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款 項

◎認知症初期集中支援チームの活動

◎認知症カフェ「ふれあい茶屋」の開催

◎認知症地域支援推進を中心としたグループワークの開催

【事業の成果】
　　上記の事業のほか，以前より実施している認知症サポーター養成講座や高齢者見守り施策
　を通じて，認知症高齢者やその家族への支援，そして専門職との連携体制の構築を行うこと
　ができました。

【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

H29決算額 3,891千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

2,275千円 1,616千円

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

（単位：件）

26

17

347

　※うち終了事例合計　　　　

認知症相談件数合計

平成29年度
実　　績

チーム対象事例合計（実件数）

「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，認知症高齢者，その家族の

支援や，認知症地域支援推進員が中心となり，新たな認知症見守り施策等の検討を行いました。

認知症の疑いのある方（初期の段階の方）で，かつ，医療・介護に結び付いていない方を中心に，

医療と介護の専門職で構成されるチーム員が，訪問活動を通じて，早期に適切なサービス導入がで

きるよう支援しました。平成29年7月からは，土浦市社会福祉協議会に委託する「地域包括支援セ

ンターうらら」にもチームを設置し，2チーム体制で支援を行いました。

3中地区，4中地区，6中地区

1中地区，2中地区，5中地区，

都和地区，新治地区

地域包括支援センターうらら

高齢福祉課

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。

※3か所の合計

平成29年度の実績
開催回数（回） 36
参加延人数（人） 707

ケアマネジャーも含めた

グループワークの様子

ふれあい茶屋の様子

認知症地域支援推進員とは，認知症に関する相談，関係

機関とのネットワークの構築，そして認知症施策の企画な

どの中心的な役割を担います。平成29年度は6回のグループ

ワークを通じて，今後の認知症施策の検討や，関係機関と

のネットワークの構築を推進しました。

認知症地域支援推進員の配置状況 （単位：人）

高齢福祉課 2
地域包括支援センターうらら 1
介護事業者 2
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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＝2,797.0ｍ
　　　・管渠整備工事（単独）　　　φ200㎜　Ｌ＝  817.0ｍ

●下水道整備状況（平成30年3月31日現在）
　整備区域面積　　　　　　　3,693.2ha
　　うち平成29年度整備面積　　 20.5ha
　供用開始面積　　　　　　　3,693.2ha
　人口普及率　　　　　　　　　 88.0％

【事業の成果】

　整備費 113,285 　工事6件，基本設計，補償金

　　田村第一・第二，沖宿，亀城，高津，永国，右籾第一，中村第一・第三・第四，荒川沖第二
　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。

組立1号マンホール設置状況

区　分 事業費 概　要

[平成28年度からの繰越分] （単位：千円）

　整備費 160,431 　工事9件

[平成29年度分] （単位：千円）

　整備費 215,674 　工事11件，実施設計，その他事務費等

[平成30年度への繰越分] （単位：千円）

概　要

【事業の概要】

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

H29決算額 376,105千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

72,582千円 275,700千円 27,823千円

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

区　分 事業費

　　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。

区　分 事業費 概　要
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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
　　　　ＪＲ常磐線横断部委託工事　□3,400mm×2,100mm　　Ｌ＝21.0ｍ
　　　　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＝38.6ｍ

[平成28年度からの繰越分] (単位：千円)

[平成29年度分] (単位：千円)

[平成30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
　図りました。

区　分 事業費 概　要
　整備費 278,082 　工事5件，委託工事1件，用地取得費，補償金

神立菅谷雨水幹線
排水路整備状況（ＪＲ常磐線西側）

神立菅谷雨水幹線
排水路整備状況（ＪＲ常磐線東側）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

304,326千円 393,700千円 910千円

　　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。

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

【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 ４　公共下水道（雨水）整備事業

H29決算額 698,936千円 財源内訳

区　分 事業費 概　要
　整備費 403,925 　工事4件，委託工事1件，補償金

区　分 事業費 概　要
　整備費 295,011 　工事3件，委託工事2件，補償金ほか
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款 項

【事業の概要】

[平成28年度からの繰越分] （単位：千円）

［平成29年度分］ （単位：千円）

［平成30年度への繰越分］ （単位：千円）

［施設概要］
名称 アルカス土浦
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㎡
学習塾・予備校（2階） 約　　400㎡
駐車場（3層4段） 駐車台数82台

合　計 9,288

事務費等 298 役務費

委託料 9,288 再開発事業床価額確定業務委託

合　計 314,839

区　分 事業費 概　要

公有財産購入費 50,195 土地開発基金先行取得用地買戻し
事務費等 5,877 旅費，需用費，役務費，備品購入費，補償金等

工事請負費 237,775 施設建築物工事，土浦駅北通り線整備工事
委託料 20,992 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

合　計 718,898

区　分 事業費 概　要

委託料 20,908 施設棟建築工事監理委託，電線地中化工事委託
補償金 421 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ました。

　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。

区　分 事業費 概　要
工事請負費 697,271 施設建築物工事，土浦駅北通り線整備工事

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

H29決算額 1,033,737千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

233,864千円 55,400千円 97,408千円 647,065千円

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

土浦駅前北地区再開発ビル「アルカス土浦」

位置図

土浦駅北通り線
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［スケジュール］

平成27年度～平成29年度 再開発施設建築工事

平成28年度～平成29年度 図書館及びギャラリー内装工事

平成29年11月27日 アルカス土浦グランドオープン

平成30年度 事業清算

【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
向上など，駅前の新しい顔づくりを目指した再開発ビルの建築工事が平成29年度に完成し，
アルカス土浦がグランドオープンしました。駅前に新たな人の流れが生まれ，賑わいの創出
につながっています。
　また，都市計画道路土浦駅北通り線の拡幅整備も完了し，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ています。

完成した再開発ビル「アルカス土浦」

ステップガーデン

アルカス土浦プラザでのイベントの様子
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款 項

　老朽管更新工事　　5件  延長  2,148.9ｍ

[平成29年度末整備状況]

【事業の成果】

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 3,240 　実施設計　　　　 1件   延長  　550.0ｍ

[平成30年度への繰越分]

工　事 15,034 　配水管移設工事　  1件　延長　 　69.0ｍ

工　事 195,142 　配水管布設工事　 20件　延長  4,411.1ｍ
工　事 452,159 　老朽管更新工事　 22件　延長  3,388.0ｍ
工　事 1,231 　輻輳管改修工事　  1件　延長　 　35.0ｍ

工　事 3,483 　消火栓設置工事    4件　　　　　　　4基
合　計 719,461

委　託 52,412 　実施設計　　　　 17件　延長  6,687.0ｍ
区　　分 事　業　費 概　　　要

工　事 19,580 　配水管布設工事　　1件  延長 　 357.0ｍ
工　事 160,770

合　計 202,840

[平成29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28年度からの繰越分]

委　託 22,490 　実施設計　　　　  4件  延長  6,020.0ｍ

（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

H29決算額 922,301千円 財源内訳
国県支出金 地方債 その他 一般財源

200,000千円 17,036千円 705,265千円

　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 241,852 　老朽管更新工事　 8件   延長   3385.3ｍ
合　計 245,092

137,986人

135,316人

58,762戸給水戸数

普及率 98.1％
整備状況

うち耐用年数40年を
超えた管路延長

送・配水管路延長 約 870km

約 111km
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款 項

【事業の成果】

（単位：千円）

概　　　要

　固定資産購入 104,792

（単位：千円）

概　　　要
場外配管工事　2件
場内整備工事　1件

実施設計　1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

H29決算額 274,313千円 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

274,313千円
【事業の概要】

[平成28年度からの繰越分]

区　　分 事　業　費

区　　分 事　業　費

　固定資産購入 54,760
合　　計 159,552

[平成29年度分]

4,741
　固定資産購入 110,020

合　　計 114,761

　委託

　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 右籾配水場上空撮影写真
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平成２９年度体系別主要施策一覧表



　



頁

使用料等の見直し事業 44

市民と市長のまちかどトーク事業 42
シティプロモーション推進事業 43
図柄入り土浦ナンバー策定事業 47
地域公民館整備事業 48
協働のまちづくりファンド（ソフト）事業 49

道路新設改良事業 72
亀城モール整備事業 76
常名虫掛線街路事業 80
神立停車場線街路事業 81
真鍋神林線延伸道路整備事業　 82
田村沖宿線延伸道路整備事業　　 83
荒川沖木田余線（Ⅰ期）整備事業 84
土浦港周辺広域交流拠点整備事業 86

防犯対策事業 50
土浦駅西口自転車駐車場整備事業 51
地域防災対策整備事業 52
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
消防団車庫整備事業 88
公共下水道（雨水）排水路整備事業 107

ふるさと土浦応援寄付事業 45
水郷筑波サイクリング環境整備事業 46
土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 65
担い手確保及び農地集積化事業 66
一般地帯土地改良事業（農道・かんがい排水事業） 67
ジオパーク推進事業 68
第86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
土浦駅西口広場整備事業 77
神立駅西口地区土地区画整理事業 78
まちなか定住促進支援事業 85
土浦駅北通り線整備事業 87
土浦駅前北地区市街地再開発事業 108

障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業 53
生活困窮者自立支援事業（学習支援事業） 54
子育て世代包括支援センター事業 55
公立保育所民間活力導入事業 56
私立保育園整備事業 57
医療体制強化事業 58
健康増進事業（胃がんリスク検査（ＡＢＣ検査）） 59
認知症施策推進事業 105

【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】

【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】

【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】

平成２９年度 体系別主要施策一覧表
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頁

「小中一貫教育」推進事業 89
小・中学校施設非構造部材耐震化事業 90
中学校施設大規模改造事業 91
新治地区小中一貫教育学校整備事業 92
市立幼稚園適正配置事業 93
武者塚古墳出土品保存台製作事業 94
市民会館耐震化及び大規模改造事業 95
新図書館施設整備事業／美術品展示室整備事業 96
新図書館ＩＣＴ推進事業 97
美術品公開推進事業 98
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 99
茨城国体準備事業 100
学校給食センター再整備事業 101

一般廃棄物有料化事業 60
汚泥再生処理センター整備事業 61
ごみ焼却施設整備事業 62
環境保全率先実行計画兼つーチャンＥＭＳ見直し事業 63
ＰＣＢ廃棄物運搬処分事業 64
公共下水道（汚水）整備事業 106
配水管施設整備事業／老朽管更新事業 110
配水場整備事業（右籾配水場） 111

事　　　業

【人と環境にやさしい循環型社会づくり】

【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】
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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。


