
都市再生整備計画（第６回変更）
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・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。
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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 196 ha

平成 17 年度　～ 平成 21 年度 平成 17 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

人 平成１６年度 平成２１年度

人／年 平成１６年度 平成２１年度

都道府県名 茨城県 鹿嶋市
か し ま し

平井
ひ ら い

東部
と う ぶ

地区
ち く

計画期間 交付期間 21

　『スポーツを核とした交流のまちづくり』
　　　　目標１・・・　基盤整備に基づく良好な居住環境の形成と住宅団地整備による人口の増加
　　　　目標２・・・　スポーツを核とした、居住者が快適に過ごせるまちづくり

当地区は，市の中心市街地より東南に約２㎞離れた市街化区域内に位置し，鹿島臨海工業団地の北部に接した面積約１９６haの地区である。県道粟生木崎線の北側には，多
世代間交流と地域コミュニティ形成の核となる市営住宅団地の建設が進められているとともに，サテライト（場外車券売場）の開設がされている。また，県道の南側には高松緑
地公園があり，園内には室内温水プール・野球場・体育館・多目的グラウンドなどスポーツ施設が設置され，併せて地区に隣接して鹿島アントラーズクラブハウスもあり，市内で
も集客施設が集積している地区である。鹿島アントラーズの誕生や２００２年ワールドカップ開催を契機に市民のスポーツへの関心が高まり，スポーツを楽しもうとする人が増え
てはいるものの地域間や年齢層に偏りがあるため，多様なスポーツを気軽に楽しめる環境を充実させることが求められている。高松緑地公園には，ＮＰＯ法人かしまスポーツク
ラブの拠点があることから，総合型地域スポーツクラブの育成とともに，多様なスポーツを楽める環境を整えることによる地域の活性化を模索しているところである。

当地区は，県道は整備されているものの区域内の道路・公園・インフラ等の整備は非常に立ち後れている状況にある。道路については未舗装の部分があり，安全な通行が儘ならない状況や市営住
宅とともに地域交流拠点として位置付けられている公園整備も進んでいないことから，これらが支障となり人口定着が遅れている。このため，良好な住宅地の供給により人口定着と地域コミュニティを
促進し，安全で快適なくつろぎの空間や歩行空間の整備を進めるとともに，併せてスポーツ関連団体と一体でスポーツを通じて老若男女，障がいのある方などが，様々な出会いや交流を深めることが
できるスポーツ拠点地区として整備を図る。

◇新鹿嶋市総合計画において，「スポーツ先進のまち」として位置付けられ，スポーツを通じて多世代や地域間の人々が出会い，交流し，喜びを分かち合い，そしてまちが賑わ
い，多くの方が「ずっと住みたい」，「また訪れたい」と思うまちづくりを目指している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

600

スポーツ施設の利用者数 スポーツ施設利用者の拡大 スポーツを核とした，施設の利用者数 93,520 110,000

居住人口の増加 区域内の居住人口増加による人口定着
公共施設の整備と良好な宅地の供給により、区域内における平井
東部土地区画整理事業地内の人口の数

440



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

○区域内では，現在１４種類のスポーツを楽しめる状況であるが，定期的な意向調査を行い住民ニーズを踏まえた新たなスポーツ導入の検討を図るとともに，併せてスポーツ専門指導者の育成

　に力を注いでいき，より多くの人々に多種多様なスポーツを提供していく。

○事業の実施と併せて，公共下水道の整備・市営水道の整備（市施行）・ガス施設（民間施行）の整備も実施され，居住環境の向上が整い，より快適な生活が見込まれる。

○高齢化や生活習慣病を中心とした慢性疾患にかかる人が増えていることから，健康維持や健康管理にスポーツを行うとする人が増えており，スポーツを通じた健康づくりに参加される方も多く

　なっている。

○当地区は，スポーツを通じた交流やふれあいにより，老若男女を問わず，またアマチュアからプロまでさまざまなスポーツを身近に楽しめる，他地区には無い独自の文化（価値観・特色）を持った

　地域づくりを目指している。

方針に合致する主要な事業
・基盤整備に基づく良好な居住環境の形成と住宅団地整備による人口の増加
当地区は道路が未舗装のまま供用されており，通行に支障をきたしている。多世代間交流と地域コミュニティ形成の核となる市営住宅団地の整備ととも
に道路舗装部の施工や県道鹿島港線との交差点の改良工事を実施し，宅地に隣接する街区公園を整備（植栽・遊具施設・照明灯・ﾌｪﾝｽ）することにより,
快適なまちづくりを推進し，地域交流の活性化を図る。
また、区域内のスポーツ施設までのアクセシビリティの向上を図るため都市計画道路３・３・１１号線の整備を行なうものである。

道路（基幹事業／舗装工）
街路（基幹事業／築造工・交差点改良工）
公園（基幹事業／公園整備）
地域生活基盤施設（基幹事業／多目的グランド整備　情報板）
公営住宅等整備事業（基幹事業／公営住宅整備）

・スポーツを核とした，居住者が快適に過ごせるまちづくり
公園や広場を整備することにより，これまでの施設利用を含め，さらにより多くの利用者が見込まれ，多種多様なスポーツに参加でき，賑わいと交流が図
られる。また，スポーツ振興のためパフレットを作成するとともに，併せてスポーツシンポジウムを開催し，スポーツを中心としたまちづくりの整備を図る。

まちづくり活動推進事業（提案事業／パンフレット作成）
まちづくり活動推進事業（提案事業／スポーツシンポジウムの開催）

・



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 舗装工事 鹿嶋市 直 L=4,820ｍ Ｈ１７ H２１ Ｈ１７ H２１ 108.8 108.8 108.8 108.8

街路 築造工事 都市計画道路3・3・11号線 鹿嶋市 直 L=760m,W=22m Ｈ１８ Ｈ２１ Ｈ１８ Ｈ２１ 866.3 866.3 866.3 866.3

交差点改良工事 都市計画道路3・4・28号線 鹿嶋市 直 L=２０ｍ ー ー Ｈ２１ Ｈ２１ 20.0 20.0 20.0 20.0

公園 公園整備 鹿嶋市 直 ２０００㎡ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ 5.0 5.0 5.0 5.0

公園 公園整備 鹿嶋市 直 ２８００㎡ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ Ｈ２１ 5.0 5.0 5.0 5.0

公園 高松緑地公園整備 高松緑地 鹿嶋市 直 ３０,８４０㎡ Ｈ１８ H２０ Ｈ１８ H２０ 62.5 62.5 62.5 62.5

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 広場（多目的G） 鹿嶋市 直 － Ｈ１９ H２０ Ｈ１９ H２０ 43.8 43.8 43.8 43.8

地域生活基盤施設 情報板 鹿嶋市 直 － H２１ H２１ H２１ H２１ 1.5 1.5 1.5 1.5

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備 公営住宅整備 鹿嶋市 直 １棟１５戸 Ｈ１4 Ｈ１８ Ｈ１７ Ｈ１８ 240.1 240.1 240.1 240.1

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,353.0 1,353.0 1,353.0 1,353.0 …A

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
0.0

0.0

0.0

鹿嶋市 直 － H２０ H２０ H２０ H２０ 3.0 3.0 3.0 3.0

鹿嶋市 直 － H２０ H２１ H２０ H２１ 1.5 1.5 1.5 1.5

鹿嶋市 直 ２０，０００部 H２１ H２１ H２１ H２１ 1.0 1.0 1.0 1.0

鹿嶋市 直 ３回 Ｈ１８ Ｈ２０ Ｈ１８ Ｈ２０ 1.5 1.5 1.5 1.5

合計 7.0 7.0 7.0 7.0 …B
合計(A+B) 1360.0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

組合 国土交通省 68.5ha 〇 Ｈ６ Ｈ２０ 6,989

合計 6,989

鹿嶋市平井東部土地区画整理事業 平井東部地区

規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名

事業活用調
査

自転車交通量推計業務

0.0

まちづくり活
動推進事業

パンフレット作成 －

スポーツシンポジウムの開催 －

事業効果分析業務 －

うち民負担分
規模

（参考）事業期間

－

0.0

交付期間内事業期間

地域創造
支援事業

細項目

平井

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

－

－

－

－

交付期間内事業期間

２号街区公園

３号街区公園

うち民負担分

区画道路　６号線外３２路線

規模
（参考）事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
細項目

国費率 0.4交付対象事業費 1,360.0 交付限度額 544



都市再生整備計画の区域

　平井東部地区（茨城県鹿嶋市） 面積 196 ha 区域 鹿嶋市大字平井，粟生，光、鉢形の一部



『ｽﾎﾟｰﾂを核とした交流のまちづくり』 居住人口の増加 （　人 　） 440 （　１６年度） → 600 （　２１年度）
　　　　　　　目標１…基盤整備に基づく良好な居住環境の形成と住宅団地整備による人口の増加 スポーツ施設の利用者数 （人／年） 93,520 （　１６年度） → 110,000 （　２１年度）
　　　　　　　目標２…スポーツを核とした，居住者が快適に過ごせるまちづくり （　 　　） （　　　　　　 ） → （　　　　　　）

　平井東部地区（茨城県鹿嶋市）　整備方針概要図

目標
代表的
な指標

   基幹事業（公園） 

   3号街区公園  Ａ＝2,800㎡ 

   基幹事業（地域生活基盤施設） 

   広場 Ａ＝8,000㎡ 

   基幹事業（道路） 

   区画道路6号線外32路線  Ｌ＝4,820ｍ 

   基幹事業       （公営住宅等整備） 

   １棟１５戸  

   基幹事業（公園） 

   2号街区公園  Ａ＝2,000㎡ 

  基幹事業（街路） 

  都市計画道路３・３・１１号線       Ｌ＝760ｍ 

   基幹事業（地域生活基盤施設） 

   情報板 １箇所 

都市再生整備計画区域 
鹿嶋市大字平井，粟生，光，鉢形の一部 
整備区域面積 Ａ＝１９６ｈａ 

凡   例 （関連事業） 

都市計画道路築造（Ｈ１３～Ｈ１９） 

道路改良（完成区間） 

スポーツ施設（完成） 

鹿島アントラーズ 
FC 

まちづくり交付金事業   道路整備 

まちづくり交付金事業   公園整備  

まちづくり交付金事業   多目的グランド整備 

まちづくり交付金事業   公営住宅等整備 

まちづくり交付金事業   地域生活基盤施設 

凡   例 （基幹事業） 

野球場 

多目的G 

   基幹事業（公園） 

   高松緑地公園  Ａ＝30,840㎡ 

市営 

サッカー場 

体育館 

野球場 

温
水
プ
ー
ル
 

   基幹事業（街路） 

   都市計画道路３・４・２８号線  L=２０m 

□提案事業  凡例 

まちづくり交付金事業 パンフレット作成 

まちづくり交付金事業 スポーツシンポジウム開催 

まちづくり交付金事業 事業効果分析業務 

まちづくり交付金事業 自転車交通量推計業務 


