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５ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 居住誘導区域の設定（案）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 

  補足資料 

  ・水戸市洪水ハザードマップ（南・北地区版） 

  ・みんなでつくる防災のまち水戸 
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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，ご出席いただきまして，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 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，小川委員と鈴木委員でございます。 

 

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。原委員，丸尾委員の

以上２名にお願いします。 

それでは，議事に入りたいと思います。 

 

(2)居住誘導区域の設定（案）について 

会長会長会長会長    

会議次第に従いまして，「（資料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    

[「（資料１)居住誘導区域の設定（案）について」の説明] 

まず資料１の居住誘導区域の設定（案）についてご説明いたします。 

〈１ページ〉 (1)の居住誘導区域とは，でございます。 

多くの地方都市では，急速な人口減少や高齢化が進むことが予測されています。人口

が減少し，居住が低密度化すれば，生活サービス事業が撤退し，医療・福祉等の生活サ

ービスの提供が満足にできなくなる，地域の活力が低下するといった問題が生じます。

さらには，こうした人口動態の変化に加え，社会資本の老朽化が進行しています。 
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こうした状況を受け，国においては，2014 年に都市再生特別措置法を改正し，コンパ

クトなまちづくりに向けた立地適正化計画制度を創設しました。 

居住誘導区域とは，この立地適正化計画に定めることとされているものであり，人口

の減少，高齢化の進展の中にあっても，一定のエリアにおいて人口密度を維持すること

により，生活サービスやコミュニティが持続的に維持されるよう，居住を誘導すべき区

域です。また，居住誘導区域は，規制的な手法により居住者を移住させるのではなく，

都市機能誘導区域の魅力を高めつつ，住み替えの機会などにあわせて緩やかに居住の誘

導を計っていくものです。 

次に，(2)の居住誘導区域設定の考え方ですが，国の運用指針においては，居住誘導区

域を定めることが考えられる区域として，「都市機能や居住が集積している都市の中心拠

点及び生活拠点並びにその周辺の区域」，「都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通によ

り比較的容易にアクセスすることができ，都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市

機能の利用圏として一体的である区域」，また，「合併前の旧町村の中心部等，都市機能

や居住が一定程度集積している区域」としております。 

水戸市においても，こうした国の指針を踏まえつつ，各種サービス施設の利用人口や

商圏人口を確保することにより生活サービス機能を維持するとともに，高齢者など移動

手段が限られた人でも安心して暮らし続けられる居住の実現を図るという観点から，区

域の設定をします。 

〈２ページ〉 (3)の居住誘導区域の設定基準について説明いたします。 

まず 1つ目として，都市機能誘導区域の周囲 300ｍ圏内でございます。この 300ｍとは，

徒歩で容易にアクセスできる距離として，国の定める「都市構造の評価に関するハンド

ブック」において，バス停の徒歩圏として定められている距離であります。 

また，平成 21 年度内閣府「歩いて暮らせるまちづくりに関する世論調査」によると，

高齢者が歩いて行ける範囲として 70 歳以上が最も多く回答した範囲は「500ｍ」とされ

ており，都市機能誘導区域内の様々な施設を利用することを加味し，300m としたもので

ございます。 

これを図示したものが下の図であり，黄色で着色した部分が都市機能誘導区域の周囲

300ｍ圏内の区域となります。 

〈３ページ〉 設定基準の２つ目として公共交通軸（鉄道・路線バス）の徒歩圏内で

ございます。 

まず，1)として，鉄道駅（水戸駅，赤塚駅，内原駅）から半径 800ｍ圏内としておりま

す。この８００ｍとは，「都市構造の評価に関するハンドブック」において，鉄道駅の徒

歩圏として定められている距離であります。 

次に，2)としまして，１日あたりのバスの運行本数が 50本であり，なおかつ，将来の

都市構造において交通軸と位置付けたバス路線の沿線から半径 300ｍ圏内としておりま

す。 

バスの運行本数については，「都市構造の評価に関するハンドブック」においては，１

日あたり 30本以上が基幹的公共交通路線としての目安とされております。 

本市においては，通勤・通学などのピークを除く時間帯（10:00～16:00）において，

１日 50本以上（１時間４本程度，15分に１本，７～８分に１回バスに乗れる確率）通っ

ている路線であれば，ストレスなくバスを利用しやすいと考えたため，また，今後の運
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行本数の減少をある程度想定し，50本としたものです。 

〈４ページ〉 上の図は，すでに立地適正化計画の中で定めた将来の都市構造のイメ

ージ図でございます。交通軸としては，中心拠点を核とし，生活拠点や居住を誘導する

各地域をつなぐ公共交通として，将来にわたり一定以上のサービス水準を確保すべき幹

線，結節点の路線軸を定めております。 

下の図については，この将来の都市構造のイメージ図に，鉄道駅及び運行本数別のバ

ス路線を重ね合わせたものです。ピンク色は 100本以上，青色は 50本以上，薄緑色は 30

本以上となっております。 

〈３ページ〉 こうした考え方に基づき，公共交通軸（鉄道・路線バス）の徒歩圏内

として図示したものが下の図であり，赤色の線が基幹的なバス路線の交通軸，黄色で着

色した部分がバスの運行本数が 50 本以上である路線の沿線から半径 300ｍ圏内，肌色で

示した部分が鉄道駅の 800ｍ圏内となります。 

〈５ページ〉 居住誘導区域に含めない区域の設定基準でございます。 

まず，1)の災害の危険性が高い区域として，土砂災害等による危険がある土砂災害特

別警戒区域，土砂災害警戒区域，急傾斜地崩壊危険区域，洪水時等の浸水が想定される

浸水想定区域でございます。このうち，浸水想定区域については，前回会議の御意見を

踏まえまして，垂直避難が困難と考えられる３ｍ以上の浸水（建築物の１階部分相当の

高さ）が予想される区域を居住誘導区域に含めない区域としております。 

なお，本日は市防災危機管理課の職員も出席しておりますので，居住誘導区域内を含

めた水戸市おける避難対策について，後程説明いたします。 

次に，2)の土地の利用規制上，住宅の建築を制限している区域として，特別用途地区

や地区計画が定められ，住宅の建築ができない区域を居住誘導区域に含めない区域とし

ております。 

また，3)の身近な緑の保全を図るため，居住誘導区域に含めない区域として，特別緑

地保全地区，都市公園，都市緑地を居住誘導区域に含めない区域としております。 

〈６ページ〉 ここまで説明しました居住誘導区域の設定基準に基づき具体的な居住

誘導区域の範囲を図示したものでございます。青色で染まっている箇所が居住誘導区域

の範囲であり，ピンク色の線で囲っているところが市街化区域になります。 

〈７ページ〉 居住誘導区域（案）の市街化区域における面積の構成比，人口の構成

比，人口密度について記載しております。居住誘導区域候補地は，今回お示しした案で

は，市街化区域うちの面積規模として 1,921.4ha，45.2％となっております。 

最後に，(4)の施策の概要について説明いたします。居住誘導区域の居住を誘導する施

策については，現在庁内で調整・検討を行っております。今後，具体的な案をお示しし

ていくこととなりますが，現段階において想定されるものを記載しております。 

まず，歩きやすいまちの構築として，歩行空間のバリアフリー化，ユニバーサルデザ

インの導入，安全な自転車走行空間の整備などを施策として考えております。 

次に，良好な居住環境の形成として，地区計画や建築協定などを活用した良好なまち

並みの形成，空き家対策の推進などを施策として考えております。 

また，子育て世代の定住化の促進として，子育て世代の住み替え支援，様々な保育ニ

ーズに対応した子育て支援などを施策としていきたいと考えております。 

また，バス路線の再編として，地域公共交通再編実施計画に基づくバス路線の再編な
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どを考えております。以上で，資料１の説明を終了致します。 

 

次に，前回協議会の中で課題として挙げられました，浸水想定区域における避難対策

等について，市の担当者よりご説明致します。 

 

事務局事務局事務局事務局    

水戸市の防災計画については，東日本大震災で多くの課題が浮き彫りになりました。

地震はもちろんのこと，災害リスクの高い洪水対策についても，強化をしているところ

です。防災対策については，ハード・ソフトの両面で行う中で，全庁的な取組体制も整

えています。大雨対策については，防災危機管理課では１時間に 20mm 以上の降雨が予想

されるときには，職員が事務所に待機し，被害状況などのパトロールを始めます。那珂

川の水位上昇に関しては，後ほどご説明致しますが，水防団待機水位３m を超える前段か

ら準備を始めている状況にあります。 

防災体制の強化として，昨年度から自力避難が困難な方，所謂避難行動要支援者に対

しては，しっかりと対応できる体制を構築しているところです。避難行動要支援者の支

援体制については，地区会のみなさま，消防団など，地域ぐるみで連携体制を構築して

いますので，後ほどご説明致します。 

まず，水戸市の避難所についてご紹介致します。水戸市では，全ての市民センター及

び小学校，中学校を指定避難所として位置づけて，防災上危険な状態の時に，寝泊まり

や避難の場所としての体制を整えています。これらの指定避難所が浸水想定区域内に立

地している場合があります。これらの施設を避難所として指定した経緯は，避難所のあ

り方を検討していくなかで，市民の方々から意見を頂く際に，地震や洪水など災害の種

類によって避難する場所が異なるといざという時に混乱してしまうという意見や，指定

避難所である市民センターや小学校・中学校は地域に根ざした施設であり，避難所とし

て全市で共通させた方が分かりやすいとの意見が多かったことが挙げられます。そのた

め，浸水想定区域内の指定避難所は，洪水時の一時避難所として位置づけています。こ

のように指定避難所は，早めの避難，特に高齢者の方々に関してはまずは身近な施設に

避難をして頂くことで安全確保に努めていく必要があるため，現在の指定状況になって

いるところです。 

避難の方法についてですが，本日はハザードマップを配付しています。ハザードマッ

プは北地区版，南地区版があり，水戸市の地形をふまえて２分割で作成しています。裏

面の内容は共通しており，避難情報をまとめています。 

まずは裏面をご覧下さい。資料の中ほど左側上段に，「こんなときに避難を呼びかけま

す」という項目があります。この項目には，那珂川の水府橋付近の断面についてイメー

ジ図を掲載しています。那珂川の河川水位は，気象情報等や，国や県との連携，また過

去の実績などから，ある程度予測できるようになっています。そのため，市では早め早

めの対応を心がけています。 

体制としては，まず水府橋地点における水位３m が水防団待機水位と位置づけられてい

ます。これは，水防団をはじめ関係機関が対策準備を始める水位としてご理解ください。

私どもはこの段階で，防災体制を構築し準備を始めているところです。次に４m が氾濫注

意水位と位置づけられています，イメージとしては根本町のサッカー場で徐々に水が浸
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ってくるような状況でございます。この段階では，市民の皆様には川に近づかないよう

なアナウンスをさせて頂いております。アナウンスには，屋外放送塔や携帯電話メール

など様々な伝達システムを使用しています。そして，6.4mの避難判断水位，6.8mの氾濫

危険水位を超えるような水位の予測された段階で，避難を呼びかけさせて頂いています。

ハザードマップにおける水府橋地点の断面は，那珂川の一部をイメージ化したものであ

り，実際には堤防高が 15m を超えるような場所もあります。 

市民のみなさまには，避難を呼びかける時点ですぐに堤防から水が溢れるというイメ

ージをもたれている方もいらっしゃいます。しかしながら市では早め早めの対応をして

いるところであり，イメージ図のような堤防高がある中でも，水位が６mを超える予測が

出された場合には避難の呼びかけをさせて頂いております。そして，市民のみなさまに

避難頂く際には，慌てることなく，隣近所と声を掛け合いながら避難の準備をしていた

だき，その後避難をして頂けるような時間軸で体制を整えています。 

参考にはなりますが，今月８日，台風 13号が夜間に直撃するような予報がされていま

した。その際に市では，昼間に早めの避難を希望する方について，避難所で受け入れら

れるような体制を整えました。また，それらの情報を緊急速報メールという，緊急地震

速報と同じような仕組みによって，皆様に情報を伝達させて頂くなど，早め早めの対応

を心がけているところです。また，同じく平成 23 年９月の台風 15 号では，過去２番目

の水府橋水位である 8.54m まで水位が上昇しました。当時も夜間に水位が上昇する予測

が出されており，早めの避難を呼びかけさせて頂きました。なお，呼びかけ時の水府橋

水位は４m台でありました。 

ハザードマップにて水位基準等をご覧頂きましたが，水位基準は一つの目安であり，

市では早め早めの対応を努めているところです。浸水想定区域の避難所であっても，ま

ずは身近な避難所に避難頂ければと思います。その後，市が水位状況を注視した上で，

場合によっては高台の避難所などに搬送させて頂くような対応を取らせて頂きます。 

市民のみなさまからは，まずどこに避難したら良いのか分からなくなっているとのご

意見も頂いています。まずは早めの段階で身近な指定避難場所に避難していただく，若

しくは，水位の上昇が見込まれる時には高台の避難所に直接避難して頂きたいと考えて

います。高齢者の方については，高台への避難が距離等の理由から困難な場合もあるこ

とから、そういった場合には個別対応等を含めて対応しています。参考ですが，今月８

日の台風の時には，浸水想定区域内に居住する避難行動要支援者の 621 名について，市

の担当者が個別にご連絡させて頂き，お困りのことや避難の相談を伺うなど，個別の対

応を行いました。このような対応は，浸水の恐れがあるとき，台風であれば相当雨量が

見込まれる時点から実施しています。 

水戸市の防災体制や避難に関わる概要の説明は以上となります。ご不明点に関しては

ご質問頂ければと思います。 
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(3)意見交換（居住誘導区域(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。 

 

委員委員委員委員    

ハザードマップにおける那珂川（水府橋地点）に関する説明の中で，水位が４ｍにな

ると根本町のサッカー場に水が浸るぐらいとありましたが，そういった内容は図中に記

載して頂くと皆さんも非常に分かりやすいのではないかと思います。那珂川の水位をみ

てどのような事態になるのか経験則としてはわかるが，水位だけではどのような事態が

生じるか分かりづらいのではないでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

貴重なご意見頂きましてありがとうございます。市民の皆様に見える化を図ることは，

分かりやすい情報伝達に繋がるので，ご意見を踏まえて対応して参りたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

前回の協議会の際に，居住誘導区域内，主に下市周辺では避難所自体が浸水想定区域

に含まれていますが，避難後に河川の水位が上昇した場合には避難者をバスで高台まで

輸送するとの話があったと思います。それらの内容はハザードマップに記載はないです

が，避難計画にはあるのでしょうか。もしくは別の枠組みの中で何か準備がされている

ものなのでしょうか。教えていただきたいと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

避難対策については，洪水ハザードマップ南地区版の表面をご覧いただきたいと思い

ます。例として，下市エリア等における避難対応をご説明いたします。下市エリアでは，

多くの方が市民センターや小中学校周辺で生活しています。避難所として吉田神社や水

戸南高等学校，千波中学校などが立地しておりますが，高台にあり，かつ距離もあるた

め，二次災害の危険が考えられ，高齢者の避難が思うようにできない現状があります。

こういった問題に対して，まず水位上昇の予測があった場合には，高齢者の方は早めに

身近な小学校や市民センターに避難頂きます。そして，平成 23年９月に発生した水府橋

の水位が 8.54m まで上昇した際に見られるような，避難判断水位や氾濫危険水位である

6.8m や７m を超えるような予測が発表された段階で，私どもは迅速にバスにて千波中学

校等に避難者の搬送させて頂いた実績があります。こういった対応については，水戸市

の避難計画にも位置づけてあります。 

また，ハザードマップについても，中央下部に「避難所の説明」という項目があり，

指定避難所や洪水時一時避難所，緊急避難所といった避難所の説明をしています。その

中で洪水時一時避難所について読み上げると，「洪水時一時避難所は，指定避難所のうち，

浸水想定区域内にある避難所で，高齢者の方など，遠方に避難することが困難な方に，

早めに避難していただき，河川水位等の状況に応じては，避難者をバスなどにより，高

台にある指定避難所または緊急避難所に搬送するなどの対応を想定しています。」と記載
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しており，こういったように，市民の皆様にお知らせをさせていただいているところで

あります。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。ちなみに，バスの避難の場合には，水府橋の水位が避難判断

水位である 6.4mよりも早い時点で輸送を決定しているのでしょうか。ハザードマップで

は，6.4m が高齢者等避難開始の基準になっていますが，実際もっと早めに判断している

のでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

一つの目安として氾濫危険水位である 6.8mという基準があります。しかしながら，こ

れまでの実績等から，河川上流部の雨量が水位に大きな影響を及ぼすことが分かってい

ます。たとえば，その時点では水府橋地点の 6.8mに至らなくでも，那須地方において流

域平均 200mm 以上の雨量があった場合には，水府橋付近のかなりの水位上昇が見込まれ

ることも把握しています。そのため皆様が安心して対応できるよう，目安として氾濫危

険水位の基準はありますが，水位にこだわらず上流部の雨量についても重要な指標とし

て対応しているところです。 

 

会長会長会長会長    

平成 23 年以外には，どの程度の頻度でバスによる輸送を行っているのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

輸送の実績としては，平成 23年９月の台風 15号の一回のみです。 

 

会長会長会長会長    

バスの輸送の頻度はそれほど多くないということですね。 

 

事務局事務局事務局事務局    

参考にはなりますが，那珂川（水府橋地点）の水位が最も上昇したのは，昭和 61 年の

大水害の時で 9.15mでした。２番目は先ほどご紹介致しました平成 23 年９月の 8.54mの

上昇です。その後は，平成 24年に 6.73m，そして平成 27年に 7.15mといった上昇があり

ます。今後の気象条件によって予測できない部分はありますが，これまでの実績として

は，そのような状況であります。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。 

 

委員委員委員委員    

先日事務局の方がお見えになった際に質問した事項と重複する部分もありますが，居

住誘導区域は「都市機能誘導区域の周辺 300m」や「鉄道駅から 800m」或いは「バスの運

行本数が 50 本/日」など数値を基本に設定していると思います。現在，全国津々浦々コ
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ンパクトシティに向けた取り組みをしており，居住誘導区域についてもそれぞれある数

値に基づいて決めていると思います。そのような数値的な基準は，水戸市の場合，他都

市と比較して厳しいものなのか，同程度なのか，或いは比較等を行っていないのか，ど

うなのしょうか。また，難しいことも分かりますが，バス路線の運行本数については変

化することもよくあると思います。 

５ページにおいて，居住誘導区域に含めない区域として浸水想定区域の３m 以上の区域

が記載されており，これは確かにそうなのですが，違う見方をすれば 2.9m なら居住誘導

区域に含めてよいのかという議論になりかねないと考えています。 

質問の概要としては，数字基準の妥当性をどう考えているのか，バスの運行本数の変

更があった場合にはどう対応するのか，浸水想定区域と居住誘導区域の関係はどう考慮

しているのかについてです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。区域設定については，他都市に比べて特段厳しいわけではな

いと思います。ベットタウンかそうでないかなど，比較する都市の特性にもよりますが，

おそらく区域設定の基準は同程度であると考えています。 

バス路線については 50 本/日以上を居住誘導区域に含める基準としていますが，これ

は都市構造の評価に関するハンドブックにおける基準である 30 本/日以上と比べると多

少厳しくなっています。説明の中でも少し触れましたが，将来運行本数が多少減少して

も一定程度の本数が確保できるため，30本/日よりも厳しい基準としています。また，な

るべく交通結節点や幹線道路沿道に居住誘導区域を設定することで，将来もなんとかバ

ス路線を維持していただきたいという考えがありました。 

浸水想定区域については，2.9m であれば良いのかというのは，なかなか難しい面もあ

りますが，建物の一階部分の高さが３mであることを考慮し，万が一逃げ遅れた場合にも

２階に逃げれば助かる可能性が高いことを想定したうえで，今回は３m を基準としました。

何らかの形で基準を設けなければならず，今回は３mとしています。 

 

委員委員委員委員    

行政の難しさはわかりませんが，私個人としては浸水が想定されるエリアであれば居

住誘導区域には含めないほうが分かりやすいのではないかと思います。含めなかった場

合に，どれほど居住誘導区域の面積が変化するのかなど，影響範囲は分かりませんが，

一度検討してもよいのではないかと思います。 

いずれにせよ，将来的に市域全体に行政サービスが行きわたらないという想定のもと，

居住誘導区域等を設定するのですから，その際に浸水想定区域をわざわざ居住誘導区域

に設定しなくてもよいのではないかと思います。 

Ａ３の地図上でみると，例えば下市では細く居住誘導区域外になっている箇所があり

ます。私が地主だったら，居住誘導区域内では歩きやすいまちの構築をするために，歩

行空間のバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入，安全な自転車走行空間の整備

等が記載されており，居住誘導区域に入っていたほうが良いと思うところはあります。 

意見を述べる方は簡単ではあるのですが，浸水想定区域が想定されるエリアは居住誘

導区には含めない方が良いのではと思います。個人の意見です。 
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委員委員委員委員    

６ページの居住誘導区域として色が塗られている区域が大変に気になります。例えば，

下市においてスリット状に白抜きなっている部分や，赤塚駅東側において居住誘導区域

に囲まれて白抜きになっている部分についてです。こういったエリアを居住誘導区域か

ら除外する理由は何なのでしょうか。 

次に，居住誘導区域の境界が機械的に設定されているように見受けられます。境界を

設定する際には，国道や県道，市道など道路を基準にするのが一般的なのではないでし

ょうか。現状を見ると，宅地を跨いでいます。境界設定の考え方が機械的になりすぎて

いるような気がします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

境界についてはおっしゃる通りです。実際，３月末に公表する際には，道路や河川な

どの地形地物や字界で境界を決定する予定です。 

赤塚駅東側については，鉄道駅から離れている等の理由で現時点では居住誘導区域に

含まれていませんが，確かに違和感があるので，今後，実際に区域を決めていく際には，

検討していきたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

整理していただきたいのは，居住誘導区域設定上の課題についてです。課題があって，

それを踏まえてどのような区域を設定するのかを，委員の方々と話合わなければ，前回

からの進展がないと思います。 

居住誘導区域の設定の方針をまず示したほうが，委員の皆さんがわかりやすいと思う

のですが，そういった資料は現在手元にあるのでしょうか。また，課題等の検討はして

いるのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

区域設定の方針は資料１ページの１の「(2)居住誘導区域設定の考え方」に記載してい

ます。都市計画運用指針においては，居住誘導区域に定めることが考えられる区域とし

て都市の中心拠点，所謂都市機能誘導区域の周辺の区域や，都市機能誘導区域に公共交

通で容易にアクセスできる区域，合併前の市町村の中心部等が示されています。それら

を踏まえて，水戸市では各種サービス施設の利用圏人口や商圏人口を確保し，生活サー

ビス機能を維持するとともに，高齢者をはじめ移動手段が限られた人でも安心して暮ら

し続けられる居住の実現という観点から，居住誘導区域を設定しています。 

その前提となる課題等については，平成 28年にご協議頂いた既に公開済みの立地適正

化計画の中に記載してあるという認識です。 

 

委員委員委員委員    

文章では記載されているが，先程お話のあった白抜きの部分などの事情については分

かりづらいと思います。地図上でもよいので，白抜きになった理由を説明しないと理解

が得られないのではないでしょうか。文章の記載はあるのかもしれませんが，特定の地
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区について，特徴や区域設定の考え方について整理した方がよいと思います。資料を作

成しなくても，画面で見せればよいです。その方が，みなさん議論しやすいのではない

でしょうか。 

そういった整理の方法を検討してはどうでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

質問の確認をさせてください。先程のご質問の内容は，６ページの居住誘導区域の図

のうち，白抜きの部分が居住誘導区域に含まれなかった理由を見せてほしいということ

でよいでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

そうです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

それについては詳細な資料を示すことが可能です。 

現在お示ししている居住誘導区域の図面では，多少白く抜けてしまっている部分や線

形が細かいため分かりづらい部分もありますが，最終的にはそれらを整理して区域を設

定することになると思います。その過程の図面を再度ご提示することになりますが，そ

の際には本来であれば居住誘導区域であるが，何かしらの課題があるために居住誘導区

域から除外区域について，その理由等が分かるように図面をお示ししたいと思います。 

 

会長会長会長会長    

その他ご質問いかがでしょうか。無いようであれば，意見交換を終了いたします。 

 

委員委員委員委員    

確認があります。居住誘導区域設定の大きな方針として，居住誘導区域の中に浸水想

定区域を含めてよいということは，浸水深が３m未満の場合には居住誘導区域に設定する

という基準も含めて，本日の会議において決定ということなのでしょうか。 

考え方の整理は再度示されるかもしれませんが，基本的な考え方に関して，委員の方々

の同意は得られているのでしょうか。先程，委員の方から，浸水想定区域は居住誘導区

域から除外した方がよいという意見も出ていました。 

本日は，基本的な方針を決めるものと認識しています。 

 

会長会長会長会長    

今回と次回の協議会でどの程度まで決定するのか，ご説明をお願いします。 

 

事務局事務局事務局事務局    

今回頂いた意見を踏まえ，次回の協議会では修正した居住誘導区域の案を示す予定で

す。また，それと併せて誘導施策についてもご議論いただきたいと考えています。 

 

会長会長会長会長    
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浸水深の程度についてもありますが，居住誘導区域に浸水想定区域に含めるかどうか

については，次回の協議会でも議論の余地はあるのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

基本的に居住誘導区域設定の考え方は都市ごとに異なるものです。水戸市は地形的要

因もあり，平成 28年にご協議頂いた都市機能誘導区域についても一部浸水想定区域が含

まれています。 

水戸市は昔から那珂川や桜川周辺で都市が成立してきた背景があり，それらの区域で

はある程度都市基盤が整っている状況にあります。そのため，単に浸水想定区域に指定

されているから居住誘導区域から除くというのは難しくなっています。そのため今回は，

浸水想定区域でも３m 以上は居住誘導区域から除外する案を提示させていただきました。

今後もその方向で議論をしていきたいと考えています。 

 

会長会長会長会長    

今回の都市再生協議会では，洪水ハザードマップに関する担当者の方にも来て頂いて

います。浸水想定区域でも浸水深には違いがあり，浸水の可能性がある市街地を一律で

居住誘導区域から除いてしまうことは難しいと思います。しかしながら，浸水想定区域

を居住誘導区域に含めるからには，万全の避難体制が整えられていることを分かりやす

く説明した方がよいと思います。 

私の意見ではありますが，具体的に居住誘導区域かつ浸水想定区域に住む人たちが，

避難にどれほど時間がかかり，その時間が避難するまでに十分な時間であるかを，ある

程度具体的なタイムライン等で示すことはできないでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

小口という場所における観測値が，水戸市での水位に影響してくるのは約８時間後と

の予測結果があります。しかしながら，水戸市の防災対策では５時間から６時間で影響

が出ると設定して対応しています。 

タイムラインに関して，市の職員がとるべき行動については時間軸を設けて資料を作

成して対応しているところです。 

ご質問頂いた内容は，市民ひとりひとりが避難を呼びかけから実際の避難までにどれ

ほどの時間がかかるか，場合によっては洪水時一時避難所から高台の緊急避難場所まで

にどれほどの時間がかかるか，という内容であると思います。これについては市の職員

がとるべき行動をまとめた時間軸の中では，十分に対応することができるタイムスケジ

ュールとなっています。 

ハザードマップの中にも，「マイマップ・マイタイムライン」という，どのタイミング

でどこに避難をするのかを整理する欄が設けられています。これについては，市民ひと

りひとりが，日頃から意識して頂きたい部分です。このように，災害時の避難対応に関

しては，市民と行政が一体となって取り組んでいるのが現状であります。 

市民ひとりひとり個別の対応を導くことは，市民ひとりひとりの事情は異なり，かつ

水位の上昇に関しても，雨量の変化，上流部での降雨時間の長さなど様々な要因があり，

難しいのが現状です。 
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会長会長会長会長    

ある程度，避難に関するタイムラインが整理されていることは理解しました。居住誘

導区域に浸水想定区域が含まれていたとしても，それらの区域でも万全な対策をしてい

るので，家屋等の被害は免れないかもしれないが，命等は守ることができるということ

を計画書の中に示した方が，分かり易いのではないでしょうか。 

浸水深３mという基準に関する意見もありましたが，それに対する意見は次回までに検

討してください。 

 

委員委員委員委員    

私は竹隈市民センターのすぐ近くに住んでいます。平成 23 年に那珂川の水位が上昇し

たときには，城東小学校の北側の堤防が薄く，そこが決壊した場合には，城東は浸水す

るであろうと思いました。また，先ほどから話のある下市地区に関しては，どこから浸

水が発生するかというと，勝田橋の周辺や桜川の出口から逆流してくる箇所です。平成

23 年の時は，上流の那須などで非常に雨量が多かったため，もともと桜川自体の水位は

それほど上昇していなかったのですが，那珂川から桜川に水の逆流が発生し，それによ

り桜川の水位が上昇していました。それをみて，溢水した場合には下市地区が浸水する

と想像していました。 

本日事務局が述べている防災とは今現在の防災のことであります。今後設定する居住

誘導区域については，緩やかに居住の誘導を図る意味合いがあります。そうした場合に，

私は浸水深が３m 以下でも浸水想定区域を居住誘導区域に含めるべきではないと考えて

います。現在浸水想定区域内に住んでいる人は，今から居住地を変えることは難しいの

で，ハザードマップを参考にしつつ注意しながら生活して頂くことになります。しかし

ながら，今後 10年・20年後に居住を緩やかに誘導していく区域としては，浸水想定区域

は除外した方が良いのではないかと思います。 

 

委員委員委員委員    

委員からお話しのあった通り，高齢者でも自分で歩ける人は，ある程度の時間があれ

ば避難は可能であると思います。しかしながら，2025 年問題というのがあって，団塊世

代の要介護者増加が見込まれる中で，重度介護者は今まで病院や施設等で受け入れがで

きていましたが，今後近い将来では，人数の関係から受け入れが難しくなります。その

ため，自宅で生活する重度介護者が増加すると考えられ，その場合の避難行動は相当な

マンパワーと時間がかかります。 

将来的な下市周辺への居住の誘導は，高齢者に関してはある程度の条件がなければ，

防災上の理由から適さないと考えています。 

 

事務局事務局事務局事務局    

居住誘導区域と浸水想定区域の関係については，我々もかなり悩んでいるところです。

西日本での水害等もあったことから，先日国土交通省にこの件も含めて話を伺いに行っ

てきました。そこでは，居住誘導区域から浸水想定区域を除外するか否かは，自治体の

判断に任せるとのことでありました。ただし，土砂災害など急な災害が想定される場所
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については，居住誘導区域から除外した方がよいとのことです。 

資料の関係から，居住誘導区域の前回の案と，今回の案を見比べることはできなくな

っています。しかしながら前回の案からの変更点として，原委員からご指摘のあった下

市については，本来居住誘導区域に含めるべき区域でありましたが，現在は都市機能誘

導区域を除き，除外しています。 

浸水想定区域に含まれるからといって機械的に居住誘導区域から除外することは，な

かなか対応が難しいのが現状です。その部分に関しては，次回また内容を調整したいと

思います。 

 

委員委員委員委員    

資料７ページに，市街化区域に占める居住誘導区域の面積割合は 45.2％，人口割合は

47.0％であるとの記載がありますが，長期的にコンパクトシティを考えたときに，将来

の構成割合の目標値はあるのでしょうか。目標値によっては，現在議論している居住誘

導区域の設定方法にも影響があると思います。 

    

事務局事務局事務局事務局    

人口構成比について，市街化区域に占める居住誘導区域の割合は 47.0％で，居住誘導

区域内の人口密度は現時点で 47.5 人/ha として示させていただいております。現時点の

想定として目標値は，将来人口が１割超減少する予測があることも考慮し，人口密度の

現在値を維持する方針で設定する予定です。 

 

(4)その他 

会長会長会長会長    

ご意見が無いようであれば，意見交換は終了します。「その他」として何かご意見ござ

いますか。 

本日はみなさま貴重なご意見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    

ありがとうございます。次回は区域の修正案をお示ししたいと思います。浸水の話に

ついても継続して協議していただく予定です。また，併せて誘導施策についても同様に

協議を予定しています。 

今後のスケジュールとして，９月中旬から住民説明会を開き，その間１・２回の都市

再生協議会の開催を予定しています。また，１月にパブリックコメントを実施し，３月

には居住誘導区域も含めた，立地適正化計画の公表をしたいと考えています。 

 


