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１．今回の策定委員会における協議事項

H29の検討フロー

平
成
29
年
度

市民参画基礎調査

計画の立案

2(1)上位計画等、関連計
画の整理

3(1)まちづくりの方針※と誘導方針の検討
（※目指す都市の骨格構造含む）

2(4)現状及び将来人口推計に基づく都市構造分析

2(2)都市の現状分析と
課題等の整理

2(3)将来人口の推計及
び将来人口密度の検討

オープン
ハウス

WS
説明会①

市民/
高校生
アンケート

今回の協議内容

 今回の策定委員会では、立地適正化計画におけるまちづくりの方針と誘導方針の検討に向けて、
1. 上位計画等、関連計画の整理
2. 都市の現状分析と課題等の整理
3. 将来人口の推計及び将来人口密度の検討
4. 将来人口に基づく都市構造分析
5. 市民・高校生アンケート結果
の整理と分析結果についての協議を行う。



項目 整理内容 協議の視点

1. 上位計画等、関連計画
の整理

➢ 本市の上位・関連計画における
方針を整理

➢ 本計画で目指すべき将来像、本
計画の策定に当たり考慮すべき
計画や事業の確認

2. 都市の現状分析と課題
等の整理

➢ 人口、土地利用、交通、施設立
地、財政、災害等の面から市全
体の現状について整理・分析

➢ 分析結果及び追加すべき視点等
について協議

➢ 将来人口の減少に伴う課題につ
いて協議

3. 将来人口の推計及び将
来人口密度の検討

➢ 本市における将来人口の動態に
ついて、100mメッシュ単位の即
地的な予測を実施

4. 将来人口に基づく都市
構造分析

➢ 地域別の将来人口推計データを
用いて、都市機能施設や公共交
通によるカバー状況の変化につい
て分析

5. 市民・高校生アンケート
結果

➢ H29年10月～11月に実施した
市民・高校生アンケートの回収状
況、および結果の速報を整理

➢ 市民意識の分析方針について協
議

4

２．協議の視点（論点）
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３－１．上位計画等、関連計画の整理

第２次ふるさと龍ケ崎戦略プラン（H29）

人が元気 まちも元気自慢しくなるふるさと 龍ケ崎

１）都市整備の基本的な考え方
✓ 商業・サービス機能等の快適な日常生活に不可欠となる施設の維持・集約
✓ 公共施設の縮充の取組
✓ 各市街地間のネットワーク性の向上を図る

→必要な機能を補完し合う多極ネットワーク型コンパクトシティを形成
２）土地利用の基本方針
【魅力的で機能性の高い各種拠点の形成】
· ４つの住宅系市街地のそれぞれの中心地区を地域生活拠点、竜ヶ崎駅や市役所周辺及び佐貫駅周辺を都

市拠点と位置付け
【快適で便利な市街地環境の形成】
【集落の生活環境の維持向上】

都市将来像

まちづくりの方向性

① 若者・子育て世代が安心して結婚・子育てできる環境を創出する。
② 住みよさの向上など、住んでみたいと感じるまちづくりを推進する。
③ 少子高齢型社会に対応した地域活力を創造する。
④ ふるさと龍ケ崎の現在を担い、未来を拓く人づくりを推進する。
⑤ 将来につながる基盤づくりを推進する。

土地利用の方針
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３－１．上位計画等、関連計画の整理

龍ケ崎市都市計画マスタープラン2017 （H29） １／２

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

都市づくりの目標

骨格構造

• 地域生活拠点：商業・サービス・公共公益施設等の
集積による日常機能の確保と周辺地域からのアクセ
ス性の確保による、地域生活拠点を中心とした生活
圏を形成

＜龍ケ崎・佐貫・北竜台・龍ヶ岡市街地の
中心地区を地域生活拠点に位置付け＞

• 都市拠点：駅や市役所を中心に、賑わい創出や交流
人口増加に資する機能性の高い市全体の拠点として
の都市機能の集積を図る

＜龍ケ崎・佐貫市街地の中心地域生活拠点を
都市拠点として位置付け＞

• 拠点間のネットワーク性の向上を図り、多極ネット
ワーク型都市づくりを推進 ▲骨格構造図



プロジェクト 重点取組事項

１．龍ケ崎市街地に
おける都市拠点
の形成

• 竜ヶ崎駅北地区の新都市拠点（新都市拠点開発エリア）としての整備
• 市役所や文化会館等の既存の公共施設の利便性・機能向上
• 竜ヶ崎駅周辺の機能向上
• まちなか再生の取組 等

２．佐貫市街地にお
ける都市拠点の
形成

• 常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想に基づく結節点機能強化
• 商業、行政、子育て支援機能の拡充
• 県道佐貫停車場線のシンボルロード化 等
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３－１．上位計画等、関連計画の整理

龍ケ崎市都市計画マスタープラン2017 （H29） ２／２

重点プロジェクト（龍ケ崎の魅力を高める都市拠点の形成）

分野別方針（一部）

拠点整備 土地利用 道路整備 公共交通網形成 公共施設等整備

•地域生活拠点への
施設等の維持・集
積
•都市拠点では魅力
的で機能性の高い
拠点地区を形成
•コンパクトな都市
構造の実現

•ゆとりある良好な
居住環境の維持・
創出による快適な
住環境の確保
•地域に応じた特色
ある商業・業務地
形成

•幹線道路網：圏央
道へのアクセス性
向上やシンボル
ロードの整備
•生活道路網：身近
な生活道路の充実、
安全性に配慮した
道路整備

•コミュニティバス
の充実と民間路線
バスとの連携強化
•広域的なバス交通
体系の確立
•交通結節点におけ
る歩行・滞在空間
の快適化

•多機能化・複合化
による集約化と全
体最適化
•既存施設の有効活
用と需要を踏まえ
た多用途転用
•計画的予防保全、
長寿命化
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３－１．上位計画等、関連計画の整理

龍ケ崎市公共交通網形成計画（H29）龍ケ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略
（H27）

総合戦略の基本目標と主な事業（一部）

A．子育て環境日本一を目指したまちづくり

B．住んでみたいと感じるまちづくり
• 既存ストックを活用した住み替え・定住の促

進
• 新都市拠点開発エリアの土地の高度利用
• 中心市街地の活性化の推進

C．地域の潜在力を活かしたしごとづくり

D．地域がつながる、安全・安心なまちづくり
• 公共施設の既存ストックについて、マネジメ

ントを策定し推進、空家・空き店舗の活用に
ついて、民間活力による活性化・流動化を図
る

• 多極ネットワーク型コンパクトシティの推
進：4市街地を核とした都市機能の集約化・最
適化を推進

基本理念

人とまちを元気にする持続可能な地域公共交通ネッ
トワークの構築

基本方針

1. 市域内外の連携を支える地公共交通
2. まちづくりと一体となった地域公共交通
3. 利便性の高い、安全安心な地域公共交通
4. 市民と共同で支えあえる持続可能な地域公共交

通

▲コミュニティバス路線再編イメージ
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３－１．上位計画等、関連計画の整理

竜ヶ崎・牛久都市計画 都市計画区域の整
備，開発及び保全の方針（H28）

龍ケ崎市公共施設等総合管理計画
（H28）

常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想
（H28）

公共施設の管理に関する基本方針

インフラの管理に関する基本方針

1. 総量の削減
2. 既存施設の有効活用
3. 効果的・効率的な管理運営

1. 社会構造の変化や市民ニーズに応じた最適化
2. 安心・安全の確保
3. 中長期的なコスト管理

まちづくりのコンセプト

市民の誇るまち龍ケ崎の顔づくり
～ にぎわい，自然，暮らしで創造する交流の玄関 ～

まちづくりの目標

Ⅰ 市の玄関口にふさわしいにぎわいの創出
Ⅱ 水辺を中心とした豊かな自然・景観資源を活用し

た交流空間の創造
Ⅲ 広域交通を活かした土地利用の高度化と子育て環

境の充実した豊かな暮らしの実現

都市づくりの基本理念

龍ケ崎及び利根地区については，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
す。
地域ごとの市街地像

地域 市街地像

北竜台・
龍ヶ岡
市街地

•計画的に整備された都市基盤の維
持・向上
•北竜台：商業・サービスなどの充実
•龍ヶ岡：スポーツや健康をテーマと
した特徴あるまちづくり

佐貫
市街地

•にぎわいと魅力のある都市拠点形成
•駅周辺のターミナル機能強化
•商業・業務・情報などの都市機能の
集積を高める
•適正な都市施設の整備・充実

龍ケ崎
市街地

•中心市街地の活性化など新たなにぎ
わいの創出
•地域に密着した商業・業務地として
の再生
•住宅地の居住環境と防災性の向上



分野 関連する計画（例） 関連する内容（例）

公共交通 • 地域公共交通網形成計画 • 都市の骨格構造
• 居住誘導区域、都市機能誘導区域

医療・福祉 • 健康増進・食育計画
• 地域福祉計画
• 高齢者福祉計画

• 誘導施設
• 居住誘導と地域包括ケア等との整合

子育て • 子ども・子育て支援事業計画
• 第三次保育所整備計画

• 誘導施設

学校教育 • 教育プラン（教育大綱・教育振興基本計画） • 誘導施設
• 居住誘導区域

公共施設 • 公共施設等総合管理計画 • 都市機能誘導区域
• 誘導施設

都市再生・
中心市街地活性化
商業

• 常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想
• 龍ケ崎まちなか再生プラン（検討中）

• 誘導施設
• 都市機能誘導区域

住宅 • 空家等対策計画 • 居住誘導区域（誘導施策）

環境 • 環境基本計画 • 都市機能誘導区域
• 居住誘導区域

防災 • 地域防災計画 • 居住誘導区域、都市機能誘導区域（災害危険性の
低い区域の設定） 10

３－１．上位計画等、関連計画の整理

 これらの計画に加えて、医療・福祉や子育て等、各分野の計画と連携・調整を図る必要がある
（施設の配置計画や都市機能・居住を誘導すべきエリアなどの考え方）
 庁内各課における具体的な事業等については、後日各課への照会を行う

▼本市における、本計画に関連する分野の計画
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３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（１）人口動向

▲年齢別人口・高齢化率の推移（H27以降はH22国勢調査人口を基にした推計値）

資料：国勢調査、社会保障・人口問題研究所推計
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H27実績値は推計値を下回っている

 人口は平成22年の80,334人をピークに減少傾向に転じている
 高齢化率も今後進行
⇒人口密度が低下し、医療、商業をはじめとする生活サービス効率の低下や産業の活力が低下
⇒税収の減少により自治体経営の健全性も低下するなど様々な課題が顕在化
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３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（２）土地利用

 龍ケ崎・佐貫の市街地においては昭和から平成にかけてDIDが徐々に拡大
 平成7年から平成22年にかけてはニュータウンである北竜台市街地においてDIDが拡大
 DID人口もニュータウン開発に合わせて増加しているが、特に龍ケ崎市街地において人口密度は低下
傾向
⇒市街地の人口密度の低下が進むと、都市密度の低下により市街地が「スポンジ化」
⇒まちの活力低下、行政サービス効率の低下、コミュニティの存続危機などが懸念される

龍ケ崎市街地

佐貫市街地

北竜台市街地

龍ヶ岡市街地
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３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（３）交通
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▲公共交通のカバー範囲

資料：国土数値情報

 関東鉄道竜ヶ崎線の年間利用者数は年間90万人程度であるが、減少傾向
 コミュニティバス利用者数は横ばい
 市街地周辺は公共交通網（鉄道、バス）によって概ねカバーされている
⇒今後の人口減少に伴う利用者の減少が懸念
⇒利用者数の減少により、公共交通の維持が難しくなる可能性

▲コミュニティバス利用者数の推移 資料：市データ

▲関東鉄道竜ヶ崎線利用者数の推移 資料：関東鉄道
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３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（４）住宅・空き家

▲空家数の推移

資料：住宅・土地統計調査

▲町丁目別空家等率

資料：市空家等実態調査

 ニュータウン開発により住宅数が増加する一方で、旧来の市街地（龍ケ崎、佐貫）や市街化調整区域
において空家率が高い傾向
⇒特に龍ケ崎市街地では人口減少によりさらなる空家の増加と低密度化が懸念
⇒いまだ住宅の増加するニュータウン（北竜台・龍ヶ岡）と旧来の市街地（龍ケ崎・佐貫）で
「アンバランス」な都市構造となる懸念



15

３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（５）公共施設・インフラ

資料：龍ケ崎市公共施設等総合管理計画▲公共施設の将来の更新費用の推計

 「公共施設等総合管理計画」における試算では、これまで通りに公共施設の更新を行う場合年間16.3
億円が不足、インフラも含めると年間28億円不足する
⇒公共施設保有量の縮減や既存公共施設の長寿命化、インフラの最適化等の取組が必要

公共施設及びインフラの
平成63（2051）年までの37年間
での財源不足額

▲公共施設およびインフラの
将来の更新費用の不足額
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３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（６）財政状況

 生産年齢を中心とした人口の減少に伴い、歳入の減少が見込まれる一方で、高齢化の進行等を背景と
した社会保障費の増大等を要因に歳出の増大が見込まれる。

 目的別の歳出について見ると、福祉に関する支出を中心とする民生費の支出が増加する傾向
⇒高齢者の増加に伴い今後もさらに民生費支出が増加し、財政を圧迫する懸念

出典：龍ケ崎市 平成28年度決算の状況

▲歳入・歳出の推移 ▲目的別支出の推移
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３－２．都市の現状分析と課題等の整理

（７）災害リスク

資料：都市計画基礎調査

▲土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

資料：都市計画基礎調査

▲浸水想定区域（小貝川）

 土砂災害については、主に北部の台地と南部の低地の境に土砂災害警戒区域が存在
 水害については、市南部の低地部を中心に小貝川、利根川による浸水が想定されている
 市街地の一部も浸水が想定されている
⇒災害ハザード区域にも一定の人口が存在していることから、市民生活の安全性確保に向けたハード・
ソフトの取組が必要
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３－３．将来人口の推計及び将来人口密度の検討

（１）地域別の人口動向

 市全体だけでなく、地域別の人口動向を把握するため、地域別（４市街地+その他地域）の将来人口
推計を行った。

 地域別の人口動向を見ると、龍ヶ岡市街地のみ人口増加が続く一方で、特に龍ケ崎市街地やその他地
域では大きく人口が減少する予測となっている。

※将来人口の補正について：本市の場合、市全体の人口が推計よりも減少していることから、実態をふまえ補正を行った。
H29.10時点の国立社会保障・人口問題研究所（社人研）推計値（80,406人）と実
績値（77,433人）の比率(0.967）をもとに、各時点における市全体の将来人口を社人
研推計値の0.967倍とした。
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18,000

20,000

22,000

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

佐貫 北竜台 龍ヶ岡 龍ケ崎 その他

(人)
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▲地域別の将来人口の推移

資料：H22は国勢調査、H27以降は社会保障・人口問題研究所推計値を基にH29実績値を用いて補正）

▲地域別の将来人口密度の推移
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３－３．将来人口の推計及び将来人口密度の検討

（２）人口分布（H22→H52）

資料：国勢調査

▲人口密度（平成22年）

資料：社会保障・人口問題研究所推計値を基にH29実績値を用いて補正

▲人口密度（平成52年）

 地域別の人口推計では、市街化調整区域や龍ケ崎市街地において特に人口減少が進行する予測
 ニュータウン部でも早期に入居が始まった地域では人口が減少傾向に転じる
⇒全市的な人口減少が予測される中で、特に人口減少が予測される地域の居住環境の維持や生活サー
ビスの効率的な提供、市街地間での連携を行うことが必要

旧来の市街地において
人口密度が低下

ニュータウンでも早期入居の
地域では人口が減少
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３－３．将来人口の推計及び将来人口密度の検討

（３）高齢化率（H22→H52）

資料：国勢調査

▲人口密度（平成22年）

資料：社会保障・人口問題研究所推計値を基にH29実績値を用いて補正

▲人口密度（平成52年）

 市全体において高齢化が進行
 特に龍ケ崎市街地および市街化調整区域においては、平成52年に40％を超える地域も多い
⇒医療・福祉施設等の都市機能の配置、公共交通サービスなど様々な面から対策を検討することが必要
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３－４．将来人口に基づく都市構造分析

（１）都市機能の立地（医療施設）

 医療施設は各市街地内のほか、市街化調整区域にも分布しており、概ね現在の人口をカバーしている
 施設数は龍ケ崎市街地及びその周辺に多く見られる
⇒将来的に人口減少の見込まれる地域では、存続させることが困難になる施設も出てくる可能性がある
⇒高齢化・人口減少下での医療サービス提供のあり方を検討することが必要

▲H22人口と生活サービス施設（医療）立地状況

龍ケ崎市
全国
平均値

30万人以下
年平均値

現況値 将来値

2010 2020 2030 2040

73.7 73.8 74 74.2 85 76

◆生活サービス（医療）の徒歩圏
人口カバー率（％）
－医療施設の徒歩圏（800m）に
居住する人口の
総人口に占める比率

医療施設：
内科または外科を有する病院・診療所
資料：国土数値情報
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３－４．将来人口に基づく都市構造分析

（１）人口分布（H22）

 福祉施設は各市街地内のほか、市街化調整区域にも分布しており、概ね現在の人口をカバーしている
 他都市の平均と比べてカバー率は高い
⇒将来的に人口減少の見込まれる地域では、存続させることが困難になる施設も出てくる可能性がある
⇒高齢化・人口減少下での介護福祉サービス提供のあり方を検討することが必要

▲H22の65歳以上人口と生活サービス施設（福祉）立地状況

（２）都市機能の立地（福祉施設）

◆高齢者福祉施設の
1km圏域高齢人口カバー率（％）
－福祉施設の徒歩圏（800m）に
居住する人口の
総人口に占める比率

龍ケ崎市
全国
平均値

30万人以下
年平均値

現況値 将来値

2010 2020 2030 2040

84.9 84.1 85.1 87.1 72 67

福祉施設：
通所系、訪問系及び小規模多機能施設
資料：国土数値情報、市HP、
介護サービス 情報公表システム
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３－４．将来人口に基づく都市構造分析

（１）人口分布（H22）

 子育て支援施設は各市街地内のほか、市街化調整区域にも立地している。
 一方で市街地内でもカバーできていないエリアが存在
⇒カバーされていないエリアの子育て支援へのアクセスに課題
⇒少子化が進む中での子育て支援施設のあり方についても検討する必要

▲H22の0～5歳人口と生活サービス施設（福祉）立地状況

（３）都市機能の立地（子育て支援施設）

龍ケ崎市
全国
平均値

30万人以下
年平均値

現況値 将来値

2010 2020 2030 2040

64.5 65.5 66.1 68.1 74 66

◆保育所の
徒歩圏0～5歳人口カバー率（％）
－保育所の半径800m圏域の
0～5歳人口の
0～5歳総人口に占める比率

子育て支援施設：
子育て支援センター、幼稚園、認可保育所、
認定こども園、保育園（地域型）
資料：市HP、統計りゅうがさき



（４）都市機能の立地（商業施設）
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３－４．将来人口に基づく都市構造分析

▲H22人口と生活サービス施設（商業）立地状況

 商業施設（スーパー等）は各市街地内に分布しているが、市街地内でもカバーされていない地域が存在
 カバー率は他都市平均値よりも低い
⇒高齢化が進行する中、カバーされていないエリアの商業施設へのアクセスに課題

龍ケ崎市
全国
平均値

30万人以下
年平均値

現況値 将来値

2010 2020 2030 2040

59.3 59.4 59.7 60 75 65

◆生活サービス（商業）の徒歩圏
人口カバー率（％）
－商業施設の徒歩圏（800m）に
居住する人口の
総人口に占める比率

商業施設：
食品スーパー等
資料：iタウンページ



（５）基幹的公共交通※

25

３－４．将来人口に基づく都市構造分析

▲H22人口と基幹的公共交通のカバー範囲

 佐貫市街地とニュータウンの２市街地は大部分がカバーされているが、龍ケ崎市街地や市街化調整区域
ではカバーされていない地域も見られる

 カバー率は他都市の平均値より低い
⇒将来的な人口減少に伴い、運行の効率化、利便性の維持・確保に向けた検討が必要

龍ケ崎市
全国
平均値

30万人以下
年平均値

現況値 将来値

2010 2020 2030 2040

59.3 59.4 59.7 60 75 65

◆基幹的公共交通路線の徒歩圏
人口カバー率（％）
－基幹的公共交通路線の鉄道駅から
半径800m、バス停から半径300m
の圏域に居住する人口の
総人口に占める比率

※基幹的公共交通・・・30本／日以上の路線

基幹的公共交通：
30本／日以上の鉄道・バス路線
資料：国土数値情報、時刻表
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３－１～４（まとめ）．
上位関連計画および現況・将来における課題の整理

都市の現状分析と課題等の整理

 全市的に人口減少が進み、市街地の人口密度低下と活力の低下が懸念される。
 将来的な人口減少により、公共交通や公共施設の維持も難しくなると考えられる。公共交通の利用促進や公共施設の

再編、長寿命化によるコスト縮減が必要
 増加する空き地・空き家の対策が必要。特に龍ケ崎市街地では空き家等率が高く、生活環境の悪化が懸念される
 災害ハザードエリアをふまえた安心・安全な都市構造へ誘導する必要

上位計画等、関連計画の整理

 ふるさと龍ケ崎戦略プラン、都市計画マスタープランでは、必要な機能を補完し合う多極ネットワーク型コンパクトシティの
形成を方針として位置付けている

 ４つの住宅系市街地のそれぞれの中心地区を地域生活拠点、竜ヶ崎駅や市役所周辺及び佐貫駅周辺を都市拠点と
位置付けている

 この都市構造を立地適正化計画制度によってどのように実現していくかを検討する必要
 公共施設再編、公共交通再編の取組や、各市街地の将来像との整合を図る必要

将来人口に基づく都市構造分析

 将来的に人口減少の見込まれる地域では、需要の低下に伴い存続させることが困難になる施設も出てくる可能性がある
 人口減少・少子高齢化が進む中で、市民が生活サービスを享受するための各都市機能の維持や公共交通ネットワーク

でのアクセスの確保について検討する必要
 基幹的公共交通によるカバーがなされていない地区では移動の利便性の確保が必要

将来人口の推計及び将来人口密度の検討

 ニュータウン型市街地の一部を除き、全市的に人口密度は低下する。特に龍ケ崎市街地では人口密度の低下が著しく、
都市のスポンジ化が進行する恐れがある

 高齢化が進行する地域では、医療・福祉施設等の都市機能の配置、公共交通サービスなど様々な面から対策を検討す
ることが必要

 ニュータウン型の市街地と活力の低下する旧来の市街地での「アンバランス」な都市構造となる懸念
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３－５．市民・高校生アンケート結果（速報）

（１）実施概要

市民アンケート 高校生アンケート

目的
• 将来のまちづくりの方向性や、誘導区域や

誘導施設検討に向けた市民の生活圏の把握
• コンパクトシティ形成に向けた意識の醸成

• 将来のまちの姿や理想像、本市の魅力の把
握（市民アンケートのうち特に重要な項目
を中心に設問を構成）

調査
対象

無作為抽出した市民 2,000名
市内在住かつ市内の高校４校に通学する高校
1・２年生 449名

調査
期間

平成29年10月～11月 平成29年11月

回収
状況

回収数：664票 回収率：33.2％ 回収数：416票 回収率：92.7％

居住地区別の回答割合 居住地区別の回答割合
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３－５．市民・高校生アンケート結果（速報）

（２）市民アンケート調査結果概要

１．日常の生活に必要な身近な買い物
環境・サービス機能の確保

２．駅や市街地中心部への移動に便利
な市内公共交通網の充実

３．にぎわいの中心となる龍ケ崎市街
地商店街の活性化

４．駅周辺などでの市外から人を呼び込
むための新たな商業拠点地区の形成

５．市の玄関口となる佐貫駅周辺での
にぎわいの創出

６．利用しやすい道路交通ネットワー
クの整備

７．道路・公園や上下水道などの生活
インフラの維持

８．密集市街地の解消など災害に強い
市街地環境づくり

９．施設の複合化、集約化など公共施
設の利用しやすさの向上

１０．郊外部の無秩序な開発の抑制

１１．空き地や跡地など未利用地の高度利
用・有効活用によるまちなか居住の推進

１２．その他

無回答

１．利用者の減少により、スー
パーなどの店舗が撤退する

２．鉄道やバスの運行本数が減る、
路線がなくなる

３．商店街や駅前のにぎわいがな
くなる

４．道路や水道などのインフラが
維持・更新できなくなる

５．病院や学校、福祉施設などの
公益施設が統廃合されて減る

６．働き手の減少により、商工業
などの企業が撤退する

７．高齢化の進行により、医療費
などの社会保障費が増加する

８．人口が減少するため、１人あ
たりの税負担が増加する

９．人が減り、地域のコミュニ
ティを維持できなくなる

１０．その他

無回答

【設問】これからの人口減少社会や少子高齢化社
会の中で、あなたは龍ケ崎市の今後のまちづくり
において、重視していくべきことはなんだと思い
ますか。（３つまで選択）【設問】人口減少や少子高齢化が進行することに

よって、あなたにとって影響が生じると困ること
を選んでください。（３つまで選択）

身近な生活利便性、次いで交通ネッ
トワークの充実が重視されている。

商業施設を中心に生活利便施設の廃止や、
社会保障費・税負担の増への懸念が強い。
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３－５．市民・高校生アンケート結果（速報）

（３）高校生アンケート調査結果概要

１．日常の生活に必要な身近な買い物
環境・サービス機能の確保

２．駅や市街地中心部への移動に便利
な市内公共交通網の充実

３．にぎわいの中心となる龍ケ崎市街
地商店街の活性化

４．駅周辺などでの市外から人を呼び込
むための新たな商業拠点地区の形成

５．市の玄関口となる佐貫駅周辺での
にぎわいの創出

無回答

１．利用者の減少により、スー
パーなどの店舗が撤退する

２．鉄道やバスの運行本数が減る、
路線がなくなる

３．商店街や駅前のにぎわいがな
くなる

４．道路や水道などのインフラが
維持・更新できなくなる

５．病院や学校、福祉施設などの
公益施設が統廃合されて減る

６．働き手の減少により、商工業
などの企業が撤退する

７．高齢化の進行により、医療費
などの社会保障費が増加する

８．人口が減少するため、１人あ
たりの税負担が増加する

９．人が減り、地域のコミュニ
ティを維持できなくなる

１０．その他

無回答

【設問】これからの人口減少社会や少子高齢化社
会の中で、あなたは龍ケ崎市の今後のまちづくり
において、重視していくべきことはなんだと思い
ますか。（１つ選択）

【設問】人口減少や少子高齢化が進行することに
よって、あなたにとって影響が生じると困ること
を選んでください。（３つまで選択）

身近な生活利便性、次いで交通ネッ
トワークの充実が重視されている。

商業施設の廃止と公共交通のサービス低下が
同程度、次いで税負担増が懸念されている。

（４）今後の分析方針

• 地区別、年代別などでクロス集計を行い、地区ごとの生活環境に関する課題や、拠点に
必要な都市機能などを分析。
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今後の検討方針

分野別の課題の整理

 公共交通不便地域の抽出や、公的不
動産の見通しの整理を行い、今回整理
した課題と合わせて分野別の課題を整
理する。

都市機能・居住誘導の必要性の整理

 分野別の課題の総括から、本市における
立地適正化計画の必要性を明確化す
る。

まちづくり方針と誘導方針の検討

 上位計画における多極ネットワーク型コン
パクトシティの形成方針（２都市拠点
＋４地域生活拠点）、およびこれまでの
検討結果を踏まえ、

➢ まちづくりの方針・目指すべき将来都市
構造

➢ 課題解決のための施策・誘導方針
➢ 都市機能及び居住誘導に関する方針

等の検討を行う。

市民意見の整理

 市民・高校生アンケートの結果を整理し、
市民の日常行動実態の分析、まちづくり
に関する市民意見を整理する。

地域生活拠点

都市拠点

【多極ネットワーク型コンパクトシティの都市構造】


