都市再生整備計画事業

大みか西地区

フォローアップ調査の概要
都市再生整備計画のフォローアップ調査について
日立市では、平成２３年度から都市再生整備計画『大みか西地区』を策定し、国から交付金を受け
ながら事業を進め、昨年度事業完了と併せて事後評価を実施したところです。
フォローアップ調査については、昨年度の事後評価で未実施となっておりました指標 2 について、
交通量調査を実施した上で、指標 2 の達成状況を確認するとともに、今後のまちづくり方策の進捗状
況について検討したものです。

大みか西地区

都市再生整備計画事業の概要

まちづくりの目標
『大みか西地区』では、まちの課題等を踏まえ、まちづくりの目標を次のとおり設定しています。
現状

大甕駅周辺は、西側に茨城キリスト教学園が立地し、東側には多様な先端産業が集積する
など自然環境も豊かで将来のまちづくりの拠点としてのポテンシャルを有している地域で
ある。

課題

ＪＲ常磐線による東西市街地の分断や道路ネットワークの脆弱性及び東口交通広場への周
辺交通の輻輳、加えて日立電鉄線廃線に伴う交通結節機能の変化などが課題となってい
る。

計画の目標

日立電鉄線の活用と各種都市基盤施設の整備を図り、駅周辺への交通利便性とアクセ
ス性の向上を図るとともに東西市街地を一体化し、本市南部の玄関口としてふさわし
い魅力あるまちづくりを進める。

事業の実施
まちづくりの目標を実現するための施策として、次の事業を実施しました。
基幹事業
南北アクセス道路整備
西口駅前広場整備
自転車駐車場整備(西口)
公衆トイレ整備(西口)
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運行管理システム導入

整備方針概要図

BRT専用車両導入

大甕駅東西自由通路整備

道路 大甕水木連絡道路整備
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東口駅前広場再整備
自転車駐車場整備(東口)
公衆トイレ整備(東口)
大甕駅周辺整備全体計画策定
新交通沿線まちづくり計画策定
事業効果分析
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大甕駅東西自由通路整備

指標の設定と目標の達成状況
まちづくりの目標を定量化した数値指標を設定し、指標の達成状況を評価します。
指標 1 及び指標 3 は、昨年度の事後評価において達成状況を評価しました。
今回のフォローアップ調査では、指標 2 の達成状況を評価するものです。
指

標

指標１ 大みか～多賀駅間の移動時間※１

指標２

指標3

従前値

目標値

評価値

達成度

分

約28分

約16分

約20分

従前値〇
目標値△

達成
宿屋敷水木線（現・吹上水木線）
への自動車流入率（12h）※２
駅西側跨線人道橋から下り
ホームまでの移動時間※3

単位

％

35%

20%

27%

従前値〇
目標値△

達成
分
（m）
※

約7分
約5.5分
約5分
（450ｍ） （350ｍ） （337ｍ）

〇：目標達成

△：未達成であるが従前値より改善

従前値〇
目標値〇

達成
×：未達成

※１【大みか～多賀駅間の移動時間】
大甕駅～常陸多賀駅間のバスの移動時間（平日 7 時の時間帯，大甕駅発の実測平均値）を計測
※２【宿屋敷水木線（現・吹上水木線）への自動車流入率（12h）
】
日立港線及び森山水木線の西側から宿屋敷水木線（現・吹上水木線）への自動車流入率を計測
※3【駅西側跨線人道橋から下りホームまでの移動時間】
駅西側跨線人道橋から下りホームまでの歩行者の移動時間（平面図から歩行距離を机上計測
し、歩行速度 1.11ｍ/秒（4km/h）として移動時間を算出）を計測

指標２：宿屋敷水木線（現・吹上水木線）への自動車流入率（12h）
従前値、目標値、評価値の数値は、交差点Ａ及び交差点Ｂにおける宿屋敷水木線（現・吹上水木線）
への流入率であり、交差点Ａ及び交差点Ｂにおける流入率の平均値の概数です。
従前値

35％（平均値 32.1%）

目標値

20％（平均値 22.6%）

評価値

27％（平均値 26.6%）
目標値は、事業前の東
口駅前広場利用の８割
が西口駅前広場を利用
すると想定したもの。

交差点Ａ
交差点Ｂ
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指標 2 における評価結果
指標 2 は、目標値の 20％を達成することはできませんでしたが、従前値（平成 22 年 5 月）
の 35％から評価値（令和 2 年 10 月）の 27％となり、8％減少しました。
南北アクセス道路整備及び西口駅前広場整備によって、宿屋敷水木線（現・吹上水木線）への
駅利用者と東側市街地へのアクセスにおける輻輳状態が解消し、駅利用者が分散化され、一定の
効果が図られたものと評価します。

交通量調査結果の概要
Ａ断面

Ｂ断面

事業前

9,220 台

事業後

9,996 台（8％増）

事業前

8,394 台

新に整備された南北アクセス道路の断面交通量が

事業後

8,177 台（3％減）

6,290 台となりました。

Ｃ断面

事業後

6,290 台（新規）

これは南北アクセス道路が整備されたことにより、西

国道 6 号側の県道日立港線及び森山水木線の
断面交通量は、事業前後ともほぼ同じ結果でした。
よって、従前値と評価値の評価については、交通量
の数値のまま（変化率なし）で比較します。

側市街地における明確な交通動線が確保された
ことよる一定の効果が図られたものと評価します。

Ａ断面
西口駅前広場

Ｃ断面

Ｂ断面

Ｄ断面

Ｄ断面

Ｅ断面

事業前

東口駅前広場

12,780 台

事業後

8,842 台（31％減）

事業前

9,333 台

事業後

6,339 台（32％減）

Ｅ断面

事業前

東口駅前広場：2,111 台

事業後

東西駅前広場：2,278 台（8％増）

内
訳

東口駅前広場：1,173 台（51％）
西口駅前広場：1,105 台（49％）

宿屋敷水木線（現・吹上水木線）の断面交通

駅前広場の交通量は、事業後、約 8％増であり、

量が事業後、約 3 割減少しました。

事業前とほぼ同じ結果でした。

駅周辺の新たな交通ネットワークが図られたことによ

また、事業後の東西駅前広場利用の比率は、概

り、宿屋敷水木線への流入が減少したものです。

ね 5 割という結果でした。
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今後のまちづくり方策の進捗状況
昨年度の事後評価時に計画した今後のまちづくり方策における進捗状況は以下のとおりです。

今後のまちづくり方策（事後評価時）
持続的方策
・改善策

基本的な考え方

想定される事業

交通結節点機能
強化を契機とし
たまちづくり

大甕駅周辺の拠点性の向上とコンパクトシティとしての
都市機能の実現を図るため、行政による計画的なまちづく
りを行うのみならず、事業者・住民等の更なる連携・協働
の下、地域住民が参加するまちづくり組織を主体とするま
ちづくり活動を推進することが求められる。

BRTを基軸とし
た公共交通ネッ
トワークの更な
る強化

大甕駅から常陸多賀駅間における、一般走行区間（河原
子町）のBRT専用道路化を検討するとともに、常陸多賀駅
以北のBRTの延伸や、これを補完する交通軸の整備を始め
とする公共交通網の適切な見直しなどにより、公共交通
ネットワークの強化を図り、公共交通への移動手段の転換
を促進することで、周辺道路の渋滞緩和を実現する。

大甕駅西側の土
地利用の促進と
大甕駅周辺地区
の魅力向上

大甕駅西側の都市基盤の充実を図るとともに、新たな都
市機能の誘導を検討するなど、駅西側の土地利用を促進す
ることにより、学生や若者が集い魅力ある東西一体となっ
た市街地の形成を目指す。

・地域住民が参加する
まちづくりの推進

・大みか西地区土地利用
整備検討
・大甕駅前都市機能検討

・大みか西地区土地利用
整備検討
・大甕駅前都市機能検討

今後のまちづくり方策の進捗状況
持続的方策
・改善策

今後の課題
その他特記事項

実施した結果

交通結節点機能
強化を契機とし
たまちづくり

地域住民の方による大甕
駅東口駅前広場花壇の手入
れや大甕駅東口待合所の飾
りつけを実施した。

今後とも地元からの意見・要望等をまちづくりに繋げる
ために、地域住民が参加するまちづくりを推進する。

BRTを基軸とし
た公共交通ネッ
トワークの更な
る強化

『BRTの延伸検討』及び
『常陸多賀駅周辺地区整備
事業』について、検討中。

常陸多賀駅以北のBRTの延伸や、これを補完する交通軸
の整備を始めとする公共交通網の適切な見直しなどについ
て引き続き検討を継続する。

大甕駅西側の土
地利用の促進と
大甕駅周辺地区
の魅力向上

『ひたちＢＲＴ沿線良好宅
地整備促進事業』を本年度
から創設し、ＢＲＴ沿線の
宅地整備を促進する。

新に整備された南北アクセス道路沿道の土地活用を含め
「大みか西地区土地利用整備検討」及び「大甕駅前都市機
能検討」について、今後とも引き続き検討を行う。
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定性的な効果発現状況
BRT 沿線で宅地開
発の機運が高まっ
た。
●リッツタウン東金沢
●森山町一丁目
区画整理
リッツタウン東金沢

森山町一丁目区画整理

新たに歩道の整備を
行ったことにより、安
全 な歩行空 間が確
保され、小学校や高
校通学路として安
全 ・ 安心 に 大 きく寄
与した。
安全な歩行空間（児童の通学の様子）

大 甕駅舎 、東 西自
由 通路 、東西 駅前
広場の整備により利
便性が向上し、か
つ、大甕駅周辺のバ
リアフリー化が図られ
安全性が向上した。
大甕駅東西自由通路

BRT サポーターズクラ
ブの設立や地元高
校生による BRT バス
停留所へのイルミネ
ーション設置により、
地 域の交流や 活動
が活発となり人と人と
の繋がりが生まれた。

安全な歩行空間（高校生の通学の様子）

大甕駅
エレベーター

サポーターズクラブ会議

高校生が設置したイルミネーション

自動運転実証実験中のバス

自動運転実証実験の様子

バス専用道路を利
用した国内初のバス
で の 自 動運 転 実証
実験が行われた。

6

その他の効果発現状況

BRT を新たな公共交通の
南北軸として、市内の公
共交通ネットワークの見直
し等を行ったことにより、長
年下がり続けていたバスの
利用者数が増加した。

ＪＲ大甕駅 1 日当たり乗車人員

大甕駅舎、東西自由通

（人）

ＢＲТ大甕まで運行

大甕駅自由通路
・駅舎供用開始
ＢＲТ多賀まで運行

路、東西駅前広場の整備
等により、平成 23 年まで
減少傾向となっていたＪＲ
大甕 駅の利用者数が 増
加した。

※上記数値には、降車人員は含まない。
東日本旅客鉄道ＨＰ
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大みか西地区 都市再生整備計画

参考：ひたちＢＲＴ沿線良好宅地整備促進事業
■ひたちＢＲＴ沿線良好宅地整備促進事業（上限 400 万円） 令和 2 年度
日立市では、ひたちＢＲＴ沿線でのまちづくりを進めるため、一定の要件に適合した宅地開発を行う事
業者の方へその費用の一部を補助します。
1.対象区域（ひたちＢＲＴ沿線）
次のいずれかの区域
（1）常磐線 常陸多賀駅・
大甕駅の半径 1 ㎞以内
の区域
（2）ひたちＢＲＴの各停留
所（バス停）から半径
500m 以内の区域
※次の地域、区域を除きます。
工業専用地域、工業地域、
土砂災害特別警戒区域、
土砂災害（特別）警戒区
域、河川浸水想定区域、津
波浸水想定区域、急傾斜
地崩壊危険区域
※街区の一部が区域内にかか
る場合には、その街区全体を
区域内に含みます。

2 主な要件
（1）ＢＲＴ沿線に開発行為で 4 区画以上の宅地造成を行うこと
（2）すべての住宅区画の敷地面積が 180 ㎡以上であること
（3）敷地面積 200 ㎡以上の区画数が全体区画数の半数以上であること
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