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発表記者クラブ

国道６号小美玉道路（仮称）について

皆様のご意見をお聞かせください

１

国道６号小美玉道路（仮称）の検討状況について地域のみなさ
まやご利用される方々にご報告するために、ポータルサイトを開
設しますのでお知らせします。ポータルサイトでは道路計画のお
知らせやWebアンケートを実施しますので、みなさまのご意見を
お聞かせください。
●ポータルサイトURL
https://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00917.html
●Webアンケート（調査期間）令和3年4月5日(月)～6月30日(水)
Webアンケートはポータルサイトからアクセスできます。

今後、オープンハウスやワークショップを開催してまいります
ので、ご協力をお願いいたします。詳細につきましては、ポータ
ルサイト、ニューズレターでお知らせしてまいります。
１．オープンハウス

みなさまのご意見を幅広くお聞きするための場として、オー
プンハウス（対話方式による説明会）を開催します。

２．ワークショップ
皆様で話し合いながら、国道６号の課題や対策案などに関す
る意見やアイデアをとりまとめていくワークショップを開催
します。参加希望者をポータルサイトで募集します。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

電話：０２９－２４０－４０６１（代表）

副所長 髙橋 哲 （たかはし さとし）

計画課長 平田 政憲 （ひらた まさのり）

茨城県 土木部道路維持課 道路保全強化推進室

電話：０２９－３０１－４４４５

室長 石川 昭 （いしかわ あきら）



小美玉道路（仮称）の計画検討の進め方（案）
国土交通省は、『小美玉道路（仮称）の計画検討』を、以下の通り、ステップを分けて進める予定です。
各ステップごとに、みなさまとのコミュニケーションを通じて把握したご意見をもとに、計画検討が進められていきます。
現在は、地域のみなさまとのコミュニケーションを通じて、計画検討の進め方や、地域課題などに関するご意見を把握

し、いただいたご意見を踏まえて、計画検討の進め方、地域の課題や目的を決定するステップです。

計画検討の進め方（案）
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複数案と評価指標の決定
みなさまの意見を踏まえ、複数ルート
帯案を検討・提示することで、より効果
的な概略計画を検討します。

複数案比較評価結果、
付帯事項の決定

事業化にあたり、複数のルート帯案を
検討・提示することで、より効果的な概
略計画を検討します。
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いまはこのステップです!

ホームページ（HP）
国土交通省HP内の特設サイトに、
計画の進捗などの情報を掲載。

ニューズレター（NL）
計画の進捗などの情報を掲載。

コミュニケーション手法

オープンハウス（OH）
実際に足を運んでもらい、パネル展示を

中心とした情報提供を実施。

ワークショップ（WS）
事前に参加者を公募し、議題に沿って
計画検討について意見交換を実施。

Webアンケート
OHやWSに参加できない方を対象に、

Web形式のアンケートを実施。
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小美玉道路（仮称）は、地域の抱える様々な課題を解消するための新たな道路として期待され、国土
交通省により、計画検討段階への着手が決定されました。

国土交通省は、小美玉地域で考えられる課題について、以下に示す6つ（「医療連携」、「防災」、「物
流」、「空港アクセス」 「交通渋滞」、「交通事故」）を挙げています。

国土交通省は、以下に示す6つの課題に対する地域のみなさまのご意見を求めており、さらに、みなさまが
普段生活している中で感じている地域課題に関しても、コミュニケーションを通じ、みなさまから率直なご意見
がいただけることを期待しています。

対象区間

茨城空港

茨城空港北
IC

千代田石岡バイパス
（事業中）

石岡小美玉
SIC

水戸方面からの
利用が６割

土浦方面からの
利用が４割

利用方面の出典:小美玉市

茨城空港へのアクセス
県南エリアや県央エリアからの幹線ネットワークが形
成されておらず、アクセス性が悪い状況。

２．防災

５．交通渋滞

至 東京

至 いわき

中野谷中央交差点の混雑状況

６．交通事故

１．医療連携

◆小美玉市には3次救急医療施設が
なく、最寄りの施設は水戸医療セン
ターか土浦協同病院です。

◆小美玉市周辺の南北方向を担う国
道６号は、２車線で速達性に劣る
ため、3次救急医療施設から30分
以上離れている状況です。

３．物流

４．空港アクセス

◆対象区間は小美玉市を通過する交
通が多く、2車線区間であるにもかか
わらず交通量は約17,800台/日と
なっており、堅倉中央交差点や中野
谷中央交差点で速度低下が発生
しています。

◆混雑度は1.44で茨城平均1.2の
1.2倍の混雑度です。

◆対象区間は速度低下に起因すると
考えられる追突事故割合が約８割
を占めており、安全性に課題がありま
す。

◆特に中野谷中央交差点、堅倉中
央交差点の２か所で死傷事故率
が200件/億台km以上となるなど、
事故の多い交差点が存在していま
す。

◆国道６号は、災害時に緊急輸送
道路として南北方向の行き来を担
います。

◆並行する常磐自動車道は東日本
大震災時に通行止めを余儀なくさ
れた実績があり、国道６号の混雑が
円滑な防災活動や物資搬送の妨
げになる恐れがあります。

◆小美玉市内発または着の物流を担
う大型車は、南は東京方面、北は
水戸以北など⾧距離移動が多くを
占めているが、当該区間は4車線化
されておらず、交通渋滞により首都
圏への円滑な物流を阻害しています。

◆小美玉市には茨城空港が立地し、
年間76万人が利用しています。

◆首都圏発着枠の受け皿や、更なる
需要に対して、茨城空港の機能強
化が求められる中、空港利用上の
課題として幹線ネットワークが形成さ
れておらず、アクセス性が悪い状況で
す。
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小美玉市内発または
着のアクセス
東京方面や水戸以北などの
⾧距離移動が大半を占め
ている状況

＜解析条件＞
使用データ :ETC2.0プローブデータ
データ期間 :H30年10月（平日）
集計内容 :国道6号小美玉地区（上り方向）を

通過する小美玉市発の大型車を抽出

東日本大震災時の被災状況（常磐自動車道岩間IC）
出典:NEXCO東日本（H23.3.18時点）

水戸医療センター

土浦協同病院

対象区間

北関東自動車道

3次救急の
空白地帯

小美玉市
石岡市

茨城町

鉾田市

かすみがうら市

土浦市 土浦協同病院
水戸医療センターの30分圏域

出典:平成27年度全国道路・街路交通情勢調査

みなさまが日頃感じている小美玉市内の地域課題をお聞かせください
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今後みなさまのご意見を幅広くお聞きするための場として、『オープンハウス（パネル展示を中心とした情報提供）』や
『ワークショップ』を開催する予定です。

開催日程などの詳細については、今後のニューズレターにてお知らせします。

ご質問・
お問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 計画課
電話:０２９－２４０－４０６７（受付時間 ９:００～１７:１５）

『小美玉道路（仮称）の計画検討』に関する情報をHPに掲載しています

今後の予定

webアンケート実施のお知らせ

『小美玉道路（仮称）の計画検討』に関する情報をお知らせする専用のポータルサイトが、国土交通省HP内に開設され
ています。計画の進捗や検討会の実施状況など、詳細が気になる方はご覧ください。

国土交通省は、地域のみなさまからより多くのご意見をお聞きするため、上記ポータルサイトからリンクする外部サイトでweb
アンケートを実施します。

webアンケートにより、新型コロナウイルス感染予防の観点などからオープンハウスやワークショップに参加できない方でも、計
画検討に参加することが可能です。

国土交通省は、webアンケートを通じ、より多くのみなさまからご意見をお待ちしています。

コミュニケーションの場へのご参加・計画検討に関するご意見の提供にご協力ください
国土交通省は、小美玉道路（仮称）の計画検討を進める上で地域のみなさまからの地元意見を必要

としています。コミュニケーションの場として、webアンケートの実施や、今後オープンハウスやワークショップの開
催を予定しており、みなさまからのご意見をお聞かせ頂きたいと考えております。

URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/hitachi/hitachi00917.html
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