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１ 第 7次土浦市総合計画の概要

1. 基本構想
目標とする基本理念や将来都市像を定め，これを達成するための計

画推進の基本姿勢や施策の大綱をしめしたもの

■目標年度 平成 29 年度(2017 年)

■将来都市像 水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦

■まちづくりの基本理念

（１）快適で安心・安全な「日本一住みやすい」まちづくり

（２）地域資源を活かした活力あるまちづくり

（３）共に考え行動する「協働」によるまちづくり

■将来目標人口 平成 29 年 145,000 人

2. 基本計画
基本構想に掲げた計画推進の基本姿勢や施策の大綱に沿って，より

具体的なまちづくり指標をあきらかにしたもの

■目標年度 平成 29 年度（後期基本計画）

１．計画推進の基本姿勢

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

①行政運営 ②財政運営 ③広域連携 ④地方分権

⑤公共施設 ⑥市民窓口サービスの向上

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

①市民協働 ②コミュニティ ③ボランティア ④行政情報

⑤男女共同参画 ⑥人権・平和 ⑦国際化

２．部門別計画

（１）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

①土地利用 ②都市基盤 ③河川・公園 ④公共交通体系

⑤通信基盤

（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

①防災 ②防犯 ③消防・救急 ④交通安全

⑤雨水排除対策 ⑥消費生活

（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中心市街地 ②市街地 ③景観 ④農林水産業

⑤商業 ⑥工業・企業誘致 ⑦観光 ⑧勤労者福祉

（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

①地域福祉 ②子ども福祉 ③障害者福祉 ④高齢者福祉

⑤社会保障 ⑥健康・医療 ⑦バリアフリー

（５）心の豊かさとたくましさを育む教育の促進と，子どもや市民

の明るさがあふれるまちづくり

①学校教育 ②生涯学習 ③青少年の健全育成 ④文化・芸術

⑤スポーツ・レクリエーション

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

①環境保全 ②自然環境 ③ごみ処理 ④環境衛生

⑤上水道 ⑥下水道 ⑦住宅

■地区別計画
一中地区，二中地区，三中地区，四中地区，五中地区，六中地区，

都和中地区，新治中地区
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２ 後期基本計画の施策ごとの進捗状況

１. 計画推進の基本姿勢

(1) 行財政改革の推進と市民サービスの向上

①行政運営（効率的な行政運営の推進）

②財政運営（健全な財政運営の確保）

【施策】

①行財政改革大綱の推進 ②組織・機構の改革 ③人材の育成・活用 ④産学官連携

⑤行政評価制度の活用 ⑥電子市役所の推進

【進捗状況】

○第４次行財政改革大綱に伴う実施計画の推進管理および総括を実施。第５次行財政改革

大綱の実施計画を策定

○組織改編として平成 25 年度 1課新設，2係を統合，課名称等の変更，26年度 2室廃止

○人材育成の推進（人材育成基本方針の改訂，第４次職員研修基本計画，女性職員活躍推

進プランおよび子育て支援プランの策定），人事評価制度の運用を実施（人事評価制度

の抜本的見直し，目標管理制度の対象拡大）

○筑波大学提案の３プロジェクトについて行政課題研究事業（調査研究）を実施

○市の全事務事業について，必要性や効率性，類似性等を再点検する事務事業総点検事業

を実施

○第２次総合情報化基本計画に基づく電子市役所の推進，証明書コンビニ交付事業を実施

【施策】

①歳入確保の取組 ②歳出構造の見直し ③財政状況の市民への開示

④計画的な財政運営

【進捗状況】

○収納率の向上を図るほか，国，県補助金等の確保，受益者負担の見直しを実施。企業

立地促進奨励金（固定資産税相当額を３年間奨励金として交付），東京・大阪企業立地

セミナーにより企業誘致を促進

○徹底した事務事業の見直しによる経費の節減合理化を実施。補助金等の意義，目的，

成果等の再検証による整理合理化を実施

○財政状況として予算・決算，健全化に関する指標，財務書類（4表）等の公表を実施

○３ヵ年財政フレームの策定，長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方（平成 40年

度までの長期的な財政見通し）を策定
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③地方分権（更なる広域連携の推進）

④地方分権（自主・自立のまちづくりの推進）

⑤公共施設（適正な公共施設の維持管理と整備）

【施策】

①広域行政の推進 ②周辺市町村との連携強化

【進捗状況】

○土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合による神立駅西口地区土地区画整理事業

の推進，茨城消防救急無線・指令センター運営協議会によるいばらき消防指令センター

の運用を実施

○首都圏業務核都市首長会議，土浦・つくば・牛久業務核都市整備推進協議会，つくば市

との合併の勉強会（平成 26 年 2 月より，延べ 10回）を開催

【施策】

①市民本位による自主・自立のまちづくりの推進 ②国・県との適切な役割分担

【進捗状況】

○市民満足度調査を実施（2年に 1回）

○権限移譲事務は，平成 27年度に新たに 1法令 1事務を受け入れ，合計 35法令 410 事務

を実施

【施策】

①公共施設のスクラップ・アンド・ビルド ②公共施設の計画的な改修の推進

③新市庁舎の整備 ④低・未利用地の適正な処分 ⑤市有財産の適正な管理

【進捗状況】

○今後 10年間の公立保育所の民間活力導入等を進めるため，公立保育所民間活力導入実

施計画を策定

○公共施設等の計画的な補修，更新を図るため，公共施設等総合管理計画を策定

○平成 27年９月に新市庁舎を移転開庁

○低・未利用地の適正処分として，市有財産の積極的に売り払いや有償貸付けを実施中

○公募型指定管理者制度の活用を実施
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⑥市民窓口サービスの向上（市民ニーズに対応したサービスの提供）

(2) 市民と行政が一体となった協働のまちづくり

①市民協働（市民協働のまちづくりの推進）

②コミュニティ（心豊かな生活を営めるコミュニティの形成）

【施策】

①窓口サービスの向上 ②市民相談の充実

【進捗状況】

○公共施設の予約案内システム（H25：11 施設，H27：6 施設），コンシェルジュ制度（新庁

舎 1階 3ヵ所，こども福祉課）を導入。証明書コンビニ交付事業を実施

○市民相談として，くらしに関する各種相談を実施

【施策】

①協働のシステムづくり ②市民の自治意識の高揚 ③幅広い市民参画機会の充実

【進捗状況】

○まちづくり市民会議事業，ＮＰＯセミナー事業（ＮＰＯ設立，運営支援の基礎講座），協

働の担い手支援事業（市民活動情報サイト「こらぼの」管理運営，市民活動支援事業（協

働のまちづくりファンド事業）を実施

○まちづくり市民会議事業，地区市民委員会事業，みんなで協働まちづくりシンポジウム，

協働のまちづくりワークショップ（体験型講座）を実施・開催

○計画策定時におけるパブリックコメントを実施

【施策】

①コミュニティ活動の支援 ②コミュニティ組織の充実

③市民ネットワークの推進 ④コミュニティ施設の整備

【進捗状況】

○地域コミュニティ活動の支援（市民活動総合補償保険等）を実施

○地区長関連事業（市と住民の接点としての地区長制度の確立）を実施

○まちづくり市民会議事業，地区市民委員会事業を実施

○地区公民館整備事業（集会施設の新築，増築・修繕を行う場合においての補助）を実

施
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③ボランティア（一人ひとりの暮らしを豊かにするボランティア活動の促進）

④行政情報（行政の透明化を進める情報提供の推進）

⑤男女共同参画（男女共同参画社会づくりの推進）

【施策】

①ボランティア活動に関する学習機会の充実と育成支援

②ボランティア情報の提供とＰＲ ③ボランティア活動の場の充実

【進捗状況】

○人材バンク事業（登録者募集，保険加入，おためし講座開催）を実施，学校支援ボラ

ンティア事業（ボランティア募集，学校調整，スキルアップ研修），ボランティア養成

講座（傾聴，手話，点訳，音訳，要約筆記等）を実施

○協働の担い手支援事業（市民活動情報サイト「こらぼの」管理運営）を実施

○ボランティアセンター活動推進事業（ボランティアに関する相談・斡旋・連絡調整・

各種講座の開催）を実施

【施策】

①情報公開制度の充実等 ②広報活動の充実とイメージアップの推進

③広聴活動の充実

【進捗状況】

○個人情報保護条例の改正（平成 27 年度），個人情報保護および情報公開制度に関する

職員研修（6回実施，222 名受講），計画策定時のパブリックコメントを実施

○広報紙・広報媒体の充実，市民アナウンサーの公募・活用，シティプロモーション戦

略プランの策定および同ホームページの構築，プロモーションマガジン・プロモーシ

ョン映像の作成，都心でのプロモーション活動・プロモーションイベントの開催

○模擬議会（小・中学生），市長と語る青年座談会（青年層），市民と市長のまちかどト

ーク（新成人），計画策定時のパブリックコメントを実施

【施策】

①あらゆる手段による意識づくり ②行動に移す環境づくり

③予防と保護の環境づくり
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⑥人権・平和（人権を尊重する意識の醸成と平和意識の啓発）

⑦国際化（市民の国際感覚と国際理解の促進）

【進捗状況】

○男女共同参画講演会およびフェスティバルを開催，女性問題解決のための相談事業を

実施

○女性団体との連携および活動支援を実施，女性の起業支援セミナーを開催，審議会等

への女性の参画を促進

○女性問題解決のための相談事業を実施

【施策】

①人権尊重の社会づくり ②平和の推進

【進捗状況】

○人権と平和のつどい（人権講演会）を開催，人権教育を推進

○平成記念式典参加（広島市で開催される平和記念式典へ出席），非核平和宣言都市三角

柱を設置，人権と平和のつどいを実施

【施策】

①国際交流の推進 ②多文化共生の推進 ③国際理解の推進

【進捗状況】

○異文化交流事業（異文化交流をテーマとしたイベント，セミナーなど），キララまつり

七夕おどり参加，姉妹都市・友好都市交流事業，姉妹都市への市民訪問団派遣事業を

実施

○地域ふれあい事業，初心者向け外国語講座，外国人を対象とした日本語教室，日本語

ボランテンティア養成講座，多文化共生推進プラン策定事業，中国語通訳・翻訳員雇

用事業を実施

○中学生交換交流事業を実施，国際理解教室「世界の友達と話そう」を開催
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２. 部門別計画

(1) 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

①土地利用（市民参加による適正な土地利用の誘導）

②都市基盤（高質な都市基盤の整備）

③河川・公園（うるおいのある河川・公園の整備）

【施策】

①適正な土地利用の誘導 ②コンパクトなまちづくりの推進 ③地籍調査の推進

【進捗状況】

○都市計画マスタープラン見直し，第７回都市計画定期見直しの実施，地域地区等変更図

書を作成

○中心市街地活性化基本計画，立地適正化計画の策定

○地籍調査事業（実施区域の閲覧および認証請求業務，年度別計画地区の基準点および一

筆地測量，法務局への成果の登記申請業務）を実施

【施策】

①幹線道路の整備 ②都市計画道路等の整備 ③生活道路の整備 ④自転車道の整備

【進捗状況】

○国道６号バイパスの建設促進要望や建設促進啓発品の作成・配布，国道 354 号整備促進

要望や整備促進啓発品の作成・配布を実施

○都市計画道路の整備を推進（測量，地質調査，設計，改良・舗装工事，用地買収，物件

補償）

○道路新設改良事業（測量設計委託，改良工事）を推進

○水郷筑波サイクリングコース環境整備事業（広域レンタサイクルの効果検証，ＡＥＤを

設置する自転車サポートステーションへの助成）を実施，自転車交通ネットワーク整備

計画を策定

【施策】

①河川・橋梁の整備 ②公園・緑地の整備 ③緑地および平地林，斜面林の保全

④緑化の推進 ⑤運動公園の整備 ⑥良好な水辺空間の整備
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④公共交通体系（やさしく利便性の高い公共交通体系の構築）

⑤通信基盤（市民の暮らしを向上させ地域経済を活性化する情報基盤の整備）

【進捗状況】

○乙戸川・境川・新川の一部改修，橋梁長寿命化修繕事業（橋梁修繕詳細設計委託および

修繕工事）を実施

○霞ケ浦総合公園をはじめとする都市公園の整備・充実や霞ケ浦湖岸，桜川沿いなどのま

とまりのある緑地，水辺環境を活かした公園・緑地の整備，維持管理を実施

○市民緑地などの制度を活用し，まとまりのある平地林や連続する斜面林の保全，市街地

の緑地空間を都市の緑地として整備し，緑地等の保全を推進

○生垣設置奨励補助金制度（緑化推進および防犯面から生垣設置助成）を実施

○新治運動公園整備工事（野球場造成工事），川口運動公園整備工事（野球場観覧席，夜

間照明灯および関連施設整備工事）を実施

○かわまちづくり計画の策定および施策の実施，霞ケ浦の水辺を活かした魅力ある空間整

備に関する実践的研究・整備，川口二丁目地区官民連携導入条件調査，川口二丁目地区

暫定整備広場事業を実施

【施策】

①公共交通体系の構築 ②ＪＲ常磐線の輸送力増強

【進捗状況】

○公共交通体系の構築を推進（コミュニティバス試験運行等業務，地域公共交通網形成計

画策定調査，デマンド型交通のあり方調査などを実施），「のりあいタクシー土浦」利用

助成を実施

○ＪＲ東日本㈱本社・ＪＲ東日本㈱水戸支社への要望活動の実施，茨城県選出の国会議員

への協力・支援依頼，上野東京ライン開業関連の啓発品の作成・配布を実施

【施策】

①情報通信基盤の整備促進

【進捗状況】

○第２次総合情報化基本計画に基づく情報基盤の整備の促進等により，市民の利便性の向

上と地域情報化を促進



第７次土浦市総合計画の進捗状況

9

(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

①防災（災害に強い安心して暮らせるまちづくり）

②防犯（地域ぐるみで取り組む防犯まちづくり）

【施策】

①地域防災計画の推進 ②自主防災組織の育成強化と活性化

③災害時要援護者に対する支援 ④防災施設・設備の充実化

⑤防災体制の広域化とシステム化 ⑥除染実施計画の推進 ⑦国民保護計画の推進

⑧橋梁震災対策の推進 ⑨既存建築物等の耐震化の推進

⑩土砂災害による傾斜地崩壊防止対策

【進捗状況】

○計画の進行管理や見直し等を行う防災会議を開催。防災知識の普及と啓発を図る防災訓

練を実施。防災知識の普及と意識の啓発を図る防災講演会を開催

○自主防災組織の結成を補助金により支援，訓練補助金等により自主防災組織の強化・活

性化を推進

○防災避難標識電柱広告による避難誘導体制の整備を実施

○町内会への防災井戸整備補助金，土浦小学校防災倉庫整備，中学校井戸保守点検により

防災施設・設備の充実を実施。食料・防災備蓄品等の充実を推進

○県防ネット負担金，MCA 無線使用料等により情報の収集伝達や連携体制を強化。防災協

力事業所と協力体制を強化

○除染実施計画に基づく除染事業の推進

○国民保護協議会を開催

○橋梁耐震対策事業（避難路および緊急輸送路の橋梁耐震補強）を実施

○既存建築物の耐震診断事業，耐震改修計画費補助事業，耐震改修工事費補助を実施

○急傾斜地崩壊対策事業を実施（危険区域の一部施工が完了）

【施策】

①安心・安全な地域づくり ②防犯意識の普及啓発 ③犯罪被害者の援助支援

【進捗状況】

○防犯灯設置等補助・防犯灯電気料補助，防犯カメラの運用（画像の提供，機器の維持管

理），防犯ステーション運営（まちばん荒川沖・まちばん神立の運営）を実施

○防犯教室，安心・安全まちづくりパレード，安心・安全まちづくり市民集会を開催，安

心・安全メール配信を実施

○いばらき被害者支援センターへの賛助を実施
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③消防・救急（市民の生命と財産を守る消防・救急の充実）

④交通安全（市民が安全に生活できる交通環境の整備）

⑤雨水排除対策（浸水被害に強いまちづくり）

【施策】

①消防力の充実 ②救急・救助業務の充実

③消防救急無線デジタル化共同整備等の推進 ④予防行政の強化

⑤防火意識の高揚 ⑥消防本部新庁舎の整備

【進捗状況】

○消防車両等の整備（消防車両の更新，消防資機材の整備，水利施設の整備，消防団の

人員，施設，装備の充実）

○ＡＥＤの更新，高度救助隊の発足

○消防救急無線のデジタル化等共同整備事業（法定協議会設立（21 消防本部・34市町），

119 番切替）

○査察の強化（査察・違反処理規程の策定，制定，施行）を実施

○自主防，防災訓練等の市民に対する消防訓練を実施，住宅用火災警報器の設置促進（住

宅個別訪問，各種訓練，イベント等で市民に対し住宅用火災警報器の啓発）

○消防拠点新庁舎を整備

【施策】

①交通安全施設の整備充実 ②交通安全意識の啓発 ③放置自転車対策の推進

④道路環境の形成 ⑤交通事故被害者対策

【進捗状況】

○路面標示やカーブミラーの設置・修繕など交通安全施設を整備

○交通安全対策推進協議会（補助金）

○放置自転車撤去および自転車駐車場の設置

○歩道設置による道路新設改良事業を実施

○県民交通災害共済（県民交通災害共済見舞金支払）

【施策】

①都市下水路の整備 ②総合的な雨水排除対策の推進

③既設下水道雨水ポンプ場の整備 ④公共下水道（雨水）整備事業
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⑥消費生活（消費生活の安定）

(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中心市街地（県南地域の拠点として中心市街地の整備）

【進捗状況】

○幹線排水路整備事業（16 路線，L=1,536m）を実施

○市内に居住する雨水貯留施設設置者に対する雨水貯留施設設置助成事業を実施

○川口ポンプ場電気設備改築工事を実施

○木田余１号雨水幹線整備，神立菅谷雨水幹線整備を実施

【施策】

①消費者教育と啓発の充実 ②相談業務の充実 ③消費者団体への育成・支援

④消費者生活モニターの強化

【進捗状況】

○消費生活展（8回），くらしのセミナー等（17回），出前講座（41 回）を開催

○消費生活相談（3,631 件）を実施

○土浦市消費生活連絡協議会，土浦市くらしの会の参加により消費生活展を開催

○消費生活モニターを委嘱

【施策】

①土浦駅前北地区の整備 ②大和町北地区のまちづくり ③まちなか居住の促進

④土浦駅東口地区のまちづくり ⑤中心市街地活性化施策の推進

⑥中央一丁目地区のまちづくり ⑦真鍋地区のまちづくり

⑧まちづくり活性化バス運行事業の促進

【進捗状況】

○土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業，土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備事業，

土浦駅北通り線（旧名称：駅前東崎線）整備事業を実施

○大和町北地区事業化検討調査委託を実施

○賃貸住宅家賃補助，住宅建替え・購入補助を実施

○中心市街地活性化基本計画の策定，中心市街地開業支援事業を実施

○中央一丁目・川口二丁目等まちづくり調査，中央一丁目地区まちづくり委託，事業化検

討委託を実施

○真鍋地区まちづくりプランの策定

○まちづくり活性化バス運行支援事業を実施
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②市街地（地域の特性を活かした市街地の整備）

③景観（景観の向上）

④農林水産業（安全な食料を供給する農林水産業の振興）

【施策】

①荒川沖駅周辺地区の整備 ②神立駅周辺地区の整備

③インターチェンジ周辺地区の整備 ④宍塚大池周辺地区の整備

【進捗状況】

○神立駅西口地区土地区画整理事業，駅舎・自由通路整備，東口歩行者専用道路整備事業

を推進

○土浦学園線沿線開発用地取得，仮設トイレ設置，用地利活用検討調査委託，草刈りを実

施

【施策】

①景観計画の推進 ②歴史的景観の整備 ③市民参加による都市景観づくり

④違反屋外広告物の撤去

【進捗状況】

○景観審議会（景観づくりに重要な事項等を専門的見地から調査・審議する。），景観ア

ドバイザー制度（景観計画の運用をはじめ，まちづくりに関する専門的な助言・指導

等を行う。），協働のまちづくりファンド事業（景観形成事業）

○歴史の小径整備（電線地中化工事，歴史の小径整備工事，補償（水道・ガス管移設等），

景観形成事業補助金（修景補助），協働のまちづくりファンド事業（景観形成事業）

○景観まちづくり事業補助金（景観まちづくり団体への活動助成），協働のまちづくりフ

ァンド事業（市民提案事業）

○屋外広告物撤去作業（違反広告物の簡易除去作業委託），違反広告物追放推進（違反広

告物撤去ボランティアとの協働）

【施策】

①優良農用地の保全と有効活用 ②農業生産基盤の整備と保全 ③農業経営体の育成

④安心安全を求める消費者ニーズに対応した生産流通体制の整備

⑤特産物の生産振興 ⑥都市と農村の交流 ⑦環境にやさしい農業の推進

⑧畜産環境の整備 ⑨豊かな森林の育成 ⑩漁業資源の確保および水産加工業の振興
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⑤商業（消費者ニーズに対応した商業の振興）

⑥工業・企業誘致（創造性と技術力のある工業の振興と企業誘致）

【進捗状況】

○担い手確保および農地集積化事業，転作関係事業，経営所得安定対策推進事業を実施

○県営ほ場整備事業（手野），県営畑地帯総合整備事業（坂田），農道・かんがい排水事

業，ため池整備事業，多面的機能支払交付金事業を実施

○経営体育成支援事業，農業担い手育成対策事業を実施

○農業振興関係事業，農作物等放射能濃度測定事業を実施

○農産物地域特産化推進事業，蓮根消費拡大事業，そば消費拡大事業を実施

○農作業体験等の都市と農村の交流事業，田んぼアート事業を実施

○農業用廃プラスチック処理事業，環境保全型農業直接支援対策事業を実施

○オーエスキー病予防注射事業，優良牛改良事業，放牧育成牛助成事業を実施

○いばらきの森普及啓発活動支援事業，身近なみどり整備促進事業，緑の少年隊育成事

業を実施

○霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業を実施

【施策】

①商店街活性化の推進 ②経営の安定化と融資制度の充実

③空き店舗対策・起業促進 ④食のまちづくりの推進 ⑤まちづくり機関の充実

【進捗状況】

○プレミアム付商品券補助事業を実施

○土浦商工会議所・新治商工会補助を実施

○中心市街地開業支援事業（空き店舗利用の新規開業者に対する家賃の一部を補助）を

実施

○カレーフェスティバル開催事業，食のまちづくり販売促進事業を実施

○中心市街地活性化基礎指標調査事業を実施

【施策】

①企業誘致の推進と優遇制度の充実 ②既存工業の振興

③経営の指導・相談の強化と融資制度の充実 ④工業用水の確保
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⑦観光（自然・歴史的資源を活かした観光の振興）

⑧勤労者福祉（安心して働くことのできる環境の整備）

【進捗状況】

○企業立地促進奨励金（新増設に対する固定資産税相当額の助成），東京・大阪企業立地

セミナーにおける企業誘致を実施

○企業立地促進奨励金，立地企業懇談会を開催

○市町村金融制度事務委託

【施策】

①観光基本計画に基づく施策の推進 ②霞ケ浦・筑波山麓を活かした広域観光の推進

③魅力ある観光ルートの創設 ④観光行事の充実 ⑤訪れやすいまちづくりの推進

⑥観光施設の整備・充実

【進捗状況】

○観光基本計画後期計画を策定，つちうらフィルムコミッション事業を推進

○観光キャンペーン，土浦発小さな旅事業，観光帆曳船運航事業を実施

○霞ケ浦広域観光ルート促進協議会・水郷筑波国定公園協会と共同により加盟市町村の

宣伝物の共有化，情報交換および調査・研究を実施

○土浦全国花火大会，キララ祭りを開催

○フィルムコミッションホームページ「土浦フィルムコミッション」を設立し，各種ロ

ケ等の支援を実施

○キララ館移転を実施

【施策】

①勤労者福祉の充実 ②雇用の安定確保

【進捗状況】

○勤労青少年ホーム運営事業を実施，勤労者総合福祉センターを指定管理で運営

○求人情報パソコン保守点検委託により雇用の安定確保を推進
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(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

①地域福祉（共に支え合う地域福祉の推進）

②子ども福祉（安心して産み育てられる子ども福祉の充実）

【施策】

①地域ケアシステムの充実 ②社会福祉協議会との連携強化

③民生委員児童委員活動の充実

【進捗状況】

○社会福祉協議会職員を地域コーディネーターとして地区公民館に配置する地域ケアシ

ステム推進事業を実施

○社会福祉協議会補助事業を実施

○民生委員協議会運営補助事業を実施

【施策】

①地域における子育て支援の充実 ②子育てに関する経済的支援の充実

③子育てを支援する環境の整備および安全の確保 ④職業と家庭の両立支援

⑤要保護児童対策の充実 ⑥ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進

【進捗状況】

○保育所運営事業，待機児童解消支援事業を実施。こどもプランの推進，ファミリーサポ

ートセンター事業，子育て交流サロン事業，子育て支援センター事業を実施

○すこやか保育応援事業，児童手当支給事業，子育て家庭応援「プレミアム付商品券」購

入補助事業，医療福祉費支給制度，私立幼稚園就園奨励補助金，私立幼稚園保護者助成

補助金を実施

○認定こども園整備補助，保育所施設整備改修，都和児童館整備改修を実施。外出先での

授乳施設等（赤ちゃんの駅）の登録を推進

○一時預かり事業，延長保育事業，放課後児童クラブ室の更新・増設，放課後児童クラブ

高学年受入れを実施

○要保護児童対策地域協議会の運営，児童の健全育成を図るための相談・指導を実施。要

支援者の保健・福祉・医療等の支援計画策定のため，ふれあいネットワークに参加

○ひとり親家庭高等技能訓練促進費助成事業，児童扶養手当支給事業，遺児手当支給事業

を実施
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③障害者福祉（自立と社会参加を促進する障害者福祉の充実）

④高齢者福祉（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】

①助け合いのあるまちづくり ②安全で快適な生活環境の整備

③総合的な障害福祉サービスの提供 ④保健・療育体制の充実

⑤個性を活かす教育・育成の推進 ⑥就労支援と働く場づくり

⑦生きがいのある生活支援

【進捗状況】

○障害者虐待防止センターを設置

○緊急通報システムの運用，防災の手引きを活用促進

○手話通訳者・要約筆記者を派遣

○早期療育相談を実施

○児童発達支援，放課後デイサービスを実施

○就労移行・就労継続（就労を希望する 65 歳未満の障害のある方・企業等に就職が困難

な 65 歳未満の障害者・企業雇用が困難な一定年齢に達している者などに，就労に必要

な訓練，就労に関する事業所利用の給付）を実施

○障害者（児）スポーツ大会を開催，先進地視察・交流キャンプ，「福祉の店」ポプラ運

営委託を実施

【施策】

①生活支援の推進 ②包括的支援事業の推進 ③安心して暮らせる環境づくり

④生きがいづくりの推進

【進捗状況】

○認知症サポーター養成講座を開催

○包括支援事業（地域包括支援センターの体制整備と地域の高齢者の生活を支援する基

盤整備）を推進

○ひとり暮らし緊急通報システム，見守りキーホルダー事業，災害時要援護者支援制度，

民間事業所等との要援護者見守り活動等協定の締結，高齢者見守りハンドブックの作

成を実施

○生きがい対応型デイサービス事業，高齢者クラブ活動助成事業を実施
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⑤社会保障（市民生活のセーフティネットとしての社会保障制度の適正な運営）

⑥健康・医療（健康で生きがいのある生活を支える保険・医療の充実）

⑦バリアフリー（すべての人が安全で快適に暮らせるバリアフリーの推進）

【施策】

①国民健康保険 ②介護保険 ③国民年金 ④生活保護 ⑤医療福祉制度

【進捗状況】

○国保税訪問相談事業，ジェネリック医薬品利用差額通知事業，特定健康診査未受診者

勧奨通知事業を実施

○第５次老人福祉計画および介護保険事業計画の進行管理を実施，第６次老人福祉計画

および介護保険事業計画の策定

○国民年金事務事業（国民年金制度の啓発活動）を実施

○就労支援事業，診療報酬明細書点検事業を実施。生活保護費および中国残留邦人等生

活支援給付金を給付

○医療福祉費支給制度（医療費の自己負担に対する一部助成）を実施

【施策】

①健康づくりの推進 ②母子保健の充実 ③介護予防の推進 ④感染症予防対策の推進

⑤救急医療体制の充実 ⑥地域医療の充実

【進捗状況】

○健康つちうら２１（健康増進計画）の評価，第２次健康つちうら２１（健康増進・食

育推進計画）の策定・進行管理を実施

○妊産婦に対する保健事業（妊婦健診委託事業，マタニティ教室），乳幼児に対する保健

事業（乳幼児健診，育児相談，生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業など），不妊治

療費助成事業を実施

○介護予防を推進（介護予防事業の推進，地域包括支援センターとの連携強化）

○各種予防接種，感染症に関する予防対策の普及・啓発を実施

○地域医療対策事業（休日緊急診療（休日当番医），病院群輪番制病院運営），休日緊急

診療所運営事業，救急医療体制強化支援事業を実施

○医療体制強化事業（寄附講座），公的医療機関運営支援事業を実施

【施策】

①総合的なバリアフリーの推進 ②やさしい心の醸成

③多様な要望への支援体制の充実
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(5) 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

①学校教育（生きる力を育む学校教育の充実）

【進捗状況】

○公共的民間施設整備助成事業（公共的民間施設のバリアフリー改修費を補助），バリア

フリー特定事業（視覚障害者誘導用ブロックの補修・設置，土浦小学校前道路の整備，

神立中央二丁目南交差点の音響信号機設置など）を実施

○出前講座における車イスやアイマスク等を使用した疑似体験，小学生を対象とした福

祉体験講座，アイマスクや重りを体に装着するインスタントシニア体験を実施

○ガイドボランティア派遣，ガイドボランティア養成講座を実施

【施策】

①幼児期の教育の推進 ②特色ある学校づくり ③教育内容の充実

④豊かな心を育む教育の推進 ⑤健康・体力の増進

⑥社会の変化に適切に対応できる教育の推進 ⑦特別支援教育の推進

⑧学校給食の充実 ⑨高校・大学等との連携強化 ⑩学校施設の整備・充実

⑪小中学校の適正配置

【進捗状況】

○幼稚園教育振興事業（特色ある園づくり研究委託）を実施

○小中一貫教育推進事業，学力向上対策事業（標準学力調査委託）を実施

○市内 8中学校の全 1年生による宿泊体験学習事業を実施

○学校体育・学校健康教育を推進

○教育情報化計画策定事業，環境教育推進事業，外国語指導助手配置事業，小中一貫教育

推進事業（ＩＣＴを活用した教育活動）を実施

○特別支援教育への理解・啓発のための取組等を実施

○市立学校給食センター整備事業を推進

○健康・医療講座（つくば国際大学，協同病院），社会・婦人学級健康教室（土浦市医師

会），ふるさと再発見プロモーション（ＮＰＯ法人ネイチャークラブにいはり），登録有

形文化財建造物の調査，新治地区民俗調査，手野町王塚古墳の測量調査（筑波大学），

展覧会事業での呈茶（土浦二高），「真鍋のさくら」世界初となる組織培養による苗木増

殖（住友林業）を実施

○土浦小学校校舎・屋内運動場改築事業，都和小学校校舎改築事業，土浦第二小学校屋内

運動場改築事業，耐震補強および大規模改造事業を実施
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②生涯学習（自己表現を最大限尊重する生涯学習の振興）

③青少年の健全育成（自己表現を最大限尊重する生涯学習の振興）

【施策】

①学ぶための環境づくり ②人や地域のネットワークづくり

③学習成果を活かす仕組みづくり ④新図書館の整備・推進

⑤「子ども読書活動推進計画」に基づく取組の推進 ⑥図書館サービスの充実

【進捗状況】

○生涯学習推進協議会を開催，第４次生涯学習推進計画を策定

○新治地区公民館建設事業，各地区公民館管理運営事業を実施

○文化講演会・家庭教育のつどい・社会婦人学級発表会を開催。社会教育学級運営委託（家

庭教育学級，社会・婦人学級に学習運営を委託）

○新図書館整備事業（設計委託）を実施

○ブックスタート事業，図書館学校支援事業を実施。第２次子ども読書活動推進計画を策

定

○新治地区分館の整備，ブックスタートボランティア募集・養成講座，図書館での認知症

講座を実施

【施策】

①健全な環境づくりの推進 ②健全育成事業の推進 ③青少年施設の充実と活用

④放課後子どもプランの推進

【進捗状況】

○青少年相談員合同指導（土浦駅前での青少年合同指導），各種キャンペーン（土浦・神

立・荒川沖の駅前で青少年の健全育成や非行防止の呼掛け），白ポスト回収を実施

○子どもまつり，子ども会対抗ドッジボール中央大会，子ども会リーダー講習会，「土浦

郷土かるた」史跡めぐり，土浦郷土かるた子ども会対抗中央大会，子ども会指導者養

成講習会を開催

○こどもランド各種講座を開催，青少年の家，こどもランド遊具等の補修・修繕を実施

○放課後児童クラブ室の更新・増設，放課後子供教室を推進，放課後児童クラブ高学年

受入れを実施
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④文化・芸術（次代を担う青少年の健全育成）

⑤スポーツ・レクリエーション（すべての市民が親しむスポーツ・レクリエーションの振興）

【施策】

①芸術文化活動の推進 ②文化施設等の整備充実 ③文化財の保護と活用

④埋蔵文化財の保護と活用 ⑤史跡の整備と活用

⑥博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場活動の充実 ⑦第二次土浦市史の編さん

【進捗状況】

○市展，土浦薪能を開催。文化協会運営補助，市民会館自主文化事業を実施

○美術品展示室の整備を推進

○『新治の石仏』の刊行，文化財説明板の設置，指定文化財修理費等補助，指定文化財

団体への補助，「矢口家住宅」災害復旧事業費補助を実施

○埋蔵文化財確認調査事業，学術調査，埋蔵文化財発掘調査の整理作業，出土品保存処

理，武者塚古墳出土品撮影を実施

○「水戸街道松並木」管理委託，「東城寺経塚群」草刈委託，土浦城址土塁修繕，上高津

貝塚・武者塚古墳修繕，広場清掃委託，武者塚古墳清掃を実施

○展覧会事業を充実

○土浦市史の編纂事業（市史関係資料集の刊行(印刷製本)，古文書目録の刊行(印刷製

本)，古文書資料写真版複製本作成（藩士関係），新治地区民俗調査）を推進

【施策】

①スポーツ・レクリエーション活動の推進 ②競技スポーツの充実

③スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実

【進捗状況】

○市民体育祭を開催，学校体育館等開放事業を実施，スポーツ推進委員を委嘱

○かすみがうらマラソン大会，市体育協会各種スポーツ大会，スポーツ少年団各種大会

を開催

○川口運動公園整備事業，市民運動広場整備事業，木田余地区市民運動広場整備事業，

南部地区運動広場整備事業，水郷プール再整備事業，中貫公園整備事業を実施
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(6) 人と環境にやさしい循環型社会づくり

①環境保全（持続可能な地球環境の保全）

②自然環境（恵まれた自然環境の保全）

【施策】

①環境基本計画の推進と進行管理 ②市民・事業者・行政の三者協働による施策の推進

③地球環境の保全 ④エネルギー対策の推進 ⑤環境負荷の低減

【進捗状況】

○環境施策を推進（環境審議会，環境計画進行管理委員会による各年ごとの進捗状況の管

理）

○環境基本計画推進協議会との事業の推進（環境展含む），土浦エコパートナー協定（市

内事業者との協定）を締結

○地球温暖化防止行動計画を推進，率先実行計画を推進

○住宅用環境配慮型設備導入補助事業を実施，公共施設の省エネ化を推進

○ＩＳＯ14001,ＥＭＳを推進（エコオフィスの推進），土浦市役所環境保全率先実行計画

を推進

【施策】

①自然環境の保全 ②霞ケ浦の水質浄化 ③環境教育の推進

④環境保全意識の啓発と場の整備 ⑤環境情報の収集と提供

【進捗状況】

○宍塚大池野生ハス刈取等除去事業，自然環境調査を実施

○生活排水路浄化施設維持管理事業，緊急水質事案対応事業，工場事業等水質分析事業，

生活排水対策推進計画の改定，廃食用油回収事業を実施

○親子水の探検隊，湖上セミナー，小学生水の情報交流会，中学生水環境研修，「霞ケ浦

ドクター」養成講座を開催

○身近な水環境の全国一斉水質調査，霞ケ浦流入河川水質一斉調査，節電キャンペーン，

グリーンカーテン，エコプロダクツツアー，エコキッズクラブ（市内小学生の保護者な

どメール会員を募集し，環境イベント情報等を配信），各種イベント会場での啓発を実

施

○自動車排ガス環境濃度調査事業，ダイオキシン類に係る土壌・大気環境調査事業，自動

車騒音常時監視評価システム整備事業，公共用水域水質分析事業，河川等低質土壌分析

調査事業を実施
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③ごみ処理（ごみ処理の適正化とリサイクルの推進）

④環境衛生（環境美化と環境衛生の推進）

⑤上水道（安定した上水道の供給）

【施策】

①廃棄物等の発生および排出抑制の推進 ②資源物のリサイクル推進の強化

③安全かつ適正な処理体制の確立 ④環境（ごみ）教育の推進

⑤市民・事業者・市の三者による協働 ⑥最終処分場の適正管理の推進

⑦施設の延命化対策

【進捗状況】

○生ごみ減量化を推進，ごみ処理有料化導入を推進

○資源リサイクル推進（分別収集，子ども会廃品回収）

○一般廃棄物処理計画による処理困難物の指定，不法投棄防止対策連絡協議会等関係機

関との調整を実施，最終処分場中長期整備計画を策定

○懇談会，社会科副読本発行，資源リサイクル普及啓発など環境教育を推進

○市民団体，事業者，さわやか環境指導員，地域住民との連携を推進

○清掃センター延命化事業，管理型最終処分場延命化対策事業を実施

【施策】

①衛生センターの整備 ②市営斎場の整備 ③市営霊園の整備 ④環境美化の推進

【進捗状況】

○衛生センター延命化事業を実施

○市営斎場建設事業を推進

○霊園の販売（国分霊園 11区画，今泉第一 22区画，今泉第二 144 区画）

○霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦，関東地方環境美化運動，空き地の草刈を実施

【施策】

①配水場施設整備の推進 ②送配水管整備の推進 ③老朽管の更新

④直結給水の推進 ⑤普及率の向上 ⑥効率的な事業運営
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⑥下水道（快適な生活を支える下水道の整備）

⑦住宅（良好な住環境の確保と市街地の形成）

【進捗状況】

○右籾配水場整備事業，新治配水場整備事業，大岩田配水場整備事業を実施

○送配水施設整備事業を実施

○老朽管更新事業を実施

○水道料金徴収委託を実施

【施策】

①公共下水道（汚水）整備事業の推進 ②合流式公共下水道改善事業の推進

③農業集落排水事業の推進 ④高度処理型合併処理浄化槽の普及

【進捗状況】

○公共下水道（汚水）整備事業を実施

○合流式下水道緊急改善事業，合流式下水道緊急改善事業事後評価委託を実施

○農業集落排水事業（機能強化対策事業）を実施

○高度処理型浄化槽設置事業（高度処理型浄化槽設置費用補助，単独浄化槽の撤去費用

補助）を実施

【施策】

①良好な住まい・まちづくり施策の推進 ②市営住宅の充実

③快適な住まい作りの支援 ④福祉施策と連携した住環境づくり ⑤住環境の整備

⑥開発・建築指導の充実

【進捗状況】

○木造住宅耐震診断士派遣，障害者（児）住宅リフォーム費用助成を実施

○竹の入住宅水洗化工事など市営住宅整備改修を実施

○住宅リフォーム助成事業，住宅の耐震診断，耐震改修の啓発活動を実施

○障害者（児）住宅リフォーム費用の助成を実施

○地区計画および建築協定制度に基づく指導を実施。住居表示案内板修繕事業，住居表

示表示板購入を実施

○指導要綱および都市計画法に基づく開発指導，現地調査による建築指導，違反建築防

止パトロールを実施
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３ 指標の進捗状況

（１）指標の考え方

第７次土浦市総合計画後期基本計画では，施策の進捗状況を確認するため，100 の「施策の指

標・目標値」を設定しています。また，それぞれの目標の実現にむけて，市民，事業者，行政の

役割分担も明記しています。

進捗率の考え方については，以下のとおりとしています。

今回の状況把握の中，「実績値」が「現状値」を下回っている指標が見受けられます。ただし，

計画期間途中での状況把握となることから，「達成度」とはせず，「進捗度」としています。

●指標の推移判断区分

（注）

・「現状値」が毎年ほぼ同数ずつ増加（または減少）し，5 年度に「目標値」達成を想定した場合，

今回は 3 年度分となるため，目標値を達成したものおよび 80％以上の進捗のものを「A」，60％
以上の進捗のものを「B」とし，その半分となる 30％を次の区分とし，30％以上 60％未満の進

捗のものを「C」，30％未満の進捗のものを「D」としました。

・目標値を「現状維持」または「現状値以上」等としているものについては，達成していたもの

を「A」，していないものを「D」としました。

●進捗率の計算例

区 分 進 捗 状 況 の説 明

進捗度 A ・目標値達成または達成の確度が高いと見込まれるもの（進捗率 80％以上）

進捗度 B ・順調に進捗（進捗率 60％以上 80％未満）

進捗度 C ・進捗に課題があるもの（進捗率 30％以上 60％未満）

進捗度 D ・進捗が思わしくないもの（進捗率 30％未満）

指 標 名 現 状 値 目 標 値 Ｈ27 年度末の数値

○○○○者数 1,000 人 2,000 人
年度実績 1,600 人

進捗率 60%

(【H27 年度末】1,600 人-【現状値】1,000 人)

(【目標値】2,000 人-【現状値】1,000 人)
× 100 ＝ 60％ ⇒ 「Ｂ」

600 人

1,000 人
＝

平成 24年度に設定した「現状値」から「実績値（平成 27年度末）」までの増減を，

「目標値（平成 29 年度末）」と「現状値」の差で除したもの
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（２）施策別の進捗度の状況

後期基本計画 5 年間のうちの 3 年が経過した時点での進捗状況では，施策の指標 100 の推移

は，「進捗度Ａが 39％」，「進捗度 B が 6％」，「進捗度 C が 14％」，「進捗度 D が 41％」となっ

ています。

表 進捗度区分ごとの指標数および割合

○ 施策別の状況

「計画推進の基本姿勢」および「施策の大網」に掲げる施策ごとの指標において，目標達

成および順調な進捗をみせている指標（進捗度 A・B）の割合が多い上位 3 施策は，以下の

とおりです。

1 位 「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」（部

門別計画，第 4 節）

2 位 「人と環境にやさしい循環型社会づくり」（部門別計画，第 6 節）

3 位 「産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり」（部門別計画，第 3 節）

一方，進捗に課題がある指標（進捗度 C・D）の割合が多い下位 3 施策は，以下のとおり

です。

6 位 「市民と行政が一体となった協働のまちづくり」（基本姿勢，第 2 節）

7 位 「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」（部門別計画，第 5 節）

8 位 「市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづくり」（部門別計画，第 2 節）

区 分 指 標 数 割合

内

訳

進捗度A 39 39%

進捗度 B 6 6%

進捗度 C 14 14%

進捗度 D 41 41%

計 100 100%



第7次土浦市総合計画の進捗状況

26

表 施策名一覧

表 進捗状況【節別構成：指標数】

節 施 策 の 大 綱

基本

姿勢

第 1節 行財政改革の推進と市民サービスの向上

第 2節 市民と行政が一体となった協働のまちづくり

部

門

別

計

画

第 1節
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

第 2節
市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづ

くり

第 3節 産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり

第 4節
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

第 5節
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

第 6節 人と環境にやさしい循環型社会づくり

節
進捗度

A

進捗度

B

進捗度

C

進捗度

D
計

A・B が全体に

占 め る 割 合

基本

姿勢

第 1節 3 0 1 2 6 50.0%

第 2 節 3 1 2 4 10 40.0%

部

門

別

計

画

第 1節 3 2 1 5 11 45.5%

第 2 節 6 0 7 7 20 30.0%

第 3 節 7 0 0 6 13 53.8%

第 4 節 6 3 1 6 16 56.3%

第 5 節 5 0 0 8 13 38.5%

第 6 節 6 0 2 3 11 54.5%

合計 39 6 14 41 100 45.0%
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○ 進捗度別の推移（進捗度 A～D に分類された指標のうち，主な項目について考察）

◎進捗度 A の施策

「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」（部門別計画，

第 3節）

「人と環境にやさしい循環型社会づくり」（部門別計画，第 6節）

「産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり」（部門別計画，第 3節）

⇒進捗度 A を示したものから，「保健福祉」「自然環境の保全」「まちの活性化」等に関する施

策の進捗が図られていることがわかります。

■恵まれた自然環境の保全【2-6-2】
ž 霞ケ浦の水質浄化

Ø「監視検査事業者数，基準超過事業者数」

■ごみ処理の適正化とリサイクルの推進【2-6-3】
ž 廃棄物などの発生および排出抑制の推進

Ø「資源化目標」

■景観の向上【2-3-3】
ž 景観計画の推進

Ø 「景観行政への満足度」

■自然・歴史的資源を生かした観光の振興【2-3-7】
ž 観光基本計画に基づく施策の推進

Ø 「入込観光客数」

■自立と社会参加を促進する障害者福祉の充実【2-4-3】
ž 保健・療育体制の充実

Ø 「早期療育相談件数」

■健康で生きがいのある生活を支える保健・医療の充実【2-4-6】
ž 母子保健の充実

Ø 「４ヶ月児健康診査受診率」
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◎進捗度 Dの施策

「市民と行政が一体となった協働のまちづくり」（基本姿勢，第 2節）

「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」

（部門別計画，第 5節）

「市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづくり」（部門別計画，第 2節）

⇒進捗度 D を示したものから，「地域コミュニティ・ボランティアの充実」「教育内容・施設の

充実」「防犯・防災の強化」等に関する施策の進捗に課題が見られることがわかります。

■心豊かな生活を営めるコミュニティの形成【1-2-2】
ž コミュニティ組織の充実

Ø 「町内会（自治会）加入率」

■一人ひとりの暮らしを豊かにするボランティア活動の促進【1-2-3】
ž ボランティア活動に関する学習機会の充実と育成支援

Ø 「人材バンク制度登録者数」

■地域ぐるみで取り組む防犯まちづくり【2-2-2】
ž 防犯意識の普及啓発

Ø 「防犯教室（防犯診断を含む）の開催数」

■市民の生命と財産を守る消防・救急の充実【2-2-3】
ž 救急・救助業務の充実

Ø 「救急車の到着時間（指令時刻～現着時間）」

■生きる力を育む学校教育の充実【2-5-1】
ž 教育内容の充実

Ø 「茨城県学力診断のためのテストで県平均点を上回った学年・教科

の数（小 3～6は 4教科，中学生は 5教科）」

■次代を担う青少年の健全育成【2-5-3】
ž 青少年施設の充実と活用

Ø 「こどもランド利用者数」
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【総括】

第7次土浦市総合計画後期基本計画の平成27年度末における進捗状況は，計画

推進の基本姿勢および施策展開の目標として掲げた100（前期計画比9増）の指標

のうち，全体の39％にあたる指標が「進捗度A」となっており，比較的順調な進捗

が図られている「進捗度B」まで含めると，45％の指標において概ね良好な進捗が

見られました。一方で，41％の指標が「進捗度Ｄ」に留まっており，進行状況の二

極化傾向が見られます。

進捗率が低い施策については、課題を精査するとともに、残りの2年で目標達成

できるよう取組内容の更なる充実・強化を図っていくことが必要となります。

ただし、前ページに掲載の「救急車の到着時間」、「町内会加入率」は、実績の低

下が全国的な傾向となっているものの、本市実績値が全国平均及び県平均を大幅に

上回っていることから、平成 27年度市民満足度調査において高い評価を得ていま

す。また、「教育内容の充実」についても、ＩＣＴの導入、小中一貫教育の推進とい

った取組が他市以上に進んでいることから、平成27年度市民満足度調査において

高い評価を得ています。そのため、これらは、アウトプット（取組）に対するアウ

トカム（成果・効果）指標の設定に課題があったと考えられます。

進捗度の低い指標には上記以外にも指標設定に課題があったと考えられるものが

見受けられることから、第8次総合計画においては、取り巻く情勢や傾向を正確に

把握し、施策によって生じる効果を適切に見極めた上で、指標を設定する必要があ

ります。
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後期基本計画の施策ごとの取組実績　　体系別一覧表後期基本計画の施策ごとの取組実績　　体系別一覧表後期基本計画の施策ごとの取組実績　　体系別一覧表後期基本計画の施策ごとの取組実績　　体系別一覧表

基本基本基本基本
計画計画計画計画

施施施施 策策策策 名名名名 体系番号体系番号体系番号体系番号 頁頁頁頁

第１節 1 効率的な行政運営の推進 １－１－１１－１－１１－１－１１－１－１ 1

2 健全な財政運営の確保 １－１－２１－１－２１－１－２１－１－２ 2

3 更なる広域連携の推進 １－１－３１－１－３１－１－３１－１－３ 3

4 自主・自立のまちづくりの推進 １－１－４１－１－４１－１－４１－１－４ 4

5 適正な公共施設の維持管理と整備 １－１－５１－１－５１－１－５１－１－５ 5

6 市民ニーズに対応したサービスの提供 １－１－６１－１－６１－１－６１－１－６ 6

第２節 1 市民協働のまちづくりの推進 １－２－１１－２－１１－２－１１－２－１ 7

2 心豊かな生活を営めるコミュニティの形成 １－２－２１－２－２１－２－２１－２－２ 8

3 一人ひとりの暮らしを豊かにするボランティア活動の促進 １－２－３１－２－３１－２－３１－２－３ 9

4 行政の透明化を進める情報提供の推進 １－２－４１－２－４１－２－４１－２－４ 10

5 男女共同参画社会づくりの推進 １－２－５１－２－５１－２－５１－２－５ 11

6 人権を尊重する意識の醸成と平和意識の啓発 １－２－６１－２－６１－２－６１－２－６ 12

7 市民の国際感覚と国際理解の促進 １－２－７１－２－７１－２－７１－２－７ 13

第１節 1 市民参加による適正な土地利用の誘導 ２－１－１２－１－１２－１－１２－１－１ 14

2 高質な都市基盤の整備 ２－１－２２－１－２２－１－２２－１－２ 15

3 うるおいのある河川・公園の整備 ２－１－３２－１－３２－１－３２－１－３ 16

4 やさしく利便性の高い公共交通体系の構築 ２－１－４２－１－４２－１－４２－１－４ 18

5 市民の暮らしを向上させ地域経済を活性化する情報基盤の整備 ２－１－５２－１－５２－１－５２－１－５ 19

第２節 1 災害に強い安心して暮らせるまちづくり ２－２－１２－２－１２－２－１２－２－１ 20

2 地域ぐるみで取り組む防犯まちづくり ２－２－２２－２－２２－２－２２－２－２ 22

3 市民の生命と財産を守る消防・救急の充実 ２－２－３２－２－３２－２－３２－２－３ 23

4 市民が安全に生活できる交通環境の整備 ２－２－４２－２－４２－２－４２－２－４ 24

5 浸水被害に強いまちづくり ２－２－５２－２－５２－２－５２－２－５ 25

6 消費生活の安定 ２－２－６２－２－６２－２－６２－２－６ 26

第３節 1 県南地域の拠点として中心市街地の整備 ２－３－１２－３－１２－３－１２－３－１ 27

2 地域の特性を活かした市街地の整備 ２－３－２２－３－２２－３－２２－３－２ 29

3 景観の向上 ２－３－３２－３－３２－３－３２－３－３ 30

4 安全な食料を供給する農林水産業の振興 ２－３－４２－３－４２－３－４２－３－４ 31

5 消費者ニーズに対応した商業の振興 ２－３－５２－３－５２－３－５２－３－５ 33

6 創造性と技術力のある工業の振興と企業誘致 ２－３－６２－３－６２－３－６２－３－６ 34

7 自然・歴史的資源を活かした観光の振興 ２－３－７２－３－７２－３－７２－３－７ 35

8 安心して働くことのできる環境の整備 ２－３－８２－３－８２－３－８２－３－８ 36

第４節 1 共に支え合う地域福祉の推進 ２－４－１２－４－１２－４－１２－４－１ 37

2 安心して生み育てられる子ども福祉の充実 ２－４－２２－４－２２－４－２２－４－２ 38

3 自立と社会参加を促進する障害者福祉の充実 ２－４－３２－４－３２－４－３２－４－３ 40

4 生きがいをもって元気に暮らせる高齢者福祉の充実 ２－４－４２－４－４２－４－４２－４－４ 42

5 市民生活のセーフティネットとしての社会保障制度の適正な運営 ２－４－５２－４－５２－４－５２－４－５ 43

6 健康で生きがいのある生活を支える保健・医療の充実 ２－４－６２－４－６２－４－６２－４－６ 44

7 すべての人が安全で快適に暮らせるバリアフリーの推進 ２－４－７２－４－７２－４－７２－４－７ 46

第５節 1 生きる力を育む学校教育の充実 ２－５－１２－５－１２－５－１２－５－１ 47
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施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
75％ 87.1％ 93.3％ 98.0％ 100％ A

市民 〇 事業者 〇 行政 ◎
6,162人 9,098人 9,493人 9,550人 20,000人 D

市民 ◎ 事業者 △ 行政 〇

〇行政課題研究事業（筑波大学から提案のあった３プロジェクトについて調査研究を進めた）
⑤行政評価制度の活用（決算額：3,640千円）
〇事務事業総点検事業（市の全事務事業について，必要性や効率性，類似性等を再点検した）
⑥電子市役所の推進（決算額：2,645千円）

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－１－１】【１－１－１】【１－１－１】【１－１－１】

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

１　効率的な行政運営の推進

施策内容
①行財政改革大綱の推進　②組織・機構の改革　③人材の育成・活用　④産学官連携
⑤行政評価制度の活用　⑥電子市役所の推進

今後の施策
内容の方向

・事務事業による全事業の現在の状況が把握できたことから，今は事務事業総点検の結果を基礎として事
業評価を進めるための制度設計を進める。
⑥電子市役所の推進
・関係課と連携しながら，利用が多く見込まれる手続きを選定して電子化を進めることにより，住民の利
便性向上を図ります。

〇電子市役所の推進（第２次土浦市総合情報化基本計画に基づく電子市役所の推進）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①行財政改革大綱の推進（決算額：560千円）
〇第４次行財政改革大綱に伴う実施計画の推進管理及び総括
〇第５次行財政改革大綱の実施計画の策定
②組織・機構の改革
〇【H25】１課新設，２係を統合，課名称等の変更
〇【H26】２室廃止
③人材の育成・活用
〇人材育成の推進（人材育成基本方針の改訂，第４次職員研修基本計画の策定，女性職員活躍推進プラン
及び子育て支援プランの策定）
〇人事評価制度の運用（人事評価制度の抜本的見直し，目標管理制度の対象拡大）
④産学官連携（決算額：2,000千円）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに
達成状況

指　　標　　名
行財政改革大綱実施計画の達成状況
実施計画に位置づけた事業等の目標達成項目割合
主な役割
自動交付機の利用者数
市民の利便性の向上への取組状況を表す指標です。市民サービスの利用時間・場所の拡大を目指します。
主な役割

〇証明書コンビニ交付事業（全国のコンビニエンスストア等で個人番号カードを利用した証明書等の発行
の準備

・中長期的な定員適正化計画の策定により，再任用職員や非常勤職員等を含めた職員定員の適正化を図
る。
④産学官連携
・大学と地域の連携に関する基礎調査報告書をもとに，茨城大学，県立医療大学及び常盤大学など，周辺
大学との連携について検討を行う。
⑤行政評価制度の活用

①行財政改革大綱の推進
・市民と行政が対等なパートナーとして，互いの立場や役割を尊重し，共に考え行動する協働の体制を整
える。
・歳入確保の取組を強化するとともに，限られた財源を効率的，効果的に配分するため，その必要性，緊
急性などを十分に検証しつつ，施策を厳選することで歳出の抑制を図る。
・事務事業の縮小や廃止を含め検証し，簡素で効率的，効果的な行財政運営を一層追及する。
・市政を支える職員の能力，資質を最大限に活用できるよう効果的な人材育成等に取組む。
②組織・機構の改革
今後とも，新たな課題に対応しながら簡素で効率的な組織・機構を実現する。
③人材の育成・活用
・自主研修の支援による職員の自発的な能力開発とともに，職場外研修の計画的な実施による体系的な人
材育成の推進を図る。
・職場内研修（ＯＪＴ）の推進により，市民ニーズに迅速かつ的確に対応するための組織力の向上を図
る。
・公平性，透明性の高い人事評価制度の運用により，職員の能力開発，士気向上及び能力や実績に基づく
人事管理の徹底を図る。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
81.1％ 87.4％ 88.1％ 85.0％以内 D

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎
11.3％ 7.3％ 6.0％ 10.0％以内 A

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎
85.7％ 89.0％ 91.0％ 91.8％ 91.2% A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①歳入確保の取組（決算額：195,751千円）
〇収納率の向上（滞納処分の強化，新たな滞納発生の抑制，執行停止による滞納繰越額の圧縮，自主納税
の推進と納税環境の整備）
〇国，県補助金等の確保（国，県の補助制度を熟知し，遺漏なくその活用を図った。）

②歳出構造の見直し
〇経費の節減合理化（徹底した事務事業の見直しにより，経費の節減合理化を図った。）

〇受益者負担の見直し（公共施設の使用料等について，有識者等で構成する会議で検討し，適正化を図っ
た。）

〇補助金等の整理合理化（補助金等について，その意義，目的，成果等の再検証を行い，整理合理化を
図った。）

〇財政状況の公表（財政状況の年２回の公表のほか，予算・決算，健全化に関する指標等を公表した。）

〇企業立地促進奨励金（固定資産税相当額を３年間奨励金として交付）
〇東京・大阪企業立地セミナー

〇財務書類の公表（バランスシートや行政コスト計算書などの財務書類を作成し，公表した。）
④計画的な財政運営
〇３ヵ年財政フレームの策定（３ヵ年事業実施計画の策定に合わせた財政フレームを策定した。）
〇長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方（平成40年度までの長期的な財政見通しを策定した。）

③財政状況の市民への開示（決算額：9,177千円）

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－１－２】【１－１－２】【１－１－２】【１－１－２】

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

２　健全な財政運営の確保

施策内容 ①歳入確保の取組　②歳出構造の見直し　③財政状況の市民への開示　④計画的な財政運営

・平成27年度に，企業立地促進奨励金の交付対象地域を工業団地から市街化区域やインターチェンジ周辺
へ拡大したため，この制度を積極的にPRし，本市への新たな企業を誘致し，市民の雇用の確保及び自主財
源の拡大を図る。

主な役割
市税の収納率
財政の健全運営への取組成果（自主財源の適切な確保状況）を表す指標です。市税滞納一層アクションプ
ランに基づき，各種の収納強化対策及び収納機会の拡大により，収納率の向上を目指す。

経常収支比率
財政の健全運営への取組成果（財政運営の弾力性の確保状況）を表す指標です。市税の増が見込めない
中，特例償還額の増が見込まれるため，85％以内を目標します。
主な役割

財政の健全運営への取組成果（公債費の負担割合の軽減状況）を表す指標です。プライマリーバランスの
考え方を堅持し，市債発行を抑制することにより10％以内を目標とします。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

・長期財政見通しでは，現在策定中の公共施設等総合管理計画を踏まえ，より精度を上げると共に，その
内容を十分に参酌し，計画に沿った予算編成，予算の執行に努め，計画的な財政運営を行う。

今後の施策
内容の方向

①歳入確保の取組

・平成22年度に策定した「市税滞納アクションプラン」は平成26年度で期間満了・目標達成で終了した
が，これからは，その結果を踏まえ，分析し，現徴収体制や各種業務内容を再度検証するとともに，適宜
修正を加え，効果的な滞納整理の執行に努める。

②歳出構造の見直し

・予算編成においては，枠配分による総額の圧縮と，査定による個別事業の見直しを効果的に組み合わせ
るとともに，新規事業については，必要性・緊急性を十分に検証し，予算配分の重点化を図りつつ，経費
の節減合理化に務める。

・補助金等の整理合理化については，平成24年度に実施した有識者を含む外部委員による「補助金等検討
委員会」の提言を踏まえ，引き続き整理合理化を進める。
③財政状況の市民への開示
・財政状況等の公表については，簡潔・明瞭で分かり易く，また，市民が関心を持つような情報を積極的
に発信していく。
④計画的な財政運営
・引き続き，財政フレーム及び長期財政見通しを策定する。

主な役割

実質公債費比率



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－１－３】【１－１－３】【１－１－３】【１－１－３】

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

３　更なる広域連携の推進

施策内容 ①広域行政の推進　②周辺市町村との連携強化

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①広域行政の推進
○土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合による神立駅西口地区土地区画整理事業の推進，茨城消
防救急無線・指令センター運営協議会によるいばらき消防指令センターの運用
②周辺市町村との連携強化（決算額：60千円）
〇首都圏業務核都市首長会議（年に１度，１都４県が持ち回りで，国土交通省を迎え，首長会議を開催し
ている。）

〇土浦・つくば・牛久業務核都市整備推進協議会（要望活動など，負担金が発生をしない活動を行い，国
における業務核都市の動きと呼応して活動している。）

〇つくば市との合併の勉強会（平成26年２月に，つくば市との合併の勉強会を立ち上げ，これまで，10回
の勉強会を開催した。）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

今後の施策
内容の方向

①広域行政の推進

・平成22年度末をもって，土浦石岡地方広域市町村圏協議会を廃止しましたが，引き続き，多様化する市
民ニーズへの対応，地域の活性化や業務の効率化といった視点を持ちながら，自主性，自立性の高い行政
運営の実現に資する広域行政を推進していく。

②周辺市町村との連携強化
・今後は，昨今の国の動向等も踏まえ，合併には限定せず，連携可能な事務事業について，個々の検討を
行うものとし，必要に応じて，主要事業や長期財政見通し，分野別の現状と課題について検討する。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

〇権限委譲事務の受入（国・県・市町村の対等，協力新しい関係に基づき，まちづくりに必要な権限や財
源の移譲など役割分担の明確化を図るとともに，市民に最も身近な基礎的自治体としての自主性・自立性
を高めます。）

・市民に最も身近な基礎自治体として自主的かつ総合的にまちづくりに取組み，住民サービスの向上を図
るために，地域主権改革法や県指定のまちづくり特例市として，県から市への権限移譲に対応していきま
す。

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－１－４】【１－１－４】【１－１－４】【１－１－４】

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

４　自主・自立のまちづくりの推進

施策内容 ①市民本位による自主・自立のまちづくりの推進　②国・県との適切な役割分担

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①市民本位による自主・自立のまちづくりの推進
〇市民満足度調査の実施（総合計画に基づく各種施策について，市民の意向を把握するため，２年に１度
実施している。）
②国・県との適切な役割分担

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

今後の施策
内容の方向

①市民本位による自主・自立のまちづくりの推進

・これまで同様に，様々な機会において，市民アンケートやパブリックコメントなどを活用することで，
市民の多様な意見を市政に反映させる機会を確保し，行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図
りつつ，政策形成過程への市民の広範な参画により，市民本位の自主・自立のまちづくりを推進します。

②国・県との適切な役割分担



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

④低・未利用地の適正な処分
〇低・未利用地の適正な処分（市有財産について，積極的に売り払い，有償貸付けを実施している。）
⑤市有財産の適正な管理

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－１－５】【１－１－５】【１－１－５】【１－１－５】

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

５　適正な公共施設の維持管理と整備

施策内容
①公共施設のスクラップ・アンド・ビルド　②公共施設の計画的な改修の推進　③新市庁舎の整備
④低・未利用地の適正な処分　⑤市有財産の適正な管理

〇公立保育所民間活力導入実施計画の策定（今後10年間の公立保育所の民間活力導入等を進めるため，公
立保育所民間活力導入実施計画を策定した。）

〇公募型指定管理者制度の活用

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①公共施設のスクラップ・アンド・ビルド（決算額：2,202千円）

②公共施設の計画的な改修の推進（決算額：9,008千円）
〇公共施設等総合管理計画の策定（計画的な補修，更新を図るため，公共施設等総合管理計画を策定し
た。）
③新市庁舎の整備
〇平成27年９月に移転開庁

今後の施策
内容の方向

①公共施設のスクラップ・アンド・ビルド
・公共施設等総合管理計画の策定を進める。また，公立保育所の民間活力導入を進める。
②公共施設の計画的な改修の推進
・公共施設等総合管理計画の策定を進め，また，その後の実行計画として施設長寿命化計画の策定につい
て検討する。
④低・未利用地の適正な処分
・市有財産について，売却や有償貸付けの可能な財産の洗い出しを行い，管理費用の削減と売却による財
源確保を計画する。
⑤市有財産の適正な管理
・市有財産の管理については，指定管理者に限らず，施設管理に民間活力を導入できる方法について検討
を進め，施設の目的を十分に達成しつつ，効率的な管理運営を進める。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
36.0％ 34.3％ - 37.0％ 38.0％ C

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

○証明書コンビニ交付事業の実施

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①窓口サービスの向上(決算額：11,230千円）
〇公共施設の予約案内システムの導入（H25：11施設，H27：6施設）
〇コンシェルジュ制度の導入（新庁舎１階３ヵ所，こども福祉課）

②市民相談の充実（決算額：236,498千円）
〇市民相談の充実（くらしに関する各種相談の実施）

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－１－６】【１－１－６】【１－１－６】【１－１－６】

（１）行財政改革の推進と市民サービスの向上

６　市民ニーズに対応したサービスの提供

施策内容 ①窓口サービスの向上　②市民相談の充実

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
窓口サービスの満足度
市民への質の高いサービス提供の取組成果を表す指標です。さらにサービスを向上させ２ポイントの上昇
を目標とします。
主な役割

今後の施策
内容の方向

①窓口サービスの向上
・コンシェルジュが聞いた相談・苦情等を，今後の窓口サービスの向上に活かせるようなシステムを構築
し，引き続き，市民の満足度や利便性の向上に努めていきます。
②市民相談の充実

・個人番号カードによる証明書のコンビニ交付などにより，個人番号カードの利活用を図り，証明書発行
を自動交付機から身近なコンビニへ移行させることなどにより，窓口の混雑緩和を目指し，市民ニーズに
対応した迅速かつ質の高い窓口サービスの提供に努めます。

・相談業務を充実させるため,他の専門機関と更なる連携を図る。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
23法人 33法人 34法人 32法人 35法人 B

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①協働のシステムづくり(決算額：35,447千円）
〇まちづくり市民会議事業
〇地区市民委員会事業
〇ＮＰＯセミナー事業（ＮＰＯ設立，運営支援の基礎講座）
〇協働の担い手支援事業（市民活動情報サイト「こらぼの」管理運営
〇市民活動支援事業（協働のまちづくりファンド事業）
②市民の自治意識の高揚（決算額：36,949千円）
〇まちづくり市民会議事業
〇地区市民委員会事業
〇みんなで協働まちづくりシンポジウム
〇協働のまちづくりワークショップ（体験型講座の開催）
③幅広い市民参画機会の充実
〇パブリックコメントを実施（パブリックコメントを実施し，計画策定などで市民からの意見募集してい
る。）
※パブリックコメントで意見募集を終了した案件　H25：10件，H26：12件，H27：7件

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－１】【１－２－１】【１－２－１】【１－２－１】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

１　市民協働のまちづくりの推進

施策内容 ①協働のシステムづくり　②市民の自治意識の高揚　③幅広い市民参画機会の充実

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
ＮＰＯ法人設立数
市民との協働によるまちづくりへの取組成果を表す指標です。現在のＮＰＯ法人数の５０％以上の増加を
目標とします。
主な役割

今後の施策
内容の方向

①協働のシステムづくり
・地区市民委員会，まちづくり市民会議を市民による地域団体として支援を継続し，市民参画の窓口とし
てのや役割と協働の担い手としての役割を目指す。

・新しい公共の担い手として期待されるＮＰＯ等への市民提案事業（ファンド事業）等により支援と連携
を図るなどの協力体制を整備する。
②市民の自治意識の高揚

・ワークショップ事業については，具体的に地域課題の解決方法を導き出す場として，地域住民のなお一
層の自治意識の高揚を目指し，まちづくり市民会議・地区市民委員会では活動内容の充実を図り，協働の
担い手としての意識と役割を明確にしていきます。

③幅広い市民参画機会の充実
・意見募集数や認知度が上がるよう，パブリックコメント制度の充実を図る。
・委員改選が予定されている審議会等を所有する関係各課に，委員改選時における公募委員の登用を依頼
する。

※公募委員の人数　H25：10人，H26：10人，H27：13人



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
89.55％ 85.4％ 84.6％ 84.4％ 90.0％ D

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－２】【１－２－２】【１－２－２】【１－２－２】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

２　心豊かな生活を営めるコミュニティの形成

施策内容
①コミュニティ活動の支援　②コミュニティ組織の充実　③市民ネットワークの推進　④コミュニティ施
設の整備

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①コミュニティ活動の支援（決算額：15,658千円）
〇市民活動事業（地域コミュニティ活動の支援：市民活動総合補償保険等）
②コミュニティ組織の充実（決算額：75,109千円）
〇地区長関連事業（市民と住民の接点としての地区長制度の確立）
③市民ネットワークの推進（決算額：33,000千円）
〇まちづくり市民会議事業
〇地区市民委員会事業
④コミュニティ施設の整備（決算額：123,560千円）
〇地区公民館整備事業（集会施設の新築，増築及び修繕を行う場合においての補助）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
町内会（自治会）加入率

コミュニティの形成状況を表す指標です。組織の充実を目指し、９０％の加入率を目指します。

主な役割

今後の施策
内容の方向

①コミュニティ活動の支援
・活力ある地域活動を形成するため，従来から地域に根差した自治会を中心とした活動により，住民の相
互交流を図る。
②コミュニティ組織の充実
・活力ある地域活動を形成するために，従来から地域に根差した自治会を中心とした活動により，住民の
相互交流を図る。
③市民ネットワークの推進
・町内会・まちづくり市民会議・地区市民委員会・ＮＰＯ法人等，様々な協働の担い手への情報提供や人
材育成を図ることで，さらに広がりのある市民ネットワークづくりを目指します。
④コミュニティ施設の整備
・地域住民の活動や交流の場である地域公民館については，コミュニティ活動の重要な拠点として位置づ
け，地域住民の合意形成及び必要性に基づき整備に対する支援を行う。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
47人 55人 58人 42人 60人 D

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎
102回/年 54回/年 81回/年 113回/年 150回/年 D

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎
1,774人 1,756人 1,897人 2,018人 1,925人 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
156人 107人 198人 273人 200人 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
2団体 2団体 2団体 11団体 8団体 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－３】【１－２－３】【１－２－３】【１－２－３】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

３　一人ひとりの暮らしをゆたかにするボランティア活動の促進

施策内容
①ボランティア活動に関する学習機会の充実と育成支援　②ボランティア情報の提供とＰＲ　③ボラン
ティア活動の場の充実

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①ボランティア活動に関する学習機会の充実と育成支援（決算額：3,196千円）
〇人材バンク事業（登録者募集，保険加入，おためし講座開催）
〇学校支援ボランティア事業（ボランティア募集，学校調整，スキルアップ研修）

②ボランティア情報の提供とＰＲ（決算額：781千円）
〇協働の担い手支援事業（市民活動情報サイト「こらぼの」管理運営）
③ボランティア活動の場の充実（決算額：5,200千円）

〇ボランティア養成講座（傾聴，手話，点訳，音訳，要約筆記等）

〇ボランティアセンター活動推進事業（ボランティアに関する相談・斡旋・連絡調整・各種講座の開催）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
人材バンク制度登録者数
まちづくりに対する市民の自発的活動の状況を表す指標です。団塊の世代などの退職者が多く見込まれる
中で、学習活動における指導者としてより多くの市民に活躍してもらうことを目標とします。
主な役割
人材バンク活動回数

ボランティア養成講座修了者数

主な役割
ボランティアセンター年間登録者数

市民が主役のまちづくりの実現状況を表す指標です。年間３０名程度の増加目標とします。

主な役割

市民が主役のまちづくりの実現状況を表す指標です。時代の要請に応える新規講座の開催と既存講座のさ
らなる創意工夫により修了者の増加を目標とします。

今後の施策
内容の方向

主な役割

・平成27年度の要約筆記入門講座は，申込がなかったため，再度募集をして実施した。再募集の際には，
広報誌とホームページに記事を掲載する際に，講座の内容を分かりやすく説明した他，チラシを作成して
各地区の公民館に置き，PR方法を変更したところ，参加申込みをいただいた。他の講座についても，周知
方法，開催日程等を工夫し，多くの市民に参加してもらいたい。

①ボランティア活動に関する学習機会の充実と育成支援

・人材バンクについては，登録方法や登録者のＰＲ方法について変更を加えたところ，利用者数はやや増
加傾向となった。今後は，登録者の活動の場を広げるために，県南生涯学習センターのボランティア情報
や近隣市町村の類似事業との連携を図り，活動の広範化を図ることにより，活動の場を広げたい。

・学校支援ボランティアによる外国人児童生徒への対応などの学校支援・連携事業は，学校からの支援要
望が数多く寄せられており，学校と地域が連携した生涯学習施策として今後も重要である。

②ボランティア情報の提供とＰＲ

③ボランティア活動の場の充実
・市内福祉施設と連携し，各施設のニーズを把握し，より細やかな調整に努める。また，市民のニーズに
応じた講座を計画・開催していく。

・ボランティア等市民活動団体の様々な情報を，市民が必要な時に提供できる情報ネットワークの充実を
図る。

生涯学習ボランティア団体の数
市民が主役のまちづくりの実現状況を表す指標です。市民の学習活動を支援するボランティア活動のた
め、各公民館でボランティア団体を育成することを目標とします。
主な役割

まちづくりに対する市民の自発的活動の状況を表す指標です。登録者一人に対し、年間２回以上の活動が
行われることを目標とします。



施策名

※パブリックコメントで意見募集を終了した案件（H25：10件，H26：12件，H27：7件）
現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

59万回/年 47万回/年 39万回/年 46万回/年 120万回/年 D

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 事業者 行政

・審議会等を所管する関係各課に，委員改選時における公募委員の登用を依頼する。

〇プロモーションマガジン策定（高等学校にスポットをあてたＰＲ誌「学びのまち土浦」を策定）

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－４】【１－２－４】【１－２－４】【１－２－４】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

４　行政の透明化を進める情報提供の推進

施策内容 ①情報公開制度の充実等　②広報活動の充実とイメージアップの推進　③広聴活動の充実

※パブリックコメントで意見募集を終了した案件（H25：10件，H26：12件，H27：7件）
②広報活動の充実とイメージアップの推進（決算額：121,414千円）

〇シティプロモーション戦略プランの策定
〇ホームページの構築（シティプロモーション専用ホームページ）

〇広報活動の充実（広報紙の充実とわかりやすい情報の発信，多様な媒体を活用した情報の発信【HP，
ケーブルTV】，点字広報・テープライブラリー，市民アナウンサーの公募と活用）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①情報公開制度の充実等（決算額：120千円）
〇個人情報保護条例の見直し（平成22年度から検討を開始したが震災で中断し，平成27年度に改正）
〇職員研修の実施（個人情報保護及び情報公開制度に関する研修の実施：6回実施，222名受講）

〇市長と語る青年座談会（青年層）の実施
〇市民と市長のまちかどトーク（新成人）の実施
〇パブリックコメントを実施（計画策定などで市民からの意見を募集している。）

〇プロモーション映像の策定
〇都心でのプロモーション活動（山手線でのプロモーション活動の実施）
〇プロモーションイベントの開催（茨城マルシェでイベント開催等）
③広聴活動の充実
〇模擬議会（小・中学生）の実施

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
土浦市ホームページアクセス件数

広報活動の充実への取組を表す指標です。現状値の倍の数値を目標とします。

主な役割

主な役割

・意見募集数や認知度が上がるように，パブリックコメント制度の充実を図る。

・インターネットの情報発信の充実に伴い,市政に対する意見・要望・相談等については,公平・的確かつ
迅速な対応を図り,その内容等を公表することにより,市民の行政に対する信頼確保と情報の共有化をより
いっそう努める。また,「こんにちは市長さん」「市民懇談会」「模擬議会」などを通して,市民の意向の
把握に十分に努める。

〇パブリックコメントを実施（計画策定などで市民からの意見を募集している。）

今後の施策
内容の方向

①情報公開制度の充実等
・平成29年度を目途に土浦市情報公開審査会及び土浦市個人情報保護審査会の統合を行うため，平成28年
度中に新組織の形態や条例等の整備方法等について検討を行う。

・公文書の管理については，永年保存の文書の整理に向けて，その整理方法の検討を行うとともに，平成
29年度に新治庁舎の解体が予定されていることから，当該施設に保管されている公文書の保管場所の検討
を行う。

・意見募集数や認知度が上がるように，パブリックコメント制度の充実を図る。
・委員改選が予定されている審議会等を所管する関係各課に，委員改選時における公募委員の登用を依頼
する。
②広報活動の充実とイメージアップの推進

・プロモーションマガジンについては，平成28年度に，子育ての部分にスポットを当て策定し，様々なイ
ベント等で配布予定。
・今後も，地方創生の交付金などを活用し，市のプロモーション活動を実施していく。

③広聴活動の充実

・今後も紙面の充実に努め，見やすく，わかりやすい紙面作成に努め，誰からも読まれるものとなるよう
検討する。

・情報ツールの見直しを含め，効率的で効果の期待できる広報媒体の充実を図る。特に効果が期待できる
広報媒体（ケーブルテレビ，ホームページ，SNS）について，わかりやすい，見やすいなど，情報発信担
当課等への研修の強化が必要。

・現在ホームページの閲覧方法は、従前のトップページからの閲覧ではなく、個別ページへ直接閲覧でき
るように二次元バーコードの利用やSNSへのアドレスの記載など行っているため、指標の基準変更が必要
である。（なお、総ページ閲覧数は平成25年度より横ばいとなっている。）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
25.9％ 26.9％ 28.0％ 27.4％ 30.0％ C

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 事業者 行政

〇審議会等への女性の参画促進（審議会等における女性委員の構成割合の目標を30％以上とし，女性の参
画を推進）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①あらゆる手段による意識づくり（決算額：6,567千円）

②行動に移す環境づくり（決算額：810千円）

今後の施策
内容の方向

①あらゆる手段による意識づくり

②行動に移す環境づくり

③予防と保護の環境づくり

・被害者の安全確保とその後の自立支援のため，カウンセリングを充実させ，被害者が相談しやすい体制
の充実を図る。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
市の審議会等に占める女性委員の構成割合

③予防と保護の環境づくり（決算額：5,419千円）

主な役割

男女共同参画社会の実現状況を示す指標です。これまで以上に市の政策・方針等を決定する場に女性の参
画機会を拡大するために、女性委員の構成割合を３０％以上にすることを目標とします。

〇女性の起業支援セミナー（起業の心得や起業に必要な知識を学び，女性の起業に向けた支援を行う。)

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－５】【１－２－５】【１－２－５】【１－２－５】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

５　男女共同参画社会づくりの推進

施策内容 ①あらゆる手段による意識づくり　②行動に移す環境づくり　③予防と保護の環境づくり

〇男女共同参画講演会及びフェスティバルの開催（男女共同参画に関する最新の情報等の提供により男女
共同参画意識の啓発に努める。）

〇女性問題解決のための相談事業（女性心理カウンセラー等による離婚，ＤＶ，セクハラ，子育てなどの
相談業務）

〇女性団体との連携及び活動支援（女性団体との連携及び支援により，市民レベルでの男女共同参画社会
の実現を図る。）

・女性も男性も理想に応じた調和のとれた生活が送れるよう，仕事と育児や介護等の両立を推進し，ワー
ク・ライフ・バランスの重要性について理解を広めることが必要となる。

・一人ひとりの人権尊重や暴力の防止と根絶についての社会の認識を深めるとともに，暴力防止に努め，
被害者支援などの取り組みを推進していく必要がある

〇女性問題解決のための相談事業（女性心理カウンセラー等による離婚，ＤＶ，セクハラ，子育てなどの
相談業務）

・男女が互いに人権を尊重し，性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同
参画の視点に立ち，様々の困難な状況に置かれている人が人権・雇用面などにおいて，多様な考え方・生
き方を選択でき，安心して暮らせるような社会づくりに向けて周知・啓発に努める。

・固定的な性別役割分担意識は，女性の経済的自立や社会への参画をさまたげてきており，男女共同参画
社会の実現は，女性のための取組だけでなく，性別に関わらず誰もが自分らしく生きていける，男性に
とっても暮らしやすい社会であると言われており，こうした認識を男性にも広めていくことが求められて
いる。

・政策立案・方針決定の場における男女平等推進を進め，審議会等への女性委員の割合の目標30％を達成
に向けて必要性や効果について周知し，幅広い人材の積極的登用を促進している。

主な役割



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

今後の施策
内容の方向

①人権尊重の社会づくり

・その年度で特に話題になっている人権テーマや今後必要に感じる内容を提供していきたい。

②平和の推進
・「人権と平和のつどい」第１部（平和記念式典参加者体験発表）の演出及び構成の充実化を図る。

・人権施策推進基本計画に基づき，さまざまな人権問題を正しく理解するきっかけとなるよう人権教育・
啓発活動を計画的に推進し，「人権」は難しいものではなく，「すべての人々が生命と自由を確保し，そ
れぞれの幸福を追求する権利」，あるいは「人間が人間らしく生きる権利」であり，だれにとっても身近
で大切なものであるとの認識を深める。

・児童生徒一人ひとりの人権を尊重する態度を育成するとともに，知識や理解を態度に結びつけるための
カリキュラム等の改善・充実を図っていく。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①人権尊重の社会づくり（決算額：1,324千円）
〇人権と平和のつどい（人権講演会）
〇人権教育の推進（人権講座の開催，人権研修会参加，人権教育全体計画の見直し）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

主な役割

②平和の推進（決算額：4,270千円）
〇平和記念式典参加（広島市で開催される平和記念式典へ出席）
〇非核平和宣言都市三角柱設置（恒久平和を訴える目的で設置）
〇人権と平和のつどい（体験談発表，原爆パネル展）

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－６】【１－２－６】【１－２－６】【１－２－６】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

６　人権を尊重する意識の醸成と平和意識の啓発

施策内容 ①人権尊重の社会づくり　②平和の推進



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 事業者 行政

〇国際理解教室「世界の友達と話そう」（外国人講師による自国の文化などの紹介）

主な役割

0.59人 1.00人

・地域に住む外国人や姉妹都市・友好都市との市民レベルでの交流の充実を図る。
②多文化共生の推進

・外国人の地域社会への参加を促し，異文化に対する相互理解を図る。

・土浦市国際交流協会などの民間団体との連携，様々な講座やイベントなどを実施することで，市民の国
際感覚を高め，国際相互理解を推進する。

・市民や地域，行政が連携し，日本人と外国人が互いの文化的違いを認め合い，同じ土浦市民として共に
支えあいながら暮らしていける多文化共生社会の実現に向けた事業を実施する。

・外国人が地域社会で安心して暮らせる環境づくりを目指して，コミュニケーション支援や行政情報など
の翻訳を進めていく。

・土浦市国際交流協会などの民間団体と連携し，中学生交換交流や国際理解教室「世界の友達と話そう」
などの国際理解教育の実施により，市民の国際化に対応する能力の育成を図る。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

国際交流スタッフ・ボランティア人
数（人口 1,000人当たり）

0.39人 C0.49人

③国際理解の推進
今後の施策
内容の方向

①国際交流の推進

指　　標　　名

国際交流の推進状況を示す指標です。国際交流や多文化共生の担い手としてボランティア活動に参加でき
る環境の充実を図り、人口 １,０００人当たり１.０人を目標とします。
主な役割

0.69人

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①国際交流の推進（決算額：5,789千円）
〇異文化交流事業（異文化交流をテーマとしたイベント，セミナーなど）

〇姉妹都市・友好都市交流事業（姉妹都市・友好都市との交流）
〇姉妹都市への市民訪問団派遣事業（市民訪問団による姉妹都市パロアルト市への訪問と交流）
②多文化共生の推進（決算額：6,803千円）
〇地域ふれあい事業（在住外国人への日常生活のルールなどの紹介）
〇外国語講座（初心者向け外国語講座を実施）
〇日本語教室（地域に住む外国人を対象とした日本語教室の実施）
〇日本語ボランテンティア養成講座（外国人に日本語を指導するボランティアの養成）

〇中国語通訳・翻訳員雇用事業（外国人が案内や手続きなどをスムーズに行うための言語サポート）
③国際理解の推進（決算額：12,465千円）

〇多文化共生推進プラン策定事業（外国人と共に支えながら暮らしていけるまちづくりの指針となるプラ
ンの策定）

〇中学生交換交流事業（中学生16名によるパロアルト市との交換ホームスティなど）

〇キララまつり七夕おどり参加（キララまつり七夕おどりコンテスト参加による地域の外国人との交流）

「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」「１　計画推進の基本姿勢」の取組状況」 【１－２－７】【１－２－７】【１－２－７】【１－２－７】

（２）市民と行政が一体となった協働のまちづくり

７　市民の国際感覚と国際理解の促進

施策内容 ①国際交流の推進　②多文化共生の推進　③国際理解の推進



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
90.1％ 90.2％ 91.2％ 91.4％ 93.4％ C

市民 - 事業者 - 行政 -

地域の特性を生かした個性的で快適なまち
づくりが行われていると感じる市民割合 14.7％ 15.9％ - 21.0％

・都市計画マスタープランに位置付けた，質の高いコンパクトな都市づくりを推進するため，活力ある都
市機能の誘導及び生活環境の保全を推進するなどの都市計画を行う。

・少子高齢化，人口減及び低炭素社会等の社会経済情勢に対応した，持続可能な都市構造への転換を図る
ための施策を行う。

今後の施策
内容の方向

①適正な土地利用の誘導

②コンパクトなまちづくりの推進

③地籍調査の推進

・平成27・28年度で策定する立地適正化に基づき，居住や公共交通など，都市の生活を支える様々な機能
の誘導を行い，住宅・医療・商業・その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図ることで，コンパク
トで持続可能なまちづくりを推進する。

・昭和61年度以前に調査した地区は，図解法（平板測量）による調査で，現在の調査で行っている数値法
（座標）によるものでないため，精度（乙２）としてはかなり低いものであり，図解法で実施した地区に
ついては，将来再調整が必要である。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

土浦らしさを創出する適正な土地利用への取組成果を表す指標です。市民の理解と合意のもとで各種都市
計画及び開発許可等が適正に実施されることにより、５％の満足度向上を目標とします。
主な役割
地籍調査の成果の登記完了率
土浦市内の土地の高度かつ合理的な利用への取組状況を表す指標です。民間委託等による効率的な調査の
実施を目指します。
主な役割

19.7％

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①適正な土地利用の誘導（決算額：17,006千円）

②コンパクトなまちづくりの推進（決算額：7,683千円）
〇コンパクトなまちづくりの推進（中心市街地活性化基本計画の策定，立地適正化計画の策定）

A

③地籍調査の推進（決算額：81,456千円）
〇地籍調査事業（実施区域の閲覧及び認証請求業務，年度別計画地区の基準点及び一筆地測量，法務局へ
の成果の登記申請業務）

〇第７回都市計画定期見直し（都市計画見直しに係る都市計画の方針及び原案作成）
〇地域地区等変更図書作成（都市計画見直しに伴う変更図書の作成，都市計画決定・変更手続き）

〇都市計画マスタープラン見直し（都市計画マスタープランの計画期間20年の中間期にあたり見直しを実
施）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－１－１】【２－１－１】【２－１－１】【２－１－１】

（１）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

１　市民参加による適正な土地利用の誘導

施策内容 ①適正な土地利用の誘導　②コンパクトなまちづくりの推進　③地籍調査の推進



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
79.1％ 81.5％ 81.8％ 83.0％ 84.0％ B

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎
45.91％ 46.17％ 46.35％ 46.39％ 47.91％ D

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎
7.39％ 7.60％ 7.71％ 7.75％ 7.59％ A

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

・自転車専用道路だけでなく、自転車歩行者道、自転車専用レーン等も加えて市内における自転車交通
ネットワークを整備することで、円滑で安心・安全な交通体系を構築する。また、水郷筑波サイクリング
環境整備事業について、他市町村を交え事業を検討していく。

今後の施策
内容の方向

①幹線道路の整備

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

都市計画道路の供用率

市道歩道整備率

幹線道路の供用状況を表す指標です。社会情勢等により道路整備事業費が減少するなか、広域道路などの
整備において当初から完成形で整備するのではなく、暫定供用し、少ない費用で早期に効果を上げる整備
を行います。早期整備により暫定整備率８４.０％を目標とします。

主な役割

住みやすいまち実現の基礎となる生活道路の整備状況を表す指標です。年間整備延長６,０００ｍの堅持
により、改良率２％増を目標とします。
主な役割

市道改良率

住みやすいまち実現の基礎となる生活道路の整備状況を表す指標です。年間整備延長６,０００ｍの１割
に当たる６００ｍの歩道整備を目標とします。
主な役割

・豊かな自然や歴史的・文化的遺産など様々な地域資源を結びつけ，東京圏からの優れたアクセス性を活
かしながら，誰もが多様にサイクリングを楽しむことができる，日本一のサイクリング環境を目指してい
く。

・統一された共通のデザイン（シンボルマーク・配色・フォント等）を用いた案内標識等を設置すること
で，自転車利用者に対して，サイクリングコースであることや自転車向けの案内標識等であることをわか
りやすく表示する。

③生活道路の整備

指　　標　　名

・国道６号牛久土浦バイパス未着手区間の早期事業化要望，国道６号土浦バイパス４車線化の整備促進，
土浦新治線や国道354号バイパスの整備促進，真鍋神林線延伸道路と田村沖宿延伸道路の整備促進を行っ
ていく。

・現在，事業化されている国施行１路線と県施行３路線，市施行４路線の計画的な整備を推進するととも
に，未事業化路線の早期事業化促進，新規路線の整備を進める。

・さらに，長期未着手の路線については、総合交通体系調査の結果を踏まえ再検討を進める。
④自転車道の整備

②都市計画道路等の整備

・長期未着手の路線については，総合交通体系調査の結果を踏まえ再検討を進める。

・現在，事業化されている国施行１路線と県施行３路線，市施行４路線の計画的な整備を推進するととも
に，未事業化路線の早期事業化促進，新規路線の整備を進める。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①幹線道路の整備
〇国道６号バイパスの建設促進要望（国土交通大臣，国会議員などへの要望）
〇国道６号バイパスの建設促進啓発品の作成・配布（啓発品の作成及び構成市への配布）

〇国道354号整備促進啓発品の作成・配布
②都市計画道路等の整備（決算額：2,836,262千円）
〇都市計画道路の整備（測量，地質調査，設計，改良・舗装工事，用地買収，物件補償）
③生活道路の整備（決算額：2,537,736千円）
〇道路新設改良事業（測量設計委託，改良工事）
④自転車道の整備（決算額：4,620千円）

〇国道354号整備促進要望（茨城県知事への要望）

〇水郷筑波サイクリングコース環境整備事業（広域レンタサイクルの効果検証，AEDを設置する自転車サ
ポートステーションへの助成）
〇土浦市自転車交通ネットワーク整備計画の策定（連絡調整会議の開催，実施計画等の検討）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－１－２】【２－１－２】【２－１－２】【２－１－２】

（１）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

２　高質な都市基盤の整備

施策内容 ①幹線道路の整備　②都市計画道路等の整備　③生活道路の整備　④自転車道の整備



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎
6㎡/人 6㎡/人 6㎡/人 6㎡/人 7㎡/人 D

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎
151件 158件 160件 162件 201件 D

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎
0団体 3団体 4団体 4団体 15団体 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

今後の施策
内容の方向

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①河川・橋梁の整備（決算額：174,376千円）

〇新川改修（2,400ｍの内，上流1,400ｍが未改修）

②公園・緑地の整備

①河川・橋梁の整備

②公園・緑地の整備

生垣奨励補助件数

緑化推進の取組成果を表す指標です。防災面から生垣の設置を奨励しております。

③緑地及び平地林、斜面林の保全

市民参加型の公園管理の実現状況を表す指標です。市民から募集した里親の数を平成２９年度までに１５
団体とすることを目標とします。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

長寿命化修繕計画に基づいた取組状況を表す指標です。橋梁長寿命化修繕事業により、２５橋の修繕工事
を目標とします。
主な役割
市民一人当たりの公園面積
うるおいのある公園・緑地の整備への取組成果を表す指標です。継続的な公園の整備の推進により、市民
一人当たり７㎡を目標とします。
主な役割

公園の里親制度認証団体数

長寿命化修繕計画に指定された橋梁
（３５橋）の修繕実施件数

0件 D0件 5件 6件

主な役割

③緑地及び平地林、斜面林の保全

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－１－３】【２－１－３】【２－１－３】【２－１－３】

（１）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

３　うるおいのある河川・公園の整備

施策内容
①河川・橋梁の整備　②公園・緑地の整備　③緑地及び平地林、斜面林の保全　④緑化の推進　⑤運動公
園の整備　⑥良好な水辺空間の整備

〇乙戸川改修（土浦管内3,250ｍの内，1,620ｍ改修済。残区間1,630ｍの内，1,200ｍについては柵板工整
備済）

〇境川改修（1,550ｍの内，上流286ｍが未改修）

〇橋梁長寿命化修繕事業（橋梁修繕詳細設計委託及び修繕工事の実施）

〇公園・緑地の維持管理等（霞ケ浦総合公園を始めとする都市公園の整備・充実を図るとともに，霞ケ浦
湖岸，桜川沿いなどのまとまりのある緑地や本市の特色である水辺環境を活かした公園・緑地の整備，維
持管理に努める。）

⑥良好な水辺空間の整備（決算額：35,326千円）

④緑化の推進（決算額：314千円）
〇生垣設置奨励補助金制度（緑化推進及び防犯面から生垣設置助成）

〇川口運動公園整備工事（野球場観覧席，夜間照明灯及び関連施設整備工事）

・今後においても（仮称）赤池公園等を始めとする公園整備計画実施について協議・検討を重ね，緑化率
の向上に努めたい。なお，今年度においては水辺環境を活かした霞ケ浦湖畔でのサイクリングコース整
備，また昨年度からの継続事業として桜川沿いでの遊歩道整備を予定している。

〇緑地等の保全（市民緑地などの制度を活用し，まとまりのある平地林や連続する斜面林の保全を図ると
ともに，市街地における緑地空間を都市の緑地として積極的に活用し整備を推進する。）

〇かわまちづくり計画（計画策定，施策の実施）
〇中心市街地まちづくり調査（中央一丁目，川口二丁目等）
〇霞ケ浦の水辺を活かした魅力ある空間整備に関する実践的研究及び整備
〇川口二丁目地区官民連携導入条件調査
〇川口二丁目地区暫定整備広場事業

⑤運動公園の整備（決算額：717,882千円）
〇新治運動公園整備工事（野球場造成工事）

・乙戸川・境川・新川の改修の促進及び，桜川下流部の大曲付近から下流の約3.5kmの河道掘削につきま
して，継続的に促進を要望します。

・平成23年の東日本大震災や平成28年4月の熊本地震の発生による甚大な被害を踏まえ，橋梁長寿命化修
繕計画に基づいた35橋の修繕工事の完全実施を目指す。

25件

主な役割



・川口二丁目における基本計画策定の際は、民間の出店スペースを残した形での市によるサイクルセン
ター及び公園整備を検討するなど、官民の事業比率に配慮しながら進める。

今後の施策
内容の方向

⑥良好な水辺空間の整備

⑤運動公園の整備

④緑化の推進

・かわまちづくり計画では今後も関係団体と連携しながら施策を実施する。

・都市計画道路常名虫掛線の部分開通に合わせて，常名運動広場（現在休止中）の有効活用を図るため，
暫定的な広場整備を実施予定だが，未買収地が隣接することから整備用地の線形も含め検討を要する。

・市ホームページ及び広報紙でのＰＲを継続するとともに，各関係施設へのパンフレット配布等を実施
し，補助金制度の有効活用について周知の強化を図りたい。

・平成２４年度から導入した公園里親制度については，現在までに４団体の登録に留まっている状況であ
ることから，市ホームページ及び広報紙でＰＲを実施し，積極的な制度活用を推進していきたい。また，
本市で整備を進めている霞ケ浦総合公園の花蓮園，乙戸水生植物園の花菖蒲園の栽培管理等についてもボ
ランティア団体を募り，住民参加型の積極的な緑地空間の確立に努めたい。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
21.6％ 20.5％ - 25.8％ 25.0％ A

市民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 事業者 行政

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

②ＪＲ常磐線の輸送力増強

今後の施策
内容の方向

①公共交通体系の構築
・地域公共交通網形成計画を策定する。
・当計画に位置づけた施策を実施し，公共交通ネットワークの再構築を図る。

・引き続きＪＲ東日本㈱への要望活動，茨城県選出の国会議員への協力・支援依頼及び常磐線利用促進に
関する啓発活動を行う。

・利用者の更なる増加や，協同病院移転に伴う走行距離の増加が見込まれるため，支出の抑制に向け，運
行内容の見直しについて検討していく。

30,000人 B

主な役割

主な役割

常磐線の輸送力を示す指標です。ＴＸの開通により年々減少傾向ですが，東京駅乗り入れによる利便性向
上により，現状値程度に回復することを見込みます。

・中心市街地活性化基本計画に基づき，市民・事業者・行政が連携し中心市街地の活性化を目的として
「ＮＰＯまちづくり活性化土浦」が運行するまちづくり活性化バス「キララちゃん」の運行を支援し，中
心市街地の活性化を図る。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①公共交通体系の構築（決算額：142,805千円）

②ＪＲ常磐線の輸送力増強
〇ＪＲ東日本㈱本社への要望活動（茨城県常磐線整備促進期成同盟会等との合同での要望活動。）
〇ＪＲ東日本㈱水戸支社への要望活動（茨城県常磐線整備促進期成同盟会等との合同での要望活動。）

〇啓発品の作成・配布（上野東京ライン開業関連の啓発品作成及び土浦駅等での啓発品の配布。）

〇まちづくり活性化バス運行支援事業（まちづくり活性化バスの運行や利用促進等の支援）

〇公共交通体系の構築（コミュニティバス試験運行等業務（新治地区），地域公共交通網形成計画策定調
査（基礎調査），デマンド型交通のあり方調査，霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金，茨城県バス運行対策
費補助金 市負担金）

〇茨城県選出の国会議員への協力・支援依頼（茨城県常磐線整備促進期成同盟会等との合同での協力・支
援依頼。）

〇「のりあいタクシー土浦」利用助成（年会費の一部助成と運転免許証返納者への一度のみの年会費全額
助成）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－１－４】【２－１－４】【２－１－４】【２－１－４】

（１）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

４　やさしく利便性の高い公共交通体系の構築

施策内容 ①公共交通体系の構築　②ＪＲ常磐線の輸送力増強

指　　標　　名
公共交通に対する市民の満足度

常磐線１日あたり平均乗車人数
（市内３駅の合計）

29,789人

公共のバス路線や鉄道などの交通網に「満足」または「やや満足」と感じる市民の割合を２５％まで引き
上げることを目標にします。
主な役割

30,122人 29,418人 29,937人



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

〇市民の利便性の向上と地域情報化の促進（第２次土浦市総合情報化基本計画に基づく情報基盤の整備の
促進等）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－１－５】【２－１－５】【２－１－５】【２－１－５】

（１）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

５　市民の暮らしを向上させ地域経済を活性化する情報基盤の整備

施策内容 ①情報通信基盤の整備促進

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①情報通信基盤の整備促進

今後の施策
内容の方向

①情報通信基盤の整備促進
・新たに市の施設を整備する際には，施設利用者へのサービスの向上のために，施設規模や用途等も考慮
しながら施設内での公衆無線ＬＡＮの設置を検討します。

主な役割

主な役割



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎
1,500人/回 1,010人/回 1,070人/回 1,650人/回 1,800人/回 C

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
16団体 25団体 27団体 29団体 20団体 A

市民 △ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎
586戸 657戸 669戸 684戸 886戸 C

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
67％ 71％ 76％ 81％ 100％ C

主な役割
既存建築物の調査・把握・指導状況

86組織 C

避難路及び緊急輸送路の指定路線橋
梁（３５橋）の補強実施件数

11橋

〇耐震改修計画費補助事業（耐震診断を受診した住宅に対して，耐震改修計画費用の一部を助成）

〇急傾斜地崩壊危険区域（事業延長453m内，24年度まで12m，25～27年度256m施工完了）

自主防災組織の運営及び訓練補助金
利用状況

52組織 56組織 65組織 65組織

被災時における相互扶助体制の構築状況を表す指標です。県内市町村を除き，食糧・資機材などの災害協
定締結団体数の目標を２０とします。
主な役割

指　　標　　名

自主的な防災活動への取組の実現状況を表す指標です。全町内の組織化がされたと仮定し，その５０％の
組織での活用を目標とします。
主な役割

自主的な防災活動への取組の状況を表す指標です。「自らのまちは自らが守る」意識の醸成により，参加
の増加を目標とします。
主な役割

主な役割
耐震診断実施戸数
市民の防災意識を象徴する，耐震化に対する意識醸成の状況を表す指標です。これまでの取組実績や他市
町村の状況から，毎年５０戸の実施を目標とします。

12橋 13橋 14橋 17橋 C

避難路，緊急輸送路の確保の状況を表す指標です。新たに６橋の補強実施を目標とします。

〇自主防災組織の結成支援（結成を支援するため補助金を交付する（結成事業補助金，資機材等整備事業
補助金））

〇自主防災組織の強化・活性化（自主防災会議を開催するとともに組織運営のための補助を行う（運営，
訓練補助金））

⑩土砂災害による傾斜地崩壊防止対策（県事業477,000千円内，市負担額47,700千円）

〇既存建築物の耐震診断事業（木造住宅耐震診断士を派遣し，既存建築物の耐震診断を実施）

〇耐震改修工事費補助（耐震診断を受診した住宅に対して，耐震改修工事費用の一部を助成）

④防災施設・設備の充実強化（決算額：17,448千円）
〇防災施設・設備の充実（町内会への防災井戸整備補助金，土小防災倉庫整備，中学校井戸保守点検）
〇食料・防災備蓄品等の充実（備蓄品の整備や入替え）
⑤防災体制の広域化とシステム化（決算額：35,766千円）

〇防災協力事業所と協力体制の強化（災害時の協力事業所と協力体制について協定を結ぶ）

⑧橋梁震災対策の推進（決算額：133,885千円）
〇橋梁耐震対策事業（避難路及び緊急輸送路の橋梁耐震補強）

総合防災訓練への参加人数

災害時における協定書の締結団体数

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－２－１】【２－２－１】【２－２－１】【２－２－１】

（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

１　災害に強い安心して暮らせるまちづくり

施策内容
①地域防災計画の推進　②自主防災組織の育成強化と活性化　③災害時要援護者に対する支援　④防災施
設・設備の充実化　⑤防災体制の広域化とシステム化　⑥除染実施計画の推進　⑦国民保護計画の推進
⑧橋梁震災対策の推進　⑨既存建築物等の耐震化の推進　⑩土砂災害による傾斜地崩壊防止対策

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

①地域防災計画の推進（決算額：6,408千円）
〇防災会議の開催（会議の開催，計画の進行管理や見直し等）

〇防災講演会の開催（防災講演会を開催し，防災知識の普及と意識の啓発を図る）
②自主防災組織の育成強化と活性化（決算額：4,271千円）

③災害時要援護者に対する支援（決算額：498千円）
〇避難誘導体制の整備（防災避難標識電柱広告の整備）

⑥除染実施計画の推進（決算額：1,518千円）
〇除染事業の推進（環境省から承認を受けた除染実施計画に基づく除染事業）
⑦国民保護計画の推進
〇計画に基づいた施策の推進（国民保護協議会の開催）

〇防災訓練の実施（防災訓練を実施し，防災知識の普及と意識の啓発を図る）

⑨既存建築物等の耐震化の推進（決算額：1,742千円）

〇情報の収集伝達や連携体制の強化（防災情報システム等の維持管理（県防ネット負担金，MCA無線使用
料等））

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計



市民 △ 事業者 △ 行政 ◎
2,000人 1,717人 1,610人 1,524人 4,000人 D

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

・指定された急傾斜地崩壊対策事業指定区域の東真鍋木田余地区は，平成29～31年度に残延長75mについ
て実施する。

⑩土砂災害による傾斜地崩壊防止対策

安全な町の実現を目標に実施する特定建築物や道路を閉塞させるおそれのある建築物に対する指導等の状
況を表す指標です。すべての既存建築物に対し，指導することを目標とします。
主な役割

⑨既存建築物等の耐震化の推進

・変更事項が生じた場合，土浦市国民保護協議会を開催し，条例や規則の修正が必要。
⑧橋梁震災対策の推進

④防災施設・設備の充実強化

⑤防災体制の広域化とシステム化

在宅の要介護高齢者，及び障害手帳を持つ障害者を災害時要援護者とし，災害時要援護対象者全員が制度
に登録することを目標とします。
主な役割

・結成当初に整備した防災倉庫などの資機材の老朽化などもみられるため，新しい補助制度などの検討が
必要。

今後の施策
内容の方向

①地域防災計画の推進

②自主防災組織の育成強化と活性化

③災害時要援護者に対する支援

・食料・飲料水の備蓄品の入れ替えを計画的に実施中。平成32・年度からは５年サイクルにより一定量ず
つの入れ替えが可能となる。災害協定事業所による流通備蓄品も検討していく。

・防災行政無線を始め，各種システムの正常稼動を維持するための，保守点検及び定期的なシステムオー
バーホールを実施し，バッテリー等の消耗品の交換が必要となる。

・平成23年の東日本大震災や平成28年４月の熊本地震の発生による甚大な被害を踏まえ，計画に基づき35
橋の耐震化工事の完全実施を目指す。

・スマートフォンの普及に伴う，市独自の防災アプリケーションの導入なども検討する。
⑥除染実施計画の推進
・除去土壌の処分方法について国の方針が策定され次第，市として対応をしていく。
・放射線対策総括報告書を公表し，土浦市のこれまでの取組みを報告する。
⑦国民保護計画の推進

・現計画策定から５か年が経過することから，平成30年からの新計画策定に向け計画の大幅な見直しが必
要である。

・国の防災基本計画、茨城県地域防災計画及び土浦市地域防災計画との計画との整合を図りつつ、災害時
の対応や手順を整理し、土浦市災害時住宅供給促進計画を改定する。

・平成32年度までの国の目標耐震化率が，95％となっていることから，本市の耐震促進計画においても同
率を目指して，引き続き事業を推進する。

・自主防災会など，地域での要援護者の支援体制の構築が重要。

災害時要援護者の登録者数

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
168団体 168団体 168団体 167団体 171団体 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
2,632件/年 2,643件/年 2,259件/年 2,280件/年 現状値以下 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
64回/年 29回/年 28回/年 30回/年 100回/年 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

刑法犯認知件数
安心・安全な地域づくりへの取組成果を表す指標です。地域防犯パトロールなどの実践強化により，現状
値以下を目標とします。
主な役割

安心・安全な地域づくりへの取組成果を表す指標です。防犯体制の更なる充実等により，約５％の満足度
向上を目標とします。

C
防犯体制の整備と防犯意識に対する
市民満足度

34.8％ 35.0％ - 37.0％ 40.0％

・広報紙や市ホームページ，メール，各種イベントなど様々な機会を活用し，犯罪発生状況や防犯に関す
る情報，地域で取組まれている防犯活動などの情報を広く市民へ提供し，地域や学校，各団体相互間で情
報を共有するとともに，各団体と連携しながら継続して各種防犯講座等を開催し，防犯知識や犯罪への対
処方法などの普及に努め，市民の防犯意識の高揚を図り，防犯力を高める。

・（社）いばらき被害者支援センターを通じ，犯罪被害者等に対する各種の支援策の更なる充実に向けた
取組みを進める。

今後の施策
内容の方向

①安心・安全な地域づくり

②防犯意識の普及啓発

③犯罪被害者の援助支援

・「自分たちのまちは自らが守る」の意識のもと，引き続き，市民が自主的に取組む防犯活動を推進し，
「犯罪の起こりにくいまちづくり」を目指す。

・防犯活動の活性化のため，青色防犯パトロール車によるパトロールなどをはじめ，警察・防犯関係団体
及び自主防犯組織との連携強化を図り，また，荒川沖，神立両駅に設置した防犯ステーション「まちば
ん」を有効活用し，更なる体制の充実を目指す。なお，物理的な防犯環境整備についても一層の充実に取
組んでいく。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
自主防犯組織の結成数

地域ぐるみでの防犯まちづくりへの取組状況を表す指標です。全行政区結成を目標とします。

主な役割

防犯教室（防犯診断を含む）の開催数

防犯意識の普及啓発に向けた取組状況を表す指標です。学校，町内会，高齢者クラブ等で開催されている
交通安全教室においても防犯講座を実施し，防犯判断の実施を含め年間１００回の実施を目標とします。

主な役割

主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①安心・安全な地域づくり（決算額：261,054千円）
〇防犯灯設置等補助（防犯灯の設置等に関し補助金を交付）
〇防犯灯電気料補助（防犯灯の電気料金に関し補助金を交付）
〇防犯カメラ運用（画像の提供，機器の維持管理）

②防犯意識の普及啓発（決算額：2,386千円）

〇犯罪被害者の援助支援（いばらき被害者支援センターへの賛助）

〇防犯教室の開催（防犯意識の向上を図るための講和等）

〇安心・安全まちづくり市民集会（防犯意識普及啓発を図るための講演）
〇安心・安全メール配信（インターネットを利用した犯罪情報の配信）
③犯罪被害者の援助支援（決算額：450千円）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－２－２】【２－２－２】【２－２－２】【２－２－２】

（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

２　地域ぐるみで取り組む防犯まちづくり

施策内容 ①安心・安全な地域づくり　②防犯意識の普及啓発　③犯罪被害者の援助支援

〇防犯ステーション運営（まちばん荒川沖・まちばん神立の運営）

〇安心・安全まちづくりパレード（防犯意識向上を図るためのパレード）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
44.4％ 41.0％ 41.0％ 45.5％ 現状維持 A

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎
34名 44名 48名 51名 48名 A

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎主な役割

救急車の到着時間
（指令時刻～現着時刻）

6.2分 7.3分6.7分 7.0分

主な役割

救急業務の充実への取組成果を表す指標です。合併による市街地の拡大や高齢化による出動件数の増加に
より，現場到達時間に遅れが見られる中でも，前期計画と同じ５.７分を目標とします。
主な役割
救急救命士数
救急業務の充実への取組成果を表す指標です。救急業務の高度化・救急体制の強化を推進するため，４８
名を目指します。

今後の施策
内容の方向

①消防力の充実

②救急・救助業務の充実

③消防救急無線デジタル化共同整備等の推進

⑤消防意識の高揚
・新規設置と合わせて，機器の交換も，各種イベント，戸別訪問等で説明をする。
⑥消防本部新庁舎の整備

・消防無線のデジタル化に伴い，各署に消防ＯＡシステムが配備されているため，これを活用（共有ファ
イルの代替え）して建物情報，査察の経緯等を入力して査察の更なる強化を目指す。

④予防行政の強化

・署所再編事業も視野に入れながら，その必要性，緊急性，費用対効果などの視点から十分に優先順位を
決め事業を実施する。

・救急・救助隊員の資質向上のための教育体制の充実強化を進めると伴に，多種多様な災害の対処するた
めの資器材の整備を図る。

・高齢化による救急需要増加に対応するため，福祉部門との連携強化，更なるメディカルコントロール体
制の強化等により，救急体制の充実を図る。

〇救急・救助業務の充実（市施設配備のAED更新，高度救助隊の発足）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－２－３】【２－２－３】【２－２－３】【２－２－３】

（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

３　市民の生命と財産を守る消防・救急の充実

施策内容
①消防力の充実　②救急・救助業務の充実　③消防救急無線デジタル化共同整備等の推進　④予防行政の
強化　⑤防火意識の高揚　⑥消防本部新庁舎の整備

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①消防力の充実（決算額：214,535千円）

〇消防拠点新庁舎の整備
⑥消防本部新庁舎の整備（決算額：3,706,500千円）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
救急・消防体制に関する市民満足度
救急・消防体制の充実への取組成果を表す指標です。市民の期待が高まることが予想される中，更なる救
急・消防体制の充実により，現状の高い水準を維持することを目標とします。

〇消防車両等の整備（消防車両の更新，消防資機材の整備，水利施設の整備，消防団の人員，施設，装備
の充実）

〇消防救急無線のデジタル化等共同整備事業（法定協議会設立（21消防本部・34市町），運営協議会負担
金，119番切替）

〇住宅用火災警報器の設置促進（住宅個別訪問，各種訓練，イベント等で市民に対し住宅用火災警報器の
啓発）

5.7分 D

②救急・救助業務の充実（決算額：5,314千円）

③消防救急無線デジタル化共同整備等の推進（決算額：409,494千円）

④予防行政の強化
〇査察の強化（査察・違反処理規程の策定，制定，施行）
⑤消防意識の高揚
〇市民に対する消防訓練の実施（自主防，防災訓練等での訓練指導）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
1,161件

(過去５年間平均)

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
46回/年 48回/年 44回/年 34回/年 60回/年 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
10％ 4.8％ 2.4％ 2.3％ 現状維持 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－２－４】【２－２－４】【２－２－４】【２－２－４】

（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

４　市民が安全に生活できる交通環境の整備

施策内容
①交通安全施設の整備充実　②交通安全意識の啓発　③放置自転車対策の推進　④道路環境の形成　⑤交
通事故被害者対策

④道路環境の形成（決算額：104,511千円）
〇道路新設改良事業（歩道設置）
⑤交通事故被害者対策（決算額：19,260千円）
〇県民交通災害共済（県民交通災害共済見舞金支払）

③放置自転車対策の推進（決算額：45,530千円）

交通安全意識の啓発に向けた取組状況を表す指標です。現在，各学校や町内会において開催されている交
通安全教室の充実により，３割程度の開催増を目標とします。
主な役割
県民交通災害共済加入率

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

安全な道路環境等の実現を象徴する交通事故の発生状況を表す指標です。交通死亡事故過去５年間の平均
値を下回ることを目標とします。
主な役割
交通安全教室の開催数

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①交通安全施設の整備充実（決算額：26,611千円）
〇交通安全施設の整備（路面標示やカーブミラーの設置・修繕）
②交通安全意識の啓発（決算額：1,674千円）
〇土浦市交通安全対策推進協議会（補助金）

〇放置自転車対策の推進（放置自転車撤去及び自転車駐車場の設置）

今後の施策
内容の方向

①交通安全施設の整備充実
・路面標示やカーブミラーの設置・修繕により交通事故発生件数の減少を図る。
・放置自転車撤去及び自転車駐車場の設置により，円滑な交通環境の整備を図る。
②交通安全意識の啓発

③放置自転車対策の推進
・放置自転車撤去数が年々減少しているため，継続して対策を実施して行く必要がある。

・交通安全教室や街頭活動，広報活動を徹底することにより交通安全意識の高揚に努める。

・道路及び踏切部を拡幅整備（歩道設置）することが，道路機能の向上と歩行者空間が確保されることに
より，市民の安全と交通事故防止を図っていきます。

A交通事故発生件数 876件 877件 845件 1,100件

⑤交通事故被害者対策
・広報の徹底により加入率の増加につなげる。

④道路環境の形成

交通安全に対する相互扶助体制の実現状況を表す指標です。現状，加入者が減少傾向にある中で，現状維
持を目標とします。
主な役割



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
3 3 4 4 5 C

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－２－５】【２－２－５】【２－２－５】【２－２－５】

（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

５　浸水被害に強いまちづくり

施策内容
①都市下水路の整備　②総合的な雨水排除対策の推進　③既設下水道雨水ポンプ場の整備　④公共下水道
（雨水）整備事業

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
ポンプ場の改築数

下水道長寿命化対策として，未改築施設の解消を図ることを目標とします。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①都市下水路の整備（決算額：482,209千円）
〇幹線排水路整備事業（16路線，L=1,536m）
②総合的な雨水排除対策の推進（決算額：1,631千円）

③既設下水道雨水ポンプ場の整備（決算額：289,456千円）
〇川口ポンプ場電気設備改築工事(変電室，自家発電等改修，雨水ポンプ，エンジンの設置）
④公共下水道（雨水）整備事業（決算額：1,605,112千円）
〇木田余１号雨水幹線整備（JR常磐線横断部委託工事）
〇神立菅谷雨水幹線整備（排水路施設整備工事，調整池整備　他）

〇雨水貯留施設設置助成事業（市内に居住する雨水貯留施設設置者に対し1/2を補助，補助件数86件）

主な役割

今後の施策
内容の方向

①都市下水路の整備

②総合的な雨水排除対策の推進

③既設下水道雨水ポンプ場の整備

④公共下水道（雨水）整備事業

・雨水ポンプ場8箇所のうち，これまでに3箇所を改築している。今後は，国の交付金制度における長寿命
化対策支援制度を活用し，ポンプ場施設の健全度に関する点検・調査及び長寿命化計画を策定し，計画に
基づいた改築を実施する必要がある。

・近年の局所的な集中豪雨の頻発により雨水の流出量が増加している。このため，主要幹線の整備につい
ては鉄道（常磐線）横断工事等を伴うため，国の交付金制度を活用しながら，早期完成を目指す。

・近年の局所的な集中豪雨の頻発により雨水の流出量が増加している。このため，浸水対策は極めて重要
な課題となっており，早期の施設整備・推進を図る。

・近年の局所的な集中豪雨の頻発により雨水の流出量が増加により，浸水対策として貯水・遊水機能施設
の整備が重要となっている。このため，早期に総合雨水対策計画を策定し，市民の協力を得ながら浸水被
害の防止を図る。

主な役割

主な役割



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
2,291人/年 2,688人/年 2,915人/年 2,368人/年 現状値以上 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
1,095人/年 1,144人/年 1,216人/年 1,271人/年 現状値以下 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 事業者 行政

・消費者問題の複雑化・巧妙化に伴い，未然防止の見地から消費者教育・啓発事業の重要性は，ますます
高まっています。広報紙や消費生活センターでの窓口募集にとどまらず，市民窓口や市内の公民館,学校
においても積極的に呼びかけをしたり，協力を求めたりして，消費生活講座等の実施を強化していきま
す。

「茨城県消費者行政推進交付金」を活用して，相談員が弁護士から専門知識のアドバイスを受ける「消費
生活相談窓口高度化事業」を実施していきます。また，国民生活センター・日本消費者協会の各種研修会
等，県主催の「スキルアップ研修」に参加して，相談員のレベルアップにつなげていきます。

・消費者団体会員が自ら積極的に会員を募集するよう指導していくとともに，消費者モニター経験者にも
参加を呼びかけを行い、消費者問題を取り組む人達の連携を図っていきます。

〇消費生活相談（3,631件）
③消費者団体への育成・支援（決算額：1,856千円）
〇消費生活展の開催（土浦市消費生活連絡協議会，土浦市くらしの会の参加）
④消費者生活モニターの強化（決算額：900千円）
〇消費生活モニターの委嘱（75名）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－２－６】【２－２－６】【２－２－６】【２－２－６】

（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

６　消費生活の安定

施策内容
①消費者教育と啓発の充実　②相談業務の充実　③消費者団体への育成・支援　④消費者生活モニターの
強化

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
消費生活講座等参加者数
自立した賢い消費者の育成状況を表す指標です。市民の積極的な参加により，賢い消費者・自立する消費
者が現状より増えることを目標とします。
主な役割
消費生活相談件数
消費者トラブルの未然防止と，苦情相談等の適正かつ効率的な処理状況を表す指標です。消費者トラブル
の未然防止対策の推進等により，現在より相談件数が減少することを目標とします。
主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①消費者教育と啓発の充実（決算額：2,056千円）
〇消費生活展の開催（H25～H27で８回開催，入場者数1,740人）
〇くらしのセミナー等の開催（H25～H27で17回，参加者488人）
〇出前講座の開催（H25～H27で41回開催，参加者2,593人）
②相談業務の充実（決算額：21,269千円）

④消費者生活モニターの強化

主な役割

今後の施策
内容の方向

①消費者教育と啓発の充実

②相談業務の充実

③消費者団体への育成・支援

・消費生活展等においてモニター通信を展示したり、出展協力を要請したりすることにより、集約した意
見や情報を活用できるよう努めていきます。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
7,998人 7,823人 7,700人 7,676人 8,443人 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 事業者 行政

①土浦駅前北地区の整備（決算額：2,366,473千円）
〇土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業（図書館・ギャラリーを核とした再開発事業）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

主な役割

主な役割

〇土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備事業（既存ペデストリアンデッキのシェルター設置及び新設ペデ
ストリアンデッキの整備）

④土浦駅東口地区のまちづくり
⑤中心市街地活性化施策の推進（決算額：8,507千円）
〇中心市街地の活性化（中心市街地活性化基本計画の策定，施策の実施）

⑥中央一丁目地区のまちづくり（決算額：7,143千円）

〇土浦駅北通り線（旧名称：駅前東崎線）整備事業（土浦駅北通り線の拡幅（9.5→14ｍ）整備）
②大和町北地区のまちづくり（決算額：2,835千円）

中心市街地のにぎわいを象徴する，中心市街地の整備成果を表す指標です。現在のまちなか居住人口の
５％増加を目標とします。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－１】【２－３－１】【２－３－１】【２－３－１】

（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　県南地域の拠点として中心市街地の整備

施策内容
①土浦駅前北地区の整備　②大和町北地区のまちづくり　③まちなか居住の促進　④土浦駅東口地区のま
ちづくり　⑤中心市街地活性化施策の推進　⑥中央一丁目地区のまちづくり　⑦真鍋地区のまちづくり
⑧まちづくり活性化バス運行事業の促進

③まちなか居住の促進(決算額：16,588千円）
〇まちなか居住の促進（賃貸住宅家賃補助，住宅建替え・購入補助）

・当初計画において，図書館，美術品展示室等の公益施設及び住宅を核とした再開発事業を平成22年度事
業完成を目指していたが，平成18年6月の都市計画決定後，住宅市況の低迷，建築資材の高騰や東日本大
震災発生によりやむを得ず事業を休止したが，後期計画で早期での事業完成を目指すこととし，施設計画
の見直しを行い平成26年1月都市計画の変更を行った現計画については，平成29年度の完成を目指してい
る。

・再開発区域に隣接する市有地（旧住宅棟，現工事ヤード）約0.23haにおいて，民間活力の導入を図り，
効果的，効率的な土地活用を促進することによって，中心市街地の活性化につながる機能の集積を目指
す。

・目標としている数字に対しては、現状のままでは到達することが難しいと考えられるため、平成28年度
は建替え・購入補助の予算額を2.5倍に増額し、目標達成に向け、積極的に取り組みを進めるとともに、
これ以上の人口減少に歯止めをかけつつ、直接効果と間接効果による相乗効果を生み出せるような方策を
検討していく必要があると考える。

指　　標　　名
中心市街地の居住人口

⑤中心市街地活性化施策の推進

〇まちづくり活性化バス運行支援事業（まちづくり活性化バスの運行や利用促進等の支援）
⑧まちづくり活性化バス運行事業の促進（決算額：87,817千円）

・商業者，関係団体，関係機関が協働し，連携を図りながら，中心市街地活性化基本計画に基づき，魅力
ある商店・商店街づくり事業，空き店舗対策事業，まちづくり機関への支援事業などを推進するととも
に，都市機能の集積やまちなかへの定住を促進し，中心市街地の交流人口・居住人口の増加を図る。

〇大和町北地区のまちづくり（大和町北地区事業化検討調査業務委託）

⑦真鍋地区のまちづくり（決算額：1,785千円）
〇真鍋地区のまちづくり（真鍋地区まちづくりプランの策定）

〇中央一丁目地区のまちづくり（中央一丁目，川口二丁目等まちづくり調査，中央一丁目地区まちづくり
業務委託，事業化検討委託）

〇中心市街地開業支援事業（空き店舗を活用して，新たに開業する者に対して家賃の一部を補助）

今後の施策
内容の方向

①土浦駅前北地区の整備

②大和町北地区のまちづくり
・地権者，所有者との合意形成を図るために，協議を行う時期を慎重に見計らう。
③まちなか居住の促進

④土浦駅東口地区のまちづくり
・周辺の開発動向に目を配りつつ，地権者の意向把握・情報交換等を実施し，早期実現を目指す。

・回復の兆しが見え始めた歩行者交通量と観光関連施設利用者数のより一層の増加を目指す。
・居住人口の増加と空き店舗数の減少につなげるため、積極的に計画を推進する。

⑥中央一丁目地区のまちづくり



・中央一丁目地区地権者の移行把握・意見交換。

・都市計画マスタープランの位置付けに基づき，病院跡地や周辺の低・未利用地を活用した計画的なまち
づくりを推進する。

・常陽銀行との包括連携協定に基づく民間事業者への移行把握及び情報交換。

今後の施策
内容の方向

⑧まちづくり活性化バス運行事業の促進

⑦真鍋地区のまちづくり

・中心市街地との連携を図りながら，民間活力によるにぎわい創出を目指す。

・平成27年度事業化検討調査において，民間事業者へのヒアリングを進める中，当面，事業化は困難が予
想されることから，のような取り組みを進め、開発圧力の高まり等の状況を注視していくこととする。

・中心市街地活性化基本計画に基づき，市民・事業者・行政が連携し中心市街地の活性化を目的として
「ＮＰＯまちづくり活性化土浦」が運行するまちづくり活性化バス「キララちゃん」の運行を支援し，中
心市街地の活性化を図る。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

・基礎調査の実施や，企業支援策の充実化を図るなど，工業団地造成につながる方策を考慮した上で，事
業の再開時期を見計らう。

〇宍塚大池周辺地区の整備（土浦学園線沿線開発用地取得，仮設トイレ設置，用地利活用検討調査業務委
託，草刈り）

・本市の南の拠点にふさわしい，にぎわいと魅力ある快適で利便性の高い地区づくりを推進するため，本
年度策定を予定している立地適正化計画においても，都市機能誘導区域として位置付けるよう検討してい
る。

・本市の中でもより東京に近い立地から，近隣市町村からのアクセスも多いため，広域からの利用者の交
通結節点としてもふさわしい駅周辺の充実を図る。

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－２】【２－３－２】【２－３－２】【２－３－２】

（３）産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり

２　地域の特性を活かした市街地の整備

施策内容
①荒川沖駅周辺地区の整備　②神立駅周辺地区の整備　③インターチェンジ周辺地区の整備　④宍塚大池
周辺地区の整備

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

主な役割

主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①荒川沖駅周辺地区の整備

②神立駅周辺地区の整備（決算額：4,861,460千円）
〇西口地区土地区画整理事業（基本設計等施工計画，減価買収，換地設計，建物等移転補償）

〇東口歩行者専用道路整備事業（実施設計）
〇駅舎・自由通路整備（実施設計）

③インターチェンジ周辺地区の整備

④宍塚大池周辺地区の整備（決算額：1,731,826千円）

今後の施策
内容の方向

①荒川沖駅周辺地区の整備

②神立駅周辺地区の整備

③インターチェンジ周辺地区の整備

・H29年度　基本設計等を実施
・H30年度　整備等実施

・国に対しての要望活動を積極的に行うなど国費獲得に努力する一方，内示割れの傾向は今後も続くこと
が予想されることから，事業期間の延長を検討しなければならない。

・他方では，駅を中心とした市街地での区画整理事業のため，多くの住民（権利者）が存在することか
ら，着実な事業の推進が求められている。創意工夫による効率的な事業遂行に努め，早期の完成を目指
す。

・H25～26年度で実施した利活用検討調査における，暫定的活用の案に基づき，まとまった市有地を活用
したミニ市民の森の整備を目指す。

・H28年度　関係者の意向把握等を行いながら，まとまった市有地を活用した「ミニ市民の森」に係る基
本計画等の策定を進める。

④宍塚大池周辺地区の整備



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
14.2％ 14.5％ - 21.0％ 19.2％ A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
1件 5件 5件 5件 6件 A

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

④違反屋外広告物の撤去（決算額：1,424千円）
〇屋外広告物撤去作業（違反広告物の簡易除去作業委託）
〇違反広告物追放推進（違反広告物撤去ボランティアとの協働）

〇協働のまちづくりファンド事業（市民提案事業）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－３】【２－３－３】【２－３－３】【２－３－３】

（３）産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり

３　景観の向上

施策内容 ①景観計画の推進　②歴史的景観の整備　③市民参加による都市景観づくり　④違反屋外広告物の撤去

〇協働のまちづくりファンド事業（景観形成事業）

〇協働のまちづくりファンド事業（景観形成事業）
〇土浦市景観形成事業補助金（修景補助）

〇景観アドバイザー制度（景観計画の運用をはじめ，まちづくりに関する専門的な助言・指導等を行
う。）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
景観行政への満足度

景観行政への満足度を示す指標です。各種事業の推進により，５％の満足度の引き上げを目標とします。

主な役割
景観重要建造物及び樹木の登録件数
良好な景観の形成に重要な外観の優れた建造物等の保全成果を表す指標です。５年間で毎年１ヶ所程度，
指定することを目標とします。
主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①景観計画の推進
〇景観審議会（景観づくりに重要な事項等を専門的見地から調査・審議する。）

②歴史的景観の整備(決算額：280,431千円）
〇歴史の小径整備（電線地中化工事，歴史の小径整備工事，補償（水道・ガス管移設等）

③市民参加による都市景観づくり（決算額：6,024千円）
〇景観まちづくり事業補助金（景観まちづくり団体への活動助成）

今後の施策
内容の方向

①景観計画の推進

②歴史的景観の整備

③市民参加による都市景観づくり

④違反屋外広告物の撤去
・民間ボランティアについては，随時募集を行い，加入団体数の増加を図る。
・屋外広告物制度について，広報紙等により市民に周知し，違反広告物の減少を図る。

・協働のまちづくりファンドの市民提案事業により新たな活動を支援しながら，景観まちづくり団体など
の継続的な活動の支援を両輪で行っていくことで，良好な景観づくりを行っていく。

・平成２６度より，土浦市協働のまちづくりファンド事業を開始し，長期的に修景補助を行っていく体制
が整った。今後は，より一層制度の周知を図り，活用してもらうことでまちなみ景観の向上を図ってい
く。また，これまで歴史の小径事業において整えられた趣深い歴史的景観の更なる展開を図るため，かわ
まちづくり計画等とも連携し，駅東西地区を一体とした歴史と水辺の回遊ネットワーク形成を目指してい
く。

・景観条例に基づく事前協議・届出制度については，事業者・施設管理者等に浸透し制度として定着して
きている。また，周囲の景観に与える影響が大きい建築物等については，景観アドバイザー・景観審議会
等を活用し，事前に専門的見地から意見をもらう体制が整ってきている。今後は，新たな課題の抽出とこ
れまでの実施結果等を踏まえて景観条例の改正（見直し）を行っていく必要がある。

・簡易除却できない違反広告物（野立て看板等）については，現状の把握に努め，是正指導を行ってい
く。

都市景観の保全に対する地域ぐるみでの取組状況を表す指標です。年々，違反屋外広告物の除去件数が
減っていますが，ボランティア団体数については２０団体を目標とします。
主な役割

20団体 D
違反屋外広告物ボランティア加入団
体数の増加

17団体 14団体 14団体 13団体



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
493ha 444ha 448ha 434ha 444ha A

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ○
220人 217人 212人 249人 240人 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
5件 4件 4件 5件 8件 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ○

〇農業振興関係事業（負担金と補助金による支援）

〇農産物地域特産化推進事業（「地域ブランド」の認証登録制度の創設）
〇蓮根消費拡大事業（消費地での蓮根消費拡大キャンペーンの実施）

〇都市と農村の交流事業（農作業体験等）
〇田んぼアート事業

〇農業用廃プラスチック処理事業（土浦市農業用廃プラスチック処理推進協議会）

〇畜産振興関係事業（土浦市家畜衛生指導協会運営補助，オーエスキー病予防注射事業，優良牛改良事
業，放牧育成牛助成事業）

〇いばらきの森普及啓発活動支援事業（森林湖沼環境税及び県産木材のPR）
〇身近なみどり整備促進事業（民有林の下草刈り及び間伐）

・平成30年産以降は行政による生産数量目標の配分が行われなくなることにより，地域ごとに「水田フル
活用ビジョン」を策定し，非主食用米・麦・大豆・その他地域作物等を位置づけます。

・事業費を補助することで，老朽化が進む農業水利施設の長寿命化・保全管理等の安定化が図られ，大型
機械の進入が可能になり，営農効率の向上に寄与するともに，遊休農地の解消が図られます。

〇農業担い手育成対策事業（農業経営士活動支援，農業担い手育成事業）

③農業経営体の育成（決算額：5,414千円）
〇経営体育成支援事業（経営体育成支援）

④安心安全を求める消費者ニーズに対応した生産流通体制の整備（決算額：11,085千円）

〇霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業（水産資源増大事業，水産物消費拡大事業）

⑧畜産環境の整備（決算額：6,873千円）

⑨豊かな森林の育成（決算額：8,870千円）

〇緑の少年隊育成事業（学校周辺の街路樹等の清掃美化）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－４】【２－３－４】【２－３－４】【２－３－４】

（３）産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり

４　安全な食料を供給する農林水産業の振興

施策内容
①優良農用地の保全と有効活用　②農業生産基盤の整備と保全　③農業経営体の育成　④安心安全を求め
る消費者ニーズに対応した生産流通体制の整備　⑤特産物の生産振興　⑥都市と農村の交流　⑦環境にや
さしい農業の推進　⑧畜産環境の整備　⑨豊かな森林の育成　⑩漁業資源の確保及び水産加工業の振興

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
耕作放棄地

耕作放棄地解消を表す指標です。工作放棄地の再生・復元を進め，農地の有効活用を図ります。

主な役割
認定農業者数
高度な農業経営体の育成状況を表す指標です。より高度な農業基盤を確立するため，２割程度の増加を目
標とします。
主な役割
農業生産法人化数
高度な農業経営体の育成状況を表す指標です。生産組織や認定農業者などの中から，規模拡大や経営の効
率化等を進めるための法人化を進めます。
主な役割

①優良農用地の保全と有効活用（決算額：78,262千円）
〇担い手確保及び農地集積化事業（人・農地プラン作成事業、青年就農給付金、農地中間管理事業）

〇経営所得安定対策推進事業（営農計画書の取りまとめ，水田台帳の整備，交付金の取りまとめ）
②農業生産基盤の整備と保全（決算額：386,119千円）

〇転作関係事業（転作面積に応じた個人及び集落への助成金）

⑩漁業資源の確保及び水産加工業の振興（決算額：1,273千円）

〇農作物等放射能濃度測定事業（放射能の測定）
⑤特産物の生産振興（決算額：13,772千円）

〇そば消費拡大事業（そばまつり）
⑥都市と農村の交流（決算額：4,087千円）

⑦環境にやさしい農業の推進（決算額：791千円）

〇環境保全型農業直接支援対策事業（環境保全事型農業直接支援対策事業（国県市補助））

〇農業生産基盤の整備と保全（県営圃場整備（手野），県営畑地帯総合整備（坂田），農道・かんがい排
水事業，ため池整備，農地・水保全管理支払交付金事業）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

今後の施策
内容の方向

①優良農用地の保全と有効活用

②農業生産基盤の整備と保全

③農業経営体の育成



・農地の有効活用を図るため，農地集積事業を推進していきます。

・土浦の豊かで温暖な土地でとれた野菜たちが消費者の手に渡ったときに，土浦の自然で素朴でにぎやか
ななかにも温かみが伝わっていくことができるような，それを食べたときに土浦の大地の実りとこだわり
が伝わり自然と笑顔になるような，そんな価値をもつ農産物と，その農産物から生み出された加工品を
「ブランド」として推進していきます。

⑤特産物の生産振興

・森林の持つ公益的機能について継続的にPRをおこないます。県森林湖沼環境税のを活用した森林の保全
管理や用材としての活用拡大に取り組んでいきます。（税制度存続時点まで）

⑦環境にやさしい農業の推進

⑧畜産環境の整備

・地域資源を活用し，地域が一体となって運営して行ける体制の整備を進めます。

・減化学農薬・減化学肥料による環境保全型農業を推進するとともに，農業用廃プラスチックのリサイク
ルを推進します。

・霞ヶ浦の漁業資源の確保に努めるとともに水産加工品の消費拡大を進め水産業の振興を図ります。

今後の施策
内容の方向

・農業経営に携わる担い手の育成・確保に取り組みます。
・農業経営体の安定化を図るため，個人経営の法人化や一般企業を含む法人の農業参入を促進します。

④安心安全を求める消費者ニーズに対応した生産流通体制の整備
・農業生産の維持拡大を図るため，生産から流通までの生産体制を構築していきます。

・鳥インフルエンザ等の突発的な事案に対応できる体制をつくります。
⑨豊かな森林の育成

⑩漁業資源の確保及び水産加工業の振興

⑥都市と農村の交流



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
1,802店 - 1,369店 - 現状維持 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ○
5,742億円 - 4,461億円 - 6,000億円 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ○

市民 事業者 行政

〇中心市街地開業支援事業（空き店舗を活用して，新たに開業する者に対して家賃の一部を補助）
④食のまちづくりの推進（決算額：13,040千円）

商業の振興への取組成果を表す指標です。周辺地域における商業施設の整備等による地域間競争の激化等
を踏まえ，現状維持を目標とします。

・カレーフェスティバル等の開催を通して，魅力ある商店街づくりを進め,本市の食の歴史や資源を活か
した食のまちづくりを推進する。

・中心市街地活性化基本計画に基づき，空洞化が進む中心市街地の賑わいを創出するための事業を継続
し，様々な主体が参加するまちの運営を横断的・総合的にプロデュースする機関を支援する。

・商工会議所を主体とした経営指導や講習会を充実させ，顧客の視点に立った商業・サービス業の確立を
支援する。

・経営の安定を図るための融資制度に関する情報提供と円滑な資金調達の支援を行う。

・活力と賑わいのある商店街区の形成を図るため,空き店舗等を活用した新規開業者を支援し,商店街への
多様な業種・業態の導入を図る。

・地元商業者の創意工夫による商品開発等を推奨し，市民や商業者・関係団体等が,自ら食によるまちづ
くりを推進できるよう，「カレーのまち土浦」を市内外に浸透させるため,積極的にPRを行いながら，中
心市街地においてカレーフェスティバルを開催する。

・商店街リーダーや後継者による実践的な研究活動や経営改善の指導など商店街を担う人材の育成強化に
努める。

・多様化する消費者ニーズに対応するため，商工会議所など関係機関との連携を図り，各商店街組織の機
能強化や賑わいを創出するイベントの開催など，魅力向上に資する取組を促進するとともに，地域に密着
したうるおいのある商業空間の形成に努めながら，地域の特性や魅力を活かした個性ある商店街づくりを
進める。

・商業者，関係団体，関係機関が協働し，連携を図りながら，中心市街地活性化基本計画に基づき，魅力
ある商店・商店街づくり事業の推進を図る。

商業の振興への取組成果を表す指標です。年間販売額１％を５年間見込んだ額（５％増）を目標としま
す。
主な役割

⑤まちづくり機関の充実（決算額：1,050千円）
〇中心市街地活性化基礎指標調査事業（歩行者通行量等の調査に対する支援）

年間販売額

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－５】【２－３－５】【２－３－５】【２－３－５】

（３）産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり

５　消費者ニーズに対応した商業の振興

施策内容
①商店街活性化の推進　②経営の安定化と融資制度の充実　③空き店舗対策・起業促進　④食のまちづく
りの推進　⑤まちづくり機関の充実

〇土浦商工会議所・新治商工会補助（商工会議所・新治商工会が実施する地域振興事業への支援）
〇自治振興金融保証料・利子補給（市町村金融制度利用者への保証料補給・利子の一部補給）
③空き店舗対策・起業促進（決算額：6,760千円）

〇プレミアム付商品券補助事業（土浦商工会議所が発行するプレミアム付商品券発行事業に対する補助）

〇カレーフェスティバル開催事業（食のまちづくり推進協議会への事業委託）
〇食のまちづくり販売促進事業（つちうらカリー物語事業者部会への支援）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①商店街活性化の推進（決算額：168,966千円）

②経営の安定化と融資制度の充実（決算額：460,330千円）

⑤まちづくり機関の充実

主な役割

今後の施策
内容の方向

①商店街活性化の推進

②経営の安定化と融資制度の充実

③空き店舗対策・起業促進

④食のまちづくりの推進

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
商店数

主な役割



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
49社 52社 53社 53社 53社 A

市民 △ 事業者 ○ 行政 ◎
6,045億円 6,693億円 6,066億円 6,350億円 D

市民 △ 事業者 ◎ 行政 ○

市民 事業者 行政

・経営体質の改善や近代化,生産設備の整備促進を図るとともに,市街地における住工混在地区の解消に努
め,既存立地企業へのフォローアップの強化を図る。

・企業の経営診断や指導・相談体制の強化とともに,各種融資制度の普及・啓発に努めることにより,中小
企業の振興を図る。

〇企業立地促進奨励金（固定資産税相当額を３年間奨励金として交付）
〇立地企業懇談会（市内立地企業の活性化を図るための懇談会
③経営の指導・相談の強化と融資制度の充実（決算額：7,800千円）
〇市町村金融制度事務委託（融資保証あっせん申込受付・調査,審査委員会の開催等）
④工業用水の確保

主な役割

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－６】【２－３－６】【２－３－６】【２－３－６】

（３）産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり

６　創造性と技術力のある工業の振興と企業誘致

施策内容
①企業誘致の推進と優遇制度の充実　②既存工業の振興　③経営の指導・相談の強化と融資制度の充実
④工業用水の確保

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①企業誘致の推進と優遇制度の充実（決算額：195,753千円）
〇企業立地促進奨励金（固定資産税相当額を３年間奨励金として交付）
〇東京・大阪企業立地セミナー
②既存工業の振興（決算額：195,753千円）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
市内３工業団地内の操業工場数
企業誘致への取組成果を表す指標です。テクノパーク土浦及び東筑波新治工業団地内の分譲中区画（４区
画）の完売を目指します。
主な役割
製造品出荷額
工業の振興への取組成果を表す指標です。出荷額１％増加を５年間見込んだ額（５％増）を目標としま
す。
主な役割

今後の施策
内容の方向

①企業誘致の推進と優遇制度の充実

②既存工業の振興

③経営の指導・相談の強化と融資制度の充実

④工業用水の確保
・県南広域工業用水道事業及び県西広域工業用水道事業を促進する。

・平成27年度に，企業立地促進奨励金の交付対象地域を工業団地から市街化区域やインターチェンジ周辺
へ拡大したため，この制度を積極的にPRし，本市への新たな企業を誘致し，市民の雇用の確保及び自主財
源の拡大を図る。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
1,385,000人 1,135,700人 1,395,000人 1,560,000人 1,500,000人 A

市民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎
89,795人 96,726人 102,264人 118,667人 100,000人 A

市民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 事業者 行政

〇観光帆曳船運航事業（土浦市・行方市・かすみがうら市による帆曳船の合同操業）

・本来の目的である広域での事業連携を推進するため，情報の共有及び人的な交流を図り，共同での観光
情報の発信，観光ルートの設定及び観光ツアーの企画を実施していく。

〇霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会・水郷筑波国定公園協会と共同により開催（加盟市町村の宣伝物の共
有化、情報交換及び調査・研究）

⑤訪れやすいまちづくりの推進

主な役割

・本来の目的である広域での事業連携を推進するため，情報の共有及び人的な交流を図り，共同での観光
情報の発信，観光ルートの設定及び観光ツアーの企画を実施していく。

・事業費の確保のためイベント内容の見直し，経費の見直し，歳入の確保等，様々な視点から事業の見直
しを図り，事業の継続に努める。

〇フィルムコミッションホームページ管理業務（「土浦フィルムコミッション」を設立し，各種ロケ等へ
の支援に取り組む。）

・観光基本計画に基づく施策の内，未実施の事業である４事業，①霞ヶ浦の玄関口としての駅から土浦港
を結ぶアクセスの整備，②桜川フラワーラインの整備，③民間活力の導入による立ち寄り施設の整備の取
り組み，④「土浦大使」事業の検討については，関係機関と調整しながら事業を検討又は推進する。

〇キララ祭りの開催
⑤訪れやすいまちづくりの推進（決算額：308千円）

⑥観光施設の整備・充実（決算額：1,352千円）
〇キララ館移転事業（駅東口のきらら館を新庁舎内に移転し，観光情報の提供・案内と市特産品の販売を
行う。）

今後の施策
内容の方向

①観光基本計画に基づく施策の推進

②霞ヶ浦・筑波山麓を活かした広域観光の推進

③魅力ある観光ルートの創設

④観光行事の充実

⑥観光施設の整備・充実
・観光施設の維持管理に努めるとともに，施設を活用したソフト事業に充実が求められている。

・今後も関連機関，官民共同のもと観光客の方々に対しわかりやすい観光情報の発信に努める。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
入込観光客数

観光の振興への取組成果を表す指標です。平成２３年度には震災により減少していますが，例年
1,350,000人弱の観光客が訪れており，観光客の満足度の向上，観光消費額の増加等により，平成２２年
度実績をもとに１０％増の1,500,000人を目標とします。

主な役割
宿泊者数

観光関連施設の利用状況を把握する指標です。平成２２年度実績をもとに１０％の増加を目標とします。

主な役割

〇土浦発小さな旅事業（日帰り周遊観光及びウォーキングイベントの実施）

③魅力ある観光ルートの創設

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－７】【２－３－７】【２－３－７】【２－３－７】

（３）産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり

７　自然・歴史的資源を活かした観光の振興

施策内容
①観光基本計画に基づく施策の推進　②霞ヶ浦・筑波山麓を活かした広域観光の推進　③魅力ある観光
ルートの創設　④観光行事の充実　⑤訪れやすいまちづくりの推進　⑥観光施設の整備・充実

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①観光基本計画に基づく施策の推進（決算額：11,068千円）
〇観光基本計画の推進（観光基本計画後期計画策定事業）
〇フィルムコミッション（つちうらフィルムコミッション運営事業）
②霞ヶ浦・筑波山麓を活かした広域観光の推進（決算額：5,744千円）
〇観光キャンペーン（霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会・水郷筑波国定公園協会と共同により開催）

④観光行事の充実（決算額：271,555千円）
〇土浦全国花火大会の開催



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

・中小企業労働者共済会貸付制度の充実を図るとともに，中小企業退職金共済制度への加入促進を図り，
中小企業従業員の勤労者の福祉の向上を図る。

今後の施策
内容の方向

①勤労者福祉の充実

②雇用の安定確保

・勤労者福祉施設利用者の利便性の向上と，勤労者の健康維持や勤労意欲の向上を図るため，勤労者を含
めた施設利用者にとって，充実した交流機能となるよう施設の整備及び管理を行い，利用者の増加を図
る。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

主な役割

主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①勤労者福祉の充実（決算額：138,349千円）
〇勤労青少年ホーム運営事業(施設管理費・勤労者向けの各種講座の開催等)
〇勤労者総合福祉センター指定管理料(指定管理者指定管理料)
②雇用の安定確保（決算額：1,282千円）
〇土浦地区雇用対策協議会負担金（協議会が実施する雇用対策事業負担金）
〇求人情報パソコン保守点検委託（求人情報パソコンの保守点検委託料）

・雇用問題の複雑化に対応するため，勤労者や事業主のニーズに合わせた労働問題懇談会等を開催し，雇
用環境の改善に努める。

・高齢者や女性の就業を推進するため，企業との連携を強化しながら雇用の促進に努めるとともに，新た
に誘致する企業に対して，積極的に市民の雇用を促す。

・勤労意欲のある求職者に対する支援として，就労支援機関と連携し，就職面接会や就労セミナー等を共
催開催する。

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－３－８】【２－３－８】【２－３－８】【２－３－８】

（３）産業の振興を図り、活力とにぎわいのあるまちづくり

８　安心して働くことのできる環境の整備

施策内容 ①勤労者福祉の充実　②雇用の安定確保



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

〇社会福祉協議会補助事業（地域委福祉推進のため，地域福祉活動を実践する社会福祉協議会に対し，補
助金を交付する。）

〇民生委員協議会運営補助事業（地域福祉活動を展開している民生委員・児童委員が組織する民生委員児
童委員協議会連合会に対する補助）

・行政及び社会福祉協議会と民生委員・児童委員との連携を強化し，地域福祉の推進を図る。

主な役割

③民生委員児童委員活動の充実（決算額：39,435千円）

今後の施策
内容の方向

①地域ケアシステムの充実

②社会福祉協議会との連携強化
・時代に即した見直しを図りながら，行政と民間が一体となって地域福祉の推進を図る。
③民生委員児童委員活動の充実

・「ふれあいネットワーク」の周知を徹底し，保健・医療・福祉の一層の連携を図るとともに，問題ケー
スの掘り起しに努め，地域ネットワークの更なる充実・推進を図る。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

主な役割

主な役割

〇地域ケアシステム推進事業（社会福祉協議会職員を地域コーディネーターとして地区公民館に配置し，
地域住民，民生委員，福祉サービス事業所と連携を図り，要援護者等の支援を図る。）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－１】【２－４－１】【２－４－１】【２－４－１】

（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

１　共に支え合う地域福祉の推進

施策内容 ①地域ケアシステムの充実　②社会福祉協議会との連携強化　③民生委員児童委員活動の充実

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①地域ケアシステムの充実（決算額：46,596千円）

②社会福祉協議会との連携強化（決算額：429,855千円）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎
3館 3館 3館 3館 4館 D

市民 ○ 事業者 △ 行政 ◎

市民 事業者 行政

0人 A

〇児童扶養手当支給事業（児童扶養手当の支給）
〇遺児手当支給事業（遺児手当の支給）

指　　標　　名

充実した子育て支援環境を象徴する，保育所の整備状況を表す指標です。現在の待機児童０人を継続させ
ることを目標とします。
主な役割
児童館の整備
充実した子育て支援環境を象徴する，児童館の整備状況を表す指標です。児童健全育成と子育て支援の拡
充を図るため，市内中心部へ児童館を整備します。
主な役割

保育所待機児童数
（毎年４月１日現在）

0人 0人 0人 0人

⑤要保護児童対策の充実（決算額：12,194千円）
〇要保護児童対策の充実（要保護児童対策地域協議会の運営）
〇家庭児童相談の充実（児童の健全育成を図るための相談及び指導）

〇待機児童解消支援事業（待機児童の受入体制の整備に係る補助）
〇こどもプランの推進（こどもプランに基づく各種施策の推進）
〇保育体制の充実（ファミリーサポートセンターの推進）

〇児童手当支給事業（児童手当の支給）

〇医療福祉費支給制度（医療費の自己負担に対する一部助成）
〇こどもプランの推進（私立幼稚園就園奨励補助金，私立幼稚園等園児の保護者に対する助成金）
③子育てを支援する環境の整備及び安全の確保（決算額：37,030千円）
〇認定こども園整備事業（まなべすみれ幼稚園施設整備補助）

〇子育て環境の整備（外出先での授乳施設等の推進）

〇放課後児童クラブ高学年受入れ(H27年度から4～6年生も受け入れることとした。)

④職業と家庭の両立支援（決算額：347,607千円）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－２】【２－４－２】【２－４－２】【２－４－２】

（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

２　安心して産み育てられる子ども福祉の充実

施策内容
①地域における子育て支援の充実　②子育てに関する経済的支援の充実　③子育てを支援する環境の整備
及び安全の確保　④職業と家庭の両立支援　⑤要保護児童対策の充実　⑥ひとり親家庭等の生活の安定と
自立の促進

今後の施策
内容の方向

主な役割
①地域における子育て支援の充実

②子育てに関する経済的支援の充実

・子育ての負担軽減や子育て家庭の孤立防止を目的としたファミリー・サポート・センター事業等の更な
る充実を図ると共に，「地域全体で子育てを支える」の理念のもと，地域にいる一人ひとりが役割を分担
して，家庭を支援するシステムとネットワークの構築に取組む。また，保育所運営に関して，私立保育所
の定員増や認定こども園の整備，地域型保育事業者の開設促進等により受け入れ枠の拡充を図る。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

〇ふれあいネットワーク（要支援者の保健・福祉・医療等の支援計画策定のため，ふれあいネットワーク
に参加しする。）

①地域における子育て支援の充実（決算額：4,958,668千円）
〇保育所運営事業（保育所，認定こども園の体制の充実）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

〇子育て支援拠点の整備（子育て交流サロンの整備・運営）
②子育てに関する経済的支援の充実（決算額：10,539,268千円）
〇すこやか保育応援事業（子育て家庭の経済的負担の軽減）

⑥ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進（決算額：2,042,298千円）
〇自立支援の推進（ひとり親家庭高等技能訓練促進費助成事業）

〇子育て支援拠点の整備（都和児童館庇整備事業，都和児童館トイレ改修事業）

〇保育所整備事業（新生保育所送迎用乗降車スペース整備，神立保育所送迎用人道橋整備，都和保育所外
壁及びプール防水改修工事）

〇放課後児童クラブ室の更新及び増設(入所児童数増加に合わせて児童クラブ室を12室設置した。)

〇一時預かり事業（一時的な保育に係る補助金）
〇延長保育事業（保育時間の延長実施に係る補助金）

〇子育て家庭応援「プレミアム付商品券」購入補助事業



・少子化対策として，効果，必要性などを十分検証する必要がある。

・本市においては，国の制度である私立幼稚園就園奨励費補助金（補助率1/3以内）に加えて，更なる負
担軽減のために私立幼稚園等園児の保護者に対する助成金（市単独）を交付しているが，今後の財政状況
によっては，後者の事業の存続について検討する必要がある。

・家計に占める子育て負担が大きくなり，子どもを産み，育てることをためらうことのないように，子育
て費用の負担の軽減となる事業を実施していく。また，保育料負担の公平性を図るため，保育料滞納の解
消に向け徴収体制を強化する。

・ひとり親家庭への経済的支援は，児童扶養手当の支給や遺児手当の支給などの支援を推進していくと共
に求職活動においても，ひとり親家庭高等技能訓練促進助成事業を継続的に実施していく。

・土浦市ふれあいネットワークを活用し地域との連携を密にし，早期療育相談に繋げる等速やかな対応を
図る。

・現在の幼児担当課は，公立幼稚園が学務課，私立幼稚園（保護者助成のみ）が教育総務課，保育所・認
定こども園がこども福祉課と３課にまたがっているため，市民サービスの観点から窓口の一元化も検討す
る必要がある。

今後の施策
内容の方向

・国の方針である，放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型運営を効率的に推進するため，両事業を
合わせた形での業務委託を順次進め，合わせてサービスの質の向上を図ることにより，職業と家庭の両立
を支援する。

・今後においても，関係機関との情報交換による，児童虐待等の実態把握とサポートをしていくための要
保護児童対策地域協議会の充実や児童の健全育成を図るため，児童虐待・不登校・教育などの電話・来
庁・訪問による相談及び指導を行うとともに，民生委員，児童委員，学校，児童相談所等の関係機関との
連携・協議を進めていくために，家庭児童相談の更なる充実を図っていく。

③子育てを支援する環境の整備及び安全の確保

④職業と家庭の両立支援

⑥ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進

⑤要保護児童対策の充実

・助成対象者の拡大には，県制度の拡充などの財源確保が不可欠である。

・今後においても子どもたちが地域の中で自由に遊び，安全に過ごせる場所や体験ができる機会の場を継
続的に提供していくと共に，適切な維持管理に努める。公立保育所では民間活力導入を見据えた管理・運
営について的確な対応を行う。

・延長保育や一時預かり保育，乳幼児保育などの特別保育の充実を図り，多様化する保育ニーズに柔軟に
対応していく。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
2,513件/年 2,257件/年 2,375件/年 2,398件/年 2,621件/年 D

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎
1,906件/年 3,507件/年 3,868件/年 4,195件/年 2,064件/年 A

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

A
コミュニケーション支援者数
（茨城県手話通訳者、茨城県要約筆記者）

38人 12人

「福祉の店」ポプラ中央店のイベン
トへの参加回数

3回/年 6回/年 6回/年 5回/年

①助け合いのあるまちづくり

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

9人 31人 39人

助け合いのまちの実現状況を表す指標です。より充実した助け合い環境の実現のための人材数の確保を目
標とします。
主な役割

障害者の就労支援への取組成果を表す指標です。関係機関との連携を図りつつ，就労に向けた訓練等を強
化することにより，現状値の２割の増加を目標とします。
主な役割

15人/年 17人/年 C

「福祉の店」ポプラ中央店を活用し障害者の自立の出店するイベントの拡大を図る指標です。各イベント
への参加による障害者と市民が交流する場の確保として，現状値の７割増加を目標とします。

主な役割
早期療育相談件数
早期発見・早期療育へつなげるための発達相談及び助言件数を表す指標です。平成２３年度の実績値に伸
び率を考慮して目標値を設定しております。

〇障害者虐待防止センター設置（社会福祉協議会に委託。24時間対応ダイヤル相談開設，パンフレット等
による啓発を実施。）

①助け合いのあるまちづくり（決算額：26,798千円）

②安全で快適な生活環境の整備（決算額：133千円）
〇緊急通報システム（独居老人等に緊急通報装置を貸与。急病等の緊急対応に備える。）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

〇先進地視察・交流キャンプ（他の障害のある方と無い方の交流）

④保健・療育体制の充実（決算額：22,630千円）
〇早期療育相談（心身発達障害児の早期相談・助言を行い，その家族を総合的に支援する。）

〇児童発達支援（自立支援給付・・障害のある未就学児の日常生活基本動作や知識技術の習得等を行う通
所施設利用に対する給付）

〇放課後デイサービス（自立支援給付・・障害のある就学児童・生徒が，学校の授業終了後や長期休暇中
などに集団生活を行う施設利用に対する給付。）

〇手話通訳者及び要約筆記者派遣（聴覚障害者（児）のコミュニケーション支援。手話通訳者や要約筆記
者を派遣。）

〇防災の手引きの活用促進（防災マニュアルによる周知と普及）

⑤個性を活かす教育・育成の推進（決算額：356,150千円）

⑥就労支援と働く場づくり（決算額：1,026,784千円）

⑦生きがいのある生活支援（決算額：23,618千円）
〇土浦市障害者（児）スポーツ大会（当該スポーツ大会の開催・運営）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－３】【２－４－３】【２－４－３】【２－４－３】

（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

３　自立と社会参加を促進する障害者福祉の充実

施策内容
①助け合いのあるまちづくり　②安全で快適な生活環境の整備　③総合的な障害福祉サービスの提供　④
保健・療育体制の充実　⑤個性を活かす教育・育成の推進　⑥就労支援と働く場づくり　⑦生きがいのあ
る生活支援

〇就労移行（自立支援給付・・就労を希望する65歳未満の障害のある方に，生産活動や職場体験などの機
会の提供を通じた就労に必要な訓練、就労に関する事業所利用の給付。）

〇就労継続A（自立支援給付・・企業等に就職が困難な65歳未満の障害者に，生産活動等の提供、就職に
必要な知識及び能力の向上のための訓練・支援を行う事業所利用の給付。）

〇就労継続B（自立支援給付・・企業雇用が困難な一定年齢に達している者などで，生産活動に係る知識
及び能力の向上や維持の訓練・支援を行う事業所利用の支給。）

③総合的な障害福祉サービスの提供（決算額：2,225千円）

就労訓練（就労移行、就労継続）を
受けた方のうち一般就労した人数

14人/年 9人/年 12人/年

5回/年 A

主な役割

幼児ことばの教室における個別及び集団の指標です。平成２３年度の実績値に伸び率を考慮して目標値を
設定しております。

幼児ことばの教室指導ケース数

主な役割

〇社会参加活動支援事業（「福祉の店」ポプラ運営委託。（常設店舗販売や，イベント仮設店舗での販
売。））



今後の施策
内容の方向

②安全で快適な生活環境の整備

③総合的な障害福祉サービスの提供

④保健・療育体制の充実

⑥就労支援と働く場づくり

⑦生きがいのある生活支援

・今後も「土浦市ふれあいネットワーク」や「土浦市地域自立支援協議会」等を通じ，社会福祉協議会と
の連携を図り，情報を共有しながら地域福祉の事業を推進する。また，虐待防止施策の充実を図る。

・緊急通報システム事業の周知と活用促進，防災の手引きの周知に努めると共に，地域や福祉施設と連携
して，災害時の避難支援体制を確立する。

・スポーツ大会の競技書目・交流キャンプ実施先の検討をしながら，市民ボランティア等が参加できるよ
う運営方法等について検討する。

・障害のある人の一般企業での就労が進み，安心して働き続けることが出来るよう，一般就労希望者への
支援，事業主が理解と対応力を高めるための支援の充実に努める。

・障害児支援利用計画及びサービス等利用計画等ファイルを作成し，障害や発達に不安のあるこどもの就
園・就学・進学・卒業後等における情報の引継ぎを強化する。

平成25年度から障害者総合支援法により，市町村必須事業となっている。事業促進のため，事業を広く周
知すると共に，近隣市町村との共同開催を継続する。

・療育支援センター「つくし療育ホーム」「つくし学園」と保健センター内の「早期療育相談」「幼児こ
とばの教室」を統合した機能を持たせた（仮称）「児童発達支援センター」を開設し，障害のある子供及
び発達に特別な支援が必要な児童等への支援体制を充実に努める。

⑤個性を活かす教育・育成の推進



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
2,343人 3,941人 5,187人 6,478人 9,000人 B

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎

②包括的支援事業の推進（決算額：211,707千円）
〇包括支援事業の推進（地域包括支援センターの体制整備と地域の高齢者の生活を支援する基盤整備）
③安心して暮らせる環境づくり（決算額：40,570千円）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－４】【２－４－４】【２－４－４】【２－４－４】

（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

４　生きがいをもって元気に暮らせる高齢者福祉の充実

施策内容 ①生活支援の推進　②包括的支援事業の推進　③安心して暮らせる環境づくり　④生きがいづくりの推進

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
認知症サポーター養成講座の受講者数

ひとり暮らし老人等緊急通報システムの設置数です。急病や災害の時に，対応できる緊急通報システムを
ひとり暮らし高齢者の１５％程度が利用することを目標とします。
主な役割

高齢者が生きがいを持って暮らすことのできるまちづくりの進捗状況を表す指標です。６０歳以上高齢者
の１５％程度が利用することを目標とします。

B

認知症サポーター養成数を表す指標です。２４年度から毎年１,１００人の認知症サポーターを養成する
ことを目標とします。
主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

〇安心して暮らせる環境づくり（ひとり暮らし緊急通報システムの実施，見守りキーホルダー事業，災害
時要援護者支援制度，民間事業所等との要援護者見守り活動等協定の締結，土浦市高齢者見守りハンド
ブックの作成）

〇生きがい対応型デイサービス事業（地域の空き家等を有効に活用し、高齢者の生きがいづくりを行う団
体への運営費補助）

①生活支援の推進（決算額：416千円）
〇生活支援の推進（認知症サポーター養成講座の開催）

今後の施策
内容の方向

①生活支援の推進

②包括的支援事業の推進
・条例に規定する，専門職の必要人数の確保に努める。

③安心して暮らせる環境づくり
・市の見守り施策に関する周知啓発の強化
・地域の互助力を高めるため，市の高齢者施策をとおした地域へのアプローチ

④生きがいづくりの推進

・認知症について正しい知識を得てもらうため，引き続き市民，学生及び企業等に対して当該講座を案内
し，受講していただくことで，より多くの認知症サポーターを養成し，認知症の方が住み慣れた地域で継
続して生活できるような地域づくりに発展させる。

・高齢者数の増加など変化していく環境に対応するため，多様な社会資源を活用しながらサービスを提供
していく「地域包括ケアシステム」の構築に向けて，医療機関，介護事業所及び各種関係団体等との連携
を強化する。

主な役割

・民間企業等との要援護者見守り活動等協定を拡大し，民間企業等の活動を通した見守り体制の構築
・災害時における要援護者の支援体制構築についての関係部署との連携

・高齢者が自分の能力を活かしながら地域社会の構成員として積極的に参加し，元気に生き生きと健康寿
命を延ばせるよう，引き続き支援していく。

生きがい対応型デイサービス事業に
おける６０歳以上高齢者の利用者数

4,686人 4,685人 5,255人 6,169人

・認知症サポーターを活用した，他の認知症施策に取り組み，「協働」による認知症施策を推進する。

・ふれあいネットワークを活用して，地域の高齢者の課題把握に努め，要援護高齢者の支援を行う。

④生きがいづくりの推進（決算額：144,603千円）

6,700人

500人 D
ひとり暮らし老人等緊急通報システ
ム事業の利用者数

434人 406人 369人 361人

〇高齢者クラブ活動助成事業（各町内で組織する高齢者クラブの活動費補助）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
83.74％ 86.20％ 86.93％ 89.00％ B

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 △ 事業者 ○ 行政 ◎

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①国民健康保険（決算額：16,563千円）
〇国保税訪問相談事業（滞納者や未申告者を訪問し，納税相談や申告を勧奨する。）

②介護保険（決算額：5,911千円）
〇老人福祉計画及び介護保険（第５次土浦市老人福祉計画及び介護保険）

③国民年金（決算額：1,474千円）
〇国民年金事務事業（国民年金制度の啓発活動）
④生活保護（決算額：6,896,060千円）

⑤医療福祉制度（決算額：2,970,913千円）
〇医療福祉費支給制度（医療費の自己負担に対する一部助成）

〇特定健康診査未受診者勧奨通知事業（特定健診未受診者に受診勧奨のハガキを送付する。）

〇ジェネリック医薬品利用差額通知事業（調剤価格の縮減効果が高い対象者に差額通知を送付して切替を
勧奨する。）

〇扶助費（生活保護費及び中国残留邦人等生活支援給付金）

〇就労支援事業（就労についての相談や助言，求職活動支援，関係機関との連絡調整等を行う。）
〇診療報酬明細書点検事業（診療報酬明細書の点検を行い，疑義のある明細書について支払基金に再審査
請求をする。）

〇事業計画見直し事業（事業計画の進行管理，第６次土浦市老人福祉計画及び介護保険事業計画の策定）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－５】【２－４－５】【２－４－５】【２－４－５】

（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

５　市民生活のセーフティネットとしての社会保障制度の適正な運営

施策内容 ①国民健康保険　②介護保険　③国民年金　④生活保護　⑤医療福祉制度

・広報紙や年金パンフレット等を用いて，国民年金制度の啓発活動を行なう｡ パンフレットや解説書を準
備するとともに，日本年金機構等の研修会に参加し，職員が市民に対しわかり易い説明が出来るよう窓口
相談体制の充実を図る｡

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

国民健康保険事業の健全化への取組状況を表す指標です。茨城県市町村国保広域化等支援方針の現年度分
目標収納率を目標とします。
主な役割
施設入所者のうち要介護４・５の方
の入所率

55.4％ 55.9％ 54.4％

国民健康保険税収納率（現年度分）

100.0％ D

適切な介護サービスの提供状況の確認実態を表す指標です。全介護施設等を訪問することを目標としま
す。
主な役割

介護施設訪問割合 87.5％

・上記の自助努力により，新制度における歳入確保（保険者努力支援制度における支援金）を図り，財政
基盤を強化する。

D

介護保険の安定運営への取組状況を表す指標です。国の目標値と同水準を目標とします。

主な役割

今後の施策
内容の方向

①国民健康保険

②介護保険

③国民年金

④生活保護

⑤医療福祉制度
・助成対象者の拡大には，県制度の拡充などの財源確保が不可欠である。
・少子化対策として，効果的，必要性などを十分検証する必要がある。

・扶助費については，濫給，漏給の防止に努めるほか，他法他施策の活用による増加抑制を図る。さら
に，就労支援員により，生活困窮者や生活保護受給者の稼働年齢にある者に対して就労支援を強化し，医
療扶助費についても，引き続き病状調査や診療報酬明細書点検によって適正化を図っていく。

・医療費適正化への取組を強化し，歳出を抑制する。（特定健診・保健指導の受診率向上，ジェネリック
医薬品への切替率向上　等）
・国保税収納率の向上を図る。

・第７次計画の策定にあたって，実態調査等によりニーズを把握し，適切な整備数の検討を行い，指標の
達成に向けた計画を策定し，推進します。

87.5％ 86.1％

52.5％ 70.0％

87.5％



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
93.9％ 96.7％ 96.8％ 96.6％ 95.5％ A

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

市民 事業者 行政

③介護予防の推進

④感染症予防対策の推進

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①健康づくりの推進（決算額：5,303千円）

②母子保健の充実（決算額：382,584千円）
〇妊産婦に対する保健事業の充実（妊婦健診委託事業，マタニティ教室）

285人 250人 A
施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
４ヶ月児健康診査受診率
乳児健康診査の実施成果を表す指標です。乳児の健康増進を図るため，受診率を現状値より約１.５％増
とすることを目標とします。
主な役割
介護予防事業（二次予防対象者）の
効果人数

208人

介護予防事業の実施成果を表す指標です。第５次老人福祉計画及び介護保険事業計画（平成２４～２６年
度）で設定している効果人数の割合で平成２９年度の人数を目標とします。

〇健康増進施策の推進（健康つちうら２１（健康増進計画）の評価，第２次健康つちうら２１（健康増
進・食育推進計画）の策定，第２次健康つちうら２１の進行管理）

④感染症予防対策の推進（決算額：1,040,700千円）
〇各種予防接種率の向上（各種予防接種の実施）
〇感染症に関する予防対策の普及・啓発
⑤救急医療体制の充実（決算額：324,004千円）
〇地域医療対策事業（休日緊急診療（休日当番医），病院群輪番制病院運営）

〇救急医療体制強化支援事業（救急搬送受入れ体制の円滑化）
⑥地域医療の充実（決算額：975,937千円）

〇乳幼児に対する保健事業の充実（乳幼児健診，育児相談，生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業な
ど）
〇不妊治療費助成事業（特定不妊治療に係る費用の一部助成）
③介護予防の推進（決算額：7,906千円）
〇介護予防の推進（介護予防事業の推進，地域包括支援センターとの連携強化）

〇休日緊急診療所運営事業（休日緊急診療所運営）

〇医療体制強化事業（　平成24年より筑波大学へ寄附講座を設置し，同大学により霞ヶ浦医療センターへ
寄附講座の研究拠点としての「筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育ステーション」が設置され運営され
ています。）

〇公的医療機関運営支援事業（公的医療機関である土浦協同病院が行う政策医療等に対し，特別交付税制
度を活用した運営補助を実施しました。）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－６】【２－４－６】【２－４－６】【２－４－６】

（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

６　健康で生きがいのある生活を支える保険・医療の充実

施策内容
①健康づくりの推進　②母子保健の充実　③介護予防の推進　④感染症予防対策の推進　⑤救急医療体制
の充実　⑥地域医療の充実

289人225人

主な役割

主な役割

今後の施策
内容の方向

・参加者の身体状況，ニーズなどを的確に把握し，個々に応じた運動教室等への参加を促す。

・平成29年度に移行予定の「介護予防・日常生活支援総合事業」に合わせて，地域包括支援センター等の
関係機関と連携し，市が実施する介護予防事業だけでなく，地域で広く介護予防に資する運動教室が開催
されるような地域づくりを推進する。

・今後は，第２次健康つちうら２１に掲げた，健康づくり及び食育推進の各目標の実現に向け，個人を取
り巻く家庭，保育所・幼稚園・学校，地域，事業所，生産者，行政がそれぞれの特長を活かし一体となっ
て健康づくりの推進に取り組むことにより，健康で生きがいのある生活を送り，健康寿命の延伸を図って
いく。

・平成27年度からの母子保健の国民運動である「健やか親子２１（第２次）」により，妊産婦・乳幼児へ
の切れ目ない母子保健対策の推進を図っていくこととされており，本市の実情に合った母子保健サービス
を提供していく。

・介護予防教室等を経て，参加者の運動習慣が定着し，地域の運動教室等への積極的な参加につながるよ
うに支援する。

①健康づくりの推進

②母子保健の充実



⑤救急医療体制の充実

⑥地域医療の充実
・地域医療の更なる充実に資するため，医療課題について検討する。

・医師会，歯科医師会及び関係医療機関との連携により，初期救急医療体制として休日緊急診療所や休日
の在宅当番医制など，休日・夜間の緊急診療体制及び第二次救急医療体制，救急搬送受入れ体制の充実に
努める。

今後の施策
内容の方向

・引き続き感染症に関する予防対策の普及・啓発に努め，感染症の発生・まん延防止を図る。
・新型インフルエンザなどの新たな感染症の発生に備えて，庁内・関係機関との連携による健康危機管理
体制整備を図る。

・引き続き各種予防接種接種率の維持・向上及び安全な接種の実施を推進する。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
29.3％ 33.3％ 37.9％ 35.2％ 63.2％ D

市民 ○ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 事業者 行政

今後の施策
内容の方向

①総合的なバリアフリーの推進

②やさしい心の醸成

・小中一貫教育推進に向けて，各中学校区ごとの福祉啓発活動計画等の見直しを行っていく。
③多様な要望への支援体制の充実

・土浦市社会福祉協議会が主体となり，小中学生を対象とした疑似体験学習の実施により，また，生涯学
習の一環としても出前講座等で疑似体験学習の実施を継続し，他者の価値を認め，大切にする思いやりの
心を育み，高齢者や障害者への関心を高めるため，福祉啓発活動を推進する。

・公共施設の整備については，自動ドアの設置，段差の解消等の小規模な改修整備が平成22年度で完了し
た。長期計画については，施設の建替えまたは大規模改修に併せて，各施設管理担当課の個別計画の中で
取り組んでいます。

・平成27年３月に，短期に位置づけられている未了の事業及び中長期に位置づけられている事業につい
て，必要に応じて事業の実施時期を見直すとともに，関連する整備事業の進展に合わせ特定事業の内容の
見直しや追加等を行いカンマ特定事業計画を改訂した。今後も年２回のバリアフリー推進協議会の開催，
協議会を補完する意見交換会を実施し，「土浦市バリアフリー特定事業計画」に沿い各事業の進捗状況を
把握しながらバリアフリー化を推進していく。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
バリアフリー特定事業完了率
バリアフリーの推進状況を表した指標です。バリアフリー特定事業計画に基づいた１７４事業のうち，平
成２９年度末までに１１０事業（６３.２％）の完了を目標とします。
主な役割

主な役割

〇公共的民間施設整備助成事業（公共的施設を市内に有する者が当該公共的施設を高齢者，障害者等の利
用に配慮した施設に改善する場合に，予算の範囲内において補助金を交付する。）

〇ガイドボランティア派遣
〇ガイドボランティア養成講座（新規ボランティアの養成）

②やさしい心の醸成

〇福祉体験講座（小学生を対象に福祉体験を通して，児童の豊かな心の育成を図るとともに，福祉活動へ
の理解を深める。）

〇インスタントシニア体験（アイマスクや重りを体に装着し，高齢者やハンディキャップのある方への理
解を深める。）

・事業の周知を図り，新規ボランティアを養成するとともに，既存のボランティアのスキルアップを図
り，活動の継続を支援する。

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－４－７】【２－４－７】【２－４－７】【２－４－７】

（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

７　すべての人が安全で快適に暮らせるバリアフリーの推進

施策内容 ①総合的なバリアフリーの推進　②やさしい心の醸成　③多様な要望への支援体制の充実

〇バリアフリー特定事業（視覚障害者誘導用ブロックの補修・設置，土浦小学校前道路の整備（歩道
付），神立中央二丁目南交差点の音響信号機設置など）

〇出前講座「だれでもできるやさしいまちづくり」（高齢者や障害者の推移や「土浦市人にやさしいまち
づくり計画」の概要等について説明した後，車イスやアイマスク等を使用した疑似体験を行う。）

③多様な要望への支援体制の充実（決算額：333千円）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①総合的なバリアフリーの推進



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

・学校体育…学校教育全体を通した体育・スポーツ活動の充実と体力の向上
・学校健康教育…健康の保持増進のための実践力の育成を図る学校保健の充実

〇明るく豊かで活力のある生活を営む態度の育成を目指し，生涯にわたる豊かなスポーツライフ及び健康
の保持増進の基礎を培う学校体育・学校健康教育を推進する。

小学校
29.9％

小学校
44.2％

小学校
46.2％

〇教育情報化計画策定事業（教育情報化計画の作成とそれに基づくＩＣＴ機器を活用した教育活動の実
現）

〇外国語指導助手配置事業（小学校・幼稚園における外国語活動及び中学校における英語授業の補助）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

主な役割

茨城県学力診断のためのテストで県平

D

小学校４～６年生で読む本の冊数が
５０冊以上の児童の割合

中学校で読む本の冊数が３０冊以上
の生徒の割合

〇小中一貫教育推進事業（小中一貫教育推進のためのICTを活用した教育活動の充実（Web会議システム・
デジタル教科書・情報教育サポーターの配置））

〇耐震補強及び大規模改造事業（学校施設の耐震補強及び大規模改造事業）

〇つくば国際大学共催講座（健康・医療について共催講座を開催（生涯学習館））
〇健康医療教室（健康・医療について協同病院に依頼し専門講座を開催（生涯学習館））
〇社会・婦人学級健康教室（医師会に依頼し地域の健康教室を開催）

〇登録有形文化財建造物の調査（筑波大学教授の協力を得て調査を実施）
〇新治地区民俗調査（筑波大学民俗学研究室の教授、大学院生の協力を得て調査と報告書作成を実施）

〇土浦第二小学校屋内運動場改築事業（屋内運動場の改築）

⑨高校・大学等との連携強化（決算額：4,148千円）

〇ふるさと再発見プロモーション（「NPO法人ネイチャークラブにいはり」主催事情の講師）

⑩学校施設の整備・充実（決算額：6,639,246千円）
〇土浦小学校改築事業（校舎及び屋内運動場の改築）

〇手野町王塚古墳の測量調査（筑波大学考古学研究室の教授や学生の協力のもと、考古学実習として調査
を実施）

指　　標　　名

読書活動を通して子どもたちに豊かな人間性や国語力を育むことを目指した指標です。県の事業「みんな
にすすめたい１冊の本」と連携し，県平均と同等の達成率を目標とします。

⑧学校給食の充実（決算額：6,615千円）
〇学校給食の充実（土浦市立学校給食センター整備事業）

中学校
10.4％

中学校
9.4％

中学校
10.9％

中学校
11.3％

毎年度の
県平均値

小学校
47.6％

〇土浦二高茶道部の呈茶（展覧会事業に伴う、来館者への呈茶サービス）
〇「真鍋のさくら」組織培養による苗木増殖（民間企業の協力によりソメイヨシノの組織培養法による苗
木の増殖で世界で初めて成功）

〇都和小学校校舎改築事業（校舎の改築）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－５－１】【２－５－１】【２－５－１】【２－５－１】

（５）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

１　生きる力を育む学校教育の充実

施策内容
①幼児期の教育の推進　②特色ある学校づくり　③教育内容の充実　④豊かな心を育む教育の推進　⑤健
康・体力の増進　⑥社会の変化に適切に対応できる教育の推進　⑦特別支援教育の推進　⑧学校給食の充
実　⑨高校・大学等との連携強化　⑩学校施設の整備・充実　⑪小中学校の適正配置

①幼児期の教育の推進（決算額：48千円）
〇幼稚園教育振興事業（特色ある園づくり研究委託）
②特色ある学校づくり
③教育内容の充実（決算額：34,111千円）
〇小中一貫教育推進事業（推進のための非常勤講師の報酬，児童生徒交流のためのバス借り上げ）

⑪小中学校の適正配置

⑥社会の変化に適切に対応できる教育の推進（決算額：201,319千円）

⑦特別支援教育の推進（決算額：6,616千円）
〇特別支援教育推進事業（特別支援教育への理解・啓発のための取組等の実施）

④豊かな心を育む教育の推進（決算額：15,404千円）
〇宿泊体験学習事業（市内８中学校の全１年生による４泊５日の宿泊体験学習）
⑤健康・体力の増進

〇学力向上対策事業（標準学力調査業務委託）

〇環境教育推進事業（環境保全を推進するための学習により，児童生徒の実践的態度を育成する。）



市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎
1中学校区 1中学校区 8中学校区 8中学校区 8中学校区 A

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎
10,281人 10,563人 10,724人 10,984人 15,000人 D

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎
小学校40％ 小学校39％ 小学校40.8％ 小学校43％ 小学校55％

中学校45％ 中学校44％ 中学校45.2％ 中学校48.4％ 中学校60％

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎
80％ 80％ 93％ 97％ 100％ A

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎

今後の施策
内容の方向

・学校が組織として主体性を持ち，環境の変化を敏感に捉え，学校内で多様なアイディアを保持するとと
もに，保護者・地域の意思を適切に取り込み，それを活用していく体制づくりに努める。

・学校体育…学校の特色を生かした体力づくりの実践（体育の授業だけでなく，業間運動や放課後の活動
等の計画的・継続的な実践）を通し，市全体の体力テスト総合評価Ａ＋Ｂの割合を向上させていく。

・学校健康教育…児童生徒への指導を進めるとともに，家庭・地域への啓発（未成年者に対して売らな
い，危険性の再認識等）を進められるよう，学校・地域が連携した講演会等の提案をしていく。

主な役割

7項目 31項目

②特色ある学校づくり

③教育内容の充実

・幼児児童生徒に生きた外国語や異文化・生活に触れる機会の提供
⑦特別支援教育の推進
・教職員に対するさらなる研修の充実

⑧学校給食の充実

⑨高校・大学等との連携強化

・学校における情報セキュリティ対策の推進

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

D

小中一貫教育を実践している中学校
区

さわやかマナーアップ運動参加者数
年間を通したマナーアップに向けた取組を実施するための指標です。幼小中連携の事業推進とＰＴＡと連
携協力により参加者数の増加を目指します。

5項目 7項目

その年度に学習した内容についての定着度を測るための指標です。基礎的・基本的な知識・技能から活用
力まで測定する設問により，各学校及び市全体の課題を明確にし，その対応策について検討します。
主な役割

学校施設の耐震化率

均点を上回った学年・教科の数（小３
～６は４教科、中学生は５教科）

22項目

・言語活動の充実，体験的・問題解決的な学習の展開，ＩＣＴ機器の活用，小中一貫教育による，系統
的・継続的できめ細やかな指導を充実する。

D

子どもの体力増進のための取組成果を表すための指標です。体育の授業や日常の学校生活の中で体力づく
りを進め，小学校では５５％，中学校では６０％を目標とします。
主な役割

小中学校の体力テスト総合評価Ａま
たはＢの児童生徒の割合

９年間の連続した教育課程により，効果的な教育活動を実施するための指標です。研究して移行である真
鍋小学校と土浦第二中学校での取組を各中学校区の特性に合わせて全小中学校で実施し，質の向上を目指
します。

主な役割

・各校の道徳教育推進教師を中心に心の教育を推進するとともに，人権尊重の意識を高め一人一人を大切
にする教育の充実を図る。

・社会・婦人学級健康教室については，社会・婦人学級生だけではなく地域の健康教室となるよう，学級
生を中心に参加者の輪を広げる。

・第４次生涯学習推進計画では，土浦市に来たいと思う機会となるような学習連携による専門講座の充実
を目標としている。

・医療,福祉等の関係機関との連携の推進

・地産地消に取り組みながら食育指導（見学スペース）や学校給食衛生管理基準に沿ったコンパクトで効
率的な施設建設を検討し，歳出の抑制を図る。

・豊かな心育成コーディネーターを中心に，規範意識の高揚と公共マナーの向上を目指し，学校，家庭，
地域との連携協力を深める。

・コンピュータに命令を出し，コンピュータを活用していくためのプログラム教育の推進

・つくば国際大学の専門講座については，公民館講座のほか，社会・婦人学級や家庭教育学級でも活用を
図る。

・豊かな体験の機会の充実を図る。

④豊かな心を育む教育の推進
・宿泊体験学習の企画内容の検討を行う。

⑤健康・体力の増進

⑥社会の変化に適切に対応できる教育の推進

①幼児期の教育の推進
・市立幼稚園閉園に伴い，幼児教育施設に対する指導体制や組織の再編が必要である。

・持続可能な開発のための教育（ESD）の視点による指導計画への位置付け
・自国文化や異文化の理解を深める指導の充実

・「相談支援ファイルつちうら」を活用した個別の教育支援計画の策定及び活用の充実
・特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制の整備

安心・安全な学校施設の整備状況を表す指標です。文部科学省の方針に沿って平成２７年度までに１０
０％にすることを目標とします。
主な役割



今後の施策
内容の方向

⑪小中学校の適正配置

・今後，上大津地区の小学校については，対象となる小学校の保護者や地域住民等との意見交換を行いな
がら，適正配置の進め方を検討していく必要がある。

⑩学校施設の整備・充実
・今後も高校・大学や専修学校・民間企業・NPOなどと連携を目指す。

・昭和年代に建築された学校施設は，現在の教育環境（ＩＣＴや少人数学習等）に対応しきれない建物が
多いため，これまでの大規模改造に加え，質的整備を加味して計画立案していく必要があると思われる。

・新治地区小中一貫校については，平成２６年５月に設置した開校準備協議会及び昨年設置した３つの専
門部会が軌道に乗り始めたので，引き続き各種課題や問題点を解決しながら，平成３０年４月の開校に向
けて準備を進めていく予定である。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
394,710点 449,893点 487,584点 505,584点 500,000点 A

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎
369,572人 344,250人 375,066人 367,533人 430,000人 D

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

市民 事業者 行政

活発な図書館活動状況を表す指標です。市民に役立つ図書館サービスの提供を一層推進し，既存施設での
１０％増に加え，平成２５年に開館する新治分館を見込み，５００,０００点の貸出点数を目標としま
す。

主な役割
各地区公民館の利用者数
生涯学習拠点としての公民館の利用状況を表す指標です。学習支援機能の見直し等により，年間１０,０
００人程度の利用者増加を目標とします。
主な役割

主な役割
①学ぶための環境づくり

②人や地域のネットワークづくり

・平成28年３月に策定した「第4次土浦市生涯学習推進計画」に基づき，「ともに学び　活かし　楽しむ
生涯学習都市　土浦」の基本理念のもと，行政・市民・学校・地域などと連携した，いわばまちづくりに
寄与する生涯学習の展開を進める。なお，生涯学習活動への積極的な参加を促すための生涯学習顕彰制度
について策定する予定である。

・公民館施設については，公共施設総合管理計画との調整を図りつつ，各施設が充分な機能が発揮できる
よう，適切な維持管理に努める。

・生涯学習ボランティアの一つとして，公民館同好会等生涯学習を推進する団体の育成に努めるほか，学
校支援ボランティア，人材バンク登録者など生涯学習ボランティアの登録者の拡大に努め，市民との協働
で「生涯学習都市土浦」の創造を目指す。

③学習成果を活かす仕組みづくり

④新図書館の整備・推進
・生涯学習・情報の拠点施設である図書館として，魅力的なサービスや円滑な運営の実施に努める。
・開館時間の延長や開館日数の拡大により，市民の利便性の向上を図り，集客や賑わいの創出に努める。

⑤「子ども読書活動推進計画」に基づく取組の推進

・人材バンクや学校支援ボランティアなどの人材活用の場の拡大や各種発表会等の生涯学習成果を発表す
る場の拡大を図る。

・個々の生涯学習の目的を，個人充足から地域社会への貢献へのシフトを促すことにより，市民の学習が
まちづくりに活かされるようにしていく。

・新図書館の運営において，民間活力の有効活用により，職員が図書館の基幹的業務に専念できる体制を
構築するとともに，運営コストの縮減を図る

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
図書館の貸出点数

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①学ぶための環境づくり（決算額：2,463千円）
〇生涯学習推進計画の進行管理（生涯学習推進協議会の開催，第４次土浦市生涯学習推進計画の策定）
②人や地域のネットワークづくり（決算額：869,780千円）
〇新治地区公民館建設事業（（新）新治地区公民館の建設）
〇各地区公民館管理運営事業（公民館維持管理等（修繕料））
③学習成果を活かす仕組みづくり（決算額：7,749千円）
〇文化講演会・家庭教育のつどい・社会婦人学級発表会（学習成果を公開するための発表会の開催）

④新図書館の整備・推進（決算額：67,499千円）
〇新図書館整備事業（設計業務委託）

〇各種サービス推進（ブックスタートボランティア募集・養成講座，図書館での認知症講座開催）

〇ブックスタート事業（10か月児育児相談会場での読み聞かせと絵本の配付【H25～H27】）

今後の施策
内容の方向

〇社会教育学級（家庭教育学級，社会・婦人学級）運営委託（社会教育学級に学習運営を委託）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－５－２】【２－５－２】【２－５－２】【２－５－２】

（５）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

２　自己表現を最大限尊重する生涯学習の振興

施策内容
①学ぶための環境づくり　②人や地域のネットワークづくり　③学習成果を活かす仕組みづくり　④新図
書館の整備・推進　⑤「子ども読書活動推進計画」に基づく取組の推進　⑥図書館サービスの充実

⑤「子ども読書活動推進計画」に基づく取組の推進（決算額：5,092千円）

〇図書館学校支援事業（嘱託任用【H25】，学校司書等研修【H26,H27】）
〇第２次計画策定（策定会議（５回），パブコメ，アンケート）
⑥図書館サービスの充実（決算額：23,180千円）
〇新治地区分館整備（新治地区公民館の中に図書館分館を整備）



・新図書館を身近に感じられる取組を実施し，PRに努め，新図書館の利用を促す。

・図書館に豊富な資料を揃え，子どもたちの身近で活動する団体（学校，読み聞かせ）の支援体制を整え
る。

・多様なニーズに対応するため，社会貢献への意欲を持つ市民の学習成果の活用や，ビジネス，医療・健
康情報，法律，地域資料の収集・提供等のサービスを計画的に展開するとともに，幅広い事業に対応する
ボランティアを育成・活用することで，各種サービスの充実を図る。

・市民が気軽に足を運べる，生涯学習・情報収集の最大の拠点として，役に立つ・利用しやすい図書館を
目指す。

⑥図書館サービスの充実

・平成27年度に第１次計画期間が終了し，今後は，子どもたちが本に親しむ機会の提供，子どもたちが読
書を楽しむ環境の整備，子どもの読書活動に対する社会全体の理解と関心を高めることの３つを柱とした
第２次計画に基づき，子どもの読書活動を推進する。

今後の施策
内容の方向



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
133人/日 112人/日 105人/日 111人/日 150人/日 D

市民 ◎ 事業者 △ 行政 ◎

市民 事業者 行政

〇土浦郷土かるた子ども会対抗中央大会（郷土かるたの大会を通じ，土浦の歴史・文化・産業等を学
ぶ。）

〇子ども会対抗ドッジボール中央大会（団体球技を通して、児童同士の友情や健全な心身の育成を図
る。）

〇子ども会リーダー講習会（小学4～6年生を対象に子ども会のリーダーを養成するための講習会を行
う。）

〇子ども会指導者養成講習会（子ども会育成会役員を対象に、子ども会指導者の育成を図る。）

〇「土浦郷土かるた」史跡めぐり（郷土かるたに描かれた史跡を見学し，郷土意識の高揚と地域とのつな
がりを促す。）

今後の施策
内容の方向

①健全な環境づくりの推進

②健全育成事業の推進

③青少年施設の充実と活用

④放課後子どもプランの推進

・各事業については，子ども会育成連合会が中心となって実施しているもので，今後の実施にあたって
は，時代に即した事業のあり方を検討し，目的をより明確化するとともに，実施内容の見直しを図り，参
加したくなる事業の実施に取り組むよう支援する。また，事業の実施に当たっては，常にB/Cを意識しな
がら経費の削減に努め，子ども会育成連合会の独自性を前面に打ち出した事業実施に当たることを支援す
る。

・青少年の家については，施設の老朽化・需要の減少等に鑑み，事業の継続も含めて再検討する。こども
ランドについては，適切な管理により設備の長寿命化を図るとともに新規イベントの開催やPRを強化する
ことにより、新規利用者の獲得に努める。

・国の方針である，放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型運営を効率的に推進するため，両事業を
合わせた形での業務委託を順次進め，併せてサービスの質の向上を図る。放課後子供教室については，年
次計画により，全校での実施を目指す。

・白ポストについては，塗装等が剥離し，表示も不鮮明になっていることから，改めて塗装等を施し，設
置の意義を明確にする。その他，小・中学校間や相談員間のネットワークの構築に努め，現在の事業を継
続していく。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
こどもランド利用者数
青少年施設の充実と活用への取組成果を表す指標です。平成２３年度にリニューアルを実施し，子育て支
援や講座の充実を図り，現状の１０％増加を目標とします。
主な役割

主な役割

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－５－３】【２－５－３】【２－５－３】【２－５－３】

（５）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

３　次代を担う青少年の健全育成

施策内容
①健全な環境づくりの推進　②健全育成事業の推進　③青少年施設の充実と活用　④放課後子どもプラン
の推進

〇各種キャンペーン（土浦・神立・荒川沖の駅前で青少年の健全育成や非行防止を呼び掛け）

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①健全な環境づくりの推進
〇青少年相談員合同指導（土浦駅前での青少年合同指導）

〇白ポスト回収（土浦駅・神立駅・荒川沖駅に設置してある白ポストの回収）
②健全育成事業の推進（決算額：6,530千円）
〇子どもまつり（郷土意識の醸成や子ども会活動の振興のため、市子連が中心となって行う。）

③青少年施設の充実と活用（決算額：3,036千円）
〇こどもランド各種講座の開催（読み聞かせ，バルーンアート，マジック等の開催）

④放課後子どもプランの推進（決算額：204,562千円）
〇放課後児童クラブ室の更新及び増設（入所児童数増加に合わせて児童クラブ室を12室設置した。）

〇施設・設備の補修，修繕（青少年の家，こどもランド遊具等）

〇放課後子供教室推進（実施校を順次拡大し，H27年度末で９校とした。（３年間で３校開設））
〇放課後児童クラブ高学年受入れ（H27年度から４～６年生も受け入れることとした。）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
341点 375点 389点 336点 400点 D

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 ○ 事業者 △ 行政 ◎

〇上高津貝塚・武者塚古墳修繕（広場園路、屋外展示物、説明板等の修繕）
〇広場清掃委託（広場の除草芝刈り伐採等の清掃委託）
〇武者塚古墳清掃（武者塚古墳の清掃謝礼（上坂田地区））

〇展覧会事業の充実（博物館の特別展，テーマ展，季節展示などの展覧会と関連行事，上高津貝塚ふるさ
と歴史の広場の特別展，企画展，テーマ展などの展覧会と関連行事）

〇土浦市史の編纂事業（市史関係資料集の刊行(印刷製本)，古文書目録の刊行(印刷製本)，古文書資料写
真版複製本作成（藩士関係），新治地区民俗調査）

〇指定文化財団体への補助金（県指定無形民俗文化財の３件について，維持保存を図るための補助金を支
出）

〇埋蔵文化財発掘調査の整理作業（市道工事等に伴う発掘調査の整理作業）
〇出土品保存処理（市内出土の鉄製品などの保存処理）
〇武者塚古墳出土品撮影（指定に向けた武者塚古墳出土品の撮影）

〇土浦城址土塁修繕（県指定文化財「土浦城跡及び櫓門」の土塁修繕）

〇市民会館自主文化事業（市民文化の高揚を図り，豊かな感性を育むために幅広い年齢層を対象とした事
業を実施）

〇美術品展示室の整備（「土浦駅前北地区市街地再開発事業」の複合施設としてギャラリーの整備を図
る。（基本設計，実施設計，本体工事着工））

〇土浦薪能開催（歴史的遺産の保護及び古典芸能の振興を目的とし土浦薪能倶楽部による「薪能」の開催
を支援）

〇土浦市文化協会運営補助（土浦市文化協会（市内を中心に活動する各種文化団体等で組織）の活動を支
援）

〇指定文化財修理費等補助金（有形の指定文化財について，保存を検討するとともに修理費の補助を支
出）

①芸術文化活動の推進

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
市展出展数
文化芸術活動の推進成果を表す指標です。芸術や文化を，より身近に触れることのできる機会を確保する
ため，出展しやすい環境づくりに努め，更なる周知を図り，４００点を目標とします。
主な役割

市民の歴史や文化への意識高揚に向けた取組成果を表す指標です。地域の歴史や文化への意識の高揚を図
るため，利用者数を現状値より約５％増とすることを目標とします。
主な役割

50,000人 A
博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の
広場の利用者数

47,030人 71,213人 54,449人 58,231人

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①芸術文化活動の推進

②文化施設等の整備充実

③文化財の保護と活用
〇『新治の石仏』の刊行（文化財愛護の会の協力を得て，新治地区の石仏調査を実施し，書籍を刊行）
〇文化財説明板の設置（指定文化財の説明看板について，古くなったものの改修や新規設置を実施）

〇「東城寺経塚群」草刈委託（県指定文化財「東城寺経塚群」の下草刈り清掃）

⑥博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場活動の充実

⑦第二次土浦市史の編さん

④埋蔵文化財の保護と活用
〇埋蔵文化財確認調査事業（開発に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地の確認調査）
〇学術調査（上高津貝塚周辺，法雲寺の学術調査）

⑤史跡の整備と活用
〇「水戸街道松並木」管理委託（市指定文化財「水戸街道松並木」の年間管理）

〇「矢口家住宅」災害復旧事業費補助金（東日本大震災で被災した県指定文化財建造物「矢口家住宅」の
解体復元補助）

〇市展（７部門の作品（日本画，洋画，彫刻，美術工芸，書，写真，デザイン）を募集し，美術展覧会を
開催（土浦市美術展委員会が運営））

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－５－４】【２－５－４】【２－５－４】【２－５－４】

（５）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

４　文化・芸術活動の振興

施策内容
①芸術文化活動の推進　②文化施設等の整備充実　③文化財の保護と活用　④埋蔵文化財の保護と活用
⑤史跡の整備と活用　⑥博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場活動の充実　⑦第二次土浦市史の編さん



⑤史跡の整備と活用

⑦第二次土浦市史の編さん

・水戸街道松並木の史跡整備を継続していく。

・上高津貝塚ふるさと歴史の広場や武者塚古墳は利用者の安全や利便性を図るために，日常の清掃，修
繕，説明板の設置等を引き続き実施するが，清掃の効率化の検討や，劣化防止のための日常管理に取り組
む。

・博物館は、国宝や重要文化財の「公開承認施設」の継続を維持し，地域の特色を充分にアピールできる
興味深い展覧会を開催する。上高津貝塚ふるさと歴史の広場は，史跡公園の特色を充分に活かした展覧会
事業を展開し，周辺の自然環境も活用した活動を推進する。

・埋蔵文化財包蔵地の周知を促進し，問合せ内容の記録を徹底するとともに，確認調査件数の抑制に努め
る。

・県指定民俗文化財などの民俗芸能の継承については，今後とも適切な助成を行い，保護育成に努める。

今後の施策
内容の方向

②文化施設等の整備充実

③文化財の保護と活用

④埋蔵文化財の保護と活用

・遺跡の周知や開発機関との調整を行うことによって，遺跡の湮滅を出来るだけ少なくする。

・指定文化財の修理については，緊急性を検証しつつ，所有者とも十分な協議を行って計画的に取組む。
維持管理について理解を深めるための対策を検討する。

・博物館を拠点に，市史に関わる資料の収集保存や調査研究，資料集・解説書などの刊行や情報の定期的
な発信を進める。土浦市史編さん事業は，「歴史と文化が織りなす土浦の未来」をキャッチフレーズに，
その成果を地域の貴重な「歴史資産」，「文化資産」として継続的に蓄積する事業である。これらの資産
は，質の高い地域の財産であり，市の活性化に向けて多様な活用に供することが可能である。

・劣化が早い金属製品や木製品について，資料的価値が損なわれないよう速やかに保存処理を行う。

・土浦市の歴史解明のため市内重要遺跡の学術調査を引き続き実施し，開発に伴う発掘調査についても速
やかに効率的に整理作業を行い，資料や調査研究成果の積極的な公開に努める。

・国・県補助を含む民間助成団体の助成事業などの申請も有効に活用していく。
・博物館や考古資料館と連携し，指定文化財の保護と活用を図る。

・土浦城址整備基本計画に基づく整備を推進していく。

⑥博物館・上高津貝塚ふるさと歴史の広場活動の充実

・近隣等の類似施設を参考にしながら，利用しやすい施設内容と魅力的な事業の展開等により，賑わいを
創出できる施設となるように，施設整備と活用を進める。

・今後も，各種文化団体の育成と自主的活動を支援するとともに，市民会館の自主文化事業の充実を図る
など，芸術文化の振興を推進する。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
22,162人

(H24データ)

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
517,731人 574,205人 621,924人 670,044人 555,000人 A

市民 ◎ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 事業者 行政

今後の施策
内容の方向

①スポーツ・レクリエーション活動の推進

②競技スポーツの充実

③スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実

・学校体育館等を引き続き活用するなど，市民のスポーツ・レクリエーション活動を推進するための環境
を整えるとともに，スポーツ推進委員やスポーツ少年団指導者等に対する講習会や各種スポーツ教室等を
開催し，子供から高齢者及び障害者のスポーツ・レクリエーション活動を推進する。

大規模な新しい大会が各地で開催されてきていることに加えてマラソンブームがひと段落していることか
ら，今後は大会間での競争がより激しくなり淘汰される大会が出てくることが想定される。このようなこ
とから、ランナーを飽きさせない，かすみがうらマラソンを走りたいと思っていただくような取り組みを
推進していく。また，今後とも安心安全かつ効率的な大会運営に努める。

・既存施設を有効に活用するため，計画的に各施設の改修を実施し，安心・安全な施設管理を図る。水郷
体育館については茨城県の施設であることから、茨城県に対して改修要望を継続して行う。

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

〇川口運動公園整備事業（サブグラウンド改修・野球場改修）
〇市民運動広場整備事業（駐車場舗装）
〇神立公園野球場整備事業（内野面改修）
〇木田余地区市民運動広場整備事業（駐車場舗装）
〇南部地区運動広場整備事業（新設整備(用地費含む））

〇かすみがうらマラソン大会（大会運営補助金）
〇市体育協会各種スポーツ大会の開催（専門部（25部）主催の各種大会の開催）
〇スポーツ少年団各種大会の開催（全国大会等土浦予選会の開催）
③スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実（決算額：2,702,352千円）

〇水郷プール再整備事業
〇中貫公園整備事業（トイレ水洗化工事）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

競技スポーツやスポーツ大会の充実への取組成果を表す指標です。安心・安全な大会運営を図るため，参
加者を２５,０００人とし大会の充実を図ります。
主な役割
体育施設利用者数

主な役割

かすみがうらマラソン兼国際盲人マ
ラソンかすみがうら大会参加者数

18,104人 22,270人 22,979人 25,000人 D

スポーツ・レクリエーション施設の整備・充実への取組成果を表す指標です。現状より３.５％増を目標
とします。
主な役割

①スポーツ・レクリエーション活動の推進（決算額：34,300千円）
〇市民体育祭の開催（市内15～16地区で開催。市体育協会への委託事業）
〇学校体育館等開放事業（体育館及び運動場の開放）
〇スポーツ推進委員（72名を委嘱し，各地区スポーツ事業を企画運営。）
②競技スポーツの充実（決算額：63,505千円）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－５－５】【２－５－５】【２－５－５】【２－５－５】

（５）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

５　すべての市民が親しむスポーツ・レクリエーションの振興

施策内容
①スポーツ・レクリエーション活動の推進　②競技スポーツの充実　③スポーツ・レクリエーション施設
の整備・充実



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
市民　63％ 市民　72.8％ 市民　70％

事業者62％ 事業者63.9％ 事業者70％

市　　68％ 市　　91.6％ 市　　80％

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 △ 事業者 △ 行政 ◎

市民 事業者 行政

〇住宅用環境配慮型設備導入補助事業（住宅用太陽光発電システム,高効率給湯器他設置者に対する補
助）

今後の施策
内容の方向

①環境基本計画の推進と進行管理　

②市民・事業者・行政の三者協働による施策の推進

③地球環境の保全

・認証継続の有無にかかわらず，職員の意識を更に向上し活動の継続する。

④エネルギー対策の推進

・ＩＳＯ１４００１の認証の返還により外部機関による審査はなくなったが，内部監査で多くの指摘が活
動は，外部機関の審査により活動の振返りが行われているため，認証を継続して行きたい。

・計画の見直しに伴い，目まぐるしい環境の変化に対応した施策の策定と共に，進捗管理体制を見直し，
効果的でより精度の高いものとする。

・現行の環境基本計画が，Ｈ３３年度に計画期間が満了することから，第三期の環境基本計画の中にも市
民や事業者との協働の取組みを位置付けて行く。（Ｈ２８年度は第二期の中間見直し期間）

・現在活動中の「環境基本計画推進協議会」の取組みについても，協議会における活動を更に大きな活動
に広げるため，地区市民委員会や町内会などとの連携を強化して行く。

・率先実行計画を見直し，対象範囲の拡大やＥＭＳを組み込むことで，より効果的に環境保全，地球温暖
化防止に取り組む。

⑤環境負荷の低減

・太陽光発電システム補助金額の増加は見込まれないため，平成28年度より受付を開始した，地中熱利用
ヒートポンプシステムの新しい補助金対象を考えていく。
・公共施設における街灯のLED化を図り省エネ改修を進める。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

市民・事業者・市の三者ごとの主体
別行動計画の取組率

-
-
-

-
-
-

関係者が一体となった環境にやさしいまちづくりへの取組状況を表す指標です。環境基本計画に定める主
体別行動計画の取組状況の約１０％向上を目標とします。
主な役割

主な役割

主な役割

A

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－１】【２－６－１】【２－６－１】【２－６－１】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

１　持続可能な地球環境の保全

施策内容
①環境基本計画の推進と進行管理　②市民・事業者・行政の三者協働による施策の推進　③地球環境の保
全　④エネルギー対策の推進　⑤環境負荷の低減

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

〇環境施策の推進（環境審議会による各年ごとの進捗状況の管理，環境計画進行管理委員会による各年ご
との進捗状況の管理）
②市民・事業者・行政の三者協働による施策の推進（決算額：2,371千円）

〇地球温暖化防止行動計画の推進（土浦市地球温暖化防止行動計画の見直し）

④エネルギー対策の推進（決算額：56,500千円）

〇環境基本計画推進協議会（協議会の開催と事業の推進（環境展含む））
〇土浦エコパートナー協定（市内事業者と協定を締結し，低炭素・循環型社会づくりを目指す）
③地球環境の保全（決算額：3,992千円）

〇公共施設の省エネ化（公共施設に太陽光発電,太陽熱温水器等を設置する）
⑤環境負荷の低減（決算額：5,167千円）
〇ISO14001,EMSの推進（エコオフィスの推進）

①環境基本計画の推進と進行管理（決算額：489千円）

〇率先実行計画の推進（取組カードによる取組み状況調査，公共施設への省エネ設備導入（インバータ，
ＬＥＤ照明，高効率エアコン等））

〇土浦市役所環境保全率先実行計画の推進（事務事業から排出する温室効果ガスの削減）



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

〇自動車排ガス環境濃度調査事業（市内の主要地点での自動車排ガス濃度測定を実施し，環境基準の達成
状況を把握することを目的に実施した。現在は，県による調査結果の情報収集に努めている。）

〇ダイオキシン類に係る土壌・大気環境調査事業（市内数箇所での大気及び土壌中のダイオキシン類を調
査し，環境基準の達成状況等を把握することを目的に実施した。H28年度以降は，県による調査結果の情
報収集に努める。）

〇公共用水域水質分析事業（市内霞ヶ浦流入河川及び霞ヶ浦の採水分析を行い，水質状況を把握し，環境
（水質）の保全に資することを目的に実施している。）

〇河川等低質土壌分析調査事業（河川底質及び農用地水田土壌等における環境基準の達成状況等を把握す
ることを目的に実施している。近年の実施頻度は５年に１度で，次回はH30年度を予定している。）

指　　標　　名

〇自動車騒音常時監視評価システム整備事業（騒音規制法第18条に基づく法定調査であり，市内測定地点
を5エリアに分割し，5年ローテーションで測定を実施している。）

〇生活排水路浄化施設維持管理事業（虫掛及び沖宿地区の生活排水路浄化施設を適切に維持管理し，生活
排水路の浄化を図る。（H25～H27年度ともに実施））

〇緊急水質事案対応事業（油流出や魚のへい死，アオコの大量発生などの緊急に対応する必要がある水質
事案の対応をする。）

〇工場事業等水質分析事業（工場・事業場が適正な水質で排水しているかについて立入し，採水分析を
行っている。（H25年度56事業所118検体，H26年度56事業所116検体，H27年度60事業所111検体））

〇生活排水対策推進計画事業（水資質汚濁防止法に基づく計画の策定事業で，平成25年度に2期計画の中
間年度の改定を行った。）

〇廃食用油回収事業（水質汚濁負荷の高い家庭用の廃食用油を回収し，再利用することで生活排水による
水質汚濁の負荷を削減する。町内回収及び拠点回収を実施。拠点回収をシルバー人材センターに委託
（H25年度12,527ℓ，平成26年度15,384ℓ，H27年度21,378ℓ））

〇小学生水の情報交流会（講師による講和や水質分析実験を通して水質の浄化意識を育む。）
〇中学生水環境研修（霞ヶ浦での実地体験のほか，水質浄化実験等を行い，浄化意識を高める。）

④環境保全意識の啓発と場の整備（決算額：1,877千円）

〇霞ヶ浦流入河川水質一斉調査（小学生が身近な河川を調査することにより，環境に対する関心と理解を
深める。）
〇節電キャンペーン（節電及び地球温暖化対策を推進するため,県内一斉街頭キャンペーンを実施。）

〇各種イベント会場での啓発

〇身近な水環境の全国一斉水質調査（小学生が身近な河川を調査することにより，環境に対する関心と理
解を深める。）

〇グリーンカーテン（省エネへの取組と温室効果ガスの排出量を削減するため,一般家庭や事業所への設
置を推進する。）

〇エコプロダクツツアー（国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ」に親子で参加することで環境に対
する関心と理解を深める。）

〇エコキッズクラブ（市内小学生の保護者などメール会員を募集し，環境イベント情報等を配信する。）

〇宍塚大池野生ハス刈取等除去事業（宍塚大池内に大量繁茂した野生ハスを刈りとり，開水面を確保する
ことで，日本有数の里地・里山に生息する希少水生植物等を保全し，残された貴重な自然環境の保全に努
る。）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－２】【２－６－２】【２－６－２】【２－６－２】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

２　恵まれた自然環境の保全

施策内容
①自然環境の保全　②霞ヶ浦の水質浄化　③環境教育の推進　④環境保全意識の啓発と場の整備　⑤環境
情報の収集と提供

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①自然環境の保全（決算額：3,401千円）

〇自然環境調査（身近な自然環境を調査し作成した環境マップを環境教育に活用する。）
②霞ヶ浦の水質浄化（決算額：20,589千円）

③環境教育の推進（決算額：2,577千円）

〇湖上セミナー（霞ヶ浦の湖上で水質検査を体験することで，水質浄化意識の向上を図る。）

⑤環境情報の収集と提供（決算額：7,643千円）

〇親子水の探検隊（霞ヶ浦に流入する河川の源流を探り，汚濁の原因の中でも大きな割合を占める家庭排
水について考えることにより，浄化意識の心を育む。）

〇「霞ヶ浦ドクター」養成講座（市内の小学4年生を対象にクラス単位で講義や水質分析実験を行い、環
境に対する意識の向上を図る。）

〇出前講座(地球温暖化,廃ｶﾞﾗｽ,ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ,料理教室)（市民の皆さんの活動の場へ出向く出前講座で環境
学習のメニューを設け,意識向上を図る）



60事業所 56事業所 56事業所 60事業所 60事業所
23事業所 14事業所 16事業所 15事業所 0事業所

市民 △ 事業者 ◎ 行政 ◎

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
17ヵ所 23ヵ所 23ヵ所 24ヵ所 23ヵ所 A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
11校 15校 17校 13校 20校 D

市民 ○ 事業者 △ 行政 ◎

・環境省モニタニング1000の里地・里山コアサイトに指定されている宍塚大池について，認定NPO法人か
ら，環境保全に対して陳情があることから，当池の希少な水生植物に対しての見地を調査するとともに，
適切な環境保全について検討していく。

基準超過事業者数

浄化施設放流水ＢＯＤの河川環境基
準達成率

80％
虫掛50％

沖宿100％

廃食用油回収拠点数
生活排水対策意識の普及状況を示す指標です。民間店舗等の協力により廃食用油の回収拠点を３５％増加
させることを目指します。

D

監視検査事業者数

事業所系排水対策への取組状況を表す指標です。現状値より２０％多い事業所への監視検査の実施と基準
超過事業所の絶無を目標とします。
主な役割

②霞ヶ浦の水質浄化

③環境教育の推進

主な役割

④環境保全意識の啓発と場の整備

主な役割

⑤環境情報の収集と提供

・今後も国，県などと連携し，霞ケ浦の水質浄化を推進する。

・協働による環境保全への取組を推進するため，一人一人の環境に対する高い意識の形成が重要となるこ
とから，学校教育や生涯学習，事業所における研修などあらゆる機会を通じた環境教育や環境学習の充実
を図ります。

出前講座実施校数

環境学習の普及状況を表す指標です。市内全小学校での実施を目指します。

・公共用水域の水質測定，自動車騒音常時監視等の環境調査を実施し，公開するとともに，国や県，研究
機関等の環境調査のデータの収集に努め，市独自で実施すべき調査項目を精査する。また，公害を未然に
防止し，安全で効果的な天然資源・自然エネルギーの利用を促進するために，地下水流動量調査や地下熱
有効利用調査等を検討する。

・関係機関及び市民団体等との連携強化に努めるほか，学校教育や生涯学習を通じて環境教育を推進し，
環境保全意識の啓発を図ります。また，環境学習や情報人材交流の拠点として，茨城県霞ケ浦環境科学セ
ンターの活用を図るとともに，野外フィールドの整備を促進します。

①自然環境の保全

主な役割

虫掛0％
沖宿100％

虫掛50％
沖宿100％

100％

霞ヶ浦の水質浄化に向けた取組成果を表す指標です。家庭排水路浄化施設放流水の全水質検査において，
河川水質での環境基準であるＢＯＤ２ｍｇ/ℓ以下の達成を目指します。

C

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

今後の施策
内容の方向



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
52,513t

(14.6％)

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎
7,146t 12,364ｔ

(11.6％） (24.1％）

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ◎

〇ごみ処理施設の適正管理（最終処分場中長期整備計画策定）

〇処理困難物の適正処理（一般廃棄物処理計画による処理困難物の指定，不法投棄防止対策連絡協議会等
関係機関との調整）

④環境（ごみ）教育の推進（決算額：1,390千円）
〇環境教育，啓発の推進（出前講座，懇談会，社会科副読本発行，資源リサイクル普及啓発）

〇管理型最終処分場延命化対策事業（調整槽水中ブロア取替工事，凝集沈殿槽攪拌機更新工事，放流ポン
プ取替工事，ろ過原水ポンプ取替工事，既設取水ポンプ取替工事）

・県南県民センター環境・保安課事務局の「不法投棄防止対策連絡協議会」等と調整し，さらに近隣自治
体とも連携して，処理困難物等の不法投棄の未然防止と，情報収集に努めます。

・今後３年間は，焼却施設の基幹的設備改良工事に伴い，焼却処分できないごみの外部処理委託を行う必
要があります。

・出前講座・広報啓発物の作成・ごみ処理施設の見学会等，体験を通して学ぶ様々な機会を設け，市民の
ごみ減量，資源リサイクルに対する意識の醸成を図ります。

・単身世帯，アパート入居者等へのごみ出しルールやマナーの徹底を図るため，今後も不動産会社等に対
し情報提供を行い，ごみの減量・資源リサイクルの理解と協力を求めます。

・生ごみの減量化，販売店回収の活用，買い物袋の持参や過剰包装の自粛等による家庭ごみの発生及び排
出抑制を図ります。また，ごみ処理有料化の導入により，公平なごみ処理費用の負担を検討します。
・事業系ごみについても，事業者の協力を得ながら，適正排出の指導による減量化を推進します。

・本市のリサイクルに大きく貢献している子ども会廃品回収事業への支援を継続し，分別収集事業と併せ
てさらなる資源化を推進していきます。

③安全かつ適正な処理体制の確立（決算額：1,628千円）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－３】【２－６－３】【２－６－３】【２－６－３】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

３　ごみ処理の適正化とリサイクルの推進

施策内容
①廃棄物等の発生及び排出抑制の推進　②資源物のリサイクル推進の強化　③安全かつ適正な処理体制の
確立　　④環境（ごみ）教育の推進　⑤市民・事業者・市の三者による協働　⑥最終処分場の適正管理の
推進　⑦施設の延命化対策

①廃棄物等の発生及び排出抑制の推進（決算額：5,459千円）
〇ごみの発生及び排出抑制の推進（ごみ減量化の推進，ごみ有料化の調査）
②資源物のリサイクル推進の強化（決算額：1,521,015千円）
〇資源リサイクル推進（分別収集，子ども会廃品回収）

⑤市民・事業者・市の三者による協働（決算額：57千円）

⑥最終処分場の適正管理の推進

ごみの減量化目標 61,462t

⑦施設の延命化対策（決算額：5,652,079千円）

〇三者間の適正な役割分担・協力（各市民団体，事業者との連携，さわやか環境指導員，地域住民との連
携）

60,382t 58,064t C

・小学生向け社会科副読本を発行するなど，次代を担う子供たちの環境教育の推進に努めます。

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

60,907t

主な役割

資源化目標 7,349t

ごみの資源化を測る指標です（リサイクル率）。平成２３年度に第２次土浦市ごみ処理基本計画を策定
し、　平成２２年度を基準に平成３３年度に資源化率を２５％とする数値目標を設定します。
主な役割

市全体のごみ排出抑制への取り組みを測る指標です。平成２３年度に第２次土浦市ごみ処理基本計画を策
定し、平成２２年度を基準に平成３３年度にごみ排出量を１５％削減する数値目標を設定します。

7,177t A

・燃やせるごみのなかには，紙類やプラスチック類，生ごみの占める割合が大きく，事業系ごみについて
も，紙類や容器包装廃棄物，生ごみがその大部分を占めているため，適正な分別を図り，減量化資源化を
一層促進するため，必要な対策を講じます。

今後の施策
内容の方向

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

〇清掃センター延命化事業（生活環境影響調査，基本設計，発注仕様書作成，基幹的設備改良工事及び施
工管理）

①廃棄物等の発生及び排出抑制の推進

②資源物のリサイクル推進の強化

12,588t

⑤市民・事業者・市の三者による協働

・土浦資源事業協同組合との連携を強化します。
③安全かつ適正な処理体制の確立

④環境（ごみ）教育の推進



・管理型最終処分場は，今後も定期的に更新及び修繕を行い適正な施設設備の延命化を図りつつ維持管理
に努めます。

・企業の減量化計画策定を促進するため，ヒアリングを実施するなど，市の施策への理解と協力を求めて
いきます。

・施設の埋立が順調に進んだ場合，平成28年に上流部の第一層法面盛土，平成31年に第二層の法面盛土，
更に平成32年に第三層の法面盛土が完了し，平成41年に最終覆土が完成しますが，水処理施設については
放流水の水質が基準値以下になるまで継続して管理する必要があります。

・清掃センターについては，今後，基幹的設備を改修することで，施設の延命化を図ります。また，今後
３年間は，基幹的設備改良工事に伴い，焼却処分できないごみの外部処理委託を行う必要があります。

・さわやか環境推進員，地域住民等に対し，ごみ問題やごみの分別の情報提供を行い連携強化に努めます。

⑥最終処分場の適正管理の推進

・意見交換会等を通して，市民・事業者・市のパートナーシップ体制を構築していきます。

今後の施策
内容の方向

⑦施設の延命化対策

・三者協働のもと，ごみ減量・リサイクルキャンペーンを実施し，意識啓発に努めます。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－４】【２－６－４】【２－６－４】【２－６－４】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

４　環境美化と環境衛生の推進

施策内容 ①衛生センターの整備　②市営斎場の整備　③市営霊園の整備　④環境美化の推進

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①衛生センターの整備（決算額：2,899千円）

④環境美化の推進（決算額：7,280千円）

〇空き地の草刈（条例に基づき，空き地の適正管理の指導と，雑草の撤去を促す。）

③市営霊園の整備

主な役割

〇霊園の販売（国分霊園11区画，今泉第一22区画，今泉第二144区画）

〇霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦（霞ケ浦，北浦流域市町村民が一体となり，湖岸や河川敷の一斉清掃活動
を実施する。）

〇関東地方環境美化運動（関東地方環境美化運動の日（5/30）を中心に，各町内と市職員による一斉清掃
活動を実施する。）

〇衛生センター延命化事業（施設精密機能検査等委託，酸循環ポンプNo.2更新工事）
②市営斎場の整備（決算額：1,562,137千円）
〇市営斎場建設事業（基本実施設計，火葬炉選定業務委託，用地取得，建物等補償費，建築主体工事外，
用水路及び市道付替工事外，県道小野土浦線交差点改良工事，工事監理業務委託）

今後の施策
内容の方向

①衛生センターの整備

④環境美化の推進

③市営霊園の整備

・施設の特殊性から周辺環境へ配慮する対策などの整備に際しては，隣接地権者を初め地区住民や町内会
と協議を行いながら，平成28年10月供用開始に向けて事業遂行に努めます。

・核家族化など時代の変化に伴う利用者ニーズに合わせた墓地使用許可期間の見直しや，墓地を持たない
使用希望者や無縁となった遺骨を納める合葬式墳墓（納骨堂）の整備なども検討して行きます。

・既存取組みのより一層の活性化を図るため，個々の活動との連携を図り，それぞれの活動が抱える課題
や貴重な経験を互いに共有し，活動範囲の拡大を図るなどの施策を実施することにより，環境美化運動に
参加する市民を増加させて，さわやか環境条例が目指す清潔で快適な環境の確保を図って行きます。

主な役割

②市営斎場の整備

・更なる施設の効率化を図るため，現行の設備機器類から効率の良い機種に変更していく中でより一層の
経費節減に努めます。また汚泥再生処理センターの整備に合わせた必要最小限の施設管理に努めます。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
94.1％ 95.8％ 96.2％ 96.5％ 95.5％ A

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

市民 事業者 行政

〇送配水施設整備事業（送配水管の布設）

〇水道料金徴収業務委託（水道料金に関する検針，調定，徴収，電算業務等の民間委託）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－５】【２－６－５】【２－６－５】【２－６－５】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

５　安定した上水道の供給

施策内容
①配水場施設整備の推進　②送配水管整備の推進　③老朽管の更新　④直結給水の推進　⑤普及率の向上
⑥効率的な事業運営

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
水道普及率
安定的な上水道の供給への取組成果を表す指標です。計画的な事業の実施により，水道普及率の向上を目
標とします。（地方財政状況調査による）
主な役割

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①配水場施設整備の推進（決算額：1,235,079千円）
〇右籾配水場整備事業（造成工事，排水池築造工事，配水ポンプ室増築工事）
〇新治配水場整備事業（設備点検整備工事，配水池送水弁修繕工事）

②送配水管整備の推進（決算額：507,837千円）
〇送配水施設整備事業（送配水管の布設）

〇大岩田配水場整備事業（配水池流入弁更新工事）

⑥効率的な事業運営（決算額：396,050千円）

③老朽管の更新（決算額：1,115,707千円）
〇老朽管更新事業（送配水管の布設替）
④直結給水の推進（決算額：1,235,079千円）
⑤普及率の向上（決算額：507,837千円）

主な役割

・水道水を安定的に供給するためには，毎年設備の保守点検整備を実施すると共に，定期的なオーバー
ホールを確実に実施する必要がある。

・引き続き年次計画による配水管網の整備を行うとともに，既整備地区の水質及び水圧の確保，並びに，
非常時の断水等による給水影響を小規模にとどめるよう相互連絡管路の整備を実施するものです。

・引き続き年次計画による配水管網の整備を行う
今後の施策
内容の方向

①配水場施設整備の推進

②送配水管整備の推進

③老朽管の更新
・布設後40年以上の管を中心に更新を進める。
④直結給水の推進
・年次計画による配水管網の整備を行うとともに，配水ブロック化により，適正水圧を確保する。
⑤普及率の向上

⑥効率的な事業運営

・平成22年度より水道料金徴収業務委託業者の選定にプロポーザル方式を採用し，平成27年度からの5年
間についてもプロポーザルによる総合評価方式業者選定による契約を継続実施した。今後は，業務の広域
化など，多様化する時代に適した質の高い運営を行い，安定した料金収入を確保する。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度
88.4％ 87.4％ 87.8％ 87.8％ 90.0％ D

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎
91.1％ 92.8％ 93.4％ 93.8％ 93.5％ A

市民 ◎ 事業者 ◎ 行政 ○

市民 ○ 事業者 ○ 行政 ◎

・農業集落排水施設については，老朽化施設の更新，電力料及び汚泥処分費等に要する維持管理費の軽減
が課題となっており維持管理コストの縮減や汚泥の減量化等に対応した省エネ技術の導入するとともに，
適正に維持管理し，施設の長寿命化を図る。

・霞ケ浦北浦流域の水質浄化を促進する観点から，排水処理対策として新築時や単独浄化槽及び汲取り式
から水洗便所に更新する際，高度処理型浄化槽への転換を指導すると共に普及促進に努める。

③農業集落排水事業の推進（決算額：167,188千円）
〇農業集落排水事業（機能強化対策事業）

17.1t A

〇高度処理型浄化槽設置事業（高度処理型浄化槽設置費用補助（65基)，単独浄化槽の撤去費用補助(23
基)）

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－６】【２－６－６】【２－６－６】【２－６－６】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

６　快適な生活を支える下水道の整備

施策内容
①公共下水道（汚水）整備事業の推進　②合流式公共下水道改善事業の推進　③農業集落排水事業の推進
④高度処理型合併処理浄化槽の普及

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①公共下水道（汚水）整備事業の推進（決算額：1,613,759千円）
〇公共下水道（汚水）整備事業（Ф200㎜ L=10,702ｍ，実施設計 L=15,127ｍ）
②合流式公共下水道改善事業の推進（決算額：2,625千円）
〇合流式下水道緊急改善事業（桜川ポンプ場雨水吐越流堰嵩上工事）
〇合流式下水道緊急改善事業事後評価委託（改良工事の完成に伴う流出水汚濁状況の調査）

④高度処理型合併処理浄化槽の普及（決算額：50,098千円）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名
公共下水道処理人口普及率
適切な下水処理の実施への取組成果を表す指標です。投資額を勘案しながら計画的な事業の実施により，
９０％を目標とします。
主な役割

適切な下水処理の実施への取組成果を表す指標です。合流式公共下水道改善計画に基づき，ＢＯＤ汚濁負
荷量の削減を目標とします。
主な役割

公共下水道水洗化率
適切な下水処理の実施への取組成果を表す指標です。水洗化の普及啓発を図り，９３.５％を目標としま
す。
主な役割
公共水域における年間の汚濁負荷量
の削減（ＢＯＤ）

40.1t - - 17.1t

今後の施策
内容の方向

①公共下水道（汚水）整備事業の推進　

②合流式公共下水道改善事業の推進

③農業集落配水事業の推進

④高度処理型合併処理浄化槽の普及

・高資本対策を講じた上で，国の交付金制度を活用しながら未整備地区への整備を推進するとともに，水
洗化率の向上を図るため，各戸訪問や接続補助のＰＲ等を実施するなど普及促進に努める。

・合流改善計画については，平成26年度末までに県および市の改修事業が完了したことから，当改善事業
に伴った事後調査を平成27年度に実施しており，今後，さらなる改善策を検討していく。



施策名

現状値 H25 H26 H27 目標 進捗度

市民 事業者 行政

市民 事業者 行政

〇良質な住まい・まちづくり施策の推進（木造住宅耐震診断士の派遣，重度障害者（児）住宅リフォーム
費用の助成）

〇住宅の耐震診断，耐震改修の啓発（耐震診断，耐震改修の啓発活動の実施）

〇障害者(児)住宅リフォーム費用の助成（在宅の重度障害者に対する住宅リフォーム費用の一部助成）

〇違反建築防止パトロール（市内全域のパトロールを実施）

・住所の二重呼称や不明確な町界による様々な不便や混乱を解消することを目的として，地域住民の確固
たる合意形成が確立されたうえで，市と住民との協働による事業を進めていく。

⑤住環境の整備

・国の社会資本整備総合交付金を活用し，土浦市公営住宅等長寿命化計画に基づく年次計画により，屋上
防水及び外壁塗装などの改修工事を行い，市営住宅の充実を図る。

「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」「２　部門別計画」の取組状況」 【２－６－７】【２－６－７】【２－６－７】【２－６－７】

（６）人と環境にやさしい循環型社会づくり

７　良好な住環境の確保と市街地の形成

施策内容
①良好な住まい・まちづくり施策の推進　②市営住宅の充実　③快適な住まい作りの支援　④福祉施策と
連携した住環境づくり　⑤住環境の整備　⑥開発・建築指導の充実

取組実績
（）内：
３ヵ年
決算額
の合計

①良好な住まい・まちづくり施策の推進（決算額：5,166千円）

②市営住宅の充実（決算額：227,757千円）

④福祉施策と連携した住環境づくり（決算額：3,425千円）

⑤住環境の整備（決算額：2,158千円）

③快適な住まいづくりの支援（決算額：33,000千円）

〇建築指導の徹底（現地調査による建築指導の実施）

〇市営住宅の充実（竹の入住宅水洗化工事，都和（中耐）住宅受水槽設備改修工事，都和（テラス）住宅
屋上防水改修工事，中高津住宅外壁塗装改修工事，霞ヶ岡第１住宅エレベーター改修工事，大岩田住宅屋
上防水改修工事）

〇地区計画の徹底（地区計画に基づく指導の実施）
〇建築協定制度の徹底（建築協定制度に基づく指導の実施）

〇快適な住まいづくりの充実（住宅リフォーム助成事業）

〇住居表示案内板修繕事業
〇住居表示表示板購入（新設による住居表示表示板交付）
⑥開発・建築指導の充実
〇開発指導の徹底（指導要綱及び都市計画法に基づく指導の実施）

施策の指標
・目標値の
考え方及び
役割分担
並びに

達成状況

指　　標　　名

主な役割

主な役割

今後の施策
内容の方向

①良好な住まい・まちづくり施策の推進

②市営住宅の充実

③快適な住まいづくりの支援
・国の社会資本整備総合交付金を活用し，居住環境の維持向上及び地域経済の活性化を図る。

④福祉施策と連携した住環境づくり

・平成32年度までの国の目標耐震化率が，95％となっていることから，本市の耐震促進計画においても同
率を目指して，引き続き事業を推進する。

・国の補助制度の動向を注視しながらサービスの確保に努めると共に，福祉ガイドや市ホームページ等を
通じて周知し，生活環境の改善を支援する。

・現在，コンパクトシティ・プラス・ネットワークの都市構造を構築することを目的として，市街化区域
における計画的な居住・都市機能の誘導を図るために立地適正化計画を，また，それらの区域をネット
ワークする公共交通網の維持・充実を目指して地域公共交通網形成計画の策定を同時に進めている。

・地区計画及び建築協定制度等に基づき，指導を適正に行い良好な住環境の整備を図ります。

⑥開発・建築指導の充実

・住宅の耐震化推進，高齢者施策や福祉施策との連携などにより，良質な住まい・まちづくり施策の推進
を図る。

・法律及び要綱等に基づき，安全な秩序ある街並み整備を図るために開発・建築の適正な指導を行う。



様式２様式２様式２様式２

平成25年度 平成26年度 平成27年度

年度実績 87.1% 93.3% 98.0%

進捗率％ 48.2% 73.2% 92.0%

年度実績 9,098人 9,493人 9,550人

進捗率％ 21.2% 24.1% 24.5%

年度実績 87.4% 88.1%

進捗率％ D D

年度実績 7.3% 6.0%

進捗率％ A A

年度実績 89.0% 91.0% 91.8%

進捗率％ 60.0% 96.4% 110.9%

年度実績 34.3% 37.0%

進捗率％ -85.0% 50.0%

年度実績 33法人 34法人 32法人

進捗率％ 83.3% 91.6% 75.0%

〇第７次土浦市総合計画（後期）【施策ごとの指標・目標値】

指標名

行財政改革大綱実施計
画の達成状況

自動交付機の利用者数

1

2

1-6市民ニーズ
に対応したサー
ビスの提供

市民への質の高いサービス提供の取組成果
を表す指標です。さらにサービスを向上さ
せ２ポイントの上昇を目標とします。

施策名 No.

1-1効率的な行
政運営の推進

10％以内

財政の健全運営への取組成果（公債費の負
担割合の軽減状況）を表す指標です。プラ
イマリーバランスの考え方を堅持し，市債
発行を抑制することにより10％以内を目標
とします。

市民との協働によるまちづくりへの取組成
果を表す指標です。現在のＮＰＯ法人数の
50％以上の増加を目標とします。

行政経営課6 窓口サービスの満足度 36％ 38％

1-2健全な財政
運営の確保

3 経常収支比率 81.1％ 85.0％以内

財政課

財政の健全運営への取組成果（財政運営の
弾力性の確保状況）を表す指標です。市税
の増が見込めない中，特例債償還の増が見
込まれるため，85％以内を目標とします。

財政課

5 市税の収納率 85.7％ 91.2％

財政の健全運営への取組成果（自主財源の
適切な確保状況）を表す指標です。市税滞
納一掃アクションプランに基づき，各種の
収納強化対策及び収納機会の拡大により，
収納率の向上を目標とします。

納税課

4 実質公債費比率 11.3％

担当課

行政経営課

市民課

現状値 目標値

75％

6,162人

100％

20,000人

各年度数値

目標値設定の考え方

実施計画に位置づけた事業等の目標達成項
目割合

市民の利便性の向上への取組状況を表す指
標です。市民サービスの利用時間・場所の
拡大を目指します。

進捗度

A

D

市民活動課
2-1市民協働の
まちづくりの推
進

1 ＮＰＯ法人設立数 23法人 35法人

D

A

A

C

B



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 85.4% 84.6% 84.4%

進捗率％ -922.2% -1100.0% -1144.4%

年度実績 55人 58人 42人

進捗率％ 61.5% 84.6% -38.5%

年度実績 54回 81回 113回

進捗率％ -100.0% -43.8% 22.9%

年度実績 1,756人 1,897人 2,018人

進捗率％ -11.9% 81.5% 161.6%

年度実績 107人 198人 273人

進捗率％ -111.4% 95.5% 265.9%

年度実績 2団体 2団体 11団体

進捗率％ 0.0% 0.0% 150.0%

年度実績 472,007万回 389,354万回 462,076万回

進捗率％ -19.3% -32.9% -21.0%

年度実績 26.9% 27.9% 27.4%

進捗率％ 23.7% 49.8% 37.3%

まちづくりに対する市民の自発的活動の状
況を表す指標です。団塊の世代などの退職
者が多く見込まれる中で，学習活動におけ
る指導者としてより多くの市民に活躍して
もらうことを目標とします。

2-3一人ひとり
の暮らしを豊か
にするボラン
ティア活動の促
進

市民が主役のまちづくりの実現状況を表す
指標です。年間30名程度の増加目標としま
す。

市民が主役のまちづくりの実現状況を表す
指標です。市民の学習活動を支援するボラ
ンティア活動のため，各公民館でボラン
ティア団体を養成することを目標としま
す。

2-2心豊かな生
活を営めるコ
ミュニティの形
成

2
町内会（自治会）加入
率

89.55％ 90％
コミュニティの形成状況を表す指標です。
組織の充実を目指し，90％の加入率を目指
します。

市民活動課

生涯学習課

4 人材バンク活動回数 102回/年 150回/年

まちづくりに対する市民の自発的活動の状
況を表す指標です。登録者一人に対し，年
間２回以上の活動が行われることを目標と
します。

生涯学習課

3
人材バンク制度登録者
数

47人 60人

社会福祉協議会

6
ボランティア養成講座
終了者数

156人 200人

市民が主役のまちづくりの実現状況を表す
指標です。時代の要請に応える新規講座の
開催と既存講座のさらなる創意工夫により
修了者の増加を目標とします。

社会福祉協議会

5
ボランティアセンター
年間登録者数

1,774人 1,925人

A

生涯学習課

2-4行政の透明
化を進める情報
提供の推進

8
土浦市ホームページア
クセス件数

59万回/年 120万回/年
広報活動の充実への取り組みを表す指標で
す。現状値の倍の数値を目標とします。

広報広聴課

7
生涯学習ボランティア
団体の数

2団体 8団体 A

D

男女共同参画社会の実現状況を示す指標で
す。これまで以上に市の政策・方針等を決
定する場に女性の参画機会を拡大するため
に，女性委員の構成割合を30％以上にする
ことを目標とします。

行政経営課
2-5男女共同参
画社会づくりの
推進

9
市の審議会等に占める
女性委員の構成割合

25.9％ 30.0％ C

D

D

D

A



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 0.49人 0.59人 0.69人

進捗率％ 16.4% 32.8% 49.2%

年度実績 15.9% 21.0%

進捗率％ 24.0% 126.0%

年度実績 90.2% 91.2% 91.4%

進捗率％ 4.2% 33.3% 38.5%

年度実績 81.5% 81.8% 83.0%

進捗率％ 49.0% 55.1% 79.5%

年度実績 46.17% 46.35% 46.39%

進捗率％ 13.0% 22.0% 24.0%

年度実績 7.60% 7.71% 7.75%

進捗率％ 105.0% 160.0% 180.0%

年度実績 0件 5件 6件

進捗率％ 0.0% 20.0% 24.0%

年度実績 6㎡ 6㎡ 6㎡

進捗率％ 0.0% 0.0% 0.0%

1-3うるおいの
ある河川・公園
の整備

6
長寿命化修繕計画に指
定された橋梁（35橋）
の修繕実施件数

0件 25件
長寿命化修繕計画に基づいた取組状況を表
す指標です。橋梁長寿命化修繕事業によ
り，25橋の修繕工事を目標とします。

道路課

7
市民一人当たりの公園
面積

6㎡/人 7㎡/人

うるおいのる公園・緑地の整備への取組成
果を表す指標です。継続的な公園の整備の
推進により，市民一人当たり 7㎡を目標と
します。

公園街路課

1-2高質な都市
基盤の整備

3 都市計画道路の供用率 79.1％ 84.0％

幹線道路の供用状況を示す指標です。社会情
勢等により道路整備事業費が減少するなか，
広域道路などの整備において当初から完成形
で整備するのではなく，暫定供用し，少ない
費用で早期に効果を上げる整備を行います。
早期整備により暫定整備率 84.0％を目標とし
ます。

都市計画課

4 市道改良率 45.91％ 47.91％

住みやすいまち実現の基礎となる生活道路
の整備状況を表す指標です。年間整備延長
6,000mの堅持により改良率 2％増を目標と
します。

道路課

5 市道歩道整備率 7.39％ 7.59％

住みやすいまち実現の基礎となる生活道路
の整備状況を表す指標です。市道の年間改
良予定 6,000mの1割ニ当たる 600mの歩道整
備を目標とします。

道路課

B

D

1

地域の特性を活かした
個性的で快適なまちづ
くりが行われていると
感じる市民割合

14.7％ 19.7％

土浦らしさを創出する適正な土地利用への
取り組み成果を現す指標です。市民の理解
と合意のもとで各種都市計画及び開発許可
等が適切に実施されることにより，5％の満
足度向上を目標とします。

都市計画課

2
地籍調査の成果の登録
完了率

90.1％ 93.4％
土浦市内の土地の高度かつ合理的な利用へ
の取組状況を表す指標です。民間委託等に
よる効果的な調査の実施を目指します。

農村整備課

A

C

1-1市民参加に
よる適正な土地
利用の誘導

2-7市民の国際
感覚と国際理解
の促進

10
国際交流スタッフ・ボ
ランティア人数（人口
1,000人当たり）

0.39人 1.00人

国際交流の状況を示す指標です。国際交流
や多文化共生の担い手としてボランティア
活動に参加できる環境の充実を図り，人口
1,000人当たり 1.0人を目標とします。

市民活動課C

A

D

D



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 158件 160件 162件

進捗率％ 14.0% 18.0% 22.0%

年度実績 3団体 4団体 4団体

進捗率％ 20.0% 26.7% 26.7%

年度実績 20.5% - 25.8%

進捗率％ -32.4% 123.5%

年度実績 30,122人 29,418人 29,937人

進捗率％ 157.8% -175.8% 70.1%

年度実績 56組織 65組織 65組織

進捗率％ 11.8% 38.2% 38.2%

年度実績 1,010人 1,070人 1,650人

進捗率％ -163.3% -143.3% 50.0%

年度実績 25団体 27団体 29団体

進捗率％ 225.0% 275.0% 325.0%

年度実績 12橋 13橋 14橋

進捗率％ 16.7% 33.3% 50.0%

1-3うるおいの
ある河川・公園
の整備

2-1災害に強い
安心して暮らせ
るまちづくり

4
避難路及び緊急輸送路
の指定路線橋梁（35
橋）の補強実施件数

11橋 17橋
避難路，緊急輸送路の確保の状況を表す指
標です。新たに 6橋の補強実施を目標とし
ます。

道路課C

2
総合防災訓練への参加
人数

1,500人/回 1,800人/回

自主的な防災活動への取組の実現状況を表
す指標です。｢自らのまちは自らが守る｣意
識の醸成により，参加者の増加を目標とし
ます。

総務課

3
災害時における協定書
の締結団体数

16団体 20団体

被災時における相互扶助体制の構築状況を
表す指標です。県内市町村を除き，食糧・
資機材などの災害協定締結団体数の目標を
20とします。

総務課

C

A

29,789人 30,000人

常磐線の輸送力を示す指標です。ＴＸの開
通により年々減少傾向ですが，東京駅乗り
入れによる利便性向上により，現状値程度
に回復することを見込みます。

都市計画課

1
自主防災組織の運営及
び訓練補助金利用状況

52組織 86組織

自主的な防災活動への取組の実現状況を表
す指標です。全町内の組織化がされたと仮
定し，その50％の組織での活用を目標とし
ます。

総務課C

8 生垣奨励補助件数 151件 201件
緑化推進の取組成果を表す指標です。防災
面から生垣の設置を奨励しております。

公園街路課

1-4やさしく利
便性の高い公共
交通体系の構築

9
公園の里親制度承認団
体数

0団体 15団体

市民参加型の公園管理の実現状況を表す指
標です。市民から募集した里親の数を平成
29年度までに15団体とすることを目標とし
ます。

公園街路課

10
公共交通に対する市民
の満足度

21.6％ 25.0％
公共のバス路線や鉄道などの交通網に｢満
足｣又は｢やや満足｣と感じる市民の割合を
25％まで引き上げることを目標にします。

都市計画課

11
常磐線１日あたり平均
乗車人数
（市内3駅の合計）

D

D

A

B



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 657戸 669戸 684戸

進捗率％ 23.7% 27.7% 32.7%

年度実績 71% 76% 81%

進捗率％ 12.1% 27.3% 42.4%

年度実績 1,717人 1,610人 1,524人

進捗率％ -14.2% -19.5% -23.8%

年度実績 168団体 168団体 167団体

進捗率％ 0.0% 0.0% -33.3%

年度実績 2,643件 2,259件 2,280件

進捗率％ D A A

年度実績 34.5% － 36.6%

進捗率％ -5.8% 34.6%

年度実績 29回 28回 30回

進捗率％ -97.2% -100.0% -94.4%

年度実績 41.0% 41.0% 45.5%

進捗率％ D D A

2-1災害に強い
安心して暮らせ
るまちづくり

2-3市民の生命
と財産を守る消
防・救急の充実

64回/年 100回/年

防犯意識の普及啓発に向けた取組状況を表
す指標です。学校，町内会，高齢者クラブ
等で開催されている交通安全教室において
も防犯講座を実施し，防犯判断の実施を含
め年間 100回の実施を目標とします。

生活安全課

12
救急・消防体制に関す
る市民満足度

44.4％ 現状維持

救急・消防体制の充実への取組成果を表す
指標です。市民の期待が高まることが予想
される中，更なる救急・消防体制の充実に
より，現状の高い水準を維持することを目
標とします。

消防本部

2-2地域ぐるみ
で取り組む防犯
まちづくり

8 自主防犯組織の結成数 168団体 171団体
地域ぐるみで防犯まちづくりへの取組状況
を表す指標です。全行政区結成を目標とし
ます。

生活安全課

9 刑法犯認知件数 2,632件/年 現状値以下

安心・安全な地域づくりへの取組成果を表
す指標です。地域防犯パトロールなどの実
践強化により，現状値以下を目標としま
す。

生活安全課

10
防犯体制の整備と防犯
意識に対する市民満足
度

34.8％ 40.0％
安心・安全な地域づくりへの取組成果を表
す指標です。防犯体制の更なる充実等によ
り，約 5％の満足度向上を目標とします。

生活安全課

11
防犯教室（防犯診断を
含む）の開催数

6
既存建築物の調査・把
握・指導状況

67％ 100％

安全なまちの実現を目標に実施する特定建
築物や道路を閉塞させるおそれのある建築
物に対する指導等の状況を表す指標です。
すべての既存建築物に対し，指導すること
を目標とします。

建築指導課

7
災害時要援護者の登録
者数

2,000人 4,000人

在宅の要介護高齢者，及び障害手帳を持つ
障害者を災害時要援護者とし，災害時要援
護対象者全員が制度に登録することを目標
とします。

総務課

C

D

5 耐震診断実施戸数 586戸 886戸

市民の防災意識を象徴する，耐震化に対す
る意識醸成の状況を表す指標です。これま
での取組実績や他市町村の状況から，毎年
50戸の実施を目標とします。

建築指導課C

D

A

C

D

A



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 6.7分 7.0分 7.3分

進捗率％ -100.0% -160.0% -220.0%

年度実績 44名 48名 51名

進捗率％ 71.4% 100.0% 121.4%

年度実績 876件 877件 845件

進捗率％ 467.2% 465.6% 518.0%

年度実績 48回/年 44回/年 34回/年

進捗率％ 14.3% -14.3% -85.7%

年度実績 4.8% 2.4% 2.3%

進捗率％ D D D

年度実績 3 4 4

進捗率％ 0.0% 50.0% 50.0%

年度実績 2,688人 2,915人 2,368人

進捗率％ A A A

年度実績 1,144人 1,216人 1,271人

進捗率％ D D D

2-3市民の生命
と財産を守る消
防・救急の充実

20 消費生活相談件数 1,095人/年 現状値以下

消費者トラブルの未然防止と，苦情相談等
の適正かつ効率的な処理状況を表す指標で
す。消費者トラブルの未然防止対策の推進
等により，現在より相談件数が減少するこ
とを目標とします。

生活安全課

2-6消費生活の
安定

D

2-5浸水被害に
強いまちづくり

18 ポンプ場の改築数 3 5
下水道長寿命化対策として，未改築施設の
解消を図ることを目標とします。

下水道課

19
消費生活講座等参加者
数

2,291人/年 現状値以上

自立した賢い消費者の育成状況を表す指標
です。市民の積極的な参加により，賢い消
費者・自立する消費者が現状より増えるこ
とを目標とします。

生活安全課

C

A

46回/年 60回/年

交通安全意識の啓発に向けた取組状況を表
す指標です。現在，各学校や町内会におい
て開催されている交通安全教室の充実によ
り，3割程度の開催増を目標とします。

生活安全課

17
県民交通災害共済加入
率

10％ 現状維持
交通安全に対する相互扶助体制の実現状況
を表す指標です。現状，加入者が減少傾向
にある中で，現状維持を目標とします。

生活安全課D

13
救急車の到達時間
（指令時刻～到着時
刻）

6.2分 5.7分

救急業務の充実への取組成果を表す指標で
す。合併による市街地の拡大や高齢化によ
る出動件数の増加により，現場到達時間に
遅れが見られる中でも，前期計画と同じ
5.7分を目標とします。

消防本部

2-4市民が安全
に生活できる交
通環境の整備

14 救急救命士数 34名 48名
救急業務の充実への取組成果を表す指標で
す。救急業務の高度化・救急体制の強化を
推進するため，48名を目標とします。

消防本部

15 交通事故発生件数
1,161件

（過去5年間
平均）

1,100件

安全な道路環境等の実現を象徴する交通事
故の発生状況を表す指標です。交通死亡事
故過去5年間の平均値を下回ることを目標と
します。

生活安全課

16 交通安全教室の開催数

D

A

A

D



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 7,823人 7,700人 7,676人

進捗率％ -39.3% -67.0% -72.4%

年度実績 14.5% - 21.0%

進捗率％ 6.0% - 136.0%

年度実績 5件 5件 5件

進捗率％ 80.0% 80.0% 80.0%

年度実績 14団体 14団体 13団体

進捗率％ -100.0% -100.0% -133.3%

年度実績 444ha 448ha 434ha

進捗率％ 100.0% 91.8% 120.4%

年度実績 217人 212人 249人

進捗率％ -15.0% -40.0% 145.0%

年度実績 4件 4件 5件

進捗率％ -33.3% -33.3% 0.0%

年度実績 1,369店

進捗率％ D

3-5消費者ニー
ズに対応した商
業の振興

8 商店数 1,802店 現状維持

商業の振興への取組成果を表す指標です。
周辺地域における商業施設の整備等による
地域間競争の激化等を踏まえ，現状維持を
目標とします。

商工観光課

6 認定農業者数 220人 240人
高度な農業経営体の育成状況を表す指標で
す。より高度な農業基盤を確立するため，2
割程度の増加を目標とします。

農林水産課

7 農業生産法人化数 5件 8件

高度な農業経営体の育成状況を表す指標で
す。生産組織や認定農業者などの中から，
規模拡大や経営の効率化等を進めるための
法人化を進めます。

農林水産課

A

D

3-4安全な食料
を供給する農林
水産業の振興

4
違反屋外広告物ボラン
ティアの加入団体数の
増加

17団体 20団体

都市景観の保全に対する地域ぐるみでの取
組状況を表す指標です。年々，違反屋外広
告物の除去件数が減っていますが，ボラン
ティア団体数については 20団体を目標とし
ます。

都市計画課

5 耕作放棄地 493ha 444ha
耕作放棄地解消を表す指標です。耕作放棄
地の再生・復元を進め，農地の有効活用を
図ります。

農林水産課

3-3景観の向上

2 景観行政への満足度 14.2％ 19.2％
景観行政への満足度を示す指標です。各種
事業の推進により，５％の満足度の引き上
げを目標とします。

都市計画課

3
景観重要建造物及び樹
木の登録件数

1件 6件

良好な景観の形成に重要な外観の優れた建
造物等の保全成果を表す指標です。5年間で
毎年１ヶ所程度，指定することを目標とし
ます。

都市計画課

A

A

3-1県南地域の
拠点として中心
市街地の整備

1 中心市街地の居住人口 7,998人 8,443人

中心市街地のにぎわいを象徴する，中心市
街地の整備成果を表す指標です。現在のま
ちなか居住人口の　5％増加を目標としま
す。

都市計画課D

D

A

D



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 4,661億円

進捗率％ -419.0%

年度実績 52社 53社 53社

進捗率％ 75.0% 100.0% 100.0%

年度実績 6,693億円 6,066億円

進捗率％ 212.5% 6.9%

年度実績 1,135,700人 1,395,000人 1,560,000人

進捗率％ -216.8% 8.7% 152.2%

年度実績 96,726人 102,264人 118,667人

進捗率％ 67.9% 122.2% 282.9%

年度実績 0人 0人 0人

進捗率％ 100.0% 100.0% 100.0%

年度実績 3館 3館 3館

進捗率％ 0.0% 0.0% 0.0%

年度実績 31人 39人 38人

進捗率％ 733.3% 1000.0% 966.7%

3-5消費者ニー
ズに対応した商
業の振興

4-3自立と社会
参加を促進する
障害者福祉の充
実

3

コミュニケーション支
援者数（茨城県手話通
訳者，茨城県要約筆記
者）

9人 12人
助け合いのまちの実現状況を表す指標で
す。より充実した助け合い環境の実現のた
めの人材数の確保を目標とします。

障害福祉課

0人

充実した子育て支援環境を象徴する，保育
所の整備状況を表す指標です。現在の待機
児童　0人を継続させることを目標としま
す。

こども福祉課

2 児童館の整備 3館 4館

充実した子育て支援環境を象徴する，児童
館の整備状況を表す指標です。児童の健全
育成と子育て支援の拡充を図るため，市内
中心部へ児童館を整備します。

こども福祉課

6,045億円 6,350億円
工業の振興への取組成果を表す指標です。
出荷額 1％増加を５年間見込んだ額（ 5％
増）を目標とします。

商工観光課

4-2安心して産
み育てられる子
ども福祉の充実

12 入込観光客数 1,385,000人 1,500,000人

観光の振興への取組成果を表す指標です。平
成23年度は震災により減少していますが，例
年 1,350,000人弱の観光客が訪れており，観
光客の満足度の向上，観光消費額の増加等に
より，平成22年度実績をもとに 10%増の
1,500,000人を目標とします。

商工観光課

13 宿泊者数 89,795人 100,000人
観光関連施設の利用状況を把握する指標で
す。平成22年度実績をもとに 10％の増加を
目標とします。

商工観光課

3-7自然・歴史
的資源を活かし
た観光の振興

1
保育所待機児童数
（毎年4月1日現在）

0人

3-6創造性と技
術力のある工業
の振興と企業誘
致

9 年間販売額 5,742億円 6,000億円
商業振興への取組成果を表す指標です。年
間販売額 1％を５年間見込んだ額（ 5％
増）を目標とします。

商工観光課

10
市内３工業団地内の操
業工場数

49社 53社

企業誘致への取組成果を表す指標です。テ
クノパーク土浦及び東筑波新治工業団地内
の分譲中区画（ 4区画）の完売を目指しま
す。

商工観光課

11 製造品出荷額

D

A

D

A

A

A

D

A



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 9人 12人 15人

進捗率％ -166.7% -66.7% 33.3%

年度実績 2,257件 2,375件 2,398件

進捗率％ -237.0% -127.8% -106.5%

年度実績 3,507件 3,868件 4,195件

進捗率％ 1013.3% 1241.8% 1448.7%

年度実績 6回 6回 5回

進捗率％ 150.0% 150.0% 100.0%

年度実績 3,941人 5,187人 6,478人

進捗率％ 24.0% 42.7% 62.1%

年度実績 406人 369人 361人

進捗率％ -42.4% -98.5% -110.6%

年度実績 4,685人 5,255人 6,169人

進捗率％ 0.0% 28.3% 73.6%

年度実績 86.2% 86.9% 86.9%

進捗率％ 46.8% 60.1% 60.1%

4-5市民生活の
セーフティネッ
トとしての社会
保障制度の適正
な運営

4-3自立と社会
参加を促進する
障害者福祉の充
実

4,686人 6,700人

高齢者が生きがいを持って暮らすことので
きるまちづくりの進捗状況を表す指標で
す。６０歳以上高齢者の 15%程度が利用す
ることを目標とします。

高齢福祉課

11
国民健康保険税収納率
（現年度分）

83.74％ 89％

国民健康保険事業の健全化への取組状況を
表す指標です。茨城県市町村国保広域化等
支援方針の現年度分目標収納率を目標とし
ます。

国保年金課

4-4生きがいを
もって元気に暮
らせる高齢者福
祉の充実

7
｢福祉の店｣ポプラ中央
店のイベントへの参加
回数

3回/年 5回/年

｢福祉の店｣ポプラ中央店を活用し障害者の
自立の出店するイベントの拡大を図る指標
です。各イベントへの参加による障害者と
市民が交流する場の確保として，現状値の
７割増加を目標とします。

障害福祉課

8
認知症サポーター養成
講座の受講者数

2,343人 9,000人
認知症サポーター養成数を表す指標です。
24年度から毎年 1,100人の認知症サポー
ターを養成することを目標とします。

高齢福祉課

9
ひとり暮らし老人等緊
急通報システム事業の
利用者数

434人 500人

ひとり暮らし老人等緊急通報システムの設
置数です。急病や災害の時に，対応できる
緊急通報システムを一人暮らし高齢者の
15％程度が利用することを目標とします。

高齢福祉課

10

生きがい対応型デイ
サービス事業における
６０歳以上高齢者の利
用者数

5
幼児ことばの教室指導
ケース数

2,513件/年 2,621件/年
幼児ことばの教室における個別及び集団の
指標です。平成23年度の実績値に伸び率を
考慮して目標値を設定しております。

障害福祉課

6 早期療育相談件数 1,906件/年 2,064件/年

早期発見・早期療育へつなげるための発達
相談及び助言件数を表す指標です。平成23
年度の実績値に伸び率を考慮して目標値を
設定しております。

障害福祉課

D

A

4

就労訓練（就労移行，
就労継続）を受けた方
のうち一般就労した人
数

14人/年 17人/年

障害者の就労支援への取組成果を表す指標
です。関係機関との連携を図りつつ，就労
に向けた訓練等を強化することにより，現
状値の２割の増加を目標とします。

障害福祉課C

A

B

D

B

B



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 55.9% 54.4% 52.5%

進捗率％ 3.4% -6.8% -19.9%

年度実績 87.5% 87.5% 86.1%

進捗率％ 0.0% 0.0% -11.2%

年度実績 96.7% 96.8% 96.6%

進捗率％ 175.0% 181.3% 168.8%

年度実績 225人 289人 285人

進捗率％ 40.5% 192.9% 183.3%

年度実績 33.3% 37.9% 35.2%

進捗率％ 11.8% 25.4% 17.4%

年度実績
小　29.9%
中　 9.4%

小　44.2%
中　10.9%

小　46.2%
中　11.3%

進捗率％ D D D

年度実績 5項目 7項目 7項目

進捗率％ -188.9% -166.7% -166.7%

年度実績 1中学校区 8中学校区 8中学校区

進捗率％ 0.0% 100.0% 100.0%

5-1生きる力を
育む学校教育の
充実

4-5市民生活の
セーフティネッ
トとしての社会
保障制度の適正
な運営

3
小中一貫教育を実践し
ている中学校区

1中学校区 8中学校区

９年間の連続した教育課程により，効果的
な教育活動を実施するための指標です。研
究指定校である真鍋小学校と土浦第二中学
校での取組を，各中学校区の特性に合わせ
て全小中学校で実施し，質の向上を目指し
ます。

1

小学校４～６年生で読
む本の冊数が５０冊以
上の児童の割合
中学校で読む本の冊数
が３０冊以上の生徒の
割合

小学校
47.6％
中学校
10.4％

指導課A

毎年度の
県平均値

読書活動を通して子どもたちに豊かな人間
性や国語力を育むことをめざした指標で
す。県の事業「みんなにすすめたい１冊の
本」と連携し，県平均と同等の達成率を目
標とします。

指導課

2

茨城県学力診断のため
のテストで県平均を上
回った学年・教科の数
（小３～６は４教科，
中学生は５教科）

22項目 31項目

その年度に学習した内容についての定着度
を測るための指標です。基礎的・基本的な
知識・技能から活用力まで測定する設問に
より，各学校及び市全体の課題を明確に
し，その対応策について検討します。

指導課D

D

15
介護予防事業（二次予
防対象者）の効果人数

208人 250人

介護予防事業の実施成果を表す指標です。
第５次老人福祉計画及び介護保険事業計画
（平成24～26年度）で設定している効果人
数の割合で平成29年度の人数を目標としま
す。

高齢福祉課

4-7すべての人
が安全で快適に
暮らせるバリア
フリーの推進

16
バリアフリー特定事業
完了率

29.3％ 63.2％

バリアフリーの推進状況を表した指標で
す。バリアフリー特定事業計画に基づいた
174事業のうち，平成29年度末までに 110事
業（63.2％）の完了を目標とします。

都市計画課

4-6健康で生き
がいのある生活
を支える保健・
医療の充実

14
４ヶ月児健康診査受診
率

93.9％ 95.5％

乳児健康診査の実施成果を表す指標です。
乳児の健康増進を図るため，受診率を現状
値より約 1.5％増とすることを目標としま
す。

健康増進課

D

12

13 介護施設訪問割合 87.5％ 100％
適切な介護サービスの提供状況の確認実態
を表す指標です。全介護施設等を訪問する
ことを目標とします。

高齢福祉課

施設入所者のうち要介
護４・５の方の入所率

55.4％ 70％
介護保険の安定運営への取組状況を表す指
標です。国の目標値と同水準を目標としま
す。

高齢福祉課D

D

A

A



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 10,563人 10,724人 10,984人

進捗率％ 6.0% 9.4% 14.9%

年度実績
小　  39%
中　  44%

小　40.8%
中　45.2%

小　  43%
中　48.4%

進捗率％
小  -6.7%
中  -6.7%

小   5.3%
中   1.5%

小  20.0%
中  22.7%

年度実績 80.0% 92.5% 97.2%

進捗率％ 0.0% 62.5% 86.0%

年度実績 449,893点 487,584点 505,584点

進捗率％ 52.4% 88.2% 105.3%

年度実績 344,250人 375,066人 367,533人

進捗率％ -41.9% 9.1% -3.4%

年度実績 112人 105人 111人

進捗率％ -123.6% -162.0% -129.4%

年度実績 375点 389点 336点

進捗率％ 57.6% 81.4% -8.5%

年度実績 71,213人 54,449人 58,231人

進捗率％ 814.2% 249.8% 377.1%

5-1生きる力を
育む学校教育の
充実

8
各地区公民館の利用者
数

369,572人 430,000人

生涯学習拠点としての公民館の利用状況を
表す指標です。学習支援機能の見直し等に
より，年間 10,000人程度の利用増加を目標
とします。

生涯学習課

5-2自己実現を
最大限尊重する
生涯学習の振興

80％ 100％

安心・安全な学校施設の整備状況を表す指
標です。文部科学省の方針に沿って平成27
年度までに100％にすることを目標としま
す。

教育総務課

7 図書館の貸出点数 394,710点 500,000点

活発な図書館活動状況を表す指標です。市
民に役立つ図書館サービスの提供を一層推
進し，既存施設での 10％増に加え，平成25
年に開館する新治分館を見込み，500,000点
の貸出点数を目指します。

生涯学習課

6 学校施設の耐震化率 A

A

4
さわやかマナーアップ
運動参加者数

10,281人 15,000人

年間を通したマナーアップに向けた取組を
実施するための指標です。幼小中連携の事
業推進とＰＴＡと連携協力により参加者数
の増加を目指します。

指導課

5
小中学校の体力テスト
総合評価ＡまたはＢの
児童生徒の割合

小学校40％
中学校45％

小学校55％
中学校60％

子どもの体力増進のための取組成果を表す
ための指標です。体育の授業や日常の学校
生活の中で体力づくりを進め，小学校では
55％，中学校では60％を目標とします。

指導課

D

D

5-3次代を担う
青少年の健全育
成

9 こどもランド利用者数 133人/日 150人/日

青少年施設の充実と活用への取組成果を表
す指標です。平成23年度にリニューアルを
実施し，子育て支援や講座の充実を図り，
現状の10％増加を目標とします。

生涯学習課

5-4文化・芸術
活動の振興

10 市展出展数 341点 400点

文化芸術活動の推進成果を表す指標です。
芸術や文化を，より身近に触れることので
きる機会を確保するため，出展しやすい環
境づくりに努め，更なる周知を図り，400点
を目標とします。

文化課

11
博物館・上高津貝塚ふ
るさと歴史の広場の利
用者数

47,030人 50,000人

市民の歴史や文化への意識高揚に向けた取
組成果を表す指標です。地域の歴史や文化
への意識高揚を図るため，利用者数を現状
値より 5％増とすることを目標とします。

文化課

D

D

D

A



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績 18,104人 22,270人 22,979人

進捗率％ -143.0% 3.8% 28.8%

年度実績 574,205人 621,924人 670,044人

進捗率％ 151.5% 279.6% 408.7%

年度実績
市民　72.8%
事業者63.9%
市　　91.6%

進捗率％
市民 140.0%
事業者23.8%
市　 196.7%

年度実績
56事業所
14事業所

56事業所
16事業所

60事業所
15事業所

進捗率％ 39.1% 30.4% 34.8%

年度実績
虫掛：50％
沖宿：100％

虫掛：0％
沖宿：100％

虫掛：50％
沖宿：100％

進捗率％ -25.0% -150.0% -25.0%

年度実績 23ヵ所 23ヵ所 24ヵ所

進捗率％ 100.0% 100.0% 116.7%

年度実績
霞ヶ浦Dr：7校
その他：8校

霞ヶ浦Dr：6校
その他：11校

霞ヶ浦Dr：6校
その他：7校

進捗率％ 44.4% 66.7% 22.2%

5-5すべての市
民が親しむス
ポーツ・レクリ
エーションの振
興

12

かすみがうらマラソン
兼国際盲人マラソンか
すみがうら大会参加者
数

22,162人
(H24データ)

25,000人

競技スポーツやスポーツ大会の充実への取
組成果を表す指標です。安心・安全な大会
運営を図るため，参加者数を25,000人とし
大会の充実を図ります。

スポーツ振興課

13 体育施設利用者数 517,731人 555,000人
スポーツ・レクリエーション施設の整備・
充実への取組成果を示す指標です。現状よ
り 3.5％増を目標とします。

スポーツ振興課

6-1持続可能な
地球環境の保全

1
市民・事業者・市の三
者ごとの主体別行動計
画の取組率

市民63％
事業者62％
市68％

市民70％
事業者70％
市80％

関係者が一体となった環境にやさしいまち
づくりへの取組状況を表す指標です。環境
基本計画に定める主体別行動計画の取組状
況の約 10％向上を目標とします。

環境保全課

6-2恵まれた自
然環境の保全

2
監視検査事業所数
基準超過事業所数

60事業所
23事業所

60事業所
0事業所

事業所系排水対策への取組状況を表す指標
です。現状値より 20％多い事業所への監視
検査の実施と基準超過事業所の絶無を目標
とします。

環境保全課

3
浄化施設放流水ＢＯＤ
河川環境基準達成率

80％ 100％

霞ケ浦の水質浄化に向けた取組成果を表す
指標です。家庭排水路浄化施設放流水の全
水質検査において，河川水質での環境基準
であるＢＯＤ２mg/ℓ以下の達成を目指しま
す。

環境保全課

4 廃食用油回収拠点数 17ヵ所 23ヵ所

生活排水対策意識の普及状況を示す指標で
す。民間店舗等の協力により廃食用油の回
収拠点を 35％増加させることを目指しま
す。

環境保全課

5 出前講座実施校数 11校 20校
環境学習の普及状況を表す指標です。市内
全小学校での実施を目指します。

環境保全課

D

A

A

C

D

A

D



平成25年度 平成26年度 平成27年度

指標名施策名 No. 担当課現状値 目標値

各年度数値

目標値設定の考え方進捗度

年度実績    60,907t    60,382t    58,064t

進捗率％ 6.2% 12.1% 38.0%

年度実績     7,349t     7,177t    12,588t

進捗率％ 3.9% 0.6% 103.5%

年度実績 95.8% 96.2% 96.5%

進捗率％ 121.4% 150.0% 171.4%

年度実績 87.4% 87.8% 87.8%

進捗率％ -62.5% -37.5% -37.5%

年度実績 92.8% 93.4% 93.8%

進捗率％ 70.8% 95.8% 112.5%

年度実績 － － －

進捗率％ － － 100.0%

公共下水道水洗化率 91.1％ 93.5％
適切な下水処理の実施への取組成果を表す
指標です。水洗化の普及啓発を図り，
93.5％を目標とします。

下水道課

6-3ごみ処理の
適正化とリサイ
クルの推進

6 ごみの減量化目標 61,462t
52,513t
(14.6％)

市全体のごみ排出抑制への取組を測る指標
です。平成23年度に第２次土浦市ごみ処理
基本計画を策定し，平成22年度を基準に平
成33年度にごみ排出量を 15％削減する数値
目標とします。

環境衛生課

7 資源化目標
7,146t
(11.6％)

12,364t
(24.1％)

ごみの資源化を測る指標です（リサイクル
率）。平成23年度に第２次土浦市ごみ処理
基本計画を策定し，平成22年度を基準に平
成33年度に資源化率を 25％とする数値目標
を設定します。

環境衛生課

11
公共水域における年間
の汚濁負荷量の削減
（ＢＯＤ）

40.1t 17.1t

適切な下水処理の実施への取組成果を表す
指標です。合流式公共下水道改善計画に基
づき，ＢＯＤ汚濁負荷量の削減を目標とし
ます。

下水道課

6-6快適な生活
を支える下水道
の整備

6-5安定した上
水道の供給

8 水道普及率 94.1％ 95.5％
安定的な上水道の供給への取組成果を表す
指標です。計画的な事業の実施により，水
道普及率の向上を目標とします。

水道課

9
公共下水道処理人口普
及率

88.4％ 90.0％
適切な下水処理の実施への取組成果を表す
指標です。投資額を勘案しながら計画的な
事業の実施により，90％を目標とします。

下水道課

10

A

C

A

A

D

A



【総括】【総括】【総括】【総括】
①H25からH27にかけての傾向　（上下10％内を「横ばい」とした場合の変動傾向）①H25からH27にかけての傾向　（上下10％内を「横ばい」とした場合の変動傾向）①H25からH27にかけての傾向　（上下10％内を「横ばい」とした場合の変動傾向）①H25からH27にかけての傾向　（上下10％内を「横ばい」とした場合の変動傾向）

②進捗度Ｃ・Ｄの理由による類型別の状況②進捗度Ｃ・Ｄの理由による類型別の状況②進捗度Ｃ・Ｄの理由による類型別の状況②進捗度Ｃ・Ｄの理由による類型別の状況

資料Ⅱ－３進捗度Ｃ・Ｄの理由及び取組状況

傾　向 指標数

 H25より10％以上上昇 24

 横ばい 15

 H25より10％以上低下 14

 その他 2

計 55

区分 指標数

進捗度Ａ 39 39%

進捗度Ｂ 6 6%

進捗度Ｃ 14 14%

進捗度Ｄ 41 41%

計 100 100%

割合

45%

55%

・進捗度Ｃ・Ｄの指標における平成25年度以降の

　傾向をみると、24指標では遅いながらも進捗が

　見られ、進捗度Ａ・Ｂと合わせると69％の指標

　が進捗していると言える。

・平成25年度から10％以上上昇している24指標の

　うち2年間の上昇率が40％以上であった8指標に

　ついては、今後、一定の進捗が予想される。

指標数 指標

10

・就労訓練を受けた方のうち一般就労した人数

・幼児ことばの教室指導ケース数

・自動交付機の利用者数

・窓口サービスの満足度

・地籍調査の成果の登録完了率
・県民交通災害共済加入率
・児童館の整備
・バリアフリー特定事業完了率
・ごみの減量化目標

外部要因（イトーヨーカドーの撤退） 1 ・こどもランド利用者数

２　その他 45

55

2法律の改正等

内部計画の変更等 7

計

内
　
訳

１　大きな状況変化（制度改正等）があったもの

類　　型 ・制度改正など大きな状況変化のあったものは、

　様々な取組を行っているものの進捗率が低く

　なっている。

・その他では、施策ごとに様々な個別要因があ

　るが、それぞれ目標値に向けた取組は行って

　いるものの、施策を取り巻く環境の変化を理

　由として進捗度が低くなっている指標が多く、

　また結果として目標値が過大であったと思わ

　れる指標も多い。

　アウトカム（成果・効果）を指標とした施策

　については、状況変化等の影響を受けるのは

　やむを得ないものの、アウトプット（実施回

　数など）との関連性に課題があると考えられ

　る目標値も多い。第８次総合計画においては、

　施策によって生じる効果を適切に見極める必

　要がある。



2

平成25年度 平成26年度 平成27年度

年度実績 9,098人 9,493人 9,550人

進捗率％ 21.2% 24.1% 24.5%

年度実績 87.4% 88.1%

進捗率％ D D

年度実績 34.3% 37.0%

進捗率％ -85.0% 50.0%

年度実績 85.4% 84.6% 84.4%

進捗率％ -922.2% -1100.0% -1144.4%

年度実績 55人 58人 42人

進捗率％ 61.5% 84.6% -38.5%

D

D

2-2心豊かな生
活を営めるコ
ミュニティの形
成

2

生涯学習課3
人材バンク制度登録者
数

47人 60人

登録者情報の見直しに伴い登録意思再確認を行っ
たところ，活動実績が少ない登録者数が更新しな
かったことから登録数は減少したが，意欲が高い
方が残ったため全体の活動回数は増加しつつあ
る。また，平成28年度に入って技術者協会やス
ケートボード等新たな分野の追加登録もあり，平
成28年7月現在の登録数は46人に回復した。
今後も活動の活発化を図り，登録者・利用者の増
加を図りたい。

財政課

町内会（自治会）加入
率

89.55％ 90％

低下の理由は、人口が減少していることに加え、
単独世帯が増加しているため。加入率を上げる取
り組みとして、アパート等の集合住宅の建築申請
の際、建設するところの町内会地区長と協議し、
町内会へ加入するよう指導している。

市民活動課

2-3一人ひとり
の暮らしを豊か
にするボラン
ティア活動の促
進

担当課

自動交付機は本庁舎に１台のみであること、また
毎週日曜日の窓口開庁や木曜日の時間外窓口を
行って窓口サービスの向上を図っているため、大
きな伸びは見られない。なお、H28.4.1からマイ
ナンバーカードによるコンビニでの証明書交付を
開始しており、コンビニ交付への移行を進めてい
る。

市民課

現状値 目標値

6,162人 20,000人

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度

D

行政経営課6 窓口サービスの満足度

指標名

自動交付機の利用者数2

1-6市民ニーズ
に対応したサー
ビスの提供

昨年度9月の本庁舎移転からコンシェルジュ制度
を導入し、満足度は上がっていると思うので、制
度の浸透状況を見たい。

施策名 No.

1-1効率的な行
政運営の推進

38％

1-2健全な財政
運営の確保

3 経常収支比率 81.1％ 85.0％以内

市税など一般財源の確保が難しい状況の中、一方
で実施事業のスクラップ&ビルドが停滞してい
る。
平成20年度から予算の枠配分方式を導入したが，
物件費は上昇傾向にあり、扶助費は少子高齢化の
影響により増加したこと、また、現在，起債を財
源とする大事業を複数推進しており，公債費が増
となっている。

36％

D

C

〇第７次土浦市総合計画（後期）【施策ごとの指標・目標値】 進捗度Ｃ・Ｄの理由及び取組状況



平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 54回 81回 113回

進捗率％ -100.0% -43.8% 22.9%

年度実績 472,007万回 389,354万回 462,076万回

進捗率％ -19.3% -32.9% -21.0%

年度実績 26.9% 27.9% 27.4%

進捗率％ 23.7% 49.8% 37.3%

年度実績 0.49人 0.59人 0.69人

進捗率％ 16.4% 32.8% 49.2%

年度実績 90.2% 91.2% 91.4%

進捗率％ 4.2% 33.3% 38.5%

年度実績 46.17% 46.35% 46.39%

進捗率％ 13.0% 22.0% 24.0%

2-3一人ひとり
の暮らしを豊か
にするボラン
ティア活動の促
進

1-1市民参加に
よる適正な土地
利用の誘導

2
地籍調査の成果の登録
完了率

90.1％ 93.4％

D

2-4行政の透明
化を進める情報
提供の推進

8
土浦市ホームページア
クセス件数

59万回/年 120万回/年

審議会等の委員の改選時期に担当課に女性委員を
３割以上選んでもらうよう依頼していたが、未だ
目標に達していないため、今後は、女性委員の構
成割合が低い審議会等をイントラネットで公表
し、必ず３割が女性委員になるよう担当課に働き
かける。

行政経営課

2-7市民の国際
感覚と国際理解
の促進

10
国際交流スタッフ・ボ
ランティア人数（人口
1,000人当たり）

0.39人 1.00人

近年、ボランティア活動に関心はあるが、「仕事
や家事が忙しく、ボランティアをしている余裕が
ない」という市民が多くいることなどから、目標
値には達していない。ただし、最近は国際交流協
会ホームページの開設やボランティア活動の場の
拡大などにより、当初より進捗率は上昇傾向にあ
る。

市民活動課

2-5男女共同参
画社会づくりの
推進

9
市の審議会等に占める
女性委員の構成割合

25.9％ 30.0％ C

C

現在ホームページの閲覧方法は、従前のトップ
ページからの閲覧ではなく、個別ページへ直接閲
覧できるように二次元バーコードの利用やＳＮＳ
へのアドレスの記載など行っているため、指標の
基準変更が必要である。（なお、総ページ閲覧数
は平成２５年度より横ばいとなっている。）

広報広聴課D

4 人材バンク活動回数 102回/年 150回/年

平成27年度で見れば，登録42人で活動113回なの
で，目標値の考え方にある「登録者1人に対し年
間２回以上の活動」については概ねクリアしてい
る。
なお，近年減少傾向にあったことから，平成27年
度に登録者情報のPR方法の改善等を行ったことか
ら活動数は増加している。ただしまだ目標数には
達しないので今後とも登録者の活用が広がるよう
工夫したい。

生涯学習課

目標値93.4％に対し、平成29年度末には89.43㎢
の84％で推移している。目標値に達しないのは地
籍調査実施区域の見直し（拡大）によるため。

農村整備課C

1-2高質な都市
基盤の整備

4 市道改良率 45.91％ 47.91％
人件費及び材料費等の高騰により事業費が増大し
ている中での予算の効率的配分のため、進捗が遅
れている。

道路課D

3



4

平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 0件 5件 6件

進捗率％ 0.0% 20.0% 24.0%

年度実績 6㎡ 6㎡ 6㎡

進捗率％ 0.0% 0.0% 0.0%

年度実績 158件 160件 162件

進捗率％ 14.0% 18.0% 22.0%

年度実績 3団体 4団体 4団体

進捗率％ 20.0% 26.7% 26.7%

年度実績 56組織 65組織 65組織

進捗率％ 11.8% 38.2% 38.2%

年度実績 1,010人 1,070人 1,650人

進捗率％ -163.3% -143.3% 50.0%

年度実績 12橋 13橋 14橋

進捗率％ 16.7% 33.3% 50.0%

1-3うるおいの
ある河川・公園
の整備

D

D

D

D

6
長寿命化修繕計画に指
定された橋梁（35橋）
の修繕実施件数

0件 25件
人件費及び材料費等の高騰により事業費が増大し
ている反面、補助金の認定率が低下している中で
の予算の効率的配分のため、進捗が遅れている。

道路課

7
市民一人当たりの公園
面積

6㎡/人 7㎡/人
開発行為に伴う公園の帰属により総面積は増加し
ているが、一人当たり面積ではわずかな増加にと
どまる。

公園街路課

8 生垣奨励補助件数 151件 201件
既設の塀を継続使用したり、新設では管理費用が
掛からない木材等での塀を設置する傾向があるた
め。

公園街路課

9
公園の里親制度承認団
体数

0団体 15団体
管理業務に対する支援が薄く、積極的な参加に
至っていない。今後は、PR方法の改善を含め、町
内会等への個別周知を図っていきたい。

公園街路課

1
自主防災組織の運営及
び訓練補助金利用状況

52組織 86組織

自主防災組織はあるものの，構成員が高齢化して
活動そのものがない地区がある。
様々な機会を通じて防災意識の啓発を図るととも
に，補助制度の周知に努める。

総務課C

2
総合防災訓練への参加
人数

1,500人/回 1,800人/回

昨今の災害事情により防災への関心が高まり、総
合防災訓練への参加者も徐々に増加傾向にある。
今後、市民への呼びかけだけでなく、関係団体・
協定締結団体等に更なる参加を呼びかけたい。

総務課C

4
避難路及び緊急輸送路
の指定路線橋梁（35
橋）の補強実施件数

11橋 17橋
人件費及び材料費等の高騰により事業費が増大し
ている反面，補助金の認定率の低下により事業費
が減となっているため、進捗が遅れている。

道路課C

2-1災害に強い
安心して暮らせ
るまちづくり



平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 657戸 669戸 684戸

進捗率％ 23.7% 27.7% 32.7%

年度実績 71% 76% 81%

進捗率％ 12.1% 27.3% 42.4%

年度実績 1,717人 1,610人 1,524人

進捗率％ -14.2% -19.5% -23.8%

年度実績 168団体 168団体 167団体

進捗率％ 0.0% 0.0% -33.3%

年度実績 34.5% － 36.6%

進捗率％ -5.8% 34.6%

年度実績 29回 28回 30回

進捗率％ -97.2% -100.0% -94.4%

C

D

D

5 耐震診断実施戸数 586戸 886戸

目標設定時は、東日本大震災の影響もあり耐震診
断の申込戸数が毎年の目標値50戸を超える実績が
あり、目標値を増加目標とした。震災の影響が落
ちついてきた現在では、広報紙や消費生活展など
においてＰＲ活動等を行っているが、申込戸数が
年間10戸程度に落ち込んでいる。今後は、平成32
年度までの国の目標耐震化率が95%となっている
ことから、本市の耐震促進計画においても同率を
目指して、引き続き耐震診断のＰＲ活動等を行い
事業を推進していく。

建築指導課C

6
既存建築物の調査・把
握・指導状況

67％ 100％

耐震診断を受けた世帯に耐震改修等、耐震化に係
る補助制度についてＰＲ等を行っているが、耐震
改修工事費の高額なことや、高齢者のみの夫婦や
高齢者の単身世帯が増え進展しない状況にある。
今後は、地震に対する既存住宅の危険度を広報紙
や消費生活展などにおいて啓蒙啓発を行ってい
く。

建築指導課

7
災害時要援護者の登録
者数

2,000人 4,000人

災害時要援護者台帳の作成方法が基本手上げ方式
であるため。今後は、手上げを待っているだけで
は増えることはないので，福祉情報から障害者や
ひとり暮らし高齢者へ直接ダイレクトメールを送
る方法が考えられる。

総務課

C

D

2-2地域ぐるみ
で取り組む防犯
まちづくり

8 自主防犯組織の結成数 168団体 171団体

H25・H26⇒目標値172
H27～⇒目標値171
H27年度末で未結成4地区。地区事情により組織結
成に至らないが，継続して結成をお願いしてい
る。

生活安全課

10
防犯体制の整備と防犯
意識に対する市民満足
度

34.8％ 40.0％
県内全体における犯罪発生率が例年上位になって
いることもあり、市民が安全で安心を体感できる
に至らない。

生活安全課

11
防犯教室（防犯診断を
含む）の開催数

64回/年 100回/年

現状値設定時は増加傾向であったものの、平成25
年度以降は半減となる30回程度で横ばいとなって
おり、当初の目標値設定が過大であったと思われ
る。
なお、広報等により変わらず周知を図っている。

生活安全課

2-1災害に強い
安心して暮らせ
るまちづくり

5



6

平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 6.7分 7.0分 7.3分

進捗率％ -100.0% -160.0% -220.0%

年度実績 48回/年 44回/年 34回/年

進捗率％ 14.3% -14.3% -85.7%

年度実績 4.8% 2.4% 2.3%

進捗率％ D D D

年度実績 3 4 4

進捗率％ 0.0% 50.0% 50.0%

年度実績 1,144人 1,216人 1,271人

進捗率％ D D D

年度実績 7,823人 7,700人 7,676人

進捗率％ -39.3% -67.0% -72.4%

年度実績 14団体 14団体 13団体

進捗率％ -100.0% -100.0% -133.3%

D

D

D

13
救急車の到達時間
（指令時刻～到着時
刻）

6.2分 5.7分

高齢化の進展等により救急出場件数が増加し、管
轄外からの出場が増えたため。署所再編により出
場件数が多い署所の救急車を増車することで、効
率的な体制を整備する。

消防本部

2-4市民が安全
に生活できる交
通環境の整備

16 交通安全教室の開催数 46回/年 60回/年

警察署や交通安全協会との分担による進捗率の低
下及び当初の目標値設定が過大であったと思われ
る。
現在の取組としては交通安全教室を継続して実施
しており、今後は全ての公立幼稚園・保育所，小
中学校での開催や町内会等での開催数の増加を図
るため，交通指導員の採用を検討している。

生活安全課

17
県民交通災害共済加入
率

10％ 現状維持

H26より小・中学校での団体加入を廃止したた
め、加入率は低下している。H27から県市町村総
合事務組合で新聞折込による広報を実施している
ほか、広報活動の充実を図っている。（消費生活
展や自動車学校での広報）

生活安全課D

2-5浸水被害に
強いまちづくり

18 ポンプ場の改築数 3 5
H29年度に下水道事業ストックマネジメント計画
を策定後、H30年度に実施設計、H31年度に工事実
施を予定している

下水道課C

3-1県南地域の
拠点として中心
市街地の整備

1 中心市街地の居住人口 7,998人 8,443人

中心市街地活性化基本計画において、補助金等の
居住人口増加施策に取り組んでいるが、その効果
以上に流出人数が多くなっているものと思われ
る。

都市計画課

2-6消費生活の
安定

D

D

20 消費生活相談件数 1,095人/年 現状値以下

消費者被害は年々多様化しており，消費生活に関
する相談件数の増は市民生活の安心・安全の向上
に寄与するものである。当初の進捗率の設定で，
相談件数の減を進捗率の根拠としたことに無理が
あったと思われる。

生活安全課

4
違反屋外広告物ボラン
ティアの加入団体数の
増加

17団体 20団体
本事業で除却の対象となっている広告物が、各団
体の担当エリアでほとんど見られなくなったた
め。

都市計画課3-3景観の向上

2-3市民の生命
と財産を守る消
防・救急の充実



平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 4件 4件 5件

進捗率％ -33.3% -33.3% 0.0%

年度実績 1,369店

進捗率％ D

年度実績 4,661億円

進捗率％ -419.0%

年度実績 6,693億円 6,066億円

進捗率％ 212.5% 6.9%

年度実績 3館 3館 3館

進捗率％ 0.0% 0.0% 0.0%

D

D

3-4安全な食料
を供給する農林
水産業の振興

7 農業生産法人化数 5件 8件

国が法人化＝効率化による収入増とする方策を進
めていたため、それに沿った指標 ・目標値を設
定したが、本市には家族経営型の担い手農家が多
いため、法人化に至らない。
現在、国では、6次産業化等の新しい手法による
経営の多角化や、農地中間管理事業による農地集
約化など、担い手の農業経営の安定化対策の方策
が変化しているため、今後は、「法人化」以外の
指標を新たに設定することが適切である。

農林水産課D

3-6創造性と技
術力のある工業
の振興と企業誘
致

8 商店数 1,802店 現状維持

モータリゼーションの進展や市街地周辺部への大
型店の進出等により,中心市街地における商業機
能の衰退など空洞化が進んでいる。現在,中心市
街地活性化基本計画において,商業に関する様々
な事業に取り組んでいる。

商工観光課

9 年間販売額 5,742億円 6,000億円

モータリゼーションの進展や市街地周辺部への大
型店の進出等により,中心市街地における商業機
能の衰退など空洞化が進んでいる。現在,中心市
街地活性化基本計画において,商業に関する様々
な事業に取り組んでいる。

商工観光課

11 製造品出荷額 6,045億円 6,350億円

平成26年度は,生産用機械器具製造業の減少が要
因の一つとなっている。現在,神立地区,テクノ
パーク土浦北,東筑波新治工業団地が完売となり,
土浦おおつ野ヒルズも残り４区画となったことか
ら,企業立地促進奨励金の対象範囲を市街化区域
内に拡大し,新たな企業誘致の促進を図ってい
る。

商工観光課

D

D

4-2安心して産
み育てられる子
ども福祉の充実

2 児童館の整備 3館 4館

土浦市中心市街地活性化基本計画に位置づけられ
た中央一丁目地区まちづくり事業の中で、民間活
力を生かした子育て支援施設の導入を検討した結
果、民間参入による施設整備は難しい結果となっ
た。しかしながら、今後においても引き続き、市
中心部及びその周辺も含め、児童館の整備につい
て検討していく。なお、施設整備にあたっては、
国庫補助を活用して整備を図っていきたい。

こども福祉課

3-5消費者ニー
ズに対応した商
業の振興

3-5消費者ニー
ズに対応した商
業の振興

7



8

平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 9人 12人 15人

進捗率％ -166.7% -66.7% 33.3%

年度実績 2,257件 2,375件 2,398件

進捗率％ -237.0% -127.8% -106.5%

年度実績 406人 369人 361人

進捗率％ -42.4% -98.5% -110.6%

年度実績 55.9% 54.4% 52.5%

進捗率％ 3.4% -6.8% -19.9%

年度実績 87.5% 87.5% 86.1%

進捗率％ 0.0% 0.0% -11.2%

年度実績 33.3% 37.9% 35.2%

進捗率％ 11.8% 25.4% 17.4%

4

就労訓練（就労移行，
就労継続）を受けた方
のうち一般就労した人
数

14人/年 17人/年

Ｈ25年障害者総合支援法が施行され，一般企業へ
の就労が困難な障害者に，就労の機会を提供する
「就労継続Ａ型事業所」が市内に増加した。気軽
に通所し最低賃金が確保される「就労継続Ａ型事
業所」を希望する障害者が増え一般就労の人数が
伸びない。障害福祉サービス決定の面接調査時に
おいて，障害者に対し就労を勧めている。

障害福祉課C

2,621件/年

H24年に児童福祉法の改正により児童発達支援事
業が創設され，幼児ことばの教室以外にも，市内
に同事業を行う事業所が増加した為，本計画の策
定時より指導ケース数が減少している。幼稚園や
保育所等から紹介により通所児を確保している。

障害福祉課D

4-4生きがいを
もって元気に暮
らせる高齢者福
祉の充実

9
ひとり暮らし老人等緊
急通報システム事業の
利用者数

434人 500人

身体状況の悪化に伴う施設入所等による利用中止
や携帯電話の普及等により、連絡手段が容易と
なったことから、利用者が減少している。
民生委員や広報紙などを通し、周知に努めてい
る。

高齢福祉課D

都市計画課D

12

13 介護施設訪問割合 87.5％ 100％

介護相談員を受け入れていない施設は、当該施設
には苦情受付窓口の設置や生活相談員の配置が義
務付けられていることから，外部の相談員までの
必要はないとの認識でいる。新設施設に対して
は、当事業の説明を行っており、平成28年度新設
の3施設は受け入れられるものと考えている。

高齢福祉課

施設入所者のうち要介
護４・５の方の入所率

55.4％ 70％

施設入所にあたっては，各施設が独自に入所判定
委員会に諮り，入所申込者の状況に応じた点数に
より優先順位を決定している。要介護度の重い方
は点数が高いが，要介護度のみの判定ではなく、
独居高齢者や認知症高齢者が増え，要介護度が低
い方でも施設入所の必要な方が増えている。（必
要度が高い方が入っている。）今後，第7次計画
の策定にあたっては，ニーズを把握し，適切な整
備数の検討を行い，必要なときに入所できる環境
を整える。

高齢福祉課D

D

4-5市民生活の
セーフティネッ
トとしての社会
保障制度の適正
な運営

4-3自立と社会
参加を促進する
障害者福祉の充
実

4-7すべての人
が安全で快適に
暮らせるバリア
フリーの推進

16
バリアフリー特定事業
完了率

29.3％ 63.2％
平成27年3月に特定事業計画の改訂を実施し、当
初174事業から、改訂後204事業に事業数が増えた
ため。

5
幼児ことばの教室指導
ケース数

2,513件/年



平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績
小　29.9%
中　 9.4%

小　44.2%
中　10.9%

小　46.2%
中　11.3%

進捗率％ D D D

年度実績 5項目 7項目 7項目

進捗率％ -188.9% -166.7% -166.7%

年度実績 10,563人 10,724人 10,984人

進捗率％ 6.0% 9.4% 14.9%

年度実績
小　  39%
中　  44%

小　40.8%
中　45.2%

小　  43%
中　48.4%

進捗率％
小  -6.7%
中  -6.7%

小   5.3%
中   1.5%

小  20.0%
中  22.7%

5-1生きる力を
育む学校教育の
充実

指導課

2

茨城県学力診断のため
のテストで県平均を上
回った学年・教科の数
（小３～６は４教科，
中学生は５教科）

22項目 31項目

基礎的・基本的学習事項が未定着の児童生徒の割
合が大きいのが理由である。学びの広場等での個
別支援を充実させたり、各学校に整備されてきて
いるＩＣＴを活用し、学力向上に資する有効的な
活用を指導していく。また、小学校と中学校の接
続を円滑にする多面的取り組みにより学力面にお
ける中１ギャップは解消しつつある。現在、小中
一貫教育の柱の一つである学力向上に向けて、小
中学校で課題解決のための重点単元を選定し、そ
の重点単元の指導計画を策定している。主体的、
対話的な深い学びにつながるアクティブ・ラーニ
ングを浸透させていくとともに、家庭学習の充実
を図る意味においても家庭との連携を深めてい
く。

指導課D

D

4
さわやかマナーアップ
運動参加者数

10,281人 15,000人

幼小中で連携しながら、またＰＴＡと連携しなが
ら進めている。参加者数は少しづつではあるが増
加しているので、今後は、マナーアップ運動（あ
いさつ運動）への参加を促す情報提供を工夫す
る。

指導課

5
小中学校の体力テスト
総合評価ＡまたはＢの
児童生徒の割合

小学校40％
中学校45％

小学校55％
中学校60％

体力テストについて児童生徒への意識付けが徹底
されていないのが理由である。各学校で特に課題
のある種目を明確にし、通常の体育の授業におけ
る課題解決のための工夫をするとともに、体力テ
スト前の意識付けのためのオリエンテーションの
実施や練習時間の確保を進めている。また、日常
の学校生活においても、昼休みなどを活用し、積
極的に運動に親しむことのできる取組をより一層
推進するとともに、県の事業である「体育大好き
推進事業」を今後も積極的に活用する。中学校に
おいては、運動部への入部率は72％であるので、
体力づくりを中心に活動できるよう助言してい
る。

指導課

D

D

毎年度の
県平均値

児童生徒一人一人が読んだ本の冊数を学級単位で
適切に把握できていないことが理由である。読書
活動は全小中学校で実施しており、平成２７年度
全国学力・学習状況調査における質問紙では、２
時間以上読書していると回答した児童生徒の割合
は、県平均よりも多かった。現在、適切に児童生
徒の読んだ本の冊数を把握できるような集計の仕
方を周知している。

1

小学校４～６年生で読
む本の冊数が５０冊以
上の児童の割合
中学校で読む本の冊数
が３０冊以上の生徒の
割合

小学校
47.6％
中学校
10.4％

9



10

平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績 344,250人 375,066人 367,533人

進捗率％ -41.9% 9.1% -3.4%

年度実績 112人 105人 111人

進捗率％ -123.6% -162.0% -129.4%

年度実績 375点 389点 336点

進捗率％ 57.6% 81.4% -8.5%

年度実績 18,104人 22,270人 22,979人

進捗率％ -143.0% 3.8% 28.8%

年度実績
56事業所
14事業所

56事業所
16事業所

60事業所
15事業所

進捗率％ 39.1% 30.4% 34.8%

D

D

D

D

5-5すべての市
民が親しむス
ポーツ・レクリ
エーションの振
興

12

かすみがうらマラソン
兼国際盲人マラソンか
すみがうら大会参加者
数

22,162人
(H24データ)

25,000人

6-2恵まれた自
然環境の保全

3
監視検査事業所数
基準超過事業所数

60事業所
23事業所

60事業所
0事業所

基準を超過している事業場の多くは，中小企業で
あり，根本的な是正をするためには多額に費用を
要するため，基準超過がなくならない状況である
が，基準超過事業場は，基準年と比べ確実に少な
くなっている。基準を超過する事業場について
は，立ち入り回数を増やし，きめ細かいメンテナ
ンス指導を行っており，今後も継続していきた
い。

環境保全課C

欠席者数を想定して目標値より多くのエントリー
を受け付けているが，当日参加者数は天候によっ
て大きく左右されることから達成できていない。

スポーツ振興課

5-3次代を担う
青少年の健全育
成

9 こどもランド利用者数 133人/日 150人/日

 こどもランドを利用する親子連れの中には，ウ
ララ１の大型スーパーへ買い物に来た方もいまし
たが，平成25年2月に同店舗がウララ１から撤退
したことや，近隣に親子連れで買い物に行ける大
型商業施設が開業したことにより利用者が減少し
てきた面もあります。今後は、親子で参加できる
魅力的な講座等を計画し利用者数増加を図ってい
く。

生涯学習課

5-4文化・芸術
活動の振興

10 市展出展数 341点 400点

出展数減少の理由の一つとして、出展者の高齢化
が考えられる。高校生以上を対象として募集して
おり、出展者を増やすため、若年層の参加促進に
努めている。現在土浦駅前に整備を進めている
（仮称）市民ギャラリーでの開催を予定してい
る。

文化課

生涯学習課
5-2自己実現を
最大限尊重する
生涯学習の振興

8
各地区公民館の利用者
数

369,572人 430,000人

公民館の利用者数は約37～38万人/年の利用状況
であり、概ね横ばいである。公民館では、利用者
数を増やすようにインターネットを利用した予約
システムの導入や、日頃公民館利用の少ない男性
や子ども向けの講座の開催、また夜間、土・日に
講座を開催するなど利用者を増やす取り組みをし
てきたが、結果として利用者増に結びつかず、目
標値を達成することができなかった。これからも
利用者の増加につながるように、魅力ある講座の
開催や、同好会活動の振興など、公民館における
生涯学習活動の充実を図っていく。



平成25年度 平成26年度 平成27年度

担当課現状値 目標値

各年度数値

進捗度がＣ・Ｄの理由及び取組状況進捗度指標名施策名 No.

年度実績
虫掛：50％
沖宿：100％

虫掛：0％
沖宿：100％

虫掛：50％
沖宿：100％

進捗率％ -25.0% -150.0% -25.0%

年度実績
霞ヶ浦Dr：7校
その他：8件

霞ヶ浦Dr：6校
その他：11件

霞ヶ浦Dr：6校
その他：7件

進捗率％ -33.3% -33.3% -55.6%

年度実績    60,907t    60,382t    58,064t

進捗率％ 6.2% 12.1% 38.0%

年度実績 87.4% 87.8% 87.8%

進捗率％ -62.5% -37.5% -37.5%

6-6快適な生活
を支える下水道
の整備

10
公共下水道処理人口普
及率

88.4％ 90.0％

11校 20校 D

C

統計基礎数値の変更（住基データに外国人を追
加）などの影響による。

下水道課

6-3ごみ処理の
適正化とリサイ
クルの推進

7 ごみの減量化目標 61,462t
52,513t
(14.6％)

ごみの減量化目標は、平成24年3月に策定した第2
次ごみ処理基本計画の達成目標を参考にしてい
る。計画策定当時は、平成27年度にごみ処理有料
化を導入することによって、約10%の減量化を見
込んでいたが、現在は平成30年度の導入を目指し
ている。事業系ごみについても、引き続き紙類の
発生抑制、資源化等の啓発・指導に努めていく。

環境衛生課

D

6-2恵まれた自
然環境の保全

霞ヶ浦ドクターは，湖上体験スクールと内容が類
似していること，また学校教育での総合学習の授
業時間数も減少していることなどから，申込件数
が少ない。年度当初に，校長会や理科担当者会議
などで周知を図っている。今後も学校の要望等を
反映し，個々の学校の事情に合わせてた出前講座
として対応していきたい。

環境保全課

4
浄化施設放流水ＢＯＤ
河川環境基準達成率

80％ 100％

虫掛浄化施設は，施設設計上BOD:15mg/Lまで浄化
することを目的とした施設であり，河川環境基準
BOD:2mg/Lを充たすことは困難である。当該施設
への流入水質も設計当時と比べよくなっている
（30mg/L→5mg/L）ことから，施設の撤去を検討
中（11か年要求中）である。虫掛排水路及び新川
の更なる浄化に向けては，汚濁負荷源を特定しピ
ンポイントでの対策を検討する必要があることか
ら11か年において詳細な流入水路の水質調査事業
を要求している。。

環境保全課

6 出前講座実施校数

D

6-2恵まれた自
然環境の保全

11


