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H28.11
「つくば霞ヶ浦りんりんロード」開通

旧筑波鉄道の廃線敷と霞ヶ浦湖岸
道路を活用した，初心者でも走

りやすい平坦なコース

H30.3
土浦駅ビルに「プレイアトレ」，「りん
りんスクエア土浦」開業

H31.3
りんりんポート土浦 開業

つくば霞ヶ浦りんりんロード
約180km

JR土浦駅
プレイアトレ
りんりんスクエア土浦

水郷潮来バ
スターミナル

岩瀬休憩所

土浦市の自転車環境

りんりんポート土浦



土浦市内サイクリストが多い地点

まちかど蔵

りんりんポート土浦

プレイアトレ土浦，りんりんスクエア土浦

霞ケ浦総合公園

小町の館

藤沢休憩所

虫掛休憩所



自転車施策の本市計画での位置付け

■ 土浦市まち・ひと・しごと創生 総合戦略（H27.10策定）

・戦略分野Ⅰ「地域経済の活性化を通じた持続性ある雇用基盤の確立」

・基本施策②「交流人口の拡大による地域経済の活性化」

・主な取組の一つ主な取組の一つ主な取組の一つ主な取組の一つとして，「水郷筑波サイクリング環境整備事業」「水郷筑波サイクリング環境整備事業」「水郷筑波サイクリング環境整備事業」「水郷筑波サイクリング環境整備事業」を

位置付け

■ 第８次土浦市総合計画（H30.2策定）

・リーディングプロジェクト「まちがにぎわう つちうら プロジェクト」

・主な取組の一つ主な取組の一つ主な取組の一つ主な取組の一つとして，「つくば霞ヶ浦りんりんロードの環境整備」「つくば霞ヶ浦りんりんロードの環境整備」「つくば霞ヶ浦りんりんロードの環境整備」「つくば霞ヶ浦りんりんロードの環境整備」を

位置付け



ハード事業



つくば霞ヶ浦りんりんロード

•水郷筑波サイクリング環境整備総合計画

•水郷筑波サイクリング環境整備ガイドライン

•県は県道部，市町村は市町村道部を，統一の
デザインで整備



りんりんスクエア土浦

プレイアトレ･･･体験型サイクリングリゾート。平成30
年3月りんりんスクエア土浦のほか，カフェ，コンビ
ニエンスストアがオープン。平成31年4月カフェ&レ
ストランがオープン。サイクリングホテルやフード
マーケットがオープン予定

・県事業（土浦市，JR東日本と連携）

・駅直結のサイクリング拠点施設

・プレイアトレ（土浦駅ビル）の1F及
びB1Fの一部

・サイクルショップ，レンタサイクル，
ロッカー，シャワーなど
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りんりんスクエア土浦



土浦駅東口サイクルステーション

•土浦駅東口直結

•更衣室，空気入れ，

洗面台，コインロッカー

サイクルラック

・平成28年供用開始



りんりんポート土浦

•市民やサイクリストの憩いの場，

市内回遊の拠点となる施設

•川口二丁目地内

•自転車メンテナンススペース，

トイレ，シャワールーム等を完備

した休憩施設，屋上展望スペース，

駐車場

・平成31年3月供用開始



ソフト事業



サイクルサポートステーション

•県事業

•県は店舗・施設等にラック，空気入れ，

工具等を貸与する。

・店舗・施設等は，サイクリストに休憩場所

の提供，トイレの使用，優待サービスの

実施を行う。

・県内385箇所箇所箇所箇所（土浦市内74箇所箇所箇所箇所）登録

※H31.4.1時点



つちうらサイクリスト優待店

•サイクリストへのおもてなしの
充実を目的として，優待サー
ビスを実施できる店舗を募集

•優待店舗は，ドリンクのサービ
ス，商品の割引等を実施

•市では，優待店を取りまとめた
マップを作成

• H30.8 : 53店舗，店舗，店舗，店舗，H31.3 : 90店舗店舗店舗店舗



広域レンタサイクル事業

•県事業（周辺8市町が参加）

•指定の10施設であれば，

どの施設でも貸出，返却

可能なレンタサイクル

・ロード，クロス，Eバイクなど

合計106台

・貸出台数

H28:744台，台，台，台，H29:1,643台台台台

H30:2,407台台台台



まちかど蔵 レンタサイクル

• まちかど蔵で実施

• シティサイクル，ジュニアサイクル，

クロスバイク 合計33台

・貸出台数

H28:1,082台，台，台，台，H29:1,545台台台台

H30:1,692台台台台



サイクルーズ事業

・県と土浦市が共同で実施

・土浦港から玉造港，潮来港に

自転車乗船可能な遊覧船を

運行

• H28 8回，H29 5回，

H30 16回実施

・R元は，行方市，潮来市が

加わり，20回実施予定



土浦散走ツアー

•散走とは，散歩をするように

気ままに自転車で走り，美味

しい物，景色，地域の催しなど

を楽しむイベント。年10回実施

・ジオパーク，歴史，ハスの花観賞，

グルメなど，テーマを決めて実施

・10～15km，3時間程度

・初心者でも参加可能





交通安全教室

•土浦警察署と協力し，交通安全教室を開催

•小学校2年生までは歩行メイン

•小学校3年生以上は自転車メイン

保育所保育所保育所保育所 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 小学校小学校小学校小学校 中学校中学校中学校中学校 地域等地域等地域等地域等 合計合計合計合計

実施実施実施実施回数（回）回数（回）回数（回）回数（回） 14 2 13 1 1 31

受講者数（人）受講者数（人）受講者数（人）受講者数（人） 1,035 331 1,858 147 28 3,399

■■■■平成平成平成平成29年度年度年度年度

保育所保育所保育所保育所 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園 小学校小学校小学校小学校 中学校中学校中学校中学校 地域等地域等地域等地域等 合計合計合計合計

実施実施実施実施回数（回）回数（回）回数（回）回数（回） 13 3 11 1 4 32

受講者数（人）受講者数（人）受講者数（人）受講者数（人） 966 474 1,654 157 320 3,571

■■■■平成平成平成平成30年度年度年度年度



自転車通勤の推奨

•目的 市職員の運動不足の解消，健康増進

•実施時期 平成31年4月～

•対象 市職員

・ 推奨内容 4，5，6，9，10月の第4週を自転車通勤推奨週間とし，

職員の自転車通勤を推奨

•今後 民間企業への拡大を図りたい。

• その他 自転車通勤推奨の前段として，自転車通勤体験

プログラムを実施



自転車通勤プログラム（市職員対象）

•自転車通勤を通じて，体調や気分

の変化を実感いただき，健康増進

や自転車文化への理解を深めて

もらうもの

• H30.8 交通安全や自転車が健康

に与える効果について座学を実施

• H30.9,10 週2日程度の自転車通

勤を実施



自転車通勤プログラムの結果

•実施期間 平成30年9・10月

•参加者 21人

•自転車通勤回数 1.56回／週

•体重の変化 平均平均平均平均 1.05kg減少減少減少減少

•血液の変化 単位：mg/dl

基準値基準値基準値基準値 体験前体験前体験前体験前 体験後体験後体験後体験後

血中中性脂血中中性脂血中中性脂血中中性脂
肪肪肪肪

150未満 103.50 100.17

善玉コレステ善玉コレステ善玉コレステ善玉コレステ
ロールロールロールロール

40以上 62.83 63.67

悪玉コレステ悪玉コレステ悪玉コレステ悪玉コレステ
ロールロールロールロール

120-139 117.83 110.50

•通勤直後の気分l

スッキリスッキリスッキリスッキリ
しているしているしているしている

落ち着いて落ち着いて落ち着いて落ち着いて
いるいるいるいる

生き生きし生き生きし生き生きし生き生きし
ているているているている

クルマクルマクルマクルマ 2.12 2.37 1.76

公共交通公共交通公共交通公共交通 2.27 2.83 1.75

自転車自転車自転車自転車 2.93 2.93 2.49

全体全体全体全体 2.42 2.64 1.99

どんよりどんよりどんよりどんより
しているしているしているしている

イライラしてイライラしてイライラしてイライラして
いるいるいるいる

けだるいけだるいけだるいけだるい

クルマクルマクルマクルマ 1.80 1.31 1.85

公共交通公共交通公共交通公共交通 1.66 1.06 1.98

自転車自転車自転車自転車 0.76 0.64 1.36

全体全体全体全体 1.42 1.05 1.70



情報発信



ちゃりさんぽ

• スマートフォン専用サイト

• H31.3から運用開始

•結城市，筑西市，桜川市，
土浦市が共同で運営

•サイクリングルートのほか，各
種施設，食事処，カフェ，史跡
等を掲載



施策を展開するための体制



つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会



本市の自転車施策 と 自転車のまちづくり構想

・本市の自転車施策
・ハード，ソフト様々な施策を展開
・県・周辺市町村とも連携

・本市の自転車環境等に係る課題

・消費に結びつきにくい

・交通安全

・その他，潜在的な課題

・自転車のまちづくり構想の策定
・統計データやアンケート調査等により，現況と課題を把握
・効果的に自転車施策を展開



土浦市の概要

•人 口 139,389人（H31.1.1時点）

•面 積 122.89k㎡

（霞ヶ浦の9.27k㎡含む）

•市の木 ポプラ，ケヤキ

•市の花 サクラ

•市の鳥 ヨシキリ，ウグイス

• イベント 土浦全国花火競技大会

かすみがうらマラソン

•特産品 レンコン（生産量日本一）





さいごに



自転車施策の目的

自転車を通じた地域活性化
・誘客を目的とした観光の施策

・交通安全，健康，教育などの市民の生活面での施策

自転車文化の醸成



ご清聴ありがとうございました


