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はじめに 

 

社団法人 茨城県不動産鑑定士協会（現：一般社団法人 茨城県不動産鑑定士協

会）の設立 10周年事業として、平成 17年 8 月 24日開通のつくばエクスプレス沿

線（守谷及びつくば市内の各 5 地点、合計 10地点）について、平成 17年に調査

を行った。 

これら 10地点について、開通後の変化をみるために、平成 26年秋に再度現地調

査を実施した。 

また、つくばエクスプレス開通時には存在しなかった分譲地や店舗もその後建

築されたため、茨城県内の各駅（守谷駅・みらい平駅・みどりの駅・万博記念公

園駅・研究学園駅・つくば駅）周辺の写真を撮影した。 

1 日平均乗車人員及び駅が存在する 3 市（守谷市・つくばみらい市・つくば

市）の人口・世帯数の動向についても併せて調査した。 
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○ つくばエクスプレス沿線開発の概要 

つくばエクスプレスは2005年（平成17年） 8 月 24日、つくば市と秋葉原を結ぶ鉄道

として開業した。茨城県では同線の開通に合わせて沿線開発を行い、以下の地域を新たな

「まち」として開発している。概要は以下のとおりである。 

１．守谷駅周辺 

施 工 者：守谷市 

施工期間：平成 6 年度～平成 21年度 

計画人口：3,800人 

土地利用：合計38.7…ha（内訳：公共用地等17.8…ha、宅地20.9…ha） 

２．守谷東 

施 工 者：守谷東特定土地区画整理組合（事業終了） 

施工期間：昭和63年度～平成 18年度 

換地処分：平成16年12月 24日計画人口：2,400人 

土地利用：合計39.5 ha（内訳：公共用地等 14.9 ha、宅地 24.6 ha） 

３．伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業 

地区愛称：みらい平 

施 工 者：茨城県 

施工期間：平成 5 年度～平成 29年度 

換地処分：平成25年 6 月 28日 

計画人口：16,000人 

土地利用：合計274.9 ha（内訳：公共用地等100.4 ha、宅地174.5 ha） 

４．萱丸一体型特定土地区画整理事業 

地区愛称：つくばみどりの里 

施 工 者：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 

施工期間：平成12年度～平成 30年度 

計画人口：21,000人 

土地利用：合計292.7 ha（内訳：公共用地等71.1 ha、宅地 221.6 ha） 

平成 25年度末：合計235.2 ha（内訳：公共用地等 63.8 ha、宅地 171.4 ha） 
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５．島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業 

地区愛称：田園都市 島名（島名・福田坪地区） 

施 工 者：茨城県 

施工期間：平成12年度～平成 41年度 

計画人口：15,000人 

土地利用：合計242.9 ha（内訳：公共用地等75.7 ha、宅地 167.2 ha） 

平成 25年度末：合計118.4 ha（内訳：公共用地等 40.8 ha、宅地 77.6 ha） 

６．上河原崎・中西特定土地区画整理事業 

地区愛称：田園都市 島名（上河原崎・中西地区） 

施 工 者：茨城県 

施工期間：平成12年度～平成 41年度 

計画人口：11,000人 

土地利用：合計168.2 ha（内訳：公共用地等45.6 ha、宅地 122.6 ha） 

平成 25年度末：合計29.1 ha（内訳：公共用地等 9.6 ha、宅地 19.5 ha） 

７．葛城一体型特定土地区画整理事業 

地区愛称：研究学園 葛城 

施 工 者：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 

施工期間：平成12年度～平成 30年度 

計画人口：25,000人 

土地利用：合計484.7 ha（内訳：公共用地等128.6 ha、宅地356.1 ha） 

平成 25年度末：合計454.8 ha（内訳：公共用地等 120.6 ha、宅地 334.2 ha） 

８．中根・金田台特定土地区画整理事業 

施 工 者：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部施 

工期間：平成 16年度～平成 33年度 

計画人口：8,000人 

土地利用：合計189.9 ha（内訳：公共用地等44.5 ha、宅地 145.4 ha） 

平成 25年度末：合計19.4 ha（内訳：公共用地等 3.7 ha、宅地 15.7 ha） 

出典：茨城県企画部つくば地域振興課「つくばエクスプレス沿線のまちづくり」 
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○ 各市の概要 

１．守谷市 

守谷市は東京都心から北東方向、直線距離約 35 kmに位置し、県内では取手市をはじ

めとする 3 市と、利根川を挟んで千葉県と接している。首都圏新都市鉄道つくばエク

スプレス（TX）が市の南西から北東方向に、関東鉄道常総線が南東から北方向に通って

いる。市内には守谷駅・南守谷駅および新守谷駅の 3 駅があり、 2 つの路線が交差し

ている守谷駅周辺は市の中心地であるとともに、茨城の新たな玄関口としての性格を

有している。1966年（昭和 41年） 6 月に首都圏近郊整備地帯の指定を受けて以降大規

模な宅地造成・開発事業が行われ、昭和50年代以降東京のベッドタウンとして急速に

発展、以後人口が増加傾向を示している。 

2005年（平成17年） 8 月 24日 TXが開業し、秋葉原駅まで快速を利用し約 32分で結

ばれた。これにより同市は茨城県南地区の優良な住宅地域としてさらに注目されるよ

うになり、現在も宅地開発･都市化が進んでいる。また大手商業資本による大型商業施

設の進出も複数みられ、高い競争力と広域な商圏を有している。 

2003年（平成15年）東洋経済新報社が行った ｢都市成長力ランキング｣ で総合 1 位、

2008年（平成20年）には「全都市住みよさランキング」で総合 1 位となった。 

２．つくばみらい市 

つくばみらい市は東京都心から北東方向、直線距離約 40 kmに位置し、つくば市等  

5 つの市に接している。かつては市域のほとんどが農村地帯である純農村であったが、

1960年代以降、伊奈地区より小規模宅地開発が始まり 1980年代以降では常総ニュータ

ウン絹の台に代表される大規模宅地開発が行われ、東京のベッドタウンとしての役割

を担うようになった。2005年（平成17年）の TX開業後はその傾向が強まり、現在もみ

らい平駅の周辺で宅地開発が続いている。2006年（平成 18年）に筑波郡伊奈町と同郡

谷和原村が合併し「つくばみらい市」となった後も若年層を中心とした人口の流入が

続き、2015年（平成 27年） 4 月に小学校の新規開校が予定されている。みらい平駅か

ら秋葉原駅までは約 40分（区間快速利用）である。 
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３．つくば市 

つくば市は直線距離として東京都心から北東方向約 56 km、成田国際空港から北西方

向約 43 kmに位置し、土浦市をはじめ 9 つの市に接している。従来は小規模な農村が

点在する地域であった。1960年代から筑波研究学園都市として開発が進んだ後、1987

年（昭和 62年）に筑波郡谷田部町・大穂町・豊里町、新治郡桜村の 3 町 1 村が合併

し「つくば市」が誕生した。その後 1988年（昭和 63年）に筑波郡筑波町、2002年（平

成 14年）に稲敷郡茎崎町を編入し現在に至る。国や民間の研究機関が多数立地してい

ることもあり世界的に通用する地名となるとともに、住宅地としてのブランドも確立

しつつある。市内にはTXの駅として「みどりの」 

「万博記念公園」「研究学園」「つくば」の 4 つがあり、市中心部にあるつくば駅から秋

葉原駅まで約 45分（快速利用）である。 
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国土地理院   電子地形図25000（OD827763855457）H26.11.11 抜粋加工 

守 谷 市  
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