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Ⅱ．上位・関連計画による方向性 

１．上位・関連計画 

■国土のグランドデザイン２０５０（平成26年7月公表） 

○本格的な人口減少社会の到来、巨大災害の切迫等に対する危機意識の共有が必要です。 

○2050年には、現在の居住地域の６割以上の地点で人口が半分以下に減少すると推計しています。 

○質の高いサービスの効率的な提供や新たな価値創造などコンパクト＋ネットワークの意義・必要性

を明記しています。 

○役場や小学校周辺などを中心に「小さな拠点」を形成し、生活に必要な機能の集約を図ります。 

■改正都市再生特別措置法（平成26年8月施行） 

○都市全体の構造を踏まえながら、居住者の生活を支えるコンパクトなまちづくりとして「多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ化」が必要です。 
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○市町村が策定する「立地適正化計画」の中

で、生活サービス機能の計画的配置を図る

「都市機能誘導区域」や、まとまった居住

の推進を図る「居住誘導区域」を設定し、

都市機能や居住の誘導を図ります。 

居住誘導区域 
都市機能誘導区域 



Ⅱ．上位・関連計画による方向性 

１．上位・関連計画 

■都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)（平成24年12月施行） 
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○地球環境に優しい暮らし方や、少子高齢社会における暮らし方な

ど、新たな視点を持ち込み、住民や民間事業者と一体となったまち

づくりに取り組みます。 

○身近に集積された日常生活に必要なまちの機能に、公共交通によ

りアクセス可能なコンパクトなまちづくりを進めます。 

○市町村が「低炭素まちづくり計画」を策定します。 

 

 ■国土強靭化基本法（平成25年12月施行） 

○東日本大震災の教訓を踏まえ、必要な事前防災及びそ

の他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に

実施することを目的としています。 

○「人命の保護」、「国民の財産及び公共施設への被害

の最小化」などを基本方針としています。 



Ⅱ．上位・関連計画による方向性 

１．上位・関連計画 
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■改正地域公共交通活性化再生法（平成26年11月施行） 

○本格的な人口減少社会における地域社会の活力維持・向上を

目標としています。 

○コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携、地域

全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築を支援

します。 

 

■茨城県総合計画『いばらき未来共創プラン』（改訂中） 

○基本理念を「みんなで創る 人が輝く元気で住みよい いばら

き」とし、生活と産業の未来を拓く『イノベーション大県い

ばらき』を目指しています。 

〇基本目標は、「住みよいいばらき」、「人が輝くいばらき」、

「活力あるいばらき」の３つを掲げています。 



Ⅱ．上位・関連計画による方向性 

１．上位・関連計画 

■茨城県都市計画マスタープラン（平成26年12月検証）  

○基本理念を『次世代を育み、未来につなぐ「人が輝き、住みよい、活力ある」都市（まち）』とし、

今後の都市づくりの方向性を確認しています。 

〇基本方針として、「集約型都市構造の実現」、「効率的な都市づくり」、「広域化に対応した都市

づくり」、「安全・安心な都市づくり」、「地域の活性化や産業の振興」、「交流・連携、交通手

段の強化」、「自然的環境や景観の保全・創出」、「多様な主体との連携」の８つを掲げています。 

 

■竜ヶ崎・牛久都市計画区域マスタープラン（改定中） 

○周辺の都市計画区域と交流促進や連携強化を図り、都市機能を相互に補完し、地域の特性を活かし

た魅力ある都市づくりを行うとともに、災害に強い安心・安全な都市づくりを進めます。 

〇龍ケ崎市は、近隣都市間の連携を強化し、豊かな自然・田園環境と共生しながら、

職・住が一体となった稲敷地域の中心都市を目指します。 
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Ⅱ．上位・関連計画による方向性 

１．上位・関連計画 

■ふるさと龍ケ崎戦略プラン（平成24年2月）  

○本市の最上位計画として、市の全ての計画の指針となります。現在、平成38年度を目指した新たな

計画を策定中です。 

〇目指していくまちの姿を「人が元気 まちも元気 自慢したくなるふるさと 龍ケ崎」とし、重点戦略

として「協働のまちづくりと地域力のアップ」、「若者・子育て世代の定住環境の創出」、「まち

の活性化と知名度アップ」、「安心と住みよさが実感できる生活環境づくり」を挙げています。 

 

■龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略・人口ビジョン（平成27年12月） 

○人口の将来展望として、平成72年（2060年）の本市の目標人口を65,600人、老年人口比率を

33.0％としています。 

〇これを実現するための基本目標として、「子育て環境日本一を目指したまちづくり」、「住んでみ

たいと感じるまちづくり」、「地域の潜在力を活かしたしごとづくり」、「地域がつながる、安

全・安心なまちづくり」の４つを掲げています。 
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Ⅲ．社会的潮流 
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Ⅲ．社会的潮流 

１．社会的潮流 

■人口減少と少子高齢（長寿）化 

○我が国の総人口は、平成20年を頂点に減少に転じ、今後その傾向が強まるとともに高齢者の割合が

増加していくことが見込まれています。 

〇人口減少に伴い、労働力人口の減少や地域コミュニティの崩壊など様々な影響が懸念されています。 

 

■環境問題の深刻化 

〇異常気象による災害の激甚化や国境を越えた大気汚染など、地球規模での環境問題が深刻化してい

ます。 

〇自然地の開発による生物多様性についての問題も顕在化しています。 
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■ニーズの多様化 

○物の豊かさとともに心の豊かさを求め、仕事と生活の調和、特に仕事と子育てを両立できる多様で

柔軟な働き方が求められています。 

 



Ⅲ．社会的潮流 

１．社会的潮流 

■地域間競争 

○人口減少をできる限り緩やかにし、地域の活性化を図るために、人口流出の抑制や流入の増加に対

する方策や、安定した企業の誘致などそれぞれの市町村で戦略を立て取り組んでいます。 

 
■防災意識の高まり 

○東日本大震災を経験し、今後30年以内に70％の確率で発生すると予想されている首都直下地震等や、

異常気象などに伴う大規模自然災害への関心が高まっています。 
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■パートナーシップによるまちづくり 

○核家族や一人世帯が増加するなかで、地域コミュニティの力がより一層求められるとともに、個人

だけでなく、行政、企業、地域などと「協働」でまちづくりに取り組むことが重要になっています。 

 
■郊外型大規模店舗進出と中心市街地内の衰退 

○自家用車の普及や道路網の整備、ライフスタイルの変化などにより郊外型大規模店舗への依存と、

それに伴う中心市街地や地域の商店の衰退が進んでいます。 

〇一方で、高齢化などに伴い自家用車を利用できない人は、買い物が困難になっています。 

 



（１５年変化） 

Ⅳ．まちづくりの動向 
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Ⅳ．まちづくりの動向 

龍ケ崎市（平成12-27年） 

 

近隣市（平成27年） 

 

１．人口・世帯の推移及び人口密度 

人口密度 

出典：住民基本台帳(平成２７年１０月１日現在） 

出典：茨城県庁(平成２７年９月１日現在） 

 

人口・世帯 

・平成12年以降、人口は約2.4ポイント増加。 

・また、世帯は約24.6ポイント増加。 

・人口・世帯数は、牛久市に次いで４番目。 

・人口密度は、取手市、牛久市に次いで3番目に
高く、県内全市平均とほぼ同等の人口密度。 

自治体名 人口（人） 世帯 

 つくば市 222,818 94,737 

 取手市 109,056 46,951 

 牛久市 84,680 34,919 

 龍ケ崎市 78,841 32,635 

 つくばみらい市 50,091 19,219 

 稲敷市 - - 

 県内全市町村平均 77,156 31,663 

自治体名 人口密度（人／㎢） 

 取手市 1,525 

 牛久市 1,430 

 龍ケ崎市 1,001  

 つくば市 786  

 つくばみらい市 616 

 稲敷市 209  

 県内全市町村平均 805  
※1 平成２７年の国勢調査の結果は未発表のため、平成27年10月1日の住民
基本台帳データを採用しています。  

※2 増減率は、過去の値を100％として考えた場合の割合を示しています。以
降のページも同様。  

※「-」は、非公開のため、不明。  

人口 

（平成27年） 

76,923人 78,841人 

約2.4ポイント増 
出典：国勢調査 

 

（平成12年） 

【100.0％】  【102.5％】  

出典：住民基本台帳 

出典：国勢調査 

 

世帯数 

（平成27年） （平成12年） 

26,186世帯 32,635世帯 

約24.6ポイント増 
【100.0％】  【124.6％】  

出典：住民基本台帳 
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Ⅳ．まちづくりの動向 

２．地区ごとにみる人口の推移 

出典：国勢調査・常住人口調査(各年１０月１日現在） 

 

龍ケ崎 
18.6% 

馴 柴 
19.8% 

八 原 
4.0% 

長 戸 
2.3% 

大 宮 
4.4% 

北文間 
3.7% 

川原代 
4.4% 

北竜台 
25.1% 

龍ケ岡 
17.8% 龍ケ崎 

23.8% 

馴 柴 
20.7% 

八 原 
11.7% 

長 戸 
3.3% 

大 宮 
5.6% 

北文間 
5.1% 

川原代 
5.1% 

北竜台 
24.7% 

  龍ケ崎 馴 柴 八 原 長 戸 大 宮 北文間 川原代 北竜台 龍ケ岡 総数 

平成１１年 18,102 15,755 8,925 2,483 4,301 3,888 3,896 18,835 ― 76,185 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

増減数 -3,412 -146 -5,749 -695 -833 -988 -436 960 14,059 2,760 

平成２６年 14,690 15,609 3,176 1,788 3,468 2,900 3,460 19,795 14,059 78,945 

（人） 

平成１１年 平成２６年 
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３．年齢別３区分及び平均年齢 

平均年齢 
出典:茨城県庁（平成２７年７月１日現在） 

 

Ⅳ．まちづくりの動向 

近隣市（平成27年） 龍ケ崎市（平成12-27年） 
「６５歳以上」の増加率が約２倍と非常に高
く、０歳から１４歳が約２割ほど減少していま
す。 

県内全市平均と比べ、15-64歳の生産年齢人口の
割合が若干高いことがわかります。 

年齢別３区分 

出典：国勢調査 

 

人口（年齢別３区分） 

（平成27年） （平成12年） 

12,828人 9,843人 

約23.3ポイント減 

54,361人 49,724人 

9,657人 19,274人 

約99.6ポイント増 

0歳から14歳 

15歳から64歳 

65歳以上 

約8.5ポイント減 

（平成27年） （平成12年） 

（平成27年） （平成12年） 

自治体名 
平均年齢 男 女 

（歳） （歳） （歳） 

 つくば市 40.9 39.7 42.2 

 つくばみらい市 44.0 42.8 45.2 

 牛久市 44.8 44.1 45.6 

 龍ケ崎市 44.9 43.6 46.2 

 取手市 48.0 46.8 49.2 

 稲敷市 49.7 47.8 51.5 

 県内全市町村平均 46.9 45.5 48.3 

【100.0％】  

【100.0％】  

【100.0％】  

【76.7％】  

【91.5％】  

【199.6％】  

出典:茨城県庁（平成２７年７月１日現在） 
出典：住民基本台帳 

 

年齢別３区分 

自治体名 0-14歳 15-64歳 65歳以上 

 つくば市 15.4% 65.9% 18.8% 

 取手市 11.0% 58.0% 31.0% 

 牛久市 13.7% 60.6% 25.7% 

 龍ケ崎市 12.5% 63.1% 24.4% 

 つくばみらい市 14.6% 60.8% 24.7% 

 稲敷市 10.3% 58.4% 31.4% 

 県内全市平均 13.3% 62.0% 24.7% 
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４．人口流動・昼夜間人口比 

平成22年の龍ケ崎市の通勤流動 平成22年の龍ケ崎市の通学流動 

平成12年の龍ケ崎市の通学流動 平成12年の龍ケ崎市の通勤流動 昼夜間人口比率（龍ケ崎市） 

出典：国勢調査 

 

出典：国勢調査 

 

・通勤流動では、平成12年から平成22年にかけて｢牛久市」「取手市」に通勤する人が増加。 

・通学流動では、「牛久市」「その他県内」「他県」からの流入が減少。（平成12年から平成22年で2,402人減少） 

 

昼夜間人口比率(％) 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

89.8 86.7 86.4 － 

 自治体名 昼夜間人口比率(％） 

 つくば市 108.7 

 稲敷市 92.4 

 つくばみらい市 87.3 

 龍ヶ崎市 86.4 

 取手市 85.4 

 牛久市 84.2 

2,000人未満

2,000～5,000人

5,000人以上

その他
県内

流出19,224人
流入10,729人

牛久市

取手市

東京都

つくば市

他県

東京都

流出3,337人
流入4,140人

その他
県内

取手市

牛久市

土浦市

他県

300人未満

300～1,000人

1,000人以上

2,000人未満

2,000～5,000人

5,000人以上

流出21,116人
流入11,000人

牛久市

取手市

東京都

つくば市

他県

その他
県内

東京都

流出3,186人
流入1,738人

その他
県内

取手市

牛久市

土浦市

他県

300人未満

300～1,000人

1,000人以上

Ⅳ．まちづくりの動向 

龍ケ崎市（平成12-22年） ※本項では国勢調査のデータを基に整理したためH12～H22の10年変化としています。 

近隣市昼夜間人口比率 
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Ⅳ．まちづくりの動向 



５．都市計画区域面積及び用途地域面積 

出典：都市計画年報 

出典：茨城県都市計画課HP「明日のいばらきを創る-平成２６年度茨城土木概要」抜粋  

龍ケ崎市（平成10-25年） 

 

近隣市（平成25年） 

 ・用途地域別では大きな変化はない。 ・住宅系は、龍ケ崎市（約８割）が最も高い。 

・工業系では稲敷市（約3割）が最も高い。 

82.6 

82.9 

5.8 

5.6 

11.6 

11.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成10年 

平成25年 

用途地域面積構成比 

住宅系 

商業系 

工業系 

区域 
面積・構成比(％) 

平成10年 平成25年 

 市街化区域 
1,366ha 
（17.5%） 

1,366ha 
（17.5%） 

 市街化調整区域 
6,453ha 
（82.5%） 

6,454ha 
（82.5%） 

82.9  

78.3 

84.2 

80.2 

74.3 

69.6 

5.6 

6.3 

5.9 

5.8 

2.8 

2.8 

11.6 

15.4 

9.9 

14.0 

22.9 

27.6 

龍ケ崎市  

つくば市  

取手市  

牛久市  

つくばみらい市  

稲敷市  

用途地域面積構成比  

住宅系 

商業系 

工業系 
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出典：基礎調査 

６．土地利用 

・土地利用の19年間での大きな変化はない。 

・都市的土地利用は増加、自然的土地利用は減少。 

Ⅳ．まちづくりの動向 

龍ケ崎市（平成27年度） 

67.8% 

63.8% 

32.2% 

36.2% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成8年度 

平年27年度 

自然的土地利用 都市的土地利用 

出典：平成8年度・平成22年度 都市計画基礎調査集計解析より作成  
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つくばみらい市 

つくば市 

自然的土地利用 都市的土地利用 

※元にしたデータの関係上、合計値が100％にならないことがある。 

・龍ケ崎市は、取手市に次いで１４年間での
自然的土地利用の減少が少ない。 

近隣市（平成8年度・平成22年度） 

※（上段）平成8年度・（下段）平成22年度 
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７．農地転用 

龍ケ崎市（平成27年度） 

 

出典：農林業センサス 

龍ケ崎市専兼業別農家数（平成12年-22年） 

Ⅳ．まちづくりの動向 

  平成１２年 平成１７年 平成２２年 

総数 1,550 1,155 860 

専業 184 205 199 

兼業(農業が主） 273 152 120 

兼業(兼業が主） 1,093 798 541 
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・平成12年から平成22年の10年間にかけて、兼業農家の

割合が約半数減少している。 

3,526  
3,496  3,491  3,487  3,482  3,477  3,467  3,460  

3,441  3,436  3,434  3,431  3,419  3,410  3,401  

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

 単位：ha 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

住宅用地 66 57 64 64 61

商業用地 3 3 7 1 4

工業用地 0 0 2 0 0

公共用地 1 3 4 3 1

その他 13 15 16 31 46

0

20

40

60

80

単位：件 

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

住宅用地 2.4 1.7 2.0 2.1 2.3

商業用地 0.2 0.1 0.7 0.1 0.2

工業用地 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0

公共用地 0.0 0.5 0.1 1.2 0.0

その他 0.6 1.1 1.0 11.4 4.9

0.0

4.0

8.0

12.0
単位：ha 

出典：基礎調査 

出典：統計りゅうがさき 

■農地（田・畑）面積 

■農地転用件数 

■農地転用面積 



８．都市計画道路の整備状況 

近隣市（平成25年） 

 

龍ケ崎市（平成16年-平成25年） 

出典：都市計画現況調査（平成２５年３月３１日時点） 

都市計画道路整備率 

  

計画延長 
（km） 

改良済（概成済も含む） 

延長（km） 率 

 龍ケ崎市 71.34 66.64 93.41% 

 つくば市 49.23 37.36 75.89% 

 牛久市 62.97 52.60 83.53% 

 取手市 71.46 49.04 68.63% 

 つくばみらい市 192.07 134.66 70.11% 

 稲敷市 44.66 21.03 47.09% 

 県内全体 2,749.1 2,006.05 72.97% 

近隣市の中で最も 
整備率が高くなっています 

都市計画道路 整備率 

（平成25年） （平成16年） 

 92.4％  93.4％ 

約1.0ポイント増 

出典：市資料より 
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９．公園の整備状況 

龍ケ崎市（平成10-20年・平成16-26年） 近隣市（平成26年度） 

都市公園（一人当たり）面積 

出典：茨城県HP（平成26年３月末現在） 

 

・１人当たりの都市公園面積をみると、龍ケ崎市
は近隣市の中で最も高い値となっています。 

公園面積 

（平成26年度） （平成11年度） 

約41.7ポイント増 
 27.3ha増 

出典：業務調査 

・１５年前と比較すると、公園面積が約４割
増加。 

自治体名 
市町村 
総人口 
(千人) 

1人当たり 
公園面積 
（㎡/人） 

都市公園 
面積合計 
（ha） 

 龍ケ崎市 79 11.75 92.83 

 取手市 109 8.05 87.78 

 牛久市 84 3.67 30.86 

 稲敷市 44 5.09 22.4 

 つくば市 217 9.42 204.31 

 つくばみらい市 48 3.78 18.15 

 県内全市町村平均 67 9.18 59.67 

 65.53ha 

【100.0％】  

 92.83ha 

【141.7％】  
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10．上水道普及率、下水道普及率 

出典：下水道課 

下水道普及率（％） 

（平成25年度） （平成10年度） 

67.4％ 82.7％ 

15.3ポイント増 

上水道普及率（％） 

（平成25年度） （平成10年度） 

69.9％ 73.6％ 

3.7ポイント増 
出典：茨城県南水道企業団 

龍ケ崎市（平成10-25年） 近隣市（平成26年度） 

・下水道普及率は、約15.3ポイント増加。 ・汚水処理人口普及率で比較すると、龍ケ崎市
は、牛久市についで９割を超えた値となってい
る。 

自治体名 
行政人口 

(人) 

汚水処理 
人口 
（人） 

汚水処理 
人口普及率 

（％） 

 牛久市 84,353 77,887 92.3 

 龍ケ崎市 78,941 72,186 91.4 

 つくば市 220,166 198,671 90.2 

 つくばみらい市 49,643 43,685 88.0 

 取手市 109,184 92,413 84.6 

 稲敷市 44,082 33,365 75.7 

汚水処理人口普及率 

出典：茨城県HP（平成27年３月末現在） 
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11．商業、工業 

 出典：商業統計  

商業（店舗数・従業者数）（平成11-26年） 

・小売業舗数は約３割減少 

・小売業従業者数は、約２割減少 

店舗数・従業員数（卸売業） 

（平成26年度） （平成11年度） 

101店 18店 減 

（平成26年度） （平成11年度） 

640店 423店 

83店 

583人 163人 減 420人 

店舗数・従業員数（小売業） 

217店 減 

5,074人 

1,098人減 
3,976人 

従業員数 

店舗数 

店舗数 

従業員数 
出典：統計りゅうがさき 

工業（事業所数、従業員数）（平成11-26年） 

 ・事業所数は減少、従業者数は増加。 

事業所数 

（平成26年度） （平成11年度） 

135店 

12所 減 
123店 

5,409人 

215人 増 

5,624人 

（平成26年度） （平成11年度） 

従業員数 

出典：統計りゅうがさき 出典：商業統計  
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近隣市（平成25年） 

 

12．火災発生件数 

出典：消防防災年報（平成２５年１２月３１日現在）  

資料：龍ケ崎消防署 

・火災は、年間30件程度発生している。 

・県内全市平均と比べても７件多い。（平成25年） 

龍ケ崎市（平成11-26年） 

火災発生件数（件） 

13．刑法犯認知件数 

近隣市（平成26年） 

龍ケ崎市（平成11-26年） 

 ・県内全市平均と比較しても約４割程度高い。 

資料：統計りゅうがさき  

刑法犯認知件数（件） 

自治体名 火災発生件数（件） 

つくばみらい市 12 

牛久市 16 

取手市 17 

稲敷市 22 

龍ケ崎市 31 

つくば市 82 

県内全市町村平均 24 

自治体名 刑法犯認知件数（件） 

つくばみらい市 436 

稲敷市 479 

牛久市 934 

取手市 1,043 

龍ケ崎市 1,120 

つくば市 2,532 

県内全市町村平均 693 

出典：茨城県HP(平成２６年１２月末 確定値数)   
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Ⅳ．まちづくりの動向 

  刑法犯認知件数（件） 

平成11年 1,111 

平成16年 1,668 

平成21年 1,320 

平成26年 1,242 

  火災発生件数（件） 

平成11年 20 

平成16年 35 

平成21年 26 

平成26年 29 



14．交通事故発生件数 

近隣市（平成26年） 

出典：統計りゅうがさき  

出典：茨城県警察(平成２６年１２月３１日現在） 

交通事故発生件数（件） 

・交通事故発生件数は、平成11年と比べ大きく減少。 

・県内全市平均と比べても18件程少ない。 

龍ケ崎市（平成11-26年） 

自治体名 交通事故発生件数（件） 

 つくばみらい市 169 

 稲敷市 171 

  龍ケ崎市 267 

 取手市 311 

 牛久市 385 

 つくば市 954 

  県内全市町村平均 285 
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  交通事故発生件数（件） 

平成11年 615 

平成16年 638 

平成21年 433 

平成26年 267 



15．保育、教育施設状況 

出典：業務調査（各年4月1日現在） 

 

待機児童数の推移 

15年間で、 
保育園は増加（7施設⇒12施設） 

幼稚園は減少（9施設⇒8施設） 出典：統計りゅうがさき 

  平成11年5月1日 平成26年5月1日現在 

保育園 7 12 
幼稚園 9 8 
小学校 12 13 
中学校 6 6 
高校 4 4 
大学 1 1 

市内：４４施設 

龍ケ崎市（平成12-27年） 

出典：住民基本台帳 

0歳-5歳の人口推移 

（平成27年） （平成12年） 

4,625人 3,466人 

約25.1ポイント減 
出典：国勢調査 

【100.0％】  【74.9％】  
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  待機児童数（人） 

平成18年 16  

平成19年 32  

平成20年 13  

平成21年 3  

平成22年 0  

平成23年 0  

平成24年 0  

平成25年 0  

平成26年 0  

平成27年 0  

・近年は、待機児童数０。 



16-1．病院数、病床数（10万人当たりの数） 

病院数 

病床数 

病院数 

病床数 
出典：茨城県医療施設調査（平成２６年１０月１日現在）  

出典：統計りゅうがさき 

出典：茨城県医療施設調査（平成２５年１０月１日現在） 

 

人口１０万人当たり病院数 

（平成26年10月1日現在） （平成11年3月31日現在） 

2.6施設 3.8施設 

1.2施設 増 

出典：統計りゅうがさき 

人口１０万人当たり病床数 

（平成26年10月1日現在） （平成11年3月31日現在） 

278.3床数 

422.2床数 増 

700.5床数 

 

龍ケ崎市（平成11-26年） 

 

近隣市（平成25年） 

・人口10万人当たりの病床数は、平成11年と比
べ、約2.5倍となっている。 

自治体名 病院数 
人口10万人 
当たり病院数 

 取手市 8 7.5 

 稲敷市 3 6.7 

 つくば市 12 5.5 

 龍ケ崎市 3 3.8 

 牛久市 2 2.4 

 つくばみらい市 － － 

 県内全市町村平均 4 6.2 

自治体名 病床数（床） 
人口10万人 

当たりの病床数（床） 

 稲敷市 874 1,961.6 

 つくば市 3,180 1,449.4 

 取手市 1,117 1,040.9 

 牛久市 817 978.1 

 龍ケ崎市 553 697.5 

 つくばみらい市 － － 

 県内全市町村平均 734 1,102.6 

・県内全市町村平均と病床数を比較すると、
龍ケ崎市は低い傾向にある。 
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16-2．診療所数、医師数（10万人当たりの数） 

出典：茨城県医療施設調査（平成２５年１０月１日現在）  

出典：茨城県医師・歯科医師・薬剤師調査（平成２４年１２月３１日現在）  

出典：統計りゅうがさき  

人口１０万人当たり診療所数 

（平成26年10月1日現在） （平成11年3月31日現在） 

56.4所 58.3所 

1.9所 増 

出典：統計りゅうがさき  

人口１０万人当たり医師（人） 

（平成21年12月31日現在） （平成12年12月31日現在） 

70.9人 134.7人 

63.8人増 

龍ケ崎市（平成11-26年） 

 
近隣市（平成24-25年） 

 ・人口10万人当たりの診療所数と医師数は、平成
11年に比べてそれぞれ増加。 

自治体名 
診療所 
（所） 

人口10万人当たり診療所 
（所） 

 つくば市 178 81.1 

 牛久市 53 63.4 

 龍ケ崎市 44 55.5 

 取手市 59 55.0 

 つくばみらい市 21 45.1 

 稲敷市 18 40.4 

 県内全市町村平均 39 58.9 

自治体名 
医師 
（人） 

人口10万人当たり医師
（人） 

 つくば市 1,152 530.1 

 牛久市 149 179.7 

 取手市 188 174.2 

 龍ケ崎市 98 123.2 

 稲敷市 39 85.9 

 つくばみらい市 17 37.2 

 県内全市町村平均 118 175.7 

・人口10万人辺りの診療所数・医師数は、
県内全市町村平均と比較すると、若干低い
値となっている。 

 診療所数 

医師数 

診療所数 

医師数 
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17-1．財政（費目別） 

龍ケ崎市（平成10-25年度） 

 ・一般会計当初予算（歳出）の平成11年度から平成26年度の推移は、土木費が約63.4％減少。民生費が約
123.5％と大きく増加している。 

・全体的にみても、平成11年以降、土木費が減少、民生費が増加傾向にある。   

出典:統計りゅうがさき 

土木費（歳出） 

（平成26年度） （平成11年度） 

 3,900,725千円 1,425,825千円 

約63.4ポイント減 

民生費（歳出） 

（平成26年度） （平成11年度） 

 3,692,663千円 8,695,316千円 

約123.5ポイント増 
出典：統計りゅうがさき 出典:統計りゅうがさき 

【100.0％】  【36.6％】  【100.0％】  【235.5.％】  

3,900,725 2,970,718 1,471,594 1,425,825 

3,692,663 5,060,018 
5,779,100 

8,695,316 

13,867,612 
15,413,264 

13,962,306 
12,708,859 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

平成11年度 平成16年度 平成21年度 平成26年度 

千円 一般会計（歳出） 
土木費 民生費 その他 
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17-2．財政（経常収支比率） 

財政状況 

• 経常収支比率は，平成13年
から高い傾向にあったが，
平成20年以降は財政健全化
の効果発現に加え，国の政
策の後押しもあり，低くな
る傾向にある。 
 

• 平成26年度の経常収支比率
は90.4％であり，市条例の
目標値90％に近くなってい
るが，類似団体等と比較す
ると，依然として高水準で
ある。 

出典：平成26年度龍ケ崎市の決算 
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Ⅴ－１ 市民アンケート調査 
 

（詳細は 資料２ 参照） 

Ⅴ．市民ニーズ 

34 



１．調査概要 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

１．調査の方法 

 ①調査対象：市内居住の18歳以上の男女 

 ②対象者数：2,000人 

 ③抽出方法：住民基本台帳（平成27年11月現在）から無作為抽出 

 ④調査方法：郵送配布、郵送回収 

 ⑤調査期間：平成27年12月4日送付、12月21日締切 

      （平成28年1月18日到着分までを集計） 

２．回収結果 

 ①標本数576票（宛先不明（3票）を含む総発送 数は2,000票） 

 ②有効回収数 575票 

 ③有効回収率 28.8% 
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１．調査概要 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

３．調査項目 
 ①居住地区について 
 ・暮らしやすさや、まちへの愛着、永住意向ついて 
 ・日頃危険・不快だと感じている施設や事項について 

など 
 ②龍ケ崎市の今後のまちづくりについて 
 ・人口減少に対し、龍ケ崎市の街の規模はどのようにあるべきか 
 ・龍ケ崎市全体における新しいまちづくりの方法についてどのように考えるか 

など 
 ③まちづくりへの参加について 
 ・龍ケ崎市のまちづくりへの参加について、どのように考えるか 
 ・居住地区のまちづくりに取り組む場合、何が必要か 

など 
 ④自由記述 

◇集計・分析のための地区区分 

・東部地域：八原小学校区、城ノ内小学校区、旧長戸小学校区 
・西部地域：馴柴小学校区、川原代小学校区、北文間小学校区 
・南部地域：龍ケ崎小学校区、大宮小学校区、龍ケ崎西小学校区 
・北部地域：長山小学校区、松葉小学校区、久保台小学校区、馴馬台小学校区 
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２．市民アンケートの結果概要 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

 現在の住まいの環境を暮らしやすいと感じているか。 

暮らし

やすい 

31.1% 
どちらか

と言え

ば暮ら

しやす

い 

40.5% 

どちらとも

言えない 

14.8% 

どちらかと

言えば暮

らしにくい  

8.9% 

暮らしにく

い 

4.3% 不明 

0.3% 

約７割の人が 
（どちらかといえば） 

暮らしやすいと感じています。 
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２．市民アンケートの結果概要 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

 暮らしにくいと答えた人が不満に思っていること（どちらかと言えば暮らしにくいと答えた人も含む） 
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寺社や史跡などの歴史的資源の親しみやすさ 

河川や斜面林などの自然の豊かさ、きれいさ 

自宅周辺での緑の豊かさや日当たり、静かさ 

図書館や文化会館、公民館などの文化施設の利用しやすさ 

気軽に利用のできるコミュニティ施設の多さ 

下水道や生活排水施設の整備状況 

身近に遊べる公園や広場の利用しやすさ 

大気汚染や水質汚濁などの公害に対する安心感 

イベントなどの人や情報が交流する機会の多さ 

スポーツなどができる大規模な公園の利用しやすさ 

街路樹や生け垣、建物などの街並み景観の美しさ 

空き店舗などを利・活用した活動のしやすさ 

地震や火災などの災害に対する安心感 

駐車場や駐輪場の利用しやすさ 

自宅周辺の身近な道路の利用しやすさ 

国道や県道などの幹線道路の通行のしやすさ 

防犯灯の設置や体制整備など防犯に対する安心感 

福祉・保健・医療施設の利用しやすさ 

バリアフリー化されている施設や歩道の多さ 

働く場所の多さ 

娯楽やレジャーをする場所・施設の多さ 

歩道の歩きやすさ、自転車の走りやすさ 

商業施設の充実など買い物の便利さ 

鉄道やバスなどの公共交通機関の利用しやすさ 

やや不満 不満 

（人) 



２．市民アンケートの結果概要 
 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 
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0.80
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-0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

歩道の歩きやすさ、自
転車の走りやすさ 

高齢者や障がい者に配慮
してバリアフリー化され
ている施設や歩道の多さ 

働く場所の多さ 

鉄道やバスなどの
公共交通機関の利
用しやすさ 

国道や県道などの幹線
道路の通行のしやすさ 

駐車場や駐輪場の
利用しやすさ 

河川や斜面林などの自
然の豊かさ、きれいさ 

気軽に利用ので
きるコミュニ
ティ施設の多さ 娯楽やレジャーをする

場所・施設の多さ 

イベントなどの人や情報
が交流する機会の多さ 

寺社や史跡などの歴史的
資源の親しみやすさ 

スポーツなどができ
る大規模な公園の利
用しやすさ 

空き店舗などを利・活
用した活動のしやすさ 

商業施設の充実な
ど買い物の便利さ 

大気汚染や水質汚濁などの公
害に対する安心感 

自宅周辺での緑の
豊かさや日当た
り、静かさ 

身近に遊べる公園や広場
の利用しやすさ 

下水道や生活排水
施設の整備状況 

自宅周辺の身近な道
路の利用しやすさ 

防犯灯の設置や体制整備
など防犯に対する安心感 

街路樹や生け
垣、建物など
の街並み景観

の美しさ 

図書館や文化会館、公民館など
の文化施設の利用しやすさ 

病院や保健センター、
福祉センターなどの福
祉・保健・医療施設の
利用しやすさ 

地震や火災などの災害に
対する安心感 

項目 

安心して生活する為に必要なことは、 

満足度・重要度が高い傾向にある 

 日常生活を送る上で、日ごろ感じていることについて（満足度・重要度） 

満足度 

重
要
度 

交通などに関することは、 

満足度が低く・重要度が高い傾向 

高 

高 

低 

低 
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２．市民アンケートの結果概要 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

 地域別の満足度ベスト３ 

40 

地域 １位 ２位 ３位 地域 １位 ２位 ３位 

龍ケ崎 
小学校区 

緑の豊かさや日
当たり、静かさ 

身近な道路
の利用しやす
さ 

文化施設の
利用しやすさ 

松葉 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静か 

下水道や生
活排水施設
の整備状況 

身近な道路
の利用しやす
さ 

馴柴 
小学校区 

緑の豊かさや日
当たり、静かさ 

下水道や生
活排水施設
の整備状況 

買い物の便
利さ 

長山 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静か 

身近な道路
の利用しやす
さ 

身近
な公
園 

下水
道 

八原 
小学校区 

緑の豊かさや日
当たり、静かさ 

買い物の便
利さ 

身近な道路
の利用しやす
さ 

馴馬台 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静か 

身近な公園
や広場の利
用しやすさ 

買い物の便
利さ 

北文間 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静かさ 

公害に対す
る安心感 

自然の豊か
さ、きれいさ 

久保台 
小学校 

買い物の便
利さ 

身近な道路
の利用しやす
さ 

緑の
豊か
さ 

身近
な公
園 

川原代 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静かさ 

防犯に対す
る安心感 

自然の豊か
さ、きれいさ 

城ノ内 
小学校区 

大規模な公
園の利用し
やすさ 

緑の豊かさ
や日当たり、
静か 

身近な道路
の利用しやす
さ 

大宮 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静かさ 

防犯に対す
る安心感 

身近な道路
の利用しやす
さ 

旧長戸 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静か 

災
害 

公
害 

身
近
道
路 

文
化
施
設 

駐
車
場 

龍ケ崎西 
小学校区 

緑の豊かさ
や日当たり、
静かさ 

身近な道路
の利用しやす
さ 

買い物の便
利さ ※満足、やや満足の合計値が多い順 



30.8% 

27.2% 

5.5% 

44.1% 

40.2% 

1.5% 

4.6% 

0.6% 

6.5% 

1.6% 

4.0% 

1.8% 

1.1% 

8.7% 

25.3% 

5.6% 

4.3% 

11.4% 

0 

13.4% 

18.7% 

4.8% 

35.0% 

28.5% 

2.6% 

33.9% 

31.3% 

0.2% 

3.8% 

1.2% 

0.7% 

0.5% 

3.1% 

0.7% 

0.3% 

1.6% 

19.1% 

3.7% 

2.1% 

3.0% 

3.7% 

18.3% 

9.7% 

4.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回 

今回 

２．市民アンケートの結果概要 
 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

 日頃危険・不快だと感じている施設や事項 

  項 目  

1 管理の悪い空き地 

2 ごみの不法投棄場所 

3 川沿いなどの危険な遊び場 

4 交通事故の危険を感じる道路 

5 狭い道路 

6 墓地 

7 高圧線や鉄塔など 

8 危険を感じる工場、危険な工場（爆発・火災） 

9 工場からの騒音・振動、悪影響の工場(騒音・振動など) 

10 ガソリン・ＬＰガススタンド 

11 深夜に騒音を出す飲食店 

12 風紀上好ましくない飲食店 

13 風紀上好ましくない旅館 

14 駅前放置自転車 

15 長時間路上駐車（夜間など） 

16 日当たりを悪くする建物 

17 眺めを悪くする建物 

18 不快な看板・広告 

19 大規模な太陽光発電施設 

20 その他 

21 特になし 

  不明(無回答) 

今回のアンケートで
最も多かった項目 

前回最も多
かったが、今回
減少した項目 

41 

管理の悪い
空き地、ご
みの不法投
棄場所につ
いて増加 

道路に関す
る項目につ
いて減少 

放置自転車
や路上駐車
について 
減少 

不快な看
板・広告に
ついて 
減少 



30.6% 

14.1% 

33.9% 

34.1% 

31.3% 

6.4% 

7.1% 

3.0% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

 人口減少に対し、龍ケ崎市の街の規模はどのようにあるべきと考えるか。 

     （複数回答） 

２．市民アンケートの結果概要 

Ⅴ－１ 市民アンケート調査 

1 
店舗や公共施設をそれぞれの地域の中心に集めたコンパクト
なまちづくりを進める 

2 市外から移住しやすいように、もっと住宅地の開発を進める 

3 新たな魅力の創出のため、商業・業務地の開発を行う 

4 
安定した暮らしができるように、工業団地など雇用の場を増
やす 

5 
規模は今のままで良いので、まちなみ景観や自然・歴史資源
など魅力を高める 

6 わからない 

7 その他 

  不明 
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商業・工業
の開発に関
すること 

今ある資源の
魅力向上 

店舗や公共 
施設の集約 
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Ⅴ．市民ニーズ 

Ⅴ－２ まちづくり市民ワークショップ 
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１．開催概要 

Ⅴ－２ まちづくり市民ワークショップ 

１．開催概要  

  日  程：平成2７年１０月～１２月の期間中に計５回開催 

  場  所：龍ケ崎市役所 

  募集方法：無作為に抽出した500名に対して案内を送付 

  参加者：市民9名、流通経済大学生1名、市職員9名 計19名 

 

２．開催内容  

【子育て】【市民協働】【教育】【知名度向上】【にぎわい創出】【土地

利用】を検討テーマとして、今後の龍ケ崎のまちづくりについて協議を

行った。協議の結果は、提言書としてまとめ、平成２７月12月19日に

「まちづくり市民ワークショップ提言発表会」を開催した。 
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Ⅴ．市民ニーズ 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 
（地域別ワークショップ） 

 
（詳細は 資料３ 参照） 



１．開催概要等 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 

１．開催概要  

  日  時：平成28年2月20日(土) 午後1時～午後5時 

  場  所：文化会館 小ホール 

  タイトル：『まちづくりカフェ～地域での生活をより快適にするために～』 

  募集方法：市民アンケート調査対象者に対して案内を同封 

  参加人数：市民２０名、市若手職員１３名 
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１．開催概要等 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 

２．開催内容 

○開催方法：ワールドカフェ方式によるワークショップ 

※ワールドカフェとは・・・ 

・“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気のなか、参加者が少人数に分かれ、テー

マにそって自由に対話を行う。時々、他のテーブルとメンバーを変えながら、話題

となるテーマを発展させていく話合いの方法のこと。 

・龍ケ崎市では初めての取り組みです。 

○話し合いの内容・テーマ  

・東西南北の４地域に分かれ、計４回の話し合いを実施。 

・最初と最後は参加者自身の居住地域、２回目と３回目はそれ以外の地域のテーブルで

話し合いを行いました。 

（他の地域での話合いでは、地域の居住者が気づかないことを示唆したり、他の地域と比

較することで自身が住む地域の理解を深めたりすることを目的としました。） 
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１．開催概要等 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 

３．会場風景 
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１．開催概要等 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 

３．会場風景（参加してくださった皆さん） 
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２．各地域の討議結果内容 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 
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２．各地域の討議結果内容 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 
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２．各地域の討議結果内容 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 
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２．各地域の討議作業結果内容 

Ⅴ－３ まちづくりカフェ 
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Ⅴ－４ 団体ヒアリング 
 

（詳細は 資料４ 参照） 

Ⅴ．市民ニーズ 
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１．実施状況（平成２８年３月１５日現在） 
Ⅴ－４ 団体ヒアリング 

№ 団体名 テーマ 実施日 

1 茨城県建築士会龍ヶ崎支部 空家等対策，建築動向，まちづくり全般 平成２８年 １月 ５日（火） 
2 流通経済大学総務課 土地利用計画，若者視点，まちづくり全般 平成２８年 ２月 ３日（水） 
3 龍ケ崎市社会福祉協議会 福祉の視点 平成２７年１１月２６日（木） 
4 竜ヶ崎青年会議所 まちの活性化，若者視点，まちづくり全般   
5 龍ケ崎市農業委員会 農地保全，農業視点，農業活性化 平成２７年１２月１１日（金） 
6 茨城県宅地建物取引業協会 不動産需給動向，まちづくり全般 平成２８年 ２月 ５日（金） 
7 龍ケ崎市商工会 商業活性化，工業活性化， 平成２７年１２月 ７日（月） 
8 龍ケ崎市商工会女性部 商業活性化，工業活性化，女性視点 平成２７年１１月１９日（木） 
9 龍ケ崎市商工会青年部 商業活性化，工業活性化，若者視点 平成２７年１１月 ５日（木） 

10 都市再生機構 まちづくり全般 平成２８年 １月 ８日（金） 
11 茨城県竜ケ崎工事事務所 県施策動向，県事業進捗状況 平成２７年１２月２１日（月） 
12 防犯連絡員協議会 安心安全，防犯視点 平成２７年１１月１７日（火） 
13 ＪＡ竜ケ崎 農業視点，農業活性化 平成２７年１１月１８日（水） 
14 つくばの里工業団地運営協議会 工業用地需要動向，工業団地拡張対応 平成２８年 １月２２日（金） 
15 住民自治組織連絡協議会 まちづくり全般 平成２７年１２月 ５日（土） 
16 観光物産協会 観光施策，まちづくり全般 平成２７年１１月１７日（火） 
17 関東鉄道㈱ 公共交通施策動向 平成２８年 ３月２２日（火） 
18 学校長会 教育 平成２７年１２月１７日（木） 
19 ＰＴＡ連絡協議会 子育て・教育 平成２８年 ２月 ６日（土） 
20 体育協会 スポーツ振興 平成２７年１２月２１日（月） 
21 ＮＰＯ法人県南生活者ネット まちづくり活動 平成２７年１２月 ９日（水） 
22 ＮＰＯ法人クラブドラゴンズ スポーツを通したまちづくり活動 平成２７年１２月 ４日（金） 
23 国際交流協会 外国人視点 平成２８年 ３月１２日（土） 
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Ⅵ．現行プランの進行評価 

（詳細は 資料５ 参照） 
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１．現行プランの体系 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

３本の柱 １０の方針 

１．共生環境 

１．土地利用の方針 

２．自然的環境の保全・形成の方針 

３．都市環境・景観形成の方針 

４．下水道・河川・ごみ・ｴﾈﾙｷﾞｰ等の方針 

２．定住環境 

１．住宅地・生活圏づくりの方針 

２．健康・福祉環境整備の方針 

３．安全な都市づくりの方針 

３．交流環境 

１．道路・交通整備の方針 

２．産業環境整備の方針 

３．交流・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ環境整備の方針 



61 

１-１．土地利用の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 市街地と自然環境が調和した土地利用を基本とする 
方針② 個性ある生活圏をはぐくむ土地利用を誘導する 
方針③ 交通施設整備などとあわせた新たな土地利用を検討する 
方針④ 地域ではぐくむ、地域の魅力につながる土地利用を実践する 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆都市計画法による区域区分制度や開発許可制
度等の適切な運用 

◆龍ヶ岡市街地中里地区用途地域等変更 
◆誘致施設エリアへの企業誘致 
◆つくばの里工業団地の拡張協議 
◆新都市拠点開発エリア事業化調査の実施 
◆龍ヶ岡市街地地区整備計画追加 

◆松ケ丘誘致施設エリア(約6.8ha)の民間企業への譲渡 
◆新都市拠点開発エリア整備基本構想等素案策定 
◆地区整備計画区域面積 
 (H20)98.4ha⇒(H27)101.5ha 

残された課題 

◆つくばの里工業団地の拡張検討 
◆佐貫駅周辺地域の環境整備 
◆大規模ソーラー発電施設立地への対応 

総括 

都市構造の維持、住宅系市街地の無秩序な拡大の抑制といった全体的な土地利用や市街地整備については
概ね方針にそったまちづくりが図られているが、新たな土地利用については具体化までの道筋を示すには
至らなかった。 
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１-２．自然的環境の保全・形成の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 牛久沼を拠点とする水・緑の文化環境軸を形成する 
方針② うるおい豊かな生活圏をはぐくむ緑や自然を守り再生する 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆牛久沼の周辺環境の保全と各種イベント等での活
用 

◆周辺自然環境との調和に配慮した公園や道路の整
備・管理 

◆身近なみどり整備推進事業 
◆各小学校区に「健康の散歩道」整備 
◆環境美化活動に取り組む市民団体等支援 
 

◆河川や斜面林等の自然の豊かさ、きれいさに満足
している市民の割合(H19)26.3％⇒(H27)34.7％ 
◆森林整備面積(H25)2.22ha(H26)2.11ha 
◆自宅周辺の緑の豊かさなどに満足している市民の
割合 
(H19)73.7％⇒(H27)79.6％ 

残された課題 

◆蛇沼や中沼の保全・活用 
◆大規模ソーラー発電施設立地への対応 

総括 

自然環境の保全・活用については、市民等との協働を基本に取組を進めた。牛久沼を中心に保全・活用策
の検討を行い、保全活動やイベント開催に取り組んだ。蛇沼や中沼等については周辺整備や保全策の検討
を行ったが具体の動きには至らなかった。 
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１-３．都市環境・景観形成の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 低地と台地からなる地形の特徴を守り生かす 
方針② 美しい水・緑の文化環境軸をつくる 
方針③ 景観形成拠点と軸を中心に魅力ある空間を創造する 
方針④ ４つの生活圏の特徴を高める景観づくりを進める 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆都市計画法による区域区分、開発許可制度、
森林法や農地法等の適切な運用 

◆身近なみどり整備推進事業 
◆牛久沼水辺公園の充実 
◆地区計画制度、茨城県屋外広告物条例等によ
る良好な景観形成・維持 

◆市民遺産制度 
◆龍ケ崎市街地商店街カラー舗装化とにぎわい
広場の整備 

◆牛久沼水辺公園桜木の数(H20)48本⇒(H27)73本 
◆街路樹や生け垣、建物等街並み景観の美しさに満足し
ている市民の割合(H19)34.7％⇒(H27)41.4％ 
◆寺社や史跡等の歴史的資源の親しみやすさに満足して
いる市民の割合(H19)19.6％⇒(H27)17.8％ 

残された課題 

◆景観行政団体への移行 

総括 

自然景観については、都市計画法による区域区分制度や開発許可制度、首都圏近郊緑地保全法、森林法、
農地法の適切な運用により、市街地景観については地区計画制度、茨城県屋外広告物条例等により良好な
景観形成・維持に努めてきた。 
検討課題として位置付けた景観行政団体（景観計画策定）までは至らなかった。 
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１-４．下水道・河川・ごみ・ｴﾈﾙｷﾞｰ等の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 地球規模の環境問題への対策を進める 
方針② 自然の保全と再生を進める 
方針③ 省エネ・リサイクルの都市づくりを進める 
方針④ 自動車交通量の抑制を図る 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆地球温暖化対策実行計画の策定と実行 
◆環境保全型農業の推進 
◆廃棄物の削減・リサイクル推進 
◆公共施設への太陽光発電システムやLED
照明導入 

◆コミュニティバスの利便性向上 
◆民間路線バスの利用促進 
 

◆ＢＤＦ使用によるCO2排出削減量 
 (H22)5,346kg-CO2⇒(H26)18,955kg-CO2 
◆薬剤空中散布面積(H22)791ha⇒(H26)604ha 
◆市民一人一日ごみ排出量(H19)883g⇒(H26)861g 
◆高齢者公共交通共通定期券販売件数(H26)76件 

残された課題 

◆水稲病害虫防除薬剤空中散布の中止 
◆資源物排出量１人１日当たりの達成目標200g達成 
◆自転車利用の環境整備 

総括 

循環型都市づくりを進めるため、地球規模の環境問題への対応からごみの減量、エネルギーの有効利用、
自動車交通量の抑制と様々な観点から方針にそった取組を進めてきた。特に、エネルギーの有効活用につ
いては、太陽光発電システム等の設置や普及・促進、防犯灯のLED化など新規施策・事業を積極的に展開
した。 
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２-１．住宅地・生活圏づくりの方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 地域特性に応じた良好な住宅地を形成する 
方針② 暮らしやすい生活圏を形成する 
方針③ ゆとりある住宅地の整備を進める 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆木造住宅に対する耐震化補助事業実施 
◆市営住宅改修による居住性の向上 
◆若者世代向け住宅取得補助制度新設 
◆定住環境ＰＲサイト構築（不動産情報の
提供） 

◆龍ヶ岡市街地中里地区用途地域等変更 
◆新都市拠点開発エリア事業化調査の実施 
◆龍ヶ岡市街地地区整備計画追加 
◆都市計画道路姫宮川余郷の整備による密
集市街地の改善 

◆耐震化件数（診断15、改修計画12、耐震改修9） 
◆住宅取得補助実績102件 
◆龍ヶ岡市街地用途地域・地区計画の変更(約10.4ha) 
◆地区整備計画区域面積 
 (H20)98.4ha⇒(H27)101.5ha 
◆市街化区域内住宅用地割合(H23)37.9⇒(H27)38.3 

残された課題 

◆龍ケ崎市街地及び佐貫市街地の地域生活拠点の利便性向上 
◆龍ケ崎市街地の密集市街地の改善 

総括 

市営住宅については、計画的な改修を進めたことにより、居住性向上、建物の長寿命化を図ることができ
た。都市計画道路の整備等により部分的な密集市街地の改善を図ったが、全体的な対策までには至らな
かった。 
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２-２．健康・福祉環境整備の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 健康で、楽しく生活できる環境をつくる 
方針② ユニバーサルデザインのまちづくりを進める 
方針③ 安心してゆとりある生活を支える環境をはぐくむ 
方針④ 子どもの豊かな心をはぐくむ環境づくりを進める 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆各小学校区に「健康の散歩道」整備 
◆コミュニティバスのノンステップ化、
車椅子固定装置の設置 

◆身近な生活道路等の改良 
◆公共施設へのスロープ設置や身障者用
トイレ・駐車場の拡充 

◆交流サロン「りゅう」の開設 
◆教育施設の充実 
◆龍ヶ岡公園への大規模遊具新設 
◆「遊びの拠点事業」スタート 

◆バリアフリー化されている施設や歩道の多さに満足している
市民の割合(H19)10.9％⇒(H27)15.1％ 
◆自宅周辺の身近な道路の利用しやすさに満足している市民の
割合(H19)50.9％⇒(H27)61.2％ 
◆身近に遊べる公園や広場の利用しやすさに満足している市民
の割合(H19)41.6％⇒(H27)49.9％ 

残された課題 

◆空き家等借上家賃補助制度による居場所づくり推進 
◆公園の遊具の計画的更新 

総括 

公園、コミュニティセンター、交流施設、教育施設等の公共施設の整備や機能拡充といったハードを中心
に、ソフト施策も組み合わせながら健康・福祉環境の向上を図ってきた。特に、子育て環境については、
保育所整備、子育て支援センターにおける預かり事業の充実、コンシェルジュ設置等、重点的な環境整備
を進めた。 
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２-３．安全な都市づくりの方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 災害に強い都市づくりを進める 
方針② 防犯に配慮した環境づくりを進める 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆防災機能も兼ね備えたにぎわい広場整備 
◆都市計画道路姫宮川余郷の整備による消火
活動困難区域の解消 

◆木造住宅に対する耐震化補助事業実施 
◆防災対策拠点の整備（ＭＣＡ無線機、災害
用非常電話の配備、災害用井戸の設置、非常
災害用備蓄食料のアレルギー対応等） 

◆排水路整備やポンプ設置・交換による浸水
被害発生の解消 

◆防犯灯のＬＥＤ化、防犯カメラの設置 
◆北竜台防犯ステーション開設 

◆耐震化件数（診断15、改修計画12、耐震改修9） 
◆耐震化率(H19)86.4％⇒(H27)88.2％【推計値】 
◆防災対策拠点の機能充実 
◆地震や火災などの災害に対する安心感に満足している市
民の割合(H19)22.1％⇒(H27)37.8％ 
◆刑法犯認知件数(H20)1,349件⇒(H26)1,242件 
◆防犯灯の設置や体制整備など防犯に対する安心感に満足
している市民の割合(H19)22.7％⇒(H27)40.2％ 

残された課題 

◆総合的な防災対策の継続 

総括 

防災については、災害に強い都市づくりに資する公園・道路のインフラ整備を進めるとともに防災対策拠
点の機能強化、非常災害用備蓄食料のアレルギー対応などハード・ソフト両面から様々な対策を講じた。 
防犯対策についても、防犯灯のＬＥＤ化や防犯カメラの設置、防犯サポーターによるパトロールの充実な

ど積極的な取組を進めた。 
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３-１．道路・交通整備の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 持続的な都市活動を支える交通体系を構築する 
方針② 歩いて楽しい健やかな空間の形成を図る 
方針③ 歩いて楽しい交通システムづくりを進める 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆コミュニティバスの利便性向上 
◆ＪＲ常磐線の利便性向上に向けた要望 
◆美浦栄線バイパスや県道河内竜ケ崎線バイパス
の整備促進 

◆龍ケ崎市街地商店街のカラー舗装化 
◆牛久沼水辺公園への誘導案内板設置 
◆都市計画道路姫宮川余郷線の整備 
◆デマンド的乗合タクシーの運行開始 
◆サイクル＆コミュニティバス 

◆美浦栄線バイパス約5.3㎞供用開始 
◆県道河内竜ケ崎線バイパス約1.3㎞供用開始 
◆歩道の歩きやすさ、自転車の走りやすさに満足して
いる市民の割合(H19)23.9％⇒(H27)27.6％ 
◆都市計画道路姫宮川余郷線の開通 

残された課題 

◆美浦栄線バイパスの早期整備 
◆公共交通のさらなる充実 
◆自転車の利用促進に向けた環境整備 

総括 

広域的な道路ネットワークや幹線道路、身近な生活道路の整備を進めるとともに公共交通の利便性向上に
向けた施策に積極的に取り組んできたが、課題となっている公共交通の利用しやすさに関する満足度を高
めるには至らなかった。 
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３-２．産業環境整備の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 豊かさとふれあいをはぐくむ商業環境を創造する 
方針② 新たな活力を創造する産業環境を整える 
方針③ 実り豊かな農業環境を守りはぐくむ 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆にぎわい広場整備 
◆商店街通りのカラー舗装化 
◆龍ヶ岡市街地中里地区用途地域等変更 
◆新都市拠点開発エリア事業化調査の実施 
◆つくばの里工業団地の拡張協議 
◆誘致施設エリアへの企業誘致 
◆コミュニティビジネス支援補助金制度 
◆環境保全型農業推進 
◆ブランド農産物認定制度 

◆商業施設の充実など買い物の便利さに満足している
市民の割合(H19)49.0％⇒(H27)52.7％ 
◆白羽地区誘致施設エリア全区画売却 
◆龍ケ崎ブランド認定農産物４件 

残された課題 

◆市全体の商業吸収率低下 
◆商店街の活性化 
◆つくばの里工業団地拡張検討 
◆耕作放棄地の解消 

総括 

商業については、イベント開催などのソフト施策を中心として商店街の活性化に取り組むとともに中里地
区に商業系用途地域を配置するなど賑わいの創出と買い物環境の充実を図った。また、企業誘致の取組を
積極的に推進し、白羽地区誘致施設用地の完売につながった。 



70 

３-３．交流・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ環境整備の方針 
Ⅵ．現行プランの進行評価 

現行プラン記載内容（抜粋） 

方針① 水・緑環境を生かしたふれあいの場づくりを進める 
方針② 地域産業とのふれあいの場をはぐくむ 
方針③ 快適に過ごせる賑わいの街づくりを進める 
方針④ もてなしの心と発信力あふれる交流基盤を整える 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

◆牛久沼の周辺環境の保全と各種イベント等
での活用 

◆森林公園アスレチック施設の更新 
◆「日曜朝市」の開催や農家の協力のもと
「田んぼの学校」等農業体験の場を提供 

◆龍ヶ岡市街地中里地区用途地域等変更 
◆総合運動公園の充実 
◆新都市拠点開発エリア事業化調査の実施 
◆ブロードバンド不通エリア解消 
◆主要な公共施設へのWiFi設置 

◆イベントなどの人や情報が交流する機会の多さに満足し
ている市民の割合(H19)15.4％⇒(H27)18.9％ 
◆娯楽やレジャーをする場所・施設の多さに満足している
市民の割合(H19)12.9％⇒(H27)18.9％ 
◆国道や県道などの幹線道路の通行のしやすさに満足して
いる市民の割合(H19)30.2％⇒(H27)37.7％ 

残された課題 

◆龍ケ崎市街地商店街の賑わいの復活、交流人口の増加 

総括 

牛久沼水辺公園を活用したイベントの開催や農業を通したふれあいの場づくりなど、自然環境や農業環境
を活かした交流の場の創出を進めた。また、龍ヶ岡市街地では商業系用途の配置やスポーツ健康拠点とし
ての機能向上を図るとともに龍ケ崎市街地商店街活性化施策を展開する等、賑わいの創出や交流人口の増
加に努めた。 



Ⅶ．まちづくりの課題・視点 
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現状と課題 

・龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略に挙げられている，「新都市拠点開発エリア
の土地の高度利用」や「ＪＲ常磐線佐貫駅を起点とした賑わいの創出」，「企業誘致策
の充実」に対応した基盤整備が必要。 

・まちづくり市民ワークショップでは，活力ある土地利用として市役所の隣の土地に
「人々が集い，にぎわう複合施設の誘致」が提言されている。 

・まちづくりカフェ（地域別ワークショップ）では，多くの人が佐貫駅周辺の市の玄関口
としての魅力向上を求めている。 

・市民アンケートでは，通勤や買い物などによる昼間人口や，定住による夜間人口の増加
に寄与する新しいまちづくりが期待されているとともに，龍ケ崎市街地の活性化を求め
る意見も多く寄せられている。 

まちづくりの
視点 

●市役所周辺の拠点性の向上  ●佐貫駅前空間の魅力の向上 
●企業誘致・雇用の場の拡大  ●龍ケ崎市街地の活性化 72 

１．土地利用 Ⅶ．まちづくりの課題・視点 

２．市街地開発 

現状と課題 

・地域特性を生かした，都市的快適性と自然環境が調和した質の高い都市空間の形成が必要。 

・中心商店街の衰退，ニュータウンの段階的人口構成に対応した土地利用ニーズの変化，
農地や林地を維持する後継者の問題などへの対応が必要。 

・団体ヒアリングでは，集落地域の人口維持に向けた取組を求める声も寄せられており、
人口減少社会に対応した都市構造への転換も求められている。 

まちづくりの
視点 

●各地域特性に応じた持続可能なまちづくり ●買い物利便性の向上 
●質の高い都市空間の創造 ●水・緑など豊かな自然環境の保全・活用 



現状と課題 

・市民一人当たりの都市公園の面積は，11.8㎡／人で，近隣市町村や県平均と比べても
高い水準。 

・市民アンケートでは、身近に遊べる公園や広場の利用しやすさについては、多くの人
が満足しており，今後は，現在の整備水準や機能を確保しながら，適切な維持・管理を
いかに進めていくかが課題。 

・公園や広場の維持・管理を，周辺住民との協働で行う，地域に根差した公園づくりを
進めていくことが必要。 

まちづくりの
視点 

●地域に根差した公園づくり 
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３．道路・交通 Ⅶ．まちづくりの課題・視点 

４．公園整備 

現状と課題 

・都市計画道路の整備率は93.4％で，近隣市町村や県平均と比べて高い水準。 

・首都圏中央連絡自動車道の近隣の区間が開通したため，幹線道路を経由して高速交通
網と直結した。 

・市民アンケートやまちづくりカフェでは，日常生活の中での生活道路の適切な整備・
維持・管理が求められている。 

・市民アンケート等において，公共交通の充実を求める声が多く寄せられており，龍ケ
崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略においても，「市内交通網の充実」が主な事業の
一つとして挙げられている。 

まちづくりの
視点 

●生活道路の維持・管理・安全施策 
●暮らしやすさを高める公共交通体系の充実 



現状と課題 

・全国的な人口減少傾向や都心回帰などの社会状況の変化に加え，竜ケ崎ニュータウンも
入居開始から30年以上経過したこともあり，本市においても空家等が散見されている。 

・団体ヒアリングでは，空家等を活用した若者世代の定住促進に関する要望が寄せられて
おり，空家等の適切な管理と活用を図るための施策展開が期待されている。 

・龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標の一つである「住んでみたいと感
じるまちづくり」を進めるため，様々な住宅ニーズに対応できるよう，他分野との連携
による横断的な取組を推進することが必要。 

まちづくりの
視点 

●様々な住宅ニーズへの対応 
●空家等を活用した住居の提供・若者等の居住促進 74 

５．公共公益施設整備 Ⅶ．まちづくりの課題・視点 

６．住宅・住宅地 

現状と課題 

・龍ケ崎市人口ビジョンでは，今後さらに人口減少が進むことが予測されており，それに
対応した都市構造の構築が将来的に必要。 

・平成26年8月に施行された「改正都市再生特別措置法」では，都市機能を集約化すると
ともに，それらを公共交通機関によりネットワークし連携を図る都市構造を求めている。 

・龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略では「多極ネットワーク型コンパクトシティ
の推進」が主な事業として挙げられており， 龍ケ崎らしい集約と連携のまちづくりを
模索することが必要。 

まちづくりの
視点 

●都市機能の集約と連携による充実 



７．安全・安心 Ⅶ．まちづくりの課題・視点 

８．景観整備 

現状と課題 

・龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略では，人口減少に対応するために，目指す
べき将来の方向性として，「若者が住みたくなるまち」を目指している。 

・若者を呼び込むためには，子育て等における安全性や生活利便性はもとより，街の快
適性や美しさも必要。 

・市民アンケートでは，街並み景観や自然景観の美しさについては比較的満足度が高い
ため，今後ともその維持・保全及びさらなる良好な景観形成に向けての誘導を図ってい
くことが必要。 

まちづくりの
視点 

●若者が住みたくなるしゃれたまちづくり 
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現状と課題 

・市民アンケートの重要度では，「地震や火災などの災害に対する安心感」が最も高い
値であり，引き続き，災害に強い防災都市の整備を着実，かつ，積極的に推進していく
ことが必要。 

・上記に次いで「防犯に対する安心感」が高く，防犯対策についても市民の安心感を高
められるよう継続して取り組むことが必要。 

・今後増加が予想される空家等についても，「空家等対策の推進に関する特別措置法」
に基づいた施策展開による安全で安心して暮らせるまちづくりが強く求められている。 

まちづくりの
視点 

●地震や水害などの自然災害や火災などへの備え ●防犯対策 
●今後増加が予想される空家等の対策 
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９．まちづくりの推進 Ⅶ．まちづくりの課題・視点 

現状と課題 

・市民アンケートのまちづくりへの参加意向についての設問では，「アンケート調査で
充分である」や「議員や市・専門家にまかせる」が上位を占めており，全体としてはま
ちづくりへの参加に積極的であるとは言えない。 

・公共施設里親制度登録団体数は近隣自治体と比較して充実しているほか，市民活動セ
ンター登録団体も増加しており，市民によるまちづくり活動も広がりを見せている。 

・まちづくりカフェでは，「地域が今後どうあるべきか，どうすべきか」というテーマ
に対しても様々な意見・提案があった。 

・今後は，さらなる住民のニーズの多様化や行政だけでは解決が難しい問題も増えてい
くものと予想され，これまで以上に，協働によるまちづくりを進めていくことが必要。 

まちづくりの
視点 

●協働による自立型のまちづくり 


