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水戸市都市計画審議会水戸市都市計画審議会水戸市都市計画審議会水戸市都市計画審議会
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諮問第２号 ⼟地区画整理事業の変更（根本第⼀地区）
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諮問第３号 地区計画の決定（根本第一地区）

諮問第４号 都市計画道路の変更（市）

諮問第５号 都市計画道路の変更（県）

諮問第６号 ⽤途地域の変更

諮問第７号 ⾼度地区の変更

諮問第８号 公園の変更

諮問第９号 緑地の変更

根本第一地区根本第一地区根本第一地区根本第一地区についてについてについてについて

都市計画都市計画都市計画都市計画道路の見直しに道路の見直しに道路の見直しに道路の見直しについてついてついてついて

本日の説明の流れ本日の説明の流れ本日の説明の流れ本日の説明の流れ
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根本第一地区根本第一地区根本第一地区根本第一地区についてについてについてについて
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根本第一地区に関する諮問根本第一地区に関する諮問根本第一地区に関する諮問根本第一地区に関する諮問

諮問第２号 ⼟地区画整理事業の変更（根本第⼀地区）

諮問第３号 地区計画の決定（根本地区）

諮問第４号 都市計画道路の変更（市決定）
３・５・１８４号 北⾒町根本線

諮問第５号 都市計画道路の変更（県決定）
３・６・３０ 号 赤塚駅水府橋線

諮問第６号 ⽤途地域の変更（根本地区）

諮問第７号 ⾼度地区の変更（根本地区）



根本第一地区根本第一地区根本第一地区根本第一地区
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根本第一地区根本第一地区根本第一地区根本第一地区についてについてについてについて

地区内地区内地区内地区内

現況写真現況写真現況写真現況写真



� 居住者からの反対や，地価下落等の影響により事業の進捗が⾒込め
ないため，平成18年１⽉に事業の中⽌を決定している。
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根本地区の都市計画決定の内容根本地区の都市計画決定の内容根本地区の都市計画決定の内容根本地区の都市計画決定の内容

� 現在，既存住宅に加え，新たな住宅も⽴地し宅地化が進⾏しており
，事業中止による無秩序な市街地形成が懸念される。
また住⺠から，⽣活道路や下⽔道等の整備要望がある。

� 平成12年9月に根本第⼀⼟地区画整理事業を都市計画決定

� 諮問第2号 ⼟地区画整理事業の変更（根本第⼀地区）

� 経緯

� 都市計画決定の内容

� 諮問第3号 地区計画の決定（根本地区）

� 諮問第４号 都市計画道路の変更（市決定）３・５・１８４号 北⾒町根本線

� 諮問第５号 都市計画道路の変更（県決定）３・６・３０ 号 赤塚駅水府橋線

� 諮問第６号 ⽤途地域の変更（根本地区）

� 諮問第７号 ⾼度地区の変更（根本地区）



根本地区の都市計画変更概要根本地区の都市計画変更概要根本地区の都市計画変更概要根本地区の都市計画変更概要
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１１１１

根本第⼀⼟地区画整理事業

面積Ａ＝約２６．１ｈａ廃止

３・３・３０号赤塚駅水府橋線

延⻑Ｌ＝約９９０ｍ

３・５・１８４号北⾒町根本線

延⻑ Ｌ＝約３２０ｍ廃止

第二種住居地域

面積Ａ＝約４．７ｈａ

建ぺい率／容積率：

６０／２００

第一種低層住居専用地域

面積Ａ＝約１９．０ｈａ

建ぺい率／容積率：

４０／８０

第一種住居地域

面積Ａ＝約２．４ｈａ

建ぺい率／容積率：

６０／２００

根本地区地区計画

面積Ａ＝約２６．１ｈａ

地区施設：道路（Ｗ＝６ｍ）

道路（Ｗ＝５ｍ）

道路（Ｗ＝４ｍ）

３・６・３０号赤塚駅水府橋線

延⻑Ｌ＝約９９０ｍ

⾞線数の変更（４→２⾞線）

第２種⾼度地区

⾼さの最⾼限度２０ｍ

第３種⾼度地区

⾼さの最⾼限度２５ｍ



都市計画変更の手続き都市計画変更の手続き都市計画変更の手続き都市計画変更の手続き

案の縦覧・公告

市都市計画審議会市都市計画審議会市都市計画審議会市都市計画審議会

決定告示

平成平成平成平成27年年年年

9月月月月29日日日日

5月月月月16日～日～日～日～30日日日日

6月月月月9日日日日
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県都市計画審議会6月下旬（予定）月下旬（予定）月下旬（予定）月下旬（予定）

7月（予定）月（予定）月（予定）月（予定）

12月月月月3日～日～日～日～17日日日日公聴会

申出がなかったため中止申出がなかったため中止申出がなかったため中止申出がなかったため中止

地区計画以外

平成平成平成平成28年年年年

原案の縦覧

地区計画

２件の意⾒

意⾒の提出なし

地元説明会
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意見書に対する市の考え方

意見書に対する市の考え方意　　見　　書　　の　　要　　旨 意見者

・計画に賛成
　住宅地として発展すべき良い立地なので事業が
進むことは賛成だが，上水道・都市ガスも併せて整
備して欲しい。

　本地区は，既存の住宅に加え新たな住宅も立地するな
ど，宅地化が進行しつつあり，無秩序な市街地形成が進む
ことが懸念される地域であります。
　そこで，土地区画整理事業に代わるまちづくりとして，道
路を配置し，良好な住環境の市街地形成を図るものです。
　上下水道につきましては，今後，道路の整備を進めていく
中で，検討していくことになります。

Ｂ氏

・計画に反対
　私が所有している土地は，私の住宅や舗装してい
る駐車場として完成しているので，隣接している市
道の拡幅工事には反対する。

　本地区は，既存の住宅に加え新たな住宅も立地するな
ど，宅地化が進行しつつあり，無秩序な市街地形成が進む
ことが懸念される地域であります。
　そこで，土地区画整理事業に代わるまちづくりとして，道
路を配置し，良好な住環境の市街地形成を図るものです。
　配置の際には，既存の道路に沿って配置するなど，でき
る限り私有地に掛からないように計画しておりますが，中に
は用地買収を伴う箇所も出てまいります。
　今後，道路整備を進めるにあたり，地権者各位とご相談
をさせていただきながら進ちょくを図ってまいります。

Ａ氏

　　都計諮問第　３号　水戸・勝田都市計画地区計画の決定について（水戸市決定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市計画法第１６条第２項に基づく意見書の要旨

縦覧期間　　自　平成２７年１２月　３日

至　平成２７年１２月１７日

意　見　書　の　要　旨 意見者
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都市都市都市都市計画道路の見直しについて計画道路の見直しについて計画道路の見直しについて計画道路の見直しについて
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諮問第５号 都市計画道路の変更（県決定）
３・４・１１ 号 元台町浜田線

３・５・１７ 号 ⽔⼾駅⾚塚線
３・５・１９ 号 ⻄原町堀町線
３・５・２２ 号 元台町元吉田線

諮問第４号 都市計画道路の変更（市決定）
３・５・２４ 号 千波線

３・５・３１ 号 堀町加倉井線

３・５・１０３号 自由ヶ丘常盤町線

３・５・１０６号 ⼤串東前線

諮問第６号 ⽤途地域の変更（元吉⽥地区，⾃由が丘地区）

都市都市都市都市計画道路の見直しについて計画道路の見直しについて計画道路の見直しについて計画道路の見直しについて

諮問第７号 ⾼度地区の変更（元吉⽥地区，⾃由が丘地区）

諮問第８号 公園の変更（偕楽園公園）
諮問第９号 緑地の変更（沢渡川緑地）



都市計画道路の都市計画道路の都市計画道路の都市計画道路の見直しの概要見直しの概要見直しの概要見直しの概要

都市計画道路の整備には，多くの時間と費用が必要となることから，都市

計画決定から長期間が経過した路線も存在します。その間に人口減少，少子

高齢化などの社会経済情勢が変化していることから，改めて都市計画道路の

必要性を検証し，見直しを行うこととしました。

当時の将来都市像

都市計画の決定

新しい将来都市像

都市計画の見直し

≪過去≫ ≪現在≫

未整備となったまま

長期間が経過
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都市計画都市計画都市計画都市計画道路の整備状況道路の整備状況道路の整備状況道路の整備状況

本市の都市計画道路は，平成25年4月時点において，国・県・市道合

わせて82路線，約237㎞が都市計画決定されています。

 整備状況 延長(㎞) 割合(%) 

完了 139.3 58.8 

概成済  13.8  5.8 

事業中  16.2  6.9 

未着手 

20 年未満  17.4  7.3 

20 年以上  50.1 21.2 

未着手区間小計  67.5 28.5 

計 236.8 100.00 

 

このうち都市計画決定以降20年以上経過している長期未着手路線は

25路線（全部未着手4路線，一部未着手21路線）で，延長は約50㎞に

および，全体の約21%を占めています。

平成25年4月時点で未整備となっている延長約83.7㎞について，主要

交差点等の区間で区切り，区間ごとに見直しの検討を行った。

検討対象：47路線73区間
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都市計画都市計画都市計画都市計画道路の見直し検討の流れ道路の見直し検討の流れ道路の見直し検討の流れ道路の見直し検討の流れ

②「区間の評価」
…ネットワーク性，防災性など
の指標を用いた相対評価

「経過年数」
…⻑期未着⼿区間の抽出

③「個別検証」
…上位計画との関連，交通機能
などの絶対評価

④「交通量配分，交通負荷検証」
…⾒直しに伴う影響の検証



15

都市計画変更路線について都市計画変更路線について都市計画変更路線について都市計画変更路線について

前述の都市計画道路の見直し検討により抽出された7路線に，付加車線分の都

市計画変更が必要となる水戸駅赤塚線を加えた計8路線の都市計画変更となりま

す。

【県決定】⻄原町堀町線

（⻄原町⽥野線）

【市決定】堀町加倉井線

【県決定】⽔⼾駅⾚塚線

【市決定】自由ヶ丘常磐町線

【市決定】千波線

【県決定】元台町元吉田線

【県決定】元台町浜田線

【市決定】⼤串東前線

（⼤串百合が丘線）
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・4444・・・・11111111号元台町浜田線号元台町浜田線号元台町浜田線号元台町浜田線

写真① 起点側
現道(幅員18m)～国道51号交差点

写真② 終点側
県道小泉水戸線交差点

・一部区間廃止（L=1,960m→L=1,550m）
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・19191919号西原町号西原町号西原町号西原町田野田野田野田野線線線線

写真① 起点側
県道真端水戸線交差点

写真② 中間点

・一部区間廃止（L=6,220m→L=3,600m）

・名称変更（３・５・１９号西原町堀町線）
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・22222222号元台町元吉田線号元台町元吉田線号元台町元吉田線号元台町元吉田線

写真① 起点側
県道下入野水戸線交差点

写真② 終点側
国道50号交差点

一部区間廃止（L=2,720m→L=1,680m）



３・５・２２元台町元吉田線の一部区間廃止に伴い、用途地域の境界を
変更
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・22222222号元台町元吉田線号元台町元吉田線号元台町元吉田線号元台町元吉田線

⽤途地域の変更

第1種低層住居専用地域から第一種住居地域
面積Ａ＝0.5ha

第1種中高層住居専用地域から
第一種住居地域
面積Ａ＝約0.6ha



３・５・２２元台町元吉田線の一部廃止に伴い、地区界を変更。
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・22222222号元台町元吉田線号元台町元吉田線号元台町元吉田線号元台町元吉田線

⾼度地区の変更

第2種⾼度地区(20m)
面積Ａ＝約1.1ha
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・24242424号千波線号千波線号千波線号千波線

写真① 起点側
幹線市道12号線交差点

写真② 終点側
(都)3・3・2交差点

一部区間廃止（L=1,860m→L=1,300m）
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・31313131号堀町加倉井線号堀町加倉井線号堀町加倉井線号堀町加倉井線

写真① 起点側
(都)3・3・30交差点

写真② 未整備区間終点側
幹線市道27号線交差点

全区間廃止（L=2,980m）
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写真① 起点側
国道50号交差点

写真② 中間点
JR常磐線付近

全区間廃止（L=2,240m）

見直し区間見直し区間見直し区間見直し区間

交差点付加車線分の変更

（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・103103103103号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線

（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・ 17171717号水戸駅赤塚線号水戸駅赤塚線号水戸駅赤塚線号水戸駅赤塚線



⽤途地区の変更

都市計画道路３・５・103号自由ヶ丘常磐町線の廃止に伴い、用途地域
の境界を変更
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・103103103103号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線

近隣商業地域から

第2種住居地域
面積Ａ＝約0.02ha

第1種住居専用地域から
第2種中高層住居専用地域
面積Ａ＝約0.6ha

近隣商業地域から
第2種中高層住居専用地域
面積Ａ＝0.04ha



⾼度地区の変更

３・５・１０３号⾃由ヶ丘常磐町線の廃⽌に伴い，３・５・１７号⽔⼾
駅⾚塚線の交差点部の付加⾞線が不要となることから，地区界を変更。
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・103103103103号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線

第4種⾼度地区から

第3種⾼度地区(25m)
面積Ａ＝約0.02ha

第4種⾼度地区から

第2種⾼度地区(20m)
面積Ａ＝約0.04ha
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偕楽園公園

A=約63.8ha

公園区域の変更（偕楽園公園）

（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・103103103103号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線

偕楽園公園

A=約65.1ha
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緑地の変更（沢渡川緑地）

（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・103103103103号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線号自由ヶ丘常磐町線

沢渡川緑地

A=18.7ha

沢渡川緑地

A=20.0ha

バス停⾞帯分変更
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（都）（都）（都）（都）3333・・・・5555・・・・106106106106号大串百合が丘線号大串百合が丘線号大串百合が丘線号大串百合が丘線

写真① 起点側
(都)3・5・105交差点

写真② 終点側
(都)3・4・142交差点(一部完成)

・一部区間廃止

（L=3,140m→L=1,640m)

・名称変更（3･5･106大串東前線）



地元説明会

公聴会

案の縦覧・公告

市都市計画審議会市都市計画審議会市都市計画審議会市都市計画審議会

決定告示

平成平成平成平成27年年年年8~9月月月月

5月月月月16日～日～日～日～30日日日日

6月月月月9日日日日
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県都市計画審議会6月下旬（予定）月下旬（予定）月下旬（予定）月下旬（予定）

7月（予定）月（予定）月（予定）月（予定）

申出がなかったため中止申出がなかったため中止申出がなかったため中止申出がなかったため中止

平成平成平成平成28年年年年

意⾒の提出なし

２２２２ 都市都市都市都市計画変更の手続き計画変更の手続き計画変更の手続き計画変更の手続き


