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　昭和30年4月に旧阿見町、朝日村、君原村、舟島村の一部が合併して現在の阿見町が誕生し、
平成27年には町村合併60周年という節目を迎えました。以来、町民と行政が一体となって町政を進
めてきたことにより、自然環境と都市機能が調和した町として着実な発展を遂げてきました。また、近
年では、平成21年大型商業施設の開業、平成22年予科練平和記念館の開館、首都圏中央連絡
自動車道（圏央道）の整備等により、今後も多数の企業進出や雇用の創出、観光交流の促進など多
くの効果が期待されます。
　人口減少社会と超少子高齢社会が進行するなか、阿見町は総合的かつ基本的な町政運営の方
針である第6次総合計画を推進するとともに、定住促進の取り組みや安全・安心を高めるまちづくりなど、
持続可能な地域社会づくりのさまざまな施策を実施しています。

人と自然と都市が調和する住みよ　　いまち　阿見

　阿見町は、首都東京と県都水戸の中間にあり、筑波
研究学園都市、成田国際空港に近接し、今後首都圏に
新たに展開する居住・生産両面にわたる諸機能の誘導
を図る地域として位置づけられています。こうした中で、
自然・風土・文化に支えられた地域社会を守り育ててい
くとともに、町民一人一人が積極的にまちづくりに参加し、
町民と行政が一体となって、将来の都市像「人と自然が
織りなす, 輝くまち」の実現に向けたまちづくりを推進して
います。

社会福祉・医療施設整備状況阿見町の概要
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教育・文化施設整備状況

― 都 市 宣 言 ―
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総 面 積●71.40㎢（湖面を除く面積：64.90㎢）
人　　　口●48,029人
　　　　　　（男/23,851人、女/24,178人）
　　　　　　　　　　　　（平成27年10月1日現在）
世 帯 数●19,155世帯
人 口 密 度●672.6人/㎢
産 業 構 造●第1次産業/3.8％
　　　　　　第2次産業/25.5％
　　　　　　第3次産業/67.7％
財政力指数●0.891（平成26年）

田
8,264
（11.6％）

畑
15,723
（22.0％）

宅地
11,242
（15.7％）

山林
11,276
（15.8％）

雑種地
12,653
（17.7％）

その他
11,050
（15.5％）

原野 1,192（1.7％）

（単位：千㎡）
（資料：茨城県市町村概況
 平成26年1月1日現在）

■非核平和宣言
■暴走族追放宣言
■飲酒運転追放ならびに
　　シートベルト・チャイルドシート着用促進
■青少年を覚せい剤等薬物乱用から守る街
■男女共同参画宣言都市

（平成22年国勢調査）
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人と自然と都市が調和する住みよ　いまち　阿見

一般会計 歳入・歳出の内訳（平成26年度決算）

人口・世帯数の推移 産業別人口

工業の推移商業の推移

歳入 156億644万5千円 歳出 149億1375万7千円

町税
74億2806万6千円
（47.6％）

町税
74億2806万6千円
（47.6％）

　　その他の財源
18億7990万5千円
（12.0％）

国庫支出金
19億3826万円（12.4％）

町　債
16億6350万円
（10.7％）

県支出金
9億6861万2千円
（6.2％）

地方交付税
8億1410万6千円
（5.2％）

地方消費税交付金
5億2092万9千円
（3.4％）

その他の財源
3億9306万7千円（2.5％）

民生費
45億6410万9千円
（30.6％）

民生費
45億6410万9千円
（30.6％）

総務費
22億5764万7千円
（15.1％）

総務費
22億5764万7千円
（15.1％）

　土木費
19億7878万9千円
（13.3％）

商工費
2億8227万8千円
（1.9％）
農林水産業費
3億7240万3千円
（2.5％）
消防費
7億4253万2千円
（5.0％）
衛生費
10億8836万7千円
（7.3％）
公債費
12億9220万9千円
（8.７％）

その他の歳出
3億2775万2千円
　（2.2％）

議会費
1億4736万5千円（1.0％）

自主財源
59.6％
自主財源
59.6％

依存財源
 40.4％
依存財源
 40.4％

教育費
18億6030万6千円（12.4％）

（資料：茨城県常住人口調査
　　　各年4月1日現在）

（資料：商業統計調査
　　　経済センサス-活動調査）

（資料：工業統計調査
　　　経済センサス-活動調査）

（資料：経済センサス-活動調査
　　　平成24年2月1日現在）

従業員数
18,096人
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砂利採取業 9

建設業 979

製造業
5,537
製造業
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熱供給・水道業 6

情報通信業 145
運輸業・郵便事業 943
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サービス業、
娯楽業 702

教育、学習
支援業 554 医療、福祉

2,040
医療、福祉
2,040

複合サービス
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予科練平和記念館開館5周年事業として製作された、零戦の実物大模型（アルミ製）です。二一型
とは太平洋戦争初期に投入されたもの。日・祝日に中庭に展示されています（平日は格納庫）。

予科練平和記念館に展示されている「零式艦上戦闘機二一型（零戦）」の実物大模型❻予科練平和記念館に展示されている「零式艦上戦闘機二一型（零戦）」の実物大模型❻
予科練平和記念館開館5周年事業として製作された、零戦の実物大模型（アルミ製）です。二一型
とは太平洋戦争初期に投入されたもの。日・祝日に中庭に展示されています（平日は格納庫）。

予科練平和記念館❻　所在地：阿見町廻戸5-1  月曜休館
東洋一の規模と言われた旧海軍航空隊霞ヶ浦飛行場のあった阿見町に設置
されていたのが予科練（搭乗員の育成機関）です。予科練平和記念館は訓
練生の日常や戦争の悲劇を紹介し、平和の大切さを伝える施設です。

あみプレミアム・アウトレット❽
所在地：阿見町よしわら4-1-1
圏央道阿見東I.Cに直結したアウトレット。広
大な敷地にアメリカ西海岸をイメージした店舗
が軒を連ねます。国内外の有名ファッションブ
ランド、スポーツブランド、生活雑貨、飲食
店などが並ぶ一大ショッピングエリアです。町内にあるゴルフ場❾10

クヌギやコナラなどの雑木林が広がり、
整備された遊歩道やバーベキュー施設
などもある「ふれあいの森」。その入口
にあるのが「スーペリアの森」です。アメ
リカのウィスコンシン州スーペリア市と
の姉妹都市締結を記念して北米原産の
サトウカエデが植樹されています。

総合運動公園11
所在地：阿見町吉原52-3

ふれあいの森内にあるスーぺリアの森❼
所在地：阿見町若栗2254-2

公園内には、陸上競技場、野球場（4面）、
テニスコート（6面）、フットサルコート
（2面）などのスポーツ施設が整備され
ています。また、ソメイヨシノや八重桜
が咲き誇る「桜の森」や、アスレチックや
遊具が設置された「冒険広場」もあり、
幅広い年代の人が楽しむことができます。



ふるさと
自慢
ふるさと
自慢

　温暖な気候と水資源豊富な肥沃な土地に恵まれ、阿見町は昔か
ら農業が盛んに行われてきました。茨城大学農学部の研究により日
本で初めて試験栽培されたヤーコンは、健康食材として注目されて
います。また、茨城県の銘柄推進産地指定をうけた大玉スイカとレ
ンコンや、阿見町の名を冠した『阿見グリーンメロン』は上品な甘さ
と香りが自慢の特産品です。これらの特産品を使った加工品も人気
があり、ご当地ゆるキャラも町内のイベントで活躍しています。

直売所
地元産の美味しくて安全・安心な農産物や加工品が購入できる直売所です。『まい・あみ・
マルシェ』は、特産野菜やお土産品など楽しさ・おいしさが集う観光物産イベントで、町外
にも出張しています。

JA茨城かすみ直売所
「愛菜園」12
TEL.029-887-8395

農事組合法人いばらき県南
「阿見産直センター直売所」13
TEL.029-843-4505

ファーマーズマーケット
「かすみの里」直売所14 
TEL.029-889-0881

まい・あみ・マルシェ

農産品

加工品

特産品キャラクター

メロン
（阿見グリーンメロン）

スイカ（紅大） たけのこ ヤーコン レンコン

予科練の街クッキー
（ヤーコン粉末入り）

やーこん
どれっしんぐ

草人形

ヤーコンブッセ（手前）
マドレーヌ（左奥）

阿見人カレー
（ヤーコン入り）

レンコンの花托をス
カートにみたて、自然
の草花で作られた人形

スイカのまいあみちゃん ヤーコンのこんちゃん 筍のほっぺちゃん 阿見グリーンメロンのあみろん



大学

工業団地

道の駅構想22
　首都圏中央連絡自動車道（圏央道）などの道路網の整備や、霞ケ浦・予科練
平和記念館などの観光資源、あみプレミアム・アウトレットなど大型商業施設の
進出により、多くの人が阿見町を訪れるようになりました。そこで、その集客力
を活かすとともに、地産地消を推進し活力とにぎわいの産業づくりを目指して、
特産物や地元農産物を販売する「道の駅」の計画を推進しています。
　阿見町では、交通量、近隣の人口、商圏などから、追原地区（写真）が適し
ていると判断し、平成32年のオープンを目指して整備を進めていく予定です。

国立大学法人茨城大学 農学部19
所在地：阿見町中央3-21-1
地域の要望により戦後設立された旧
制霞ヶ浦農科大学を前身とする国立
大学法人。自然や生命・環境分野な
どを学ぶ、生物生産科学科、資源生
物科学科、地域環境科学科があります。

茨城県立医療大学20
所在地：阿見町阿見4669-2
1995年に開学した県立大学。保健・
医療・福祉の分野を支える、看護職、
理学療法士、作業療法士、診療放射
線技師などの医療専門スタッフを育成
しています。

東京医科大学茨城医療センター21
所在地：阿見町中央3-20-1
学校法人東京医科大学の付属病院で
す。地域に密着した医療で、「がん」、
「総合救急」、「高齢者・機能障害者」、
「小児・周産期」などのニーズにも応
えています。

福田工業団地16
所在地：阿見町福田・吉原
面　積：114.6ヘクタール
交　通：首都圏中央連絡自動車道・
　　　　阿見東I.C.から西へ約２km

筑波南第一工業団地
（香澄の里工業団地）17
所在地：阿見町香澄の里
面　積：62.3ヘクタール
交　通：首都圏中央連絡自動車道・
　　　　阿見東I.C.から北へ約３km

阿見東部工業団地18
所在地：阿見町星の里
面　積：64.7ヘクタール
交　通：首都圏中央連絡自動車道・
　　　　阿見東I.C.から北へ約２km

都心からのアクセスの良さやさまざまな優遇策により、町内に
ある3つの工業団地には優良企業が多数進出しています。

健康・福祉・環境・産業・交通・防犯などの事業をPR
するイベントです。体験や試食、バザー、展示など、町
や関連団体の多くのテントが並びます。

さわやかフェアと同じ会場で同時に開催され、模擬店や
芸能ショーなどでにぎわう商工会主催のイベント。県立医
療大の創療祭とも同時に開催されています。

さ
わ
や
か
フ
ェ
ア
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あ
み
商
工
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り
15



大栄JCT大栄JCT

首都圏中央連絡自動車道首都圏中央連絡自動車道

町ホームページを
ご活用ください！

町の木●サクラ 町の鳥●ウグイス町の花●キク

町 民 憲 章
（昭和60年11月1日制定）

発行 平成28年4月
阿見町町長公室情報広報課
茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号
TEL.029-888-1111（代）

わたくしたちは、阿見町民で
あることに誇りと責任をもち、
健康で、やすらぎと活力のあ
る、住みよい町づくりをめざし
て、この町民憲章を定めます。

1．自然を愛し、水と緑の美しい町をつくりましょう

1．知性と教養を高め、文化の香り高い町をつくりましょう

1．働くことに喜びをもち、豊かな町をつくりましょう　

1．自らきまりを守り、力をあわせ、明るい町をつくりましょう　

1．思いやりと感謝の心で、あたたかい町をつくりましょう

阿見町のさまざまな情報は、
パソコン・スマートフォン・タ
ブレット等から町ホームペー
ジでご確認いただけます。

鉄道の場合：上野駅からJR常磐線土浦駅まで約60分、
荒川沖駅まで約50分。
バス・タクシー利用の場合：土浦駅西口から関東鉄道
バス「阿見町中央公民館」行きで「阿見町役場前」下車約
20分、または荒川沖駅からはタクシー利用で約20分。
自家用車利用の場合：常磐自動車道・桜土浦IC、圏央道・
牛久阿見IC、阿見東ICから約15分。

http://www.town.ami.lg.jp/

  

阿
見
町
役
場
ま
で

交
通
案
内






