
 

 

 

議 事 録 

 

 

１ 会議の名称 平成 30 年度第３回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 30 年 12 月 11 日（火） 午後３時 00 分から午後４時 45 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 

（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 

みとケアマネージャー協会 水戸地区会幹事 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 

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 

茨城県土木部水戸土木事務所 次長兼道路整備第一課長 深作正志 

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 飯塚秀彰，主幹 北村允孝，技師 関根匠 

(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) 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 

・資料２ 浸水想定区域における居住誘導区域の設定について 

・資料３ 都市機能及び居住を誘導するための施策（案） 

・報 告 意見交換会での主な意見について 
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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，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 17 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，鈴木委員，藤原委員と角野委

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。大野委員，

羽石委員の以上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。 
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(2-1) 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）」及び「（資

料２）浸水想定区域における居住誘導区域の設定」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）」及び「（資料２）浸水想定区域に

おける居住誘導区域の設定」の説明] 

 

事務局事務局事務局事務局    

資料の説明は以上になります。 

 

 

(3-1)意見交換 

    

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    

緊急時の避難の具体的な方法について，多少現実的ではない部分もあると

感じますが，それに関しては本協議会で議論はせず，今後の行政の内部で検

討していくという認識でよろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

おっしゃるとおりです。そういった細かい部分については本協議会で説明

はできませんが，基本的に居住誘導区域に含める場合には，その場所につい

て一定の安全対策はとっていると説明する義務があると思います。それにつ

いては危機管理課と調整させて頂ければと思います。 

 

委員委員委員委員    

わかりました。参考意見ですが，いずれ避難計画を作成する場合には，東

海第二原発の再稼働に絡んだ大規模な避難計画も検討されると思います。そ

の際には，当該避難計画も含め，様々な避難計画が整備されることになりま

すが，混乱を招かないよう配慮頂きたい。 

もう一点，調整区域のエリア指定区域内である笠原地区についてですが，

この地区は市内だけでなく，近隣市町村からの住み替えニーズが高くなって

おり，正確な数字ではないが昨年度は 5,000 人程増加したと聞いています。

水戸市の中では最も人口が増えている地区であると思います。人口減少下に
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あって，住み続けてくれる人だけでなく，外から水戸市に移住してきてくれ

る方を歓迎しなくてはならないのではないでしょうか。エリア指定区域は居

住誘導区域に含まれていないが，このあたりをどのように考えているのか，

お考えがあれば伺いたい。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。エリア指定制度は，平成 17 年頃から運用が開始

され，平成 25 年までに人口が約 5,000 人増えています。この人口がどこか

ら来ているのか確実なことは言えませんが，エリア指定区域で人口が増加し

たことで，まちなかの人口が減ったのではなく，市全体として人口が増加す

るなかで，特に笠原地区の人口増加が多かった。エリア指定区域の増加人口

の中には，まちなかから移住した方も当然いらっしゃると思いますが，近隣

市町村から本市の調整区域での居住を望んで移住した方も多かったであろう

と想定しています。 

確かにエリア指定制度は，コンパクトなまちづくりを進める方向性と，相

反する部分があります。一方でエリア指定制度は，本市の人口増加には一定

程度貢献していると捉えることもできます。立地適正化計画を策定したこと

で，速やかにエリア指定制度を廃止することまでは考えておりません。それ

については，別途検討する必要があると考えています。 

また，本制度は，国交省においてもあり方に関する検討はされており，そ

の動向を注視する必要があります。 

ただし，仮にエリア指定制度を廃止することになった場合でも，まずは都

市機能誘導区域を指定しているまちなかの求心力を高めなければ，結果とし

て市全体の人口は減少し，まちなかの人口が増加するわけでもないと思いま

す。引き続き，動向等を注視していく必要があると考えています。 

 

会長会長会長会長    

居住誘導区域の区域設定に関して，前回からの主な変更点は資料１・３頁

の円で囲まれている部分とのことですが，これについて質問等はありますで

しょうか。 

ないようであれば，資料２の浸水想定区域に関してはいかがでしょうか。 

 

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）」の補足説明] 

 

委員委員委員委員    

居住誘導区域の界線は，路線からの距離といった数値的なもので機械的に

決めるのではなく，道路等の一般的に分かりやすい根拠で設定するとの認識

で良いでしょうか。 

また，同じく界線の設定は，同一所有者の土地を分断しないよう，例えば

土地所有者の母屋部分と庭部分で界線が跨がらないよう配慮するとの認識で
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よろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

そのとおりです。 

 

会長会長会長会長    

ホワイトボードに掲示してある図面が，先ほどの質問内容を考慮して設定

された居住誘導区域であるとの認識でよろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

おっしゃるとおり，掲示してある図面は現在，市で地形地物を根拠に設定

した居住誘導区域の案です。細かい部分については，これを元に調整してい

きます。 

 

委員委員委員委員    

資料１の７頁をご参照ください。「≪参考≫区域面積,現況人口等」の表が

掲載されています。居住誘導区域設定のねらいとしては，一定のエリアの人

口密度を維持することにあり，ここで示されている現況値は 47.1(人 /ha)

となっています。 

人口密度を維持していくにあたって，過去の推移等を把握することは重要

であると思います。区域内の過去の人口・人口密度の変遷について把握して

いたら教えて頂きたいと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。居住誘導区域の人口予測資料を配付させて頂きま

す。 

配付資料では，居住誘導区域・市街化区域・市全域の 2010 年から 2035

年にかけての人口予測を示しています。市全域・市街化区域については，

2020 年以降は減少傾向にあります。居住誘導区域に関しては，2025 年まで

は微増傾向，それ以降は減少傾向との予測であります。市の居住誘導区域の

目標としては，現在の人口密度を将来にわたって維持していくこととしてい

ます。 

目標を整理するにあたって，過去の変遷等も把握しておりますが，本日は

資料を準備しておりません。 

 

委員委員委員委員    

ありがとうございます。現況値である人口密度 47.1(人 /ha)は，計画書

内の目標値として掲載するのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

平成 28 年度に策定した立地適正化計画では居住誘導区域は設定しておら
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ず，居住に関する目標値は記載していませんでしたが，本年度末の改訂版で

は居住に関する目標を記載します。その際には，「現況値である人口密度

47.1(人/ha)を維持する」という目標を設定する予定です。 

 

委員委員委員委員    

先ほどから笠原地区の人口が増えているとのことですが，私自身も数ヶ月

前に，三の丸地区から笠原地区に引っ越しました。笠原地区は居住誘導区域

からは外れています。引っ越し先を探す際に重視したことは，上下水道が整

備されているかどうかでした。 

笠原地区でも下水道が引かれているところでは人が集まっており，そうし

たことが関係するのだなと感じております。居住誘導区域内の基盤整備を整

えることは，それ自体もインセンティブになると思います。基盤整備された

ところを居住誘導区域に含めるのは当然ですが，区域内だけではなくその周

辺にも一定の基盤整備は必要だと思います。それにより，緩やかな誘導が実

現できるのではと考えています。 

また，50 号バイパス沿いやみどりが丘地区についても，非常に早いスピ

ードで開発が進んでおり，まちの風景も変わってきているので，できるだけ

早く居住誘導区域を確定していった方が、これから住もうとする方には役に

立つと思います。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございました。その他ご質問ありますでしょうか。 

ご意見がございませんようであれば，居住誘導区域の設定案については，

概ねこれで進めさせて頂くことでよろしいでしょうか。 

 

一同一同一同一同    

はい。 

 

 

(2-2) 居住誘導区域の設定（案）について 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。それでは「(資料３) 都市機能及び居住を誘導す

るための施策（案）」及び「報告  意見交換会での主な意見について」の説

明をお願いします。 

 

 

事務局事務局事務局事務局    

[「(資料３) 都市機能及び居住を誘導するための施策（案）」の説明] 



7 

(3-2)意見交換  

    

委員委員委員委員    

ご説明頂いた施策等に関する具体的なスケジュール感を教えて頂けないで

しょうか。例えば，優先的に進める事項を記載したり，初期・中期・長期の

３段階に分けたりするなど，具体的なスケジュール感を記載する予定はない

のでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。それぞれの取組について，期限が決まっているも

の，決まっていないものがあり，一律でスケジュール感を記載することが難

しい部分があります。また，取組の優先順位等を具体的に記載しすぎてしま

うと，今後，新たな施策を行う際に整合性が図りにくくなる場合もあるとの

考えから，現在の表現方法になっています。 

しかしながら，先ほど頂いたご意見を踏まえて，修正できる部分は可能な

範囲で対応したいと思います。 

 

委員委員委員委員    

実施に向けた具体の方向性がないと，絵に描いた餅になってしまう可能性

もあると思います。少しでもスケジュールに関する記載があれば，モチベー

ションにも繋がるのではないかと思います。 

 

委員委員委員委員    

資料３の２頁に関して質問があります。一つ目は，「公有財産の遊休施設

や統廃合により生じた余剰施設・跡地などの既存ストックを有効活用するこ

とで」とありますが，具体的にどのような施設・場所が該当するのでしょう

か。 

二つ目は，主な取組の中で「特別用途地区の活用による大規模集客施設の

立地誘導」に関する具体的な内容を教えてください。 

三つ目は，同じく主な取組の中で「民間事業者のまちづくりへの参画を促

す仕組みの構築」とありますが，これについても具体的な内容を教えて下さ

い。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。一つ目については，現時点で具体的な場所が定ま

っているわけではありません。当該文章が指している内容は二つあり，一つ

は都市機能誘導区域内の公共施設を建て替える場合にはなるべく集約等をし

ていこうということ，もう一つは主な取組の「遊休不動産を活用したにぎわ

いづくりの推進」を指しており，民有地を対象としており，空き店舗のリノ

ベーション等を想定しています。 

二つ目についてですが，現在，市では準工業地域に特別用途地域を指定し，
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大規模集客施設の立地を制限しており，その内容を指しています。 

三つ目についてですが，水戸市では都市再生推進法人として平成 30 年 11

月１日に「株式会社まちみとラボ」を指定しています。都市再生推進法人に

指定されると，エリアマネジメントや，まちなかリノベーション事業を手掛

けて頂くことができます。それによる効果等を期待して施策に記載していま

す。 

 

委員委員委員委員    

一つ目の質問の，公有財産の遊休施設について，具体的な場所はないので

しょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

現時点で具体的に想定している場所はありません。ただし，今後施設が老

朽化して建て替えの必要性が生じた際に，二つの施設を別々に建て替えるの

ではなく，一つの場所に機能を集約することを想定して記載しています。 

 

委員委員委員委員    

資料３の参考資料に関して質問があります。下から三つ目の「既存集落に

おける空地・空き家の利活用の検討」について，先ほど外部の人でも建築や

リノベーションが可能であるとの話がありましたが，コミュニティを活性化

するうえでは大事なことであると思います。これについては，具体的にいつ

頃都市計画法の改正等があるのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

この制度自体は，主に市街化調整区域の開発行為に関する項目ですので，

実施にあたり，都市計画法の改正が必要となるものではありませんが，市街

化調整区域の開発行為に関する条例の改正が必要となります。しかしながら，

条例の改正により，開発が容易にできるようになると，市街化調整区域での

市街化を促進させることになってしまうため，方向性は現在検討中です。 

具体的には，来年度以降に検討の予定となります。 

 

委員委員委員委員    

市民意見交換会での意見として，バスの料金を安くするであるとか一律に

することは難しいと思いますが，デマンドタクシーやコミュニティバスの導

入を要望する意見の強さ・大きさはどれほどであったのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

意見交換会自体は，各小学校ブロックに実施していることが多いのですが，

デマンドタクシーやコミュニティバスを要望する意見は，市街化調整区域で

多かったように感じています。具体的は上大野地区・上中妻地区・国田地区

です。あくまで印象ではありますが，切実さを感じました。 
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例を挙げると，婦人会の会合をいわゆるビヨンドで実施しており，バスを

利用したいが，そもそもバス停まで行くのが大変であるという話がありまし

た。そのため，コミュニティバスを利用して移動できれば，高齢になっても

活動しやすいといった話がありました。 

 

委員委員委員委員    

交通空白地域に住む方々は大変だと思います。今後，市としてコミュニテ

ィバス導入に関する実証実験等を実施する可能性はあるのでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

資料１の居住誘導区域（案）をご参照ください。図中に市街化区域の線が

ありますが，市街化区域内での移動手段は，路線バスの確保で充実を図って

いければと思います。 

市街化調整区域については，人口があまり集積しておらず，バス等の大型

車両による輸送が非効率です。そこで水戸市では，1,000 円タクシーという

取組を実施しており，小学校区単位で導入を進めています。当該制度は，10

～16 時まで，医療機関に行く場合には，一回 1,000 円で移動できる制度で

す。今後，市街化調整区域では，希望に応じて順次導入を進めていきたいと

思います。 

市街化区域では，1,000 円タクシーの導入は適切でないため，できるだけ

路線バスを利用していただきたいと思います。しかしながら，路線バスにつ

いては使いづらい・分かりづらい・運賃が高いとの意見も頂いておりますの

で，それらの課題をできる限り解決し，更に便利になるようにしていければ

と思います。 

 

会長会長会長会長    

資料３ 参考資料で列挙されている取組については，居住誘導区域のみを

対象とした施策を講じることが，居住誘導区域内に居住する際のインセンテ

ィブとなると思うのですが，本資料では各取組が居住誘導区域のみを対象に

したものかどうか区別できず，見にくくなっています。そういった取組がこ

のなかにどれほどあるのでしょうか。これからの予定でも構いませんので，

教えて頂ければと思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。実際には，居住誘導区域内のみを対象とした取組

は少なくなっています。「良好な市街地住宅の供給（水戸駅前三の丸地区第

一種市街地開発事業）」や「民間における都市型住宅の整備の促進」につい

ては，居住誘導区域を対象とした取組です。また，今後の予定として「子育

て世帯のまちなかへの住替えの支援」については，現在は中心市街地を対象

としていますが，来年度以降に居住誘導区域への拡大を検討していこうと考

えています。 
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その他の取組は，市全域や市街化区域内を対象としたものです。ご指摘頂

いた見やすさについては，可能な限り反映できればと思います。 

現時点での取組は，現在は居住誘導区域に限定はしていないものの居住の

誘導に資するものや，将来的に居住の誘導に資するものも多くあります。国

の補助の関係もあるので，居住誘導に資すると判断できる場合には，範囲を

あまり限定せずに記載しています。 

 

会長会長会長会長    

ありがとうございます。これらの項目が，今後の実現性にも関係してくる

部分だと思います。ある程度はどの範囲を対象とした取組なのか見分けが付

くようにできた方が良いのではないかと思います。私の意見です。 

 

事務局事務局事務局事務局    

表記の整理方法については検討したいと思います。 

 

会長会長会長会長    

市街化区域全体を対象としている取組等があるが，今後は，さらに居住誘

導区域だとこういうインセンティブがある，というようなことを示していく

ことが重要なのだと思うので，そういった趣旨の記載を頂ければと思います。 

その他はいかがでしょうか。 

 

委員委員委員委員    

資料３の参考資料の取組「ＪＴＩマイホーム借上げ制度の普及」について，

分かる範囲で結構ですので，概略を教えてください。また，同じく取組「空

家等対策の推進に関する特別措置法に基づく対策の推進」について，他市町

村では空地・空き家バンクを活発に推進しているようですが，水戸市では空

地・空き家バンクを活用していく予定はあるのでしょうか。 

また，市民意見交換会のなかで，エリア指定制度とコンパクトシティの考

え方が矛盾するのではとの意見がありましたが，これに対する市民への分か

りやすい回答があれば，教えて頂きたいです。 

 

事務局事務局事務局事務局    

「ＪＴＩマイホーム借上げ制度の普及」については，現在，一般社団法人

移住・住みかえ支援機構が実施しているもので，主に高齢世帯を対象として

います。高齢者になると，広い家は必要なく，２人で住めれば十分な広さの

家の需要が高くなっています。本制度は，そういった意向のある高齢者につ

いて，社団法人がマイホームを借り上げ，別の借り手に貸し出すことで，マ

イホーム所有者が賃料収入を得ることができるものです。それにより，マイ

ホームを売ることなく，住み替え資金や老後資金に活用することができると

聞いています。 

「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく対策の推進」についてで
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すが，空き家を活用して頂くことは，空き家発生の抑制に繋がると思います。

そのため，本市でも空き家バンクを検討したいと考えています。しかしなが

ら，全国的に見ても空き家バンクのサイトを更新していないことも見受けら

れるため，実際の効果も見極めながら検討していきたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

空き家バンクは来年度から実施するとの認識で良いでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

現在，本市では空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて，空き家

関連の計画を策定中です。計画内では空き家バンクにも言及しています。計

画自体は本年度中に策定予定と聞いておりますので，空き家バンク自体は来

年度以降に何らかの考え方を示していくものと思います。 

エリア指定制度とコンパクトシティについては，二つの考え方自体を見て

しまうと矛盾しているかもしれませんが，コンパクトシティを進めていく上

で，先に規制をかけてしまって良いのかという考え方があると思います。ま

ずは，規制ありきではなく，まちなかの魅力を高めて，まちなかに住むと良

いことがあると示していく必要があると思います。その段階を経て，エリア

指定の状況を判断していくことになると考えています。 

エリア指定区域は，新たなインフラ投資を必要としないで，既存インフラ

を活用して少ない投資で住宅を建てられる区域でもあるので，それについて

も考慮していく必要があると思います。 

 

委員委員委員委員    

資料１，資料３には「（案）」と付いていますが，この案はいつ確定するの

でしょうか。その後，いつ頃から，どのようなフローで資料３にあるような

取組を実施していくのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

資料１，資料３のタイトルに付いている「（案）」については，本年度末に

取れて，計画として公表になります。実際のフローとしては，年明け１月８

日から２月８日にかけてパブリックコメントとして，市民の意見を伺います。

その後，２月末に都市計画審議会を予定しています。また，２月末もしくは

３月上旬には都市再生協議会を予定しておりまして，それをもって計画案を

確定させ，３月末は「（案）」を取り公表を考えています。 

 

委員委員委員委員    

資料３の１頁に記載されている基本方針２の「公共交通ネットワークの形

成による利便性の高い都市の実現」に紐付く施策と，現在交通政策課で策定

している水戸市公共交通基本計画での施策との関連性はどうなっているので

しょうか。 
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委員委員委員委員    

交通政策課の須藤です。考え方としては，同一のものと認識して頂いて構

いません。水戸市の公共交通の取組については，公共交通基本計画を策定し，

平成 35 年までを目標として，順次取り組んでいます。その取組の中で，居

住誘導に資する取組を抽出して，立地適正化計画の中にも記載しております

ので，これらの取組は同一に進行していきます。 

 

事務局事務局事務局事務局    

基本方針２に関しては，公表済みの立地適正化計画の中では，公共交通基

本計画と連携して取組を進める旨の記載をしておりますので，同一ものとし

て考えて頂ければと思います。 

 

会長会長会長会長    

確認ですが，本日，居住誘導区域の設定案については本協議会で承認頂き

ましたので，次回の協議会では本日の意見を踏まえたうえで，都市機能及び

居住を誘導する際の施策の案を示して頂くということでよろしいでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

今後は，これらを立地適正化計画の本編に入れ込み，総合的に確認して頂

く予定です。その確認の場を，２月末もしくは３月上旬に設けたいと考えて

います。また，同時に都市計画審議会やパブリックコメントにて意見聴取の

場を設ける予定です。それらの意見を聞く場を設けて，３月末の公表を目指

しています。現段階はご意見を頂いて，反映可能な事項については，計画の

中に取り入れていきたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

例えば，パンフレットやＤＶＤを用いるなどして，一般の方が分かりやす

いような方法で理解を求めることが重要であると思います。 

 

事務局事務局事務局事務局    

本計画は，法律用語が多くなってしまうことで，事務局でも悩んでおりま

す。今後は，計画のダイジェスト版を作ることにもなると思います。それ以

外にも，例えばホームページ上での分かりやすいＰＲ等も必要であると考え

ています。また，市民センターでの出前講座も活用して頂きたいと思います。 

 

委員委員委員委員    

資料３の１頁の取組の中で，「まちなかライフスタイルの発信」に関する

記載があります，この取組は重要だと思います。当該取組の概要に「まちな

かの都市機能の新たな利用」とありますが，これに関する詳細を教えて頂け

ればと思います。 
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事務局事務局事務局事務局    

「まちなかライフスタイルの発信」については，先ほどお話し致しました

「株式会社まちみとラボ」にて，まちなかライフスタイルの発信を予定して

いるため，記載しています。市の商工課で支援しております。具体的には冊

子の発行などを予定しているとのことです。 

概要部分の「まちなかの都市機能の新たな利用の提案」については，現時

点は把握していません。 

 

委員委員委員委員    

資料３の１頁の取組の中で，「民間における都市型住宅の整備の促進」と

ありますが，その概要の中で「中心市街地で共同住宅を整備する者に，整備

費用の一部を助成する。」とありますが，この内容を教えてください。 

 

事務局事務局事務局事務局    

まちなかでマンションを建設する事業者に対して助成をするものです。前

回募集した際には，応募がなかったとのことです。 

また，中心市街地活性化基本計画が策定された時から施策として入ってい

るものです。 

 

委員委員委員委員    

助成額はどれほどなのでしょうか。 

 

事務局事務局事務局事務局    

調べておきます。 

 

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。 

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。 

 

事務局事務局事務局事務局    

ありがとうございます。本日頂きましたご意見をもとに，年明け１月８日

から２月８日にかけてパブリックコメントを実施していきます。 

以上をもちまして，平成 30 年度第３回都市再生協議会を終了したいと思

います。ありがとうございました。 

 


