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島名･福田坪地区 

■使用収益開始についてお知らせします

使用収益開始箇所
(令和２年４月１日～令和２年９月１日時点まで)
使用収益開始済箇所

　　　　　※使用収益開始箇所及び開始済箇所には整備済保留地を含む

　今年度の前半は，A 街区，B 街区，F 街区において，使用収益を開始いたしました。これ
により，当地区の宅地全体約 130ha の内，約 84ha( 約 65％) について，使用収益開始済
となっております ( 令和２年９月１日時点まで )。

※使用収益開始とは
　 「宅地の造成」や隣接する「道路」及び 「上・下水道，ガス
等の供給処理施設」 工事が完了し，換地先 ( 仮換地 ) の土地が
使えるようになることです。
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※土地の区画形質の変更（造成等）や建物の新築等を
行う場合には，土地区画整理法第76条の申請など
が必要です。

１）  評価員の選任について（諮問）

２）換地設計の一部変更について（諮問）

３）保留地の一部変更について（諮問）
４）仮換地指定について（諮問）

５）所有者の同意により換地を定めない宅地について（諮問）

６）換地を定めない宅地の使用収益停止について（諮問）
７）仮換地の軽微な変更について（報告）

第59回協議会 開 催 日：令和２年８月27日(木)
場      所：土浦土木事務所つくば支所
開 催 日：令和２年８月27日(木)
場      所：土浦土木事務所つくば支所

■審議会・協議会を開催しました

■使用収益開始についてお知らせします

第53回審議会 開 催 日：令和２年８月27日（木）
場      所：土浦土木事務所つくば支所
開 催 日：令和２年８月27日（木）
場      所：土浦土木事務所つくば支所

１）令和２年（2020 年）度事業予定について

２）事業計画（第７回変更）案について

３）協議難航箇所に関する経過報告について
※今回は，コロナ禍の状況を踏まえソーシ
ャルディスタンスに配慮し，審議会及び協
議会を開催させていただきました。

島名・福田坪地区の皆様には，日頃から土地区画整理事業に対してご理解とご協力を賜り，厚く御礼申し上げ
ます。本地区では，令和２年８月 27日（木）に審議会・協議会を開催し，諮問事項や今年度の工事箇所について，
ご報告させていただきました。
本号では，第 53 回審議会・第 59 回協議会の開催状況及び使用収益開始の状況についてお知らせいたします。

また「地区のまちづくりに関して改めて学ぼう」をテーマに，地区の道路に関する知識や住みよさランキングに
基づく指標からみた地区の魅力等についてご紹介いたします。
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　まちづくりの重要な役割を担っている道路ですが，みなさんはその道路についてどのくらい知っていますか？意外と知らな

い道路にまつわる豆知識を今回ご紹介します！

　普段何気なく通行している道路ですが，まちづくりの計画の中で住みやすく，生
活しやすい道路の計画が立てられています。地区内にはどのような道路があるの
か改めて見てみましょう。

～地区のまちづくりに関して改めて学ぼう～～地区のまちづくりに関して改めて学ぼう～

道路とまちづくり道路とまちづくり

 ～横断歩道の今と昔のデザインの違い～

普段何気なく通り過ぎている横断歩道。現在は，「シマシマ型」
ですが，1992年（平成４年）までは「はしご型」が採用されていま
した。では，なぜデザインの変更がされたのかご存知でしょうか。

▷「シマシマ型」に変更された理由としては，
　①水はけを良くするため      ②ドライバーからの視認性がいい
　③設置や補修が簡単             ④都市美観上の効果
　　以上の４点が挙げられます。このように横断歩道は，側線を
　なくすことでより安全で経済的に作られるになったのです。

1965年～1992年

「はしご型」 「シマシマ型」

1992年～

▷

新都市中央通り線

住宅地内道路

　コミュニティ道路とは，歩行者の通行を優先した自動車も通行できる生活道路です。
周辺の道路配置による自動車動線と歩行者動線等を配慮し，快適な歩行空間が確保
されるよう設計されています。歩行者専用道路と異なり自動車も通行可能ですが，歩
行者の安全性や快適性を重視し，自動車の走行速度を抑制する構造になっています。
地区内では，住宅地内と駅や学校，公園などが連絡するよう計画されコミュニティが
活性化するよう工夫されています。

コミュニティ道路（歩者共存道路）コミュニティ道路（歩者共存道路）

コミュニティ道路

歩行者専用道路

道路にまつわる

　幹線道路とは，道路網の骨格を形成する道路であり，主要都市間や近隣住区同士
を結び，多くの交通を処理するとともに災害時など緊急時の物流を支える大切な道
路です。歩車道の分離や歩道の植樹などを行ない，停車帯及び中央分離帯の必要性
を考慮するなどさまざまな事項を検討し，設計されています。地区内では，新都市中
央通り線や島名上河原崎線，谷田部萱丸線が交通の大動脈を担っています。

幹線道路幹線道路

　区画道路とは，住宅地へのアクセスを主目的とし，街区を形成する道路です。
土地利用計画との整合や通過交通の排除，歩行動線への配慮等を考慮するとと
もに，地区の特性に応じて配置，設計されています。地区内では住宅地内の道路
が該当します。

区画道路区画道路

　歩行者専用道路とは，歩行者による移動の安全性確保や歩行者の通行の利便性向
上を目的とした道路です。周辺の土地利用計画に応じ，交通の安全，快適な歩行空間，
市街地の景観等に留意し配置，設計されています。 地区内では，街区の形状を保ちつ
つ人の流れがスムーズに行なわれるよう公園の近隣や駅周辺，住宅地内において設
けられています。

歩行者専用道路歩行者専用道路

～センターライン（破線）の間隔の違い～

　クルマを運転すれば必ず目にする道路のセンターライン。そ
のセンターラインの長さはどれくらいかご存知でしょうか。

▷一般道路と高速道路で，長さは異なり
ます。
一般道路
　一般道路のセンターラインの白線の幅
は，20cmと決められています。長さは白
い実線部分が5ｍ，線と線の間の部分が5
ｍで，合計10ｍです。
高速道路

高速道路のセンターラインの幅は，一
般道と同じ20cmです。長さは白い実線部
分が8ｍ，線と線の間の部分が12ｍで，合
計20ｍです。

＜一般道路の場合＞

　車間距離を確認する際にぜひ意識してみてください。
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　地区内に交番があり，治安がよく，安心して生活でき
る環境が整っています。また，至るところに街灯が設置
してあるため，夜でも安心して歩くことができます。
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　地区内に交番があり，治安がよく，安心して生活でき
る環境が整っています。また，至るところに街灯が設置
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　地区内に交番があり，治安がよく，安心して生活でき
る環境が整っています。また，至るところに街灯が設置
してあるため，夜でも安心して歩くことができます。

東洋経済新報社から発表された「住みよさランキング2020」関

東編において，東京の都市が上位を独占するなか，つくば市が見

事第４位にランクインしました。

　「住みよさランキング」は，“住みよさ”を表す各種指標について

偏差値を算出して，その平均値を総合評価とし順位付けしたもの

です。評価算出指標は「安心度」「利便度」「快適度」
「富裕度」の４つから算出されています。

　今回は，この４つの指標からみた地区の魅力についてご紹介し

ます。

第  4 位第  4 位つくば市が 　　 にランクイン！！！つくば市が 　　 にランクイン！！！

 「住みよさランキング2020」関東編において 

安心度

利便度

快適度

　地区内の管理が行き届いた清潔感のある公園は，市民
の憩いの場として，また子どもたちが伸び伸びと遊べる
場として快適な環境となっています。
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富裕度

Ⓒ東洋経済オンライン　関東の住みよい街トップ10Ⓒ東洋経済オンライン　関東の住みよい街トップ10

　地区内はゆとりある住宅地が広がり，広々とした開放
的な環境となっています。また，地区計画によりまちづ
くりのルールが決められ，安全，安心，快適な住環境が
整備されています。
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　地区内はゆとりある住宅地が広がり，広々とした開放
的な環境となっています。また，地区計画によりまちづ
くりのルールが決められ，安全，安心，快適な住環境が
整備されています。

おわりにおわりに
人口減少社会の中で，地区内の人口は着実に増加しており，

今号の特集にて取り上げました「住みよさランキング 2020」
関東編においても，その成長を身近に感じることができます。
　今後も本地区の魅力をさらに高め，より住みよいまちとな
るように，整備を進めてまいりますので，引き続き皆様のご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　地区内に大小規模小売店があることで，日用品等必要
なものを近隣で買いそろえることができ，利便性の高い
充実した住環境が整備されています。
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充実した住環境が整備されています。
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　地区内に大小規模小売店があることで，日用品等必要
なものを近隣で買いそろえることができ，利便性の高い
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　地区内に大小規模小売店があることで，日用品等必要
なものを近隣で買いそろえることができ，利便性の高い
充実した住環境が整備されています。

ブロック内
順位

都市名（都道府県名） 偏差値

1 文京区（東京） 55.1404
2 武蔵野（東京） 55.1250
3 渋谷区（東京） 53.8405
4 つくば（茨城） 53.5872
5 新宿区（東京） 53.5689
6 立川（東京） 53.5280
7 台東区（東京） 53.5152
8 豊島区（東京） 53.2793
9 印西（千葉） 53.0912

10 羽村（東京） 53.0738
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凡　　例

工事完成済

一次造成工事完成済

令和２年度工事箇所
(一次・二次造成工事等)

N

動車道動車道

万博記念公園駅万博記念公園駅

※

造成工事とは？造成工事とは？

二次造成工事

道路舗装工事道路舗装工事

宅地や擁壁等の
整備工事
宅地や擁壁等の
整備工事

一次造成等を経て，宅盤整備や道路舗装
工事等を行い，宅地の仕上げを行います。
　※道路改良舗装工事・街区公園工事など

一次造成工事

土工 ( 粗造成 )土工 ( 粗造成 )

準備工 ( 伐採・除根等 )準備工 ( 伐採・除根等 )

　工事前の準備として，樹木等の伐採や除
根等を行います。土質試験を行い，特性を
踏まえ，宅地整備等のための，粗造成を行
います。
　※宅地造成工事など

　上記以外にも，水道・下水・ガス等の供
給処理整備等の工事も実施されています。

i-Construction とは？i-Construction とは？

　i-Construction(ｱｲ-ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ) とは，建設
工事において，様々な情報通信技術を活用
して測量・設計・施工・検査等を行うこ
とです。これにより，生産性や安全性の向
上が期待されます。
　本地区内でも，実際に E 街区で工事が
行われています。写真は UAV( ドローン )
を使って，測量をしている様子です。

■令和２年度 工事箇所について
令和２年度は，下図の箇所で工事等を予定しております。

　工事箇所周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが，ご協力を
よろしくお願いいたします。
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土浦土木つくば支所 検索
〒300-2658　茨城県つくば市島名2335 (諏訪C13街区７) ウィンズヒル２階（万博記念公園駅から徒歩１分）
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/urado/jigyo/index.html

【お問合せ】【お問合せ】 茨城県土浦土木事務所つくば支所 事業調整課
℡029-839-9988
茨城県土浦土木事務所つくば支所 事業調整課
℡029-839-9988

～施行者からのお知らせ～～施行者からのお知らせ～

土地区画整理事業の工事における各種注意事項土地区画整理事業の工事における各種注意事項

所有地の雑草除去所有地の雑草除去

住所や氏名，権利などの変更が生じた場合住所や氏名，権利などの変更が生じた場合

 廃棄物の不法投棄防止 廃棄物の不法投棄防止

宅内公共雨水ますの適正な維持管理宅内公共雨水ますの適正な維持管理

事業用地(店舗，事業所，共同住宅等)の分譲について事業用地(店舗，事業所，共同住宅等)の分譲について

個人向け宅地分譲について個人向け宅地分譲について
　茨城県では個人向け宅地分譲を行っております。戸建住宅を建設するため
の用地取得のご検討の際には，下記までお問合せください。
　【お問合せ先】  土浦土木事務所つくば支所土地販売推進課　電話：0120-298-379

　茨城県では事業用地の分譲を行っております。
　事業用地取得のご検討の際にはお気軽に下記までお問合せください。
　【お問合せ先】  土浦土木事務所つくば支所土地販売推進課　電話：029-839-9760

　宅地の浸水を防ぐ効果を維持させるため，時々，宅内公共雨水ますの蓋を開けて，土砂などが溜まって
いたら，取り除くようご協力をお願いいたします。

　景観や防犯，防塵等住環境の保全のため，所有地の適切な維持管理にご協力お願いいたします。 
　除草に関しましては，つくば市空き地除草条例に基づき，市で業者のあっせんも行いますので，下記ま
でお問い合わせください。なお，県有地の除草についても，順次行ってまいります。
　【お問合せ先】  つくば市役所　環境保全課　電話：029-883-1111（代）

所有地の地表，地中に廃棄物がある場合には，土地所有者の責任で処理をお願いいたします。
　また，廃棄物が存在する土地については，土地区画整理事業の土地評価に影響することもあります
ので，不法投棄防止にご理解・ご協力をお願いいたします。
　なお，廃棄物が確認された土地については，当該土地所有者の現場立ち会いを行うこととなりますの
で，あわせてご理解・ご協力をお願いいたします。

　住所や氏名，所有権などの変更が生じた場合は，土浦土木事務所つくば支所までご連絡ください。
今後重要な通知等をお届け出来なくなったり，換地上の支障が生じたりすることもありますので，必ずご

連絡下さいますようお願いいたします。

　土地区画整理事業に関わる工事を多くの箇所で実施しております。
　工事施工箇所及びその周辺は非常に危険ですので，決して立ち入らないようご協力をお願いいたし
ます。
　家屋建築及び土木建設など工事施工者の皆様におかれましては，工事現場周辺での環境への影響や
事故防止等の観点から，工事等に係る建設資材等の飛散や工具類の放置などの防止について，十分に
ご注意なされますようお願いいたします。
　また，当該工事等の施主様におかれましても，同様に注意を払われますようにお願いいたします。

○住所・氏名が変わったとき
○所有権等の権利が変わったとき
○土地区画整理法第76条申請のとき

【届出してください】
○土地を分筆しようとするとき

【事前にご相談ください】


