
 
 

 

 

議 事 録 

 

 

１ 会議の名称 平成 29年度第１回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 29年７月 26日（水） 午後２時 00 分から午後３時 30 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㈱水戸支社 総務部企画室 計画調整課長 石川健一 

（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 

水戸市医師会 会長 原毅 

水戸商工会議所 副会頭 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 角野英雄 

茨城県土木部水戸土木事務所 道路整備第一課 技師 鈴木覚 

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】 

課長 黒澤純一郎，課長補佐 小田切幸司， 

主幹 北村允孝，主事 角田光紀 

(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について 

 ① 昨年度までの取り組みについて 

 ② 平成 29年度 水戸市立地適正化計画 検討スケジュールについて 

 ③ 居住誘導区域の区域検討について 

(3) 意見交換 

(4) その他 

(5) 閉会 

 

６ 会議資料 

・資料１ 「昨年度までの取り組みについて」 

・資料２－１ 「平成 29年度 水戸市立地適正化計画 検討スケジュール」 

・資料２－２ 「平成 29年度 都市再生協議会 検討スケジュール」 

・資料３－１・３－２ 「居住誘導区域の区域検討について」 

・水戸市立地適正化計画書 冊子 
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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 29 年度第１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，ご出席をいただきまして，誠にあり

がとうございます。はじめに，水戸市都市計画課長の黒澤より，ご挨拶いたします。 

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 20 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，大関委員でございます。 

 

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。鬼澤委員，大野委員

の以上２名にお願いします。 

  



- 3 - 

 

(2－1)水戸市立地適正化計画について（①昨年度までの取り組みについて，②平成 29年度 

水戸市立地適正化計画 検討スケジュールについて） 

会長 

では「① 昨年度までの取り組みについて」及び「② 平成 29 年度 水戸市立地適正

化計画 検討スケジュールについて」につきまして事務局より説明願います。 

 

事務局 

[「① 昨年度までの取り組みについて」及び「② 平成 29年度 水戸市立地適正化計

画 検討スケジュールについて」の説明] 

 

(3-1)意見交換（①昨年度までの取り組みについて，②平成 29年度 水戸市立地適正化計画 

検討スケジュールについて） 

会長 

ただいまの事務局からの説明について，ご意見ご質問等ありましたら，よろしくお願

いいたします。 

 

委員 

平成 30 年度に計画を策定する中で，パワーポイントに掲載されていた目標値のイメー

ジがつかめません。30 年度に定める目標値があって，それを踏まえて 29年度の目標値を

定めるのでしょうか。そうであれば 29 年度の目標値の方針を教えて下さい。 

 

事務局 

計画書の 84 ページと 85 ページをお開き願います。 

計画策定の中で目標値というのが議論されておりまして，昨年度は左ページの（１）

の都市機能誘導に関する目標値，それから右のページの（３）公共交通と（４）公共施

設の集約・複合化に関する目標値を設定しました。今年度と来年度にかけましては，左

のページ下の居住誘導に関する目標値というものを定めていきたいと考えております。 

あわせまして，国土交通省から，この目標の達成によりもたらされる効果の提示を求

められていますので，そちらもあわせて検討していきたいということで考えております。

以上でございます。 
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(2-2)（③居住誘導区域の区域検討について） 

会長 

では「③ 居住誘導区域の区域検討について」につきまして事務局より説明願います。 

 

事務局 

[「③ 居住誘導区域の区域検討について」の説明] 

 

(3-2)意見交換(③居住誘導区域の区域検討について) 

会長 

ただいまの事務局からの説明について，ご意見ご質問等ありましたら，よろしくお願

いいたします。 

 

委員 

資料３－２の５項の「居住誘導区域に含むことが考えられるエリア」についてです。

市街化区域としての赤い線の中に，居住誘導区域候補地が示されていますが，市街化区

域の中から，先ほどのご説明頂いた居住誘導区域に含まない区域として列挙されている

エリアを全部除いたところが，今現在でこの緑のハッチで塗られている居住誘導区域候

補地という理解でよろしいでしょうか。 

 

事務局 

居住誘導区域候補地とは居住誘導区域に含むことが考えられる①と③を足したもので，

今後これらから引くところを検討します。 

 

委員 

今後，居住誘導区域候補地について，どこまで絞り込んでいくか検討するという認識

で良いでしょうか。 

 

事務局 

そうです。 

 

会長 

そのほか，いかがでしょうか。 

 

委員 

実際にこの居住誘導区域候補地において，下水道が整備されておらず，浄化槽を使っ

ている地区もある。これから下水道を整備していくうえで，何か基準があるのでしょう

か。また，居住誘導区域に指定されるかどうかが，下水道に整備の優先順位に影響があ

るのでしょうか。 
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事務局 

下水道が整備されているところというのは，今後の投資効果が高いところだと思いま

すので，優先的に居住を誘導していくのにはいいエリアだと思いましたが，水戸市にお

ける下水道の整備状況としては，市街化区域ではほぼ終わっておりまして，調整区域の

整備に取り組んでいる状況でございます。下水道が整備済みの区域を居住誘導区域に含

める根拠としてしまうと，市街化区域の全部になってしまうので，絞り込むに条件とし

ては下水道の整備状況は使いにくいかと思っています。 

 

委員 

居住誘導区域を設定するのであれば，区域内で優先して整備を進めた方が，誘導の観

点からも良いと思います。 

 

事務局 

維持管理といった側面から見れば，居住誘導区域内の優先順位を高くするといった，

対応をとる話が出てくる可能性もあるかもしれません。 

 

会長 

よろしいでしょうか。 

 

委員 

はい。 

 

会長 

ありがとうございます。 

そのほか，いかがでしょうか。お願いします。 

 

委員 

居住誘導区域候補地の面積というのはどのくらいなのか。わかる範囲で教えてくださ

い。 

 

事務局 

実は何割というのはまだ出しておりません。見た目上の話にはなりますが，現在の市

街化区域の約９割程度だと認識しています。 

 

会長 

よろしいでしょうか。 

 

委員 

はい。 
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会長 

そのほかいかがでしょうか。お願いします。 

 

委員 

居住誘導区域候補地は市街化区域の大体８～９割ぐらいが現在考えられる候補となっ

ており，概ね市街化区域と同じであるという認識です。私は，市街化区域はどちらかと

いうと今現在ちょっと広い状態で，居住誘導区域はもっと狭めて設定することになるの

かなと漠然とイメージを持っておりました。 

それはいいとして，なぜ居住誘導区域が市街化区域と同じようなエリアになったのか

なと考えますと，３ページに記載されている，現在１ヘクタール当たり 40 人の人口密度

の指標が大きく影響していて，それにより居住誘導区域候補地がほぼ市街化区域と同じ

形になるのかなと思います。 

今後の都市計画を考えていく上でとても重要なのは，今までのような人口構成のまま

都市が推移していくということではなくて，高齢者がどんどんふえていくという時間軸

の概念なのかなと思います。今まででしたら，現在１ヘクタール当たり 40 人いるから，

それを維持していこうという考え方でおそらく通用していたと思いますが，これからは

高齢化というものをどのように加算していくかが，視点としては必要になってくるのか

と思います。 

そこで，本編の立地適正化計画の，本日配付された計画書の 12ページのところで，メ

ッシュ別の老年人口率の予測という分析をやっています。それで分析結果を，この計画

を策定する上でもある程度，少し居住誘導区域の設定にあたっての１項目として，加味

して検討していったらよいのではといった，ご提案です。 

 

会長 

今のご意見について，何かございましたらお願いいたします。 

 

事務局 

ありがとうございます。 

加味して検討したいと思います。資料３－１の３ページの（１），①のところで，将来

においても維持されることが予想される地域というのがありまして，それの考え方をど

うするのかというのは，悩んだところです。できれば将来の人口密度のほか，人口自体

とか，高齢化率とかというのは加味する必要があるという認識はございます。ただ，高

齢化率については，今のメッシュ分析だと，分析の性質上，今増えているところは高齢

者がどんどん増える計算になってしまうので，それに関しては実態に合った分析の仕方

というのをもう少し検討してみたいと考えています。今のところは，現在住んでいて，

そこが住みやすいところだからという要因のほかに，将来的な部分についてもある程度

加味したいとは考えています。 
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会長 

都市機能誘導区域に関する議論の際でも申し上げたのですが，今後決めていくことで

はありますが，居住誘導区域を設定する際には，区域内に居住することに対してのイン

センティブや，区域外に居住することのデメリットなど，ある程度イメージできていた

方が良いと思います。それにより，どれぐらいまで狭めることができるのか，ある程度，

緩く設定したほうがいいのかというような議論も必要だと思います。 

また，スケジュールにも関わる事項ですが，区域設定と，その後の制限や届け出等に

ついてセットで議論した方が良いのではないでしょうか。 

あとは，確かに県庁所在地ということもあって，人口密度が高い範囲が他都市に比べ

ると広くなっていますが，理想的には居住誘導区域は都市機能誘導区域の周辺にある程

度，狭く設定できるのであれば，それが本来の考え方なのかなと思います。それに関し

て，例えば極端に飛び地になっているようなところ，理念的に考えると都市機能誘導区

域からも離れて飛び地になっているところについては，居住誘導区域に含めるかどうか，

あわせて議論していければと思います。以上です。 

 

事務局 

居住誘導区域外に住宅を建てる場合というのは，もちろんこの場合において市街化調

整区域は除きますが，一定以上の建物に関しては，法の中で届出が義務づけられていま

す。ただし，義務としては届出しかない状況です。居住調整地域を設定すると，プラス

アルファで，市で更に強い規制をかけることができますが，それを設定してしまうと，

市街化調整区域における開発よりも条件が厳しくなってしまうので，制度間の調整は難

しいと考えています。 

また，今お話にありました飛び市街化区域に関しては，いわゆる新住宅市街地開発事

業等によって，公共側でここに住んでくださいといった意味合いで，都市計画をわざわ

ざ打って設定した区域であるところが多くなっています。そういった区域について人口

も減っているからといって，公共側で居住誘導区域から外してしまっていいのかどうか

が，現実的な問題としてはあります。 

ただ，どうしても物理的な部分からいくと，都市機能誘導区域からも離れていて，公

共交通もそんなに利便性が高くない場所に関しては，居住誘導区域に含めるかどうか議

論・検討が必要であると考えております。 
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会長 

具体的にはまた追って，ほかの委員の皆さんからもご意見を頂きましょう。しかしな

がら，話に挙がった区域は，都市機能誘導区域設定時の候補からも既に外れていた箇所

であり，居住誘導区域に含めることは，いろいろ問題もあると思いますので，検討いた

だければと思います。 

また，市街化区域内における居住誘導区域に指定されたところと，それ以外の同じ箇

所で何が違うのかについてはっきりと示さなければ，設定してもあまり実効性のなさに

つながると思います。これについては，例えば他市町村ではこういったものがあるとい

うことを示していただいて，それを踏まえて水戸市の方針を示していただいたほうが，

区域の空間的な制限範囲に関しても検討していけるのではと思います。例えば区域設定

するときに，国の補助との関係はどうなっているのでしょうか。 

 

事務局 

都市機能誘導区域内は，中心市街地であれば社会資本整備総合交付金の補助が上乗せ

になるというメリットがあり，中心市街地以外でも税制上の側面からは様々なメリット

があります。ただ，居住誘導区域については，国のほうで何か金銭的な補助をするとか

というものは特にありません。 

国の居住誘導区域の考え方としては，ある程度大枠として，将来的に人口減少，高齢

化が進行し，車での外出が困難な状況になったとしても，ここに住んでいればいいです

よといったことを予め示すこと自体が，インセンティブのような捉え方をしている部分

もあります。ただ，確かにそれだけでは区域設定の効果が弱い側面もありますので，悩

んでいる部分もあります。それについては，関係課，特に住宅政策に関係する課とも関

わってくると思いますので，議論をしていきたいと思っています。各市の事例を見た中

でも，定住促進施策を打っていたり，共同住宅の補助を出したりしているようですので，

その辺を担当課と話し合いながら，どこまで水戸市で位置づけられるかというところか

なと考えております。 

 

会長 

ほかの方，いかがでしょうか。 
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委員 

今の話と関連しますが，１点目は居住誘導区域の設定について平成 30 年度末を予定し

ているということは，水戸市としては平成 31 年から，居住誘導区域を公にしていくので

しょうか。 

またその際には，居住誘導区域に住むことのメリット，あるいは，そこに住まないこ

とでのデメリット，そういうものをある程度，明らかにしていく必要があると思います。

居住誘導区域外では将来ごみ収集所が１個になり，そこにゴミを捨てに行くのには不便

になる可能性があるとか，そんなことはなかなか言えないと思います。誘導区域を設定

するからには，平成 31年に公にする際に，何らかのデメリットを示さなければならない

と思います。そうでなければ，結局，誘導にならないと思います。今も県庁周辺で，開

発されていると思いますが，周辺は本日示されて居住誘導区域候補地から外れていると

思います。告知の仕方など，十分配慮して頂ければという要望が，もう１点目です。 

それと３点目は，浸水想定区域についですが，示されている図では区域が那珂川周辺

に広がっていると思います。これはこれでいいのですが，最近，浸水というのは那珂川

周辺からだけでなくても，例えば千波湖周辺とか，下市とか，駅南地域とか，県庁周辺

などで，ゲリラ豪雨により発生するものが結構あると思います。それらの浸水箇所と水

防法の浸水想定区域の関連をお伺いしたいです。また現在，ゲリラ豪雨等で浸水するエ

リアは，市で把握していると思います。そういうところは，それらの箇所は浸水の想定

外の区域として取り扱っているのか，あるいは浸水が起きないように改善をしているの

か，その辺をお伺いしたいと思っています。 

 

事務局 

まず，公表については平成 31年度からとなります。居住誘導区域の市民への告知等に

ついてですが，今年度の２月ぐらいから来年の夏か秋ぐらいにかけて市民説明会を行っ

ていきまして，また，パブリックコメントも説明会の後に行う予定です。 

居住誘導区域内に居住するメリット，居住しないデメリット，特にデメリットという

のはなかなか市民の方に申し上げにくいところではありますが，居住誘導区域内に住ん

でいただければ，場合によっては車が使えなくなった場合でも何とか暮らすことが可能

といったメリットというものはお伝えしていきたいなということで考えております。 

水防法に関して，我々は，法の中身というのはあまり詳しくないので，そこは調べて

おきます。配布した図は水防法の浸水区域で，那珂川周辺の状況を示しています。確か

におっしゃいますように陸水もあると思いますが，想定外の部分があると思います。陸

水は地形要素もあるとは思いますが，宅地開発により既存の施設で間に合わなくなり，

発生する場合もあります。それらの場所は，ある程度は把握しており，担当部署のほう

で対策を行っている状況です。しかしながら，今後またゲリラ豪雨等，想定外のものが

発生したときに，どのような状況になるかは，今のところ予想しづらいと思っています。 
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委員 

その件については，お話のとおり，急激に宅地化が進んだり，瞬間的にどっと降る雨

が多くなってきたりしている中で，陸水と言われるような形で冠水するような箇所とい

うのは，私どものほうで把握しているだけでも，市内で少なくとも 200 カ所以上はある

というのは把握しています。それらの箇所への対応は，それぞれの場所でどのような冠

水が起きているのかという状況も確認しながら，何が一番効率的に解消できるのか対策

を練って，講じています。しかしながら，こればかりは自然現象の関係もあって，イタ

チごっこになっている部分もありまして，やっているそばからどんどん増えているよう

な状況にあります。 

ただ，あくまでも人が住んでいる場所での雨水排除については，これは都市を守って

いく上では必要な対策の１つでありますので，相当な大きい排水管を入れるなどして，

順次，解消しています。しかしながら，新たに宅地開発によって雨水が流れやすくなっ

てところもあります。 

水戸市内では，最低でも時間 50ミリぐらいの雨には対応できるような雨管は入るよう

な計画はありますが，正直，市内全域にそれが網羅されているというかというと，今は

そういう状況ではありません。そのため，逆に今ある施設をどれだけうまく使うかとい

ったことも考慮しながら，対策を講じているというような形になっています。 

現在，東京でもゲリラ豪雨で冠水したといった話もあり，地下に大きな貯水のタンク

の類を作っていますが，あの手の事業をやるのには数億，数十億という金のかかる話で

すので，できるだけその費用がかからないような形の対策をとろうとしているのが実情

です。 

そのため，なかなか言いづらい部分ではありますが，想定外の雨に全て対応できるの

かというとそうではなく，もし浸水が生じた際には，自衛をしていただくようなことも

考えとしてあり，ソフトとハードの両方あわせての対策をとっているというのが実情で

す。 

 

事務局 

ありがとうございました。 
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委員 

すみません，私のほうから。水防法の話があったのでお答えいたします。 

昨年の５月に国会を通って水防法が改正されました。なぜ水防法を改正するのかとい

うと，皆さんご記憶がある鬼怒川の災害があって，その後，岩手での逃げ遅れもあり，

住民に対して自主防衛を促すことが背景にあります。自助，公助，共助とありますが，

住民の皆さんにどのように周知するかを，昨年度から国と県と市で協議会を開き協議し

ていました。今年水防法改正があって，その協議会も法定協議会になりました。水戸市

だと防災・危機管理課と一緒に早急な対策に関する協議をしています。 

水戸市でも普通の雨が降ると内水が上がってしまうというのがあります。今，川の水

があふれたときに，どこまでが浸水エリアになるのかというのをマップにしたものがあ

ります。水戸市ではハザードマップというものを作っています。 

なかなか水防法だとか，いろんな話が出ると，混乱してしまう場合がありますが，ま

ずは住民のことを考えて，行政の中でいかに，どのように住民に知らせていくかという

ところを協議しているところであります。水戸市でも，それらは順次，自治会の皆さん

と相談しながらやっていくという形です。 

 

会長 

そのほか，ご意見，ご質問等はございませんでしょうか。 

 

角野委員 

資料３－２の 13ページの水防法による浸水想定区域が，今回の居住誘導区域の設定を

想定している区域と被っているように見えます。この資料をそのまま出すと，住民の方

が勘違いしてしまうので，被っている部分を居住誘導区域に含めるのであれば，その方

針や考え方を注釈などで示した方が良いのではないでしょうか。 

 

事務局 

浸水想定区域については，災害等を総合的に勘案して，居住誘導区域に含めるかどう

かを決めていくことになると思います。そのため，浸水想定区域に含まれているから居

住誘導区域に含めないというわけではありません。 

 

委員 

そうですね。それと，ハザードマップには，どこが避難所かも公表されているので，

それもあわせて入れておいたほうが分かりやすいと思います。 

 

事務局 

ありがとうございます。 
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会長 

ハザードマップは特定の条件下で特定の箇所で破堤した場合の，仮の想定を示してい

ます。そのため，そこで必ずしも発生するとは限らないです。そのほか，いかがでしょ

うか。 

 

委員 

冒頭から話があった，市街化調整区域と市街化区域の話の中で，私も水戸市内に住ん

でいる人間としてイメージすると，最近，市街化調整区域では，団地の様に開発されて

いるところが多い印象があります。それらの開発も都市計画法の法の手続のもとで，行

われていて，きちんと街並みもできていいます。ところが立地適正化計画では，そうい

った部分ではなくて，市街化区域の中でどこか住むところを絞りましょうというような

話になっている。そういったときに，調整区域の取り扱いについて，皆さん疑問に感じ

ていると思います。 

これから居住誘導区域を設定していく中で，ほかの先進事例では，市街化調整区域の

取り扱いというのは，どうなっているのでしょうか。事例とかがあれば，参考にできる

のかなと思います。今じゃなくても結構です。例えば市街化調整区域の扱いで多い事例

があれば，それを水戸市に適用するのかも検討できると思います。背景として法律の違

うものが２つあると思いますが，市街化調整区域における団地も，きちんとした決まり

や基準で開発されているなかで，そこも誘導に入れたほうがいいのかとか，いろんなこ

とが考えられると思うので，そこら辺の他市の事例があれば，ありがたいなと思います。 

 

事務局 

ありがとうございます。 

資料２の今後のスケジュールの中で，次回，居住誘導区域外の方針検討も予定してお

ります。ただし，都市再生特別措置法の立地適正化計画の制度の中では，市街化調整区

域は居住誘導区域に含めることができなくなっています。しかしながら立地適正化計画

は任意ではありますが，例えば昔からある既存集落の維持等に関する視点も盛り込むこ

とができます。 

立地適正化計画の中での市街化調整区域の扱いについては，他市町村事例を再度調査

して，提示できればと思います。 

 

 

(４)その他 

委員 

本日の議論において，検討事項や次回の回答事項となった内容については，後日，何

か報告等はあるのでしょうか。 

 

事務局 

議事録を皆さんにお送り致します。また，今回出た意見に関しては，可能な範囲で次

回の内容に追加します。 

委員 
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できたら次回の会議のときに，前回からの変更点に関する報告があると，復習もでき

るので助かります。 

 

会長 

会議に先だって一週間前ぐらいには資料を送っていただきたいと思います。 

 

事務局 

その予定で進めさせて頂きます。 

 

会長 

そのほか，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

事務局 

今年度及び来年度については，主に居住誘導区域を定めることになりますが，都市機

能誘導区域については，区域線の変更までは難しい部分もありますが，居住誘導区域の

設定の流れの中で，必要に応じて例えば誘導施設の追加等についても議論することは大

事なのかなと考えています。大きく変えることはできないとは思いますが，もしそうい

った話があれば，ご相談させて頂ければ思います。 

 

会長 

目標値の変更は難しいという認識でよろしいでしょうか。 

 

事務局 

変更と言うよりは，新たに加えることができる目標があれば，加えていくことになり

ます。 

 

 

(5)閉会 

会長 

そのほか，いかがでしょうか。 

特にほかはございませんでしょうか。 

では，特にご意見，ご質問等がないようでしたら，本日予定されていた議事等は以上

となります。委員の皆様方，何かご質問等がございましたら，お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


