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1 将来都市像と都市づくりの目標 

（１）将来都市像 （目指すべきまちの姿） 

本市の最上位計画である「（仮称）第 2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン」では，本市の目

指すべきまちの姿を次のように定めています。 

「人が元気 まちも元気 自慢したくなるふるさと 龍ケ崎」 

人の元気がまちの元気につながり，愛着と誇りが生まれ，ついつい自慢したくなる。 

本市では，このようなまちの姿を目標に掲げ，「いつまでも住み続けたい」，「いつかは

住んでみたい」と思ってもらえるような，誇れる，そして，自慢したくなる「ふるさと

龍ケ崎」を目指していくこととしています。 

 

（２）都市づくりの目標 

この将来都市像の実現を都市計画の観点から目指していくため，都市計画マスタープ

ランとして，次の５つの都市づくりの目標を掲げます。 

 

 

 

１．次代に誇れる快適で魅力ある都市づくり

•牛久沼や台地上の緑などの豊かな自然環境を守り，活かしながら，子どもから高齢者まで誰もが住みよいと感じる

都市的快適性とゆとりを兼ね備えた魅力ある都市づくりを進めます。

２．地域資源を活かしたにぎわいや活力ある都市づくり

•本市の産業を支えてきた商工業や農業，豊富な歴史資源や伝統行事，恵まれた自然環境などの地域資源を活かしな

がら，さらなるにぎわいや活力の創出，産業の活性化に資する土地利用や市街地整備を進めます。

３．健康で，安全・安心に暮らせる都市づくり

•大規模な自然災害等の発生が心配される中，市民の安全を確保していくため，都市基盤の整備や防災・減災機能の

充実を図るとともに，市民の健やかで幸せな生活を支援する公共施設等の一層の充実を進めます。

４．若者世代に支持される住んでみたいと感じる都市づくり

•若者世代の定住を促進するため，子育て環境や生活が便利であることはもちろんのこと，眺めの良さや街並みの美

しさを考慮した魅力ある自然景観・市街地景観づくりを進めます。

５．将来を見据えた持続可能な都市づくり

•本格化する人口減少社会の到来などの社会環境の変化に適切に対応していくため，集約と連携を基本とした将来的

にも持続可能な都市基盤の構築を目指します。
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（３）将来人口（推計人口と目標人口） 

①推計人口 

本市の人口は，昭和 50 年代後半から順調に増加してきましたが，平成 22（2010）年の 80,334

人をピークに減少傾向にあり，平成 27 年度に策定した龍ケ崎市人口ビジョンでは，平成 37

（2025）年には 75,756 人，平成 52（2040）年には 66,733 人，平成 72（2060）年には 51,479

人になると予測しています。 

本市の合計特殊出生率は，国や県の値よりも低く，また，近年では死亡数が出生数を上回

るとともに，社会増減においても転出超過の傾向が見られることから，人口減少がさらに進

行するものと見込まれます。 

 

 平成 37 年（2025 年） 平成 52 年（2040 年） 平成 72 年（2060 年） 

推計人口 75,756 人 66,733 人 51,479 人 

0～14 歳 10.4% 9.7% 8.5% 

15～64 歳 59.7% 54.4% 52.1% 

65 歳以上 29.9% 36.0% 39.4% 

 

 

②目標人口 

「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」の人口の将来展望に基づき，都市計画マスタープラン

においても次のとおり目標人口を定めます。 

本プランでは，都市づくりの目標や分野別方針に沿った都市づくりを積極的に展開す

ることで，各目標年次に掲げた目標人口を維持していくことを目指します。 

 

 

  

•平成37年（2025年）７７，８００人中期目標

•平成52年（2040年）７３，６００人長期目標

•平成72年（2060年）６５，６００人超長期目標
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2 将来都市構造 

（１）広域構造 

つくばエクスプレスの開通により，県南地域の都市構造が大きく変化し，本市を含め

たＪＲ常磐線沿線都市においては，人口の停滞や中心市街地等の空洞化が顕在化しつつ

あり，定住人口や交流人口の確保とあわせて，地域の活気や活力の創出に向けた取組が

求められています。 

本市では，首都圏や成田，つくばと近接しているという位置的な強みや市域の北部で

整備が進められている圏央道の整備インパクトを十分に活かしながら，周辺自治体との

連携を図るとともに基礎的自治体としての魅力を高め，地域における拠点都市として持

続可能な都市圏形成を目指します。 

 

◆広域都市構造図 

  

（仮称）県南広域道路 



4 
 

（２）骨格構造 

  ①都市拠点と生活圏の形成 

  【基本的な考え方】 

竜ヶ崎駅や市役所周辺及び佐貫駅周辺を都市拠点，北竜台や龍ヶ岡市街地のセンター

地区を地域生活拠点，つくばの里工業団地を産業拠点，牛久沼周辺を交流拠点として位

置づけ，これらの拠点間の連携を図りながら，多極ネットワーク型のバランスの良い都

市づくりを推進します。 

また，各拠点を中心に，それぞれの地域特性に応じた個性ある生活圏を形成します。 

【形成方針】 

〇魅力的で機能性の高い各種拠点を形成します 

・都市拠点の形成…竜ヶ崎駅周辺や佐貫駅周辺では，にぎわいの創出のため，駅周辺

の整備や商業・サービス機能などの都市機能の集積を図ります。 

・地域生活拠点の形成…北竜台センター地区や龍ヶ岡センター地区では引き続き，生

活地域における拠点として，商業・サービス・コミュニティなどの機能集積を図り

ます。 

・産業拠点の形成…つくばの里工業団地周辺地区では，本市の産業を支える拠点とし

て，工場の操業環境の充実を図るとともに，エリア拡張を検討します。 

・交流拠点の形成…牛久沼周辺地区を交流拠点として位置づけ，豊かな水辺環境を活

かした交流や観光機能の集積を図ります。 

〇４つの市街地の個性を活かしたバランスの良い都市を目指します 

〇各拠点間や地域間の連絡性を強化し，一体性を確保します 

〇人口減少社会に的確に対応するため，集約と連携を基本とした都市づくりを進めます 
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②水と緑の拠点とネットワークの形成 

  【基本的な考え方】 

牛久沼に代表される水辺，稲敷台地の緑，低地に広がる農地などで構成される豊かな

自然環境は本市の大きな財産の一つです。 

豊かな自然環境は，本市を特徴づける主要な景観の要素であるばかりでなく，生産や

市民のレクリエーションの場として，また治水や保水などによる防災面や，ヒートアイ

ランド現象などの都市の微気候への影響，生物多様性に係る生態系の面など様々な側面

で重要な役割を担っています。 

牛久沼や小貝川，蛇沼，中沼などの水辺環境，斜面緑地や台地上の緑，豊かな農産物

を生み出す農地は，未来に引き継ぐ貴重な資源として保全を図ります。 

また，本市の地形などに沿ったまとまりや連なりのある水と緑を中心にネットワーク

化を図ります。 

 

【形成方針】 

〇水と緑の拠点を形成し保全します 

  牛久沼や小貝川，蛇沼，中沼などの水辺環境，斜面緑地や台地上の緑，規模の大きな

公園を水と緑の拠点と位置づけ，未来に引き継ぐ貴重な資源として保全を図るとともに，

自然と触れ合える憩いの場や交流の場としての活用を図ります。 

〇水の連なりや緑の連なりを活かし，水と緑のネットワークを形成します 

牛久沼や小貝川などの水の連なり，台地上や斜面に続く緑の連なりを活かしながら，

拠点周辺や拠点間を結ぶ道路の沿道緑化や都市内河川の緑化などを進め，魅力ある拠点

づくりとあわせた水と緑のネットワークを形成します。 
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3 重点プロジェクト 

（１）都市拠点の拡充と形成 

  ①常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想に基づく拠点整備 

  ②新たな都市拠点の形成（竜ヶ崎駅北地区） 

（２）良好な景観形成の促進 

  ①景観行政団体への移行 

  ②景観計画の策定 
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4 都市づくりの方針（分野別） 

（１）土地利用の方針 

【基本的な考え方】 

牛久沼や小貝川をはじめとする水辺，斜面林などの森林，広大な農地と，それぞれに個性

のある市街地が織りなす，本市独自のメリハリのある土地利用を活かし，各地域の特性に応

じた質の高い空間を創造することにより，都市環境と自然環境が調和した土地利用を目指し

ます。 

 

【都市づくりの方針】 

区域区分（市街化区域と市街化調整区域の区分け） 

・本市の特徴となっている，都市環境と自然環境が調和したコンパクトでメリハリのある

土地利用を維持していくため，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。 

・竜ヶ崎駅北地区を「新都市拠点開発エリア」と位置付け，周辺環境との調和に配慮しつ

つ，商業・サービス機能や交流機能などを誘導し，新たな都市拠点としての土地利用を

図ります。 

商業地・サービスエリア 

・4つの市街地に「商業・サービスエリア」を配置し，生活利便性の確保に努めるとともに，

日常生活に必要な機能が身近に確保されたコンパクトなまちづくりを目指します。 

・龍ケ崎市街地の商業地は，地域の日常的な生活に必要な店舗や銀行などの生活サービス

施設などが集まる，個性のある商店街の維持・形成を目指します。 

・佐貫駅周辺は，駅周辺の立地特性を活かした店舗，業務施設などの集積を高め，本市の

玄関口にふさわしい駅前空間の形成を目指します。また，これに隣接する商業地は，地

域の日常的な生活に必要な店舗等の立地を図ります。 

・北竜台や龍ヶ岡市街地のセンター地区は，大規模な商業施設のほか，コミュニティ施設

や生活サービス施設などが集積する商業地の形成を図ります。 

・国道６号や北竜台市街地の幹線道路の一部沿道は，車利用での便利さを活かした沿道サ

ービス機能の集積を図ります。 

工業地・誘致施設エリア 

・つくばの里工業団地や板橋町，奈戸岡の工業地は，周辺の緑豊かな環境との調和に配慮

した操業環境の維持・強化を図ります。 

・龍ヶ岡市街地の誘致施設エリアには，生産機能の他，研修機能や文化機能など，市や地

域を活性化させる新しい機能の導入を図ります。 
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住宅地 

・市街地内の低層住宅地や南が丘地区などは，快適な住環境を確保するため，地区計画や

建築協定などの各種制度の導入を住民の方々と検討しながら，ゆとりある住宅地の維

持・形成を図ります。 

・佐貫駅周辺や龍ケ崎市街地の商業地の後背部，北竜台や龍ヶ岡市街地の中高層住宅エリ

アなどは，地域の特性に応じた良好な都市型住宅地の形成を図ります。 

農地・集落地 

・低地に広がる水田や台地の畑などの優良な農地を保全するとともに，集落地では，道路

等の生活基盤施設の充実や良好な集落景観の維持，交流環境の創出に努めます。 

・農業とのふれあいの場として，市街地周辺の農地や遊休農地などの活用を図ります。 

自然地 

・本市の地域資源である牛久沼を多くの人が集い・にぎわう交流拠点として，道の駅を整

備するとともに，道の駅を核とした観光ゾーンとしての活用を図ります。 

・牛久沼や小貝川をはじめとする河川など身近にある水辺を活かし，市民とともに河川沿

いの緑化や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。 

・急傾斜地や河川の付近など災害発生の可能性が高い地域は，特に安全性に留意した土地

利用に努めます。 

・市街地縁辺部のまとまりのある緑は，市街地からの景観資源として，また市民が身近に

自然に親しめる場として適正に保全・活用を図り，その環境を維持します。 

・台地上の森林や斜面林をはじめとするまとまりのある緑や河川・湖沼などの水辺は，生

物多様性の維持に配慮した保全・育成に努めるとともに，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図ります。 

 

（２）市街地整備の方針 

【基本的な考え方】 

4 つの住宅系市街地においては，それぞれの市街地が持つ機能や特長を活かした地域づ

くりを進めます。また，地域間の連携や機能の補完により，バランスのとれた一体感のあ

る都市の形成を目指します。 

また，それぞれの市街地に「商業・サービスエリア」を配置し，生活利便性の確保に努

めることで，日常生活に必要な機能が身近に確保されたコンパクトなまちづくりを目指す

とともに，市役所周辺の拠点性の向上や佐貫駅周辺の魅力の向上，つくばの里工業団地の

エリア拡大等を図ることで，それぞれの市街地の機能の強化を図ります。 
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【都市づくりの方針】 

龍ケ崎市街地 

・中心市街地における昔ながらの街区形態や歴史的資源などを活かし，街なかの空き地，

空き店舗などの活用を図りながら，店舗など人が集まる施設の一体性，回遊性を高め，

住む人にとって暮らしやすく，訪れる人々にとっても懐かしく温かみのある複合市街地

を形成します。 

・新都市拠点開発エリアでは，周辺の文化・行政施設や既存商業施設，竜ヶ崎駅などとの

連絡性や一体性に十分配慮しながら，さまざまな機能を集積し，市の中心となる拠点の

形成を図ります。 

佐貫市街地 

・商業・サービス施設などの集積を高め，本市の玄関口にふさわしい魅力ある駅前空間を

形成します。 

・佐貫駅の交通結節点としての機能の強化や，ＪＲ常磐線東西の連携強化を図り，利便性

の高い市街地を形成します。 

北竜台市街地 

・計画的に整備された市街地環境や地域生活拠点における商業・サービス施設の集積を維

持しながら，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 

・商業・サービス施設や企業の集積，総合運動公園の充実や医療機関などとの連携により，

仕事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。 

つくばの里工業団地 

・圏央道のインターチェンジへのアクセス性が高いことを活かし，工場の操業環境の充実

や社会のニーズに合わせたつくばの里工業団地のエリア拡張を検討します。 

 

（３）道路整備の方針 

【基本的な考え方】 

道路は広域とのつながりや市街地間の連絡，日常生活での移動など，様々な役割を担っ

ています。より快適に効率良く，そして安全で快適に利用できるよう，それぞれの役割に

応じた整備や維持・管理を目指します。 
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【都市づくりの方針】 

主要幹線道路網 

・圏央道へのアクセス性を高め，千葉方面への連絡を強化する美浦栄線バイパスの早期整

備を促進します。 

幹線道路網 

・都市計画道路などの整備により，市内の拠点間等の円滑なアクセスを図るとともに，街

なかの未着手の都市計画道路については，必要性を検討し見直しを行います。 

生活道路網 

・住宅地の生活道路については，ゾーン３０による規制やハンプの設置などにより，自動

車の速度を抑え，歩行者の安全に配慮した道づくりを進めます。 

自転車道等 

・自転車通行帯の確保，段差の解消，駐輪場の整備など，歩行者の安全に十分配慮しなが

ら，安全・快適に自転車が利用できる環境を整えます。 

歩行者空間 

・ユニバーサルデザインを基本として，案内板や休憩施設等の設置やバリアフリー化など，

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。 

サイン計画 

・各拠点や施設へのアクセスを円滑にするため，統一されたデザインによるわかりやすい

案内板の配置に努めます。 

 

（４）公共交通網形成の方針 

【基本的な考え方】 

自家用車に過度に依存せず，市民の便利で快適な移動に資する持続可能な公共交通体系の確

立と質の高い公共交通サービスの提供を図ります。 

また，市内の公共交通網とＪＲ常磐線との円滑な連携を検討し，市外への通勤・通学に

も便利な「通えるまちづくり」を目指します。 

 

【都市づくりの方針】 

鉄道 

・ＪＲ常磐線の輸送力の強化を関係機関に要請するとともに，関東鉄道竜ヶ崎線の活性化

に取り組みます。 

バス交通等 
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・民間の路線バスとコミュニティバスの連携を強化しながら，利用者の立場に立ったバス

交通のサービスの向上を図ります。 

・周辺自治体と連携した広域的なバス交通の充実を図ります。 

・デマンド機能の拡充など，市内交通のさらなる充実に努めます。 

公共交通の利用環境 

・佐貫駅と竜ヶ崎駅の交通結節点としての機能を強化するとともに，バリアフリー化等を

図ることで，誰もが利用しやすい環境づくりを進めます。 

・公共交通の利用が円滑にできるように，インターネットや携帯電話などから公共交通の

情報を提供できるより便利で使いやすいシステムを構築します。 

 

（５）公園・緑地整備の方針 

【基本的な考え方】 

本市には，牛久沼水辺公園をはじめ，総合運動公園や農業公園など，市民はもとより訪

れる方々にも自然とのふれあいや憩いの場，交流の場として楽しんでもらえる比較的大規

模な公園や緑地があり，また，住宅市街地には身近で遊べる公園や広場があります。これ

らの公園は，今後も，地域に根ざした空間として，その維持・管理を進めるとともに，高

齢化などによる市民のニーズへの対応や災害時における身近な防災空間としての機能向上

を図ります。 

 

【都市づくりの方針】 

広域を対象とした公園・緑地 

・牛久沼や小貝川，旧小貝川などの水辺景観に配慮しながら，気軽に親しむことができる

ように，サイクリングロードや遊歩道，休憩施設の整備，公園化などを進めます。 

・スポーツ健康拠点として，総合運動公園の充実を図ります。 

・市民のレクリエーションニーズを踏まえ，森林公園の施設更新を進めます。 

・蛇沼周辺や中沼自然環境保全地域周辺は，自然・生態の保全を図りながら，市民の憩い

とふれあいの場としての活用を図ります。 

・防災環境の機能向上のため，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。 

身近な公園 

・自然や歴史，文化などの地域の特性を活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。 

・公園づくりやその管理は，市民との協働を基本とし，市民のニーズを踏まえて既存の公

園の充実を図ります。 
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・災害時には避難空間ともなる公園や広場などの整備を進めます。 

その他の公園・広場 

・農業公園の充実をはじめ，市街地周辺の遊休農地などを，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。 

・ふるさとふれあい公園周辺は，旧小貝川の水辺や桜並木などを楽しむことができるよう，

修景化や歩行環境の整備などを進めます。 

水と緑のネットワーク 

・既存の公園などの充実を図るとともに，拠点周辺や拠点間を結ぶ道路の沿道緑化や水辺

の緑化などを進め，水と緑のネットワークを構築します。 

 

（６）公共施設整備の方針 

【基本的な考え方】 

公共施設が担う必要性の高い機能を確保しながら，財政状況の悪化を回避して，公共施設全

体の最適化と持続可能な財政運営の両立を目指し，施設を縮小しつつも機能の充実を図る「縮

充」の取組みを推進します。 

 

【都市づくりの方針】 

教育・文化・生涯学習施設 

・児童・生徒数の推移を踏まえた小中学校の適正規模適正配置に努め，教育環境の向上に

努めます。また，衛生機能強化と食の安全性の向上に向けて，2か所ある給食センターの

一元化を進めます。 

・学校施設の跡地については，民間での活用も視野に有効利用を図ります。 

保健福祉施設 

・老朽化している保健センターや地域福祉会館等の保健福祉施設を複合化して，多機能化

させることによって，健康・福祉の拠点づくりを進めます。 

スポーツ・レクリエーション施設 

・市民だれもが健康で，いきいきとした生活が送れるよう，ウォーキングなど身近な健康

（幸）づくりを楽しむ環境づくりを進めるとともに，総合運動公園等，スポーツ施設の

充実を図ります。 

その他の公共公益施設 

・公共施設の適切な管理・修繕等による長寿命化を図るとともに，ニーズの減少や老朽化

等に伴う統廃合などを計画的に行い，適切に集約化・最適化を推進します。 
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（７）住環境整備の方針 

【基本的な考え方】 

子どもからお年寄りまで市民だれもが，安全で快適に安心して住み続けられるように，4

つの市街地の特性を活かして，多様な世代のニーズに応じた住宅の供給や住環境の形成を

促進します。 

また，住み続けたくなる良好な住環境の形成を図り，空き家発生の抑制に努めるととも

に，所有者の意識啓発や官民協働による空き家の解消を目指します。 

 

【都市づくりの方針】 

住宅の供給 

・龍ケ崎市街地，佐貫市街地，北竜台市街地，龍ヶ岡市街地の各特性に応じて，適切な規

制誘導のもとで，良質な住宅供給を促進します。 

・若者から高齢者，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。 

・県と市が連携しながら，公営住宅を提供することで，高齢者や障がい者，子育て世代等

の居住の支援を行います。 

住環境 

・生活基盤の整った良好な住宅地では，地区計画や各種協定などを活用して，住民自らの

まちづくりのルールを定め，生活環境の維持・向上に努めます。 

・空き家の発生を抑制するため，所有者への意識啓発を進めるとともに，空き家の発生状

況の早期把握と発生した空き家の管理・活用への支援・指導を行います。 

・龍ケ崎市街地の密集市街地の改善に向けた取組みを検討します。 

災害対策 

・地震災害に強い安全な居住環境を整えるために，住宅の耐震化を進めます。 

 

（８）安全・安心なまちづくりの方針 

【基本的な考え方】 

近年多発している自然災害や今後予想されている首都直下型の地震対策などを踏まえな

がら，地形から予想される危険箇所への対策や災害時の避難地の確保，都市基盤の強化な

ど災害に強い都市づくりを進めます。 

また，防犯上の観点から歩行者道や公園などの視認性を高めるなどの環境づくりを進め

ます。 
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【都市づくりの方針】 

治水 

・農地などを保全し保水機能を維持しながら，貯留施設の整備や市街地の透水性，浸透性

を高め，雨水流出量を抑制するとともに，排水路の整備などを進め，流域全体の排水能

力向上に努めます。 

都市基盤 

・総合的に市街地の防災力を高めるため，建築物の耐震化，不燃化の促進を図るとともに，

狭隘道路の解消やオープンスペースの確保などに努めます。  

・電気，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。 

・道路の整備・改良に際しては，災害等発生時における役割を踏まえ，避難，救援救護，

消防活動などの機能確保に努めます。 

避難地・避難路 

・災害に応じた防災環境の機能向上のため，総合運動公園や農業公園などの大規模な公園

などを非常時における防災空間として活用できるよう整備を進めます。 

・小中学校や地域のコミュニティセンター等を地域における防災対策の拠点として整備を

進めます。 

防犯対策 

・犯罪が発生しにくい環境づくりに向けて，犯罪の起こりやすい場所を確認し，その対策

を検討し，実施します。 

・防犯灯の設置を促進していくとともに，公園内の植栽を適切に管理することで，道路等

からの視認性を高めるなどの環境づくりを進めます。 

・空き家の発生を抑制するため，所有者への意識啓発を進めるとともに，空き家の発生状

況の早期把握と発生した空き家の管理・活用への支援・指導を行います。 

 

（９）景観形成の方針 

【基本的な考え方】 

若者世代を呼び込み，定住につなげていくためには，子育て環境や生活が便利であることは

もちろんのこと，街並みの美しさやおしゃれなイメージも重要な要素となります。本市固有の

自然環境を活かしながら，駅や商業施設等の機能や各市街地の特性に応じた特色ある景観形成

を図り，若者が住みたくなるおしゃれな都市づくりを進めます。 

 

【都市づくりの方針】 

景観計画 
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・本市の特徴ある景観の計画的な規制・誘導を図るため，景観行政団体に移行し，景観計

画の策定を行います。 

・大規模な開発や建築物の更新，新築に際しては，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。 

・斜面林と一体となった美しい田園景観を守りはぐくみながら，遊休農地などにおける景

観植栽などを進め，魅力ある景観形成を進めます。 

都市と自然 

・市街地縁辺部の緑や農地を守り，ふれあいや憩いの場などとして活用しながら，身近な

生活にうるおいを与える景観形成を進めます。 

歴史・文化 

・地域に残る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。 

拠点・大規模施設 

・人々の集う各種拠点地区では，拠点にふさわしい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，街路樹の植栽や建物のセ

ットバックなどにより，歩いて楽しい空間を演出します。 

商業地 

・共同駐車スペースの確保などにより街並みの連続性を確保し，にぎわいと魅力ある街並

みを形成します。 

工業地 

・工場建物のデザイン性の向上や敷地内緑化の充実などを促進し，うるおいと創造性があ

ふれる景観形成を進めます。 

住宅地 

・地区計画などのルールをつくりながら，うるおいのある美しい住宅地景観の形成を図り

ます。 

幹線道路沿道 

・主要な道路沿道の緑化を進めるとともに，景観計画などに基づき街並み形成のルールを

定めます。 

自然的景観特性の維持 

・牛久沼や小貝川などの水辺，低地に広がる田園，台地に広がる森林緑地や斜面林など，

本市の水と緑の自然的景観を形成する環境の維持に努めます。 

緑地景観 
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・台地に広がる森林では，主要な道路沿いや施設の近接部などを中心に適正な管理により

森林景観を整えます。 

・地形的な特徴である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

所への緑化などを検討します。 

・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。 

田園景観 

・低地に広がる田園地域では，実り豊かな生産環境や美しい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。 

水辺景観 

・牛久沼や小貝川，江川，大正堀川などの河川沿いにおいては，市民とともに緑化や美化

活動などを進め，魅力ある水辺の景観をつくります。 

 

（10）自然環境保全の方針 

【基本的な考え方】 

豊かな自然を次代に引き継いでいくため，下水道等の整備による河川等の水質浄化や公

共施設におけるエネルギーの有効利用などを進めるとともに，市民一人ひとりが身近なと

ころから環境対策が進められるように，公共交通の充実や自転車道の整備などを進め，環

境負荷の少ない都市を目指します。 

 

【都市づくりの方針】 

エネルギーの有効利用 

・公共施設や公園，街路灯などを中心に，太陽光発電などの環境負荷の少ないクリーンエ

ネルギーの導入を推進します。 

・くりーんプラザ・龍で発生する廃熱のさらなる効率的・効果的な活用策を検討します。 

公共交通の利用等 

・だれもが安心して利用できる公共交通ネットワークを充実し，自家用車からコミュニテ

ィバスなどの公共交通機関への利用の転換を促進します。 

・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。 

・自転車を健康や環境にやさしい交通手段として捉え，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。 

水の循環利用 

・公共施設などにおいては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。 
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・大規模な公共施設では雨水貯留や浸透型雨水ますの設置に努め，良好な水循環や，水資

源の効率的な利用を図ります。 

敷地内緑化の推進 

・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するとともに，敷地

内の緑化など豊かな緑空間の創造を促します。 

下水道施設の維持・整備 

・市民生活の快適性の向上に向けて，公共下水道の整備とともに，集落地域での農業集落

排水事業の普及促進や高度処理型合併処理浄化槽の設置など地域特性に応じた下水道の

整備を進めます。 

・浸水の発生が見込まれる地域など，優先性や緊急性に基づき，雨水排水能力の増強を図

ります。 

・管路施設の耐震化を進め，震災に強い下水道の構築を図ります。 

・適切な維持管理による長寿命化を図りながら，計画的に効率の良いシステムへの更新を

行います。 

 


