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１ 計画目標一覧 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

・これまでに整理した課題や基本方針，将来像を踏まえ，計画目標を下記のとおりとします。 

  

第 5 章 計画目標 

＜基本方針及び計画目標＞ 

基本方針① 
し 公共交通 の実現 

目標① の ，バリアフリーの推進，情報の提供により， 
公共交通に る 拒 を る 

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 

目標② 地域に適した公共交通の検討，JR 常磐線との接続強化により， 
公共交通 を維持 る 

基本方針③ 
地域・ ・ の による公共交通の確保・維持 

目標③ 公共交通 に る 拶，地域に適した公共交通の検討により， 
公共交通圏域の確保・維持を図る 

基本方針④ 
まちづくりと連携した公共交通の実現 

目標④ 地域に適した公共交通の検討により， 
居住誘導区域の人口 の維持を図る 
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① 内容 

・平成 27 年度に実施した市民満足度調査では，公共交通に「満足している」または「やや満

足している」と回答した人の割合は 25.8%であり，つくば市や水戸市と比較すると低い状

況にあります。 

・そこで，待合環境の整備やノンステップバス導入の推進、公共交通ガイドブックの作成等

により，公共交通の利用しやすさの向上を図り，公共交通に対する満足度の向上を目指し

ます。 

② 数値目標 

・市民満足度調査で，公共交通に「満足している」または「やや満足している」と回答する

人の割合を，総合計画の目標値と同じく，30%にすることを数値目標とします。 

    
＜＜＜＜目標目標目標目標①①①①    実績値及実績値及実績値及実績値及びびびび目標値目標値目標値目標値＞＞＞＞    

年度年度年度年度    H27H27H27H27    H29H29H29H29    H31H31H31H31    H33H33H33H33    

実績値実績値実績値実績値（％）（％）（％）（％）    25.825.825.825.8    ----    ----    ----    

目標値目標値目標値目標値（％）（％）（％）（％）    25.025.025.025.0    22227777.5.5.5.5    30.030.030.030.0    30.030.030.030.0    

 

    ※※※※参考参考参考参考    県内他自治体県内他自治体県内他自治体県内他自治体    公共交通公共交通公共交通公共交通にににに対対対対するするするする満足度満足度満足度満足度のののの状況状況状況状況    

自治体自治体自治体自治体    
満足度満足度満足度満足度    

（％）（％）（％）（％）    

実施実施実施実施    

年度年度年度年度    
調査名称調査名称調査名称調査名称    

笠間市 36.1 H27 市民実感度調査 

つくば市 33.1 H27 市民意識調査 

水戸市 31.7 H23 未来の水戸をつくる市民１万人アンケート 

龍ケ崎市 24.3 H26 まちづくり市民アンケート調査 

那珂市 23.0 H27 市民アンケート 

守谷市 22.4 H27 まちづくり市民アンケート 

日立市 19.7 H26 市民ニーズ調査 

北茨城市 17.2 H26 総合計画後期計画 市民アンケート 

古河市 16.5 H22 総合計画後期計画 市民アンケート 

神栖市 15.5 H24 まちづくりのための市民アンケート調査 

筑西市 13.3 H27 市民意識調査 

桜川市 13.2 H27 まちづくり市民アンケート 

常陸太田市 10.0 H27 まち・ひと・しごと創生総合戦略市民アンケート調査 

高萩市 5.9 H26 まちづくり市民アンケート 

土浦市 25.8 H27 市民満足度調査 

※市民満足度調査は1年おきの実施
になります。 

※H29 については，H27 で目標を達
成しているため，第 7次総合計画
の目標値（25.0%）よりも高い目
標値とします。 

目標① の ，バリアフリーの推進，情報の提供により， 
公共交通に る 拒 を る 
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① 内容 

・アンケート調査では，路線バスを利用しにくい理由として，「便数が少ない」や「バス停が

遠い」といった意見が多数を占めていたほか，「他の交通機関への乗継が悪い」といった意

見があり，地域の需要に応じた公共交通の機能分担や他の公共交通との連携強化を図る必

要があります。 

・交通需要は人口密度に影響を受けやすいことから，人口密度に応じた公共交通の機能分担

を行うほか，JR常磐線との接続強化により公共交通の利便性向上を図り，公共交通利用者

数の維持を目指します。 

② 数値目標 

・本市の人口は，平成 22年の国勢調査時点での 143,839 人に対し平成 32年時点の将来推計 

人口は 138,909 人まで減少すると予測されています。 

・人口が減少することによって公共交通の利用者数が減少し，サービス低下につながる恐れ 

があることから，現在の利用者数を維持する必要があります。 

・そのため，平成 27 年度時点の各公共交通の利用者数を維持することを数値目標とします。 

 

＜＜＜＜目標目標目標目標②②②②    実績値実績値実績値実績値とととと目標値目標値目標値目標値（（（（JRJRJRJR 常磐線常磐線常磐線常磐線））））＞＞＞＞    

駅名駅名駅名駅名    土浦駅土浦駅土浦駅土浦駅    荒川沖駅荒川沖駅荒川沖駅荒川沖駅    神立駅神立駅神立駅神立駅    

H27H27H27H27 実績値実績値実績値実績値    

（（（（人人人人／／／／日日日日））））    
16,22316,22316,22316,223    8,1848,1848,1848,184    5,5325,5325,5325,532    

H33H33H33H33 目標値目標値目標値目標値    

（（（（人人人人／／／／日日日日））））    
16,22316,22316,22316,223    8,1848,1848,1848,184    5,5325,5325,5325,532    

 

＜＜＜＜目標目標目標目標②②②②    実績値実績値実績値実績値とととと目標値目標値目標値目標値（（（（バスバスバスバス等等等等））））＞＞＞＞    

事業者事業者事業者事業者    
ジェイアージェイアージェイアージェイアー

ルバスルバスルバスルバス関東関東関東関東    

関東鉄道関東鉄道関東鉄道関東鉄道    

バスバスバスバス    

関鉄観光関鉄観光関鉄観光関鉄観光    

バスバスバスバス    

キララキララキララキララ    

ちゃんバスちゃんバスちゃんバスちゃんバス    

のりあいタのりあいタのりあいタのりあいタ

クシークシークシークシー土浦土浦土浦土浦    

H27H27H27H27 実績値実績値実績値実績値    

（（（（人人人人／／／／年年年年））））    
284,008284,008284,008284,008    3,789,1233,789,1233,789,1233,789,123    129,673129,673129,673129,673    151,896151,896151,896151,896    20,20820,20820,20820,208    

H33H33H33H33 目標値目標値目標値目標値    

（（（（人人人人／／／／年年年年））））    
284,008284,008284,008284,008    3,789,1233,789,1233,789,1233,789,123    129,673129,673129,673129,673    142,000142,000142,000142,000    20,20820,20820,20820,208    

    ※ キララちゃんバスの目標値については，平成 29年度地域生活交通確保維持改善計画 

の平成 30年度の目標値とします。  

目標② 地域に適した公共交通の検討，JR 常磐線との接続強化により， 
公共交通 を維持 る 
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① 内容 

・利用者の減少に伴い，バス路線の廃止が相次ぎ，公共交通不便地域が拡大しています。 

・一方，バス路線が廃止された地域では，路線バスを再度運行してほしいという意見が多く

あります。 

・そこで，地域の需要に応じた公共交通（路線バス，キララちゃんバス，のりあいタクシー

土浦，コミュニティ交通）に対する支援を行い，既存の公共交通圏域を維持するとともに，

公共交通不便地域の解消を目指します。 

② 数値目標 

・平成 28 年 10 月時点の公共交通不便地域の面積を 2.83 km2（バス停 10 箇所分）削減するこ

とを数値目標とします。 

 

＜＜＜＜目標目標目標目標③③③③    実績値実績値実績値実績値とととと目標値目標値目標値目標値＞＞＞＞    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    公共交通圏域面積公共交通圏域面積公共交通圏域面積公共交通圏域面積    公共交通不便地域面積公共交通不便地域面積公共交通不便地域面積公共交通不便地域面積    

    

うちうちうちうち人口密度人口密度人口密度人口密度 30303030 人人人人/ha/ha/ha/ha    

以上以上以上以上のののの居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域    

H28H28H28H28 実績値実績値実績値実績値    

（（（（kmkmkmkm2222））））    
34.0634.0634.0634.06    79.5679.5679.5679.56    5.045.045.045.04    

HHHH33333333 目標値目標値目標値目標値    

（（（（kmkmkmkm2222））））    
33336666.89.89.89.89    76.7376.7376.7376.73    2.212.212.212.21    

目標③ 公共交通 に る 拶，地域に適した公共交通の検討により， 
公共交通圏域の確保・維持を図る 
 



 土浦市地域公共交通網形成計画  

 64 

① 内容 

・立地適正化計画では，生活利便性の高いエリアに居住誘導区域を設定し，居住の誘導を図

ることとしています。 

・地域の需要に応じた公共交通を検討し，効率的な公共交通網の形成を図ることにより，居

住誘導区域の利便性を確保し，当区域の人口密度の維持を目指します。 

② 数値目標 

・立地適正化計画の数値目標と同じく,平成 22年時点の居住誘導区域の人口密度（35.6 人/ha）

を維持することを数値目標とします。 

 

＜＜＜＜目標目標目標目標④④④④    実績値実績値実績値実績値とととと目標値目標値目標値目標値＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域居住誘導区域のののの人口密度人口密度人口密度人口密度    

HHHH22222222 実績値実績値実績値実績値（（（（人人人人/ha/ha/ha/ha））））    35.35.35.35.6666    

H33H33H33H33 目標値目標値目標値目標値（（（（人人人人/ha/ha/ha/ha））））    35.635.635.635.6    

目標④ 地域に適した公共交通の検討により，居住誘導区域の人口 の維持を図る 


