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款 項

  

◎地域の医療・介護の資源の把握

◎医療・介護関係者の情報共有の支援

◎医療・介護関係者の研修

◎地域住民への普及啓発

【事業の成果】

地域支援事業費 包括的支援・任意事業費

事業名 在宅医療・介護連携拠点事業

施 策 の 大 綱 ２－４　保健・福祉サービスの充実した，人々のあたたかいふれあいのあるまちづくり

【事業の概要】

施 策 名 ４　生きがいをもって元気に暮らせる高齢者福祉の充実

施 策 の 内 容 ３　安心して暮らせる環境づくり

H28決算額 1,106千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

647千円 459千円

医師会などと連携し，市内医療機関等の情報をリスト化し，多職種連携に必要な情報提供

を行いました。

多職種間での情報共有・連携の強化

のために，前年度に作成した「在宅ケ

ア連携手帳」などのツールの利用拡大

に努めました。

これらのツールの活用を通じて，多

職種の円滑な情報交換から，サービス

の向上と安心な在宅療養生活の確保に

つなげます。 在宅ケア連携手帳

医療従事者，介護従事者の顔の見える関係性づくり，スキル

アップを目的とした意見交換会・研修会を開催しました。

日 時：平成28年10月18日（火）

場 所：ホテルマロウド筑波

参加者：181人

意見交換会・研修会の様子

①中学校区ごとに，市内の医師による「かかりつけ医の重要性」

をテーマにした講演会を開催しました。（参加者：239人）

②土浦市民会館小ホールにて，認知症ケアをテーマにした市民

講演会を開催しました。

日 時：平成29年3月5日（日）13：30～15：30

講 師：髙瀬義昌氏（大田区 髙瀬クリニック理事長）

参加者：260人
市民講演会の様子

住み慣れた地域で在宅生活が継続できるよう，多職種協働による効果的かつ効率的な在宅医療

と介護の提供体制構築のため，下記の事業を実施し，多職種の連携強化を推進しました。

意見交換会・研修会により，多職種連携の効果的な手法等の検討ができました。

また，講演会を通じて，市民に対する当該事業の周知啓発を行うことができました。

急変時の対応シート
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款 項

◎よくわかる認知症ガイドブックの作成

◎認知症カフェ「ふれあい茶屋」の開催

◎認知症初期集中支援チームの設置

【事業の成果】

【事業の概要】

施 策 名 ４　生きがいをもって元気に暮らせる高齢者福祉の充実

施 策 の 内 容 １　生活支援の推進

H28決算額 852千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

498千円 354千円

地域支援事業費 包括的支援・任意事業費

事業名 認知症施策推進事業

施 策 の 大 綱 ２－４　保健・福祉サービスの充実した，人々のあたたかいふれあいのあるまちづくり

ふれあい茶屋「笑み気分」

毎月第4金曜日 10：00～

三中地区公民館

ふれあい茶屋「さくら」

毎月第3月曜日 13：00～

市役所2階研修室

平成28年10月より，市内3か所で，それぞれ毎月1回，認知症カフェ「ふれあい茶屋」を開催し，

認知症の方の通いの場，介護者の気分転換の場として活用していただいています。

ふれあい茶屋「おらが里」

毎月第1水曜日 13：00～

新治総合福祉センター
※3か所の合計

18回 332人

平成28年度の実績

開催回数 参加延人数

ふれあい茶屋の様子

国の「認知症施策推進総合戦略」（新オレンジプラン）などに基づき，主に認知症の初期支援，

認知症の方の家族支援を強化し，認知症施策を拡充しました。

主に認知症の疑いのある方または認知症の初期の段階の方を対象に，チームが関わり，適切な

医療，介護のサービスに繋げることを目的に，平成28年10月，認知症サポート医と医療・介護の専門

職で構成される認知症初期集中支援チームを設置しました。

認知症初期集中支援チームにおける支援の流れ

事業を通じて，認知症の初期支援と介護者への支援を強化拡充することができました。

認知症ケアに係る各種サービスを掲載し，認知症の備え，また，認知症

の方を介護する家族が活用できる内容になっています。特徴としては，中

学校区ごとに認知症を診療してくれる医療機関や介護サービス事業所の

マップ化と自身で活用できる認知症のチェックリストを掲載しました。

相談 地域包括

支援センター

スクリーニング
認知症

初期集中支援チーム

チーム員

認知症疾患医療センター等

連携

かかりつけ医

サポート医

よくわかる認知症ガイドブック
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款 項

　

　　◎マンホール蓋更新工事（桜町三丁目地内外）　

[平成28年度分] (単位：千円)

　工事請負費

　　◎管渠更生工事（中央二丁目地内外）　

[平成27年度からの繰越分] (単位：千円)

　工事請負費

[平成28年度分] (単位：千円)

　工事請負費

[平成29年度への繰越分] (単位：千円)

　工事請負費

【事業の成果】

  の未然防止やライフサイクルコストの最小化に努めていきます。

　管渠更生工事2件

区　分 事業費 概　要
2,160 　管渠更生工事1件

区　分 事業費 概　要
18,252

施工前 施工後

　管渠更生工事2件

　　下水道施設の健全度に関する点検・調査結果による長寿命化計画に基づき，下水道施設の更新
　工事等を実施しています。平成28年度は，マンホール蓋更新工事及び管渠更生工事を行いました。

  　マンホール蓋更新工事及び管渠更生工事を行い，下水道施設の長寿命化が図られました。
　　今後も，下水道長寿命化計画等に基づき，計画的に下水道施設の改築を行うことにより，事故

概　要

概　要区　分 事業費
61,863

　マンホール蓋交換13か所4,298
事業費区　分

下水道費 下水道管理費

事業名 下水道長寿命化対策事業

施 策 の 大 綱 ２－２　市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづくり

【事業の概要】

施 策 名 ５　浸水被害に強いまちづくり

施 策 の 内 容 ２　総合的な雨水排除対策の推進

H28決算額 68,321千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

37,163千円 31,000千円 158千円
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款 項

　　◎公共下水道認可区域内の公共下水道（汚水）施設整備事業
　　　事業期間：昭和41年度～平成34年度  全体計画面積　5,589ha　認可区域面積  4,062.7ha
　　　・管渠整備工事（補助）　　　φ200㎜　Ｌ＝2,068.0ｍ
　　　・管渠整備工事（単独）　　　φ200㎜　Ｌ＝1,496.0ｍ
　　　・実施設計委託　　　　　　　　　　　 Ｌ＝6,698.0ｍ

　　◎特定環境保全公共下水道事業
　　　事業期間：平成5年度～平成34年度　全体計画面積　428ha　　認可区域面積  428ha
　　　・管渠整備工事（単独）　　　φ200㎜　Ｌ＝ 259.0ｍ

※平成28年度分及び，平成29年度への繰越分はなし

●下水道整備状況（平成29年3月31日現在）
　整備区域面積　　　　　　　3,672.7ha
　　うち平成28年度整備面積　　 14.2ha
　供用開始面積　　　　　　　3,672.7ha
　人口普及率　　　　　　　　　 87.9％

【事業の成果】

　整備費 6,442 　工事2件,実施設計

179,893 　工事10件，補償金

[平成27年度からの繰越分]

　整備費

（単位：千円）
区　分 事業費 概　要

下水道費 下水道建設費

事業名 公共下水道（汚水）整備事業

施 策 の 大 綱 ２－６　人と環境にやさしい循環型社会づくり

【事業の概要】
　　生活環境の向上と霞ケ浦や河川等の公共用水域の水質保全を図るため，計画的に公共下水道の
　整備を進めています。

[平成28年度分] （単位：千円）

　整備費 126,842 　工事5件

（単位：千円）
区　分

[平成27年度からの繰越分]
事業費 概　要

汚水管渠布設状況

　　田村第一・第二，木田余第五，亀城，高津，小岩田，右籾第一・第二，新治の各処理分区に
　おいて整備工事を行い，生活環境の向上を図りました。
　

概　要
　工事11件，実施設計，その他事務費等

区　分 事業費

区　分 事業費 概　要
[平成29年度への繰越分] （単位：千円）

　整備費 337,239

施 策 名 ６　快適な生活を支える下水道の整備　

施 策 の 内 容 １　公共下水道（汚水）整備事業の推進

H28決算額 470,523千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

123,307千円 285,200千円 62,016千円
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款 項

　　◎公共下水道認可区域内の公共下水道（雨水）施設整備事業
　　　事業期間：昭和41年度～平成34年度
　　　全体計画面積　6,017.2ha 　　認可区域面積　　2,298.7ha　　　　　　　

　　　・木田余1号雨水幹線整備事業
　　　　ＪＲ常磐線横断部委託工事　□3,400mm×2,300mm　　Ｌ＝20.0ｍ
　　　・神立菅谷雨水幹線整備事業
　　　　調整池整備工事（全体計画58,000㎥：調整池掘削工）
　　　　排水路施設整備工事　　　　□3,800㎜×2,500㎜　　Ｌ＝93.0ｍ

[平成27年度からの繰越分] (単位：千円)

[平成28年度分] (単位：千円)

[平成29年度への繰越分] (単位：千円)

【事業の成果】
　　大雨による家屋の浸水被害や道路冠水を解消するための整備工事を行い，生活環境の向上を

区　分 事業費 概　要

区　分 事業費 概　要

　整備費 442,992 　工事5件，委託工事1件

区　分 事業費

　図りました。

　整備費 255,240 　工事4件，委託工事1件，用地取得ほか

　整備費 503,286 　工事4件，委託工事1件，補償金
概　要

木田余1号雨水幹線
ＪＲ常磐線横断部整備状況

神立菅谷雨水幹線
ボックスカルバート布設状況

　　市街化の進展に伴う降雨時の家屋，道路等の浸水被害（冠水）の解消を図るため，雨水幹線の
　整備工事等を実施しています。

一般財源

271,797千円 425,700千円 735千円
【事業の概要】

施 策 名 ５　浸水被害に強いまちづくり

施 策 の 内 容 ２　総合的な雨水排除対策の推進

H28決算額 698,232千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他

下水道費 下水道建設費

事業名 公共下水道（雨水）排水路整備事業

施 策 の 大 綱 ２－２　市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづくり
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款 項

[平成27年度からの繰越分] （単位：千円）

［平成28年度分］ （単位：千円）

［平成29年度への繰越分］ （単位：千円）

［施設概要］
階数 地上4階
構造 鉄骨造
高さ 27.5ｍ
用途 図書館（2～4階） 約  5,120㎡

ギャラリー（1階） 約　  930㎡
交番（1～2階） 約　　150㎡
銀行（1階） 約　　540㎡
保留床（2階） 約　　400㎡
駐車場（3層4段） 駐車台数81台

【事業の概要】

施 策 名 １　県南地域の拠点として中心市街地の整備

施 策 の 内 容 １　土浦駅前北地区の整備

H28決算額
一般財源

929,123千円 61,700千円 44,907千円 3,701,058千円
4,736,788千円 財源内訳

国県支出金 地方債 その他

再開発事業費 再開発事業費

事業名 土浦駅前北地区市街地再開発事業

施 策 の 大 綱 ２－３　産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり

1,239,044

工事請負費 1,209,821

事務費等

施設建築物工事，土浦駅北通り線整備工事

旅費，需要費，役務費，負担金補助及び交付金等

区　分 事業費

合　計

合　計 749,640

区　分 事業費 概　要

事務費等 400 役務費

工事請負費 717,276 施設建築物工事，土浦駅北通り線整備工事
委託料 26,477 施設棟建築工事監理委託，電線地中化工事委託等
補償金 5,487 支障物件移設補償（地下埋設物移設補償）

　この再開発事業では，質の高い魅力的な公共空間づくりを行うため，プロポーザル方式に
より多様なアイデアや技術提案を持った設計者の選定を行い，権利者の意向や市民意見など
を反映しつつ，平成26年度には実施設計業務を実施し，平成27年度から平成29年度に施設建
築物本体工事を施工しています。

　本事業は，中心市街地活性化の主要事業として，市庁舎移転とともに周辺地区への波及効
果を高めることで，活力とにぎわいのあるまちづくりを進めます。

補償金 8,454 支障物件移設補償（地下埋設物移設補償）等

委託料 67,943 施設棟建築工事監理委託，電線地中化工事委託等

区　分 事業費

委託料 20,769

概　要

再開発事業コーディネート委託，施設棟建築工事監理委託等

2,190

概　要
施設建築物工事，土浦駅北通り線整備工事

合　計 3,497,744

工事請負費 3,420,629

補償金 6,982 支障物件移設補償（地下埋設物移設補償）

土浦駅前北地区再開発ビル

位置図

土浦駅北通り線
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［今後のスケジュール］

平成27年度～
　平成29年度　

平成28年度～
　平成29年度　

平成29年度　 施設グランドオープン

【事業の成果】
　中心市街地としての魅力の再生・活性化，安全・快適な駅前環境の創出及び都市の防災性
の向上など，駅前の新しい顔づくりを目指し，権利変換計画の認可を受け，再開発ビルの施
設建築物本体工事を施工しています。
　また，都市計画道路土浦駅北通り線を拡幅整備することにより，来街者の安全性や利便性
向上に加えて，駅前にふさわしい街並み景観の向上にも寄与します。
　今後も，早期の工事完了を目指し事業を推進していきます。

新図書館及びギャラリー内装工事

再開発施設建築工事（外構工事含む）

ラウンジイメージ

ステップガーデンイメージ

施設イメージ図
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款 項

　配水管布設替工事　4件  延長   1516.9ｍ

[平成28年度末整備状況]

【事業の成果】

　配水管布設工事   1件　 延長　  359.0ｍ

うち耐用年数40年を
超えた管路延長

送・配水管路延長 約 864km

約 104km

工　事 20,418

Ｂ/Ａ

Ａ

Ｂ

給水区域内人口

給水人口

（単位：千円）
区　　分 事　業　費 概　　　要
委　託 23,104 　実施設計　　　　 4件   延長  6,020.0ｍ

[平成29年度への繰越分]

工　事 11,480 　輻輳管改修工事　  1件　延長　  217.0ｍ
工　事 10,514 　消火栓設置工事    6件　　　　　　11基
合　計 755,367

工　事 135,123 　配水管布設工事　 17件　延長  2,917.3ｍ
工　事 530,462 　老朽管更新工事　 19件　延長  4,829.1ｍ

委　託 67,788 　実施設計　　　　 23件　延長  9,650.0ｍ
区　　分 事　業　費 概　　　要

工　事 54,837 　配水管布設工事　　2件  延長 　 970.8ｍ
工　事 95,525
合　計 162,289

[平成28年度分] （単位：千円）

　生活環境の改善と公衆衛生向上のため，配水管の計画的な整備を行い，未給水地域の解消
とともに，安心・安全な水を安定的に供給するための相互連絡管路の充実を図りました。ま
た，耐用年数の経過した鋳鉄管等の計画的な更新を実施しました。

[平成27年度繰越分]

委　託 11,927 　実施設計　　　　  3件  延長  3,090.0ｍ

（単位：千円）
区　　分 事　業　費 概　　　要

資本的支出 建設改良費

事業名 配水管施設整備事業／老朽管更新事業

施 策 の 大 綱 ２－６　人と環境にやさしい循環型社会づくり

【事業の概要】

施 策 名 ５　安定した上水道の供給

施 策 の 内 容 ２　送配水管整備の推進

H28決算額 917,656千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

200,000千円 14,542千円 703,114千円

　利用者へ安心・安全な水道水を安定的に供給するとともに，災害時に備えた水の確保と災
害に強い施設の整備に寄与しました。

工　事 180,732 　老朽管更新工事　 5件   延長  2,140.9ｍ
合　計 224,254

138,434人

135,358人

57,955戸給水戸数

普及率 97.8%
整備状況
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款 項

【事業の成果】

（単位：千円）

概　　　要

　委託 13,990

（単位：千円）

概　　　要
　施工監理業務　　　　　　　　　　　　1件　
　電気計装設備・機械設備・配管工事　　3件

概　　　要
　場外配管工事　　　　　　　　　　　　2件

　場外配管工事　　　　　　　　　　　　2件
　場内整備工事　　　　　　　　　　　　1件

資本的支出 建設改良費

事業名 配水場整備事業（右籾配水場）

施 策 の 大 綱 ２－６　人と環境にやさしい循環型社会づくり

施 策 名 ５　安定した上水道の供給

施 策 の 内 容 １　配水場施設整備の推進

H28決算額 618,321千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他

　昭和45年に建設し老朽化した施設の更新と給水エリアに対応した施設能力の確保，更に，
災害に備えた施設の整備を行い，安定した配水の確保を図りました。

一般財源

618,321千円
【事業の概要】

[平成27年度繰越分]

区　　分 事　業　費

区　　分 事　業　費

　固定資産購入 547,656
合　　計 561,647

[平成28年度分]

24,494
　固定資産購入 32,180

合　　計 56,674

　固定資産購入

区　　分 事　業　費

[平成29年度への繰越分]

　老朽化した施設の更新工事により，利用者への安心・安全な水道水を安定的に供給すると
ともに，災害に強い施設の整備をすることで，災害時に備えた水の確保に寄与しました。

配水ポンプ 配水ポンプ室・配水池

（単位：千円）

合　　計 167,986

　固定資産購入 114,706
　固定資産購入 53,280 　場内整備工事　　　　　　　　　　　　1件
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平成２８年度体系別主要施策一覧表



　



頁

出生届・婚姻届お祝いシート発行事業 49
証明書コンビニ交付事業 50

シティプロモーション推進事業 42
ふるさと土浦応援寄付事業 44
地域公民館整備事業 46
協働のまちづくりファンド（ソフト）事業 77

水郷筑波サイクリング環境整備事業 45
道路新設改良事業 72
かわまちづくり事業 78
亀城モール整備事業 79
立地適正化計画策定事業 80
常名虫掛線街路事業 85
神立停車場線街路事業 86
真鍋神林線延伸道路整備事業　　≪合併特例債事業≫ 87
田村沖宿線延伸道路整備事業　　≪合併特例債事業≫ 88
荒川沖木田余線（Ⅰ期）整備事業 89
川口田中線街路事業（Ⅲ期） 90
土浦港周辺広域交流拠点整備事業 92

防犯対策事業 47
地域防災対策整備事業 48
市道路面下空洞修繕事業／道路ストック修繕事業 71
橋梁耐震対策事業／橋梁長寿命化修繕事業 74
都市下水路整備事業／小規模排水路整備事業 75
既存建築物耐震化促進事業 84
常備消防車両更新事業 95
下水道長寿命化対策事業 111
公共下水道（雨水）排水路整備事業 113

ジオパーク推進事業 43
鳥獣（イノシシ）捕獲事業 62
担い手確保及び農地集積化事業 63
土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 64
田んぼアート事業 65
一般地帯土地改良事業（農道・かんがい排水事業） 66
企業誘致事業 67
イルミネーション事業 68
第85回土浦全国花火競技大会開催事業 69
花火大会プロモーティング事業 70
協働のまちづくりファンド事業（ハード事業） 76
土浦駅西口広場整備事業 81
神立駅西口地区区画整理事業 82
まちなか定住促進支援事業 91
土浦駅北通り線整備事業 93
土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備事業 94
土浦駅前北地区市街地再開発事業 114

【将来を展望した広域的な都市づくりを推進し，快適でゆとりのあるまちづくり】

【市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづくり】

【産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり】

　この一覧表は，平成19年度に策定した第7次土浦市総合計画の「計画推進の基本姿勢」及び「施策の大
綱」にうたわれた8つの柱に基づいて，主要施策を表示したものです。

事　　　業
【行財政改革の推進と市民サービスの向上】

【市民と行政が一体となった協働のまちづくり】

平成２８年度 体系別主要施策一覧表
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頁

軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 51
生活困窮者自立支援事業（学習支援事業） 52
公立保育所民間活力導入事業 53
私立保育園整備事業 54
市民による市民のための健康減量教室事業 55
在宅医療・介護連携拠点事業 109
認知症施策推進事業 110

情報教育関係事業 96
「小中一貫教育」推進事業 97
小学校施設非構造部材耐震化事業 98
新治小中一貫教育学校整備事業 99
「大畑のからかさ万灯」記録調査事業 100
武者塚古墳出土品保存台製作事業 101
重要資料公開推進事業／特別展・企画展事業 102
新図書館施設整備事業／美術品展示室整備事業 103
水郷プール再整備事業 104
川口運動公園野球場観覧席，夜間照明灯及び関連施設整備事業 105
学校給食センター再整備事業 106

市営斎場整備事業　　≪合併特例債事業≫ 56
一般廃棄物有料化事業 57
第2次土浦市ごみ処理基本計画（後期計画）策定事業 58
汚泥再生処理センター整備事業 59
ごみ焼却施設整備事業 60
環境基本計画見直し事業 61
公共下水道（汚水）整備事業 112
配水管施設整備事業／老朽管更新事業 116
配水場整備事業（右籾配水場） 117

【心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と，子どもや市民の明るさがあふれるまちづくり】

【人と環境にやさしい循環型社会づくり】

【保健・福祉サービスの充実した，人々のあたたかいふれあいのあるまちづくり】

事　　　業
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　　主要施策の成果説明書は再生紙を使っています。


