
 

議 事 録 

 

１ 会議の名称 平成 28年度第３回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 28年 12 月 21 日（水） 午後３時 00分から午後５時 00分まで 

 

３ 開催場所  水戸芸術館 会議場 

 

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 

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 

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】 

 

５ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 水戸市立地適正化計画（素案）について 

(3) 意見交換 

(4) その他 

(5) 閉会 
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６ 会議資料 

・平成 28年度第３回水戸市都市再生協議会資料 

・水戸市立地適正化計画（素案） 

・平成 28年度第３回水戸市都市再生協議会【立地適正化計画】意見書 
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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３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，年末のお忙しい時期にもかかわらず，ご出席をいただ

きまして，誠にありがとうございます。 

本日はじめて，冊子形式で水戸市立地適正化計画をお示しいたします。確認の意味も

含めて，全体的に説明いたしますので，意見を頂ければと思います。 

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。宜しくお願いいたします。 

 

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，原委員，平田委員です。 

 

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。澤畠委員，平野委員

の以上２名にお願いします。 

 

(2)水戸市立地適正化計画（素案）について 

会長会長会長会長    

「水戸市立地適正化計画（素案）」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    

[「水戸市立地適正化計画（素案）」説明] 

 

(3)意見交換    

会長会長会長会長    

ありがとうございます。ひとまず前半までの，基本的な方針を含めて，まちの現況等，

第１章から４章までで事実確認と質問等ございましたら，お願いいたします。その後，

５章以降に入りたいと思います。 
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委員委員委員委員    

48 頁をご覧ください。（４）将来の都市構造の①で「中心拠点」と「地域／生活拠点」

という言い方をしており，過去の会議の資料でも「地域／生活拠点」という協議をされ

ています。今回素案をまとめる段階での事実確認ですが，第６次総合計画や都市計画マ

スタープランの中では，この「／」が入らない形で，「地域生活拠点」という言い方をし

ております。この「／」が入ると地域拠点及び生活拠点という呼び方になるのかなとも

思うのですが，ちょっとわかりづらいと思います。 

後半のほうに出てくる都市計画運用指針の引用の部分なんかでは地域拠点や生活拠点

という言い方をしています。これは例えば県庁舎の周辺地区なんかを地域生活拠点と呼

んでしまうと上位計画との齟齬が生じるとか，そういう計画上の都合があって，こうい

う表現にしていると思いますが，「地域／生活拠点」というところの表現の仕方というか，

その辺を改めて教えていただければと思います。 

 

会長会長会長会長    

事務局よりご説明願います。 

 

事務事務事務事務局局局局    

ありがとうございます。上位計画である第６次総合計画や都市計画マスタープランの

ほうでは，区域については概ねの形で書いておりまして，立地適正化計画では具体的な

線引きが求められているところでありますので，それらの名前が同じことによる混同を

防ぐためといった理由があります。 

また，県庁舎周辺地区については生活利便性の整備が進んでいることから，業務系拠

点でありながら地域生活拠点に位置づけたいということで明確に考えておりますので，

上位計画との差別化を図るために名称を多少変えております。 

しかしながら確かに「／」が間に入ると，地域拠点及び生活拠点という形で見えてし

まうところがあるので，名前のほうを考えさせていただきたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

４章までのご意見，ご質問がなければ，４章までも含めて，５章以降の誘導施設等に

関する意見交換を進めたいと思いますが，よろしいですか。 

 【委員全員了承】 

では全体を含めて通してのご説明に対する，ご意見・ご質問等ございましたら，よろ

しくお願いいたします。 

 

委員委員委員委員    

53 頁をご覧ください。中心拠点におけるｂ）地区の概況というところで，この地区の

概況説明がされています。水戸市の計画書を見慣れている方は都市核という部分がどこ

なのかというのは把握されていて，例えば都市核の人口はこうなっていますとか，そう

いう説明に対してご理解いただけると思います。 

一方，54 頁では，中心拠点はここですということで，都市核の狭いエリアを指してお
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り，内容の混同が生じやすいと思います。 

この計画書を頭から読んでいる方は 15 頁に都市核という千波湖までを含んだ広い 570

ヘクタールがあって，その中で都市中枢ゾーンという 157 ヘクタールがあって，なおか

つ今回新たに登場する中心拠点があるという関係性は行政内部の人間は理解できますが，

そこをわかりやすくするために中心拠点における面積を表現するとか，面積の拾い方が

難しいということであれば，53 頁の部分の位置関係，都市核があって，都市中枢ゾーン

があって，今回はこの中心拠点だったという関係性がわかる図面を１枚入れると，説明

が整理できるのかなと思いました。以上です。 

 

会長会長会長会長    

事務局，いかがでしょうか。 

 

事務事務事務事務局局局局    

ありがとうございます。確かにいきなり言葉が出てきて，その言葉が何だろうという

のが幾つかございますので，市が独自に使っている言葉など，あまり一般的じゃない言

葉につきましては改めて言い方を見直したり，先ほどご提案がありましたように図面な

どを入れたりということで表現の方法を工夫したいと思います。 

 

会長会長会長会長    

委員の皆様，他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

誘導施設の設定に関しての確認ですが，表現というか，内容を調整していただいたほ

うがいいのかなと思う箇所がございます。私が個人的に引っかかったのは病院のところ

の表現で，おそらく入院施設がついている病院については，まちなかに誘導するといっ

た記載となっています。しかしながら一般の方は，ある程度規模が大きな救急病院とか，

その上のランクの病院等にいきなり行くことはできず，地元の町医者の紹介が必要とな

るかと思います。前述の病院は質の高い医療は受けられるが，実際に医療を受けられる

のかどうかという話になった時のことを考慮すると，すべての病院が日常的に質の高い

総合的な医療サービスが受けられるといった記述が好ましいか疑問が残ります。 

医療サイドの現状としては，おそらく町医者でなるべく処理していただいて，高度な

治療が必要なものについては，ランクがどんどん上がっていくという言い方は語弊があ

るかもしれませんが，高度な医療を行っている病院に紹介をしているのではないでしょ

うか。できるだけ大病院に集中する患者さんを町医者さんにかかっていただく形で最近

は動いているのではないかと思います。 

その辺を踏まえた時に，ここの理由の表現の仕方を調整していただいたほうがいいの

かなというのが，私の個人的な意見です。 

 

会会会会長長長長    

事務局，いかがでしょうか。 
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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。誘導施設の中で病院について，病床数 20床以上の医療施設を

持つ医療機関を言っているのは，それが病院そのものの定義らしく，病院が小さいもの

から大きいものまで全てここに入ってしまうのです。 

考え方によっては，逆にクリニックなど位置づけたほうがよいのかなという考え方も

あるかと思いますが，なかなか表現の仕方に悩んでおりまして，大きい病院を外すとい

う考え方もありますし，場合によっては中心市街地だったら大きいものの位置づけもあ

るといった考え方もあると思います。 

 

委員委員委員委員    

私も，診療所と病院の違いがあって，診療所だと入院の病床数が 19床以下であると思

っているのですが，逆にそれを誘導施設にしてしまうと郊外に診療所を造らないのかと

いう見え方もしてしまうので，悩ましいと思いながら質問しています。 

誤解を招かない表現だということであればいいでしょうが，実際そういう形で病院サ

イドは進んでいるのかなと考えております。 

誘導施設としてまちなかに診療所ということを定義しなければ，「水戸市内全域でお医

者さんはできるのです，地域のことも考えて，いろいろなところでできるのです。」とい

った捉え方もできるので，かえって含めないほうがいいのかなと思うところもあります。

病院というある程度大きな規模のところの表現の仕方が悩ましいと思います。 

本日は欠席されておりますが，  委員がおられますので，そこら辺の表現の仕方を

うまく伺いながら，表現されたほうがよろしいのかなと思います。 

 

事務事務事務事務局局局局    

基本的に診療所などは立地適正化計画の中の考えとしては，都市機能誘導区域内には

限定せず，やはり日常生活の周辺にあったほうがよいだろうという考え方はあります。 

ただ，今ご意見をいただいたように実態の総合病院としての使われ方というのは，多

少考慮をしておく必要があると思います。本日は欠席ですが，  委員にも総合病院の

使われ方や，先ほどご意見を頂きました表現方法についても確認したいと思います。 

誘導施設における病院の項目では，市民の日常生活という言い方はしていますが，水

戸市民に限定しない使われ方もあり，中心市街地の病院は，人を集める作用もあるため，

ここに据えています。 

表現については後ほど検討させてください。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    

今回，高齢福祉機能が追加されたわけですが，68頁の b)赤塚駅周辺地区の立地状況の

中で高齢福祉機能として，水戸市で設置しております老人デイサービスセンターあかつ

かという施設がございます。社会福祉協議会に委託をしている組織ですが，こうした施

設もございますので，もう一度この地区において民間の，そうしたデイサービスセンタ
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ーを調べていただいて，現況の中で設置されているかどうか，ご確認いただきたいと思

います。以上です。 

 

事務事務事務事務局局局局    

ありがとうございます。確認いたします。 

 

会長会長会長会長    

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

計画の中身の話ではなくて，少々頭の整理をさせていただきたいです。 

今回お配りいただいた資料は計画の素案というような表題になっており，また，資料

の中では居住誘導区域について平成 30 年度にかけて今後策定する予定と書いてあります。

それを踏まえて資料は，居住誘導区域が策定されるまでそのまま素案という形なのか，

それとも都市機能誘導区域のみについては早めに策定という形になるのか，計画の策定

の進め方についてお聞きしたいと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

素案と書いてありますが，ほぼこの形で一度，都市機能誘導区域を確定したというこ

とで公表します。その後で，平成 30 年度末に主に第７章を入れ替える形で居住誘導区域

も含んだ計画として，再度公表するような形になってまいります。 

 

事務局事務局事務局事務局    

補足ですが，その際に居住誘導区域を新たに設定することによって，当然のことなが

ら既に定めた都市機能誘導区域内の誘導施設のあり方も再度検討する必要があると思い

ます。 

まちづくりの大枠の方針とか，なかなか変更し難い部分もありますが，そういう細か

い部分では調整をしていきたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

場合によっては，変更の可能性もあるということでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

そうですね，その辺の可能性は残しておきたいと思っております。 

 

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    

他にいかがでしょうか。 
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委員委員委員委員    

第８章の 80頁で，都市機能及び居住を誘導するための施策ということで，ここまで居

住誘導区域等を設定して，このような基本方針を３つ設定し，最後の 10章の計画目標と

いうものが設定されていると思います。 

88 頁において，その計画目標（３）公共交通に関する目標値（基本方針２）に記載さ

れている公共交通に関する目標値が，路線バス利用者を基準に定められています。ここ

には路線バスの記載だけですけれども，48頁から 49頁には水戸市の将来の都市構造の中

で，バスだけではなく鉄道も基幹的な交通軸としての役割を担っていると記載されてい

ます。また，80 頁の基本方針２では「ネットワークの形成によってより利便性の高い都

市の実現」が掲げられており，鉄道も基本方針実現の役割を担っていると思っておりま

す。 

そこで 88頁において目標値がバスだけにされているのは，例えばいろいろ施策を考え

ておられて，84 頁の⑪にバスの路線の再編とありまして，取組みによってバス利用者の

方が増えると記載されています。しかしながら⑫，⑬については鉄道に与えるいろいろ

な効果もあるなかで，今回バスだけに目標設定をされているのはどういう理由なのか教

えていただければ幸いでございます。 

また，お願いになりますが，48 頁「②の基幹的な交通軸」の１つ目の項目の丸印で，

「本市の公共交通は，ＪＲ常磐線，水戸線，水郡線，鹿島臨海鉄道などの鉄道路線」と

記載していただいておりますが，小さいことで申し訳ないのですが，弊社では水戸市内

は常磐線と水郡線でございまして，記載していただくとすれば水戸線の直通運転をして

いるといった記載にしていただければと思います。読んだ方の中には，水戸市には水戸

線が運行していたかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれないので，小さいことで恐

縮ですけれども，ご対応いただければ幸いでございます。以上でございます。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。 

まず 48頁のところはご指摘のとおり修正いたします。 

それから，88頁の計画目標についてですが，（３），（４）については関連する計画の目

標値をこちらに当て込もうということで考えがありました。そういった考え方の中で，

公共交通基本計画の中で，路線バスの利用者数が目標値で示されていたので，それをう

ちの計画目標値にも採用しようと考えていたところです。しかしながら，今おっしゃら

れたように鉄道というのが大きな要素を占めていると考えられますので，目標値の修正

を念頭に検討させていただきたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

はい，わかりました。 

 

委員委員委員委員    

私の方から補足説明させていただいてよろしいでしょうか。 
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会長会長会長会長    

はい，よろしくお願いします。 

 

委員委員委員委員    

補足して説明させていただきます。 

もちろんご指摘のとおり，公共交通の中核を占める鉄道の利用は当然重要な要素と認

識しているところでございます。 

今年３月に策定させていただきました水戸市公共交通基本計画の考え方としましては，

すべての公共交通を利用する手段が良くなっている状況を満たしたということの代表的

な指標として，バスの目標値を設定しました。 

鉄道の利用が促進されることによりまして，その末端を担うバス交通も当然利用者数

が増えていく，そういう考え方から代表的な目標値として路線バスの指標を採用してい

るところでございます。 

そこで採用された公共交通基本計画における目標値を立地適正化計画に転用している

ところでございます。 

 

委員委員委員委員    

確認ですけれども，今，おっしゃったように，水戸市の公共交通基本計画の中ではバ

スの路線再編とか，使いやすい理想的なバス路線等の整備等について，あるべき姿にし

て，こういう利用者が見込まれますということが記述されていることはわかりました。 

本計画の目標値に関しては，市内のバスに関する指標に限定して，鉄道に関する具体

的な数値目標は設定しないという理解でよろしいですか。それとも違う形で何か表現さ

れるのでしょうか。今回はバスの再編もあるので，今回はバス利用者のところだけ，数

値的な目標は設定しますという，そういう理解でよろしいですか。役割はわかっている

けれど設定はしないよということなのか，どうなのでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

この立地適正化計画の計画目標としては，公共交通の代表的な数値としてバス交通を，

それのみを採用しているところです。 

 

委員委員委員委員    

鉄道は採用されないのでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

目標値としては設定しないというのが，今回提示させていただいた素案でございます。 

公共交通基本計画で取り扱っている目標値をそのまま転記しなければいけないという

ことではございませんので，改めて立地適正化計画において鉄道に関する目標値も設定

するべきだというご意見でありましたら，私どもと事務局と共有した上で設定していく

ことは当然可能でございます。その場合，現況値を基準値として捉えまして，将来年度

の平成 36 年度のどのくらいの数値を設定していけばよいのかということになりますと，

当然，鉄道事業者の皆様にご相談も別途必要になってくると思います。 
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事務局事務局事務局事務局    

基幹的な交通軸ということで，やはり立地適正化計画の性質上，交通軸はとても重要

なポイントだと認識しております。 

今，我々が公共交通に関する目標値として路線バスに関する指標を設定した理由は，

今まさにおっしゃられた内容となります。 

しかしながら，ご指摘のとおり鉄道についての部分が目標値の設定として必要なのか

どうか，それも他市の事例等，いろいろ検討しながら，あとは数値の設定についても後

日ご相談させていただければと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

委員委員委員委員 

設定された目標値の検証というのでしょうか，当然設定したものに対して，どれほど

達成できたのかといった数値のとり方に関しても，私ども事業者のほうでデータがござ

いますので，またご相談頂ければと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，よろしくお願いします。 

 

会長会長会長会長    

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

84頁の⑩，主な取り組みのところで『「地域生活を支える拠点」づくりの支援』と記載

してありますが，これについて詳細を詳しく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    

この部分に関しましては，実際に今後，計画の策定を進めていく中で，居住誘導区域

を設定する際に１つの方針，それを進めるにあたっての具体的な施策を想定して記載し

た箇所になります。 

詳細に関しましては，今でいう既存集落や，市街化調整区域の中でも市民センター，

小学校，中学校がある程度まとまって立地している地域があると思います。そういった

場所に居住しているのは，例えば農業関係に従事されている方などがいらっしゃるかと

思います。そうした方をまちなかに全部引っ張り込み，住んでもらうというのは，立地

適正化計画はあくまで誘導という考え方がありますので，馴染まないだろうという考え

方があります。 

先ほど述べましたが，昔から，古くから既存集落として集落性があったところですと

か，あとは市民センターなど，ある程度生活のための機能がまとまって立地しているよ

うな場所について，今後の洗い出しの作業をしていく必要があると思います。その上で

実際に交通の結節点，そういったものとの連携がどのように図られるかということも含

めて，その検討はしていきたいと考えています。 
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会長会長会長会長    

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

82 頁の③，主な取り組みの中の一番下の丸印「コミュニティサイクル等の整備検討」

とありますが，こちらの内容を教えていただけますか。 

 

委員委員委員委員    

交通政策課は公共交通だけではなくて，自転車の利用環境等についても担当しており

ますので，事務局に代わりましてお答えいたします。 

現在，水戸市では自転車利用環境整備計画が策定中で，この立地適正化計画と同じタ

イミングで策定されるため，現在作業を進めております。自転車利用環境整備というこ

とで，この計画は立地適正化計画と同じように目標年度を平成 35 年，平成 36 年という

位置づけで策定をしているところです。 

自転車利用環境をいろいろ普及させていく，広めていく，各種の取り組みをその計画

の中に位置づけることで，今検討を進めているところでございますが，その中でコミュ

ニティサイクルの整備検討も位置づけをしまして，計画期間中に整備をしていくところ

で，内容を整理しようとしているところです。 

今現在，レンタサイクルという形で水戸市には水戸駅の北口と南口，千波湖のところ

に貸し出し場がございまして，レンタサイクルを運営しております。それを拡充するこ

とで，まちなかで気軽に借りたり，返したりということができるようなコミュニティサ

イクルの整備を進めようとしています。従来のような借りた場所にしか返せないレンタ

サイクルではなくて，例えば泉町のあるスポット，サイクルステーションで借りたもの

を南口で返すとか，どこで借りてもいいし，どこで返してもいいという仕組みのレンタ

サイクルのものを，コミュニティサイクルと呼んでおりますが，そういうものを水戸市

内においても整備を進めていきたいということで計画に位置づける予定でございます。 

詳細にどういう計画にしていくのか，どういう整備内容になるのかというところは，

計画に基づいて検討を進めた上で，はっきりさせていくということを検討しております

ので，現在は具体的に決まっていないところです。 

 

会長会長会長会長    

ちなみに今の質問に関して言うと，徒歩に関してはまだ具体的な計画はこれからとい

う状況ですか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

１つ目の丸印｢歩いて楽しめる道路空間の整備｣のことでよろしいでしょうか。 

 

会長会長会長会長    

先ほどご質問は，82 頁「③歩いて暮らせるまちの構築」に関し，上段の楽しめる道路

空間とかバリアフリー化のところも含めているということでよろしいですか。 
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委員委員委員委員    

    はい，その辺も含めてご説明をお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

今のところ主に整備をしているのは中心市街地のところになりますが，例えば協同病

院の周辺の道路整備の中で，歩道を含めた整備などを行っております。そういった道路

整備にあわせてバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を進めていくということで，

この立地適正化計画の中に位置づけております。 

 

会長会長会長会長    

よろしいですか。ありがとうございます。 

「③歩いて暮らせるまちの構築」というと，おそらくこれは歩いて暮らせるから，徒

歩や自転車で暮らせるまち，地区という，自転車も含めてということ，意味合いとして

は先ほどご説明がありました自転車利用環境整備計画でしょうかね。 

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

皆さんの今までのお話の中で，要するに居住誘導区域に誘導するというお話が出てお

りました。例えば，ここに住みたいなと思うような場所には，やはり医療とか，福祉と

か，あるいは買い物，そういったものが近くにあったり，交通に便利であるとか，その

ようなものが他所と比較して優位だったりなどが要素として挙げられるのは理解できる

のですが，その前に医療あるいは福祉，あるいは買い物に便利といった生活機能をどの

ように誘導していくのかという点については，どう考えられているのでしょうか。 

例えば，コンビニや内科の医院が近くにあるとか，あるいは福祉施設があるとか，だ

から近くに住みたいということはあると思います。だから，そういう生活に直結するサ

ービス機能をどのようにして都市機能誘導区域内に誘導してくるか。その辺の施策とい

うか，方向性を向けるということについて，具体的にこんな方法があるということがあ

れば教えていただけますでしょうか。 

 

会長会長会長会長    

具体的な誘導の仕方ということでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ご意向に沿えるお答えになるか分かりませんが，１つは誘導施設に位置づけることで

市の姿勢を明確にし，そこに立地していただくことがまず１つです。 

それから，最後の参考資料のところの 94頁に資料を添付しておりますが，税制上の支

援制度ということで，市が誘導施設に位置づけた場合には，例えば外から都市機能誘導

区域の中に移転した場合も税制上の特例ですとか，あるいは都市機能誘導区域の中で誘

導施設のために土地を譲渡した場合の特例ですとかございますので，こうしたことをメ

リットと考えていただいて，誘導施設の立地促進や，機能が充足する環境形成を進めて

いきたいと考えております。 
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委員委員委員委員    

このような制度を有効に活用してほしいということですね。 

 

事務局事務局事務局事務局    

補足になりますが，誘導施設として位置づけられたものに関して言うならば，まず中

心拠点の中の誘導施設については，今説明をさせていただいた補助，制度による立地を

した場合に使える補助があります。あとは加えて税制上の特例が受けられることがあり

ます。 

またそれ以外の地域生活拠点に関しては，それぞれの地域個別にはあると思いますが，

基本的には立地適正化計画の制度の中では税制上の優遇があるという考えで，実際に誘

導施設と位置づけたことによって，位置づけたことによる支援を受けられる，そういっ

た形の政策になっております。 

 

会長会長会長会長    

よろしいでしょうか。 

はい，他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

88 頁の「計画の進捗管理」のところに関し，ヘクタール当たりの目標値となっていま

す。第３章の「まちの現況と将来の課題」の人口密度のところで 46人／haと記載されて

おり，一般的にこの目標値を設定する時はヘクタール当たり何人とするのがよいのでし

ょうか。今，どこでもコンパクトシティ施策のようなことは全国でやられていると思い

ますが，一般的なのかなということをちょっとお伺いしたいと思います。個人的にはヘ

クタール当たり 46人と言われてもあまりぴんと来ないので，１キロ平方メートル当たり

何人と言われたほうが一般市民にはわかりやすいような気がしますので，その辺をお伺

いしたいと思います。 

それから，ここで平成 30年度末までに定めますと掲げられておりますが，おおよそど

れくらいに定めるような予定なのでしょうか。もし答えられればお願いいたします。今

46人が 80 人になるなんてことにはならないわけで，概ねで構いませんので，教えていた

だけますでしょうか。お願いします。 

89 頁の「進捗管理と推進体制」のところで，おおむね５年ごとに調査，分析及び評価

を行うということで，もちろん言っている意味はわかりますが，チェックはもちろんも

う少し細かくされるわけですよね。５年ですべてチェックして，例えばこの部分につい

ては方向を変換しましょうという時に，変換の方向についてまた本日のように審議会を

開催し，議論する期間を仮に３年くらいと考えると，変更までに８年くらいかかってし

まうわけですね。今の時代の５年とか，８年というのはだいぶスピードが早いものです

から，なかなかいいアイデアが浮かばないのですが，チェック体制を少しシビアにして

おいて，必要に応じて迅速に変化していけるというようなことを記載されるといいので

はないかと思いました。 
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会長会長会長会長    

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。 

88 頁に関しましては，ある程度人が密集と言いますか，高密に保つことで，お店等が

逃げないようにということが目的でございますので，ヘクタールには全然拘りはござい

ません。平方キロのほうが一般的ということであれば，それについては検討させていた

だきたいと思います。 

目標値のほうですが，それは来年，再来年の中で，今の 40数人からどれくらい人口が

減少し，集約した場合にはどれくらいになるか，一番悲観的だと現状維持等，そのよう

な形で検討していくと思います。そこは分析のほうを進めていきながら検討をしたいと

思います。 

 

委員委員委員委員    

はい。わかりました。 

 

事務局事務局事務局事務局    

チェックに関しまして，今回みたいに３年もかけるとまた時代遅れになってしまうか

もしれませんが，計画の変更自体に関しては，今回は初年度策定なので３年かけており

ますが，変更自体はそこまでかからないのではないかと考えております。 

また，５つの目標値の予定についてですけれども，目標値に関する事項以外に水戸市

の構造分析を細かく行っておりますので，それは毎年あるいは２年に１回等確認しなが

ら，状況はチェックできるかと思いますので，その辺も考えながら 89頁の表現も変更し

たいと思います。 

 

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す。他にご意見，ご質問等いかがでしょうか。 

もしよろしければ，今回と前回の議論を受けて事務局から説明がありましたように医

療施設の設定として高齢福祉機能を追加されて，「通所施設」と「総合事業に資する介護

予防施設」が 66頁の下のほうに加えられています。この内容につきまして，何かご意見

等ありますでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

現存している通所施設が示されていたと思います。高齢福祉課のご担当の方がいらっ

しゃいますが，これから総合事業・総合福祉事業の中で，予防介護の点で施設の流用，

また施設がこれから増えていくと思います。その中で住民の方たちが作るデイサービス

とか，そういうものはまだ水戸市は計画的には示されていないのでしょうか。 



- 14 - 

 

その辺詳細はわかりませんが，その部分に補助金を出すというようなことも，厚生労

働省の計画の中では出されていますので，そういう施設が市内，中心市街地にあると非

常に皆さん集まりやすいのではないかなと思います。比較的元気な，元気と言ってもこ

れから介護が必要になりつつあるような，そういった虚弱高齢者とか，そういう方たち

を呼び込んで，要介護者にならないような，要支援者にならないような，そういうふう

な施設がこれから立地していくのではと，提案させていただきました。 

 

会長会長会長会長    

今の分類でいうと，下のほうの「総合事業に資する介護予防施設」のほうに入ったお

話ということですか。このような書き方で施設の指定としては適切というふうに考えて

よろしいですか。 

 

委員委員委員委員    

そうですね，その辺のところで高齢福祉課のほうとか，横断的な計画の話し合いが必

要なのではないかと思います。 

 

会長会長会長会長    

事務局，いかがでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

そこに関連するお話ですが，素案の 77 頁で届出という項目があります。この届出のた

め，誘導施設の定義というものを確定させなければならないという手続きがあります。

今まさにおっしゃった「通所施設」と「総合事業関連の予防施設」についてですが，こ

れまた中身が法律上どのように記述されているか，あとは実際現状としてどこまで定義

すればわかりやすいのかとか，それぞれの分類について，まだ多少時間がありますので，

担当課とよく調整をして，もう少し内容についても詰めていきたいと考えております。 

考え方として，今おっしゃったように，高齢の方がまちの中心に出て来てもらって，

こうした介護予防施設で運動をして，その後自宅に帰る過程の中でいろいろな場所に寄

ってもらうというのは，健康まちづくりという観点からはとてもよろしいのではないか

と我々も考えていますので，位置づけとして何らかの形で残していきたいと思っており

ます。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

82頁，83頁のところです。誘導施策の中で「④良好な居住環境の形成」とか「⑥既存

住宅のリフォーム促進」ということですが，空き家が非常に多くなってきているところ

は行政のほうでも問題視しておりまして，いろいろ研修会等開催しております。また，

そうした空き家に対しての中古住宅，そういったものの普及，流通させていくことに対

する阻害要因となっている保険とか，そういったものを改善し，流通させようという動
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きを始めているところです。 

ここでコンパクトシティという視点で考えた場合に，空き家問題や，流通促進を図る

ための既存住宅のリフォーム促進ということを考えた時には，例えば既存住宅のリフォ

ーム促進について，リフォーム助成の支援を行うといった支援内容はどの辺くらいまで

のエリアを想定されているのでしょうか。 

立地適正化計画区域内において，そういった支援を促進するということですけれども，

立地適正化計画の一番はじめの図面を見ると立地適正化計画区域は，かなり広範囲に渡

っていて，都市機能誘導区域，居住誘導区域よりももっと広いエリアとなっています。

コンパクトシティということで居住をまちなかに持ってこようということであれば，こ

の立地適正化計画区域よりは前頁のように都市機能誘導区域や居住誘導区域のほうに，

そういったものを支援することによって，誘導を図るというのでしょうか。そういうふ

うにしたほうがいいのかなという感じがしています。 

 

事務局事務局事務局事務局    

はい，ありがとうございます。 

リフォーム助成については担当部署のほうで制度設計を進めているところでございま

す。確かに，ここに立地適正化計画と書いてありまして，これはイコール市内全域とい

うことになってしまいます。 

理想は居住誘導区域ということなので，その辺は担当課と協議をしながら，区域につ

いては検討していきたいと考えております。 

 

委員委員委員委員    

わかりました。 

 

会長会長会長会長    

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

ただいまのご質問の関連でございます。 

既成住宅ストック等ということで，これは戸建ての住宅を考えているのでしょうか。

それとも集合住宅を考えているのでしょうか。何故かと申しますと，集合住宅の老朽化

による相当数の空き家問題がありまして，ここのところはもう少し適切な補助をしてい

ただければ，居住環境として十分な中心市街地への誘導策ができるのではないかと思っ

ております。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ご質問ですが，確かに借り上げ型の集合住宅と個別の住宅は役割も微妙に違うと思い

ます。この既存住宅リフォーム促進に関しても，同じ都市計画部内ではありますが，住

宅政策課というところで主にこれに携わる事業を行おうとしているところでございます。 

今のご意見も踏まえて，ここの部分は詳細をどこまでこの計画の中に入れ込めるかと

いうのはございますが，ご意見を踏まえた形で，担当部署のほうと検討させていただけ
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ればと思います。 

 

委員委員委員委員    

相当数が今現在，空室になっておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。 

逆に事務局のほうから委員の皆様にお聞きしたいことはございませんでしょうか。こ

の点お尋ねしたいというところがありましたら，お願いします。 

他の委員の皆様もいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

まちなかのにぎわいといったところ，人通りがかなり少なくなって，今ご指摘のよう

に空き店舗，空き家が増えつつあります。 

空き店舗に対する他市町村で行っているチャレンジショップがあります。若い人たち

への支援です。若い人たちに空き店舗に入っていただき，例えば３年間チャレンジショ

ップにお試しで入ってもらい，まちの魅力，まちなかの魅力を再生するというような施

策です。まちを歩いていても魅力がないと，誘導しても人がなかなか寄り付かないから，

施設の立地が進まないのではないかと思います。 

今，水戸の商店街を歩いてみても，なかなか魅力に欠ける部分が非常に多く，これで

はなかなか他地域からの誘導がうまくいかないのではないかと思っております。その辺

の空き家，空きテナントへの支援策だったりとか，チャレンジショップ的な，若い人た

ちがどんどん入ってきて，にぎやかになるような店舗運営だったりとか，企画，まちな

かイノベーション事業も含めて，ご回答いただきたいのですが，よろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

基本的に立地適正化計画の役割がまず何かということを考えた時に，あくまで都市構

造を見て，今後人口が減っていき，高齢者が増えて移動困難者が増えていった時に，そ

れでも生活レベルを維持し，安心して過ごせるような，そういった都市構造にしていこ

うということがまず一番大きな目的としています。 

中心市街地のほうに都市機能の集積をすることにより，効果として今おっしゃったよ

うなことも当然出てくると思いますが，具体的にまちなかのリノベーションとか，空き

店舗対策事業，そうしたソフト部分に関しては中心市街地活性化基本計画が今年度の初

頭に策定されておりますので，そちらのほうで具体の支援策等を定めている状況です。 

ですから，この計画はあくまで都市構造というところにある程度特化した形で定めて

いきたいと考えておりますので，どこまで記載するのかというのはなかなか難しいとこ

ろであると考えております。事業としては立地適正化計画の中でというよりは，中心市

街地活性化基本計画の中において定めている事業を推進していく立場で，計画そのもの

ではそこに当然整合性が求められますので，我々としては生活に必要な都市機能を都市

核に集積していくという考え方で，ひいては中心市街地の活性化みたいなものにも貢献

をしていきたいと考えております。計画としてはそういった考え方で策定しています。 
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委員委員委員委員    

ありがとうございます。 

もう１点，よろしいでしょうか。92頁の「⑧スマートウェルネス住宅等推進事業」，１）

サービス付き高齢者向け住宅整備事業は何となくわかりますが，２）スマートウェルネ

ス拠点整備事業について内容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    

そこの部分に関しましては，本日詳細な資料を用意しておりませんので，次回あるい

は後程メール等の形で詳細をお知らせさせていただければと思います。申しわけござい

ません。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

88頁の計画目標の設定ですけれども，基本方針１から基本方針３とありますけれども，

基準値の統一はされないのでしょうか。それから基本方針２と基本方針３が「年度」に

なっていますが，基本方針１は「年」になっております。これは何か意図があってのこ

となのでしょうか。 

また，一番下の基本方針３のところの基準値 2014 と記載されておりますが，平成 27

年とも記載されています。これは 2015 年ではないかと思いますが，この点に関し，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    

はい，ありがとうございます。 

基本方針３の（４）2014 年はおっしゃるとおり 2015 年の間違いです。（３），（４）に

ついては現在のもとの計画の目標値を参照しようということで考えていますので，そこ

の選定の仕方，表現に今のところ合わせているのですが，例えば公共交通のほうの初年

度のほうが，公共交通基本計画が昨年度策定したので，基準年が 26年になっていますが，

ここの基準年をほかの（１）とか（２）に合わせられるかは検討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す。 

私のほうから，今と同じ頁で質問といいますか，確認をさせてください。 

88 頁の（１）の目標値の２つ目についてです。都市機能誘導区域内に維持・確保すべ

きという項目について，まだ中身は入ってない状態ですけれども，施設の機能分類でい

うと医療，文化，子育て，教育，高齢福祉機能とありますが，それぞれの分類で何を満

たすと充足されたとみなすのか，もしまだはっきり決まっていなければおおよそのお考

えで構いませんので，教えていただければと思います。 
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事務局事務局事務局事務局    

この部分は，まだ検討中のところでありまして，他市の事例を見ると機能分類の中の

施設のところが全くないところがあり，それが機能分類のところに機能が立地した場合

には達成されたということで充足した施設として位置づけている市町村が幾つかござい

まして，それを参考に位置づけたいなとは考えているところでございます。ここは適切

な目標値がないかということで改めて検討をしたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

ちなみに，これは個別に地域ごとに見るのか，それとも全体なのか，そこら辺もまだ

これからということですか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

地域ごとにということで考えています。 

 

会長会長会長会長    

そうですね，それぞれの地域がどれだけ満たしてくれるかわかると思うので，そのほ

うがわかりやすいと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

82頁の「⑤子育て世代の定住化促進」のところの主な取り組み，「様々な保育ニーズに

対応した多様な子育て支援の推進」の内容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    

こちらの内容として，１つは定員拡大に向けた民間保育所の整備，それからもう１つ

は今制度改正がなされた小規模保育とか，家庭的保育事業が新しく制度に追加されまし

たので，それらの保育事業の拡充に関する事項の２つを念頭にこの表現にしております。 

 

会長会長会長会長    

よろしいでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

わかりました。もう一点よろしいでしょうか。 

⑤の一番下の丸印，「多世代交流事業の推進」とは何でしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

これは，わんぱーく・みと，はみんぐぱーく・みとで今行っていることと，あとは市

民センターを使った子育て施策を広げているところと聞いておりますので，そういった

ことをここに記載をしています。 
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事務局事務局事務局事務局    

今，市民センターでは例えば，子育て広場のようなものだけではなく，今のお子さん

と高齢者の方が一緒になって遊ぶ，そういった企画なんかも開催されております。そう

したものも含めて多世代の交流事業の推進という形で，ここは直接ハードの部分はない

のですが，促進するという点においては重要な施策という形で位置づけをしております。 

 

会長会長会長会長    

よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

【意見・質問等なし】 

特にご意見，ご質問等もなければ，よろしいでしょうか。これで意見交換を終えたい

と思います。ありがとうございました。 

 

(4)その他 

会長会長会長会長    

「(4)その他」につきまして何かご意見，ご質問等ありませんでしょうか。 

【意見・質問等なし】 

はい，特になければ，本日予定されていた議事等は以上です。貴重なご意見を頂きあ

りがとうございました。最後に今後の予定につきまして事務局より説明をお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

皆さんのお手元に配布しました，ご意見のお願いについてです。本日の発言の他にご

意見ございましたら，1月 6日までに事務局に送付いただければと思います。 

また今後の予定としては，パブリックコメントを 1 月下旬から 2 月の中下旬まで行う

予定です。また協議会については，日程は未定ですが，2 月ぐらいに開催する予定です。

詳細については，またご連絡いたします。 

 

(5)閉会 

事務局事務局事務局事務局    

それでは，長時間に及ぶご協議ありがとうございました。今日頂きましたご意見を踏

まえて，今後実際に計画として完成させていく中で，しっかりと詰めていきたいと思い

ます。 

以上をもちまして，平成 28 年度第３回水戸市都市再生協議会を終了いたします。 

 

 


