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ウォッチングガイド
いいね！がいっぱいいいね！がいっぱい

日 立 市



「はじめに」
　日立市は、鉱工業を中心に発展してきた

「ものづくりのまち」であるとともに、東に
太平洋を望み、西に阿武隈山系の山々を抱
える「四季折々の美しい自然を満喫できる
まち」でもあります。
　ユネスコ無形文化遺産である「日立風流
物」や日本のさくら名所１００選に選ばれ
ている「かみね公園・平和通り」、ウミウの
国内唯一の捕獲供給地である「伊師浜国民
休養地」などの観光資源に恵まれており、

「いいね！がいっぱい日立市」というキャ
ッチコピーのとおり、産業と自然が調和し
た様々な魅力に満ちあふれています。
　この「ウォッチングガイド」では、日立市
の魅力や良いところな
どをご紹介しています。
　皆さんにとって日立
市が、誇るべき、また愛
すべきまちとなります
ことを心から願ってい
ます。
　
平成２４年３月
 日立市長 吉 成　明
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｢日立｣の名の由来は、｢水戸黄門｣として親しまれている水戸藩2代藩主徳川光圀が

日立地方を訪れ、海から昇る朝日の美しさに｢日の立ち昇るところ領内一｣と称

えたという故事に由来すると言われています。
 

茨城県

日立市

◆日立市は、日本で最も広い関東平野の北端、茨城県の北

東部にあり、南北25.9km、東西17.9km、面積は

225.55k㎡を有しています。西は阿武隈山系に連なり、

東は起伏に富んだ太平洋の海岸線を臨み、穏やかな気候、

山・海の豊かな自然環境に恵まれています。

日立市プロフィール

◆かみね公園、奥日立きららの里、　田正音楽記念館、シ

ビックセンターなど日立市ならではの施設があり、四季を

通じて人が集い楽しめる交流拠点を有する県北の中核都市

として今も発展し続けています。

◆明治時代から鉱業、電気機械産業を中心とした産業が発

展し、日本有数の鉱工業都市として成長してきました。

◆日立市には、長い歴史を物語る貴重な文化遺産が数多く

あり、先人たちの確かな息づかいを今に伝えています。

◆長い海岸線には6か所の海水浴場と漁港があり、賑わいと

海の幸をもたらしています。また、市の地形は縦に長く、市

内に５つある常磐線の駅に沿って市街地が形成され発展して

います。
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｢日本のさくら名所100選｣の一つである｢かみね公園・平和通り｣をはじめ、市内一面に

咲き誇るさくら、｢日立風流物｣のからくり人形芝居など、多くの行楽客で賑わいます。

また、この時期に開催される｢日立さくらロードレース｣では、親子連れから本格派まで

幅広い参加者がさくらの花のアーチを駆け抜けます。

深い緑に囲まれた奥日立、鮮やかな青い海と白い砂のコントラストがまぶしい伊師浜、

川尻、会瀬、河原子、水木、久慈浜の６か所の海水浴場、夏の夜空を彩る花火や情趣あ

る祭りなど、自然の豊かさや人々の熱意が伝わる夏です。
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全国各地の郷土芸能が披露される｢ひたち秋祭り｣、地元の農水産物、園芸品、工業製品、

工芸品などが一堂に集まる｢産業祭｣、高鈴山や風神山などの山々から市街地のさくらやけ

やき並木に移ろう美しい紅葉など、祭りに集う人々の一体感やふるさとの豊かな実りを実

感できる秋です。

日立新都市広場や日立駅前の「ヒタチスターライトイルミネーション」は冬の風物詩。
天然のモミの木のメインツリーと周辺のイルミネーションで、心が安まる空間が広がり
ます。また、久慈川河川敷での凧揚げ大会では、多くの市民が手作りだこを空高く上げ
る技を披露します。そして、冬の味覚「あんこう」は日立市の代表的な海の幸です。



日立市の春の代名詞でもある｢日立さく

らまつり｣。かみね公園、平和通り、十

王パノラマ公園を会場に、｢日立風流物｣

の公開や｢ひたち舞祭｣など数々のイベ

ントが催され、多くの人で賑わいます。

日立さくらまつり

○日立紅寒桜
日立紅寒桜は、平成18年（2006年）

に新品種として登録された早咲き 

（見頃1月中旬～

3月中旬）のさく

らです。花は一

重咲き、淡紫ピ

ンク色の中輪で

市内では日高支

所やかみね公園

などで見ること

ができます。
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　春になると市内一面を美しく彩るさくら。市内には、ソメイヨシノを中心に市街地

だけで約14,000本のさくらの木があり、その優美さは市民の誇りとなっています。市

民アンケートに基づき決められた市のイメージカラーも｢さくら色｣です。



○日立さくらロードレース

｢日立さくらまつり｣の期間中、かみね公園、

平和通り、十王パノラマ公園では、さく

らのライトアップが行われます。闇に浮

かんだ花の下を歩くと、淡いさくら色の

空気に包まれ、幽玄さを感じます。

かみね公園・平和通りのさくらは、｢日

本のさくら名所100選｣（県内では那珂市の

静峰神社と2か所）に選ばれています。

毎年「日立さくらまつり」にあわせて

「日立さくらロードレース」が行われ

ます。家族で楽しく走る「親子・ファ

ミリーの部」や花見を兼ねた「のんび

りお花見の部」、「小・中学生の部」、本

格的に走りたい方向けの「５キロ・10

キロ・ハーフマラソンの部」など、日

立市のさくらを満喫しながら、走る醍

醐味を味わえます。
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　長い海岸線に点在する６か所の海水浴場は、日立市の大きな魅力です。

伊師浜・河原子・水木３か所の海水浴場は環境省選定の｢快水浴場百選｣に選ばれてお

り、伊師浜海水浴場は｢日本の白砂青松百

選｣の一つでもあります。

　また、多くのサーフポイントが存在し、

きれいな海と良質の波を求め、全国各地か

ら一年を通じて多くのサーファーが訪れま

す。特に、河原子海岸はサーフィンの全

国大会が開催されるなど、日本でも有数

のサーフポイントとなっています。
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い し は ま

  

 

  

かわじり

お お せ か わ ら ご

み ず き く じ は ま

う  ら  らう　 　 みさき

｢快水浴場百選｣や｢日本の白砂青松百選｣

に選定されている美しい海です。近くに

は｢国民宿舎鵜の岬｣や｢鵜来来の湯十王｣

などがあります。

常磐自動車道日立北ＩＣに近く、川尻港

に隣接しています。遠浅で波が静かなの

で家族連れに最適です。

日立駅から最も近い海水浴場です。磯に

できる潮だまりには多様な生き物が生息

し、子どたちに大人気です。

｢快水浴場百選｣に選定されており、清ら

かな水と白い砂浜が魅力です。８月には、

花火大会が行われます。

｢快水浴場百選｣に選定され、水質の良さ

が魅力です。天然の磯に囲まれた波静か

なビーチは、小さな子ども連れの家族に

最適です。

日立市で東京圏に最も近い海水浴場です。

久慈漁港に隣接し、広い砂浜と遠浅の海

で若者に人気があります。
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かみね公園

かみね動物園 ℡　050-5528-5184

ここがいいね！　　　in日立in日立

シンボルキャラクター
｢かみねっちょ｣

日立市から市街地を抜けた15haの小高い丘に、北関東

有数の動物園、遊園地、ジェットコースターなどがあるレ

ジャーランド、温水プール、入浴施設、郷土博物館、  田

正音楽記念館などがあり、1年を通して楽しい時を過ご

せます。さくらの季節には、約1,000本のさくらが丘一

面に咲き乱れ、まるでさくら色の絨毯が敷き詰められた

ように見えます。頂上展望台からまちを見下ろす夜景も

絶景です。

昭和32年開園の「かみね動物園」は、ゾウや

キリン、カバなどの大型動物を展示する本格

的な動物園です。国内では展示数が少ないク

ロサイ、ゴリラなどの希少動物やペンギン、カ

ワウソなどのかわいい動物たちとも出会えま

す。ふれあい動物広場では、ウサギやニシキヘ

ビなどとふれあえ、動物の温もりを肌で感じる

ことができます。

そのほか「チンパンジーの森」や、つり橋を渡

るクモザル、下から見上げるマンドリル、島に

放たれたリスザルなど6種類のサルたちの行

動が観察できる「サルたちの楽園」など、見ど

ころがいっぱいです。



日立市出身の作曲家故　田正の功績

を後世へ伝えるために建設された記

念館です。690枚のレコードジャケッ

トが飾られた2階から4階への吹き抜け

は、まさに圧巻。5階展望カフェから

は、市内指折りの眺望を眼下にコーヒ

ータイムも楽しめます。

　田正音楽記念館

○　田メロディー

日立市内常磐線各駅の車両発車メロデ
ィーは、　田正の作品です。

 　  各駅とも 「いつでも夢を」
　　　　　　　（歌手 橋幸夫 吉永小百合）

　   十 王 駅 「若い港」
                (歌手 三田明)

 　  小木津駅 「明日は咲こう 花咲こう」
                (歌手 吉永小百合 三田明)

 　  日 立 駅 「寒い朝」
                (歌手 吉永小百合)

　  常陸多賀駅「公園の手品師」
                (歌手 フランク永井)

 　  大 甕 駅 「恋のメキシカン･ロック」
                (歌手 橋幸夫)

　かみねレジャーランド

上
り
方
面

下
り
方
面

　郷土博物館

　かみね遊園地

動物園の出口に位置する入園無料の

遊園地。小さな子ども向けの乗り物

が充実。｢ブルートレインカーミー

号｣や｢コーヒーカップ｣、｢メリーゴ

ーランド｣な

ど家族で楽

しい思い出

づくりがで

きます。

郷土にかかわる歴史･民俗資料や美

術資料の研究や展示、市民向け講座

などを行っています。

℡　0294-22-4737 ℡　0294-21-1125

℡　0294-23-1515

℡　050-5528-4923

自然の地形を生かした「夢のドリー

ムコースターカーミー」をはじめ、

｢ゴーカート」、「ファイヤーバード」、

市街地から海岸線を360度ゆったり

見渡せる「大

観覧車」など

ワクワクド

キドキする

乗り物がた

くさん！
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日立シビックセンター　(科学館・天球劇場)

奥日立きららの里

TEL 0294-24-7711

 

廃校となった旧高原小学校を、自然体験型の

施設としてリニューアルしました。

宿泊しながら、そば打ちやこんにゃくづくり

など地域の自然環境を活かした様々な体験が

できます。　　　　　

TEL 0294-24-2424 TEL 0294-39-5391
たかはら自然体験交流施設「たかはら自然塾」

 

 

 おくひたち しぜんじゅく

日立駅を降りると目に飛び込んでくる巨大

な球体ドームが浮かぶ日立シビックセンタ

ー。館内には、音楽ホールやプラネタリウ

ム（メガスターⅡA）、図書館などがあり

ます。中でも科学館は、ロボット展示やサ

イエンスショーもあり、ワクワクドキドキ

の体験がたくさんできます。クラッシック

コンサートから科学体験まで、魅力いっぱ

いの施設です。

自然いっぱいの約 48ha の園内には、日本一

の長さを誇るすべり台「ワクワクスライダー

（全長 1,188ｍ）」があります。バーベキュー

をしたりポニーとふれあったりアスレチッ

クで遊んだり、自然をいっぱい楽しんだ後

は、家族や友人とケビンに宿泊。空気の澄ん

だ晴天の日には、富士山を遠望することもで

きます。
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鵜来来の湯十王

国民宿舎鵜の岬に隣接している日帰り温泉

施設です。太平洋を一望できる露天風呂を

はじめ、ゆったりと横になれる寝湯やサウ

ナなどの施設も充実しており、リフレッシ

ュには最適です。

国民宿舎鵜の岬

全国の国民宿舎の中で宿泊利用率ナンバー

ワンの「鵜の岬」。広さ 15ha の伊師浜国民

休養地内にあり、目の前に広がる太平洋を

眺めながら食事が楽しめるレストランや温

泉展望風呂などから、海と森が織りなす四

季折々の美しい自然の魅力を満喫できま

す。また、テニスコートやスイレン池、岬で

捕獲されたウミウを鑑賞できる「鵜のパラ

ダイス」など、ファミリーで楽しむことがで

きる施設が充実しており、多くの観光客で

賑わっています。

TEL 0294-39-1126TEL 0294-39-2202

う う ら ら

  く　 じ

TEL 0294-53-8000
久慈サンピア日立

伊師浜国民休養地内には、ウミウの捕獲場

があり、長良川など全国11か所の鵜飼地へ

全国で唯一ウミウを供給しています。捕獲

場は捕獲に支障のない7月～9月、1月～3月

に一般公開されています。この「鵜取りの

技術」は市無形民俗文化財となっています。

みさき ゆ じゅうおう 

久慈浜海水浴場のほど近くに立地する宿泊

交流施設で、海側の客室からは太平洋が一

望できます。常磐自動車道日立南太田ＩＣ

からも近いため、観光、レクレーションな

どの拠点としての利用に最適です。

レストランで、地元の旬の食材を味わえる

ほか、日帰り入浴や宴会・会議など、いろ

いろな利用ができます。
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○ウミウの飛来地



竪破山

十王パノラマ公園

高さ20mのUFO型展望台からは、太平洋や十王ダムを眼下に360度のパノラマが広が

り、広々とした芝生広場では思い思いの楽しみ方を満喫できます。春には約400本のさ

くらが見事な花を咲かせ、1時間ごとに水面から50ｍの高さまで吹き上げる十王ダムの

大噴水も見どころのひとつ。雄大な眺めの

中でのびのびと過ごすことができます。

  たつわれさん

く ろ さ き

た ち わ り い し

は ち ま ん た ろ う み な も と の よ し い え

日立市内で一番高い653mの山。堅

破山の山頂には、黒坂の命を祀った

黒前神社があります。山頂付近には

八幡太郎源義家が太刀で割ったとさ

れる｢太刀割石｣など、面白い形をし

た七つの奇石と三つの滝が点在し、

水戸光圀により｢三滝七奇石｣と名付

けられています。

さ  ん  た  き  な  な  き  せ  き 

じゅうおう

・多賀駅より3分 多賀町1-14-1 二葉ビル4F
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　○日立アルプス
高鈴県立自然公園内に位置し、阿武隈

山地の南端、日立西部に連なる山々は

日立アルプスと呼ばれています。

風神山（242ｍ）、真弓山（神社280ｍ）、

高鈴山（623ｍ）、御岩山（492m）、神峰山

（598m）、羽黒山（491m）、石尊山（386m）

などがあります。

晴れた日には、いわき、小名浜からつ

くば、鹿嶋灘まで一望できます。

助川山市民の森

総面積150haの広大な敷地に

は、ネイチャートレール（自然

遊歩道）が12本あり、渓流で

の沢遊びや森林浴、ハイキング

などが楽しめます。

カッコウなどの野鳥やタチツボ

スミレなどの各種植物の観察が

楽しめ、標高328.3ｍの山頂

展望台からは、太平洋を一望で

きます。

  すけがわやま
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  あかばね

イトヨの里　泉が森公園 赤羽緑地

小木津山自然公園東滑川海浜緑地

公園内の澄みきったせせらぎには、湧水地

にしか生息しない全国的にもたいへん貴重

な魚、｢イトヨ｣（陸封型）が生息し、6月

にはゲンジボタルを見ることもできます。

公園の脇には、｢常陸国風土記｣の中で｢密

筑の里｣と紹介されている県指定の遺跡｢泉

が森｣があり、森の中にはきれいな水が湧

き出る泉神社があります。

久慈町の一角の雑木林の丘に囲まれた盆地

にある赤羽緑地（愛称：自然観察ふれあい

公園）。カルガモ、カワセミなどの野鳥が

数多く見られるほか、メダカやドジョウ、

ヘイケボタルなどの観察もできます。古墳

時代の横穴墓もあり、歴史を感じる公園と

なっています。平成18年に国土交通省｢手

づくり郷土賞｣を受賞しています。

海を眺めながらウォーキングできるシー

サイドパークで、健康遊具も設置されて

います。緑地内には珍しい藻類ヒカリモ

が群生し、年間を通して見ることができ

ます。緑地の南側には、24時間温泉水

を持ち帰ることができる温泉スタンドが

あります。泉質はナトリウム―硫黄塩素、

泉温３１度です。

総面積65haの雄大な自然の中に、スイ

レンの池、アカマツの自然林、ナラ・ク

ヌギの雑木林があり、気軽に森林浴が楽

しめます。南北二つの展望台からは、市

街地や太平洋が望め、茨城県の「子ども

いきいき自然体験フィールド100選」に

も入っています。

き

 ひがしなめかわ  お ぎ つ や ま

み
 
つ

いずみ もり
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諏訪梅林

 

助川城跡公園

助川城は、江戸時代末期、水戸藩が外国船

監視と海防を目的として築かせたもので、

家老の山野邊氏が城主として任にあたりま

した。

城は元治元年（1864年）水戸天狗党の乱

で炎上し、城跡は公園化され今日に至って

います。

御岩山の三本杉

平成12年林野庁は国有林内に生育する巨

木の中から｢森の巨人たち100選｣を選定

し、県内では御岩山の三本杉（幹周り

848センチ 樹齢500年（推定））が唯一

選ばれました。

茨城百景の1つ、

茨城県指定天然

記念物でもあり

ます。近くには、

｢常陸風土記｣に

紹介されている

御岩神社もあり

ます。

諏訪梅林は、天保4年（18

33年）に、徳川斉昭烈公に

よって造園されたと伝えら

れています。

現在、約1haの公園内には

約300本の梅が植えられ、

観梅の名勝となっています。

明治35年（1902年）には、

歌人であり、小説「土」の作

者である長塚節が訪れ、

「雪降りて寒くはあれど梅

の花散らまく惜しみ出でて

来にけり」と詠んでいます。
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イブキの自然分布北限に近い自生樹叢とし

て、大正11年に国の天然記念物に指定さ

れました。イブキは、標高2～3mの海岸

から標高500ｍの潮風の当たる場所に分布

します。生育地は、年平均気温が10～17

℃の間と温暖で、夏季に降水量の多い地域

です。日立市のイブキ樹叢は、貴重な自生

樹叢となっています。

国指定重要有形･無形民俗文化財･ユネスコ無形文化遺産｢日立風流物｣

  ふうりゅうもの

国指定天然記念物｢いぶき山イブキ樹叢｣

じゅそう

｢日立風流物｣は、宮田地区の鎮守である神峰神社の大

祭礼に、氏子たちが奉納してきた山車です。五段屋形

開閉式山車で、その規模は高さ約15m、重さは約5ト

ンにもなります。山車の上には5層の屋形があり、屋

形上でからくり人形芝居が繰り広げられます。人形は

出し物によって、その都度つくり替えられ、綱により

人の手で操られます。｢源平盛衰記｣、｢太平記｣、｢仮名手本

忠臣蔵｣、｢太閤記｣などの芝居が行われています。

山車に人形芝居が

組み合わさり、綱

の操作によって山

車の変化と人形の

動きが複合されて

いるところは他に

類例を見ないもの

です。
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く は ら  ふ さ の す け

　田メロディー

は、荒廃してい

た戦後、すさん

だ人々の心を和

ませ、生きる喜

びや希望を与え

ま し た 。 平 成

10年に国民栄

誉賞を受賞し、

日立市名誉市民

になりました。

　小平 浪平

山口県萩市出身。赤沢銅山を買い取り、日

立鉱山としました。煙害問題解決のために

当時世界一の高さ（155.7m）を誇った大

煙突を建設しました。

昭和48年茨城県日立市生まれ。6歳より津軽三味線をはじめ、15歳で

｢全日本津軽三味線競技大会｣史上最年少優勝するなど、純邦楽の世界

で高い評価を受けました。平成13年にメジャーデビュー。平成18年

には、｢第21回日本ゴールドディスク大賞純邦楽アルバム・オブ・ザ

・イヤー｣を受賞。平成19年には、日本各地に伝わる風土記を表現し

た最新アルバム『蒼風』をリリース、NHK大河ドラマ｢風林火山｣紀行

テーマ曲が収録されています。海外アーティストとの共演も多く、日

本の伝統楽器と西洋の音楽との融合を行った独自のアプローチで高い

評価を得ながら、"津軽三味線の伝統と革新"を追求し続けています。

　鏡山親方(元関脇多賀竜昇司)

　KATSUMI

　田 正　           
日立市出身の作曲家。生涯作曲数は、約

2400曲（歌謡曲1800曲、校歌など600

曲）。ヒット曲が200曲を超える偉業を成                 

                                  　し遂げました。           

　　　

久原 房之助

久原房之助が築いた日立鉱山の電気機械を

修理する部門を電気機械製作事業として独

立させ、明治43年（1910年）に日立製

作所を創業しました。

日立市出身のミュージシャン。JALのCM

ソング他、口福あんこうのイメージソング

｢Happy! Happy!パラダイス｣をプロデュー

スし、日立市のまち興しにも力を注いでい

ます。平成20年春には10

年ぶりのソロアルバムが完

成。ライブや作詞作曲、プ

ロデュースなどで活躍する

他、ウルトラマンの歌を歌

うユニット"ProjectDMM"

にも参加しています。 

　上妻 宏光

日立市出身の元大相撲力士。最高位は関

脇。蔵前国技館最後の本場所である昭和

５９年9月場所、多賀竜は前頭１２枚目で

平幕優勝を果たしました。昭和60年１月

場所では、横綱北の湖と対戦し完勝。北

の湖はこの敗戦を最後に引退しました。
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小平記念館

 
○シラス
シラスはイワシ類の稚魚の総称で、その中でも夏から冬

にかけて獲れる真っ白なカタクチイワシのシラスは最上

級品です。久慈漁港で水揚げされるシラスは地元加工業

者がすぐに加工し、きめが細かく、ふんわり柔らかに仕

上げて「久慈浜しらす」として販売しています。また、

新鮮な状態で保存する冷凍技術を導入しているので、生

しらすも楽しめます。

森のカスタードクリームとも呼ばれる、北米原産の

甘く香りのよい果物です。十王地区で栽培されてお

り、ポポーワインやソフトクリーム、アイスクリー

ム、菓子などに加工しています。ふくよかな香りと

甘くさわやかな味は、ほかでは味わえないおいしさ

です。

○ポポー

栄養分豊富な土壌に恵まれた茂宮地区ならではのおいし

いかぼちゃで、錦芳香という品種です。甘みが強く、栗

のようにポクポクとした食感が特徴です。茂宮特産物研

究会では、有機質肥料や減農薬を取り入れ、ミツバチ交

配による自然栽培を行っています。

○茂宮かぼちゃ
 もみや

○ 本じらうお

透き通った身が美しい、小さく繊細なさかな。

しらうお、本じらすとも呼ばれ、主に首都圏へ出荷

されて高級料亭などで供されています。生で食べる

ほか、かき揚げや吸い物などにしてもおいしく、高

級食材として珍重されています。日立市では、新鮮

な生の本じらうおも食べることができます。
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日立市地域ブランドホームページ http://www.brand-hitachi.com/

○さくらダコ
｢さくらダコ｣は、日立沖で漁獲されるミズダコとヤナギダ

コの総称です。日立市のタコ水揚げ量は、30 年にもわたり

県内１位を誇っています。

市民に親しまれ、市のシンボルでもある｢さくら｣を冠して

｢さくらダコ｣と名付け、｢市のさかな｣に制定されています。

刺身のほか、しゃぶしゃぶ、煮ダコ、タコ飯、ピラフなど

もお薦めです。

全国の広い地域で獲れるあんこうですが、茨城沖

のあんこうは常磐物として特に高く評価されてい

ます。日立市の水揚げは県内屈指で、秋から早春

が旬です。関東のフグと称されるほど上品で淡白

な味で、肝やヒレなどを加えたあんこう鍋や皮を

加えたとも酢など、多彩な味わいが楽しめます。

○あんこう

茂宮かぼちゃと同じ地区で栽培しているおいしい白菜で

で。肉厚でみずみずしく甘みがあり、芯が細くやわらか

かのが特徴です。シャキシャキと食感が良いので、鍋も

のなどのほか、漬けものやお浸しなど、煮ても生でも お

いしく召し上がれます。

○茂宮はくさい

ベストセレクションひたち
 

 ひたちのさかな
さくらダコの｢たこピン｣
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日立市地域ブランド推進協議会は、農林水産業者や商工業者、行政な

どが連携して、日立市の地域ブランドを育てる活動を進めています。

特産品をはじめ、市内の特別に優れた商品や技術などを「ベストセレ

クションひたち」として認定しており、農水産品６件、加工食品19件

工業技術6件を認定済みです。

じょう ば ん も の



日鉱記念館 小平記念館

日立鉱山は、久原房之助による明治38年の

創業後、日立市の産業発展の礎となりまし

た。日鉱記念館は、鉱工業のまち幕開けの

引き金となった鉱山が、昭和56年にその歴

史を閉じるまでの資料を展示しています。

日立製作所創業者小平浪平の志と偉業を後

生に伝えるために建てられた産業資料館で

す。創業当時の資料や歴史的な製品、小平

の遺品が展示され、5馬力誘導電動機は茨

城県指定文化財となっています。

日立地区産業支援センター

鉱工業を中心として発展してきた企

業城下町の特徴を生かし、県北臨海

地域に集積する地域産業の発展に役

立てるよう、｢日立地区産業支援セ

ンター｣を開設しています。
　（主な事業内容）

　・人材育成に関する事業

　・競争力強化に関する事業

　・受注、顧客開拓に関する事業

　・新製品、新技術開発に関する事業

　・経営者の気づきに関する事業

　・創業支援に関する事業

℡　050-5528-5188

℡　0294-21-8411 ℡　0294-55-0110

おだいら

地域のものづくり企業が、急激な経済環境の変化に柔軟に対応できる経営体質の確立を図

るための各種事業を展開しています。例えば、｢ものづくりは人づくり｣という言葉がある

ように、５Ｓ（整理･整頓･清掃･清潔･しつけ）や改善への取組強化を推進するなど、現場を再度見

つめ直し、製造現場からものづくりを支える人材育成への取組を重点的に進めています。

　鉱工業都市として発展してきた日立市は、「ものづくりのまち」であり、多くの高

度なものづくり技術を後世に伝えています。種々な技術を競う国際・国内技能五輪で

の活躍もめざましく、たくさんの金メダリストを輩出しているほか、新たな産業創出

をリードしています。

にっこう
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○農業
　「十王地区」米、大豆、野菜、柿、ポポーなどが栽培されています。

　「中里地区」リンゴ、ブドウ、ブルーベリーなどの果樹栽培が行われており、秋にはレ

　　　　　　　ジャー農園で収穫を楽しむことができます。

　「南部地区」米、きゅうり、白菜(茂宮白菜)、南瓜(茂宮かぼちゃ)、梨などを中心に栽培し

　　　　　　　 ています。

　「折笠地区」巨峰を中心に、欧州系ブドウが栽培されています。

国道6号の伊師浜海水浴場入口、宿泊利用率日本一を誇

る国民宿舎鵜の岬のすぐ近くにある直販所です。地元

産の新鮮野菜、地酒、工芸品など、全て地元産にこだ

わった品揃えが自慢です。ポポーを使ったこだわりの

ソフトクリームも味わえます。（ポポー：P19参照）

○林業
　十王地区の黒坂・高原、中里地区、諏訪地区ではスギ、ヒノキの造林が盛んに行われ、

　黒坂・高原、中里地区はしいたけの栽培も盛んで、特産物になっています。

○水産業
　久慈漁港をはじめ、川尻、会瀬、河原子などの漁港で地域ブランドのシラスをはじめ、

　ヒラメやタイ、アワビなどが水揚げされ、東京方面にも出荷されています。

○十王物産センター鵜喜鵜喜
う き う き

TEL 0294-39-3126
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日立の新年幕開けのコンサートとして、毎

年1月に開催しています。

毎回、質の高い華やかなオペラ公演を紹介

しています。

ニューイヤーオペラコンサート

市民オペラによるまちづくりを目指して、ミニコンサートや地域でのオペラサロンなど多

彩な活動を展開しています。日立初の野外オペラ『トゥーランドット』(H13年)、『カル

メン』(H17年)に続き、国民文化祭いばらき2008では、500人を超える市民と専門家

の協同制作により、名作オペラ『アイーダ』を上演し、好評を博しました。市民オペラは

日立市を代表する重要な芸術文化となっています。

ひたち市民オペラ

平成18年に開校した｢子どもオペラ学校｣

は、平成23年7月に第4回目の成果発表公

演『ヘンゼルとグレーテル』を上演。約半

年間オペラを通して成長した子どもたちの

舞台は、観客を魅了します。オペラの素晴

らしさを体験できる子どもオペラ学校は、

将来につながる市民の財産です。

子どもオペラ学校
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ひたち国際大道芸

全国から招く本物の伝統芸能、若い世代の熱くダイナミックな演舞などを昼も夜も堪能で

きます。特に、夜のステージは全国でも類を見ない規模を誇り、幻想的、情熱的な芸能の

魅力を引き出す感動充実の秋の風物詩です。

ひたち秋祭り～郷土芸能大祭～

○ひたち舞祭
毎年4月の｢日立さくらまつり｣に合わせて行われる｢ひたち

舞祭｣。子どもが主役！を合言葉に、新しい時代の感性に

合った祭でふるさとづくりを盛り上げます。｢日立音頭｣や

♪この木なんの木♪でおなじみの｢日立の樹｣、茨城県の偉

人・野口雨情の童謡｢シャボン玉｣｢七つの子｣など、地元日

　

毎年5月第2週の土日に行われる｢ひたち国際大道芸｣。

世界中からたくさんのストリートアーティストが集まり、

目を見張る技術とスリル、思わず笑うコメディーの数々な

どがすぐ間近に見られます。見慣れた街並みが、突然迷宮

にいるような異空間に変わる瞬間に出会えます。

立・茨城にゆかりの深いメロディをダンス音楽にアレンジした｢Hi-tachi　DANCE！｣や

　田正の名曲｢いつでも夢を｣を編集した｢it's day more YOU！ME！ON！｣などに乗って

たくさんの子どもたちが舞い踊ります。
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小平記念館

◆市内には、入四間町笹目ネバ山遺跡、

大みか町六ツヶ塚遺跡・高鈴町鹿野場遺

跡などの旧石器時代の遺跡があり、2万

5千年前から人々が生活していたと推測

されています。縄文時代の遺跡も150あ

まり発掘されており、貝塚や集落跡が形

成されていたことがわかります。

◆｢常陸国風土記｣には、駅家が助川や藻島

(現十王町伊師)にあったことや、海岸に

近い場所に集落が多くあったことが記され

ています。また、山海の珍味(石決明(あわ

びのこと)、ウニ、貝など)が多く取れたこ

とや、密筑の里(泉が森)が人々の憩いの

場であったことなどもわかります。

◆平安時代末期から戦国時代にかけては、

佐竹氏の支配下にありました。その間、多

くの社寺が建立されました。

◆徳川幕府が開かれた後、この地方に水戸

藩がおかれ、以後日立地方は水戸藩の支

配を受けることになります。天保期には

水戸藩の郷校として大久保村に暇修館が開

校しました。

◆幕末には、海防のための陣屋が設けられ、

助川海防城には水戸藩家老で現山形県山辺

町出身の山野邊氏が城主となり、防備を固

めました。

◆1889年(明治22年)に村の統合が進み、

宮田村と滑川村が合併し、日立村が誕生し

ました。

◆日立地方には、江戸時代から赤沢銅山と

呼ばれる鉱山があり、幕末にはかなりの産

銅がありましたが、鉱毒水騒ぎでその経営

は安定していませんでした。1905年(明治

38年)、この銅山を買受けた久原房之助は

問題を新しい技術と資金で解決し、短期間

で日立鉱山を四大銅山の一つに数えられる

までに発展させました。

◆このとき、煙害問題が表面化し一時は経

営の重荷になりましたが、1914年(大正3

年)に当時世界一の大煙突を築造し、また風

向きによって操業を調節する対策によって

見事に乗り切りました。

う ま や め し ま

せっけつめい

み つ き

ね ば や ま

む つ が づ か か の ば
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　「日立鉱山」をモデルとした新田次郎の小説。日立鉱山が、地域住民との共生の元

に発展してきた歴史を描いています。

　日立鉱山の産物であった銅鉱石に含まれる硫黄成分が亜硫酸ガスとなり、樹木をは

じめ耕作物にも影響が出て、大きな被害をもたらしました。煙害に悩む久慈郡中里村

入四間の住民は、煙害交渉のリーダー関右馬允（小説中｢関根三郎｣）を中心にして精

錬中止を求めました。日立鉱山の経営者であった久原房之助（小説中｢木原吉之助｣）

は、「一山一家」の経営家族主義を実践し鉱山を発展させましたが、住民との利害が

衝突しました。このため、煙道や大口径煙突により煙を希釈し煙害を解決しようと試

みましたが効果がなく、ついに政府や社内の反対を押し切って大煙突の建設に踏み切

りました。この煙突は、高さ155.7ｍで当時世界一とうたわれ、完成後、煙害減少の効

果が表れました。

○コラム　小説「ある街の高い煙突」

◆1910年(明治43年)には、小平浪平が日立製作

所を創業、昭和期に大きな発展を遂げました。

1939年(昭和14年)には日立市が誕生、第二次世

界大戦では工場を中心に大きな被害を受けました

が、戦後鉱工業を柱に復興を遂げ、1983年(昭和

58年)には市の人口が20万6千人を突破しました。

◆その後、産業構造の転換などにより人口減少に転じています。

◆2004年(平成16年)には旧多賀郡十王町と合併し、現在の日立市を形成しています。

　日立鉱山は、当時の庶務課長であった角弥太郎 (小説中「加屋淳平」)を中心に煙

害で露出した山肌等に耐煙性の強いクロマツ、

アカシアなどを植え、また、大島桜、杉などの苗

木を被害民に無償配布して緑の復興に努めま

した。

　これら市民と企業の協力による幾多の努力

が今日の市の花「さくら」の原点であり、春にな

ると市全体を見事にさくら色に染め、その歴史

とともに市民の誇りとなっています。
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※　大煙突は、1993 年（平成 5年）に、下部約 3分の 1（54ｍ）を残して崩壊しました。



市章

「日立」の「日」の字は、円で型取り、「立」

を極めて巧妙な花に図案化し、「日立」の２文

字を完全に現わしています。

円は円満な発展を意味し、中央の立てる花は、

華やかにして殷賑を思わせています。昭和15年

４月１日、公募作品の中から日立市紋章審査会

が決定しました。

イメージマーク

日の立ち昇るところ領内一と言われた日の光の

輝き、市の花さくらや太平洋に開けた豊かな大

地に恵まれ、創造、触れあい、ゆとり、潤いに

満ちて飛翔する市民の喜びをイメージしてデザ

イン化したもので、平成19年４月６日に制定さ

れました。

市の木 ケヤキ

20万日立市民の暖かくしかも力強い腕の輪によ

って、市の木を永遠に保存する意味をこめたも

のです。また日立の文字も抽象的にデザイン化

されています。デザインは、昭和52年７月15

日、公募作品の中から日立市民運動推進連絡協

議会が決定しました。

市の花 さくら

５枚の花びらは、ひたちの「ひ」の文字のデザ

インで互いに手をつなぎあい、市のサクラとし

てたいせつに育て見守っていくことをイメージ

したものです。デザインは、昭和52年７月15

日、公募作品の中から日立市民運動推進連絡協

議会が決定しました。

市の鳥 ウミウ

平成元年９月１日、日立市の「市の鳥」を決め

る委員会がウミウを市の鳥として決定、大きな

太陽を全身に受け輝いている「ウミウ」のデザ

インは、平成元年12月26日、公募作品の中か

ら同委員会が決定しました。

市のさかな
　　さくらダコ

｢市のさかな｣選考委員会で検討して、平成15年

2月26日、市のさかなを「さくらダコ」に決定

しました。デザインは、大きくて元気なさくら

ダコをイメージしたもので、平成15年９月24

日に制定されました。
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まちづくりまちづくり

日立市の歴史において、産業

の発展とともに育まれた｢桜｣

の持つ意義は大きく、その色

であるさくら色は、活力ある

明るく希望に満ちた豊かな未

来を表しています。

○日立市の魅力を伝えよう！

 【 将 来 都 市 像 】

【イメージカラー】

さくら色
【キャッチコピー】

いいね！がいっぱい日立市
日立市の持つ多くの魅力ある

資源に光をあて、市への愛情

や都市づくりへの意志を表現

したものです。

【 まちづくりの基本理念 】

これまでの日立市の歴史の中で育まれてきた「ものづくり都市」としての価値を高

め、まちの将来を担う人材や新たな産業などの活力を育み、このまちに住みたい、

住み続けたいと思うまちづくりを進めます。

産業の集積や自然、人と人との絆など日立市がこれまで築いてきた資産を磨くとと

もに、地域の力をさらに高め、市民、企業、行政の協働により、未来につないでい

くまちづくりを進めます。

【 計 画 期 間 】

総合計画（総合的かつ計画的な行政運営を図るための指針となる計画）

生活未来都市・ひたち 
～知恵と自然が響き合い、くらしを明日につなぐまち～

くらしの安心をつなぐ
災害への対応などの強化を図るとともに、就業や福祉など、基本的な暮らしの充実

を図り、誰もが住み慣れた地域の中で、生き生きと支え合いながら、より安心して

生活できるまちづくりを進めます。

まちの活力を育む

地域の力を磨きいかす

平成24年度から平成33年度までの10年間

1 28
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タウランガ市

バーミングハム市

桐生市

山辺町

【国際親善姉妹都市】

都市交流

バーミングハム市 /アメリカ合衆国

先端医療産業がまちの基幹産業となって

いるほか、ロボット・航空・宇宙工学、バイ

オテクノロジーなどのハイテク企業が数

多く進出し、経済活動が活発なまちとし

て知られています。また、｢青春｣の詩で知

られるサミュエル・ウルマンの出身地と

しても有名です。昭和57年4月に｢国際親

善姉妹都市｣の提携をしました。

タウランガ市/ニュージーランド国

｢タウランガ｣とは、この地域の先住民族で

あるマオリ族の言葉で、"カヌーの錨をお

ろす場所"を意味し、ニュージーランド最

大の輸出港であるタウランガ港を経済の

中心に発展してきた歴史を持っています。

キウイフルーツなどの果物栽培が盛んな

リゾート地でもあります。昭和63年4月

に｢国際親善姉妹都市｣の提携をしました。

いかり

群馬県桐生市 山形県山辺町

【国内友好都市】【国内親善都市】

桐生市は桐生織という絹織物の街として

知られ、江戸時代には西の西陣、東の桐生

とうたわれました。

臨海学校で、桐生市の子どもたちが、毎年

河原子海岸へ海水浴に訪れ交流を深めた

のを契機に、昭和40年3月に｢国内親善都

市｣の提携をしました。

江戸時代、開国を迫るため黒船が近海に現

れるようになると、時の水戸藩主徳川斉昭

は、全国に類のない助川海防城を築き、初

代城主に山辺町出身の山野邊義観を任命

しました。

その歴史的な縁から、平成16年5月に

｢国内友好都市｣の提携をしました。

よしみ

0 2 9 4 - 3 6 - 1 6 0 8

日立市地域ブランド「ベストセレクションひたち」認定品

「日立かすていら」、「しあわせ通信」好評発売中です。



                    

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　

宮田村と滑川村が合併し、多賀郡日立村が誕生する。

久原房之助が赤沢銅山を日立鉱山として創業する。

小平浪平が日立製作所を設立する。

多賀郡日立村が多賀郡日立町になる。

日立町と助川町が合併し、日立市となる。

終戦直前の戦災により、全市の約7割が灰になる。

日立市に多賀町、日高村、久慈町、中里村、坂本村、東小沢村が編入

合併し、新日立市が誕生する。

豊浦町が編入合併する。

群馬県桐生市と国内親善都市提携を宣言する。

日立鉱山が閉山する。

アメリカ合衆国アラバマ州バーミングハム市と姉妹都市提携する。

常磐自動車道が日立北インターチェンジまで開通する。

核兵器廃絶、平和都市宣言をする。

ニュージーランドタウランガ市と姉妹都市提携する。

市制施行50周年、市の鳥｢ウミウ｣を制定する。

｢日立新都市広場｣、｢日立シビックセンター｣がオープンする。

大煙突が崩壊する。日立中央インターチェンジが開通する。

｢奥日立きららの里｣がオープンする。

市制施行60周年、｢日立地区産業支援センター｣がオープンする。

市のさかな｢さくらダコ｣を制定する。｢金砂大田楽｣が公開される。

｢　田正音楽記念館｣がオープンする。

山形県山辺町との友好都市提携に調印する。

十王町との合併により、新日立市が誕生する。

環境都市宣言をする。

｢多賀市民プラザ｣がオープンする。

日立市イメージマーク、キャッチコピー、イメージカラーを制定する。

国道6号日立バイパス｢日立シーサイドロード｣が開通する。

市政施行70周年、｢ふれあいプラザかみね｣がオープンする。

｢日立風流物｣がユネスコ無形文化遺産になる。

日立駅自由通路・橋上駅舎が完成する。

1889年(明治22年)

1905年(明治38年)

1910年(明治43年)

1924年(大正13年)

1939年(昭和14年)

1945年(昭和20年)

1955年(昭和30年)

1956年(昭和31年)

1965年(昭和40年)

1981年(昭和56年)

1982年(昭和57年)

1985年(昭和60年)

1988年(昭和63年)

1989年(平成元年)

1990年(平成 2年)

1993年(平成 5年)

1994年(平成 6年)

1999年(平成11年)

2003年(平成15年)

2004年(平成16年)

2005年(平成17年)

2006年(平成18年)

2007年(平成19年)

2008年(平成20年)

2009年(平成21年)

2011年(平成23年)

日立市ホームページ http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/

日立市モバイルサイト http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/m/

○日立市の情報発信！

（モバイルサイトＱＲコード）
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日立市へのアクセス

■鉄道

　上野駅　83分　日立駅　40分　いわき駅 <特急スーパーひたち>

　上野駅  130分 日立駅　60分　いわき駅 <常磐線>

■高速道路

　三郷IC　80分　日立中央IC　35分　いわき中央IC <常磐自動車道>

　水戸IC　45分　日立中央IC <常磐自動車道>

ウォッチングガイド　いいね！がいっぱい日立市
平成20年3月初版発行　平成24年3月第4版発行／日立市
編集／企画調整課・日立市情報紙検討委員会
茨城県日立市助川町1-1-1　　電話 0294-22-3111・IP電話 050-5528-5000
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ひたち


