない、終バス
の時間が早い 
夜の商店街が暗くて怖い 
車の交通マナーが悪い 
中心市街地に飲食店が少な
い 
生鮮スーパーが近所にない 
結局、車がないと買い物しづ
らい 
便利なキララちゃんバスが
あまり知られていない 
大学の周りに遊ぶ場所がな
い 
イベント自体に興味がない 
希望する職種の企業がない 

【 
・ 
・ 
 

課題・要望】 
道路交通の安全性の確保 
無料駐輪場の設置 

・ 
 
 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 

始発も多いのだから、東京や
各所へ行く起点となること
をＰＲすれば良い 
りんりん道路の活用 
観光案内所や土産物店の更
なる活用 
東京のアンテナショップの
増設 
土浦市独自のお土産品の開
発 
映画ロケ地巡りなどのイベ
ント開催 
娯楽施設（ラウンドワンな
ど）の誘致 
有名人気店舗（お菓子など）
の誘致 

高
齢
者
グ
ル
ー
プ 

 ・ 
 
土浦は始発駅。なぜ、活かせ
なかったのか 

【 
・ 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 

課題・要望】 
高齢者のまちづくりを考え
てほしい 
土浦を中心に考えるのでは
なく、つくばを中心に考える
とご利益があるかもしれな
い 
政令指定都市を目指し、つく
ば市と合併してほしい 
地元が、すばらしい霞ヶ浦・
筑波山を認識できるくらい
の開発 
霞ヶ浦と筑波の観光開発 
霞ヶ浦の水質浄化 
15万人の都市をピックアッ
プして比較する 
ひたち野うしくや、つくば
と、比較し何がだめか検討す
るべき 
10年間の変化を正確に掴ま
えるべき 
前計画についての後のフォ
ローがない 

・ 
 
 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
 
・ 
 

霞ヶ浦周辺を良くして、飲め
る水にするくらいきれいに
する 
ボートレースをやる 
新治のパープルラインを利
用して、観光の名所をつくる 
川口運動公園に、イオンのよ
うなものをつくる 
アウトレットをつくる 
国民宿舎に力を入れ鵜の岬
のようにすればいい 
新治に向かう間、並木のあた
りに大都市をつくったらいい 
中心市街地が駐車場ばかり。
土地区画整理事業により敷
地の整序をすべき 
取手市での自転車安全利用
の取組を土浦市でも行う 
新治～つくばのバスルート
を復活してほしい 
バスがなくなり、イオンなど
広くて、無料で、自由に車を
停められるところに人が集
っている 
具体的施設の整備（神立駅周
辺整備、道路整備、川口運動
公園野球場の利用方法、中貫
公園のトイレ整備（水洗化）） 

 

  

４．グループインタビューの結果 
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Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

  
土浦市の良いところ 土浦市の悪いところ 今後のまちづくりに望むこと 具体的なアイディア・要望 

大
学
生
グ
ル
ー
プ 

筑
波
大
学 

・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 

湯楽の里には入浴に行く 
市民体育祭があるなど、地域のコ
ミュニティは強そう 
実習で行っただけだが、土浦公設
市場は面白かった 
蔵造りや桜など歴史のある町並
みがいい 
霞ヶ浦や筑波山の朝日峠へ夜景
を見に良く行く 
石畳や蔵など、地元の歴史を大事
にするまちづくりをしているの
かなという印象 
つくば市よりイベント参加意識
が強い、花火大会は、毎年行きた
いと思っているくらい 
 

・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 

人がいるのに元気がないの
は問題 
狭くてごちゃごちゃしてい
る印象 
時間をかけても行こうと思
う価値ある場所がない 
遊ぶ場所はあまりない印象 
花火大会は知っているが行
ったことはない、車の渋滞が
ひどいので敬遠している 
 

【 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
【 
・ 
 
 
・ 
 

課題・要望】 
商店街の連続性を活かす 
特に目的もなくぶらぶらで
きるのが目的になるという
風にする 
市民が土浦市の中で買い物
をする機会を増やすのが大
事 
土浦市民が土浦市を好きに
なる街を目指すべき 
城下町というまちの構造を
活かして、歩いて移動できる
まちづくりを目指す 
自然を求めてくる高齢者も
いるので、高齢者が住みやす
いまちづくりが必要 
ハード面も大事だが、土浦に
住むとなるとソフト面も重
要 
無理に中心市街地を復活さ
せるより、市民が不満を感じ
ているところから改善する
のが良い 
狭いエリアで生活できる街
なか居住を進めるのが良い 
懸念】 
郊外に大型店舗が増える中
で中心市街地を活性化させ
るのは無理 
市民が郊外店を利用して不
自由していないなら、中心市
街地に興味はないのではな
いか 

・ 
 
・ 
 

モール505や蔵造りなどの
整備 
駅前商店街では、オンリーワ
ンのものを作るべき 

土
浦
青
年
会
議
所 

・ 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
・ 
 

車での生活の便が良い 
都市的機能と自然があるところ 
義理人情に厚い市民が多い 
都内にも近く、物価も高くなく、
住みやすい 
環境が良い 
行事が多い 
魅力的なロケーションが多い 
地形や自然環境がバリエーショ
ンに富んでいるところ 
 

・ 
 
・ 
・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
 

良いところを生かしていな
い 
駅前の駐車場が有料 
駅近辺の発展が乏しい 
駅前は人が歩かず暗く、夜は
治安が悪い 
駅前がごみごみしていて駅
前の再開発が遅れている 
道が狭くて複雑 
土浦駅の西口と東口の接続 
霞ヶ浦の水質が悪化してい
るところ 
 

【 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 

課題・要望】 
土浦の良さをもっと発信す
べき 
子どもたちへの土浦につい
ての教育が必要 
土浦のリゾート地という面
をもっとアピールすべき 
国民宿舎の再生 
つくばにないものが土浦に
はあるので、それを伸ばして
いけば良い 
子どもたちがまちで遊べる
環境があれば良い 
霞ヶ浦の水辺がいまだ閑散
としているので整備してほ
しい 
土浦に行けば仕事があると
いうような環境になると良
い 
地元の人が住み続けたいと
思うようなまちにしてほし
い 
土浦ブランドを築くことも
大切だ 

・ 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 

荒川沖から市内に来る道路
は4車線必要だ 
駐車場の無料化 
駐車場と道路条件（複雑、東
口・西口の接続）の改善が必
要 
コストコなど外資系の店が
くれば良い 
学校の分校や、映画館、ボー
リング場、図書課など人が集
まる施設を駅前に持ってく
ると良い 
 

土
浦
商
工
会
議
所
女
性
会 

・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
 

穏やかで災害が少ない 
霞ヶ浦、水郷近辺などはとても
美しい 
東京への通勤も1時間程度、始発
があるのが便利 
風光明媚、史跡も多い 
医療関係が充実している 
新旧住民のバランスが良い 
水郷は、土浦の財産 
イオンの駐車場が無料で広い 
 

・ 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
 
・ 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 

街に統一感がない 
ポテンシャルを活かすＰＲ
が下手 
開催するイベントが一過性
で終わっている 
人に来てほしい、住んでほし
いという姿勢が感じられな
い 
中城通りと亀城公園とを結
ぶつながりがない 
シャッター通り化への対策
が全くされていない 
学生は多いのに、学生の遊ぶ
場所がない 
市の職員と市民が一緒にな
って考える機会がない 
自転車で車道を走るのは怖
い 
土浦の駐車料金が高い 
子どもの居場所作りのＮＰＯ
を作りたいが、市の協力がな
い 
イトーヨーカドーの閉店で
買い物難民が生まれている 
公共施設の防災対策が遅れ
ている 

【 
・ 
 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 

課題・要望】 
20年前の掘割のある、柳が
ある元の風情のある土浦の
街に戻してほしい 
ヨットハーバーから亀城公
園までの水路の再生などし
て、つくば市とは対照的な街
にする 
つくば市にないもの（駅前商
店街、歴史など）をもっと活
用すべき 
行政のスピード感を早くし
てほしい 
20年後のまちづくりはもと
より、ここ数年でできること
も大事 
子育て世代を応援するよう
な施策で人の定住を目指し
た方がよい 
できるなら、高架道を撤去し
てほしい 
 

・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
 
 
・ 
 
・ 
 
 
・ 
 
 
・ 
 
・ 
 

霞ヶ浦と亀城公園をつなぐ
プロムナードをぜひやって
ほしい 
水郷公園の美観を活かした
宿泊施設やレストハウスが
ほしい 
例えば蓮田とかに、道の駅が
できてもいい 
市役所の跡地は、今ある桜を
活かしてぜひ公園にしてほ
しい 
つくばりんりんロードを公
園まで伸ばせないか 
市役所が駅前に来るのなら、
行政機関（市、県、国）を集
中させてほしい 
イベントをより一層の目玉
として打ち出したい。イベン
トの際は、仮設トイレの整備
が必要 
花火の桟敷席は大規模にや
っているので、ほかのイベン
トと組み合わせるのはどう
か 
キララちゃんバスを使った
歴史探訪などあれば良い 
高校がこれほど多いのは珍
しく、若い人がそれだけいる
のだから、それを活かすべき 
市がＮＰＯに場所を提供し
てくれれば、子育て環境作り
になる 
24時間営業の商業施設を誘
致すべき 
駅前の空き店舗を利用して、
無料の大人塾を作る 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

５－１  現況等からの課題                        

① 上位計画からの課題 

・都市的な活力と田園的な魅力を兼ね備えた地域整備が求められている。 

・豊かな自然との交流を活かした地域の整備が求められている。 

・中核的な都市圏の形成が必要である。 

・広域連携拠点としてほかの地域との積極的な交流が必要である。 

・歴史や自然を活かした個性と趣のあるまちづくりが求められている。 

・人、物資、情報などの交流を促す連携軸の強化が必要である。 

 

② 土浦市を取り巻く状況からの課題 

・市民協働によるまちづくりが求められている。 

・郊外型大規模店舗の進出により、中心市街地における既存店舗の維持・活性化が求め

られている。 

・住み続けたい、子育てしやすい魅力ある環境の形成が求められている。 

・便利で安心して暮らせる道路や交通などの整備が求められている。 

・買物環境の整備・充実により、本市を訪れる買い物客の増加が求められている。 

・高度情報技術を活かしたまちづくりが求められている。 

 

③ 現況の統計分析からの課題 

・人口は横ばいであるが、世帯数は増加しており、世帯の少人数化とともに独居老人世

帯の増加が懸念される。 

・高齢化が急激に加速しており、それに伴うバリアフリー（※）などの対応が必要である。 

・通学、就業者ともに流入が減少している。ただし、就業者については、流出が約 2 割

増加しており、雇用の場の確保が必要である。 

・依然として土浦商圏の吸収率は高いが、商店数の減少が続いており、大規模店舗への

傾倒が現れている。 

 

④ 人口動態からの課題 

・人口減少を鈍化させる方策の検討が必要である。 

・少子高齢化に対応したまちづくりが必要である。 

・都市の縮減に伴う都市構造のあり方の検討が必要である。 

・人口減少に伴うコミュニティの維持が必要である。 

  

５ 現況等や市民意向からの課題の整理 

５．現況等や市民意向からの課題の整理 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

５－２  市民意向からの課題                    

① 市民アンケートからの課題→中心市街地の整備や交通体系の整備に不満 

・重点的に整備してほしい施策は中心市街地の整備や交通体系の整備である。 

・市の取組についての満足度が低く重要度が高い項目としては、歩行者・児童・自転車

などへの安全対策が突出している。 

・霞ヶ浦や筑波山についての保全・活用についても満足度が低く、重要だと思っている人が多い。 

・駅前再開発など中心市街地の整備については、7割以上の人が不満に思っている。 

・公共交通機関の整備や駐車場・駐輪場の整備、公共施設の整備や医療施設の整備など

について半数以上の人が不満に思っている。 

・災害対策については、約 8割の人が重要であると考えている。 

・環境施策のうち、し尿処理・ごみ処理や火葬場・斎場については満足度が高いが、大

気汚染・水質浄化や自然環境については、不満度が高い。 

・住民参加のまちづくりについては、約 6割が関心を示しており、その機会としては、

清掃や防犯活動、セミナー、行政からの説明会や懇談会などへの参加の関心が高い。 

 

② 事業者アンケートからの課題 

→中心市街地は家賃が高く、駐車場代などの負担も大きい 

・中心市街地への立地の課題は、駐車場と地価・家賃コストである。 

・長期的には今の場所で操業を継続するかどうかわからないという企業が増加している。 

・人口増を図る施策や道路整備の要望が多い。 

 

③ グループインタビューからの課題→本市が持つ利点・長所が活かしきれていない 

・良いところが多いのにＰＲが足りない。 

・つくば市とは違った部分を伸ばすべきである。 

・霞ヶ浦の景観を活かすとともに水質浄化も必要である。 

・中心市街地における駐車場の使いやすさの検討が必要である。 

・駅前はマイカーの駐車違反が多く渋滞している。 

・駅と亀城公園などとのつながりが薄い。 

・国民宿舎水郷や京成ホテル跡地を活用すべきである。 

・本市の特性である水辺空間や歴史をまちづくりに活かすべきである。 

・高架道路をもっと活用できないか。 

・シャッター通り化への対策がされていない。 

・まちに高校生が多いので活性化に活かすべきである。 

・商売に対してサービス精神が少ない。 

・土浦市内には遊びに行きたくなる場所がない。 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

５－３  現計画における施策・事業の進捗状況からの課題         

① 土浦市都市計画マスタープラン「土浦未来プラン」ごとの課題 

・質の高い都心部づくり→核となる事業を選定し、各種事業の連携や整合を図りながら、着実に

事業を進めていくことが必要である。 

・うるおいのある都市づくり→霞ヶ浦の水質浄化を図るため、さらに公共下水道（※）の整備を

進めることが必要である。 

・趣と魅力のある都市づくり→「土浦市景観計画」や「土浦市観光基本計画」などの計画に基づ

き、本市独自の景観形成及び観光交流振興を進めていくことが課題である。 

・環境と共生する都市づくり→環境に関わる様々な分野について、総合的に環境施策に取り組む

ことが課題である。 

・安心・安全な都市づくり→東日本大震災を受けて改定された「土浦市地域防災計画」に基づく

速やかな防災対策が必要である。 

 

② 旧新治村都市計画マスタープラン「地域づくりの重点施策」ごとの課題 

・計画的な拠点や道路整備の推進が課題である。 
  

 
土浦商工会議所女性会 

 
主婦・働く女性グループ 

グループインタビュー風景 

 
大学生グループ 

筑波大学 

 
高齢者グループ 

 
大学生グループ 

つくば国際大学 

 
土浦青年会議所 

５．現況等や市民意向からの課題の整理 
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土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

都市計画マスタープランの改定にあたっては、単に、合併による統合や時点修正、現況課題

解決のためだけでなく、今後の都市づくりにとっての新たな視点についても配慮すべき必要が

あります。 

特に、近年はこれまでの人口増加による拡大を基調とした都市計画（※）から、人口減少をは

じめとした都市づくりを取り巻く状況の変化や多様化などを背景に、都市計画としての一貫性

は保ちながらも、これまでの都市づくりに対する規範的な考え方をあらためて見直し、発想の

転換（パラダイムシフト）を行う時期にあるといえます。 

したがって、都市計画マスタープラン改定にあたって求められる方向性や価値観としては、

以下のものが挙げられます。 

 

多様な政策を包含した統合的都市政策への転換 

これまでの都市づくりでは、都市計画、福祉、環境、観光などまちづくりに係る多様な施

策を概して個別に展開してしまうことが多く、非効率的、非経済的あるいは非自然的な都市

づくりが進められてきた側面もあります。 

しかし現在では、本市の中心市街地の整備においても、単に道路や駐車場などの都市基盤

や市街地再開発などを進めるだけでなく、商業振興施策やまちづくりイベントなどとの関係、

福祉的な側面や文化的な側面、環境的な側面、情報化の側面など多様な要素が密接に関連し

合い、また複雑に絡み合いながら成り立つものであることを踏まえて、様々な計画が連携し

て進められています。 

今後はより質の高い暮らしやすい都市づくりを目指し、多様な政策を包含しながら、一定

の枠組みにとらわれない多面的な施策を展開し、統合的な都市政策への転換が必要です。 

 

コンパクトな市街地形成の持続と自立的生活圏の形成への転換 

全国の地方都市において人口減少や中心市街地の空洞化などの深刻な都市問題が顕在化す

る中で、無計画な市街地の拡大や分散的都市機能の配置などを避けたコンパクトな市街地形

成の流れは、これからの都市づくりに必要な理念の一つです。 

一方、郊外の住宅団地や既存集落などにおいても、少子高齢化、移動手段及び買物環境の

不足など、中心市街地以上に抱える問題が多く切実です。 

本市でも、昭和 30年代から 40年代にかけて開発された住宅団地ではすでに人口減少や高

齢化が深刻な問題となってきています。 

これからは、都市の規模に応じた堅実で効果的な市街地形成を持続的かつ発展的に展開す

るとともに、郊外の住宅団地や既存集落など一定の生活圏に対し、必要な都市施設や都市政

策を導入し、自立的な“都市づくり”を進めることが必要です。 

  

６ 求められる都市づくりの方向性と価値観 
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Ⅱ．全体構想編 

1 都市の将来像 

 

 

既存ストックを活用した身近で魅力ある都市づくりへの転換 

新たな都市施設を積極的に整備していくことは、近年の厳しい経済情勢や環境的観点及び

人口減少の時代においては困難です。 

また、自然や歴史・文化資源などについても、単に保全するだけではなく、まちの個性や

魅力を高める貴重な資源としてとらえていかなければ地域間競争を勝ち抜いていくことはで

きません。 

これからは、より経済的で多様なニーズに柔軟に対応できる都市づくりを目指し、都市施

設などの適切な維持管理の下、修復や再利用などが有効なものについては、既存ストックと

して積極的に活用していくとともに、地域の個性を見直し大切にしながら、まちの魅力を高

める資源として都市づくりに活用していくことが必要です。 

 

未来を救う低炭素社会の実現への転換 

地球温暖化が世界規模で深刻な問題となっています。我々人類が過剰に排出したＣＯ2など

の温室効果ガスにより、大気と海洋の温度が年々上昇し、日本でも温暖化による異常気象が

もはや恒常化しつつあり、暮らしの安全を脅かしています。 

このことは現在だけの問題ではなく将来の世代に多大な影響を与えるものです。 

これからは、現在の経済発展を維持しながらも、温室効果ガス排出を大幅削減した低炭素

社会の実現を目指し、そのために可能な都市政策を積極的に明確化していくことが必要です。 

 

地方分権から地域主権・新しい公共の時代へ 

国と地方、都道府県と市町村の新しい関係が築かれた地方分権の時代が進み、都市づくり

においても地方の自主性が尊重されつつあります。 

一方、市民の立場においても、より主体的な取組などによる地域づくりへの参画や活動が

活発化し、本市でもＮＰＯの数などが増加しています。 

これからは、地域のことは地域に住む住民が決め、自らの暮らす地域の未来に責任を持つ

という、住民主体の新しい発想に基づきながら、行政から地域住民・団体などへ権限が委譲

される新しい公共の時代へ移行しつつある流れを踏まえ、地域づくりから広がる都市づくり

を展開していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．求められる都市づくりの方向性と価値観 



 

26 

 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅰ.土浦市の現況と課題 

 

上位計画や、土浦市を取り巻く状況、統計分析、人口動態などからの課題や、市民からの意

向として、市民アンケート、事業者アンケート、グループインタビューなどで出された課題な

どを整理するとともに、現在進められている事業の進捗状況などや、これからの都市づくりに

新たに求められる方向性や価値観を踏まえて、都市づくりの課題として以下の 5つにまとめま

した。 

 

 

1．本市の個性や都市機能の強化・充実 

①本市特有の自然・歴史的資源などを活かした骨格的都市構造の形成 

②住む場、働く場、学ぶ場などを明確にした計画的な土地利用の展開 

③地域の中核的な役割を担う高次都市機能の充実 

④道路ネットワークの整備と交通結節機能の強化 

 

2．中心市街地のにぎわいの再生と新たな魅力化 

①中心市街地の特性や優位性を活かした個性的な都市づくり 

②中心市街地の急激な人口減少に対応する定住促進策の充実 

③市街地の適切な自動車交通の処理と利用しやすい駐車場の整備や駐輪場機能の強化 

 

3．安心・安全で便利な自立的暮らしの確保 

①高齢化に対応した歩道や施設のバリアフリー（※）化による安全性の向上 

②地震などに対する防災・減災機能の向上など災害対策の充実 

③交通弱者に対する公共交通利用や買い物などの生活利便性の向上 

 

4．環境や景観への一層の配慮と都市環境の質的向上 

①自然、歴史、都市が一体となった景観都市及び観光・交流のまちづくり 

②霞ヶ浦や筑波山麓周辺などの自然的資源の保全と活用 

③きめ細かなルールによる良好な住環境の確保 

④緑やオープンスペース（※）などのうるおいのある都市空間の整備 

 

5．市民参画機会の増加への対応と協働体制の強化・充実 

①住民が主体的に参加する協働のまちづくり 

②民間の資金やノウハウを活かした企業との協働のまちづくり 

③市民からの提案を積極的に受け入れる体制の整理 

 

７ 都市づくりの課題の整理 
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７．都市づくりの課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．本市の個性や都市機能の強化・充実 
 ①本市特有の自然・歴史的資源等を活かした骨格的都市構造の形成 

 ②住む場、働く場、学ぶ場などを明確にした計画的な土地利用の展開 

 ③地域の中核的な役割を担う高次都市機能の充実 

 ④道路ネットワークの整備と交通結節機能の強化 

２．中心市街地のにぎわいの再生と新たな魅力化 
 ①中心市街地の特性や優位性を活かした個性的な都市づくり 

 ②中心市街地の急激な人口減少に対応する定住促進策の充実 

 ③市街地の適切な自動車交通の処理と利用しやすい駐車場の整備や駐輪場機能の強化 

３．安心・安全で便利な自立的暮らしの確保 
 ①高齢化に対応した歩道や施設のバリアフリー化による安全性の向上 

 ②地震等に対する防災・減災機能の向上など災害対策の充実 

 ③交通弱者に対する公共交通利用や買い物等の生活利便性の向上 

４．環境や景観への一層の配慮と都市環境の質的向上 
 ①自然，歴史，都市が一体となった景観都市及び観光・交流のまちづくり 

 ②霞ヶ浦や筑波山麓周辺等の自然的資源の保全と活用 

③きめ細かなルールによる良好な住環境の確保 

 ④緑やオープンスペース（※）等のうるおいのある都市空間の整備 

５．市民参画機会の増加への対応と協働体制の強化・充実 
 ①住民が主体的に参加する協働のまちづくり 

 ②民間の資金やノウハウを活かした企業との協働のまちづくり 

 ③市民からの提案を積極的に受け入れる体制の整理 

 

 

1．都市的な活力と田園的な魅力を兼ね備えた地域整備 

2．豊かな自然との交流を活かした地域の整備 

3．中核的な都市圏の形成 

4．広域連携拠点として積極的なほかの地域との交流 

5．歴史や自然を活かした個性と趣のあるまちづくり 

6．人、物資、情報等の交流を促す連携軸の強化 

 

1．市民協働によるまちづくりが求められている 

2．郊外型大規模店舗の進出により、中心市街地における
既存店舗の維持・活性化が求められている 

3．住み続けたい、子育てしやすい魅力ある環境の形成が
求められる 

4．便利で安心して暮らせる道路や交通などの整備が求められる 

5．買物環境の整備・充実により、本市を訪れる買い物客
の増加が求められている 

6．高度情報技術を活かしたまちづくりが求められている 

 

1．人口は横ばいであるが、世帯数は増加しており、世帯
の少人数化とともに独居老人世帯の増加が懸念 

2．高齢化が急激に加速しており、それに伴うバリアフリ
ーなどの対応が必要 

3．通学、就業者ともに流入が減少している。ただし、就
業者については、流出が約 2 割増加しており、雇用の
場の確保が必要 

4．依然として土浦商圏の吸収率は高いが、商店数の減少
が続いており、大規模店舗への傾倒が現れている 

現況等からの課題 

 

1．良いところが多いのにＰＲが足りない 

2．つくば市とは違った部分を伸ばすべきである 

3．霞ヶ浦の景観を活かすとともに水質浄化も必要である 

4．中心市街地における駐車場の使いやすさの検討が必要である 

5．駅前はマイカーの駐車違反が多く渋滞している 

6．駅と亀城公園などとのつながりが薄い 

7．国民宿舎水郷や京成ホテル跡地を活用すべきである 

8．本市の特性である水辺空間や歴史をまちづくりに活かすべ

きである 

9．高架道路をもっと活用できないか 

10．シャッター通り化への対策がされていない 

11．まちに高校生が多いので活性化に活かすべきである 

12．商売に対してサービス精神が少ない 

13．土浦市内には遊びに行きたくなる場所がない 

 

1．中心市街地への立地の課題は、駐車場と地価・家賃コスト
である 

2．長期的には今の場所で操業を継続するかどうかわからない
という企業が増加している 

3．人口増を図る施策や道路整備の要望が多い 
 

 

1．人口減少を鈍化させる方策の検討 

2．少子高齢化に対応したまちづくり 

3．都市の縮減に伴う都市構造のあり方の検討 

4．人口減少に伴うコミュニティの維持 

・土浦市都市計画マスタープラン「土浦未来プラン」ごとの課題 
1．質の高い都心部づくり→核となる事業を選定し、各種事業の連携や整合を図りながら、

着実に事業を進めていくことが課題 
2．うるおいのある都市づくり→霞ヶ浦の水質浄化を図るため、さらに公共下水道（※）の整

備を進めることが課題 
3．趣と魅力のある都市づくり→「土浦市景観計画」や「土浦市観光基本計画」などの計

画に基づき、本市独自の景観形成及び観光交流振興を進めていくことが課題 
4．環境と共生する都市づくり→環境に関わる様々な分野について、総合的に環境施策に

取り組むことが課題 
5．安心・安全な都市づくり→東日本大震災を受けて改定された「土浦市地域防災計画」

に基づく速やかな防災対策が必要 

・旧新治村都市計画マスタープラン「地域づくりの重点施策」ごとの課題 
1．計画的な拠点や道路整備の推進が課題 

市民意向からの課題 
都市づくりの課題の整理 

 

1．重点を入れてほしい施策は中心市街地の整備や交通体系の整備 

2．市の取組についての満足度が低く重要度が高い項目としては、
歩行者・児童・自転車などへの安全対策が突出している 

3．霞ヶ浦や筑波山についての保全・活用についても満足度が低
く、重要だと思っている人が多い 

4．駅前再開発など中心市街地の整備については、7割以上の人が
不満に思っている 

5．公共交通機関の整備や駐車場・駐輪場の整備、公共施設の整備や
医療施設の整備などについて半数以上の人が不満に思っている 

6．災害対策については、約 8割の人が重要であると考えている 

7．環境施策のうち、し尿処理・ごみ処理や火葬場・斎場につ
いては満足度が高いが、大気汚染・水質浄化や自然環境に
ついては、不満度が高い 

8．住民参加のまちづくりについては、約６割が関心を示して
おり、その機会としては、清掃や防犯活動、セミナー、行
政からの説明会や懇談会などの場への参加の関心が高い 

現計画における施策・事業の進捗状況からの課題 

 

上位計画からの課題 

土浦市を取り巻く状況からの課題 

現況の統計分析からの課題 

市民アンケートからの課題 

事業者アンケートからの課題 

グループインタビューからの課題 

人口動態からの課題 

1．多様な政策を包含した総合的都市政策へ 

2．コンパクトな市街地形成の持続と自立的生活圏の形成へ 

3．既存ストックを活用した身近で魅力ある都市づくりへ 

4．未来を救う低炭素社会の実現へ 

5．地方分権から地域主権・新しい公共の時代へ 

現計画策定以降、特に求められる都市づくりの方向性や価値観の変化 
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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     
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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 
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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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土浦市都市計画マスタープラン      

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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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

 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 
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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 



 

40 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

   

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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・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 
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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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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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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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◆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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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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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 
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

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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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 



 

 

85 

 

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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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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土浦市都市計画マスタープラン      

Ⅱ.全体構想     

  

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 



 

 

 

 

土浦市都市計画マスタープラン     

Ⅲ．地区別構想     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

              

                 Ⅲ．地区別構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



土浦市都市計画マスタープラン       

Ⅲ．地区別構想        

92 

 

 

  



 

 

 

 
 

93 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地区の区分 
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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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※□：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） 



土浦市都市計画マスタープラン       

Ⅲ．地区別構想        

100 

 

 

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。 

  

２．地区別の都市づくりの方針（中央地区） 
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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 

 

  

２．地区別の都市づくりの方針（中央地区） 



土浦市都市計画マスタープラン       

Ⅲ．地区別構想        

108 

 

 

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 

  



 

 

 

 

109 

 

 

（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。 
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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） 



  

125 

 

  

２．地区別の都市づくりの方針（北部地区） 



土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅲ．地区別構想 
  

126 



 

  

 

127 

 

 

図：北部地区都市計画図 

出典 ：土浦広域都市計画図 
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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 
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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。 
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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 

  



 

  

 

139 

 

 

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。 

 

  

２．地区別の都市づくりの方針（南部地区） 



土浦市都市計画マスタープラン 

Ⅲ．地区別構想 
  

142 

 

 

 

（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。 
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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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・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 

 

  

 

  

２．地区別の都市づくりの方針（新治地区） 
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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） 
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◆ 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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２．地区別の都市づくりの方針（新治地区） 



 

168 

 

 

 

 

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 
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170 

 

 

 

 

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 

 

 

 



 

  

171 

 

 

 

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

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

ます。 

 

１－１  役割分担と合意形成                               

１－１－１  役割分担                                

（1）市民の役割 

都市づくりは、自らが住み、生活する場をより良い空間に

することであり、それは市民の権利であるとともに義務でも

あります。 

したがって、都市づくりの主役としての自覚と責任を持ち、

事業者、行政との連携・協力に努め、主体的に都市づくりに

関わっていくことが求められます。 

 

（2）事業者の役割 

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

事業者としての責任ある行動を果たすことが求められています。 

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

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

 

（3）土浦市の役割 

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

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

業者との同意や協力のもとで、都市づくりを進めていきます。 

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

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

目指します。 

 

  

１ 協働の都市づくり 

 
都市計画マスタープラン 

地区別懇談会（新治地区） 

１．協働の都市づくり 



 

172 

 

 

 

 

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 

 

１－１－２  合意成形                                 

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

開催し、地区住民や事業者・行政の合意形成を図ります。 

 

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

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

市民が都市づくりに対する興味を持ち、自らが住み、生活す

る場について把握し、より良い空間に向けての提案ができるよ

うに、積極的な情報の公開に努めます。 

情報の公開にあたっては、広報紙や市のホームページなど、

市民が情報を探す従来型の提供方法に加えて、興味のある項目

を登録してもらうことにより、市から積極的に情報をメールマ

ガジンなどで発信するプッシュ型の提供方法や、さらには市民

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

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

提供や市民が発信しやすい方式での情報の聴取に努めます。 

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

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

報交換の場づくりを図ります。 

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

めます。 

 

（1）計画策定への参画 

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

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

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

とにより、市民の意見の計画への反映に努めます。 

 

（2）市民からの都市づくりへの提案 

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

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

アドバイザーなどの派遣、活動費の助成など、支援と協力を行います。 

 

 

  

 
まちづくりへの市民参加 

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

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

進します。 

 

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

（1）市民ネットワークの推進 

① 土浦市まちづくり市民会議などの活動推進 

土浦市まちづくり市民会議をはじめ、市民一人ひと

りが主体的に市政や地域社会について考え、行動する

ことができるコミュニティ活動を推進します。 

 

 

 

 

② 地区まちづくり協議会（仮称）の設置 

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

協議会（仮称）」の設置を促進し、協働によるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
土浦市まちづくり市民会議 

 

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

 

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

織が考えられます。 

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

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

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

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

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

ます。 

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

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

図ります。 

 

（3）ＮＰＯ（民間非営利団体）などとの連携 

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

 

（4）協働のまちづくりへの支援 

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

のまちづくりを実践していくことが必要です。 

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

団からの支援による「協働のまちづくり基金」を創設しました。 

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

共」を担う市民からの提案について支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．協働の都市づくり 
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都市づくりを、効率よく柔軟に進めるための仕組みづくりと人づくりを推進します。 

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

進します。 

 

２－１  推進体制の充実                               

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

関係部署で構成されるプロジェクトチームを設置するなど、庁

内における総合的な都市づくりを支援する横断的な推進体制の充

実を図ります。 

 

 

 

２－１－２  人材の育成                               

身近な地域の問題に対して総合的に対応可能な職員などの人材育成を図ります。 

２－１－３  支援体制の整備                             

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

社、都市づくり基金の創設など、多角的に支援できる体制づくりを推進します。 

 

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

２－２－１  財源の確保                                 

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

定した税収を確保することにより、財政基盤の強化を図ります。 

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

他県・他市町から人・事業所を呼び込み、安定した税収の確保を図ります。 

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

ります。 

  

２ 推進体制の充実と関係機関との連携 

 

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

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

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

上を図ります。 

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

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

必要性、緊急性、優先性などを見極めながら、着実な都市づくりを推進します。 

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

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

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

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

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

設の適切な維持・管理に努めます。 

 

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

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

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

き適切な整備、運用について要請します。 

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

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

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

推進します。 

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

えながら、市町合併や広域連携の推進を図ります。 

２－３－３  国・県との連携                                 

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

 

  

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

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

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

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

まえつつ、最大限に効果的・効率的に運用していくことが必要になります。 

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

です。 

 

３－１  計画の進行管理                               

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

ＰＤＣＡサイクル（※）によるまちづくりの推進 

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

ＤＣＡサイクルによる都市づくりを推進します。 

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

評価指標の設定などに努めます。 

 

 

 

 

 

  

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

（1）ＰＤＣＡサイクル（※）に基づく都市計画マスタープランの見直し 

Ｐlan  都市計画マスタープランの策定 

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

3月に策定しました。 

 

Ｄo   事業の実施 

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

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

置づけられた施策や事業が進められてきました。 

 

Ｃheck  管理・評価 

土浦市、旧新治村の各都市計画マスタープランにおいて重点的に進める施策・事業

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

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

    ◆土浦市都市計画マスタープラン「土浦未来プラン」における施策 

都市づくりの方針 
完了 継続 

改善して 

継続 
未着手 休止 

廃止 

中止 
計 

質の高い都心部づくり 2 9 7   1 19 

うるおいのある都市づくり  4 3    7 

趣のある都市づくり  6 8    14 

環境と共生する都市づくり  5 6  2 1 14 

安心・安全な都市づくり  20 6 1   27 

計 2 44 30 1 2 2 81 

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

地 区 
完了 継続 

改善して 

継続 
未着手 休止 

廃止 

中止 
計 

藤沢地区  9   1  10 

斗利出地区  8     8 

山ノ荘地区  9     9 

計  15   1   

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

 

Ａction  見直し 

上記の施策それぞれの、状況や内容について調査し、その対応を踏まえた上で、見

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

いました。 

  

３．進行管理と見直し 
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（2）都市計画マスタープランの進行管理・評価 

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

価「Ｃheck」を行い、新たな見直し「Ａction」が必要となります。 

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

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

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

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

 

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

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

より人々の生活が大きく変わっていくことが予想されます。 

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

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

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

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

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

づくりが必要です。 

 

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

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

に立って本市の都市づくりを展望しています。 

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

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

を行います。 

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

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

で適切な見直しを図ります。 
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1．策定の経緯 

年月日 事  由 内   容 

平成 24年 

7月 20日 

～ 

8月 8日 

まちづくりアンケートの実施 

 
 

区分 実配布数 回収数 回収率 

市民 2.000人 884人 44.2％ 

事業者 200事業所 77事業所 38.5％ 

8月 24日 グループインタビューの実施 ・主婦・働く女性 出席者 11名 

8月 24日 グループインタビューの実施 ・大学生（つくば国際大学） 出席者 6名 

8月 31日 
グループインタビューの実施 ・高齢者 出席者 5名 

グループインタビューの実施 ・土浦青年会議所 出席者 8名 

9月 4日 グループインタビューの実施 ・大学生（筑波大学） 出席者 11名 

9月 4日 グループインタビューの実施 ・土浦商工会議所女性会 出席者 10名 

9月 19日 第 1回策定幹事会 
・土浦市都市計画マスタープランの策定（見直し）について 

・土浦市の現況と課題について 

9月 27日 第 1回策定委員会 
・土浦市都市計画マスタープランの策定（見直し）について 

・土浦市の現況と課題について 

10月 24日 第１回都市計画審議会（報告） ・土浦市都市計画マスタープランの策定状況について 

11月 1日 第 2回策定幹事会 
・第 1回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの全体構想について（素案） 

11月 22日 第 2回策定委員会 
・第 1回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの全体構想（素案）について 

平成 25年 

1月 31日 第 3回策定幹事会 
・第 2回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの全体構想について（素案） 

2月 5日 一中地区住民意見交換会 ・出席者 37名 意見総数 31件 

2月 6日 新治中地区住民意見交換会 ・出席者 28名 意見総数 60件 

2月 7日 二中地区住民意見交換会 ・出席者 25名 意見総数 22件 

2月 13日 都和中地区住民意見交換会 ・出席者 21名 意見総数 11件 

2月 14日 五中地区住民意見交換会 ・出席者 21名 意見総数 18件 

2月 19日 四中地区住民意見交換会 ・出席者 18名 意見総数 16件 

2月 20日 三中地区住民意見交換会 ・出席者 29名 意見総数 33件 

2月 20日 第 3回策定委員会 
・第 2回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの全体構想について（素案） 

2月 22日 六中地区住民意見交換会 ・出席者 10名 意見総数 38件 

3月 26日 第 2回都市計画審議会（報告） ・土浦市都市計画マスタープランの策定状況について 
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年月日 事  由 内   容 

平成 25年 

5月 10日 第 4回策定幹事会 
・第 3回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの地区別構想について（素案） 

5月 31日 第 4回策定委員会 
・第 3回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの地区別構想について（素案） 

7月 5日 第 1回都市計画審議会（報告） ・土浦市都市計画マスタープランの地区別構想（案）について 

8月 9日 第 5回策定幹事会 
・第 4回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの地区別構想について（素案） 

8月 28日 第 5回策定委員会 
・第 4回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープランの地区別構想について（素案） 

9月 19日 一中地区の地区別懇談会 ・出席者 26名 意見総数 26件 

9月 25日 三中地区の地区別懇談会 ・出席者 21名 意見総数 36件 

10月 1日 二中地区の地区別懇談会 ・出席者 26名 意見総数 20件 

10月 3日 四中地区の地区別懇談会 ・出席者 19名 意見総数 15件 

10月 8日 五中地区の地区別懇談会 ・出席者 24名 意見総数 23件 

10月 10日 都和中地区の地区別懇談会 ・出席者 14名 意見総数 13件 

10月 16日 新治中地区の地区別懇談会 ・出席者 26名 意見総数 6件 

10月 22日 六中地区の地区別懇談会 ・出席者 14名 意見総数 10件 

11月 1日 第 6回策定幹事会 

・第 5回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・地区別懇談会の実施結果について 

・土浦市都市計画マスタープラン（案）について 

11月 18日 第 6回策定委員会 

・第 5回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・住民意見交換会、地区別懇談会における意見・提案について 

・土浦市都市計画マスタープラン（案）について 

11月 28日 第 2回都市計画審議会（報告） ・土浦市都市計画マスタープラン（案）について 

12月 18日 茨城県報告会 ・土浦市都市計画マスタープラン（案）の概要について 

12月 24日 議 会（報告） ・土浦市都市計画マスタープラン（案）について 

12月 24日 

～ 

1月 23日 

パブリック・コメント 

 

意見提出者数 5人 

意見数 16件 

ホームページ観覧数 390人 
 

平成 26年 

1月 31日 第 7回策定幹事会 
・第 6回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・パブリック・コメントの結果とその対応について 

2月 19日 第 7回策定委員会 

・第 6回策定委員会での指摘事項とその対応について 

・パブリック・コメントの結果とその対応について 

・土浦市都市計画マスタープラン（案）について 

2月 21日 提 言 ・土浦市都市計画マスタープランについて 

3月 4日 議 会（報告） ・土浦市都市計画マスタープランについて 

3月 27日 第 3回都市計画審議会（報告） ・土浦市都市計画マスタープランについて 
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2．策定委員会名簿 

 
 

（敬称略） 

  氏   名 所                         属 備    考 

 有田   智一 筑波大学システム情報系社会工学域 教授 委 員 長 

 川又   文夫  土浦市まちづくり市民会議 議長 副委員長 

 山本   幸子 筑波大学システム情報系社会工学域 助教   

 中台   義保 土浦市地区長連合会 顧問   

 折本   佐平 市民公募委員   

 武田   通代 市民公募委員   

 櫻井  智佳子 茨城県建築士会土浦支部 理事   

 原井  みつ江 土浦市女性団体連絡協議会   

 堀田   俊雄 土浦市障害者（児）福祉団体連合会   

 中江   元子 一般社団法人霞ヶ浦市民協会 理事   

 小野    豊 土浦農業協同組合 代表理事専務   

 石田  百合子 土浦商工会議所 女性会 副会長   

 栗原   愛明 土浦市農業委員会 農政委員会委員長   

 佐藤  ぱうろ 一般社団法人土浦青年会議所 副理事長   

 鈴木   俊彦 ㈱常陽銀行 土浦支店 統括副支店長 

H25.6.26 委嘱 

前任 飯田 泰 

 齋藤   道法 東日本旅客鉄道㈱水戸支社 総務部企画室長   

 氏家   健明 
日立建機㈱人材・法務本部 総務部長 

（神立地区工業協議会） 
  

 来栖   賢一 
㈱フジ急 代表取締役 

（新治工業倶楽部） 
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3．土浦市都市計画マスタープラン策定委員会要綱 

平成13年9月28日 

告示第122号 

改正 平成14年 2月 8日告示第 21号 

平成14年 5月 1日告示第125号 

平成14年 7月 8日告示第152号 

平成16年 3月30日告示第 33号 

平成16年 3月31日告示第 39号 

平成17年 3月31日告示第 66号 

平成19年 3月30日告示第 60号 

平成20年 3月31日告示第 63号 

平成21年 3月31日告示第 57号 

平成23年 3月31日告示第 63号 

                          平成24年 3月30日告示第 68号 

（設置） 

第1条 本市の都市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」という。）につ

いて、幅広く意見を聴取し、市民参加によるまちづくりを推進するため、土浦市都市計画マス

タープラン策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（1） 市民 

（2） 学識経験のある者 

（3） 関係機関及び団体の役職員 

（4） 市内に事業所のある企業の代表者 

（5）  前各号に掲げる者のほか、特に市長が認める者 

3 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日までとする。 

4 第2項第2号、第4号及び第5号に規定する委員は、委嘱当時の職を退いたときは、委員の資格を

失うものとする。 

（平19告示60・一部改正） 
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（委員長及び副委員長）  

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第4条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、主宰する。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

4 会議においては、委員以外の者から説明又は意見を聴くことができる。 

（幹事会） 

第5条 委員会の適正かつ効率的な運営を補助するため、都市計画マスタープラン策定幹事会（以

下「幹事会」という。）を置く。 

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

3 幹事長は都市整備部を担任する副市長（以下「担任副市長」という。）を、副幹事長は担任副

市長以外の副市長及び教育長をもって充てる。 

4 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

5 幹事長は、都市計画マスタープランに関する専門的な事項について調査検討させるため、必要

に応じ、ワーキングチームを置くことができる。 

（平14告示21・平14告示125・平16告示39・平17告示66・平19告示60・平21告示57・一部

改正） 

（庶務） 

第6条 委員会及び幹事会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

付 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

付 則（平成14年2月8日告示第21号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

３．土浦市都市計画マスタープラン策定委員会要綱 
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付 則（平成14年5月1日告示第125号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

付 則（平成14年7月8日告示第152号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

付 則（平成16年3月30日告示第33号） 

この告示は、平成16年4月1日から施行する。 

付 則（平成16年3月31日告示第39号） 

この告示は、平成16年4月1日から施行する。 

付 則（平成17年3月31日告示第66号） 

この告示は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則（平成19年3月30日告示第60号）抄 

（施行期日） 

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。 

（土浦市都市計画マスタープラン策定委員会要綱の一部改正に伴う経過措置） 

3 この告示の施行の際改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職す

るものとする場合においては、同項に規定する期間に限り、第6条の規定による改正後の土浦市

都市計画マスタープラン策定委員会要綱第5条第3項の規定は適用せず、第6条の規定による改正

前の土浦市都市計画マスタープラン策定委員会要綱（以下この項において「旧告示」という。）

第5条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧告示第5条第3項の規定中

「助役」とあるのは「副市長」とする。 

付 則（平成20年3月31日告示第63号） 

この告示は、平成20年4月1日から施行する。 

付 則（平成21年3月31日告示第57号） 

この告示は、平成21年4月1日から施行する。 

付 則（平成23年3月31日告示第63号） 

この告示は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則（平成24年3月30日告示第68号） 

この告示は、平成24年4月1日から施行する。 
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別表（第 5条関係） 

（平14告示21・平14告示152・平16告示33・平16告示39・平17告示66・平19告示60・平20

告示63・平21告示57・平23告示63・平24告示68・一部改正） 

 

市長公室長、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、産業部長、建設部長、都市整備部

長、教育部長、消防長、消防次長、政策企画課長、行政経営課長、財政課長、広報広聴課

長、男女共同参画課長、総務課長、課税課長、市民活動課長、生活安全課長、環境保全課

長、環境衛生課長、社会福祉課長、障害福祉課長、こども福祉課長、高齢福祉課長、健康

増進課長、商工観光課長、農林水産課長、耕地課長、道路課長、住宅営繕課長、下水道課

長、水道課長、都市計画課長、建築指導課長、公園街路課長、土浦駅北開発事務所長、教

育総務課長、学務課長、生涯学習課長、文化課長、スポーツ振興課長、消防本部総務課長、

予防課長、警防救急課長、農業委員会事務局長 

 

  

３．土浦市都市計画マスタープラン策定委員会要綱 
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4．用語解説（50 音順） 

【あ行】 

安心歩行エリア  
歩行者や自転車が安全に通行できる交通環境を確保するため、国土交通省と警察庁が事故多発

地帯を中心に指定するもので、エリア内においては、交通規制の強化や道路環境の整備を重点的

に行います。 

県道潮来土浦自転車道線 

霞ヶ浦の堤防を利用して整備計画が立てられた、潮来市から土浦市に至る延長約 40kmの自転車

道のことです。 

平成 12年度に茨城県の事業として着手され、霞ヶ浦に沿って点在する交流拠点を結びつけ、水

辺の交流ネットワーク化を図るのが目的です。 

エコ・コンパクトシティ 

郊外に分散した医療、福祉、生涯学習など暮らしをサポートする機能を中心市街地に集約して、

環境負荷の少ない都市を目指すことをいいます。 

オープンスペース 

公園、広場、河川、農地など、建物によって覆われていない土地あるいは敷地内の空き地を総

称していいます。 

オールドタウン化 

高度成長期に建設された住宅地などにおいて、住民の高齢化、住宅や都市基盤施設の老朽化、

地区内商店街の衰退などが深刻化しつつある現象のことをいいます。 

【か行】 

土浦市かわまちづくり計画 

観光などの活性化につながる景観・歴史・文化などの河川が有する地域の魅力という「資源」

や地域の創意としての「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民との連携の下で立案された、

実現性の高い河川や水辺の整備・利活用計画による、良好なまちと水辺が融合した空間形成の円

滑な推進を図ることをいいます。 

環境共生住宅 

地球環境を保全する観点から、エネルギー、資源、廃棄物などの面で十分な配慮がなされ、周

辺の環境と調和し、健康で快適に生活できるように工夫された住宅。具体的には、高断熱化、自

然エネルギーの利用などを採用した住宅のことをいいます。 

   区域指定 

都市計画法第 34 条第 11 号及び第 12 号の規定に基づき、市街化調整区域内のあらかじめ指定 

した区域において、既存集落の維持・保全を目的に、申請者の出身要件等を問うことなく（だれ

でも）住宅や一定の小規模な店舗等の立地を許可の対象とする条例です。 

   グリーンツーリズム 

農産漁村などで、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のことをいいます。 

   景観条例 

景観づくりの理念や目標、具体的な景観誘導や市民の意見の反映などに関し、必要な手続きや

方策などを制度的に定める条例のことをいいます。 

   建築協定 

ある区域の土地所有権者及び借地権者などが、自主的にその全員の合意により、区域内におけ

る建築物の敷地、位置、構造、用途、意匠または建築設備に関して、一般の建築基準法より厳し

い基準を定める協定のことをいいます。 
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   広域幹線・地域幹線道路 

広域幹線道路とは、国道など、複数の生活・経済圏を連絡する道路のことをいいます。 

地域幹線道路とは、広域幹線道路などと一体的に、隣接する市町村と連絡する道路のことをい

います。 

   公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水道

で、終末処理場を有するもの、または流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべ

き排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます。 

   交通需要マネジメント（ＴＤＭ） 

車利用者の交通行動の変化を促すことにより、都市または地域レベルの道路交通混雑を緩和す

る手法の体系のことをいいます。往路渋滞、自動車排ガス問題などへの対応として、一人乗りマ

イカー通勤の削減、公共交通機関への転換、時差通勤など交通需要側への規制、誘導、啓発によ

って解決しようとするものです。 

ＴＤＭは、Transportation Demand Managementの略です。 

   高度処理型合併処理浄化槽 
窒素やりんの除去能力を高めるために改良された新たな合併処理浄化槽で、し尿と生活雑排水

を併せて処理することが可能であり、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）濃度を 20 ㎎/㍑以下にす

ることが可能で、湖沼などの富栄養化対策として有効です。 

   高度道路交通システム（ＩＴＳ：Intelligent Transport Systems） 

人と道路と自動車の間で情報の受発信を行い、道路交通が抱える事故や渋滞、環境対策など、

様々な課題を解決するためのシステムであり、関連技術は多岐にわたり、社会システムを大きく

変えるプロジェクトとして、新しい産業や市場を作り出す可能性を秘めています。 

   コミュニティバス 

民間路線では参入困難な地域への交通の確保など、地域の必要目的に応じて運行するバスのこ

とをいいます。 

【さ行】 

   サイクルアンドライド 

まち中への自動車流入を抑制し、公共交通の利用を促進し、自転車でバス停留所、駅に来てバ

スや電車に乗り換えるシステムのことをいいます。 

   市街化区域 

すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地化を図る

べき区域をいいます。都市施設の整備や市街地開発事業が優先的に実施され、用途地域が適用さ

れます。 

   市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域をいい、原則として用途地域制の適用はなく、都市施設の整備や市街

地開発事業なども行われません。 

   市街地環状道路 

通過交通のう回と流入交通の分散導入を役割として、おおむね市街地の外郭を環状に巡る道路

網のことをいいます。 

   市街地幹線道路 

市内の各市街地や地域を連絡する道路のことをいいます。 

   市民農園 
農家など農地の所有者などが近隣の住民のために農作業などの目的で使用させる農園のことを

いいます。休耕田などを有効活用する一つの方策となっています。 

４．用語集 
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   将来像 

「将来の都市の姿を想像した共有の像」のことです。20 年後には、こういう都市になっている

という最終型の像です。 

   将来都市構造 

都市全体を形づくる根幹的な要素を概念的に示したものをいいます。これを図化した「都市構

造図」は、広域的な視点を含めた効果的かつ効率的な都市の発展を推進するための「まちづくり

の見取り図」ととらえることができます。 

   生活道路 

幹線道路、駅、学校など公共施設などに移動する際に利用する、日常生活上密接な関わりを持

つ市町村道レベルの道路を示します。 

【た行】 

   第 7次土浦市総合計画 

政策を計画的に遂行するために、「基本構想」（10年にわたるビジョンや政策大綱）、「基本計画」（5

年にわたる基本構想を実現するための基本政策）及び「実施計画」（3 年にわたり実施されるべき

政策）で構成され、本市で最も上位の計画となります。 

   地区計画制度 

 地区計画制度とは、地区計画とは、地区の特徴にふさわしい良好な環境の形成を図るための制

度で、日常生活の身近な観点から、住んでいる住民の皆さんがその地区の将来などについて話し

合ってルールを決定していく制度のことをいいます。 

   低公害車 

電気自動車やハイブリッド自動車など、従来のガソリン自動車やディーゼル自動車と異なるエ

ネルギーや駆動方法を用いる窒素酸化物や二酸化炭素の排出量の少ない自動車のことをいいます。 

   都市計画 

「都市づくりにかかわる計画全般」を総称する場合と、都市計画法で定められているものを意

味する場合があり、都市計画マスタープランでは、後者の意味で用いています。この場合の内容

としては、市街化区域、市街化調整区域、用途地域といった土地利用に関する計画、道路や公園、

下水道といった都市施設に関する計画、市街地再開発事業などの市街地開発事業に関する計画の 3

つに分けることができます。それぞれの位置や区域などを定めますが、施設などの詳細までを決

定するものではありません。 

   都市計画道路 
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄

与することを目的とした都市計画法第 11条第 1項に定める都市施設であり、知事の承認を受けて

都市計画で定められた道路のことをいいます。 

   都市下水路 

主として市街地内における浸水を防除するために設置される下水道のことをいいます。 

   都市計画提案制度 

地域の住民の都市づくりに対する取組を都市計画行政に活かしていくために、土地所有者や都

市づくり団体などが、一定規模以上（原則は 0.5ha 以上）のまとまった土地の区域で、その提案

内容が都市計画の基準に適合し、土地所有者などの 3 分の 2 以上の同意を得た都市計画の案を県

または市に提案することができる制度で、県または市は、計画提案を踏まえた都市計画の決定ま

たは変更が必要かどうかを判断し、必要な対応を行います。 

   都市づくりの目標 

「行動などの対象となる目当て」のことです。都市づくりの課題に対応した内容であるととも

に、将来像を実現するための具体的姿勢や方向を示しています。この目標は都市整備構想をまと

める際の基本的な土台になっていきます。 
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   都市づくりの理念 

「ものの原型として考えられる不変の考え」のことです。20年間（あるいはそれ以降も）この

考えに基づき、都市づくりを進めるという根元的な姿勢を示すものです。都市づくりの課題を大

局的に把握した上で、精神論的な考えで整理しています。 

   トランジットモール 

商店街の通りから通過目的のためだけに通行する車を抑制し、歩行者専用空間としたショッピ

ング街に、バスなどの公共交通機関だけが通行できるようにした空間のことをいいます。 

【な行】 

   農業集落排水事業 

農業振興地域における農業用排水の水質保全、機能維持を図ることを目的として、同地域内の

集落について実施する汚水処理事業のことをいいます。 

【は行】 

   パークアンドライド 

自家用車を利用して目的地まで直接行かず、近くの鉄道またはバス停まで自家用車を利用し、

そこから鉄道またはバスなどの公共交通機関に乗り換えて目的地まで行くシステムのことをいい

ます。 

   バスロケーションシステム 

無線通信やＧＰＳなどを利用してバスの位置情報を収集することにより、バスの定時運行の調

整などに役立てるシステムのことをいいます。 

   バリアフリー 

障害を持つ人でも地域の中で通常に暮らせる社会づくりの考え方をより広げるため、身体的、

精神的な障壁（バリア）を除去（フリー）しようとする考えのことです。 

   ビオトープ 

その土地に昔からいた様々な野生生物が生息し、自然の生態系が機能する空間であり、周辺地

域から明確に区分できる性質を持った生息環境の地理的最小単位のことをいいます。 

ＰＤＣＡサイクル 

「目標」を設定し、その達成のための具体的なプログラム（手段・方法）を立案し（Plan）、実

施し（Do）、定常的に達成状況を点検・評価し（Check）、手段・方法やＰＤＣＡサイクルの運用の

しかたに不都合があれば是正・見直しを行い（Action）、その結果を次の目標設定やプログラムの

立案（Plan）に反映させていくという目標管理（マネジメント）の方法のことです。 

   プチ原っぱ 

地域の住民が管理することを前提として、市が空き地を借り上げて、地域の要望に応じて整備

した小規模な公園や広場のことです。 

   ペデストリアンデッキ 

歩行者のための高架の通路のことをいいます。一般的に、駅と商業施設を直結するため駅前広

場などに設置される場合、業務街において複数の建物を連続的につなぐ場合、高低差のある住宅

街で住棟間の動線をつなぐ場合などに設置されます。 

   ポケットパーク 

文字通りポケットほどの小さな公園の意味で、都市生活の中でのうるおいや休憩のために整備

された比較的小規模な空間のことをいいます。 
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【ま行】 

   まちばん 

   市民及び駅利用者の安全を確保するため、警察官ＯＢによる立番、青色防犯パトロール車

及び徒歩による巡回を行い、警察署と連携を図り、地域の安心で安全なまちづくりの整備を

図ることをいいます。 

【や行】 

   優良農地 

農業生産力の高い農地、土地改良事業などの農業に対する公共投資の対象となった農地、また

は、集団的に存在している農地のことをいいます。 

   ユニバーサルデザイン 

道具や空間をデザインするにあたって、障害者のための特別なデザインを考案するのではなく、

健常者も含めたすべての人にとって使いやすいデザインを考えることをいいます。 

   ユビキタス 
情報化社会において、情報通信技術がいつでも・どこにでも存在し、コンピュータの存在をも

はや意識することなく利用できることをいいます。 

【ら行】 

   緑地協定 

範囲を定めた土地または道路や河川などに隣接する土地の所有者などが市街地の良好な環境を

確保するために結ぶ緑化に関する協定のことをいいます。緑地（緑化）協定には、都市緑地保全

法によるものや市町村の条例や要綱によるものなどがあります。 

   レンタサイクルシステム 

個人で自転車を所有するのではなく、例えば、駅への通勤・通学者と駅から目的地までの利用

者が共有して自転車を利用し、自動車利用の抑制による環境への負荷の軽減、放置自転車の軽減、

観光などへの活用を図るための手段のことをいいます。 

  

http://www.sophia-it.com/content/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
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《参考資料》各地区の関連データ 

構

成 
〔一中地区〕有明町、大和町、桜町一丁目、桜町二丁目、桜町三丁目、桜町四丁目、大町、千束町、生田

町、港町一丁目、港町二丁目、港町三丁目、中央一丁目、中央二丁目、城北町、東崎町、川

口一丁目、川口二丁目、大手町、文京町、立田町、田中町、田中一丁目、田中二丁目、田中

三丁目、蓮河原町、蓮河原新町、滝田一丁目、滝田二丁目、宍塚、矢作、飯田、佐野子、粕

毛、虫掛、湖北一丁目、湖北二丁目 

〔二中地区〕若松町、東若松町、殿里町、真鍋一丁目、真鍋二丁目、真鍋三丁目、真鍋四丁目、真鍋五丁

目、真鍋六丁目、東真鍋町、西真鍋町、真鍋新町、東都和、木田余町１区、木田余町２区、

木田余町３区、木田余町４区、木田余東台一丁目、木田余東台二丁目、木田余東台三丁目、

木田余東台四丁目、木田余東台五丁目、木田余西台、板谷七丁目の一部 

〔三中地区〕荒川沖東一丁目、荒川沖東二丁目、荒川沖東三丁目、荒川沖南区、荒川沖西区一丁

目、荒川沖西区二丁目、北荒川沖町、荒川沖西一丁目、荒川沖西二丁目、荒川沖西

三丁目、中荒川沖町、乙戸町、小山田町、乙戸南一丁目、乙戸南二丁目、乙戸南三

丁目、中村東町、竹ノ入町、中村町１区、中村町６区、中村町８区、西根町１区、

西根町２区、西根町３区、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、中村南四

丁目、中村南五丁目、中村南六丁目、西根南一丁目、西根南二丁目、西根南三丁目、

西根西一丁目、卸町一丁目、卸町二丁目 

〔四中地区〕小松一丁目、小松二丁目、小松三丁目、千鳥ケ丘町、小松ケ丘町、桜ケ丘町、中高津町、上

高津町、永国町、永国東町、永国台、富士崎一丁目、富士崎二丁目、下高津一丁目、下高津

二丁目、下高津三丁目、下高津四丁目、国分町、中高津一丁目、中高津二丁目、中高津三丁

目、天川一丁目、天川二丁目、上高津新町 

〔五中地区〕神立町１区、中神立町、北神立町、神立中央一丁目、神立中央二丁目、神立中央三

丁目、神立中央四丁目、神立中央五丁目、神立東一丁目、神立東二丁目、菅谷町、

白鳥町、白鳥新町、沖宿町、田村町、手野町、おおつ野一丁目、おおつ野二丁目、

おおつ野三丁目、おおつ野四丁目、おおつ野五丁目、おおつ野六丁目、おおつ野七

丁目、おおつ野八丁目 

〔六中地区〕大岩田町１区、大岩田町２区、霞ヶ岡町、小岩田東一丁目、小岩田東二丁目、小岩田西一丁

目、小岩田西二丁目、大岩田団地（県営）、大岩田団地（市営）、烏山一丁目、烏山二丁目、

烏山三丁目、烏山四丁目、烏山五丁目、右籾町１区、右籾町２区、右籾町３区、右籾町４区、

右籾町５区、まりやま団地、まりやま新町、自衛隊 

〔都和中地区〕常名町、都和一丁目、都和二丁目、都和三丁目、都和四丁目、並木一丁目、並木二

丁目、並木三丁目、並木四丁目、並木五丁目、東並木町、西並木町、今泉町、粟野

町、小山崎町、笠師町、紫ヶ丘、中都町一丁目、中都町二丁目、中都町三丁目、中

都町四丁目、中貫町、東中貫町、板谷一丁目、板谷二丁目、板谷三丁目、板谷四丁

目、板谷五丁目、板谷六丁目、板谷七丁目の一部 

〔新治中地区〕藤沢一区、藤沢二区、東町、大畑、上坂田、下坂田、桃園、文教区、藤沢団地、沢辺、田宮、

高岡根、高岡沖、田土部、高岡新田、藤沢新田、永井、本郷、大志戸、小野、東城寺、小高 
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・土地区画整理事業は5地区（155.83ha）で整備済みですが、そのうち2地区は、すでに完成後30年以上経

過しています。 

・市街地再開発事業は、土浦駅前地区の 1 地区のみが整備済みですが、当初のキーテナントが撤退し、市役

所が移転することが決まっているなど、すでにコンバージョンが進みつつあります。また、隣接した土浦

駅前北地区において新たな事業が進められています。 

・本地区ではこのほか、土浦駅西口周辺地区や土浦駅東口周辺地区の総合再生計画に基づいて面的な整備が

計画されているほか、中心市街地と筑波研究学園地区との間にあることを活かした宍塚大池周辺の開発に

ついても検討しています。 

・本地区には、26路線の都市計画道路（※）が計画されており、うち18路線が整備済みもしくは概成済みです。 

・街区公園が9箇所、近隣公園が4箇所、総合公園が2箇所、運動公園が2箇所あります。 

公

共

施

設 

・[一中地区]大町庁舎、総合福祉会館、消防本部庁舎、中央出張所、亀城プラザ、男女共同参画センター、

消費生活センター、土浦駅東口第1～第4自転車駐車場、土浦駅西口第1自転車駐車場（平成21年3

月竣工）、土浦駅西口第2自転車駐車場、土浦駅西口地下自転車駐車場、清掃事務所（道路補修事務

所併設）、斎場、衛生センター、社会福祉センター、障害者自立支援センター、東崎保育所、東崎保

育所 駅前分園、新川保育所、桜川保育所、新川ホーム、老人福祉センター「うらら」、老人デイサー

ビスセンター「うらら」、観光案内所、まちかど蔵「大徳」、まちかど蔵「野村」、勤労青少年ホーム、

西部地区農業集落排水処理施設、道路補修事務所（清掃事務所併設）、亀城ポンプ場、桜川ポンプ場、

塚田ポンプ場、川口ポンプ場、港ポンプ場、川口川ポンプ場、駅東駐車場、駅西駐車場、内西駐車場、

桜川駐車場、東口広場駐車場、亀城公園、生涯学習館（図書館併設）、図書館（生涯学習館併設）、一

中地区公民館、博物館、川口運動公園、武道館、市民運動広場、青少年センター、土浦小学校児童ク

ラブ、土浦幼稚園（土浦市立いくぶん幼稚園と統合（平成24年4月））、土浦小学校、宍塚小学校、

土浦第一中学校、新庁舎開庁予定（平成27年5月）、消防本部新庁舎竣工予定（平成27年度） 

 

土浦市 北部地区 

中央地区 

南部地区 

新治地区 
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・[二中地区]真鍋事務庁舎、シルバー人材センター、勤労者総合福祉センター、市営板谷第一住宅、

市営板谷第二住宅、木田余ポンプ場、新川ポンプ場、二中地区公民館、市民会館、木田余

地区市民運動広場、真鍋小学校児童クラブ、真鍋小学校、土浦第二中学校 

・[三中地区]南支所（荒川沖西部地区学習等供用施設内）、防犯ステーション（平成21年11月開設）、清掃セ

ンター、新生保育所、荒川沖保育所、竹ノ入保育所、老人デイサービスセンター「ながみね」（ふれあ

いセンターながみね併設）、ふれあいセンターながみね、西根地区農業集落排水処理施設（平成20年3

月竣工）、公設地方卸売市場、市営竹の入第一住宅、市営竹の入第二住宅、市営中村住宅、荒川沖駅東

口広場駐車場、荒川沖駅西口広場駐車場、乙戸沼公園、荒川沖東部地区学習等供用施設、荒川沖西部地

区学習等供用施設、図書館三中地区分館（三中地区公民館内）、三中地区公民館、荒川沖地区野球広場、

乙戸ファミリースポーツ公園テニスコート、青少年の家、東小学校児童クラブ（平成18年12月竣工）、

荒川沖小学校児童クラブ、中村小学校児童クラブ、乙戸小学校児童クラブ（平成22年3月竣工）、東小

学校、荒川沖小学校、中村小学校、乙戸小学校、土浦第三中学校、荒川沖消防署 

・［四中地区]市役所本庁舎、高津庁舎、国分霊園、療育支援センター、つくしの家、天川保育所、

子育て交流サロン「わらべ」、土浦保健センター、休日緊急診療所（土浦保健センター内）、

市営中高津住宅、第一学校給食センター、四中地区公民館、上高津貝塚ふるさと歴史の広

場、下高津小学校児童クラブ、土浦第二小学校児童クラブ、土浦第二幼稚園、下高津小学

校、土浦第二小学校、土浦第四中学校、土浦消防署南分署 

・[五中地区]上大津支所、神立出張所（神立地区コミュニティセンター内）、神立地区コミュニテ

ィセンター、神立駅西口自転車駐車場、最終処分場、神立保育所、老人福祉センター「湖

畔荘」、東部地区農業集落排水処理施設、市営神立住宅、神立配水場、神立駅西口駐車場、

第二学校給食センター、図書館神立分館（神立コミュニティセンター内）、上大津公民館、

神立公園野球場、東部地区市民運動広場（平成 20年 4月竣工）、上大津東小学校児童クラ

ブ、上大津西小学校児童クラブ（平成 18年 6月供用開始）、神立小学校児童クラブ、菅谷

小学校児童クラブ（平成 20年 4月供用開始）、上大津東小学校、上大津西小学校、神立小

学校、菅谷小学校、土浦第五中学校、神立消防署 

・[六中地区]霞ケ岡保育所、ポプラ児童館（平成17年3月竣工）、レストハウス水郷、国民宿舎水郷、市営

南ケ丘住宅、市営大岩田住宅、市営霞ケ岡第一住宅、市営霞ケ岡第二住宅、大岩田配水場、右籾配水

場、ネイチャーセンター、水郷テニスコート、霞ヶ浦総合公園、六中地区公民館、霞ヶ浦文化体育会

館、霞ヶ浦総合公園プール、南部地区市民運動広場、大岩田小学校児童クラブ、右籾小学校児童クラ

ブ、大岩田幼稚園、大岩田小学校、右籾小学校、土浦第六中学校 

・[都和中地区]都和支所、並木霊園、今泉第一霊園、今泉第二霊園、都和保育所、都和児童館、老人福祉セ

ンター「つわぶき」、老人デイサービスセンター「つわぶき」（老人福祉センター「つわぶき」併設）、

北部地区農業集落排水処理施設、市営常名第三住宅、市営都和住宅、市営西板谷住宅、紫ケ丘ポンプ

場、図書館都和分館（都和公民館内）、都和公民館、中貫公園運動広場、都和小学校児童クラブ（平

成19年4月使用開始）、都和南小学校児童クラブ、都和幼稚園、都和小学校、都和南小学校、都和中

学校、並木出張所 

・[新治中地区]新治庁舎、新治支所、新治総合福祉センター、障害者自立支援センター「にいはり」（新治

総合福祉センター内）、新治児童館、新治保健センター、小町ふれあい広場、農業センター、高岡地

区農業集落排水処理施設、沢辺地区農業集落排水処理施設、市営下坂田住宅、藤沢中継ポンプ場、新

治浄配水場（平成16年1月竣工）、藤沢集会所、新治地区公民館、新治トレーニングセンター、新治

運動公園、藤沢小学校児童クラブ、山ノ荘小学校児童クラブ（平成19年4月使用開始）、新治幼稚園、

藤沢小学校、斗利出小学校、山ノ荘小学校、新治中学校、新治消防署 

 

※太字は、現行都市計画マスタープラン策定以降（平成16年10月以降）に開設、統合したものや今後新設

される施設です。 
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面整備の状況【中央地区】 

地区名 事業手法 事業主体 
全体面積 

（ha） 
施行年度 備考 

神林 土地区画整理事業 組合 27.21 昭和 48～57年 整備済 

虫掛 土地区画整理事業 組合 33.05 昭和 49～56年 整備済 

瀧田 土地区画整理事業 組合 20.66 平成 7～11年 整備済 

桜ヶ丘 土地区画整理事業 組合 4.07 昭和 59～63年 整備済 

木田余 土地区画整理事業 組合 70.84 昭和 59～平成 11年 整備済 

小 計 － － 155.83 － － 

土浦駅前 第一種市街地再開発事業 組合 2.10 昭和 63～平成 9年 整備済 

小計 － － 2.10 － － 

大和町北地区 － － 約 3.4 － 計画 

土浦駅前北地区 第一種市街地再開発事業 － 約 0.8 － 計画 

土浦駅西口周辺地区 － － 約 9.0 － 計画 

土浦駅東口周辺地区 － － 約 16.0 － 計画 

中央一丁目地区 － － 約 2.0 － 計画 

川口二丁目地区 － － 約 5.1 － 計画 

宍塚大池周辺地区 － － － － 計画 

 

面整備の状況【北部地区】 

地区名 事業手法 事業主体 
全体面積 

（ha） 
施行年度 備考 

神 立 第 1 地 区 土地区画整理事業 知事 127.2 昭和 39～44年  

神 立 第 2 地 区 土地区画整理事業 知事 29.6 昭和 42～45年 整備済 

田 村 ・ 沖 宿 土地区画整理事業 組合 99.56 平成元年～11年 整備済 

土 浦 北 工業団地造成事業 
住宅都市

整備公団 
41.7 － 整備済 

小 計   298.06   

神立駅西口地区 土地区画整理事業 組合 1.31 － 計画 

 

面整備の状況【南部地区】 

地区名 事業手法 事業主体 
全体面積 

（ha） 
施行年度 備考 

乙 戸 土地区画整理事業 組合 58.04 昭和 45～53年 整備済 

中 村 西 根 土地区画整理事業 市 38.70 昭和 60年～平成 2年 整備済 

小 計   96.74   

荒川沖駅西口第1－Ａ 第一種市街地再開発事業 組合 0.36 平成 9～15年 整備済 

荒 川 沖 西 口 地 区 － － 約 13.8 － 整備済 
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都市計画道路（※）の整備状況【中央地区】 

路線番号 路 線 名 

決定 

延長 

（m） 

平成14年 平成24年 

整備済 

延長（m） 

整備済 

延長（m） 

概成済 

延長（m） 

整備中 

延長（m） 

暫定供用

延長（m） 

未整備 

延長（m） 

3・5・3 木 田 余 神 立 線 450 450 450 0 0 0 0 

3・4・5 川 口 下 稲 吉 線 3,360 3,360 3,360 0 0 0 0 

3・3・6 土 浦 新 治 線 2,900 753 753 0 0 2,147 0 

3・4・7 中 高 津 中 貫 線 5,590 420 420 5,170 0 0 0 

3・4・8 真 鍋 神 立 線 2,498 0 0 0 300 0 2,198 

3・4・9 真 鍋 町 線 350 350 350 0 0 0 0 

3・4・10 真 鍋 神 林 線 1,500 1,500 1,500 0 0 0 0 

3・3・11 荒川沖木田余線 4,487 3,369 3,369 0 1,118 0 0 

3・3・12 川 口 田 中 線 2,500 2,000 2,000 0 500 0 0 

3・6・13 土浦駅北通り線 560 275 0 275 0 0 285 

3・3・14 駅 前 川 口 線 300 138 138 162 0 0 0 

3・4・16 土浦駅西通り線 750 130 130 620 0 0 0 

3・4・17 宍 塚 大 岩 田 線 3,622 1,141 1,141 0 0 1,000 1,381 

3・4・18 大 和 上 高 津 線 3,900 3,150 3,150 750 0 0 0 

3・4・19 桜ヶ丘大岩田線 900 900 900 0 0 0 0 

3・2・30 土浦駅東学園線 5,250 2,100 2,100 3,150 0 0 0 

3・4・32 中 央 立 田 線 850 0 0 850 0 0 0 

3・4・33 木 田 余 線 920 920 920 0 0 0 0 

3・5・34 東台御りょう線 1,340 1,340 1,340 0 0 0 0 

3・5・41 木 田 余 池 下 線 460 460 460 0 0 0 0 

3・5・46 真 鍋 並 木 線 850 0 0 850 0 0 0 

3・5・53 小 松 大 岩 田 線 1,230 587 587 643 0 0 0 

7・5・1 大 和 桜 町 線 140 140 140 0 0 0 0 

8・6・1 有 明 大 和 線 70 70 70 0 0 0 0 

合 計 45,937 23,553 23,278 12,665 1,918 3,147 4,829 

  対全市 37.1% 36.7% 36.4% 61.1% 15.5% - 20.6% 

地区内整備率 － 51.3% 95.0% 51.7% 7.8% 12.8% 19.7% 

地区内計画密度 1.76km/k㎡ 

 

  

《参考資料》各地区の関連データ 
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都市計画道路（※）の整備状況【北部地区】 

路線番号 路 線 名 

決定 

延長 

（m） 

平成14年 平成24年 

整備済 

延長（m） 

整備済 

延長（m） 

概成済 

延長（m） 

整備中 

延長（m） 

暫定供用

延長（m） 

未整備 

延長（m） 

 3 ･ 4 ･ 1 神 立 停 車 場 線 350 0 0 0 0 0 350 

 3 ･ 4 ･ 2 中 貫 白 鳥 線 4,490 4,020 4,020 0 0 0 470 

 3 ･ 5 ･ 3 木田余・神立線 1,940 790 790 0 0 0 1,150 

 3 ･ 4 ･ 4 中 貫 神 立 線 2,132 0 0 0 0 0 2,132 

 3 ･ 4 ･ 5 川 口 下 稲 吉 線 1,750 1,750 1,750 0 0 0 0 

 3 ･ 3 ･ 6 土 浦 新 治 線 4,820 1,877 3,220 0 1,600 0 0 

 3 ･ 4 ･ 8 真 鍋 神 立 線 3,002 760 760 0 825 0 1,417 

 3 ･ 4 ･38 田 村 沖 宿 線 2,550 2,550 2,550 0 0 0 0 

 3 ･ 4 ･ 7 中 高 津 中 貫 線 810 0 0 810 0 0 0 

 3 ･ 5 ･29 並 木 線 670 670 670 0 0 0 0 

 3 ･ 4 ･39 今 泉 線 600 600 600 0 0 0 0 

 3 ･ 4 ･40 今 泉 大 畑 線 2,170 2,170 2,170 0 0 0 0 

 3 ･ 4 ･43 常 名 虫 掛 線 1,271 0 0 0 1,271 0 0 

 3 ･ 5 ･46 真 鍋 並 木 線 1,650 0 0 1,650 0 0 0 

 3 ･ 3 ･58 土 浦 千 代 田 線 1,000 0 0 0 0 0 1,000 

 3 ･ 4 ･59 中 貫 下 稲 吉 線 160 0 0 160 0 0 0 

合 計 29,365 15,187 16,530 2,620 3,696 0 6,519 

対全市 22.8% 23.6% 23.0% 12.2% 30.7% - 31.4% 

地区内整備率 － 51.7% 56.3% 8.9% 12.6% 0.0% 22.2% 

地区内計画密度 0.82km/k㎡ 
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都市計画道路（※）の整備状況【南部地区】 

路線番号 路 線 名 

決定 

延長 

（m） 

平成14年 平成24年 

整備済 

延長（m） 

整備済 

延長（m） 

概成済 

延長（m） 

整備中 

延長（m） 

暫定供用

延長（m） 

未整備 

延長（m） 

 3 ･ 3 ･11 荒川沖木田余線 4,713 3,552 4,223 490 0 0 0 

 3 ･ 4 ･20 阿 見 学 園 線 3,730 3,730 3,730 0 0 0 0 

 3 ･ 3 ･21 荒川沖駅前西通り線 360 0 0 0 360 0 0 

 3 ･ 3 ･22 荒川沖駅前東通り線 470 470 470 0 0 0 0 

 3 ･ 3 ･35 土 浦 阿 見 線 2,820 1,620 2,820 0 0 0 0 

 3 ･ 2 ･42 牛 久 土 浦 線 4,130 0 0 0 1,400 0 2,730 

 3 ･ 3 ･49 荒 川 沖 寺 子 線 70 0 70 0 0 0 0 

 3 ･ 4 ･17 宍 塚 大 岩 田 線 2,028 0 0 0 0 0 2,028 

 3 ･ 4 ･19 桜ヶ丘大岩田線 1,550 1,550 1,550 0 0 0 0 

合 計 19,871 10,922 12,863 490 1,760 0 4,758 

対全市 15.4% 17.0% 17.9% 2.3% 14.6% 0.0% 22.9% 

地区内整備率 － 55.0% 64.7% 2.5% 8.9% 0.0% 23.9% 

地区内計画密度 1.00km/k㎡ 

 

都市計画道路の整備状況【新治地区】 

路線番号 路 線 名 

決定 

延長 

（m） 

平成14年 平成24年 

整備済 

延長（m） 

整備済 

延長（m） 

概成済 

延長（m） 

整備中 

延長（m） 

暫定供用

延長（m） 

未整備 

延長（m） 

 3 ･ 4 ･61 高 岡 下 大 島 線 1,650  0 900  900  750 0 0 

3 ･ 3 ･6 土 浦 新 治 線 3,850 0 3,850 0 0 0 0 

 3 ･ 4 ･23 下 坂 田 線 450 0 0 0 0 0 450 

 3 ･ 4 ･35 下 大 島 線 130 0 0 0 0 0 130 

 3 ･ 4 ･44 新 治 下 大 島 線 30 0 0 0 0 0 30 

合 計 6,110 0 4,750 900 750 0 610 

対全市 4.7% 0.0% 6.6% 4.2% 6.2% 0.0% 2.9% 

地区内整備率 － 0.0% 77.7% 14.7% 12.3% 0.0% 10.0% 

地区内計画密度 0.75km/k㎡ 

 

 

  

《参考資料》各地区の関連データ 
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都市計画公園の整備状況【中央地区】 

公園 

番号 
公 園 名 

決定 

面積（ha） 
種別 供用開始年月日 決定年月日 

面 積 

計画 供用 

2･2･002 真 鍋 児 童 公 園 0.3 街区 昭和 47年 4月 1日 昭和 46年 5月 12日 0.30 0.30 

2･3･003 木田余中央公園 1.02 街区 平成 7年 4月 1日 平成元年 11月 6日 1.02 1.02 

2･2･004 み や わ き 公 園 0.2 街区 平成 7年 4月 2日 平成元年 11月 6日 0.20 0.20 

2･2･005 か す み 公 園 0.55 街区 平成 7年 4月 3日 平成元年 11月 6日 0.55 0.55 

2･2･006 け や き 公 園 0.42 街区 平成 7年 4月 4日 平成元年 11月 6日 0.42 0.42 

2･2･007 瀧 田 西 公 園 0.19 街区 平成 12年 3月 31日 平成 7年 5月 22日 0.19 0.19 

2･2･008 瀧 田 東 公 園 0.6 街区 平成 12年 3月 31日 平成 7年 5月 23日 0.60 0.60 

3･3･001 亀 城 公 園 3.3 近隣 昭和 31年 2月 18日 昭和 30年 9月 15日 3.30 3.30 

3･3･003 水と緑の里公園 1.4 近隣 平成 17年 3月 31日 平成 15年 8月 27日 1.4 1.4 

3･3･004 （仮称）赤池公園 2.1 近隣 － 平成 25年 3月 29日 2.1 2.1 

 

都市計画公園の整備状況【北部地区】 

公園 

番号 
公 園 名 

決定 

面積（ha） 
種別 供用開始年月日 決定年月日 

面 積 

計画 供用 

6･5･001 土浦市常名運動公園 25.4 運動 - 平成 3年 12月 24日 25.4 － 

3･3･002 田 村 沖 宿 公 園 2 近隣 平成 8年 3月 30日 平成元年 6月 15日 2.00 2.00 

 

都市計画公園の整備状況【南部地区】 

公園 

番号 
公 園 名 

決定 

面積（ha） 
種別 供用開始年月日 決定年月日 

面 積 

計画 供用 

5･5･001 乙 戸 沼 公 園 18.9 総合 昭和 48年 4月 1日 昭和 46年 12月 7日 18.90 12.80 

2･2･001 右 籾 児 童 公 園 0.2 街区 昭和 34年 4月 20日 昭和 35年 12月 27日 0.20 0.20 

5･6･002 霞ヶ浦総合公園 46 総合 昭和 54年 7月 1日 昭和 53年 8月 3日 46.00 32.30 

 

都市計画公園の整備状況【新治地区】 

公園 

番号 
公 園 名 

決定 

面積（ha） 
種別 供用開始年月日 決定年月日 

面 積 

計画 供用 

 ふじさわ児童公園 0.05 街区 昭和 62年 3月  0.05 0.05 
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住民の意向（住民意向調査における身近な都市施設整備について） 

（1）中央地区 

【①生活道路について】 

「身近な生活道路の整備（道幅や舗装な

ど）」は、前回に比べ「満足」、「やや満足」

の割合が高くなっています。一方、「歩行

者、児童、自転車などへの安全対策」、「道

路側溝などの整備」は、前回に比べ「満足」、

「やや満足」の割合が低くなっています。

すべての項目で「不満」、「やや不満」の割

合が非常に高くなっており、不満傾向にあ

ることがわかります。特に「歩行者、児童、

自転車などへの安全対策」が顕著です。 

 

 

 

 

【②公園や広場について】 

「公園・広場までの距離」、「園内の緑や遊

具、設備などの内容」は、前回に比べ「満

足」、「やや満足」の割合が高くなっていま

す。さらに「公園・広場までの距離」は、

「不満」の割合も非常に低くなっているこ

とがわかります。一方「公園・広場の広さ」

は、「満足」の割合が高くなったものの、「や

や満足」の割合を併せると前回に比べて低

くなり、不満の傾向にあることがわかりま

す。 

 

 

 

 

【③下水道整備について】 

「下水道の整備状況」、「雨水の排水路の整

備状況」は、前回と比べ「満足」、「やや満

足」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生活道路について 

ア．身近な生活道路の整備 

イ．歩行者、児童、自転車などへの安全対策 

ウ．道路側溝などの整備 

②公園や広場について 

ア．公園や広場までの距離 

イ．公園・広場の広さ 

ウ．園内の緑や遊具、設備などの内容 

③下水道整備について 

ア．下水道の整備状況 

イ．雨水の排水路の整備状況 

17.5%

18.5%

17.8%

24.5%

28.2%

28.1%

19.5%

20.6%

20.5%

28.6%

19.8%

21.8%

10.0%

12.8%

11.8%
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平成13年度

（中央地区）

平成24年度

（中央地区）

平成24年度

（土浦市）
満足 やや満足 やや不満 不満 わからない・不明

25.9%

30.5%

29.5%

31.3%

31.9%

33.0%

15.4%

14.4%

14.5%

13.6%

8.9%

10.0%

13.8%

14.4%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成13年度

（中央地区）

平成24年度

（中央地区）

平成24年度

（土浦市）
満足 やや満足 やや不満 不満 わからない・不明

《参考資料》各地区の関連データ 
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（2）北部地区 

【①生活道路について】 

「身近な生活道路の整備（道幅や舗装な

ど）」、「道路側溝などの整備」は、前回に

比べ「満足」は減少していますが「やや満

足」の割合が高くなっています。一方、「歩

行者、児童、自転車などへの安全対策」は、

前回に比べ「満足」、「やや満足」の割合が

低くなっています。すべての項目で「不

満」、「やや不満」の割合が非常に高く、土

全体と比較しても高くなっており、不満傾

向にあることがわかります。特に「歩行者、

児童、自転車などへの安全対策」が顕著で

す。 

 

 

【②公園や広場について】 

「公園・広場の広さ」、「園内の緑や遊具、

設備などの内容」は、前回に比べ「やや満

足」の割合が高くなっており、「不満」の

割合が低くなっています。一方、「公園・

広場までの距離」」は、「満足」の割合が低

くなり、「やや不満」の割合が高くなって

います。すべての項目において、市全体と

比べ、満足の割合が低いことがわかりま

す。 

 

 

 

 

 

 

【③下水道整備について】 

「下水道の整備状況」は、前回と比べて若

干「満足」の割合が高くなっています。一

方、「雨水の排水路の整備状況」は、「満足」、

「やや満足」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

①生活道路について 

ア．身近な生活道路の整備 

イ．歩行者、児童、自転車などへの安全対策 

ウ．道路側溝などの整備 

②公園や広場について 

ア．公園や広場までの距離 

イ．公園・広場の広さ 

ウ．園内の緑や遊具、設備などの内容 

③下水道整備について 

ア．下水道の整備状況 

イ．雨水の排水路の整備状況 
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（3）南部地区 

【①生活道路について】 

「身近な生活道路の整備（道幅や舗装な

ど）」、「道路側溝などの整備」は、前回に

比べ「満足」が若干減少しましたが、「や

や満足」が高くなっています。一方、「歩

行者、児童、自転車などへの安全対策」は、

前回に比べ「不満」の割合が低くなってい

ます。すべての項目で市全体と比較して

「満足」、「やや満足」の割合が高いことが

わかります。 

 

 

 

 

 

【②公園や広場について】 

「公園・広場までの距離」、「公園・広場の

広さ」、「園内の緑や遊具、設備などの内容」

のすべての項目を前回に比べ「満足」の割

合が若干減ってますが、「やや満足」の割

合が非常に高くなっており、満足傾向にあ

ることがわかります。また、市全体と比較

しても「満足」、「やや満足」を併せた割合

が高いこともわかります。 

 

 

 

 

 

【③下水道整備について】 

「下水道の整備状況」、「雨水の排水路の整

備状況」は、前回と比べ「満足」の割合が

低くなっていますが、「やや満足」の割合

が高くなっています。市全体と比べ、若干

「満足」の割合が高いことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

①生活道路について 

ア．身近な生活道路の整備 

イ．歩行者、児童、自転車などへの安全対策 

ウ．道路側溝などの整備 

②公園や広場について 

ア．公園や広場までの距離 

イ．公園・広場の広さ 

ウ．園内の緑や遊具、設備などの内容 

③下水道整備について 

ア．下水道の整備状況 

イ．雨水の排水路の整備状況 

《参考資料》各地区の関連データ 
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（4）新治地区 
【①生活道路について】 

市全体を比べ、すべての項目で「満足」と

「やや満足」を併せた割合が高くなってい

ます。一方で「歩行者、児童、自転車など

への安全対策」は、「満足」の割合が非常

に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【②公園や広場について】 

「公園・広場の広さ」、「園内の緑や遊具、

設備などの内容」は、市全体と比べ「満足」

の割合が低くなっていますが、「やや満足」

が非常に高くなっています。「公園や広場

までの距離」は、「満足」と「やや満足」

を併せた割合が市全体より若干低くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

【③下水道整備について】 

「下水道の整備状況」、「雨水の排水路の整

備状況」は、前回と比べ「満足」、「やや満

足」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①生活道路について 

ア．身近な生活道路の整備 

イ．歩行者、児童、自転車などへの安全対策 

ウ．道路側溝などの整備 

②公園や広場について 

ア．公園や広場までの距離 

イ．公園・広場の広さ 

ウ．園内の緑や遊具、設備などの内容 

③下水道整備について 

ア．下水道の整備状況 

イ．雨水の排水路の整備状況 
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