
議 事 録 

 

１ 会議の名称 平成 30年度第１回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 30年５月 25日（金） 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 人文社会科学部 現代社会学科 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 室長 小川郁夫 

（一社）茨城県バス協会 専務理事 澤畠政志 

（公社）茨城県宅地建物取引業協会 副会長 車孝則 

水戸農業協同組合 総務管理部副部長 椿山茂 

みとケアマネージャー協会 監事 若松幸子 

水戸市医師会 事務局次長 赤津和大 

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 角野英雄 

茨城県土木部水戸土木事務所 道路整備第一課 主任 皆川直功 

水戸市市長公室交通政策課 係長 小林雅史 

水戸市保健福祉部福祉総務課 課長補佐 石丸美佳 

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 飯塚秀彰，技佐 北村允孝，技師 関根匠 

(3) 委託事業者  【株式会社 パスコ】  



- 1 - 

 

５ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 水戸市立地適正化計画について 

 ① 居住誘導区域の設定（案）について 

 ② 平成 29年度第１回協議会（H29.7）での意見及び市の考え方 

 ③ 平成 30 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) 意見交換 

(4) その他 

(5) 閉会 

 

６ 会議資料 

・資料１ 「居住誘導区域の設定（案）について」 

・資料１参考資料 「居住誘導区域における浸水想定区域の考え方（案）」 

・資料２ 「平成 29年度第１回協議会（H29.7）での意見及び市の考え方」 

・資料２参考資料① 「居住誘導区域外における他市町村の事例」 

・資料２参考資料② 「市街化調整区域に関する方針（素案）」 

・資料３ 「平成 30 年度水戸市立地適正化計画 検討スケジュール」 
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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 30 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 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，鬼澤委員，櫻場委員，大森委員でございま

す。常陸河川国道事務所の角野様については遅刻の連絡をいただいております。 

 

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。 

 

事務局事務局事務局事務局    

大橋委員，圷委員を予定しておりましたが，大橋委員がまだいらしていないため，検討

したいと思います。 

 

会長会長会長会長    

それでは署名人を圷委員ともう一方の２名にお願いいたします。 

また，本協議会につきまして本日は傍聴者が入っております。傍聴者の皆様におかれま

しては，会議の妨げにならないよう静粛に傍聴願います。 

それでは議事に入らせていただきます。 
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(2－1)水戸市立地適正化計画について（①居住誘導区域の設定（案）について） 

会長会長会長会長    

では「① 居住誘導区域の設定（案）について」につきまし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 居住誘導区域の設定（案）について」の説明] 

 

事務局事務局事務局事務局    

ただいまの説明につきまして，常陸河川国道事務所の角野様より，補足で説明があれば，

よろしくお願いいたします。 

    

角野委員角野委員角野委員角野委員    

先ほど事務局より説明があったとおり，水戸市洪水ハザードマップは平成 29年に策定し

ています。その前段階で，国が最大の浸水想定の範囲を公表し，その公表したものに基づ

いて，平成 29年にハザードマップをつくっております。昭和 61 年，平成 10 年に流域雨量

約 300ミリの状況の中で，特に昭和 61 年に浸水があったところを示しております。 

ただ，居住誘導区域内での居住が不可能かというと，それは水戸市の考え方の中で，万

全な体制を組むため，居住誘導区域の中に設定したいというお話もあり，それは皆さんと

議論していけば良いかと思います。 

どちらかというと，ゲリラ豪雨などの短時間降雨について，水戸市では万全な体制をと

っているという話でしたが，ハザードマップの中では既往最大の洪水が出たときは一時避

難という形になっております。もう少し安全・安心を確保するのであれば，浸水想定区域

外の設定や避難対応等を議論していければと思います。 

また，特に説明はなかったのですが，水府橋の基準観測所では潮位の影響もあるので，

上流だけではなく各水位観測所を見ながら，居住誘導区域の避難対応も議論していければ

良いと思います。 
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(3-1)意見交換（① 居住誘導区域の設定（案）について） 

会長会長会長会長    

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。 

では，私のほうからよろしいでしょうか。 

資料１の８ページで，居住誘導区域（案）の平成 29 年 10 月時点での人口データが示さ

れていますが，例えば，この区域で 10 年後，20 年後，30 年後に人口がどれぐらいに推移

するのでしょうか。また居住誘導することで推計人口が何％ぐらい増えるかについて，今

回の計画に盛り込む予定があるのか教えていただきたいです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

計画には，現在の人口密度と，将来の居住誘導区域の人口密度を載せていく考えでおり

ます。居住の誘導による将来人口ですが，都市計画運用指針では住宅用地の人口密度につ

いて，土地の高度利用を図るべき区域にあっては約 100 人/ha 以上，その他の地域は 80 人

/ha 以上を目標とし，土地利用密度の低い区域であっても 60 人/ha 以上とすることが望ま

しいとされています。それ以外に，市街化区域に編入する基準である 40 人を下回らないよ

うにという基準がありますので，そこからいきますと，人口減少の中にあっても 40 人/ha

から 60 人/haの間に維持していくのがまずは大前提であると思います。 

その中で，まだ途中段階なので何とも申し上げられないのですが，現在，居住誘導区域

（案）内の人口密度が 48 人/ha ということですので，そこを維持するか，もしくは集約の

効果として現在よりも高くするかについては，次の協議会の素案の段階でお示しできるよ

うにしたいと考えております。 

 

会長会長会長会長    

次の会議のときでも構いませんので，５つに分かれている居住誘導区域の，人口や人口

密度を分けて表示してもらえると，イメージしやすくなるかと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

わかりました。次の協議会までに，各地域の人口や人口密度を提示したいと思います。 

 

会長会長会長会長    

お願いします。 
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委員委員委員委員    

資料の５ページなのですが，第２生活圏(都市交通・徒歩エリア)において，都市機能誘

導区域の周囲 1,200 メートル圏が示されていますが，高齢者にとってバス停に行くのです

ら遠いという話がある中で，都市機能誘導区域まで到達するのに， 1,200 メートル歩き，

さらに区域界から誘導施設まで歩くというところは少し遠いのではないでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

この第２生活圏のイメージは，公共交通がその日走らないとしても，普段は歩けないが

何とか帰れるというのが 1,200メートルで，その中でバスの 50本以上に絞ったところに設

定しております。この２つのエリアを重ね合わせたエリアについては，徒歩や自転車，バ

スを組み合わせれば，先ほどの第１生活圏のような歩きだけではないですが，便利に生活

できるエリアということで設定したものになっています。そのため，1,200メートル歩けと

いうわけではなく，普段は歩きか自転車でバス停まで行き，バスに乗り拠点まで行ってい

ただくようなイメージになります。 

 

委員委員委員委員    

単純な質問なのですが，水戸市内でバスが多く通る時間帯や，本数が少ない場所がある

と思うのですが，例えば関東だと，都内や埼玉などバスが生活圏になっていると思います。

水戸市内でも駅から近いところはバスが５分 10分待てば来る状況があると思います。もし

組み合わせをやるとしたらどういう条件であれば可能であるか，指針などはまだないかも

しれませんが。通常の感覚でいくと， 10 分ぐらいの待ち時間であればバスを利用できると

思うのですが，例えば 30 分に１本であるとバスを利用できないと思います。今，非常に高

齢化になっているので，車を使えない状況だと，バスが有効な交通機関になっているので，

その辺をバス協会などとも協議しながらこういうところを居住誘導区域内に設定しても問

題ないかどうかについて，実際に使えないということであれば併用させるなど，次の会議

までに検討いただければと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

市の交通部門やバスの協会などと，区域が今後とも維持されるように協議したいと思い

ます。また，現在バスがどれくらい通っているかということについては，資料１の９ペー

ジの表をご覧ください。50 本/日以上の路線バスでは概ね１時間当たり片道約４本運行して

います。１時間に４本ですと，15 分に１回位バスが来るような状況になっています。基準

などは特にありませんが，15 分に１回ぐらい来れば相当便利であろうということで，居住

誘導区域の設定要件としています。なお，１時間に４本というのは通勤の朝夕を除くオフ

ピーク時での本数ですので，通勤時間であればもっとバスが多く走っているかたちになり

ます。 
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委員委員委員委員    

わかりました。また公共交通のほうともよくご相談いただいて，このとおりになるかど

うかも含めてご検討いただければと思います。 

 

会長会長会長会長    

バスの話なのですが，今回，平均 50 本/日以上の路線バスを居住誘導区域の要件の一つ

としていますが，居住誘導区域を設定して誘導しても，先々の運行本数が減ってくと後か

ら梯子を外されるようなことになってしまいます。事業者との都合もあり本数を調整する

ことは難しいと思いますが，市としてある程度長期的な視点で，誘導しているところの利

便性を維持していくような考えが必要であると思いますがいかがでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

会長からご意見がありましたとおり，今回の資料としたものについても，将来的に維持

できるかどうかについての担保の問題はあるので，市の担当部局や事業者との協力を仰ぎ

ながら進めていく必要があると思います。 

また，立地適正化計画は市都市計画マスタープランのコンパクトシティ版といった意味

を持つので，今後市の各計画で更新するときに立地適正化計画に配慮しながら計画を作っ

ていくという効果の側面もあります。 

 

会長会長会長会長    

その他いかがでしょうか。 

では，お願いします。  

委員委員委員委員    

今回のこの居住誘導区域の設定の議論はどこまで行い，今年度どこまで検討をするよう

になるのでしょうか。もし居住誘導区域が決まった場合，次の展開はどのようになるのか，

教えていただきたいのです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

スケジュールについては，この後ご説明する予定ですが，居住誘導区域については，今

年度の３月末に策定予定ということで考えております。 

各検討の範囲ですが，今回，居住誘導区域をお示ししたものに対してご意見いただき，

第２回の検討会の中で修正したものをお示しします。それについてまたご意見をいただけ

ればと思います。また，区域のほかに，誘導の施策といったものも一緒にご検討していた

だきたいと考えております。 

第３回については秋ぐらいになるかと思うのですが，素案という形でご提示したいと思

いますので，後ほどスケジュールのほうで詳しく説明したいと思います。 
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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    

先ほど，浸水想定区域の中で居住の推進の話があったと思うのですが，実際に水戸市の

ほうで避難の際の計画をつくったり，市民に対して啓発をしていくような部局は何課にな

るのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

防災・危機管理課で行っております。 

 

委員委員委員委員    

委員の中にその辺の部局の方が入っていないと思うのですが，今後，浸水すると分かっ

ているエリアに人を誘導していくとなると，計画をつくっていったり，いざ避難をさせた

りするときの問題点が必ず出てくると思うので，そちらの部局の方にも，意見を聞いたり

する機会があったほうがいいかと思います。 

    

事務局事務局事務局事務局 

この協議会のほかに庁内の会議をやっておりまして，その中の委員として防災・危機管

理課は入っております。 

 

委員委員委員委員 

このような計画について私の友人を含め，知らない人が多くいます。計画が決まった時

には，市の方で報告や周知を行うのですか。周囲の人が家を買うことを考えた場合，防災

のことなどについて知ることができないと聞いたことがあります。私は協議会に出席して

いるため，詳しいことがわかりますが，増税前で今後家を買う人が増える中で，危険箇所

の周知方法は大丈夫なのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

確かにお知らせする方法というのはとても大事だと思います。すぐにどうというのはお

答えできないのですが，水戸市報だけでなくホームページに載せることになっております。

もちろん決まった後に載せるだけでなく，今後，パブリックコメントなどの制度もありま

すので，策定する前段階からお知らせします。  

危険な部分については，市のほうで，ハザードマップを各世帯に配布していますが，そ

れ以外の情報については，市のホームページをご確認いただき，分からない部分について

は担当部署にお問い合わせいただければと思います。 
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委員委員委員委員    

私が一番詳しいと思うので，防災の関係で，常陸河川国道等関係する市町村，気象台，

県とも協議会を開いてやっているところなのですが，私の聞いている情報では，水戸市の

中では，自治会の中でお互い協力していきましょうという形で，覚書きを，昨年の 11 月ぐ

らいだったと思うのですが，各自治会の中で，自主防災会という形で，洪水だけではない

のですが，地震があったようなときに，どのように避難するかなどについて，集会を開い

ていると思います。この辺の話を事務局の方から説明をいただきたいと思います。できれ

ば，市の中で議論していただいて，質問があったときに，防災の担当している方に少し答

えていただくというようなこともあってもいいのかなと思います。 

また，私が聞いている話では，無料で防災ラジオを各家庭に平成 30年度中に配布すると

いうことを聞いています。そのようなことも聞いているものですから，防災関係の情報を

ただ流動的に防災・危機管理課に聞いてくださいというより，せっかく委員の皆さんが来

ているので，防災の担当の方も事務局側に座っていただいて，質問があったときにお答え

いただくことが一番いいと思うので，その辺は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，家を建てるときのお話がありましたが，土地を買うときに業者のほうで説明を

しなければいけないという義務がありますので，その辺を業者さんからよくお聞きになる

と良いと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

今お配りした資料は，震災以降，水戸市の防災対策についてどんなことをやっているの

かをまとめたものになります。 2013 年のもので少し古い情報にはなるのですが，現在も行

っているものになります。主なものをご説明しますと，震災後指定避難所など 80カ所の倉

庫に物資を分散配置しています。また，発電機の設置，災害時に確実に連絡がとれる無線

機の設置を行なっております。そのほかにも，先ほどもお話がありましたラジオでの避難

情報の伝達や，ＮＴＴやａｕによる情報の伝達サービスなども行っております。また，地

域防災への支援強化といたしまして，防災訓練，防災講座なども行っており，補助金など

の制度も現在行っている状況であります。 

 

会長会長会長会長    

ただいまの説明に対して，何か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    

浸水想定区域で３ｍ～５ｍの浸水の可能性のある地域に居住誘導区域を設定しなければ

ならない理由があればご説明お願いいたします。 
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事務局事務局事務局事務局    

水戸市の場合，駅南口や下市などが３ｍ～５ｍの浸水の可能性のある範囲に含まれてお

ります。下市は千波湖を埋め立ててそこから発展してきたという歴史があります。土浦な

ど他の都市でも川や水運が都市の発展に関連してきたところがあり、居住誘導区域を外し

てしまうと都市が成り立たなくなってしまうところも多いと考えます。 

下市は成り立ちからいくと都市の拠点として位置づけるのは仕方ないのかなと思います。 

水戸駅南も昭和 40 年代半ばに区画整理を行い整備したところであり，市役所があり拠点と

して進んでいることを考えると，居住誘導区域から抜くのはなかなか難しいと思われます。 

 

委員委員委員委員    

そのようにある程度のご事情はわかるのですが，そこに住んでいらっしゃる住民さんに

とっては，そういうことが将来起こり得るということを納得してまた住んでいただくとい

うことなのでしょうか。また，そういうことが起きそうなときに，きっちりと避難できる

ように，また安全を確保できるような対策をきちんとして住んでいただくということなの

でしょうか。 

常総市の水害のときに私も現地へ行きました。本当にひどい状況だったものですから，

こういうところに住むことの危険性が事前にわかっていればと思うので，お伺いしたいで

す。 

 

事務局事務局事務局事務局    

国の方針では先ほどスライドで説明した通り、災害リスクや避難の体制の整備状況など

を総合的に見て市の方で判断することとなっており，必ずしも危ないから外せということ

ではありません。 

ただ，災害が起こりうるエリアなので市の方では最大限災害のないように整備していき

ます。そこのリスクについてもハザードマップなどで知らせる必要はあると考えます。 
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委員委員委員委員    

居住誘導区域を設定するにあたり，誘導区域を浸水エリアから外した場合に課題がある

かどうかを，委員の同意がないと，決まった既成事実になってしまうようで気になります。

どういうところに居住誘導区域を設定するのかというのを，最初に立ち戻って説明いただ

き，委員の同意のもと居住誘導区域に含めても良い区域という理解を得ることが必要と考

えます。 

私からの提案は，浸水エリアを外した場合，一部の地域がなくなることで，水戸市とし

て成り立たないと委員に説明していただいたほうが良いと思います。 

もう一つ，市では一時避難という形で避難し，それが駄目であれば高台の避難所へ搬送

するというハザードマップになっていますが，住民が本当にそういう一次避難のところに

避難していいのか，居住誘導区域の設定の中でここに新たに住む方が安全安心ということ

を考えてもらえるか，避難所まで何分かかるか，高台までどれくらいかかるなどを議論し

たほうが各委員は納得されるのかなと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

次回，その辺を整理してお示ししたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

都市機能誘導区域自体が浸水想定区域に入っているが，仮に，浸水するところを，居住

誘導地域から外した場合，都市機能誘導区域から少し離れた居住誘導区域が出来上がりま

すが，立地適正化計画として，そのような設定はあり得ることなのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を設定するというのが立地適正化計画の制度上の

考えで，都市機能誘導区域と居住誘導区域を別に定めるというのは想定していないと思わ

れます。しかしながら，居住しないが都市機能誘導区域に買い物にだけ行くなどの理由が

成り立つかについては検討に値すると思います。原則から言うと居住誘導区域の中に都市

機能誘導区域を定め，居住誘導区域は都市機能誘導区域の利用圏というのが考え方ではあ

ります。 
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会長会長会長会長    

 ケースは異なるかもしれないですが，被災地などの津波で被害を受けた沿岸部分では浸

水した盛土していない部分に商業機能を置いて，その盛土をしたところに居住を設けたり

している。距離はそこまで離れていないと思うのですが，そういった機能を分けるイメー

ジでしょうか。 

次回までに複数パターンの資料を出してもらうにしても，仮に浸水想定区域を含めた原

案のままと考えた場合，浸水する範囲で具体的にどのような避難計画を練られているので

しょうか。もちろん防災・危機管理課でここの施設に避難してくださいということはハザ

ードマップでわかるのですが，具体的にそこに住んでいる人たちで，日中であれば，市役

所等でも，就労者が多いわけで，そういった人たちがどのように避難するということを示

していただければと思います。 

逆に浸水想定区域を含めて設定するとなると，しっかりとした対策がされているのだと

いうことを，ある程度保証しておく必要があると思います。自主防災組織のレベルになる

と細かくなってしまいますが，組織もとりあえず作ったが，実質，動いていないなどあっ

たりはするので，作るというよりは，それをどう機能させていくかということが課題であ

ると思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

住民の方については，先ほどご説明したとおり，８時間，９時間前に一時避難所に移動

していただくか，高台に移動していただき，そのあと市が搬送するという形になりますが，

それ以外に昼間ですと勤めている方もいますので，キャパシティ等については防災・危機

管理課とも調整をして，次回説明できるようにしたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

補足すると，就労者とはまた別に考えるかもしれないですが，例えば，一時避難所など

のキャパシティとかを考えてみると，居住者だけの避難で考えているのか，昼間であれば

就労者が入ってきたときにキャパシティをオーバーしてしまうなどを考えているのでしょ

うか。 

私のほうからいろいろ意見申し上げましたが，委員の皆様からいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

浸水ときの避難体制の問題なのですが，私たちは水戸市内 32 地区で自治会組織をしてい

まして，それぞれの地区で避難所を指定してあります。 

それで，那珂川沿線の自治体で，その避難所が収容しきれなくなった場合，他の自治会

で避難者を引き受けるように各自治会で協定を結んでいます。避難所には，非常用食料や

毛布，発電機等を用意してあり体制ができています。 
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会長会長会長会長    

ご教示ありがとうございました。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

避難のお話があったので，補足させていただきます。 

今，危ない場合，もし一時避難で可能であれば，１階ではなくて，水が浸からない２階

建てがあれば，例えば学校であれば１階が浸水した場合，２階３階と鉛直方向の避難を考

えています。一時避難した上で，もう一回搬送するというのは考えられません。その時と

いうのは水が浸かっていて，高台に行くのはなかなか厳しいのではないかと思います。 

もし，居住誘導区域内で一時避難のところはどういう状況でどういう場所かというのを

次の協議会で示していただいて，本当に水に浸かった後でも大丈夫かどうかということも

皆さんと議論していった方がいいかと思います。 

ハザードマップ上は，そういう一時避難と二次避難という形になっているのですが，そ

れとはまた別に，居住誘導区域ですので，その辺を次の会議のときにご議論いただければ

と思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

 調べてみます。 

 

会長会長会長会長    

そのほかありませんか。 

 

委員委員委員委員 

関連して，ハザードマップのちょうど桜川と那珂川の交わる場所であります城東小学校，

城東市民センター，竹隈市民センター，浜田小学校，第三中学校が洪水時一時避難所とい

うことになっています。この那珂川の屈折している水戸大橋のあたりは，大潮のとき，太

平洋から那珂川を逆流して，栃木のほうから来る水流と太平洋から来る大潮の流れがぶつ

かります。この大きなカーブのところは，どうしても上流から水が来たときに，かなり抵

抗を受けて洪水しやすい地域だということで，洪水があったというお話は近所の方からた

くさん聞いていたのですが，この非常に低いところに一時避難をした場合に，そこから高

台にまた移動をするという避難の方法よりは，高台に逃げるという方が良いと思います。 

また，この辺について，そういった洪水・津波が起きたときに，城東地区や浜田地区は

どういった状況になるかということも想定して考えていかなければならないと思っていま

す。 
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事務局事務局事務局事務局    

一時避難，二次避難については，ハザードマップの避難所の説明の中にありますが，高

齢者の方など遠方まで避難することが困難な方には早めに避難していただき，河川水位の

状況に応じて，避難者をバスなどにより，高台の避難所に搬送するなどの対応を想定して

います。 

それ以外に，先ほどの津波につきましては，別に津波ハザードマップがあります。津波

のご質問についてはお調べして回答できるようにしたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

そろそろ初めに予定していた時間に近づきつつありますが，そのほか，今のうちにぜひ

ということがございましたら。 

 

委員委員委員委員    

避難場所の整備について，現在の避難所である公民館は一般的な住宅と同じ高さにある

ため，自分の家が水に浸かった場合，公民館も水に浸かってしまいます。費用もかかる話

ではありますが，避難所の整備・嵩上げも検討していただけたらと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

避難所の嵩上げについては，担当課のほうに確認してみます。 

今の想定としましては，一度避難していただいて，ここが８時間９時間後に危ないという

ことでしたら，高台のほうに搬送するという考えだと聞いておりますので，そこも含めま

して確認したいと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

補足になります。 

先ほど，委員のほうから，なぜ浸水の可能性のある地域に居住誘導区域を設定しなけれ

ばならないのかという話がありましたが，下市地区は既に都市機能を集積させる都市機能

誘導区域として定めています。そこにどれだけそこにアクセスしやすいかという観点から，

居住誘導区域というものを定めております。例えば利便性の面で，車が運転できなくなっ

たとしても，徒歩とか自転車でそこに行けることや，生活をしていく上で必要な機能を身

近に享受できる場所が居住誘導区域の一つの目的となっております。 

ただ，浸水想定の議論がありますので，次回避難体制ですとか，有事の際にどういった

対策を講じることができるかというところは，委員の皆さんが一番心配するところでござ

いますので，居住誘導区域の考え方をあわせて次回の会議の中で，もっと詳しく検討でき

るような形の資料の作成，あるいは，防災・危機管理課からの説明を検討していきたいと

思います。 
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委員委員委員委員    

各市町村で避難する場合というのは二通りあり，自主的にする避難と市長が避難勧告を

して避難する場合とがあると思います。これらは市町村によってやり方は異なります。居

住誘導区域の議論をするのに，どのタイミングで誰が指示を出すところまで説明をしてい

ただかなければ，委員の皆さんが分かりにくいと思います。防災・危機管理課に確認して

いただき，水戸市の状況とともに，居住誘導区域の避難所について説明いただいたほうが

いいと思います。 

上流の小口の水位観測所の何時間前ではイメージがつかめないと思うので，実際に今ま

での事例を交えてお話をしていただけば，委員の皆さんが議論しやすいと思いますので，

次回ご説明していただければと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

 そのようにします。 

 

委員委員委員委員    

後から配られた資料の水戸市の防災対策についての５ページの地域防災への支援強化と

いうところですが，地域自治防災組織への支援強化というところで，補助金が５万円から

10 万円に増額されましたということが記載されているのですが，これの中身を教えていた

だきたいです。 

    

事務局事務局事務局事務局 

その中身までは把握しておりませんので，お調べします。 

 

会長会長会長会長    

防災の特に浸水想定区域と居住誘導区域が重なるところの点についてはいろいろと議論

が尽きないところがあるかと思いますが，次回の会議の際に事務局から今はまだ揃ってい

ない情報や資料等をご提供いただき，そのときにまた皆様からご意見をいただければと思

います。 

そろそろお時間的にも予定の時間に近づいております。防災関係の浸水想定以外のこと

でもし特にということがございましたらご意見いただければと思いますが，いかがでしょ

うか。 

もし特にございませんようでしたら，資料２のほうに進みたいと思いますが，よろしい

でしょうか。 
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(2-2)（③居住誘導区域の区域検討について） 

会長会長会長会長    

引き続き「② 平成 29 年度第１回協議会（H29.7）での意見及び市の考え方」につきま

し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 平成 29年度第１回協議会（H29.7）での意見及び市の考え方」の説明] 

 

(3-2)意見交換(② 平成 29年度第１回協議会（H29.7）での意見及び市の考え方) 

会長会長会長会長    

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。 

 よろしいでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

補足です。今説明した資料２の参考資料②の市街化調整区域に関する方針とあります。

こちらは素案になっておりますので，まだもう少し検討する余地があると考えております。

今後議論をしていただきたいと思っていますので，本日の会議をもって決まってしまった

ということではございませんので，そこだけ誤解のないように申し添えておきます。以上

です。 

 

委員委員委員委員    

水戸市は，コンパクトシティという形の中で市街化調整区域の開発をどのように捉えて

いるのでしょうか。旧市街化には住宅の補助金等々を出して，何とかすべくというような

お願いをしていると思います。その中で，これだけの市街化調整区域にエリア指定等々で

住宅を建設すると，市街地は空洞になってしまうと思います。一つだけの問題ではなく，

ごみの収集などの経費もかかるので，そういう面ではある程度開発を抑えるような形をと

らなければ，市街地が空洞化になってしまうので，この素案の２というのは，個人として

は少し納得できません。 
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事務局事務局事務局事務局    

確かにコンパクトシティという部分と，今お話があったエリア指定の部分はなかなか調

整が難しいというのは我々も感じております。 

ただ，市街化区域のほうの魅力を高めないままに，市街化調整区域の部分を制度として

ばっさり切ってしまったときに，今度は水戸市全体としての人口が減ってしまう可能性が

あり，市内に入ってくる人もいなくなることも懸念としてあります。 

今の段階の考え方としては，どれだけ規制するのではなくて，誘導という形でまちなか

にどれだけ人を惹きつけていこうかというところをメインに考えております。 

今おっしゃった意見というのは確かに我々もすごく難しいなと考えている部分でありま

すので，次回以降，この部分ももう少し中身を精査した上でご議論いただければと思って

おります。 

 

会長会長会長会長    

そのほかいかがでしょうか。 

では，こちらの市街化調整区域に関する方針も次回の会議でということで，また引き続

きよろしくお願いいたします。 

では，次に，平成 30 年度水戸市立地適正化計画検討スケジュールに移りたいと思います。

事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

それでは，資料３の平成 30 年度水戸市立地適正化計画検討スケジュールについてご説明

いたします。 

居住誘導区域を策定する時期としましては，ここでお示ししていますとおり，平成 30年

度末の来年３月と考えております。 

水戸市都市再生協議会におきましては４回程度を考えておりまして，庁内の検討とあわ

せながら開催していく予定としております。 

また，８月から 11月にかけて，市民説明会の開催やパブリックコメントなどにより，市

民の意見を幅広く反映できればと考えております。本日，第１回の議題としましては，居

住誘導区域の検討となります。第２回は，先ほどお話ししましたとおり，第１回居住誘導

区域の検討を踏まえまして，区域案と，その他の検討事項としまして，居住誘導施策と目

標指標，施策の達成状況に関する評価・検証もあわせまして提示していく予定と考えてお

ります。 

第３回，第４回につきましては，住民説明会やパブリックコメントを踏まえた素案や計

画案を提示する予定と考えておりまして，平成 31年３月の計画策定を目指していきたいと

考えております。 

以上となります。 
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会長会長会長会長    

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い

たします。 

 

委員委員委員委員    

確認なのですが，７月の第２回(区域の検討その２)となっているのですが，先ほどの懸

案になっている浸水想定の話もあるのですが，そのほかも具体的にどういうものかという

のがわからないので，具体的に示してもらうのと，それと，９月の素案とあるのですが，

この素案は，もうここの協議会の中でのほぼ最終案としての素案を出して，それを市民の

方やパブコメということで，最終的にこの委員のメンバーが知り得るのが２月ということ

なので，その間は市のほうにお任せして，計画案は決定ということになるのでしょうか。

９月から２月の中で，市の中での広報やパブコメがあり，またそういう問題で，この委員

のメンバーとしては，もう第４回のときで決まったものを，最終的に議論するのか，途中

段階で，議論をするのか教えていただきたいのです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

第２回の内容につきましては，居住誘導区域の修正，居住誘導施策，居住誘導に関する

目標指標，それに伴う施策の達成状況に関する評価と検証をし，あとは，浸水想定区域の

考え方についても，再度，提示したいと考えております。 

第３回の素案と書いておりますが，第２回で提示しました意見を踏まえまして第３回を

行います。その中で市民説明会を１回行います。そこで大幅に内容が変わるようでしたら，

第４回，第５回という形で都市再生協議会を行う予定としておりますので，必ずしも第３

回と第４回の間にやらないというわけではなく，フレキシブルに対応したいと考えており

ます。 

 

会長会長会長会長    

ほかにございますか。 

例えば，第３回と第４回の素案のところで言うと，第３回の会議では，市民説明会１回

目を経て大きな変更ではなければ，仮に第３回と第４回の間に開かないとすると，最終的

に計画案のところまでに変更になるのかや，そのようなところは説明等をいただけるとい

うことは，ご連絡をすればいただけるということでよろしいのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

大きな変更があった場合には，一度，間に開きたいと思いますし，大きな変更でなけれ

ば，各委員さんのところを回って，変更箇所をご説明して，ご意見をいただくということ

で対応したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 
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会長会長会長会長    

わかりました。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

居住誘導区域に住むことのメリットが，市民の方々にわかりやすく，何か魅力のあるイ

ンセンティブが示されないと，市民の方も，行政の旗振りで居住誘導区域に移動してくる

かというと，僕はそう簡単にいかないような気がします。 

先ほど委員さんからも話があったように，エリア指定の問題で市街化調整区域ではなく

て，中心市街地に人の流れを誘導するためには，何か魅力がないと人は動いてこないので

はないかなという気がします。せっかく集まっているので，皆様で議論しながら，どうい

った方向性でやっていったらいいのかということを議論できればいいと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

一部につきましては，資料でお示しした生活シーンの中の中にどういったことが考えら

れるか書かせてはいただいたのですが，メリットとして，施策というものが大きな要因に

なってくるかと思いますので，次回，施策をお示しした中で，その辺の議論をお願いでき

ればと思います。 

また，メリット，デメリットについてももう少し整理してみたいと思いますので，次回，

ご議論をお願いできればと思いますので，よろしくお願いします。 

    

委員委員委員委員 

もし施策をやるとしたら，よく言われるのが売りです。ここはこういうことがいいです

よという文章がたくさんあるとなかなかわかりづらいところがあるので，こういう売りが

あります，こういうことで皆さん住んでくださいというようなキャッチフレーズがあると，

もっとわかりやすくなると思います，ほかの委員の皆さんも，もう住んでいるので，ここ

はこういうのがあるねとか，そういうことも次回のときにお示しがあると，わかりやすい

かと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

もう少しイメージしやすいものをまとめてみたいと思うので，検討します。 
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(4)その他 

会長会長会長会長 

本日予定されていた議事等は以上ですが，そのほか，委員の皆様から特に何かご意見，

ご質問等ございましたらお願いしますが，よろしいでしょうか。 

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。 

 

(5)閉会 

事務局事務局事務局事務局    

お時間が過ぎてしまって大変申し訳ありませんでした。 

今回，浸水想定区域などいろいろご意見いただきましたので，そちらのほうを整理しま

して，第２回に臨みたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

長時間にわたる議論，ありがとうございました。 


