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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 890 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 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24年度

平成29年度

人 平成24年度

平成29年度

％ 平成24年度

平成29年度

人 平成24年度

平成29年度

30%

公共交通の利用者数 ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ及び海浜鉄道の年間利用人数 持続可能な中心市街地づくりを達成するための指標とする 845,000人 909,000人

まちなみに対する満足度 まちの美観やまちなみに対する市民満足度

ゆとりとくつろぎのある魅力的な中心市街地づくりを達成するための指標とする

26%

目標値

15%

地区内居住人口 中心市街地区内の居住人口 中心市街地の更なる活性化を達成するための指標とする 7,560人 8,000人

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ環境への満足度 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施設及びｻｰﾋﾞｽに対する満足度 中心市街地のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を達成するための指標とする 13%

都道府県名 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市中央地区

計画期間 交付期間 29

大目標　　快適･安心・魅力があり持続可能な生活都心づくり

　　　　　　　　目標１：中心市街地のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を進め，市街地の更なる活性化を図る。

　　　　　　　　目標２：上質な空間を創出し，ゆとりとくつろぎのある魅力的な中心市街地づくりを図る。

　　　　　　　　目標３：市街地と郊外とを結んだ誰もが利用できる移動手段を確保し，持続可能な中心市街地づくりを図る。

【経緯】

　本市は、茨城県の県央部の東部に位置し、県庁所在都市水戸市に隣接している。平成６年に工業都市「勝田市」と水産業都市「那珂湊市」の合併により誕生した。まちづくりの特色としては、市街化区域を広範囲に設定して地域経済の効果的な発展を

促進させてきたとともに、土地区画整理事業を積極的に行い（約1,720ｈａ着手、1,050ｈａ完了）良好な居住環境の創出を図ってきた。

　臨海部では、国、県により1,182ｈａに及ぶひたちなか地区が進められており、国営ひたち海浜公園や重要港湾茨城港常陸那珂港区などの整備が進むほか、大規模商業施設や大手建設機械メーカーが相次いで進出し、著しい発展を遂げている。

【現況】

・人口１５万人を超える市の中心市街地として、勝田駅周辺地域は市の発展を長きにわたり支えてきた。ところが、車社会の進展や人口の分散、大型店舗の郊外進出が近年顕著になり、それにより中心市街地の衰退が見られるようになった。このような

状況を優慮した市では、平成１９年にまちづくり推進室を庁内に設置し、中心市街地の活性化対策を立ち上げると共に、平成２０年３月に「ひたちなか市中心市街地整備計画」を策定し、中心市街地の再生に向けた取り組みに着手した。

　また、中心市街地整備計画に基づき、平成２０年４月からまちづくり交付金事業を活用して活性化のための具体的施策を行ってきた。

　まちづくり交付金事業においては、平成２０年から５ヵ年をかけ、駅前駐輪場の整備、日製ひたちなか病院のリニューアルに伴う間接支援、公園整備、駅周辺道路及び施設のバリアフリー化、商店街活性化対策等を年次的に進め、平成２４年度末をもっ

て第１期計画を完了した。

・まちづくり交付金事業第１期においては，中心市街地を活性化させるための定量的指標は概ね満足したものの，商店街には依然として空店舗が目立つ等往年の賑わいを取戻すまでには至っていないため，活性化策を今後も継続して行っていく必要が

ある。

・周辺地域から中心市街地への集客を更に増やすため，中心市街地へ向う交通動線を強化する必要がある。

・公共施設のバリアフリー化を進めた結果一定のバリアフリー効果が見られたものの，地区内には未整備箇所がまだ残るほか，周辺地域とを一体的に結ぶ回遊性に乏しい現状であるため，その解消のため更なるバリアフリー化が必要である。

・地区内に未整備の都市公園予定地があるため，公園を整備し，地区に潤いや魅力を持たせることが必要である。

(ひたちなか市第2次総合計画)

・中心市街地については，快適で利便性の高い都市基盤を構築するため，商業，業務，住宅，生活道路など複合的な都市機能の充実に努めます。

・駅前立地の特性を活かし，鉄道利用者をターゲットとした個性あふれる店舗の導入や，居住機能の誘導と一体となった生活関連サービス業種の集積を推進し，にぎわいのあるまちづくりに努めます。

(都市計画マスタープラン)

・中心市街地は，本市の顔として利便性を高めるとともに，都市機能を集中するため，計画的かつ積極的に整備を推進する。

(都市景観ガイドライン)

・碧い海と豊かな緑に包まれた人が育む美しいまちづくり(1.自然の豊かさを享受できる調和のある街並景観の形成　2.自然と歴史・文化の保全　3.市民協働による景観の形成)

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値



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

○地域生活基盤施設【基幹事業】　　　　　　　　　　　　　　　　○効果促進事業【関連事業】

・文化会館駐車場整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ社会実験事業

○高質空間形成施設【基幹事業】

・駅前広場シェルター整備事業

○まちづくり活動支援事業【提案事業】

・公共交通PRﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成事業

・【整備方針3】誰もが安心して利用できる交通手段の確保

○交通弱者の移動手段を確保するため，公共交通の支援を行う。

○公共交通の利便性を向上させ，中心市街地へ向う移動の円滑化を図る。

○文化会館の駐車場を拡張し，路上駐車等による道路交通の阻害の解消，利用者の利便性向上などを図り，道路交通の円滑化を図る。

方針に合致する主要な事業

・【整備方針1】勝田駅前周辺における賑わいの創出

○道路のバリアフリー化を進め，誰もが安心して歩ける道路整備を行う。

○歩行空間のネットワーク化を図り，通行客が中心市街地を回遊することで市街地の賑わいを創出する。

○中心市街地内にある商業施設周辺の交通渋滞を緩和し，集客力を向上させる。

〇道路【基幹事業】

・石川町・東石川歩道整備事業

・勝田中根線歩道改修事業

○高質空間形成施設【基幹事業】

・歩行支援施設整備事業

・【整備方針2】都市の魅力を向上させるための拠点づくり

○現存する自然資源を生かした親水性の大規模都市公園を整備する。

○公園と道路とを接続させ，公園が寄与する潤いのある魅力空間を周辺地域にも波及させる。

〇道路【基幹事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○地域創造支援事業【提案事業】

・公園ｱｸｾｽ道路整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・親水性中央公園基本計画策定

○公園【基幹事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･六ッ野スポーツの杜公園基本設計

・親水性中央公園整備事業

・六ツ野スポーツの杜公園整備事業



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 石川町・東石川歩道整備 ひたちなか市 直 1,358m 25 29 25 29 115 115 115 115

勝田中根線歩道改修 ひたちなか市 直 1,600m 25 28 25 28 55 55 55 55

公園ｱｸｾｽ道路整備 ひたちなか市 直 220m 28 29 28 29 7 7 7 7

公園 親水性中央公園整備 ひたちなか市 直 17㏊ 25 29 25 29 618 618 618 618

六ッ野スポーツの杜公園整備 ひたちなか市 直 4㏊ 27 29 27 29 457 457 457 457

河川 －

下水道 －

駐車場有効利用ｼｽﾃﾑ －

地域生活基盤施設 ひたちなか市 直 4,061㎡ 26 26 26 26 192 48 48 48

高質空間形成施設 ひたちなか市 直 51箇所,310㎡ 25 29 25 29 136 136 136 136

高次都市施設

既存建造物活用事業 －

合計 1,580 1,436 1,436 1,436

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

長堀町 ひたちなか市 直 17㏊ 25 25 25 25 10 10 10 10

ひたちなか市 直 4㏊ 26 26 26 26 6 6 6 6

地区内 ひたちなか市 直 890㏊ 25 27 25 27 2 2 2 2

合計

18 18 18 18

合計(A+B) 1,454

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

海浜鉄道新駅建設事業 柳沢 民間 国土交通省 ○ 平成25年度 平成26年度 20

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ社会実験 市内全域 ひたちなか市 国土交通省 129㎞ ○ 平成25年度 平成26年度 100

六ッ野土地区画整理事業 中根 区画整理組合 国土交通省 103㏊ ○ 平成6年度 平成29年度 19,217

合計 19,337

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

まちづくり活

動推進事業

公共交通PRﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成

事業活用調

査

地域創造

支援事業

親水性中央公園基本計画策定

六ッ野スポーツの杜公園基本設計 中根

－

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

歩行支援施設整備，駅前シェルター整備

交付期間内事業期間

細項目

うち民負担分

（参考）事業期間

－

－

－

文化会館駐車場整備

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

交付対象事業費 1,454 交付限度額 581.6 国費率 0.4



都市再生整備計画の区域

　ひたちなか市中央地区（茨城県ひたちなか市） 面積 890 ha 区域

勝田中央，元町，共栄町，東石川1丁目2丁目3丁目，勝田泉町，表町，石川町，春日町，勝田本町，武田，青

葉町，大成町，勝倉，大平，小砂町，長堀町，松戸町，笹野町，中根，高場，足崎，金上，三反田，柳沢，柳が

丘，田中後，湊中央，湊本町，湊泉町，東本町，牛久保，殿山町，平磯町，平磯遠原町，磯崎町，阿字ヶ浦町

ひたちなか海浜鉄道

阿字ヶ浦駅

国道245号線

ひたちなかＩＣ

ＪＲ勝田駅

ひたちなか海浜鉄道

那珂湊駅


