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１ 第 7 次土浦市総合計画（H20.3 策定，後期計画 H25.2 策定） ■■■■■■■ 

・総合計画では，JR 常磐線 3 駅等を中心とした市街地ゾーンと都市づくりの中心的役割を果た

す各種拠点を配置し，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，総合交通体系の方針に基づいた道路や公共交通ネットワークの形成を図る，としてい

ます。 

 

項目 内容 

計画の位置付け 本市の全計画の基本となり，地域づくりの最上位に位置づけられる計画 

計画期間 基本構想：平成 20年度～29 年度  後期基本計画：平成 25年度～29年度 

まちづくりに 

関する記載 

【土地利用構想】 

・市街地ゾーンを中心市街地ゾーン，荒川沖市街地ゾーン，神立市街地ゾー

ン，そのほかの市街地ゾーン（藤沢周辺地区，おおつ野地区）と位置づけ，

各市街地ゾーンの特徴に合った市街地の形成を図る。 

・本市の都市づくりの中心的役割を果たす地区，広域的視点において重要な

役割を担う地区として，各種拠点を配置する。 

【後期基本計画 基本姿勢】 

・観光ネットワークや交通ネットワークの形成を図るなど，地域全体の更な 

る発展と魅力にあふれる都市を目指し，広域連携の推進を図る。 

公共交通に 

関する記載 

【土地利用構想】  

・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， 

総合交通体系の方針に基づき，道路や公共交通ネットワークの形成を図る。 

・バスをはじめとする公共交通ネットワークの機能充実により，生活利便性 

の向上や混雑緩和を図り，人と環境にやさしいまちづくりを推進する。 

【後期基本計画 部門別計画】 

・高齢化の進展，環境問題や市街地の活性化に対応するとともに，人と環境 

にやさしい，活力ある交通体系の構築を図る。 

・JR 常磐線の東京駅乗り入れ本数の確保，輸送力の増強を図る。 

・路線バスの維持及び本数を確保し，新たな交通需要が見込める路線につい 

ては，新規路線の開発を促進する。 

・キララちゃんバス，のりあいタクシー土浦及びコミュニティ交通の利用促 

進を図る。 

第２章 連計画  
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＜土地利用構想＞ 
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２ 土浦市都市計画マスタープラン（H26.3 策定） ■■■■■■■■■■■■■■ 

・都市計画マスタープランでは，市街地，拠点の他に，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，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位置づけており，各種拠点間や各市街

地間の交通ネットワークの形成を図るとしています。 

・また，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（土浦駅），副

都心（荒川沖駅，神立駅）へのアクセスや拠点間の移動の改善を図るとしており，交通ネッ

トワークの概念図を示しています。 

 

項目 内容 

計画の位置付け 本市の都市計画に関する基本的な方針 

計画期間 平成 26 年度～45 年度 

まちづくりに 

関する記載 

【全体構想】 

・本市の都市づくりの中心的役割を果たす地区，広域的視点において重要な

役割を担う地区として，機能拠点を配置する。 

・機能拠点は，土浦駅を中心とした都心部，荒川沖駅及び神立駅を中心とし

た副都心，水・緑・憩いの拠点，工業拠点，流通拠点，研究・業務系拠点，

新にぎわい拠点（真鍋地区，高津地区）から構成される。 

・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，行政サービスなどの施設や機能が比較的集約するエリア

を地域生活拠点として位置づける。 

・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す。 

・都心部・副都心を包括する土浦駅，荒川沖駅，神立駅周辺の各市街地及び

藤沢周辺地区を地域生活圏とする。 

公共交通に 

関する記載 

【全体構想】  

・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

方針に基づく各種交通ネットワークの形成を図る。 

・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を改善し，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す。 
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＜交通ネットワークの概念図＞ 
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３ 土浦市総合交通体系調査（H17，18 ） ■■■■■■■■■■■■■■ 

・総合交通体系調査では，道路整備プログラムに関する視点，公共交通網の整備計画に関する

視点及び中心市街地の交通計画に関する視点から，本市が整備すべき総合的な交通体系を示

しています。 

・道路については優先整備路線，公共交通については公共交通関連の施策を示しています。 

 

項目 内容 

調査の位置付け 道路，公共交通など，本市が整備すべき総合的な交通体系の検討 

道路整備に 

関する記載 

【優先整備路線】 

・優先整備路線の設定 

・国道 6 号バイパスの 4車線供用化の推進 

・隣接市町等との調整により整備を推進する路線 

公共交通に 

関する記載 

【バスの強化方策】 

・バス路線・運行情報案内の充実 

・キララちゃんバスの運行継続 

・商業者等の協力による利便性強化方策 

・運賃の工夫 

・バス専用道・専用レーン等の設置 

・土浦駅のバスターミナルの機能強化 

・バス車両の有効活用 

・既存のバス路線の有効活用 

・シャトルバスシステムの実現化の検討（土浦・つくば間） 

【鉄道の強化方策】 

・乗換利便性の向上 

・JR 常磐線の機能強化 

【関連施策】 

・駅周辺の交通環境整備 

・のりあいタクシー土浦の推進 
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＜優先整備路線等の整備による道路網の構築＞ 
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４ 土浦市地域公共交通総合連携計画（H22.1 策定） ■■■■■■■■■■■■■ 

・地域公共交通総合連携計画は，持続可能な公共交通体系に関する方針・具体的施策等を示し

た計画で，地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進することを目的として

います。施策として，路線バスの活性化，コミュニティ交通の導入，デマンド型交通の活性

化等を示しています。 

・また，市内の公共交通を基幹的交通と補助的交通に分類し，公共交通ネットワークのイメー

ジを示しています。 

 

項目 内容 

計画の位置付け 
本市地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進することを目

的とした計画 

計画期間 平成 22 年度～31 年度 

公共交通に 

関する記載 

【地域公共交通体系の基本方針】 

 ・みんなで支える地域公共交通のサービス 

 ・公共交通ネットワークの骨格となる基幹的交通の維持・活性化 

 ・基幹的交通システムを補完するコミュニティ交通の推進 

 ・小需要地区におけるデマンド型交通の充実 

 ・みんなが使える，分かりやすい公共交通の構築と推進 

＜地域公共交通体系の機能分担・連携のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹的交通（ＪＲ常磐

線）による首都圏や県内

の広域的な移動の維持 

基幹的交通及びコミュニティ交

通が成立しない地区では，デマ

ンド型交通により，地区内や地

区間の移動手段を確保 

キララちゃんにより，中

心市街地の活性化や都

市機能の集積地におけ

る移動性を向上 

基幹的交通（路線バス）

による土浦市内および周

辺市との移動の維持 

持続可能性に配慮した

コミュニティ交通の推

進により，地区内交通を

強化 基幹的交通（ＪＲ常磐線）

による首都圏や県内の広

域的な移動の維持 
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■ 重点事業の実施状況について 

・連携計画に記載した重点事業のうち，「利用しやすい運賃制度の導入」以外の事業は，実施済み

です。 

・また，重点事業以外の施策では，各バス事業者において「低床バスの導入」，キララちゃんバ

スにおいて「バスロケーションシステムの導入」を実施している他，平成 27，28 年度に，土

浦駅西口広場の「バス停環境の改善」を実施しています。 

＜連携計画重点事業の実施状況について＞ 

重点事業 概要 施策の実施状況 

①利用しやすい運賃制

度の導入 

昼間時間帯における市内

区間の運賃の上限制度 

 

・実施なし 

・同一路線の事業者間の運賃案分等の 

課題のため 

 

②コミュニティ交通の

導入 

地域・住民が主体となり，

経済的な負担のもとにコ

ミュニティ交通を導入す

る 

 

・新治地区において，コミュニティバ 

ス（新治バス）の試験運行を実施 

（H23.10～H26.3） 

・新治バスの運行を踏まえ，コミュニ 

ティ交通導入の手続きの流れを示し 

た「コミュニティ交通導入の手引き」 

を作成（H27.2） 

・コミュニティ交通等の運行状況の継 

続的な改善を目的とした，「公共交通 

の評価・見直し制度」を作成（H27.2） 

 

③情報の提供 公共交通に関する総合的

な情報提供 

・公共交通ガイドブックの作成・配布 

（H23，H24，H26 全戸配布） 

・ホームページ運営（H23～） 

・総合案内板の設置（H23 土浦駅） 

 

④モビリティマネジメ

ントの実施 

市内事業所，学校等を対

象としたモビリティマネ

ジメントの実施 

・市役所移転時に市職員への公共交通 

情報の提供を実施（H27） 

・キララちゃんバスの乗車体験を実施 

（H26 土浦幼稚園） 

 

⑤市民モニターによる

バス評価制度の導入 

市民からモニターを募

り，路線バス，キララち

ゃんバスの評価を行い，

サービスの改善を図る。 

 

・市民モニターによるバス評価制度の実施

（H22～） 
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５ 土浦市観光基本計画（H21.3 策定） ■■■■■■■■■■■■■■ 

・観光基本計画では，自然資産として霞ケ浦の水辺空間，新治・上高津の里山空間，市内の桜

の名所等を，歴史資産として土浦城址と城下町の街並みを位置づけています。 

・また，公共交通に係る事業として，来訪者への情報提供，広域交通の利便性向上による本市

へのアクセスの向上，公共交通を活用した市内回遊性の向上を位置づけています。 

・さらに，霞ケ浦・筑波山麓を生かした広域観光に係る事業として，交通事業者との連携等に

よる観光資源のネットワーク化等，広域的な視点での観光施策の推進を位置づけています。 

 

項目 内容 

計画の位置付け 
第 7 次土浦市総合計画後期基本計画の個別計画の一つとして観光振興に係る

事業を実施するための計画 

計画期間 平成 21 年度～30 年度 

観光資源に 

関する記載 

【主要事業 訪れやすいまちづくりの推進 自然資産の魅力化】 

・霞ケ浦の水辺空間の活用（霞ケ浦，桜川周辺） 

・新治・上高津の里山空間の活用（小町の館，上高津貝塚周辺） 

・桜で魅せる「花の巡り路」づくり（桜川，霞ケ浦湖岸，霞ケ浦総合公園） 

【主要事業 訪れやすいまちづくりの推進 歴史資産の魅力化】 

・土浦城と城下町の魅力づくり（亀城公園，中城通り周辺） 

公共交通に 

関する記載 

【主要事業 訪れやすいまちづくりの推進 交通体系の整備】 

・来訪者の立場に立った親切な案内等の態勢の充実  来訪者が市内を快適

に散策するために，バス路線図等のガイドブックやホームページの作成，

駅前広場におけるバスのりばへの誘導やバス時刻，観光案内等の情報提供

ができる案内板の設置を実施する。    

・本市への交通アクセスの向上  JR 常磐線の利便性向上に向けた促進活

動，TX つくば駅と本市とを結ぶ交通手段利便性の確保など，本市へのアク

セス性の向上を図る。 

・公共交通などを活用した回遊性の向上  キララちゃんバスや路線バスの

活用，定期観光バスや観光タクシーの導入の検討，レンタサイクルの整備

など，公共交通等を活用した回遊性の向上を図る。 

【主要事業 訪れやすいまちづくりの推進 広域連携の推進】 

・霞ケ浦・筑波山麓を生かした広域観光の推進  水郷筑波国定公園協会等

の活動の充実やつくばエクスプレス，JR等の鉄道事業者及びバス事業者等

との連携により，霞ケ浦や筑波山麓を生かしながら，周辺地域に点在する

観光資源をネットワーク化し，更なる地域の魅力向上を図り，広域的な視

点での観光施策を推進する。 
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＜観光資源図＞ 

 


