
 

 

 

「魁のまちづくり地域懇談会」における水戸市第６次総合計画・骨子「素案」への 

意見等の概要及び各意見等に対する市の考え方 

 

 

 平成 25 年８月の５日間，「魁のまちづくり地域懇談会」を開催し，409 人に御参加いただ

き，35 人の方から 50 項目にわたり，水戸市第６次総合計画・骨子「素案」に対する意見等

をいただきました。 

 

日  時 場  所 参加者数 

８月６日（火）午後７時から 福祉ボランティア会館 70 人 

８月８日（木）午後７時から 総合教育研究所 85 人 

８月 20 日（火）午後７時から みと文化交流プラザ 86 人 

８月 22 日（木）午後７時から 内原中央公民館 92 人 

８月 25 日（日）午後２時から みと文化交流プラザ 76 人 

 

  意見等については，適宜要約した上で整理し，それに対する水戸市の考え方は，地域懇

談会時における回答とともに，その後の状況変化等を踏まえ，まとめています。 

 

  ○８月６日（福祉ボランティア会館） 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

管理不十分な空き家などについ

て，適正に管理するよう指導等を

進めてほしい。 

 安全・安心な暮らしを実現するためには，近隣住民が

不安を感じる適正に管理されていない空き地や空き家

について，生活環境に悪影響を及ぼすことがないように

する必要があります。 

 管理が不十分な空き地や空き家の所有者への指導

など，対策の強化を図っていくことを基本計画に位置付

けてまいります。 

石川小学校正門周辺の安全対

策の強化を図ってほしい。 

通学路の安全対策は，子どもたちを健やかに育んで

いくためにも重要な施策であり，歩道整備をはじめ，学

校，地域，家庭との連携による取組を推進していくこと

を位置付けてまいります。 

石川小学校の正門周辺については，より実現性の高

い手法を検討し，児童の安全確保を図ってまいります。

町内会加入率の目標値を 70 パ

ーセントとしているが，どのような施

地域みんなでコミュニケーションが図れる活力に満ち

たまちを形成していくために，地域コミュニティ活動とあ
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策を進めるのか。 

 

わせ，その地域活動を支える町内会・自治会は大変重

要であると捉えております。 

町内会の加入率の低下は課題となっており，水戸市

住みよいまちづくり推進協議会等と連携し，「広報みと」

や市ホームページ等において広報啓発活動を推進す

るほか，加入促進パンフレットの配布を実施するなど，

町内会活動への参加意識や自治意識の高揚に努めな

がら，より効果的な手法について，地域団体や関係機

関等と検討し，加入率の向上を図ってまいります。 

災害時要援護者の支援体制に

ついて，全地区において構築する

こととしているが，どのように進めて

いくのか。 

災害に強いまちづくりを推進していくため，災害時要

援護者支援も重要であると捉えており，重点プロジェク

ト「災害に強いまちづくりプロジェクト」を位置付け，優先

的かつ集中的に取り組むこととしております。 

全地区における支援体制の構築に向けては，市が

主体的に取り組み，支援方法のマニュアルなどを作成

してまいります。 

その上で，地域の皆様と協議し，地域の実情に合わ

せた組織づくりを進めたいと考えております。 

また，自主防災組織及び民生委員の方が中心となっ

て，安否の確認や避難所への誘導などを行っていただ

きたいと考えており，市民と行政との協働により，支援体

制の構築を図ってまいります。 

原子力災害に備えた地域防災

計画の見直し，原子力安全対策の

強化が示されているが，避難実施

が可能な避難計画を策定すること

ができるのか。 

広域避難計画については，早期の策定に向け，避

難シミュレーション等を踏まえながら，茨城県及び県内

市町村などと連携し，実効性のある計画づくりを進めて

まいります。 

子ども達が安心して遊べる屋内

遊び場が必要であり，専門のスタッ

フが常駐する子育て支援施設を整

備してほしい。なお，新設予定の老

人福祉センターとあわせた整備を

検討してほしい。 

本市においては，子育て世帯が安心して，遊び，交

流できる中核的施設を市内２か所に整備し，専門スタッ

フによる事業を展開しております。 

今後とも，安心して子どもを生み，育てることができる

まちを目指し，民間保育所の整備促進や中核的施設

の活動充実，子育て広場事業の全市民センターへの

拡充などを重点プロジェクトに位置付け，早期に成果を

上げていくこととしております。 

また，新設予定の老人福祉センターにおいても，積

極的に多世代交流等の事業に取り組んでまいります。 

市民会館について，同一的な施

設は集約化すれば，まちなかの活

市民会館につきましては，市民の芸術文化の向上と

福祉増進という役割にとどまらず，交流人口の増加を担
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性化が図れるのではないか。 うコンベンションの拠点として機能強化を図ることとし，

計画に位置付けることとしております。 

立地場所につきましては，コンベンション機能によ

る，まちなかへのにぎわい創出や経済波及効果が見込

まれ，まち全体の活性化に大きな効果が期待できるこ

と，そして，県内外からの来客に対応できる公共交通機

関が充実していること，都市中枢機能の集積による都

市核の強化というまちづくりのコンセプトに合致している

ことなどから，中心市街地への立地が 善であると判断

し，中心市街地への立地について，基本計画に位置付

けてまいります。 

今後，具体的な立地場所も含め，様々な角度からさ

らなる検討を進め，整備方針の早期決定を目指してま

いります。 

台渡里官衛遺跡群の保存に向

けた取組はどのようになっている

か。 

古代常陸国那珂郡の役所や寺院の跡が良好な状態

で保存されている国指定史跡の台渡里官衛遺跡群に

ついては，保護，保存，整備等に向けた計画策定を進

めているところであり，新たな交流を生み出す観光資源

としての活用を早期に図っていくことも位置付けてまい

ります。 

市政運営の長期的な展望とし

て，100 年先を見据えてまちづくり

を進めていく必要があるのではな

いか。 

まちづくりを進めていく上では，長期的な展望を持

ち，まちづくりのビジョンを描いていく必要があります。 

そのため，今回の計画において，人口減少社会，超

高齢社会の到来，深刻さを増す地球環境問題など，時

代が大きく変化する中で，それらに対応できるコンパク

トな都市構造を展望し，魅力・活力が集積したスマート

でエコな先進都市づくりを進めていくことを位置付けて

おります。 

また，広域的なまちづくりの視点からは，県央地域全

体の発展，強力な水戸都市圏の形成に向けた広域行

政を推進していくことも位置付け，都市間の連携や協

働などを一層推進してまいります。 

教育の量だけでなく，質の向上

を図ってほしい。 

将来を担う人材の育成は非常に重要であり，都市づ

くりの基本理念において，人づくりをまち全体で積極的

に推進していくこととしております。 

そのため，重点プロジェクト「未来への投資プロジェク

ト」として，様々な分野でリーダーとなり，活躍する人材

の育成に向け，幼稚園，小，中学校の全ての教室に空

調（エアコン）を整備するなど教育環境の改善だけでな
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く，水戸の先人の教えを基底に，確かな学力や郷土を

愛し，社会に貢献しようとする心の育成を図る取組を先

進的に進める「水戸スタイルの教育」を推進し，質の向

上を図っていくことを位置付けております。 

避難所の鍵等の管理について，

柔軟な対応を図ってほしい。 

避難所運営体制の強化に向け，避難所への指定動

員の確立，自主防災組織等との連携等を位置付けて

おり，避難所の管理についても，学校や地域等と連携

しながら，災害時に迅速な対応が図れるよう，訓練等に

も努めてまいります。 

 

  ○８月８日（総合教育研究所） 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

 水戸市第６次総合計画をはじめ，

行政からの説明に当たっては，ビジ

ュアル化を図るなど，説明方法を工

夫してはどうか。 

 今後，行政懇談会等を開催するに当たりましては，で

きる限りわかりやすい説明となるよう，ビジュアル化に努

めるなど，説明方法を工夫してまいります。 

新たなごみ処理施設の整備に

向けた取組状況はどのようになっ

ているか。小吹清掃工場の跡地に

ついては，周辺施設と連携する必

要があり，地域の意見等も十分考

慮した計画づくりをお願いしたい。 

現在，小吹清掃工場の老朽化等に対応するため，

下入野町地内を建設予定地として，焼却施設やリサイ

クルセンターなどの新ごみ処理施設等整備に向けた調

査・測量とともに，敷地造成や雨水排水施設等の設計

などを進め，早期完成を目指しているところであります。

清掃工場跡地利用の検討に当たっては，小吹地区

の全世帯を対象としたアンケートを実施するなど，地元

の皆様との協議を重ねてきたところであり，基本計画に

おいて，植物公園と一体となった新たな公園として整備

し，自然エネルギー活用施設等の導入を図っていくこと

を位置付けることとしたものであります。 

周辺施設等の連携についても，地域の皆様と協議し

ながら，市立競技場をはじめとするスポーツ系施設との

連携施策の強化とともに，農業の振興に資する取組へ

の支援を進めてまいります。 

逆川について，塩橋から上流の

東野町までの区間における堤防を

歩道として整備してほしい。 

逆川の塩橋から上流部については，堤防が完成して

おり，河川の管理用道路となっている部分は，一般の

通行も可能でありますが，快適に歩ける状況とはなって

おりません。 

都市空間整備の方向としては，基本計画において，

千波湖から放射状に伸びる河川や緑地の保全・再生を

目指すことを位置付け，水と緑の潤い空間づくりに努め
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ることとしております。 

そのため，堤防の歩道整備につきましては，自然と

親しめる環境づくりとともに，健康づくりの観点から，今

後，県とも協議し，検討を進めてまいります。 

 石川川については，台風や集中

豪雨時に氾濫し，家屋の浸水や道

路冠水などの被害があることから，

早急に整備してほしい。 

近年のゲリラ豪雨や宅地化の進行により，石川川に

流入する水量が増えており，道路冠水等の被害が生じ

ております。 

森戸橋から下流の涸沼川までの県管理区間につい

ては，早期整備を要望しており，県において整備を推

進しているところであります。 

 上流部の市管理河川については，基本計画に，改修

工事とともに，浸水被害の軽減に向けた調節池の整備

を位置付けることとしており，浸水被害の軽減に努めて

まいります。 

 また，市域全体の雨水排水施設整備プログラムの策

定を進めており，浸水被害の解消に向けた整備を重点

的かつ集中的に推進してまいりたいと考えております。

見川幼稚園，小・中学校とともに

市民センターを同時に整備すれ

ば，学校教育と連携した地域の多

世代交流などをより効率よく進めて

いくことができるのではないか。 

見川幼稚園，小・中学校については，一体的な改築

整備に向け，全体・基本設計に取り組んでおり，各施設

の配置計画や段階的な整備手法の検討を進めている

ところであります。市民センターをあわせて整備すること

は，学校施設の形状の問題や建物の日陰などの法的

な規制等の面から難しいものと考えております。 

市民センターと幼稚園，小・中学校との様々な連携

は，非常に重要であると認識しており，市民センターに

おける多世代交流事業の拡充など，連携強化に向けた

取組を位置付けるとともに，見川市民センターは，学校

敷地と隣接していることから，施設面での連携に向けた

検討も進めてまいります。 

男女平等参画社会について，性

差にかかわらずということではなく，

性差を踏まえていくことも必要では

ないか。 

活力にあふれ，心豊かな社会を築き上げていくため

には，男女が互いに人権を尊重し，責任を分かち合

い，だれもがその個性と能力を十分に発揮できる男女

平等参画社会を実現していくことが必要です。 

本市においては，男女共同参画都市宣言や基本条

例の策定など，市民との協働により，男女平等参画社

会の形成に向けた取組を進めてきたところであります。 

今後とも，様々な分野において，男女が互いに人権

を尊重することを基本に，性差についても考慮しなが

ら，各種施策を進めてまいります。 
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 本市全体の活性化に向けて，大

学の誘致等を積極的に行っていく

必要があるのではないか。 

大学については，専門の知識等を得られる場であ

り，行政との連携協力により，地域の発展や人材の育

成を図っていく上で，重要な高等教育機関であります。

本市においては，茨城大学，常磐大学及び茨城キリ

スト教大学との連携協力の協定を結んでいるところであ

り，今後とも，様々な分野で積極的に連携していく必要

があります。 

そのため，学校教育や健康づくりをはじめとした各種

分野において，大学等との学・官連携事業の推進ととも

に，産・学・官の連携による新製品・新技術開発やイン

ターンシップ制度導入などを進めていくことを位置付け

てまいります。 

また，大学の誘致については，情報の収集に努めな

がら，対応を検討してまいります。 

 

○８月 20 日（みと文化交流プラザ） 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

交通安全・防犯の充実，消費者

被害の防止，地域コミュニティ活動

の推進などを図っていく上では，地

区会をはじめ，地域との連携が大

変重要であるため，事業主体として

明記すべきではないか。 

また，ご近所のつながりを強化し

ていくためにも，人の心の持ち方の

大切さを示してほしい。 

地域コミュニティ活動の主体は，地域住民であり，地

区会やそれを構成する団体は，市とともに事業主体と

なって，協働により事業を推進することとしております。 

地域コミュニティ活動をはじめ，交通安全・防犯の充

実や消費者被害の防止など，地域も主体となって取り

組む施策については，事業主体として，地域団体を明

記することとしてまいります。 

また，人の心の持ち方の大切さについても，非常に

重要なものと認識しており，都市づくりの基本理念にお

いて，あらゆる分野での人づくりをまち全体で積極的に

推進していくことを位置付けることとしており，地域を支

える人づくりを進めながら，地域の力の一層の伸展に努

めてまいります。 

市民センターについては，地区

会の責任で利用ができる施設とし

てほしい。また，使用許可制度は，

廃止の方向で検討をお願いした

い。さらに，コミュニティルームの設

置を進めてほしい。 

市民センターにつきましては，地域コミュニティ活動，

生涯学習活動，さらには地域の防災活動の拠点となる

施設であり，地域の活動を幅広く促進していくため，限

られた施設を有効に活用できるよう，地域の要望を踏ま

え，柔軟に対応してまいります。 

地区会などが主体となった管理運営については，手

法などの検討を進め，利用手続きの簡素化について

も，あわせて検討を進めてまいります。 

コミュニティルームの設置につきましては，施設の一
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層の機能充実に向け，基本計画において，全ての市民

センターに設置していくことを位置付けることとしたとこ

ろであります。 

常磐自動車道水戸北スマートイ

ンターチェンジのフルインター化を

積極的に進めてほしい。 

広域的な交通ネットワークである高速道路について

は，観光や物流，さらには，災害時の緊急輸送等に重

要な役割を担っており，東関東自動車道の全線開通や

水戸北スマートインターチェンジのフルインター化が急

務となっております。 

これらの事業は，非常に重要なものであることから，

基本計画において，国や県への要請など，早期の完成

に向けた整備促進を位置付けることとしたところであり，

積極的に推進してまいります。 

常磐自動車道田野パーキング

エリアの利活用を図っていく必要

があるのではないか。 

交流人口の増加に向けては，広域的な回遊性を目

指した一層のＰＲ活動を進めていく必要があり，基本計

画において，広域交通網を活用した誘客促進や観光

キャンペーンの実施を位置付けることとしております。 

高速道路のサービスエリアなどについても，関係機

関と連携しながら，誘客促進に向けた取組を進めていく

必要があると考えております。 

田野パーキングエリアについては，関係機関と協議

を進め，施設の機能向上とともに，利活用に努めてまい

ります。 

台渡里官衛遺跡群については，

地域を誇れるものとして感じること

ができるよう，早期に整備してほし

い。 

古代常陸国那珂郡の役所や寺院の跡が良好な状態

で保存されている国指定史跡の台渡里官衛遺跡群に

ついては，保護，保存，整備等に向けた計画策定を進

めているところであります。 

地域住民が歴史や文化を感じられるとともに，新たな

交流を生み出す観光資源としても活用できるよう，展示

施設を備えた暫定的な公園の早期開設を進めることを

位置付けることとしたところであり，その実現を目指して

まいります。 

弘道館・水戸城跡周辺地区にお

ける歴史まちづくりとして，二の丸

角櫓や大手門の復元，歴史・観光

ロード整備を位置付けているが，今

後，どのように進めていくのか。 

弘道館・水戸城跡周辺地区につきましては，歴史的

資源が集積しており，歴史薫るまちづくりとともに，中心

市街地のにぎわい創出などを図っていく上でも，非常

に重要な地区であります。 

水戸の顔にふさわしいまちづくりを進めていくための

基本構想の策定を進めているところであり，基本計画に

おいて，旧水戸城建造物である二の丸角櫓や大手門

の復元等を含め，歴史性に配慮した道路景観整備など
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も位置付けることとしたところであります。 

今後，多くの人が訪れ，歴史を感じられる空間づくり

に向け，復元等の優先順位を定めた上で，計画的，か

つ効果的な整備を推進してまいります。 

水戸協同病院については，安

心・安全な生活環境を維持する上

でも非常に重要な施設であるた

め，現在地での建替えを促進して

ほしい。 

水戸協同病院につきましては，総合医療，救急医療

を提供する中心市街地に残された数少ない中核的病

院であり，地域住民のみならず広域的な医療拠点とし

て，大変重要な役割を担っているものと認識しておりま

す。 

そのような中，水戸市に対し，病院に隣接する市営

駐車場の用地提供の要望があり，中心市街地における

総合的医療機能を存続されることを 優先とすべきで

あるとの考えのもと，病院側に売却する方針としたところ

であります。 

建替え時における医療機能の継続的な確保や駐車

場を活用した地域イベントの継続など，課題もあること

から，病院側と協議を進めながら，現在地での建替えを

促進してまいります。 

市民会館について，中心市街地

の再生の柱・基軸でもあることか

ら，中心市街地への移転を進めて

ほしい。 

市民会館の立地場所につきましては，コンベンション

機能による，まちなかへのにぎわい創出や経済波及効

果が見込まれ，まち全体の活性化に大きな効果が期待

できること，そして，県内外からの来客に対応できる公

共交通機関が充実していること，都市中枢機能の集積

による都市核の強化というまちづくりのコンセプトに合致

していることなどから，中心市街地への立地が 善であ

ると判断し，中心市街地への立地について，基本計画

に位置付けてまいります。 

今後，具体的な立地場所も含め，様々な角度からさ

らなる検討を進め，整備方針の早期決定を目指してま

いります。 

震災後，地域独自に実施したア

ンケートの報告書について，有効

活用を図ってほしい。 

災害時には，公助はもとより，自助，共助が不可欠で

あり，隣近所や地域において助け合う地域防災を一層

推進していく必要があります。 

そのため，基本計画において，地域の自主防災組織

等と連携しながら，情報伝達や避難所運営体制の強化

を図るほか，町内会等の身近なコミュニティにおける防

災活動を促進していくことなどを位置付けております。 

今後，御提案の地域におけるアンケートを含め，東

日本大震災で明らかとなった多くの課題や問題点を共
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有し，防犯対策の充実を図っていけるよう，各種広報媒

体を活用した防災情報の提供とともに，様々な機会を

捉え，防災知識の普及や意識の啓発を進めてまいりま

す。 

ＩＳＯ等の認証取得について，ど

のようなものが支援の対象となるの

か。 

高い競争力と効率性を発揮できる工業，流通の振興

に向け，ＩＳＯ等認証取得や新製品開発などの取組に

対する各種支援を進めております。 

ＩＳＯ等の認証取得の支援については，１件当たり 30

万円以内で，３分の１を水戸市で補助しており，事業者

のニーズを捉え，支援制度の充実に努めることを位置

付けてまいります。 

 

○８月 22 日（内原中央公民館） 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

上中妻市民センターの改築や体

育施設の併設を，第６次総合計画

へ位置付けてほしい。 

市民センターの整備については，耐震補強できる施

設は，改築によらず建物をできる限り長く使っていくこと

を基本に，長寿命化計画に基づく改修を位置付けるこ

ととしたものであります。 

あわせて，地域コミュニティ活動の拠点としての機能

を高めるため，全市民センターへのコミュニティルーム

の設置も位置付けております。 

地域みんなでコミュニケーションが図れる活力に満ち

たまちづくりに向け，地域コミュニティ活動や特色ある地

域づくりの支援をはじめ，その活動拠点である市民セン

ターの機能充実を図ってまいります。 

また，体育施設の併設については，限られた財源の

中，整備は困難なため，体育館の夜間開放の充実や

社会体育施設の一層の利便性向上に努めてまいりま

す。 

上中妻地域（上中妻市民運動場

脇）に児童公園の設置を，第６次総

合計画へ位置付けてほしい。 

子どもたちが安心して遊ぶことができる空間づくりは

重要なものと認識しております。 

上中妻市民運動場脇の敷地への公園整備につきま

しては，運動場の使用状況等を踏まえると安全上，課

題があることから，地域の皆様の御協力をいただきなが

ら，放課後子ども教室事業の一環としての校庭開放を

はじめ，子どもの広場事業など，他の手法での対応を

検討してまいります。 
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将来人口の見通しや考え方及

び経済展望として新たな産業の誘

致への見通しを伺いたい。 

  

日本の総人口の減少が進んでいる中にあって，本市

においては，現在も微増傾向が続いておりますが，将

来的には人口減少が見込まれております。 

しかしながら，県都かつ水戸都市圏のリーダーとして

求められる本市の役割を踏まえ，活力ある都市としてい

くためにも人口の流出・減少を抑制し，2023 年度にお

いては，現況と同程度の27万人を維持していくことを目

標として掲げたものです。その実現に向け，子育て支

援をはじめ，福祉サービスや教育，就業環境，生活基

盤等の充実を図るとともに，都市の魅力を高める施策を

総合的に展開しながら，人口の定住化を目指してまい

ります。 

地域経済の活性化を図っていくために，時代のニー

ズを捉えた新たな産業の誘致は，産業振興をはじめ，

新たな雇用創出の視点からも，大変重要であると捉え

ており，基本計画において，「企業立地の促進」や「産・

学・官連携による新産業創出の支援」を位置付けており

ます。 

今後とも，産学官連携による新技術開発等に向けた

取組を支援するとともに，新たな企業，事業所の立地誘

導や起業の支援策の推進に努めてまいります。  

旧山根小学校跡地の利活用に

ついての見通しを伺いたい。 

また，同旧校舎の地域の緊急避

難所としての整備について，市の

考えを伺う。 

 

旧山根小学校跡地については，地域の要望を踏ま

え，利活用方策の検討を進めております。 

魅力発信・交流拠点と位置付ける森林公園周辺地

区の中の施設の一つとして，将来にわたっての人づく

り，地域の活性化に向け，森林公園周辺地区の魅力発

信・交流拠点の形成等の施策と連携が可能であること，

安心して継続でき，かつ地域への貢献が可能であるこ

と，地域住民が親しみを持てること，これら三つの視点

から持続可能な利活用を図ってまいりたいと考えており

ます。 

また，山根地域の避難所については，現在，山根市

民センターを指定しておりますが,今後，旧山根小学校

跡地の利活用方策に応じ，耐震化を検討するとともに，

少年自然の家の活用についても検討してまいります。 

内原南部地区における農業集

落排水の早期整備を，第６次総合

計画へ位置付けてほしい。 

 

内原南部地区の農業集落排水事業については，県

の「排水ベストプラン」に位置付けられておりますが，人

口減少や集落形成の変化，社会経済情勢などの変化

から，内原南部地区を含む新規４地区において，今年
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度，整備計画の見直しを進めております。 

基本計画において，生活環境の改善や公共用水域

の水質保全に向け，下水道，農業集落排水施設，合併

処理浄化槽といった生活排水施設の手法を効率的，

効果的に選択し，整備や維持管理を進めるため「農村

地域における汚水処理のあり方の検討」を位置付ける

こととしており，今後，具体的な検討を進めてまいりま

す。 

内原駅について，橋上駅舎，自

由通路，駅南口広場等の整備を，

第６次総合計画へ位置付けてほし

い。 

 

内原駅周辺地区については，駅北の土地区画開発

事業により，駅北口広場の整備や保留地処分などが計

画どおり進み，現在，事業終了に向けた換地処分等の

手続に着手しているところであります。 

水戸市・内原町合併建設計画においては，橋上駅

舎及び自由通路に向けた整備の検討までの位置付け

となっておりますが，基本計画において，駅北の整備状

況を踏まえ，「橋上駅舎，自由通路，駅南口広場等の

整備」を位置付けることとしております。 

内原駅東側の安全対策として，

駅南口広場の整備を早急にすべ

きである。 

 

内原駅東踏切周辺の交通安全対策については，当

面の対応として，道路管理者，警察，ＪＲとの協議を通

し，注意喚起のための標識の設置をはじめ，広報等に

よる市民の皆様への注意喚起を図りながら，交通安全

意識の醸成に努めてまいります。  

将来都市像「笑顔あふれる安心

快適空間 未来に躍動する 魁の

まち・水戸」，及び都市空間整備構

想「魅力・活力 スマート・エコシテ

ィ」とはどのようなイメージか伺いた

い。 

水戸市では，これまでも，先見性，実践性等を特徴と

する水戸藩の学問，弘道館の天下の魁の精神を受け

継ぎ，先人の教えや歴史と伝統に根差した教育を実践

してきたところであります。 

 県都，水戸都市圏のリーダーとして，これらの歴史に

裏打ちされた風格を保ち，教育，文化，福祉，医療，雇

用など，あらゆる分野において，先進的な発展をリード

する都市を目指し，「魁のまち・水戸」を将来都市像に

掲げたものであり，市民の皆様と意識の共有に努めて

まいります。 

また，都市空間整備構想については，県都水戸とし

て，都市の力を高めていくためにも，地球環境の保全と

ともに，自然環境との共生を基調として，都市の中心と

なる都市核をはじめ，様々な拠点をすっきりと効果的に

配置したスマートな都市構造を目指すものであります。

そして，都市核としての中心市街地をはじめ，拠点の持

つ役割を踏まえながら，都市機能の強化・充実を図ると
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ともに，公共交通ネットワーク等によって，連携を強化

し，その実現を目指すものであります。  

財政見通しを掲載すべきである。 将来都市像の実現を目指し，計画に位置付けた施

策を実施していくため，国の動向等を注視しながら，10

年間の歳入・歳出を見込んだ財政計画を作成してお

り，今後，総合計画の案において，盛り込んでまいりま

す。 

「交流人口」について，きちんと

定義すべきである。 

交流人口については，通勤・通学，買い物，学習，ス

ポーツ，観光，レジャー，アミューズメントなどを目的と

し，その地域に訪れる人を意味するものであります。 

 基本計画において，より分かりやすい表現や実現に

向けた考え方等を盛り込んでまいります。 

子どもの地域コミュニティ活動へ

の参加等を施策としてはどうか。 

水戸の明るい未来を創造していける人材，国内外で

活躍できる人材の育成に向け，基本計画において，重

点プロジェクト「未来への投資プロジェクト」を位置付

け，優先的かつ集中的に取り組むこととしております。

また，様々な体験学習等を通して，子どもたちの社会性

を育成していく重要性から，「自然体験学習の推進」も

位置付けることとしております。 

御意見をいただきました具体的な施策については，

基本計画に位置付けた施策を実施していく中で検討し

てまいります。 

体験・交流型の観光（ニューツー

リズム）を施策としてはどうか。 

基本計画において，多くの人が交流するまちづくりに

向け，回遊できる観光地づくりをはじめとした戦略的な

事業展開に努めることとしております。 

御意見をいただきました体験・交流型の観光（ニュー

ツーリズム）については，基本計画において，森林公園

周辺を生かした農業体験やものづくり体験イベントの開

催をはじめ，観光資源を活用したウォークイベント等を

位置付けてまいります。 

総合計画に位置付けられた施策

等の進捗管理体制をつくるべきで

ある。 

総合計画の推進体制については，社会経済情勢の

変化等に対応しながら，基本計画に定める施策の実施

に向けた年次計画を３か年実施計画として，毎年度ロ

ーリングで策定し，その計画に基づき進捗の管理を行

ってまいります。 
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○８月 25 日（みと文化交流プラザ） 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

那珂川の築堤未整備箇所及び

農業用排水路の水門整備を実施

してほしい。 

那珂川の改修については，平成 10 年の氾濫を踏ま

え，吉沼，下大野地区の築堤，新川水門の設置が進め

られるとともに，大野地区においても，平成 23 年度から

事業化が図られ，現在，築堤工事に向け用地取得が進

められております。 

市民の安全で安心な暮らしを実現していくため，基

本計画において，那珂川をはじめ，涸沼川，県管理河

川である石川川などについて，「国・県管理河川の整備

促進」を位置付けることとしており，引き続き，無堤地区

の早期整備に向けて，国，県へ強く働きかけてまいりま

す。 

街頭で警備を行う警察官の増員

を含め，治安維持活動を充実すべ

きである。 

安心で安全なまちをつくっていくためには，警察はも

とより，交通・防犯ボランティア団体，地域住民等との連

携，協働の取組が必要不可欠であります。 

市民が「安全・安心」を体感・実感できる環境，地域

社会の形成に向け，基本計画において，「犯罪防止に

向けた市民，地域関係団体等の連携強化」をはじめ，

「自主防犯活動の推進」，「防犯設備の充実」などを位

置付けることとしており，地域の実態に即した効果的な

防災対策に取り組んでまいります。 

また，警察官の増員等についても，県との協議を進

めてまいります。 

高齢化社会の現状を踏まえ，地

域のニーズにあった交通体系の構

築が必要であり，バス事業者に対

し，市も働きかけるべきである。 

路線バスについては，市民の日常生活を支える重要

な社会基盤として，将来にわたって維持しなければなら

ないものと認識しております。そのため，基本計画にお

いて，都市の活動を支える都市交通の円滑化に向け，

公共交通の確保及び利用促進に努めることとしており

ます。 

そして，全ての人が安心して移動できる交通体系の

構築に向け，公共交通基本計画の策定を位置付けるこ

ととしており，地域の実情を踏まえながら，路線バス等

の維持・確保及び活性化に向けた取組を推進してまい

ります。 
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地域コミュニティプランの全地区

作成を推進する意義とは。 

 

全ての市民が安心して暮らせるまちづくりに向け，行

政の取組はもとより，地域の方自らが地域の将来像や

課題を共有し，特色ある地域づくりや課題の解決を進

めていくため，地域コミュニティプランの全地区作成の

支援およびコミュニティプランに基づく自主的な活動を

推進しており，計画にも位置付けることとしたものであり

ます。 

自助・共助・公助という役割の中で，自助，自主的取

組を尊重しつつ，協働による地域づくり，まちづくりを推

進してまいります。 

地域コミュニティの大きな要素と

なる大場小学校の新築工事の完了

を控え，通学路の整備などの課題

があり，整備すべきである。 

子どもたちの安全の確保は非常に重要であり，基本

計画において，通学路安全対策の充実を位置付けるこ

ととしております。 

大場小学校への通学路の確保につきましても，地域

との協議を進めながら，早期に事業化を目指してまいり

ます。 

水戸市への観光リピータを作っ

ていくために，市内の観光地（自然

系，歴史・文化系など）を定期的に

結ぶ市内周遊バスの運行を検討

すべきである。 

多くの人が交流する観光のまちづくりに向けて，水戸

の有する観光資源を磨き上げ，その魅力を効果的に発

信していくことはもとより，市内の回遊性の強化を図って

いくことは重要なことと捉えており，基本計画において，

「回遊性を高める機能強化と魅力づくりの推進」の一つ

の施策として，市内周遊バスの運行を位置付けており

ます。 

御意見をいただきました具体的な手法等について

は，基本計画における施策の中で検討してまいります。

第６次総合計画は，合併は視野

に入れない計画とするのか伺いた

い。 

地域間格差，南北格差を解消していくためにも，県

都である水戸市が，都市力を発揮し，あらゆる分野で先

進的な役割を果たす強力な都市圏の形成は，大変重

要であると捉えております。そのため，基本計画におい

て，強力な水戸都市圏の形成に向けた，広域合併の推

進を位置付けております。 

今後とも，あらゆる分野での都市間協働，連携を推

進するとともに，市民の意向を的確に把握し，機運の醸

成に努めながら，政令指定都市を展望した広域合併へ

の取組を進めてまいります。 

市民と行政との協働を進めてい

く上で，行政の役割とあわせ，市民

も自らの役割を認識し，まちづくり

に取り組んでいくべきである。 

全ての市民が安心して暮らせるまちづくりに向け，行

政の取組はもとより，地域の方自らが，地域の将来像や

課題を共有し，特色ある地域づくりや課題の解決に向

けた活動に取り組まれております。 
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これらの活動を一層推進するため，地域コミュニティ

プランの全地区作成の支援及びコミュニティプランに基

づく自主的な活動を推進するなど，基本計画におい

て，自主的な地域コミュニティ活動の推進を位置付ける

こととしております。 

今後とも，自助・共助・公助という役割の中で，自助，

自主的取組を尊重しつつ，協働による地域づくり，まち

づくりを推進してまいります。 

子どもたちへ水戸の歴史，水戸

の精神など郷土教育を推進してい

くべきである。 

郷土水戸への理解と愛情を深め，心豊かな子どもた

ちの育成に向け，これまでも水戸の歴史・概要等の副

読本を活用しながら，小中学生の郷土教育を進めてき

たところであり，引き続き，基本計画において，郷土教

育の推進を位置付けてまいります。 

水戸ホーリーホックのＪ１ライセン

スの獲得に向け，市立競技場の整

備を行い，全国に水戸の名をＰＲし

ていくべきである。 

誰もが生涯にわたって，気軽にスポーツに親しむこと

ができるよう，基本計画において，市民スポーツの振興

に取り組むとともに，国際的・全国的規模の大会の誘致

等に努めるほか，スポーツ・レクリエーション施設の機能

充実を位置付けることとしております。 

その中で，市立競技場については，機能強化とし

て，第一種公認陸上競技場への整備を位置付け，集

客数の拡大を図ってまいります。 

また，水戸ホーリーホックについても，市民クラブとし

て伸展するよう，関係団体をはじめ，市民，事業者と一

体となった支援を位置付けることとしており，その充実

に努めてまいります。 
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