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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 主査 秋山健司 

水戸市市長公室交通政策課 課長 須藤文彦 

水戸市建設部建設計画課 技監兼課長 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 田部田英智 

係長 花香智幸，技師 関根匠 

(3) 委託事業者 【株式会社 日建設計シビル】 
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５ 会議次第 

 (1) 開会 

 (2) 水戸市立地適正化計画策定後の状況について 

   ・居心地がよく歩きたくなる健康まちづくりについて 

   ・防災・減災に向けた取組みについて 

 (3) その他 

 (4) 閉会 

 

６ 会議資料 

・資料１ 居心地がよく歩きたくなる健康まちづくり計画策定業務 

・資料１（参考資料）居心地がよく歩きたくなる健康まちづくり計画策定業務 

・資料２ 那珂川緊急治水対策プロジェクト  
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７ 内容 

(1)開会 

事務局 

定刻になりましたので，ただいまから令和元年度第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） 

 

事務局 

まず，本年度，初めて皆様にお集まりいただきましたので，お手元の「令和元年度第

１回水戸市都市再生協議会資料」２枚目の出席者名簿順に委員の皆様を御紹介申し上げ

ます。 

 

（委員・事務局紹介） 

 

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移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原委員，堀井委員，小山委員でございます。

委員数 21名のうち現在 18名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，角野委員にお

願いいたします。 

それでは，議事に入らせていただきます。 

会議次第に従いまして，水戸市立地適正化計画策定後の状況について，(１)居心地が

よく歩きたくなる健康まちづくりにつきまして，事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

[「居心地がよく歩きたくなる健康まちづくり」の説明] 
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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。 

 

「居心地がよく歩きたくなる健康まちづくり」について 

 

会長 

ただいまの事務局からの説明について，ご意見やご質問がございましたらご発言をお

願いいたします。 

 

委員 

この計画がどうこうというのはないのですが，私が感じているのは，那珂川と桜川が

中心市街地を流れており，時期によっては桜川沿いの遊歩道や千波湖などは雰囲気があ

り，とても良い場所となっています。市においても様々な広報活動をおこなっていると

思います。このような川と都市のつながりは他の都市でもありますが，駅から歩いて行

くことができるまちはなかなかありません。計画の中で桜川や千波湖のつながりを取り

入れることはいかがでしょうか。また，水戸市には歴史があって，旧水戸城があり，歴

史を活かした散策や教育なども取り入れることはいかがでしょうか。そういったときに，

都市部局だけで考えるというよりも，他部署や市民など，みんなで考えていったほうが

いいと思います。そうすることで，皆さんも気軽に参加できると思います。 

まちなかの空間利用などを考えることも良いのですが，何かを目的に集まる方も多い

と思うので，そこを検討できればと思います。 

結果的に，アンケート結果をみると，買い物をするために百貨店に行くことや，ウォ

ーキングやランニングをするために千波湖に行く，その目的で車を使っている方がいる

のですが，何か周遊できるようなこと，川の歴史・文化を含めて検討できれば面白いの

かなと思っております。 

私のほうからは以上です。 

 

事務局 

ありがとうございます。 

現状と前提の条件についてですが，こちらの計画は現在，策定中でございます。本日

は，本当に雑駁ながら，携帯電話の位置情報ですとか，あるいはアンケートを用いて，

今の中心市街地の現状と傾向を皆さんにごらんになっていただいて，その中で見えてき

た課題について，いろいろな施策をご意見としていただければありがたいと思っていま

す。さきほど委員がおっしゃった内容というのは，我々も本当にありがたいところでし

て，特に，中心市街地全ての回遊性を高めるということは，なかなかハードルが高く，

時間もかかればお金もかかります。ある程度，位置情報やデータを解析した中で，どこ

を整備するか，どこにスポットライトを当てると一番効果的な回遊性が生まれるのかと

いうところもあわせて検討している状況です。 

ですから，今，中心市街地と千波湖を結ぶような，例えば，桜川沿いであるとか，中

心市街地に点在している弘道館や水戸城そして偕楽園など，それに加えて芸術文化とい
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うことで，芸術館，市民会館というものもありますので，それらを一つの点として捉え

るのではなくて，線として結びつきが出るような，そういった施策についても取り組ん

でいきたいなと考えております。 

まだ事務局のほうから説明はないのですが，今後，この計画を施行していくに当たっ

ては，いずれ社会実験等をおこなう必要があると考えています。 

ですから，その社会実験の中でも，小規模なものでもいいのでやってもらって，そう

すると人の流れがどうなるのかということを見ていきたいと考えています。 

委員のほうからいただいたご意見も参考にしながら，計画を策定していきたいと考え

ております。 

 

会長 

 水戸駅北口にはお休み処もできて，大手門も整備されたところで，北口の歴史とか，

単純にウォーキングもあるのですが，そういった別の複数の目的というか，歴史を学び

ながらウォーキングとか，そういったことも今はやっているので，そういったことも可

能性としてあるのではないかなと思います。 

 

委員 

今のご意見と関連して，つけ加えさせていただければありがたいなと思ったのですが，

備前堀とか笠原水道のエリアです。この地図にも載っていますが，逆川緑地帯，この辺

も結構居心地がよく歩きたくなる健康まちづくりのための課題としてはいいのではない

かと思います。 

三の丸歴史ロードを何億円とかけてせっかく整備したわけですから，三の丸歴史ロー

ドや西の谷といった中心市街地から千波湖まで行けるところを課題にするとよいと思い

ます。その辺のエリアも，8,000 歩が目標であれば，中心市街地のエリアとして，少し

回遊性のあるスペースに入れていただければありがたいなと思いました。 

 

事務局 

ありがとうございます。 

今，委員のほうからお話が出た西の谷の関係なのですが，これも，つい昨年度から，

商工会議所からの協力を得て，１カ月程度，社会実証実験を行いました。 

京成百貨店のところから西の谷に行くまでのルートをどうすればもっと人を導き出せ

るのかというような実験や取り組みも行っているので，そういったところとも連携を図

っていければいいなと思います。 

 先ほどの話にあった備前堀なのですが，備前堀も，魅力的な場所だなと考えていまし

て，我々都市計画課のほうとしても，景観関係で，景観重点地区という地区に指定して

おり，親水空間という部分に調和するような景観をつくっていこうという取り組みをず

っと進めてきています。どうしても高齢化が進んだりというところで，建築物の更新が

なされなかったり，ちょっと寂しい状況になっているところがあります。 

ただ，場所としては，こじんまりしていて，いい空間だなということもありますので，

そこはこちらの計画もあるのですが，それとは別に，他の施策等も踏まえながら，検討

していかなければならない場所だと考えております。 
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会長 

私のほうから，確認も兼ねて質問させていただきたいのですが，参考資料の３ページ

以降でメッシュの地図があって，私は専門がこういうデータ解析なので，地図を使った

タイプなので，幾つか確認事項なのですが，例えば，６ページの左側が年末年始以外の

平日ということで，これは全部一定の期間のデータを平均しているのかなと思うのです

が，どれぐらいの期間のものを平均しているのかということを確認したいです。 

あと，日によっても，例えば，右側は主要イベント以外になっているので，まちフェ

ス等のときは抜いているわけですね。そういった日によっての違いとかが結構あるので

はないでしょうか。例えば，平日でも，月曜日と金曜日では夜の動きとかも大分違った

りはすると思うのですが，そこまで分析が可能でしょうか，もしくは，今日載っていな

いだけで，分析されているのでしょうか。 

もう一つ，確認なのですが，資料１のデータの説明で，４ページのところで，人の動

きと書かれているのですが，これは，要は，特定の時間帯に，どこに何人いるかという

ふうに，時間ごとに輪切りにしていったようなデータであって，人の動きという点で言

うと，どこから，まちなかに，どれだけ人が来てというデータではないのではないのか

なと思うのです。 

というのは，なぜこの質問をしているのかというと，まちなかの回遊性とか歩きやす

さについて，私はたびたびいろいろなところでも言っているのですが，水戸の中心市街，

特に上市の東側というのは，ここ十数年，人口が増えていて，ただ，そういった方々が

まちなかを歩かない。せっかくまちなかに住んでいるのにまちなかを歩かない。人口が

増えている割には，上市のまちのにぎわいが，人口が増えたようには必ずしも感じられ

ないというところで，特に，居住誘導区域で，そういうまちなかとか特定のところに居

住誘導をしていくからには，そこの中で住んでいる人たちがどういうふうにその区域の

中で生活を豊かに，生活を完結できるかということが重要で，つまり，どこから出てき

て，どこの施設を使って，それで家に戻っていくというか，そういったような動きがわ

かると，それと，一方で，外から入ってくる人がいるわけなのですが，そこら辺の区別

ができると，なお一層よい分析ができるのかな。つまり，まちなかでこれだけ豊かな生

活ができるのであれば，より一層，居住誘導区域への居住誘導できるインセンティブが

発生すると思うので。 

ちょっと質問が広がってしまいましたが，データの確認の点について，幾つか，今の

点について教えていただければと思います。 

 

委託事業者 

では，私のほうからお答えさせていただきます。 

まず，シーズンの整理についてですが，今回は１年間のメッシュデータを取得してお

ります。ですので，１年間のうち，年末年始を除いた平日を平均したものが，今回，参

考資料６ページの時期別に記載しているメッシュの図になります。 

主要イベント以外の休日といいますのが，梅まつりであるとか，黄門まつりであると

か，まちなかの大きなイベントと考えられるものの日程を除いた普段の休日というもの

を示しております。 
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ここに今回は載せていないのですが，梅まつりのシーズンを対象として，梅まつりの

シーズンの休日というメッシュデータ図も作成しておりまして，そちらは顕著に偕楽園，

千波湖あたりに人が，それこそ今回の中心市街地で真っ赤になっている程度には赤くな

っているようなデータを取得している状況です。 

２点目で，曜日別の分析が可能かということなのですが，今回，メッシュデータをい

ただいたところに相談したところ，サンプル数の関係から，曜日別に分けてしまうと，

詳細な分析の精度が非常に下がるということで，サンプル数が非常に少なくなるという

ような指摘を受けたので，曜日別は今回は除いております。 

３点目ですが，ルートがわからないのではという指摘はそのとおりでして，今回のデ

ータは，個人の動きを線で追っているわけではございませんので，時刻ごとに，どこの

メッシュデータに，どういった方が存在していたか，滞在していたかということを集積

したデータになっております。 

ですので，それらを踏まえますと，時刻ごとにどこの滞在が多かったかということは

わかるのですが，誰がどういうふうに移動したかということは把握しておりません。 

ただし，あるメッシュの中に滞在されていた方々がどの居住地から来ている方なのか

ということは一応おさえておりまして，ただ，居住地のおさえ方はメッシュごとではな

いので，市町村別であるとか，町庁目別程度のおさえ方になっております。 

 

会長 

ありがとうございます。 

町庁目別で十分かなと思うので，そこは町庁目別はデータ区分ができるというだけで，

まだ分析とかいうところはされていないということなのですね。 

 

委託事業者 

今分析中といいますか，載せられる状況ではなかったのですが，一応，作業はしてお

ります。 

 

会長 

それがわかると，まちなかに居住している方々と，単純にまちなか，郊外と分けられ

るわけではないのですが，地域ごとによってどれぐらいの方が来ているということがわ

かると，まちなかで歩いて回遊している方と，郊外から車かバスかでどれぐらいの方が

来ているのかということがわかると，それだけでも有用だと思うので，できる範囲でお

願いできればと思います。 

あと，曜日別で言うと，最初の質問なのですが，平均なので，曜日別にしても変わら

ないのではないか。これは平均で出しているのであれば。要は，合計でないのであれば，

数は変わらないのではないかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

委託事業者 

そうですね。言ってしまった後に気づきましたが，曜日別は分析に加えなかったとい

うことで，実際には可能なのですが，今回，視点として加えていなかったので，サンプ

ル数の問題ではなかったことを訂正いたします。 
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会長 

わかりました。 

ちょっと私の質問が長くなってしまって申しわけありません。 

委員の皆様からご質問はいかがでしょうか。 

 

委員 

調査の目的のところで，携帯電話の位置情報ということなのですが，ＧＰＳを使って

調査をしていると思うのですが，ＧＰＳを使っている方と，逆に，個人情報なので切っ

てしまっている方がいると思います。そのＧＰＳを切っている方と入れている方の使用

頻度というか，その割合を教えていただければと思います。 

２つ目には，居心地がよく歩きたくなる健康まちづくりのための利活用されるオープ

ンスペースづくりと，それから，多世代に魅力ある施設とかイベントの発信，それと市

民活動の支援と書いてあるのですが，具体的にどういった支援の内容があるのかという

ことを聞きたいのですが，よろしいでしょうか。 

 

委託事業者 

１点目のＧＰＳを使っている方の割合ということなのですが，今回は，おっしゃると

おり，ゼンリンさんにご協力をいただきまして，ドコモのナビアプリを使用されている

方の情報を取得させていただいております。 

ただ，今回表示されているメッシュ図は，ドコモのナビアプリを利用している方だけ

ではなくて，それらをサンプル数として，水戸市の居住人口の構成に合わせて拡大した

データを用いております。ですので，ＧＰＳを使っている方，使っていない方の比率は，

私どもではわからないのですが，それらをもとにしたサンプル数の拡大ですので，各メ

ッシュにはこれぐらい水戸市民の方が滞在しているだろうというものが数として表示さ

れているということになります。 

 

事務局 

市民活動の支援についてなのですが，こちらに記載のあるとおりになってしまうとは

思うのですが，市民への周知，例えば，広報みとなど，何かパンフレットをつくって皆

さんに周知したり，あとは回覧でこういうウォーキングのイベントをやりますよという

ようなものを周知していくのがまず支援になるのかなということと，あとは，マップを

つくって，これも結局は周知になると思います。 

以上です。 

 

事務局 

あと，加えまして，むしろどのような支援策，どのような取り組みがあれば市民の方

がまちなかを歩きやすくなるかということについてもご意見を伺えればと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

会長 
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よろしいですか。 

 

委員 

さっきの携帯のドコモのアプリという話なのですが，水戸市にはいろいろな年代層が

いるのですが，年配の方の意見が，私が思うのは，今，歩くというのは，50 代以上の方

が健康づくりで歩いている方が多いと思うのですが，そういう方へのサポートではない

のですが，携帯電話でやるのもいいかもしれないのですが，健康づくりというのは，50

歳以上，60歳，70歳の方で結構歩いている方がいて，これとは別にアンケートを取るの

に，うまく活用してもらったほうがいいかなということと，それともう一つ，パンフレ

ットとかマップとかというものもあるのですが，ぜひ私がお願いしたいのは，地元の自

治会とか商店会とか，そういうところにマップがあったりとか，いろいろな方と協力し

ながらそういうものを作成していくとよいと思います。まちづくりで成功している例と

いうのは，地元の方がこういうのをやっているんだということがわかるようにしていた

だいたほうが，まちづくり的にはいいのかなと思うので，今の流れでやっていただいて

も結構だと思うのですが，ぜひ地元の商店街や自治会など，地元の方が一緒になってや

っていくというのが重要なのかなと私は思いますので，その辺，またご検討いただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局 

ありがとうございました。 

現在，健康まちづくり計画を作成しておりますが，老年層の方が抵抗なく長距離を歩

くことができるという結果が出ております。そういった方にも，例えばアンケートをと

ったり，また，地元の商店会や自治会などにも協力をいただき，イベントの企画や周知

活動を進めていければと思います。 

健康まちづくり計画の施行とともに，今後，社会実験も予定しておりますので，そう

いったものも含めて，地元自治会とお話ししながら進めていきたいと考えております。 

 

事務局 

補足なのですが，今，地元の商店会や自治会と一緒にという話があったと思います。 

実は，先ほどお話があった社会実証実験はまさにその取り組みになると思われます。

というのは，例えば，行政が通行止めをかけて実証実験を行おうとすると，反感を買う

部分が多いということがあります。やはりそこは，地元の皆さんと一緒になって，こう

いった魅力のある空間をつくっていきたいという取り組みをやっていきたいと考えてい

ます。そのための試行錯誤は当然必要ですから，社会実証実験をやっていきたいと思い

ます。 

そのために，都市再生法人という都市再生特別措置法に基づいて指定するまちづくり

の団体があるのですが，そういったところと連携をして，コーディネートをしてもらっ

た上で，来年，再来年と少し時間をかけて実証実験を進めていきたいと思います。 

もちろん，それ以外にも，今お話がありました駅前の商店会さんですとか，独自でい

ろいろな取り組みをされているところが当然ございますので，そういったところとは，

この計画のみならず，協力はしていかなければならないと考えております。 
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以上です。 

 

会長 

お願いします。 

 

委員 

ありがとうございます。 

健康を課題として行っているまちづくりの事例として，小美玉市ではスイーツ巡りを

やっているのです。水戸であれば，和風と洋風のスイーツ巡りがまちなかでできるので

はないかと思います。それからお寺・神社巡りや，歴史・文化の散策などはいかがでし

ょうか。以前にあったイベントで笠原水道の水源から下市の備前堀まで歩くイベントに

参加したのですが，地層などを見ながら，大変興味深い内容のウォーキングのイベント

でした。そういったものも行政が協働して，マップを作成したり，イベントを支援した

りすると，県外からお客様を引っ張れたりとか，地元に住んでいる方もいろいろ協力を

してくれると思います。そういう展開もいかがでしょうか。 

 

事務局 

ありがとうございます。 

特に，健康まちづくりという点に関しては，令和２年の４月から，水戸市は健康都市

宣言という都市宣言をすることがもう既に決まっております。 

当然，この計画も関連はあるのですが，この計画というのは，どちらかというと，ま

ちなかの居心地をどう魅力的なものにしていけるかという部分も多分にございますが，

笠原水源ですとか，ある程度離れた場所からの回遊性みたいな，どうすれば歩いてもら

えるだろうというような，ハードではなくてソフト的な施策というものも当然必要にな

ってきますので，それはこの計画単独のものでは当然ないわけでございます。ですから，

そういったほかの健康づくりのためのさまざまな取り組みと，この計画は連携していか

なければならないと考えておりますので，その辺に関しても，この計画の中で最終的に

どういった形で位置づけるかということは今後検討はいたしますが，当然，関連深いも

のと考えております。 

 

会長 

よろしいでしょうか。 

 

委員 

はい。 

 

会長 

そのほかいかがでしょうか。 

 

委員 

私ども障害者団体としては，今までもやってきているのですが，障害を持った人，そ
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れから，ほかの方みんなが触れ合えて，お互いの間の垣根をなくすというような行事を

目的として，ふれあいの広場でみんなで触れ合えるイベントを年間行事の一つにしてい

るのです。 

今年はどうするかということで，どこでやるか。候補に上がったのがアダストリアみ

とアリーナの駐車場と千波公園のＳＬのあるところです。 

今回，私どもは，携帯電話の位置情報の資料をいただきまして見たところ，私どもが

やりたい場所というのは千波公園なのではないかなということが裏づけられたような気

がいたしました。みんなの場所を選ぶときに，一つの決定的な理由として提案できると

いうように思っております。これでいきたい。 

その場所に，私どもは，例えば，秋の１日をここで過ごすような，テント 15張りとか

20 張りぐらいになるのですが，やるわけです。そこでやるのに，駐車場が問題なので，

そして，広場の大きいところが今年からは使えるようになると思うのですが，ＳＬ広場

の奥のところ，あの地域を使わせていただければというように計画を進めたいからとい

う提案で，これで決まるような気がいたします。そういう意味では，非常にありがたい

と思っております。 

それから，今，計画している行事として，地区ごとの歩く会があります。目的地を決

めて各地区ごとに集まるもので，結構大きな行事になるのではないかと思います。 

今回の説明を聞いて，私どもの考え方がそんなに間違っていないのだということの裏

づけになりました。この位置情報をありがたく活用させていただきます。 

質問ではございません。聞いておいてください。ありがとうございます。 

 

会長 

ありがとうございます。 

 

委員 

私も，質問というよりは，こんなことができるのかなというところで伺いたいところ

があるのですが，携帯電話の位置情報での解析は，６ページとか７ページで，ピンクと

か濃い赤のものとか，図面がいっぱい出ているのですが，データのとり方によってだと

思うのですが，これはあくまでもメッシュの中にどれだけ人がいたかという解析で色が

塗られていると思います。その情報がもしほかにもいろいろあるならば，例えば，20 歳

以下とか，20 歳から 60 歳の働いている人たちの年齢層，それから，60 歳以上で，壮年

とか，そういったところの階層区分でやるような解析とかできれば結構面白いのかなと

思います。 

年齢別まではなかなかいかないのでしょうけれども，例えば，時間帯によっても，朝

方だったら若い人がいっぱいいるのだけれども，お昼を過ぎると老年の方がいっぱい来

ているとか，そういう傾向とかが出るようなものが，もともとのサンプルデータで解析

がそこまでできるのかということがあるのですが，そういうことは可能なのですか。 

 

委託事業者 

細かい年代区分まではちょっと難しいのですが，今回は，アンケートと同様に，若年

層，中年層，老年層と３世代に分けさせていただきまして，今回お載せしていないので
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すが，世代別の分布についても把握しております。 

ただ，携帯電話の位置情報について，今回，若年層，特に，水戸市の中心市街地に高

校が多いので，高校生の動きを把握したかったのですが，10 代のデータが少ないと言わ

れておりまして，なので，若年層は 30 代以下ということで，おそらく 20 代，30 代中心

の動きになってしまうのかなと思うのですが，一応把握しております。 

駅の西側，南西側あたりのメッシュに，例えば，若年層が多かったりであるとか，ち

ょっと高層ビル，マンションが増えているとか，そういった傾向があるのかなと考えて

いるのですが，そういう把握はしております。 

時間帯別については，昼と夜の時間帯別に分けている段階だけにはなってしまうので

すが，その差を居住人口等と比較するということも今後考えていきたいと思います。 

 

会長 

そのほかいかがでしょうか。 

 

委員 

ちょっと確認なのですが，この調査をいろいろされたのが，水戸市，ひたちなか市，

那珂市になっているのですが，例えば，笠間市とか小美玉市関係はどうなのですか。と

いうのは，小美玉市なんかにも私はいろいろな用事等で出かけたりしますが，買い物と

か見学とかをするときは水戸に来る人が本当に多いのです。よほどの高齢者の方は別と

しまして多くいらっしゃるのです。あと，笠間市の方も結構多いのです。 

それで，あそこに内原のイオンモールがありますよね。私はＮＰＯ法人だとかいろい

ろやっていますが，結構，水戸から逆に向こうへ買い物に行くとかが非常に多いのです。 

だから，たまたまこのタイトルが中心市街地の動きだけとなっているので，ここには

出ていないのですが，もうちょっと市街地を広げると，その辺も含めてよく見ないとど

うかなと思ったのです。向こうへ行きますと，水戸市の内原や赤塚に近いほうというの

は，あの周りで歩いている方が結構多いのです。それで聞きますと，水戸在住です。 

だから，本当のところ，水戸の実情が反映されていないのではないかと僕は思ってい

るのです。笠間のほうを歩いたり，ウォーキングクラブに入って歩いたり，本当に多い

のです。だから，これが本当に反映されているのかなとつくづく今感じているのです。 

その辺をちょっとご検討して，いろいろやっていただいたら面白いかなと思っていま

す。 

以上です。 

 

会長 

今のご質問は，ＷＥＢアンケートの対象範囲ということですか。 

 

委員 

はい。 

 

会長 

アンケートそのものは。 
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委託事業者 

アンケートにつきましては，今回，水戸市，ひたちなか市，那珂市，茨城町，大洗町

の在住，または水戸市内に通勤通学している方を対象としております。ですので，一応，

水戸市の中心市街地に市外から来られる方も対象とさせていただいているのと，今回，

載せきれていなかったのですが，周辺，例えば，車で買い物をされるのであれば，ひた

ちなかのほうであるとか，内原のほうに行くという話は当初から想定されておりました

ので，そのあたりと中心市街地を比較したときにどれほどの差があるのか。同じぐらい

人が休日は滞在しているのか等も，広域で少し把握するような調査も行っております。 

ですので，今回のレポートの一部として，中心市街地と比較して，周辺地域がどうで

あるかということも追記していきたいと考えます。 

 

会長 

よろしいでしょうか。 

そのほかいかがでしょうか。 

では，最後に，私から幾つか，提案というか，教えていただければということが，ア

イデアの一つなのですが，8,000 歩ということで，健康には歩くのがいいというところ

で，8,000 歩といっても，なかなか歩き慣れていない人だとイメージがわかりづらいと

ころもあるので，まちなかでどこからどこまで歩くと何千歩とか，今はアプリとかもも

ちろんあるのですが，若い人たちはアプリを使えるので，そういったものと連携するの

もいいでしょうし，そういうのを使い慣れていない方のために，例えば，どこどこを１

周すると何千歩だということの情報がわかるように，そういったことを見える化してい

くことがまず必要ではないのかなと思うのが１点です。 

それに付随して，先ほど申し上げましたが，居住誘導区域の中で生活している人たち

が生活を居住誘導区域の周辺で完結していて，一番重要なのは，そこに住んでいる人た

ちとかが実際に健康になっていくということが何よりも一番説得力があるので，そうす

ると，簡単に言えば，まちなかに住めば元気になるというようなモデル，ある意味，そ

ういった実例があるのが一番説得力があるので，これはちょっと時間がかかる話なので

すが，例えば，先々，モニターを募集していって，実際にまちなかに居住して歩いて生

活する人たちがどういったような健康状態に変わっていくのか，よくなっていくのか。

ひょっとしたら悪くなるということもあるかもしれないのですが，そこら辺でモニター

を募集して，実際に変化を見ていくということも，それが一番説得力が高いのではない

のか。ただまちなかに住めとか，そこに住めば健康になるということを言うのではなく

て，実際の例を出すのが一番説得力があるのではないかなと思います。 

最後に，このエリアの個別戦略というところで，新市民会館のところを出していただ

いているのですが，新市民会館が中心市街地の上市の中での中心地になるわけなのです

が，その辺は交通とかも関わるのですが，当然イベントになると人が郊外とか市外から

も集まってくるというところで，例えば，そこに集まってくる人たちに対して，駐車場

のキャパシティもありますので，公共交通とか，もしくは駅から徒歩とか，そういった

ことを利用することで，まちなかをある程度歩いてもらうとか，それによってカロリー

がどれぐらい消費されるかとか，公共交通と，今，ヨーロッパのほうで導入が始まって，



13 

日本でも実験が始まるところのＭａａＳというものがありますが，車ではなく，公共交

通と徒歩とかレンタサイクルの利用状況とか，どこにレンタサイクルがあるのかという

情報を全部一つのアプリとかでつなげて，例えば，車ではなく，公共交通であれば，ど

ういうふうにアクセスしたらいいのか。それによって，車で排出される温室効果ガスが

どれだけ節約されて，例えばカロリーがどれだけ消費されてということでメリットがあ

るというようなことが一目でわかる。そういったところの見える化できるような。それ

はもちろん先行投資も必要ですし，簡単にはできないのですが，要は，効果とかを利用

者に見える化していくことが実際にないと，言われていることはわかる，それはもっと

もなのだけれども，でも，利用することの意味が余りわからないということは結構ある

と思うので，これは幾つかのアイデアなのですが，そういったこともちょっとご検討い

ただければなと思います。 

 

会長 

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

もう一つ，議題がございますので，(２)のほうに進みたいと思います。 

(２)防災・減災に向けた取り組みにつきまして，事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

[防災・減災に向けた取り組みの説明] 

 

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。 

 

「防災・減災に向けた取り組み」について 

 

会長 

ありがとうございました。 

この点について，来年度以降にいろいろ議論を進めていくということですね。 

 

委員 

ちょっと補足説明をさせていただきます。 

鬼怒川緊急治水プロジェクトということで，この経緯です。 

台風 19号の関係では，水戸市の皆さんも浸水し，また那珂川の浸水関係でいろいろ     

我々が管理しているのは那珂川と鬼怒川なのですが，これを別々に緊急対策プロジェク

トという形で行っています。 

11 月に協議会を開いて，その後，部会ということで，こちらは那珂川下流部会という

形で，部会で３回ぐらい議論して，それは国で定めたという形になっていますが，一応

うちのほうで提案しながら，各市町村の首長を含めて，協議会のメンバーと相談しなが

ら，一緒になってつくり込みをしたものになっております。 

ポイントは，先ほどお話しした多重防御があるのですが，減災の取り組みということ

で，私ども，水戸市のほうの防災でもやっているのですが，記者発表の次のページにあ
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るのですが，減災の取り組みという形で，ちょっと字が小さくてわかりづらいのですが，

後ろから３行目ぐらいに，講習会等によるマイ・タイムラインの普及とか，左側にある

防災行政情報伝達システムとか，そういうソフト対策とハード対策を一緒に検討してい

くという形です。 

ハード対策は，先ほど話しました，こちらの都市局でやっています土地利用・住まい

方という形で決めたものになっております。これも，大雑把にこういうものをやってい

きましょうということで，個別にまたその組み合わせというものがあると思いますので，

もし立地適正化計画の居住誘導区域内でそういうものがありましたら，個別にまずは水

戸市さんとも相談しながらやっていきたいと思っています。 

説明がなかったのですが，３枚目にプロジェクトということであります。事業費は全

体で 521 億円という形になっています。令和元年度から令和６年度という形で，６年間

の中で，年間 90億円ぐらいという形で，大雑把な全体計画は決めて，その中で皆さんが

関わるのは土地利用・住まいの工夫という形になっています。 

一つは，水戸市なので，藤井川のところもあったりとか，あとは河口のところも，土

地利用・住まい方の工夫という形になってきます。 

これ以外にも，輪中堤の建設，川のそばに近いところは，少しそういうことで都市局

の皆さんと一緒にやっていきましょうというのがもともとの経緯になっておりますので，

具体的なものは，もしこの立地適正化計画の中の居住誘導区域内でもいろいろ一緒にな

ってやるようなことがありましたら，また，うちのほうも，うちの事務所の別な部署が

ハード系をやっていますので，一緒に相談しながらやっていきたいなと思っていますの

で，補足させていただきました。 

以上です。 

 

会長 

ありがとうございました。 

 

委員 

確認です。昨年度策定した立地適正化計画で，居住区域というものを皆さんとご相談

させていただきながら決めたわけでありますが，事実としては，居住誘導区域内で昨年

の台風 19号によって浸水被害を受けたという場所はございません。 

ただ，これも皆さんご存じだと思いますが，居住誘導区域の中でも，例えば，駅の南

側，この場所もそうなのですが，あとは備前堀周辺，下市の一帯というのは，ハザード

マップによると，場所によっては５メーターぐらいの浸水が想定されるというような形

になっております。 

そういった場所ではありますが，昔から都市機能が集積している場所，便利な場所と

いうことで，居住誘導区域に設定したわけではございますが，今度，国において防災指

針というものを計画の中に定めることという話がありました。それがないと立地適正化

計画として認められないという話になりますので，これに関しては，来年度以降，市の

中で検討を進めていきたいと思います。およそ令和４年度までには施行しなければなら

ないという状況になっております。 

一応，現在の状況というか，そういった内容で，今回はそういった法改正があります
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ということを委員の皆さんにお知らせしておきたかったものですから，あえて説明をさ

せていただきました。 

以上です。 

 

会長 

ありがとうございます。 

昨年度の後半のほうの会議で，下市のあたりのところがハザードマップにかかってい

るというところで議論になったかとは思うのですが，災害発生する兆候がある際には，

早めに対応をするということで，今回もそのような対応をされたとお聞きしております。 

来年度から議論をするということで，頭出しというところですが，何か特にございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

本日予定されている議事は以上ですが，ほかに委員の皆様からご意見，ご質問等ござ

いましたらお願いいたします。 

 

委員 

できたら，事前に，年間スケジュールや今後の予定をお知らせいただけると，委員の

皆さんも参加しやすいのかなと思いますので，よろしくお願いします。 

 

事務局 

来年度以降は，立地適正化計画策定のときも同様であったのですが，粗々のスケジュ

ールを委員の皆様方にお知らせしておりました。そういったものも，今後きっちりとお

知らせ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。 

 

会長 

現時点では，おおよその来年度のいつごろに何回ぐらいというのは，まだ決まってい

ない状態ですか。 

 

事務局 

はい。 

 

会長 

では，このあたりの見通しが決まりましたらご連絡いただくということで，よろしく

お願いいたします。 

もう１点，資料に関して，議題の内容にもよるかと思うのですが，きょうのように資

料が多かったりすると，ここに来て，その場で見て意見を言うのも難しいかもしれない

ので，場合によっては，事前にご送付いただくということは可能なのでしょうか。資料

の量にもよるかなと思うのですけれども。なかなか専門的なこういった解析結果を見て，

その場でというのも，なかなか皆さん難しいと思うので，できればご検討いただければ。 

よろしいでしょうか。 

本日は，皆様より貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。 
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そのほか，事務局のほうで何かございますでしょうか。よろしいですか。 

では，司会のほうにお返しします。 

 

事務局 

本日は，長時間にわたるご議論，ありがとうございました。 

皆様からいただきましたご意見につきましては，計画の策定等に反映させていきたい

と思います。 

それでは，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

るまちづくりの実現に向けた方策について，引き続き，この場で協議していきたいと考

えております。 

以上をもちまして，令和元年度第１回水戸市都市再生協議会を終了いたします。 

長時間にわたる議論，ありがとうございました。 

 


