
 

 

議 事 録 

 

 

１ 会議の名称 平成 28年度第４回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 29年３月 22日（水） 午後 1時 30 分から午後３時 00分まで 

 

３ 開催場所  五軒市民センター ５階 502 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】 

（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 

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５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 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) 水戸市立地適正化計画（案）について 

(3) 意見交換 

(4) 平成 29 年度の予定について 

(5) その他 

(6) 閉会 

 

６ 会議資料 

・平成 28年度第４回水戸市都市再生協議会資料 

・水戸市立地適正化計画（案） 
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７ 内容 

(1)開会 

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４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，年度末の大変お忙しい中，ご出席をいただきまして，

誠にありがとうございます。 

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。宜しくお願いします。 

 

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 

本日の出席者数を報告させていただきます。 

委員 21 名中 16 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，澤畠委員，鬼澤委員，櫻場委員，平田委

員でございます。 

小川委員につきましては，代理の方のご出席の連絡が入っております。 

 

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。根本委員，藤原委員

の以上２名にお願いします。 

 

(2)水戸市立地適正化計画（案）について 

会長 

 では「水戸市立地適正化計画（案）」につきまして事務局より説明願います。 

 

事務局 

 [「水戸市立地適正化計画（案）」について説明] 

 

(3)意見交換 

会長 

 ありがとうございました。ただいまの事務局のご説明につきまして，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 

 45頁の４-２の②です。都市機能誘導区域の規模についての説明がありまして「おおむ

ね半径 800メートル圏（一般的な徒歩 10 分圏）」と書いてあります。それが例えば 48頁

の赤い点線が描かれている図は，45頁をよく読んだ方は「徒歩 10 分圏」だとわかると思

いますけれども，この図面だけを見た方は，なぜ 800 メートル圏の円が描かれているの

かという説明が足りていない気がするので，関連する図面については全て「区域の中心

から半径 800 メートル圏（徒歩 10 分圏）」とカッコ書きで書いていただいたほうがわか

りやすいのではないでしょうか。 

 

事務局 

 この各頁を見ただけでわかるように修正したいと思います。 

 

会長 

 今の 48頁の中心拠点ですが，水戸駅が区域の中心となっているのはわかりますが，大

工町にかけてのそれぞれの３カ所の地点について，はっきりとした中心の基準はあるの

でしょうか。 

 

事務局 

 地域生活拠点では，都市機能誘導区域を中心点から概ね 800 メートル圏内と考えてお

りますが，中心拠点につきましては，水戸駅は当然，中心ですが，水戸駅から大工町は

バスが何本も通っていて，そこ全てが中心点という認識で考えています。赤い点は，そ

の中の代表的なバス停として銀杏坂，泉町一丁目，大工町を示しておりますが，それ以

外のバス停も中心点と分かるように修正したいと思います。 

 

委員 

 ４頁の真ん中あたり，「まちづくりへの公的不動産の活用」についての具体的な実例を

おしえていただけますか。あと下から２番目の「時間軸をもったアクションプラン」に

ついて聞かせていただけますか。 

 

事務局 

 まず１つ目の「まちづくりへの公的不動産の活用」ですが，具体的な施策は 83頁をお

開きいただきたいと思います。公的不動産というのは，市や国，県の持っている土地，

建物などになりますが，⑫の施策の主な取組の２つ目として，「誘導施設となる公共施設

について，都市機能誘導区域への集約・複合化」ということで，公共施設のうち誘導施

設については，都市機能誘導区域の中のもともと市が持っている土地などに集約してい

くことや，⑬の２つ目，「遊休不動産を活用したにぎわいづくりの推進」で，水戸まちな

かリノベーション事業は民間の建物のイメージです，それ以外に市の土地を利用した民

間活力の誘導施策なども考えられると思います。 

 また４頁に戻っていただきまして，時間軸を持ったアクションプランの意味合いとし

ましては，計画をつくってそのままにするのではなく，一度つくった計画についても都

市機能誘導区域や居住誘導区域を定期的に見直していくことや，立地適正化計画に限ら
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ず都市計画についても見直していくということを表しています。 

 

委員 

 公的不動産の既存ストックの有効活用のところで，例えば２，３の具体例をわかりや

すく挙げていただけますか。 

 

事務局 

 具体例としまして，最近ですと協同病院の隣に市が持っていた宮町駐車場という市営

の駐車場がありましたが，建て替えの際に市外に出てしまうことを防ぐため，協同病院

に払い下げをしました。また水戸駅北口の大町に子育て支援センターがありますが，も

ともとは国の営林署の土地を活用してつくった施設になります。 

 

委員 

 弘道館のちょうど斜め反対側に財務省の土地があり，水戸市役所のほうで購入された

と思いますが，協議されるのはこれからですか。 

 

事務局 

 これからになると思います。市の方で国の土地を購入しまして，施設はまだ決まって

おりませんが，そこに観光に関係した施設を建てる予定です。 

 

委員 

 37 と 38 頁の２-７「現状と課題の整理」のところで，５項目にとりまとめて課題を検

討するということをされていますが，その前の頁の２-１から２-６までで整理した現状

を踏まえて，おそらくここに持ってきている形になっていると思います。 

 前の頁からきちんと読んでいけばわかりますが，唐突にこの頁を出されたときに，そ

の解釈はどこの項目から持ってきてこの解釈になっているのかということがわかりにく

いところがあるので，例えば「防災・減災の対策の充実」であれば，２-４あたりの現状

からこういう課題がありますというように，元の章もしくは頁などを示しておくとわか

りやすいかなと思ったので，検討いただければと思います。 

 

事務局 

 現状を認識した文章の後にカッコ書きで，（何頁参照）という感じでしょうか。 

 

委員 

 もしくは「何頁の２-１のところでこういう実態があるので，こういう課題があります」

とか，書き方はお任せします。 

 

会長 

 85 頁の「（１）都市機能の誘導に関する目標値」の真ん中の指標の部分，「都市機能誘

導区域内に維持・誘導施設の種類」ということで，その旨はおおまかに 75頁の分類で数

が示されていますが，2023 年度の 36 という数字は，2016 年度に比べて５つ増えている
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ことになります。それぞれの数の内訳が下の表にありますが，31 から 36 というのは，ど

のような具体的な根拠やビジョンがあって 36 とされているのか，もしあれば教えていた

だきたいと思います。 

 

事務局 

 75頁の表でマルが付いているところがありまして，このマルを数えると全部で 36にな

ります。 

 例えば中心拠点ですと，地域交流施設だけが現在ない施設になります。赤塚駅周辺地

区については，全部１つ以上の施設があります。内原駅周辺地区については，病院がな

い形になります。下市地区については，子育て機能のうち保育所がない形になります。

県庁については，病院と高齢者の通所施設がない形になります。これを数えると５種類

ということになりますので，それを抜いたものが現況の 31箇所になります。 

 

会長 

 この表が 2023 年までの目標ということですね。 

 

事務局 

 そうなります。 

 

会長 

 ここで議論すべきなのか分からないのですが，例えば下市地区に通所施設を開設して

いくにあたって，市としての策というか具体的なものというのは，別の枠組みで考えて

いくわけですか。一応，届出制度があって，都市機能誘導区域の中では届出の必要があ

るないということはありますが，例えば下市地区ではなく，他の赤塚駅周辺地区の場合

でも出さなくて良いということがあるなかで，下市地区に誘導していくためにはどうす

ればよいのでしょうか。 

 

事務局 

 誘導という形はなかなか難しいですが，１つは届出制とすることで都市機能誘導区域

の中に建てて欲しいということがあります。あとは前にも一度ご説明しましたが，誘導

施設自体が補助金事業になる可能性があること，あとは都市機能誘導区域の外から中に

移転したりすることで，所得税や法人税の減免などがあるので，その辺を活用していた

だきたいというのがメインのところです。 

 

会長 

 それでいうと，生活拠点・中心拠点か，そうでないかということになるので，例えば

赤塚駅周辺も下市も同じになってしまいます。例えば下市に足りないのでそちらに立地

してもらった方がよいとか，赤塚駅周辺では需要がある程度満たされているから下市の

方に，というようなことは，施設のほうで判断してもらうということになるのか，現状

ではそこまでの積極的な誘導はしづらいということでしょうか。 
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事務局 

 市独自の誘導施策としては，正直なかなか制度として難しいところがあると思います。

この計画については，先ほどご説明しました補助の要件ということで，補助に関しては

中心拠点だけのところが補助対象になってしまいますが，それ以外の生活拠点について

は，国税ですが都市再生特別措置法に基づく税制上の優遇措置もあるということを合わ

せてＰＲすることが，今のところ誘導施策としてはあるかなというところです。 

 

委員 

 75頁の「まとめ」の表について，現状の 31 から 36 になるわけですけれども，今の時

点で増やす目標の５つが何かわかるように表示したらどうでしょうか。最終的にこうな

るということはわかりますが，今の時点ではまだということであれば，例えばマルをカ

ッコで囲むとか，四角とか何か少し区分けされて，ここが増えていくのだということが

わかるようにされたらよいかと思います。 

 

事務局 

 ありがとうございます。計画の中か，あとは資料編のような形で表示できるようにし

たいと思います。 

 

委員 

 39 頁の第３章「都市づくりに関する基本的な方針」ということで，43 頁に図-20「将

来の都市構造」がありますが，中心拠点から常磐線沿線の赤塚駅，内原駅，そして県庁

までの拠点を中心とする都市構造が実際にできているかと思います。ですから「将来の

都市構造」という言葉を変えた方がいいのではないかと思います。実際にもうこの基幹

的な交通網の中でできているところですので，「将来」というよりは何か別の言葉を入れ

ていただきたいと思います。 

 あとは，この都市づくりに関する基本的な方針の中で図-20はどこを表しているのでし

ょうか，全体的な部分で図-20を記載されているのでしょうか。他の文章では，文末に図

面番号が記載されていますので。 

 

事務局 

 拠点については，立地適正化計画をつくる法律の中で，上位計画と整合を図ることと

いうのがあるので，市の総合計画における拠点をこの計画の拠点にするという形にして

おりますが，確かに将来の区域はおっしゃるとおりだと思いますので，表現なのかどう

かというところもありますが，少し検討したいと思います。 

 20 頁のところは，将来の都市構造という部分において，42 頁の３-３の（１）の拠点

と（２）の交通軸を図に表したものとなります。 

 

委員 

 75 頁の誘導施設の「地域交流施設」という名称ですが，一般的に交流施設というと市

民センターなど地域の施設というイメージがあります。誘導施設の定義を見ると，「おお
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むね 300 名以上の定員のホールを有し，市民の相互交流の場となる施設」ということで，

例えば中心市街地であれば文化交流プラザなどがありますが，それは市民の相互交流の

場ではないということで，おそらくこれは新しい市民会館を指しているのかと思います，

そうしますと「地域交流施設」という名称はどうなのでしょうか。 

 

事務局 

 名称ですね。ここは国の補助メニューを参照して名称を設定した記憶がありますので，

そこを確認して，修正が必要なのか判断したいと思います。 

 

事務局 

 「市民会館」と記載した方が正直わかりやすいだろうというのはもちろんあります。

ただ，博物館，博物館相当施設といったように，ある程度条例などで規定できる名称が

いいだろうという考えがあって，いろいろ議論した結果，国の補助メニューに記載のあ

った「地域交流施設」が想定に最も近く，必要に応じ国の補助とすることもできるため，

この名称にした経緯があります。表現については，もう一回持ち帰って表現を検討させ

てもらいます。 

 

委員 

 20 頁の③「中心市街地の歩行者通行量」です。立地適正化計画を進めるにあたり，や

はり魅力あるまちに人をどのように誘導できるのかと考えたときに，今の状況では歩行

者がどんどん減少し，空き店舗率が増えてシャッター通りになりつつありますね。その

中で水戸のまちなかに住んでもらうために何が一番ポイントなのかなと。マンションが

随時建設されて今も何棟か建っているようですが，宅地の部分で水戸市として，郊外か

ら中心市街地に移り住んでくれるファミリー層の誘導策のようなものについて，事例や

何か施策的なものを教えていただけますか。 

 

事務局 

 80 頁をお開きください。（１）の②の「主な取組」の一番上に，「まちなか住みかえの

支援」と記載しております。こちらは市の住宅部門で既に行っているものですが，中心

市街地に住みかえる場合，住みかえの支援を行いますというものです。 

 

委員 

 これはたしか 20万円ぐらいですか。 

 

事務局 

 すみません。額は把握しておりません。 

 

委員 

 私が見せていただいて感じたのは，金額的に魅力のある額ではないということです。 

 あとここで質問しようと思ったのは，主な取り組みの一番下，「市外から水戸市への移

住希望者などに対する住生活情報の提供」です。移住や定住を推進していくために，単
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に情報提供だけでは，なかなか市外からお客様が来てくれるとは思えないですね。 

 水戸市内に何か魅力あるものや魅力あるまちづくり，それが１つと，２つ目には仕事

ですよね。雇用創出です。若い人が働けるような仕事があって，あとは水戸のまちの魅

力があってという２つの柱がないと，市外からのお客さんが来てくれないのではないか

と思いますが，その辺はどうでしょうか。 

 

事務局 

 確かに仕事と魅力の両面で水戸のまちを高めていくことはとても大事なことだと思い

ます。立地適正化計画の役割が何かというときに，都市構造の面で市の魅力を上げてい

こうというところがおそらくメインになると思います。立地適正化計画の方で都市機能

を誘導することで魅力を高めていくと同時に，水戸市内の計画の中で中心市街地活性化

基本計画など，他のいろいろな計画と合わせて魅力を高めていくということで，先ほど

のお話しについては，例えば中心市街地活性化基本計画の方で魅力を高めるなどの役割

分担が必要かと考えています。 

 

事務局 

 37 頁の「現状と課題の整理」で，１番上の「市民の生活利便性の確保や地域経済の活

性化」ということで，今おっしゃったような雇用の創出，人口が減っていったときに雇

用も減っていってしまうのではないかという懸念を記載しています。立地適正化計画だ

けでは雇用を解決できる話ではないですが，「まちづくり」という視点からも雇用の創出

や魅力あるまちづくりというものを課題としてとらえています。 

 この立地適正化計画の守備範囲は法律によってある程度狭められてくることはありま

すが，「まち・ひと・しごと創生総合戦略」ですとか「中心市街地活性化基本計画」です

とか，その他の計画類としっかり連携を図って同じ目標を目指すという形になると考え

ています。 

 

委員 

 市長は政策として，コンパクトシティーをやりたいと言っているわけですが，市街化

区域の中心部では，水戸市の人口は減少に入ったのでしょうか。 

 

事務局 

 若干ですが，微増です。 

 

委員 

 コンパクトシティーを市長は望み，市民会館も市街地から真ん中に持ってきて活性化

させたいと。それと今，中心部ではマンション建設計画があって増える可能性がある。

そうすると水戸市全体の人口は減っていますが，市街化区域，特に中心部は将来とも人

口は増えるのでしょうか。 

 

事務局 

 人口は全体としては減っていくだろうと考えています。この計画の肝は，人口密度を
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いかに保っていけるかということです。ある程度，人が張りつかないとお店もなくなっ

てしまう状況がありますので，地域コミュニティーも同様になってくると思いますが，

人口そのものを増やしていく計画ではないのだと思います。人口密度をどの地域で保っ

ていくかという計画だと思います。そうすると先ほどおっしゃったように拠点を含め，

今後平成 30 年度末までに居住誘導区域を定めていくのですが，その中での人口密度の維

持というものを図っていきたい，というように考えています。 

 

委員 

 常陽銀行の前をはじめ，いろいろなところでマンションが作られていて，出来上がれ

ば人口は増えます。しかし，地域の人に聞いたところ，中心市街地に住んだら生鮮食料

品の買い物ができず，京成デパ地下は高くて安いところがない，生鮮食料品を買い物す

るところがないという声が多いです。コンパクトシティー，中心市街地を何とか空洞化

させないようにと，市民会館が戻ってくるなど，いろいろ頑張っているわけですけれど，

実際に住む人々の立場も考えないとなかなか進まないと思います。生活に必要な物がい

つでも買えるのも便利さの１つですので。 

 

事務局 

 買い物をする場所がないということは我々も聞いています。 

 

委員 

 コンビニは若干高いですからね。やはり居住するためにはスーパーとか商業施設が必

要ですよね。 

 

事務局 

 この計画の中でもそういった食品スーパー，いわゆる生鮮三品だと思いますが，食品

スーパーの誘導については計画として位置づけて何とか引っ張りたい。これは中心市街

地だけでなく，他の下市地区もそうですし，内原や赤塚，県庁も今ある物はそのまま維

持することを含めてそういった買い物ができるようにしていきたいと考えています。 

 

委員 

 なかなか居住誘導という形でまちなかに人が住み着かない，誘導しようと思ってもな

かなか入ってこないという中で，以前は，備前町などは住むにはグレードが高いという

ことがありましたけれど，やはり不動産をしていて話を聞くのは，結局，先ほど言った

ように自分の職場というのはどうしても郊外にあるわけですね。まちなかに住んだとし

ても，まちの中は一方通行や道路が狭くて，マンションが建ったとしても，そこから出

勤するのにかなり時間がかかってしまう。それであったら郊外のところで，交通アクセ

スの良い方，車の出入りが楽な方，まちなかで渋滞に巻き込まれるよりは郊外の広々と

したところを，というのは聞いた話の中ではあります。 

備前町あたりも一方通行で道路が狭い。それを拡幅するのはなかなか難しいと思いま

すが，実際に話を聞くと，商業施設や医療施設以外にもそうした交通アクセスのことも

あるというのが実感です。それほど備前町の昔のブランドは低下してきてしまい，今で
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いえば千波とかの郊外の方が若い人たちが求めるところが多いです。ではそれをどうや

って持ってくるかという部分があります。 

 

事務局 

 まさにおっしゃるとおりで，まちなかの地価が下がってきているという現象がありま

すので，そこを何とかしなければいけない，ということがございます。 

 

会長 

 計画の 85頁，75頁も関係しますが，誘導施設の設定の目標値です。基準値に応じてそ

れぞれの施設と地区で，マルが付くか付かないかでカウントしているわけですが，実質

的には，先ほどのお話ではスーパーがあると中心拠点ではマルになるわけで，そこに新

しく１つ増えても，この表ではそれは変わらないわけです。実質その中味というか，全

て数字で出すことは大変かもしれませんが，施設の数でも評価の仕方があるのではない

でしょうか。ここでは，施設ができたか，できないかの話になってしまうので，例えば

１つしかなかった物が２つ，３つできると，それは評価できるのではないかと思ったり

するのですが，その辺はどういうふうに考えているのか，何か見通しがあれば，また検

討した過程があれば教えていただきたいです。 

 

事務局 

 そこは正直苦しいところで，他の市などでも途中まで施設の数で進んでいき，結果，

違う評価にしてしまったところが幾つかあります。この水戸市の目標値の形は，他の市

でも結構採用しています。本当は施設数が幾つあれば充足するということを出して，そ

の施設数に達することが理想的な指標だと思います。例えばスーパーだったらここに幾

つ欲しいといったように。ただ，その充足数を出すことはなかなか難しいところがあり

ますので，評価はこういった形にしていますが，別に拠点ごとの施設数はカウントして

おりますので，施設の動向は分かるようにしていきたいと考えております。施設の立地

状況を計画書の中に表していて，その基礎資料となるものも資料としてはございます。

なかなか指標に表すまでは難しかったということです。 

 

事務局 

 今回は都市機能誘導区域の設定について計画でまとめているのですが，平成 30 年度末

までには居住誘導区域をきっちり設定して計画に示していきます。その中では，居住誘

導区域とはいえ，住宅だけということではなくて，やはり居住誘導区域の中でもこうい

う生活利便に関係する施設があるかということの調査も合わせてやる形になると思いま

す。そうすると実際に数字として，例えば赤塚だったら食品スーパーは２つではなく３

つあれば良い，とかとなってしまうと，なかなかそこの指標をみるのは難しいと思いま

す。ただ，こういった類いのものが，例えば居住区域として赤塚駅周辺を使う人はどう

いう人がいて，その居住区域としてある程度の目安を付けて，ということは検討をして

いかなければならないと考えています。 

 

会長 
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 具体的な目標値として１つ１つ細かく分けて，スーパーマーケットが幾つというのは，

それぞれ根拠が必要で難しいかと思いますが，要は変化として，単純に増えた・減った

の結果，そういう見方であればそう難しい性質ではないので，そういった視点で見てい

くのもあるのではないかと思います。 

 

委員 

 衣食住ではないですが，商業について意見をいろいろ聞いたりしていると，例えば隣

町の近くに大きなスーパーがあったり，商業があると，そういう近くに住みたいという

人が現実に結構いらっしゃるんです。例えば水戸市が５年後，10 年後，20年後，何をも

って財政を豊かにしていけるのかという視点に立ったとき，水戸市は何が売りかという

ことです。例えば，住むとこういう利点があるよ，ということもあると思います。では

商業はどうか。ものの５分も行けば隣町に大きなスーパーがあって，その近くにスーパ

ーがないからとスーパーを建てたら損失ですし，すぐ撤退しますよね。そういう意味で，

商業というのはある程度，地域との連携なども踏まえて考えていかないと今後は厳しい

のかなと私は思っています。全てやろうというのは無理だと思います。 

 では何か。観光で収入を増していくのか。例えば，京成百貨店に勤めていらっしゃる

人で，水戸市に住所がある方も勿論いらっしゃいますが，決して多くはないです。聞く

ところによると高萩や日立など他に住所があって勤めていらっしゃる人が結構多いです。

仕事，住居，商業などいろいろありますが，全てここで賄うのは無理だと思います。 

 何でお金を落としてもらうかということも含めて，考えることも１つの方法かと思っ

ています。何で落としてもらうか，そういうことを多面的に考えて，人口は確実に減っ

ていくのですから，それを増やせといっても高齢化してくるし，限界に近づいてくるか

ら，多面的に考えるしかないのだと思います。そういうことを何かに生かしていただけ

たら，全体としていいかなと思っています。 

 実はほかの市などいろいろお邪魔していると同じような内容ですから，不思議です。

隣の市でも毎度，連携してできないかと言うのですが，なかなかできないですね。そう

いうことも含めて，連携しての視点が必要かと思います。 

 

委員 

 85 頁の「計画目標値の設定」について，（３）「公共交通に関する目標値」ではバスの

利用者数を目標値にしていますが，38 頁の現状の課題では，利用者が減少していくと，

採算性の低下に伴い路線が廃止になる懸念があるとなっています。このバスの目標値の

33,000 人は，そういった課題から始まっているものなのか，何か考え方をお示しいただ

いた方が読みやすいのではないかと思います。 

 

事務局 

 これは，水戸市の公共交通基本計画で採用されている数値をこちらでも引用させてい

ただきましたので，うちの方でも 33,000 という数字の根拠を確認したいと思います。 

 

委員 

 そうすると，目標値の「中心市街地の歩行者通行量」もこの水戸市中心市街地活性化
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ビジョンから定めているということですね。わかりました。 

 

委員 

 ただ，引用しているからといって何の説明もなく記載すると，これだけを見る人には

不親切なので，なぜ 33,000 人なのかという目標値の設定の仕方を説明に入れた方が良い

のではないでしょうか。 

 例えば 86頁の（４）の指標では，８施設になることを（新市民会館）とカッコ書きで

説明していますが，それも１～２行ぐらいで説明するという形で統一した方がよいと思

います。先ほどの 36施設への答えもあると思います。 

 

事務局 

 後ほど確認をとります。 

 

委員 

 中心市街地に人と居住を誘導する，これから魅力を出していく，仕事も，雇用を創出

していく。ではそのためにこれから何をやっていかなくてはならないのかと考えたとき

に，国土交通省で出している予算がありますね。例えば地域・まちなか商業活性化支援

事業ということで 29億円。この中味が，支援対象として例えば少子高齢化への対策，新

陳代謝，外国人への対応，地域交流施設，構造改善，最後に地域資源活用とあります。 

地域資源活用と考えたときに，水戸は歴史・文化・伝統などいろいろなものがありま

す。事例としては，水戸藩の焼物，七面焼という徳川斉昭さんが奨励した焼物がありま

す。笠間焼よりは歴史が古く，埋もれてしまってあまり活性化していないですが，そう

いった焼物や，備前堀の水戸黒という染物といった資源もあります。そういった地域資

源をうまく活用して，これから国の予算をどのように水戸でうまく利活用していくのか

ということを聞かせていただければありがたいと思います。先駆けないと，なかなか良

いアイデアが出ないと思います。今，行政で考えている案で結構ですので，教えていた

だけますか。 

 

事務局 

 水戸市にある地域資源を活用するという前提で，国の予算をいかに引き出すかという

視点ですか。 

 

委員 

 全部で８項目ぐらいありますが，たまたま地域資源活用が１つのアイテムであって，

それ全体をこれから水戸のまちなかで人をどのように誘導していくのか，人口を増やし

ていくのかという，そこの基本部分を知りたいのです。これからの計画でもいいですが

教えていただきたいと思います。 

 

事務局 

 補助といいますか国の支援の前提となる地域の資源というのは，歴史的なものが前提

としてあるのでしょうか。この立地適正化計画の中では，生活利便のための施設をどの
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ようにまちなかに持ってこようかということになります。地域の資源はそもそも私もい

ま不勉強で詳しくは回答できませんけれど，歴史的なものを利用していくということで

すか。 

 

委員 

 それは本当に１つの部分的なコンテンツですから，例えば買い物ができないというこ

とであれば，スーパーなどを重点的にどの辺の地域に落としていくかというご提案でも

結構ですので，聞かせていただきたい。 

 

事務局 

 今，この計画で，都市機能誘導区域の中にどういったものを生活利便のための施設と

して，商業などを位置づけているのですが，そこからさらに場所を絞ってという感じで

すか。 

 

委員 

 多分，買い物だけではないと思うのです。いろいろなものが複合的に絡み合って人が

流れてくるのだと思います。では誘導するために優先順位をつけて，買い物なのか，そ

れとも福祉なのか，まちの魅力なのか，雇用なのか，そういったものをランキングでも

良いし，要するに何を水戸市としてこれからやっていくのか，その辺を聞かせていただ

きたい。 

 

事務局 

 それはこの計画の中での話に限定せずに，ということでよろしいですか。 

 

委員 

 はい。 

 

事務局 

 そうなってくると今，一番進めなければならない四大プロジェクトとして市長の方で

もお話をしていると思いますが，やはりまず核となるのは市民会館だと思います。 

 

委員 

 市民会館をつくったからといって人がこちらに定住してくるのか，そこは甚だ疑問で

あると思います。 

 

事務局 

 少なくとも，市民会館をつくればそれで全てが終わるということではもちろんないと

思います。もちろん立派なものができたとしても，それをどう生かしていくか，それは

今後様々な計画を立てていきたいと思います。 

 居住に関しては先ほどお話があったと思いますけれど，補助としては若干弱いきらい

がありますが，まちなか居住ですとか，あるいはまちなかで共同住宅を整備しようとす



- 14 - 

 

るときは，その整備をする人に対しての補助制度をどれだけ活用していただけるのか。 

 あとはこちらの計画の中で誘導施設として位置づけているものについては，補助の状

況にさえ合致すれば，こちらは通常の国からの補助金の交付率よりも，例えば 40％であ

るものが 50％になるなど有利な条件で補助を引っ張り込むことができますので，そうい

う制度を総合的に活用していただくとか，今の段階ではそれしか言えませんが，総合的

にやっていくことですので，もちろん市民会館は大事ですが，何をどういう線引きでや

るのか，都市計画の観点からいくと，どれも重要であるとしか言えないです。 

 

委員 

 せっかくやるからには成功していただきたいと思いますし，市民の立場で水戸の中心

市街地に住みたいと思わせるような施策が必要ではないかと思います。 

 

委員 

 46頁ですが，水戸市の中心拠点というのは，南町と 50 号線沿いと市役所を入れて中心

拠点でしょうか。これを見ると色を分けていますが，両方とも入れて中心拠点でしょう

か。 

 

事務局 

 そうですね。オレンジのところは中心市街地活性化基本計画のエリアなのですが，そ

こも含めて青い線のところが今回の立地適正化計画のエリアになります。 

 

委員 

 これは市役所側の方もでしょうか。 

 

事務局 

 南側の市役所も立地適正化計画の中心拠点の区域に入っております。 

 

委員 

 わかりました。 

 

会長 

 この資料を見ると前回もそうなっていたので，前回提案できなくて申し訳ないのです

が，頁でいうと 62頁以降のご説明で，それぞれの地区拠点の範囲と施設の分布が書いて

あって，その次に「誘導施設の設定」ということで書かれていますが，以降の生活拠点

についても，Ｃ）の「誘導施設の設定」の部分というのは，基本的に誘導施設に設定さ

れていれば書いてあることが一緒です。例えば病院であったら病院で，中心拠点も生活

拠点も同じことが書かれている，説明されているということですね。つまりＣ）の誘導

施設の設定は，ほぼ重複で繰り返し出てきているので，それであれば，誘導施設の設定

は一覧でまとめていただいて，それぞれの生活拠点や中心拠点については，いま何の施

設があって，もしくは何がないのかということをＣ）の表のような形で整理していただ

いた方が分かりやすいのかなと思いました。誘導施設にする理由は，一覧であれば繰り
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返す必要はないのではないかと思います。あるいは，誘導施設にする理由が拠点ごとの

特徴に合わせて書き方が変わっているのなら必要だと思いますけれど，そうでなければ。 

 

事務局 

 検討します。 

 

委員 

 21頁の「中心市街地における空き店比率」を見ますと，2013 年に 21.1％まちなかの店

舗が空いているということで，前の頁の「中心市街地の歩行者通行量」の結果を見ると

もう３分の 1 ぐらいですね。水戸市も商業観光都市，文化都市とやってきたのでしょう

けれど，郊外に大型店舗ができたことによって，前は水戸市の中心部に商業，スーパー，

デパート・百貨店があったなか，買い物で歩いていた人たちが，皆さん郊外に出て行っ

てしまったということだと思います。 

 この空き店舗率も，ビルや店舗を持っているオーナーから私も依頼されますが，店が

なかなか入ってこない。どんどん出ていくばかりで，建物については銀行で借り入れて

ローンの返済，税金も固定資産税も比較的高い，というのがオーナーの話です。そうす

ると，震災で建物がぐらついたところで何ができるかというと，建物を壊してコインパ

ーキングがどんどんできている，というのが今の中心市街地の商店状況と思います。前

は空き店舗は大工町ぐらいが多かったのが，今度は泉町になり，南町までだんだんと空

き店舗が多くなってきている状況で，悪いほうにスパイラルが回っているのかなと思い

ます。人がどんどん出ていき，まちなかに店を持っている人も郊外に住んでいて，日中

だけ店にいるなかで、マンションができているという感じはします。 

人口が増えてくれたら撤退したスーパーもまた少しずつ進出してくるのかなというこ

ともありますが，店が張りつかない，テナントが張りつかない要素を少しでも克服して

いくためには，例えば固定資産税の減免や，前回も出店してくるテナントについては補

助があるという話がありましたが，そういったことをもっとアピールしていけば，空き

テナントや空き店舗がどんどん増えていくことに対しての解決策に少しでもつながって

いくのかなと思います。せっかく誘導しようとしていても，このままではどんどん減っ

ているオーナーもそうですし，状況もなかなか改善されない。それを前提としているの

で今，こういう形で誘導策，再生を図ろうとしているのだと思いますけれど，実態はな

かなか厳しい状況であることは，私も経営をやっていて感じているところであります。

ビルを持ちきれないという状況をオーナーさんが言っており，銀行の融資なども進めて

いけないという状況に陥っているオーナーさんが多い実状があります。 

 

事務局 

 この計画の中でどこまで支援ができるのか，何しろ専門的な計画ですから，なかなか

一般の方にはわかりづらい部分があると思います。この計画が実際に公表された後は，

それと合わせ支援をもう少しわかりやすくしたものをホームページなどに掲載していき

たいと思います。そこでどれだけ周知を図れるか，あとは各種団体さんの方にも我々も

説明させていただきたいと考えております。 
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委員 

 業者の方にもきちんと水戸市から，いろいろな計画や助成があることを説明してもら

って，皆様に認知してもらうことによって少しでも改善の方向に向かえればという感じ

でおりますし，業者からの働きかけもやはり必要だと思います。 

 

(4)平成 29年度の予定について 

会長 

 他にいかがでしょうか。特にご質問，ご意見はありませんでしょうか。もしご意見等

出尽くしたようであれば，次に来年度の予定についてご説明いただこうと思います。 

 

事務局 

 [「平成 29 年度の予定」について説明] 

 

(5)その他 

会長 

ありがとうございました。本日予定されていた議事等は以上ですが，この他に委員の

皆様から何かご意見，ご質問等がありましたら，お願いします。 

 

委員 

 住民説明会は，大体何月頃で何回くらいでしょうか。場所も教えていただけますでし

ょうか。 

 

事務局 

 都市計画マスタープランを策定したときは，市内全 13 地域で回って開催しましたので，

これに倣って 13 地域を２回くらい考えております。 

 

委員 

 来年の１月くらいでしょうか。 

 

事務局 

 計画の策定状況にもよりますが，例えば来年の 1 月くらいから再来年度にかけて開催

していくと考えています。 

 

委員 

 来年の１月以降はどのようなスケジュールになるのでしょうか。 

 

事務局 

 来年度については，概ねいまお示しした通りとなります。 

 再来年については，来年度の検討状況によって変わってくるのかと思います。ただ 30

年度末までには居住誘導区域を含めた立地適正化計画の公表というのがございますので，
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それに向けて検討していきたいと思います。 

 

委員 

 出来れば，開催の通知と合わせて，資料の方も事前にいただけると我々の方も意見を

出しやすいので，もし出来ればよろしくお願いします。 

 

事務局 

 そうさせていただきます。 

 

(6)閉会 

会長 

 その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは，本日は皆様より貴重なご

意見をいただき，ありがとうございました。 

 


