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１ 基本⽅針の検討  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（１）公共交通が果たすべき役割 

・上位・関連計画での公共交通の位置づけや現状，課題を踏まえ，公共交通が果たすべき役割

を下記のとおりとします。 

１）交通弱者の移動⼿段，市内における移動⼿段の確保 
・障害者団体，高齢者団体へのヒアリング調査では，のりあいタクシーの利用対象者の要件

緩和やバス路線の新設を望む意見がありました。また，アンケート調査から，10 歳代や

80 歳代の市民は，自動車を運転しない人の割合が高いことが把握されました。 

・これらのことから，若年者，高齢者，障害者等の交通弱者にとって，公共交通は不可欠な

ものであると考えられます。 

・また，第 7次土浦市総合計画では，高齢化の進展，環境問題や市街地の活性化，公共交通

不便地域の解消に対応するとともに，人と環境にやさしい，活力ある公共交通体系の構築

を図るとしているほか，土浦市観光基本計画においても，市内観光について来訪者が快適

に市内観光できるよう公共交通等を活用した回遊性の向上を図るとしています。 

・したがって,公共交通が果たすべき役割の一つとして,交通弱者の移動手段や市内における

移動手段の確保があげられます。 

２）広域的な移動⼿段の提供 
・本市のバス路線は JR 常磐線 3 駅を中心に 33 系統あり，そのうち 23 系統が，他市町村に

起終点を持つ広域的なバス路線です。 

・また，市内には 8 校の高等学校，3 つの工業団地，多数の官公署が立地し，周辺市町村か

ら通勤・通学のための移動が発生しています。 

・さらに，第 7次土浦市総合計画では，観光について広域的な交通ネットワークの形成を図

るとしているほか，土浦市観光基本計画では，霞ヶ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するとしています。 

・したがって,公共交通が果たすべき役割の一つとして,広域的な移動手段の提供があげられ

ます。 

３）コンパクトシティ・プラス・ネットワークの実現 
・コンパクトシティ・プラス・ネットワークとは，一定区域において生活サービスやコミュ

ニティが持続的に確保されるよう居住を誘導するとともに，医療・福祉・商業等の都市機

能を都市拠点や地域拠点に集約し，さらに，これらの区域を公共交通で結ぶことにより，

人口密度や生活利便性を維持し，将来的な市財政の健全化を実現するというものです。 

・したがって,公共交通が果たすべき役割の一つとして,コンパクトシティ・プラス・ネット

ワークの実現があげられます。 

 

第４章 基本的な⽅針 
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（２）計画の基本⽅針 

・公共交通の課題や公共交通が果たすべき役割を踏まえ，計画の基本方針を下記のとおりとし

ます。 

 

 

 

  公共交通の利⽤促進 

将来的な⼈⼝集積地や 

⾼齢者が増加する地域への対応 

効率的な公共交通網の形成 

持続可能な公共交通の実現 

公共交通不便地域 

（⾮公共交通圏域）の解消 

バス路線の維持 

＜公共交通の課題＞ ＜基本⽅針＞ 

基本⽅針① 
利⽤しやすい公共交通環境の実現 

基本⽅針② 
各公共交通の特性に応じた 
機能分担と連携強化 

基本⽅針③ 
地域・事業者・⾏政の協働による 
公共交通の確保・維持 

基本⽅針④ 
まちづくりと連携した 
公共交通の実現 
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基本⽅針① 利⽤しやすい公共交通環境の実現                    

・公共交通の利用者数は中長期的に減少傾向にありますが，現在の公共交通を維持するため

には，利用者数の維持が必要になります。 

・将来の人口減少が予測される中，公共交通の利用者数を維持するために，利用しやすい公 

共交通環境の実現を図ります。 

 

基本⽅針② 各公共交通の特性に応じた機能分担と連携強化              

・公共交通には，地域の需要に応じて適した形態があるため，機能分担，連携強化により効

率的な公共交通網の形成を図ります。 

・特に，交通需要は，地域の人口密度に影響を受けやすいため，人口密度により，路線バス

やコミュニティ交通が適している（成立しやすい）地域と，デマンド型交通が適している

地域を区分し，公共交通の機能分担を図ります。 

 

基本⽅針③ 地域・事業者・⾏政の協働による公共交通の確保・維持          

・現在運行している公共交通を維持するために，公共交通事業者に対し支援を実施するとと

もに，地域・事業者・行政の協働により，コミュニティ交通を導入し，公共交通不便地域

の解消を図ります。 

・また，市民の方に公共交通を積極的に利用していただくことで，公共交通の維持を図りま

す。 

 

基本⽅針④ まちづくりと連携した公共交通の実現                  

・都市計画マスタープランでは，日常の買物やサービスなどの機能が集積するエリアを地域

生活拠点と位置づけ，公共交通ネットワークの充実により，各拠点から都心・副都心への

アクセスや拠点間の移動を改善するとしています。 

・また，立地適正化計画では，居住誘導区域や都市機能誘導区域を設定し，コンパクトシテ

ィの推進を図っており，これらの計画を踏まえた公共交通網の実現を図ります。 

・特に，居住誘導区域で，人口密度が比較的高い公共交通不便地域の解消を図ります。 
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公共交通の将来像 
「誰もが利⽤しやすい持続可能な公共交通網」 

２ ⽬指すべき将来像  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（１）公共交通の将来像 

・公共交通が果たすべき役割や計画の基本方針を踏まえ，本市公共交通の将来像を下記のとお

りとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本⽅針② 各公共交通の特性に応じた機能分担と連携強化 

基本⽅針③ 地域・事業者・⾏政の協働による公共交通の確保・維持 

基本⽅針④ まちづくりと連携した公共交通の実現 
 

・地域の需要に応じた公共交通を配置し，公共交通の機能分担を図ります。 

 ・また，公共交通に対する支援や地域，事業者との協働により，公共交通の確保・維 

持を図るとともに，コンパクトなまちづくりを目指すため， 

「機能分担と連携強化による持続可能な公共交通網の実現」を図ります。 

基本⽅針① 利⽤しやすい公共交通環境の実現 

 ・「利用しやすい公共交通環境の実現 → 利便性の向上 → 利用者の増加 

→ 増便や運行時間の拡大等 → 利便性の向上 → 利用者の増加」のような 

好循環の実現を図ります。 

  ・好循環の実現により，「誰もが利⽤しやすい公共交通の実現」を図ります。 
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（２）各公共交通の機能分担と施策の⽅向性 

① 各公共交通の機能分担 

・本市では，鉄道や路線バスなど多様な公共交通が運行しておりますが，効率的な公共交通網 

の実現を図るためには，各公共交通の特性に合わせた機能分担が必要となります。 

・そのため，各公共交通の機能を下記のとおりとします。 

分類 種別 機能 

基幹的交通 

鉄道 広域的な移動 

路線バス（広域路線） 周辺市町村への移動 

路線バス（市内路線） 市内の移動 

補助的交通 

キララちゃんバス 中心市街地内の移動 

コミュニティ交通 公共交通不便地域（需要が見込める地域）の移動

のりあいタクシー土浦 
公共交通不便地域（小需要地域）の移動 

高齢者の移動 

その他の交通 

長距離バス 広域的な移動 

福祉有償運送 障害者の移動 

福祉施設バス 福祉施設への移動 

スクールバス 学校への移動 

 

② 施策の方向性 

・まちづくりとの連携を図ることや交通需要が人口密度に影響を受けやすいことから，居住誘

導区域及び人口密度 30 人/ha を境界に，路線バスやコミュニティ交通が適する地域とデマン

ド型交通が適する地域に区分します。 

・各駅間，駅と地域拠点間，駅周辺を循環する路線については，上位・関連計画を踏まえ，「ま

ちづくり上重要な路線」として位置づけ，バス事業者への働きかけにより対応します。 

 

分類 地域 施策の方向性 

基幹的交通 

補助的交通 

公共交通圏域 
JR 常磐線との接続強化 

既存路線バスの維持 

公共交通不便地域 

 

居住誘導区域内 

 
人口密度 30 人/ha 以上 コミュニティ交通の導入促進 

人口密度 30 人/ha 未満 デマンド型交通の改善による利用促進 

居住誘導区域外 デマンド型交通の改善による利用促進 

まちづくり上重要な路線 バス事業者への働きかけ（連携） 

その他の交通 - 
各事業主体による既存公共交通への影

響を配慮した運行 
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※ 路線バスやコミュニティ交通が適している地域とデマンド型交通が適している地域の 

区分について 

＜区分の考え方＞ 

・バス停圏域のバス乗降者数から運行頻度毎の利用率を算出し，当数値とコミュニティバ

スの平均的な運行経費等から，バスが適している（成立しやすい）地域の人口密度を算

出します。 

 

＜バス停圏域のバス利用率（再掲）＞ 

運行頻度 
便数 

（本／日） 

バス停圏域 

人口（人） 

乗降者数 

（人回/日） 
利用率（％）

１時間に１便未満 1～10 6,896 99 1.4

１時間に１便程度 11～25 19,648 925 4.7

30 分に１便程度 26～50 27,886 2,454 8.8

15 分に１便程度 51 以上 10,219 1,494 14.6

※バス停圏域人口は平成 22 年国勢調査の 2分の 1地域メッシュ（500ｍメッシュ）の人口を集計。
メッシュ内のバス停乗降者数の合計を人口で徐し，利用率を算出。 

 

＜バスが適している（成立しやすい）人口密度＞ 

・運行頻度 1 時間に 1 便未満の路線バスの利用率をベースに，コミュニティバスの平均的

な運行経費を運賃で確保できる人口密度を算出します。 

項目 値 備考 

利用率（%） 1.4 バス停圏域人口当たりのバス利用率ベース 

路線距離（km） 10 コミュニティ交通導入の手引きベース 

1 日あたり便数（便/日） 7 キララちゃんベース（片道） 

年間運行日数（日） 365   

年間運行距離（km） 51,100 10km×7 便×2（往復）×365 日  

年間経費（円/年） 15,000,000 コミュニティ交通導入の手引きベース 

1 日あたり経費（円/日） 41,096 年間経費@15,000,000 円÷365 日  

運賃（円） 200 コミュニティ交通導入の手引きベース 

必要乗車人数/日 205.48 １日あたり経費@41,096 円÷運賃@200 円  

必要後背人口（人） 14,677 必要乗車人数@205.48 人÷利用率@0.014  

路線圏域面積（ha） 500 路線距離@10km×メッシュ幅@500m 

必要人口密度（人/ha） 29.35 必要後背人口@14,677 人÷路線圏域面積@500ha  

 

・路線バスやコミュニティバスを運行するにあたって必要な人口密度は 29.35 人/ha であ

るため，人口密度 30 人/ha 以上の地域を路線バスやコミュニティ交通が適する地域， 

人口密度 30 人/ha 未満の地域をデマンド型交通が適する地域とします。 
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（３）コミュニティ交通の導⼊促進及びバス事業者への働きかけにより対応する 

路線の抽出と施策の⽅向性 

 ①路線の抽出 

・コミュニティ交通の導入促進やバス事業者への働きかけによって対応する路線を，上位・関

連計画での位置づけ，公共交通不便地域の状況，アンケート結果から下記のとおりとします。 

 

＜上位・関連計画での位置づけ＞ 

位置づけられている計画 該当する路線 

都市計画マスタープラン 

・地域生活拠点と都心部・副都心とを結ぶ路線 

・都心部・副都心同士を結ぶ路線 

・副都心エリアを循環する路線 

立地適正化計画 
・地域拠点（おおつ野地区）と都市拠点（鉄道駅）を結ぶ

路線 

＜公共交通不便地域の状況＞ 

居住誘導区域のうち，人口密度 30 人/ha 以上の公共交通不便地域 

 神立中央，神立町，並木・板谷，木田余東台，中高津，永国東町，永国台 

 西根南・中村南・右籾，乙戸南 

＜アンケート結果（新規バス路線の主な希望区間）＞ 

・昨年度実施したアンケートでは，土浦駅と都和中地区，土浦駅と国道 6号周辺の地域 

（荒川沖駅，三中地区，四中地区）を結ぶ路線について，新規バス路線の希望が比較的多く

ありました。 

起点 終点 回答数 

土浦駅 都和中地区 21

土浦駅 荒川沖駅 17

土浦駅 四中地区 17

協同病院 二中地区 13

荒川沖駅 三中地区 12

土浦駅 三中地区 11

土浦駅 新治中地区 11

神立駅 協同病院 11

 

 

 

 

 

【コミュニティ交通の導⼊促進及びバス事業者への働きかけにより対応する路線】 
① 土浦駅⇔荒川沖駅（旧国道 6号経由）  ⑤ 土浦駅⇔木田余東台 

② 神立駅⇔協同病院           ⑥ 土浦駅⇔並木・板谷 

③ 荒川沖駅周辺循環           ⑦ 土浦駅⇔中高津・永国台・永国東町

④ 神立駅周辺循環            ⑧ 荒川沖駅⇔乙戸南 

※N=328 

※新規バス路線の希望については，土浦駅と

土浦協同病院を結ぶ路線が多数ありました

が，平成 28 年 3月に開通しているため集計

の対象外とします。 
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居住誘導区域のうち，人口密度 

30 人/ha 以上の公共交通不便地域 

【中⾼津】 

【永国東町】

【⼄⼾南】 

【⻄根南・中村南・右籾】

【並⽊・板⾕】 

【永国台】 【⽊⽥余東台】 

【神⽴町】 

【神⽴中央】

〈公共交通不便地域の状況〉 
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②施策の方向性 

・都市拠点同士を結ぶ路線や都市拠点と地域拠点を結ぶ路線については，基幹的交通となりう

る路線であり，まちづくり上重要であることから，バス事業者に路線新設の働きかけを行い

ます。 

・また，荒川沖駅・神立駅周辺を循環する路線については，駅周辺の公益施設間の移動性と生

活利便性の向上に寄与し，コンパクトなまちづくりの実現を図る上で重要であることから，

バス事業者に路線新設の働きかけを行います。 

・それ以外の路線については，駅と住宅地間を結ぶ路線であり，地域住民の利用が多いと考え

られることから，コミュニティ交通の導入促進により対応します。 

・これらのことを踏まえて，公共交通整備の必要性が高い路線に係る施策の方向性を下記のと

おりとします。 

 

路線 路線の性格 施策の方向性 

① 土浦駅⇔荒川沖駅 

（旧国道 6号経由） 基幹的交通となりうる 
まちづくり上重要な路線 

バス事業者への働きかけ（連携）
② 神立駅⇔協同病院 

③ 荒川沖駅周辺循環 コンパクトなまちづくり

の実現に寄与する ④ 神立駅周辺循環 

⑤ 土浦駅⇔木田余東台 

地域住民の移動手段 コミュニティ交通の導入促進 

⑥ 土浦駅⇔並木・板谷 

⑦ 土浦駅⇔中高津・永国台 

      永国東町 

⑧ 荒川沖駅⇔乙戸南 
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（４）将来の公共交通網 

・公共交通圏域については，既存バス路線やキララちゃんバスの維持により対応します。 

・公共交通不便地域のうち，居住誘導区域で人口密度 30 人/ha 以上の地域については，コミュ

ニティ交通の導入促進により対応します。 

・また，まちづくり上重要な路線については，バス事業者への働きかけにより対応します。 

・その他の公共交通不便地域については，のりあいタクシー土浦の改善により利用促進を図り

ます。 

 

 〈将来の公共交通網のイメージ〉 


