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１ 策定の経緯  

 

年 月 日 内 容 

《2014（平成 26）年》 

 

5月 22日（木） 

 

 

6月 20日（金） 

 

6月 27日（金） 

～7月 11日（金） 

 

7月 18日（金） 

 

7月 22日（火） 

 

 

7月 24日（木） 

 

8月 5日（火） 

 

8月 18日（月） 

 

8月 19日（火） 

 

8月 26日（火） 

 

 

8月 27日（水） 

 

8月 28日（木） 

 

8月 29日（金） 

 

9月 1日（月） 

 

9月 3日（水） 

 

10月 1日（水） 

～11月下旬 

 

 

政策会議 

・個別計画策定基本方針（案）について 

 

水戸市住みよいまちづくり推進協議会理事会（趣旨説明・協力依頼） 

 

現行計画に係る事業の実績調査 

 

 

第 1回地域懇談会：五軒地区 

 

第 1回地域懇談会：三の丸地区 

第 1回地域懇談会：酒門・吉沢地区 

 

第 1回地域懇談会：千波・吉田地区 

 

第 1回地域懇談会：上中妻・双葉台・山根地区 

 

第 1回地域懇談会：常澄地区 

 

第 1回地域懇談会：飯富・国田・柳河地区 

 

第 1回地域懇談会：内原地区 

第 1回地域懇談会：赤塚・河和田地区 

 

第 1回地域懇談会：緑岡・笠原・寿地区 

 

第 1回地域懇談会：新荘・常磐地区 

 

第 1回地域懇談会：梅が丘・見川地区 

 

第 1回地域懇談会：城東・浜田・上大野地区 

 

第 1回地域懇談会：石川・渡里・堀原地区 

 

地域懇談会に係る事業調査及び関係機関ヒアリング（国・県・市） 
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年 月 日 内 容 

 

12月 25日（木） 

 

 

《2015（平成 27）年》 

 

1月 6日（火） 

～1月 16日（金） 

 

1月 9日（金） 

 

1月 14日（水） 

 

 

1月 15日（木） 

 

1月 16日（金） 

 

 

１月 23日（金） 

 

 

1月 29日（木） 

 

 

2月５日（木） 

～3月 6日（金） 

 

2月 17日（火） 

 

2月 23日（月） 

 

2月 23日（月） 

～3月 2日（月） 

 

3月 27日（金） 

 

 

平成 26年度第１回水戸市都市計画マスタープラン策定委員会 

・水戸市都市計画マスタープラン（第２次）素案について 

 

 

 

水戸市都市計画マスタープラン（第２次）素案に係る意見照会（県・市） 

 

 

筑波大学 講義：都市計画マスタープランについて 

 

第 2 回地域懇談会：三の丸，城東，浜田，上大野，稲荷第一，稲荷第二，大

場，吉田地区 

 

第 2回地域懇談会：赤塚，渡里，上中妻，双葉台，山根，飯富地区 

 

第 2回地域懇談会：新荘，常磐，笠原，梅が丘，河和田，国田，柳河，五軒，千

波，緑岡，寿，見川，石川，堀原地区 

 

水戸市都市計画マスタープラン（第 2次）素案 茨城県報告会 

・水戸市都市計画マスタープラン（第 2次）素案の概要について 

 

政策会議 

・水戸市都市計画マスタープラン（第２次）素案について 

 

意見公募 

 

 

水戸市都市計画マスタープラン（第２次）素案に係る意見照会（市） 

 

第 2回地域懇談会：内原地区 

 

水戸市都市計画マスタープラン（第２次）素案に係る意見交換会 

（都市計画審議会委員） 

 

庁議 

・水戸市都市計画マスタープラン（第２次）案について 
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２ 用語解説集  

 

あ行 

ICカード ＩＣ（Integrated Circuit）。半導体集積回路（IC チップ）を内蔵し，情報を記

録できるようにしたカード 

インターチェンジ 主として高速道路等の自動車専用道路相互，あるいは自動車専用道路

と一般道路とを連結路（ランプ）により接続する道路施設のこと 

エコカー 電気自動車や燃料電池自動車など，環境への負荷が小さい自動車 

延焼遮断帯 火災の延焼を防止するための帯状の都市施設（または空地）のこと 

屋外広告物特別規制地区 良好な景観を形成し，もしくは風致を維持し，公衆に対する危害を防止す

るため，屋外広告物掲出の規制誘導を推進する水戸市屋外広告物条例

により，屋上利用広告物などの規制が行われる地区のこと 

オープンスペース 公園・広場・河川・湖沼・山林・農地等の建物によって覆われていない土

地の総称。主に住宅地内の公園，ビルなどの足元の広場を指す 

か行 

ガイドライン 政府や団体が指導方針として掲げる大まかな指針 

街区公園 街区公園，近隣公園及び地区公園を住区基幹公園と呼び，このうち主に

街区内居住者の利用を目的として整備される公園を示し，標準的な面積

を 0.25ha，誘致距離を 250m と想定して計画する 

回遊性 人々が歩き回って楽しめる状態。具体的には商業地のモール化，歴史の

散歩道整備などにより生み出されるものを指す 

環状道路 都市内に整備される道路のうち，通過交通のう回と流入交通の分散導入

を役割として，専ら環状に整備する道路網のことを示す 

狭あい道路 一般に住宅地内で整備される道路のうち，幅員 4m未満のもの 

緊急輸送道路 大規模災害時において，行政防災拠点を相互に連絡し，人命にかかわる

救援支援活動や物資輸送活動等の緊急輸送を円滑に行うために指定さ

れる道路 

結節点 鉄道交通相互あるいは他の交通手段をつなぐ地点のこと。例えば駅前広

場，バスターミナル等を指す 

ゲリラ豪雨 予測困難で突発的・局地的な集中豪雨 

建築協定 住環境を維持・向上させるため，一定地域について居住者が自主的に建

築物の敷地，構造，用途，形態，意匠等に関する基準の協定のこと 

広域 本市のみならず，隣接する市町村も含めた範囲のこと 

公共用地 道路・公園・緑地・その他の公共の用に供する土地のこと 

洪積台地 地質時代区分の第四紀更新世（洪積世）（約 200 万～１万年前）におい

て生成した地層によって形成される台地 

高度地区 都市計画法に定める，用途地域内において市街地の環境を維持し，又は

土地利用の増進を図るため，建築物の高さの最高限度又は最低限度を

定める地区のこと 

高度利用 中層あるいは高層（おおむね 5 階建て以上）の建築物を建てることによっ
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て，土地（敷地）面積に対し建物床を有効に利用すること，または土地が

有効に利用されている状況のこと 

コミュニティ 地域社会，共同生活体，共同生活が行われる一定の地域及びそこに住

む人の総称 

コンパクト 小さく簡潔にまとまっている状態 

コンベンション 大会，会議，展示会など，大規模な催し 

さ行 

サイン 生活・行動に必要な情報を視覚，聴覚，触覚等を通して伝達するための

手段で，案内板，案内・誘導標識，住居表示，観光案内，広報板，道路

交通標識等のこと 

桜川清流ルネッサンスⅡ事業 河川管理者，下水道管理者や地域住民等を含めた桜川流域の関係者

が一体となって，水環境改善のための取組を進める事業 

市街化区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち，既に市街化している区域及

び，おおむね 10 年以内に市街地として積極的に開発・整備する範囲のこ

と 

市街化調整区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち市街地としての利用を抑制すべ

き区域のこと 

市街地再開発事業 都市再開発法に基づき市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新とを図るために，建築物及び建築敷地の整備とあわせて公

共施設の整備を行う事業のこと 

市街地整備 形成年代の古い市街地の再生や，土地区画整理事業等による宅地づくり

のこと 

自然的土地利用 樹林地等の自然環境の整備，保全を前提とした土地利用のことで，農業

用地を含む 

斜面緑地 まちなかから身近に眺められ，または見下ろされる台地または丘陵の斜面

の緑地で，樹林地等の緑が連続して個性的かつ良好な自然環境を形成

しているもの 

循環型社会 天然資源の消費を抑制し，環境への負荷ができる限り低減される社会 

省エネ 省エネルギー。燃料や電気などのエネルギーの消費量を減らし，効率利

用を図ること 

親水空間 公園や遊歩道等，水や川に触れ，水や川に対する親しみを深められる空

間のこと 

ストック 資本など，ある一時点に存在する数量，もの 

スマートインターチェンジ 高速道路の本線上又はパーキングエリア，サービスエリア等に ETC（自動

料金収集システム） ゲートを設置して一般道と接続する，ETC 搭載車専

用のインターチェンジ 

スマート・エコシティ 都市の活力の維持，さらなる発展を目指し，目標交流人口，コンパクトな

都市構造を展望した魅力と活力の集積した水戸市の目指す都市構造の

こと 

ゾーニング ある一定の地域をゾーンといい，地域の範囲や利用方法を定めること 
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た行 

地域資源 地域に根差した地域社会固有の自然や文化，そしてその他地域社会の

個性として評価されるもの 

地域生活拠点 小規模な駅や近隣商店街等，日常生活の利便を確保する上で必要とな

る商業・福祉・文化・健康・娯楽・交通等の生活中心機能が，地域の特性

に応じて集まるエリアのこと 

地区計画（制度） 都市計画法に基づき比較的小規模の地区（街区）を対象に，建築物の建

築形態，公共施設の配置等からみて，一体としてそれぞれの区域の特性

にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し，保全するため定

められる計画のこと 

中心市街地 主要な鉄道駅周辺等，これまで社会資本が集中的に投下された地域，ま

たはその都市の歴史や文化の中心をなしていた地域のこと 

調節池 河川区域内において，増水時，水を一時的に貯留し，下流の流量を調節

する施設 

堤外地 堤防からみて水の流れている側の土地のこと 

定住人口 ある特定の場所に住居を構えている住人の数のこと 

低炭素社会 温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の排出が抑制されている持

続可能な社会 

低層・中層 建物の階数を区分する呼称で，一般に 1～2階を低層，3～4階を中層と

称する 

D.I.D 人口集中地区。国勢調査の基本単位区を基礎単位とし，市区町村の境

域ないで人口密度の高い地域のこと 

デッキ ウッドデッキ等，建築物の外に設けられる，地面から高くされた床のこと 

特別用途地区 都市計画法に定める用途地域内の一定の地区における当該地区の特性

にふさわしい土地利用の増進，環境の保護等の特別の目的の実現を図る

ための地区のこと 

特別緑地保全地区 都市緑地保全法に基づく都市計画上の地域地区の一種で，都市におけ

る緑地を保全するために指定される地区のこと 

都市機能 鉄道・バス等の公共交通，道路等の基盤，商業・業務地の立地，各種行

政サービス等，都市生活を行う上での各種サービスの総称 

都市基盤施設 道路，公園等，都市の骨格を形成し，円滑な都市活動を確保し，良好な

都市環境を保持するための施設の総称 

都市計画道路 都市計画において定められる都市施設としての道路のことで，自動車専

用道路，幹線街路，区画街路，特殊街路の 4種類がある 

都市景観重点地区 優れた都市景観づくりを行う必要があると認める地区。地区の基本目標や

都市景観の整備のための基準などを定めることが義務付けられ，その基

準を遵守することが求められる。 

都市施設 道路，公園，下水道等安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に欠

かせない公共施設で，都市としての根幹を形成するもの 

都市整備 主に道路，公園等の都市基盤施設を整備すること 
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都市的土地利用 農地，山林・河川等の自然的利用に対し，住・商・工の宅地利用を前提と

した土地利用のこと 

土地区画整理事業 事業の仕組み及び目的は土地所有者等から土地の一部を提供してもら

い（減歩），それを道路や公園等の新たな公共用地として活用し，整然とし

た市街地を整備することによって居住環境を向上させ，一方で宅地を整

形化して利用増進を図ること 

な行 

那珂川水辺プラザ 那珂川の河川改修にあわせて，堤外地（河川敷）について健康，自然等

の視点に立った一体的な整備を進め，水に親しむ地域交流の拠点となる

にぎわいのある水辺を創出する計画 

ニーズ 必要，要求 

ネットワーク 構成要素が網状に複合して連結，連絡されている状況や状態 

ノーマライゼーション 障害者や高齢者が特別な存在として見られることなく，社会の中で他の

人々と同じように生活し，活動することが社会の本来あるべき姿であるとい

う考え方 

は行 

バリアフリー 高齢者や障害者を含む全ての人が社会生活をしていく上での障壁を取り

除くこと 

バリアフリー基本構想 バリアフリー法において，国が定める基本方針に基づき，市町村が策定で

きる，区域内の旅客施設を中心とする地区や，高齢者，障害者等が利用

する施設が集まった地区（重点整備地区）について，移動等円滑化に係

る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想のこと 

ヒートアイランド現象 都市部において，地面の大部分がコンクリートやアスファルトで覆われてい

ることによって，水分の蒸発による気温の低下が妨げられ，郊外部よりも気

温が高くなる現象 

ビオトープ 生物群集が存在できるよう環境条件を整えた地域。生物群の生息場所 

風致地区 緑地の保全等，都市の風致を維持するために指定する地区のことで，風

致地区の指定地としてふさわしい土地の区域は，自然の景勝地，公園，

沿岸，緑豊かな低密度住宅地等があげられる 

ブランド ある財・サービスを同分野の他の財やサービスと区別するためのあらゆる

概念。消費者の中で当該財・サービスに対してできあがるイメージ総体 

プログラム ある物事の進行状態についての計画や予定。あらかじめ実行する内容を

定めた予定表や計画書 

ヘルスロード 豊かな自然や歴史に親しみながら身近な環境で健康づくりに取り組むこと

ができるよう，安全性や環境に配慮されたウォーキングコース 

防火地域・準防火地域 市街地における火災の延焼の危険を防ぐために指定する地域のことで，

防火地域・準防火地域内では，建物の規模に応じて構造制限がかかる 

ポケットパーク チョッキのポケットほどの公園という意味で，わずかなスペースを利用して

都市環境を改善しようとするもの 

や行 
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ユニバーサルデザイン 年齢や性別，障害の有無にかかわらず，全ての人が使いやすいことを目

指したデザイン 

ら行 

ライフサイクルコスト 構造物等について，計画，設計から建設，維持管理，解体撤去に至るま

でにかかる費用の総計 

ライフライン 一般に，電気，ガス，水道のように人が生活し，都市が機能するのに不可

欠なもの 

リサイクル 資源の節約や環境負荷の低減を図るため，不用品や廃棄物再生して利

用すること 

緑地 緑地には，都市公園等の都市施設として緑地を意味する狭義の緑地と，

都市公園等のみならず，社寺境内内の空地の多い施設，農耕地，山林，

河川，水面等のオープンスペースまで含める広義の緑地がある 

レクリエーション 気晴らし，娯楽，余暇，レジャーなど 

レジャー 「余暇」または「自由時間」のことで，最低限の生命の維持に必要な食事・

排泄・睡眠などや，家族の生活の維持に必要な仕事や家事などを除いた

時間を指す 

レンタサイクル 貸し自転車 

ロマンチックゾーン 本市の歴史的資源が集積した保和苑を中心とする区域（水戸八幡宮から 

曝井 の一帯） 
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