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現行プラン進捗状況評価シート ≪1-1 土地利用の方針≫ 

 

３本の柱 １．美しい水と緑の街：自然の恵みを生かした都市環境づくり（共生環境） 

１０の方針 １．自然と暮らしが調和した豊かな地域をつくる【土地利用の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■低地の田園と台地の緑を基調とする都市構造の維持 

・区域区分制度をはじめとする諸制度を適切に運用します。 

■市街地の無秩序な拡大の抑制 

・拡散的な市街化の抑制に努めるとともに、当面、新たな住宅系市街地の拡大を行わないものとします。 

■自然・田園環境の保全・育成 

・農業地域については、優良な農地を保全するとともに遊休農地などの活用や集落地における生活環境

の充実を図ります。森林地域については、まとまりのある緑を保全・育成するとともに、自然とのふ

れあいや学習、レクリエーションなどの場としての活用を進めます。 

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

可制度等を適切に運用し、無秩序な市街地の

拡大を抑制するととともに優良農地や自然

環境の保全に努めた。 

◆市街化区域面積(H20)1,366ha⇒(H27)1,366ha 

◆農地面積(H20)3,460ha⇒(H26)3,410ha 

◆山林面積(H20)676ha⇒(H26)663ha 

残された課題・解決すべき課題等 

 市街化調整区域において大規模なソーラー発電施設の

立地が進んでいる。今後の立地動向を注視しながら何ら

かの対応策を検討していく必要がある。 

方針② 個性ある生活圏をはぐくむ土地利用を誘導する 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■多彩な街の暮らしをはぐくむ土地利用の推進 

・龍ケ崎市街地では、昔ながらの街区形態や歴史的資源などを生かし、地区の生活と調和した温かみの

ある複合市街地を形成します。佐貫市街地では、玄関口にふさわしい魅力あるＪＲ佐貫駅前空間を整

え、利便性の高い市街地を形成します。北竜台市街地では、地域の高齢化などに対応した身近な商業・

サービス施設の立地を促すなど、だれもが暮らしやすい環境づくりを進めます。龍ヶ岡市街地では、

スポーツ健康拠点づくりや商業・サービス施設の集積を促すとともに、しごと場を身近に整えながら、

健康や環境などの先進的なテーマ性をもつゆとりある市街地を形成します。 

想定される主な事業 誘致施設エリアなどへの企業の誘致（継続事業） 

■市街地縁辺部の緑や農地の保全・活用 

・まとまりのある緑や農地は適正に保全していくとともに身近に自然に親しめるよう活用を図ります。 

想定される主な事業 市街地縁辺部の緑や農地の保全・活用（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 龍ヶ岡市街地では、方針に沿ったまちづく

りを促進するため中里地区において用途地

域の変更を行うとともにＵＲとの連携によ

り誘致施設エリアの企業誘致を推進した。 

 また、都市計画制度や農地法の適切な運用

により市街地縁辺部の緑や農地の保全に努

めた。 

◆龍ヶ岡市街地用途地域・地区計画の変更(約 10.4ha) 

◆龍ヶ岡市街地センター地区での商業施設立地 

◆松ケ丘誘致施設エリア(約 6.8ha)の民間企業への譲渡 

残された課題・解決すべき課題等 

佐貫市街地では、玄関口にふさわしい魅力ある駅前空

間づくりが期待されており、駅名改称とあわせて周辺地

域の環境整備をどう進めていくかが課題である。 
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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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■つくばの里工業団地の拡張 

・圏央道の県内全線開通を踏まえ、つくばの里工業団地の拡張を検討します。 

想定される主な事業 つくばの里工業団地の拡張の検討（継続事業） 

■竜ケ崎駅北地区の開発の検討 

・都市拠点形成の一翼を担う地区として、周辺の文化・行政施設や既存商業施設、関東鉄道竜ケ崎駅な

どとの連絡性、一体性に十分配慮しながら、新たな都市機能導入の可能性を検討します。 

想定される主な事業 竜ケ崎駅北地区の開発の検討（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 つくばの里工業団地の拡張については、進

出に興味を示している企業との協議を継続

して行うとともに美浦栄線バイパス整備促

進に関する要望活動を行っているが具体の

取組には至っていない。竜ケ崎駅北地区につ

いては、開発の実現に向けて事業化調査を実

施し、土地所有者の意向を確認しながら、整

備方針素案を策定した。 

◆最上位計画に新市街地として位置付け 

◆美浦栄線バイパスの一部事業化 

◆新都市拠点開発エリア整備基本構想等素案策定 

残された課題・解決すべき課題等 

 両事業とも定住促進や地域活性化等のためには重要な

施策である。土地所有者や関係機関との協議を重ねなが

ら実現に向けた取り組みを進めていく必要がある。 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■土地の利用を管理するルールとシステムづくり 

・歴史的な資源や街なかの空き地、空き店舗などの活用、さらに市街地内や周辺に残るまとまりのある

緑や農地の保全など、市民みんなで土地の利用を管理するルールとシステムを整えます。 

想定される主な事業 地区計画や各種協定などの規制誘導ルールづくり（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

龍ヶ岡市街地の新たに住宅地としての土

地利用計画が定められた地域（松ケ丘地区

3.1ha）において地区整備計画を追加決定し

た。この他、建築協定やまちづくり協定等に

ついては、新たな取組を進めるには至らなか

った。 

◆地区整備計画区域面積 

 (H20)98.4ha⇒(H27)101.5ha 

残された課題・解決すべき課題等 

 北竜台・龍ヶ岡市街地においては、地区計画や協定等

により一定のルールに基づいた土地利用が進みつつある

が、龍ケ崎市街地や佐貫市街地においては、より地域の

特性や役割に応じた規制誘導策を検討する必要がある。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆人口減少（龍ヶ岡は増加）  ◆少子高齢化の進行   ◆空き家の増加 

◆移動制約者の増加      ◆森林・農地の減少   ◆コンパクト化の要請 

主要課題 
◆定住人口増加（若者世代）  ◆雇用の場の確保    ◆高齢化社会への対応 

◆自然環境の保全 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆つくばの里工業団地拡張検討 

◆新都市拠点開発エリアの事業化 

◆高齢化に対応した市街地への転換 

◆自然環境保護対策 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪1-２自然的環境の保全・形成の方針≫ 

 

３本の柱 １．美しい水と緑の街：自然の恵みを生かした都市環境づくり（共生環境） 

１０の方針 ２．豊かな水・緑の文化環境を創造する【自然的環境の保全・形成の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■豊かな水・緑空間の保全・育成 

・牛久沼や小貝川などの水辺、台地部に広がる森林など、水と緑の骨格的な空間を保全、活用しながら、

魅力ある文化環境軸の形成に努めます。 

想定される主な事業 
牛久沼親水レクリエーションゾーンの整備（継続事業） 

小貝川・旧小貝川親水空間の整備（継続事業） 

■水・緑の拠点とネットワークの形成 

・基幹的公園を維持・整備するとともに、各種拠点やこれらを連絡する主要な道路の重点的な緑化を進

め、魅力ある水と緑のネットワークを形成します。 

想定される主な事業 

総合運動公園の整備（継続事業） 

蛇沼周辺の環境保全・整備（継続事業） 

中沼自然環境保全地域周辺の整備・検討（Ｈ23までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 牛久沼については、周辺環境の保全とあわ

せて水辺公園を拠点に各種イベントや環境

学習の場として活用を図った。蛇沼や中沼に

ついては保全・活用に向けた調査や検討を行

ったが具体の取組には至らなかった。 

 主要な公園や道路については、周辺自然環

境との調和に配慮した整備・管理に努めた。 

◆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％ 

◆牛久沼水辺公園を拠点としたイベント開催 

残された課題・解決すべき課題等 

 牛久沼をはじめ豊かな自然環境の保全・有効活用につ

いては市民の期待も大きく、市民との協働を基本にさら

なる保全・活用策の展開が必要である。 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■市街地縁辺部の緑や農地の保全・活用 

・地域で身近な自然に親しめるよう、市街地縁辺部における水や緑、田園などの自然環境の保全・活用

を進めます。 

想定される主な事業 市街地縁辺部の緑や農地の保全・活用（継続事業） 

■生活圏における身近な公園や特色ある公園の整備・管理 

・基幹的公園整備や既存公園の充実をはじめ、地域特性を生かした特色ある公園づくりに向けて、空き

地や未利用地などの活用を検討します。また、公園づくりや管理は、市民との協働を基本とします。 

想定される主な事業 
健康の散歩道「てくてくロード」・「はつらつ健康公園」整備事業（Ｈ

23 までに着手） 

■市街地の緑化とオープンスペースの確保 

・主要な道路沿道の緑化や住宅地などでの生け垣化を進めるとともに、屋敷林や寺社林などを維持しな

がら、境内や空き地などを広場として活用されるなど多彩なオープンスペースの確保に努めます。 

■身近な水辺環境の整備 

・江川や大正堀川などの河川沿いにおいては、花の植栽や美化活動など、うるおいのある水辺環境づく

りを進めます。 

想定される主な事業 江川や大正堀川などのうるおいのある水辺環境づくり（継続事業） 
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■自然特性を踏まえた都市整備・開発 

・さまざまな整備や開発に際しては、周辺自然環境の特性に十分配慮しながら良好な緑地の保全や敷地

内の緑化など豊かな緑空間の創造を促します。 

想定される主な事業 開発地区のデザインガイドラインの作成と運用（Ｈ28 までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

都市計画制度や農地法の適切な運用、「身

近なみどり整備推進事業」等により市街地縁

辺部の緑や農地の保全に努めた。 

特色のある公園づくりの一施策として各

小学校区に「健康の散歩道」を整備した。 

身近な水辺環境の保全については、美化活

動に取り組む市民団体等の支援に努めた。 

◆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・解決すべき課題等 

市街地縁辺部においてソーラー発電施設の立地が進ん

でいる。今後の立地動向を注視しながら何らかの対応策

を検討していく必要がある。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆森林・農地の減少         ◆価値観の多様化 

◆自然環境保全意識の高まり 

主要課題 
◆牛久沼の保全・活用、周辺地域の整備 

◆市街地縁辺部の緑地保全 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆身近なみどり整備推進事業 

◆市民活動支援 

◆地域制緑地制度の活用検討 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪1-３都市環境・景観形成の方針≫ 

 

３本の柱 １．美しい水と緑の街：自然の恵みを生かした都市環境づくり（共生環境） 

１０の方針 ３．龍ケ崎市固有の美しい景観を形成する【都市環境・景観形成の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

方針① 低地と台地からなる地形の特徴を守り生かす 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■基本的な景観特性の維持 

・本市を代表する牛久沼や小貝川などの水辺、低地に広がる田園、さらに台地に広がる森林をはじめと

した緑地など、本市の美しい水と緑の自然景観を形成する環境の維持に努めます。 

■龍ケ崎市を特徴づける斜面林の景観保全・育成 

・斜面林を保全していくとともに、開発などにより分断されている箇所などにおいては緑化などを検討

します。また、集落地では、斜面林と一体となった美しい集落景観の維持・向上に努めます。 

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、首都圏近郊緑地保全法等を適切に運

用し、自然景観・集落景観の維持に努めた。 

また、森林法や農地法の適切な運用、「身

近なみどり整備推進事業」等により市街地縁

辺部の緑や農地の保全に努めた。 

◆森林整備面積(H25)2.22ha(H26)2.11ha 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

牛久沼をはじめ豊かな自然環境の保全・有効活用につ

いては市民の期待も大きく、市民との協働を基本にさら

なる保全・活用策の展開が必要である。 

方針② 美しい水・緑の文化環境軸をつくる 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■自然豊かな水辺景観の保全・育成 

・牛久沼などの水辺景観を保全するとともにサイクリングロードや遊歩道整備、公園化などを進めます。 

・ふるさとふれあい公園周辺は、修景化や歩行環境の整備などを進めます。 

想定される主な事業 
サイクリングロードや遊歩道の整備（継続事業） 

ふるさとふれあい公園周辺の修景化と歩行環境の整備（継続事業） 

■緑豊かな森林景観の保全・育成 

・台地に広がる森林では、主要道路沿いや施設近接部等を中心に適正な管理により森林景観を整えます。 

■美しい田園景観の保全・育成 

・田園地域では、生産環境や集落環境を守りはぐくみながら、美しい田園景観の維持・向上に努めます。 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

牛久沼の水辺環境の保全に努めるととも

に桜の植樹や四阿、ベンチの設置など牛久沼

水辺公園の充実を図った。サイクリングロー

ドについては具体化には至らなかった。 

また、森林法や農地法の適切な運用、「身

近なみどり整備推進事業」等により自然景観

の保全に努めた。 

◆牛久沼水辺公園への四阿、ベンチの設置 

◆牛久沼水辺公園桜木の数(H20)48 本⇒(H27)73 本 

◆「龍ケ崎のお宝の木 巨樹・古木」の発刊 

残された課題・解決すべき課題等 

森林や農地がソーラー発電施設用地に転換されるケー

スが増えてきている。今後の立地動向を注視しながら何

らかの対応策を検討していく必要がある。 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■各種拠点地区へのアーバンデザインの導入 

・各種拠点地区では、拠点にふさわしい機能を集積させながら、魅力と質の高い空間づくりを進めます。 

・拠点地区の沿道では、店舗などの連続性を確保するとともに、植栽による緑化や建物のセットバック

などによるゆとりのある歩行空間を整えるなど、賑わいをはぐくむ街並みの形成を目指します。 

想定される主な事業 景観計画（都市景観条例）策定の検討・導入（Ｈ28 までに着手） 
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■シンボル軸などの景観軸としての強化 

・美しい田園景観を守りはぐくみながら、景観植栽などを進め、魅力あるシンボル軸の形成を図ります。 

・街路樹などによる緑化とともに、田園や斜面林などと一体的に捉え、景観軸としての強化を図ります。 

想定される主な事業 シンボル軸における沿道緑化の推進（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 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・維持に努めてきたが、景観行政団体とし

て景観計画を策定するまでは至らなかった。 

 シンボル軸では、地元の皆さんに協力をい

ただき、良好な景観形成を図った。 

◆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％ 

◆地区整備計画区域面積 

 (H20)98.4ha⇒(H27)101.5ha 

残された課題・解決すべき課題等 

 地域特性に応じた景観形成を図るため、景観行政団体

への移行も引き続き検討していく必要がある。 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■市街地と緑・農地とが調和した景観づくり 

・市街地縁辺部の緑や農地を守り、活用しながら、身近な生活にうるおいを与える景観形成を進めます。 

想定される主な事業 市街地縁辺部の緑や農地の保全・活用（継続事業） 

■地域の歴史、文化などの資源を大切にした空間づくり 

・歴史や文化的資源を保全するとともに周辺環境の整備を進め、趣のある空間づくりを進めます。 

・面整備の行われた住宅地では、地区計画等により美しい住宅地景観の形成を図ります。龍ケ崎市街地

では撞舞通りなどの空間を修景化しながら、街なかへと景観の連続性を拡大していきます。 

想定される主な事業 
歴史的・文化的資源の保存（継続事業） 

歴史的・文化的な空間の整備（Ｈ28までに着手） 

■賑わいと暮らしの景観づくり 

・商業地においては、街並みの連続性を確保し、賑わいと魅力ある街並みを形成します。 

■龍ケ崎らしい景観づくり 

・建物の高さや色彩、街並みなどを適正に規制・誘導し、龍ケ崎らしい景観形成を進めます。 

想定される主な事業 景観計画（都市景観条例）策定の検討・導入（Ｈ28 までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

歴史・文化資源の保存の取組として、市民

遺産条例に基づき市民遺産制度が運用開始

となった。 

また、龍ケ崎市街地商店街においてはカラ

ー舗装化や賑わい広場の設置などにより商

業地景観の向上を図った。 

◆市民遺産制度の運用開始 

◆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・解決すべき課題等 

 地域の個性や機能・役割に応じた景観形成を図るため、

景観行政団体への移行も引き続き検討していく必要があ

る。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆森林・農地の減少         ◆自然景観保全意識の高まり 

◆空き家の増加           ◆価値観の多様化 

主要課題 
◆地域の個性に応じた景観形成の促進 

◆良好な景観を阻害する施設立地への対応 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆地区計画制度の活用 

◆身近なみどり整備推進事業 

◆景観行政団体への移行 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪1-４下水道・河川・ごみ・ｴﾈﾙｷﾞｰ等の方針≫ 

 

３本の柱 １．美しい水と緑の街：自然の恵みを生かした都市環境づくり（共生環境） 

１０の方針 ４．環境と人にやさしい循環型都市をつくる【下水道・河川・ごみ・ｴﾈﾙｷﾞｰ等の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

方針① 地球規模の環境問題への対策を進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■環境問題への取り組み 

・地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で進む環境問題に対し、市民の一人ひとりが意識を高

め、市民、事業者、行政が一体となって環境対策に取り組んでいきます。 

想定される主な事業 地球温暖化防止の推進（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）等を策定し、この計画に基づき、市施

設からの温室効果ガス排出量の削減、バイオ

ディーゼル燃料（ＢＤＦ）の導入、太陽光発

電システム・高効率給湯器の普及促進等様々

な取組を展開し、地球環境への負荷低減に努

めた。 

◆ＢＤＦ使用による CO2排出削減量 

 (H22)5,346kg-CO2⇒(H26)18,955kg-CO2 

◆太陽光発電システム等補助金交付件数(H26)254 件 

残された課題・解決すべき課題等 

温室効果ガス削減に向けて、市、事業者、市民、市民

団体がそれぞれの役割を認識し、継続した取組を進めて

いく必要がある。 

方針② 自然の保全と再生を進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■秩序ある土地利用の推進と農業環境の維持 

・自然を保全し、地域の特性に応じた計画的な土地利用を図るとともに、環境保全型農業を進めます。 

想定される主な事業 環境保全型農業推進事業（継続事業） 

■親緑空間の創造と多自然川づくり 

・河川や池沼、森林を保全するとともに、豊かな水や緑にふれあえる場の充実を図ります。 

・水質浄化に取り組みながら、歩いて楽しい道づくりなど魅力ある水辺空間づくりを進めます。 

想定される主な事業 安全で楽しく歩ける道・街並みづくり（Ｈ28までに着手） 

■公共下水道の整備による水質の改善 

・公共下水道の整備とともに、農業集落排水事業の充実や高度処理型合併処理浄化槽の設置を進めます。 

想定される主な事業 

公共下水道の整備（継続事業） 

農業集落排水事業の充実（継続事業） 

高度処理型合併処理浄化槽の設置の促進（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

農業が環境に及ぼす負荷を軽減するため

水稲病害虫防除薬剤空中散布中止の呼びか

けのほか、エコファーマー認定制度や堆肥利

用促進による環境保全型農業を推進してい

る。排水対策については、計画的な下水道整

備を推進するとともに助成制度により高度

処理型合併処理浄化槽設置を促進している。 

◆薬剤空中散布面積(H22)791ha⇒(H26)604ha 

◆エコファーマー認定件数(H22)69 件⇒(H26)65 件 

◆下水道普及率(H22)82.2％⇒(H26)82.8％ 

残された課題・解決すべき課題等 

水稲病害虫防除薬剤空中散布については、散布面積は

年々減少しているが、中止に向けて継続した取組が必要

となっている。 

方針③ 省エネ・リサイクルの都市づくりを進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■ごみの発生抑制と循環利用 

・環境問題に対する意識を高め、ごみの発生抑制に努めるとともに、再利用や再生利用を促進します。 

想定される主な事業 ごみ減量促進事業の推進（継続事業） 
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■水の循環利用 

・雨水などの有効利用、節水型設備の整備を促進し、水資源の効率的な利用を図ります。 

・大規模公共施設における雨水貯留や浸透型雨水ますの設置による良好な水循環維持・向上を図ります。 

想定される主な事業 
大規模な公共施設の雨水調整機能の確保（継続事業） 

雨水や二次水の活用（継続事業） 

■エネルギーの有効利用 

・公共施設や街路灯などを中心に、太陽光発電などのクリーンエネルギーの導入を検討します。 

想定される主な事業 クリーンエネルギー導入の検討（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

廃棄物の削減・リサイクル推進の取組につ

いては、ごみ減量キャンペーン、生ごみ処理

容器補助制度、ごみ減らし隊制度、広報等を

とおした普及啓発活動等を展開している。 

また、公共施設への太陽光発電システムや

LED 照明導入のほか、たつのこアリーナ等

においては雨水有効利用に取り組んでいる。 

◆市民一人一日ごみ排出量(H19)883g⇒(H26)861g 

◆市民一人一日資源物量(H19)164g⇒(H26)144g 

◆公共施設年間 CO2排出削減量(H26)42.9t-CO2 

残された課題・解決すべき課題等 

家庭系ごみの総排出量１人１日当たりの達成目標

550g 達成に向けて、ごみ減量に対する意識啓発等をさ

らに進めていく必要がある。 

方針④ 自動車交通量の抑制を図る 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■環境負荷の少ない公共交通の利用促進 

・公共交通ネットワークを充実し、コミュニティバスなどの公共交通機関の利用を促します。 

想定される主な事業 コミュニティバスの充実（継続事業） 

■総合的な交通需要管理施策の推進 

・自動車交通量の抑制や平準化など、自動車需要を総合的に管理する交通需要管理施策を推進します。 

想定される主な事業 パーク・アンド・ライドシステム導入の検討（継続事業） 

■自転車の利用促進 

・歩行者や自転車利用者の安全性に十分配慮しながら、自転車利用に関わる環境整備を進めます。 

想定される主な事業 「ちゃりステ」整備事業（Ｈ23までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 公共交通の利用促進に向けて、通学割引制

度や高齢者公共交通共通定期券の導入、サイ

クル＆コミュニティバス等の施策を展開し

コミュニティバスの利便性向上に取り組む

とともに、昼間割引や高齢者フリー定期券導

入により民間路線バスの利用促進を図った。 

◆コミュニティバス１日平均利用者数(H26)507人 

◆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・解決すべき課題等 

 公共交通の利用しやすさについては市民アンケート等

でも不満度が高い状況にあり、一層の充実が求められて

いる。また自転車利用の環境整備も課題となっている。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆地球環境への関心の高まり    ◆地球温暖化の進行 

◆クリーンエネルギー需要の高まり 

主要課題 
◆地球温暖化防止対策の推進    ◆ごみの減量化と資源化の推進 

◆「クリーンプラザ・龍」の延命化 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆環境問題への取組 

◆ごみの発生抑制と循環利用 

◆クリーンエネルギーのさらなる活用 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪２-1 住宅地・生活圏づくりの方針≫ 

 

３本の柱 ２．調和の街：次代をリードする快適環境都市づくり（定住環境） 

１０の方針 １．住みやすく個性のある生活圏が息づくまちをつくる【住宅地・生活圏づくりの方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

方針① 地域特性に応じた良好な住宅地を形成する 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■地域特性に応じた良質な住宅供給の促進 

・各市街地の特性に応じて、適切な規制誘導のもとで、良質な住宅供給を促進します。 

・地震災害に強い安全な居住環境を整えるために、住宅の耐震診断を進めます。 

想定される主な事業 

耐震診断の実施（継続事業） 

開発・建築指導の充実（Ｈ23 までに着手） 

龍ヶ岡市街地における「スポーツ」「健康」などのテーマに即した魅

力ある住宅地形成の促進（Ｈ28までに着手） 

■多彩な世代の住まいの供給 

・若者やファミリー層から高齢者、障がい者世帯向けまで、住み替えも含めて多様なニーズに応じた住

まいの供給に取り組みます。 

想定される主な事業 

市営住宅の計画的改修（Ｈ23 年までに着手） 

住宅・宅地に関する情報提供（Ｈ23年までに着手） 

高齢者・障がい者向け住宅の改修などに対する助成制度（継続事業） 

市街地内の未利用地の有効利用（継続事業） 
 

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を実施

し災害に強い居住環境整備を促進した。ま

た、市営住宅改修により居住性の向上を図る

とともに若者世代向け住宅取得補助制度新

設等により多様なニーズへの対応を図った。

あわせて、定住環境のＰＲサイトを構築し、

不動産情報を掲載するなどＰＲに努めた。 

◆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】 

◆住宅取得補助実績 102 件 

残された課題・解決すべき課題等 

 様々な住宅ニーズに対応できるよう、空き家の活用も

含めて、他分野との横断的な取組を推進していく必要が

ある。 

方針② 暮らしやすい生活圏を形成する 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■個性ある生活圏の形成 

・４つの市街地を中心にして、その歴史や文化などの特性と縁辺部の緑や田園を生かし、身近な買い物

などの利便性の確保や多彩な地域活動、コミュニティの場、しごと場などを創出しながら、だれもが

暮らしやすい個性ある生活圏を形成します。 

想定される主な事業 

地域生活拠点などの充実（継続事業） 

歩いて利用できる身近な公益施設の整備促進（Ｈ28 までに着手） 

市街地縁辺部の緑や農地の保全・活用（継続事業） 

■コミュニティをはぐくみ歩きたくなるまちづくり 

・学校や施設、商店などを連絡し、安心して楽しく歩ける道づくりと街並みの修景化を進めます。 

・バス停留所周辺の空き店舗の活用などを進め、地域の人々が気軽に集える場所づくりと、その後背地

のコミュニティ施設などとを連絡し、安全で歩いて楽しい道・街並みづくりを進めます。 

想定される主な事業 安全で楽しく歩ける道・街並みづくり（継続事業） 
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主な取組実績・取組状況 取組成果 

龍ヶ岡市街地の中里地区において用途地

域等の変更を行い地域生活圏の拠点地区と

しての利便性向上に努めた。龍ケ崎市街地、

佐貫市街地の地域生活拠点及びその周辺に

ついては拠点性向上に向けた基本構想等の

策定を進めているところである。 

◆龍ヶ岡市街地用途地域・地区計画の変更(約 10.4ha) 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

 龍ケ崎市街地及び佐貫市街地の地域生活拠点の利便性

の向上、また、各生活圏から地域生活拠点へのアクセス

性の向上が課題である。 

方針③ ゆとりある住宅地の整備を進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■近隣で進める良好な住宅地づくり 

・生活基盤の整った良好な住宅地では、地区計画などを活用して、生活環境の維持・向上に努めます。 

・オープンスペースの確保やコミュニティの場の充実を促すとともに、土地活用に関する情報提供や小

規模区画整理事業の導入などを促し、計画的な土地利用の誘導に努めます。 

想定される主な事業 
住民自らのまちづくりのルールづくり（継続事業） 

市街地内の未利用地の有効利用（継続事業） 

■密集した市街地の改善 

・市街地整備のイメージを共有し、住民による自主的なまちづくりを促しながら、きめ細かな修復型の

再整備や密集家屋の共同化、不燃化、狭隘道路の解消などを促進します。 

想定される主な事業 龍ケ崎市街地内消火活動困難区域の解消（継続事業） 

■集落地における居住環境の充実 

・緑や農地の保全を基本としながら、生活道路や公園などの生活基盤を機能充実するとともに、利便性

のある良好な集落環境の形成に努めます。 

想定される主な事業 歩いて利用できる身近な公益施設の整備促進（Ｈ28 までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

龍ヶ岡市街地の新たに住宅地としての土

地利用計画が定められた地域（松ケ丘地区

3.1ha）において地区整備計画を追加決定し

た。また、都市計画道路姫宮川余郷の整備に

より、密集市街地の改善と消火活動困難区域

の解消を図った。 

◆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・解決すべき課題等 

◆龍ケ崎市街地の密集市街地の改善にどう取り組んでい

くかが課題である。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆若者世代定住促進施策のさらなる展開 ◆空家等の増加 

◆単身世帯、高齢者のみの世帯増加 

主要課題 
◆空家等対策・活用          ◆龍ケ崎市街地の密集市街地の改善 

◆龍ケ崎市街地及び佐貫市街地の地域生活拠点の利便性の向上 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆木造住宅の耐震化促進 

◆若者世代向け住宅取得補助制度 

◆空家等の活用 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪２-２健康・福祉環境整備の方針≫ 

 

３本の柱 ２．調和の街：次代をリードする快適環境都市づくり（定住環境） 

１０の方針 ２．やすらぎをはぐくむ健康・福祉の都市をつくる【健康・福祉環境整備の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

方針① 健康で、楽しく生活できる環境をつくる 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■身近な健康づくりを楽しむ環境づくり 

・年齢や体力などに応じたスポーツ・レクリエーションの普及とともに、ウォーキングなど身近な健康

づくりを楽しむ環境づくりを進めます。 

想定される主な事業 
健康の散歩道「てくてくロード」・「はつらつ健康公園」整備事業（Ｈ

23 までに着手） 

■気軽に集える広場やコミュニティの場の整備 

・気軽に利用でき、災害時には避難空間ともなる公園や広場などの整備を検討します。 

想定される主な事業 
にぎわい広場の整備・活用（Ｈ23 までに着手） 

公民館などを中心とした生活拠点づくり（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

身近な健康づくりに資する「健康の散歩

道」を各小学校区に整備するとともに龍ケ崎

市街地に防災機能も兼ね備えたにぎわい広

場を整備した。 

 コミュニティセンターについては施設改

修のほか災害対策の一環として井戸を設置

するなど拠点としての機能向上を図った。 

◆「てくてくロード」・「はつらつ健康公園」整備完了 

◆にぎわい広場の整備完了 

◆コミュニティセンターへの井戸設置 

残された課題・解決すべき課題等 

健康の散歩道「てくてくロード」・「はつらつ健康公園」

やにぎわい広場のさらなる活用促進に向けた検討が必要

である。 

方針② ユニバーサルデザインのまちづくりを進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■生活空間の総合的なバリアフリー化の促進 

・だれもが安心して快適に外出や移動ができる交通環境を充実するとともに、拠点地区から身近な公園

や生活利便施設などまで、日常的な生活空間のバリアフリー化を促進します。 

想定される主な事業 

コミュニティバスの充実（継続事業） 

安全で楽しく歩ける道・街並みづくり（Ｈ28までに着手） 

歩いて利用できる身近な公益施設の整備促進（Ｈ28 までに着手） 

■建築物のバリアフリー化の促進 

・公共公益施設を中心として、すべての建築物のバリアフリー化を促進します。 

想定される主な事業 主要な公共公益施設のバリアフリーの促進（継続事業） 

■ユニバーサルデザインの促進 

・さまざまな分野でのユニバーサルデザインの導入を進めます。 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

コミュニティバスについては、ノンステッ

プ化や車椅子固定装置の設置、高齢者公共交

通共通定期券の導入等により誰もが利用し

やすい環境づくりに努めた。また、身近な生

活道路等の改良を計画的に進めるとともに

ユニバーサルデザインを念頭に公共施設へ

のスロープ設置や身障者用トイレ・駐車場の

拡充等、バリアフリー化を進めている。 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

 バリアフリー化に対する満足度は依然として低い状況

にあり、ソフト施策とあわせて継続的に環境整備に向け

た取組を進めていく必要がある。 
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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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■健康づくりや福祉の拠点の充実 

・総合運動公園を充実し、魅力あるスポーツ健康拠点を形成します。 

・健康・福祉の拠点として、ふれあいゾーン・ふるさとふれあい公園を充実します。 

想定される主な事業 
スポーツ健康拠点の形成（継続事業） 

ふれあいゾーン・ふるさとふれあい公園の充実（継続事業） 

■身近なコミュニティ・福祉の場の充実 

・子どもやお年寄りの見守りや居場所づくりなど、地域の身近な福祉の活動や場所づくりを促進します。 

想定される主な事業 
（仮称）元気サロン２号館の開館（Ｈ23までに着手） 

子どもからお年寄りまでの身近な居場所づくり（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

健康づくりや福祉の拠点として、総合運動

公園の施設や講座の充実を図るとともにふ

れあいゾーンの施設充実を図った。 

また、子どもや高齢者の居場所づくりにつ

いては、交流サロン「りゅう」の開設やたつ

のこ山管理棟の活用など、身近な居場所づく

りの充実に努めた。 

◆交流サロン「りゅう」の開設 

◆気軽に利用できるコミュニティ施設の多さに満足して

いる市民の割合(H19)15.0％⇒(H27)24.0％ 

残された課題・解決すべき課題等 

検討を進めている空き家等借り上げ家賃補助制度によ

る居場所づくり推進については、関連法令の制限がある

ことから、他の手法を検討する必要がある。 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■次代に誇れる文教環境づくり 

・学校や文化施設を中心とした文教環境づくりを進めます。 

想定される主な事業 教育・文化施設と周辺区域の環境整備（Ｈ28までに着手） 

■子どもの豊かな体験の場の充実 

・公園などを活用し、子どもたちの多様な体験や遊びの創造につながる環境づくりに取り組みます。 

想定される主な事業 
プロジェクト「ときめき」（Ｈ23までに着手） 

子どもの体験を豊かにする公園・遊び場・道づくり（Ｈ23までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 城西中学校の大規模改修をはじめ、児童生

徒数の増加に応じた仮設校舎の設置など教

育施設の充実を図った。子どもの遊び場につ

いては、龍ヶ岡公園への大規模遊具の新設や

森林公園アスレチック施設の更新等を行う

とともに子ども達が安全に楽しく外遊びを

楽しむ「遊びの拠点事業」をスタートした。 

◆龍ヶ岡公園への大規模遊具の新設 

◆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・解決すべき課題等 

 公園の遊具については、老朽化が進みつつあり、引き

続き、計画的に更新等を進めていく必要がある。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆高齢化の進行          ◆若者世代定住促進施策のさらなる展開  

◆健康志向の高まり        ◆空家等の増加 

主要課題 
◆健康・福祉関連施設の機能向上 

◆高齢者の身近な居場所づくり 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆子どもや高齢者の居場所づくり 

◆バリアフリー化の推進 

◆保育・預かり施設の充実 

◆健康・福祉関連施設の充実 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪２-３安全な都市づくりの方針≫ 

 

３本の柱 ２．調和の街：次代をリードする快適環境都市づくり（定住環境） 

１０の方針 ３．安全に暮らせる都市空間を創造する【安全な都市づくりの方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

方針① 災害に強い都市づくりを進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■防災力の高い自然環境の維持・保全 

・本市の低地と台地の基本構造、斜面林や田園、豊かな水・緑環境を守り、生かしながら、自然のもつ

防災力を活用した都市づくりを進めます。 

■防災拠点や避難場所などの整備( 避難路、ライフラインの確保などを含む) 

・総合運動公園や農業公園などの大規模な公共空間を非常時の防災空間として活用を図ります。 

・小学校や地区公民館など地区における防災対策の拠点としての整備や各自治組織、集落などにおける

身近な公園などの防災空間の充実を図ります。 

・災害時に重要な役割を果たす道路の整備については、電力、通信、ガス、上下水道などの市民生活に

不可欠なライフライン施設については耐震性の向上を促進していきます。 

想定される主な事業 

にぎわい広場の整備・活用（Ｈ23 までに着手） 

防災対策地区拠点の整備（継続事業） 

身近な防災空間の充実（継続事業） 

■市街地の防災力の向上（建築物の耐震化・不燃化などを含む） 

・総合的に市街地の防災力を高めるため、民間開発に対する防災上の安全性を促すとともに道路や公園

などの整備を進めながら、狭隘道路の解消やオープンスペースの確保、建築物の耐震化、不燃化を促

進します。 

想定される主な事業 龍ケ崎市街地内消火活動困難区域の解消（継続事業） 

■総合的な治水対策の推進 

・河川の改修や排水路の整備などを進め、流域全体の排水能力を高めます。 

・貯留施設の整備や市街地の透水性、浸透性を高め、雨水流出量の抑制に努めます。 

想定される主な事業 浸水被害発生地区における雨水排水対策（Ｈ23までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

商店街通りに防災機能も兼ね備えたにぎ

わい広場を整備するとともに都市計画道路

の整備を進め消火活動困難区域の解消に努

めた。また、耐震改修促進計画を策定し、木

造住宅の耐震化を進めた。 

また、東日本大震災の教訓を踏まえ、防災

対策拠点として小・中学校やコミュニティセ

ンターなどの公共施設等を位置付け、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

応など様々な対策を講じた。 

また、排水路の整備やポンプの設置・交換

を行い浸水被害発生の解消に努めた。 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

 災害に強いまちづくりを推進していくためには、ハー

ドの側面からは、防災空間の確保、防災対策拠点の整備、

市街地の防災基盤整備、避難場所・避難路の整備など多

角的な視点から総合的な防災対策を検討し、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必

要がある。 
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方針② 防犯に配慮した環境づくりを進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■犯罪が発生しにくい環境づくり 

・犯罪の起こりやすい場所を確認し、その対策を検討、実施するとともに、防犯灯の設置をはじめ、公

園や公共施設など不特定の人々が利用する施設では見通しを良くするなど、防犯に配慮した環境づく

りを進めます。 

想定される主な事業 
犯罪の起こりやすい場所の確認（Ｈ23 までに実施） 

防犯に配慮した環境づくりの推進（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 防犯灯のＬＥＤ化や防犯カメラの設置、北

竜台防犯ステーション開設等、ハードの側面

からの防犯体制強化に取り組むとともに防

犯サポーターによるパトロールの充実、防犯

キャンペーン等の啓発活動を実施し、犯罪の

起こりにくい環境整備に努めた。 

◆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・解決すべき課題等 

 防災体制、防犯対策ともに市民アンケートの中でも施

策としての重要度が高い項目であり、市民の安心感を高

められるよう継続して取り組む必要がある。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆大規模地震への不安の高まり    ◆ゲリラ豪雨など異常気象の発生 

◆高齢化の進行           ◆消費者詐欺等の増加と巧妙化 

主要課題 
◆危機管理体制の強化        ◆地域における防災体制の強化 

◆地域での防犯活動充実 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆地域における防犯訓練の充実 

◆災害発生時等における対応強化 

◆防犯情報の提供 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪３-1 道路・交通整備の方針≫ 

 

３本の柱 ３．賑わいの街：ふれあい・交流をはぐくむ都市環境づくり（交流環境） 

１０の方針 １．多彩なふれあい・交流の基盤となる交通システムをつくる【道路・交通整備の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

方針① 持続的な都市活動を支える交通体系を構築する 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■総合的な交通体系の構築 

・多彩なふれあい・交流を持続的にはぐくむ総合的な交通体系を構築します。 

■公共交通体系の充実 

・ＪＲ常磐線輸送力の強化を要請するとともに、関東鉄道竜ケ崎線の活性化に取り組みます。 

・民間路線バスとコミュニティバスの連携を強化しながら、バス交通のサービスの向上を図ります。ま

た、将来的にはデマンド交通の検討など、市内交通のさらなる充実に努めます。 

・ＪＲ佐貫駅と関東鉄道竜ケ崎駅の交通結節点としての機能を強化するとともに、魅力ある空間づくり

を進めます。 

・バス停周辺に自転車置場を設置し、利用圏域を拡大するとともに、待ちあい環境の充実を図ります。 

・インターネットや携帯電話などから公共交通の情報を提供できるシステムを構築します。 

想定される主な事業 

駅の機能強化と駅前空間の魅力付け（継続事業） 

「ちゃりステ」整備事業（Ｈ23までに着手） 

龍・遊自適システムの構築（Ｈ23 までに着手） 

市内公共交通割引制度（Ｈ23 までに着手） 

関東鉄道竜ケ崎線活性化（Ｈ23までに着手） 

■道路交通体系の整備の推進 

・千葉・茨城道路（美浦栄線バイパス）と、（仮称）県南広域道路の早期整備を関係機関に要請します。 

・圏央道の県内全線開通にあわせて、そのアクセス道路の早期整備を促進します。 

・都市の一体性を高め、都市活動と暮らしやすさを支える都市計画道路の整備を進めます。 

・街なかの未着手路線においては、都市計画道路の見直しについて検討します。 

想定される主な事業 

圏央道及びそのアクセス道路の整備促進（継続事業） 

美浦栄線バイパスの整備促進（継続事業） 

（仮称）県南広域道路の整備促進（継続事業） 

県道河内竜ケ崎線バイパスの整備促進（継続事業） 

都市計画道路の見直し（Ｈ23 までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 通学割引制度や高齢者公共交通共通定期

券の導入等コミュニティバスの利便性向上

に取り組むとともにＪＲ常磐線や竜ケ崎線、

民間路線バスの利便性向上を促進した。ま

た、美浦栄線バイパスや県道河内竜ケ崎線バ

イパスの早期整備の要望活動等を継続し、道

路ネットワーク整備促進を図った。 

◆高齢者公共交通共通定期券販売件数(H26)76件 

◆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 

残された課題・解決すべき課題等 

より利用しやすい公共交通環境整備とともに圏央道へ

のアクセス向上のため美浦栄線バイパスの早期整備が期

待される。 

方針② 歩いて楽しい健やかな空間の形成を図る 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■拠点地区などにおける魅力的な歩行空間の形成 

・多くの人々が集い利用する場では、だれもが安心して快適に過ごせる魅力的な歩行空間を形成します。 

・大規模な集客施設などについては、連続する街並みをつくり、歩いて楽しい空間を演出します。 
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■身近な歩いて楽しい空間の形成 

・主要な施設を連絡し、安心して楽しく歩ける道づくりと街並みの修景化を進めます。 

・地域資源を生かし特色ある空間を形成するとともに、案内板設置やバリアフリー化など、人にやさし

い空間づくりを進めます。 

想定される主な事業 安全で楽しく歩ける道・街並みづくり（Ｈ28までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

都市計画道路の整備や龍ケ崎市街地商店

街のカラー舗装化などにより魅力的な歩行

空間の形成を図った。また、牛久沼水辺公園

への誘導案内を目的とした案内板を設置し、

身近な歩いて楽しい空間の形成を図った。 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

歩道の歩きやすさ・自転車の走りやすさについては市

民の期待も大きく、さらなる魅力的で安心な歩行空間の

形成が必要である。 

方針③ 歩いて楽しい交通システムづくりを進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■自動車交通の流入の抑制 

・適正な交通流動を確保するとともに、公共交通への乗り換えができる駐車場の整備などを検討します。 

・公共交通の充実を図り、自動車利用からの転換を促し、駐車需要の抑制に努めます。 

・ハンプなどにより自動車速度を抑える構造にするなど、歩行者優先や歩車共存の道づくりを進めます。 

■公共交通体系を活用した歩くまちづくり 

・公共交通の充実を図るとともに、乗換環境の充実や楽しく歩ける道・街並みづくりを進めます。 

■自転車の利用促進 

・段差の解消や自転車道、駐輪場の整備など、自転車の利用を促す環境を整えます。 

想定される主な事業 
サイクリングロードや遊歩道の整備（継続事業） 

「ちゃりステ」整備事業（Ｈ23までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

都市計画道路姫宮川余郷線の整備により、

市街地への自動車交通の流入の抑制を図っ

た。また、コミュニティバスの運行計画を見

直すとともにデマンド的乗合タクシーの運

行を開始したほか、サイクル＆コミュニティ

バス等の施策を展開した。 

◆都市計画道路姫宮川余郷線の開通 

 

残された課題・解決すべき課題等 

公共交通のさらなる充実とともに自転車の利用促進に

向けた環境整備をいかに進めるかが課題である。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆少子高齢化の進行 ◆移動制約者の増加 ◆自転車利用、ウォーキング人口の増加 

◆自転車道、歩道整備要望の高まり ◆圏央道開通区間の拡大 ◆老朽箇所の顕在化 

主要課題 
◆生活道路の維持・管理・安全対策 ◆暮らしやすさを高める公共交通体系の充実 

◆龍ケ崎市街地及び佐貫市街地の地域生活拠点の利便性の向上 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆美浦栄線バイパスの整備促進 

◆安全で楽しく歩ける道・街並みづくり 

◆高齢化に対応した市街地への転換 

◆自転車通行の安全性の確保 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪３-２産業環境整備の方針≫ 

 

３本の柱 ３．賑わいの街：ふれあい・交流をはぐくむ都市環境づくり（交流環境） 

１０の方針 ２．豊かな暮らしを支える産業環境をつくる【産業環境整備の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■中心市街地の活性化 

・にぎわい広場の整備や歴史的資源などを活用しながら、交流の場や回遊性を創出するとともに、商店

の魅力付けや空き店舗の活用など、暮らしやすく、懐かしく温かみのあるまちづくりを進めます。 

想定される主な事業 

にぎわい広場の整備・活用（継続事業） 

中心市街地の活性化事業の推進（Ｈ23 までに着手） 

安全で楽しく歩ける道・街並みづくり（Ｈ28までに着手） 

■高齢化に対応した身近な利便性を高めるまちづくり 

・身近な商業施設の確保や楽しく歩ける道づくりなどを進め、暮らしやすいまちづくりを進めます。 

想定される主な事業 
身近な生活拠点の整備と歩いて楽しい道・街並みづくり（Ｈ28まで

に着手） 

■地域特性に応じた商業環境づくり 

・龍ケ崎市街地では、中心市街地の活性化とともに、竜ケ崎駅北地区では、中心市街地との連絡性の確

保などに十分配慮した開発を検討します。 

想定される主な事業 
竜ケ崎駅北地区の開発の検討（継続事業） 

中心市街地の活性化事業の推進（Ｈ23 までに着手） 

・佐貫市街地では、交通結節点としての機能の強化と空間の魅力づくりなどを進めながら、東西の商業

地における商業・サービス施設の立地を促進します。 

想定される主な事業 駅の機能強化と駅前空間の魅力付け（継続事業） 

・北竜台市街地では、地域生活拠点における商業の集積を維持しながら、お年寄りも気軽に利用できる

身近な商業施設の立地を促進し、高齢化に対応した利便性の高いまちづくりを進めます。 

・龍ヶ岡市街地では、地域生活拠点において、日常生活に必要な商業機能や生活利便性を高める諸機能

を充実するとともに、街の熟成にあわせて身近な商業サービス施設の立地を促します。 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

商店街については、にぎわい広場整備やカ

ラー舗装化、情報版設置とともにイベント開

催等のソフト施策の展開により活性化に努

めた。龍ヶ岡市街地では用途地域の変更等を

行い新たな商業施設立地を促進した。新拠点

として期待される竜ケ崎駅北地区について

は実現に向けて事業化調査を進めている。 

◆にぎわい広場の整備と商店街通りのカラー舗装化 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

市全体の商業吸収率が減少している状況にあり、新都

市拠点開発エリア整備とあわせて商店街活性化に継続し

て取り組む必要がある。 

方針② 新たな活力を創造する産業環境を整える 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■つくばの里工業団地の拡張 

・新たな活力としごと場の創出に向けて、製造業を中心としたつくばの里工業団地の拡張を検討します。 

想定される主な事業 
つくばの里工業団地の拡張の検討（継続事業） 

圏央道阿見東ＩＣへのアクセス道路の整備（継続事業） 

■新たな企業の誘致 

・情報通信基盤や利用環境の整備を進めながら、誘致施設エリアなどにおける企業立地を促進します。 

想定される主な事業 誘致施設エリアなどへの企業の誘致（継続事業） 
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■地域の豊かさにつながる新たな産業の創造 

・さまざまな分野での起業を支援し、地域に根づく新たな産業の創造につなげます。 

想定される主な事業 まち育て能力開発支援事業（Ｈ23 までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

つくばの里工業団地の拡張については、進

出に興味を示している企業との協議を継続

して行うとともに美浦栄線バイパス整備促

進に関する要望活動を継続して行った。企業

誘致については白羽地区への誘致に取り組

み全区画の販売を完了した。また、コミュニ

ティビジネス支援補助金制度を立ち上げ、起

業者支援に努めた。 

◆白羽地区誘致施設エリア全区画売却 

◆働く場所の多さに満足している市民の割合 

(H19)7.0％⇒(H27)8.7％ 

残された課題・解決すべき課題等 

企業誘致奨励金制度等のソフト施策を活かしていくた

めにも景気動向や企業の進出意向等を的確に見極めなが

ら、つくばの里工業団地拡張の実現に向けた検討を進め

ていく必要がある。 

方針③ 実り豊かな農業環境を守りはぐくむ 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■水田や畑などの生産環境の維持 

・低地に広がる水田や台地の畑地など、豊かな「農」の実りを生む優良な農地を保全します。 

・農地集積や農業とのふれあいの場としての活用などを図り、遊休農地の解消に努めます。 

■安全で健康な農業の振興 

・龍ケ崎ブランドを認定していくとともに、有機、減農薬栽培など安全な環境保全型農業を進めます。 

・地元の豊かな実りを生かした地産地消とともに、「生きがい農業」を推進します。 

・農業公園の充実を図るとともに、市街地周辺の農地や遊休農地などの活用を図ります。 

想定される主な事業 

環境保全型農業推進事業（継続事業） 

農業公園の充実（継続事業） 

市街地周辺部などの遊休農地の活用（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

都市計画制度や農地法の適切な運用によ

り農地の保全に努めるとともに担い手の育

成等により耕作放棄地の解消に努めた。ま

た、環境負荷を軽減するため薬剤空中散布中

止の呼びかけのほか、エコファーマー認定制

度や堆肥利用促進による環境保全型農業を

推進した。このほかブランド農産物認定制度

を立ち上げ、龍ケ崎ブランドの確立を図っ

た。 

◆農地面積(H20)3,460ha⇒(H26)3,410ha 

◆エコファーマー認定件数(H22)69 件⇒(H26)65 件 

◆龍ケ崎ブランド認定農産物４件 

残された課題・解決すべき課題等 

農業者の高齢化等により後継者不足が顕在化してお

り、農地の適正管理や耕作放棄地の解消にも影響を及ぼ

している。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆商業や企業誘致の地域間競争激化   ◆高齢化に伴う買い物難民の増加 

◆企業誘致に対する期待の高まり    ◆農業者の減少 

主要課題 
◆商店街の空洞化           ◆市全体の商業振興 

◆企業誘致用地の確保         ◆耕作放棄地の増加 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆商店街活性化 

◆つくばの里工業団地の拡張 

◆新都市拠点開発エリア整備 

◆身近な買い物環境の確保 
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現行プラン進捗状況評価シート ≪３-３交流・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ環境整備の方針≫ 

 

３本の柱 ３．賑わいの街：ふれあい・交流をはぐくむ都市環境づくり（交流環境） 

１０の方針 ３．さまざまなふれあいを楽しむ環境をつくる【交流・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ環境整備の方針】 

 

１ 現行プラン記載内容及び取組状況等 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■親水レクリエーションゾーンの環境整備 

・牛久沼周辺では、イベントの開催などを進めるとともにサイクリングロードなどの整備を検討します。 

・小貝川や旧小貝川の水辺を生かしたサイクリングロードやふれあいゾーン周辺の回遊ルートを整備す

るとともに、中沼自然環境保全地域周辺の整備のあり方を市民とともに検討します。 

想定される主な事業 

牛久沼親水レクリエーションゾーンの整備（継続事業） 

小貝川・旧小貝川親水空間の整備（継続事業） 

中沼自然環境保全地域周辺の整備・検討（Ｈ23 までに着手） 

■身近な憩いやふれあいの場の創出 

・森林公園の施設更新を図るとともに、身近な公園の整備に努めます。 

・蛇沼周辺では、その自然・生態の保全を図りながら、市民の憩いの場としての活用を図ります。 

想定される主な事業 蛇沼周辺の緑の開放（継続事業） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

牛久沼については、周辺環境の保全とあわ

せて水辺公園を拠点に各種イベントや環境

学習の場として活用を図った。サイクリング

ロードや蛇沼、中沼については保全・活用に

向けた調査や検討を行ったが具体の取組に

は至らなかった。森林公園については、アス

レチック施設の更新等を計画的に進めた。 

◆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％ 

◆牛久沼水辺公園を拠点としたイベント開催 

残された課題・解決すべき課題等 

牛久沼をはじめ豊かな自然環境の保全・有効活用につ

いては市民の期待も大きく、市民との協働を基本にさら

なる保全・活用策の展開が必要である。 

方針② 地域産業とのふれあいの場をはぐくむ 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■農業とのふれあいの場づくり 

・農業公園の充実をはじめ、農業とのふれあい・体験学習の場としての創出を促進します。 

想定される主な事業 
農業公園の充実（継続事業） 

市街地周辺部などの遊休農地の活用（継続事業） 

■地域に開かれた産業環境の創出 

・つくばの里工業団地の拡張に際しては、質の高い操業環境の創造を目指します。 

・企業の協力により、展示や見学など、より地域に開かれた産業環境の創出に努めます。 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 「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するな

ど、農業を通したふれあいの場づくりに努め

た。また、つくばの里工業団地に立地する企

業と物産会との連携によるイベントを開催

するなど交流環境の充実を図った。 

◆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％ 

残された課題・解決すべき課題等 

アグリツーリズムの展開など、農業体験イベント通し

た交流人口の増加が期待されている。 

方針③ 快適に過ごせる賑わいの街づくりを進める 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■佐貫駅周辺都市拠点の整備 

・市の玄関口にふさわしい駅前空間を整え、商業・業務施設の計画的な集積の誘導に努めます。 

想定される主な事業 駅の機能強化と駅前空間の魅力付け（継続事業） 

■竜ケ崎駅北地区の開発検討と商店街の活性化 

・竜ケ崎駅北地区では、新たな都市拠点の形成を検討します。龍ケ崎地区の商店街では、回遊性の確保

などを図り、暮らしの利便性を高め、人々のふれあいをはぐくむ商店街づくりを進めます。 
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想定される主な事業 

竜ケ崎駅北地区の開発の検討（継続事業） 

にぎわい広場の整備・活用（Ｈ23 までに着手） 

中心市街地の活性化事業の推進（Ｈ23 までに着手） 

安全で楽しく歩ける道・街並みづくり（Ｈ28 までに着手） 

■地域生活拠点の整備 

・北竜台センター地区及び龍ヶ岡センター地区周辺では、賑わいのある地域生活拠点を形成します。 

・また、龍ヶ岡センター地区周辺では、魅力あるスポーツ健康拠点の形成を目指します。 

想定される主な事業 
スポーツ健康拠点の形成（継続事業） 

街並み型商業環境づくり（Ｈ28 までに着手） 

■その他身近な公共公益施設の整備 

・日常的な市民活動の場となるコミュニティ施設、公園などの公共公益施設の充実に努めます。 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

龍ヶ岡市街地中里地区において用地地域

等の変更や総合運動公園の充実を図り、地域

生活拠点、スポーツ健康拠点としての機能向

上を図った。龍ケ崎市街地、佐貫市街地の地

域生活拠点及びその周辺については拠点性

向上と賑わい創出に向けた基本構想等の策

定を進めているところである。 

◆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％ 

◆龍ヶ岡市街地用途地域・地区計画の変更(約 10.4ha) 

残された課題・解決すべき課題等 

 龍ケ崎市街地商店街では賑わいの復活、交流人口の増

加に向けて、さらなる活性化を図っていく必要がある。 

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 

現行プラン記載内容（抜粋） 

■各交流拠点へのアクセスの確保と楽しく歩けるまちづくり 

・市内外から各交流拠点に容易にアクセスできるよう骨格的な交通網の整備、充実を図ります。 

・安全で快適な散策路などによる健康づくりにも配慮した歩行者空間の形成を図ります。 

■だれにでもわかりやすい案内板などの整備 

・統一されたデザインの休憩施設、案内板、駐車場案内などの適切な配置に努めます。 

■発信力のある情報通信基盤の整備 

・各種情報を市内外に発信し、活発な諸活動を支える情報通信環境の構築を図ります。 

・ブロードバンド（高速大容量通信）の不通エリアの解消を、民間事業者と連携を図りながら進めます。 

想定される主な事業 
情報通信基盤整備（Ｈ23 までに着手） 

統合型 GIS の整備（Ｈ23 までに着手） 
 

主な取組実績・取組状況 取組成果 

 都市計画道路等の整備・改良を進め、利用

しやすい道路ネットワークの構築を進める

とともに誘導サインの適切な配置に努めた。 

情報通信基盤については、ブロードバンド

不通エリアを解消するとともに主要な公共

施設へのWiFiの設置や地図情報の提供など、

利用しやすい環境整備に努めた。 

◆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％ 

◆ブロードバンド不通エリア解消 

残された課題・解決すべき課題等 

 サイン計画に基づき設置された誘導サインについては

老朽化が進みつつあり、わかりやすさの向上とあわせて

適切なメンテナンスが必要となっている。 

２ 進捗評価 

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。 

３ 今後の方向性 

環境変化の予測 
◆価値観の多様化           ◆自然環境保全意識の高まり 

◆ＩＣＴの進展 

主要課題 
◆牛久沼及び周辺地域の利活用 

◆商店街の空洞化 

主な施策・事業 

継続すべき施策・事業 新たに展開すべき施策・事業 

◆牛久沼の保全・活用、周辺地域の整備 

◆農業イベントの開催 

◆新都市拠点開発エリア整備 

◆アグリツーリズムの展開 

 


