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（２）水辺環境の保全 

本市には，千波湖を中心に，那珂川，桜川，逆川，備前掘等多くの水辺空間が形成されてい

ます。それらの貴重な水辺を保全するとともに，再生に向けた活動を行っていきます。 

 

１）良好な水辺環境の保全と親水空間の整備 

・良好な親水空間の確保に向け，関係機関との連携により，桜川親水空間や那珂川水辺プラザ

の整備を促進するほか，心字池の整備，千波湖や大塚池，宮脇池等の再整備を推進します。

また，膳棚，常照寺池，白鳥池等における水辺環境の整備の検討を進めます。 

・訪れる人が親しめる水辺環境を創出するため，千波湖周辺での環境保全団体，関係機関等と

連携しながらホタル等が生息できるように水生植物の保全・再生を進めます。 

 

２）水質浄化の推進 

・水の都・水戸の再生に向け，千波湖や桜川の水質浄化に積極的に取り組んでいるところです

が，富栄養化等を原因とするアオコの発生が依然として課題となっていることから，より一

層市民に愛されるよう，水質浄化に向けた効果的な対策を推進していきます。 

 

３）湧水の保全 

・湧水は，古くから生活用水や農業用水として大切に使われてきており，都市部にある湧水

は，人々にとって潤いと安らぎの場を提供しています。市内の各所にある湧水は，市民の憩

いの場としての有効活用に向け，湧水の調査を行うなど，湧水環境の保全に努めます。 

 

（３）歴史的・文化的環境の保存と活用 

本市には，多くの文化財が存在し，史跡名勝である偕楽園，水戸城跡，大串貝塚などの歴史

的資源に恵まれた，格調高いまちとなっています。今後もこうした歴史的・文化的環境を生か

した緑の保全活用を進めます。 

 

１）文化財の保存と活用 

・国指定史跡台渡里官衙遺跡群については，古代常陸国那賀郡の役所や寺院の跡が良好な状態

で保存されており，来訪者が史跡への理解を深められるよう，展示施設の整備を進めるとと

もに，線刻壁画を有した八角形墳としては国内唯一である国指定史跡吉田古墳についても，

新たな観光資源としての活用に努めます。 

 

２）歴史的資源の活用 

・弘道館・水戸城跡周辺地区について，世界遺産登録や水戸城の歴史的建造物の復元等に向け

た取組をはじめ，歴史・観光ロードの整備，水戸藩歴史マップの作成など，回遊性を高める

様々な施策を推進します。 

・歴史的資源を活用し，多くの人が徒歩で回遊できる歩行系ネットワークの形成を進めます。 
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基本方針１ 緑の保全，緑化の推進 

３ 民有地の緑化 

緑豊かなまちづくりには，道路等の公共施設はもとより，民有地の住宅を個性的で魅力的に緑化

し，それを美しく心地よく見せるための適切な維持管理が必要です。 

緑豊かで快適なまちづくりのため，接道部や商店の前，宅地内をプランターや花壇，整えられた

並木などで飾るとともに，民間の未利用地を緑の空間にするなど，市民の意欲を高めつつ，様々な

支援策や協働事業を展開した緑化を推進していきます。 

 

（１）民有地緑化の推進 

市民の緑化意識の高揚，緑化への意欲の動機付け，緑化を楽しむ技術の習得，自発的な緑化

ルールによるまちづくりなど，知識から実践へ，私的な空間から公的な空間へと広がる施策の

展開を図ります。 

 

１）情報発信の実施 

・都市環境における緑の重要性や意義，緑化等に関する普及・啓発や情報発信を行うととも

に，緑化イベントや講演会，講習会等を開催します。 

 

２）緑化支援 

・緑化に関するパンフレットの作成・配布や，ホームページ等を利用した情報提供を行うとと

もに，新たな緑化支援策についても調査・検討を進めてまいります。 

・市内の住宅用地に，個人が生垣を新設するものについて，引き続き補助金を交付し支援を図

ります。 

・市に転入された方や 70 歳を迎えた方の長寿の記念に，記念樹を配布し緑化の推進を図りま

す。 

 

３）協定や市民緑地等による民有地緑化の推進 

・都市緑地法に基づく緑化協定は，現在 4 箇所合計 2.7 ヘクタールが締結されています。今後

も，こうした制度を活用し，民有地の緑化を推進します。 

・良好な都市環境を形成するため，市街化区域の全域を緑化重点地区に設定し，都市緑地法に

基づく市民緑地認定制度の活用により，ＮＰＯ法人や企業等の民間活力を活かした公園緑地

の整備を行うなど，民有地の緑化に取り組んでいきます。また，特に身近な都市公園が不足

する都市中枢ゾーン（水戸市中心市街地活性化基本計画（2016（平成 28）年７月から 2022

（平成 34）年３月まで）においては，緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）による園路や

広場，植栽，休養施設等の整備を進めます。 

 

 

 



水戸市緑の基本計画 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（２）緑化基準の運用 

特に緑化が必要な特定の地区や建築物，一定規模以上の特定の開発行為等における緑化の促

進と緑化基準の運用を進めます。  

図３－１－１ 身近な公園が不足する区域（都市中枢ゾーン） 

都市中枢ゾーン（約 157ha） 

都市核（約 570ha） 

水戸駅 

大工町 

千波湖 

国道 50 号 

ＪＲ常磐線 

那珂川 

市役所 

● 

並松町児童公園 

●：都市中枢ゾーン内の住区基幹公園 
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基本方針２ 人々が訪れ，親しまれる緑づくり 

１ 魅力向上に向けた公園等の整備 

偕楽園公園，千波公園など大規模で特色のある公園等は，都市の魅力向上を図るため「地域拠点

となる公園」として，現況の特色を生かしながら，整備を進める必要があります。 

「地域拠点となる公園」については，現存する自然的，歴史・文化的資源を生かすとともに，時

代や市民，地域のニーズに合わせ，子育て世代や高齢者の支援，市民の憩いの場など地域コミュニ

ティや都市環境向上等の拠点となるよう整備方針を定めます。整備に当たっては，利用者に向けた

サービスや快適性の向上を図るため，公募設置管理制度（Ｐark－ＰＦＩ）等民間活力の導入を検

討します。また，利用者の利便性に配慮した情報通信機能の拡充に取り組みます。 

公園管理についても，官民で連携して行えるよう民間活力の導入を検討し，さらなる公園等の魅

力向上に向けた枠組みづくりを図ります。 

●地域拠点となる要素 

地域拠点となる公園は次の 6 つの要素により評価を行うものとします。地域の特色付けに

寄与するよう，その特徴を際立たせます。 

①スポーツの拠点 

健康増進運動，競技スポーツなど多様なスポーツが可能な公園として位置付けます。 

②レクリエーション・健康づくりの拠点 

人々の交流創出に向けたイベントが開催でき，また健康づくりを楽しめる公園として 

位置付けます。 

③自然とふれあう拠点 

本市の特徴である水，緑の空間で自然と触れ合える公園として位置付けます。 

④花（緑）のまちづくりの拠点 

四季折々の花や香りを楽しめる公園を位置付けます。 

⑤歴史・文化の拠点 

歴史的文化的価値の高い場所，魅力あるまちづくりに寄与する公園を位置付けます。 

⑥緑地保全拠点 

積極的に緑地の保全・再生に努める公園を位置付けます。 

次の７つの公園は，拠点となる要素の多様性や配置から，重点的に整備を進めることと

し，相乗効果を高めるため，有機的なネットワークの構築を図ります。 

・偕楽園公園・千波公園 

・大塚池公園 

・七ツ洞公園 

・（仮称）東部公園 

・植物公園 

・森林公園周辺 

・保和苑周辺  
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図３－２ 地域拠点となる公園緑地 

 拠点となる 

公園 

拠点の要素 

① 

スポーツ 

② 

レクリエ

ーション 

③ 

自然と 

ふれあう 

④ 

花(緑)のま

ちづくり 

⑤ 

歴史文化 

⑥ 

緑地保全 

1) 偕楽園公園・千波公園 ● ● ● ● ● ● 

2) 大塚池公園 ● ● ●   ● 

3) 七ツ洞公園  ● ● ●  ● 

4) （仮称）東部公園 ● ● ● ●   

5) 植物公園  ● ● ●  ● 

6) 森林公園周辺  ● ● ●  ● 

7) 保和苑周辺  ● ● ● ● ● 

8) 逆川緑地  ● ●  ● ● 

9) 総合運動公園 ● ●     

10) 青柳公園 ● ●     

11) 東町運動公園 ● ●     

12) 県営堀原運動公園 ● ●     

13) 市立競技場周辺 ● ● ●    

14) 内原ヘルスパーク ● ●     

15) かたくりの里公園   ● ●  ● 

16) 弘道館公園  ●   ●  

17) 備前堀緑道    ● ●  

18) 大串貝塚ふれあい公園 ● ●   ●  

19) くれふしの里古墳公園  ●   ● ● 

 

表３－１ 地域拠点となる公園緑地 
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（１）地域拠点となる公園・緑地の整備 

１）偕楽園・千波公園 

現況及び特性 

・偕楽園公園（58.0 ヘクタール）と千波公園（73.6 ヘクタール）は市の中心地である都市

核の一部として位置付けられており，本市の緑のシンボル空間として市民に愛されてい

ます。偕楽園は，金沢の兼六園，岡山の後楽園と並ぶ「日本三名園」のひとつで，1842

（天保 13）年に水戸藩第九代藩主徳川斉昭によって造られ，園内には約 100 品種・3000

本の梅が植えられており，早春には観梅客で賑わっています。 

・市民の憩いの空間として親しまれている千波公園は，市街地にあり，千波湖とその周辺

の緑地からなる，偕楽園とともに水戸市を代表する公園です。 

・2016（平成 26）年 4 月に，千波湖周辺地区が「生物多様性の観点から重要度の高い湿

地」に選定され，湿地としての保全と再生の取組の推進が求められています。 

・市民の意識調査においても，特に力を入れて欲しい公園は，偕楽園公園と千波公園が 1

位，2 位の回答数で，市民の関心が特に高くなっています。 

整備方針（千波公園） 

・千波公園については観光交流拠点や市民の憩いの空間づくりを進めるため，2016（平成

28）年 5 月に策定した，偕楽園公園（千波公園等）整備基本計画に基づき，再整備を進

めます。 

・水戸のシンボル空間として，自然や歴史，文化を生かした整備やイベントの開催をはじ

め，ジョギングやウオーキングに取り組みやすい環境として，ランニングステーション

やジョギング・サイクリングコース等の整備に努め，市民に親しまれる公園づくりを推

進します。 

・水際園路や電力供給設備及び歴史・観光ロード等の整備により，回遊性の向上を図り，

歩いて楽しめる魅力づくりを推進します。 
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２）大塚池公園（16.0 ヘクタール） 

現況及び特性 

・市の西部に位置し，大塚池とその周辺地からなる茨城百選にも選ばれた景勝地です。 

・ヘルスロードにも指定されている 1 周約 2.6 キロメートルの園路はウォーキングや散策

などで利用されています。 

・冬には白鳥等も数多く飛来し，人の目を楽しませています。 

整備方針 

・近年アオコが発生し，環境が悪化していることから，水質浄化に向けた取組を推進します。 

・冬に多くの白鳥が飛来することから，釣りマナーの向上など，様々な生物と共存できる良

好な環境の醸成に努めます。 

・快適な交流拠点としての魅力を高めるために，案内看板の増設や駐車場の整備の検討，さ

らには，近隣のサギソウで知られる成就院池公園との連携など多くの人に利用される環

境づくりに努めます。 

・市民のニーズの変化や公園施設の老朽化に対応するため，健康遊具の設置や園路，照明灯

などの再整備を図ります。 

 

３）七ツ洞公園（8.0 ヘクタール） 

現況及び特性 

・市の北西部に位置する，豊富な水と池を利用してつくられた英国式庭園の手法で整備さ

れた公園です。 

・公園の各種ＰＲイベント等の開催や映画「テルマエ・ロマエ」のロケ地となるなど特長を

生かした活用策が展開されています。 

整備方針 

・市民団体等と連携して秘密の花苑の再生を推進し，英国式庭園としてより一層の充実を

図ります。 

・主要なアクセスルートからわかりやすい中心市街地側の駐車場の整備や案内標識の充実

を図るとともに，イベント時の臨時駐車場の確保，バリアフリーへの対応，アクセスの向

上に努めます。 

・多くの人々をひきつける魅力のある拠点の形成を目指し，景観の保全や散策路の拡充等

を図ります。 
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４）（仮称）東部公園（計画：約 18.9 ヘクタール自然公園ゾーン） 

現況及び特性 

・本市の東部地区のスポーツ，レクリエーションや自然とのふれあいの拠点として，渋井，

浜田地区に現在整備を進めている公園です。 

整備方針 

・健康の増進と自然環境との共生をコンセプトに，西側のスポーツレクリエーションゾー

ン，東側の自然公園ゾーンから構成される総合公園として整備を推進し，市の東部地区に

おける拠点として交流空間の創出を図ります。 

・スポーツレクリエーションゾーンは，「多世代にわたってスポーツやレクリエーションで

楽しめる公園」をコンセプトに，サッカー場や野球場のスポーツ施設を中心に多目的広場

やジョギングロード，管理棟など約 13.0 ヘクタールの整備を進めます。 

・自然公園ゾーンは，「自然と親しみ，ふれあえる公園」をコンセプトに，芝生広場や遊具

広場など花や緑，水に親しめる交流空間として約 5.9 ヘクタールの整備を進めます。 

 

５）植物公園（8.0 ヘクタール） 

現況及び特性 

・水戸市植物公園は，テラスガーデン，観賞大温室，熱帯果樹温室，植物館，芝生園，ロッ

クガーデン，緑陰広場等からなる洋風庭園です。 

・2016（平成 28）年には，民間事業者と官民協働事業の協定を締結し，薬草を通した新た

な賑わいの創出等に努めています。 

整備方針 

・小吹清掃工場関連施設の解体や跡地の適正な管理を行いながら，清掃工場跡地と一体とな

った新たな公園，自然エネルギー活用施設等の整備を推進します。 

・整備計画事業として観賞大温室，熱帯果樹温室等の再整備，周辺施設と一体になったリニ

ューアル整備を進めます。 

・市立競技場をはじめとする近隣のスポーツ施設との連携施策の強化を進めます。 

 

６）森林公園周辺（森林公園：143.0 ヘクタール） 

現況及び特性 

・森林公園は，明治 100 年を記念して 1969（昭和 44）年から整備された公園です。この公

園は市北西部の丘陵地帯に位置し，143 ヘクタールもの広大な敷地には松林や雑木林，湧

水が見られ，豊かな里山の自然に囲まれています。四季折々の風景を楽しみながら，園内

の散策ができます。 

整備方針 

・豊かな自然環境の保全・再生，活用を図るとともに，森林公園の再整備をはじめ，近隣の

少年自然の家や観光果樹園等を活用した体験・交流型観光を充実することにより，自然の

中で学び，遊び，楽しめる魅力ある交流拠点の形成を図ります。  
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・森林資源の持つ公益的な機能の充実を図るため，西北部の森林公園や丘陵地帯の広大な

樹林地における緑の積極的な保全・再生に努めるほか，民有地における造林・間伐の支

援を進めます。 

・多様な生物が生息し来園者に潤いと安らぎをもたらす森林環境を有しており，森林資源

及び園内の多様な生物の適正な保全管理を努めます。 

・健康増進機能，軽食の提供など新たな楽しみ方の追加，恐竜や遊具，動物とのふれあい

など既存機能の充実を図り特色ある公園づくりを進めます。 

・団体客の誘致に向けた取組や園路の整備を進めるほか，情報発信を強化するなど新規利

用者の誘客を図ります。 

 

７）保和苑周辺（保和苑：1.5 ヘクタール） 

現況及び特性 

・保和苑は，大悲山保和院（だいひざんほわいん）桂岸寺に隣接する庭園です。遠く元禄時

代，徳川光圀公が寺の庭を愛されて「保和園」と名付けられたのが始まりといわれていま

す。 

・約 100 種 6,000 株のアジサイが植栽され，初夏には盛大にあじさい祭りが開催されます。 

整備方針 

・地域の歴史や特性を生かし，園内の施設の再整備や周辺の緑地の保全に努め，アジサイの

名所として魅力ある交流拠点の形成を図ります。 

・保和苑を中心としたロマンチックゾーンについては，保和苑内の施設の再整備や周辺道路

における景観等の整備を進め，アジサイの名所としての魅力のある交流拠点の形成を図り

ます。 

・市民との協働により，植栽の管理やイベントの開催により，地域の拠点として魅力づくり

に努めます。 
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８）逆川緑地（13.8 ヘクタール） 

現況及び特性 

・逆川の両岸と連なる斜面林からなり，豊かな湧水と水生植物園，野鳥観察林，自然生

態観察園もあり，街中で自然とふれあうことのできる貴重な緑地です。市民団体が，

ホタルの再生などの活動を行っています。また，再現した笠原水道（文化遺産）など，

歴史を感じさせる施設も設置されています。 

整備方針 

・未開設部分の整備を進めるとともに，いばらきヘルスロードのコースとして，健康に

資する園路や遊具整備を行います。 

 

９）総合運動公園（13.7 ヘクタール） 

現況及び特性 

・市民球場，体育館，テニスコート 2 箇所，軟式球場，相撲場といった様々な競技スポーツ

が楽しめる公園です。 

整備方針 

・大規模大会の開催と誘致に向け，市民球場の再整備を進めるとともに，市民が安心して快

適に利用することができるよう，施設の整備，充実を図り，市民が気軽にスポーツを楽し

むことができる環境づくりを推進します。 

 

１０）青柳公園（6.3 ヘクタール） 

現況及び特性 

・バレーボールコートが４面ある市民体育館，屋内プールがありプロバスケットボール B リ

ーグの茨城ロボッツの試合会場としても使用されています。 

整備方針 

・利用者のニーズに応じた再整備を推進するほか，体育館への空調設備の設置や駐車場の整

備を進めるなど，スポーツ拠点としての機能強化を図ります。 

  



水戸市緑の基本計画 

54 

 

１１）東町運動公園（4.8 ヘクタール） 

現況及び特性 

・現在，2019（平成 31）年開催の茨城国体に向けて体育館の建替えを進めています。 

整備方針 

・スポーツ・レクリエーションを通じた交流や賑わいづくりに向け，多機能型のアリーナを

持つスポーツコンベンション施設としての新体育館整備を推進するとともに，沢渡川沿い

の緑地の保全を図りながら，回遊性を高めるための施設整備など周辺環境に配慮した整備

を図ります。 

 

１２）県営堀原運動公園（12.7 ヘクタール） 

現況及び特性 

・野球場，競技場，武道館，自由広場といったスポーツ施設や児童遊園，ふれあい広場など

があり，さまざまな大会やイベント等に活用されています。 

・2019（平成 31）年度の茨城国体の弓道競技会場として予定されており，国体開催のため

に必要な改修と，スポーツの拠点施設として必要な整備が行われています。 

 

１３）市立競技場周辺地区 

（市立競技場 9.4 ヘクタール，小吹水源池公園 5.6 ヘクタール） 

現況及び特性 

・市立競技場は，観客 12,000 人を収容する，9 レーンの 400 メートルトラックを備えた第

2 種公認陸上競技場です。また，J リーグの水戸ホーリーホックのホームスタジアムにな

っています。 

・市立競技場に隣接する小吹水源池公園は，3.0 ヘクタールの池の周囲を散歩やジョギング

で利用できる公園です。豊かな水源による水辺空間では，冬季には白鳥等多くの渡り鳥の

姿を見ることができ，利用者を楽しませています。 

整備方針 

・市立競技場の機能強化整備を進め，スポーツ文化の拠点としての充実を図ります。 
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１４）内原ヘルスパーク（1.9 ヘクタール） 

現況及び特性 

・スポーツ機能及び保健機能を兼ね備えた健康増進センター，テニスコート 2 面，芝生広

場，野外ステージを設けた多目的広場があり，内原地区をはじめ多くの市民に広く利用さ

れています。 

整備方針 

・市民が安心して快適に利用することができるよう，施設の適切な管理・運営を行いながら

スポーツ・レクリエーションの拠点としての機能の充実を図ります。 

 

１５）かたくりの里公園（0.2 ヘクタール） 

現況及び特性 

・有賀地区にある 0.2 ヘクタールの県内最大級のカタクリの群生地は市民の手で大切に保護

され，4 月には春の訪れとともに赤紫色の可憐な花が一面に咲き誇ります。 

整備方針 

・かたくりの里公園については，市民との協働により，県内最大級のカタクリの群生地を保

護するとともに，豊かな自然と共生する環境の保全を図ります。 

 

１６）弘道館・水戸城跡周辺地区（弘道館公園（3.2 ヘクタール）） 

現況及び特性 

・弘道館は，国の特別史跡に指定されるとともに，幾度の戦火を免れた正庁・至善堂・正門

は重要文化財に指定されています。敷地には約 60 種 800 本の梅が植えられており，偕楽

園とともに梅の名所となっています。 

・弘道館は，近世日本の重要な教育遺産であり，2015（平成 27）年に日本遺産に認定され

た「近世日本の教育遺産群－学ぶ心・礼節の本源」の構成文化財の１つとなっています。 

・弘道館公園を含む水戸城跡周辺地区は，水戸市景観計画において重点的に景観形成を図る

地区として，水戸の歴史と文化が感じられる歴史まちづくりを進めています。 

整備方針（水戸城跡周辺地区） 

・「弘道館・水戸城周辺地区の歴史まちづくり基本構想」（2014（平成 26）年度策定）に

基づき，水戸城歴史的建造物である大手門・二の丸角櫓・土塀の整備や，歴史・観光ロー

ドの整備等により，歴史まちづくりを推進します。 
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１７）備前堀（備前堀緑道：0.2 ヘクタール） 

現況及び特性 

・水戸藩初代藩主徳川頼房公の時代，灌漑用水と桜川・千波湖の洪水防止のため，伊奈備前

守忠次(ただつぐ)に命じ，築かせた用水堀で，伊奈「備前」守忠次の名から「備前堀」と

名付けられました。当時は千波湖から直接水を流していましたが，大正から昭和にかけて

の千波湖改修により，桜川から取水するようになりました。 

整備方針 

・都市景観重点地区の中心施設として，現在の良好な景観の保全に努めるとともに，下市地

区の商店街や寺社等の周辺の歴史的資源との有機的な連携を図るための方策について検

討を進めます。 

 

１８）大串貝塚ふれあい公園（3.7 ヘクタール） 

現況及び特性 

・縄文ひろば，国指定史跡の大串貝塚，縄文人の暮らしを紹介した「縄文くらしの四季館」

や縄文・弥生・古墳時代の復元住居などがあり，古代の人々の暮らしにふれることができ

ます。 

整備方針 

・文献に記載された世界最古の貝塚である，国指定史跡・大串貝塚の保存・活用を推進し，

その魅力を広くＰＲするとともに，周辺施設との連携を強化します。 

・歴史公園として，地域や市民に親しまれるよう，埋蔵文化財を活用した学習や体験活動を

推進するとともに，風土記の丘ふれあいまつりの充実を図り，賑わいある地域づくりに努

めます。 

 

１９）くれふしの里古墳公園（3.1 ヘクタール） 

現況及び特性 

・前方後円墳 6 基，帆立貝形古墳 1 基，円墳 9 基で構成されており，ごく狭い範囲に多数

の前方後円墳が集中する貴重な古墳群を生かした公園です。 

整備方針 

・動植物の貴重な生息・生育空間として，また，レクリエーション，自然体験学習の場や緑

に親しめる空間として，樹林地をはじめとした自然の保全を図るとともに，賑わいある交

流拠点の形成を図ります。 

・日本一高い埴輪の展望台がある，くれふしの里古墳公園は，賑わいある地域づくりの中で，

その魅力のＰＲを行うとともに，周辺施設との連携を強化します。  



水戸市緑の基本計画 

57 

 

基本方針２ 人々が訪れ，親しまれる緑づくり 

２ 市街地内の身近な公園等の整備 

多くの公園が整備から 30 年以上経過しており，遊具など施設の老朽化が進み，安全・安心の確

保が求められています。そのため，公園施設長寿命化計画に基づき，順次改修を進めていくととも

に，多様な市民ニーズに合わせて改修，整備を進めます。 

また，道路空間の緑は，都市の景観を形成するほか，市民意向調査でも要望が高く，市街地内の

身近な緑として認識されていることから，街路樹や植栽帯の整備を進め，歩いて楽しめる道路空間

の整備を推進します。 

 

（１）身近な公園・緑地等の整備 

身近な公園は，日常生活圏の中にあり，散策，健康のための運動，休息，子ども達の遊び

場など生活基盤となる都市施設です。しかしながら，本市においては，開設から 30 年以上

経過した公園が 3 分の 1 を占め，老朽化が進み，機能の低下と維持管理費の増大，安全・安

心の確保が課題となっています。 

 

１）公園施設長寿命化計画に基づく整備 

・公園施設の計画的な維持管理の方針や長寿命化対策を定め，公園施設の安全確保と機能保全

を図りながら，維持管理予算の縮減や平準化を図ることを目的に，2013（平成 25）年度に策

定した「水戸市公園施設長寿命化計画」に基づき，計画的に公園の再整備，改修を進めます。 

 

２）市民ニーズに合わせた公園緑地の再整備 

・市民が日常的に利用できる身近な公園が少なく，市民から子どもや高齢者が利用しやすい公

園が要望されていることから，子どもの遊具や高齢者の健康増進など，地域ニーズに合わせた

再整備・改修を図るとともに，土地区画整理事業等に合わせた公園整備を検討します。 

・また，再整備に合わせ，可能な限りバリアフリー対策に努めます。  

 

（２）街路樹の整備 

・魅力的なまちなみを形成するため，景観計画に基づき，駅前の大通りや幹線道路等には，安全

に配慮しつつ，地域の特性に合わせ可能な限り，街路樹の整備に努めます。 

・街路樹や植栽帯のある道路においては，花が咲き，樹形の整えられた街路樹や植栽帯，道路

に隣接した民有地の緑や花と一体となった道路空間整備を進めます。 

 

（３）良好な歩行空間の整備 

・市内には，千波湖や大塚池，備前堀緑道をはじめとした，さまざまな歩行空間があり，日常の

快適な散歩，健康のためのウオーキング，休息の場として幅広く利用されています。今後も利

便性の向上を図るとともに，良好な歩行空間の整備を進めていきます。  
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基本方針３ 安全・安心なまちを実現する緑づくり 

１ 災害に対応した公園の整備，緑地の保全 

公園・緑地には，地震等の自然災害に対する災害防止や火災など二次的な災害を減少させる機能

があります。そのため公園・緑地は，火災発生時の一時的な集合場所や避難場所としての役割を担

うとともに，飲料水や食料を備蓄できる施設を整備し，救援活動の場として，防災・減災に寄与し

ます。また，必要に応じて，応急仮設住宅の建設用地として活用します。 

 

（１）広域避難場所となる公園等における防災機能の充実 

広域避難場所として，①避難者を受入れるための芝生広場をはじめとする避難空間，②放

送・通信整備など情報の伝達・収集に関わる施設，③消防活動を支援する消火水利施設，④

避難生活を支援するための飲料水，食料の備蓄，⑤トイレをはじめとする備蓄資機材など，

防災施設や設備の充実に努めます。 

 

（２）市街地内の防災公園等の整備の推進 

広域避難場所以外の公園は，災害時には市街地内においては広域避難場所に至るまでの一

時避難の場，被災者の情報交換や救援の場として利用されます。このような状況を踏まえ，

耐震性貯水槽等の整備や多目的広場の確保などを進めます。 

 

（３）延焼遮断帯の役割を担う緑地等の保全 

木造密集地など延焼の可能性の高い地域においては，樹林帯など緑地の持つ幅射熱を遮断

する機能により，地震等による二次災害の大火に対する延焼遮断効果による遮断帯の形成が

期待できるため，市街地においては，樹林帯もしくは不燃化した建築物と一体となった延焼

遮断帯となるよう緑地の保全，公園の緑化，街路樹の整備，民有地の緑化などを進めます。 
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基本方針４ 市民との協働による緑づくり 

１ 市民との協働による緑のまちづくりの推進 
 

今後，少子高齢化や人口減少の進展により，市内に存在している既存の公園等をどう活用してい

くのかが課題となっていきます。こうした社会情勢の変化に伴う，公園等利用のニーズの変化を考

慮し，新たな公園等の管理や運営のあり方等を検討する必要があります。 

市民アンケートの結果から，公園の清掃活動，維持管理への協力，市との協働による活動，イベ

ントへの参加要望など，市民の協働への意識，意向が高いことを踏まえた制度及び事業を検討する

とともに，官民連携による緑のまちづくりに取組むための施策を推進します。 

 

（１）市民等が気軽に参加できる，緑のまちづくりの仕組づくり 

１）緑に関する情報の提供 

・市民や団体，企業の緑化活動，緑のまちづくりの大切さや意義についてホームページ等を活用

した情報発信により普及・啓発に取り組みます。 

・市民や団体，企業の緑化活動に対する表彰等を行い，緑化活動に取り組む意欲の向上に努めま

す。 

２）緑のイベント等の充実 

・都市における緑の保全・創出及び都市公園の施設や機能の周知を図るほか，利活用を推進する

ため都市緑化に関し，広く市民の理解と協力を得るため，都市緑化フェスティバルの充実に努

めます。 

・観光資源を活用したウォークイベントの実施や企業等との連携による新たな体験イベント開

催に向けた検討を進めます。 

３）事業者の緑づくり活動の支援 

・水戸駅前や商店街などの花壇等の整備，または植物の植込みによる美観の向上を行う「はな

ふるたうん事業」等を通して，民間や NPO 等を含めた事業者の緑づくりの活動を支援しま

す。 

 

（２）市民との協働による花のまちづくりの推進 

・市内の公園や中心市街地で，四季折々の花を絵巻のように次々とみられるように，市民ボラ

ンティアの組織化や栽培技術の指導を行い，市民との協働により花の名所づくりに取り組む

ともに，水戸市の新しい魅力として広報し，回遊性を高め観光の振興と地域の活性化を図る

「水戸の花絵巻事業」を推進します。 
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（３）市民との協働による公園等の利活用 

１）公園愛護会の支援 

・既存の公園については，現在市内に 54 団体ある公園愛護会を中心に，公園の美化等の活動を

支援していきます。また，愛護会の充実に向けて施策を推進します。 

２）里親制度による管理の導入・推進 

・市道の植栽帯や公園の一部などにおいて，市民団体の登録により道路や植栽の管理を行って

いく里親制度を導入し，市民との協働による管理の推進を図ります。 

 

（４）市民との協働による緑の保全 

千波公園をはじめ，市内の各所で，市民との協働により，緑の保全が進められています。

より多くの場所で多くの人々が参加できるよう，これらの活動を継続して支援するととも

に，新たな活動の掘り起こしを進めます。 

【市民の活動事例】 

・千波公園のビオトープづくり 

・かたくりの里公園のカタクリの保全活動 

・成就院池のサギソウの再生・保全活動 

・緑の少年団※等による緑の管理活動 

・湧水地の保全・活用活動 

 

※ 緑の少年団の活動による緑の管理 

子ども達に緑の大切さ，役割を学んでもらうことなどを目的に森林愛護推進運動事業の補助

金を受け，森林林業体験，森林の観察，記念植樹，公園などの清掃活動，花壇の育成，学校林

の周辺環境整備などを行っています。2015（平成 27）年度現在，8 団体が活動しています。 
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第５ 推進体制と進行管理 

１ 計画の推進体制 

（１）市民・事業者・市の取組 

水戸市緑の基本計画をより実効性のあるものにするために，市民，事業者，市による推進体制

を充実させ，市民や事業者が自発的に計画を推進できる体制を整備するとともに，各主体が持つ

役割を理解し，協力・連携していく必要があります。 

 

１）市民の取組 

市民は，緑のまちづくりを担う中心的な役割を果たしていくことが必要です。このため，

自然や緑の価値・機能を理解し，地域の緑を資源として認識するなど関心を高め，身近な緑

の大切さを実感することが求められます。緑の様々な活動への参加が緑のまちづくりに参画

する第一歩であるということを理解し，地域の緑化活動などに主体性や責任感をもって参

加・協力していくことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）事業者の取組 

民間や NPO 等の事業者は，地域の一員として緑を含めた環境の保全・活用に貢献するよ

う努めることが求められます。また，事業活動が緑や環境に対して影響を与えないように配

慮するとともに，市などの施策に協力するなど，緑のまちづくりに積極的に貢献していくこ

とが期待されます。 

 

３）市の取組 

市は，緑のまちづくりの先導役であり，すべての施策について責任をもって推進していく

ことが求められます。特に今後は，市民・団体や企業と協働して緑のまちづくりを推進して

いくことがますます必要となってきます。情報の提供や交流の場づくりに積極的に取り組む

とともに，制度の活用や整備に努めていきます。 

  

関心を高める 
緑化活動 

イベントへの
参加 

緑のまちづくり
の企画・運営 

への参画 

図４－１ 市民の取組 
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２ 進行管理 
緑の基本計画を策定（Plan）し，施策や事業の実施（Do）を受けて，その効果を評価

（Check）し，必要に応じて見直す（Action），ＰＤＣＡサイクルにより，施策の適切な進行管理

と事業の質の確保を図ります。 

また，本計画で掲げる施策や事業は，計画の目標に向け着実に推進しますが，中間時や大きな

社会動向の変化に応じて適宣，計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 

計画策定 

Ｃｈｅｃｋ 

評価 

Ａｃｔｉｏｎ 

見直し 

Ｄｏ 

事業実施 

図４－２ ＰＤＣＡサイクル 



 

 

 

 


