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序．計画の目的と役割 

１．関連する法制度及び上位・関連計画など 

２．地勢・沿革など 

３．都市整備の状況 

４．町民意向の把握 

５．都市整備の課題 
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図：阿見町都市計画マスタープラン 

(平成 8年度) 

 地域別構想における地域区分 

序 計画の目的と役割 

（１）都市計画マスタープラン策定の背景 

１）阿見町を取り巻く広域的な動向 

阿見町が位置する茨城県県南地域は、筑波研究学園都市の大規模な開発に続き、首都圏の

居住機能の受け皿としての役割も担うなど、県南地域でも最も都市化が急速に進展した地域

です。バブル経済崩壊後においては、県南地域全体での都市化は鈍化したものの、阿見町の

周辺においては、土浦・つくば・牛久業務核都市※1 の一翼を担うひたち野うしくのニュー

タウンのまちびらき、つくばエクスプレスの開業、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の一

部区間開通など、広域的なプロジェクトが次々と実現しています。 

 

 

 

 

 

 

２）阿見町都市計画マスタープランについて 

阿見町都市計画マスタープランは、平成 8年度（平成 9年 3月）に 20 年後の阿見町の

将来都市像を展望して「地域の個性が息づき、自然の中に、職・住・遊・学が織り成す 田

園都市：あみ」を将来都市像として策定されました。 

計画策定にあたっては、住民意向調査や地域別懇

談会、まちづくり探検隊の開催など、様々な町民参

加を取り入れるとともに、素案の公表と意見聴取（パ

ブリックコメント）、計画の公表など、町民の意見を

反映した計画づくりに取り組んだことも特徴です。 

以来、本町では、この都市計画マスタープランに

基づきまちづくり（都市計画）を推進してきました。 

また、本計画は、全体構想と地域別構想（中央地

域のみ策定）の２層構造となっており、阿見町にお

ける都市計画、都市整備の総合的指針としての役割

を担ってきました。 

 
※1 業務核都市：多極分散型国土形成促進法に基づく都市の区域をいう。東京都区部における人口及び行政、経済、文化などに関する機能

の過度の集中を是正し、これらの機能の東京圏における適正な配置を図るため、東京圏における東京都区部以外の地域においてその周

辺の相当程度広範囲の地域の中核となるべき都市の区域として、国が指定する区域のことを指す。  

◆阿見東インターチェンジ 

◆ひたち野うしく駅 

◆つくばエクスプレス 
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図：阿見町都市計画マスタープラン(平成 8年度)土地利用ゾーニング図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：阿見町都市計画マスタープラン(平成 8年度)より 

３）計画期間のまちづくりについて 

前計画策定後 20 年の間に、広域的には圏央道の一部開通と町内 2 箇所のインターチェ

ンジの開設、東部工業団地の造成と企業進出、阿見吉原土地区画整理事業地（いぶきの丘阿

見東）内のアウトレットモールの開業、町内では中郷地区、鈴木地区、岡崎地区、本郷第一

地区（オルティエ本郷）の土地区画整理事業が順調に進みました。緑の保全と創出において

は、町民の森の整備、土地区画整理地区内を中心に街区公園などの整備が進み、また、景観

形成においては、美しいまちなみの形成を目指し、景観形成道路の指定をはじめ、様々なソ

フト面での施策が推進されました。 

 

 

 

 

  

◆オルティエ本郷 

（本郷第一地区土地区画整理事業） 

◆いぶきの丘阿見東 

（阿見吉原地区土地区画整理事業） 

図：岡崎地区土地区画整理事業 
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４）阿見町を取り巻く時代潮流と直面する課題について 

前計画策定後 20年の間に、社会構造の変化、東日本大震災等、本町を取り巻く環境は様々

な分野で大きく変化しています。前計画の改定にあたっては、これらの本町を取り巻く社会

情勢の変化を踏まえ、これまでの都市計画・都市整備の成果の検証に基づく課題の解決を図

っていくことが求められています。 

①移り変わる外部との関係  

外部との関係では、グローバリゼーションや情報通信技術（ＩＣＴ）、交通ネットワーク

が進展し、世界経済の動向が地域社会にも影響を及ぼす状況にあり、また世界規模での環境

問題に対する国際的な取組や周辺自治体との連携による安全・安心への取組が不可欠となっ

てきています。 
 

 ●圏央道などの広域的なポテンシャルを背景に首都圏の動向などを意識した都市づく

りを推進する必要があります。 

 ●環境負荷の少ない低炭素まちづくりへの取組が求められており、都市構造や公共交

通のあり方、緑の保全活用など、都市計画・都市整備の推進にあたって、様々な見

直しを図っていく必要があります。 

 

②移り変わる人・暮らし 

人と暮らしの視点からは、少子高齢化や人口減少の進展により、経済、地域の活力の低下

が懸念されています。また、社会経済の変化に伴い雇用形態が多様化し、正規・非正規労働

者間の所得格差などが課題となる一方で、働き方、余暇の過ごし方、結婚観・家族観など価

値観の多様化もみられます。 
 

 ●学校再編など公共施設の再配置計画や、市街地への都市機能の集積が進むなかで縮

減傾向にある集落地の維持・活性化など、人口減少に対応した都市づくりが求めら

れています。 

 ●まちなか居住や田園居住など多様なライフスタイルに対応したまちづくりを推進す

る必要があります。 

 

③移り変わる地域社会（地方自治） 

地域社会の様相に目を転じると、「地方分権・地域主権型社会」への移行が進み、地域の

ことは地域に住む住民が責任をもつことを目指した取組や、「新しい公共」※2の考え方が定

着しつつあります。 
 

 ●「協働のまちづくり」の理念に基づき、行政と地域が連携して「防災まちづくり」

や「居住環境づくり」などの取組を促進する必要があります。 

 
※2 新しい公共：多様な担い手が協力して医療・福祉・まちづくり、環境、文化などの公共的な分野で行う仕組み、体制などをいう。 
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表：阿見町第６次総合計画 重点施策 

５）阿見町第６次総合計画におけるまちづくりの方向性 

阿見町第６次総合計画（平成 26 年 3 月、以下「第６次総合計画」という）では、市街

地における良好な住環境や産業基盤の形成など職住のバランスに配慮した土地利用を進め

ることに加え、既存集落の維持・活性化に資する土地利用の展開、緑地や農地の保全・活用

を図るなど、今ある地域資源を活かしながら、町の質を高めることにつながる土地利用を進

めていくことにより、より良い阿見町を次世代に継承していくことを目指しています。 

本計画の策定にあたっては、第 6 次総合計画に示される「グランドデザイン」、「重点施

策」の実現を目指した都市計画の総合的な指針としての計画づくりが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：阿見町第６次総合計画より 
 

  

重点施策 政策課題 施策目標 成果指標 
（モニタリングする数値） 

定住促進を図

ります 

●人口増加から人口減少へ 

●特に若年層割合が減少する

年齢別人口構成 

●地域活力の維持・向上 

・優良な教育機会と就業

機会の提供、更には町

の PR に努めること

により、特に若年層の

定住促進につなげる。 

○町に常住する就業者数 

○町に常住する就学者数 

○人口総数  など 

安心の実感を

高めます 

●安心に対する関心の高まり 

●安心の確保に対するニーズ

の高まり 

●不測の事態に備えた準備 

・安心に寄与する体制づ

くりとともに、情報の

適切な提供と共有、日

ごろからの近所づきあ

いを通じて、町民が安

心を実感できることを

目指す。 

○町民意識調査による達

成度の相対的向上 

  

図：阿見町第６次総合計画 

都市のグランドデザイン 
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（２）都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランとは、長期的な視点にたった都市の将来像を明確にし、その将来

像の実現に向けての取組の方向を明らかにするものです。 

社会構造の変化や自然災害リスクが高まるなか、より安全で快適かつ豊かで住みやすいま

ち、そして将来的に持続可能で活力ある地域づくりを推進するために、様々な都市整備の課

題を踏まえ、土地利用の総合的な方針、市街地の整備方針や道路・公園・下水道などの都市

施設の整備方針など、計画的なまちづくりの方策を示します。 

 

（３）都市計画マスタープランの位置づけ 

阿見町都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に規定される「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」として位置づけられるものです。 

本計画は、「土浦・阿見都市計画区域マスタープラン」、「阿見町第６次総合計画」を上位

計画として整合を図るとともに、その他の関連する分野別計画との連携を図るものとします。 

また、本計画は、「全体構想編」「地域別構想編」「重点プロジェクト編」「実現化方策編」

で構成されます。 

  

図：阿見町都市計画マスタープランの位置づけ 
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（４）計画策定の基本的な考え方 

本計画においては、以下に示す基本的な考え方にたち、策定作業を進めました。 

１）計画策定における基本的な考え方 

●まちづくりの総合的な指針としての役割を明確にします。 

●持続可能なまちの発展を目指した都市政策を位置づけます。 

●町を取り巻く社会・地域の実状に即した課題を的確に捉え計画に反映します。 

●具体的な整備方針を盛り込むことにより、実効性の高い計画づくりを目指します。 

●第６次総合計画の重点施策を踏まえ、将来を展望した重点プロジェクトを位置づけま

す。 

●町の豊かな自然環境や歴史・文化を守り、環境にやさしい、魅力あるまちづくりを目

指します。 

 

2）策定プロセスの基本的考え方 

●庁内関係各課との連携、関連する計画との整合に基づく計画づくりを目指します。 

●前計画の施策・事業・プロジェクトの検証に基づく計画づくりを目指します。 

●「協働のまちづくり」の理念に基づき、住民参加を効果的に取り入れます。 

 

（５）計画の構成及び目標年次 

本計画の目標年次は、長期的なビジョンの実現を目指す全体構想については 20 年間、地

域ごとの具体的な整備方針を示す地域別構想については 10 箇年（前期計画・後期計画）を

基本とします。 

ただし、地域別構想については、平成 30年度～平成 32年度にかけて、広域的なプロジ

ェクト（荒川本郷地区、阿見吉原地区など）の進捗・終了が見込まれており、部分的に見直

す必要があることから、策定後５年（平成 32 年度）を目途に、必要に応じ「部分見直し」

を図ります。（その場合の計画期間は５箇年とします。） 

 

図：本計画の見直しの考え方 
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（６）策定体制 

本計画は、平成 26年度～27 年度の２箇年にかけて、以下のような策定体制で作業に取

り組みました。検討にあたっては、町民参加による策定を基本としました。 

 

図：都市計画マスタープラン策定体制 
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１ 関連する法制度及び上位・関連計画など 

前計画策定後 20年の間に、都市を取り巻く環境は大きく変化してきました。都市計画の

分野においても、少子高齢化や環境問題などの社会問題に対応した、持続可能な都市を形成

していくために、国を挙げて様々な法制度の整備や取組が進められています。 

前計画の改定にあたっては、これら本町を取り巻く社会情勢の変化を的確に捉え、これま

での都市計画・都市整備の成果の検証に基づく課題の解決を図っていくことが求められてい

ます。 

（１）国の法・制度 

１）国土形成計画（平成 27年 8月）、首都圏広域地方計画（改定中） 

国土形成計画は、「国土のグランドデザイン 2050」（平成 26 年７月）等を踏まえて、

急激な人口減少、巨大災害の切迫等、国土に係る状況の大きな変化に対応するため、平成

27 年から概ね 10年間の国土づくりの方向性が定められました。 

国土の基本構想として、それぞれの地域が個性を磨き、異なる個性をもつ各地域が連携す

ることにより新たに循環の創出を促す「対流促進型国土」の形成を図り、この実現のための

国土構造として「コンパクト＋ネットワーク」の形成を進めるものです。 

また、首都圏広域地方計画（平成 28 年 3 月現在、改定作業中）は、国土形成計画の

もと、首都圏（茨城県含む１都７県の区域を一体とした区域）における自立的発展に向け、

概ね１０年間の地域のグランドデザインを定めるものです。 

２）都市の低炭素化の促進に関する法律 （平成 24年 4月） 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」は、まちづくりに地球環境にやさしい暮らし方や

少子高齢社会における暮らしなどの新しい視点を持ち込み、住民や民間事業者と一体となっ

て、コンパクトなまちづくりに取り組むための第一歩として制定されました。同法に基づき、

「低炭素まちづくり計画（エコまち計画）」の策定が全国で始まっています。 

 

図：低炭素まちづくりのイメージ 

都心部を含め、すでに一定の都市機能が集積している地区を拠点とし、その周辺に居住などを集約していく。各拠点間は、

公共交通で接続する。 

 

 

 

 

 

 

出典：「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素まちづくり計画概要パンフレットより 
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３）都市再生特別措置法の一部を改正する法律 （平成 26年 2月） 

人口の急激な減少と高齢化を背景に持続可能な都市経営が大きな課題となるなか、福祉や

交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』

の考えで進めていくことが重要となってきたことから、行政と住民や民間事業者が一体とな

って、コンパクトなまちづくりに取り組むため、都市再生特別措置法が改正され、新たに立

地適正化計画制度が創設されました。 

 

４）健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン（平成 26年 8月） 

超高齢化社会に対応するため、「地域包括ケアシステム」※3の構築とまちづくりとの連携

などにより、地域全体で生活を支えることのできる社会が求められています。都市政策の取

組にあたっては、健康・医療・福祉の視点から必要な事業や施策へと大きく舵を切っていく

ことが必要となることから、「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン（国土交

通省都市局：まちづくり推進課・都市計画課・街路交通施設課）」が策定されました。 

首長を中心に、都市部局と福祉部局が連携し、「現状」「将来」の把握及び「見える化」を

図り、健康習慣、活動の活性化、日常生活圏域の都市機能の確保、歩行空間の形成、公共交

通の整備などの５つの取組を推進するというものです。整備にあたっては、都市の分析・評

価を行い、パッケージによる取組を推進するものです。 

 

図：見える化のイメージ 図：パッケージの取組イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドラインより 

 

 

 

 

 

 
※3 地域包括ケアシステム：地域の実状に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。  

①健康意識・運動習慣 

②コミュニティ活動の活性化 

③都市機能の計画的確保 

④歩行空間 

⑤公共交通利用環境 
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（２）茨城県の計画 

１）茨城県都市計画マスタープラン(平成 21年 12月) 

茨城県都市計画マスタープランは、県全体の望ましい将来像やその実現に向けた都市計画

の基本方針を示すものです。 

都市づくりの基本理念として『次世代を育み、未来につなぐ「人が輝き、住みよい、活力

ある」都市
ま ち

』を掲げ、以下の３つの将来都市像を掲げています。 

 ●誰もが輝き、誇りをもつことのできる都市
ま ち

 

 ●機能を分担しあい、安心して暮らせる都市
ま ち

 

 ●活力が未来へつながる都市
ま ち

 

 

阿見町が位置する県南ゾーンの基本方針は次の通りです。 

 ●東京圏と交流する都市圏の形成 

 ●つくばの科学技術、成田国際空港や圏央道を活かした産業・研究拠点の形成と、豊

富な資源の活用による農業の振興 

 ●筑波山や霞ヶ浦の自然環境を活かした多様な交流空間の形成 

 

図：県南地域の将来都市構造 

 

出典：茨城県都市計画マスタープランより  
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２）茨城県都市計画マスタープラン「震災対策編」(平成 24年 10月) 

東日本大震災を踏まえ、巨大地震や津波災害などにも対応した震災に強い安全・安心な都

市づくりを実現するため、茨城県都市計画マスタープランに加え、追加策定されたものです。 

茨城県都市計画マスタープランの将来都市像を実現するために、「震災づくりに強い都市
ま ち

づくりの方針」として以下の５つを掲げています。 

 ●生命を守るための減災対策や機能強化 

 ●都市機能を維持する代替性・補完性の確保 

 ●震災時の生活維持を支えるコンパクトな都市
ま ち

づくりや地域防災力の向上 

 ●防災性の向上による安全・安心の都市
ま ち

づくり 

 ●産業の振興や地域の活性化のための復旧・復興都市
ま ち

づくり 

 

阿見町が位置する県南ゾーンの基本方針は次の通りです。 

 ●東京圏を含めた周辺地域とも連携した広域的な防災・減災体制の強化 

 ●世界最先端の科学技術や高次な都市機能を守る、安全で持続性に優れた都市圏の形

成 

 ●つくばの科学技術や圏央道などを活用した産業振興と、筑波山などの自然環境を活

かした観光交流空間の形成 
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３）土浦・阿見都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)（平成 28年） 

都市計画区域マスタープランは、市町村界を超える広域的な観点から、都市計画の目標や

区域区分※4 の決定の有無、主要な都市計画の決定方針を定めています。本町の方針は土浦

市、かすみがうら市とともに、土浦・阿見都市計画区域マスタープランに示されています。 

本町の位置づけは「業務核都市として、商業・業務・文化などの機能の一層の整備を図る

とともに、霞ヶ浦など優れた自然環境・景観を保全し、潤いのある居住環境の整備を図り、

一体的な発展を目指す」としています。 

 

図：土浦・阿見都市計画区域マスタープラン－新附図案 

 

出典：土浦・阿見都市計画区域マスタープランより 

 
※4 区域区分：都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため定める区分を指す。通称「線引き」ともいい、

線の内側は「市街化区域」、線の外側は「市街化調整区域」と呼ぶ。  
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２ 地勢・沿革など 

（１）位置 

本町は県南の中核都市である土浦市、牛久市及びつくば市に近接し、北側は霞ヶ浦に面し

ています。首都東京の 60km 圏内、水戸市へ北に 50km、つくば市へ西に 10km、成田国

際空港へ東南に 30km に位置し、これらの都市とは常磐自動車道や圏央道で結ばれていま

す。 
 

（２）地勢 

本町は、筑波山につらなる稲敷台地の先端部に位置し、総面積は約 71k ㎡、平均海抜は

標高 21m と概ね平坦な地形です。しかし、谷津が台地部に複雑に入り組んでいるため、地

形条件から台地部を中心に市街地が形成されてきました。 

東側の霞ヶ浦に接する湖畔沿いは沖積層の低湿地、中央から西部・南部にかけては関東ロ

ーム層の稲敷台地（主に畑、山林）で構成されています。 
 

（３）沿革 

本町は、霞ヶ浦などの自然に恵まれ、古代より人の営みがありました。その形跡を残す遺

跡や貝塚が乙戸川などの河川流域に点在しています。江戸時代、干拓後には沿岸低地の水田

化が行われ、明治時代に入ると全国的に知られるレンコンが栽培されるようになりました。 

大正時代末期に霞ヶ浦海軍航空隊が設置されて以来、昭和 14 年に海軍飛行予科練習部

（予科練）、同 15 年に土浦海軍航空隊が設置され、海軍のまちとして知られるようになり

ました。 

戦後海軍航空隊跡地は、自衛隊用地をはじめ、茨城大学農学部、園芸試験場（県立医療大

学）、東京医科大病院、役場などの公共用地、また、企業用地として大規模な土地利用がな

され、本町の中心地区を形成することとなりました。 

現在の阿見町は、昭和 30 年 4 月に旧阿見町、朝日村、君原村、舟島村が合併して誕生

し、当時の人口は 22,852 人でした。 

合併を契機に我が国の高度経済成長に歩調をあわせ、町内への積極的な企業誘致政策が行

われ、昭和 37 年に低開発地域工業開発地区に、昭和 38年に首都圏整備開発区域に土浦市

とともに指定されました。その後、昭和 44 年の新都市計画法の制定に基づき、調和のとれ

た町とするため、昭和 46 年に市街化区域及び市街化調整区域を決定しました。 

その後、昭和 47年には筑見団地や阿見台団地が完成するなど、次々と住宅団地の開発が

進み、工業団地についても、福田工業団地（昭和 56 年）、筑波南第一工業団地（昭和 60

年）、阿見東部工業団地（平成 15年）が完成し、町の産業を支えています。 

また圏央道の一部開通と町内 2 箇所のインターチェンジの開設により、町内における企

業立地ニーズは今後ますます高まることが予想されます。 
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３ 都市整備の状況 

（１）人口 

１）人口・世帯の推移 

町内の人口は、平成 27年 10 月 1 日現在で 48,029 人です。平成 7 年までは、増加率

8～12％で推移していましたが、それ以降はほぼ横ばいとなっています。一方、世帯数は

増加し続けており、平成 27 年 10 月 1 日現在で 19,155 世帯となっています。人口減の

経過と併せてみると、一世帯当たりの世帯員数は、減少傾向にあります。 

 

 

２）年齢別人口の推移 

年齢３区分別に人口割合の推移をみると、近年、老年人口（65歳以上）の比率が高まり、

平成 26 年には 24.4％と 2 割を超えています。一方、年少人口（0～14 歳）割合は減少

の一途をたどり、平成 26 年は 13.2％になっています。生産年齢人口（15歳～64歳）割

合は、平成 7 年の 70.5%をピークとして微減傾向にあり、平成 26 年では 62.4％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※5：平成 22 年度国勢調査をもとに毎月の住民基本台帳人口の増減を加減して算出した人口をいう。  
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出典：国勢調査より（各年 10月現在） 

（平成 27年のみ常住人口調査※5より） 
 

 

出典：国勢調査より（各年 10月現在） 

（平成 26年のみ常住人口調査より） 
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３）地域別人口の推移 

平成 8 年と平成 27 年の人口分布を町名単位で比較すると、ほとんどの地域で人口減少

がみられるものの、南平台、旧荒川沖（住吉、うずら野、本郷の一部）、荒川本郷では際立

って増えており、結果として町全体の人口は増加しています。 

人口増減の傾向には、都市部・集落部で違いがみられます。都市部では、古くから人の住

む地域を中心に減少が目立ちますが（特に「中央」）、新たに市街化が進んだ地域（特に「荒

川本郷」）では大幅に増加しています。一方、集落部は軒並み減少し、人口が 500 人を下

回る地域が拡大している状況です。 

 

表：地域別人口増減率（平成 8年 4月 1日～平成 27年 4月 1日） 

  

出典：住民基本台帳より（各年 4月現在） 

町名 人口 町名 増減数(人） 変化率（百分率）
阿見 6,657→
岡崎一丁目 761→
岡崎二丁目 1,173→
岡崎三丁目 276→
中郷二丁目 741→
中郷三丁目 0→
西郷三丁目 306→

青宿 1,557 青宿 ▲ 397 ▲ 25.5
廻戸 527 廻戸 ▲ 53 ▲ 10.1
大室 1,079 大室 ▲ 182 ▲ 16.9
曙 2,041 曙 ▲ 427 ▲ 20.9
若栗 2,606 若栗 88 3.4
鈴木 1,150 鈴木 348 30.3
中央一丁目 730 中央一丁目 ▲ 178 ▲ 24.4
中央二丁目 1,114 中央二丁目 ▲ 106 ▲ 9.5
中央三丁目 662 中央三丁目 ▲ 287 ▲ 43.4
中央四丁目 398 中央四丁目 82 20.6
中央五丁目 1,380 中央五丁目 ▲ 178 ▲ 12.9
中央六丁目 973 中央六丁目 ▲ 22 ▲ 2.3
中央七丁目 1,002 中央七丁目 ▲ 46 ▲ 4.6
中央八丁目 108 中央八丁目 ▲ 42 ▲ 38.9

荒川沖 0→
住吉一丁目 606→
住吉二丁目 467→
うずら野一丁目 1,381→
うずら野二丁目 1,501→
うずら野四丁目 1,160→
荒川本郷 3,156→
うずら野三丁目 1,837→
本郷一丁目 1,510→
本郷二丁目 427→
本郷三丁目 584→

実穀 2,211 実穀 ▲ 315 ▲ 14.2
上長 704 上長 ▲ 79 ▲ 11.2
小池 608 小池 ▲ 96 ▲ 15.8

吉原 1,156→
よしわら一丁目 2→
よしわら二丁目 41→
よしわら三丁目 5→
よしわら四丁目 8→

福田 581 福田 ▲ 102 ▲ 17.6
君島 386 君島 ▲ 54 ▲ 14.0
石川 179 石川 ▲ 43 ▲ 24.0
塙 232 塙 ▲ 62 ▲ 26.7
上条 315 上条 ▲ 74 ▲ 23.5
追原 457 追原 ▲ 89 ▲ 19.5
大形 501 大形 ▲ 119 ▲ 23.8
飯倉 513 飯倉 ▲ 127 ▲ 24.8
香澄の里 0 香澄の里 0 0.0
星の里 0 星の里 0 0.0
竹来 337 竹来 ▲ 52 ▲ 15.4
掛馬 435 掛馬 ▲ 91 ▲ 20.9
島津 1,154 島津 ▲ 223 ▲ 19.3
南平台一丁目 166 南平台一丁目 722 434.9
南平台二丁目 537 南平台二丁目 76 14.2
南平台三丁目 16 南平台三丁目 1,238 7737.5
舟子 0 舟子 0 0.0
計 45,285 計 2,239 4.9

0

平成８年度 平成27年度 平成8～27年度の人口変化
人口（旧町名は合計値を算出）

阿見 9,529 9,914 385 4.0

1,160
474
897

1,614
2,694
1,498

552
1,008

375
480

1,202
951
956
66

荒川沖 4,822 5,115 293 6.1

荒川本郷 4,736 7,514 2,778 58.7

1,896
625
512

吉原 1,539 1,212 ▲ 327 ▲ 21.2

479
332
136
170

1,254

241
368
382
386

0
0

47,524

285
344
931
888
613
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（２）市街地整備の状況 

１）土地区画整理事業 

公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を目的として、5地区（中郷・岡崎・鈴木・本郷

第一・阿見吉原）が土地区画整理事業により整備されています。阿見吉原地区を除く 4 地

区はすでに事業が完了しています。 

２）工業団地造成事業 

各種の工場を計画的、集団的に立地させるため、工場の敷地造成のほか、道路、排水施設、

その他の施設の整備を目的に、阿見東部工業団地において、工業団地造成事業による都市基

盤整備を整備しています。 

３）開発行為による宅地造成  

市街化区域の内外において、開発行為により住宅団地、工業団地が開発され、都市基盤が

整備されています。 

 

図：市街地整備の状況図 
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（３）土地利用の状況 

町内の主要地目別土地利用面積の推移をみると、自然的土地利用（田、畑、山林、原野）

面積が軒並み減少している一方、宅地・雑種地※6の面積は増加しています。 

平成 24年の主要地目別構成比をみると、自然的土地利用（田・畑・山林・原野）が 51.4％

で大半を占めるものの、都市的土地利用（宅地・雑種地）も 33.0％と 3 割を超えています。

（その他土地利用が 15.6％） 

 

表：主要地目別土地利用面積 

年度 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他 

昭和 50年 64,708 10,901 23,438 6,289 16,565 765 876 5,874 

    16.8% 36.2% 9.7% 25.6% 1.2% 1.4% 9.1% 

昭和 60年 70,720 10,427 22,290 7,784 16,250 1,633 3,281 9,055 

    14.7% 31.5% 11.0% 23.0% 2.3% 4.6% 12.8% 

平成 4年 64,980 9,848 20,973 9,051 15,579 1,437 5,265 2,827 

    15.2% 32.3% 13.9% 24.0% 2.2% 8.1% 4.4% 

平成 14年 64,970 9,000 19,063 9,735 13,553 1,281 8,482 3,856 

    13.9% 29.3% 15.0% 20.9% 2.0% 13.1% 5.9% 

平成 24年 71,390 8,266 15,762 11,046 11,426 1,194 12,525 11,171 

    11.6% 22.1% 15.5% 16.0% 1.7% 17.5% 15.6% 

出典：茨城県統計年鑑より（なお、単位未満四捨五入により総数と一致しないものがある。） 

（４）土地利用規制 

町内には、土地利用に関して法規制がかけられている区域があります。以下の規制区域内
では、開発行為や建築の際に一定の制限などがかかります。 

 

表：町内の土地利用規制の使用状況 

法規制種別 指定場所・地区名など 概要 

国定公園 
霞ヶ浦 

（水郷筑波国定公園（642ｈａ）） 

優れた自然風景を保護するため、各種の開発行為

を規制 

緑地環境保全地域 
竹来の阿弥神社周辺緑地 

（2.１ｈａ） 

茨城県の条例に基づき、建築物などを行う際は 

届出が必要 

急傾斜地崩壊危険区域 追原地区 
急傾斜地の崩壊を助長する恐れのある行為を 

行う場合は県の許可が必要 

土砂災害警戒区域 町内 17箇所 

不動産取引にあたっては、指定された警戒区域で

ある旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明

を行うことが必要 

土砂災害特別警戒区域 町内 17箇所 
一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の

構造を規制 

農振農用地 

農業振興地域 5,024ha 

そのうち農振農用地 1,668ha が定

められています。 

農業振興地域やその中の農用地区域においては、

土地利用の効率化を進め、優良農地の保全を図る

とともに、農業の近代化などを推進 

 
※6：雑種地は、今後宅地化が見込まれる土地と想定して、都市的土地利用として分類した。 

（単位：千㎡、％） 

より 
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（５）都市計画の概況 

１）区域区分・用途地域 

本町は昭和 33 年 6 月 23 日に、町内全域が阿見都市計画区域に指定され、昭和 45 年 4

月 20 日に土浦・阿見都市計画区域の一部として指定されています。平成 27 年 12 月 1

日現在の阿見都市計画区域面積は、7,139haです。 

土浦・阿見都市計画区域では、昭和 46 年 3 月 15 日当初線引（区域区分の決定）が実

施され、平成 27 年 12 月現在の市街化区域は 1,392ha（19.5％）、市街化調整区域が

5,747ha（80.5％）となっており、8 割以上が市街化を抑制すべき市街化調整区域に指定

されています。 

市街化区域内の用途地域の指定状況は、住居系の用途地域面積が全体の約 66％を占めて

おり、第 1種低層住居専用地域が 41.6％と最も多くなっています。 

  

表：用途地域の指定状況 

  

出典：阿見町都市計画課資料より（平成 27年 12月現在） 

  

面積
（ha）

土浦・阿見都市計画区域(うち阿見町部分） 7,139

市街化区域 1,392 100.0

第１種低層住居専用地域 580 41.6

第１種中高層住居専用地域 65 4.7

第１種住居地域 175 12.6

第２種住居地域 39 2.8

準住居地域 55 4.0

近隣商業地域 6 0.4

商業地域 6 0.4

準工業地域 146 10.5

工業地域 50 3.6

工業専用地域 270 19.4

5,747

用途地域の
構成比(%)

→

市街化調整区域

区域・用途地域
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２）交通ネットワークの状況 

①都市計画道路の整備状況 

町内の都市計画道路は、28 路線、計画延長約 74,610ｍが計画決定されています。 

平成 27年 12月現在で 50,150m が整備されています。（概成済を含む） 

 

表：都市計画道路の整備状況 

NO. 路線番号 路線名 

幅員 都市計画決定済みの計画延長(ｍ) 

(ｍ)   うち整備済延長(ｍ) 

    改良済 暫定 概成済 

1 1・3・2 首都圏中央連絡自動車道線 23.5 5,760 － 5,760 － 

2 3・2・37 島津・追原線 30 1,310 － 1,310 － 

3 3・2・44 阿見・小池線 30 7,440 － 930 － 

4 3・2・45 追原・久野線 30 5,680 2,835 2,845 － 

5 3・2・52 中根・飯倉線 34 6,590 340 － － 

6 3・3・11 荒川沖・木田余線 25 2,300 1,800 500 － 

7 3・3・35 土浦・阿見線 25 7,770 2,230 5,540 － 

8 3・3・49 荒川沖・寺子線 26 2,830 2,830 － － 

9 3・3・54 本郷・中根線 27 1,990 10 － － 

10 3・4・20 阿見・学園線 20 1,780 1,780 － － 

11 3・4・24 立ノ越・大室線 16 3,000 － － 2,060 

12 3・4・25 西郷・大室線 18 3,400 2,550 － － 

13 3・4・26 西郷・若栗線 16 2,060 － － 1,570 

14 3・4・27 新町・中郷線 18 1,500 640 － 860 

15 3・4・28 廻戸・若栗線 16 2,800 1,340 － － 

16 3・4・36 香澄の里線 18 1,210 1,210 － － 

17 3・4・47 中郷・寺子線 18 2,600 1,700 － － 

18 3・4・48 上郷・鈴木線 17 640 640 － － 

19 3・4・50 西部中央通り線 16 530 530 － － 

20 3・4・55 南大通り線 20 1,520 1,520 － － 

21 3・4・56 センター通り線 18 990 450 － － 

22 3・4・57 寺子・飯倉線 17 5,010 3,360 － － 

23 3・4・62 赤太郎通り線 20 1,730 200 － － 

24 3・4・63 薬師山通り線 21 510 510 － － 

25 3・4・64 堀尻通り線 17 820 150 － － 

26 3・5・51 西部北通り線 12 610 290 － 320 

27 3・5・65 福田工業団地線 15 570 570 － － 

28 7・5・2 公園通り線 12 1,660 970 － － 

計 74,610 28,455 16,885 4,810 

 

  
出典：阿見町都市計画課資料より（平成 27年 12月現在） 
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②生活道路の整備状況 

町道は、平成 27 年 3 月現在 3,790 路線あり、総延長はおよそ 72ｋｍに及びます。整

備率（舗装済）は 60.7％で、全国平均や茨城県平均（国：58.2％、茨城県：38.3％。平

成 26 年 4 月現在）を上回る水準です。 

 

表：町道の整備状況 

路線数 整備率 実延長 舗装済延長 

3,790 60.7％ 724,320m 439,536m 

出典：阿見町都市施設管理課資料より（平成 27年 3月現在） 

 

③公共交通体系の状況 

町内では、国道・県道を中心に、JR、関東鉄道の 2 社がバスを運行しています。路線の

経路から見ると、町の南部がバス路線の空白地帯となっています。 

また、平成 22 年 3 月に策定した「阿見町地域公共交通総合連携計画」に基づき阿見町

デマンドタクシー「あみまるくん」の本格運行などを行っています。 

 

表：町内のバス路線の便数（平日） 

運行バス会社 
発・着地 便数（単位：台） 

① ② ①→②方面 ②→①方面 計 

JR※7 土浦駅 江戸崎車庫 18 17 35 

JR 土浦駅 江戸崎車庫（南平台経由） 7 9 16 

JR＋関鉄 荒川沖駅 アウトレット 9 9 18 

関鉄※8 荒川沖駅 県立医療大学 10 11 21 

関鉄 土浦駅 阿見町中央公民館 45 48 93 

出典：各バス会社 HPより（平成 27 年 12 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※7JR：ジェイアールバス関東㈱  

※8 関鉄：関東鉄道㈱ 
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３）公園・緑地の整備状況 

①都市公園整備の状況 

町域全体における都市公園の一人当たり公園面積は、10 ㎡／人※9に対してまだ低い水準

です。 

 

表：町内都市公園の種別 

公園種別 

箇所

(箇

所) 

整備済 

または 

整備中 

面積 

（ｈａ） 

住区基幹 

街区公園 14 3.67 

近隣公園 6 
済 10.08 

整備中1.99 

小計 20 
済 13.75 

整備中1.99 

都市基幹 運動公園 1 19.33 

合計 21 
済 33.08 

整備中1.99 

 

 

②その他の公園・緑地の状況（条例等に基づく緑地） 

■ふれあいの森 

阿見町総合運動公園に隣接した、ふれあいの森を整備しています。町の貴重な平地林を再

生した森を中心に、スーペリアの森・芝生広場・バーベキュー施設・展望台などのある、自

然を体感できる公園です。 

 

■町民の森 

阿見町景観条例に基づき、市街地の緑を保全し、うるおいあふれる市街地景観を創出する

ために指定する森です。 

現在、若栗（0.9ha）、中央（1.1ha）の 2 地区で指定されています。 

 

■緑地環境保全地域 

竹来の阿弥神社周辺緑地は、阿弥緑地環境保全地域（2.1ha）として指定されています。

茨城県の条例に基づき、建築等を行う際には届出が必要となります。 

 

 

 

 
※9：P80「都市公園法（施行令第 1 条の 2 関係）から」参照 
※10：人口は平成 27 年４月現在、市街化区域人口は推計値による。  

出典：阿見町道路公園整備課資料より（平成 27年 4月現在） 

表：一人当たり公園整備状況 

人口※10（人） 
一人当たり公園面積 

（㎡/人） 

都市計画

区域人口 
48,007 

都市公園面積／都市計画区域人口 

7.31 

市街化区

域人口 
29,697 

住区基幹公園／市街化区域人口 

5.30 
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４）下水道等の普及の状況 

公共下水道※11普及率は、68.6％となっています。下水道事業計画区域内の整備の推進と

ともに、下水道事業計画区域外での下水処理の方策検討が求められます。 

農業集落排水※12は、小池地区、君島大形地区、福田地区、実穀上長地区の４地区で供用

されています。現在、「茨城県霞ケ浦水質保全条例」において、生活排水を排水する者は、

農業集落排水施設への接続が義務付けられていますが、町全体での接続率（施設に接続して

いる戸数）は 71.0％にとどまっています。 

 

①公共下水道 

表：公共下水道の普及率の状況 

現在処理区域内人口 
普及率 

阿見町 茨城県 

32,611人 

平成 27年 3月 
68.6％ 

平成 27 年 3 月 
60.0％ 

【排水区域面積】 

計画：1,280.7ha 

既設：1,001.8ha 

 

②農業集落排水 

表：農超集落排水の接続率の状況 

 接続率（阿見町全体） 

農業集落排水 
平成 27 年 3 月 

71.0％ 

出典：阿見町上下水道課資料より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※11 公共下水道：主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有する

もの、または流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。 

※12 農業集落排水：農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設をいう。  
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５）景観形成に向けたルール等の状況 

①景観形成道路 

良好な景観づくりを目的とする「阿見町景観条例」に基づいて、次の路線を景観形成道路

として指定し、計画的な景観誘導を行っています。 

・都市軸道路（（都）※13新町・中郷線、（都）中郷・寺子線、（都）荒川沖・寺子線、（都）

追原・久野線）及びびその沿道（下図Ｔ－〇※14表記路線） 

・（国）※13125 号バイパス（町内区間）及びその沿道（下図Ｋ－〇※14表記路線） 

また、将来の景観形成の方向性等から区間を分け、その区間ごと（例：Ｔ－〇、Ｋ－〇）

の景観特性に応じて方針を立て、沿道の景観づくりを推進しています。 

なお、（都）荒川沖・寺子線の新規開通区間についても、景観形成道路として沿道景観形

成基準が適用され、建築物や工作物の新築・増築・改築・移転、屋外広告物の設置などの行

為が届出制度・助成制度の対象となっています。 

 

②景観形成ガイドライン 

景観形成道路の指定範囲内で行われる建築等に際して、創意工夫や協調によって沿道の景

観づくりにつなげていくための考え方や、アイディアを示した「景観形成道路の景観形成ガ

イドライン」を作成し、まちづくりを促進しています。 

 

出典：景観形成道路の景観形成ガイドラインより 

 

※13(都) (国)：順に、「都市計画道路」「国道」の略記である。 

※14T、K はそれぞれ、T：都市計画道路、K：国道の略記であり、景観形成道路の景観形成ガイドラインで使用している記号である。  
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４ 町民意向の把握 

以下のような町民参加を基本として、本計画に反映しました。 

 対象 調査方法 回収率など 

（１）町民意識調査（平成 26年 9月 11日～平成 26年 9月 26日） 

【目的】 

・町民のまちづくりに関する意見を

うかがい、今後の計画づくりの基

礎資料とする。 

・町内在住の 18 歳以

上の男女 2,000人 

・郵送による配布・回収

（無記名） 

回収率 42.8％ 

・配布数 2,000票 

・回収数 856票 

（２）若い世代を対象とした意識調査（平成 26年 11月 25日～平成 26年 12月 5日） 

【目的】 

・20年後阿見町の主役となる若い世

代を対象として、定住、安心、町

への愛着などに関する意識を明ら

かにする。 

・町内企業に勤める

20・30歳代の男女 

・各工業団地の代表企業

に協力を依頼し、調査

票を従業員に配布し

回収（３社） 

回収率 92.5％ 

・配布数 40票 

・回収数 37票 

 

・町内の教育機関に通

う高校生・大学生の

男女 

・大学及び高校事務局を

通して学生・生徒に配

布し回収 

（３大学、１校） 

回収率 100％ 

・配布数 84票 

・回収数 84票 

 

・町内保育所を利用す

る 20・30 歳代の子

育て世代の男女 

・町内保育所を通して保

護者に配布し回収 

（３箇所） 

回収率 96.7％ 

・配布数 30票 

・回収数 29票 

（３）まちづくり町民討議会（平成 26年 11月 15日） 

【目的】 

・３つのまちづくりテーマ別にワー

クショップを開催し、取りまとめ

た内容を、町民からの提案として

計画に反映する。 

○まちづくりテーマ 

１．定住促進のまちづくり 

２．安全・安心のまちづくり 

３．阿見スタイルのくらしづくり 

 

 

・町内在住の 18 歳以

上の男女 

計 40名程度 

（町民意識調査の対

象 2,000人から参加

を募る） 

・４、５名ずつのグルー

プに分かれて、ワーク

ショップを午前午後

２回開催 

 

 

第１回（午前の部） 

・17名（申込 21名） 

第２回（午後の部） 

・14名（申込 18名） 

（４）中学生ワークショップ（平成 27年 4月 23日） 

【目的】 

・20年後の担い手となる中学生が考

える、魅力的な阿見町の将来像を

捉え、計画の策定に反映する。 

○テーマ 

１．居住地域の自慢・PR 

２．住み続けたいまち、住んでみ

たいまち 

・阿見中学校、竹来中

学校、朝日中学校の

２年生 

・５名ずつのグループに

分かれて、ワークショ

ップを開催 

 

・各中学校５名 

（５）地域別懇談会（中央地域平成 27年 10月 10日，西部地域・東南部地域平成 27年 10月 17日） 

【目的】 

・本計画、特に地域別構想の内容に

ついて説明するため、３つの地域

で懇談会を開催し、意見を集約し

計画に反映する。 

・地域別町民（中央地

域、西部地域、東南

部地域） 

・各地域ごとに懇談会を

開き、説明後に質疑応

答の時間を設けた 

・中央地域 

５名 

・西部地域 

10名 

・東南部地域 

17名 

 



第１編 総論 

 

27 

５ 都市整備の課題 

（１）土地利用の課題 

１）都市的土地利用 

①商業系・住居系 

■荒川本郷地区の土地利用 

【課題背景】  

・市街化区域内で大規模未利用地が残る荒川本郷地区は、当初の事業計画の変更に伴い、

地区計画※15を策定し土地利用を規制・誘導してきましたが、荒川沖駅から至近である

という好立地にも関わらず、事業実施主体の不在により、土地利用が遅れている状態と

なっています。 

（町民意向としては…）保全より開発志向が強い傾向にあります。（町民意識調査結果：資料編

（P147 以降）より） 

▼ 

【課題】 

荒川本郷地区の土地利用が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・骨格となる都市計画道路の整備推進 

・将来像実現に向けた、多様な主体による整備促進 

・用途地域や地区計画の柔軟な変更 

 

■集約型まちづくり 

【課題背景】 

・商業施設の立地は町内でばらつきがあります。 

・高齢化が町全体で進んでおり、歩ける範囲で利便性を高めるまちづくりへの転換が求め

られています。 

・第三次産業（サービス業など）の従業者数割合は 7 割近く（67.7％・平成 22 国勢調

査）、町内雇用の大半を占めています。 

（町民意向としては…）都市部の集約型まちづくりを望む傾向にあります。（町民意識調査結

果より） 

▼ 

【課題】 

歩ける範囲での生活支援機能・サービス業の集積が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・都市部への都市機能集約の推進 

・雇用の受け皿となりうるサービス業などの機能集積の促進 
※15：地区計画：地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて

都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法をいう。  
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■多様な世代が暮らす居住モデル 

【課題背景】 

・町全体で老年人口の割合が高まる一方、年少人口・生産年齢人口の減少が続き、少子高

齢化が進展しています。 

・新市街地である本郷地区では、開発需要が旺盛で、人口の伸びも顕著です。 

・旧市街地（特に中央や青宿）での人口の減少が目立ちます。 

▼ 

【課題】 

多様な世代が暮らす居住モデルの実現が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・高齢者・若者・ファミリー世帯など、多様な世代の定住促進 

（若者の流出に歯止めをかける、多世代が住みやすい市街地整備推進を図るなど） 

 

②工業系生産・流通系 

■雇用につながる土地利用誘導 

【課題背景】 

・町の東部で、工業団地を中心とした工業系土地利用が概成しています。 

・第二次産業への従業者のうち、「製造業」従業者が占める割合は 3 割を超えており

（34.4％・平成 22 年国勢調査）、製造業は町内雇用の主要な受け皿になっています。 

（町民意向としては…）雇用の増加には、工業地の整備が必要であるとする意見が多数を

占めています。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

“土地の整備”の段階から“雇用の増加につながる土地利用”の段階への転換が必要とさ

れています。 

【課題解決の方向性】 

・雇用につながる産業立地の誘導 

・ファミリー層など新たな定住層を生み出す企業立地の促進（阿見東部工業団地、阿見吉

原地区） 

・新たな生産・流通系市街地の可能性の検討 

・「工業系土地利用」から「雇用の増加に結びつく土地利用」への転換の検討 
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■産業基盤 

【課題背景】 

・牛久阿見インターチェンジ開設などのポテンシャルを活かした、大規模工業・物流・流

通系企業の進出が見込まれます。 

・物流・流通機能などを円滑化する、インターチェンジ周辺などを活用した新たな拠点的

機能整備が不可欠です。 

（町民意向としては…）大学生は就職先として、企業本社や研究所を希望する傾向があり

ます。（若い世代を対象とした意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

新産業創出・育成のための産業基盤整備が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・定住人口・就業の場の増加 

・阿見吉原地区の生産・流通機能の整備促進 

・牛久阿見インターチェンジ周辺の生産・流通拠点整備の検討 

・本社・研究機関などの立地誘導 

・町内大学等との連携推進 

 

２）自然的土地利用 

①集落地・市街化区域縁辺部 

■集落地の活性化 

【課題背景】 

・集落地においては、人口減少率が高く、地域のコミュニティ力の低下が懸念されます。 

・徒歩圏内における生活支援サービス機能の立地（店舗など）が極端に少ない地域が存在

し、いわゆる買い物難民の発生が危惧されます。 

（町民意向としては…）保全より開発志向が強い傾向にあります。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

地域コミュニティ・地域活力の維持が必要とされています。 

【課題解決の方向性】 

・「都市部も集落部も」バランスある人口構成の維持 

・定住人口・就業の場の増加 

・無秩序な宅地化の抑制（特に市街地縁辺部） 

・既存の集落内での居住を可能とする制度導入の検討（区域指定などの導入を検討） 

・集落地への生活支援サービスを担う機能拠点設定の推進（道の駅など） 
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②自然・緑地 

■緑資源 

【課題背景】 

・町の中央部において、まとまった自然緑地（斜面林・平地林）が存在しています。 

・民間緑地の積極活用に向けて条例が定められており、「ふれあいの森」「町民の森」など

が整備されています。 

（町民意向としては…）都心から近い、緑の多いまちとしてＰＲしたいという意見があり

ます。（まちづくり町民討議会結果より） 

▼ 

【課題】 

保全と緑資源の活用が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・緑地資源の保全と条例に基づく積極的な活用の促進 

・町外も含めた、本町の緑資源の積極的なＰＲ 

 

■霞ヶ浦 

【課題背景】 

・霞ヶ浦湖岸では、かわまちづくり計画に基づくサイクリングロード整備事業及び休憩所

整備事業が計画されています。 

（町民意向としては…）霞ヶ浦湖岸のスポーツ利用を望む傾向にあります。（町民意識調査結

果より） 

▼ 

【課題】 

霞ヶ浦湖岸の多様な活用が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・霞ヶ浦湖岸の資源と緑の一体的な保全推進 

・サイクリングロード、桜並木、ウォーターフロントとしての霞ヶ浦の整備促進 
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（２）都市施設に関する課題 

１）交通体系 

①道路 

■道路ネットワーク 

【課題背景】 

・幹線道路の整備は、都市計画決定に沿って着実に進捗しています。 

・未着手の路線については、斜面地のため工事が困難であることや、道路ネットワーク上

必要性が低下していることなどを理由に、一部で実現見込みの低い路線が存在していま

す。（(都)廻戸・若栗線の一部、(都)西郷・大室線の一部、(都)西郷・若栗線の一部） 

・茨城県が事業主体となる町内外の広域ネットワークを担う路線の整備（(都)阿見・小池

線、(都)中根・飯倉線）は進捗が遅れている状況です。 

▼ 

【課題】 

計画路線の見直しを含めた、効率的な道路ネットワークの実現が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・長期にわたって未着手の路線についての計画見直しの検討 

・本町の都市軸となる道路の整備推進と、県事業の未着手区間における、路線整備に対す

る働きかけ 

・交通ネットワーク化の推進 

 

■生活道路 

【課題背景】 

・4m 以上の町内の生活道路を改善するため、地元からの整備の要望を、阿見町生活道路

整備審査会でその優先度を判断し、順に整備を実施しています。 

（町民意向としては…）身近な生活道路の整備や幹線道路の自動車交通の便については、

満足度・ニーズとも高い状況です。道路整備に対する効果は現れ

ており、継続的で着実な整備が望まれています。 

歩行者、自転車などへの安全対策は、満足度が低く、ニーズが非

常に高い状況であり、重点的な取組が求められています。（町民意

識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

緊急度の高い生活道路の整備が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・住民要望による継続的な道路整備の推進 

・緊急度が高い生活道路の優先的な整備の推進 
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②公共交通 

■公共交通ネットワーク 

【課題背景】 

・バス路線ネットワークや運行頻度に、町内で偏りがある状況です。（町東南部では、バ

ス路線ネットワークがない状況） 

・バス路線で補いきれない地域への対策として、デマンドタクシー「あみまるくん」を運

行しています。 

（町民意向としては…）公共交通の整備に対する満足度は低く、ニーズが高い状況です。

町内移動の手段として、公共交通の積極的な利用意向がうかがえ

ます。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

町内に最適な公共交通ネットワークが必要とされています。 

【課題解決の方向性】 

・効果的な公共交通整備の促進 

・町全体のネットワーク化の検討 

 

■サイクリングネットワーク 

【課題背景】 

・霞ヶ浦湖岸では、「水郷筑波サイクリング環境整備事業」により、湖岸をめぐるサイク

リングロードの整備が進んでいます。また、特に阿見町においては、かわまちづくり計

画に基づくサイクリングロード整備事業及び休憩所整備事業を計画しています。 

（町民意向としては…）日常的な自転車利用者は多い状況です。スポーツを通しての健康

維持ニーズが高い傾向にあります。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

自転車利用のニーズを満たすサイクリングネットワーク整備が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・湖岸サイクリングロードの整備推進 

・町内主要施設（アウトレットモール、道の駅、霞ヶ浦）を結ぶサイクリングネットワー

クの検討 
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２）下水道等 

■普及率 

【課題背景】  

・公共下水道普及率の水準は低く町内整備の状況に格差が生じている状況です。 

・農業集落排水区域の接続率が低い状況です。 

（町民意向としては…）下水道などの整備の満足度は比較的高く、ニーズもやや高い状況

です。生活基盤の施設として、整備率、普及率の向上が求められ

ています。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

下水道等普及率の上昇が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・下水道の全体計画に基づく、計画的な整備による下水道等の普及推進 

 

■既設管 

【課題背景】  

・多くの既設管が、整備後相当年数を経過しており、今後、修繕・改修のピークを一斉に

迎えます。 

▼ 

【課題】 

既設管の老朽化への対策が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・将来を見据えた維持（耐震化など）・改修・修繕の検討 
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３）公園 

【課題背景】 

・緑の基本計画に基づき、着実に公園の整備が進んでいます。阿見吉原地区でも新規整備

が見込まれています。 

・一方、一人当たりの公園面積は 7.31㎡／人（平成 27年 4月現在）と、国（約 10.1

㎡/人・平成 26年 3 月現在）や県（9.2 ㎡/人・平成 26 年度末）と比較して低い水準

にあります。 

（町民意向としては…）身近な公園については、満足度は高いものの、ニーズはやや低く、

充足度の高さがうかがえます。 

町全体の公園については、満足度は平均よりややく、ニーズもや

や低い状況です。 

公園の整備に対しては、大きな不満はなく、公園の充足に伴いニ

ーズが下がってきている傾向にあります。 

子どもが遊べる身近な公園がほしいという声があります。（町民意

識調査結果・まちづくり町民討議会結果より） 

▼ 

【課題】 

公園整備の継続と地域の核となる公園の配置が求められています。 

 

【課題解決の方向性】 

・都市公園整備の推進による、一人当たり公園面積の拡大 

・阿見吉原地区での公園整備促進 

・総合公園、地区公園、近隣公園など、比較的規模の大きい公園の計画的な整備推進（荒

川本郷地区内など） 

・民間開発における公園整備のルール化（身近な公園整備）、及び都市公園化の促進 
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４）公共施設 

【課題背景】 

・更新時期を迎える公共施設等の全体を把握し、長期的な視点で更新・統廃合・長寿命化

などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化及び公共施設の最適な配置を

実現するため、公共施設等総合管理計画の策定を進めています。 

・中央周辺は町のシビックセンター（主要な公共施設が集積）となっています。 

・集落地では、身近な公共施設までの距離が遠い地区も存在し、十分な市民サービスが受

けられない状況がみられます。 

・少子化に伴う児童数の減少などが要因となって、地域コミュニティの核となる小学校が

単学級、複式学級に向かっており、再編計画を進めています。 

・人口が増加する本郷地区では、小学校を新設します。 

▼ 

【課題】 

総合管理計画に基づいた公共施設のマネジメントが求められています。 

【課題解決の方向性】 

・全公共施設に関する更新・統廃合・長寿命化などの管理体制の検討 

・集落地も含めた住民サービスの提供推進 

・学校再編計画の推進 

・新設小学校の整備とそれに伴う周辺のまちづくりの推進 

・学校再編に伴う跡地施設等の利活用の検討 
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（３）市街地開発の課題 

【課題背景】 

・土地区画整理事業は、5 地区（中郷・岡崎・鈴木・本郷第一・阿見吉原）について着手

され、阿見吉原地区は現在整備中で、そのほかの地区は完了しています。 

―荒川本郷地区：当初進めていた事業実施主体の撤退により、面整備予定エリアが未利

用地となっていますが、整備方針を定め、民間開発誘導を図っています。 

―廻戸地区：廻戸岡崎土地区画整理事業として都市計画決定がなされたものの、地元住

民と合意形成が図られず事業が休止となっており、その大部分が傾斜地で、岡崎地区

と併せて施行することで事業は成り立ちましたが、単独施行での整備は困難な状況で

す。また、平成 23 年には地区の一部が、土砂災害警戒区域に指定されました。 

（町民意向としては…）市街地整備（住宅地、工業団地など）に対するニーズは、総じて

高くなっています。特に生活環境向上のための整備、利便性向上

のための整備に対するニーズは高く、暮らしやすいまちづくりが

求められています。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

地区に応じた整備の見直しが求められています。 

【課題解決の方向性】 

・地区ごとの実状を踏まえた開発方向性の再検討 

・未利用地の整備手法（土地区画整理事業、民間開発誘導、地区計画、逆線引き）の再検

討 

・住民ニーズを的確に捉えた開発誘導の推進 

・民間開発の誘導による市街地の整備促進 
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（４）景観まちづくりの課題 

【課題背景】 

・「阿見町景観条例」によって、景観形成道路が指定されており、また、「景観形成道路の

景観形成ガイドライン」に基づく景観づくりが図られていますが、目に見える効果とし

て表れにくい場所もあります。（(国)125 号バイパス沿道では、派手な色彩の建物も散

見される） 

・住宅地の隣に資材置き場が存在しているなど、落ち着きある住宅地景観を阻害している

ケースがみられます。 

・霞ヶ浦から筑波山にかけては町の心象風景。傾斜地からの風景・視点場が複数存在して

います。 

・集落地では農家住宅の広い敷地内の豊富な緑など、落ち着きのある家並みや、田園風景

が形成されています。 

▼ 

【課題】 

「阿見町景観条例」に基づいた町の顔となる沿道景観づくりや、地域の景観特性に応じた

適切な景観誘導及び実効性の確保が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・阿見町らしさを印象づける沿道の景観づくりの推進 

・秩序ある住宅地景観の形成促進 

・自然的景観や集落地景観の維持推進 
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（５）その他のまちづくりの課題 

１）環境 

【課題背景】 

・これまでの開発推進を中心としたまちづくりだけでなく、町の自然と暮らしの共生・共

存を目指す「阿見町環境基本計画」のもと、環境への配慮を意識したまちづくりを進め

ています。 

・霞ヶ浦、河川の水質は、大きな改善がみられない状況となっており、「阿見町環境基本

計画」の中でも、優先的に取り組む課題として位置づけています。 

・茨城大学との連携による新エネルギー利用の研究を行うなど、地域性に配慮した地球環

境負荷の低減に取り組んでいます。 

▼ 

【課題】 

町の自然と暮らしの共生・共存を図る環境まちづくりが求められています。 

【課題解決の方向性】 

・「阿見町環境基本計画」に沿った環境に配慮したまちづくり推進 

２）防災 

【課題背景】 

・「阿見町地域防災計画」に沿って、公共施設の耐震化（94％）、小中学校の耐震化（100％）、

同報系防災無線の設置（100％）の設置などの災害対策を実施しています。 

・青宿、廻戸、竹来地区付近には急傾斜地が分布していて、土砂災害警戒区域等に指定さ

れていますが、住宅地となっている箇所があります。 

（町民意向としては…）避難場所の整備が特に求められています。 

災害対策については、ニーズが特に高く、災害時への備えが求め

られています。（町民意識調査結果より） 

▼ 

【課題】 

町全体における防災対策が求められています。 

【課題解決の方向性】 

・「阿見町地域防災計画」に沿った安全・安心な都市基盤の整備推進 

・公共施設の耐震化・不燃化の推進 

・土砂災害に対応したまちづくりの促進 
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３）空き家等 

【課題背景】 

・市街地部（特に阿見、荒川本郷、うずら野、若栗）での空き家が多い状況にあります。 

・空き家・空き地の急増による防災、衛生、景観等、地域住民の生活環境に対する影響が

懸念されます。 

・本町では「阿見町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、現状把握に着手してい

ます。 

（町民意向としては…）空き家に対する不安が増しており、空き家の積極的利用を望む声

が多く、実効性のある対策が求められています。（まちづくり町民討

議会結果より） 

▼ 

【課題】 

空き家・空き地などの適切な管理の仕組みづくりが求められています。 

【課題解決の方向性】 

・「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく、空き家に関する対応策の推進 
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