
 

 

 

議 事 録 

 

 

１ 会議の名称 平成 30年度第４回水戸市都市再生協議会 

 

２ 開催日時  平成 31年３月４日（月） 午後２時 00分から午後３時 30分まで 

 

３ 開催場所  水戸市役所 中会議室４ 

 

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】 

（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 鈴木光輔 

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 

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 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１名 

(2) 事 務 局  【都市計画部 都市計画課】 

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】 
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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 

・水戸市立地適正化計画（居住誘導区域）について 

・水戸市立地適正化計画（素案）  
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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 30 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，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，ご挨拶申し上げます。 

 

（課長挨拶） 

本日の会議は，これまで積極的にご協議頂きました，居住誘導区域の設定について，

最終的におさらいといった意味で開催させて頂いたものです。担当の方からスライドを

使いまして説明があったのちに，またご意見を頂きまして，３月末には計画として公表

していきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

それでは議事に移りたいと思います。 

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。

事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 

本日の出席者数を報告させていただきます。 

事務局に欠席の連絡がありました委員は秦委員でございます。遅れて出席との連絡が

ありました委員は羽石委員でございます。なお傍聴人は３人でございます。委員数 21

名のうち現在 19名の方が出席されております。 

 

会長 

事務局より，出席者数が半数を超えているとの報告がありました。したがいまして，

水戸市都市再生協議会規約第５条第２項の規定により本会議は成立しております。 

続きまして，本日の議事録署名委員を指名させて頂きます。澤畠委員，櫻場委員にお

願いいたします。 

本日は，３名の傍聴者の方が入っています。傍聴者のみなさまにおかれましては，会

議の妨げにならないよう静粛に傍聴をお願いします。 

それでは，議事に入らせて頂きます。 

会議次第に従いまして，「水戸市立地適正化計画（居住誘導区域）」につきまして事務

局より説明願います。 

 

事務局 
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[「水戸市立地適正化計画（居住誘導区域）」の説明] 

 

事務局 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

「水戸市立地適正化計画（居住誘導区域）」について 

 

 

 

会長 

ただいまの事務局からの説明について，ご意見やご質問等ございましたら，よろしく

お願いいたします。 

 

委員 

聞きもらしたかもしれませんが，２月にパブリックコメントを行ったということでし

たが，その結果について教えて下さい。 

 

事務局 

1 月 8 日から 2 月 6 日にかけまして，パブリックコメントによる意見公募を行いまし

た。そちらでは，意見は０件でございました。11 月から 12 月にかけまして，小学校区

ごとに意見交換会を行っておりまして，その中では，公共交通空白地区に対するご要望

や，市街化調整区域での農業で生活できる環境を整えて欲しいなどのご意見を頂きまし

た。 

 

会長 

その他，いかがでしょうか。 

 

委員 

P.98 の「まちなかライフスタイルの発信」と「マイホーム借上げ制度」で，マイホ

ームを借上げて，賃貸住宅として転貸の普及とあります。居住誘導区域への住替えの促

進の中で，そういった取り組みがあるわけですけど，詳細を聞かせてもらえるとありが

たいです。 

 

事務局 

ありがとうございます。素案の P.98 になりますが，まず「マイホーム借上げ制度」

につきましては，『一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）』というところが行

っている制度になります。50 歳以上の高齢者世帯を対象にマイホームを借上げて転貸

し，安定した賃料を保証し，これにより自宅を売却することなく住み替えが，老後の資

金として活用できる制度でございます。 
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また「まちなかライフスタイルの発信」でございますが，こちらは『株式会社まちみ

とラボ』というまちづくり団体の方で，インターネットや冊子を通じて、街なかや水戸

のライフスタイルの発信を予定しておりまして，こちらの方を記載しております。 

 

委員 

P.98 の「③歩きやすいまちの構築」というところで，主な取組の上から２個目の

「日常生活圏のバリアフリー・ユニバーサルデザイン導入の促進」とありますが，具体

的に教えてください。 

 

委員 

ご質問ありがとうございます。現在，水戸市では，法律に基づくバリアフリー基本構

想というものをみなさんのご協力を頂きながら進めておりまして，昨年３月に計画を策

定しております。現在の作業としましては，バリアフリー基本構想に基づく，特定事業

計画というものを策定しているところです。 

具体的な内容としましては，水戸駅を中心とする区域を重点整備の区域と定めまして，

水戸市内全域の中のバリアフリー化をするのにはかなり時間がかかるということがござ

いますので，まずは水戸駅周辺のエリアから，大きな施設がたくさんあるということで，

そういったものについて重点的にバリアフリー化を進めていくということを計画して，

歩きやすい環境を整えているところであります。 

 

委員 

１番最後にご説明頂きました，今後の予定の中での計画の公表ですが，具体的にどう

いった形で公表されるのか，教えてください。 

 

事務局 

ありがとうございます。計画については，国土交通省の方に提出すると同時に，イン

ターネット上などに公開していきたいと考えております。 

 

委員 

今後の予定ですが，これを持って公開になりますが，協議会の方には何か連絡がある

のでしょうか。今日が最後ということなので，実際，我々は行政ですが，民間の方もい

らっしゃると思うので，インターネットで公表するという時に，事前に連絡などはある

のでしょうか。 

 

事務局 

計画を公表する前に委員の皆さんに連絡をさせていただきます。 

 

会長 

その他のご質問はありますでしょうか。 

では私から。先ほど「マイホーム借上げ制度」についてご質問があったかと思うので

すが，先ほどおっしゃっていた移住・住みかえ制度というのは，居住誘導区域だからこ
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そというのではなく，言い方はおかしいのですが，基本的に，どこでも適用できるもの

で，居住誘導区域でも適用されるという理解，そういう制度を活用するということでよ

ろしいですか。そうすれば，結果的に，居住誘導区域に住替えする，その助けとなると

ういう理解でよろしいですか。 

 

事務局 

おっしゃる通りで，居住誘導区域以外でも利用できる制度ですが，居住誘導区域の中

で住み替えを進めていただきたいと考えております。 

 

会長 

以前，第２回か３回の協議会でも申し上げたのですが，そういった色分けのようなこ

とをして頂いたような気はするのですけど，その居住誘導区域だからこそというか，結

果的に，例えば市街化区域とか，それ以外のところでも適用できるもので，言ってみれ

ば全く居住誘導区域でなくても適用できる制度とか，居住誘導区域だからこそというか，

そういったものが分かった方が，居住誘導区域のメリットを示すことが出来るのではな

いかなと思います。ちょっと時間も迫っていますので，その中身，ここに書いてあるこ

と自体に反対ということではないのですが，そういった見せ方というか，そういうこと

をされる予定はいかがでしょうか。 

 

事務局 

ありがとうございます。見せ方，表現については，検討させて頂きます。 

 

会長 

お時間迫ってきていますが，委員さん何かございますか。 

 

委員 

14 番 15 番のところで，「既存住宅ストックの有効活用の促進」ということなのです

が，実際この居住誘導区域の中で，空き家になっている戸数というのは，だいたいどれ

くらいあるのでしょうか。どれくらいの空き家というか，例えば中心市街地では，空き

家の数はこれくらいあって，これからその空き家の活用をどのようにしていく，という

ような物差し，そういったものというのはある程度，示して頂いているでしょうか。 

 

事務局 

空き家の数ということでよろしいでしょうか。居住誘導区域内でどれだけの空き家が

あるかという実際の数字は，我々の方では把握できていない状況です。参考になるかわ

からないですが，市域全体での空き家の数は 635という数字が出ています。これは正式

な調査から出ているものではなく，ガスのメーターが回っているとか，「ここにあなた

住んでいますか」と聞くとか，そういった形であくまで概要として，そういう外からの

状況でしか確認できていないということですので，概ねこれくらいかなという数字の感

覚でご理解頂きたいと思います。 
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委員 

一般市民の方に，居住誘導区域の中に空き家があって，そこをこれくらいの家賃で多

少リフォームして住めますよというような，モデルハウスというか，モデルケースが具

現化されると良いですよね。一般市民の方が来たときには，じゃあ，そこの地域だった

ら住んでみたいなとか，これくらいの家賃だったら住んでも良いかなというイメージが

湧くと思います。そういうのが１点でも２点でも見える化されると住民の中にもわかり

やすくインパクトが与えられると思いますので，そういったことも含めて，段階的にス

テップアップさせていくのかなと思ったのですが，その辺はどうでしょう。 

 

事務局 

ありがとうございます。我々がやっている立地適正化計画と関連する形で，その空き

家に関する計画として「空家等対策計画」を今検討している最中なのですが，その中の

施策の一環として，空き家バンクの活用というのがあります。これは何かといいますと，

実際に空き家を持っている方と，住まいを探していますという方が，双方いるわけです

が，そのマッチングをどうにかうまくやっていけないかということで，ある程度空き家

となっているものを登録して，それを情報として載せていくという制度を考えていると

ころです。先ほどのお話にありました，実際のイメージは大事だと思いますので，うま

くいくように考えていかないといけないと考えております。 

 

会長 

その他いかがでしょうか。 

 

委員 

スケジュールをもう１度確認したいのですが，水戸市の都市計画審議会を３月にやる

ようなことをいっていましたが，今日時点ではまだ終わってないのでしょうか。話を聞

いたところによると，水戸市都市計画審議会に，この計画の内容で諮問するとのことで

すが，その辺はどういう風になっているのでしょうか。 

 

事務局 

ありがとうございます。市の都市計画審議会ですが，先週 2 月 28 日に行いました。

こちらの方は，他の都市計画決定の諮問ではなくて，意見聴取という形になりますので，

委員のみなさんとご意見を交わした形になります。 

 

委員 

その中で意見とかは出なかったのですか。 

 

事務局 

都市計画審議会については，今年度，立地適正化計画の関係で２回開催しています。

まず１回目は８月の下旬に開催しまして，そこで浸水想定の今後の考え方ですとか，居

住誘導区域の線の引き方について，ご意見を頂戴しました。それを踏まえて，こちらの

協議会の方でも，様々なご意見を頂きまして，そして固まった内容を先週 2 月 28 日に
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2 回目の意見聴取という形で上げた訳ですが，特に 2 月 28 日の段階では，これといっ

た意見はございませんでした。 

 

委員 

もう１つ，質問というか意見ですが，公表される中身については，今日具体的にお示

し頂いたような形のものがベースになって公表されるのかと思いますが，一般の方々が

公表した資料を見て，居住誘導区域に誘導されたくなるのかというのがあります。せっ

かく誘導区域を定める以上，色々な施策もありますが，こちらに住んで，何が良いのか

といったことが，多分，一般市民の方は一番興味があって，誘導されるのは良いけれど，

誘導されるとどんな良いことがあるのか，ということが恐らく一番気になるところだと

思います。だから，そういった見せ方というのは，公表するにあたって重要なポイント

であって，そこに一工夫あると良いという発想を持っています。 

それと，もう１つ。誘導しているということは，かなり長い時間をかけてということ

になると思いますので，１度公表して終わりということではなくて，誘導者として，お

そらく継続的に何らかのアクションを起こさなければならない。公表を繰り返し行って

いくのか，あるいは別なＰＲの手法があるのかは分かりませんが，そういった長期的な

視点で市民の方々にお知らせしていく術というのも，考えないといけないのではないで

しょうか。それを長くやっていくことで，誘導区域に少しずつ市民の方々を誘導してい

けると思っておりますので，その辺のところを，これから長い時間をかけて，ご検討な

り，取り組んで頂ければと思っております。以上です。 

 

事務局 

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の通りでございまして，先ほども少しお

話の中にありましたが，昨年 11月から 12月にかけて，市内全地区で意見交換会という

ものを行いました。その中で結構言われたのが，「わかりづらい」と。何となく趣旨は

理解出来るけれども，居住誘導区域という言葉にしてもなんにしても硬すぎる，分かり

づらい，厳しすぎる，という感想も頂いているところです。我々も公表する際には，こ

の計画書の全編をホームページにアップするつもりでいますが，やはり今ご意見を頂き

ましたように，これをどれだけわかりやすい形でお示ししていけるかというのが大事な

ポイントだと思っております。他に，関連する施策等々もございますので，そういった

ものも合わせてわかりやすくＰＲしていけたらと思います。ましてや長期的な政策です

ので。どうぞよろしくお願いします。 

 

会長 

１つだけ私もよろしいですか。 

先ほどの点もそうですが，端的に言って，そこに住んだら何が良くなるとか，もちろ

ん，細かいこういう計画書の形もなければいけないのですが，一般の人にも分かりやす

いようなリーフレット形式というか，言葉遣いも中学生くらいでもわかるような，ある

程度，絵とかも使う方がいいのではないかと思います。ここに住んだら何があるのかっ

ていうところが，誘導施策ではある意味色々な要素が盛り過ぎていて，はっきりわかり

づらい。区域の中だけの施策なのか，外の施策なのかっていうところも見づらい，とい
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うところがあると思います。それも一緒にご検討頂ければと思います。 

それ以外にご意見お願いします。 

 

委員 

P.98 のところですが，先ほどのご意見と重なるかもしれませんが，結局市民の方が，

居住誘導区域のところに住み替えようか，というインセンティブを抱かせるために，そ

の場所の良好な住環境ということで，「④良好な居住環境の形成」の中の１例を挙げま

すと，この中の上から２番目に「建築物の高さの規制や無電柱化などによる良好な景観

づくりの推進」というのがあります。 

例えば京都とかそういった都市に行きますと，高層の建物が建てられないような形で，

街の景観を保つとか，日本の都市は，海外の都市に比べて，電柱があまりにも多いと言

われていて，震災や津波などが発生すると，電柱が倒れたりするとか，そういったこと

もあって，今，地中埋設化するという形で，良好な景観を保つと。居住誘導区域に来れ

ば，そういった低層の建物で，電柱がないような状況だと，非常に景観が良いというこ

とで，推進力が上がると思います。例えば建築物の高さの規制というのは，用途地域ご

とに，おそらく高さの制限がいろいろ建築基準法で定められていると思うのですが，条

例として，それ以上に低い高さの制限を加えるかというのも，考えられているのでしょ

うか。あと電柱を埋設するとなると，km 当たり何億かかるという話も聞いております

が，ＮＴＴや東電と行政とで，費用負担をどういった形でこの先検討していくかとか，

細かいことですけれど，そういったことがもし実際に示されていけば，もう少し具体化

して見えて，居住誘導区域への住み替えにも興味を持ってもらえるかと思います。以上

です。 

 

事務局 

ありがとうございます。まず建築物の高さについてですが，おっしゃる通り，建築基

準法の中で，建築物の高さというのはある程度，用途地域ごとに決まってくる状況でご

ざいます。例えば，第一種低層住居専用地域は， 10ｍないし 12ｍと定められています。

それ以外の用途地域においては，水戸市においては，高度地区という都市計画決定の指

定をかけておりまして，建築物の高さは基本的には 60ｍが最高高さというように設定

をしているところでございます。 

ここでお話しているのは，全体的に景観の話になってくると思いますが，景観の方で

もまさに三の丸周辺地区において景観重点地区の指定をしております。この中にももち

ろん無電柱化のお話もありますし，建築物の高さについて，条例で今より厳しくするこ

とが出来るかどうかというのは，なかなか議論が必要かと思うのですが，景観重点地区

内においては，拘束力を持たない地区のルール付けもさせております。弘道館や水戸城

跡の周辺においては，用途地域に関係なく，建物の 10ｍで高さを揃えております。こ

れはあくまで歴史的な特徴が大きな三の丸地区ですとか，備前堀の周辺ですとか，でと

いうことなのかもしれないのですが，このように景観部分からもルールを定めることに

よって，良好な居住環境の形成というものもこれから進めていく必要があるだろうと思

いながらやっております。 

 



9 

会長 

その他いかがでしょうか。 

 

委員 

私も出来れば検討というかお願いしたいのですが，P.96 以降に記載されている施策

の内容の件です。委員のみなさまの話を色々聞いていて，この施策のお題をもらって，

具体的な内容がそのページに書いてあると思うのですが，どんな内容で，どこの部署に

聞きに行けばわかるのだろうということが，多分これでは分かりづらい。例えば P.97

でいえば，上から４つめに「中心市街地における商業施設などの立地促進」と書いてあ

って，下に「空きテナント等への出店に際しての店舗改装費の補助」と書いてあります

が，これを読んだら，では「これはどこに聞けばいいのだろう」とか，「どこを見れば

いいのだろう」と多分なると思う。こういった具体的な内容を記載して，継続的にやっ

ていくということをすると思うので，もし出来るのであれば，注釈で例えば，「くわし

くはどこどこのホームページへ」とかいうような感じで案内をしてあげると，そこに住

みたい，または個人的に何か関わるようなことを知りたい，という時にそこのホームペ

ージに行けば詳しい内容がわかる，というようなことになるのではないかという気がし

ました。もし今，そういったことが可能なのであれば，そこにちょこちょこっと記載を

入れて頂くとか，または別記にするとか，どういう風な形で表記してアピールするかと

いうことが，誘導の方につながっていくと思うので，そういう点，もう少し検討して頂

ければというお願いです。 

 

事務局 

ありがとうございます。どこに書いてあるかが分かりづらいという質問があったこと

も承知しておりまして，先程お話がありましたように，見せ方をどうするかという問題

ですとか，今ご意見を頂きましたように，施策の中で一言ずつコメントを入れるか，あ

とは，この素案の後ろの資料編の方でもう少しイメージがわくような表現をするか，こ

の辺については我々も検討したいと思います。ありがとうございます。 

 

会長 

その他いがかでしょうか。 

 

委員 

市のホームページには，この立地適正化計画で，どういう風にやって，どういう風な

内容を話したかっていうことはホームページには載るのでしょうか。最終形のものは，

掲載するのでしょうが，これだけ載っちゃうと，これだけになってしまうおそれがある。

非公表かもしれませんが，せっかくこういう協議会をやっているので，ここでの話とし

て，どういう風な議論をしたかというのはホームページに載っているのか，それとも，

これからそういうのも入れて公表いくのか，確認させて下さい。 

 

事務局 

ありがとうございます。水戸市のホームページ上に，これまでの協議会の資料や，議
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事録等について掲載しており，途中経過もわかる形になっております。以上でございま

す。 

 

会長 

その他いがかでしょうか。ございませんでしょうか。 

本日もご意見があがり，再検討頂くということで返事を頂いている案件もいくつかあ

りますが，ご検討頂いた結果，修正等されたとして，最終的に公表される前に，ＰＤＦ

なりの形で，委員のみなさまに先に配るというようなことをして頂いてもよろしいです

か。 

 

事務局 

市の内部の決定会議を 3 月 26 日に行います。その直前になってしまうかと思います

が，修正したものを各委員にご報告または送付したいと思いますので，よろしくお願い

いたします。 

 

会長 

委員のみなさまから，その他ご意見ありませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

他にご意見ありませんようでしたら，本日の会議の議事は以上となりますが，その他

にご意見ご質問等ありましたら承りますけれども，よろしいでしょうか。 

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。 

その他，事務局の方でなにかありますでしょうか。 

 

事務局 

それでは，事務局の方から，来年度以降の協議会についてお話をさせて頂きたいと思

います。都市再生協議会は，都市再生特別措置法の規定によりまして，立地適正化計画

策定及びその実施に関し必要な協議を行うため設置する機関でございます。計画の策定

は今年度で終了しますが，来年度以降につきましても，計画に基づく施策の実施状況や，

計画に定める街づくりの実現に向けた方策について，引き続き，協議していきたいと考

えております。従いまして，４月以降に改めて，詳しくこちらの方から説明に伺いたい

と思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

それでは以上をもちまして，平成 30年度第４回都市再生協議会を終了いたします。 

本日は，雨の中，ご足労頂きまして，誠にありがとうございました。 


