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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 1,167.6 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成18年度 平成23年度

％ 平成18年度 平成23年度

リットル／人 平成18年度 平成23年度

計画期間 交付期間 23

都道府県名 茨城県 牛久市
うしくし

牛久市
うしくし

東部
とうぶ

地区
ちく

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

0

２．道路狭隘率 事業区域内の狭隘道路率
地区内の交通や生活環境の向上、及び災害時の避難路の確保を
図るため、道路狭隘率43.2％を目指す。 45.2 43.2

１．災害時の消防活動困難区域率 災害時の消防活動困難区域率
想定されている首都直下地震やプレート境界茨城県南部地震を
始めとする各種災害発生時における消防救急活動等の困難区域
を解消する。

100

6.8３．災害時の飲料水の確保量 災害時における一人当たりの飲料水の確保量
地震等災害発生時における地域住民の最低限の飲料水の確保を
図る。 0

大目標：「安全・安心な暮らしを創出する」をテーマに、東部地区における消防防災体制の充実を図る。 

 目標１ 災害発生時における地域住民の一時避難地となる防災広場を整備し、あわせて飲料水兼用耐震性貯水槽を設置することにより、災害発生時における応急対策の円滑化を図る。 
 目標２ 避難路となる市道を改修することにより、安全かつ迅速に避難できる環境を整える。 
 目標３ 消防団車両の一層の充実を図り、大規模災害にも的確かつ効果的に対処できる消防体制を構築する。                         

・この地域の周囲には昭和４０年代に造成された約１０００戸を擁する住宅団地や二つの大きな工業団地が取り巻いている。 

・第２次総合計画の後期基本計画において、常備消防の再配備に合わせて非常備消防（消防団）の体制を見直し、強化していくこととしている。 

・生活環境の変化に伴い消防に対するニーズはますます増大する傾向にあり、市地域防災計画において地震時には火災が同時多発する可能性があることから、消防団への資機材整備を推進することとしている。  
・平成１９年３月１０日、当市を横断する首都圏中央連絡自動車道のつくば牛久ＩＣから阿見東ＩＣの１２㎞区間が開通し、一層の消防防災体制の充実が求められている。 
・内閣府では、首都圏で発生し得る１８タイプの地震の一つにプレート境界茨城県南部地震を想定しており、一方、政府の地震調査委員会においては、南関東地域にマグニチュード７程度の地震が今後３０年以内に７０％の確立で発生すると発表しており、
地震災害への備えが急務となっている。 

・この地域は、過去において大規模災害に遭遇していないことなどを背景に、住民の災害への備えや防災意識は高いとはいえない状況にある。 

・避難ルートが狭隘で十分な空間を確保していないため、避難路を拡幅整備し、避難路としての機能強化を図る必要がある。 

・この地域は、消防水利としては防火水槽を整備しなければならない状況であるが、防火水槽の新設は地権者の同意が得られないケースが多くなってきており、公共用地への整備を選択しなければ増設が難しい状況となってきている。 
・この地域は、当市の東側半分を占める広範囲な面積を有する地域でありながら、飲料水兼用耐震性貯水槽が整備されていない状況にある。 

○牛久市第２次総合計画（後期基本計画） 

 市民の防災意識を高め消防力や防災体制を強化することで、日常生活における安全の確保と災害に強いまちづくりを進める。また、市内には、常備消防として稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部牛久消防署とその西部出張所が設置され、一方、

非常備消防の消防団は３０分団で組織されている。今後、常備消防の再配備に合わせ、非常備消防の体制も見直し強化する。 

○牛久市都市計画マスタープラン 



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・火災災害にも対応できる消防車両の充実を図る。 地域創造支援事業　消防後方支援車設置事業（提案事業）
牛久消防署東部出張所建設事業（関連事業）
事業活用調査　事業効果分析（提案事業）

・工業団地周辺の狭隘道路を整備することにより、緊急車両等の進入経路の充実を図り、また、急傾斜地の排水を整備することで崖の崩落を防ぎ、避難
路の安全を確保する。

市道１５号線拡幅整備事業（基幹事業）
地域創造支援事業　奥原排水整備事業（提案事業）
事業活用調査　事業効果分析（提案事業）

市道１４号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道１９０２号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道５８号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道２１５４・２２５７号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道５６号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道１９９２・２００８・２１２２号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道２３２８号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道５５号線拡幅整備事業（基幹事業）
市道１８２１号線拡幅整備事業（基幹事業）
事業活用調査　事業効果分析（提案事業）

・避難路となる市道を改修する。

方針に合致する主要な事業
・地域防災計画に位置付けられた施設として、災害発生時における地域住民の一時避難地となる防災広場を整備し、あわせて飲料水兼用耐震性貯水
槽を設置する。

地域生活基盤施設　防災広場整備事業（基幹事業）
地域生活基盤施設　小坂城跡広場整備事業（基幹事業）
地域生活基盤施設　飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業（基幹事業）
事業活用調査　事業効果分析（提案事業）



交付対象事業等一覧表

（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
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 事業費

道路 改築 牛久市 直 ７２０ｍ Ｈ１９ Ｈ２３ Ｈ１９ Ｈ２３ 176 176 176 176

道路 改築 牛久市 直 ３６０ｍ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ２０ 29 29 29 29

道路 改築 牛久市 直 １９０ｍ Ｈ１９ Ｈ２２ Ｈ１９ Ｈ２２ 72 72 72 72

道路 改築 牛久市 直 １９０ｍ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２０ Ｈ２１ 28 28 28 28

道路 改築 牛久市 直 ３５０ｍ Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３ 45 45 45 45

道路 改築 牛久市 直 ２５０ｍ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 19 19 19 19

道路 改築 牛久市 直 ３３０ｍ Ｈ２０ Ｈ２２ Ｈ２０ Ｈ２２ 20 20 20 20

道路 改築 牛久市 直 ２５０ｍ Ｈ２２ Ｈ２２ Ｈ２２ Ｈ２２ 21 21 21 21

道路 改築 牛久市 直 ２２０ｍ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２３ 22 22 22 22

道路 改築 牛久市 直 ７０ｍ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 3 3 3 3

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 牛久市 直 － Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１９ Ｈ２０ 146 146 146 146

地域生活基盤施設 牛久市 直 － Ｈ２１ Ｈ２３ Ｈ２１ Ｈ２３ 121 121 121 121

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

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

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

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 702 702 702 702 …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 事業費
牛久市 直 Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ Ｈ２０ 13 13 13 13
牛久市 直 ７５ｍ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２３ 9 9 9 9

0

牛久市 直 － Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 2 2 2 2

－ 0

－ 0

－ 0

合計 24 24 24 24 …B
合計(A+B) 726

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
稲敷広域市町村圏事務組合 ○ Ｈ１９ Ｈ２０ 100

合計 100

市道2328号線 0

市道55号線 0

市道1821号線 0

うち民負担分
市道１４号線

297.7 国費率 0.41

直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

交付対象事業費 726

事業 事業箇所名

交付限度額

細項目
事業主体

0

市道５８号線 0

0

市道１９０２号線

0市道１５号線

市道２１５４・２２５７号線 0

0

市道５６号線 0

市道1992・2008・2122号線

－

防災広場、飲料水兼用耐震性貯水槽 0

小坂城跡広場 0

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

消防後方支援車設置 0
奥原排水整備事業 奥原町 0

事業活用調
査

事業効果分析 － 0

－

まちづくり活
動推進事業

－

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

牛久消防署東部出張所建設事業 久野町



都市再生整備計画の区域

牛久市東部地区（茨城県牛久市） 面積 1,167.6 ha 区域 桂町、井ノ岡町の全部、小坂町、正直町、久野町、島田町、奥原町の一部

国道４０８号 

主要地方道 美浦栄

主要地方道 竜ケ崎阿見

筑波南桂工業団地 

筑波南奥原工業団地 

牛久クリーンセンター 

うしくあみ斎場 


