
市民の皆さんと市長との
龍ケ崎の都市づくり（都市計画）に関する

懇談会
（11月5，6，12日）
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１.都市計画マスタープランとは

（１）都市計画マスタープランとは

市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第18条の２）

役割

龍ケ崎市の
将来像を共有する

市の都市計画に
関する方向性を示す

最上位計画の
都市計画を担う

策定にあたり、

「市民とともにつくるシンプルでわかりやすいプランづくり」
を目指しています。

新たな都市計画マスタープランの策定

平成11年３月 『龍ケ崎市都市計画マスタープラン』策定

平成20年７月 一部改定

平成28年７月 目標年次

計画期間
H29～H38
（10年間）
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■市民参画

・市民アンケート
・まちづくり市民ワークショップ
・まちづくりカフェ（地域別ワークショップ）
・団体ヒアリング
・懇談会（6月開催・1回目）

１.都市計画マスタープランとは

（２）策定にあたって
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「人が元気 まちも元気
自慢したくなるふるさと 龍ケ崎」

将来都市像

都市づくりの目標

①次代に誇れる快適で魅力ある都市づくり

②地域資源を活かしたにぎわいや活力ある都市づくり

③健康で，安全・安心に暮らせる都市づくり

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

⑤将来を見据えたコンパクトで持続可能な都市づくり

２.全体構想

（１）将来都市像と都市づくりの目標
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２.全体構想

（２）将来人口（推計人口と目標人口）
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各種拠点と生活圏の形成

①地域生活拠点の機能強化
および地域生活拠点を
中心とした生活圏の形成

②魅力的で機能性の高い
都市拠点の形成

③産業拠点及び交流拠点の
形成

④人口減少社会に対応した
多極ネットワーク型の
まちづくり

２.全体構想

（３）骨格構造
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水と緑の拠点とネットワークの形成

①水と緑の拠点の形成と
保全・活用

②水の連なりや
緑の連なりを活かした
水と緑のネットワーク
の形成

7



① 龍ケ崎の魅力を高める都市拠点の形成

⚫龍ケ崎市街地における都市拠点の形成

重点取組事項

■既存の公共施設の利便性・機能性の向上

■健康・福祉等にかかる複合施設の設置

■新都市拠点開発エリアにおける新たな土地利用

■まちなか再生の取組による訪れたくなる商店街づくり

■竜ヶ崎駅周辺の機能向上

⚫佐貫市街地における都市拠点の形成

重点取組事項

■佐貫駅東口ロータリーの改修

■商業，行政機能，子育て支援機能の拡充

■都市計画道路佐貫３号線の延伸

■常磐線佐貫駅の駅名改称

■県道佐貫停車場線の活用推進（シンボルロード化）と

国道６号方面へのアクセス道路の整備検討

２.全体構想

（４）重点プロジェクト
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② 龍ケ崎らしい魅力ある景観の形成

重点取組事項

■景観行政団体への移行

■市民との協働を基本とした景観計画等の策定

■屋外広告物掲示の適正化
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⚫都市づくりの方針

１）生活を支える地域生活拠点と，
魅力を生み出す都市拠点の形成

２）活力と雇用を生み出す
産業拠点の充実

３）にぎわいのある交流拠点の
整備

① 拠点整備の方針（コンパクトシティ形成の方針）

・各市街地への拠点地区の形成と，各市街地間のネットワーク性の向上による，

必要な機能を補完しあう多極ネットワーク型コンパクトシティの形成

２.全体構想

（５）都市づくりの方針（分野別）

⚫基本的な考え方
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② 土地利用の方針

・各地域の特性に応じた都市的快適性と自然環境が調和した土地利用
・4つの住宅系市街地が持つそれぞれの機能や特長を活かした地域づくり
・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

⚫都市づくりの方針

１）安全で暮らしやすい住宅地の
維持・創出

２）地域に応じた特色のある
商業・業務地の形成

３）社会のニーズに対応できる
工業地等の充実

４）集落地の生活環境の維持・向上

５）豊かな森林・水辺・農地等の
保全・活用

⚫基本的な考え方
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③ 道路整備の方針

⚫基本的な考え方

・アクセス性や利便性の向上

・地域の特性に応じた安全で快適な道路整備の推進

⚫都市づくりの方針

１）機能に応じた道路網の
整備

・県道美浦栄線バイパス
整備の促進

・（都）佐貫３号線の延伸
・龍ケ崎市街地における
未着手都市計画道路の
再検討 など

２）市民と協働した道路の
管理

12



④ 公共交通網形成の方針

⚫都市づくりの方針

１）公共交通機関の充実
・JR常磐線の輸送力増強等の要請
・関東鉄道竜ヶ崎線の活性化
・コミュニティバスの充実
・近隣自治体と連携した広域的な
バス交通体系の確立 など

２）公共交通の利用環境の向上
・交通結節点である常磐線佐貫駅や
関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅の
駅前広場の整備, バス事業者への
ICカード導入に向けた要請 など

・市民の利便性と快適性の向上のため，公共交通体系の確立と質の高い公共

交通サービスを提供

⚫基本的な考え方
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⑤ 公園・緑地整備の方針

⚫都市づくりの方針

１）適切な公園・緑地の
維持・活用

・牛久沼周辺を親水空間として有効
活用する総合的なプランの策定

・総合運動公園等を非常時における
防災空間として利用できるための
防災機能の強化

・市民と協働した身近な公園の
管理と利用環境の向上 など

２）水と緑のネットワーク
の形成

・道路の沿道緑化や水辺の緑化等
の推進 など

・市内の公園等を地域に根ざした空間としての維持・管理

・高齢化等により変化している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の向上

⚫基本的な考え方
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⑥ 公共施設等整備の方針

⚫都市づくりの方針

１）公共施設再編成の推進

２）教育環境の向上

３）複合型の
社会福祉施設の整備

４）市民ニーズに対応した
各施設の計画的な
維持管理

・公共施設及びインフラが担う必要性の高い機能を確保しながら，

公共施設全体を最適化

・公共施設を縮小しつつも機能の充実を図る「縮充」に向けた取組の推進

⚫基本的な考え方
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・４つの住宅系市街地の特性を活かしながら，多様なニーズに対応した住宅

供給と魅力ある住環境形成の促進

・住宅ストックの循環利用促進に向けた取組の推進等による空家等の発生の

抑制と解消

⚫都市づくりの方針

１）良好な住環境の形成と
良質な住宅の供給

２）空家等の対策

３）災害に強い住宅地への改善

⑦ 住環境整備の方針

⚫基本的な考え方
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⑧ 安全・安心なまちづくりの方針

・防災対策の強化による災害に強い都市づくり

・空家等の対策や視認性を高める取組による，犯罪が発生しにくい環境づくり

⚫都市づくりの方針

１）災害に強いまちづくり
・道路や生活に不可欠な
ライフラインの耐震性の向上

・急傾斜地崩壊危険箇所への対策
・防災対策の拠点となる小中学校，
コミュニティセンター等の
機能向上 など

２）犯罪が発生しにくい
環境づくり

・防犯カメラ設置推進と，防犯灯の
適正管理の促進

・空家等の発生抑制 など

⚫基本的な考え方
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・景観行政団体へと移行し，景観に関する本市独自の施策を展開

・本市の特性に応じた特色ある景観形成による，若者や子育て世代が

「住んでみたい」と感じる都市づくりを推進

⚫都市づくりの方針

１）魅力的な景観の形成

２）自然景観の維持

３）市民との協働による
景観形成

⑨ 景観形成の方針

⚫基本的な考え方
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地域別構想の役割

地域の区分

地域別構想では，全体構想の内容を踏まえながら，
それぞれの特性や課題が異なる地域ごとに，まちづくりの
方針を示します。

■地域区分分類

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，
北文間小学校区

西部地域
馴柴小学校区，川原代小学
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

東部地域
八原小学校区，城ノ内小学
校区（旧長戸小学校区を含
む）

３.地域別構想

（１）地域別構想とは
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地域の課題

将来像

①まちのにぎわいを取り戻すための対策が必要

②道路や公園の整備が必要

③豊かな水辺環境の維持・保全と使われなくなった農地の
管理・活用が必要

「歴史と伝統に根ざした
多彩な生活文化を発信する散策したくなるまち」

目標
●本市の中核を担う都市拠点の形成

●関東鉄道竜ヶ崎駅周辺及び中心市街地の個性ある

魅力的なまちへの再整備

●安全で快適に暮らせる住環境の形成

●広大な農地と市街地との調和

３.地域別構想

（２）南部地域
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まちづくりの方針

①本市全体の活性化に寄与する魅力ある都市拠点をつくる

②都市拠点に南部地域の日常生活を支える地域生活拠点機能を持たせる

③新都市拠点を形成する

（１）本市の中核を担う都市拠点の形成

（２）関東鉄道竜ヶ崎駅周辺及び中心市街地の
個性ある魅力的なまちへの再整備

①ゆったりと散策したくなる，ここにしかない商店街をつくる

（３）安全で快適に暮らせる住環境の形成

（４）広大な農地と市街地との調和

①自然と人がふれあう場を充実する

②農業とまちとの交流を広げる

③美しい自然や田園風景の保全

①快適に暮らし続けられるまちをつくる

②関東鉄道竜ヶ崎線を活かした，歩行者に優しいまちをつくる

③にぎわい広場を充実し，交流の拡大を図る

21



３.地域別構想

（３）西部地域

地域の課題

将来像

①本市の玄関口として，より暮らしやすく過ごすための環境整備が必要

②玄関口から市内に誘導していくための，便利で安全な通りが必要

③豊かな自然や歴史資源を維持・保全するとともに，自然を活かした
にぎわいの場づくりが必要

「玄関口にふさわしいにぎわいや，
豊かな水や緑に包まれた趣のあるまち」

目標
●本市の玄関口にふさわしい駅周辺市街地の創造

●牛久沼の自然環境を活かした交流拠点の形成

●市街地や集落地の住環境の整備や保全

●水や緑と共存する豊かな自然環境の形成
22



①本市の玄関口にふさわしいにぎわいのある都市拠点をつくる

②都市拠点に西部地域の日常生活を支える地域生活拠点機能を持たせる

（１）本市の玄関口にふさわしい駅周辺市街地の創造

（２）牛久沼の自然環境を活かした交流拠点の形成

①人々が自然とふれあい・交流をはぐくむ交流拠点をつくる

（３）市街地や集落地の住環境の整備や保全

（４）水や緑と共存する豊かな自然環境の形成

①地域の宝である，牛久沼をはじめとする水辺環境を守り，活かす

②水・緑があふれる自然と調和した景観を形成する

①快適に暮らし続けられるまちをつくる

②円滑に通行できる道路を整備する

まちづくりの方針
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将来像

①高齢化に対応したまちづくりが必要

②だれもが安心して便利に利用できる交通環境が必要

③豊かな自然の維持・保全と農地の活用が必要

「自然と都市のバランスがとれた
高齢者に優しく若者に魅力のあるまち」

●様々な世代が暮らしやすいまちづくり

●良好な市街地環境の維持・向上

●通えるまちを目指した公共交通網の充実

●斜面林や森林等の緑環境とのバランスがとれたまちづくり

３.地域別構想

（４）北部地域

地域の課題

目標
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①北部地域の日常生活を支える地域生活拠点機能の維持・充実を図る

（１）様々な世代が暮らしやすいまちづくり

①静かで落ち着いた暮らしやすいまちを守り，育む

（２）良好な市街地環境の維持・向上

（４）斜面林や森林等の緑環境とのバランスがとれたまちづくり

①快適な道路環境の整備

②JR常磐線佐貫駅や他の市街地を結ぶ公共交通機関の充実

①公園や市街地周辺の自然の管理・活用

（３）通えるまちを目指した公共交通網の充実

まちづくりの方針
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①多世代が安心して暮らせるまちが必要

②雇用創出に向けた新たな働き場が必要

③便利に利用できる交通環境が必要

「豊かな自然の中で多彩な交流を広げ
活力を生みだす 暮らし続けられるまち」

④豊かな自然の維持・保全と農地の活用が必要

●地域生活拠点の計画的な都市機能の充実

●つくばの里工業団地の拡張等，雇用の場の充実

●良好な市街地環境の維持・向上

●市内の各地域・施設を結ぶ公共交通網の充実

●自然や農地を活かしたさまざまな交流環境の創出

３.地域別構想

（５）東部地域

将来像

地域の課題

目標
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①東部地域の日常生活を支える地域生活拠点機能を充実する

②市民がのびのびとスポーツを楽しめるスポーツ健康拠点を充実する

（１）地域生活拠点の計画的な都市機能の充実

①緑豊かな環境と共生した生産拠点を拡充する

②職住が近接した生活に便利なまちづくりを進める

（２）つくばの里工業団地の拡張等，雇用の場の充実

（３）良好な市街地環境の維持・向上

（４）市内の各地域・施設を結ぶ公共交通網の充実

①新たな交流を支える交通環境を整える

②JR常磐線佐貫駅や他の市街地を結ぶ公共交通機関の充実

①多くの公園や豊かな自然を活かした子育てがしやすいまちを守り，育む

（５）自然や農地を活かしたさまざまな交流環境の創出

①豊かな自然や農地を守り，ふれあいや交流に活かす

まちづくりの方針
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４．策定スケジュール

平成２８年度

素
案 案

新
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定

市民アンケート

市民ワークショップ

平成２７年度

都市計画審議会

団体ヒアリング

パブリック
コメント

市民
懇談会②

まちづくりカフェ

基礎的調査

今回 12月下旬頃
より一ヶ月間
を予定

市民
懇談会①
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