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近年，多くの地方都市において，中心市街地の活力低下による「都市の空洞化」が大きな課
題となっている．土浦市では，こうした課題に対処すべく「中心市街地活性化基本計画」を策
定し，中心市街地への都市機能と交流機能の集積による暮らしやすいコンパクトなまちづくり
を推進しているところである．本稿では，土浦市における市街地再開発事業等の都市施設整備
をはじめとする，中心市街地活性化の取組みについて報告する．
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1. はじめに

2. 土浦市中心市街地活性化基本計画

土浦市においては，近年，モータリゼーションの進展
による商業施設等の郊外化の影響を受け，居住人口・滞
留人口の減少，空き店舗の増加など，中心市街地の活力
低下が大きな課題となっていた．
そこで，市では「中心市街地活性化基本計画」を策定
し，都市機能と様々な交流機能の集積による，暮らしや
すいコンパクトなまちづくりを推し進め，中心市街地の
魅力と活力の向上，賑わい創出を目指している．
そうした中，平成27年9月に土浦駅前へ移転開庁した
新市庁舎に続き，近接する土浦駅前北地区において，図
書館とギャラリーを核とした市街地再開発事業を実施す
ることにより，駅前の新たな顔となる交流拠点を形成し，
併せて，都市計画道路の拡幅，ペデストリアンデッキの
新設，駅前広場の改修等，安心・安全な交通環境を整え，
賑わいと回遊性を生み出す都市施設整備を行った．

(1) 計画概要
中心市街地の魅力と活力を向上させるため，市庁舎・
図書館等の都市機能の再配置・整備等による集積を図る
とともに，歴史的・自然的資源が融合した，質の高いコ
ンパクトな都市づくりを推進することを掲げ，ハード・
ソフト併せて78の事業を計画に位置づけている．
・計画認定：平成26年3月28日
・計画期間：平成26年度～平成30年度
・計画対象区域：約118.8ヘクタール

図-1 中心市街地歩行者交通量の推移(H19～H24)
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図-2 土浦市中心市街地地区(約118.8ha)

(2) 中心市街地活性化の目標
a) 公共公益施設新設に伴う滞留人口増加を図る視点
歩行者交通量の増加（11地点の合計値）
b) 商業業務機能の活性化を図る視点
空き店舗数の減少
c) まちなか居住人口増加を図る視点
居住者人口の増加
d) 観光来街者等交流人口増加を図る視点
観光関連施設利用者数の増加（年間利用者数）

3. 市庁舎のまちなか移転【新庁舎整備事業】
(1) 事業概要
コンパクトシティの実現や市民サービスの向上などを
目指し，キーテナントが撤退した土浦駅前再開発ビル
「ウララ」を改修し，平成27年9月24日に新市庁舎とし
て開庁した．
・改修面積：約28,250㎡
・工事費：約49億円
・床取得費：約15億円
・工事期間：平成26年5月～平成27年8月

表-1 中心市街地活性化の目標値
目標指標
歩行者交通量

基準値(H24年)

目標値(H30年)

平日

25,143人

29,476人

休日

27,253人

29,094人

空き店舗数

68店

35店

居住者人口

7,998人

8,443人

観光施設利用者数

98,822人

113,039人

(3) 土地利用ゾーニングの方針
a) 輝・にぎわいゾーン
駅周辺地区において，再開発事業等による都市機能の
集積や，居住環境，商業業務環境の向上により，輝きと
賑わいのある中心地への再生を目指す．
b) 趣・おもてなしゾーン
亀城公園（土浦城址）や旧水戸街道沿いの歴史的まち
なみを残す地区において，おもてなしの強化など観光政
策と連携した地区振興を図る．
c) 快・こうりゅうゾーン
市のシンボルである霞ヶ浦に面する水辺地区において，
市民や来街者が楽しめる親水・観光・レクリエーション
拠点として整備を図る．

図-4 駅前に移転した新市庁舎

(2) 新市庁舎の特徴
「人が憩い・集い・賑わう」中心市街地の拠点施設と
して，祝祭日や夜間も市民が気軽に利用できる市民ラウ
ンジや商業店舗，観光物産情報施設などを併設し，また，
隣接する屋外広場（うらら広場）に大屋根をかけること
で，防災拠点機能の拡充を図るとともに，天候に左右さ
れることなくイベント等が行える広場として，中心市街
地の賑わい創出を図っている．

図-5 新市庁舎施設断面図

図-3 土地利用ゾーニングの方針
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図-6 うらら広場でのイベントの様子

4. 市街地再開発事業による交流拠点の形成
【土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業】
(1) 事業概要
図書館・ギャラリーを核とした市街地再開発事業を推
進することにより，都市機能や交流機能の更新を図ると
ともに，駅前の新たな顔となる施設を形成することで，
中心市街地の活性化に寄与することを目的とする．
また，市街地再開発事業に併せ都市計画道路土浦駅北
通り線の拡幅整備と電線地中化を行い，駅周辺の安全性
と回遊性，都市景観の向上を図る．
・施行者：土浦市
・地区面積：約0.8ヘクタール
・事業期間：平成20年3月～平成30年9月
・事業費：約77億円
・公共施設整備：都市計画道路土浦駅北通り線
図-7 再開発事業区域図

(2) 施設建築物概要
・施設名称：アルカス土浦
・敷地面積：5,023.43㎡
・建築面積：4,076.82㎡
・延床面積：13,264.64㎡
・最高高さ：27.5ｍ
・構造，階数：鉄骨造（一部付加制震），4階建
・工事期間：平成27年9月～平成29年10月
・施設グランドオープン：平成29年11月27日

(3) 施設の特徴
a) 図書館（2階～4階）
県内最大級の規模となった図書館は，ラウンジやテラ
ス席などの多様な閲覧席，使いやすい学習室や研修室，
コミュニティスペース等を設け，あらゆる年代が快適に
利用できる施設とすることで，誰もが長時間滞在可能な
駅前の新たな交流拠点として賑わいの創出を図っている．

図-10 人で賑わう図書館の様子

図-8 施設建築物断面図

図-11 コミュニティスペース「ロフト」の様子

図-9 完成した再開発ビル「アルカス土浦」
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b) ギャラリー（1階）
市で初となる市民ギャラリーは，各種講座や創作教室
にも使えるオープンギャラリーと本格的な美術品の展示
を行える展示ギャラリーの2種類の展示室を設け，作品
展示の多様なニーズに対応可能となるよう，それぞれに
レイアウトを自由に変えることができる可動展示パネル
を採用することで，市民の文化活動の拠点として活用で
きる施設とした．
c) 共用スペース（1階～屋上）
施設の表玄関となる屋外広場「プラザ」や，そこから
「屋上ガーデン」までつながる大階段「ステップガーデ
ン」など，開放的かつ立体的な共用スペースを整備する
ことで，市民の憩いの場所として，また賑わいを生み出
図-14 「ステップガーデン」と名付けられた大階段
すイベントスペースとしても活用できる空間とした．
また，1階のギャラリーに隣接する屋内共用スペース
「ラウンジ」は，市民の憩いの場所としての機能に加え， (4) 周辺における関連公共施設の整備
再開発事業の施行に併せて，駅周辺の安全性と回遊性
災害時には帰宅困難者の一時受入スペースとして利用す
ることもでき，駅前の防災機能の強化にも寄与している． の向上を図るため，公共施設の一体的な整備を実施した．
a) 土浦駅北通り線整備工事
・道路拡幅（W=9.5m→14.0m，L=270m）
・電線共同溝敷設（φ=30～200，L=124m）
※再開発区域内（L=190m）と再開発区域外（L=80m）
を一体的に整備．
b) 土浦駅西口ペデストリアンデッキ整備工事
・ペデストリアンデッキ新設（W=3.5m，L=102m）
・シェルター設置（既設ペデ部分 A=830㎡）
（新設ペデ部分 A=553㎡）
c) 土浦駅西口広場改修工事
・駅前広場改修（A=9,800㎡）
※バスターミナル・タクシープール・一般乗降場改修，
交差点改良による全面的な改修．
図-12 市民ギャラリーで開催された美術展覧会の様子

図-13 屋外広場「プラザ」でのイベントの様子
図-15 土浦駅西口周辺における関連公共施設整備
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5. 整備効果の検証

6. おわりに

(1) イベントの実施による賑わいの創出
平成29年11月27日のアルカス土浦オープン以降およそ
2ヶ月間にわたり，図書館・ギャラリー及び施設の共用
部分であるプラザ，ステップガーデン，周辺施設等を会
場としたオープニングイベントが開催された．
イベントへの総来場者数は約3万5千人となり，駅周辺
の賑わい創出に大きく貢献した．

平成27年9月の新市庁舎開庁を皮切りに，土浦駅前北
地区市街地再開発事業「アルカス土浦」及び関連公共施
設の整備完了に伴い，駅周辺における都市機能と交流機
能の集積が大きく進展し，中心市街地の魅力と活力の向
上，賑わい創出に大きな効果があったと考えられる．
今後は，完成した各施設の積極的な活用や，周辺施設，
関係団体等との連携など，ソフト面での工夫や取組みが
施設の整備効果を波及させる上で重要となる．
また，中心市街地の更なる魅力・活力の向上を図って
いくためには，今回施設整備を実施した駅周辺地区から
中心市街地全体への回遊性を生み出すための施策や，中
心市街地の定住促進，商業活性化につながる施策を展開
していくことが必要であり，そのために現在，市は以下
のような施策に取組んでいるところである．

(1) 中心市街地の回遊性創出につながる施策
a) 亀城モール整備事業
駅周辺地区と亀城公園（土浦城址）や歴史的まちなみ
を残す地区をつなぐ回遊導線上に，快適な歩行空間の確
保と潤いのある都市空間の形成を目的とした遊歩道の整
図-16 オープニングイベントの様子
備を行う．
b) 土浦港周辺広域交流拠点整備事業
(2) 公益施設の駅前立地による来街者の増加
霞ヶ浦に面する水辺地区において，官民の連携により，
図書館・ギャラリーといった集客力の高い公益施設を，
市民や観光客にとって憩いと活動の場となる交流拠点の
交通利便性の高い駅前に立地することで，より人の集ま
整備を行う．
る施設となり，開館から6ヶ月間で図書館とギャラリー
には32万人を超える来館者があり，1日当りの平均では
(2) 中心市街地の定住促進につながる施策
平日約1,800人，休日約2,400人が施設を訪れている．
a) まちなか定住促進事業
中心市街地エリア内の住宅建替え，または住宅購入者
(3) 歩行者交通量の増加
に対する一定額の補助と，土浦市外から中心市街地エリ
新市庁舎や土浦駅前北地区市街地再開発事業及び関連
ア内の民間賃貸住宅に住み替える新婚世帯または子育て
公共施設の整備効果により，駅周辺に人の流れが生まれ，
世帯に対する家賃の一部補助を行う．
中心市街地の歩行者交通量が増加の傾向を示す結果とな
った．
(3) 中心市街地の商業活性化につながる施策
a) 中心市街地開業支援事業
空き店舗の解消による商業の活性化を図るため，中心
市街地の空き店舗へ新たに開業する起業家・事業者に対
して家賃の一部を支援する．
これらの施策をはじめ，今後も，居住人口の増加や商
業業務機能の活性化，観光来街者等交流人口の増加等の
課題を解決していくための施策を，効果の検証を行いな
がら官民が一体となって推進していくことで，中心市街
地の更なる活性化につながっていくものと考える．

図-17 中心市街地歩行者交通量の推移(H19～H29)
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