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平成２８年１月　　日

坂東IC周辺地区都市再生整備計画
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 坂東市

○目標１：地区全体としての魅力や活力、賑わいに繋がる新たな産業拠点の形成

○目標２：地区住民の誰もが安全に安心して暮らせる環境整備

1.地区内企業数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40社(H24)⇒50社(H29)

　

1.指標の定義：区域内の立地企業数 40 社 50 社

2.指標の定義：市民アンケート調査の小学校区別における身近な生活道路や公園・広場等の整備意に対する満足度

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

A1-1 道路 一般 坂東市 直接 730

A1-2 街路 一般 坂東市 直接 194

A1-3 道路 一般 坂東市 直接 235

A1-4 道路 一般 坂東市 直接 1,037

A1-5 道路 一般 坂東市 直接 11

A1-6 道路 一般 坂東市 直接 6

A1-7 道路 一般 坂東市 直接 52

A1-8 道路 一般 坂東市 直接 35

A1-9 道路 一般 坂東市 直接 34

A1-10 道路 一般 坂東市 直接 43

A1-11 道路 一般 坂東市 直接 54

A1-12 道路 一般 坂東市 直接 29

A1-13 道路 一般 坂東市 直接 60

A1-14 道路 一般 坂東市 直接 36

A1-15 道路 一般 坂東市 直接 22

A1-16 公園 一般 坂東市 直接 388

A1-17 公園 一般 坂東市 直接 53

A1-18 公園 一般 坂東市 直接 78

A1-19 公園 一般 坂東市 直接 89

A1-20 公園 一般 坂東市 直接 29

A1-21 公園 一般 坂東市 直接 149

A1-22 公園 一般 坂東市 直接 58

合計 3,422

Ａ2　提案事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

A2-1 坂東市 直接 228
A2-2 坂東市 直接 1,587
A2-3 坂東市 直接 12
A2-4 坂東市 直接 51
A2-5 坂東市 直接 2

合計 1,880

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計 0.0

A=0.97ha

A=0.40ha

坂東市

坂東市

坂東市

L=212.5m

L=225m

L=325m

L=462.5m

A=2.11ha

A=0.4ha

7号公園

L=5806m

L=543m

L=1100m

L=2700m

L=270m

L=25m

L=235m

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

5号公園

L=175m

L=375m

L=287.5m

L=125m

A=0.38ha

A=0.65ha

A=0.09ha

1号公園

2号公園

3号公園

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市七重東371号線

七重東556号線

七重東553号線

七重東553号線

七重東603･553号線

七重東602号線

坂東市

坂東市

市道猿1級4号線

市道岩1級10号線

市道岩1級10号線

市道岩1級3号線

区画道路5号線

外周道路2号線

七重東564号線

七重東561号線

半谷・冨田地区

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

ﾎﾟｲﾝﾄ-23.8ﾎﾟｲﾝﾄ-33.5

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

坂東市

全体事業費
（百万円）

（延長・面積等）

坂東市

坂東市

坂東市

要素となる事業名
事業実施期間（年度）

坂東市

坂東市

6号公園

番号
事業内容

市町村名事業者

備考
最終目標値中間目標値

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ

4号公園

全体事業費
（百万円）

社会資本総合整備計画（市街地整備）

定量的指標の現況値及び目標値

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

市町村名

Ｃ

計画の名称
交付対象

共生文化創造エリアの実現

計画の目標

当初現況値

5,302 百万円百万円 5,302 百万円
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

2.身近な生活道路や公園・広場等
の　　整備に対する満足度

0 百万円 0

　　計画の成果目標（定量的指標）

事業者

坂東市

坂東市

要素となる事業名

（事業箇所）

坂東市

0.0%
効果促進事業費の割合

交付対象事業

全体事業費

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）
坂東市 上水道施設の整備 L=3901m 坂東市

配水場の整備 A=0.6ha 坂東市
坂東市 消火栓の整備 20箇所 坂東市

-33.5ポイント(H18)⇒-23.8ポイント(H29)

坂東市 防火水槽の整備 40t　8基 坂東市
坂東市 地域づくりビジョンの策定 A=820ha 坂東市

坂東市



番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0.0

番号 備考

番号 事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

事業者
市町村名

港湾・地区名
要素となる事業名 全体事業費

（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果



（参考図面）市街地整備

計画の名称 坂東IC周辺地区都市再生整備計画

計画の期間 平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 坂東市交付対象



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成25年度以降の各年度の決算額を記載。

未契約繰越＋不用率が10％を超えてい
る場合その理由

年度途中で補
正予算の充当
があり、年度
内契約が困難
であったため

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 0.0% 0.0% 41.5%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0 288

翌年度繰越額
（f）

26 100 159 288

支払済額
（e）

182 55 114 248

前年度からの繰越額
（d）

0 26 100 159 288

交付額
（c=a+b）

208 129 173 536

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 0 0

配分額
（a）

208 129 173 536 854

H25 H26 H27 H28 H29



都市再生整備計画（第４回変更）

坂東
ば ん ど う

ＩＣ周辺
し ゅ う へ ん

地区
ち く

茨城県
い ば ら き け ん

 坂東
ば ん ど う

市
し

平成 26年12月19日



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 820 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標
共生文化創造エリアの実現

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

（社） Ｈ２４ Ｈ２９

（ポイント） Ｈ１８ Ｈ２９

地区内企業数 区域内の立地企業数 地区内の立地企業数による地区の活力の強化 40社 50社

身近な生活道路や公園・広場等
の整備に対する満足度

市民アンケート調査の小学校区別における身近な生活
道路や公園・広場等の整備に対する満足度

地区内の生活環境の向上 -33.5ポイント -23.8ポイント

　　　　○目標１：地区全体としての魅力や活力、賑わいに繋がる新たな産業拠点の形成
　　　　○目標２：地区住民の誰もが安全に安心して暮らせる環境整備

  本地区内の猿島地域市街地では、これまでにまちづくり交付金を活用し、市街地整備をはじめとする事業を実施してきたが、周辺地域における就業の場としての企業用地の不足や公共インフラ等の環境整備が遅れているため、地区
内の人口増加や活力・賑わいに繋がっていない。
　今回、広域交通網である首都圏中央連絡自動車（以後、圏央道）及び（仮称）坂東ICの整備を契機として、地区西側では工業団地造成事業（以後、半谷冨田地区工業団地）を予定しており、就業場所としての企業用地の整備を計画
している。

　本地区は広域交通網や新たな就業の場等の環境整備が遅れているため、地区全体における人口の減少や活力・賑わい等が停滞してきており、地区の発展や活力・賑わいに繋がる基盤や環境づくりを進めていく必要がある。
　地区内には狭あいな生活道路が多く残っており、子どもから高齢者まで誰もが身近なところで憩い・ふれあい・遊べるような公園等の施設なども少ない。今後、圏央道及び（仮称）坂東ＩＣや半谷・冨田地区工業団地の整備に伴う
地区内の交通量の増加等が地区住民の暮らしに与える影響を考慮し、地区内に住む誰もが安全に安心して暮らしていくことのできるまちづくりに向けた取り組みを住民と一体となって進めていく必要がある。

【まちづくりの課題】
　・就業場所としての産業拠点の整備
　・生活道路や公園等の基盤施設の整備による快適な生活環境の向上

【坂東市総合計画】・・平成19年度～平成28年度

　将来像：人と自然がおりなす　活力・安心・協働に満ちた坂東市
　　　　　　　　基本理念「発展・活力」・・・広域交通体系や地域資源を生かしたまちづくり
　　　　　　　　　　　　「安全・安心」・・・誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくり
　　　　　　　　　　　　「協働・共生」・・・人と人が協働し、人と自然が共生するまちづくり

　○戦略プロジェクト
　　〔活力・にぎわい創生プロジェクト〕
　　　・圏央道と新たな工業団地を含むＩＣ周辺整備を契機として、農業や工業を中心とする産業構造を総合的に強化しながら、恵まれた自然や田園環境等の資源を生かすことによって、交流人口の拡大を図り、市全体における
　　　　新たな活力・にぎわいの創生につなげていきます。
　　〔坂東っ子育成支援プロジェクト〕
　　　・坂東の歴史・文化を礎に、ふるさとの坂東に愛着を持ちながら、様々な分野で活動する人づくり、未来を託す確かな人づくりに向けた取り組みを実施していきます。
　　〔安全・安心・協働のまちづくりプロジェクト〕
　　　・地域生活を支える福祉や医療の充実、防災対策の強化を図るなど、安全・安心なまちづくりに向けた取り組みを実施するとともに、まちづくりに関する広報・広聴の充実や地域コミュニティ活動の充実を図るなど、協働の
　　　　まちづくりに向けた取り組みを実施していきます。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 茨城県 坂東
ばんどう

市
し

坂東
ばんどう

ＩＣ周辺
しゅうへん

地区
ちく

計画期間 交付期間 29



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

方針に合致する主要な事業

■整備方針１：地区全体として魅力や活力、賑わいに繋がる新たな産業拠点の形成

・圏央道の建設や（仮称）坂東ＩＣの設置、半谷・冨田地区の工業団地の整備による、地区への様々な面での効果を活かし、地
区の魅力の向上とともに、活力と魅力のある地区づくりを進める。
・これからの新しい地域づくりを進めていくための指針となる地域づくりビジョンの策定を、地区住民の参画・協働の基でビ
ジョンづくりを進める。

○道路（基幹事業）
　・新設道路の整備（半谷・冨田地区内道路用地費、調査設計費、道路築造費等）
　・市道猿１級４号線の整備
　・半谷・冨田地区外道路の整備（市道岩１級３号線、区画道路５号線、外周道路２号
線）
○公園（基幹事業）
　・近隣公園（１箇所）及び街区公園（６箇所）の整備
○地域創造支援事業（提案事業）
　・上水道施設の整備
　・消火栓の整備（22箇所）
　・防火水槽の整備（８箇所）
　・配水場の整備
○まちづくり活動推進事業（提案事業）
　・地域づくりビジョンの策定

■整備方針２：地区住民の誰もが安全に安心して暮らせる環境整備

・半谷・冨田地区に隣接する農村集落地区を中心として、地区内での安全で快適な暮らしに繋がる道路等の都市基盤施設の整備
を進める。

○道路（基幹事業）
　・市道猿１級４号線の整備
　・集落地内道路の整備（七重東371、553、556、561、564、602、603号線等）
　・半谷・冨田地区外道路の整備（市道岩１級３号線、区画道路５号線、外周道路２号
線）
○公園（基幹事業）
　・近隣公園（１箇所）及び街区公園（６箇所）の整備
○地域創造支援事業（提案事業）
　・防火水槽の整備（８箇所）



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 道路新設 坂東市 直 L=5806m H25 H28 H25 H28 730 730 730 730

道路改良 坂東市 直 L=543m H25 H29 H25 H29 194 194 194 194

道路新設 坂東市 直 L=1100m H27 H29 H27 H29 235 235 235 235

道路新設 坂東市 直 L=2700m H26 H29 H26 H29 1,037 1,037 1,037 1,037

道路改良 市道岩１級３号線 坂東市 直 L=270m H28 H28 H28 H28 11 11 11 11

道路新設 区画道路５号線 坂東市 直 L=25m H27 H28 H27 H28 6 6 6 6

道路改良 外周道路２号線 坂東市 直 L=235m H27 H28 H27 H28 52 52 52 52

道路改良 七重東564号線 坂東市 直 L=212.5m H25 H29 H25 H29 35 35 35 35

道路改良 七重東561号線 坂東市 直 L=225.0m H25 H29 H25 H29 34 34 34 34

道路改良 七重東371号線 坂東市 直 L=325.0m H25 H29 H25 H29 43 43 43 43

道路改良・新設 七重東556号線 坂東市 直 L=462.5m H25 H29 H25 H29 54 54 54 54

道路改良 七重東553号線 坂東市 直 L=175.0m H25 H29 H25 H29 29 29 29 29

道路改良 七重東553号線 坂東市 直 L=375.0m H25 H29 H25 H29 60 60 60 60

道路改良・新設 七重東603・553号線 坂東市 直 L=287.5m H25 H29 H25 H29 36 36 36 36

道路改良 七重東602号線 坂東市 直 L=125.0m H25 H29 H25 H29 22 22 22 22

公園 近隣公園 坂東市 直 A=2.11ha H25 H28 H25 H28 388 388 388 388

街区公園 坂東市 直 A=0.40ha H25 H28 H25 H28 53 53 53 53

街区公園 坂東市 直 A=0.38ha H25 H28 H25 H28 78 78 78 78

街区公園 坂東市 直 A=0.65ha H25 H28 H25 H28 89 89 89 89

街区公園 坂東市 直 A=0.09ha H25 H28 H25 H28 29 29 29 29

街区公園 坂東市 直 A=0.97ha H26 H29 H26 H29 149 149 149 149

街区公園 坂東市 直 A=0.40ha H26 H29 H26 H29 58 58 58 58

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

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 3,422 3,422 3,422 3,422 …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
坂東市 直 L=3901m H26 H28 H26 H28 228 228 228 228

坂東市 直 A=0.6ha H25 H27 H25 H27 1,587 1,587 1,587 1,587

坂東市 直 20箇所 H27 H28 H27 H28 12 12 12 12

坂東市 直 40ｔ　８基 H27 H28 H27 H28 51 51 51 51

坂東市 直 A=820ha H25 H25 H25 H25 2 2 2 2

合計 1,880 1,880 1,880 1,880 …B
合計(A+B) 5,302

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
坂東市 A=73ha ○ H25 H28

国土交通省 国土交通省 L=10.2km ○ H26

合計 0

合計 0

全体事業費

工業団地造成事業 半谷・冨田地区
首都圏中央連絡自動車道 茨城区間

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

まちづくり活
動推進事業

地域づくりビジョンの策定 （仮称）坂東ＩＣ周辺地区

半谷・冨田地区

防火水槽の整備 半谷・冨田地区

事業活用調
査

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

上水道施設の整備 半谷・冨田地区

配水場の整備 半谷・冨田地区

消火栓の整備

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

住宅市街地
総合整備
事業

５号公園

６号公園

７号公園

２号公園

３号公園

４号公園

１号公園

市道猿１級４号線

市道岩１級10号線

市道岩１級10号線

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

半谷・冨田地区

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 5,302 交付限度額 1,901 国費率 0.36





                      坂東ＩＣ周辺地区（茨城県坂東市） 整備方針概要図 

目標 

共生文化創造エリアの実現 
・地区全体して魅力や活力、賑わいに繋がる新たな産業拠点の形成 
・地区住民の誰もが安全に安心して暮らせる環境整備 

代表的 
な指標 

地区内企業数（社）    40社（２４年度） →    50社（２９年度） 

  -33.5（２４年度） →    -23.8（２９年度） 
身近な生活道路や公園・広場の整備に 
対する満足度（ポイント） 

配水場の整備 
地域創造支援事業（提案事業） 
事業主体 坂東市 
Ａ＝6,000㎡（半谷・冨田地区内） 

上水道施設の整備 
地域創造支援事業（提案事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝3,901ｍ（半谷・冨田地区内） 

消火栓の整備 
地域創造支援事業（提案事業） 
事業主体 坂東市 
20箇所（半谷・冨田地区内） 

防火水槽の整備 
地域創造支援事業（提案事業） 
事業主体 坂東市 
40ｔ・８基 

街区公園(7号)の整備 

公 園（基幹事業） 

事業主体 坂東市 
Ａ＝4,000㎡  

街区公園(6号)の整備 
公 園（基幹事業） 
事業主体 坂東市 

Ａ＝9,700㎡  

外周道路２号線(地区外) 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝235ｍ Ｗ＝6ｍ 

区画道路５号線(地区外) 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝25ｍ Ｗ＝12ｍ 

市道岩１級３号線(地区外) 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝120ｍ Ｗ＝3ｍ 

街区公園(5号)の整備 
公 園（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ａ＝900㎡  

街区公園(4号)の整備 
公 園（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ａ＝6,500㎡  

七重東564号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝212.5ｍ Ｗ＝6ｍ 

近隣公園(1号)の整備 
公 園（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ａ＝21,100㎡  

街区公園(3号)の整備 
公 園（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ａ＝3,800㎡  

街区公園(2号)の整備 
公 園（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ａ＝4,000㎡  

半谷・冨田区地内の道路整備 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝5,806m Ｗ＝6ｍ,12ｍ,16ｍ 

七重東602号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝125.0ｍ Ｗ＝6ｍ 

市道猿１級４号線の整備 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝547ｍ Ｗ＝16ｍ  

市道岩１級10号線の整備 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝1,100ｍ Ｗ＝14.5ｍ 

七重東561号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝225.0ｍ Ｗ＝6ｍ 

七重東371号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝325.0ｍ Ｗ＝6ｍ 

七重東556号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝462.5ｍ Ｗ＝6ｍ 

七重東553号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝175.0ｍ Ｗ＝6ｍ 

七重東553号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝375.0ｍ Ｗ＝6ｍ 

七重東603・553号線 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝287.5ｍ Ｗ＝6ｍ 

市道岩１級10号線の整備 
道 路（基幹事業） 
事業主体 坂東市 
Ｌ＝2,700ｍ Ｗ＝14.5ｍ 

地域づくりビジョンの策定 
まちづくり活動推進事業（提案事業） 
事業主体 坂東市 
（仮称）坂東ＩＣ周辺地区全体 

凡   例 
対象区域 

基幹事業 

提案事業 


