
 

 

議 事 録 

  

 

１ 会議の名称 平成 28年度第１回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 28年９月２日（金） 午後 1 時 30 分から午後３時 45 分まで 

 

３ 開催場所  五軒市民センター ２階 201 号会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委  員  茨城大学人文学部社会科学科 准教授 田中耕市【会長】 

東日本旅客鉄道(株)水戸支社 総務部企画室室長 増子隆行 

（一社）茨城県バス協会 専務理事 澤畠政志 

（一社）茨城県ハイヤー・タクシー協会 専務理事 鬼澤秀通 

（公社）茨城県宅地建物取引業協会 水戸支部幹事 丸尾勝彦 

みとケアマネージャー協会 監事 若松幸子 

水戸市医師会 会長 原毅 

水戸商工会議所 環境委員会委員長 櫻場誠二 

水戸市商店会連合会 会長 大橋章 

水戸市障害者（児）福祉団体連合会 会長 大野光一 

水戸市住みよいまちづくり推進協議会 会長 大関茂【副会長】 

公募市民 圷舞 

公募市民 羽石英司 

公募市民 藤原喜延 

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所工務第一課 

地域防災調整官 平野一彦 

茨城県土木部水戸土木事務所 次長兼道路整備第一課長 平田正 

水戸市市長公室交通政策課 課長 須藤文彦 

水戸市保健福祉部福祉総務課 課長 小山忠 

水戸市建設部建設計画課 課長 大森幹司 

水戸市都市計画部都市計画課 課長 黒澤純一郎 

※欠席１名 

(2) 事 務 局  【都市計画部 都市計画課】 

部長 村上晴信，課長 黒澤純一郎，課長補佐 小田切幸司， 

係長 根本隆弘，主幹 北村允孝，主幹 我孫子弘行 

(3) 委託事業者 【株式会社 パスコ】 
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５ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 水戸市都市再生協議会について 

(3) 議事 

   議案第１号 水戸市都市再生協議会規約 

   議案第２号 役員の選任 

(4) 水戸市の立地適正化計画について 

  ①立地適正化計画とは 

  ②水戸市の現況把握・分析，立地適正化に向けた課題の整理 

  ③都市づくりの基本方針の検討 

(5) 意見交換 

(6) その他 

(7) 閉会 

 

６ 会議資料 

・平成 28年度第１回水戸市都市再生協議会資料 

・都市再生協議会資料①【立地適正化計画とは】 

・都市再生協議会資料②【水戸市の現況把握・分析，立地適正化計画に向けた課題の整理】 

・都市再生協議会資料③【都市づくりの基本方針の検討】 

・参考資料 「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要パンフレット 
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７ 内容 

 

 ※設置後初めての会議となるため，事務局が進行を務めた。 

 

(1) 開会 

 事務局事務局事務局事務局    

[出席委員の紹介] 

 

都市計画部長都市計画部長都市計画部長都市計画部長    

【都市計画部長あいさつ】    

このたびは，水戸市都市再生協議会の委員をお引き受けくださったこと，また，本市

の都市計画行政をはじめ，様々な行政活動にご支援・ご協力を賜り，厚く御礼申し上げ

ます。 

さて，最近では，人口の急激な減少と高齢化が問題視されています。こうした状況の

中，高齢者や子育て世代が安心して生活できる環境を実現すること，財政面及び経済面

において持続可能な都市経営が大きな課題となっており，将来を見据えたまちづくりが

重要となってまいります。 

本市では，平成 26年度から水戸市第６次総合計画をスタートさせ，これまでの拡散・

拡大型のまちづくりから大きく舵を切り，コンパクトなまちづくりを推進することとし

ております。 

国においても，居住や都市機能の誘導等を盛り込んだ立地適正化計画の制度を創設す

るなど，将来の人口予測や財政状況を踏まえた，持続可能でコンパクトな都市の形成に

向けた取組みを進めているところです。 

こうした動向を踏まえ，コンパクトなまちづくりをより一層推進していくため，今般，

水戸市において立地適正化計画の策定をすることとしたものであります。 

まちづくりに関する取組みには，多様な関係者との協議・意見交換を行っていくこと

が必要であります。 

本市に深く関わっている皆様から忌憚のない意見をいただき，本協議会での議論をと

おして，立地適正化計画の内容の充実を図っていきたいと考えておりますので，活発な

議論のほど，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局事務局事務局事務局 

それでは，議事に入る前に，今回の会議録の署名委員を指名させていただきます。 

丸尾委員，若松委員，以上２名を指名させていただきます。 

 

(2) 水戸市都市再生協議会について 

事務局事務局事務局事務局 

[会議資料１頁～３頁に基づき，水戸市都市再生協議会の設置目的，設置根拠，所掌事項，

委員の構成及び任期，運営方法について説明] 

【意見・質問等なし】 
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(3) 議事 

事務局事務局事務局事務局    

[議案第１号 水戸市都市再生協議会規約について説明] 

 

事務局事務局事務局事務局 

ただいまの事務局の説明について，ご意見・ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。 

【意見・質問等なし】 

 

※ご意見・ご質問はなく，議案第１号は，原案のとおり決定した。 

 

事務局事務局事務局事務局    

[議案第２号 役員の選任について説明] 

役員の選任については，いかがいたしましょうか。 

 

委員委員委員委員 

事務局の案がございましたら，ご提示いただければと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局 

事務局案でございますが，会長につきましては，田中委員に，副会長につきまして

は，大関委員にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

※委員からの異議はなく，議案第２号は事務局案の通り決定した。 

 

会長会長会長会長 

[会長あいさつ]    

ただいま会長を仰せつかりました茨城大学人文学部の田中耕市と申します。どうぞ宜

しくお願いいたします。 

私の専門は地理学でございまして，その中でも私が特に研究テーマとしておりますの

は「買い物弱者」と呼ばれる買い物をしづらくなってきている方々の健康問題等であり，

店舗や駅等の施設へのアクセシビリティや生活利便性というものを調査しております。 

その調査を通じましても，特に郊外に住んでいる方々は，今は車を使えるからいいけ

れども，この先ご高齢になられ車が使えなくなったときに非常に生活に困るのではない

かと私も危惧しているところでございます。 

学会の方でもコンパクトシティやスマートシュリンク等で都市を先んじて自ら密度を

高めながら縮小していくところが熱く議論されているところでございますが，今後人口

減少と著しい高齢化を考えると，そういった都市の運命の方向性というのはしかるべき

ことなのかなと考えております。 

そういった理想を現実に実際提供していくのは難しいところでございまして，この協

議会というのは皆様からご意見を頂くことにより，現実的な理想を見つけていくことな

のではないかと考えております。その上で事業主の皆様、市民の皆様からのご意見を多
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くお寄せいただければと考えております。 

至らぬ点があるかとは思いますが，微力ながら全力を尽くしてまいりたいと思います

ので，どうぞご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 

※水戸市都市再生協議会規約第４条第２項の規定に基づき，会長は会議の議長となるた

め，以後の進行を会長に交代した。 

 

(4) 水戸市の立地適正化計画について 

会長会長会長会長 

「水戸市の立地適正化計画について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局事務局事務局事務局 

[水戸市の立地適正化計画について説明] 

① 立地適正化計画とは（都市再生協議会資料①） 

② 水戸市の現況把握・分析，立地適正化に向けた課題の整理（都市再生協議会資料②）    

 

(5) 意見交換 

会長会長会長会長 

今の事務局説明を踏まえて，意見交換を行いたいと思います。ご意見・ご質問があれ

ば，ご発言をお願いします。 

私のほうで事実確認も兼ねて，今の分析のところで１点お伺いしたいのですが，よろ

しいでしょうか。 

全般的な分析の根底にあるのは人口推計だと思うのですが，その人口推計については

平成47年まで公表されているかと思いますが，人口移動に関しましては何をどこまで入

れ込まれているのでしょうか。単純に今そこに住んでいる世代の方々が，20年後にはど

ういった年齢層になられている，ご高齢の方は亡くなられているという自然増減だけを

考慮された分析結果なのか，または実際には住まいの変更等の人口移動も考慮した分析

結果なのか，どこまで考慮したものなのか教えていただけますでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

人口の資料は一般的には国勢調査を使用するのですが，今回の資料は住民基本台帳の

資料を使用しまして，詳細に見ております。その中の情報を使いまして，細かいメッシ

ュ単位に，年齢がどのように変化するか，２時点の変化を用い，コーホート要因法でな

くコーホート変化率法を用いまして，メッシュ単位で将来の推計を出しております。そ

の上で，市のほうで昨年度に「人口ビジョン」という，市として今後どのように人口を

維持していくかという計画を作成しており，その目標を掲げておりますので，その数値

に合うように最後は調整を図っております。 

よって，各メッシュ単位の移動は，２時点の年齢の変化がそのまま移動すると仮定し

て，メッシュ単位で人口の移動を見まして，合計値が市の将来の人口に合うように計算

しております。 
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会長会長会長会長 

ありがとうございました。その２時点間の人口の変化の中には，人口移動も内包され

ているという前提でよろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

はい，その通りでございます。 

 

会長会長会長会長 

皆様より，ご意見・ご質問ございましたら，宜しくお願いいたします。 

 

委員委員委員委員 

資料の件で，表記の仕方につきましていくつかご検討いただきたい箇所がございます。 

資料②の３頁，左下のあたりに「市街地周辺で増加」というような矢印の表記がある

のですが，ここの図で34条11号指定区域（エリア指定区域）のラインが青の線で表示さ

れています。ちょうど平須町あたりの感じだと思うのですが，エリア指定の区域が入り

組んでいるために，線が重なり合っていて，あたかも青色のメッシュがたくさん分布し

ているように見えるところがあります。この地区で人口減少が進んでいるかのように見

えてしまいますので，34条11号指定区域（エリア指定区域）のラインの表示の仕方につ

いてご検討いただければと思います。 

同じく４頁のところで，34条11号指定区域（エリア指定区域）のラインが青の破線で

表記されているために，先ほど申し上げた平須町あたりの区域が錯綜している場所が，

青い点がたくさん集まっているように見えてしまうところがあります。 

この４頁の凡例を見ると青色の表示はないので，この青のごちゃごちゃは関係ないと

わかるのですが，逆に凡例にある通り，人口の増減で「－５人以上」がピンク色の表示

ということになっています。「＋５人以上」の増加の場合には暖色系の赤，マイナスであ

っても暖色系のピンクということで，ピンクとオレンジと赤がどういう傾向を示すのか

というのが，パッと見た感じでわかりづらいので，場合によっては「－５人以上」減っ

ているエリアにおいては寒色系の青とか緑とかの表示にしたほうが見やすいのではない

かと思いました。 

続きまして17頁，こちらは私どもの担当にもなります公共交通に関するグラフになり

ますが，14頁までのグラフでは古い年次が表の下に入っていて，新しい年次が上に並べ

られているというふうにまとめられています。しかし17頁の資料では古い年次が上にき

ていて，新しい年次が下にきており，一見すると下から上にどんどん自家用車利用が減

少しているかのような誤解を招きそうな感じがしますので，14頁までの並びと同じよう

に，例えば一番下を平成２年にして，一番上を平成22年にして，自家用車利用は増えて

いることが分かるように表示したほうがよろしいかと思いますので，ご検討願います。 

最後ですが，38頁・39頁になります。都市経営の状況の中で，歳出・歳入額の推移と

いうことで，25年前の時点と現在の比較の表が載っています。古い方の年度には決算ベ

ースで表示されていて，新しい2015年度の方は予算ベースになっています。これは比較

対象を揃えたほうがよろしいかと思いますので，決算ベースで揃えるなどの統一をお願

いいたします。 
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もう一つ，40頁のところでは，用途別地価の推移のグラフがありますが，平成13年が

一番古い年次になっており，これはバブルが崩壊した後の年を基点にしているのだと思

いますが，もし可能であればバブルが始まる前の頃からの地価の推移もトレンドとして

表現できればよいのではないかと思います。その場合は５年おき等の表示になるかもし

れませんが，そういう表示ができるかどうかご検討いただければと思います。 

資料の見せ方の部分なので，特にこだわりませんが，検討していただきたいというこ

とで，よろしくお願いします。 

 

会長会長会長会長 

今のご指摘に関係する部分なのですが，３頁の人口動向のところで，矢印で「旧市街

地で減少」と標記されておりますが，おそらくこれは市街化区域内でという意味で書い

ていると思うので，正確に「市街化区域内で」というように書いて頂いた方がよろしい

かと思います。 

なぜかと申しますと，旧市街地でも上市，特に水戸駅から大工町にかけての地域では，

町丁目によってだいぶ差はあるのですが，平成17年から平成22年あたりの今手に入る最

新のデータによると，ちょっと時期は違うので多少のずれはあるかもしれないのですが，

実は人口が増加しているのです。 

この図でいうと青色のメッシュが多くて，人口が全体的に減少しているように見える

のですが，赤色のメッシュの20人以上増加しているというところが恐らく20人よりもだ

いぶ多く増加しているところがあって。 

というのは，マンションが建築され，だいぶ若い人たちが戻ってきている。問題とし

ては，そういったマンションにお住いの若い方と，周辺のご高齢の方とのコミュニティ

が一切関係なかったりというところで問題があったりするのですが，再度データを確認

していただいて，表記の方をご検討いただければと思います。 

 

委員委員委員委員 

先ほど，皆さまにお配りしました中心商店街マップに「中心街エリア・リアルデータ

ー」ということで学区別の世帯数と人口，中心街歩行者通行量，それから公共交通機関

として水戸駅北口・南口から出るバスのデータが出ておりまして，これは単年度で掲載

しておりますので，これからでは変化は読み取れないのですが，昨年度，一昨年度と比

較してみますと。 

今，会長がマンションができて人口が増えているのではないかと言われましたが，私

が市のホームページで確認したところ，あまり人口の動きはなく，わずかに増加してい

る程度で，そうであればマンションを買われた方がすぐに住居を移していない，どこか

に現住所があって，とりあえずそこに住んでいるという，そういう方がだいぶおられる

のであろうと考えます。そのような理由から，なかなか人口の実態は見えづらい，そん

なふうにも考えております。 

あともう一つ，３年ほど前なのですが，三の丸学区と五軒学区にどれくらいの共同住

宅があるのか調べたのですが，居室ということで見てみますと，３階建て以上の県営，

市営，民間のアパートで調べてみましたところ，6,000居室くらいあるのです。２階建て

以下に関しては資料がなく調べることができませんでした。根拠になりますのはゼンリ
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ンの住宅地図よりピックアップして，現地に足を運び，外観のみを目視により確認した

のですが，中までは確認できませんので，どの位の空き室があるか，わかりませんが，

相当数の空き家があるものと見受けられました。これも人口動態の中でどのようになる

のか，いろいろ研究の余地があるのではないかと，そのように感じます。 

以上でございます。 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございました。 

私が確認したのは平成22年までのデータによるものですので，それ以降現状は変化し

ているかもしれませんが，逆に空き家があるということは，そこに入って誘導できる機

会やチャンスがあると捉えることができるかなと思います。 

 

委員委員委員委員 

今，ご紹介いただきました中心商店街マップを拝見いたしますと，昔に比べ駐車場が

増えたと実感しております。 

この後の作業を実際に進めていって，立地適正化計画の中で都市機能誘導区域と居住

誘導区域の地区をこの後の４回くらいの会議を経て設定されるのだと思いますが，先ほ

ど先進事例の紹介や現状分析の紹介をいただいた中で市街化調整区域の34条11号指定区

域（エリア指定区域）での建築が増加しているのではないかという話が出たと思うので

すが，実際は個人の方の考え方にもよるのですが一戸建に住みたい，でも高くて買える

土地がないから郊外の安い土地を買い，家を建てるというのが実情ではないのかなと思

うのです。 

そのような話の中で，先ほどご説明いただいた，他の先進地の事例の中で居住誘導区

域を市街化区域内に設定するにあたり，どのような考え方に基づき設定されているのか，

また設定したときに皆さんが購入しやすいようなソフト施策も組み入れるようなやり方

も併せてしないとならないのかなどの，今後の作業していく中でどのようなところをポ

イントに考えなければならないのか，もし今までの先進事例等を踏まえてわかっている

範囲で教えていただければありがたいなと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局 

まず，先進事例ということですが，立地適正化計画が平成26年８月改正の都市再生特

別措置法に位置付けられてからまだ２年であり，実際に立地適正化計画の策定が完了し，

公表しているのは全国で数自治体，２～３だったと思うのですが，それ以外に素案の段

階で公表しているのは80数自治体であったと思います。 

それぞれの居住誘導区域の設定の仕方ですが，自治体によってまちまちでして，国の

ほうでは今まで市街化区域の中は市街化を促進する区域と定めていて，どんどん宅地化

しましょうという方向だったのですが，これからは市街化区域の中でも人口が減少して

いくのだから，全てを使うのではなく，もう少し絞り込んで，都市をコンパクトにしま

しょうというのが基本的な考え方です。 

そうしたときに，もともと住んでいいと言っている区域の中に，さらに線を引くかた

ちになるので，自治体によっては国の基準・マニュアルに沿ってシビアに引いていると
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ころもあれば，市街化区域の中をなるべく広く引いている自治体もあります。そこは自

治体によりまちまちなので，水戸市はどうしたらよいのかというのはこれから検討して

いく形になると思います。 

ただ考え方として，都市計画のほうで，例えば工業系の土地利用をする制限をしてい

るところは最低限外す，あとは災害で危ないところとか，今後も緑地として残すところ

は最低限外すなどは基本となると思います。それ以上にエリアをどこまで絞るかという

のはこれからの本協議会の中でご検討いただいて，水戸市にとってどのくらいのエリア

がよいのかということを議論していただければと思います。 

 

委員委員委員委員 

わかりました。先進自治体それぞれの状況によって区域の設定のしかたも違うという

ことはわかりました。ただそういった中で，水戸市はどうするのかというところで，区

域設定のポイントをつかまないと，「今のままでもよいのではないか」という話にもなり

かねないので，そこの課題の整理がすごく必要なのかなと思っています。 

実際に私もまだどんなイメージなのかつかみきれていない部分がありますので，そこ

は今後，皆さんとお話ししながら決めていけばよいのかなと思いましたので，また他の

先進事例もございましたら，ご紹介いただければ，参考になると思いますので，よろし

くお願いしたいと思います。 

 

 会長会長会長会長 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員 

水戸市では34条11号指定区域（エリア指定区域）をつくられて，私も不動産関係の事

業をしておりますので，皆さまの意見を聞くと，やはり若い人たちが一次投資として求

めやすいことから，そちらのほうに移り住む方が多い。 

それはなぜかというと，面積的にも広いし，価格的にも安いということで，中心部に

求めるよりは郊外で，若い世代は車２台とか持っていますので，広い土地を探している。

総額2,000万円くらいで購入できるということになると，どうしてもエリア指定に魅力を

感じて，そういうところに土地があれば紹介してくださいということで，先ほどのデー

タのようにエリア指定では若い世代の人口が増えているというのは，このデータ通りだ

と思います。 

居住誘導区域の中に34条11号指定区域（エリア指定区域）は含まれないのでしょうか。

やはり対象は市街化区域ということで，34条11号指定区域（エリア指定区域）というの

は入らないのですか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

水戸市は線引き都市という分類に入りますので，居住誘導区域は市街化区域の中に設

定することになっています。34条11号指定区域（エリア指定区域）は市街化調整区域と

呼ばれる市街化区域の外の区域になりますので，対象外になります。 
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委員委員委員委員 

資料②の35頁になりますが，この計画を策定していくうえで自然災害のリスクをどう

いうふうに考えていくかということも必要になってくると思うのですが，その一つで水

害，ここで紹介されているのは浸水想定区域ですが，実は国土交通省より今年の５月に

想定最大規模の浸水が起こったときの浸水想定区域を公表しております。こちらで示し

ていただいているのは，計画規模の洪水規模ということで，若干，洪水の規模が違って

います。 

この検討においてどちらの規模を対象に検討を進めていくかというのは，今後議論が

必要であると思いますが，併せて浸水想定の浸水深のランクが0.5ｍ未満～5.0ｍ以上と

なっていますが，このランクも見直しておりまして，例えば「3.0ｍ未満」，「3.0ｍ以上」

というランクの区分がありまして，3.0ｍというのは２階の床高を想定しています。何か

と言うと，例えば避難の時間がないときには，垂直避難，１階から２階に避難すること

で，何とか自分の身を守るということも考えられます。しかし，例えば3.0ｍを超えるよ

うな水深のエリアにおいては，立ち退き避難が必要になってきます。そういったことも

含めまして，新しい浸水想定区域を公表しておりますので，資料の見直しのご参考にし

ていただければと思いました。 

 

会長会長会長会長 

では，見直しをしていただくということで。他にご意見・ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 

委員委員委員委員 

先ほど話題に上がった，34条11号指定区域（エリア指定区域）につきまして，34条11

号指定区域を指定したことによる問題点，具体的には中心市街地から水道，電気，下水，

道路等のインフラが広がりすぎて，人口減少で少子高齢化を迎える将来，その維持管理

はどうするのかという問題，それからエリア指定を設けた理由も伺いたいです。他自治

体での先進事例も併せてお伺いしたいと思います。 

２つ目に，大阪府箕面市の事例を，私もインターネットで調べてみたのですが，あま

り詳しく調べられなかったので，箕面市のメリットとデメリットを詳しく教えていただ

きたいと思います。 

３つ目が，資料②15頁，「新たな居住者の確保や，郊外と市街地との共存・交流を促進」

と記載していますが，この共存と交流について，どのように促進していくのか詳細を教

えていただければと思います。 

以上，３つお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局 

まず34条11号指定区域（エリア指定区域）の制度ですが，市街化区域の外側で市街化

調整区域にあっても，市街化区域の整ったインフラ等を利用することによって一定程度

の住宅の建築を認めようとする制度です。 

若い人たちが，価格が安価で広い土地が確保できて，子育てに適している土地という

ことで，34条11号指定区域（エリア指定区域）に魅力を感じているのは確かなところで，
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そこについては人が張り付くような形になります。 

将来のインフラについての心配ですが，正直なところ，34条11号指定区域（エリア指

定区域）の人口が増加したことによる効果とインフラで負担が増えていることの比較が，

まだ市のほうで評価できていないところがあります。 

そういったところにつきましては，市のコンパクトシティの今後の考え方ではあるの

ですが，そこに市場としての魅力があることは確かであると認めたうえで，都市機能誘

導区域や居住誘導区域の魅力を高めることで，結果的にそちらのほうを選択してもらえ

るように誘導したいというのが，今のところのコンパクトシティのイメージしていると

ころです。 

それから，大阪府箕面市のご質問なのですが，もう一度教えていただけますでしょう

か。 

 

委員委員委員委員 

メリットとデメリットを簡潔に教えていただけますでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

箕面市というのは，先進事例の中でも特殊な都市で，大阪の郊外の住宅地として，現

在人口が増え進んでいる地域です。ベットタウンとしてかなり魅力があるようで，人が

増えております。 

また，北大阪急行線が延伸されて，市街化区域内に新しい駅が今後できるということ

で，それに向けて，そこも拠点に位置付けて，新しいまちづくりで人を集めようという

ことで進められております。 

メリットとデメリットにつきましては，まだ策定されたばかりなので，答えづらいと

ころ，分からない部分があるのですが，基本的に区域の取り方などは，先ほどもお話し

した通り，土砂災害の区域，山並み景観保全地域，こちらは温泉街がありますので，そ

のような部分は市街化区域でも除外する方向で計画を作っています。あと20年後の人口

密度の予測の中で，極端に低いところについては外してもよいのではないかということ

で外しているのが，箕面市独自の視点でやられているところかなという印象がありまし

た。 

あと都市機能誘導区域につきましては，バス停等から半径300ｍとか半径500ｍとかい

ろいろ見ながら，結局は500ｍくらいで区域を見ながら設定しているような状況でござい

ます。 

概要のみになりますが，以上でございます。 

 

事務局事務局事務局事務局 

資料②の15頁，「新たな居住者の確保や，郊外と市街地との共存・交流を促進」の部分

のご質問だったと思いますが，コンパクトシティとか立地適正化計画とかいうと，どう

しても市街化区域の中とか市の中心部について目がいきがちなところがございますが，

市の方では，例えば農業を営んでいる方たちが市街化調整区域に住むというのは当然の

ことで，それがどこまで計画の中に反映できるかわかりませんが，農業を営む方たちが

まとまって住んで，安定した収入が確保される環境，例えば水戸市の中で生産と消費が
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循環できるといった環境が，位置付けとか，考え方に入れられないかということを考え

ております。そうした中で安心して農業を営めるための居住者の確保ですとか，場合に

よっては２拠点居住と言いますか，外から人を入れるような政策というのも考え方とし

てありなのではないかと考えておりまして，ちょっと分かりづらいところはあるのです

が，この分析の中に表現を入れています。 

 

会長会長会長会長 

 よろしいでしょうか。他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

 

委委委委員員員員 

資料②の41頁の最後に「今後も市民への行政サービスを維持していくため，近隣市町

村との機能分担，広域連携ネットワークの構築を進めることで，効率的な都市運営を実

現」と記載してありますが，近隣市町村というのは資料③の２頁の図に載っているひた

ちなか市だったり茨城町だったり，水戸市周辺の市町村になると思うのですが，機能の

分担について「効率的な都市運営を実現していく」ということで，これについても詳細

を教えていただけますでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

こちらのほうは，水戸市で現在，定住自立圏構想の協議を進めている内容を記載して

いるのですが，詳細についてはまだ特に決めておりません。 

 

委員委員委員委員 

では，資料②の41頁に記載してございます「近隣市町村」というのは，資料③２頁の

図の水戸市周辺の市町村のような感じでよろしいのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

そうですね。定住自立圏構想の関係市町村は，この図にありますように笠間市，ひた

ちなか市，那珂市，小見玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村ということですので，

この図の中に入っている市町村が関係市町村ということになるかと思います。 

 

会長会長会長会長 

須藤委員，お願いします。 

 

委員委員委員委員 

今の羽石委員からのご質問の件なのですが，水戸市を中心として，県央地域の９市町

村で定住自立圏構想というものを策定する作業を進めているところです。 

今ご指摘があった資料③２頁の「図：立地適正化計画区域（水戸市全域）」という図が

ありますが，この図は水戸・勝田都市計画区域の中で水戸市の全域を対象としますと言

っている，そういう説明の図面になっているかと思います。ですからこちらの図に記載

されているのは水戸・勝田都市計画区域の市町村であり，定住自立圏構想の県央９市町

村とはまた別の枠組みということになります。このページでは恐らく立地適正化計画を
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定める区域は水戸市全域であるという説明のために使っている図面だと思いますので補

足させていただきます。 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

委員委員委員委員 

質問は後にしますが，先ほどお話に出ましたエリア指定のところに若い方たちのニー

ズがあるというのと，コンパクトシティにより居住を誘導するというのは，ニーズと誘

導が逆になってくることですので，これからどうしていくかということで皆さんと協議

しなければならない重要なポイントになってくると思いました。 

私達くらいの世代になってくると，逆に一軒家は草取りなどが面倒になって，子ども

ももう出ていったので，夫婦２人でマンションに住もうかという方たちも沢山いますの

で，普通にニーズだけでやっていくと，エリア指定に若い方たちが集まって，中心市街

地の誘導するところに高齢者が集まってくるというふうになりがちであると思います。

あまりそういう住まいかたはよくないので，いろいろな世代がいたほうが良いと思うの

で，そのあたりは重要な課題になってくると思いますので，私も一生懸命考えていきた

いと。 

それからもう一つの方ですが，都市機能誘導区域のところで，「半径500ｍのところに

居住しています」と記載してあるのですね。この「半径500ｍのところに居住しています」

ということにどういう意味があるのかなと思いました。例えばコンビニが近くにありま

すよと言ったときに，これは自慢しているのか，問題としているのかもよくわからない

のですが，コンビニでも行きたいコンビニがありますし，ましてやお隣に医師会会長の

原先生がおられますが，医療施設から徒歩圏内，半径500ｍ以内に居住していますという

のも意味がわかりません。行きたい病院は，それぞれ個人で違います。遠くでも行きた

い病院というか，お世話になりたい先生というのは皆それぞれいらっしゃるはずですか

ら。 

こういう表現というのは，今後どのようにしていくのかなと素朴に感じました。 

 

会長会長会長会長 

表現についての質問ということですか。 

 

委員委員委員委員 

質問ではなくて，今後の検討課題として。 

 

会長会長会長会長 

意味合いは人によっても違いますので，そこは非常に難しいところなのですが，個人

の嗜好などは別にして，恐らく客観的に見て，一定距離内にアクセスできるということ

で一定の評価をしたのだろうとは思います。実際は個人の行動が伴ってきますので，そ

このところは全てがこれで説明できるというわけではないと思います。 
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委員委員委員委員 

コンビニやスーパーが家の近くにありますよというのはいいと思いますが，医療とな

ってくると全く性質が違うので，それを同じような表現ではどうなのかなという問題提

起です。 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございました。 

 

委員委員委員委員 

１点だけ。資料②の18頁の「３．公共交通」のところなのですが，JR線の鉄道利用者

数を記載していただいておりまして，水戸駅，赤塚駅，内原駅の３駅の合計を１日の平

均乗車人員の推移として年度別に記載されているのですが，実際に移動されている方た

ちの中には水郡線の青柳駅などもご利用されている方たちもいらっしゃるのかなと思う

のですが，これは水戸市内の駅のみということで，この３駅に絞られたのでしょうか。 

 あと，数値が若干合わないような気がするのですが，再度ご確認いただければと思い

ます。 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございます。事務局にて数値の確認をお願いします。 

他にございますでしょうか。 

では，皆さんから貴重なご意見をいただき，ありがとうございました。 

第２回水戸市都市再生協議会では，今，皆様からいただいたご意見，課題を踏まえま

して，都市機能誘導区域及び誘導施設のたたき台を事務局から提示していただき，委員

の皆さんにご協議いただく予定になっています。 

先ほど質疑の中でも触れられましたお手元の資料③につきまして，「都市づくりの基本

方針の検討」の方を簡単にご説明願います。 

 

事務局事務局事務局事務局 

[水戸市の立地適正化計画について説明] 

③ 都市づくりの基本方針の検討（都市再生協議会資料③） 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございました。すでに予定した時間を超過しているのですが，もしこれだ

けはというご意見・ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

副会長副会長副会長副会長    

今の説明で資料③７頁の「図：都市の骨格構造（素案）」ということで説明をいただき

ましたが，国道50号線が抜けており，国道を抜いたのでは骨格になっていないと思いま

すので，なぜ記載していないのか教えていただきたいと思います。 
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事務局事務局事務局事務局 

こちらの骨格構造につきましては，公共交通の軸という考えで示しておりまして，道

路の軸というよりは，路線バスが通っているルートを示したものになります。市の公共

交通基本計画で定められている交通軸を図示した形になっております。 

 

副会長副会長副会長副会長    

国道50号線を通る内原駅と水戸駅間のバスが出ていますということを表現しているの

か。 

 

委員委員委員委員 

ご指摘ありがとうございます。交通政策課ですが，資料③７頁の図面では，製作され

た図面自体がかなり精密に描かれていて，「基幹的な交通軸」と書かれているところで，

内原駅周辺地区から水戸駅周辺の中心市街地を結ぶ路線が常磐線のルートを表示してい

るかのように見えていますが，水戸市の公共交通基本計画の中で，水戸と赤塚と内原を

結ぶ軸というのは，常磐線も国道50号線も併記した軸という位置づけで記載しておりま

した。 

それが今回の会議のためにつくられたこの図面ですと，常磐線のみを示しているかの

ような表示になっていますので，そのへんの表示は今後工夫させていただきたいと思い

ます。 

 

副会長副会長副会長副会長    

国道であり，骨格構造の基本になる国道が抜けたのでは骨格になっていないと。 

 

会長会長会長会長 

ありがとうございます。その他，ご意見・ご質問ございますでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

「水戸駅周辺中心市街地」の「水戸駅周辺」というのは，どのあたりまでを言ってい

るのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局 

都市機能誘導区域の候補地ということで，これからの検討にも含まれますが，総合計

画で定めております都市核ですとか，中心市街地活性化基本計画で定めております都市

中枢ゾーンですとか，そのあたりになってくるかなと思いますが，今のところはざっく

りとした表示ということになっております。 

 

会長会長会長会長 

ゾーンの範囲も含めて，次回以降，議論するということでよろしいでしょうか。誘導

施設とかではなく。 
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事務局事務局事務局事務局 

はい，次回以降で。具体的な場所については，ご審議いただきたいと考えております。 

 

(6) その他 

会長会長会長会長 

わかりました。 

他にご意見・ご質問ございませんでしょうか。 

【意見・質問等なし】 

本日予定されていた議事等は以上となりますが，この他に委員の皆さまから何かご意

見・ご質問等ございましたらお願いします。 

副会長からいかがでしょうか。 

 

副会長副会長副会長副会長 

特にありません。 

 

(7) 閉会 

会長会長会長会長 

それでは，他になければ，以上をもちまして，平成28年度第１回水戸市都市再生協議

会を終了いたします。 

皆様，長時間にわたる議論，誠にありがとうございました。 

 

 


