
日 立 市

ウォッチング

ガ イ ド

H I T A C H I  C I T Y

W A T C H I N G  G U I D E



春 夏

秋 冬

　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
ち溢れています。
　この「ウォッチングガイド ようこそ！ 日立市へ」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。

茨城県

日立市
いいね！がいっぱい日立市

市の花
サクラ

ひたちの「ひ」の
文字が5枚の花
びらを構成する

デザイン。市民が手と手をつなぎあ
い、市の花として大切に守り育ててい
くことを表現しています。

市の木
ケヤキ

日立市民によ
る、あたたかく、
力強い腕の輪に

よって、市の木を永遠に保存しようと
する想いと、日立という文字を抽象的
に融合してデザイン化されています。

市の鳥
ウミウ
太平洋から立ち
昇る大きな太陽
を全身に浴び
て、輝いている

市の鳥「ウミウ」の姿をデザイン化し
ました。

市のさかな
さくらダコ
大きくて、元気な
「さくらダコ」を
イメージし、デザ
イン化しました。
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春

「日立」の名の由来は、「水戸黄門」と
して親しまれている徳川光圀が日立
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。

EVENT CALENDER

4月上旬 ・・・ 日立さくらまつり
4月上旬 ・・・ ひたち舞祭
4月上旬 ・・・ 日立さくらロードレース
5月上旬 ・・・ ひたち国際大道芸
5月下旬 ・・・ 奥日立きららの里「春まつり」

SPRING

7月中旬 ・・・・・ ひたちサンドアートフェスティバル
7月中旬～8月中旬 ・・・ 海水浴場開設
7月下旬～8月中旬 ・・・ 日立あんどんまつり
7月下旬 ・・・・・・・・・・・・・・・ 日立港まつり
8月第一土曜日 ・・・ ひたち河原子海上花火大会

SUMMER

  9月中旬 ・・・ よかっぺまつり
10月上旬 ・・・ 日立港秋の味覚まつり
10月中旬 ・・・ ひたち秋祭り～郷土芸能大祭
10月下旬 ・・・ 奥日立きららの里「秋まつり」
11月中旬 ・・・ 日立市産業祭

AUTUMN

11月下旬～ ・・・ Hitachi Starlight Illumination
  1月上旬 ・・・・・ かみね公園正月まつり

WINTER

夏

秋

冬

ひたち国際大道芸

あんどんまつり

郷土芸能大祭

イルミネーション

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー
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発展の礎を築いた人々

久原房之助
赤沢銅山（後の日立鉱山）を買収し、事
業に成功。日立鉱山の生みの親とな
る。実業家・政治家。

小平浪平
日立製作所創業者。久原房之助に招
かれ、日立鉱山入社。国産技術初の電
動機を開発。

緑をよみがえらせた人々

角弥太郎
日立鉱山庶務課長。煙害により枯れた
日立の山々に、煙に強い大島桜等の植
林を進める。

関右馬允
弱冠23歳で煙害問題の地元代表とな
り、日立鉱山との補償交渉に全力を尽く
した。

　日立地方では、江戸時代から赤沢銅山で銅の採掘が行われてい
ましたが、鉱毒問題等によりその経営は安定していませんでした。
　明治38年（1905）、久原房之助は赤沢銅山を買収し、銅山の
名称を所在地である日立村にちなんで、日立鉱山と改めました。久
原は、鉱山の開発のため積極的に新技術を導入し、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。
　一方、煙害は深刻化し一時は経営の重荷になりましたが、大正3
年（1914）に当時世界一の高さを誇る大煙突を築造し、また気象
や風向きによって操業を調節する制限溶鉱により煙害は激減しま
した。
　さらに、煙害で荒廃した自然環境の回復のために、当時の庶務
課長であった角弥太郎らは、耐煙性に優れた樹木、大島桜を中心
に、杉、クロマツ、アカシアなどを植えるとともに住民に対し苗木の無
償配布を実施するなど、職員と住民による山林造成活動が行われ
ました。
　日立市で緑が早く戻ったのは、大煙突の建設と大規模な植林
活動にありますが、住民側の代表として明治44年から35年もの
間、煙害交渉と環境保全に奮闘した関右馬允の功績も大きくあり
ます。
　大煙突は、平成5年2月、およそ54ｍを残して倒壊してしまいまし
たが、その凛とした姿と周りの山 を々彩る桜は、先人の思いと鉱工
業都市日立市の誇りを伝えています。

明治38年（1905）
　久原房之助が日立鉱山の経営に乗り出す
明治41年（1908）
　日立鉱山、大雄院に鉱山機械の修理工場を建設
明治43年（1910）
　小平浪平が国産初の5馬力誘導電動機（モーター）を開発、
　日立製作所創業
大正3年（1914） 
　当時世界一の高さを誇る大煙突が完成
昭和7年（1932）まで
　自然環境の回復のために約500万本を植林
昭和14年（1939） 
　日立町と助川町が合併し、日立市が誕生
昭和56年（1981） 
　日立鉱山閉山
平成5年（1993） 
　大煙突一部崩壊
平成10年（1998）
　日立地区産業支援センターが開設
平成16年（2004） 
　十王町と合併し、新日立市が誕生
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せき うまのじょう
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　小平記念館は、日立製作所日立事業所の敷地の中にあります。
　昭和31年、日立製作所創業者小平浪平氏の志と偉業を後世に伝えるために建てら
れました。
　小平記念館には創業当時の資料や歴史的な製品、小平氏の遺品が展示されてお
り、中でも「5馬力誘導電動機」と「その設計図」は茨城県指定文化財となっています。

TEL．0294-55-0110　日立市幸町3-1-1（株）日立製作所日立事業所内
※見学はあらかじめ予約が必要です

小平記念館
おだいらきねんかん

　従業員や地域住民の教養娯楽のための福利厚生施設として、日立鉱山が東京の
歌舞伎座や帝劇を参考に大正6年に建設しました。建物は左右対称の2階建てで、正
面には唐破風の屋根を持つ階段室、本館の棟には鬼板を乗せ屋根の左右には千鳥
破風を据えた大型木造建築です。国の有形文化財に登録されています。共楽館では、
歌舞伎、大相撲、映画、講演会、展覧会などあらゆる催し物が行われていました。
　昭和42年に市に寄贈されてからは、日立武道館として利用されています。

TEL.0294-22-0361　日立市白銀町2-21-15

日立武道館（旧共楽館）
ひたちぶどうかん（きゅうきょうらくかん）22

地図番号地図番号

　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年に閉
山するまでの76年間の活動を紹介する施設です。人・建物・機械・設備・大煙突・模擬
坑道・鉱石など、分野や事業ごとにわかりやすく展示しています。

TEL.0294-21-8411　日立市宮田町3585

日鉱記念館
にっこうきねんかん

 日立鉱山創業の地としての日立市は、その後も電気機械産業の発展とともに日本屈
指の工業都市として飛躍を続けてきました。ものづくりを取り巻く優れた技術力は、日立
の産業の要。工業都市の明日を見据えた挑戦が始まっています。
 日立のものづくりの産学官連携を支援しているのが、日立地区産業支援センターで
す。技術者育成のための各種研修や大学、国の研究機関と連携を図りながら、新製品
開発の支援などを行っています。

日立地区産業支援センター
TEL.0294-25-6121　日立市西成沢町2-20-1
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で

桜
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
内
に
は
約
60
種
類
も
の
桜
が
あ
り
、

色
や
形
な
ど
も
様
々
で
す
。

開花時期
4月上旬
開花時期
4月上旬

開花時期
4月中旬
開花時期
4月中旬

開花時期
4月中旬
開花時期
4月中旬

開花時期
4月中旬
開花時期
4月中旬

開花時期
4月下旬
開花時期
4月下旬

平和通り
染井吉野が約130本植えられて
おり、春には見事な桜のトンネル
になります。かみね公園とともに
「日本のさくら名所100選」に選
ばれています。

かみね公園 十王パノラマ公園

日立紅寒桜
一般的な寒桜と比べて赤みがや
や強く、開花時期も例年１月中旬
頃と極早咲きの桜で３月上旬頃
に満開を迎えます。名称を市民
公募し、新種として品種登録され
ました。

園内には染井吉野など約
1,000本の桜があります。平和
通りとともに「日本のさくら名所
100選」に選ばれています。

35種、約400本の桜があり、3
月下旬から5月上旬までさくら
の花を楽しめます。

55
地図番号地図番号

66
地図番号地図番号

77
地図番号地図番号

日立風流物とは

日立さくらメイツ

煙害により荒廃した自然環境を回復させようと植栽さ
れた大島桜。
これがさくらのまち日立のはじまりです。
産業の発展とともに育まれた桜は、市のシンボルであ
り、さくら色は市のイメージカラーとなっています。

開花時期
4月中旬
開花時期
4月中旬
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開花時期
4月上旬

開花時期
4月中旬

開花時期
4月中旬

開花時期
4月中旬

開花時期
4月下旬

「日立さくらまつり」は、日立市の春の風物
詩。５０年以上つづく歴史あるお祭りです。
平和通り、かみね公園、十王パノラマ公園で
は桜のライトアップなどが行われ多くの人
で賑わいます。平和通り会場では、「日立風
流物」の公開や「ひたち舞祭」など数々のイ
ベントが催されます。また、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」も行われます。

　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、この屋形が左右に展開し、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。現在、市内には４
町（東町、北町、西町、本町）４台の山車があり、毎年さくらまつりで一台の風流物が一
般公開されています。７年に一度行われる神峰神社大祭礼では、４台の山車が引き出さ
れ、公開されます。
　日立風流物は、平成21年にユネスコ無形文化遺産の一覧表に記載されました。

日立さくらメイツは日立市のにぎわいづくりと振興のため、
市の観光スポットやイベント等の広報活動を行う観光大使で
す。日立さくらまつりを始め、市内外のイベントや式典等に参
加しています。

5
地図番号

6
地図番号

7
地図番号

日立風流物とは日立風流物とは

日立さくらメイツ日立さくらメイツ

だ   し

開花時期
4月中旬

日立さくらロードレース 平和通りの夜桜 ひたち舞祭
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16
地図番号

「快水浴場百選」だけでなく
「日本の白砂青松100選」に
選ばれている美しい海です。

伊師浜
海水浴場88

地図番号地図番号

日立駅から最も近い海水浴
場です。磯遊びができ、こど
もたちに大人気です。

会瀬
海水浴場

「快水浴場百選」に選定されて
います。天然の磯に囲まれた
波静かなビーチは、小さなこ
ども連れの家族に最適です。

水木
海水浴場

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。

川尻
海水浴場

「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。隣接する海岸で
サーフィン大会も行われます。

河原子
海水浴場

日立市最南の海水浴場で
す。久慈漁港に隣接し、広い
砂浜と遠浅の海で若者に人
気です。

久慈浜
海水浴場

太平洋沿いを走る国道6号
日立バイパスは、海の上を走
る道路で爽快感抜群。「日立
さくらロードレース」では、道
路を走ることができます。

日立シーサイド
ロード

東を見れば海。それが日立市です。日立駅をはじめ
様々なところから時間とともに移り変わる海を眺めるこ
とができます。夏には、長い海岸線に沿って６か所もの
海水浴場が開設されます。また、海水浴場だけでなく、
多くのイベントも行われ、活気にあふれます。

ウミウ捕獲場

99
地図番号地図番号

1010
地図番号地図番号

1111
地図番号地図番号

1212
地図番号地図番号

1313
地図番号地図番号

日立の海にはたくさんの
サーフスポットが存在しま
す。波を求めて一年中サー
ファーが集っています。

サーフィン 1414
地図番号地図番号

1515
地図番号地図番号

国民宿舎鵜の岬脇にあります。日立市は全国唯一のウミウ捕獲供給地。こ
こでは、ウミウの生態や捕獲方法について話を聞くことができます。

公開期間：7月～9月・1月～3月
TEL0294-22-3111内線406（日立市観光物産課）

17
地図番号
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地図番号
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平成２２年から開催されているひたちサンドアートフェスティバルは近
年注目されているイベントの一つです。１か月をかけて製作される巨
大なサンドアート（砂像）は圧巻です。小型砂像制作体験のほか、バナ
ナボートやアクアボールなどの海のアトラクション、歌やダンスステー
ジなど盛りだくさんの内容です。フィナーレは、音楽と花火が融合した
劇場型花火。日立の夏の始まりを告げるフェスティバルに是非足を運
んでみてください。

宿泊利用率全国一を誇る日立
市自慢の国民宿舎。人気が高い
ので早めの予約を。
TEL．0294-39-2202
日立市十王町伊師640

国民宿舎
鵜の岬1616

地図番号地図番号

8
地図番号

日立の夏は花火大会が目
白押しです。市内各所で開
催され夏の夜空を鮮やか
に彩ります。

７月下旬
日立港まつり
８月上旬
ひたち河原子
海上花火大会

８月中旬
おおせ夏祭り
花火大会　など

9
地図番号
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地図番号
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地図番号

12
地図番号

13
地図番号

14
地図番号

15
地図番号

花火

ひたちサンドアートフェスティバル

日帰り温泉施設。露天風呂や大
浴場のほか、バブルバスやサウ
ナなど充実しています。
TEL．0294-39-1126
日立市十王町伊師605

鵜来来の湯
十王1717

地図番号地図番号

久慈浜海水浴場至近の宿泊施
設。日帰り入浴も楽しめるほか、
レストランでは地元の旬の味覚
を楽しむことができます。
TEL．0294-53-8000
日立市みなと町6-1

久慈サンピア
日立1818

地図番号地図番号

広告

ひたち河原子海上花火大会

広告

広告

日立市若葉町 3-8-10
TEL：0294-21-2075

ht t p : / /w ww.o sonoe . c o . jp
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かみね公園、日立シビックセンターは四季を通じて人が集い
楽しめる交流拠点です。さらに雄大な自然のなかレジャーを
満喫できる奥日立きららの里やたかはら自然塾など子どもか
ら大人まで楽しむことができるおすすめスポットが満載です。

ゴーカートや迫力満点のジェット
コースター、市街地から海岸線を
360度見渡せる大観覧車など乗り
物がたくさん！

ＴＥＬ．0294-22-4737

かみねレジャーランド

かみね公園で、7月下旬から8月中
旬まで開催され、約1,000個のあ
んどんの幻想的で優しい灯りが園
内を包み込みます。期間中は、遊園
地やレジャーランドがナイター営業
し、夜の動物園も特別に公開されま
す。昼間とは違った動物の様子を
見ることができます。

日立あんどんまつり

70種500点もの動物たちが出迎えてくれ
ます。エサをあげたり、触れ合うことができた
り、様々な種類の動物を間近に感じることが
できます。新しくなったキリン舎では、キリン
と同じ高さでエサやり体験ができます。

ＴＥＬ．0294-22-5586　日立市宮田町5-2-22
ＨＰ：http://www.city.hitachi.lg.jp/zoo/

かみね動物園

日立市出身の作曲家𠮷田正の功績を後世へ
伝えるために建設された記念館。約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
では、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。

TEL．0294-21-1125
日立市宮田町5-2-25

𠮷田正音楽記念館

66
地図番号地図番号

20
地図番号

21
地図番号

19
地図番号

１５haの小高い丘に北関東有数の動物園やレジャーランド、𠮷田正
音楽記念館などがある総合施設です。

ホームページでは園長や飼育員がブログを更
新しています。動物たちの生態や日々の様子な
どをうかがい知ることができます。

かみね公園
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6
地図番号

約48haの園内に、家族やグループでバーベキューを楽しんだり宿泊する
ことができるケビン、長さ日本一(全長1,188m)のすべり台「ワクワクス
ライダー」、ハーブ園、ハイキングコース、ふれあい広場、ドッグラン等があ
る自然体験型の施設です。空気の澄んだ晴天の日には富士山を遠望でき
ることも。四季折々に咲く草花も見どころです。また、年間通して様々なイ
ベントも行われます。

ＴＥＬ．0294-24-2424　日立市入四間町863-1

奥日立きららの里2020
地図番号地図番号

廃校となった高原小学校をリニューアルして、平成21年7月にオープン
した体験型の宿泊施設です。そば打ちやこんにゃくづくりなどの料理体験
やダンボールを使ったイスづくりなどの工作体験のほか、周辺の里山で
のトレッキングや林業体験など、楽しい体験事業が満載です。また、地元
の米などの食材を活用した料理を楽しむことができ、予約なしで利用で
きるランチは好評です。

ＴＥＬ．0294-39-5391
日立市十王町高原396-1

たかはら自然塾2121
地図番号地図番号

JR日立駅から徒歩3分の場所にある日立シビックセンターは、プラネタリ
ウム(天球劇場)、遊んで学べる科学館、素晴らしい環境でコンサートが楽
しめる音楽ホール、図書館等、知的文化活動に活用できる総合施設です。

特に天球劇場は、最新システムにより、大き
なドームの中で、美しい星空、壮大な宇宙を
体感することができます。

ＴＥＬ．0294-24-7711
日立市幸町1-21-1

日立シビックセンター1919
地図番号地図番号

「奥日立きららの里」
南北に長い町日立に
も、自然豊かな奥行
きがあるということ
を 表現しています。

この土地に昔から広く分布している雲母（うん
も）の別名『きらら』と、山頂にある『星の宮神
社』や、澄んだ夜空に輝く星にちなんで、自然・
人・心がきらきらと輝く、そんな施設になること
を願って名付けられました。

竪破山山頂にある太刀割石

・神峰ハイキングコース　　・高鈴ハイキングコース
・石尊山ハイキングコース　・竪破山ハイキングコース

ハイキングコースマップを御用意しております。（郵送可）

日立市観光物産協会
TEL.0294-51-3972　日立市幸町1-1-2

問合せ先

日立の山々は、標高もそれほど高くなく、ハイキングにはぴったりです。ハ
イキングコースはよく整備されていますので、どなたでも楽しめます。神
峰山山頂からは大煙突を見下ろすことができるほか、市街地や海の景色
を楽しむことができます。

ハイキング

名前の由来
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日立駅とその周辺の整備事業は、日立市出身で世界的に活躍して
いる建築家の妹島和世さんにデザイン監修をお願いし、全面ガラス
張りのモダンな外観とみんなに優しいユニバーサルデザインで
「2012年グッドデザイン賞」を受賞しました。
建物内の各所で日立の海やまちなみを眺めることができるのは、日
立市出身の妹島さんのデザインだからこそ。日立の良さを再確認で
きるとともに自らも新たな魅力を作り出す日立駅は、進化を続ける日
立市のシンボルとして、今日もたくさんの人 を々迎え入れます。

観光案内・交通案内（バス）・物産販売を行う情報センターと、
様々なイベントに利用できる多目的ホールが一体となった施
設。市内各施設のパンフレットがそろい、観光ルートや各種イベ
ント、駅周辺の飲食店や宿泊施設もご案内します。
TEL．0294-33-8103
OPEN.7：00～19：00

観光案内・交通案内（バス）・物産販売を行う情報センターと、
様々なイベントに利用できる多目的ホールが一体となった施
設。市内各施設のパンフレットがそろい、観光ルートや各種イベ
ント、駅周辺の飲食店や宿泊施設もご案内します。
TEL．0294-33-8103
OPEN.7：00～19：00

22
地図番号

24
地図番号

23
地図番号

●日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち）●日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち）

全席オーシャンビューのダイナミッ
クな景色もさることながら、飲食メ
ニューも充実しています。妹島さん
セレクトのアンティークチェアでおく
つろぎください。
TEL．0294-26-0187
OPEN.7：00～22：00

全席オーシャンビューのダイナミッ
クな景色もさることながら、飲食メ
ニューも充実しています。妹島さん
セレクトのアンティークチェアでおく
つろぎください。
TEL．0294-26-0187
OPEN.7：00～22：00

●カフェ●カフェ

自由通路の突き当たり、一番海側の
スペース。8.8ｍ幅のガラス窓に広
がる圧巻の景色は、時間も小さな悩
みも忘れてしまうほど。眺望の良さ
を活かし、コンサートや模擬結婚式、
雑誌撮影などのイベントに利用され
ています。

●展望イベントホール●展望イベントホール

太平洋戦争終結50周年時に、平
和を願う日立市と多くの日立市民
有志の浄財によって建てられまし
た。時間ごとに異なるメロディーを
奏で、私たちに平和の心を思い出
させてくれます。

●平和の鐘
平和の鐘そばにあるステンレス製
の円柱。平和の象徴として世界で
５番目に設置されました。日本国
内では日立市にしかない貴重なモ
ニュメントです。

●ピースマーカー
このベンチは、日立市発展の歴史
を象徴する日立鉱山の大煙突の
先端部と同じ大きさで作られてい
ます。内径7.77ｍ、厚さ0.20ｍ。
赤っぽい色は、銅をイメージして
染められました。

このベンチは、日立市発展の歴史
を象徴する日立鉱山の大煙突の
先端部と同じ大きさで作られてい
ます。内径7.77ｍ、厚さ0.20ｍ。
赤っぽい色は、銅をイメージして
染められました。

このベンチは、日立市発展の歴史
を象徴する日立鉱山の大煙突の
先端部と同じ大きさで作られてい
ます。内径7.77ｍ、厚さ0.20ｍ。
赤っぽい色は、銅をイメージして
染められました。

●円形ベンチと桜の木●円形ベンチと桜の木

Seaside exit

Central exit

Hitachi station
Joban line

駅ＭＡＰ

１

２

３

４ ５ ６

４ ５ ６

１

３ ２
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観光案内・交通案内（バス）・物産販売を行う情報センターと、
様々なイベントに利用できる多目的ホールが一体となった施
設。市内各施設のパンフレットがそろい、観光ルートや各種イベ
ント、駅周辺の飲食店や宿泊施設もご案内します。
TEL．0294-33-8103
OPEN.7：00～19：00

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。十王各所に植栽されており、
ポポーワインやソフトクリーム、ア
イスクリーム、各種菓子などを作っ
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。

ポポーをはじめ、地元の農作物や地
酒、菓子などの加工品を購入するこ
とができます。
TEL．0294-39-3126
日立市十王町伊師528-1

十王物産センター
鵜喜鵜喜2222

地図番号地図番号

地域ブランドにも認定されているシラスやさくらダ
コ、アンコウをはじめ、ヒラメやタイ、アワビなど
様々な魚介類が水揚げされ、いつでも新鮮な海の
幸を購入できます。
TEL．0294-54-0833　日立市みなと町5779-24

日立おさかなセンター2424
地図番号地図番号

茂宮かぼちゃをはじめ、地元
の農作物や加工品を購入す
ることができます。
TEL．0294-52-8311
日立市大和田町2222-1

旬味満菜館2323
地図番号地図番号

「さくらダコ」は、日立沖で漁獲される
ミズダコ、ヤナギダコの総称です。日立
沖では、年間を通して安定したタコ類の
水揚げがあります。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
制定しました。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。

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（にしきほうこう）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
チ交配による栽培を行っています。

しらすはいわし類の稚魚の総称で
す。久慈漁港で水揚げされるしらす
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
げた極上品のしらす干しだけが「久
慈浜しらす」として販売されます。ま
た、新鮮な状態で保存する冷凍技術
を導入し、生でも提供しています。

日立地域ブランド認定品、日立商工会議所優良土産品店商品を中心に、お菓子詰め合わせや日立の地酒、しらす干し、納豆、みりん干し、
干物、醤油、ゆるキャラグッズなどを揃えています。日立の旅の総まとめとして、ぜひお立ち寄りください。

ぷらっとひたちでは、多くの土産品をお買い求めいただけます。日立駅情報交流プラザ

●日立駅情報交流プラザ（ぷらっとひたち）

全席オーシャンビューのダイナミッ
クな景色もさることながら、飲食メ
ニューも充実しています。妹島さん
セレクトのアンティークチェアでおく
つろぎください。
TEL．0294-26-0187
OPEN.7：00～22：00

●カフェ

●展望イベントホール

このベンチは、日立市発展の歴史
を象徴する日立鉱山の大煙突の
先端部と同じ大きさで作られてい
ます。内径7.77ｍ、厚さ0.20ｍ。
赤っぽい色は、銅をイメージして
染められました。

●円形ベンチと桜の木
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日立のオンリーワン・ナンバーワン

建設当時（大正3年）その高さは155.
7mと世界一でした。工都日立のシンボ
ルで、小説『ある町の高い煙突』のモデ
ルにもなりました。平成5年に一部倒壊
しましたが、現在もJX日鉱日石金属
（株）日立工場の設備として稼働中です。

大煙突1

1

「鵜飼」で使われるウミウを捕獲し、全
国の鵜飼地へ供給している日本唯一
の場所です。（ウミウ捕獲場：P8参照）

ウミウ捕獲場

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：P7参照）

日立風流物

宿泊利用率が全国1位の国民宿舎
です。しかも24年連続1位を更新
中。太平洋を望むロケーションと丁
寧な接客が人気の理由です。
（国民宿舎 鵜の岬：P9参照）

国民宿舎　鵜の岬

日立市から常陸太田市にかけて広が
る多賀山地には、日本最古の地層で
ある5億年以上前のカンブリア紀の
岩が露出しています。小木津山自然公
園ではその岩を見ることができます。

日本最古の地層

かみね動物園にいるカバ「バシャン」
は３月に51歳になりました。人間に
換算すると100歳を超える御長寿
カバです。（写真左側）

国内最高齢カバ
バシャン（51歳）

2

2

3

3

4

4

海水浴場が市内に6つあるのは、県
内一。また、海岸線の長さもおよそ
35kmと県内一番です。
（日立市海水浴場：P8参照）

日立市海水浴場7

7

5

5

6

6
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国道245号線には、上下に動く珍し
い歩道橋があります。これは、市内の
工場で作られた大型の発電機等を
茨城港日立港区まで運ぶ大型トレー
ラーが通行するときに妨げにならな
いよう上下に動くものです。

昇開式可動橋8

8

日立鉱山が煙害対策のため行って
いた気象観測を引き継ぎました。地
方自治体の行政組織として直営で
は唯一、気象の観測・天気予報を
行っています。地方自治体の天気相
談所の設立自体も全国初です。

天気相談所

美しい黄金色のワインは、女性やお
酒の弱い方にも飲みやすい甘口に仕
上げています。ポポーを原材料とした
ワインは、全国でも例がない日立市
十王町のオンリーワンの商品です。
（ポポー：P13参照）

ポポーワイン

日立市十王町にあるみかん園のみ
かんは、国内の露地栽培の北限（北
緯36度40分）です。品種は「宮川早
生」すっきりとした酸味が特徴です。

北限みかん

滑り台『ワクワクスライダー』の全長
は1,188mで日本一。最高時速30
キロのスピードで滑り降ります。
（奥日立きららの里：P11参照）

奥日立きららの里
ワクワクスライダー

セメントの原料となる石灰石を鉱山
から工場まで運ぶため、昭和12年に
建設された索道（ロープウェイ）で、
途中の貯石場まで3.8km走ります。
助川山市民の森からよく見ることが
できます。

日立セメント
架空索道

9

9

10

10

11

11

パンポンは、テニスと卓球の間のよう
なスポーツで、創業後間もない日立製
作所で生まれました。名前の由来は、
パンと打ってポンと弾むことから。市
内の様々なところで気軽に楽しめま
す。競技人口はもちろん全国一位で
年に一回パンポン大会が行われます。

パンポン14

14

茨城港日立港区は、完成自動車の輸
出入拠点として発展しており、メルセ
デス・ベンツ車の輸入台数は日本一
です。

茨城港日立港区15

15

12

12

13

13

15



玉簾の滝
御岩神社

太刀割石

中里発電所

中里レジャー農園

御岩山の三本杉
本山トンネル

神峰山

石尊山

堅破山

日立北I.C
鵜のパラダイス

ゆうゆう十王 イブキ樹叢

十王スポーツ広場
寿みかん園

小木津山
自然公園

小木津不動滝

十王ダム

常
磐
自
動
車
道

常
磐
線

日立中央I.C 東滑川
海浜緑地

小貝浜

助川城跡公園

日立セメントの索道

大煙突

折笠スポーツ広場

日立市役所

助川山市民の森

じゅうおう

高鈴山

河原子北浜スポーツ広場

暇修館

諏訪梅林

諏訪
スポーツ広場

ひたちたが

日立駅日立駅

おぎつ

市民運動公園

日立南太田I.C

茨城港日立港区

泉が森

風神山自然公園

おおみか
赤羽緑地
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ウォッチングガイド ようこそ！日立市へ
日立市観光物産課
〒317-8601　茨城県日立市助川町 1-1-1
TEL.0294-22-3111（代表）・050-5528-5106（直通）　FAX.0294-24-1713
http://www.city.hitachi.ibaraki.jp

小平記念館
日立武道館（旧共楽館）
日鉱記念館
日立地区産業支援センター
平和通り
かみね公園
十王パノラマ公園
伊師浜海水浴場
川尻海水浴場
会瀬海水浴場
河原子海水浴場
水木海水浴場
久慈浜海水浴場
日立シーサイドロード
ウミウ捕獲場
国民宿舎　鵜の岬
鵜来来の湯　十王
久慈サンピア日立
日立シビックセンター
奥日立きららの里
たかはら自然塾
十王物産センター鵜喜鵜喜
旬味満菜館
日立おさかなセンター
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日立の交通＆観光マップ
ACCESS MAP

〈特急〉上野駅 日立駅90分 いわき駅45分
〈普通〉水戸駅 日立駅35分 いわき駅60分

■鉄道〈JR常磐線〉

三郷IC 日立中央IC80分 いわき中央IC35分
郡山IC90分水戸IC 日立中央IC30分

■高速道路〈常磐自動車道〉

交通アクセス
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