
 

 

議 事 録 

  

 

１ 会議の名称 平成 28年度第２回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 28年 11 月 11 日（金） 午後 1時 30 分から午後３時 30分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎前議会臨時庁舎 ２階 全員協議会室 

 

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 

（公社）茨城県宅地建物取引業協会 水戸支部幹事 丸尾勝彦 

水戸農業協同組合 常務理事 根本順一 

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 

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３名 

(2) 事 務 局  【都市計画部 都市計画課】 

課長 黒澤純一郎，課長補佐 小田切幸司， 

係長 根本隆弘，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) 水戸市の立地適正化計画について 

  ①都市機能誘導区域の検討について 

  ②誘導施設の検討について 

(3) 意見交換 

(4) その他 

(5) 閉会 

 

６ 会議資料 

・平成 28年度第２回水戸市都市再生協議会資料 

・都市再生協議会資料①－１【都市機能誘導区域の検討】 

・都市再生協議会資料①－２【都市機能誘導区域（素案）】 

・都市再生協議会資料②【誘導施設の検討】 

・平成 28年度第２回水戸市都市再生協議会【立地適正化計画】意見書 

・誘導区域・誘導施設の設定に関する主な事例（公表済みの自治体を対象） 

・水戸市都市中枢ゾーンに大よそ相当する町丁目における人口増減及び 

コーホートでみた人口増減 
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７ 内容 

(1)開会 

事務局事務局事務局事務局    

定刻になりましたので，ただいまから平成 28 年度第２回水戸市都市再生協議会を開催

いたします。 

委員の皆様におかれましては，大変お忙しい中，御出席をいただきまして，誠にあり

がとうございます。 

 

事務局事務局事務局事務局    

それでは早速，議事に入らせていただきます。 

水戸市都市再生協議会規約第４条第２項の規定に基づきまして，田中会長に議事の進

行をお願いいたします。宜しくお願いします。 

 

会長会長会長会長    

それでは，ただいまから議事に入りたいと思いますが，まず出席者を確認いたします。

事務局から報告願います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

本日の出席者数を報告させていただきます。 

委員 21 名中 18 名の方にご出席いただいており，半数を超えておりますので，水戸市

都市再生協議会規約第５条第２項の規定を満たしております。 

なお，事務局に欠席の連絡のあった委員は，大関委員，澤畠委員，鬼澤委員でござい

ます。 

 

会長会長会長会長    

事務局より，出席者数が委員数の半数を超えているとの報告がございました。従いま

して，本協議会は成立しております。 

続きまして，今回の議事録の署名人を指名させていただきます。増子委員，平田委員

の以上２名にお願いします。 

 

(2)水戸市の立地適正化計画について(①都市機能誘導区域の検討について) 

会長会長会長会長    

「①都市機能誘導区域の検討について」事務局より説明願います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

[「①都市機能誘導区域の検討について」説明] 

 

(3)意見交換(①都市機能誘導区域の検討について)    

会長会長会長会長    

ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして，ご意見，ご質

問等ございましたら，お願いします。 
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委員委員委員委員    

１番基本的なことですが，なぜ都市機能誘導区域が必要であるかということについて

ご説明いただきたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

では事務局よりご説明願います。 

 

事務事務事務事務局局局局    

事務局のほうからご説明させていただきます。 

水戸市内を現時点で見ますと，まちなかや周辺地区も含めまして，一定水準の利便性

が確保されているという印象をお持ちだと思いますが，これから人口減少社会に突入し

ていきまして，水戸市もこれから 20 年とか 30 年と経過しますと人口がおおよそ１割減

る予測というものが出ております。そのような状況で，お店の経営が成り立たなくなっ

たり，市外へ出てしまったり，お店以外の施設も市外へ出てしまう可能性があるという

ことです。 

そんな時代を見越して，今のうちからそういった施設がなくならないような社会，も

ちろん生活の自由は確保しつつも，拠点となるところに医療・福祉・商業等の都市機能

を維持することで，便利さというものを維持していきたいという意図で，都市機能誘導

区域を設定するものでございます。 

 

委員委員委員委員    

どうもありがとうございます。私もそれが最大の目的だと思います。 

 

会長会長会長会長    

そのほかいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

今，説明がございました都市機能誘導区域（素案）（Ａ３の図）の商業地域と近隣商業

地域のところにつきまして，用途地域は都市機能誘導区域の設定により，今後用途地域

のエリアを拡張するとか変更する等見直されていくという認識でよろしいでしょうか。

それとも今のこの商業地域，近隣商業地域というのは，今現在と変わらないエリアのま

まなのでしょうか。 

 

事務事務事務事務局局局局    

ご質問ありがとうございます。基本的には現行の用途地域の商業地域と近隣商業地域

の中で決めるというのが原則になっております。ただ，全体を通して，それ以外の一部

都市的な土地利用の部分もあり，準住居地域も大丈夫であると言っている部分もあると

思います。そういったものもこの都市機能誘導区域に設定することにより，さらに都市

的土地利用が図られていった場合には，その状況に応じて用途地域を変更するというこ

とも当然視野に入れていくべきと考えております。 
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会長会長会長会長    

その他いかがでしょうか。ほかにご意見，ご質問はございませんでしょうか。 

はい，事務局，お願いします。 

 

事務事務事務事務局局局局    

事務局のほうから１つ皆さんにお伺いしてもよろしいでしょうか。 

市のほうでこういった形で区域設定をしてみたのですが，実際に住まれている皆さん

から見て，この区域の中で，例えば違和感があるとか，どこを入れたほうがいいよとか

いうのが，もしございましたらご意見のほういただけたらと思います。 

 

会長会長会長会長    

委員の皆様，いかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

質問よろしいでしょうか。 

 

会会会会長長長長    

はい，お願いします。 

 

委員委員委員委員    

私も業種柄，水戸市内を見ていますが，新たにもしそういうエリアをということであ

るとすると，水戸の南口から県庁にかけての動線，具体的には米沢陸橋の周辺は非常に

道路が拡張されていて，施設なんかを誘導するエリアには今後発展成長が見込まれるエ

リアであり，好ましいのかなという感じはします。 

駅南通りから 50号にかけて，さらにそこから県庁に向かうところというのは，自分の

中で今後発展成長が見込まれるエリアであると感じておりますけれどもいかがでしょう

か。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。基本的に都市機能誘導区域の設定の考え方として，法律の中

で１つの要件として求めているのが，水戸市でいうと第６次総合計画ですとか，都市計

画マスタープランといった上位計画の中で拠点性が認められているところということを

含めた整合を図らなくてはならないという部分がございます。 

 その他に，確かに動線の部分というのはある程度発展が見込まれる部分でもあるのか

という気もする反面，どうしても市街化調整区域が含まれてしまったりですとか，住居

系の用途地域が定められている部分もあったり，風致地区なども一部含まれてしまう部

分などもあったりするものですから，その部分に関しては，今この段階でできるという

ふうには，ちょっとお答えできません。申しわけございません。 

    

委員委員委員委員    

わかりました。 
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会会会会長長長長    

その他ございませんでしょうか。 

 

事務事務事務事務局局局局    

会長よろしいでしょうか。 

 

会会会会長長長長    

はい，事務局，どうぞ。 

 

事務局事務局事務局事務局    

下市地区に関して，お伺いしたいことがございます。 

下市地区，現在のところほぼ商業地域の赤い区域のところを入れておりまして，この

区域の中心の設定の根拠というのが，左側のハミングロード 513 と右側のふれあいロー

ド５・６・７の真ん中のところが，この下市地区の都市機能誘導区域の真ん中かなとい

う感覚的なものになっています。本当はアクセス拠点とかを位置づけたいのですが，メ

インとなるバス停が見当たらず，今のところそういったところを中心として，徒歩また

は自転車で行けるところで区域を引いています。アクセス拠点はここのほうがいいよと

か，中心点の考え方で，ご意見等いただけましたら，ありがたいです。 

 

委員委員委員委員    

私は下市の東台に住んでおります。 

北は桜川，南は国道 51号線に挟まれた，今回設定された区域のおおよそ東側半分の区

域が東台ですけれども，この辺が我々の意識の中では下市の中心的な場所です。 

昔はバス停が沢山ありましたが，間引くような形になってしまっています。中心的な

バス停ですと，水戸信用金庫下市支店のちょっと左側に（医）青潤会青柳病院に行くと

ころにバス停がございます。ここは一方通行なのですが，そこがやっぱり中心的なバス

停であると思います。その他に茨城県信用組合下市支店の前のちょっと右側バス停がご

ざいまして，その辺がポイント的なバス停というところでございます。大方この辺の考

え方になるかと思われます。ジャスコがなくなってしまったので，やや寂れつつある状

態だと想像してください。 

 

事務事務事務事務局局局局    

本当はジャスコあたりを中心にできればよかったと考えました。 

ありがとうございます。 

 

会長会長会長会長    

私のほうからよろしいでしょうか。この次の議題の話に変わってしまうのかもしれま

せん。 

今のお話で言うと，例えば，先ほどの話で目ぼしいというか中心となるようなバス停

がはっきりしない，逆に言うと，これを進めていくことによって，誘導することによっ

て，特定のバス停の部分をより交通の結節点として，機能を強化していくというような



- 6 - 

 

考え方になっていけるのでしょうか。もちろんバス事業者さんのご意向とかご協力も必

要になるかと思うのですが，そういう意味では，今はまだはっきりできないという部分

があっても，例えばそれを中心点として，ある程度交通結節点として育てていくような

ことは視野に入ってくるのでしょうか。 

 

事務事務事務事務局局局局    

はい，ありがとうございます。前回の会議の中でもお示ししておりますが，立地適正

化計画というのは，この都市誘導区域というものを定めたらそれで終わりというという

ことではございません。やはりその拠点間を繋ぐアクセスということも当然考えていか

なければならないということで，会長がおっしゃいましたように，今この時点で，この

部分のバス停をどうこうとかそういう具体的なお話まではちょっとできない状況ではあ

るのですが，この都市機能誘導区域内において交通アクセスを充実させることができる

ような交通結節点についても，当然視野に入れて考えていきたいと思っています。 

 

会会会会長長長長    

今お話ししたのは，イメージとしておっしゃられたとおり生活拠点を交通で結ぶとい

うとこも前提にあると思うので，それでお尋ねしました。 

ありがとうございます。 

 

委員委員委員委員    

水戸市役所交通政策課の須藤と申します。 

公共交通の中で特にバス路線網の再編というところを水戸市役所の中で担当させてい

ただいております。 

今の田中会長のご指摘もありましたけれども，確かにご指摘のとおり，今後中心的な

バス停というものを定めて，そこを中心として周辺から人の流れを集めていくような考

え方というのは重要であると考えています。 

 こちらの計画づくりと並行して，公共交通の基本計画というものを今年（平成 28 年）

の３月に策定をしているところですが，そのときの公共交通の再編の方向性の中で，漠

然とですけれども浜田地区，ここ下市地区は浜田小学校区域ということもありまして浜

田地区という言い方をしますけれども，この浜田地区において，交通の拠点・交通の結

節点になるような，ポイントを置いていきたいということは，計画に位置づけておりま

す。 

ただ，具体的に浜田地区の中でどの辺をそういうポイントとして設定していくのかと

いうことは，未だ検討中というところでございます。例えばこの図面の中にあるところ

では，茨交ショッピングセンター浜田というスーパーがありますけれども，ここはもと

もと水浜電車の車庫があったところでございまして，その結節点機能などが，有力な場

所といえます。 

ただ，こういう場所を中心といたしますと，西半分はいいかもしれませんが，東半分

を円で囲んだときに，市街化区域からはずれてしまうとか，そういった設定の難しさも

あるかなというふうに思います。 

 もう１つ，茨城交通の浜田車庫も交通の結節点になる可能性があるのかなというふう
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には考えているところです。単に道路上にあるバス停に乗りかえのポイント結節機能を

持たせていくというのはなかなか難しいかと考えているところですが，それは既存の車

庫であるとか，ある程度敷地がとれるような場所，そういったところを考えながら交通

の結節点ということも，この立地適正化計画の検討とあわせて検討してまいりたいと考

えています。 

以上です。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。ほかに委員の皆様からいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

本日の配布資料に人口増減の表がございますね。こちらは市内の中心市街地の部分だ

と思うのですが，市内で他の地域の増減の表はないのでしょうか。激しく変化している

ようなところというのはないのでしょうか。 

 何故かと申しますと，都市計画というのは，５年，10年あるいはもしかすると 20年く

らい先を見越してつくらざるを得ないところがございますよね。今時点での人口という

ことだけからは，なかなか言えないこともあると思います。だから何か参考にならない

かなということです。この資料は，水戸の本当のまちなかのところでして，他の地域は

ないのでしょうか。何かそういうのも一緒にあると参考になるかと思ったのですが，い

かがでしょうか。 

 

会長会長会長会長    

はい，ありがとうございます。実はこの１番最後の人口増減のグラフがついている資

料は，私のほうであくまで参考ということでご用意させていただいたものです。 

前回の会議で人口の増減の話が出ましたので，それで私が改めて作成しています。 

 前回お話をしたのが国勢調査のもので，最新のデータが 2010 年のものであり，また，

2015 年のものが細かいデータが出ていないため，住民基本台帳の人口で，おおよそ都市

集中ゾーンにほぼかぶる範囲で，それでその数字を改めてお示ししています。実は直接

的に今日の議題と必ずしも直結するものではありませんが，用意させていただいたもの

です。 

 ご指摘の広い範囲での人口増減，さらにその将来的な人口予測ですね，その点につい

ては前回の資料で細かいメッシュのデータでお配りいただいていたのがありまして，そ

こで将来的な人口の変化とかを中長期的に把握しつつという話がありました。 

人口減少していく中で，できるだけ中心部にある程度集められるようなというところ

も，前回ご説明であったかと思うのですが，この表自体は私が後で追加したものです。 

 ちなみに，今お話しいただいたので，棒グラフのほうはちょっとわかりづらいかもし

れないのですけれども，要は都市中枢ゾーンにおけるここ４年間の年齢別の人口増減を

示しており，右側のグラフで棒が出ているのは人口増ということで，30歳～40歳代の恐

らくマンション購入者の世代が多く流入しており，左側のグラフは高齢者の方は流出も

しくはお亡くなりになっている方ということで人口減があってという，そういった状況

で示しております。 
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 人口が増加傾向にあるので，こういう機運を逃さず，施設も含めて誘導できたらよい

のではないかなと私個人的に考えております。よろしいでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

はい，わかりました。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。 

はい，お願いします。 

 

委員委員委員委員    

都市機能誘導区域ということで，５カ所区域が指定される計画でございますけれども，

水戸駅を中心ということで，赤塚駅，内原駅とあるいは，下市，県庁ということである

わけですけれども，下市があれば，上市なんかも区域として，茨大があるような袴塚と

か末広町とか，その辺を指定する考えというのはなかったのでしょうか。 

 

会長会長会長会長    

都市機能誘導区域（素案）（Ａ３の図）の１枚目の水戸駅周辺市街地の範囲のもっと北

西のほうのことですね。 

では事務局のほうからご説明お願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

事務局のほうからご説明いたします。 

まず基本的にはということになりますが，上位計画である水戸市の総合計画ですとか，

都市計画マスタープランに定めた拠点というのが基本にございまして，それ以外のとこ

ろを都市機能誘導区域に設定するのは難しいところはあるのですが，例えば来年度，再

来年度，居住誘導区域というものを定めていく中で，それ以外のところでも拠点みたい

なところはあるかと思います。 

 そういったところ，例えば既に商業が併設されている拠点とか，もしくは市民センタ

ーを中心にした小さな拠点とかといった場所について，制度の外にはなってしまうので

すが，配慮みたいなことは考えているところではございます。 

 

 

委員委員委員委員    

はい，ありがとうございます。 

 

会会会会長長長長    

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

先ほどの話にちょっと戻りますが，会長より泉町１丁目から宮町３丁目までの人口増
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減についての資料を提供していただいておりますが，これから都市計画上の大事なこと

は，人口がどんなふうになるのか，そうしたら税収がどうなるのか等，そういうことが

関わってくると思うのですね。 

 そこで，そういったことを踏まえて，より人間・市民が住みやすい，例えば私でいえ

ば，病院が近くにあるとか，スーパーやコンビニが近くにあったらいいなとか，そうい

うふうなことでもって，おそらくこの都市機能誘導区域の設定というのは提案されてい

ると私は理解しております。 

 これから水戸市の人口全体ということについての傾向については，推計でどうなので

しょうか。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。これも前回の資料で人口動向，水戸市の現況把握・分析，立

地適正化に向けた課題の整理の１番の人口動向でご説明ありました。具体的な数字とい

うのはちょっとお待ちください。 

 

委員委員委員委員    

わかりました。 

 

事務局事務局事務局事務局    

資料がすぐ見つからず記憶の中ですが，平成 52 年なので今から 30 年後ぐらいの話に

なります。現在人口が 27 万人のところ，国の国立社会保障・人口問題研究所の推計では，

24 万 4,000 人ということで想定されていまして，約１割減少ということになっておりま

す。その中で，水戸市で定めた人口ビジョンというものがございまして，そちらの中で

は，様々な対策を施すことによって，現在 27 万人の人口を，時点は違いますが平成 47

年で 26 万 4,000 人まで減少を抑えようとういことで計画しているような形になります。 

 

会長会長会長会長    

はい，いかがでしょうか。日本全体が人口減少になっている中で，それを様々な対策

により何とか抑えようという人口ビジョンがあるということです。 

 

委員委員委員委員    

私はいつも思うのですが，今の人口と人口予測というのは，あくまでも今の時点をも

っての予測ですよね。それじゃあ人口を増やすために，他から流入というか呼び込むと

いうか，そういう手段もとれますよね。 

それは何が根拠になるかと考えると，やっぱり土地柄です。例えば地震に強い大地で

あるとかそういう土地情報です。だから，それを抜きにしてはなかなか考えづらいので

はないかと思うのです。これは，逆に言うとよく言われるのが，100 年 200 年じゃなくて

もっと長い期間を使い調べないとだめだとよく聞きます。 

 それを併せて，こういう都市機能計画等々もきちっとやられたらいいのではないかと

いう，強い思いがあるのです。東南海地震等あってもこの辺は影響がないかというとそ

うじゃないと言われているわけです。水戸だって結構受けると言われているので，その
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ときに本当にここにあったら大丈夫なのかという多少の疑問があるのです。 

 私は自分らの孫とかひ孫とかいう年代になったときに大丈夫かなということがありま

す。先のこと考えたらしょうがないって言われたら終わりですけれども，でもやっぱり

生活機能をやるからには，そういうことをも含めてやらないとまずいのかなという気が

しているので，その辺をうまく加味されているのかというのが疑問に思うところです。 

 

会長会長会長会長    

はい，ありがとうございます。いろいろ災害とか安全性も考慮してということですね。

災害危険地域とかは外して設定されていることになっているのですよね。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい。事務局よりご説明します。 

資料の２頁の真ん中の囲いの中で，災害上危険なところ，原則として含めないところ

である土砂災害特別警戒区域，急傾斜地崩壊危険区域，その他適当でない場合には除く

ところとして土砂災害警戒区域，こういったところは除いていきたいと考えています。 

 それ以外の，例えば水戸駅南口，下市の浸水が想定されるところについては，今のと

ころ都市機能誘導区域については，一定程度の都市機能が既に集積しているので，対策

をしながら位置づけるということで，防災部門と協議をさらにしていきたいと考えてい

ます。 

居住誘導区域を定めるときには，やはり人命にかかわるところなので，そこのところ

は来年，再来年，しっかり，浸水想定区域だけれども大丈夫かというのは検討していき

たいと考えています。 

 

会長会長会長会長    

よろしいでしょうか。ほかにご意見，ご質問等はございませんでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

この区域の設定の考え方についてご質問したいのですが，都市機能誘導区域を一度設

定いたしますと，これはもう当分変えないという前提の設定になるのか，それとも例え

ば３頁のところに，水戸市都市計画マスタープラン－第２次－という平成 27年３月に策

定したばかりのマスタープランがありますけれども，この第３次というものがこの後改

定していくということになると思うのですが，それはマスタープランの改定なんかをタ

イミングにして見直しをしていくということが前提なのか等についてです。一度決めた

らもう変えないという区域の設定なのか，それとも上位にある計画が変わればその都度

見直していくという考え方なのか，その設定の考え方を教えてください。 

 

会長会長会長会長    

はい，では事務局でお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。基本的に立地適正化計画というものは，今ご指摘のあ
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った都市計画マスタープラン，それを具体的に示したものという位置づけは法律の中で

されております。ですから，その大前提となる都市計画マスタープランのほうがもし変

わったということになれば，当然にこの立地適正化計画も同様のタイミングで変えてい

くということが想定されます。 

 その他にも，都市計画マスタープランを変えていくまでの間においても，何か大きな

事象等変化があれば，そのときそのときに応じて検討は必要だと考えております。その

一方では都市計画の話ですので，余りころころと変えるべきではないと思っております

が，基本的には都市計画マスタープランと同じタイミングで改変を進めていくというふ

うに考えております。 

 

会長会長会長会長    

はい，他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

基本的なところですけれども，この都市機能誘導区域内と区域外で，先ほどちょっと

ご説明があったと思いますが，誘導施設を区域内に入れるときには国の補助が出たりす

るようなこともあるというお話でしたけれども，その区域内と区域外のメリットとデメ

リットは住んでいる方たちに対して，何かそういうものがあるのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。後ほど詳しく説明いたしますが，基本的に都市機能誘導区域

を設定することによって，その都市機能誘導区域として定めた区域の中に，生活利便性

のために必要な施設は何かということも含めて，例えば病院ですとか，そういったもの

を入れていきましょうという計画もセットで行っていくことになります。 

区域に誘導したい施設というものを新しく造りましょうとか，あとは，既に今あるも

のを改築しますというときには，細かい要件みたいなものは当然ありますけれども，そ

の要件に合致をすれば，通常の国からの補助金が出るものが，さらに嵩上げになったり

とか，あるいは不動産を取得あるいは譲渡するときに，当然，税が発生するわけなので

すが，その税制上の優遇措置というものが，都市機能誘導区域内ではそういった誘導施

設をつくる場合には控除されることになります。 

 ですから，逆に言うとそのデメリットというのは，特にございません。むしろどちら

かというと，都市機能誘導区域として設定した中にそういった都市機能，生活利便機能

をどんどん誘導することによって，都市機能誘導区域として設定された区域にインセン

ティブ，要するに魅力みたいなものを与えていきましょうという考え方も当然制度の考

え方にありますので，デメリットというのは特にないと思います。 

 

委員委員委員委員    

この設定された区域外に住まれている方とか，商業をなされている方とかそういう方

たちはどのようになるのでしょうか。 
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事務局事務局事務局事務局    

それについてもまた後ほど説明いたしますが，例えば都市機能誘導区域内に病院を誘

導施設として設定したとします。その設定されたのと同じような病院を誘導区域外に造

る場合にどうかという具体的なお話になると思いますが，その場合には法令上の義務と

して届け出だけは市のほうにしてくれという形になると思います。 

 その届け出というのは，許可なんかとは違いますので，決して造ってはだめというこ

とではなくて，届け出を出してもらって，市のほうも民間の方の動向を把握するという

メリットがありますし，あとは，逆に言うと，いや，その都市機能誘導区域の中にもっ

とこういういい土地が入っているよ，こっちに造ってもらえるとこういう補助制度なん

かが使えるかもしれないねということで，斡旋したりするということもできると思いま

す。そういった意味から届け出義務だけは課させておりますが，造っては駄目ですとか

ということにはならないです。 

 

委員委員委員委員    

ありがとうございます。 

 

会長会長会長会長    

今，具体的な施設の話にも及びましたけれども，この後，この次に誘導施設の検討に

ついてということでご説明いただくことになっておりまして，そこで具体的な施設の話

があります。 

 開始から１時間経過しまして，もしよろしければそちらの誘導施設の具体的な施設に

ついてのご説明のほうに移りますが，いかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

区域のことで，上位法律でどうのこうのとさっきおっしゃっていましたけれども，先

ほど別の委員がおっしゃったように，茨大から上水戸あたりのところもそういった都市

機能誘導区域として設定してもらいたいと思います。 

 なぜかというと，今まで水戸は，下市と上市しかなくて，昭和 30 年代，40 年代のころ

は，乗用車がなくて，路面電車が走ってバスもちゃんと走って，みんながその辺に買い

物に行けていいまちでした。それがだんだんモータリゼーションと近郊周辺の大きな駐

車場を備えたお店がどんどん進出してきて，それに伴ってそれに住宅地が張り付いてき

てしまったので，まとまりがなくなってしまった。 

 だから昔の下市とか上市とか泉町とかそういったところにもう１回まとめていこうと

いうのがこの計画でしょう。そうなったらやっぱり，上水戸は入れるべきです。 

 上水戸は今，城北病院をやめて，茨交のバスのところを使って，水戸病院という病院

を造りましたし，あそこは学生がいる。しかも昔は，常北電車の駅があり，今はＭＥＧ

Ａドンキもありますし，やはりあそこを１つの，といったところで考えるべきです。昔

はあそこからずっと大宮街道から来て馬をとめて馬口労町という名前になったぐらいの

ある程度の地域性がありますので，是非そこを入れてもらいたいと思います。 
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事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。その歴史的な背景を考えたときに，当然そういった昔栄えて

いる場所であったということを我々も調べたりしておりますので認識はあります。 

 ただ，どうしても計画の性質上，上位計画に基づいたもので策定していかなければな

らないというしばりが，法律に定められているものですから，今回の計画に関してはそ

こを新たな拠点として設定するということはなかなか難しいところでございます。 

 ただ，今後そういった情勢等によってできるかどうかというのは今この場ではっきり

と申し上げられないところですが，そういったところも含めて今後検討の中に入ってく

るのかというふうに，今の段階ではそこまでしかお答えできません。申しわけございま

せん。 

 

会長会長会長会長    

他にはいかがでしょうか。 

都市機能誘導区域に関し，特にもうご意見ないようでしたら，誘導施設の検討に移り

まして，誘導施設がどういうものか，どういう施設を入れるのかということと，都市機

能誘導区域は関係しておりますので，必要に応じて都市機能誘導区域に関しましてもご

意見頂ければと思います。 

 

(2)水戸市の立地適正化計画について(②誘導施設の検討について) 

会長会長会長会長    

「②誘導施設の検討について」事務局より説明願います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

[「②誘導施設の検討について」説明] 

 

(3)意見交換(②誘導施設の検討について) 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして，ご意見，ご質

問等ございましたら，お願いします。 

 

委員委員委員委員    

私もよくわかりませんけれども，ここでは何か便利な機能，コンパクトシティだから

機能を集積させて利便性をよくしようということで，具体的に施設が出てくるというこ

とはわかるのですが，居住も推進していくということを考えると，住み心地がいいかと

か居心地がいいかとかやっぱりそういうこともあわせて考える必要があると思います。 

 先ほど事務局のほうでも，公園みたいな話がございましたが，公園なのか広場なのか

水辺なのか緑なのか，何かはよくわかりませんけれども，住んで心地いいとか，そうい

った切り口のものも必要なのではないか，何か箱物が並んでいるイメージが強いという

か，私にとっては強すぎるような気がするので，その辺をもう少し検討していただくこ

とはどうなのかと思います。 
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会長会長会長会長    

はい，事務局いかがでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

今のご質問を確認しますと，まちなかに潤いというか，その公園ですとか，あるいは

都市景観，街路樹みたいなものが必要であるということでよろしでしょうか。 

基本的に，立地適正化計画の中で今ご議論いただいている都市機能誘導区域や誘導施

設というのが，法律でどうしても定めなければならない位置づけになっております。 

 ただ，今委員がおっしゃいますように，何も機能だけを集中させればいいまちになる

かというと，そういうわけでは当然ございませんので，その魅力を向上させるという部

分の視点というのも重要になってくると思います。 

 ただ，そこの部分については，計画としては景観計画ですとか，中心市街地活性化基

本計画ですとか，その魅力を向上させるという面についての計画というのも他にある状

況でございます。 

 ただ，こちらの計画の中においても，今後計画書という形でお示ししていく形になる

かと思いますが，そういった魅力的な都市機能，魅力を感じさせるような都市機能とこ

ちらの生活利便性が相まって，それで住みやすい場所にしていこうとかという記載は当

然していくような形になるのかなと考えております。 

 

会長会長会長会長    

いかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

はい，わかりました。今たまたま参考資料の中の大阪府箕面市の事例を見ていたら，

山並みの景観保存というのが出てきたものですから。 

この先のステップになるかもしれませんけれども，そういうこともきっちり，何も街

路樹だけではないような気もしますけれども，少しひねって考えていただくのは重要だ

と思います。 

 

会会会会長長長長    

広い意味での生活環境ということですね。 

 

委員委員委員委員    

そうですね。 

 

会長会長会長会長    

ちなみに，こちらの参考資料（誘導区域・誘導施設の設定に関する主な事例）の説明

はされなくて，後で参考にご覧下さいということですね。 
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委員委員委員委員    

またちょっとずれた話をします。 

まず，訂正をお願いいたします。７頁の医療機関の病院で山田病院とございますけれ

ども，ここは転院しましたので，訂正をお願いいたします。 

 

委員委員委員委員    

三の丸ですか。 

 

委員委員委員委員    

そうです，三の丸になります。 

抽象的というか大きな話で，先ほど私が言ったように，イメージ的にこういったとこ

ろから決めると人がいっぱい集まりやすい，みんなが買い物をするなど，そういうよう

な利用をするというイメージをつくることです。 

近所の下市のところを考えますと，はみんぐぱーくやハミングロードがあります。バ

ス停がちょっと外れたところにありますね。そこにみんなが寄り集って，そこで買い物

をして歩き回るというところで考えますと，既存の建物にはないのですけれども，この

指定された区域の近隣には駐車場を完備して，しかもそこを使えばほぼただになるよう

なそういった駐車場の完備をするといいと思います。 

 下市の場合には，はみんぐぱーくがあり，はみんぐぱーくから 200 メートル弱離れた

ところに市営駐車場があります。前の市長さんは，はみんぐぱーくに絶対駐車場をつく

るなと申しておりました。市営があるのだから，はみんぐぱーくに行きたければ，既存

の市営駐車場に停めて，そこで乳母車を押してはみんぐぱーくに行けば，そこの商店街

で買い物をするだろう。そういう回遊を考えろというようなことを言われたことがあり

ます。 

 だから，そういったところを考えますと，やっぱり乳母車を積んだ車がとめられるよ

うな，それで乳母車とカートを押しながら買い物できてというようなのも，一つのまち

の活性化とか再生になると思いますので，そういった意味で，既存ではないのですが，

駐車場の完備といったところを一つ入れてもらえればと思います。 

    

会長会長会長会長    

今のお考えでいうと，その駐車場というのは誰しもが使えるということではなく，例

えばお子さんを送り迎えするとか，どうしても公共交通が使いづらいような特定の人た

ちが利用できるような駐車場とかを用意するほうがよいというようなことでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

はい，そうです。 

 

会長会長会長会長    

事務局のほうからいかがですか。 
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事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

今よく言う都市計画の考え方として，コンパクトなまちをつくって，そこに回遊性を

高めるという考えがありまして，車で来るということを完全に排除するのは難しいとい

うのは当然あるかと思います。その考え方として，要は集約駐車場という中心新市街地

なら中心市街地の外，若しくは近隣，近接したところに，集約した使いやすい駐車場を

造っていったらどうかという考えもあります。それは具体的に進めているところもある

というふうに聞き及んではいるのですが，やはり土地の関係ですとか，なかなか進まな

いという現状もあるようです。 

 まずそういった駐車場を造るにあたっては，別の計画になりますが，駐車場整備計画

という計画がありまして，そちらの方向もちょっと変えていかなければならないという

ふうに考えております。その計画の中で駐車場の需給予測みたいなものもしつつ，今の

お話も含めて，それは検討課題とさせていただければありがたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

わかりました。 

 

会長会長会長会長    

はい，お願いします。 

 

委員委員委員委員    

施設の類型で提示していただいているのですが，居住誘導区域にはこういった誘導施

設は設定しないという考えなのか，重複するのかというところを教えていただければと

思います。 

 

会長会長会長会長    

事務局お願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

居住誘導区域については，制度上こういった誘導施設を設定することはありません。

なので，先ほどの５頁の右側の頁，２）については，居住誘導区域の中にもあってほし

い施設ということになるのかということでは考えています。 

 

会長会長会長会長    

よろしいでしょうか。はい，ありがとうございます。 

その他いかがでしょうか。はい，補足ですね。 

 

事務局事務局事務局事務局    

補足ということで，今，居住誘導区域の中にあったほうが望ましいという説明をして

しまいましたが，ちょっと言い方を訂正させていただきます。２）の中で決めている施

設というのは，特に立地を限定しない，あるいはむしろしないでバランスよく散らばっ
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ていたほうが，例えば市民センターですとか小学校みたいなものも当然あると思います。 

 ですからこの中で言っているものは，散らばっているというかバランスよく配置され

ているほうが望ましいものと，あとは特に大きな施設ではないので都市構造上大きな影

響を与えないだろうという考えのもとに特に立地を限定しない，という２種類があると

思います。 

これに関しては，居住誘導区域内でこれとこれを誘導すべきであり，これは誘導すべ

きでないという考え方を一切設けませんで，それは通常の都市計画の用途規制の中で判

断をしていくという形になると思います。 

 

会長会長会長会長    

はい，お願いします。 

 

委員委員委員委員    

ただ今最前より誘導施設の検討という中で，マルがあったりバツがあったりというこ

とで，いろいろやられていますが，私は商店会の立場として申し上げますと，商業施設

を含め，それぞれの地区にこういうものが張りついたらよいということで書いてござい

ますけど，商業施設は過去，水戸中心街あるいはその他下市や上水戸も含め，いろいろ

大型施設がありまして，それが見事に全部撤退してしまったという状況です。 

 どうしてそういうことになったかというと，居住されている方の需要が少なくなった。

これは周辺人口の減少もございますし，それから最前より言われておりますモータリゼ

ーションのこと，それからそれぞれ個人の方々が消費する目的がいろいろであるという

ことで，大型が成立しなくなりました。 

 それが再度ここで，コンパクトシティの中にぜひとも必要なのは商業施設であるとい

うことで，全部マル印になっております。これについて，もし，こういうことが誘導の

要になるとすれば，これに対する出店しやすい何か条件，先ほど税制上の優遇措置等が

ございましたけど，税制ばかりではございません。立地についての何かもっともっと具

体的な出店しやすい，いろんな妥協，環境法や大店法のしばりもございますので，そう

いうところを十分に加味していただいて盛りつけていただけたらと思います。 

もう１つ，中心街あるいはこの地域の中で，いかにしたらお住まいになっていただけ

る方が増えるのか。私は最前の委員会でも申し上げたのですが，少なくとも旧市街地の

中での人口の増減というのは，居住者の届出がある人数についてはそんなに減っていな

いと思うのです。恐らく世帯を持たれている方，あるいは学校やお勤めの関係で住民登

録をしないで住まわれている方，こんな方がだいぶいらっしゃるのではないかと思いま

す。 

そのため商業施設に対する，あるいは商店街に対する需要の低下が発生したのではな

いかと思っておりますので，この辺をもう１度見ていただいて，受け皿のほうの施策を

しっかりしていただいたら，書いただけで終わらない，濃密な都市ができる条件になる

のではないかと思っております。以上でございます。 

 

会長会長会長会長    

はい，ありがとうございます。 
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指定して，それ以降の運用ですね。実際の人口がどれくらい返ってくるかというのを

しっかり把握して，どれくらい効果があったかというところを見ていかなきゃいかない

というところもですかね。 

その他，いかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

見せ方の問題なのか，私もちょっと今頭が混乱している部分がありますけれども，今

回それぞれ５つの地区で都市機能として必要な施設はこんなものですというようなこと

を多分書かれていますが，誘導施設の設定のところに表現されているものが，地区によ

ってまちまちですよね。 

例えば，行政機能なんかも，同じ誘導施設として設定するのに，行政機能が必要だと

しているところとそうでないところがあったりとかという見え方がどうしてもしてしま

います。 

例えば，大きな取りまとめをするような施設は中心市街地で，残りの地区については，

例えば生活に即したような施設があるからとかという見せ方なのでしょうか。 

こういった施設は都市機能誘導区域にせざるを得ないけど，これらの施設はあえて明

言しないですよということで，４頁，５頁あたりで言っていますが，７頁から後ろに行

ったときに，同じ地区の中にあるなしという設定をしているのか，それともやっぱりこ

ういう地区だからこういう施設は必要だという形で，ないけれども設定するという見せ

方なのか，ちょっと明確じゃないという気もします。 

水戸駅の中心市街地は何となくイメージはつきますけど，残りの地区は都市機能とい

うより生活に即したところに特化して書いてあるのか，そこら辺の色分けの違いが少し

わかりづらいです。 

この地区を設定した周囲に住む方がいると，この設定になると，先ほどそういうよう

な設定がどうなのですかというご質問も出たと思います。それについて，例えば地区ご

とに分類する前に，こういう施設は明言するけど，ここは明言しないとするなど，一段

階かませてから分析したほうが，流れ的にわかりやすいのではないかと個人的には思い

ました。 

また，同じ大規模小売店舗とかでも記載している中では，地域のスーパーみたいな買

い物ができる施設もあれば，イオンみたいな大規模商業施設も同列に並んでいることに

少し違和感があります。 

これは表現とか見せ方の問題だとは思いますが，もう一工夫，何かしたほうがいいの

かもしれないと思い，お話しさせていただきました。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。 

ご確認で，２頁のところのステップ，今のお話でいうとステップ２からステップ３の

間に，例えば中心拠点は別として，ほかの赤塚駅とか下市とか，そういった生活拠点の

ところで，それぞれこの施設がどうしてマルなのかバツなのかというところを，地域の

特性を考え，どうしてこのマル・バツになったかというところを，何と言いますか，ど

ういった基準でやるのか，だからこういうふうな結果になったのかというところを，ス
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テップの間に一つ必要だということでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

例えば，生活に即した施設という話になったときに，市役所本体は水戸市内の中心部

にあるから当然入っていますが，その周りのところの地区でも，いろいろ手続きをする

のであれば出張所とかがあったほうがわかりやすいのではと思います。 

だけど，それをあえて外してあるというところが，同じ都市機能の誘導というレベル

で分類しているのか，若しくはそこに色分けが入っているのかが，すごくわかりづらか

ったものですから。もし，色分けが入るのであれば，前段で整理して，同じ都市機能で

も２種類に分かれているというような見せ方があったほうが，なるほどこの地区はこん

なことやっていくのだというふうに見えやすいのかなと思います。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。 

事務局のほうからいかがでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

確認ですけれども，要は都市機能誘導区域内に持ってきたい誘導施設の中でも，中心

拠点という，より高次なものを求める場所と，どちらかというと日常生活に傾いた形で

の誘導施設を持ってくる場所，その２つの分類をした上で，振り分けたほうがよいので

はないかとの意図でよろしいでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

はい，趣旨はそういうことです。要は７頁の①のところに書いてある，下にある誘導

施設の考え方と箱抜きにしてあるものと，９頁のところに書いてある箱抜きのとこに書

いてある狙ったまちの像のところに，どういった施設がぶら下がるのかというのが，こ

こでマル・バツにいきなり行く前に，整理した方がいいのかなと，見せ方はそういった

ことでもよろしいのではないかということです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

資料の仕立てとしては一般的に都市機能誘導区域どうこうというのは一切考えず，最

初に，ステップ１として３頁で一般的に生活利便性の維持向上のために必要な施設は何

かというものをまずは提示をして，その上でステップ２として４頁，５頁になるのです

が，その中で都市機能誘導区域内に持ってくる施設を整理しました。 

要は誘導施設として整理するのが望ましいものは何かということと，特に誘導区域内

に限定せずに，特にバランスよく配置されているか，どこにあっても特段問題ないとい

う言い方は語弊がありますけども，特に位置を限定しないものというような仕訳をした

上で，その４頁で言っている基本的に都市機能誘誘導区域内に持ってきたいものをそれ

ぞれの拠点ごとの性質に応じて振り分けたという作業をしております。 
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例外的に区域を限定しないものであっても，既に都市機能誘導区域内にあるものとか，

あるいはその区域の特性上どうしてもここにはなぜか欠けている，だから持ってきたい

というものもあったりすると思うので，それを見せた形になっておりますが，少し資料

としてわかりづらいという部分は，確かにご指摘通りあると思います。 

次回の会議の中では，これを計画書という形でもっとわかりやすくしてお見せしたい

と思っておりますので，今のご意見を踏まえまして，そういった形で直してきたいと思

っておりますので，よろしくお願いします。 

 

会長会長会長会長    

はい，よろしいでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

イメージの整理として，こういうことでいいのかと確認させていただきたいです。 

参考資料でお配りいただいています２頁の下の段を見ると，私の今のイメージ的には

まず，赤の都市機能誘導区域というのを無視して青の居住誘導区域の中に，赤の都市機

能誘導区域を設定して，居住誘導区域の利便性を確保していくようなイメージというこ

とでよろしいですか。都市計画上の誘導区域とかいろんな問題はあると思いますけど，

イメージとしてはそういう形だと思ってよろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ご質問ありがとうございます。 

まさにおっしゃるとおりでございまして，そもそも法律の考え方の中では，居住誘導

区域をまず設定して，その中に，居住誘導区域内にお住いの方のための生活利便機能を

集約したところが都市機能誘導区域だという，そういった形で位置づけをしております。 

例外的に補助等の関係もありますので，順番は逆になってしまうのですが，目的とし

てはあくまで居住誘導区域なりに住んでいる人を含めて，都市機能誘導区域の中に，そ

の居住誘導区域全体の利便性を考えて，施設を配置していくというそういう考え方にな

ると思います。 

 

会長会長会長会長    

ほかにご意見，ご質問等はございませんでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

資料の①の２頁にある都市機能誘導区域は，鉄道の駅というのがまずあってその周辺

が商業とか業務地区という設定をしていますが，その鉄道駅とほかの地区を結ぶ二次交

通として例えばバスターミナルやバス停などは，ここでいう誘導施設というものに該当

するのでしょうか。 

またあるいは，先ほどもお話がございましたけれども，鉄道の駅がなくてもバス停が

あったり，あるいは自転車のプールであったり，今は共有して自転車を使われるような

ところも都市としてはあると思いますが，そういう施設とかも誘導施設に入るのか，そ

れか，ここまで想定されていないのか，そういうことを交通という面で教えていただき
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たく存じます。よろしくお願いします。 

 

会長会長会長会長    

事務局お願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

確かにそういった交通結節点，バスターミナルですとか，そういったものも広い意味

では生活利便系の施設という位置づけもできるのかなとは思いますが，何分計画自体ま

だ前例が少ない状況でございまして，そういったものも含めて今後検討課題とさせてい

ただければと思います。 

 

委員委員委員委員    

ありがとうございます。 

 

会長会長会長会長    

ほかにご意見，ご質問等はございませんでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

質問ですけれども，この誘導施設を設定することによる効果というものは，そういう

施設がこの区域に立地しやすくなるということがまずメリットとしてあると思うのです

が，逆に外に出ていってしまうということを食いとめるとか，そういう効果というのは

制度上あるのかどうかを教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

食いとめるというのは規制という意味においてでしょうか。規制という意味において

は出ていくことを規制するような制度はないということになります。ですから基本的に

立地適正化計画は，説明でもありましたように補助制度ですとか税制優遇みたいなもの

を用いてどうにか中に留めておきたいというような考えのもとに構築された制度という

ことになります。 

その既存の施設が例えば建てかえの時期を迎えたときに，外に出ていって建てかえる

よりも中で建てかえた場合に補助の対象になるということも当然ありますので，そうい

った形で規制という意味ではなく優遇制度を活用することによって中に留めていくとい

うような考え方になっています。 

 

会長会長会長会長    

ほかにご意見，ご質問等はございませんでしょうか。いかがでしょう。よろしいでし

ょうか。 

事務局のほうでも何か委員の皆さんにご確認もしくはご質問したいようなことはござ

いませんでしょうか。 
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事務局事務局事務局事務局    

はい，ではせっかくですので。 

５頁のところをお開き願いたいと思います。現在，子育て機能については保育所など

を誘導施設として位置づけたいということで考えているのですが，福祉機能の中で例え

ばサービス付き高齢者向け住宅とか，そういう高齢者向けのサービスのほうは今のとこ

ろ位置を限定しない施設と位置づけています。ただ，そうは言いながら，まちなかにあ

ってもいいのではないかというところもございまして，その辺，○○委員のほうでもし

何か見解のほうをいただければありがたいです。 

 

委員委員委員委員    

高齢化率が 30％を超える時期はもう目の前に迫っていることを考えますと，通所系の

サービスというのは，やっぱり都市機能誘導区域内にあったほうが皆さん利用しやすい

と思います。特別養護老人ホームとかの施設になりますと介護保険上は要介護３以上で

なければ入所できないという判定基準がありますので，要介護３というと車椅子や寝た

きりの方たちが多いのですが，この方たちが市街化区域内を動き回るということはなか

なかないと思いますので，そういう方たちの施設は介護施設の中でも市街化区域外の緑

の多かったり，自然のいっぱいあったりするところのほうが，皆さん暮らしやすいのか

と考えます。通所施設とか予防介護施設みたいなものは市街化区域内にあったほうがい

いと思います。 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。 

 

会長会長会長会長    

はい，事務局どうぞ。 

 

事務局事務局事務局事務局    

今回整理した表の中で健康予防みたいな視点が抜けているということで事務局のほう

で考えていますが，例えば運動のための施設とか場合によってはフィットネスジムとか

そういったものってどうなのかとちょっと考えていていますが，いかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

今後，地域包括ケアシステムの中で，要支援者１，２という人を対象に「総合事業」

というような新しい事業が平成 30 年度以降に施行されていきます。そういう施設は当然，

市街化区域内の，さらに都市機能誘導区域内のほうがもちろんよいですし，健康予防を

促進するようなフィットネスジムとか，そういうものも都市機能誘導区域内にあったほ

うがよいと思います。 

 

委員委員委員委員    

併せてよろしいでしょうか。 

いわゆる居住系と言われるサービス付き高齢者住宅は，今どんどん郊外に建っていま

す。それは，土地が安いのと許認可が国交省で簡単に取れるからです。ですから，住居
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系をこちらに誘導するという形で考えたときに，やはりこの都市機能誘導区域の近くに

そういった居住系の施設を置いたほうがよりそこに住まわれるお年寄りの方が，その商

店街とか公共施設を使いやすい環境になると思います。 

すみません，また下市の話をしますけれども，下市地区のハミングロードに１件，通

所系の施設があり，非常に人気が高いです。やはり，まちなかにあるというところも，

そのイメージがすごくいいです。やっていることは他のデイサービスと全く同じですけ

れども，そういったイメージがあります。その他に逆川の御茶園通りの十字路の脇にち

ょっと場所は違いますが施設が立地しています。 

基本的にデイサービスってみんな郊外にあるものの，利便性の高さから利用される方

が多いですので，できるだけ誘導，その商業とか，都市機能誘導区域の近いところの居

住地域に，そういった施設をあててあげるとよいと思うのです。中ではなくてもいいと

思います。お年寄りが住むと，孫とか子供がどんどん来て，また入ってきますから。そ

して子供や孫を連れて何処かへ食事に行くわけですから。そうすると，地域が活性化し

ます。余り中心市街地のほうまで入れなくてもいいのかなとそういう印象を持ちます。 

 

委員委員委員委員    

１点よろしいでしょうか。 

介護保険上でやっぱり人材不足というのがすごく問題になっていまして，実際に地域

で暮らしている支援の必要な高齢者の方々に支援する人がいないという問題が大きく取

り上げられております。訪問系のサービス，例えば訪問介護サービス事業者さんとか，

そういう各高齢者のお宅に，居住地に行くというサービス事業者さんは，やっぱり区域

内とか近くにあるほうが，人材が少なくて沢山のところにサービスを効率的に提供でき

るということを考えますと，特に配慮するべきじゃないかと思います。柏市でそういう

モデル地区をやった事例もありますので，ぜひその辺を考えていただければと思います。 

 

委員委員委員委員    

併せてですが，訪問介護サービスやホームヘルパーでは，家を掃除したり，ご飯を作

ってあげたり等ということと，さらには家事のための買い物のお願いということもしま

す。 

話は逸れますが，水戸駅から銀杏坂，南町，泉町，大工町にかけての周辺には殆んど

スーパーがありません。一応ありますが，それは京成デパートであり，スーパーですが，

お高いスーパーです。その他は水戸駅のエクセルまで行かないとないです。 

だから今，先ほどお話にも出ました，会長の作成された人口の資料に記載されている

地区では，マンションががんがん建っていて，どんどん若い世帯が入ってきております

けど，やはり，このそれぞれの場所に必ずスーパーがないと駄目です。特に，この下市

は，何回も繰り返しですが，ジャスコがなくなりました。既存のスーパーはちょっと離

れたところにあるので，例えば桜川の川向こうの城東地域の人たちが買い物に行くのに

非常に大変です。だからそれはちょっと違いますけれども，この商業地域のところには

必ずスーパーをつけてくれというところを，介護関係のことの話を含めて思いました。 

以上です。 
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会長会長会長会長    

いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。 

今のご意見参考にさせていただきながら，この辺は今後少し内容を精査していきたい

と思います。ありがとうございます。 

 

会長会長会長会長    

私もちょっと専門でいろいろ買い物，高齢の方とか市街地活性化の関係で調査をして

います。 

やはり本日お見せした先ほどの資料３で，まちなかに若い人たちも戻ってきているの

ですが，その人たちの買い物先というのがやはり車で郊外等に出ていってしまう。 

せっかくそこに人が戻ってきて，そこに住んでいるので，そのまま下におりてきても

らって，それでいろいろ買い物してもらうというような流れを何とかつくる必要がある

のではないかと私も思っております。 

そういった意味で先ほどの医療施設，ほかの施設もそうですけれども，まちなかにい

ろいろ施設があって歩きやすいというか，歩いていろんなことができるというふうにな

れば，車を使わずにいろいろ周りを歩いてくれるのではないかと考えています。 

他にご意見いかがでしょうか。会議が始まって今，２時間が経過したところでござい

ますけれども。 

 

委員委員委員委員    

私は，老人ホームといろいろな関係があります。 

若い方をみると通販なさる方は非常に多いです。年配の方というのは必ずしもそれが

できないと言ったら失礼ですが，される方もいらっしゃいますが少数です。そういう方

たちから見ると，やはり先ほどおっしゃっていたように，買い物やちょっとした公園や

森，それらが一体になったら最高です。 

駐車場も，ほかの都市の例ですが，あまり広くしすぎると大体問題が発生します。広

くしすぎるといろいろな人が集まってしまいます。例えば暴走族じゃないですが，とに

かく違う問題が生じて，防犯が非常に難しくなると言います。だからある程度の広さし

か駐車場は意外と造らないほうがよいと言われています。 

だから，場所によって随分違ってくるとは思いますが，ある程度は年齢層を加味して

やらざるを得ないかと思っています。年配の方は極端に言ったら食事とゆっくりする公

園等があれば最高であり，別に他のことは何も言わないという感じになってしまうかも

わかりません。だからその辺を含めて総合的に関係しているところを見ていただくしか

ないかなと思っています。 

お店も大規模店舗は中心市街地だけで，あとは満遍なくスーパーでもきちっとあれば

用は足ります。 

そういうことも含めてよく見直しされたらおもしろいと思います。 

以上です。 
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会長会長会長会長    

はい，ありがとうございました。その他，ご意見，ご質問等ございませんでしょうか。 

ご意見，ご質問等ないようですので，議事のほうは以上で閉めさせていただきます。 

 

(4)その他 

会長会長会長会長 

「その他」ということで，本日の２つの議題以外のことで皆様からご意見，ご質問等

ございましたら，よろしくお願いします。 

【意見，質問等なし】 

 

会長会長会長会長    

本日は皆様より貴重なご意見を頂き，ありがとうございました。 

これからのスケジュールも含めて，事務局より説明願います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

事務局よりお知らせさせていただきます。 

まず，都市再生協議会のほうですが，年内にもう一回開催させていただき，年明けに

一回開催させていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

それから皆様のほうにＡ４サイズの意見書のほうをお配りさせていただいております。

本日いきなり資料を見て頂いて，なかなかご意見がまとまらなかった委員さんもおられ

るかと思いますので，こちら 11 月 21 日あたりを目安にファックスまたは，メールアド

レスをお知らせいただければ，様式をお送りさせていただきますので，メールにて，市

のほうにご意見を頂ければ，大変参考になりますので，よろしくお願いいたします。 

本日頂きました貴重なご意見と共に，今後計画の中に反映させていただきまして，さ

らによりよいものを次回の会議にて提示させていただきたいと思いますので，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

(5)閉会 

事務局事務局事務局事務局 

以上をもちまして，平成28年度第２回水戸市都市再生協議会を終了いたします。 

皆様，長時間に渡りまして，ご審議ありがとうございました。 

 


