
様式（１）-①

都市再生整備計画

かすみがうら市中心
ち ゅ う し ん

市街地
し が い ち

地区
ち く

茨城県かすみがうら市

令和３年４月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 62.0 ha

令和 3 年度　～ 令和 7 年度 令和 3 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都市構造再編集中支援事業の計画
都市機能配置の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 R２ R７

人／日 R２ R７

歩行者交通量 交流拠点における歩行者交通量
神立駅へのアクセス性の向上や快適な歩行空間などを整備するこ
とで、回遊する人が増加する。

５３２人／日 １，０６４人／日

滞在している人の数 交流拠点で滞在している人の数
魅力ある交流拠点・滞留空間などの創出によって滞在する人の数
が増加する。

０人／日 １６５人／日

都市再生土地区画整理事業や市街地再開発事業の特例を受ける場合は当該事業の概要、位置づけを記載。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

広域拠点にふさわしい都市環境の整備による中心市街地のにぎわいの再生
　・神立駅周辺の利便性向上及び快適な歩行空間の形成
　・魅力ある交流拠点・滞留空間の創出

　本地区は、市の中心的な商業地を形成しているが、人口減少に伴う都市の活力がやや低下している状況である。神立駅を中心とした中心市街地において、市民の交流の場となる複合交流施設の整備を図るほか、行政窓口機能や学習スペース、図書
スペース、子育てコーナーなどのサービス機能集約により、都市機能の拡散防止と中心市街地の公共・公益サービス機能の維持を図る。また、土地区画整理事業などの社会インフラ整備に併せて、街路などの整備改善による駅周辺の利便性向上を図
る。
　公的不動産の活用策として、大規模未利用地を活用して複合交流施設の整備を図り、老朽化した行政窓口機能等を有する施設の移転先とするとともに、当該施設移転後にコミュニティセンターの整備など、中心市街地内で移転・改築等を実施すること
で、都市機能の拡散防止と公共不動産の有効活用を図る。

　神立駅は、本市の唯一の鉄道駅であるとともに、千代田地区と霞ヶ浦地区の接点に位置し、市の中心的な商業地を形成している。しかし、周辺の道路や駅前広場などの基盤が未整備であるため、計画的に土地の有効活用を図ることが困難であり、地
区の活力の低下も見られる。商業の活性化や良好な住環境の整備など、活力ある安全なまちづくりを進めることが必要である。

・神立駅周辺をにぎわい交流拠点として、また広域拠点としてふさわしい整備が求められている。
・神立駅橋上化をはじめ、土地区画整理事業などの社会インフラ整備に併せて、街路などの整備改善による歩行者の安全性や快適性、交通アクセス性の向上が求められている。
・市民の交流の場として多面的な機能を持つ施設の整備による良好で快適な居住環境の創出や利便性向上のためのサービス機能集約が求められている。

①第２次かすみがうら市総合計画（平成２８年度策定）
　　神立駅周辺を中心拠点として位置づけ、調和のとれた都市景観の誘導、公園・緑地の整備、公共施設の充実などにより、魅力的な都市空間の形成を目指すとともに市民生活の利便性や安全性の向上に努める。
②かすみがうら市都市計画マスタープラン（令和２年１２月改定）
　　神立駅周辺における市街地整備や駅前広場の整備に併せ、広域を対象とした魅力ある商業機能や交流機能などの誘導により、本市の顔となるにぎわいのある中心市街地を形成する。
③かすみがうら市立地適正化計画（令和２年１２月策定）
　　神立駅を中心とした福祉・教育・子育ての拠点形成と周辺地域との連携・波及効果により、安心して住み続けることができる都市を目指すとともに、持続可能な都市の実現に向けた拠点発展型の都市構造の構築を図る。

　市街地は、人口が密集し、商業機能の立地も見られるが、行政機能や文化交流機能（図書機能・学習機能）等の公共公益機能に乏しいことから、行政機能や文化交流機能をはじめとした誘導施設の充足を図ることで、経済の活性化や市民生活の維
持・向上を目指す。また、市街地においても、すでに大規模な低未利用地や空き家・空き店舗等が見受けられることから、郊外の市街化調整区域における開発許可制度の見直しを行うことで、スプロール化や市街地のスポンジ化を抑制する。

都道府県名 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市中心市街地地区

計画期間 交付期間 7



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他
【都市再生土地区画整理事業（神立駅西口地区）】
　神立駅西口地区には既成市街地が広がっているが、駅前広場及び道路が狭隘であり、利用するにも不便をきたしている。このため、土地区画整理事業により、神立駅前西通り線、西口駅前広場及び神立停車場線の都市施設を一体的に整備し、駅前
にふさわしい市街地形成を図る。

【神立停車場線整備事業】
　神立駅周辺地区は、JR常磐線に並行して南北方向に配置されている県道牛渡馬場山土浦線と、東西方向に神立駅前を通ってJR常磐線と交差する県道戸崎上稲吉線の2つの県道が地区の骨格的な道路になっているが、幅員が狭いため骨格道路とし
ては不十分な状況である。将来的には、神立停車場線が地区の骨格道路となることが期待されていることから神立駅へのアクセス性の向上を図る。また、神立駅西口地区の土地区画整理事業と併せて一体的に整備することにより、自動車交通渋滞など
を緩和させ、駅前にふさわしいまちづくりを進める。

方針に合致する主要な事業

【神立駅周辺の利便性向上及び快適な歩行空間の形成】
　立地適正化計画に掲げる都市機能及び居住誘導に係る施策の１つである「神立駅から神立停車場線沿道を中心に居心地よく歩いて暮らせる空間形
成」を実現するため、神立駅東口歩行者専用道路の整備により、歩行者の安全を確保しながら駅へのアクセス性の向上を図るとともに、歩行者専用道路
と併せて照明施設や植栽・緑化施設を整備する。また、神立停車場線における歩行空間の形成、生活道路の歩道整備などにより、駅への歩行動線を確
保するとともに中心市街地の利便性向上を図る。

【基幹事業】　道路：神立駅東口歩行者専用道路
　　　　　　　　 道路：市道8-0381号線歩道整備
　　　　　　　　 高質空間形成施設：歩行者専用道路照明施設
　　　　　　　　 高質空間形成施設：歩行者専用道路カラー舗装
　　　　　　　　 高質空間形成施設：神立停車場線照明施設
　　　　　　　　 高質空間形成施設：神立停車場線自転車ナビマーク
【関連事業】　都市再生土地区画整理事業（神立駅西口地区）
　　　　　　　　 神立停車場線整備事業

【魅力ある交流拠点・滞留空間の創出】
　立地適正化計画に掲げる都市機能及び居住誘導に係る施策の１つである「市民ニーズを踏まえた神立駅周辺における都市機能の複合化」や同じく誘
導施策である「地域ニーズに対応した公園・緑地の確保」を実現するため、市民の交流拠点となる多面的な機能を持つ施設や憩い・待合い等の地域ニー
ズに対応した公園を整備するとともに、利便性向上のためのサービス機能集約を図る。また、公園の整備に合わせて地域防災施設を併設することによ
り、地域防災力の向上を図る。

【基幹事業】　公園：公園
【基幹事業】　地域生活基盤施設：防災倉庫
【基幹事業】　高次都市施設：複合交流施設
【関連事業】　神立停車場線整備事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 かすみがうら市 直 W2.4～4m、L110m R3 R3 R3 R3 49.9 49.9 49.9 49.9 －

道路 かすみがうら市 直 W6.7、L275m R3 R7 R3 R7 158.3 158.3 158.3 158.3 －

公園 かすみがうら市 直 15,341㎡ R3 R6 R3 R6 1,410.3 1,410.3 1,410.3 1,410.3 －

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 かすみがうら市 直 1棟 R6 R6 R6 R6 5 5 5 5 －

高質空間形成施設 かすみがうら市 直 5基、L110m R3 R3 R3 R3 11 11 11 11 －

高質空間形成施設 かすみがうら市 直 197㎡ R3 R3 R3 R3 3.3 3.3 3.3 3.3 －

高質空間形成施設 かすみがうら市 直 96基、L1,500m R3 R6 R3 R6 200.8 200.8 200.8 200.8 －

高質空間形成施設 神立停車場線自転車ナビマーク かすみがうら市 直 150箇所、L1,500m R3 R4 R3 R4 8 8 8 8

高次都市施設 地域交流センター かすみがうら市 直 1,556.5㎡ R3 R5 R3 R5 1,111.3 1,111.3 1,111.3 1,048.9 －

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,958 2,958 2,958 0 2,896 － …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B
合計(A+B) 2,896

（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合 国土交通省 2.2ha ○ H24 R4 5,550

かすみがうら市 国土交通省 W18、L2,030m ○ H25 H30 1,800

合計 7,350

市道8-0381号線歩道整備

歩行者専用道路カラー舗装

神立停車場線照明施設

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

都市再生土地区画整理事業 神立駅西口地区

神立停車場線整備事業 上稲吉2044-2～下稲吉2619-4

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業活用調査

直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体

住宅市街地総合整備事業

防災倉庫

歩行者専用道路照明施設

複合交流施設

交付期間内事業期間
細項目

神立駅東口歩行者専用道路

公園

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 2,896 交付限度額 1,448 国費率 0.5



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　かすみがうら市中心
ち ゅ う し ん

市街地
し が い ち

地区
ち く

（茨城県かすみがうら市） 面積 62.0 ha 区域
稲吉一丁目の一部、稲吉二丁目の全部、稲吉三丁目の一部、稲吉南一丁目
の一部、稲吉南二丁目の一部、下稲吉の一部

： 都市再生整備計画の区域

： 都市機能誘導区域

： 居住誘導区域

： ■基幹事業

： ○関連事業

（参考）

○関連事業
事業主体：土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合
神立駅西口地区土地区画整理事業

○関連事業
事業主体：かすみがうら市
神立停車場線整備事業

■基幹事業（道路）
市道8-0381号線歩道整備

■基幹事業（高質空間形成施設）
神立停車場線自転車ナビマーク

■基幹事業（高質空間形成施設）
神立停車場線照明施設

1/10,000
■基幹事業（高次都市施設）
複合交流施設

ＪＲ神立駅

■基幹事業（道路）
神立駅東口歩行者専用道路

■基幹事業（高質空間形成施設）
歩行者専用道路照明施設
歩行者専用道路カラー舗装

■基幹事業（公園）
公園

■基幹事業（地域生活基盤施設）
防災倉庫

500m0



基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

様式（１）-⑦-１

（人/日） ５３２人/日 （令和２年度） → １，０６４人/日 （令和７年度）

（人/日） ０人/日 （令和２年度） → １６５人/日 （令和７年度）

かすみがうら市中心市街地地区（茨城県かすみがうら市） 整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標
代表的な

指標

：都市再生整備計画の区域（62.0ha）

：都市機能誘導区域

：居住誘導区域

：■基幹事業

：○関連事業

（参考）

○関連事業
事業主体：土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合
神立駅西口地区土地区画整理事業

■基幹事業（道路）
神立駅東口歩行者専用道路

■基幹事業（高質空間形成施設）
歩行者専用道路照明施設
歩行者専用道路カラー舗装

■基幹事業（道路）
市道8-0381号線歩道整備

■基幹事業（高質空間形成施設）

神立停車場線自転車ナビマーク

■基幹事業（高質空間形成施設）
神立停車場線照明施設

1/10,000
ＪＲ神立駅

広域拠点にふさわしい都市環境の整備による中心市街地のにぎわいの再生
・神立駅周辺の利便性向上及び快適な歩行空間の形成
・魅力ある交流拠点・滞留空間の創出

歩行者交通量

滞在している人の数

○関連事業
事業主体：かすみがうら市
神立停車場線整備事業

■基幹事業（地域生活基盤施設）
防災倉庫

■基幹事業（公園）
公園

■基幹事業（高次都市施設）
複合交流施設

様式（1）‐⑦‐1

500m0


