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行政懇談会の概要 

～水戸市第６次総合計画「魁のまちづくり地域懇談会」～ 

 

１ 目 的 

   

水戸市第６次総合計画の策定に当たり，これからのよりよい水戸のまちづくりへの

意見・提案等を広く市民から聴取し，計画に反映させるとともに，市民と行政との協

働によるまちづくりを推進することを目的とする。 

 

２ 実施場所 

 

(1) 福祉ボランティア会館 

(2) 総合教育研究所 

(3) みと文化交流プラザ 

(4) 内原中央公民館 

 

３ 日 程 

 

日 時 場 所 対象地区 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 

大研修室 
渡里，石川，梅が丘，赤塚 70 人 

８月８日（木） 

午後７時から 

総合教育研究所 

視聴覚ホール 

緑岡，寿，吉田，酒門，見川，

千波，吉沢 
85 人 

８月 20 日（火） 

午後７時から 

みと文化交流プラザ 

大会議室 

三の丸，五軒，新荘，常磐，

柳河，飯富，国田，笠原，堀

原 

86 人 

８月 22 日（木） 

午後７時から 

内原中央公民館 

講堂 

河和田，上中妻，双葉台，山

根，内原 
92 人 

８月 25 日（日） 

午後２時から 

みと文化交流プラザ 

大会議室 

城東，浜田，上大野，下大野，

稲荷第一，稲荷第二，大場 
76 人 

計 ５回 32 地区 409 人 
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「魁のまちづくり地域懇談会」における意見等の概要及び市の考え方 

 

 

  地域懇談会においては，35 人の方から 50 項目にわたり，意見等をいただきました。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

策を進めるのか。 

 

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

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。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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

性化が図れるのではないか。 

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
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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。 
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○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。 



- 7 - 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

 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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意見等の概要 市の考え方（対応） 

 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。 
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○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

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。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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

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。 
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○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。 

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
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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

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。 
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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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。 
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「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。 

 



- 16 - 

○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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意見等の概要 市の考え方（対応） 

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。 



- 18 - 

意見等の概要 市の考え方（対応） 

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。 

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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○司会 

 皆さん，こんばんは。定刻になりましたの

で，ただいまから，魁のまちづくり地域懇談

会を開催させていただきます。 

皆様方には，大変お忙しいところお集まり

いただきまして，まことにありがとうござい

ます。 

私，本日の司会を務めさせていただきます

水戸市みとの魅力発信課長の武田と申します。

よろしくお願いいたします。 

 この魁のまちづくり地域懇談会は，水戸市

の将来ビジョンを描く新たな総合計画につい

て，その内容を市民の皆様にお知らせすると

ともに，今後のよりよいまちづくりに向け，

市民の皆様から広く御意見等をいただき，水

戸市第６次総合計画に反映させていくことを

目的といたしまして開催するものでございま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の地域懇談会には，現時点で63名の方

に御出席いただいております。大変ありがと

うございます。 

 それでは，はじめに，高橋靖水戸市長から

御挨拶申し上げます。 

 

○高橋市長 

 皆さん，こんばんは。大変お忙しいところ， 

本来であるならば，おくつろぎのお時間であ

るにもかかわらず，こうして魁のまちづくり

市民懇談会に御参加をいただきまして，まこ

とにありがとうございます。高い席から大変

申し訳ございません。皆様方には，常日頃か

らそれぞれの自治会，地域で，地域の振興，

あるいは本市の行政運営等に多大なる御支援 

と御理解，御協力をいただいておりますこと，

厚くお礼と感謝を申し上げる次第であります。 

 震災から２年５か月ぐらいが経過をいたし

平成25年８月６日（火）午後７時から 福祉ボランティア会館 大研修室 

座長  渡里住民の会 会長  大槻 義光 

参加者数  70人 
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まして，だんだんと震災というのが私たちの

記憶とか，普段出てくる会話からなくなって

しまっているのかなという思いがあります。

それだけ皆さんの生活も落ち着いてきた，元

の状況を取り戻しつつあるということかもし

れませんが，私たちは，やはり決してあの災

害を忘れることなく，次なる災害等に備えて

いかなければならないと思っております。そ

ういう意味においては，私の確固たる理念で

あります安心できる暮らしの実現に向けてこ

れまでさまざまな取り組みを行ってきたとこ

ろでありまして，震災からの復旧，復興はも

とよりでありますが，これから将来にわたっ

て，子どもたち，そして高齢者，働く人々，

子育て世代，みんなが安心して暮らせる，そ

んな地域づくりをこれから皆さんと一緒に思

いを共通にして邁進をしていきたいと思って

おります。 

 そういう意味においては，現在，皆さん御

存知のとおり，平成26年度を初年度といたし

ます第６次総合計画を策定しているところで

あります。これまで，８年間ですか，第５次

総合計画に基づいて，水戸市のさまざまな事

業を展開してきたところであります。もちろ

ん時代の変化がありますし，特に，災害とい

う大きなことを私たちは経験をいたしました

から，人々の価値観，あるいは時代のニーズ

といったものが大きく変化をしております。

そういったことにしっかり私たちは対応して

いかなければなりません。そういった時代の

変化や市民ニーズ，高度化する行政需要とい

ったものにしっかり対応できるような総合計

画として仕上げていかなければならないと思

っております。 

 そういったことを皆様方と共通の思いとし

て，これから完成するまで議論，協議を重ね

ていきたいと思っております。 

 従来の総合計画策定においても，その政策

決定過程においては，さまざまな手法を用い

て市民の方々から意見を聞くというステージ

を設けさせていただきました。今回の第６次

総合計画においても，さらに一層そのような

機会を増やそうということで，私が就任以降，

市民１万人アンケート，皆様方にも御協力を

いただいた方もいらっしゃるかもしれません。

そういったことも実施をいたしましたし，あ

るいは新しい試みとして，水戸青年会議所と

共同で市民討議会を開催させていただいて，

新たな手法のもとに活発な議論がなされ，そ

してさまざまな御提言がなされたところでも

ございます。 

 そういった市民参加の手法をどんどん取り

入れていきたいという，その思いの中で，こ

の魁のまちづくり地域懇談会を開催させてい

ただき，さらに地域を代表する皆様方，そし

て市政に関心をお寄せいただいている市民の

方々に御意見をいただいて，さらによりよい

ものをつくっていこうと，まさに市民参加，

市民と協働による市民主体のまちづくりとい

った観点のもとに，この総合計画をつくって

いきたいと思っております。 

 本日，皆様からいただいた貴重な御意見に

つきましては，この10年間の計画の間に取り

入れていくもの，あるいは少しアレンジをし

なければならないもの，計画には入れられな

いものもあるかもしれません。もちろん直ち

にできるものについては，この総合計画とは

別に，すぐに行うという気持ちでやっていき

たいと思っております。 

人口減少，超高齢社会に突入をいたしてお

ります。厳しい時代が予測をされるところで

ありますが，やはり市民が，そして水戸の子

どもたちが引き続き水戸市に住みたい，住み

続けたいと思えるような暮らしの実現を図っ

ていきたいと思っております。 

そのための皆様方の，まさに政策提言をこ
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こでぜひ行っていただければと思っておりま

す。 

特に，学生とか若い人たちといろいろなや

りとりを今回させていただいているのです。

茨城大学，常磐大学と包括的な協定を締結さ

せていただいて，いろいろな御意見をいただ

くステージを設けさせていただきました。あ

る意味，学生ですから，言葉は悪いですが，

破天荒な意見，あるいは突拍子もない意見も

あります。もちろん，それがすぐできるわけ

でもないし，ある程度，法的な整備や制度的

なクリア，あるいは技術的な部分を解決しな

ければならないとか，いろいろな部分もあり

ます。物理的に難しい部分もあるけれども何

とか解決できるものはあるかもしれない。だ

から，やはり突拍子もないもの，破天荒なも

のだけれども，そういったことを一つ一つク

リアしていけば，新しい政策として生み出せ

るかもしれません。そういうことをぜひ皆さ

んに期待をしたいと思っております。ぜひ遠

慮なく，これはちょっと言うのは恥ずかしい

かなということであっても，私たちの引き出

しとして，ぜひ持っておきたいと思います。

それをいつしか，何かしらの加工をして，あ

るいはそれをアレンジして制度的なものをク

リアしながら，物理的なものもクリアしなが

ら，それが皆さんの言った意見が基礎となっ

て，いい政策が生み出されることにつながっ

ていくかもしれませんので，ぜひ皆様方には，

自分の思いを，自信を持って，ここで吐き出

していただければと思っております。まさに，

それが行政と市民との協働で進めていく行政

の姿かなと思っておりますので，今回のこの

計画づくりを契機として，この計画を通して，

皆様方との協働での行政運営を一層進めてい

きたいと思っておりますので，御協力をお願

いしたいと思います。 

今日は，地元の飯田議員に御出席をいただ

いております。ありがとうございます。飯田

議員からも，その都度私のほうには直接いろ

いろな総合計画に関してのこと，あるいは市

政伸展，市民福祉向上のこと，もちろん議会

での発言もいただいておりまして，積極的に

地元でがんばっておられる議員でありますの

で，ぜひこれからも協働でいろいろと飯田議

員とも連絡をとりながら，皆さんの声を市政

に反映していきたいと思っておりますので，

飯田議員さんにもいろいろと御指導いただけ

ればと思いますので，よろしくお願いを申し

上げます。 

それでは，今日，２時間ほどの協議になり

ますが，皆様方にきたんのない御意見をいた

だきますように，よろしくお願い申し上げて，

私からの一言御挨拶にかえさせていただきた

いと思います。本日は，まことにありがとう

ございました。 

 

○司会 

 それでは，ここで，本日御臨席をいただき

ました御来賓の方を御紹介させていただきま

す。 

〔来賓紹介〕 

 続きまして，市側の出席者を御紹介いたし

ます。 

〔執行部及び事務局紹介〕 

 それでは，懇談に入ります前に，本日の進

め方，そして御意見等の取り扱いについて，

事務局から説明いたします。 

 

○三宅補佐 

 それでは，御説明させていただきます。お

手元に資料として，次第と本日，御説明させ

ていただきます水戸市第６次総合計画・骨子

「素案」の概要・ポイント，そして骨子・「素

案」と３種類お配りしているかと思います。 

 まず，一番上に乗せてあります次第のほう
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を御覧いただきたいと思います。 

 まず，本日の進め方でございますが，はじ

めに，皆様に本日の資料としてお配りいたし

ました水戸市第６次総合計画・骨子「素案」

について，担当課であります政策企画課から

御説明をさせていただきます。その後，こち

らの骨子・「素案」についての御意見，御提言

をいただきたいと存じます。 

 御意見等につきましては，円滑な進行を図

るため，各地区におきまして，あらかじめ取

りまとめていただきました御意見等を発言い

ただきまして，その後，自由発言の時間をと

ってまいりたいと存じます。 

 なお，本日の懇談会の内容につきましては，

公表してまいりたいと考えておりますので，

匿名での発言を御希望される方は，その旨お

申し出くださるようお願いいたします。 

 続きまして，意見等の取り扱いについてで

ございますが，本日いただきました御意見，

御提言につきましては，総合計画の策定を進

める中で反映させるべきものは計画に盛り込

んでいくという考えのもと，十分に検討して

まいりたいと考えております。 

 また，本日，御発言できなかった御意見等

につきましては，今月の30日までにお配りし

ております概要版資料，概要とポイントの２

枚目の 後の様式によりまして，市に御提出

いただきたいと存じます。いただきました御

意見につきましては，どのように総合計画に

反映させたかや御意見に関する市の考え方を

含め，後日，意見公募手続に沿って，公表し

てまいりたいと思いますので，よろしくお願

いいたします。 

 説明は，以上となります。よろしくお願い

いたします。 

 

○司会 

 それでは，懇談に入りたいと思いますが，

本日の懇談会につきましては，おおむね２時

間，午後９時までと予定してございますので，

御協力をお願いいたします。 

 本日の懇談会の座長につきましては，水戸

市住みよいまちづくり推進協議会常任理事を

務めておられます渡里住民の会会長大槻義光

様にお願いしたいと存じます。 

 それでは，大槻様，よろしくお願いいたし

ます。 

 

○大槻座長 

 皆さん，こんばんは。ただいま御指名いた

だきました渡里地区の大槻でございます。よ

ろしく御協力のほどをお願いいたしたいと思

います。 

 今日は，参加された方も限られた時間でご

ざいますので，内容を充実した懇談会にさせ

たいと思いますので，これらについても，御

協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは，水戸市第６次総合計画・骨子「素

案」について，説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

○坪井係長 

 それでは，お手元にお配りしております水

戸市第６次総合計画・骨子「素案」の70ペー

ジほどの資料になります。こちらにつきまし

て，概要の御説明をさせていただきます。 

 まず，水戸市第６次総合計画につきまして

は，さきほど市長からもございましたとおり，

市民１万人アンケートをはじめとしまして，

さまざまな市民参加の手法を取り入れながら

策定を進めておるところでございます。 

 本年３月には，この基本構想の素案を公表

させていただいたところでございまして，今

回は，この総合計画の骨子「素案」をお示し

しまして，市民の皆様から御意見等をお伺い

しまして， 終的な計画案を取りまとめてい
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きたいと考えてございます。 

 表紙を返していただきまして，目次にござ

いますとおり，この総合計画骨子「素案」に

つきましては，Ⅰの序，Ⅱの基本構想，Ⅲの

基本計画の三つで構成してございます。 

 １ページを御覧願います。 

 Ⅰの序につきましては，総合計画の役割と

しまして，総合的かつ計画的な行政運営の指

針，そして市民，事業者等の社会経済活動全

般の指針と大きく二つの役割を持つことをお

示ししてございます。 

 また，第２の総合計画の名称・構成・期間

としましては，基本構想については，2014年

度，来年度から2028年度までの15年間，そし

て，基本計画につきましては，2014年度から

2023年度までの10年間の計画としまして，こ

の15年間の基本構想と10年間の基本計画によ

りまして，総合計画が構成されることをお示

ししているものでございます。 

 続いて，２ページを御覧願います。 

 Ⅱの基本構想の第１の都市づくりの基本理

念につきましては，水戸市の特性や現況，そ

して市民の意向，さらには時代の課題といっ

たものを踏まえまして，水戸市を今後どのよ

うな都市としていくか，考え方を示したもの

でございます。 

 水戸に住む全ての市民が安心して暮らし，

幸せを感じられるまちをつくっていくことを

到達すべき目標といたしまして，安心を感じ

られる環境づくり，経済的発展，水戸ならで

はの個性と魅力の向上，にぎわいと交流の創

出，そしてあらゆる分野での人づくりによる

市民力，地域力の伸展という視点に立ちまし

て，下の図にお示ししますとおり，笑顔にあ

ふれ快適に暮らせる安心都市づくり，未来に

躍動する活力ある先進都市づくり，水戸なら

ではの歴史，自然を生かした魅力ある交流都

市づくりの三つの都市づくりの基本理念を掲

げるものでございます。 

 ３ページの下にございますが，第２の将来

都市像につきましては，都市づくりの基本理

念を念頭に置きまして，本市の目指すべき将

来都市像，将来の都市のイメージといたしま

して，笑顔あふれる安心快適空間，未来に躍

動する魁のまち・水戸と定めるものでござい

ます。 

 ４ページを御覧願います。 

 第３の人口と経済の展望といたしましては，

活力ある都市づくりに向けまして，人口の集

積とあわせまして，さらなる発展をしていく

ために，目標人口及び新たな指標としまして，

目標交流人口を定めるものでございます。 

 ２の将来人口のうち，(1)目標人口につきま

しては，就業環境や生活基盤，さらには福祉，

教育サービスの充実など施策を総合的に展開

し，人口の定住化によりまして実現を目指す

ものでございます。 

 2023年度，平成35年度におきましては，現

況と同規模の27万人を，2028年，平成40年度

におきましては，人口の大幅な減少を食い止

め，26万7,000人を目標人口として設定するも

のでございます。 

 ５ページを御覧願います。 

 (2)の目標交流人口につきましては，人，物，

情報の交流を通しました新たな活力，にぎわ

いの創出によりまして，2023年，平成35年度

におきまして，観光交流人口としましては450

万人を，生活圏交流人口としましては80万人

を目指すものでございます。 

 ３の経済見通しにつきましては，国の経済

成長の予測，あるいは民間シンクタンクの予

測等を考慮するとともに，地域経済の活性化

に資する施策の総合的な展開等によりまして，

2028年，平成40年度におきましては，市内総

生産，市民所得とも対前年度0.8パーセント程

度の成長率と，緩やかな成長を見込むもので
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ございます。 

 ６ページを御覧願います。 

 第４の都市空間整備構想につきましては，

水戸市をどのように整備していくのか，その

平面的な土地利用だけにとどまらずに，質や

機能という視点に立ちまして整備の方向性を

定めるものでございます。 

 時代の変化に対応できるコンパクトな都市

構造を展望いたしまして，地球環境の保全と

ともに，自然環境と共生するエコなまちづく

りを基調としまして，都市核をはじめ，拠点

をスマートに配置し，魅力の向上，集積を図

り，都市全体の発展の活力を高めるとともに，

災害に強い都市構造を確立し，住む人に優し

い魅力・活力集積型スマート・エコシティを

目指すものでございます。 

 続いて，７ページを御覧願います。 

 第５の施策の大綱につきましては，将来都

市像の実現に向けまして，笑顔にあふれ快適

に暮らせる「みと」づくりをはじめとしまし

た四つの大項目を柱として，12の中項目，さ

らには48の小項目で構成するものでございま

す。この大綱に基づきまして，この後御説明

する基本計画におきまして，将来都市像の実

現に向けました各種施策を位置付けていくも

のでございます。 

 続いて，８ページを御覧願います。 

 Ⅲの基本計画につきましては，ただいま御

説明しました基本構想の考え方をより具体的

な施策等として定めるものでございます。 

 第１の基本的指標につきましては，さきほ

どお示しした目標人口，目標交流人口及び市

民所得につきまして，基本計画の期間であり

ます10年後，2023年，平成35年度を目標とし

て設定してございます。 

 ９ページを御覧願います。 

 第２の都市空間整備計画につきましては，

さきほど，６ページにおいて御説明しました

都市空間整備構想をより具体的な計画として

位置付けるものでございます。都市空間整備

構想に基づき，具体的な整備の方向性を定め

るものでございまして，そのイメージ図等を

お示ししてございます。 

 １の「水と緑の潤い空間づくり」につきま

しては，偕楽園，千波湖周辺をはじめとした

本市の特徴であります豊かな自然をまちづく

りの軸と位置付けまして，積極的な保全と再

生を図り，市民が安らぎや潤いを感じられる

空間づくりを目指すものでございます。 

 10ページを御覧願います。 

 ２の「都市核・拠点の機能強化・充実と快

適な生活環境づくり」につきましては，スマ

ートな都市構造を実現していくため，広域的

な拠点性を持つ「都市核」につきまして，さ

まざまな都市中枢機能の連携強化と一層の集

積を図るとともに，県庁舎周辺地区について

は業務系の，東部工業団地等については工業

系の，さらに水戸市公設地方卸売市場及び水

戸西流通センターにつきましては流通系の産

業系拠点としての機能強化や赤塚駅周辺，内

原駅周辺，さらには下市地区の地域生活拠点

の機能充実を図るほか，交通ネットワークや

拠点間の機能連携ネットワークの強化を進め

ながら，活力あるまちづくりを目指すもので

ございます。 

 また，既成市街地への居住を誘導できる生

活基盤の効果的な整備を進めながら，安心し

て快適に暮らせる生活環境づくりを目指すも

のでございます。 

 ３の「災害に強い都市基盤づくり」につき

ましては，防災拠点としての役割を果たす行

政庁舎の整備をはじめ，各地区における避難

拠点施設の機能強化を図るとともに，災害時

の物資輸送路や避難経路となります幹線道路

や生活道路等の整備，河川改修や総合的な浸

水対策を進めながら，災害に強い都市基盤づ
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くりを目指すものでございます。 

 続きまして，11ページを御覧願います。 

 ４の「地域特性を生かした魅力あふれる交

流ネットワークづくり」につきましては，活

力あるまちづくりを進めていくため，水戸市

の特徴でもある自然や歴史をはじめ，教育や

文化，スポーツなどさまざまな分野での交流

創出に向け，地域特性を生かしながら，魅力

を高め，発信する交流拠点づくりとともに，

回遊性の高いネットワークづくり，あわせて

コンベンション誘致に向けた拠点施設の機能

強化を目指すものでございます。 

 図の３に魅力発信・交流拠点のネットワー

クのイメージ図をお示ししてございますので，

御参照願います。 

 続いて，12ページを御覧願います。 

 第３の重点プロジェクトにつきましては，

第６次総合計画の特徴としまして，「魁のま

ち・水戸」を実現していくため，水戸の成長

と発展の礎となる人づくり，安全で安心な都

市基盤づくり，さらには経済・産業を活性化

するにぎわいづくりの視点から，四つの重点

プロジェクトを定めまして，優先的かつ集中

的に取り組み，おおむね５年以内に一定の成

果を上げることを目指すものでございます。 

 13ページにまいりまして，「プロジェクト１

～将来の水戸を担う子どもたちを育む～未来

への投資プロジェクト」につきましては，安

心して子どもを生み，育てることができるま

ち，子どもたちの学力向上や生きる力の育成

を目指しまして，保育所待機児童ゼロ，学力

診断テストの総合得点の向上等の目標を掲げ，

民間保育園の整備促進，（仮称）水戸市子ども

発達支援センターの整備，水戸スタイルの教

育の推進など，子育て支援の強化，さらには

さまざまな分野でリーダーとなり活躍する人

材の育成に取り組んでまいります。 

 続いて，14ページを御覧願います。 

 「プロジェクト２～安全・安心を実感でき

る～災害に強いまちづくりプロジェクト」に

つきましては，災害に強いまち，安心して暮

らせるまちを目指し，市有建築物の耐震化率

100パーセント，主要な備蓄物資・資機材の充

足率100パーセント等の目標を掲げ，本庁舎防

災センター機能の整備，応急給水拠点施設の

整備，防災情報伝達システムの整備，次世代

防災リーダーの育成など，防災拠点やライフ

ライン等の機能強化とともに，災害に備えた

人や組織，情報のつながりの強化に取り組ん

でまいります。 

 15ページを御覧願います。 

 「プロジェクト３～水戸の自然，歴史，文

化の魅力を生かした～観光集客力アッププロ

ジェクト」につきましては，水戸の歴史，文

化の魅力の向上，戦略的な観光振興等による

交流人口の増加，経済の活性化等を図ってい

くことを目指し，観光交流人口400万人，水戸

市内の宿泊客数120万人等の目標を掲げ，偕楽

園，千波湖周辺，弘道館，水戸城跡周辺をは

じめとしました観光資源を磨き上げ，来て，

見て楽しめる魅力ある観光拠点の形成を図る

ほか，戦略的観光ＰＲ活動の推進，おもてな

し力の向上に取り組んでまいります。 

 16ページを御覧願います。 

 「プロジェクト４～人が集い，地域経済の

活性化をリードする～まちなかにぎわい・活

力創造プロジェクト」につきましては，都市

中枢機能の集積により，活力あるまちづくり

を目指し，中心市街地における居住者数，歩

行者通行量の増加等の目標を掲げまして，空

き店舗を活用した店舗開業・出店の推進，商

業施設等の新たな誘致を推進するとともに，

まちなか居住の促進を図るほか，水戸芸術館

を中心としたにぎわいづくり，歩いて楽しめ

る道路空間整備の推進，まちなか交流拠点の

形成などにより，まちの新たな魅力を創出し，
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にぎわいあふれるまちとしての再生に取り組

んでまいります。 

 続いて，17ページを御覧願います。 

 第４の主要施策の概要につきましては，さ

きほど７ページでお示ししました施策の大綱

の48の小項目ごとに，基本計画の期間，10年

間における基本的方向，目標指標，推進すべ

き各種施策，事業を位置付けるものでござい

まして，ソフト事業，ハード事業をあわせ，

主な取り組みとしまして，320の事業を位置付

けてございます。 

 このうち，四つの柱ごとに，時間の関係も

ございますので，新規施策や主要な施策を中

心に御説明いたします。 

 18ページを御覧願います。 

 １の笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」

づくりにつきましては，(1)の①子ども・子育

て支援の充実に向けまして，主な取組・ソフ

トの３にございますが，市民センター等地域

における子育て支援・多世代交流拠点の市内

全域への拡充を図るとともに，19ページにま

いりまして，ソフトの11，質の高い幼児教育，

保育の総合的な推進としまして，就学前児童

の教育の充実等に努めるほか，主な取組・ハ

ード事業の３にありますが，待機児童ゼロに

向けた民間保育園の定員500人の増などに取

り組んでまいります。 

 続いて，20ページにまいりまして，②学校

教育の充実に向けましては，主な取組・ソフ

ト１の歴史，自然，文化，地域の人材を生か

しました水戸スタイルの教育を推進しまして，

次世代をリードする人材の育成を図ってまい

ります。 

 また，３にございますが，さきがけプラン

等による子どもたちの学力の向上をはじめ，

芸術教育や心の教育，健やかな体づくりに取

り組んでまいります。 

 さらに21ページの主な取組・ハード事業の

１，４にございますが，小中学校施設の長寿

命化型の大規模改造とともに，６にございま

す，小中学校全教室への空調設備，エアコン

設置を進めてまいります。 

 続いて，23ページをお開き願います。 

 (2)の①地域福祉の充実といたしましては，

地域福祉推進体制の充実に努めるとともに，

２番にございますが，地域での見守り・支え

あいを推進してまいります。 

 その下，②の高齢者支援の充実に向けまし

ては，ページを返していただきまして，24ペ

ージのソフト事業の２にございますが，特別

養護老人ホーム600床の増床など，施設介護サ

ービスの充実を図るとともに，高齢者等移動

支援や地域における多世代交流を推進するほ

か，ハード事業の２にございますが，老人福

祉センターの新設などに取り組んでまいりま

す。 

 続いて，③の障害者（児）の支援の充実に

向けましては，就労支援としまして，25ペー

ジ，主な取組・ソフトの４番にございますが，

市独自の共同受発注センターの設置を進める

ほか，ハード事業としまして，仮称ではござ

いますが，水戸市子ども発達支援センター及

び新たな障害者生活支援センターの新設に取

り組みまして，相談体制の充実に努めてまい

ります。 

 続いて，27ページを御覧願います。 

 (3)の①健康づくりの推進といたしまして

は，ソフト事業にございますが，食育をはじ

め，生活習慣病予防，さらには妊産婦や乳幼

児育児の支援，高齢者の健康づくりなどを推

進してまいります。 

 続いて，29ページを御覧願います。 

 (4)災害に強いまちづくりの推進のうち，①

の危機管理・防災体制の強化に向けましては，

ソフト事業の５番にお示ししてございますが，

市民センター等をはじめとしました地域防災
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活動拠点の機能強化を図るとともに，６番の

地域における災害時要援護者支援体制の構築

を進めるほか，ハード事業にございますが，

津波災害や水害，災害時の要援護者等への対

策強化といたしまして，防災情報伝達システ

ムの整備に取り組んでまいります。 

 続いて，30ページにまいりまして，②の総

合的な防災対策の充実につきましては，ソフ

ト事業の２にございますが，地域等の参画に

よります防災訓練の実施や自主防災組織等と

連携しました情報伝達，さらには避難所運営

体制の強化を図るなど，市民協働による地域

防災を推進するほか，３番にございますが，

食料等の備蓄物資の充実などに取り組んでま

いります。 

 続いて，32ページを御覧願います。 

 ④の治水・雨水対策の推進につきましては，

那珂川，涸沼川など主要な国・県管理河川の

整備を促進するほか，２番にございますが，

総合的な雨水対策としまして，都市下水路や

排水路などの雨水排水施設整備を重点的に推

進するとともに，既存管渠の流下機能の改善

や雨水貯留施設等の整備を進めてまいります。 

 33ページにまいりまして，(5)①の交通安

全・防犯の充実に向けましては,通学路の安全

対策や歩行者,自転車の交通安全対策ととも

に,自主防犯活動団体等と連携しました防犯

活動を推進するほか，34ページにまいりまし

て，ハード事業としまして，歩道やガードレ

ール等の交通安全施設の整備を進めてまいり

ます。 

 続いて，37ページを御覧願います。 

 ２番目の柱，未来に躍動する活力ある「み

と」づくりにつきましては，(1)の①都市核（中

心市街地）の強化に向けまして，主な取組・

ソフトにございますが，まちなか交流促進事

業や学生との連携によります中心市街地活性

化事業など多様な交流の創出によるにぎわい

づくりとともに，３番，７番，８番にござい

ますが，まちなか居住に向けた取り組み，ペ

ージを返していただきまして，商業施設等の

新たな誘致，店舗開業・出店の推進を図るほ

か，38ページのハード事業１にございますが，

泉町１丁目北地区再開発事業などの新たな交

流拠点づくりや歩いて楽しめる道路空間整備

等の施策に総合的に取り組んでまいります。 

 また，②の地域生活拠点の充実に向けまし

ては，各地区商店街の活性化の支援を図ると

ともに，下市周辺地区の歴史まちづくりや赤

塚駅周辺，内原駅周辺地区の基盤整備を進め

てまいります。 

 39ページにまいりまして，③の総合交通体

系の確立に向けましては，主なソフトの２番，

５番にございますが，公共交通機関の確保及

び利用促進，さらには快適な自転車走行空間

の形成を図るほか，40ページのハード事業と

しまして，街路整備や道路新設改良を推進し

てまいります。 

 続きまして，④の住環境の向上に向けまし

ては，41ページにございますが，新たなバリ

アフリー基本構想を策定いたしまして，日常

生活圏におきますバリアフリー化を進めるほ

か，ハード事業の２，３にありますが，市営

住宅の建替ええや長寿命化型の改修，さらに

は狭あいな道路の整備，さらに後退敷地の整

備などを進めてまいります。 

 続いて，42ページにまいりまして，(2)の①

戦略的観光の振興に向けましては,ソフト事

業の２にございますが,産学官連携による各

種コンベンションの誘致活動の推進を図るほ

か，偕楽園公園，弘道館をはじめとした水戸

の有する観光資源を磨き上げ，魅力を効果的

に発信するとともに，43ページのハード事業

の２，３にございますが，英国庭園（七ツ洞

公園）の整備や植物公園の周辺施設と一体と

なったリニューアル整備などに取り組んでま
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いります。 

 その下，②の商業の振興に向けましては，

ページを返していただきまして，ソフト事業

にございますが，空き店舗を利用しました店

舗開業・出店の推進，起業支援といたしまし

て，創業支援塾の開催，関係機関と連携しま

したサポート体制の充実などに取り組んでま

いります。 

 その下，農林水産業の振興に向けましては，

45ページのソフト事業にございますが，新規

就農者や中心的な担い手となる農業者の育

成・確保，６次産業化や地産地消及び農産物

のブランド化の推進を図るほか，ハード事業

にございますが，農業生産基盤の整備，さら

には46ページにまいりまして，５番の６次産

業化施設の整備などを進めてまいります。 

 47ページにまいりまして，⑤の新たな産業

の誘致，育成に向けましては，主なソフト２

から４にございますが，企業立地の促進，産

学官連携による新産業創出の支援，インキュ

ベーション施設の整備促進等による起業支援

などに取り組んでまいります。 

 続きまして，49ページを御覧願います。 

 ３の水戸ならではの歴史，自然を生かした

魅力ある「みと」づくりにつきましては，(1)

の①歴史的資源の保全と活用に向けまして，

水戸の貴重な財産であります歴史的資源をま

ちづくりに生かし，次代へ引き継いでいくた

め，主な取組・ソフト，事業１，２にござい

ますが，世界遺産登録に向けた取組やハード

事業１，２の弘道館・水戸城跡周辺地区にお

ける大手門，二の丸角櫓等の復元をはじめと

しまして，歴史・観光ロードの整備，さらに

は４番にございますが，国指定史跡でござい

ます台渡里官衙遺跡群の整備など，歴史まち

づくりに取り組んでまいります。 

 続いて，ページ飛びまして52ページを御覧

願います。 

 (2)の①地球環境・生活環境の保全と向上に

つきましては，地球環境を保全し，将来の世

代に良好な生活環境を引き継いでいくため，

主な取組・ソフトの１から３にございますが，

低炭素まちづくり計画の策定や市民，事業者，

行政が一体となって取り組むチームみとエコ

プロジェクトを推進するほか，太陽光発電シ

ステム等の導入促進など，創エネ・省エネに

取り組むとともに，ソフト７にございますが，

環境学習・教育の充実に努めてまいります。 

 続いて，53ページにまいりまして，②の潤

いある水辺環境の形成につきましては，水戸

のシンボル空間であります千波湖の水質浄化

に向けまして，主な取組・ソフトの１にござ

いますが，桜川清流ルネッサンスⅡ事業や市

民によるビオトープ等の整備を促進するほか，

主な取組・ハード事業の１，２としまして，

公共下水道の整備及び施設の長寿命化，さら

には合併処理浄化槽の設置促進などに取り組

んでまいります。 

 続いて，55ページにまいりまして，④の循

環型社会の構築につきましては，環境への負

荷低減に向け，主な取組・ソフトにございま

すが，ごみの減量化・資源化の推進や不法投

棄防止対策の充実を図るとともに，主な取

組・ハード事業としまして，新ごみ処理施設

等の整備，さらには小吹清掃工場跡地の整備

のほか，見川クリーンセンターの基幹的設備

の長寿命化改良を進めてまいります。 

 続いて，56ページを御覧願います。 

 (3)の①魅力ある交流拠点の形成に向けま

しては，さまざまな分野におけるにぎわい，

交流の創出に向け，水戸の特徴とも言うべき

主な取組・ソフトの１にございますが，自然

系や歴史・文化系，さらにはスポーツ系の魅

力発信・交流拠点の形成とともに，それらを

活用しました各種コンベンションの誘致など

に取り組んでまいりたいと考えております。 
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 続いて，57ページの②水戸のブランド力の

向上といたしましては，市民との協働による

地域資源の再発見，再構築をはじめ，各種メ

ディアを通じた情報提供などによる水戸のブ

ランドイメージの確立，さらには農産物の付

加価値向上によるブランド化の推進，またＰ

Ｒ活動の強化による販路拡大を図るほか，58

ページにまいりまして，６番にございますが，

おもてなし力の向上に努めてまいります。 

 続いて，③戦略的なＰＲ活動の推進に向け

ましては，市民や関係機関との連携を進めな

がら，各種メディアによる情報発信等の水戸

の魅力の効果的な発信，マスコットキャラク

ターみとちゃんを活用したシティセールスな

どを推進してまいります。 

 続いて，59ページを御覧願います。 

 ４の市民と行政との協働による自主・自立

した「みと」づくりにつきましては，(1)の①

地域コミュニティ活動の推進に向けまして，

主な取組・ソフトにございますが，地域コミ

ュニティプランの全地区作成及び活動の支援

をはじめ，地域を支えるリーダーづくり，コ

ミュニティルーム設置等による市民センター

の機能充実を図るほか，主な取組・ハード事

業でございますが，市民センターの整備とい

たしまして，内原地区における新設のほか，

既存施設の長寿命化，耐震化などに取り組ん

でまいります。 

 続いて，60ページにまいりまして，③の生

涯学習活動の推進につきましては，61ページ

の主な取組・ソフトにございますが，生涯学

習のしやすい環境づくりをはじめ，新たな生

涯学習プログラムの開発・研究，さらには生

涯学習の推進体制の強化などを図ってまいり

ます。 

 その下，④のスポーツ・レクリエーション

活動の推進に向けましては，62ページに主な

取組・ソフトとしてございますが，（仮称）水

戸マラソン大会，国民体育大会の開催をはじ

め，全国大会やプロスポーツ等の大規模大会

の開催・誘致を図るとともに，主な取組・ハ

ード事業にございますが，新たな屋内公認プ

ールの整備，見川の市民球場のフィールド拡

張等の再整備，さらには，小吹の市立競技場

の第１種公認陸上競技場への整備，また，体

育館の空調設備の整備などを推進してまいり

ます。 

 続いて，65ページにまいりまして，(2)の①

市民参画による行政運営の推進につきまして

は，主な取組・ソフトにございますとおり，

広聴機会の充実をはじめ，政策形成過程にお

ける市民参画，産・学・官連携事業などに取

り組んでまいります。 

 続いて，66ページにまいりまして，(2)の③

行財政改革の推進といたしましては，主な取

組・ソフト事業としまして，効率的・効果的

な事務事業の執行をはじめ，民間活力の活用

を図るほか，主な取組・ハード事業としまし

て，市役所新庁舎の整備に取り組んでまいり

ます。 

 68ページ以降につきましては，参考資料と

いたしまして，用語説明を記載してございま

す。 

 説明につきましては，以上でございます。 

 

○大槻座長 

 はい，ありがとうございました。 

 それでは，次第に沿って，各地区からの御

意見を発言いただきたいと思います。その後

自由発言をいただくことにしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それでは，石川，梅が丘，赤塚地区から意

見をいただいておりますので，学区順に発言

をお願いいたします。 

 発言につきましては，２項目ありますが，

一括でお願いいたしたいと思います。 



- 30 - 

 それでは，石川地区よりお願いをいたしま

す。 

 

○金井様（石川地区） 

 石川地区の金井です。よろしくお願いいた

します。 

 石川地区では，単身世帯ですとか，高齢者

のみの世帯というのが多くなっている現状が

あります。その中で，ひとり暮らしの高齢者

などが亡くなったような場合，その後，その

家が空き家になってしまうというケースがた

くさん出てきています。また，空き家になっ

た家の所有者，親族等が県外などに住んでい

る場合なども多くて，その後の連絡なども地

域の人間もとりづらいような状況が出てきて

います。 

 空き家になった家というのは，その後放置

されることによって，不審者の侵入ですとか，

庭などの管理がないために草が伸びたり，蚊

の発生源になるなど，衛生上や防犯上の問題

になって，地域住民が不安を感じるようなこ

ともしばしば出てきており，相談なども多く

寄せられるようになっています。 

 また，まちの景観としても，空き家という

のがあるのはあまり好ましくないような状況

が出てきています。 

 そういった場合の所有者に対する管理とい

うものの指導を，ぜひ市のほうから積極的に

行っていただきたいと思っています。いかが

でしょうか。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。 

 

○山川様（石川地区） 

 続きまして，石川地区の山川と言います。

よろしくお願いします。 

 石川地区２件目は，交通安全対策について

ということで，石川小学校正門の移設及び歩

道橋の移設整備について，これは，去年の懇

談会でも御提案申し上げましたが，石川小学

校への進入道路は，国道50号に面し，幹線道

路から直結しており，進入道路に歩道橋が設

置され，図があるとわかると思いますが，あ

と，石川小学校の前を通った方はわかると思

いますが，進入路のところに歩道橋が入って

おりまして，その歩道橋が斜めに入っている

状態です。この進入路は，小学生の登下校時

はもちろん，敬老会などでもここの小学校を

使いますので通りまして，そのときに交通渋

滞，非常に危険な状態となっております。 

 そこで提案なのですが，石川小学校の正門

にある歩道橋を進入路ではないほうに向けら

れないか，50号に面している歩道のほうにで

も降り口を変えるとか，そこら辺の工夫がで

きないかということです。 

 また，２番目に，正門の移動ということで，

今の正門のところから，隣は両方民家があり

ますので，一つ飛びますと，今，貸し倉庫な

どをやっている，以前空き地だったのですが，

そういう土地がありますので，そういうとこ

ろを買い上げていただきまして，正門にして

いただくと非常に広い正門になります。そう

いう対策ができないか。 

 ３番目といたしましては，歩道橋が斜めに

設置されていますので，その辺をもう少し調

整できないか。 

 ４番目としては，進入路の側溝に蓋があり

ませんので，蓋をしてくれれば，少し危険な

状態が回避されるかと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。ただいまの意見

について，市からの説明をお願いいたします。 
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○小田木課長 

 石川地区から二つの御意見をいただきまし

て，ありがとうございます。 

まず１点目，金井様からいただきました空

き家対策についてであります。 

 今，御指摘がありましたように，今後，高

齢化，あるいは人口減少が進んでいく中で，

やはり今後の大きな課題となっていくものと

いうふうに認識してございます。 

 そういった中で，現在，管理不良の空き家

等につきましては，近隣住民の方から通報等

の御協力をいただきまして，水戸市といたし

まして，所有者，あるいは管理者あてに文書

等によりまして，適正な管理をするように指

導，あるいはお願いをしてございます。 

 こういった取り組みによりまして，おおむ

ね半数の管理不良の空き家につきましては，

解体，あるいは修繕などの措置がなされてお

りまして，生活環境の改善が図られていると

いう状況にございます。 

 一方で，残りの半数につきましては，権利

問題，あるいは御指摘がありましたように，

所有者が遠方に居住しているといったような

状況もありまして，管理が行き届かず，改善

に至らない物件があるという状況にございま

す。 

 今後とも，警察，あるいは関係機関との連

携のもと，所有者に対しまして適正な管理を

お願いするとともに，今後，空き家対策の強

化という視点からも，本市独自の条例という

ものについても，制定を検討するなど，取り

組みを進めてまいりたいと考えております。 

 第６次総合計画におきましても，これらの

交通安全，あるいは防犯というものについて

は，非常に重要であると認識しております。 

 また，ただいま御指摘ありましたように，

そういった空き家が残っていることによって

不安があるということだけでなく，景観上の

問題というものもあると認識しておりますの

で，空き家対策の強化につきまして，第６次

総合計画の中にも明確に位置付けることを検

討いたしまして，今後具体的な対応について

強化を図るように努めてまいりたいと考えて

ございます。 

 もう１点，石川小学校正門の移設，歩道橋

の移転整備について，山川様から御意見，御

指摘をいただきました。 

 石川小学校の子どもたちの安全確保という

視点から，本日四つの御提案をいただきまし

た。その中で，御提案いただきました石川小

学校の正門の安全対策の一つ目の歩道橋の移

設につきましては，国道50号の現況の幅員が

あまりないという中で，移設先の土地の確保，

あるいは設置者である国土交通省との協議が

必要であることから，今すぐ解決を図ってい

くのが難しい状況にございます。 

 また，隣接地の買い上げによる正門の移動

に関しましても，やはり土地所有者の意向の

確認も必要ですし，あるいは事業費の確保と

いうものも必要でございます。 

 こういった中で，今回新たにその進入路の

両側の側溝への蓋について，御提案をいただ

いたところでございますが，これら児童の安

全確保に向けまして，御提言の内容を含め，

子どもたちの安全対策として，より実現性の

高い方策について検討を進めてまいりたいと

考えております。 

 また，本日御提案いただきました石川小学

校だけにとどまらず，やはり子どもたちを健

やかに育んでいくという視点からは，通学路

の安全対策は非常に重要な施策であると認識

してございます。 

 したがいまして，歩道設置等の中長期的な

対応をはじめとしまして，ソフト事業として，

地域の皆様の御協力をいただいておりますス

クールガードといったものとの連携により即
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対応できるものなど，ソフト，ハードの事業，

施策について，地元の方にも協力をいただき

ながら，充実を図っていきたいと考えており

まして，それらの施策につきましても，第６

次総合計画に位置付けてまいりたいと考えて

ございます。 

 以上でございます。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。この説明につい

て，御意見がありましたら，時間はあまりな

いのですが。 

 

○金井様 

 空き家対策のお話のほうなのですが， 初

に，地域からの通報をもとにというお話があ

ったと思いますが，そうしますと，積極的に

地域のほうから情報を上げていくということ

が前提かと思いますが，受け皿としては，ど

ちらの課にそれは上げていくことがよろしい

のですか。 

 

○小田木課長 

 ただいま御質問いただきました管理不良な

空き家があった場合の通報につきましては，

地域安全課というところが担当してございま

す。何かお気づきの点がありましたら，地域

安全課まで御一報いただければありがたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○金井様 

 はい，ありがとうございます。 

 

○大槻座長 

 続いて，梅が丘地区の発言をお願いいたし

ます。 

 

○坂下様（梅が丘地区） 

 梅が丘地区の坂下でございます。 

 梅が丘地区は，近年，マンションやアパー

ト等が多くなってきております。そういうこ

ともありまして，約４割の世帯が町内会に加

入しておりません。このため，回覧が回らな

かったりして，地域行事などの周知も徹底で

きていないという状況になってきております。 

 町内会長，自治会長が加入を呼びかけてお

りますが，なかなか成果が上がっていません。

そういう状況でございます。 

 さきほどの説明の中で，素案では，町内会

加入率の目標値を70パーセントとしておりま

すが，具体的にどのような施策を考えている

のか，お伺いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

○大槻座長 

 一括ですので，あと１件。 

 

○岩間様（梅が丘地区） 

 梅が丘地区の岩間と申します。 

 14ページの災害時要援護者支援体制につい

て，お伺いしたいと思います。 

 梅が丘地区においては，毎年１回防災訓練

を実施しているところなのです。その中で，

要するに，支援できないひとり暮らし，また，

独居者がアパートに住んでいる，また，自宅

においても把握できない部分の方がかなりお

ります。また，そういう体制について，どの

ように市が考えているのか。また，防災訓練

を行う場合，今，市民センターと小学校にお

いては，地域の災害時の拠点として表示はし

ておりますが，私どもについて，そのほかの

大学とか，そういうところの公共機関につい

ても，使えないかどうかというのをちょっと

考えていただきたい。 

 私どもが出した14ページの中の災害時支援

体制，構築されているのは，現在3.3パーセン
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トというのは，これを梅が丘地区についても，

入っていないと思うのです。これを100パーセ

ントまでにするには，実際具体的にどのよう

に考えているのか，教えていただきたいと思

います。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市から説明をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 ただいま，梅が丘地区からも二つの御意見，

御提言をいただきました。 

 まず，第１点目の坂下様から御提言いただ

きました町内会加入率について，目標70パー

セントを掲げて，それを実現していくために

どのような施策，どのような政策をとってい

くのかという点でございます。今回，第６次

総合計画におきましても，資料の59ページに

もありますとおり，やはり活力ある地域づく

りを進めていく上で自主的な地域コミュニテ

ィ活動を推進していくのは非常に重要だと思

います。その自主的な地域コミュニティ活動

を進めていくためにも，地区会，町内会への

加入というものは非常に重要だと認識してお

ります。 

 この町内会加入率の目標を達成していくた

めに，まずは，住みよいまちづくり推進協議

会の皆様と協議しながら，「広報みと」，さら

にはホームページなどにおける広報啓発活動

を推進するとともに，新たな取り組みといた

しまして，やはり転入される方，特にアパー

ト，マンション等の転入される方，さらには

新たにアパート，マンション等を建築する場

合に，町内会，あるいは自治会への加入促進

パンフレット，これは昨年度改定いたしまし

たが，そういったパンフレットを転入する方

だけではなく，建築主の方にも御協力をいた

だいて，加入促進を図っていきたいと考えて

おります。 

 また，これはお願いでございますが，やは

り行政だけの取り組みだけでは，町内会の加

入率は上がっていかないと考えてございます。

公共の問題，あるいは地域の課題に無関心な

層が増えているという状況がある中で，今回，

総合計画の中にも掲げております地域コミュ

ニティプランの全地区での作成を推進してい

るところでありまして，その地域コミュニテ

ィプランに基づく地域の活動といった状況を

ＰＲすることによって，町内会活動，どうい

った取り組みをしているのかということの関

心を高めることとあわせて，町内会活動への

参加意識の高揚を図っていきたいと考えてご

ざいます。 

 今回，東日本大震災を踏まえ，絆というも

のを大切にするべきだという声を多くいただ

いてございまして，これらの教訓を生かした

呼びかけを工夫するなど，より効果的な手法

について行政だけではなく，住みよいまちづ

くり推進協議会，あるいは各地区会の皆さん

とも協議，検討しながら加入率の向上を図っ

てまいりたいと考えてございます。 

 もう１点，災害時の要援護者支援体制につ

いて，岩間様から御意見をいただきました。 

 災害に強いまちづくりにつきましては，重

点プロジェクトとして掲げまして，ハード，

ソフト施策の充実を図っていくこととしてお

ります。 

 資料の14ページにも，災害に強いまちづく

りプロジェクトという重点プロジェクトの中

で，災害に備えた人や組織，情報のつながり

を強化していくことを掲げてございます。 

 その中で，地域の支援体制の構築に向けま

しては，やはり市が主体的に取り組みまして，

支援方法等のマニュアルを作成してまいりた

いと考えております。 
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 その上で，行政のほうでまとめました災害

の支援方法等のマニュアルに基づいて，地域

の皆様と協議をいたしまして，地域の実情に

合わせた組織づくりを進めてまいりたいと考

えてございます。 

 その地域の実情に合わせた組織の運営，あ

るいは災害時の対応につきましては，市民と

行政との協働，さらには共助の観点からも，

地域の皆様が主体となって，中心となって活

動していただきたいと考えてございますので，

御理解と御協力をいただきたいと思っており

ます。 

 なお，要援護者の把握につきましては，市

が中心となって名簿を作成いたしまして，地

域の民生委員の方などと連携を図りながら対

応を図っていきたいと考えております。 

 また，主な活動の内容でございますが，日

常時，平時におきましては，やはり要援護者

の方へ声かけというものを行っていただき，

もし災害があった場合には，備えていただく

ということが基本になると考えております。 

 また，災害時，災害があった場合には，安

否を確認していただくこととあわせて，状況

に応じて，避難所に誘導していただくという

体制づくりを進めていきたいと考えてござい

ますので，地域の皆様にも御協力をいただけ

ますよう，よろしくお願いいたします。 

 非常に雑ぱくではございますが，以上でご

ざいます。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。ただいま市より

説明がありましたが，これでよろしいでしょ

うか。質問がありましたら，お願いします。 

 

○岩間様 

 今の回答で結構なのですが，今後は，民生

委員と協力してやっていただけるということ

ですね。民生委員の方に聞けば，全てがわか

るという判断でよろしいのでしょうか。 

 

○小田木課長 

 民生委員の方にも御協力をいただくという

ことを基本にしていきたいと考えております

が，要援護者につきましては，プライバシー

の関係もございますので，そのような取り扱

いについても，民生委員の方とも協議しなが

ら，また，地域の自主防災組織との連携とい

うことについても，そういったプライバシー

にも配慮しつつ，適正な対応ができるように，

各地域の方とも御協議しながら，そういった

推進体制をつくっていきたいと考えてござい

ます。 

 

○大槻座長 

 よろしいですか。では，次に移ります。赤

塚地区から発言をお願いいたします。一括し

て，お願いいたします。 

 

○久信田様（赤塚地区） 

 赤塚地区の久信田でございます。 

 子育て支援施設の充実について，提言いた

します。 

 子育て支援の充実のため，子どもたちが安

心して遊べる屋内の遊び場が必要だと感じて

おります。 

 赤塚女性会では，約３年前より子育て支援

事業「子育て広場」を月２回，市民センター

を利用して運営をしておりますが，思うよう

になかなか利用者の数が伸びないので，どう

したらいいかなということでいろいろ考えて

おりますが，月２回と限定的なため，利用し

たいときには利用できないとか，幼児が対象

なので，スペースが小さく，遊具も小ぶりな

ものが多くて走ったり，体を大きく動かした

りすることができない。あと，見守りボラン
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ティアとして，女性会の人が３名ずつ付いて

いているのですが，なかなか見守りだけで，

一緒に遊んでやることはしないので，そうい

う点があるのではないかということで，市民

センターの子育て広場も必要でしょうが，ぜ

ひ親子でいつでも利用でき，専門のスタッフ

がいて，楽しく体を動かして，体力向上につ

ながるような子育て支援の施設を整備してい

ただきたく，希望いたします。 

 施設の目的としては，保護者が安心して幼

児から小学生まで遊ばせることができて，屋

外でできる遊びや運動を屋内で実現できると

か，遊具や道具を使った遊びを促す，親，子

どもどうしのコミュニケーションの場を提供

するということで，子育て支援を充実するこ

とによって，水戸市の魅力が高まり，子育て

世代の住民が増加して，小学校の児童減少に

も歯止めがかかれば，大変いいと思います。 

 高齢者支援の充実に書かれています新設予

定の老人福祉センターと併せて整備すること

によって，高齢者支援と子育て支援との相乗

効果が期待できると思いますので，御検討を

お願いいたします。 

 

○石井様（赤塚地区） 

 赤塚地区の石井です。 

 安心，安全のまちづくりで，私が も危惧

している東海第二原子力発電所の過酷事故に

対する防災計画について，伺いたいと思いま

す。 

 第６次総合計画で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

挙げられていますが，東海第二原発で福島第

一原発と同等の過酷事故が発生した場合の対

応について伺いたいと思います。 

 まず１番目に，30キロ圏内に居住する水戸

市民27万人，10～20キロ圏内が21万人，20～

30キロ圏内が６万人くらいいるかと思います

が，この人々の実施可能な避難計画は策定で

きるか。具体的には，どのような内容で予定

しているか伺いたいと思います。 

 続いて２番目として，水戸市民27万人の避

難先の確保は可能か，候補地は考えているか

ということです。 

 今挙げた１と２の対策が不可能な場合は，

それをどうするかという，第２案を考えてい

るかどうか。１，２が不可能な場合の対策を

検討しているかどうか伺いたいと思います。 

 ４番目として，30キロ圏内，東海村，ひた

ちなか市，日立市など13市町村があるかと思

います。大子町は７人ぐらいしかいないので

抜いてありますが，大子町を除いて13市町村

が30キロ圏内にあるかと思いますが，約100

万人の人が住んでおります。それに対する広

域的な原子力事故防災計画の策定の予定はあ

るのかどうか伺いたいと思います。 

 地震災害，津波災害，風水害などの自然災

害は，地域も期間的にも限定的でありますが，

原子力災害は，全市域，それから数年ないし

数十年の長期間の対策が必要と考えられます。

性格・規模が異なるので，防災計画を分けて

検討していただければと提案をしたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの２件について，市のほうから御

説明をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 赤塚地区からも二つの御意見，御提言をい

ただきまして，ありがとうございます。 

 はじめに，久信田様からいただきました子

育て支援施設について，充実していったらい

いのではないかという御提言でありました。
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ありがとうございます。 

 また，赤塚地区の市民センターを利用した

子育て広場につきまして，女性会の皆様に御

協力いただきまして，本当にありがとうござ

います。 

 子育て支援につきましては，今回，資料の

13ページにありますとおり，やはり高橋市長

の公約のもと，未来への投資プロジェクトと

いうことで，子育て支援については，特に，

ハード，ソフトとも重点化を図っていくとい

うことを位置付けてまいりたいと考えてござ

います。 

 子どもたち，あるいは子育て世代が安心し

て遊んで，さらには伸び伸びと交流できる環

境づくりといたしまして，今現在，中核的施

設であります大町３丁目のわんぱーく・みと，

そして本町１丁目のはみんぐぱーく・みとに

おきまして，御提案のありました専門スタッ

フによる子どもたちが屋内で遊んでという事

業展開をしているところであります。 

 また，地域におきましては，赤塚のミオス

における「つどいの広場」，さらには保育所に

おける地域子育て支援事業，さらには公共施

設を活用した子育て広場，また，ただいま申

しました市民センターにおける子育て広場，

今，７か所，ほかの地区も含めて実施してご

ざいます。こういったそれぞれの年代，ある

いはそれぞれの地域の資源を活用しまして，

多様な手法による地域の子育て支援拠点の形

成を推進しているところであります。 

 今後とも，歩いて通えるような身近な子育

て拠点といたしまして，将来的には，全市民

センターにおける子育て広場事業の拡充を目

指していきたいと考えてございます。 

 また，小学生の放課後における遊び場，あ

るいは居場所づくりといたしまして，現在，

開放学級，民間の学童クラブ，放課後子ども

教室等を実施しているところでありますが，

これらの小学生のための放課後の遊び場，居

場所づくりにつきましても，施設の充実を図

りまして，総合的な放課後児童対策というも

のを推進してまいりたいと考えてございます。 

 また，あわせて，今後整備予定の老人福祉

センターにおいて，高齢者のみならず，子ど

もたちも多世代で交流できるような施策を展

開してはどうかという御提言をいただきまし

た。 

 今後，老人福祉センターにつきましても，

第６次総合計画において１か所の新設という

ものを計画してございまして，この施設，老

人福祉センターにおきましては，高齢者だけ

ということではなく，多くの世代から親しま

れる施設を目指しまして，積極的に多世代交

流等の事業を展開してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 もう１点，石井様から御提言いただきまし

た東海第二原子力発電所の過酷事故があった

場合の防災計画についてということでござい

ます。 

 災害に強いまちづくりにつきましては，こ

れも14ページにございます重点プロジェクト

と位置付けまして，ハード，ソフト施策の充

実を図っていくという考え方でございます。 

 この中で，やはり原子力安全対策というも

のも，この災害に強いまちづくりの中では重

要なものだと考えてございます。 

 現在，地域防災計画というものを策定して

ございまして，今年５月に，原子力災害の対

策計画編というものにつきまして，見直しを

図ったところでございます。 

 原子力災害対策計画編につきましては，今

後も国の改定にあわせて，見直しを図ってい

くものでございます。 

 また，過酷事故等があった場合の避難計画

について御意見，御提言をいただいたわけで

ありますが，現在，本市の避難計画を含めま
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した全体的な広域的な避難計画につきまして，

国のほうで考え方を整理しておりまして，茨

城県及び県内の市町村とも検討を進めている

状況にございます。 

 また，避難先につきましては，東海第二発

電所の事故を想定しました避難シミュレーシ

ョンを踏まえまして，30キロ圏の外の本県市

町村と検討を進めていくということを基本に

考えてございます。 

 これらの東海第二発電所の周辺市町村とい

うことでございますので，事故があった場合

の避難計画につきましては，効果的な防護対

策が実施できるよう，周辺市町村と連携を図

ってまいりたいと考えておりますが，水戸市

民だけではなく，30キロ圏で約90万の住民が

おりますので，広域的な避難につきましては，

県のほうが，まずその避難計画というものを

取りまとめる段取りとなっております。県の

避難計画が取りまとまった後に市町村ごとに

避難計画をつくっていくということで，今ス

ケジュールを立ててございますので，今後，

そういった県の考え方，あるいは県内の市町

村との連携を図りながら，具体的な計画につ

いて策定の作業を進めてまいりたいと考えて

ございます。 

 また，地域防災計画について，やはり津波，

あるいは河川の被害，そういったものと分け

てつくってはどうかという御提言をいただき

ました。現在，地域防災計画につきましては，

原子力災害対策計画編という原子力災害に特

化した計画と，また地震災害対策計画編，さ

らには津波災害対策計画編，風水害対策計画

編というふうに，それぞれの災害の特性に応

じた地域防災計画を策定してございまして，

それぞれの災害の状況に合わせた適切な災害

時の対応というものを進めてまいりたいと考

えております。 

 第６次総合計画におきましても，それぞれ

の地域防災計画につきまして，必要に応じて，

見直しというものを行っていきたい，そうい

ったことの施策につきましても，第６次総合

計画に位置付けまして，安全なまちづくりと

いうものを進めてまいりたいと考えてござい

ます。以上でございます。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。ただいまの件に

ついて，御質問，御意見がありましたらお願

いします。 

 これで各地区から出た発言，提言が終わっ

たわけですが，これらについて，高橋水戸市

長より総括的に御説明を願いたいと思います。 

 

○高橋市長 

 皆さん，それぞれの地域で課題，問題，御

提言，あるいは御提起いただきましてありが

とうございました。時間がないので，ざっく

りでありますが，例えば，空き家対策につい

ては，今，条例を制定するという動きもあり

ます。牛久市などではできている状況で，話

がありましたとおり，本市も検討をしていき

たいと思っています。まさに人口減少，高齢

化社会で生まれてくる新たな課題だという認

識を持って，今から準備をしていかなければ

ならないと思っています。 

 ただ，やはりある程度覚悟が必要で，例え

ば，いろいろな条例を見ると，解体を市がや

って，後からお金を請求するという条例があ

るのです。大体，他の市はとれていないと思

います。つまり，税金で他人様の家を解体し

てあげるということに結果がなってしまう。

ただ，そうは言っても，税金を使えば環境が

守られるということにもつながってきます。

それを市民の方々がどう判断をするかだと思

っています。税金を使ってまでも環境を良く

するのか，あるいは他人様のものを税金で解
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体までしてやるべきなのか，そういった覚悟

を持って，この条例というのは制定していか

なければなりませんので，先進的な事例もあ

りますから，今後，そのような観点も踏まえ

て，この条例の制定の有無についても，よく

吟味をしていきたいと思っています。 

 それから，石川小学校については，これは

市民懇談会でも言われました。お申し出いた

だきました。土地等の買収については，実は

チャレンジをいたしましたが，相手があるこ

とであります。その辺のところが進捗してい

ないという状況でありますが，今，話があり

ましたとおり，側溝について，私も気づかな

かったものですから，あの部分の側溝が水戸

市のものなのか，あるいは地権者のものなの

か，よく調べて水戸市分のものであるならば，

これは逆に言えば，総合計画に位置付けなく

てもできるものでありますので，そういうと

ころは，調査をさせていただきたいと思って

おります。 

 あの分だけでも，40センチずつ，あるいは

30センチずつやれば，それで60センチから80

センチ広がるということになっていきますの

で，側溝部分の所有者が水戸なのか，誰が持

っているのか，その辺を調べて，水戸市が持

っているものであるならば，そんなに遠くな

い時期に整備はできると思っております。 

 根本的には，入り口をもっと広くするとい

うことでありますので，引き続き，そういっ

た土地等の手当てができるかどうかというこ

とにもチャレンジをしていきたいと思ってお

ります。 

 それと，町内会の加入促進ですが，非常に

悩ましい問題でありまして，さきほどお話し

がありましたが，特に共同住宅については，

一括加入ができないかどうか，オーナーさん，

あるいは分譲業者，そういった所と事前に協

議をしていきたいと思っています。市は建築

確認等について，ある程度把握しています。

建築確認も，今，民間がやる場合もあります。

必ずしも水戸市に申請がある場合だけという

ことでもありませんので，そういった情報も

キャッチしながら，水戸市にできる，特に共

同住宅等については，事前にキャッチをして，

いわゆる賃貸住宅であれば，オーナーさんに

そのようなことに協力いただく，あるいは分

譲マンションであれば，その分譲業者等に広

告の中にはじめから加入を促すような文言を

入れていただく等の協力をいただき，その契

約のときに，入会申込書を一緒に配布してい

ただくとか，できる限り一括申込みのような

形がとれる方向を探っていきたいと思ってお

ります。今後の住宅についても，転入届とか，

そういうことがあるときに一緒にこういう加

入申込みみたいなものを市で独自に作りまし

たので，住み協と協力しながら，そういった

ものを一緒に配布して加入促進を促していく

という一斉運動というものもやっていきたい

と思っております。 

 ただ，何分にも強制力がないというのが非

常に厳しいところでありまして，そういった

ことも踏まえながら，なるべく努力をしてい

きたいと思っております。 

 災害時の要支援者のマニュアル等もつくっ

ております。特に，個人情報が非常に問題で

ございまして，何かのときに公に出していい

かどうかということもよく把握をしていかな

ければなりません。民生委員の方々は分かっ

ているのですが，あの方はひとり暮らしの高

齢者でこういう人というようなことを言うこ

とが，実は個人情報保護に引っかかる，ある

いは民生委員としての守秘義務違反に引っか

かる場合もありますので，その辺のところ，

よく協議をしながらも，ただ，いざというと

きには，個人情報うんぬんよりも人の命のほ

うが大切でありますから，その辺のところが
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どのようにハードルがクリアできるかという

ことを民生委員さんとか，あるいは法的なク

リアも研究をしながら，いざというときには，

そういったことが即出せるような，あるいは

地域の役割分担の中で，すぐその人たちを助

けに行けるような，そういう体制づくりにつ

いて検討していきたいと思っています。 

 いずれにしても，マニュアルは作りました

ので，そのマニュアルを，まずそれぞれの役

割分担を得た方々に見ていただいて，いざと

いうとき，こういう障害を持つ人にはこうい

う対応をしてくださいということだけは，ま

ず町内のほうで協議をしていただければと思

っております。 

 それから，東海第二原発につきましては，

やはり広域的な避難計画については，県と国

の指針を待っている状況で，さきほどの原子

力災害対策計画編についても，実は未完成の

まま発表しているという状況でもございます。 

 これから，やはり再稼働うんぬんの話にな

るときにも，広域的な避難計画が地域である

かどうか，それが市民に納得いただけるもの

なのかどうかということが大きな前提になっ

てくるというふうにも認識をいたしておりま

すので，私たちも県や国のほうの指針が決ま

ったら，即，それに基づいて自分たちの避難

計画も策定をして，市民の方々にお示しをし

ていきたいというふうにも思っています。 

 広域的にどういうふうな考え方をとるかと

いうことなのですが，それぞれの地域には，

やはり特徴がありますから，例えば13地域，

あるいは私たちの県央の首長地域９市町村，

これが全部一つの計画にして同じ行動がとれ

るかどうかというのは，またそれも疑問であ

りますから，必ずしも広域的にやる必要もな

いかもしれません。ただ，この市町村は，こ

ういう計画を持っているという情報の共有は

しておかないといけないと思っておりますの

で，少なくとも，周辺市町村の防災計画，原

子力災害の防災計画については，水戸市も把

握するように努めていきたいと思っておりま

す。また，私が座長を務めております県央地

域首長懇話会においても，今，原子力安全協

定の見直しというものを求めておりますので，

この答えは絶対もらわなければならないもの

ですので，まず，９市町村で原子力の重大な

ことに関わるものについては，情報提供いた

だくということになっておりますが，再稼働

うんぬんということについても，やはり私た

ちの意見が尊重される，尊重されるどころか，

私たちの意見も絶対聞かなければならないと

いう権限を得る努力をしていきたいというふ

うにも思っております。 

 それから，子育て支援施設の充実でありま

すが，これは，私が未来への投資プロジェク

トで，これから一番力を入れて，超高齢社会

を担う人材をつくっていくためにも，やはり

より良い環境の中で子育てをし，安心して生

み育てる環境をつくっていかなければならな

いという大きな目標を持っています。 

 さまざま，多様化する中で，いろいろな手

法があると思います。市民センターでやる，

あるいはさきほど言った老人福祉センターに

その機能を持たせる，いろいろな考え方とい

うのがあると思いますので，特に，西部地区

には，老人福祉センターを１か所造るという

ことで位置付けをさせていただいております

から，その中に機能を持たせてもいいのかな

と。特に，真ん中にはわんぱーく・みとがあ

って，東には，はみんぐぱーく・みとがある，

西には何かといったら，まだそういった施設

がないので，何らかそういう拠点的なものが

あることも，西のほうの方々の子育て支援拠

点というふうになってくるのかなという思い

がありますので，その辺は工夫をさせていた

だければと思っています。 
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 すみません。そういうことで，あと少しし

かないのですが，また自由な意見もいただけ

ればと思っております。 

 一応雑ぱくでありますが，総括とさせてい

ただきたいと思います。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。 

 それでは，これから自由発言に移らせてい

ただきます。意見をいただきたいのですが，

挙手をお願いします。 

 

○杉山様（赤塚地区） 

 赤塚地区の杉山です。今，第６次総合計画

の概要説明をいただきました。大変未来に夢

のあるまちができてくるのかなということで

お聞きをいたしました。まちづくりは，今ま

で開放型というんですか，周りにいろいろな，

例えば，イオンができたりして，まちなかが

どんどん寂しくなっていった。そういう拡散

型指向のまちづくりが今まで経済の成長とと

もにやってきたような感じがしたのですが，

今後は，この中でいきますと，集約型にした

い，まちの中でコンパクトなまちをつくって

いきたいということが提言されていると思い

ます。まちなかににぎわいをつくりたいとい

うことがあります。これはどんなふうにやっ

ていくのかなということを見てまいりました

ら，芸術，あるいは文化の中で，水戸芸術館

の問題がたくさんそこに出ております。その

中で考えたことは，水戸芸術館の場合は，多

分，泉町１丁目北地区の再開発事業，あるい

は近辺なのかなという感じがいたします。そ

ういう中で，水戸芸術館を見ますと，１年間

の集客人数が約17万7,900人と，この資料に出

ておりました。今まで見ておりますと，17万

7,900人の方があそこの芸術館で音楽を聞く

など，それは達成したのです。私が思うのに

は，やはりそういう一つの施設というもの，

同じような施設は集約化をして，そこで効率

化を図ればいいだろうし，お客さんがそこに

寄ってくるだろう。泉町１丁目北地区の再開

発事業の中に，今，いろいろな問題があって，

市役所は従来のところに建築なさるというこ

とになりました。その隣にある市民会館の問

題は，今決まってないのではなかろうかと思

います。そういう関係の中から，そういう娯

楽設備，あるいは文化設備，そういうものを

一つに集約をすること，それは，人がそこに

寄ってくるということになりまして，まちの

中を回遊させたいという考え方もありますが，

そういう人が集まらないと回遊はしないわけ

です。ですから，そういう同一的な施設は集

約化して，そこに1か所ぐらいにまとめて，そ

れで人を集めて，その人たちがまちの中を歩

いて帰る，そういうことによって，はじめて

まちの中の活性化ができるのではなかろうか，

そういうことを御提案申し上げたい。以上で

ございます。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。 

 

○高橋市長 

 杉山さん，ありがとうございました。 

 まさに杉山さんがおっしゃったとおり，大

きく今回の総合計画でかじを切りたいという

ふうに思っています。拡散型のまちにしてし

まったがために，非常にお金のかかるまちに

なってしまいました。どこにでも道路を舗装

する，下水道を入れる，街路灯をつける。や

はりコンパクトにまとめて，特に，これから

超高齢社会，車を運転されない方も多く出て

くると思っています。そういった方が歩いて

買い物に行ける，歩いて病院に通える，歩い

て遊びに行ける，習い事に行ける，やはりそ
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ういった都市機能がぎゅっと凝縮をされた，

そういうまちづくりをやっていくのが今後の

まちづくりのあり方，それから，やはりエコ

という考え方にも結び付いてくるのではない

かなというふうに思っています。 

 そういう意味においては，今の中心市街地，

そして赤塚エリア，あるいは内原エリア，そ

こでぎゅっぎゅっとまとめて，これ以上，市

街化調整区域のほうにまちをつくり上げない

という方向性を，この総合計画では打ち出し

ていきたいと思っています。 

 特に，都市核となっていく中心市街地につ

いては，やはりこれは水戸市の顔であります

から，ここが衰退しているということがイコ

ールまちの勢いを失っているということにな

っていきますから，御指摘の点は，十分承知

をいたしております。 

 これから，泉町１丁目北地区の再開発も都

市計画決定をしていかなければなりません。

そういうときに，どういうまちのコンセプト

でいくかということ，場合によっては，今年

度中にも練り上げていかなければならないと

思っております。もちろん，さきほど御指摘

のありました市民会館等の設置についても，

中心市街地の方々から自治会，あるいは商店

街から，ぜひ中心市街地のどこかに，必ずし

も泉町というわけでもないのですが，南町と

かいろいろな土地が空いているのですが，ど

こかに持ってきてほしいという要望を受けて

おります。私は，従来，やはり中心市街地に

市民会館を持っていくということ，もちろん

決定しているわけではありませんが，やはり

重要な選択肢の一つだと思っております。そ

ういった中で，例えば，ゾーニングがどこで

できるか。例えば，今，杉山さんがおっしゃ

ったように，芸術，文化活動はこのエリアで

やろう，いわゆる芸術，文化交流ゾーンとし

ていこうとか，そういうゾーニングが可能性

としてはあるというふうに思ってはいます。 

 今後，総合計画の中に，もちろん再開発は

位置付けていきますが，そういったまちのに

ぎわいに資して，そして一つのコンセプトと

してまちが成り立っていく，そういうことを

この10年の間に練り上げていきたいと思って

います。 

 とにかく都市機能を，特に，まちなかに凝

縮をさせていく。病院，買い物，学校，遊ぶ

場所，勤める場所，それから買う場所，これ

を凝縮して，歩いて行ける，自転車で行ける，

場合によっては，公共交通で移動していただ

く，あまり車を使わない，そういうような，

ちょっとおしゃれなまちにしていきたい，そ

ういうふうにかじを切っていきたいと思って

います。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。自由質問を渡里

地区と梅が丘地区から予定しておりますので，

私のほうから指名したいと思います。 

 渡里地区の方，お願いいたします。 

 

○阿部様（渡里地区） 

 それでは，渡里住民の会の自治部を担当し

ております阿部と申します。 

 今回の総合計画の中の49ページにも出てお

りますが，台渡里の官衙遺跡群保存管理計画

でございますが，このことにつきまして，先

般，渡里地区において説明会がありました。

そのことにつきまして，進捗状況はどのよう

になっているかということで御質問したいと

思います。 

 

○小田木課長 

 ただいま，渡里の阿部様からいただきまし

た台渡里官衙遺跡群の保存管理計画の進捗状

況ということでありますが，今現在，計画の
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内容をまとめておりまして，パブリックコメ

ントの手続が終了した時点でありまして，

終的な取りまとめというものをこれから進め

ていくという状況にございます。 

 

○大槻座長 

 市長より補足説明があれば。 

 

○高橋市長 

 心配をおかけいたしております。何分にも

御存知のとおり，指定したのが11ヘクタール

ほどあるということで，大変大きな遺跡群に

なっております。その資産価値としては，大

変重要な施設というか，昔の役場跡であると

か，そういったものがあったということで，

これをしっかりいわれをＰＲすることによっ

て，水戸市はすごいものがあったという理解

はしていただけるものと思っておりますし，

また，その教育，あるいは文化の向上にもつ

ながっていくというふうに思っています。 

 ただ，私，担当課に指示したのは，11ヘク

タールあるので，確かに国の補助金を活用し

ながら，公有化をしていくということで，水

戸市の負担というものも補助金がある分，軽

減はされているのですが，だらだらやるなと

いう話は申し上げました。ある一定のところ

でメリハリをつけた形で整備をするように，

つまり虫食い状態でだらだら買って，それで

一体何年後に何をやるのかという，その明確

さのない，不明確な計画はやめろという指示

はいたしました。 終的には，それは11ヘク

タール，公有化にしなさいということが国か

ら言われておりますし，そこを指定したわけ

でありますから， 終的に，それはやらざる

を得ませんが，やはりある程度５年ごととか，

そういうふうに区切って，まず，まとまった

土地を文化遺産としてどういう見せ方ができ

るかというようなことをやっていかなければ

ならないと思っています。 

 それを総合計画の中に位置付けて，この計

画期間内にやっていきたいと思いますが，例

えば，今，ある一定にまとまった，ちょうど

通り沿いを３ヘクタールだったら３ヘクター

ルまとめて，いわゆる公有化させて，皆さん

の憩いの場である公園にして，ここには台渡

里廃寺，こういうのがありましたという展示

スペースをつくって，そして，子どもたちに

見てもらったり，あるいは観光客もそこに引

っ張ってきたりとかいうような，ある一定の

区切りをつけていきたいと思っています。 

 そうじゃないと，11ヘクタールを全部公有

化してから何かやろうとなると，果たして何

10年後になるかわかりません。国から，そん

なに一気に買うだけのお金が来るわけではあ

りませんし，まだ建てたばかりのアパートと

かマンションも周りにありますので，ある一

定の区切りを設けて，そこに展示施設みたい

なものをつくって，どういう見せ方をするか，

それは工夫をしていきたいと思います。 

 また，地域と協議していきたいと思ってお

りますし，公有化した公園のところについて

は，地元の方々，子どもたちや高齢者の方々

が何らかの活動ができるような，そういう憩

いの場というふうにもしていきたいと思って

おります。 

 ある一定のところ，土地がまとまったとこ

ろで，区切りをつけたいと思っておりますの

で，また地元とそれは協議をさせていただき

たいと思います。 

 いずれにしても，そういうことをこの総合

計画に位置付けていきたいと思っています。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。よろしくお願い

いたします。 

 そのほかになければ，以上で終わるわけで
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すが，いかがでしょうか。 

 

○海野様（東赤塚） 

 私，東赤塚の海野と申します。 

ただいま，いろいろと第６次総合計画の御

説明がありましたが，これは大体10年ぐらい

の計画案だと思います。私が質問したいのは，

各市町村がこういう問題は，どこの市町村で

もある問題だと思います。これは，だんだん

解決されることではあると思いますが，私は，

これよりもっと先の計画，言うなれば，常磐

線が開通して100年以上たっている。開通した

ときは，本当に東京へ１日がかりで行くよう

な時間帯だったと思います。今は１時間足ら

ずで東京へ行ける。県外の県庁所在地を見ま

すと，水戸に勝る部分がたくさんあるんです

ね，行ってみますと。水戸でやらなければな

らないというのは，今までに長期的展望がな

かったのかなと，そのために遅れをとってい

るのではないかと考えるところです。 

ほかの県庁所在地，北関東で言うなれば，

宇都宮，前橋は新幹線があるし，鉄道で言え

ば，そういうところで違う。高速道路はあり

ますが，水戸市民が払う高速料金は，県庁所

在地では，全国的に見て，上位の支払いなの

です。交通網が遅れているということで，新

幹線が常磐線に入るかというと，これは永久

にないと思います。そういうことを考えると，

現在，やっと赤塚駅西線の踏切改良工事を行

っておりますが，これを地下で結ぶというこ

とですが，これよりもまず東の道路を整備す

るということですから，そうすると，四つぐ

らいの踏切ができるわけです。道路優先では

なく，人間優先であれば，平らなところを人

間が歩くのが もふさわしい都市計画だと思

いますので，もっとこれから100年先ぐらいの

ことを考えてやっていただければ，この西線

は，当座は平面交差でもいいのかなという感

じがします。 

この西線ができても，西線を渡って，国道

へ出て，50号が確立されてなければ，渋滞の

もとになるわけですね。今，赤塚北交差点が

渋滞の 大のネックでしょう，50号では。ま

すます渋滞が発生するものだと思います。そ

ういう長い先を考えて，今やらなければなら

ないのか，そういうことを考えたらいいと思

います。 

地下道ということになると，車は非常に便

利かもしれませんけど，その辺についても長

期的展望ということを一つ考えに入れたらい

かがなものかと思います。以上です。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。それでは，市の

ほうで。 

 

○高橋市長 

 まさにまちづくりのビジョンというのは，

10年後ではなくて，50年先，100年先を見据え

てやるものだということはよく政治の世界で

は言われております。そういう部分が水戸市

としては足りなかった。だから，いまだに27

万人しかいない，関東地方の県庁所在地の中

で一番小さいではないかということを言われ

るということがあると思います。それは，も

ちろん私も19年前から政治をやっていますか

ら，そういう意味においては，いろいろな部

分で足りなかったなというふうには思ってお

ります。 

 これからいろいろと，今，私が座長をやっ

ている県央地域首長懇話会等で，市町村合併

うんぬんではなくて，このエリアで一体何が

できるのだろうかということ，いろいろな特

区を含めて，観光で生きられる地域なのか，

それとも何らかの産業で生きられるまちなの

か，そういうことを研究していこうというこ
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とで，実は去年から県の関係者を呼んで勉強

会をやっています。今年も，知事選挙の関係

で，本当は８月にやりたかったのですが，先

送りになってしまって，10月末か11月になっ

てしまうのですが，大きなビジョンについて，

それぞれ私たち27万人の水戸市だけが考える

のではなくて，このエリアの県央地域の発展

振興につながる何か特徴的なものをみんなで

一つの共通理解として持って，そして県南地

域と勝負をしていこう，都市間競争に勝って

いこうということで，去年からやり始めてい

ます。まだ具体的な方向性を見出したわけで

はありませんが，やはりそういうビジョンに

ついて，しっかりエリア取りをして水戸だけ

ではなくてやっていきたいというふうに思っ

ています。 

 まだ観光で生きるか，産業で生きるかとい

う具体的なことはお示ししていませんが，そ

ういう勉強会を始めているということだけ，

今申し上げさせていただきたいと思います。 

 また，赤塚駅西線のアンダー化なのですが，

これらについては，逆に市民懇談会での要望

事項でありまして，地域の方々から早くやっ

てほしいということで出ている案件でありま

して，先日の市民懇談会でも，石川地区で，

あと８年後と言ったのです。そのときに，８

年もかかるのかと言われたくらいでありまし

て，その辺のところは，地域の要望でもあり

ますので，そういった交通，特に南北を結び

円滑化を図るということで，これは推進して

いきたいということで御理解いただければと

思っています。ただ，さきほども申し上げた

ように，これから車ではなくて，やはり人間

が優先で自転車であったり，歩きであったり，

そういうことで生活できるようなまちにして

いこうという思いもありますので，やはり車

優先社会にするのではなくて，歩いて楽しめ

る，まさに21世紀は，歩くということをキー

ワードとしたまちづくりも心がけていきたい

と思っています。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。ほかに質問は，

ありますか。 

 

○三村様（石川地区） 

 石川地区の三村です。どうもお世話になっ

ています。 

 時間も押していることですから，簡単に質

問します。 

 水戸市は，小中学校の夏休みとか，春休み

がほかの市町村に比べて短いというのは，皆

さん御存知でしょうか。休みは休みで別にい

いんじゃないか。２，３日遅く夏休みが始ま

って，２，３日早めに夏休みが終わるという

のは，正直，子どもたちのモチベーションの

問題もそうだし，先生方もちょっと引いてい

るところですね。力のある若い先生というの

は，部活とかがんがんやるけれども，水戸に

は，結構そういう先生はいらっしゃらない，

こういう言い方をしたら失礼だけれども。 

 それとプラスアルファ，地方の先生に聞く

と，水戸は行きたくない，忙しいからとか，

水戸は生き馬の目を抜くようなところだ，行

きたくないみたいな。結局，教育というのは，

部活動，高校野球見ていてもそうなんだけれ

ども，指導者によって全然違うんですよね。

だから，もうちょっと指導力を上げるという

言い方は失礼だけれども，もうちょっと先生

方の質みたいなところを向上するようなこと

も考えていただきたい。 

 とりあえずそんなところです。答えは簡単

でいいので，すみません。 

 

○高橋市長 

 三村さん，いつもありがとうございます。 
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 私も同じことを言われたことがあって，過

去の例からずっと調べていました。実は，平

成16年でしたか，英会話特区をやったときに，

英語の授業を増やしたのです。そのおかげで，

ほかの授業の日数を取れなくなってしまった

ということで，それで，水戸の場合には，授

業日数を増やすために，長期休みを少なくさ

せていただいたという経緯がありました。そ

の結果，英語の試験は，本当に全国でも上位

のレベルに育ってきたという，その結果はあ

ります。 

しかし，先生方が実は，水戸は休みも少な

いし大変だから，入りたくないという声も実

際にあるということを伺いました。それにつ

いては，茨城県の教育委員会に抗議をいたし

ました。そういう考えの先生は，水戸市に来

なくていいからということを逆に言いました。

今，とにかく水戸でこういう状況であって，

やりたいという人間しか入れないからという

ようなことで言われています。ですから，い

い人間をどんどんこちらのほうに，やる気の

ある先生を呼んで，質を高めていきたいと思

っております。 

 そういうこともあるので，私は，さきほど

皆さん，もしかすると気付いた方もいらっし

ゃると思います。全ての幼小中学校の全ての

教室に，総合計画の中でエアコンをつけます。

逆に，これからわがままは言わせません。暑

いとか，そういうことは逆に言わせません。

場合によっては，希望者をとって，夏休み中

に集中講座をやるぐらいの，そういう意気込

みを先生の中には醸成していきたいと思って

います。 

 いい環境の中で子どもたちを学ばせる，こ

のことによって，電気代だけで数千万円増え

てしまうのです。でも，私は，子どもたちを

育てるためには，それは惜しくないお金だと

思っております。ですから，全教室にエアコ

ンをつけて，夏でも快適な中で学んでいただ

く。ですから，休みが２，３日短くても快適

に勉強に集中してやっていただけるという環

境を学校の中につくり上げていきたい。教員

はいい人材を求めていきたいと思っています。

どうぞ御理解をいただきたいと思います。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。もう終わりの時

間になってきたのですが，意見がありました

ら，お願いいたします。 

 

○匿名 

 素朴な疑問なのですが，石川学区には避難

所が石川市民センター，それから石川小学校，

石川中学校と，私が承知しているのは，その

３か所です。それで，学校については，防犯

上の理由だと思うのですが，門に施錠してあ

ります。もし，何か災害が起こって，避難所

へ行ったけど，校門が開かなくて入れないと

いうことがあるのではないかと思って危惧し

ているわけですが，それがどういうふうにな

っているか，誰が門の鍵を開けてくれるのか。 

 たまたま先日，防犯パトロールで朝６時過

ぎに堀原小学校の前を通ったら，消防自動車

がサイレン鳴らして10台ぐらい来たわけです。

いや，これは大変だなと思って見ていたら，

やはり施錠してあって入れないわけです。た

またま消防自動車ですから，はしごがありま

すから，門にはしごをかけて中へ入ったとい

う事例も見ていますから，そういう場合に，

避難所の鍵を誰が開けてくれるのか，ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

 

○大槻座長 

 市のほうで説明をお願いします。 

 

○小田木課長 
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 基本的に小中学校については，重要な避難

施設ということでございますので，これにつ

いては，学校との連携の中で，市の災害対策

本部，あるいは災害対策の指示があったとき

には，いつでも開けられるようにという体制

を組んでいくことが基本になっています。 

 また，各地区の市民センターにつきまして

は，これも災害時の重要な拠点という位置付

けですので，市民センターの職員，あるいは

その関係者が学校との連携の中で施錠を解除

できるような体制についてもとっていきたい

と考えております。 

 現時点で，申し訳ございません，担当では

ありませんので，明確に，こういうシステム

になっているということをお答えできないの

ですが，そのような不安がないような体制と

いうものをきちんととってまいりますので，

よろしくお願いいたします。 

 

○大槻座長 

 ありがとうございました。ちょうど時間も

来ましたので，終わりにしたいと思います。 

 それでは，まだまだ御意見等もあって尽き

ないと思うのですが，以上をもちまして，懇

談会を終了させていただきます。 

 水戸市におきましても，ただいま御意見等

をいただきましたことを真摯に受け止めまし

て，十分検討していただきたいということを

付け加えてお願いしたいと思います。 

 

○司会 

 それでは，座長の大槻様，お務めいただき

まして，どうもありがとうございました。 

 本日は，時間の関係で，御発言いただけな

かった方もいらっしゃるかと思いますので，

御意見等があれば，概要版資料の３ページを

御参照の上，提出していただきたいと思いま

す。提出先等が書いてございますので，提出

していただきたいと思います。 

 それでは，ここで高橋靖水戸市長から懇談

会を総括して，御挨拶を申し上げます。 

 

○高橋市長 

 今日は，皆さん，活発な御意見ありがとう

ございました。そういった御意見も踏まえて，

これから総合計画のほうへ位置付けをしてい

きたいと思っています。 

 シナリオでは，市長総括10分と書いてある

のですが，今から私が10分話したら，皆さん

に迷惑をかけてしまうでしょうから，簡単に

済ませていただきますが，今度の総合計画と

今までの第５次総合計画との大きな違いは，

人口の指標です。今までは，人口を膨らまし

に膨らますことができました。人口減少時代

がこんなに早くやってくるとは思いませんで

したから，本格的な人口減少，そして超高齢

社会に突入をしてまいります。 

しかしながら，水戸市は，いろいろな政策

を積み重ねて人口は減らないようにしたいと

思います。増やすという大風呂敷も広げませ

んが，減らさないようにして，今の27万人の

経済活動を維持して，さらに一人一人の努力

によって，市内総生産だけは上げていきたい

と思っております。そういう意味においては，

観光とかいろいろなことを頑張って交流人口

を増やして，水戸市に来てもらうお客さんを

増やしていくという，新たな指標も設けさせ

ていただきました。そのことによって，経済

というものを確保して，そして皆さんの生活

を豊かにして，私たちは力強い財政力を持っ

て，その力で，この厳しい時代を乗り越えら

れる，そして，超高齢社会を乗り切れる，安

定した社会保障制度をしっかり確立して，皆

さんに安心を提供していく，そういうビジョ

ンをこの総合計画の中に位置付けて推進をし

ていきたいと思っております。やはり人口を
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維持するためには，まちの魅力です。魅力っ

て何なのだと言われたときに，いろいろな魅

力があります。単なる観光振興を図って，い

ろいろなお祭りだとか，イベントだけをやれ

ばいいというものではありません。さきほど，

三村さんがおっしゃいました，まさに教育だ

って魅力，子育てだって魅力，医療や福祉が

充実していることも魅力，あるいは道路網，

下水道，そういった社会インフラが整備をさ

れていることも魅力，そういった一つ一つの

政策を重ねていって，水戸市の魅力を創出し，

ああ，こういうまちだったら，住んでみたい

な，住み続けたいな，そういうまちをつくっ

ていくのがこの第６次総合計画でございます。 

 これからまさに，水戸の魅力創出のために

いろいろな施策を積み重ねて，多くの方々に

水戸に住んでいただく，多くの方々に水戸に

来ていただく，そして元気な経済活動が行わ

れていく，そのことによって，私たちは力強

さと競争力を持つ，そんなまちに成長させて

いきたいと思っています。 

 これには，やはり市民一人一人の力が必要

であります。市民と行政との協働で，この水

戸市がまさに県庁所在地として誇るべきまち

となるよう，成熟をさせていきたいと思って

おりますので，引き続き，市民の皆様方の御

支援と御協力，御理解をいただきますように

よろしくお願い申し上げまして，お礼の挨拶，

総括にかえさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

○司会 

 それでは，以上をもちまして，魁のまちづ

くり地域懇談会を終了いたします。 

 本日は，大変遅くまでどうもありがとうご

ざいました。 
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○司会 

 皆さん，こんばんは。定刻になりましたの

で，ただいまから，魁のまちづくり地域懇談

会を開催させていただきます。 

皆様方には，大変お忙しいところお集まり

いただきまして，まことにありがとうござい

ます。 

私，本日の司会を務めさせていただきます

水戸市みとの魅力発信課長の武田と申します。

よろしくお願い申し上げます。 

 この魁のまちづくり地域懇談会は，水戸市

の将来ビジョンを描く新たな総合計画につい

て，その内容を市民の皆様にお知らせすると

ともに，今後のよりよいまちづくりに向け，

市民の皆様から広く御意見等をいただき，水

戸市第６次総合計画に反映させていくことを

目的といたしまして開催するものでございま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の地域懇談会には，現在77名の方に御

出席をいただいております。大変ありがとう

ございます。 

 なお，本日，笠原地区の方々も出席する予

定でしたが，地域行事の都合により別の日に

御参加いただくことになりましたので，あら

かじめ御承知願います。 

それでは，はじめに，高橋靖水戸市長から

御挨拶申し上げます。 

 

○高橋市長 

 皆さん，こんばんは。 

 魁のまちづくり地域懇談会にお越しをいた

だきまして，本当にありがとうございます。

本来であるならば，くつろいでいる時間，あ

るいは，仕事帰りの忙しい時間であるにもか

かわらず，皆様方には，この集まりに関心を

お寄せいただいたこと厚くお礼と感謝を申し

平成25年８月８日（木）午後７時から 総合教育研究所 視聴覚ホール 

座長  吉沢地区自治連合会 会長  笹沼 進三 

参加者数 85人 
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上げる次第であります。また，皆様方には，

常日頃からさまざまな町内会活動や自治会活

動を通して，本市の行政運営，さらにはまち

の活性化など多方面から御指導，御協力をい

ただいておりますこと，厚くお礼と感謝を申

し上げる次第であります。 

ただいま，司会者からも話がありましたと

おり，この魁のまちづくり地域懇談会は，た

だいま策定しております水戸市第６次総合計

画において，直接市民の皆さんの声を聞き，

そして，それらを政策に反映させていこうと

いう狙いがございまして，各地域の方々に御

協力をいただいて，水戸市内５ブロックに分

け，開催させていただいているというところ

でございます。 

今回，この総合計画の策定については，で

きるだけ市民の方々の意見を聞いていこう，

市民意向を把握していきたいという思いがあ

りまして，直接的に皆さんからお話を聞く機

会を設けさせていただいているところであり

ます。例えば，私が就任後，初めて行いまし

た市民１万人アンケートについても，この総

合計画にその声を反映させるための事業であ

りました。おかげさまで，57パーセントぐら

いの方々に回答をいただきまして，特に，防

災の面からさまざま御意見もいただいたとこ

ろでありまして，それらについては，総合計

画はもちろんでありますが，それぞれの年度

の予算にもその声，政策を反映させていただ

いているところでございます。 

 さらには，将来を担う若い人たちの意見も

聞いていこうという思いがありまして，特に

茨城大学や常磐大学といった市内に存する大

学の学生との連携，協力もいただいており，

学生との懇談会でいろいろな意見を聞くとい

うこともさせていただいているところであり

ます。 

そして今，いよいよ佳境に入ってきたとこ

ろでありまして，12月の議会には，これらを

諮らなければなりません。そういう意味にお

いては， 後に各自治会等で御活躍をいただ

いている方，あるいはそれぞれの地域で常日

頃から市政に関心を寄せていただいている方

に直接お伺いをして，いろいろな意見があれ

ば，それを反映させていきたいということで

５回にわたり，行っているところであります。

もちろん，皆さんに申していただいたこと，

提案していただいたこと，すぐやれるものば

かりではありません。あるいは全部できるも

のではありません。しかしながら，ちょっと

アレンジすればできるかな，ちょっと制度的

なことをクリアしたり，物理的なこと，技術

的なことをクリアすれば何となくできるかな

ということもあろうかと思いますので，ぜひ

きたんのない御意見をいただきたいと思いま

す。特に，大学生となんかやっていますと，

ある意味破天荒なもの，突拍子のないものも

出てきたりします。それをちょっと何か工夫

を加えることによって，実は新しい政策の基

礎になるような，あるいはきっかけになるよ

うなことも若い人たちからは出てきています。

ですから，ぜひ今日は皆様方に，そういった

活発な発言をいただければというふうに思っ

ております。 

ふだん行っております市民懇談会がありま

す。地域ごとに皆様方にも御協力をいただい

ているのですが，そのときには，やはり各地

域のさまざまな課題があります。例えば，こ

この道路が狭い，下水道を通してほしい，市

民センターを整備してほしいといろいろな細

かい課題，問題がございます。それらももち

ろん大切なことでありまして，気付いたこと

は何かしら皆様方に御意見をいただければと

思っているのですが，できれば今日は，総合

計画に反映をさせていくというものでありま

すから，例えば，これから超高齢社会に突入



- 51 - 

して，どのような高齢化対策が必要になって

いくのか，あるいは人口減少時代に突入をし

て，この人口を減少させないために，水戸市

としてどういうような政策が必要なのだろう

か，子育て支援として，今，待機児童ゼロを

目指してやっておりますが，保育所整備以外

にもこういう工夫をすれば待機児童をとりあ

えず，まずは一時避難でも解消することがで

きるのではないか，あるいは中長期的に考え

たときに，こんなことをやれば将来にわたっ

てもゼロになるのではないか，そのような子

どもを生み育てるための環境については，こ

のような方法がある，自分はこういう考えを

持っている，そんなことがあれば，ぜひお寄

せいただきたいと思っております。 

また，インフラ整備もそうです。総合的な

ことを考えて，今，ゲリラ豪雨が降ると，水

戸市は160数か所が冠水をしてしまいます。こ

のようなことを解決するためには，実はこう

いう方法があるじゃないか，あるいは今，下

水道整備も，80パーセントぐらいは市街化区

域でいよいよ終わろうとしています。これか

ら郊外の整備をしていきます。郊外のほうが，

投資効率は悪くなります。果たして100パーセ

ント全員に下水道を普及させるべきなのかど

うか，下水道をやればやるほど財政負担がか

かって使用料が上がっていきます。そこまで

してやるべきかどうなのか。それとも別な方

法で水洗化率を上げる方法があるのかどうか，

さきほど申し上げたとおり，一つ一つの道路

１本，２本といったことも地域で大切なので

すが，この５年後，10年後のビジョンを踏ま

えて，今の生活の安定，安心，あるいは豊か

な生活，そして生活の利便性を考えたときに，

私たちが思いつかない，行政としては考えつ

かないようなアイデアがあるぞということが

あれば，皆さんにぜひ御提言をいただければ

ありがたいと思っております。そういった有

意義な時間としていきたいと思っております

ので，皆様方にもきたんのない御意見をいた

だければと思っております。 

改めて，今日，皆様方にお越しをいただき

ましたことにお礼と感謝を申し上げて，後ほ

どまた総括で話をさせていただきたいと思い

ますが，本日限られた時間ではありますが，

御協力のほどよろしくお願いを申し上げて，

まず私のほうから，今日お越しいただいたこ

とに対するお礼の御挨拶にかえさせていただ

きたいと思います。 

本日は，まことにありがとうございました。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。お

世話になります。 

 

○司会 

 それでは，ここで，水戸市の出席者を紹介

させていただきます。 

〔執行部及び事務局紹介〕 

 それでは，懇談に入ります前に，本日の進

め方を事務局から御説明いたします。 

 

○三宅補佐 

 それでは，御説明させていただきます。ま

ず，資料の確認をさせていただきます。今日

お渡ししております資料につきましては，水

戸市第６次総合計画・骨子「素案」の冊子と

概要・ポイントという２枚で１セットになっ

ているもの，そして次第の３種類をお配りし

てございますので，御確認ください。 

 それではまず，本日の進め方でございます

が，はじめに，皆様に本日の資料としてお配

りいたしました水戸市第６次総合計画・骨子

「素案」について，担当課であります政策企

画課から御説明いたします。その後，水戸市

第６次総合計画・骨子「素案」についての御

意見，御提言をいただきたいと存じます。 

 御意見等につきましては，円滑な進行を図
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っていくために，各地区におきまして，あら

かじめ取りまとめていただきました御意見等

を発言いただきまして，その後，自由発言の

時間をとってまいりたいと存じます。 

 なお，本日の懇談会の内容につきましては，

公表してまいりたいと考えておりますので，

匿名での御発言を希望される方は，その旨お

申し出くださるようお願いいたします。 

 続きまして，御意見等の取り扱いについて

でございますが，本日いただきました御意見，

御提言につきましては，総合計画の策定を進

めていく中で反映させるべきものは計画に盛

り込んでいくという考え方を踏まえまして，

十分に検討してまいります。 

 また，本日御発言できなかった御意見等に

つきましては，今月の30日まで，お配りして

おります概要版資料の２枚目の 後の様式に

よりまして，市に御提出いただければと存じ

ます。いただきました御意見につきましては，

どのように総合計画に反映させたか，御意見

に関する市の考え方を含めまして，後日，意

見公募手続に沿って，公表してまいりますの

で，よろしくお願いいたします。 

 説明は，以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○司会 

 それでは，懇談に入りたいと存じますが，

本日の懇談会につきましては，おおむね２時

間，午後９時までを予定しておりますので，

御協力をお願いいたします。 

 本日の懇談会の座長につきましては，水戸

市住みよいまちづくり推進協議会副会長を務

めておられます吉沢地区自治連合会会長笹沼

進三様にお願いしたいと存じます。 

 それでは，笹沼会長，よろしくお願いいた

します。 

 

○笹沼座長 

 座長に指名いただきました吉沢地区自治連

合会の笹沼でございます。どうぞよろしくお

願いします。御参加いただいております皆様

方の御協力をいただきながら，限られた時間

ではありますが，有意義な懇談会にしてまい

りたいと思いますので，どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは，水戸市第６次総合計画・骨子「素

案」について，事務局から資料の御説明をい

ただきたいと思います。 

 

○坪井係長 

 それでは，お手元にお配りしております水

戸市第６次総合計画・骨子「素案」，70ページ

ほどの資料に基づきまして，御説明させてい

ただきます。 

 まず，水戸市第６次総合計画につきまして

は，さきほど市長からもございましたとおり，

さまざまな市民参加の手法を取り入れながら

取りまとめているところでございます。 

 本年３月には，基本構想の素案を公表させ

ていただいたところでございまして，今回は，

この第６次総合計画・骨子「素案」をお示し

しまして，市民の皆様から御意見等をお伺い

し， 終的な計画案を取りまとめてまいりた

いと考えてございます。 

 それでは，表紙を返していただきまして，

目次にございますが，この総合計画・骨子「素

案」につきましては，Ⅰの序，Ⅱの基本構想，

Ⅲの基本計画の三つで構成してございます。 

 １ページを御覧願います。 

 Ⅰの序につきましては，総合計画の役割と

いたしまして，総合的かつ計画的な行政運営

の指針，そして市民，事業者等の社会経済活

動全般の指針と大きく二つの役割を持つこと

をお示ししてございます。 

 また，第２の総合計画の名称・構成・期間
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といたしましては，基本構想については，2014

年度，来年度から2028年度までの15年間，そ

して，基本計画につきましては，2014年度か

ら2023年度までの10年間の計画といたしまし

て，この15年間の基本構想と10年間の基本計

画によりまして，総合計画が構成されること

をお示ししているものでございます。 

 続いて，２ページを御覧願います。 

 Ⅱの基本構想の第１，都市づくりの基本理

念につきましては，水戸市の特性や現況，そ

して市民の意向，時代の課題といったものを

踏まえまして，水戸市を今後どのような都市

としていくか，考え方をまとめたものでござ

います。 

 水戸に住む全ての市民が安心して暮らし，

幸せを感じられるまちをつくっていくことを

到達すべき目標といたしまして，安心を感じ

られる環境づくり，経済的な発展，水戸なら

ではの個性と魅力の向上，にぎわいと交流の

創出，そしてあらゆる分野での人づくりによ

る市民力，地域力の伸展という視点に立ちま

して，下の図にありますとおり，笑顔にあふ

れ快適に暮らせる安心都市づくり，未来に躍

動する活力ある先進都市づくり，水戸ならで

はの歴史，自然を生かした魅力ある交流都市

づくり，三つの都市づくりの基本理念を掲げ

るものでございます。 

 ３ページの下にございますが，第２の将来

都市像につきましては，ただいま御説明しま

した都市づくりの基本理念を念頭に置きまし

て，本市の目指すべき将来都市像，将来の都

市のイメージといたしまして，笑顔あふれる

安心快適空間，未来に躍動する魁のまち・水

戸と定めるものでございます。 

 ４ページを御覧願います。 

第３ 人口と経済の展望といたしましては，

活力ある都市づくりに向けまして，人口の集

積とあわせ，さらなる発展をしていくために

目標人口及び新たな指標としまして，目標交

流人口を定めるものでございます。 

 ２の将来人口のうち，(1)目標人口につきま

しては，就業環境や生活基盤，福祉，教育サ

ービスの充実など施策を総合的に展開し，人

口の定住化によりまして実現を目指すもので

ございます。 

 2023年度，平成35年度におきましては，現

況と同規模の27万人を2028年度におきまして

は，人口の大幅な減少を食い止め，26万7,000

人を目標人口として設定するものでございま

す。 

 続いて，５ページを御覧願います。 

 (2)の目標交流人口につきましては，人，物，

情報の交流を通した新たな活力，にぎわいの

創出によりまして，2023年度，平成35年度に

おきまして，観光交流人口として450万人を，

生活圏交流人口としまして80万人を目指すも

のでございます。 

 ３の経済見通しにつきましては，国の経済

成長の予測，あるいは民間シンクタンクの予

測等を考慮するとともに，地域経済の活性化

に資する施策の総合的な展開等によりまして，

2028年度，平成40年度におきましては，市内

総生産，市民所得とも対前年度0.8パーセント

程度の成長率と，緩やかな成長を見込むもの

でございます。 

 ６ページを御覧願います。 

 第４の都市空間整備構想につきましては，

水戸市をどのように整備していくのか，その

平面的な土地利用だけにとどまらずに，質や

機能という視点に立ちまして整備の方向性を

定めるものでございます。 

 時代の変化に対応できるコンパクトな都市

構造を展望し，地球環境の保全とともに，自

然環境と共生するエコなまちづくりを基調と

いたしまして，都市核をはじめ，拠点をスマ

ートに配置し，魅力の向上，集積を図り，都



- 54 - 

市全体の発展の活力を高めるとともに，災害

に強い都市構造を確立し，住む人に優しい魅

力・活力集積型スマート・エコシティを目指

すものでございます。 

 続いて，７ページを御覧願います。 

 第５の施策の大綱につきましては，将来都

市像の実現に向け，１の笑顔にあふれ快適に

暮らせる「みと」づくりをはじめ，四つの大

項目を柱としまして，12の中項目，さらには

48の小項目で構成するものでございます。こ

の大綱に基づきまして，続いて御説明します

基本計画におきまして，将来都市像の実現に

向けた各種施策を位置付けていくものでござ

います。 

 ８ページを御覧願います。 

 Ⅲの基本計画につきましては，ただいま御

説明しました基本構想の考え方をより具体的

な施策等として定めるものでございます。 

 第１の基本的指標につきましては，基本構

想でもお示ししました目標人口，目標交流人

口，さらには市民所得について，基本計画の

期間である10年後，2023年度を目標として設

定しております。 

 9ページを御覧願います。 

 第２の都市空間整備計画につきましては，

さきほど，６ページにおいて御説明しました

都市空間整備構想をより具体的な計画として

位置付けるものでございます。 

 都市空間整備構想に基づき，具体的な整備

の方向性を定めるものであり，そのイメージ

図を図２にお示ししてございます。 

 １の「水と緑の潤い空間づくり」につきま

しては，偕楽園，千波湖周辺をはじめとした

本市の特徴である豊かな自然をまちづくりの

軸と位置付け，積極的な保全と再生を図り，

市民が安らぎや潤いを感じられる空間づくり

を目指すものでございます。 

 ページを返していただきまして，10ページ

を御覧願います。 

 ２の「都市核・拠点の機能強化・充実と快

適な生活環境づくり」につきましては，スマ

ートな都市構造を実現していくため，広域的

な拠点性を持つ「都市核」について，さまざ

まな都市中枢機能の連携強化と一層の集積を

図るとともに，県庁舎周辺地区については，

業務系の，東部工業団地等についは工業系の，

水戸市公設地方卸売市場及び水戸西流通セン

ターについては，流通系の産業系拠点として

の機能強化や赤塚駅周辺，内原駅周辺，さら

には下市地区の地域生活拠点の機能充実を図

るほか，交通ネットワークや拠点間の機能連

携ネットワークの強化を進めながら，活力あ

るまちづくりを目指すものでございます。 

 また，既成市街地への居住を誘導できる生

活基盤の効果的な整備を進めながら，安心し

て快適に暮らせる生活環境づくりを目指すも

のでございます。 

 ３の「災害に強い都市基盤づくり」につき

ましては，防災拠点としての役割を果たす行

政庁舎の整備をはじめ，各地区における避難

拠点施設の機能強化を図るとともに，災害時

の物資輸送路や避難経路となります幹線道路

や生活道路等の整備，河川改修や総合的な浸

水対策を進めながら，災害に強い都市基盤づ

くりを目指すものでございます。 

 続きまして，11ページにまいりまして，４

の「地域特性を生かした魅力あふれる交流ネ

ットワークづくり」につきましては，活力あ

るまちづくりを進めていくため，水戸市の特

徴でもある自然や歴史をはじめ，教育や文化，

スポーツなどさまざまな分野での交流創出に

向け，地域特性を生かしながら，魅力を高め，

発信する交流拠点づくりとともに，回遊性の

高いネットワークづくり，あわせてコンベン

ション誘致に向けた拠点施設の機能強化を目

指すものでございます。 
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 図３に魅力発信・交流拠点のネットワーク

のイメージ図をお示ししてございますので，

御参照願います。 

 続いて，12ページを御覧願います。 

 第３の重点プロジェクトにつきましては，

第６次総合計画の特徴といたしまして，「魁の

まち・水戸」を実現していくため，水戸の成

長と発展の礎となる人づくり，安全で安心な

都市基盤づくり，経済・産業を活性化するに

ぎわいづくりの視点から，四つの重点プロジ

ェクトを定め，優先的かつ集中的に取り組み，

おおむね５年以内に一定の成果を上げること

を目指すものでございます。 

 13ページを御覧願います。 

「プロジェクト１～将来の水戸を担う子ど

もたちを育む～未来への投資プロジェクト」

につきましては，安心して子ども生み，育て

ることができるまち，また，子どもたちの学

力向上や生きる力の育成を目指し，保育所待

機児童ゼロ，学力診断テストの総合得点の向

上等の目標を掲げ，民間保育園の整備促進，

（仮称）水戸市子ども発達支援センターの整

備，水戸スタイルの教育の推進など子育て支

援の強化，さまざまな分野でリーダーとなり

活躍する人材の育成に取り組んでまいります。 

 続いて，14ページを御覧願います。 

 「プロジェクト２～安全・安心を実感でき

る～災害に強いまちづくりプロジェクト」に

つきましては，災害に強いまち，安心して暮

らせるまちを目指し，市有建築物の耐震化率

100パーセント，主要な備蓄物資・資機材の充

足率100パーセント等の目標を掲げ，本庁舎防

災センター機能の整備，応急給水拠点施設の

整備，防災情報伝達システムの整備，次世代

防災リーダーの育成など，防災拠点やライフ

ライン等の機能強化とともに，災害に備えま

した人や組織，情報のつながりの強化に取り

組んでまいります。 

 続いて，15ページにまいりまして，「プロジ

ェクト３～水戸の自然，歴史，文化の魅力を

生かした～観光集客力アッププロジェクト」

につきましては，水戸の歴史，文化の魅力の

向上，戦略的な観光振興等によりまして，交

流人口の増加，経済の活性化等を図っていく

ことを目指し，観光交流人口400万人，水戸市

内の宿泊客数120万人等の目標を掲げ，偕楽園，

千波湖周辺，弘道館，水戸城跡周辺をはじめ

としました観光資源を磨き上げ，来て，見て

楽しめる魅力ある観光拠点の形成を図るほか，

戦略的観光ＰＲ活動の推進，おもてなし力の

向上に取り組んでまいります。 

 ページ返していただきまして，16ページを

御覧願います。 

 「プロジェクト４～人が集い，地域経済の

活性化をリードする～まちなかにぎわい・活

力創造プロジェクト」につきましては，都市

中枢機能の集積により，活力あるまちづくり

を目指しまして，中心市街地における居住者

数，歩行者通行量の増加等の目標を掲げ，空

き店舗を活用しました店舗開業・出店の推進，

商業施設等の新たな誘致を推進するとともに，

まちなか居住の促進を図るほか，水戸芸術館

を中心としましたにぎわいづくり，歩いて楽

しめる道路空間整備の推進，まちなか交流拠

点の形成などによりまちの新たな魅力を創出

し，にぎわいあふれるまちとしての再生に取

り組んでまいります。 

 17ページを御覧願います。 

 第４の主要施策の概要につきましては，７

ページでお示ししました施策の大綱の48の小

項目ごとに基本計画の期間，10年間における

基本的な方向や目標指標，推進すべき各種施

策，事業を位置付けるものでございまして，

ソフト事業，ハード事業をあわせまして，主

な取り組みといたしまして，320の事業を位置

付けてございます。 
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 このうち，四つの柱ごとに，時間の関係も

ございますので，新規施策や主要な施策を中

心に御説明させていただきます。 

 まずは，18ページを御覧願います。 

 １の笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」

づくりにつきましては，(1)の①子ども・子育

て支援の充実に向けまして，主な取組・ソフ

トの３にございますが，市民センター等地域

における子育て支援・多世代交流拠点の市内

全域への拡充を図るとともに，19ページにま

いりまして，ソフト事業の11，質の高い幼児

教育，保育の総合的な推進といたしまして，

就学前児童の教育の充実等に努めるほか，主

な取組・ハードの３にございますが，待機児

童ゼロに向けた民間保育所の定員500人の増

などに取り組んでまいります。 

 続いて，20ページにまいりまして，②学校

教育の充実に向けましては，主な取組・ソフ

トの１にございますが，歴史，自然，文化，

地域の人材を生かした水戸スタイルの教育を

推進し，次世代をリードする人材の育成を図

ってまいります。 

 その下，３にございますが，さきがけプラ

ン等による子どもたちの学力の向上をはじめ，

以下，芸術教育や心の教育，健やかな体づく

りに取り組んでまいります。 

 さらに21ページの主な取組・ハード事業の

１，４にございますが，小中学校施設の長寿

命化型の大規模改造をはじめ，６番にござい

ますが，学校施設，小中学校全教室への空調

設備，エアコンの設置を進めてまいります。 

 続いて，23ページにまいりまして，(2)の①

地域福祉の充実といたしまして，地域福祉推

進体制の充実に努めるとともに，２にござい

ますが，地域での見守り・支えあいを推進し

てまいります。 

 その下，②の高齢者支援の充実に向けまし

ては，ページを返していただきまして，ソフ

ト事業の２にございます，特別養護老人ホー

ム600床の増床など，施設介護サービスの充実

を図るとともに，高齢者等の移動支援や地域

における多世代交流を推進するほか，ハード

事業にございますが，老人福祉センターの新

設などに取り組んでまいります。 

 続いて，その下③の障害者（児）の支援の

充実に向けましては，25ページの主な取組・

ソフトにございますが，就労支援といたしま

して，市独自の共同受発注センターの設置を

進めるほか，ハード事業にございますが，水

戸市子ども発達支援センター及び新たな障害

者生活支援センターの整備に取り組み，相談

体制の充実に努めてまいります。 

 続いて，27ページを御覧願います。 

 (3)の①健康づくりの推進といたしまして

は，ソフト事業といたしまして，食育をはじ

め，生活習慣病予防，妊産婦や乳幼児育児の

支援，高齢者の健康づくりの推進に努めてま

いります。 

 続いて，29ページを御覧願います。 

 (4)の①，危機管理・防災体制の強化に向け

ましては，ソフト事業の５にございますが，

市民センター等をはじめとした地域防災活動

拠点の機能強化を図るとともに，６にござい

ます地域における災害時要援護者支援体制の

構築を進めるほか，ハード事業にあります津

波災害や水害，災害時の要援護者等への対策

強化といたしまして，防災情報伝達システム

の整備に取り組んでまいります。 

 30ページにまいりまして，②の総合的な防

災対策の充実につきましては，ソフト事業の

２にございますが，地域等の参画による防災

訓練の実施や自主防災組織等と連携しました

情報伝達，避難所運営体制の強化を図るなど，

市民協働による地域防災を推進するほか，３

にございます食料等の備蓄物資の充実などに

取り組んでまいります。 
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 続いて，32ページを御覧願います。 

 ④の治水・雨水対策の推進につきましては，

那珂川，涸沼川など主要な国・県管理河川の

整備を促進するほか，総合的な雨水対策とい

たしまして，都市下水路や排水路などの雨水

排水施設整備を重点的に推進するとともに，

既存管渠の流下機能の改善や雨水貯留施設等

の整備を進めてまいります。 

 33ページにまいりまして，(5)の①，交通安

全・防犯の充実に向けましては,通学路の安全

対策や歩行者,自転車の交通安全対策ととも

に,自主防犯活動団体等と連携しました防犯

活動を推進するほか，34ページにまいりまし

て，ハード事業といたしまして，歩道やガー

ドレール等の交通安全施設の整備を進めてま

いります。 

 続いて，ページ飛びまして，37ページを御

覧願います。 

 ２の未来に躍動する活力ある「みと」づく

りにつきましては，(1)の①都市核（中心市街

地）の強化に向けまして，主な取組・ソフト

事業にございます，まちなか交流促進事業や

学生との連携による中心市街地活性化事業な

ど多様な交流の創出によるにぎわいづくりと

ともに，ソフトの３，７，８にございますが，

まちなか居住に向けた取り組みやページを返

していただきまして，商業施設等の新たな誘

致，店舗開業・出店の推進を図るほか，ハー

ド事業にございます泉町１丁目北地区再開発

事業などの新たな交流拠点づくり，また歩い

て楽しめる道路空間整備等の施策に総合的に

取り組んでまいります。 

 続いて，39ページにまいりまして，③の総

合交通体系の確立に向けましては，ソフト事

業にございますが，公共交通機関の確保及び

利用促進，また，ページを返していただきま

して，５番にございます快適な自転車走行空

間の形成を図るほか，ハード事業としまして，

街路整備や道路新設改良を推進してまいりま

す。 

 続いて，その下④の住環境の向上に向けま

しては，41ページのソフト事業の３にござい

ますが，吉田，千波，緑岡地域等における住

居表示を推進するとともに，４番にございま

すが，新たなバリアフリー基本構想を策定し

まして，日常生活圏のバリアフリー化を図る

ほか，ハード事業といたしまして，市営住宅

の建替ええや長寿命化型の改修，さらには狭

あい道路及び後退敷地の整備を進めてまいり

ます。 

 続いて，42ページを御覧願います。 

(2)の①戦略的観光の振興に向けましては,

ソフト事業２の産学官連携による各種コンベ

ンションの誘致活動の推進を図るほか，偕楽

園公園，弘道館をはじめとしました水戸の有

する観光資源を磨き上げ，魅力を効果的に発

信するとともに，43ページのハード事業２，

３にございますが，英国庭園（七ツ洞公園）

の整備や植物公園の周辺施設と一体となりま

したリニューアル整備に取り組んでまいりま

す。 

 その下，②の商業の振興に向けましては，

44ページにございます主なソフト事業２，３

にありますが，空き店舗を利用した店舗開

業・出店の推進，起業支援といたしまして，

創業支援塾の開催，関係機関と連携しました

サポート体制の充実などに取り組んでまいり

ます。 

 その下，③の農林水産業の振興に向けまし

ては，45ページにソフト事業としてございま

すが，新規就農者や中心的な担い手となる農

業者の育成・確保，また，６次産業化や地産

地消及び農産物のブランド化の推進を図るほ

か，ハード事業にございますが，農業生産基

盤の整備，また，46ページにまいりまして，

５番にございます６次産業化施設の整備を進
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めてまいります。 

 続いて，47ページにまいりまして，⑤の新

たな産業の誘致，育成に向けましては，主な

取組・ソフト事業の２，３，４にございます

が，企業立地の促進，産学官連携による新産

業創出の支援，インキュベーション施設の整

備促進等による起業支援などに取り組んでま

いります。 

 続きまして，49ページを御覧願います。 

 ３の水戸ならではの歴史，自然を生かした

魅力ある「みと」づくりにつきましては，(1)

の①歴史的資源の保全と活用に向けまして，

水戸の貴重な財産である歴史的資源をまちづ

くりに生かし，次代へ引き継いでいくため，

主な取組・ソフト事業１，２にございますが，

世界遺産登録に向けた取組やハード事業１，

２にございます弘道館・水戸城跡周辺地区に

おける大手門，二の丸角櫓等の復元をはじめ，

歴史・観光ロードの整備，さらには５番にご

ざいますが，国指定史跡である吉田古墳の整

備など，歴史まちづくりに取り組んでまいり

ます。 

 続いて，52ページを御覧願います。 

 (2)の①地球環境・生活環境の保全と向上に

つきましては，地球環境を保全し，将来の世

代に良好な生活環境を引き継いでいくため，

主な取組・ソフト事業１から３にございます

が，低炭素まちづくり計画の策定や市民，事

業者，行政が一体となって取り組むチームみ

とエコプロジェクトを推進するほか，太陽光

発電システム等の導入促進など，創エネ・省

エネに取り組むとともに，環境学習や教育の

充実に努めてまいります。 

 53ページにまいりまして，②の潤いある水

辺環境の形成につきましては，水戸のシンボ

ル空間であります千波湖の水質浄化に向けま

して，主な取組・ソフト事業としまして，桜

川清流ルネッサンスⅡ事業や市民によるビオ

トープ等の整備を促進するほか，河川等の良

好な親水空間の確保に努めるとともに，主な

取組・ハード事業の１，２にございますが，

公共下水道の整備及び施設の長寿命化や合併

処理浄化槽の設置促進，さらには，宮脇池の

再整備などに取り組んでまいります。 

 続いて，55ページを御覧願います。 

④の循環型社会の構築につきましては，環

境への負荷低減に向け，ごみの減量化・資源

化の推進や不法投棄防止対策の充実を図ると

ともに，主な取組・ハード事業といたしまし

て，新ごみ処理施設等の整備，さらには小吹

清掃工場跡地や酒門の第二 終処分場跡地の

整備のほか，見川クリーンセンターの基幹的

設備の長寿命化改良を進めてまいります。 

 続いて，56ページを御覧願います。 

 (3)の①魅力ある交流拠点の形成に向けま

しては，さまざまな分野におけるにぎわい，

交流の創出に向け，水戸の特徴とも言うべき

自然系や歴史・文化系，さらにはスポーツ系

の魅力発信・交流拠点の形成とともに，それ

らを活用しました各種コンベンションの誘致

などに取り組んでまいります。 

 57ページの②水戸のブランド力の向上とい

たしましては，主な取組・ソフト１にござい

ますが，市民との協働による地域資源の再発

見，再構築をはじめ，各地メディアを通じた

情報提供などによる水戸のブランドイメージ

の確立，さらには農産物の付加価値向上によ

るブランド化の推進，ＰＲ活動の強化による

販路拡大を図るほか，58ページにまいりまし

て，おもてなし力の向上などに努めてまいり

ます。 

 続いて，その下③戦略的なＰＲ活動の推進

に向けましては，市民や関係機関との連携を

進めながら，主な取組・ソフトにございます

が，各種メディアによる情報発信等の水戸の

魅力の効果的な発信，マスコットキャラクタ
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ーみとちゃんを活用したシティセールスなど

を推進してまいります。 

 続いて，59ページを御覧願いまして，４の

市民と行政との協働による自主・自立した「み

と」づくりにつきましては，(1)の①地域コミ

ュニティ活動の推進に向けまして，主な取

組・ソフトにございますが，地域コミュニテ

ィプランの全地区作成及び活動の支援をはじ

め，地域を支えるリーダーづくり，コミュニ

ティルーム設置等による市民センターの機能

充実を図るほか，主な取組・ハード事業にご

ざいますが，市民センターの整備といたしま

して，内原地区における新設，また，既存施

設の長寿命化，耐震化などに取り組んでまい

ります。 

 60ページにまいりまして，③の生涯学習活

動の推進につきましては，61ページの主な取

組・ソフトとしまして，生涯学習のしやすい

環境づくりをはじめ，新たな生涯学習プログ

ラムの開発・研究，また，生涯学習の推進体

制の強化などを図ってまいります。 

 続いて，61ページの下段にございますが，

④のスポーツ・レクリエーション活動の推進

に向けましては，62ページを御覧願いまして，

３番にございますが，（仮称）水戸マラソン大

会，国民体育大会の開催をはじめ，全国大会

やプロスポーツ等の大規模大会の開催・誘致

を図るとともに，主な取組・ハード事業にご

ざいますが，新たな屋内公認プールの整備，

また，見川の市民球場のフィールド拡張等の

再整備，小吹の市立競技場の第１種公認陸上

競技場への整備，さらには体育館の空調設備

の整備などを推進してまいります。 

 続いて，65ページを御覧願います。 

(2)の①市民参画による行政運営の推進に

つきましては，主な取組・ソフトとしまして，

広聴機会の充実をはじめ，政策形成過程にお

ける市民参画，産・学・官連携事業などに取

り組んでまいります。 

 続いて，66ページを御覧願います。 

(2)の③行財政改革の推進といたしまして

は，主な取組・ソフト事業といたしまして，

効率的・効果的な事務事業の執行をはじめ，

民間活力の活用を図るほか，主な取組・ハー

ド事業としまして，市役所新庁舎の整備に取

り組んでまいります。 

 68ページ以降につきましては，参考資料と

いたしまして，用語説明を記載してございま

す。 

 非常に雑ぱくではございますが，以上で説

明を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 それでは，次第にしたがって，各地区から

の御意見を発言いただきまして，その後，自

由発言をいただくことにしたいと思います。 

本日は，緑岡，吉田，酒門，見川地区から

御意見をいただいておりますので，学区番号

順に発言していただきたいと思います。 

 発言につきましては，一括してお願いいた

します。 

 それでは，緑岡地区からお願いします。発

言する際には，お名前をお願いいたします。

よろしくお願いします。 

 

○鈴木様（緑岡地区） 

 緑岡地区の鈴木でございます。 

今，説明がありましたが，膨大なボリュー

ムで大変だなと思っております。 

大勢の方，どういうふうにお考えか知りま

せんが，スクリーンがあると思いますので，

書類ではなくて，重点的に，例えば，ここを

こういうふうにするということをビジュアル

的に見せてもらえると，理解が早いのかなと
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いうふうに思います。それも，できればＶＥ

的な発想で，バリューエンジニア，恐らくや

っていると思いますが，そういう発想でやっ

ていただければ，より理解がしやすいと思っ

ております。 

それでは，緑岡地区の提案を申し上げます。 

小吹の清掃工場，今説明がございましたが，

跡地についての件でございます。現在，新し

い清掃工場を計画しているということを聞い

ておりますが，その辺の進捗状況はどうなの

かということをお聞きしたい。 

もう１点は，跡地ですが，跡地につきまし

ては，周辺地域のスポーツ等の施設，あるい

は県庁に近いという立地も含めまして，公共

性を含んだ施設等の計画をぜひお考えいただ

きたいと思っております。 

また，跡地利用につきましては，現在，地

元地域と意見交換等もやっているみたいでご

ざいますが，十分御意見を酌み入れまして，

計画をお願いしたいということでございます。 

以上でございます。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御意見について，市からの説明

をお願いいたしたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

○小田木課長 

 それでは，緑岡地区の鈴木様から御提案い

ただきました件についてお答えいたします。 

 まず，今回の説明に当たりまして，理解し

やすいように，見せ方の工夫ということにつ

いても，御提言いただきましてありがとうご

ざいます。 

 今回，魁のまちづくり地域懇談会につきま

しては，市内５か所，５回にわたって開催す

るということで，こちらのような装置が整備

されている会場のほか，装置がない会場もご

ざいます。そういった中で，今回，装置の使

用をしないことについては，お許しいただき

まして，今後，行政側で，こういった地域懇

談会を開催するに当たりましては，できるだ

けわかりやすい説明の仕方を工夫してまいり

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，緑岡地区の鈴木様から御提言い

ただきました小吹清掃工場施設の跡地利用に

ついてということで，１点目が新清掃工場の

建設状況についての御質問と，２点目が小吹

清掃工場移転に伴う跡地利用について，地元

の意見，あるいは周辺施設の連携というもの

について御提言をいただきました。本当にあ

りがとうございます。 

まず，新施設について，状況を御説明させ

ていただきますと，新ごみ処理施設につきま

しては，小吹清掃工場の老朽化等に対応する

ため，そして，現在，水戸市におきましては，

旧水戸地区，そして常澄地区，内原地区とい

う三つの地区に分けて，ごみ処理について行

っているわけでございますが，今後の水戸市

の総合的なごみ処理を一本として担っていく

という非常に重要な施設でございまして，大

型プロジェクトの一つともなるものでありま

す。 

資料の55ページに，今回の新ごみ処理施設

等の整備についてハード事業として位置付け

てございます。 

現在，常澄地区の下入野町地内を建設予定

地といたしまして，新ごみ処理施設，焼却施

設，そしてリサイクルセンター，新たな 終

処分場などの整備に向けた調査測量を進めて

いるところであります。 

今年度は，環境影響評価及び都市計画の決

定に向けました手続を進めるとともに，敷地

の造成，そして雨水の排水施設等の設計を行
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うこととしてございます。 

新ごみ処理施設であります焼却施設及びリ

サイクルセンターにつきましては，平成30年

度末を目標として完成，供用開始を目指して

まいりたいと考えております。 

また，新たな 終処分場につきましては，

現在の処分場の状況を踏まえまして，平成28

年度末の完成，供用開始を目指してまいりた

いというふうに考えてございます。 

また，もう１点の小吹清掃工場の移転後の

跡地利用についての御提言をいただいたとこ

ろでございますが，清掃工場跡地利用の検討

に当たりましては，今年３月に小吹地区の全

世帯を対象といたしましたアンケートを実施

させていただきまして，地域のまちづくりの

方向性やそれを実現するための清掃工場跡地

にどういった施設を導入したらいいのかとい

う御意見をお伺いしまして，地元の皆様とも

協議を重ねてきたところでございます。 

清掃工場跡地につきましては，地元との協

議も踏まえまして，資料の55ページの下から

四つ目，主な取組・ハードの３番にございま

すとおり，植物公園と一体となった新たな公

園として整備しまして，自然エネルギー活動

施設等の導入を図っていくということを今回

の第６次総合計画・骨子「素案」に反映させ

たというところでございます。 

御提案いただきました周辺施設，スポーツ

施設等との連携につきましても，市立競技場

をはじめとするスポーツ系施設の連携強化を

していきたい。そして，周辺エリアにおける

農業の振興に資する取り組みへの支援も進め

ていきたいと考えてございます。 

跡地の整備につきましては，もちろん移転

後となりますが，具現化に向けまして，地域

の皆様と協議を進めまして，地域の活性化，

そしてそれが水戸市全体の活力向上につなが

るように施策の推進に努めてまいりたいと考

えてございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○笹沼座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま市より説明をいただきましたが，

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは，次に，吉田地区の発言をお願い

いたします。 

 

○西原様（吉田地区） 

 吉田地区の西原昇治と申します。 

 本日，意見，提案書として，逆川緑道の整

備ということで，新しい提案をさせていただ

きたいと思います。 

 まず，趣旨でございますが，水戸市は，古

来，水と緑のまちづくりということで取り組

んでまいりました。水戸の自然の魅力は，広

い台地に貯えられた地下水にあり，水の涵養

は緑豊かな土地を利用してなされています。

水戸の年間降水量は1,400ミリ，全国平均

1,800ミリに比べて決して多いとは言えませ

ん。しかし，水戸の台地の地下水の涵養は大

半がこれらの降水によるもので，貯えられた

地下水は蒸発散により流失してしまいます。

しかし，水戸市内の周辺は，草木の占める面

積が多く，蒸発散量が軽減されるため，降水

量が少なくとも地下水が豊かなまちづくりに

なっております。 

 それで，台地の湿地沼を源とする逆川は，

わき水を集めて流れる自然環境豊かな水辺で

あります。特に，流れが急になる塩橋から笠

原水源地は，大量のわき水が逆川に流れ，そ

の流域は，ものの見事の水辺環境をつくり上

げています。 

 現在，逆川の下流は，逆川緑地として整備

されていますが，ここで塩橋広場から上流端
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の東野地区までの河川沿いの堤防を歩道とし

て整備することを提案いたします。 

 逆川の堤防沿いは，散歩や県庁周辺に勤め

ている方たちが利用しているのをよく目にし

ます。逆川緑道として整備することにより，

市民は，水と緑に目を向け，環境意識も向上

するのではないか，それによって魅力度もア

ップするのではないかと思います。 

 また，緑道という線として伸びる道は地域

を結び，点から面へと地域の活性化にも大き

く貢献すると思います。 

 この提案は，堤防を利用するということで，

河川管理者との調整も簡単ではないと思いま

すが，都市化の進む中で，先人たちの気持ち

を継承して，逆川流域の水と緑の豊かな地域

づくりを皆さんで支えて，その緑道で結びつ

ければよいのではないかということで提案す

るわけでございます。 

 以上です。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

ただいまの御意見について，市のほうから

説明をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 吉田地区の西原様から逆川緑道の整備につ

いてということで御提案いただきました。趣

旨といたしましては，水と緑のまちづくりを

どんどん進めていったほうがいいのではない

かという御趣旨での御質問，御意見だと思い

ます。ありがとうございます。 

 御提案いただきました逆川上流部の現在の

状況について御説明させていただきますと，

まず，塩橋からの上流部につきましては，左

岸，右岸ともに堤防が完成しているという状

況にございます。 

 河川の管理用道路となっております堤防の

一番上の部分につきましては，一般の通行も

可能だというふうに，県の水戸土木事務所か

らは聞いておりますが，現状は，やはり快適

に歩ける状況とはなっていないということで

ございます。 

 ただいま御提言いただきましたとおり，第

６次総合計画の都市空間整備の方向といたし

ましても，水と緑の潤い空間づくりを掲げて

ございまして，千波湖から放射状に伸びる河

川，さらには緑地の保全・再生を目指すこと

としてございます。 

 将来的には，水と緑の潤い空間づくりを進

めていく上で，遊歩道，あるいは緑地の保全

等を推進していくことが必要であるというふ

うに認識してございます。 

 また，限られた財源の中で，水戸ならでは

の特徴を生かし，都市力を高め，多くの人が

にぎわうまち，そして市民の皆様が潤いや憩

いを感じられるまち，安心できるまちに向け

まして，施策の重点化，集中化を図っていく

ということで，今回の第６次総合計画におき

ましては重点プロジェクトというものを位置

付けているところでございます。 

 こういった中で，千波公園をはじめとした

大規模公園として既存資源の魅力を高めてい

くためにも，逆川緑地について，自然と親し

めるソフト事業の充実をまずは図っていきた

いと考えてございます。 

 御提案の逆川上流部の歩道整備につきまし

ては，自然と親しめる環境づくり，さらには，

健康づくりといった観点からも，将来構想と

いたしまして，管理者である県とも協議し，

検討を進めていきたいと考えてございます。 

以上でございます。 

 

○笹沼座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま，市より説明をいただきましたが，
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よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは，次に，酒門地区の発言をお願い

いたします。 

 

○皆川様（酒門地区） 

 御苦労さまでございます。酒門地区の皆川

と申します。 

 石川川の整備について御提案を申し上げた

いと思います。 

 御提案をする前に，石川川について若干御

説明をさせていただきたいと思います。石川

川は，吉田地区吉沢より発し，西南より東南

に流れて，酒門地区上町，中組，元石川，常

澄地区，大場，下入野，秋成を経て涸沼川に

流れ入る延長８キロメートルに及ぶ河川であ

ります。 

 昭和38年の耕地整理施行に伴いまして，関

係機関の御支援のもと，河川の一部改良，道

路のつけかえ工事等により改善されたところ

も多々ございます。そういう中で，今回，石

川川の整備について御提案を申し上げます。 

 石川川は，当地域の都市排水路として，ま

た流域水田の農業用水として多目的に利用さ

れている重要な河川であります。 

 しかし，当河川は，狭あいであるため，台

風や集中豪雨による大雨時に氾濫し，上流地

域では家屋の浸水や道路冠水等の被害があり，

また下流地域でも広範囲にわたり水田及び道

路が冠水している状況でございます。 

 こういう状況でありまして，この前の８月

１日の明け方に降りました集中的な降雨によ

りまして，ちょっと小降りになりました４時

半ごろに川の状況を見に行きましたところ，

河川のつけかえがありました柏渕橋の付近は

まだ余裕がありました。それから下へ向かっ

ていきまして，よく石川川の清掃で集合場所

になっております日蔭屋さんの前まで行きま

すと，あと30センチメートルくらいで道路両

岸に水があふれるような状況下であります。

あの辺から酒門小学校に通う子どもたちもご

ざいます。こういうような状況の中で，これ

までも石川川の整備につきましては，いろい

ろ御協力をいただいており，また，現地も御

覧になっていただいておりますが，さらに平

成16年には，市民懇談会の中で，前市長さん

の御指摘があり，そこから改修推進について

の御答弁をちょうだいしているところでござ

います。 

こういう状況の中でございますので，いろ

いろ地権処理の問題等困難なことがあり若干

延びているというお話もありますが，早急に

整備を進めていただけるよう重ねてお願いを

申し上げたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

ただいまの御意見について，市からの御説

明をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 酒門地区の皆川様から石川川の整備につい

ての御提言をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

 現在，石川川も含めまして，近年のゲリラ

豪雨，あるいは宅地化の進行によりまして，

浸水被害等の箇所が水戸市内の中でも急増し

ているという状況の中であります。 

石川川におきましても，やはりゲリラ豪雨，

あるいは宅地化の進行によりまして，流入す

る水量が増している状況となっております。 

このような状況を解消していくことを大き

な目標といたしまして，今回の第６次総合計

画におきましても，資料の14ページにありま

すとおり，やはり重点的に取り組んでいくと
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いうことで，安全・安心を実感できる災害に

強いまちづくりプロジェクトの中にも掲げま

して，浸水被害箇所の減少目指していく，解

消，あるいは浸水被害の軽減を目指していく

ことを位置付けてまいりたいと考えてござい

ます。 

石川川の現在の状況でありますが，下流に

当たります県の管理区間につきましては，県

に対して，毎年早期整備を強く要望している

ところであります。森戸橋から涸沼川の区間，

2,400メートルの区間でありますが，県におい

て着々と整備を進めているというところでご

ざいます。 

また，上流部の市の管理区間につきまして

は，やはり下流の県管理区間の整備が進まな

いと完全の整備というものはなかなかできな

い状況にありますが，市の管理区間につきま

しても，暫定的な河川改修工事を進めるとと

もに，浸水被害を軽減するために，区域で言

いますと，けやき台と県との間，千束橋の下

流の部分でありますが，そこに調節池，雨水

を一時的にためておくための調節池２か所の

整備を進めております。これらの施策につき

ましても，きちんと第６次総合計画に位置付

けまして，事業の推進に努めてまいりたいと

考えております。 

また，浸水被害の解消を図っていくために，

石川川を含めた酒門地区ばかりでなく，市域

全体で雨水排水施設整備プログラムを策定い

たしまして，幹線管渠の整備，さらには雨水

の調整池の整備，そして今整備がなされてい

る管渠等の流下機能改善といったものを総合

的に，重点的かつ集中的に推進していること

を第６次総合計画に位置付けまして，この浸

水被害の解消に全力で取り組んでまいりたい

と考えております。 

よろしくお願いいたします。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 ただいま，市より説明をいただきましたが，

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは，次に，見川地区の発言をお願い

いたします。 

 

○角田様（見川地区） 

 見川地区の住みよい見川を作る会という住

民組織の会長をしております角田と申します。

よろしくお願いいたします。 

 私どもは，多世代交流といいますか，これ

を進めるための生涯教育ということについて

御意見をお聞きしたいという気持ちがござい

ます。 

 と申しますのは，長年の懸案でありました

見川幼稚園，小学校，中学校の建替えの計画

が着々と進んでおるわけでございます。これ

らの施設が立派なものになる，そして丈夫に

なって長持ちするということは，それはそれ

でとてもいいことなのですが，実は，この施

設に隣接して，すぐ隣に地域住民の生涯活動

の場となっております市民センターがござい

ます。ただ，これは市民センター，現在先送

りされて，何も手がつけられないという状況

なのですが，実は，学校の改築にあわせて，

市民センターも改築とまではいかなくても，

せめて塀を取り外すような形で学校とつなが

るような形にしていただきたいと思っており

ます。 

 学校を立派にして，現在の子どもたちのた

めにいい施設を提供するということは，これ

はそれで非常にいいことなのですが，10年先，

学校の子どもたちは激減します。そのときに，

逆に地元の高齢者の方がどんどん増えていま

す。今でも１万人の人口の中で75歳以上が

1,000名を超える状況でございます。これが10
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年先にはもっともっと増えるのではないかと

思っております。こういった方がいろいろな

形で，実は，健康を維持するためにいろいろ

な活動をなさっているわけでして，そういっ

た方のためと，そういった方の健康を維持す

るためだけではなく，いろいろな知識を子ど

もたちと共有できればいいなと思っておりま

す。子どもたちと共有できるということで，

市民センターと学校の改築にあわせて，これ

が一体構造となるような形で改築されれば非

常にいいなと思っておるわけです。 

 そうしますと，学校教育，子どもたちと先

生方，そして地域の住民というものが一緒に

なっていろいろな活動ができるのではないか，

これが，いわゆる私の考える多世代交流を深

める生涯教育ではないかと考えております。 

 こういったものを高められるような形で市

民センターのソフト上の位置をもうちょっと，

学校とのつながりで使いやすくしていただき

たいと思っております。 

 そういうことで，学校とのつながり，子ど

もたちのつながり，そして先生とのつながり

が深くなればなるほど，若いＰＴＡのお母さ

んやお父さん，そういった方も地域に出てき

ます。そうすると，地域の会も活性化します。

また，現在，生涯学習というと，それぞれの

世代が勝手にやって，年をとっていけばとっ

ていくほど，生涯学習だと言って，自分の頭

の中にいろいろ知識を入れるのですが，単な

る冥途の土産になってしまうのです。 

 そうではなくて，子どもたちとそういう知

識を共有できるような形にもっていってほし

いなと思います。そういう点で，多世代交流

を進めるというか，そういう生涯教育という

のが，この骨子の中にあまり含まれていない

のではないかなというふうに思います。多世

代多世代といっていますが，それぞれの世代

のことを相手にして多世代と言っているので

はないかと思います。私は，幼小中，そして

地域の高齢者の方まで一緒に勉強できる場が

ほしいと思っております。 

 以上です。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御意見について，市のほうから

の御説明をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 見川地区の角田様から広い意味での多世代

交流，子どもたちの子育て支援というものも

含めました多世代交流，さらには地域コミュ

ニティ活動を含めた一体感，さらには年代を

超えた生涯学習といったものを総合的に考え

てはという御趣旨の御提言だと思います。大

変ありがとうございます。 

 まず，御提言にありました生涯学習拠点と

して，学校の施設の見川小中学校の整備の状

況について御説明させていただきますと，見

川幼稚園，小中学校につきましては，現在，

一体的な改築整備に向けまして，全体基本設

計を進めているところでございまして，限ら

れた敷地形状の中で施設配置のさまざまなシ

ミュレーションや段階的な整備の手法につい

て検討を進めておりまして，計画的かつ効率

的な整備を目指しております。 

 今回の第６次総合計画におきましては，幼

小中施設の一体的な改築を位置付けることと

してございます。 

 御提案の見川市民センターと学校施設の連

携についてでありますが，学校敷地につきま

しては，面積や形状の問題，あるいは建物の

日影などの規制の面から，市民センターと幼

稚園，小中学校との一体的な建築は難しいこ

と，また，見川市民センターにつきましては，

耐震の問題はないということ，さらには老朽
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化の状況等からも，現在改築する段階ではな

いことから，建替えは困難ではありますが，

ただいま，角田様から御提案いただきました，

そういうことではなくて，ソフト上の使い方

という意味での連携を図ってみてはどうなの

だという御提言であります。 

 こういった施設の連携の手法につきまして

は，本日の御提言を踏まえまして，十分に検

討させていただきたいと思います。 

 また一方で，見川市民センターと見川幼稚

園，小中学校との多世代交流を含めましたさ

まざまな連携ということについても御提言を

いただきました。このことにつきましては，

非常に重要であるというふうに認識してござ

います。このため，事業面などの連携強化を

より一層進めてまいりたいと考えております。 

 現状といたしまして，これまでも市民セン

ターと幼稚園，そして，小中学校が連携した

各種事業につきましては実施してきたところ

でございまして，特に，見川地区につきまし

ては，平成20年度から，本市 初の設置とい

うことで，市民センターの子育て広場事業を

ほかの地区に先駆けて実施していただいてい

るところでもありまして，生涯学習活動の拠

点，地域コミュニティ活動の拠点としての充

実にも努めているところでございます。 

 今後とも，地域のコミュニティ活動の中心

であります市民センターと学校の協働による

安全，安心なまちづくりに向けまして，地域

コミュニティプランの作成の支援等も進めな

がら，市民センターにおける多世代交流事業

の拡充など，学校教育と社会教育の連携を含

めました学社連携事業というものを積極的推

進してまいりたいと考えてございます。 

 また，御提言いただきました見川地区にと

どまらず，市民センターにつきましては，生

涯学習活動の拠点，そして地域コミュニティ

活動の拠点，さらには地域防災活動の拠点と

して，機能の充実を図っていくことが必要だ

というふうに考えてございまして，市民セン

ターと地域における子育て支援，さらには多

世代交流事業の拡充をはじめとしまして，全

ての市民センターへのコミュニティルームの

設置，さらには長寿命化に向けた必要な施設

の改修などソフト，ハード施策の充実を図っ

ていくことを第６次総合計画に位置付けてま

いります。 

 また，御提言いただきました多世代交流，

さらには地域コミュニティ，生涯学習の一体

的な推進ということにつきましても，第６次

総合計画を策定する中で十分検討しまして推

進してまいりたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 ただいま市よりの説明をいただきましたが，

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 以上で，各地区の発言は終わりました。 

それでは，各地区の意見について，高橋市

長から総括をいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

○高橋市長 

 それぞれ各地域から貴重な御意見をいただ

きましたこと，厚くお礼と感謝を申し上げま

す。 

 また，会場には，寿地区から江尻加那議員

さんがいらっしゃっております。今日は御出

席本当にありがとうございます。常日頃から

市政のほうへさまざまな御意見，御提言をい

ただいているところでございます。 

 まずもって，鈴木さんからお話がございま

した小吹清掃工場の跡地の利活用，あるいは

地域振興策でございます。これらにつきまし
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ては，総合計画を作るうんぬん以前から，小

吹の，特に，環境整備促進事業の協議会の方々

とさまざまなやりとりをさせていただいてい

るところでございまして，この清掃工場が常

澄地区のほうへ移転をしてしまうということ

の跡地の利活用については，やはり私たちも

積極的さまざまな施策を展開していこうとい

うことで，今，やりとりもさせていただいて

いるところであります。 

 先月も，私，直接出席をさせていただいて，

そして，地元の方々の全体会議のほうで自分

たちの役所の思い，考え方というものもお知

らせをさせていただいたところで，またそこ

でもさまざまな活発な議論をさせていただい

て，今どんどん積み上げていて，やっとそろ

そろ完成につながっていくかなと，地元の

方々に了解をいただける段階に来ているかな

というところまで今いっております。スポー

ツ施設の拡充であるとか，あるいは憩いの場，

健康づくりの場としていく，あるいは農業を

中心とした６次産業化等の施設の設置支援を

していく，さらには公園化，植物公園のリニ

ューアル，いずれにいたしましても，植物公

園とかプールとか，残る施設がありますので，

どちらにしても，また熱をつくっていかなけ

ればなりません。その発電について，例えば

メガソーラを設置するとか，何らかの環境と

かいうものに配慮した形で新たな熱源を求め

るとか，そんな工夫もして跡地の利用をして

いきたい，それが決して小吹の方々ばかりで

はなくて，緑岡をはじめとする水戸市民のい

ろいろな方々の憩い場，交流の拠点となるよ

うな，地域振興につながるような，そんな仕

掛けを一つ一つ積み上げていきたいと思って

います。 

 そういった具現化した政策について，今，

地域住民とやりとりをさせていただいている

ところでありますので，間もなくその辺のと

こが合意に至るかなという感触を得ていると

ころでありますので，また何かと鈴木さんの

ほうにも御意見をいただければとも思ってお

ります。 

 それから，西原さんからいただきました逆

川緑地の遊歩道化，そちらのほうなのですが，

今，皆さんご存知のとおり，梅香下千波線の

桜通りが４車線化になるということで着々と

今事業が進んでいるところでありまして，大

体これのめども立ってきたところでありまし

て，先般，７月の末に県知事のところに行っ

て，いわゆる県庁南大通り線を桜通りまでぶ

つかります，その先，６号バイパスに行くと

ころができていません。丁字路でストップし

ています。それを６号国道まで延ばしていた

だきたいという要望もしてきました。ですか

ら，これから道路というのも，都市機能の強

化，あるいは県庁周辺地域のまちづくりの一

環として進んでいくと思っています。 

 やはり都市空間整備の中で，道路をつくっ

たら，コンクリートをつくったら，それと同

じ，あるいはそれ以上の緑の空間が必要だと

思っています。それがまさに逆川緑地の，吉

田から東野町に至る，あのラインなのかなと

いうふうに思っています。 

 今お話がありましたとおり，歩ける状況で

はあるけれどもちょっと歩きにくいという状

況でもあります。これから河川管理者等とも

協議をしていかなければならないところなの

ですが，ただ単に歩けるような形にして，舗

装道路とか，そういうことをしただけではな

く，例えば，危険なところもありますから，

落下防止の柵もつけなければならないなど，

そういうような空間を作ると，どんどん需要

の掘り起こしになってくるのです。自分も歩

きたい，あるいはこういうことをやりたいと

いう。 

 例えば，夜に歩きたいという方が出てくる
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と思います。千波湖のほうまで行くと大変な

ので，東野町とか吉田とか，笠原とか，その

人たちは，そこがせっかく整備されたのだか

ら歩きたい，夜に歩きたいと，そうすると照

明灯がない，照明灯をつけてほしいと，いろ

いろな要望というのが出てくるのです。道路

を舗装しただけで，次は柵がないと危ない，

夜に歩きたいが街路灯がないなどと，いろい

ろな要望も出てくるので，そういうことを想

定しながら，財源の確保というものも心配を

しながら，あのエリアの整備をしていかなけ

ればならないと思っています。 

 いずれにいたしましても，さきほど申し上

げたとおり，道路をつくってコンクリート化

したならば，それ以上の緑をつくりたいとい

う思いがあります。 

 というのは，地域主権一括法の関係で，さ

まざま条例が制定できるようになりました。

その一つに公園の面積があります。水戸市の

場合には，都市公園を中心として，非常に中

心街にも緑地があるという特異な特徴を持っ

ています。それを受けて，ほかの市町村より

も，あるいは国が定める規定よりも１人当た

りの公園の面積を多くしてあります。それを

実は条例化してあるのです。恐らく１人当た

り10平米のところ１人当たり20平米必要だと

か，そういうふうに水戸市は多くしてあるの

です。ですから，そういうことも踏まえると，

水戸市はコンクリート化すると同時に，それ

以上に緑地化も図っていくという意味では，

特に，南北と東西の道路が新しくできれば，

やはり緑の空間というのが必要になってくる

と思っておりますので，今後すぐできるとい

う大風呂敷は広げませんが，そういった緑地

保全，あるいは快適空間づくりの選択肢の一

つとして，西原さんの御提言は真摯に受け止

めておきたいと思っております。 

 ただ，なにぶんにも河川管理者とか，いろ

いろな調整があるものですから，それについ

ては，お時間等をいただきたいと思っており

ます。 

 それから，酒門の皆川さんからお話があり

ました石川川の整備についてであります。こ

れについては，水戸市も優先順位を上位にし

て県に要望している重要な河川と捉えており

ます。毎年，県知事のほうへは，石川川の改

修，あるいは下市の新川の改修は，優先順位

を高くして要望させていただいておりまして，

先般もこの話には，特に力強く私のほうから

お話を申し上げたところであります。 

 というのは，残事業費が大体25億円から27

億円残っているのに対して，１年間につく予

算が5,000万円なのです。単純に考えて，完成

までに50年かかるということであります。こ

ういうことでは，やはり安心，安全を守れな

い，特に，今御存知のとおり，大場小学校の

改築が始まりました。なぜに改築が始まった

かというと，常磐の杜の子どもたちを大場小

学校の学区に通学をさせるという将来計画も

あって，大場小学校は今，生徒数が100人を切

っているところなのですが，新築をいたしま

した。これから，常磐の杜がだんだん埋まっ

てくれば，そこをずっと通して大場小学校ま

で通学をさせるということで，通学路の整備

をしていかなければなりません。そのときに，

この間の雨のように子どもたちが通れなくな

ってしまうような状況が半世紀も続くという

のは，私たちも見て見るに堪えない状況であ

りますから，できるだけ県のほうには早期の

要望をしていきたいと思っていますし，また，

７月30日に国土交通省にも行ってまいりまし

た。そのときに，社会資本整備総合交付金と

いうお金が復興枠で来るのですが，それが復

興枠で多く来てくれれば，県のほうで事業費

を増やすことができるということを県知事か

ら言われました。そのことを踏まえて，私が
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国土交通省に行って，改めて地元の梶山副大

臣のほうへそのお話もさせていただいたとこ

ろであります。今まで5,000万円というところ

でありますが，それを1,000万円でも2,000万

円でも事業費を増やしていただいて，１年で

も２年でも早くこの事業が完成するように引

き続き，市としては力強く県のほうへ要望を

していきたいと思っております。 

 それから，角田会長からお話がありました

見川小中学校と市民センターとの連携であり

ますが，いいお話をいただきました。 

生涯学習は，自分の冥途の土産だけではな

いよ，子どもたちを育成する交流をする，あ

るいはそういう社会貢献のために生涯学習活

動があるのだよという，その理念は，場合に

よっては，この総合計画のどこかに文言で入

れさせていただきたいと思っています。今ま

で，私も，生涯学習というと，健康づくりと

か居場所づくりとか，どちらかというと，高

齢者のためにやるという考え方しかなかった。

高齢者の方がそれを学ぶことによって，実は

次世代の育成につながっていくのだという考

え方，今いい話を聞きました。それは何らか

の文言で入れさせて整理をさせていただけれ

ばと思っています。 

 それと，今，小田木政策企画課長の話があ

りました幼小中を限られたスペースの中で全

てを整備していかなければなりません。そこ

に市民センターを組み込むことが物理的にな

かなか厳しいというものがまず１点ございま

す。それからもう一つは，やはり優先順位と

いうのがあって，今，市民センターは古い順

から改築をしたり，あるいは耐震化をしたり

ということをやっています。残念ながら，見

川が早急に小学校を整備するから，ついでに

やってしまえという優先順位を格上げできる

かどうかというと，やはりほかの地域とのバ

ランスがあって，ほかでもいろいろと市民セ

ンターは早く整備してほしいという要望があ

る中で，その優先順位を飛び越えてやること

はなかなかできないのが現状であります。 

 ただ，今，角田会長から話がありました，

塀を取り払って何らかの交流ができるではな

いかと，これはやっていきたいと思っていま

す。塀を取り払って，新しく今，基本計画を

つくっているところなのですが，小中学校幼

稚園の配置が決まってきます。そうすると，

まさに隣接していますから，見川ではない

方々はわからないと思いますが，実は，小中

学校の全部の敷地と見川の市民センターの敷

地はまさに隣接しているのです。この塀を取

り払うだけで，行き来は幾らでもできるので

す。例えば，そこに遊歩道をつくって，小中

学校までのアプローチを，例えば高齢者の

方々がベンチに座り，休みながら，その遊歩

道を通って小中学校の校舎の中に入れるとか，

もちろんセキュリティの問題はしっかりしま

すが，そういうハード的なつくりをやること

によって，子どもたちも市民センターのほう

へ行きやすい，高齢者の方々も小中幼稚園へ

行きやすい，そこにソフト事業をやることに

よって，新たな交流が生まれるという仕掛け

をやっていければと思っています。 

 私は，市民センターの玄関を通らずにホー

ルの駐車場側からいつも上がってきてしまう

のですが，学校側にはホールへの出入口はあ

るのですか。くり抜いて出入口がつくれます

かね。それはこちらで技術的に見させていた

だいて，場合によっては，ホールの学校側に

出入口をつくって，そこのホールから遊歩道

を通って学校に行けるという仕掛けはできる

と思います。あとは，町内会と学校と連携を

とって，どういう交流のソフト事業ができる

か，これはやはり地域にお任せをしていきた

いと思っています。 

 そういうことで，今日御提言をいただいた
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ものについては，全て取り入れなければなら

ないし，そして大きなヒントがあったと思っ

ております。今皆さんにいただいたこれらを

貴重な御意見として総合計画に何らかの形で

盛り込んでいきたいと思っておりますので，

引き続き，皆様方にもいろいろな面で御支援，

御協力をいただきたく思っております。 

 ちょっと長話になりましたが，まずは一旦

ここでの総括といたします。 

 公園の設置なのですが，国のほうは１人当

たり10平米としています。水戸市は，水戸市

全体では15平米にいたしました。市街地の中

は，国は15平米と決めているそうです。水戸

市は20平米にしました。つまり，水戸市全体

にしても，市街地の中だけにしても，国の基

準よりも５平米公園を多くつくっていこうと

いうことを条例化しておりますので，そうい

う理念に基づいて，これから水戸市の緑地保

全を図っていきたいと思っています。 

 以上です。 

 

○笹沼座長 

 市長さんからの御意見をいただきまして，

どうもありがとうございました。 

 それでは，自由発言に移らせていただきま

す。内容に関する質問等でも結構ですので，

御意見がありましたら，挙手をお願いいたし

ます。 

 差し支えなければ，名前を言ってから御意

見の発言をお願いいたします。よろしくお願

いいたします。 

 

○加瀬様（吉田地区） 

 吉田自治会の加瀬と言います。 

 別に回答等は求めておりませんが，男女共

同参画社会の条文，第２条という条文がある

かと思います。その条文がよく見ていただけ

ば，性差にかかわらず，男女が協力し合いよ

りよい社会をつくっていくとか，大体こうい

う文面になっている。実は，性差にかかわら

ずではなくて，性差を踏まえてというのが正

しいのかなというふうに思います。それはな

ぜかというと，男女共同参画社会の設立経緯

を見ると，ジェンダーフリーの理論が大いに

そこに生きているということで，このジェン

ダーフリーのシンボルマークは，両生類だと

言われています。男でもない，女でもない，

雄でもない，雌でもない。これは，その設立

当時，実は，アメリカにおいて，この法案が

成立しそうになったときに，これは国が弱体

化するということで反対されて法案が成立し

なかった。日本においては，女性弁護士等の

方が何人かいたようですが，この法案を成立

するときに，うまくごまかしたということで，

日本の官僚もごまかされてつくられてしまっ

た。この女性弁護士グループは，よくやった

ということで拍手喝采だったという，これが

できた後に述懐しているのをどこかの本で見

たことがあります。 

何を言いたいかというと，これできて，要

するに，男らしさ，市長さんは大変男らしい

ですが，このらしさまで禁止するという，女

性らしさ。もっと具体的にはどうかというと，

企業でも役所でもそうだと思いますが，男の

勇気，根性，努力，質実剛健とか，そういう

ことを言ってはだめだということになってい

るということなので，その辺のこと，やはり

男にとって勇気とか，そういうものはわれわ

れ子どもの頃，あるいは青年の頃もそうです

が，そういうのを求めて生きてきた世代であ

ります。 

ですから，こういうことが大手を振って，

世の中を闊歩する，いわゆる治安状態にも少

なからず影響があるのかなということなので，

男女共同社会の２条の中の性差にかかわらず

ではなくて，踏まえてという形に直すことが
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できるのかどうか。法律ですから，それはま

さしく水戸が先駆けて，そういうことで直し

てやっていけばいいのかなというふうに私は

感じているところです。以上です。 

 

○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御意見について，市からの御説

明をお願いいたします。 

 

○高橋市長 

 加瀬さん，ありがとうございました。男女

平等参画基本条例につきましては，平成13年

に，たしか私がその関係委員会の担当副委員

長をやっていたときに，これはさんざん議論

しました。正直申し上げて，成立したのは夜

中の12時近くだったか，回っていたかぐらい

でありまして，そのぐらい議論をしたことを

今私は思い出しました。そういった文言一つ

一つ，実は随分修正を加えたり，いろいろな

ことをしながら，みんなで議論をしてやった

ということを記憶いたしております。 

 法律の用語に関しては，かかわらずなのか，

踏まえてなのか，どちらが正しくてどちらが

水戸市としてふさわしいのかということはち

ょっとお答えできません。それについては，

持ち帰らせていただきたいと思っています。 

 ただ，水戸市は，男女平等参画推進のさま

ざまな行政については，ほかの市町村に先駆

けて，かなり先進的にやってきたといった自

負もあります。ただ，一方で，今，加瀬さん

がおっしゃったような，日本人古来が持って

いる伝統みたいなものも大切にしていかなけ

ればならないという思いもございます。 

 一方で，国のほうでは，成長戦略の３本目

の矢については，やはり女性の社会進出，労

働力として女性に頑張っていただこうという

メッセージもありました。さまざまな議論，

意見，価値観，観念というのはあろうかと思

っております。 

 ただ，やはり今の男女平等については，水

戸市は，今までもそうだったのですが，これ

からも先進的にさまざまな取り組みは行って

いきたい。ただ，いろいろな魂は失わないよ

うに，これから水戸市としても，そういった

観念論も大切にしてやっていきたいと思って

おります。 

 この文言については，今お返事できないも

のですから，それは申し訳ないですが，宿題

として持ち帰らせていただきたいと思います。 

 

○笹沼座長 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま市長より説明をいただきましたが，

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 そのほか。 

 

○吉野様（千波地区） 

 千波学区の吉野と申します。ちょっとお伺

いさせてください。私は，25年前に横浜から

水戸に引っ越してきました。そして，水戸に

千波湖とか偕楽園とかあって，本当に水戸市

というのはすばらしいところだと思いました。 

また，幼小中高，学校もすばらしい学校があ

ります。ですけれども，大学のキャンパスが

なぜこのすばらしい学区にないのか，少ない

とすごく感じました。いわゆる，今，私のわ

かっている範囲では，常磐大学と茨城大学ぐ

らいしか水戸市にはないのではないかと思い

ます。ぜひ，これから先の話になるかと思い

ますが，ぜひ文武両道の水戸市で，もっとも

っと大学のキャンパスをつくってもらえたら

よろしいのではないかと思って提言させてい

ただきました。以上です。 
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○笹沼座長 

 ありがとうございました。 

 では，市のほうからお願いしたいと思いま

す。 

 

○高橋市長 

 これについても，政策的判断ですので，事

務方より私から。 

吉野さん，いつもすみません，お世話にな

りまして，ありがとうございます。 

 水戸市は，まずは，人口に比べて高校の数

は，ものすごく多いです。これは御存知だと

思います。駅に降りるのは社会人よりも高校

生のほうが多いというくらいに，夏休みは本

当に寂しいなというくらいに高校の数がまず

多いというのは一つの自慢でもあります。そ

ういう意味においては，水戸市の日々の交流

人口は高校ということで捉えれば，かなりあ

るのかなと思っています。 

 しかしながら，一方で，確かにおっしゃる

とおり，いわゆる高等教育の部分については，

残念ながら，一つの短大が閉鎖をしてしまい

ました。地元の短大が閉鎖をしてしまって非

常に残念な思いがございます。 

 そこで，今，茨城大学と常磐大学とは，さ

まざま包括的な連携協定を結んで，いろいろ

と行政とやりとりをしながら，お互いの人材

育成であるとか，あるいはお互いの資源を有

効活用して，私たちは，まちの活性化，大学

側は，大学の活性化に結びつけることができ

ないだろうかというようなやりとりを始めま

した。日立市の茨城キリスト教大学とも 近

連携が始まったのですが，やはり基本は水戸

市のこの二つを私たちも育てていきたいとい

う思いがあって，常磐大学さんにも入ってい

るし，茨城大学とも連携をとっているという

状況であります。 

 今，少子化の時代で，新しい大学を誘致し

て，キャンパスを作るということ，理想とし

てはそう持っていきたいと思いますが，現実

の問題として，今ここでそういうふうにしま

すというお返事がなかなかできないというの

が現状であります。 

 ただ，私たちとしては，できるだけこの二

つを育てていって，イメージをよくしていく

ことによって，どちらも定数が上がっていけ

ばいいなと思っています。常磐大学の先生と

やりとりしていると，受験者数はもちろん定

数以上なのですが， 終的にとるのは定数よ

り以下になってしまうというのです。定数の

90何パーセントとか，そういうふうになって

しまって，定数どおりの学生をとれない状況

にいる。優秀な人にどんどん受けに来てもら

って，少なくとも定数どおりの合格者は出て

いただくような学校に，お互いがいろいろな

協力をして成長していければありがたいと思

っています。 

 そういう意味において，私たちが大学側に

できることをこれから投げて，大学も私たち

の地域振興のためにできることを投げていた

だいて，お互いやりとりをする中で，大学の

ほうが発展していけば，いい人材が集まって

受験者数も増えて，定数も増えて，活性化す

るというところがまず現実の路線としてやっ

ていかなければならないことかなと思ってい

ます。 

 もちろん，今，吉野さんがおっしゃった，

できれば，そういうアンテナを高くして，何

か大学をつくりたいとか，誘致したいとかと

いうことがあれば，すぐに情報をキャッチを

して，水戸が受け入れる準備というものは常

に頭の中，心構えとして持っていかなければ

ならないと思っています。先般も，東北のほ

うで被災した大学が研究所だけ水戸に持って

きたいみたいなことで，学長とちょっと私や

りとりしたことがあるのですが，まだ現実的
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ではない状況なものですから，そういったい

ろいろなアンテナを高くして，これからもし

っかりそういった誘致活動のほうにも力を入

れていければというふうにも思っています。 

 今，ここまでのお答えだけで申し訳ないで

すが，まずは，この二つを育てていきたいと

思っています。ありがとうございました。 

 

○笹沼座長 

 市のほうからの説明を受けましたが，よろ

しいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 あとは，どなたかございますか。 

 ないようです。ただいま，市のほうから，

貴重なる市長さんからの御意見をいただきま

して，ありがとうございました。 

 それでは，御意見は尽きないとは存じます

が，予定時間がまいりましたので，まことに

申し訳ございませんが，懇談につきましては，

以上をもちまして終了させていただきます。 

 水戸市におきましては，いただいた御意見

等について，真摯に受け止め，十分検討して

いただきますようお願いいたします。 

 本日は，皆さん方の御協力により，円滑に

会議も進みまして，座長の大役を全うするこ

とができました。厚くお礼申し上げて，挨拶

とさせていただきます。 

 本日は，本当にありがとうございました。 

 

○司会 

 座長の大役を務めていただきました笹沼様，

大変ありがとうございました。 

 事務局から１点発言させていただきます。 

 

○小田木課長 

 大変申し訳ございません。さきほど，市長

から地域の御意見の総括をする際に，水戸市

の緑，公園をもっともっとふやしていくとい

う目標を掲げるということを，さきほど市長

のほうが御説明申し上げました。その際，事

務方，私どものほうにミスがございまして，

大変申し訳ございません。メモの渡し違いが

ございました。数値について誤っておりまし

たので，おわび申し上げて，訂正させていた

だきます。 

水戸市の条例で定めております公園の目標

でありますが，水戸市全体といたしまして，

国の基準で定めているものが１人当たり10平

米というものがございます。水戸市におきま

しては，市長の考え方の中で，やはり先駆け

てもっと多い面積ということで，20平米とい

うものを目標に掲げております。 

また，市街地の中におきましては，やはり

空いている土地がなかなかないということで，

国のほうも基準が低いのですが，それでも水

戸市におきましては，水戸市全体では20平米，

市街地の中におきましては15平米という高い

目標を掲げて，その実現を目指していくとい

うことを掲げてございます。 

 さきほど，市長にメモ渡し間違えたという

ことで，大変ご迷惑をおかけいたしました。

おわびいたします。 

 

○司会 

 御紹介が遅れましたが，本日の懇談会に御

出席いただいております水戸市議会議員江尻

加那様でございます。 

 ありがとうございます。 

 本日は，時間の関係で御発言いただけなか

った方もいらっしゃるかと思いますので，御

意見等があれば，概要版資料３ページを御参

照の上，提出していただきたいと思います。 

 それでは，ここで，高橋靖水戸市長から，

懇談会を総括しての御挨拶を申し上げます。 

 

○高橋市長 
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 長時間にわたり慎重な活発な御議論をいた

だき，また御提言をいただきまして，本当に

ありがとうございました。大変参考になると

ころでありまして，そういうことなのだなと，

そういうことも頭に入れていかなければなら

ないんだということを改めて思いました。そ

ういったことも念頭に入れて，総合計画を一

つ一つ政策を積み上げていきたいと思ってお

ります。 

 今回の総合計画をつくるに当たって，今ま

でと違うところがあります。皆さん，骨子の

８ページを開いてください。ここに大きな表

が出ています。特に，目標人口のところを見

てください。現時点，平成25年，27万600人い

ます。平成35年を見てください。27万人です。

もちろん600人減っていますが，おおむね横ば

いということになります。国立人口問題研究

所が発表している人口推計によりますと，下

手したら24万人台になってしまうというとこ

ろでありまして，そこを何とか水戸市は県庁

所在地として，やはり力強さをもっていきた

い。そういう意味においては，やはり人口は

非常に大切な目標値でありまして，大風呂敷

を広げて増やすというところまでは言わない

けれども，減らさない努力をしていこうとい

う目標値を掲げさせていただきました。これ

までの第１次から第５次総合計画は，必ず増

えていました。その目標は１回も達成したこ

とがないと思います。しかし，できるだけ現

実的な数値をもって，そして，その目標に向

かって政策を立ち上げていこうという思いが

ありまして，皆様方からぱっと見れば，何だ

よ，水戸市は35年，10年たっても人口が増え

ないのか，寂しいなと思われるかもしれませ

んが，それがまず現実であるということを御

認識いただければと思っております。 

 ただ，私たちからすれば，手前味噌になる

かもしれないが，放っておけば25万人か24万

人ぐらいに減ってしまうところ，頑張って27

万人に維持していこうという，その努力をぜ

ひ皆様方にも御理解いただければと思ってお

ります。 

 そういった中で，人口は横ばいであります

が，人口構造を見てください。年少人口，あ

るいは生産年齢人口，高齢者人口，つまり，

年少人口と生産年齢人口は減っています。し

かしながら，高齢者人口は増えています。要

は，人口は変わらないけれども，人口構造は

やはり大きく変わってくるというところであ

ります。ここで，私たちが将来を見据えた政

策を進めていかなければならないと思ってい

ます。もちろん，超高齢社会でありますから，

今までのように医療や介護や健康づくりとい

ったものにしっかり手当てをして，悲観的な

高齢化社会ではなくて，皆さんが安心して豊

かに暮らせるような長寿社会にしていこうで

はないかという思いで，この総合計画にもさ

まざまな高齢者対策というものを位置付けさ

せていただきました。 

 しかしながら，一方で，この超高齢社会を

支える人をつくっていかなければならないと

いうこと，そこに大きくかじを切りたいとも

思っています。それが重点プロジェクトとし

て，今回掲げさせていただきました四つの点

の一つであります。 

 12ページを開いてください。これは今まで

になかった総合計画の論点であります。いわ

ゆる重点プロジェクトという形で総合計画を

つくったことはありません。今回，私が自分

の思いとして，これを特化して，ここに力を

入れて将来の超高齢社会を支えていこう，そ

の思いが実はこの重点プロジェクトの中に入

っています。つまり，未来への投資プロジェ

クト，子育て支援とか，子どもたちとか，少

子化対策とか，ここに手当てをすることによ

って，やはり将来を担う人材を水戸市からし



- 75 - 

っかり育んでいきたい。申し訳ないけれども，

その子どもたちに将来の日本や茨城や水戸を

背負っていただきたい。健全に子どもたちが

成長していく，そのための未来への投資プロ

ジェクトであります。ですから，例えば，お

金はかかるけれども，思い切って全部の，幼

小中の教室にエアコンをつけようじゃないか，

甘やかすなと言われるかもしれないけれども，

時代はそういう時代なのです。子どもたちも

学校の先生もいい環境の中で教えることがで

きる，学ぶことができる，そういったことを

やることによって，選ばれる教育になってい

く。選ばれる教育になっていけば，そこに若

い世代が水戸に住んで，自分の子どもたちは

水戸で教育を受けさせようと思っていただけ

る。ここが人づくりにつながっていくのでは

ないかとも思っております。 

 これからの高齢社会への対策も，もちろん

大切です。これもやっていきますが，子ども

たちにいろいろ手当てをさせていただきたい。

そんなことを皆様方にも御理解いただければ

と思っています。 

 災害に強いまちづくりプロジェクト，これ

はやはり震災をいつまでも忘れてはいけない

と思っています。もう２年５カ月がたって，

何となく忘れられてしまうような気がいたし

ています。この水戸において，震度６弱の地

震が60パーセントの確立で30年以内には起こ

る可能性があるというふうにもデータとして

言われました。次なる震災への備えというの

はしっかりここでやっていかなければならな

いと思っておりますし，次なる備えを一つ一

つ政策として積み上げていきたいと思ってい

ます。 

 観光集客力アッププロジェクトも，まさに

これは経済力を持つということであります。

もう一つの４番目，16ページのまちなかにぎ

わい・活力創造プロジェクト，この二つにつ

いては，水戸市が経済力を持つということで

あります。強い経済力を持って，皆さんの生

活を豊かにして，私たちは，その分，税金を

いっぱい納めていただいて，強い財政力を持

っていく，その強い財政力を持って将来に安

定した安心な社会保障制度をしっかり皆さん

に提供をして，皆さんに豊かな生活をしてい

ただくというために，これも将来の高齢社会

を乗り切っていくために，やはり経済力をつ

けていかなければならないという思いで，こ

の二つ，観光集客力アップ，水戸市の特徴，

観光というものを生かしていこう，そして何

といっても中心市街地の活性化を中心として

経済力をつけていこう，そのためのプロジェ

クトであります。特に，人口が増えません。

人口が増えないから，８ページに戻って見て

いただきたいのですが，ここに今度は新たな

指標，新たに目標値を掲げました。観光交流

人口と生活圏交流人口をこういうふうに増や

していこう，いわゆる交流人口の目標値とい

うものを総合計画の中で初めて設定すること

にいたしました。そのための観光振興である

とか，あるいはまちのにぎわい，商業の活性

化，そういったことを一つ一つ積み上げてき

て，定住人口は増えないが，来る人口を増や

して経済活動をしていただいて，お金を落と

していただいて，住んではいないけれども，

住んでいるのと同じぐらいの経済効果をもた

らせるようなまちにしていこう，そのために

水戸市にあるものをいろいろ磨き上げていこ

う，観光施設も磨き上げていく，新しい観光

拠点もつくっていく，あるいはスポーツとか，

そういうものをみんなが来てここでやってい

ただく。今日，東日本少年野球大会をやって

います。27チームが参加しています。そのう

ちの23チームぐらいは，外から来た方です。

今，水戸市のホテルは，その人たちの親御さ

んや選手の人たちでいっぱいです。まさにこ
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れなのです。このことによって，まちを元気

にしていく。いろいろな観光，スポーツ，あ

るいは会議や全国大会などのコンベンション，

そういったものを誘致するためのソフト，ハ

ードをここの中に位置付けてやっていって，

目標人口450万人を達成していく。そのことに

よって，まちが元気になって，活力が生まれ

て，そして，私たちは税収が増える，皆さん

は生活が豊かになる，そのことによって社会

保障制度のほうにお金が回っていく，そんな

いい循環をつくっていきたい。人づくり，経

済の活性化，このことによって，超高齢社会

をしっかり乗り切っていきたいと思っており

ます。 

 さまざま掲げました。絵に描いたもちにな

らないように，しっかりこの10年間を見据え

て計画を遂行していきたいと思っております。 

 引き続き，市民の皆様方の御理解，御支援

と御協力をいただきますようによろしくお願

い申し上げて，本日遅くまでお残りいただい

て， 後までお付き合いいただきましたこと

にお礼，感謝申し上げながら，御挨拶にかえ

させていただきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。今後とも

お世話になりますが，よろしくお願いいたし

ます。 

 

○司会 

 以上をもちまして，魁のまちづくり地域懇

談会を終了いたします。 

 本日は，大変遅くまでありがとうございま

した。 
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○司会 

 皆さん，こんばんは。定刻になりましたの

で，ただいまから，魁のまちづくり地域懇談

会を開催させていただきます。 

皆様方には，大変お忙しいところお集まり

いただきまして，まことにありがとうござい

ます。 

私，本日の司会を務めさせていただきます

水戸市みとの魅力発信課長の武田と申します。

よろしくお願いいたします。 

 この魁のまちづくり地域懇談会は，水戸市

の将来ビジョンを描く新たな総合計画につい

て，その内容を市民の皆様にお知らせすると

ともに，今後のよりよいまちづくりに向け，

市民の皆様から広く御意見等をいただき，水

戸市第６次総合計画に反映させていくことを

目的といたしまして開催するものでございま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日の地域懇談会には，現在79名の方に御

出席をいただいております。大変ありがとう

ございます。 

それでは，はじめに高橋靖水戸市長から御

挨拶申し上げます。 

 

○高橋市長 

 皆さん，こんばんは。 

 夕方のおくつろぎのお時間にもかかわらず，

また，突然雨が降り出し，足元が大変悪い中

にもかかわらず，魁のまちづくり地域懇談会

に，積極的に御参加をいただきまして，本当

にありがとうございます。また，皆様方には，

常日頃からそれぞれの地域活動を通して，そ

れぞれの自治会の繁栄，活性化，さらには水 

戸市の行政運営等に多大なる御尽力と御協力

をいただいておりますこと，厚くお礼と感謝

を申し上げる次第であります。 

平成25年８月20日（火）午後７時から みと文化交流プラザ 大会議室 

座長  国田地区自治実践会 会長  宮田 静 

参加者数 86人 
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 一昨年の震災から既に２年５カ月ほどがた

ちました。皆様方に御協力をいただいて復旧，

復興を進めてまいりまして，おおよそまちの

姿は元どおりになり，そして人々の生活も落

ち着きを取り戻しているという状況でありま

す。若干まだ震災への対応，例えば，耐震化

であるとか，農産物の安心回復事業であると

か，さらには放射線の対応であるとか，まだ

まだ残されている部分がございます。これら

についても，この状況を踏まえながら，しっ

かり進めていくということで人々に安心，安

全をしっかり提供していきたいと思っており

ます。 

 そういった震災の対応をしている中で，私

たちも時代のニーズ，高度化する行政需要，

多様化する行政需要をしっかり皆様方からい

ただきながら，それを受け止めていかなけれ

ばならないと思っております。 

本来であるならば，政策のまさに中心的な

基本計画でありました第５次総合計画は，平

成26年度まででありますから，来年度までは

第５次総合計画に基づいて水戸市の政策遂行

がなされるということでありました。しかし

ながら，大震災という一つの大きな災害を踏

まえて，人々の価値観も大きく変化をしてま

いりました。特に，この災害に対する皆様方

の思いは，まさに私の就任後直ちに行った市

民１万人アンケートからも読み取れるように，

今一番力を入れてほしい，そして今までのよ

うな状況ではだめだ，さらに拡充をするべき

だと，いろいろな御意見をいただきました。

さらには，人口減少時代，超高齢社会，そし

て少子化など，私たちが予測した以上に進ん

でしまっているという状況もございます。私

たちは，それらに適切に対応をしていかなけ

ればならないわけで，そういう意味からは，

第５次総合計画を１年前倒しして終了させる。

逆の言葉を言えば，新しい総合計画を１年前

倒ししてスタートをさせるという決断をさせ

ていただきました。その準備を昨年度からや

らせていただいております。特に，今回の総

合計画につきましては，今まで以上に市民の

声を聞いていこう，皆さんがまちに対して，

水戸市に対してどういう思いを持っているの

か，あるいはそれぞれの地域にどういう課題

があるのか，また，皆様方がどういう水戸市

の将来像をお持ちなのか，そんなことを聞き

ながら，市民参加，市民主体の総合計画をつ

くっていきたいという思いがあって，市民の

意見を直接聞く機会を設けさせていただきま

した。 

さきほど申し上げた市民１万人アンケート

もその一つでありまして，これらについては，

やはり震災直後ということもあったのかもし

れませんが，回答率が普通のアンケートより

も随分高い状況でありまして，人々の市政に

対する関心の高さというものがうかがえまし

た。 

また，将来を担っていく若い人たちにも，

意見をさまざま聞きたいということで，昨年

は，常磐大学や茨城大学の学生の皆さんとの

懇談会等も数多く設けさせていただいて，学

生に多く行政に参加をしていただくという機

会も設けました。やはり若い人たちは若い人

たちで，私たちにはない価値観や考え方があ

るというわけでございますし，またそれがあ

る意味突拍子もない破天荒なものであっても，

意外とそれを少しアレンジすることによって

時代のニーズに応えられるような政策に生ま

れ変わるというものもございます。ですから，

こういった若い人たちの意見も真摯に私たち

は受け止めていかなければならないというふ

うにも思っています。そういう意味において

は，ＪＣ（水戸青年会議所）と共同開催で，

市民討議会などもやらせていただきました。

新しい手法を持ってやるということは，政策
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の発生源を多様化させるということでありま

して，私たちもいろいろな政策をいろいろな

ところから聞いて，それを集約させて，より

よいものとしてまとめ上げていくということ

においては，こういった市民に対する広聴活

動というものを積極的にやっていくべきだと

も思っております。 

また，その 終段階として， 後はそれぞ

れの自治会，地域の方々に意見を聞きたいと

いう思いがあって，この魁のまちづくり地域

懇談会を開催させていただいているところで

ございます。今日が３回目でありまして，全

部で５回開催をいたします。これまで２回開

催させていただきましたが，積極的にいろい

ろな御意見をいただいておりまして，もとよ

り事前にいただいている意見のほかに，フリ

ートークの中で，皆さんが常日頃から抱いて

いる疑問であるとか，課題であるとか，地域

の問題であるとか，そういったことを積極的

にいただいているところでありまして，本当

にやってよかったなということをつくづく実

感をいたしております。 

今日も，総合計画の骨子「素案」について，

皆様方にちょっとお時間をいただいて説明を

させていただきますので，ここから読み取れ

るものでも結構ですし，あるいはもっと違う

じゃないか，こういう観点，論点があるので

はないか，自分はこう思うというものも，ま

たそれは皆様方に遠慮なく発言をいただけれ

ばと思っております。 

通常，市民懇談会をやらせていただいてお

りまして，それぞれの地域の下水道であると

か，道路整備であるとか，あるいは福祉，教

育，さまざま意見をいただいているのですが，

これらについては，もちろん地域の課題，問

題等も出していただいても結構なのですが，

どちらかというと，これから超高齢社会にな

って，新たにこういう問題が発生するから，

これについてはどうなのだ，あるいは解決策

として，自分たちはこういうふうなことを意

見がある，思っているという御意見もいただ

ければありがたいと思っております。また，

子育て支援，今，待機児童は，水戸市でも非

常に多いです。茨城県で恥ずかしながらナン

バーワンの多さです。何とかスピードアップ

させて，保育所も今までの２倍のスピードを

上げてつくっているのですが，それでも追い

つかない状況でもあります。しかしながら，

また，皆様方の中に，待機児童解消，子育て

支援については，もっといい案がある，こう

いうことをやってみれば，あるいは地域で協

力をするかやってみたらどうだとか，そんな

意見もあれば，ぜひ盛り込んでいきたいとも

思っております。さらには，福祉，教育，あ

らゆる面，あるいは中心市街地の都市計画，

まさに活性化，そういった観光振興などもど

んどん御意見をいただいて，そういったこと

がもちろん全てすぐ全部そのままやれるとい

う保障はもちろんいたしません。しかしなが

ら，そういう皆さんの意見をいただいたもの

を一つ一つ何か違う形で工夫をすれば，さき

ほど申し上げたように，政策としてつくり上

げることもできるかもしれないですし，ある

いは皆さんからいろいろないただいたものを

合体させてやるといい政策になるかもしれま

せんし，そういう意味においては，今日は，

ここに100人近い方が来ていらっしゃいます

から，そういった英知を結集させることによ

って，水戸市の発展，さらには少子・高齢化

の中での課題解決に結びつくような政策がつ

くり出されるのではないかと，そんな意味で，

今日の魁のまちづくり地域懇談会に私も大い

に期待しているところであります。私たちも，

皆様方の意見を真摯に受け止めて，しっかり

情報公開，説明責任を果たさせていただきな

がら，きめ細かい説明をさせていただきたい
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と思っておりますので，皆様方にも，今日は

限られた時間でありますが，御協力をいただ

き，実り多い懇談会にしていきたいと思って

おりますので，よろしくお願い申し上げたい

と思っております。 

後ほど，意見が出たものについて，あるい

は総括で話をさせていただきたいと思ってお

りますので，今日９時ぐらいまでということ

で予定しておりますので，皆様方のきたんの

ない御意見をいただきますように，よろしく

お願い申し上げまして，まずは一言私からの

お礼の御挨拶にかえさせていただきたいと思

います。 

本日は大変お世話になりますが，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○司会 

それでは，ここで，水戸市の出席者を紹介

させていただきます。 

〔執行部及び事務局紹介〕 

 それでは，懇談に入ります前に，本日の進

め方を事務局から御説明させていただきます。 

 

○三宅補佐 

 それでは，説明させていただきます。お手

元の次第を御覧願います。 

まず，本日の進め方でございますが，はじ

めに，皆様に本日の資料としてお配りいたし

ました水戸市第６次総合計画・骨子「素案」

について，担当課であります政策企画課から

御説明をさせていただきます。その後，水戸

市第６次総合計画・骨子「素案」についての

御意見，御提言をいただきたいと存じます。 

 御意見等につきましては，円滑な推進を図

るため，各地区におきまして，あらかじめ取

りまとめていただきました御意見等を発言い

ただきまして，その後，自由発言の時間をと

ってまいりたいと存じます。 

 なお，本日の懇談会の内容につきましては，

公表してまいりたいと考えておりますので，

匿名での御発言を御希望される方は，その旨

お申し出くださるようお願いいたします。 

 続きまして，御意見等の取り扱いについて

でございますが，本日いただきました御意見，

御提言につきましては，総合計画の策定を進

めていく中で反映させるべきものは計画に盛

り込んでいくという考えのもと，十分に検討

してまいります。 

 また，本日御発言できなかった御意見等に

つきましては，今月の30日までに，お配りし

ております概要版資料の３ページ，４ページ

の様式によりまして，市に御提出いただきた

いと存じます。いただきました御意見につき

ましては，どのように総合計画に反映させて

いくか，御意見に関する市の考え方を含めま

して，後日，意見公募手続に沿って，公表し

てまいりますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 説明は，以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

○司会 

 それでは，懇談に入りたいと存じますが，

本日の懇談会につきましては，おおむね２時

間，午後９時までを予定してございますので，

御協力をお願いいたします。 

 本日の懇談会の座長につきましては，御参

加いただいております各地区の会長様方の互

選により，国田地区自治実践会会長宮田静様

にお願いしたいと存じます。 

それでは，宮田会長，お願いいたします。 

 

○宮田座長 

 皆さん，こんばんは。ただいま御紹介，御

指名を賜りました国田地区自治実践会をあず

かっております宮田でございます。本日，座
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長ということで大役を仰せつかりましたが，

不慣れでございます。皆さん方の御協力をい

ただきまして，今日の魁の地域懇談会がスム

ーズに運ばれますようよろしくお願い申し上

げます。 

 それでは，懇談会を進めるわけでございま

すが，水戸市第６次総合計画・骨子「素案」

につきまして，資料の御説明を賜りたいと存

じます。事務局からよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○坪井係長 

 それでは，皆さんにお配りしております70

ページほどになります水戸市第６次総合計

画・骨子「素案」，につきまして，少々お時間

をいただきまして，御説明させていただきま

す。 

 まず，水戸市第６次総合計画・骨子「素案」

につきましては，さきほど高橋市長からもご

ざいましたとおり，これまで市民参加のさま

ざまな手法を取り入れながらまとめてきたも

のでございます。 

 本日，また，皆様の御意見等を伺いまして，

終的には計画の 終案をまとめていきたい

と考えてございます。 

 それでは，表紙を返していただきまして，

目次にございますが，この総合計画骨子素案

につきましては，Ⅰの序，Ⅱの基本構想，Ⅲ

の基本計画の３部構成としてございます。 

 １ページを御覧願います。 

 Ⅰの序につきましては，総合計画の役割と

いたしまして，総合的かつ計画的な行政運営

の指針，そして市民，事業者等の社会経済活

動全般の指針と大きく二つの役割を持つこと

をお示ししてございます。 

 また，第２の総合計画の名称・構成・期間

といたしましては，基本構想につきましては，

2014年度，来年度から2028年度までの15年間，

そして，基本計画につきましては，2014年度

から2023年度までの10年間の計画といたしま

して，この15年間の基本構想と10年間の基本

計画によりまして，総合計画が構成されるこ

とをお示ししているものでございます。 

 続いて，２ページを御覧願います。 

 Ⅱの基本構想のうち，第１，都市づくりの

基本理念につきましては，水戸市の特性や現

況，そして市民の皆様の意向や時代の課題と

いったものを踏まえまして，水戸市を今後ど

のような都市としていくか，考え方なのかを

お示ししたものでございます。 

 水戸に住む全ての市民が安心して暮らし，

幸せを感じられるまちをつくっていくことを

到達すべき目標といたしまして，安心を感じ

られる環境づくりや経済的発展，水戸ならで

はの個性と魅力の向上，にぎわいと交流の創

出，そしてあらゆる分野での人づくりにより

ます市民力，地域力の伸展という視点に立ち

まして，下の図にございますとおり，笑顔に

あふれ快適に暮らせる安心都市づくり，未来

に躍動する活力ある先進都市づくり，水戸な

らではの歴史，自然を生かした魅力ある交流

都市づくりの三つの都市づくりの基本理念を

掲げるものでございます。 

 ３ページの下にございますが，第２の将来

都市像につきましては，そのような都市づく

りの基本理念を念頭に置きまして，本市の目

指すべき将来都市像，将来の都市のイメージ

といたしまして，笑顔あふれる安心快適空間，

未来に躍動する魁のまち・水戸と定めるもの

でございます。 

 ４ページを御覧願います。 

第３ 人口と経済の展望といたしましては，

活力ある都市づくりに向けまして，人口の集

積とあわせ，さらなる発展をしていくために

も目標人口及び新たな指標としまして，目標

交流人口を定めるものでございます。 
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 ２の将来人口のうち，(1)目標人口につきま

しては，就業環境や生活基盤，福祉，教育サ

ービスの充実など施策を総合的に展開し，人

口の定住化によりまして実現を目指すもので

ございまして，2023年度，平成35年度におい

ては，現況と同規模の27万人を，2028年度，

平成40年度におきましては，人口の大幅な減

少を食い止め，26万7,000人を目標人口として

設定するものでございます。 

 続いて，５ページにまいりまして，(2)の目

標交流人口につきましては，人，物，情報の

交流を通した新たな活力，にぎわいの創出に

よって，2023年度においては，観光交流人口

としまして450万人を，生活圏交流人口としま

しては80万人を目指すものでございます。 

 続いて，３の経済見通しにつきましては，

国の経済成長の予測，あるいは民間シンクタ

ンクの予測等を考慮するとともに，地域経済

の活性化に資する施策の総合的な展開等によ

りまして，2028年度，平成40年度におきまし

て，市内総生産，市民所得とも対前年度0.8

パーセント程度の成長率と，緩やかな成長を

見込むものでございます。 

 ６ページを御覧願います。 

 第４の都市空間整備構想につきましては，

水戸市をどのように整備していくのか，その

平面的な土地利用だけにとどまらずに，質や

機能という視点に立ちました整備の方向性を

定めるものでございます。 

 時代の変化に対応できるコンパクトな都市

構造を展望しまして，地球環境の保全ととも

に，自然環境と共生するエコなまちづくりを

基調としまして，都市核をはじめ，拠点をス

マートに配置し，魅力の向上，集積を図り，

都市全体の発展の活力を高めるとともに，災

害に強い都市構造を確立し，住む人に優しい

魅力・活力集積型スマート・エコシティを目

指すものでございます。 

 続いて，７ページを御覧願います。 

 第５の施策の大綱につきましては，これま

で御説明しました将来都市像の実現に向けま

して，笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」

づくりをはじめとしました四つの大項目を柱

としまして，12の中項目，48の小項目で構成

するものでございます。この大綱に基づきま

して，基本計画におきまして，将来都市像の

実現に向けた各種施策を位置付けていくもの

でございます。 

 続いて，８ページを御覧願います。 

 Ⅲの基本計画につきましては，ただいま御

説明しました基本構想の考え方をより具体的

な施策等といたしまして定めるものでござい

ます。 

 第１の基本的指標につきましては，基本構

想でもお示ししました目標人口，目標交流人

口及び市民所得につきまして，基本計画の期

間である10年後，2023年度を目標として設定

しております。 

 続いて，9ページを御覧願います。 

 第２の都市空間整備計画につきましては，

さきほど，６ページにおいて御説明しました

都市空間整備構想をより具体的な計画として

位置付けるものでございます。 

 都市空間整備構想に基づき，具体的な整備

の方向性を定めるものでございまして，その

イメージ図をお示ししております。 

 まず，１の「水と緑の潤い空間づくり」に

つきましては，偕楽園，千波湖周辺をはじめ

としました本市の特徴である豊かな自然をま

ちづくりの軸と位置付けまして，積極的な保

全と再生を図り，市民が安らぎや潤いを感じ

られる空間づくりを目指すものでございます。 

 10ページを御覧願います。 

 ２の「都市核・拠点の機能強化・充実と快

適な生活環境づくり」につきましては，スマ

ートな都市構造を実現していくため，広域的
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な拠点性を持つ都市核につきまして，さまざ

まな都市中枢機能の連携強化と一層の集積を

図るとともに，県庁舎周辺地区については業

務系の，東部工業団地等につきましては工業

系の，水戸市公設地方卸売市場及び水戸西流

通センターにつきましては，流通系の産業系

拠点としての機能強化や赤塚駅周辺，内原駅

周辺，下市地区の地域生活拠点の機能充実を

図るほか，交通ネットワークや拠点間の機能

連携ネットワークの強化を進めながら，活力

あるまちづくりを目指すものでございます。 

 また，既成市街地への居住を誘導できる生

活基盤の効果的な整備を進めながら，安心し

て快適に暮らせる生活環境づくりを目指すも

のでございます。 

 その下，３の「災害に強い都市基盤づくり」

につきましては，防災拠点としての役割を果

たす行政庁舎の整備をはじめ，各地区におき

ます避難拠点施設の機能強化を図るとともに，

災害時の物資輸送路や避難経路となる幹線道

路や生活道路等の整備，河川改修や総合的な

浸水対策を進めながら，災害に強い都市基盤

づくりを目指すものでございます。 

 11ページにまいりまして，４の「地域特性

を生かした魅力あふれる交流ネットワークづ

くり」につきましては，活力あるまちづくり

を進めていくため，水戸市の特徴でもありま

す自然や歴史をはじめ，教育や文化，スポー

ツなどさまざまな分野での交流創出に向け，

地域特性を生かしながら，魅力を高め，発信

する交流拠点づくりとともに，回遊性の高い

ネットワークづくり，あわせてコンベンショ

ン誘致に向けた拠点施設の機能強化を目指す

ものでございます。 

 図３に魅力発信・交流拠点のネットワーク

のイメージ図をお示ししてございますので，

後ほど御参照願います。 

 続いて，12ページを御覧願います。 

 第３の重点プロジェクトにつきましては，

第６次総合計画の特徴といたしまして，「魁の

まち・水戸」を実現していくため，水戸の成

長と発展の礎となる人づくり，安全で安心な

都市基盤づくり，経済・産業を活性化するに

ぎわいづくりの視点から，四つの重点プロジ

ェクトを定め，優先的かつ集中的に取り組み，

おおむね５年以内に一定の成果を上げること

を目指すものでございます。 

 13ページのまず，「プロジェクト1～将来の

水戸を担う子どもたちを育む～未来への投資

プロジェクト」につきましては，安心して子

ども生み，育てることができるまち，子ども

たちの学力向上や生きる力の育成を目指し，

保育所待機児童ゼロ，学力診断テストの総合

得点の向上等の目標を掲げまして，民間保育

園の整備促進，（仮称）水戸市子ども発達支援

センターの整備，水戸スタイルの教育の推進

など子育て支援の強化，さまざまな分野でリ

ーダーとなり活躍する人材の育成に取り組ん

でまいります。 

 続いて，14ページを御覧願います。 

 「プロジェクト２～安全・安心を実感でき

る～災害に強いまちづくりプロジェクト」に

つきましては，災害に強いまち，安心して暮

らせるまちを目指し，市有建築物の耐震化率

100パーセント，主要な備蓄物資・資機材の充

足率100パーセント等の目標を掲げ，本庁舎防

災センター機能の整備，応急給水拠点施設の

整備，また，防災情報伝達システムの整備，

次世代防災リーダーの育成など，防災拠点や

ライフライン等の機能強化とともに，災害に

備えた人や組織，情報のつながりの強化に取

り組んでまいります。 

 15ページを御覧願います。 

「プロジェクト３～水戸の自然，歴史，文

化の魅力を生かした～観光集客力アッププロ

ジェクト」につきましては，水戸の歴史，文
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化の魅力の向上，戦略的な観光振興等による

交流人口の増加，経済の活性化等を図ってい

くことを目指し，観光交流人口400万人，水戸

市内の宿泊客数120万人等の目標を掲げまし

て，偕楽園，千波湖周辺，弘道館，水戸城跡

周辺をはじめとしました観光資源を磨き上げ，

来て，見て楽しめる魅力ある観光拠点の形成

を図るほか，戦略的観光ＰＲ活動の推進，さ

らには，おもてなし力の向上に取り組んでま

いります。 

 16ページを御覧願います。 

 「プロジェクト４～人が集い，地域経済の

活性化をリードする～まちなかにぎわい・活

力創造プロジェクト」につきましては，都市

中枢機能の集積により，活力あるまちづくり

を目指し，中心市街地における居住者数，歩

行者通行量の増加等の目標を掲げまして，空

き店舗を活用した店舗開業・出店の推進，商

業施設等の新たな誘致を推進するとともに，

まちなか居住の促進を図るほか，水戸芸術館

を中心としたにぎわいづくり，歩いて楽しめ

る道路空間整備の推進やまちなか交流拠点の

形成などによりまして，まちの新たな魅力を

創出し，にぎわいあふれるまちとしての再生

に取り組んでまいります。 

 続いて，17ページを御覧願います。 

 第４の主要施策の概要につきましては，さ

きほど７ページでお示ししました施策の大綱

の48の小項目ごとに基本計画の期間，10年間

において基本的方向，目標指標，推進すべき

各種施策，事業を位置付けるものでございま

して，ソフト事業，ハード事業をあわせ，主

な取組といたしまして，320の事業を位置付け

てございます。 

 このうち，四つの柱ごとに，新規施策や主

要な施策を中心に御説明いたします。 

 18ページを御覧願います。 

 １の笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」

づくりにつきましては，(1)の①子ども・子育

て支援の充実に向けまして，主な取組・ソフ

トにございますが，市民センター等地域にお

ける子育て支援・多世代交流拠点の市内全地

域への拡充を図るとともに，19ページにまい

りまして，ソフト事業の11の質の高い幼児教

育，保育の総合的な推進といたしまして，就

学前児童の教育の充実等に努めるほか，主な

取組・ハード事業の３にございますが，待機

児童ゼロに向けました民間保育所の定員500

人の増などに取り組んでまいります。 

 続いて，20ページを御覧願います。 

②学校教育の充実に向けましては，主な取

組・ソフトの１にございますが，歴史，自然，

文化，地域の人材を生かした水戸スタイルの

教育を推進し，次世代をリードする人材の育

成を図ってまいります。 

 また，その下にございますが，さきがけプ

ラン等による子どもたちの学力の向上をはじ

め，芸術教育や心の教育，健やかな体づくり

などに取り組んでまいります。 

 さらに21ページの主な取組・ハード事業の

１，４にございますが，小中学校施設の長寿

命化型の大規模改造や，６にございますが，

小中学校全教室への空調設備，エアコンの設

置を進めてまいります。 

 続いて，23ページをお開き願います。 

(2)の①地域福祉の充実といたしましては，

ソフト事業とございまして，地域福祉推進体

制の充実に努めるとともに，地域での見守

り・支えあいを推進してまいります。 

 その下，高齢者支援の充実に向けましては，

ページを返していただきまして，主な取組・

ソフト事業の２にございますが，特別養護老

人ホーム600床の増床など，施設介護サービス

の充実を図るとともに，高齢者等の移動支援

や地域における多世代交流を推進するほか，

ハード事業２にございます老人福祉センター
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の新設などに取り組んでまいります。 

 続いて，③の障害者（児）の支援の充実に

向けましては，25ページの主な取組・ソフト

にございますとおり，就労支援といたしまし

て，市独自の共同受発注センターの設置を進

めるほか，ハード事業にございますが，（仮称）

水戸市子ども発達支援センター及び新たな障

害者生活支援センターの整備に取り組み，相

談体制の充実に努めてまいります。 

 続いて，27ページを御覧願います。 

 (3)の①健康づくりの推進といたしまして，

主な取組・ソフト事業にございますとおり，

食育をはじめ，生活習慣病予防，妊産婦や乳

幼児育児の支援，高齢者の健康づくりなどに

取り組んでまいります。 

 続いて，29ページを御覧願います。 

 (4)の①，危機管理・防災体制の強化に向け

ましては，ソフト事業の５にございますが，

市民センター等をはじめとした地域防災活動

拠点の機能強化を図るとともに，その下，地

域における災害時要援護者支援体制の構築を

進めるほか，ハード事業にございますが，津

波災害や水害，災害時の要援護者等への対策

強化といたしまして，防災情報伝達システム

の整備に取り組んでまいります。 

 続いて，30ページにまいりまして，②の総

合的な防災対策の充実につきましては，ソフ

ト事業の２にございますが，地域等の参画に

よる防災訓練の実施や自主防災組織等と連携

しました情報伝達，避難所運営体制の強化を

図るなど，市民協働による地域防災を推進す

るほか，その下にございますが，食料等の備

蓄物資の充実などに取り組んでまいります。 

 続いて，32ページを御覧願います。 

 ④の治水・雨水対策の推進につきましては，

那珂川，涸沼川など主要な国・県管理河川の

整備を促進するほか，総合的な雨水対策とい

たしまして，都市下水路や排水路などの雨水

排水施設整備を重点的に推進するとともに，

既存管渠の流下機能の改善や雨水貯留施設等

の整備を進めてまいります。 

 33ページにまいりまして，(5)の①，交通安

全・防犯の充実に向けましては,ソフト事業に

ございますが，通学路の安全対策や歩行者,

自転車の交通安全対策とともに,自主防犯活

動団体等と連携しました防犯活動を推進する

ほか，34ページにまいりまして，ハード事業

といたしまして，歩道やガードレール等の交

通安全施設の整備を進めてまいります。 

 続いて，ページ飛びまして，37ページを御

覧願います。 

 ２の未来に躍動する活力ある「みと」づく

りにつきましては，(1)の①都市核（中心市街

地）の強化に向けまして，主な取組・ソフト

事業にございます，まちなか交流促進事業や

学生との連携による中心市街地活性化事業な

ど多様な交流の創出によるにぎわいづくりと

ともに，まちなか居住に向けた取り組みやペ

ージを返していただきまして，７番にござい

ますが，商業施設等の新たな誘致，店舗開業・

出店の推進を図るほか，ハード事業１にござ

いますが，泉町１丁目北地区再開発事業など

の新たな交流拠点づくりや歩いて楽しめる道

路空間整備等の施策に総合的に取り組んでま

いります。 

 続いて，39ページの下段でございますが，

③の総合交通体系の確立に向けましては，主

な取組・ソフト事業の２にございますとおり，

公共交通機関の確保及び利用促進を図るとと

もに，ページを返していただきまして，40ペ

ージの５番，快適な自転車走行空間の形成を

図るほか，その下，ハード事業といたしまし

て，街路事業や道路新設改良を推進してまい

ります。 

 続いて，その下④の住環境の向上に向けま

しては，41ページを御覧いただきまして，ソ



- 86 - 

フト事業の４でございますが，新たなバリア

フリー基本構想を策定いたしまして，日常生

活圏のバリアフリー化を図るほか，ハード事

業の２，３にございますが，市営住宅の建替

ええや長寿命化型の改修，狭あい道路及び後

退敷地の整備を進めてまいります。 

 続いて，42ページをお開き願います。 

(2)の①戦略的観光の振興に向けましては,

ソフト事業２にございますとおり，産学官連

携による各種コンベンションの誘致活動の推

進を図るほか，その下にございます偕楽園公

園，弘道館をはじめとしました水戸の有する

観光資源を磨き上げ，魅力を効果的に発信す

るとともに，43ページのハード事業２，３に

ございますが，英国庭園としまして七ツ洞公

園の整備や植物公園の周辺施設と一体となり

ましたリニューアル整備に取り組んでまいり

ます。 

 また，４番にございますが，ロマンチック

ゾーン，保和苑周辺地区の魅力づくりも進め

てまいります。 

続いて，②の商業の振興に向けましては，

44ページをお開き願いまして，主なソフト事

業２，３にございます，空き店舗を利用した

店舗開業・出店の推進，起業支援といたしま

して，創業支援塾の開催や関係機関と連携し

たサポート体制の充実などに取り組んでまい

ります。 

 続いて，44ページ下段にございます③の農

林水産業の振興に向けましては，45ページに

まいりますが，主な事業，ソフト事業の３番

以降でございますが，新規就農者や中心的な

担い手となります農業者の育成・確保，６次

産業化や地産地消及び農産物のブランド化の

推進を図るほか，ハード事業の１にございま

すが，那珂川沿岸農業水利事業をはじめとし

ました農業生産基盤の整備や46ページにまい

りまして，５番の６次産業化施設の整備とし

まして，販売施設，加工施設等の整備促進を

図ってまいります。 

 続いて，47ページの⑤新たな産業の誘致，

育成に向けましては，主な取組・ソフト事業

にありますとおり，企業立地の促進，産学官

連携による新産業創出の支援やインキュベー

ション施設の整備促進等によります起業支援

などに取り組んでまいります。 

 続きまして，49ページをお開き願います。 

 ３の水戸ならではの歴史，自然を生かした

魅力ある「みと」づくりにつきましては，(1)

の①としまして，歴史的資源の保全と活用に

向けまして，水戸の貴重な財産であります歴

史的資源をまちづくりに生かし，次代へ引き

継いでいくため，主な取組・ソフト事業にご

ざいますが，世界遺産登録に向けた取組やハ

ード事業１，２にございますが，弘道館・水

戸城跡周辺地区における大手門，二の丸角櫓

等の復元をはじめ，歴史・観光ロードの整備

など偕楽園周辺地区における歴史まちづくり

などにも取り組んでまいります。 

 続いて，52ページを御覧願います。 

 (2)の①地球環境・生活環境の保全と向上に

つきましては，地球環境を保全し，将来の世

代に良好な生活環境を引き継いでいくため，

主な取組・ソフト事業にございますが，低炭

素まちづくり計画の策定や市民，事業者，行

政が一体となって取り組むチームみとエコプ

ロジェクトを推進するほか，太陽光発電シス

テム等の導入促進など，創エネ・省エネに取

り組むとともに，環境学習，教育の充実に努

めてまいります。 

 続いて，53ページ②の潤いある水辺環境の

形成につきましては，ソフト事業にございま

すが，水戸のシンボル空間である千波湖の水

質浄化に向け，主な取組・ソフト事業の桜川

清流ルネッサンスⅡ事業や市民によるビオト

ープ等の整備を促進するほか，主な取組・ハ
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ード事業にございますが，公共下水道の整備

及び施設の長寿命化，さらには合併処理浄化

槽の設置促進などに取り組んでまいります。 

 続いて，55ページを御覧願います。 

④の循環型社会の構築につきましては，環

境への負荷低減に向けまして，主な取組・ソ

フト事業１，３にございますが，ごみの減量

化・資源化の推進や不法投棄防止対策の充実

を図るとともに，主な取組・ハード事業とい

たしまして，新ごみ処理施設等の整備，小吹

清掃工場跡地の整備のほか，見川クリーンセ

ンターの基幹的設備の長寿命化改良を進めて

まいります。 

 続いて，56ページを御覧願います。 

 (3)の①魅力ある交流拠点の形成に向けま

しては，さまざまな分野におけるにぎわい，

交流の創出に向け，水戸の特徴とも言うべき

自然系，歴史・文化系，スポーツ系の魅力発

信・交流拠点の形成とともに，それらを活用

しました各種コンベンションの誘致などに取

り組んでまいります。 

 続いて，57ページの②の水戸のブランド力

の向上といたしましては，主な取組・ソフト

１にございますが，市民との協働による地域

資源の再発見，再構築をはじめ，各種メディ

アを通じた情報提供などによる水戸のブラン

ドイメージの確立，さらには農産物の付加価

値向上によるブランド化の推進，ＰＲ活動の

強化による販路拡大を図るほか，58ページに

まいりまして，６にありますが，おもてなし

力の向上に努めてまいります。 

 続いて，58ページの③戦略的なＰＲ活動の

推進に向けましては，市民や関係機関との連

携を進めながら，主な取組・ソフト事業１，

４にございますが，各種メディアによる情報

発信等の水戸の魅力の効果的な発信，マスコ

ットキャラクターみとちゃんを活用したシテ

ィセールスなどを推進してまいります。 

 59ページにまいりまして，４の市民と行政

との協働による自主・自立した「みと」づく

りにつきましては，(1)の①地域コミュニティ

活動の推進に向けまして，主な取組・ソフト

事業として１から４にございますが，地域コ

ミュニティプランの全地区作成及び活動の支

援をはじめ，地域を支えるリーダーづくり，

コミュニティルーム設置等による市民センタ

ーの機能充実を図るほか，主な取組・ハード

事業にございますが，市民センターの整備と

いたしまして，内原地区における新設のほか，

既存施設の長寿命化，耐震化などに取り組ん

でまいります。 

 続いて，60ページを御覧願います。 

③の生涯学習活動の推進につきましては，

61ページの主な取組・ソフトにございますが，

生涯学習のしやすい環境づくりをはじめ，新

たな生涯学習プログラムの開発・研究，生涯

学習の推進体制の強化などを図ってまいりま

す。 

 続いて，61ページの下段，④のスポーツ・

レクリエーション活動の推進に向けましては，

ページ返していただきまして，62ページにご

ざいますが，主な取組・ソフト３としまして，

（仮称）水戸マラソン大会や国民体育大会の

開催をはじめ，全国大会やプロスポーツ等の

大規模大会の開催・誘致を図るとともに，主

な取組・ハード事業にございますが，新たな

屋内公認プールの整備，市民球場のフィール

ド拡張等の再整備，さらには市立競技場の第

１種公認陸上競技場への整備，体育館の空調

設備の整備などを推進してまいります。 

 続いて，65ページを御覧願います。 

(2)の①市民参画による行政運営の推進に

つきましては，主な取組・ソフト事業にござ

いますとおり，広聴機会の充実をはじめ，政

策形成過程における市民参画，また，産・学・

官連携事業などに取り組んでまいります。 
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 続いて，66ページにまいりまして，(2)の③

行財政改革の推進といたしましては，主な取

組・ソフト事業にございますとおり，効率的・

効果的な事務事業の執行をはじめ，民間活力

の活用を図るほか，主な取組・ハード事業と

しまして，市役所新庁舎の整備に取り組んで

まいります。 

 68ページ以降につきましては，参考資料と

いたしまして，用語説明を記載してございま

す。 

 駆け足で非常に雑ぱくな説明でございまし

たが，以上で終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 それでは，本日は，各地区からの御意見を

いただいてございます。それをまずお願いし，

さらにその後，自由発言ということで進めさ

せていただきたいと思います。 

それでは，まず，本日申し出があります常

磐並びに堀原地区から御意見をいただきたい

と思います。 初に，常磐地区からお願いを

申し上げたいと思いますが，発言は一括でお

願い申し上げ，また，発言する際には，お名

前をお願い申し上げたいと思います。 

 それでは，常磐地区からお願いを申し上げ

ます。 

 

○吉羽様（常磐地区） 

 ランド常磐の会の吉羽と申します。松が丘

に住んでおります。 

ただいまは，こんなに膨大な第６次総合計

画の素案を非常にすばらしい内容で御提案い

ただきましたことに感銘を覚えながら，若干

の御意見を申し上げたいと思います。 

私どものほうの意見は，ページ33，ページ

35，ページ59に関わる問題でございまして，

この中での事業主体について主に発言をして

まいりたいと思います。 

実は，私，雷が大嫌いなものでありますか

ら，雷鳴がとどろく中で，冒頭の発言という

のは，非常に心穏やかではないのであります

が，勇気を奮って発言を開始してまいりたい

と思います。 

私ども常磐地区では，防犯・防災対策の要

は，御近所つながりの強化にあるというふう

に考えて，日頃の活動を展開しております。

当然，御近所つながりということになります

と，防犯・防災に限らず，地域の一体感をつ

くり上げるためには何としても 重要課題で

あるということで，よく言われます地域力と

か住民力の向上のためには，なくてはならな

いものだというふうに考えております。そし

て，その地域力，住民力をつけるために，一

体どうしたらいいかということをない知恵を

絞っていろいろ考えました。それは，やはり

何といっても，情報を余すところなく提供し，

そして，地区内にある情報の交換を図ること

が必要であろうと思います。 

その一例を申し上げますと，印刷屋さんに

頼む広報紙というのは，印刷から発行までの

間，いろいろな取材から原稿執筆からゲラ刷

りから校正から印刷というふうに考えますと，

約１カ月かかってしまいます。これを自分た

ちの手でパソコン入力をいたしまして，印刷

も自分たち自身の手でやれば，取材から１日，

２日で発行できます。これは非常に有効に活

用できる広報になっております。ただ，広報

に関しては，記事の中身について，非常に正

確性を期すために慎重に駆け回って取材を図

っております。取材先というのは，水戸警察

署の刑事２課，教育総合研究所，さらには水

戸市消費者生活センター，それから各金融機

関，郵便局を含めてでございますが，それか

ら石川町交番，そして非常にいろいろ御指導
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いただいているのが水戸市の地域安全課でご

ざいます。こういう記事の一例を申し上げま

すと，私どものほうでは，振り込め詐欺につ

いて，消費者生活センターから講師に来てい

ただいたり，あるいは石川町交番長に来てい

ただいたり，あるいは実際に振り込め詐欺を

防いだ郵便局長にも来ていただいたりしなが

ら，年に３回程度講演会を実施しております。 

ただ，１回に集まる人数は100名内外であり

ます。そうすると，３回合わせても300名であ

りまして，同じ人が出席するということもあ

りますので，実数ではもっと少なくなってし

まいます。それだけのことで振り込め詐欺の

防犯意識というものを地区内には決して普及

することはできないというふうに考えており

ます。 

ですから，振り込め詐欺の内容だけについ

て年に３回程度，１回6,000部ずつ発行して各

戸配布でもって，これは名前を申し上げます

と，常磐防犯ネットというふうに何でも常磐

とネットの間に防犯とか防災であるとか，ボ

ランティアであるとか，あるいはコミュニテ

ィプランであるとか，いろいろつけて，次か

ら次へと発行していきます。読むほうも大変

だろうと思いますが，でも，やっぱり一生懸

命やっております。その効果というのは，体

力がないために効果測定はできません。した

がいまして，効果はあるのだと，絶対にある

のだというふうに思いながらやっております。 

それから，子どもの安全を守るのは大人の

役目だと，要するに登下校時の安全確保，あ

るいは子どもが遊んでいるとき，あるいは子

どもが一人で家にいるとき，こういうときの

安全を守るのは絶対に大人の役目であるとい

う考え方のもとにいろいろな行動も展開して

おります。これも広報紙やいろいろな印刷物

で，親と子と話し合える機会をつくれるよう

な資料を提供しております。その親と子の話

し合いの機会を検証しながら，今，先に進ん

でいるところでございます。 

ですから，さきほど申し上げましたように，

振り込め詐欺の部分，水戸市役所の職員を装

って還付金詐欺が発生したという話を聞けば，

すぐに広報紙でこういうことがあるから，み

んな注意しろと，市役所職員を装って還付金

を渡すなんていうことは絶対にないんだから

というふうな広報をします。さらには，子ど

もが練馬区で，あるいは埼玉県の坂戸で，そ

して一番大きな被害のあった龍ケ崎でという

事件が発生すると，その場でまた広報紙を発

行して，こういうところで事件が発生してい

る，地域の安全力を高めるために，皆様方の

見守りの目を強化してほしいという広報紙を

発行しております。 

それは，33ページと35ページの部分であり

まして，ここの事業主体を見てみますと，ま

ず，振り込め詐欺の部分を見てみますと，事

業主体は，市，市消費生活センター，関係機

関とあります。この関係機関というのは，警

察等を指すのではないかと私は思うのであり

ますが，そうすると，私どもが犯罪に対して

啓蒙活動を一生懸命やっているというのは，

やり過ぎなのかという感じも実は持ってしま

うわけであります。そうではなくて，ここに

市民団体であるとか，あるいは地域団体であ

るとかという事業の主体の中に加えてほしい

なと思っております。 

それから，33ページの関係でありますが，

これは，通学路の安全ということで，ここに

も，市，市民，関係機関とあります。ここに

は，やはり多くの市民団体が防犯パトロール

や何やらやっているわけでありまして，こと

に通学路の枝葉の部分の安全対策というのは，

なかなか難しい問題があります。これは，地

域住民の皆様の協力を得て，いわゆる子ども

たちが学校から帰る時間帯，それから登校の
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時間帯，こういうときには，なるべく表へ出

て，子どもたちの安全を見守ってほしい，買

い物はこの時間にやってくれ，草取りもこの

時間にやってくれ，庭の水まきもこの時間に

やってくれ，皆様の目が子どもたちの安全を

守るのだという考え方で，実は地区内に広報

紙を発行しているわけであります。 

さらに，もう一つ申し上げると，皆さんの

ほうに行っている文書では，裏側に書いてあ

るわけですが，ここで，59ページの部分にコ

ミュニティプランの記述がございます。第６

次総合計画の骨子の素案を見てみますと，そ

の大部分の中に，いわゆるガバメント，ガバ

ナンスの融合を大切にしたいという気持ちが

あらわれていると思うのです。ただ，ことに

この項目の場合は，今，私たちが市民生活課

の皆さんのお世話でコミュニティプランを完

成させるために頑張っているところでありま

す。私たち地区団体も，研鑚を積んでいると

ころでありますが，こういう視点に立ってみ

ると，やはりこの59ページの部分については，

地域力というものをさらに活動母体の中に加

えていただいて，コミュニティプランが地域

独自でつくり上げるということになっており

ますので，ここに地域団体という項目を加え

ていただけるとありがたいというふうに思い

ます。 

私たちいろいろやっておりますが， 後に

なりますが，いろいろな問題を解決していく

ためには，ハードの問題が大切かもしれませ

んが，何よりも心の持ちよう，いわゆるソフ

トの部分というものをより強化をしていかな

いと，第６次総合計画も実行になかなか入っ

ていけないのではないかというふうに思うの

です。市民の力，地域住民の力，市民団体の

力というものを大きく皆さん方，市の執行部

の皆さんに活用していただいて，第６次総合

計画が見事に１年前倒しした成果がここに出

たねと言われるような内容をつくり上げてい

くのが一番すばらしい結果につながっていく

のではないかというふうに思います。 

以上をもちまして，私のつたない発言を終

わります。ありがとうございました。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの常磐地区からの御意

見に対しまして，市側からの御説明をいただ

きたいと思います。 

 

○小田木課長 

 ただいま，ランド常磐の会の吉羽様から，

特に地域力の大切さということについての御

提言をいただきまして，本当にありがとうご

ざいました。 

 また，常磐地区におきましては，防犯，あ

るいは悪質商法の被害防止，子どもたちの安

全対策など，さまざまな分野で独自の広報紙

の作成など大変特色ある活動を展開されてい

るということでありまして，地域の防災対策，

防犯対策に御尽力をいただいていることに厚

くお礼申し上げる次第であります。 

 また，本日，９つの地区の皆様にお集まり

いただいておりますが，それぞれの地区にお

きましても，豊かで潤いのある住みよい地域

づくりを目指しまして，各種行事の開催など，

さまざまな活動をしていただいていることに

改めてお礼を申し上げる次第であります。 

 ただいま，吉羽様から御提言をいただきま

した，まず１点目の交通安全・防犯の充実と

いうことでありますが，それらを推進するた

めには，各地区のボランティア団体等で実施

しております立哨，あるいは自主防犯パトロ

ール，こういった目に見える活動に取り組ん

でいただくことは非常に効果的であると認識

しております。地域内で，そういった防犯，
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あるいは交通安全の情報交換，情報の共有化

を図ることで，地域に住む市民の皆様，そし

て個人個人に対しましても，非常に効果的に

交通安全，防犯意識の啓発が行えるものと考

えております。 

 また，悪質商法，詐欺等の被害が増大して

いるわけでありますが，これにつきましても，

地域の皆様の活動といったものとの連携が大

変重要だと認識してございます。 

 今回の御提言ありました計画におきまして

は，それぞれの施策，事務事業について事業

主体を明らかにするということにしてござい

ます。例えば，33ページにあります交通安全・

防犯の充実で，ただいま御指摘がありました

通学路安全対策については，市，市民，関係

機関，犯罪防止に向けた市民，地域，関係団

体等の連携強化という項目につきましては，

事業主体は市，市民としております。ここで

市民と記載しております，あるいは各種団体

と記載しておりますが，それぞれの施策によ

って，この市民と書いたものが全市民を指す

もの，あるいは地域住民というものを指すも

のという，それぞれ意識をしておりますが，

御提言を踏まえまして，よりわかりやすく，

やはり地域の皆様が活動主体となっているも

のについては，地域住民で構成する地域団体

等の明記というものを検討してまいりたいと

考えてございます。 

 また，地域コミュニティ活動につきまして

は，御提案いただきましたように，その活動

の主体は，地域住民だというふうに考えてご

ざいます。小学校区ごとに設置されておりま

す地区会，そして地区会を構成する各種団体

の活動を尊重し，伸ばしながら行政との協働，

連携を図って事業を推進してまいりたいと考

えております。 

 したがいまして，これは提言いただきまし

た地域が主体となって取り組む施策につきま

しても，地域コミュニティということばかり

でなく，例えば，子ども子育て支援，あるい

は青少年の健全育成，地域福祉，防犯，防災

対策，地域コミュニティ，ボランティア，さ

まざまな分野に及ぶわけでございますが，そ

れぞれの施策について御意見を踏まえまして，

第６次総合計画の中で適切な表現，事業主体

として，地域住民，あるいは地域団体という

ような表記を位置付けまして，地域の活力と

いうものを伸ばしていく施策につなげてまい

りたいと考えております。 

 また， 後に御提言いただきました人の心

という部分につきましても，非常に重要なも

のだと認識しておりまして，都市づくりの基

本理念の部分におきましても，あらゆる分野

での人づくりをまち全体で積極的に推進する

ことを位置付けているところであります。 

 地域を支える人づくりというものを推進し

ながら，地域の力，いわゆる地域力の一層の

進展に努めてまいりますので，引き続き御協

力のほどをよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。常磐地区からの

再度の発言については，よろしゅうございま

すか。 

 

○吉羽様 

再度の発言，よろしいです。今の答弁で十

分です。 

 

○宮田座長 

ありがとうございました。 

それでは，続きまして，会議を進めさせて

いただきますが，堀原地区からの御意見を発

表していただきたいと思います。 
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○高塩様（堀原地区） 

 堀原地区の高塩でございます。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

 堀原地区といたしまして，市民センターの

利活用について，御提案申し上げます。 

 私ども地域独自のイベントの実施を通し，

町内会，自治会の強化と地域力の向上を図り，

自主的な地域コミュニティ活動につなげるた

めに，活動拠点であります市民センターの利

活用については，幅広く柔軟に利用できる施

設と位置付けまして，利用条件等につきまし

ては，地区会の責任において，使用許可制度

は廃止の方向で検討をお願いしたい。 

あわせて，現在，当地区では，コミュニテ

ィプランの完結に向けまして積極的に作業を

進めているところであります。拠点となる場

所の確保が必要となりますので，施設コミュ

ニティルームを現在の行政施設内に設置願え

ればと考えております。積極的な市の対応を

希望し，以上のことを提案いたします。 

 以上でございます。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 市側からの説明をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 堀原地区の高塩様から市民センターの利活

用についての御提言をいただきました。あり

がとうございます。 

 市民センターにつきましては，御承知のと

おり，生涯学習活動の拠点という位置付け，

そして，地域におけるコミュニティ活動の拠

点としての位置付けがございます。そして，

子育て支援，さらには多世代交流活動なども

含めて，市民センターを地域の活動の拠点と

しまして一層推進していきたいというのが基

本的な考え方でございます。 

 その中で，限られた施設でありますから，

使用したい日時が重なるという状況もあると

存じますが，できる限り市民センターが有効

に活用できますよう，地域の要望も踏まえな

がら，そして地域の皆様と使い方のルールと

いったものも考えながら，柔軟に対応してい

きたいと考えてございます。 

 御要望，御提言のありました市民センター

の施設そのものを地区会で運営するというこ

とにつきましては，水戸市の新コミュニティ

推進計画におきまして，地区会などが主体と

なった管理運営の手法について，モデル地区

による実施も含めて手法の検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 そして，その実現に向けました地域との話

し合いなどを進めることとしておりまして，

今後十分に検討してまいりたいと考えており

ます。 

 また，御提言のありました施設についての

使用許可制度も含めました利用手続の簡素化

ということの御提言だったと思いますが，施

設の管理運営の手法を検討していく中で，あ

わせてその利用手続の簡素化，使いやすい市

民センターとしての手続についても検討して

まいりたいと考えております。 

 また，もう１点，各市民センターにコミュ

ニティ活動を推進するためのコミュニティル

ームの設置でございますが，市民センターの

コミュニティ活動拠点としての機能充実に向

けまして，資料の59ページに，今回，第６次

総合計画の中に位置付けてまいりたいと考え

ておりますが，全ての市民センターにコミュ

ニティルームを設置していくことを計画に明

確に位置付けていきたいと考えてございます。 

 また，市民センターにつきましては，現在，

平成26年度までに全市民センターの耐震化に

取り組んでおりまして，あわせて第６次総合

計画におきましては，その市民センターの施
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設というものをできる限り長持ちさせて大切

に使っていくという考え方で総合計画を整理

してございます。 

 したがいまして，こちらも59ページにござ

いますが，長寿命化計画というものをしっか

りと打ち立てまして，その中で適切な改修，

あるいは修繕に取り組んでまいりたいと考え

ております。そして，使いやすい市民センタ

ーを目指してまいりたいと考えております。 

 さらには，ただいま高塩様からも御提言が

ありました地域コミュニティプランにつきま

しても，今，地区の中でコミュニティプラン

の策定を進めているところでありますが，第

６次総合計画の中でも，全地区での作成とい

うものを行政としても支援していく，そして

地域と一体となって地域コミュニティ活動を

推進していくことを第６次総合計画の中でも

明確に位置付けてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上であります。ありがとうございました。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 高塩様，御発言，回答につきましては，よ

ろしゅうございますか。 

 

○高塩様 

 よろしくお願いいたします。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 それでは，ここで常磐地区並びに堀原地区

からの御意見をいただいたところでございま

すが，地区の意見を総括いたしまして，高橋

市長様からお願い申し上げます。 

 

○高橋市長 

 ランド常磐の吉羽さん，そして堀原の高塩

さんに，それぞれ御質問，あるいは御意見，

御提言をいただきましてありがとうございま

した。 

 水戸市は，市民と行政との協働のまちづく

りの都市宣言もしたところでありまして，私

たちが推進すべく大きな課題と申しますか，

やらなければならないことがまさに市民との

さまざまな協力，連携をしながら行政運営を

進めていく，市民参加と協働による市民主体

のまちづくりを進めていくということが私た

ちのまさに大きな推進すべき課題であると考

えています。 

 そういう意味においては，この地区会をは

じめとするさまざまな地域団体，ボランティ

ア団体，ＮＰＯに御協力をいただきながら，

私たちが持ち得ないノウハウ，人的ネットワ

ーク，あるいは資源といったものを皆さんに

活用していただいて，それを引き出していた

だいて，そして私たちに御協力いただくとい

うか，まさに主役の存在としてやっていただ

くという機運をしっかり盛り上げていきたい

と思っています。 

 そういう意味において，私たちがしっかり

そういった政策をこの総合計画に盛り込んで

いかなければならないということを改めてお

二方からの御意見を聞いて，肝に銘じたとこ

ろでございます。 

 まさに言葉一つ一つが大切なものでありま

して，ついつい私たちは関係機関であるとか，

そういうことで表現を，ある意味省略してし

まうというか，そういうことで済ませてしま

うところがありました。まさに吉羽さんから

いただきました市民団体，地域団体という表

現がこの総合計画にあることによって，市民

の皆さんも自分たちが主役でやらなければな

らないのだ，主体的にやらなければならない

のだという思いに立ち返っていただく，そう

いう機運を盛り上げていく，そういう意味の
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表現力としてふさわしいのではないかとも思

っております。 

 ただいまそういういい意見をいただきまし

たので，今申し上げたさまざまの施策の中で，

地域団体，市民団体，地区会等に御協力をい

ただく，あるいは主体的にやっていただくと

いうものについて，そういった具体の表現で

明記をしていくような検討をしていきたいと

思っております。そのことによって，皆さん

の意識の高揚につながっていけばありがたい

とも思っております。 

 また，そういった市民と行政との協働の地

域づくりを進めていくためには，まさに活動

たる拠点がそれぞれの地域に必要でありまし

て，高塩さんからお話がありました市民セン

ターの利活用，機能の向上，こういったもの

を，この政策の中に位置付けていかなければ

ならないと思っております。より皆様方に親

しみやすい市民センターとしていただくよう

に，コミュニティルームの整備であるとか，

あるいは利用しやすさ，手続のしやすさとい

ったものをもっともっとハードルを下げて，

皆様方に親しまれ，愛される，そして利活用

しやすい市民センターとして成熟をさせてい

きたいというふうにも思っております。 

 ただ，いろいろな地域の市民懇談会に行き

ますと，やはり市民センターを新しく整備を

してほしいという要望も数多く出されていま

す。しかしながら，この総合計画の中では，

新築はほとんどありません。やはりこの時代，

できるだけ延命化を図っていく，長寿命化を

図っていく，長寿命化型の改修計画というも

のを市民センターにも学校施設にもやってい

かなければならない，これが新しい時代の考

え方であります。実際に，国のほうからも，

学校施設等については，今まで45年から50年

使って大規模改修をせよといったものがこれ

からは70年ないし80年使うようにというメッ

セージも既に来ているところでございます。

これから，市民の皆様方にも協力をいただい

て，一つの施設を大切に使っていく，長持ち

をさせていく，そんな工夫をしていきたいと

思っております。 

 ただ，一方で，今，車社会でもありますし，

駐車場の狭あい化，それから施設の狭あい化

等については，できるだけ今ある枠組みの中

で工夫をしていきたいと思っています。駐車

場は，今ある枠組みというか，どこか借りる

とか買うとかいう形で整備をしていかなけれ

ばなりませんが，コミュニティルーム等につ

いては，その枠の中でどのような工夫ができ

て，その機能を持たせることができるかとい

うこと，ちょっと知恵を絞っていきたいと思

っておりますので，それぞれ皆さん，市民セ

ンターを利活用していると思いますので，も

し，皆様方の中で，そういった御意見，ある

いはいいアイデアがあれば，例えば，限られ

た600平米の建物をこういうふうに工夫をす

れば，コミュニティルームとしてできるので

はないか，もっと利活用しやすくなる，そう

すれば，それなりに改築，改造をしていきた

いとも思っておりますので，ぜひ耐震化の工

事を進める中で，あわせて改造，改築等も進

めていきたいと思っておりますので，また何

かいい案がありましたら，ぜひお出しをいた

だければと思っております。 

 いずれにいたしましても，市民の皆さんの

協力をいただいて，非常に厳しい財政状況の

中で，地域力を高めながら，皆様方にいろい

ろな面で行政の主体的な部分を担っていただ

くという政策はいっぱい出てきてまいります

ので，この10年間，皆様方に大変お世話にな

ります。その分いいまちをつくっていきたい

と考えておりますので，引き続き，いろいろ

な面で御協力をいただきますように，よろし

くお願いを申し上げて，まずはこのお二方の
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御提言に対する総括とさせていただきたいと

思います。 

 今後とも，どうぞよろしくお願いします。 

 

○宮田座長 

 高橋市長さん，ありがとうございました。 

 それでは，ここからは自由発言に移らせて

いただきたいと思います。もし，差し支えご

ざいませんでしたら，地区名，お名前を申し

ていただいて，御発言をいただければありが

たいと思います。よろしくお願いいたします。

どうぞ。 

 

○寺門様（堀原地区） 

 堀原地区の寺門と申します。よろしくお願

いします。 

 膨大な量のこれからの新しい水戸市という

図面を見させていただいたわけですが，単純

に私などが考えるに，まず，水戸は，自分が

生活していて不便であっては困るし，便利な

まちであってほしいなと思います。便利な中

でも，単純にドライブで言えば，ドライブし

やすいまちならいいと思っています。 

 まちがやはり活性化するというのは，人の

流れ，物の流れがスムーズに出入りできる，

動けるという仕組みがあってこそだと思うの

ですが，40ページに記載されておりますが，

水戸北スマートインターチェンジのフルイン

ター化というお話が出ていますが，これは何

十年やっている話なのですかね。後から始ま

った美野里とか東海が 初にフルからスター

トして整備がされているという状況で，県都

の水戸にできているインターが半分しかでき

ていないという，これで満足しているという

行政が私は不満でならないのです。水戸イン

ターは確かにありますが，水戸の中心から結

構離れていますよね。水戸に行こうとしたと

きに，やはり水戸北インターは結構市街地で

すから，水戸市のまちのすぐ脇という感じに

なりますので，もっと水戸市に立ち寄れると

いうことにもなるのではないかと思うし，水

戸北インターがきちっと整備されれば，水戸

の北西部というところもより流通団地なり工

業団地なりという誘致もできるだろうし，団

地や私立の小学校もつくられましたが，それ

以降発展していったという話もとんと聞かな

いですし，そういった面で，やはり水戸北イ

ンターをきっちりしたインターチェンジにし

ていただくということは，もっと強く行政と

しても動いてほしいなという希望があります。 

 さらに，ちょっとそれから派生して，その

近くにある国田パーキング，うす汚いパーキ

ングですよね。ただ，トイレ休憩だけですね。

今，常磐道のパーキングというと，コンビニ

がついていて，きれいに整備されている。あ

の国田パーキングを水戸の情報発信に使わな

い手はないのではないかと。友部のサービス

エリアはありますが，広くてそういう情報発

信しているというところがわかりづらいので

はないですか。食事に行ったり，買い物とか

トイレとか，その目的でどこに情報発信のと

ころがあるのかという，みんなに水戸を見て

もらう，水戸の情報を知ってもらうという意

味では，やはりこぢんまりとしたパーキング

というのを利用しない手はないのではないか

なと思います。 

 それともう一つ，堀原地区の近場に台渡里

の遺跡がございます。やはり地域，自分が住

んでいるまちを誇れるものとして感じるには，

そこに歴史がある，文化があるという，それ

がやはり精神的なその人々の支えになると思

うのです。そういう史跡なり，そういう事実

をしっかり掘り起こしていただくということ

が大事なのかなと思います。台渡里の遺跡も，

初は瓦がたくさん出たというので，廃寺後

という位置付けから始まったようですが，
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近では，ひょっとしたら，ここは一大行政区

なのではないかというほど広く，いろいろな

史跡の跡が出てきています。 

 しかし，住宅地がどんどん迫ってきて，家

を建替えるときに掘り起こして調べるぐらい

だからなかなか全体像がわからない。畑とか

そういうところもまだまだありますので，49

ページにも掲げていらっしゃいますが，早く

公園化とか，きっちり土地を行政のほうで押

さえていただいて，ここに昔文化の中心とい

うか，大きな塊があったのだというところは，

やはり地域の，そこに住む人々の心の支えと

いうか，メインになってくるのかなと思いま

すので，そういった整備をスピードアップし

てやってほしいなと思います。 

 以上，３点雑ぱくな意見ですが，以上です。 

 

○宮田座長 

 それでは，高橋市長さん，お願いいたしま

す。 

 

○高橋市長 

 寺門さん，ありがとうございました。 

 水戸北スマートインターチェンジのフルイ

ンター化，これは決して満足してはいません。

この状況は解消しなければならないというこ

とで，これは私もずっと取り組んできたとこ

ろであります。県や国のほうにも，水戸市も

負担をするから話にのってほしいということ

で数年前からやってまいりまして，県のほう

もそれなりの了解をいただいているのかなと

いう実感はしています。 

 先般，７月の末に県のほうにまず行きまし

て，橋本知事直接にこの話をさせていただき

ました。正直言って，ビーバイシー（Ｂ／Ｃ）

という費用対効果について検討をしなければ

ならないということですが，つくればつくっ

たで需要の掘り起こしにはなってくるし，震

災というものを踏まえて，いわゆる避難経路

にもなってまいりますし，そして，この北西

部地区の活性化，あるいは産業の誘致にもつ

ながっていく重要な政策だというふうに私は

思っています。 

 そこで，国のほうにも，先般，副大臣を訪

れまして，この話をさせていただきましたし，

また，道路局長をはじめ国の国土交通省の関

係機関のほうへ直接出向いてこの話をさせて

いただきました。 

 ただ，その中で，道路局長でしたか，間違

ったら申し訳ないですが，実は，このインタ

ーを作る経過の中で，あのとき，茨城県は半

分でいいと言ったじゃないかと，そういうこ

とを私，言われてきました。そのときの経過

は，正直言って私もかかわってないからわか

りませんが，それは昔話，それは百歩譲って

そういう話があったとしても，今はみんなフ

ルインター化を求めているのだ，いつまでも

いつまでも何十年前ものわけのわからない話

はやめてほしいという話をさせていただきま

した。これらについては，行政としては決し

て満足はしておりません。さきほど言った機

能をしっかり持たせるためにフルインター化

目指して，力強く県と国とに要望活動はしっ

かりやっていきたいと思っております。 

 ただ，何分にも私たちが覚悟を持って，そ

れだけの負担をやるということを言っても，

やはり 終的には国が乗ってこないとなかな

かできないところがあって，どうしても，ビ

ーバイシーの費用対効果みたいなことでいい

わけをされてしまっておりますので，それな

りの人脈を使いながら，ありとあらゆる手を

使って，できるだけ早期のフルインター化に

向けて，私たちは 大限努力をしていきたい

と思っております。 

 それから，国田パーキング，多分，田野の

サービスエリアのことを言っているのだと思
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います。それについては，私もたまに利用さ

せてもらいますか，正直申し上げて，ほかの

パーキングエリアに比べてきれいとは言えな

い状況でありますから，これについても，御

意見いただきましたから，今までそういった

活動を私たちもして来なかったものですから，

この辺のところは，国やネクスコをはじめと

する関係のところと，こういう市民からの意

見もあるし，私たちもそう思うというところ

を強く要望して，どのような形で機能アップ，

あるいは整備をしていくかということ，今後

やりとりをさせていただきたいと思います。

はじめて今日いただいた意見なので，今後ど

うするかという明確な答えは出せなくて申し

訳ないのですが，その辺の努力は，私たちも

していきたいと思っております。 

 早速，明日，道路関係の担当課のほうには

しっかり申し伝えて動きたいと思っています。 

 それから，台渡里廃寺についてですが，先

般，まさに渡里地区との魁のまちづくり地域

懇談会をやったときにも，その御意見を出さ

れました。実は，御存知かもしれないですが，

ずっと用地を買ってきました。用地を買って

きて，私が就任して，今まで買った用地を見

せてもらったのです。そのときに，私が思っ

たのは，何でこういう買い方をして，ゴール

地点が見えないことばかりやっているのかな

ということを指摘しました。そこで，私，方

向転換をさせることにいたしました。 

 まず，虫食い状態で土地は買うなという指

示をいたしました。ある一定のところで土地

をまとめようじゃないか，そこを公有化して，

公園なり，あるいは市民の憩いの場としてと

いう形でまず整備をして，その脇に，今，寺

門さんがおっしゃったとおり，この歴史の勉

強をしっかりしていただく，歴史を認識して

いただくような施設を早めにつくっていきた

いと思っています。それを総合計画に位置付

けをさせていただいて，いわゆる展示スペー

ス，実は，こういうものがありました，こう

いう重要なものです，廃寺ばかりではなくて，

台渡里官衙として，昔の役所跡地がありまし

た。その絵も実は想定ですが，あります。そ

ういったものを展示して，まずここにはこう

いうすばらしい歴史的資産があって，こうい

う役割を持っていたのだということをきちん

と見せたいと思っています。それが子どもた

ちの学習の場であったり，人々の心の支えの

場であったり，あるいは何とか工夫すれば観

光地として成り立つかもしれません。ただ，

11ヘクタール全部でありますから，ゴール地

点が見えないようなだらだらした買い方はや

めるようにという指示だけはさせていただき

ました。ある一定のところで３ヘクタールで

も何ヘクタールでも，まとまった時点で，そ

こを公園化して，そして，展示場をつくって，

地域の方々の憩いの場にして，まずは見せる

工夫をしていきたいと思っています。そのた

めの施設をつくっていきたいと思っておりま

すので，それを総合計画の中に位置付けて，

10年ありますが，早い段階で一定の区切りを

つけていきたいと思っています。 

 その後，さらに11ヘクタールを本当に買う

のか，何年でやるのかというところをまた次

の計画の中で進めていきたいと思っています。 

 まず，この10年間の第６次総合計画の中で

は，一定の区切りをつけて，見せられる施設

をつくっていきたいというふうに思っていま

す。その区切りをつけませんと，あれだけの

面積ですから，正直申し上げて，何十年かか

るかわからないです。だらだら買っていって，

まさに寺門さんがおっしゃるとおり，いつま

で一体何をやっているのだと，どれだけ買っ

たのだ，何をつくるのだ，どういうものがあ

ったのだ，全くわからないので，これから10

年も20年も30年も進んでいくということにな
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ってしまいますから，それは避けたいと思っ

て，この総合計画には一定の区切りをつけて，

施設をつくるということを位置付けさせてい

ただきましたので，それは政策の優先順位を

決めながら，どのタイミングでやるかという

ことをこれから検討しながら，できるだけ早

いうちに見せられる施設をつくっていきたい

と思っています。 

 以上でございます。答えになったかどうか

わかりませんが，そういうことで，御指摘を

踏まえて，この政策を進めていきたいと思っ

ておりますので，また引き続き，いろいろな

御提言がありましたら，よろしくお願いいた

したいと思います。以上です。 

 

○宮田座長 

 自由発言につきましては，多くの皆さん方

の発言をお願いしたく思いますので，再発言

は控えさせていただきたいと思います。 

 それでは，そのほかの皆さん方，挙手を願

いたいと思います。どうぞ，三の丸地区から

お願いします。 

  

○酒泉様（三の丸地区） 

 三の丸地区におります酒泉と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 さきほどの第６次総合計画の中の同じペー

ジですが，49ページに，水戸ならではの歴史

と自然を生かした魅力ある「みと」づくりと

いう中で，一つ質問させていただきたいので

すが，この中の主な取組・ハードというので，

私ども三の丸地区ですと，弘道館・水戸城跡

周辺地区における歴史まちづくりというのが

ございまして，二の丸角櫓・塀の復元，それ

から大手門の復元，歴史・観光ロードの整備

という項目がございまして，計画には盛り込

まれているのですが，御存知のように，三の

丸地区は水戸の玄関口であります水戸駅を抱

えておりまして，水戸を降りてすぐに観光都

市としての魅力あるまちづくりとして，この

地区の，さきほど申し上げました歴史的な景

観事業の今後の進め方についてお伺いしたい

と思います。 

 それからもう一つ，これは直接水戸市とは

関係ないかもしれませんが，水戸には，水戸

協同病院というのが梅香にございまして，水

戸協同病院の現在，本館の建設について，水

戸の中心部でも高齢化率が23パーセントにな

ってまいりまして，水戸の総合病院というの

は，安心・安全な生活環境を維持する上でも

非常に地区を構成する不可欠な事業でござい

ますので，この件について，もし，水戸市の

ほうでも何か計画がございましたら，伺いた

いのですが，その二つでございます。 

 あとは一つお願いなのですが，水戸市民会

館がさきの震災でかなり傷んだということで，

これを私ども三の丸地区，五軒地区で要望書

を市長さんのほうにも出しておりますが，で

きましたら，水戸市内中心部の活性化のため

にも，中心部に移転のお願いをしたい。これ

はあくまでも要望でございますので，質問に

ついては，さきほど申し上げました水戸市三

の丸地区の歴史的景観と協同病院について，

できる範囲でお答えいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 それでは，高橋市長様からお願いします。 

 

○高橋市長 

 酒泉さん，ありがとうございます。いつも

お世話になっています。 

 三の丸エリアの歴史景観づくりですが，既

に着手をしておりまして，今，道路の景観づ

くりも周辺，やらせていただいているところ
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ですが，特に，今年度，平成25年度の予算の

中で，さまざまな水戸城関連施設を復元する

ための基本構想を練るための予算を500万円

ほどつけさせていただきました。具体的には，

この26年度から始まる総合計画の中でやって

いこうということで，今準備をしているとこ

ろでございます。 

 そういったことをこの中に位置付けをさせ

ていただいているのですが，特に，地域の方々

から，何年前でしたか，百数十万円いただい

て大手門を復元してほしいと，水戸黄門ふる

さと基金として，実はお金をお預かりしてい

るのです。ですから，早期に大手門であると

か，角櫓であるとか，そういった歴史的建造

物を復元していかなければならないと思って

います。 

 今，皆さん御存知のとおり，水戸二中のと

ころに白壁をまいて，いわゆる歴史景観づく

りをさせていただきました。実は，その反対

側は水戸三高と，茨城大学附属小学校ですが，

こちら側もやれることになりました。県のほ

うで反応していただいて，今，知事の号令の

もとに水戸三高側もやっていただける。茨城

大学とも話し合いがおおよそ進んでおりまし

て，こちらのほうも，数年後になりますが，

白壁ができるというふうになりました。つま

り，道路を歩いていくと，両方白壁，昔の何

とかいい感じの中で，歩く楽しさというのが

生まれるかなと思っています。私たちが今，

道路景観を整備しておりまして，下から上が

ってくる大杉坂の道路整備もやるのと同時に，

それから三高のところへおりていく坂もあわ

て，道路景観を歩いて楽しいような，今の普

通のアスファルトではなくて，歴史的雰囲気

を感じられるような色合いにもしていきたい

と思っていますし，今，テニスコートがある

ところに杉山口門といいましたか，その門が

あったのですが，それも復元しよう，それか

ら，水戸三高前に柵町口門というのがあって，

それも復元をしていこうということで，まち

交を使って補助金もらってやるということで，

これは文化課ではなくて，市街地整備課のほ

うで，道路と一緒にやっていこうということ

で，これも合わせて復元をするということで

やらせていただいています。 

 そういうことで，この交流人口450万人にし

ていきたいという目標の中で，新たな観光拠

点となるところをつくっていかなければなら

ないと思っています。それがまさに駅前の三

の丸エリアだと私は思っています。 

 実は，皆さん御存知だと思いますが，偕楽

園は，年間100万人以上来るのです。ところが，

弘道館は７～８万人しか来ないのです。世界

遺産を目指そうとしている弘道館に10万人来

ていないのです。何とかあのエリアをもっと

ボリュームを持たせて，やはた20万人や30万

人を来させるような施設に成熟をさせていき

たいと思っています。 

 非常にソフト的ないわれというのは，弘道

館を中心とする教育の拠点としては，すばら

しいいわれがあるので，あとは，そういった

ハード的な部分でボリュームを持たせて，そ

して多くの人々に来ていただき，それがまた

中心市街地のにぎわいに結びつくような仕掛

けを，ハード，ソフト両面からやっていきた

いと思っていますし，まさにあそこのお城の

周辺というのは水戸の誇りでもありますから，

その水戸市の誇りを守るためにも，整備をし

ていきたいと思っています。 

 ぜひこの総合計画の早い段階で，ある一定

の成果を上げていきたいと思っておりますの

で，地域の皆さんにも応援をいただければと

思っております。 

 それから，協同病院につきましては，今，

皆さん御存知だと思いますが，救急車を3，500

台，年間受け入れていただいています。その
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半分以上が水戸市民です。今，水戸市内では

救急車を一番受け入れていただける，まさに

高度医療と救急医療の拠点となってまいりま

した。 

 それをさらにもっと機能を充実させていく

ということで，厚生連のほうから話がありま

した。やはり医療インフラが整っているまち

は非常に魅力のあるまちであると同時に，安

心・安全というものを皆さんにしっかり感じ

ていただけるようなまちになってくると思っ

ておりますし，また，中心市街地のにぎわい

にも結びついてくるのだろうという思いがあ

りまして，かねてから経営母体であります農

協の厚生連のほうから，隣の駐車場を譲って

ほしいという申し出がありました。これらに

ついては，いろいろと検討させていただきま

した。実は，あの駐車場は少しもうかってい

る駐車場なものですから，果たして手放して

いいのかということもあったのですが，ただ，

そのもうけ以上に，あそこに高度医療を担う，

そして水戸市で一番の，あるいはこのエリア

で一番の救急医療を担う拠点ができるという

ことのほうが，そんなもうけよりもずっとず

っと，重要だろうという思いがあって，議会

の了解もいただいて決断をさせていただきま

した。 

 その理由としては，この中心市街地におけ

る総合的医療機能の存続を 優先とさせてい

ただきました。 

 それから，今度できる病院の駐車場が今の

駐車場の３倍ぐらいの立体駐車場もつくって

いただけるということで，逆に私どもの200

台程度のものがなくなったとしても，700台ぐ

らいの駐車場ができるということなので，そ

れは協同病院に市民に開放していただくよう

に，これからもちろん交渉して，それは条件

としたいと思っておりますから，駐車場不足

にはならないと確信をいたしております。 

 逆に３倍の駐車場になるから，もっと増え

ていくのではないかと思っておりますし，今，

くろばね朝市などもやっていますから，その

スペースも協力をしていただくように申し入

れをさせていただきたいと思っております。 

 病院のさまざまな機能について，おせっか

いかもしれないですが，こういう機能を持っ

た病院にしてほしいみたいな提言も水戸市か

ら言っていきたいと思っております。まさに

協同病院の協同の名のとおり，水戸市と協同

で，いい病院づくりをして，それが中心市街

地の活性化，何といっても，命を守るという

安心・安全，こういう機能をしっかり持った

病院としてできるということで応援をしてい

きたいと思っています。 

 このスケジュール等については，病院側の

スケジュールがありますので，私たちは，そ

れにのっとって粛々と支援をしていくという

ことで，土地のほうも差し出すということで

ありますので，それらについては，病院側と

これからよく連携をとりながら，早期の整備

の実現に私たちも協力をしていきたいと思っ

ております。 

 ぜひこの宮町駐車場の売却については，多

くの市民の皆様方に御理解をいただきたいと

思っております。 

 それから，要望だけですということだった

のですが，市民会館については，五軒，三の

丸，中心市街地を中心とする商店街の方々か

ら要望をいただいております。従来からの答

弁の繰り返しでありますが，中心市街地に市

民会館をということについては，私は，重要

な選択肢の一つだというふうに考えておりま

すし，まちづくりのコンセプトにおいても，

非常につくりやすい，そういう地域であると

いうふうにも思っております。ただ，決めた

ら私はバックギアには入れませんので，前進

しかありませんから，もっといろいろな角度
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から検討をさせてください。ちょっと時間を

ください。１回決めたら，絶対私はバックし

ませんので，そういう意味においては，もう

少し慎重に考えさせていただくお時間をいた

だいて，都市政策上の問題とか，道路アクセ

スの問題とか，あるいは駐車場の確保の問題

とか，さまざまなものを解決をした上で，立

地判断をしていきたいと思っております。た

だ，中心市街地については，重要な選択肢の

一つであるということは何度も申し上げさせ

ていただきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても，皆様方にまたさ

まざま御意見をいただきながら，そういった

水戸市の重要施設の整備のあり方についても，

皆さんと一緒に考えていきたいと思っており

ますので，引き続き，何かありましたときに

は，御意見，御提言をいただければと思って

おりますので，よろしくお願いいたします。

以上です。 

 

○宮田座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは， 大で19時でございますので，

コンパクトにひとつお願いいたします。 

 

○細谷様（五軒地区） 

 五軒地区の細谷と申します。 

 私ども五軒地区は，７部会でコミュニティ

活動を活発に行っておりますが，今回，第６

次総合計画素案を御提示いただきましてあり

がとうございました。安心・先進・交流都市，

まさにその活動を行っております。一つ御提

案なのですが，私どもで３月11日の震災を経

て，３カ月後に記述式のアンケートをとりま

した。約5,000人から6,000人弱の構成員が私

ども五軒地区にはおります。その中で，30パ

ーセントぐらい，1,520通回答をいただきまし

て，これは水戸市が行っているような丸をつ

けたりするアンケートではなくて，言いたい

ことを書いていただく，その文面を全部読み

とって，何がしたいか，何がほしいか，いろ

いろなことを自分たちが読み抜くという活動

を合計６カ月間行いました。それのデータベ

ース，紙でありますが，データベースをつく

っております。これを市のほうと町内に回し

ております。これがせっかくあるので，さき

ほど来からおっしゃられている防災計画の中

にぜひとも。せっかく大震災を経験しました

から，都市型被災かもしれませんが，水戸市

の中で起きた情報を南海トラフにも役に立て

るような情報をまとめて，第三者が利用でき

る，この状態をつくりたいと１年ぐらい言っ

ているのですが，市のほうにもお渡ししてお

りまして，先日，プランニングの検討をなさ

っているイサゴ先生は非常に興味を持ちまし

た。お金がないので，皆様にもオープンにで

きるような状態にできないものですから，市

のほうで何かそういうコミュニティのボラン

ティアで十分できるかと思いますが，ソフト

が少しかかりますが，こういうものをスマホ

みたいなところで日頃から漫画チックに見て

いれば，教育もできるし，震災って本当にど

んなふうに起きたのだろうということが見え

ると思います。ぜひとも，魁のまちづくりと

おっしゃるので，魁ですから，物をつくるだ

けではなくて，やはり魁の水戸ならではの価

値を発信する内容も一つ欲しいなと思いまし

て，さきほど来お伺いしていて大変失礼なの

ですが，こういう知的財産を共有化させる，

水戸市に限らず，県内，若しくは南海トラフ

関係などと共有したいなと思いまして，ちょ

っと御提案させていただきました。以上です。 

 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 市長さんから。 
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○高橋市長 

 先日も，細谷さんありがとうございました。

私も，隣で見させていただいて，中身まで詳

しく見ることは時間的にできなかったのです

が，こちらのほうにいただいているというこ

とであれば，ぜひ中身を見させていただいて，

担当の地域安全課とよく精査をさせていただ

きながら，せっかくまとめて上げていただい

たものなので，それを市民とどういうふうに

共有していくか，どのような形で利活用して

いただくか，五軒として，こういう取り組み

をやったので，皆さんどうですか，こういう

取り組みをそれぞれまたやってもどうですか

とか，せっかくそれまでまとめていただいた

ものですから，何か利活用，そして皆さんに

オープンにできるようなことを，場合によっ

ては，今日は，みとの魅力発信課の課長もい

ますから，その辺で工夫ができるかどうか，

地域防災と企画とよく練って，後でそれはや

ってみてください。ちらっとしか見てないの

ですが，大変よくまとまっていて，かなりボ

リュームのある意見が出ておりますから，や

はり現場で実際に体験した市民が，心底素直

な気持ちで思ったこと，まさにストレートな

ことだと思っておりますので，それが今後オ

ープン化されることによって，それぞれの地

域での活動にも生かされるかもしれないです

し，私たちの防災計画の中に盛り込むという

方法もとれるかもしれませんので，それはオ

ープンにしてしまっていいのですか。それは

ちょっとこちらのほうで工夫をさせてくださ

い。そういうことで，市民がせっかく頑張っ

てやっていただいたものについては，何らか

多くの市民の方にフィードバックするような

手法をとっていきたいと思っておりますので，

こちらでちょっと考えさせてください。よろ

しくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○宮田座長 

 ありがとうございました。 

 あと一人，二人という感じなのですが，発

言がなかった地区からお願いできればと思い

ますが，いかがですか。 

 どうぞ。 

 

○匿名 

 手短にします。46ページに，工業の振興に

対する支援，これは雇用を造成するために非

常に大事だと思いますが，人口も増えるので

ね。１番目に，ＩＳＯ等認証取得支援とあり

ます。これで，多分，環境と品質のほうの認

証の資格と思いますが，これに支援とありま

すので，支援の方法は，かかったお金に対す

る何割かの支援ですか。 

 

○宮田座長 

 お答えをお願いします。 

 

○小田木課長 

 ただいま御質問がありましたＩＳＯの認証

取得の支援事業としましては，１件当たり30

万円以内ということで，３分の１の補助を水

戸市のほうで行っております。よろしいでし

ょうか。 

 

○匿名 

 ありがとうございます。 

 

○宮田座長 

 そろそろ９時５，６分前でございます。ま

だまだ御意見があろうかとは存じますが，予

定の時間がまいっておりますので，この辺で

今日の懇談会を終了させていただきますが，

皆様方から御質問，御意見をいただきました

点につきましては，市の行政側としましても，

真摯に受け止めていただきまして，その実現
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に向けてご努力をいただければと思う次第で

ございます。 

 本日は，不慣れな座長でございましたが，

皆様方の御協力によりまして，何とか 大限

９時までという時間帯の中で懇談会を進める

ことができました。御協力に対しまして，感

謝を申し上げ，御挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

○司会 

 座長の大役を務めていただきました宮田様，

大変ありがとうございました。 

 本日は，時間の関係で御発言いただけなか

った方もいらっしゃるかと思いますので，御

意見等があれば，概要版資料の３ページを御

参照の上，御提出いただきたいと思います。 

 それでは，ここで，高橋靖市長から懇談会

を総括しての御挨拶を申し上げます。 

 

○高橋市長 

 今日は，２時間という時間でありましたが，

皆様方に 後までおつき合いをいただきまし

て，本当にありがとうございます。 

 また，さまざまな御意見，御提言をいただ

きまして，そういった方針を精査しながら，

総合計画や予算編成の中に盛り込ませていた

だきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても，市民の皆様方が

非常に熱心に独自の取り組みをやっていると

いうことを改めて実感をすることができまし

た。そういった各地域の特徴ある取り組みを

もっともっと，そういった機運が盛り上がる

ような応援を行政としてもしていきたいと思

っております。 

 そこで，話は変わりますが，総合計画の中

の８ページを御覧になっていただけますか。

ここに基本的指標というのがありまして，い

わゆる人口推計というものが出ています。実

は，この人口というのがものすごく大切で，

水戸市は，将来このような人口構造，あるい

は人口になるから，こういう施設が必要だ，

あるいはこういう施策が必要だ，ハード，ソ

フト両面からの施策を積み上げます。 

 実は，今まで第１次から第５次総合計画に

おいては，特に，人口指標には非常に夢があ

りました。10年の間に何万人と増えるような

総合計画が今までのものでした。しかし，そ

れがほとんど当たったことはありません。私

は，実態を直視して，その中でどれだけ頑張

れるかということをこの総合計画の中でやっ

ていこうという思いに立ち返りました。人口

減少時代を迎えていく中でも，何とか水戸市

は，この人口減を食い止めていこう，本当は，

ここで皆さんに，平成35年度，2023年は30万

になるのですよ，そんなことも言いたいとこ

ろなのです。だけれども，人口推計は，人口

問題研究所が試算したところでは，やはり若

干の減少があります。そういった減少でも，

水戸市は減少させない。何とか食い止めて，

今の人口規模，そして経済活動を維持してい

こう，そういう思いがあって，この指標に基

づいて，この指標を達成するため，今，さま

ざま説明をさせていただいたように盛り込ま

せていただきました。 

 その中で，特に，皆さんに見ていただきた

いのが人口が変わらない中で，何がこの人口

構造の中では起こっているかといったら，年

少人口と生産年齢人口が減って，高齢者人口

が増えていくということであります。この超

高齢社会を私たちは乗り切っていかなければ

なりません。そして悲観的な高齢化社会では

なくて，皆さんには明るく豊かな長寿社会で

あるということ，そういう気持ちを持って豊

かに生活をしていただく，そういう社会をつ

くっていきたい。そういうことを総合計画に

盛り込みながら，特に，この重点プロジェク
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トの中で，未来への投資，13ページ，四つの

プロジェクトの中で，14ページに未来への投

資プロジェクトというのを掲げさせていただ

きました。これまで，高齢化ということで介

護保険であるとか，健康づくりであるとか，

あるいは医療や年金や，そういった政策を進

めてまいりました。もちろん，これからも皆

さんに安心して生活をしていただけるような，

そういう高齢化対策は，引き続きやっていき

たいと思っています。その反面，これから皆

さんに御了解いただきたい。子どもたちと子

育て世代にお金を使わせてください。これが

まさに未来への投資プロジェクトです。将来

の世代を支える人間，将来世代の育成をして

いかなければ，この超高齢社会を支える人間

がいなくなってしまいます。しっかり健全に

子どもたちを育てて世に送り出していきたい

と思っています。 

 そういう意味においては，子育て支援，少

子化対策，あるいは教育，さまざまな面にお

金をかけていく，そんなことを総合計画には

思い切ったことをやらせていただくような位

置付けをさせていただきましたので，例えば，

全教室にエアコンを入れさせていただく。昔

だったら，そんなのとんでもないよというこ

とを言われたかもしれません。これだけで電

気代だって，年間何千万と増える。だけれど

も，ここで子どもたちが集中して勉強して，

いろいろな活動をすることによって健全に育

っていくということがあれば，まさにそれが

未来への投資につながっていくということで，

ある意味，外科手術をしなければならない部

分もあろうかと思います。あるいは，保育園

についても，今まで年間１園ずつしか許可を

出していませんでした。これを年間２園ずつ，

去年から許可を出しています。１園つくれば，

補助金で水戸市は1,500万円，国は１億5,000

万円，そして運営費は2,500万円増えます。１

園つくれば2,500万円年間増えます。２園つく

れば5,000万円補助金が増えます。でも，将来

世代を育成していくために，今，待機児童の

解消を急がなければなりません。だから，こ

こにお金を使うということになります。今ま

でと同じように高齢化社会対策ももちろんや

っていきますが，子どもたちのほうにも目を

向けさせていただきたい。そちらのほうにお

金を注ぎ込ませていただきたい。それが超高

齢社会を乗り切るための一つの大きな大事な

重要な政策になってくると思っております。 

 そのほかにもプロジェクトを掲げたことが

あります。それはやはり経済が活性化をして，

皆さんの生活が豊かになり，そのおかげをも

って，私たちは力強い財政力を持っている。

その力強い財政力を持って，将来に安定した

不安のない社会保障制度を確立して，皆さん

に安心を感じていただく。そういう社会づく

りをしていかなければなりません。その基盤

となるのが経済力でありますから，観光や中

心市街地といった元々ある水戸市の資源をし

っかり磨き上げて，そして交流人口も増やし

ながら，あるいは定住人口も何とか維持しな

がら，経済活動を高めて，その力強さを身に

つけていきたいと思っています。 

 その力強さも超高齢社会を乗り切るための

一つの重要な政策だと思っておりますので，

この重点プロジェクトをしっかりやることに

よって，この難局を乗り切って，水戸市が，

子どもから高齢者までだれもが豊かに，そし

て安心，安全に暮らせるような，そういう水

戸市を目指していきたいと思っておりますの

で，ぜひ引き続き，皆様方にいろいろな面で

御協力，御理解，御提言をいただきますよう

によろしくお願い申し上げて，大変雑ぱくに

なってしまいましたが，本日お集まりいただ

きましたことに感謝とお礼を申し上げて，総

括にさせていただきたいと思います。 
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 本日は，本当にありがとうございました。 

 

○司会 

 以上をもちまして，魁のまちづくり地域懇

談会を終了いたします。 

 本日は，大変遅くまでありがとうございま

した。 
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○司会 

 定刻になりましたので，ただいまから魁の

まちづくり地域懇談会を開催させていただき

ます。 

 皆様方には，大変お忙しいところお集まり

いただきまして，まことにありがとうござい

ます。 

 私，本日の司会を務めさせていただきます

水戸市みとの魅力発信課長の武田と申します。

よろしくお願いいたします。 

 この魁のまちづくり地域懇談会は，水戸市

の将来ビジョンを描く新たな総合計画につい

て，その内容を市民の皆様にお知らせすると

ともに，今後のよりよいまちづくりに向け，

市民の皆様から広く御意見等をいただき，水

戸市第６次総合計画に反映させることを目的

といたしまして開催するものでございます。 

 本日の地域懇談会には，83名の方に御出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いただいております。大変ありがとうござい

ます。 

 それでは，はじめに，高橋靖水戸市長から

御挨拶申し上げます。 

 

○高橋市長 

 皆さん，こんばんは。 

 大変皆様方には，それぞれ御都合がある中

で，本来であるならば，ゆっくりしている時

間にもかかわらず，こうして魁のまちづくり

地域懇談会へ御出席，御参加をいただきまし

たこと，厚くお礼と感謝を申し上げます。 

 また皆様方には，常日頃からそれぞれの地

区会での活動を通して，地域の活性化，さら

には本市の行政運営等に，さまざまな角度か

ら御理解と御協力をいただいておりますこと，

この場をおかりいたしまして厚くお礼と感謝

を申し上げます。 

平成25年８月22日（木）午後７時から 内原中央公民館 講堂 

   座長  内原地域自治連合会 会長  大関 茂 

参加者数 92人 



- 108 - 

 また，本日は，地元の市会議員さんであり

ます安藏栄議員さんにも御出席をいただいて

おります。本当にありがとうございます。常

日頃から私たち行政に対しても，議会活動を

通していろいろな御意見，御提言をいただき，

この総合計画についても，また，ともに議会

と協力しながら策定をしているところであり

ます。今日も大変御指導いただくことになる

と思いますが，安藏議員さん，どうぞよろし

くお願いいたします。ありがとうございます。 

 さて，今日お集まりをいただきましたのは，

さきほど司会者からも話がありましたとおり，

第６次総合計画について皆様方に御説明をさ

せていただくと同時に，それらに基づいてさ

まざまな御意見をいただく機会として，この

懇談会を開催させていただいたところであり

ます。この水戸市内を５ブロックに分けて，

いわゆる５か所でやらせていただきますが，

本日が４回目でございます。それぞれの地域

で，これまで３回，大変活発にやらせていた

だいて，９時ぎりぎりまで，あるいは５分６

分過ぎてしまったところもあるぐらい活発に

議論をさせていただきました。そして，市民

の皆さんから直接，生の声を聞くことができ

て，また，私たちには持ち得ない価値観や考

え方を出していただき，また地域の問題でも，

私たちが知らないような，気づかなかったよ

うなことも御指摘をいただいたことがありま

す。やはり，このような市民と直接対話を持

つということを，もっと大切にしていかなけ

ればならないということを改めて実感をいた

した次第であります。 

 今回の第６次総合計画についてであります

が，本来は，第５次総合計画の計画期間が平

成26年度まであります。ですから，この第６

次総合計画は平成27年度から始まるというの

が普通の考え方でありましたが，やはり市長

が変われば，政策や理念，まちづくりの方向

性も変わってきます。特に，一昨年の大震災

を踏まえて，防災行政等も含めて，大きく人々

の価値観や市民ニーズが変わってまいりまし

た。そういった市民のニーズ，行政需要にし

っかり対応をしていかなければならないと考

えました。やはり，そういう意味においては，

１年でも２年でも前倒しで前計画は終了させ，

新しい計画に移行していきたい，そういう私

の思いがありまして，昨年度から新しい総合

計画づくりに着手をさせていただいたところ

でございます。そして，この総合計画のいわ

ゆる政策決定過程においては，できるだけ市

民の声を聞いて，それを政策の中に反映をさ

せていきたい，そういう思いがございまして，

さまざまな手法をこれまで取り入れさせてい

ただきました。 

 例えば，水戸青年会議所と協力をして，初

めて市民討議会というものも行いまして，水

戸市内から無作為に抽出をした市民の方々に

お集まりをいただいて，地域の活性化，観光

振興，中心市街地の活性化などについて御議

論をいただき，これまたいい意見が出されて，

まとめ上げられたところでありますし，そう

いったことも，この総合計画の中に盛り込ま

せていただきました。 

 それから，やはり将来を担う若い人たちに

も御意見をいただきたいという思いがあって，

常磐大学や茨城大学の学生と協議をする場を

設けさせていただきました。ある意味，学生

というのは，行政に直接携わってきたわけで

はありませんから，破天荒な，突拍子もない

意見もあります。しかしながら，それはそれ

としてしっかり受け止めて，そういったこと

をちょっとアレンジしていけば，実際に使い

物になるものがあるのではないかということ

で，やはり若い人たちの意見も大切にしなが

ら，それが新しいまちづくりにつながってい

くということで，私たちも，しっかりそうい
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った若い人たちの意見も受け止めてければな

らないとも思っております。 

 そして，いろいろなそういった市民と直接

対話する機会の中で一番重要なのが，やはり

常日頃地区会，あるいはさまざまな行政に関

心をお寄せいただいている皆さんと，こうい

った懇談会を持って，いろいろな意見を出し

ていただいて，それをまた総合計画の中に反

映させていく，ある意味， 終段階に入って

きている中で， 終的に市民の皆様方の意見

をもう一回聞きたい，そういうことで，この

５ブロックに分けさせていただいて，この地

域懇談会を開催させていただいているという

ところでございます。ぜひ，今日も，皆様方

にさまざまな御意見をいただきたいと思って

おります。 

 ふだんやっております市民懇談会について

は，地域のさまざまな要望を出していただい

ております。例えば，道路が狭あい化，狭あ

いな道路だから道路を拡幅してほしい，ある

いは，歩道がないから，歩道をつけて子ども

たちの安全を確保してほしい，あるいは，下

水道を整備してほしい，そういった地域の身

近なインフラの整備であるとか，あるいは環

境問題であるとか，そういうものを出されま

す。それが市民懇談会であります。そういっ

たことももちろん大切ではあります。もちろ

んそういったことも，今日，お出しいただい

ても結構なのですが，どちらかというと総合

計画に反映をさせるべく，何か新しい理念だ

とか観念だとか，あるいは，もっと大きな政

策の面であるとか，そういったこともあわせ

て皆様方に御意見をいただければと思ってい

ます。 

 特に，今までの時代と違うのが，これから

本格的に人口減少時代に突入します。超高齢

社会，少子化であります。ですから，これら

の問題を解決するためには，どういう政策が

必要なのか。役所は一応こういうふうに書い

てきました。今日，皆さんに今から説明をさ

せていただきます。しかし，自分だったらも

っといい意見を持っているよ，例えば，待機

児童をゼロにするにしても，保育園をつくる

ばかりが能ではないだろう，もっと多様化す

る保育ニーズに，このような形で対応するこ

とができるのではないか，それを地域として

こういう協力ができるよなどという意見も出

していただければありがたいと思っています。

また，超高齢社会，介護保険や医療ばかりと

いうことではなく，健康づくり，もともとの

介護予防のためには，こういうことを地域で

協力できるから役所としてやったらどうだろ

うか，そんな御意見をいただければありがた

いと思っております。 

 ぜひ，そういった活発なやりとりをさせて

いただきながら，向こう10年間の計画，完成

品となりますので，これで10年間突き進みま

す。これが水戸市の将来ビジョンであり，細

かい一つ一つの政策です。これで地域の活性

化，水戸市の発展を導くものでありますので，

もう，このわずか数カ月が勝負でありますの

で，ぜひ，今日は皆様方にきたんのない御意

見をいただいて，すばらしい完成品として世

に出したいと思っておりますので，今日は有

意義な時間にしていただきたいと思います。

皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げま

して，まずは私からのお礼の挨拶にかえさせ

ていただきたいと思います。本日は，どうぞ

よろしくお願いします。お世話になります。 

 

○司会 

 それでは，ここで，本日御出席をいただき

ました御来賓の方を御紹介申し上げます。 

〔来賓紹介〕 

 続きまして，市側の出席者を紹介させてい

ただきます。 
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〔執行部及び事務局紹介〕 

 それでは，懇談に入ります前に，本日の進

め方を事務局から御説明いたします。 

 

○三宅補佐 

 それでは，御説明をさせていただきます。

お手元の次第を御覧願います。 

 まず，本日の進め方でございますが，はじ

めに，皆様に本日の資料としてお配りいたし

ました水戸市第６次総合計画・骨子「素案」

につきまして，担当課であります政策企画課

から御説明をいたします。その後，水戸市第

６次総合計画・骨子「素案」についての御意

見，御提言をいただきたいと存じます。 

 御意見等につきましては，円滑な進行を図

るため，各地区におきまして，あらかじめ取

りまとめていただきました御意見等を発言い

ただきまして，その後，自由発言の時間をと

ってまいりたいと存じます。 

 なお，本日の懇談会の内容につきましては，

公表してまいりたいと考えておりますので，

匿名での御発言を御希望される方は，その旨

お申し出くださるようお願いいたします。 

 続きまして，御意見等の取り扱いについて

でございますが，本日いただきました御意見，

御提言につきましては，総合計画の策定を進

めていく中で反映させるべきものは計画に盛

り込んでいくという考えのもと，十分に検討

してまいります。 

 また，本日，御発言いただけなかった御意

見等につきましては，今月の30日までに，お

配りしております概要版資料の 後の様式に

よりまして，市に御提出いただきたいと存じ

ます。いただきました御意見につきましては，

どのように総合計画に反映させたか，御意見

に関する市の考え方を含めまして，後日，意

見公募手続に沿って公表してまいりますので，

よろしくお願いいたします。 

 説明は，以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

○司会 

 それでは，懇談に入りたいと存じますが，

本日の懇談会につきましては，おおむね２時

間，午後９時までを予定しておりますので，

御協力をお願いいたします。 

 本日の懇談会の座長につきましては，御参

加いただいております各地区の会長様方の互

選により，内原地域自治連合会会長大関茂様

にお願いしたいと存じます。 

 それでは，大関会長，よろしくお願いいた

します。 

 

○大関座長 

 ただいま座長の御指名をいただきました内

原地域自治連合会長の大関でございます。今

日は，五つの地域の皆さん方のお集まりをい

ただいているわけでありますが，本日の地域

懇談会が有意議な懇談会で終わることができ

ますように，皆さん方の御協力をお願いいた

しまして，座長の役を務めさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 早速ではありますが，それでは，水戸市第

６次総合計画・骨子「素案」について，資料

の御説明をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

○坪井係長 

 それでは，皆様のお手元にお配りしており

ます第６次総合計画・骨子「素案」につきま

して，御説明させていただきます。 

 この骨子「素案」につきましては，さきほ

ど高橋市長からもございましたとおり，さま

ざまな市民参加の手法を取り入れながら，こ

れまでも取りまとめてきたところでございま

す。 
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 今回は，この骨子「素案」をお示しいたし

まして，皆様から御意見等をお伺いしまして，

終的な計画案を取りまとめてまいりたいと

考えてございます。 

 それでは，表紙を返していただきまして，

目次がございますが，この総合計画・骨子「素

案」につきましては，Ⅰの序，またⅡの基本

構想，Ⅲの基本計画の３部構成で構成してご

ざいます。 

 １ページを御覧願います。 

 Ⅰの序につきましては，総合計画の役割と

いたしまして二つお示ししてございます。総

合的かつ計画的な行政運営の指針，そして市

民，事業者等の社会経済活動全般の指針と大

きく二つの役割を持つことをお示ししてござ

います。 

 また，第２の総合計画の名称・構成・期間

といたしましては，基本構想については，2014

年度，来年度から2028年度までの15年間，そ

して，基本計画につきましては，2014年度か

ら2023年度までの10年間の計画といたしまし

て，この15年間の基本構想と10年間の基本計

画によりまして，総合計画が構成されること

をお示ししてございます。 

 ２ページを御覧願います。 

 Ⅱの基本構想の第１ 都市づくりの基本理

念につきましては，水戸市の特性や現況，そ

して市民の皆様の意向や時代の課題といった

ものを踏まえまして，水戸市を今後どのよう

な都市としていくか，考え方なのかを示した

ものでございます。 

 水戸に住む全ての市民が安心して暮らし，

幸せを感じられるまちをつくっていくことを

到達すべき目標といたしまして，安心を感じ

られる環境づくり，経済的発展，水戸ならで

はの個性と魅力の向上，にぎわいと交流の創

出，そして，あらゆる分野での人づくりによ

ります市民力，地域力の伸展という視点に立

ちまして，下の図にありますとおり，三つの

都市基本理念を掲げたものでございます。一

つは，笑顔にあふれ快適に暮らせる安心都市

づくり，二つ目として，未来に躍動する活力

ある先進都市づくり，三つ目といたしまして，

水戸ならではの歴史，自然を生かした魅力あ

る交流都市づくりでございます。 

 続いて，３ページの下に第２の将来都市像

をお示ししてございます。こちらにつきまし

ては，さきほど御説明しました都市づくりの

基本理念を念頭に置きまして，本市の目指す

べき将来都市像，将来の都市のイメージとい

たしまして，笑顔あふれる安心快適空間，未

来に躍動する魁のまち・水戸と定めるもので

ございます。 

 ４ページを御覧願います。 

 第３の人口と経済の展望といたしましては，

活力ある都市づくりに向けまして，人口の集

積とあわせ，さらなる発展をしていくために，

目標人口及び新たな指標としまして目標交流

人口を定めるものでございます。 

 まず２の将来人口のうち，(1)目標人口につ

きましては，就業環境や生活基盤，福祉，教

育サービスの充実など施策を総合的に展開し，

人口の定住化によって目指すものでございま

して，2023年度，平成35年度におきましては，

現況と同規模の27万人を，2028年度，平成40

年度におきましては，人口の大幅な減少を食

い止め，26万7,000人を目標人口として設定す

るものでございます。 

 ５ページを御覧願います。 

 (2)の目標交流人口につきましては，人，物，

情報の交流を通した新たな活力，にぎわいの

創出によりまして，2023年度においては，観

光交流人口といたしまして450万人を，生活圏

交流人口といたしまして80万人を目指すもの

でございます。 

 その下，３の経済見通しにつきましては，
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国の経済成長の予測や，民間シンクタンクの

予測等を考慮するとともに，地域経済の活性

化に資する施策の総合的な展開等によりまし

て，2028年度，平成40年度におきまして，市

内総生産，市民所得とも対前年度0.8パーセン

ト程度の成長率と，緩やかな成長を見込むも

のでございます。 

 続いて，６ページを御覧願います。 

 第４の都市空間整備構想につきましては，

水戸市をどのように整備していくのか，その

平面的な土地利用だけにとどまらずに，質や

機能という視点に立ちまして整備の方向性を

定めるものでございます。時代の変化に対応

できるコンパクトな都市構造を展望いたしま

して，地球環境の保全とともに，自然環境と

共生するエコなまちづくりを基調といたしま

して，都市核をはじめ，拠点をスマートに配

置し，魅力の向上，集積を図り，都市全体の

発展の活力を高めるとともに，災害に強い都

市構造を確立し，住む人に優しい魅力・活力

集積型スマート・エコシティを目指すもので

ございます。 

 ７ページを御覧願います。 

 第５の施策の大綱につきましては，将来都

市像の実現に向け，笑顔にあふれ快適に暮ら

せる「みと」づくりをはじめ四つの大項目を

柱といたしまして，12の中項目，48の小項目

で 

構成するものでございます。この大綱に基づ

きまして，これから御説明します基本計画に

おいて，将来都市像の実現に向けた各種施策

を位置付けていくものであります。 

 ページ返していただきまして８ページを御

覧願います。 

 続いて，Ⅲの基本計画につきましては，た

だいま御説明いたしました基本構想の考え方

を，より具体的な施策等として定めるもので

ございます。 

 第１の基本的指標につきましては，さきほ

ど基本構想でもお示ししました目標人口，目

標交流人口及び市民所得につきまして，基本

計画の期間である10年後，2023年度を目標と

して設定したものでございます。 

 ９ページを御覧願います。 

 第２の都市空間整備計画につきましては，

さきほど，６ページにおいて御説明いたしま

した都市空間整備構想をより具体的な計画と

して位置付けるものでございます。 

 都市空間整備構想に基づき，具体的な整備

の方向性を定めるものでございまして，その

イメージ図をお示ししてございます。 

 １の「水と緑の潤い空間づくり」につきま

しては，偕楽園，千波湖周辺をはじめといた

しまして，本市の特徴である豊かな自然をま

ちづくりの軸と位置付け，積極的な保全と再

生を図り，市民が安らぎや潤いを感じられる

空間づくりを目指すものでございます。 

 10ページを御覧願います。 

 ２の「都市核・拠点の機能強化・充実と快

適な生活環境づくり」につきましては，スマ

ートな都市構造を実現していくため，広域的

な拠点性を持つ「都市核」について，さまざ

まな都市中枢機能の連携強化と一層の集積を

図るとともに，県庁舎周辺地区については業

務系の，東部工業団地等については工業系の，

水戸市地方卸売市場及び水戸西流通センター

については流通系の産業系拠点としての強化

をはじめ，赤塚駅周辺，内原駅周辺，下市地

区の地域生活拠点の機能充実を図るほか，交

通ネットワークや拠点間の機能連携ネットワ

ークの強化を進めながら，活力あるまちづく

りを目指すものでございます。 

 また，既成市街地への居住を誘導できる生

活基盤の効果的な整備を進めながら，安心し

て快適に暮らせる生活環境づくりを目指すも

のでございます。 
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 その下，３の「災害に強い都市基盤づくり」

につきましては，防災拠点としての役割を果

たす行政庁舎の整備をはじめ，各地区におけ

る避難拠点施設の機能強化を図るとともに，

災害時の物資輸送路や避難経路となります幹

線道路や生活道路等の整備，河川改修や総合

的な浸水対策を進めながら，災害に強い都市

基盤づくりを目指すものでございます。 

 続いて，11ページを御覧願います。 

 ４の「地域特性を生かした魅力あふれる交

流ネットワークづくり」につきましては，活

力あるまちづくりを進めていくため，水戸市

の特徴でもある自然や歴史をはじめ，教育や

文化，スポーツなどさまざまな分野での交流

創出に向け，地域特性を生かしながら，魅力

を高め，発信する交流拠点づくりとともに，

回遊性の高いネットワークづくり，あわせて

コンベンション誘致に向けた拠点施設の機能

強化を目指すものでございます。 

 図の３に魅力発信・交流拠点のネットワー

クのイメージ図をお示ししてございますので，

後ほど御参照願います。 

 続いて，12ページを御覧願います。 

 第３の重点プロジェクトにつきましては，

第６次総合計画の特徴といたしまして，「魁

のまち・水戸」を実現していくため，水戸の

成長と発展の礎となる人づくり，安全で安心

な都市基盤づくり，経済・産業を活性化する

にぎわいづくりの視点から，四つの重点プロ

ジェクトを定め，優先的かつ集中的に取り組

み，おおむね５年以内に一定の成果を上げる

ことを目指すものでございます。 

 13ページを，まず御覧願います。 

 「プロジェクト１～将来の水戸を担う子ど

もたちを育む～未来への投資プロジェクト」

につきましては，安心して子ども生み，育て

ることができるまち，子どもたちの学力向上

や生きる力の育成を目指しまして，保育所待

機児童ゼロ，学力診断テストの総合得点の向

上等の目標を掲げ，民間保育園の整備促進，

（仮称）水戸市子ども発達支援センターの整

備，水戸スタイルの教育の推進など子育て支

援の強化，さまざまな分野でリーダーとなり

活躍する人材の育成に取り組んでまいります。 

 続いて，14ページを御覧願います。 

 「プロジェクト２～安全・安心を実感でき

る～災害に強いまちづくりプロジェクト」に

つきましては，災害に強いまち，安心して暮

らせるまちを目指し，市有建築物の耐震化率

100パーセント，主要な備蓄物資・資機材の充

足率100パーセント等の目標を掲げまして，本

庁舎防災センター機能の整備，応急給水拠点

施設の整備，防災情報伝達システムの整備，

次世代防災リーダーの育成など，防災拠点や

ライフライン等の機能強化とともに，災害に

備えた人や組織，情報のつながりの強化に取

り組んでまいります。 

 15ページを御覧願います。 

 「プロジェクト３～水戸の自然，歴史，文

化の魅力を生かした～観光集客力アッププロ

ジェクト」につきましては，水戸の歴史，文

化の魅力の向上，戦略的な観光振興等により

まして交流人口の増加，経済の活性化等を図

っていくことを目指し，観光交流人口400万人，

水戸市内の宿泊客数120万人等の目標を掲げ，

偕楽園，千波湖周辺，弘道館，水戸城跡周辺

をはじめとした観光資源を磨き上げ，来て，

見て楽しめる魅力ある観光拠点の形成を図る

ほか，戦略的観光ＰＲ活動の推進，おもてな

し力の向上に取り組んでまいります。 

 続いて，16ページを御覧願います。 

 「プロジェクト４～人が集い，地域経済の

活性化をリードする～まちなかにぎわい・活

力創造プロジェクト」につきましては，都市

中枢機能の集積により，活力あるまちづくり

を目指しまして，中心市街地における居住者
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数，歩行者通行量の増加等の目標を掲げ，空

き店舗を活用した店舗開業・出店の推進をは

じめ，商業施設等の新たな誘致を推進すると

ともに，まちなか居住への促進を図るほか，

水戸芸術館を中心としたにぎわいづくり，歩

いて楽しめる道路空間整備，まちなか交流拠

点の形成などによりまして，まちの新たな魅

力を創出し，にぎわいあふれるまちとしての

再生に取り組んでまいります。 

 17ページを御覧願います。 

 第４の主要施策の概要につきましては，７

ページでお示ししました施策の大綱の48の小

項目ごとに基本計画の期間，10年間における

基本的方向や目標指標，推進すべき各種施策，

事業を位置付けるものでございまして，ソフ

ト事業，ハード事業をあわせまして，主な取

り組みといたしまして，320の事業を位置付け

てございます。 

 このうち，四つの柱ごとに，時間の関係も

ございますので，新規施策や主要な施策を中

心に御説明いたします。 

 それでは，18ページを御覧願います。 

 １の笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」

づくりにつきましては，(1)の①として子ど

も・子育て支援の充実に向けまして，主な取

組・ソフトの３にございます，市民センター

等地域における子育て支援・多世代交流拠点

の市内全地域への拡充を図るとともに，19ペ

ージにまいりまして，ソフトの11にございま

す質の高い幼児教育，保育の総合的な推進と

いたしまして，就学前児童の教育の充実等に

努めるほか，ハード事業の３にあります待機

児童ゼロに向けた民間保育所の定員500人の

増などに取り組んでまいります。 

 ページ返していただきまして，20ページを

御覧願います。 

 ②の学校教育の充実に向けましては，主な

ソフト１にございます歴史，自然，文化，人

材を生かした水戸スタイルの教育を推進し，

次世代をリードする人材の育成を図ってまい

ります。 

 また，その下にございますが，さきがけプ

ラン等による子どもたちの学力の向上をはじ

め，芸術教育や心の教育，健やかな体づくり

に取り組んでまいります。 

 さらに21ページの下段にございますが，ハ

ード事業といたしまして，小中学校施設の長

寿命化型の大規模改造，また，ハード事業６

にございますが，小中学校全教室への空調設

備，エアコン設置を進めてまいります。 

 続いて，22ページにまいりまして，③の青

少年の健全育成に向けましては，主なソフト

１にございますが，ふれあいプランといたし

まして，いじめ解決に向けた施策を推進する

ほか，ハード事業１にございますが，少年自

然の家の再整備を進めてまいります。 

 続いて，23ページの下段にございます，②

の高齢者支援の充実に向けましては，ページ

を返していただきまして24ページ，ソフトの

事業の２にございます，特別養護老人ホーム

600床の増床など，施設介護サービスの充実を

図るとともに，その下にございますが，高齢

者等の移動支援や地域における多世代交流を

推進するほか，ハード事業として老人福祉セ

ンターの新設などに取り組んでまいります。 

 続いて，その下③の障害者の支援の充実に

向けましては，就労支援といたしまして，25

ページにございます主なソフト４の市独自の

共同受発注センターの設置を進めるほか，ハ

ード事業にございますが，（仮称）水戸市子

ども発達支援センターの整備，また，新たな

障害者生活支援センターの整備に取り組みま

して，相談体制の充実に努めてまいります。 

 続いて，ページ飛びまして27ページ，お願

いいたします。 

 (3)の①健康づくりの推進といたしまして
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は，主な取組・ソフトにございますが，食育

をはじめ，生活習慣病予防，妊産婦や乳幼児

育児の支援，高齢者の健康づくりを推進して

まいります。 

 続いて，29ページを御覧願います。 

 (4)の①危機管理・防災体制の強化に向けま

しては，ソフト事業の５にございますが，市

民センター等をはじめとしました地域防災活

動拠点の機能強化を図るとともに，その下，

地域における災害時要援護者支援体制の構築

を進めるほか，ハード事業といたしまして，

津波災害や水害，災害時の要援護者等への対

策強化といたしまして，防災情報伝達システ

ムの整備に取り組んでまいります。 

 30ページを御覧願います。 

 ②の総合的な防災対策の充実につきまして

は，ソフトの２にございますが，地域等の参

画による防災訓練の実施や，自主防災組織等

と連携しました情報伝達，避難所運営体制の

強化を図るなど，市民協働による地域防災を

推進するほか，その下にございます，食料等

の備蓄物資の充実などに取り組んでまいりま

す。 

 続いて，32ページを御覧願います。 

 ④の治水・雨水対策の推進につきましては，

那珂川，涸沼川など主要な国・県管理河川の

整備を促進するほか，総合的な雨水対策とい

たしまして，都市下水路や排水路などの雨水

排水施設整備を重点的に推進するとともに，

既存管渠の流下機能の改善や雨水貯留施設等

の整備を進めてまいります。 

 33ページにまいりまして，(5)の①交通安

全・防犯の充実に向けましては，ソフト事業

といたしまして通学路の安全対策や歩行者，

自転車の交通安全対策とともに，自主防犯活

動団体等と連携いたしました防犯活動を推進

するほか，34ページにまいりまして，ハード

事業といたしまして，歩道やガードレール等

の交通安全施設の整備を進めてまいります。 

 続いて，37ページを御覧願います。 

 二つ目の柱，未来に躍動する活力ある「み

と」づくりにつきましては，(1)の①都市核（中

心市街地）の強化に向けまして，主なソフト

１でございますが，まちなか交流促進事業や，

学生との連携による中心市街地活性化事業な

ど多様な交流によるにぎわいづくりとともに，

ソフトの３から８にございますが，まちなか

居住に向けた取り組みや，ページ返していた

だきまして，商業施設等の新たな誘致，店舗

開業・出店の推進を図るほか，38ページ，ハ

ード事業１にございますが，泉町１丁目北地

区再開発事業などの新たな交流拠点づくりや，

歩いて楽しめる道路空間整備等の施策に総合

的に取り組んでまいります。 

 その下，②の地域生活拠点の充実に向けま

しては，各地区商店街の活性化の支援を図る

とともに，39ページのハード事業といたしま

して，赤塚駅周辺や内原駅周辺地区の基盤整

備を進めてまいります。 

 続いて，40ページをお願いいたします。 

 ④の住環境の向上に向けましては，41ペー

ジのソフト事業の４にございますが，新たな

バリアフリー基本構想を策定いたしまして，

日常生活圏のバリアフリー化を図るほか，ハ

ード事業にございますが，市営住宅の建替え

えや長寿命化型の改修，狭あい道路及び後退

敷地の整備を進めてまいります。 

 続いて，42ページを御覧願います。 

 (2)の①戦略的観光の振興に向けましては，

主なソフト２にございますが，産学官の連携

による各種コンベンションの誘致活動の推進

を図るほか，その下，偕楽園公園，弘道館を

はじめ，43ページの８にございますが，森林

公園周辺における観光果樹園など水戸の有す

る観光資源を磨き上げ，魅力を効果的に発信

するとともに，ハード事業の２，３にござい
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ますが，英国庭園としての七ツ洞公園の整備

や，植物公園の周辺施設と一体となったリニ

ューアル整備に取り組んでまいります。 

 43ページ下段の②の商業の振興に向けまし

ては，ページ返していただきまして，主なソ

フト２，３にございますが，空き店舗を利用

した店舗開業・出店の推進，起業支援といた

しまして，創業支援塾の開催や，関係機関と

連携したサポート体制の充実などに取り組ん

でまいります。 

 その下の③農林水産業の振興に向けまして

は，45ページの上段にございます主なソフト

事業３から７にございますが，新規就農者や

中心的な担い手となる農業者の育成・確保，

また６次産業化や地産地消及び農産物のブラ

ンド化の推進を図るほか，下段のハード事業

といたしまして農業生産基盤の整備，また６

次産業化施設の整備を進めてまいります。 

 続いて，47ページをお開き願います。 

 ⑤の新たな産業の誘致，育成に向けまして

は，主なソフトとしまして，企業立地の促進，

産学官連携による新産業創出の支援，インキ

ュベーション施設の整備促進等による起業支

援などに取り組んでまいります。 

 続きまして，ページ飛びまして49ページを

御覧願います。 

 三つ目の柱，水戸ならではの歴史，自然を

生かした魅力ある「みと」づくりにつきまし

ては，まず①として歴史的資源の保全と活用

に向けまして，主なソフトにございますが，

世界遺産登録に向けた取り組みや，ハード事

業といたしまして，弘道館・水戸城跡周辺地

区における大手門，二の丸角櫓等の復元をは

じめ，歴史・観光ロードの整備など，歴史ま

ちづくりに取り組んでまいります。 

 続いて，52ページをお開き願います。 

 (2)の①地球環境・生活環境の保全と向上に

つきましては，地球環境を保全し，将来の世

代に良好な生活環境を引き継いでいくため，

主なソフトといたしまして，低炭素まちづく

り計画の策定や市民，事業者，行政が一体と

なって取り組むチームみとエコプロジェクト

を推進するほか，太陽光発電システム等の導

入促進など，創エネ・省エネに取り組んでま

いります。 

 53ページの②潤いある水辺環境の形成につ

きましては，ソフトの１にございますが，水

戸のシンボル空間である千波湖の水質浄化を

はじめ，４番にございますが，農村地域にお

ける汚水処理方式の検討を進めるほか，ハー

ド事業といたしまして，公共下水道の整備及

び施設の長寿命化とともに，農業集楽排水処

理施設等の機能強化対策や合併処理浄化槽の

設置促進などに取り組んでまいります。 

 54ページを御覧願います。 

 ③の緑豊かな空間の形成に向けましては，

ソフトの２，３にございますが，緑と花にあ

ふれる空間づくりや，水戸の花絵巻事業とい

たしまして，市内公園の花の名所づくり，回

遊ルートの設定を進めるほか，ハード事業と

いたしまして，大塚池公園のリニューアル整

備や森林公園の再整備を推進してまいります。 

 続いて，55ページの④循環型社会の構築に

つきましては，環境への負荷低減に向けまし

て，主な取組・ソフトにございますが，ごみ

の減量化・資源化の推進や不法投棄防止 

対策の充実を図るとともに，ハード事業とい

たしまして，新ごみ処理施設等の整備，小吹

清掃工場跡地の整備のほか，見川クリーンセ

ンターの基幹的設備の長寿命化改良を進めて

まいります。 

 続いて，56ページを御覧願います。 

 (3)の①魅力ある交流拠点の形成に向けま

しては，さまざまな分野におけるにぎわい，

交流の創出に向けまして，水戸の特徴とも言

うべき，自然系，歴史・文化系，スポーツ系
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の魅力発信・交流拠点の形成とともに，それ

らを活用いたしました各種コンベンションの

誘致などに取り組んでまいります。 

 57ページの②にまいりまして水戸のブラン

ド力の向上といたしましては，主な取組・ソ

フト１にございますが，市民との協働による

地域資源の発見，再構築をはじめ，各種メデ

ィアを通じた情報提供などによりまして，水

戸ブランドイメージの確立，農産物ブランド

化の推進，さらにはＰＲ活動の強化によりま

して販路拡大を図ってまいります。 

 続いて，59ページを御覧願います。 

 ４の柱，市民と行政との協働による「みと」

づくりにつきましては，(1)の①地域コミュニ

ティ活動の推進に向けましては，主なソフト

にございますが，地域コミュニティプランの

全地区作成及び活動の支援をはじめ，地域を

支えるリーダーづくり，コミュニティルーム

設置等による市民センターの機能充実を図る

ほか，ハード事業にございますが，市民セン

ターの整備といたしまして，内原地区におけ

る新設２か所のほか，既存施設の長寿命化，

耐震化などに取り組んでまいります。 

 続いて，60ページを御覧願います。 

 下段の③生涯学習活動の推進につきまして

は，61ページのソフト事業にございますとお

り，生涯学習のしやすい環境づくりをはじめ， 

新たな生涯学習プログラムの開発・研究，生

涯学習の推進体制の強化などを図ってまいり

ます。 

 その下，④のスポーツ・レクリエーション

活動の推進に向けましては，ページ返してい

ただきまして62ページにございますが，主な

ソフトの３といたしまして，（仮称）水戸マ

ラソン大会，国民体育大会の開催をはじめ，

全国大会やプロスポーツ等の大規模大会の開

催・誘致を図るとともに，ハード事業といた

しまして，新たな屋内公認プールの整備をは

じめ，市民球場のフィールド拡張等の再整備，

市立競技場の第１種公認陸上競技場への整備

などを推進してまいります。 

 続いて，66ページを御覧願います。 

 (2)の③行財政改革の推進といたしまして

は，主なソフト事業としまして，効率的・効

果的な事務事業の執行をはじめ，民間活力の

活用を図るほか，ハード事業といたしまして，

市役所新庁舎の整備に取り組んでまいります。 

 68ページ以降につきましては，参考資料と

いたしまして，用語説明を記載してございま

す。 

 非常に雑ぱくな説明でございますが，以上

で終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。 

 ここで，御来賓の御紹介を事務局でお願い

します。 

〔来賓紹介〕 

○大関座長 

 それでは，次第に沿って，各地区からの御

意見等を発言いただきまして，その後，自由

発言をいただくこととしたいと思います。 

本日は，上中妻地区，山根地区，鯉淵地区，

内原地区から御意見をいただいておりますの

で，上中妻地区から発言していただきます。 

 発言につきましては，一括でお願いいたし

ます。 

 それでは，お願いをいたします。 

 発言する際には，お名前をお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

 

○星野様（上中妻地区） 

 私，上中妻地区の星野でございます。 

 ２点について発表をさせていただきます。 

 まず，１点目でございますが，生涯学習の
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整備としての機能の充実を図るための市民セ

ンターの整備につきまして提案をさせていた

だきます。 

 まず，現況でございますが，上中妻地区の

位置付けは，市西部に位置しておりまして，

大塚町，加倉井町，飯島町，金谷町の４町内

で，人口は約5,700人でございます。当地区の

位置付けは，赤塚地区の市街地に隣接いたし

ておりまして，国道50号線を中心に，その沿

線は商業業務が連檐しておりまして，常磐自

動車道水戸インターに接続した交通の利便性

に恵まれた地域でもございます。 

 さらに，今，上中妻地区のシンボルであり

ます大塚池公園がございますが，水と緑のオ

アシスとして市民から親しまれた公園であり

まして，都市環境整備の整った地域で，閑静

な住宅地域と，常磐線沿線付近の広大な田園

風景は，すばらしい地域でもございます。 

 このような位置付けと環境での地域におけ

るコミュニティ活動につきましては，地域住

民が主体となって進めている定期講座の教室，

さらには，クラブ教室につきましては，平成

24年度の利用実績は約１万6,000人と，他地区

との人口比較をいたしても，多くの方々が積

極的に利用活動をいたしてございます。 

 なお，上中妻地域のコミュニティを醸成す

る大きな事業といたしまして，上中妻地区住

民の会が主催する一番大きなイベントであり

ます「ふれあい祭り」でございますが，毎年

1,500人から2,000人の方が参加し，大変なに

ぎわいでございます。さらには，防災訓練と

各種団体等の活動拠点として利用されており

ますが，各施設の全てが狭過ぎるので，お互

いに譲り合い，我慢をしながら，毎年苦慮し

ながらやりくりをし，実施をしている状況で

ございます。 

 これまでが現況と課題でございますので，

利用状況から鑑みまして，提案として，具体

的には，玄関ロビーがあまりにも狭いので広

くしていただきたい。さらには，トイレが和

式のため，高齢者には腰の悪い人が多く，利

用しやすい洋式トイレに変えていただきたい

等の強い要望でございます。 

 なお，大ホールの利用でございますが，現

在，卓球を３チームに分かれ毎週行っており

ますが，会議室構造仕様になっているために，

床の傷みも激しく，特に，利用方法として，

カーテンを引き，冷房をつけ，昼間でも照明

等不経済でございます。この問題は当地だけ

の問題でございませんので，別途に市全体の

課題として，ぜひ検討していただきたいと思

っております。 

 さらには，当該市民センターは，上中妻小

学校の跡地を利用いたしまして昭和60年４月

に竣工され，約30年の経過年数と老朽化に伴

いまして，平成23年の３月11日の東日本大震

災では大ホールの天井落下，さらには，屋根

瓦の一部損壊等については補修をしていただ

きましたが，トイレでの側壁，さらには事務

室等にひび割れ等が生じた箇所が何か所か見

受けられてございます。このような実情をお

察しいただきまして，大変苦慮しております

ので，他地区の市民センター同様に，利便性

を配慮したゆとりのある近代的な市民センタ

ーの建替えについて，第６次総合計画の基本

計画施策として，災害時の避難施設の充実と

耐震構造を考慮した市民センターの整備につ

いて提案させていただきますので，よろしく

お願いをいたしたいと思っております。 

 次に２点目でございますが，児童公園の整

備での提案でございます。 

 上中妻地区におかれましては，現在，加倉

井町，飯島町，金谷町のそれぞれの町内会が，

公園の整備といたしまして，市より遊具を貸

与し，町内会，さらには子供会がブランコ，

すべり台の維持管理をしていまして，草取り
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等を行っているわけでございますが，そうい

う中で，子どもたちが安心して遊べるように

いたしております。 

 提案でございますが，大塚町につきまして

は，大塚池公園に公園施設の整備の一環とし

て整備をいたしてございます。上中妻小学校

付近，さらには市民センター付近につきまし

ては，そういう施設がございませんので，ぜ

ひ，運動公園の広場を利用いたしまして，子

どもの児童公園として，ブランコとかすべり

台等の設置をし，安心して遊べる施設にして

いただきたいと思っております。 

 つきましては，運動公園の一隅での利用を

させていただき，教育委員会の所属になりま

すが，子どもたちの安全な児童施設として，

ブランコ，すべり台の設置方につきまして提

案させていただきたいと思いますので，よろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いをいた

します。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御意見について，市からの説明

等をお願いいたします。 

 

○小田木課長 

 上中妻の星野様から二つにわたって，生涯

学習の整備機能の充実というための市民セン

ターの整備，そして，もう１点が子どもたち

の育成という視点からの遊び場の確保という

非常に重要な御提言をいただきました。あり

がとうございます。 

 まず，第１点目の市民センターでございま

すが，ただいま御提言の中にありましたとお

り，上中妻地区をはじめとしまして，本日お

越しいただいておりますそれぞれの地区にお

きましても，さまざまな地域活動を市民セン

ターを中心としまして展開されていることに， 

改めてお礼申し上げる次第であります。 

 市民センターにつきましては，御承知のと

おり生涯学習活動の拠点，そして地域コミュ

ニティ活動の拠点，さらには，今回の震災を

踏まえて地域防災活動の拠点であるという位

置付けでございまして，現在の市民センター

の整備の状況を御説明いたしますと，昭和56

年に定められました新耐震基準に基づきまし

て，新耐震基準を満たしていない10施設，10

の市民センターについて，平成26年度までの

耐震化を目指し，優先的に取り組んでいると

いう状況でございます。その中で，耐震補強

という工事ができないものにつきましては，

市民センターの改築という手法をとっており

ますが，基本的には学校等のほかの施設と同

様に，耐震に問題があるものについては補強

工事で対応しているという状況でございます。 

 御提案のありました上中妻市民センターに

つきましては，建設して27年が経過してござ

いますが，全体31市民センターの中での建築

年の順番は中ほど，19番目ということになっ

てございまして，今回の第６次総合計画での

考え方といたしましては，市民センター，あ

るいは学校施設も含めまして，建物をできる

限り大切に長く使っていくということを基本

といたしまして，それぞれの施設の長寿命化

計画というものを立てまして，改修を位置付

けているところでございます。 

 そういったところでございますので，改築

等については，なかなか困難な状況でござい

ますので，御理解いただきたいと思います。 

 一方で，御提案のありました施設の利便性

の向上という視点からのトイレの洋式化，あ

るいは床の改修，修繕等につきましては，今

後，長寿命化計画を策定いたしまして，計画

に基づく施設の改修にあわせて実施してまい

りたいと考えてございます。 
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 また，さきほど申しましたとおり，市民セ

ンターにつきましては，地域のコミュニティ

活動の拠点でありますから，その機能を高め，

地域の力，地域力を一層進展させていくため

にも，全市民センターにコミュニティルーム

というものを設置してまいりたいと考えてご

ざいます。 

 また，御提案の一つとして，それぞれの市

民センターでの大ホールにおける卓球の利用

等について，優先順位の問題，あるいは施設

の傷みという問題，課題について，全市的に

検討してはいかがかという御提案をいただき

ました。市民センター自体が限られた施設ス

ペースでございますので，その施設を有効に

活用できますよう，地域の皆様と今後コミュ

ニティプランを策定するという作業を進める

中で，地域の皆様方の意見も聞きながら，利

用のルールなどを検討してまいりたいと考え

てございます。 

 また，それぞれ卓球も含めたスポーツの促

進という視点からは，特に，小学校，中学校

の体育館の夜間開放の充実，あるいは社会体

育施設の一層の利便性の向上といった中で対

応していきたいと考えてございます。 

 また，もう１点目でありますが，子どもた

ちの健全な育成を図っていくための遊び場の

確保という御提言でございました。今回の第

６次総合計画におきましては，将来の水戸を

担う子どもたちを育くむ未来への投資プロジ

ェクトというものを位置付けまして，子育て

支援，そして，子どもたちの健全育成に重点

的に取り組んでいくということを位置付けて

まいります。その中で，子どもたちが安全に

安心に遊ぶことができる空間づくりといたし

ましては，街区公園，あるいは児童遊園など

のリニューアル整備，さらに，開放学級や放

課後子ども教室等の充実を図りまして，総合

的な放課後児童対策を推進することとしてご

ざいます。 

 御提案のありました上中妻市民運動場，市

民センター隣の市民運動場の場所に遊具を設

置する，子どもの遊び場を確保するという御

提案につきましては，今現在，上中妻市民運

動場では，非常に頻繁にソフトボール，ある

いはグランドゴルフなどに使用されている現

状であると伺っておりまして，その市民運動

場に子ども向けの遊具等を設置した場合に，

遊具で遊ぶ子どもたちに球が飛来する危険が

及ぶおそれがあることから，安全上，遊具の

設置は難しいものと考えてございます。 

 しかしながら，代替の案といたしまして，

一つには小学校の校庭を子どもの安全な遊び

場として活用する放課後子ども教室事業の一

環として，校庭開放を実施することも可能で

あると考えております。 

 また，代替の案の二つ目といたしましては，

子どもの健全育成を目的としました子どもの

広場事業というもの，子どもの広場を別の場

所に設置するということも考えられると考え

ております。子どもの広場事業につきまして

は，ほかの地域でやってございますが，地権

者の同意を得られるような，おおむね200平米

から2,500平米程度の空き地に，地域団体から

の申請によりまして，遊具，あるいはフェン

ス等を行政のほうから貸与するという事業内

容でございます。これらの子どもの広場事業

につきましては，地域として，地区として子

どもの広場を設置し，管理するという御協力

をいただく事業となりますが，まずは市の担

当課である生涯学習課のほうに御協議をいた

だければと考えております。 

 また，さきほどの校庭開放も含めまして，

いずれの事業も地域の皆様，地区の皆様によ

る子どもたちの見守り活動をはじめといたし

まして，人的な御協力，御支援というものが

不可欠でありまして，こちらの事業を推進す
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るに当たりましても，市民の皆様，地域の皆

様の御理解と御協力をいただきたいと存じま

す。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいま市より

説明をいただきましたが，よろしいでしょう

か。ありがとうございました。 

 それでは，次に山根地区の発言をお願いい

たします。 

 

○大津様（山根地区） 

 山根地区の大津でございます。 

 まず，１点，水戸市の将来の人口と経済の

展望についてお尋ねしたいと思います。 

 今現在，水戸市は約27万人の人口，10年後

も27万人と推定されております。これらの水

戸市の人口は，将来的には，さきほど平成40

年の26万7,000人のお話がございましたが，今

の実態では，企業状態とかいろいろな問題か

らいくと，もっと下がるのではないかと思っ

ております。それで，この人口傾向を，これ

からの傾向をお伺いしたいと思います。 

 また，経済見通しとして，地域経済の活性

化に資する施策を総合的に展開するとしてお

り，新たな産業の誘致，これの計画の47ペー

ジ，研究において出されておりますが，これ

は，いろいろな研究機関も含め，単なる製造

業とか販売会社というものだけではないのか

お聞きしたいと思っております。 

 10年間で新規事業等の誘致目標50業者とな

っておりますが，これは大変な，10年間で50

企業を新たに誘致していくということは大変

な努力目標であると思います。本当に50事業

者が誘致できれば，従業員，その家族，水戸

市の転入は，多少なりとも人口増加要因と記

されてきております。こういうものによって

人口の減少を防いでいってほしいと思ってお

ります。 

 また，市の財政力の向上にも寄与されると

思いますが，新たな産業の誘致についての具

体的な見通しをお伺いしたいと思っておりま

す。 

 あと，観光交流人口の目標についてですが，

平成30年度，400万人，平成35年度，450万人

とされておりますが，観光目的地が充実され

ていなく，現在，偕楽園等の１か所程度が主

な観光地となっているのではないかと思って

おりますが，これでは水戸のまちを素通りす

るだけの観光客となり，当市への経済的な効

果は少ないものと思っております。観光客が

水戸市へお金を落としてくれることを主眼と

した観光政策をもっと充実していっていただ

ければと思っております。 

 また，行政の努力だけでは，到底観光誘致

はできません。市街地の商店街，周辺の観光

関係者及び経営者，事業主，相応の努力と覚

悟をもって臨むような行政施策をしていただ

きたいと思っております。これがなければ，

目標を達成することは大変難しいのではない

かと思っております。 

 あと，２点目は，山根地区の小学校跡地の

活用について，いろいろ行政のほうへお願い

しておりますが，旧山根小学校の利用につい

ては，割と当該地区においては大変重要な課

題であると私どもは考えております。現在，

市役所内部において地域の要望も含め，地域

の活性化につながる小学校跡地の利用策を検

討していただいております。今年度，来年３

月ごろまでには，その見通し提示をしていた

だきたいと思っております。現時点での進捗

状況をお聞かせいただければありがたいと思

っております。 

 また，旧山根小学校は地域の緊急避難所に
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指定されておりますが，校舎の耐震性が低い

問題等もありますので，また， 近の気象の

変化，集中豪雨や竜巻の発生等各地に広がっ

ております。山根地区に鉄筋コンクリートの

建物が少ないことから，早急に山根小学校跡

地の耐震工事を実施し，災害時の避難場所と

して安心して利用できるようにしていただき

たいと思いますが，市としての考えを，ぜひ

お聞かせ願いたいと思います。 

 なお，当該地区内の森林公園，少年自然の

家に関連する事業については，第６次総合計

画に盛り込まれている内容の早期の実施を，

ぜひ要望していきたいと思っていますので，

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明等をお願いいたし

ます。 

 

○小田木課長 

 山根地区の大津様から，水戸市の将来人口

と経済の展望に関わる部分について，期待を

込めて実現をすべきであろうという温かい御

意見をいただきました。また，もう１点，山

根小学校の跡地の利活用の方向性についての

御質問ということでございます。 

 まず，１点目の水戸市の将来人口と経済の

展望についてということでございますが，第

６次総合計画におきましても，やはり日本の

総人口が今現在減少している，その減少傾向

が明らかに進んでいる中で，水戸市におきま

しては，現在も人口が微増傾向にございます。

しかしながら，将来的には人口が減少するも

のと見込んでございます。 

 こちらの，今日お配りしております骨子「素

案」の４ページを御覧いただきたいと思いま

すが，ただいま御指摘ありましたように，第

６次総合計画における将来人口の設定に当た

りまして，出生，そして，死亡という人の出

入りが市町村ごとになかった場合，いわゆる

自然動態のみの人口の推計の場合は，こちら

のグラフに示してありますとおり，10年間で

約１万人が減少していくということが見込ま

れまして，転入，転出による社会動態の傾向，

トレンドを加味した場合でも，10年間で約

3,500人が減少していくということが見込ま

れてございます。 

 人口が全てではございませんが，県都とし

て，そして，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まして，活力あ

る都市としていくためには，やはり人口の流

出，そして，人口の減少というものを抑制し

まして，2023年度，10年後の平成35年度にお

きましては，現況と同程度の27万人を維持し

ていくということを目標として掲げているも

のでございます。その実現のためにも，子育

て支援をはじめとしました福祉サービス，そ

して教育，就業環境，生活基盤の整備といっ

た，それぞれ都市の魅力を高める施策を総合

的に展開しながら，都市の活力を支える生産

年齢人口を中心としました外からの人の定住

化というものを推進していきたいと考えてご

ざいます。 

 また，あわせて地域経済の問題であります

が，地域経済の活性化を図っていく上で，や

はり若い世代，生産年齢世代の働く場の確保，

雇用の創出促進というものは非常に重要だと

考えております。水戸市は，周辺の都市と比

べまして，空いている大規模な工業団地を有

しているという状況ではございませんが，そ

ういった状況を踏まえて，大型の製造系の企

業の誘致ということよりも，やはり水戸市の

第３次産業に特化した特性を生かしまして，

商業系，あるいは業務系を中心とした事業所
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や企業の誘致を目指していくというものであ

ります。その実現のためにも，今回の第６次

総合計画におきましては，事業所の増設に対

する助成制度の充実を図るとともに，企業立

地を促進する基本計画の策定を進めながら，

空き店舗を活用した店舗開業・出店の推進，

さらには商業施設の誘致も含めまして，企業

誘致活動を積極的に推進してまいりたいと考

えております。 

大津様から御指摘がありましたとおり，50

の誘致というものは非常に厳しい状況という

ことでありましたが，強い決意を持って取り

組んでまいりたいと考えております。 

 また，あわせて観光の目標交流人口につい

てでありますが，さきほど申しました水戸市

の住んでいる定住人口につきましても，将来

的に減少することが見込まれている中，都市

の活力を維持しまして発展していくためには，

第６次総合計画において新たに目標交流人口

というものを設定したものであります。交流

人口の増加を図りまして，人，物，そして情

報の動きを生み出し，新たな活力，そして，

にぎわいの創出を目指すものであり，一つの

指標として観光交流人口としまして450万人

の目標を設定したものであります。 

 資料の15ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

 震災の影響もありまして，観光客も水戸市

においては落ち込んでいるという状況であり

ますが，そういった中，簡単に実現できる目

標ではございませんが，重点プロジェクトと

しまして，観光客の集客力アッププロジェク

トというものを位置付けまして，この実現に

重点的に全力で取り組んでいくというもので

あります。御指摘がありましたメインの観光

資源であります偕楽園や弘道館だけでなく，

資料の11ページにございますように，偕楽園，

弘道館だけでなく，森林公園，あるいはケー

ズデンキスタジアムといったさまざまな観光

資源，そして，観光拠点の形成を磨き上げま

して，あわせて各種大会，コンベンションの

誘致活動を推進しまして，交流人口の増加に

向けた施策を総合的に推進してまいりたい，

展開してまいりたいと考えてございます。 

 あわせて，御提言のとおり，観光客が来る

というだけでなく，観光客の消費を拡大し，

経済の活性化につなげていく取り組みが重要

であると考えております。行政ばかりではな

く，商店街をはじめとしまして，観光の関連

事業者，さらには農産物のブランド化等に取

り組む関係団体とも連携しながら，行政，そ

して，事業者一丸となって取り組んでまいり

たいと考えております。 

 また，もう１点御意見ございました山根地

区の小学校跡地の利活用でございますが，現

在，山根小学校跡地につきましては，地域の

皆様方からの要望を踏まえて種々検討を進め

ている状況にございます。基本的には，魅力

発信，交流拠点と位置付けております森林公

園周辺地区の中の施設の一つと捉えまして，

将来にわたっての人づくり，あるいは地域の

活性化に向けまして，森林公園周辺地区の交

流拠点との施策の連携が可能なもの，そして，

安定して継続することが可能であって地域へ

の貢献ができること，さらには地域住民が親

しみを持てる，こういうような観点に立ちま

して，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。 

 今後，周辺の公共施設の連携も含めまして，

やはり行政ばかりでなく，民間の持つ専門性，

あるいはノウハウを積極的に活用していくと

いうことも有効であると考えてございまして，

提案型公募を実施するなど，民間活力の活用

を視野に入れた検討を進めてまいりたいと考

えております。できるだけ早期に方向性が示

せますよう努力していきたいと考えてござい
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ます。 

 また，あわせて山根小学校の耐震化につい

ての御提言でありますが，地域の避難所とい

たしましては，現在，山根地区においては山

根市民センターのみを指定してございます。

今後，山根小学校跡地の活用方策に応じまし

て，小学校施設の耐震化を検討するとともに，

特に，少年自然の家を避難所として活用する

ことにつきましても検討を進めてまいりたい

と考えてございます。 

 また，あわせて森林公園，少年自然の家に

関連する事業でございますが，これらの両施

設の再整備事業につきましては，水戸の魅力，

個性を高め，そして都市力を向上していくた

めに，優先的かつ集中的に取り組む重点プロ

ジェクトに，それぞれの事業を位置付けてい

るところでございます。二つの施設の連携を

図りながら，早期の実現を目指してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいま市より

説明をいただきましたが，よろしいでしょう

か。 

 ありがとうございました。 

 それでは，次に鯉淵地区の発言をお願いい

たします。 

 

○竹垣様（鯉淵地区） 

 鯉淵地区の区長会を代表しまして役員３名

いるわけでございますが，私，竹垣のほうか

ら１点御質問させていただきます。 

 ページ52のとおり，豊かな自然との共生と

いう形で，番号３の農業集落排水事業として

今御説明を受けたわけでございますが，皆様

御存知のとおり，農業集落排水事業は，農業

集落におけるし尿や生活排水等の汚水を処理

する施設を整備し，農村の生活環境を快適に

する事業でございます。このような観点から

当現状を見ますと，水戸市の農業集落排水事

業は，現在まで旧内原地域５地区に分類され，

既に４地区が完了しております。残る１地区

でございます5,040戸が居住する鯉淵地域，約

23集落ほどございますが，内原南部地区とい

う名称で水戸市では捉えてございますが，こ

の計画構想に位置付けられておりますが，い

まだ未整備でございます。鯉淵地区区長会は，

生活環境を快適にする本事業が未整備である

ことに非常に苦慮している現状でもございま

す。 

 提案でございますが，つきましては，豊か

な自然と共生を目指す水戸市第６次総合計画

で，内原南部地区の早期整備を盛り込んでい

ただき，快適に暮らせる生活環境の創出に向

け，事業化に積極的な取り組みをいただけま

すよう，鯉淵地区区長会より切に提案並びに

要望いたします。 

 さらに申しますと，本事業は水戸市と内原

町が合併して８年たちますが，この計画にも

記載されている事業でございます。何とぞよ

ろしくお願いしたいと考えてございます。 

 あわせて，ページ59の市民センターのお話

でございますが，おかげさまで市民センター

の２か所の新設という形で，内原地域に括弧

してなってございますが，これは鯉淵地区と

妻里地区という解釈でよろしいでしょうか。

これを確認させていただきます。 

 以上，お願いみたいな意見でございますが，

よろしく御回答をお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明等をお願いいたし
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ます。 

 

○小田木課長 

 ただいま鯉淵地区の竹垣様から，内原南部

地区の農業集落排水事業の早期整備について

の御提言をいただきました。ありがとうござ

いました。 

 内原南部地区の農業集落排水事業につきま

しては，これまでも議会におきましても議論

がございまして，地域からの要望の声が高い

ものと受け止めてございます。 

 現在の農業集落排水の状況といたしまして

は，水戸地区で９地区，そして，内原地区４

地区，全部で13地区において供用をしている

ところでございます。 

御提案いただきました内原南部地区の農業

集落排水事業につきましては，茨城県の生活

排水ベストプランに位置付けはございますが，

水戸地区の残り３地区も含めまして，そのベ

ストプランの基となっております平成14年度

に策定いたしました生活排水処理整備計画と

いうものから10年以上が経過してございます。

その間，人口の減少，あるいは集落形成の変

化，社会情勢の変化など，状況が大きく変化

していることもございまして，内原南部地区

を含みます新規４地区につきまして，今年度，

整備計画の見直しを進めている状況にござい

ます。 

 今回の水戸市第６次総合計画におきまして

は，生活排水処理施設であります公共下水道，

そして，農業集落排水事業，さらには合併処

理浄化槽といった三つの手法を効果的，効率

的に選択しまして，整備や維持管理を進める

ために，さきほど御指摘がありました資料の

53ページの主な取組・ソフトの４番にありま

すとおり，農村地域における汚水処理のあり

方の検討という位置付けをすることとしたと

ころでございます。この農村地域における汚

水処理の推進に当たりましては，それぞれの

地域の農村集落の集積状況，そして，地域住

民の皆様の御意向，さらには整備に当たりま

して合併処理浄化槽との経済的比較，さらに

は整備後の維持管理経費や使用料等の個人負

担，こういったものを総合的に勘案しまして，

より効率的，経済的な整備手法を検討いたし

まして，市民の皆様が快適に暮らせる生活環

境の創出を目指してまいりたいと考えてござ

います。 

 また，もう１点御質問がございました資料

の59ページに位置付けております市民センタ

ーの整備，新設２か所ということでございま

すが，これにつきましては，旧来から水戸市，

内原町合併建設計画におきまして，それぞれ

の小学校区単位に市民センターを整備すると

いう計画に基づいて第６次総合計画に位置付

けたものでございまして，この２か所につき

ましては，鯉淵地区，そして，妻里地区の２

か所を指すものでございます。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいま市より

説明をいただきましたが，よろしいでしょう

か。 

 それでは，次に内原地区の発言をお願いい

たします。 

 

○青木様（内原地区） 

 内原地区を代表いたしまして，内原二区の

青木と申します。よろしくお願いいたします。 

 内原地区の提案といたしまして，内原駅橋

上化及び駅南の整備についてということであ

ります。 

 地域生活拠点の充実という項目の中，内原

駅周辺地区の整備事業として，駅北，駅南の



- 126 - 

整備が位置付けられておりますが，橋上駅舎，

自由通路，駅南口広場等の整備は，地区住民

全てが整備を願っております。ぜひとも，水

戸市第６次総合計画の中でも早期に整備を実

施していただきますよう強く要望いたします。

ということであります。 

 あと，私の意見としまして，駅の北広場が

４月に整備されました。おかげさまをもちま

して，きれいにできました。ところが，それ

ができたおかげで弊害がありまして，今まで

は南側からすぐに駅のほうに入れましたが，

今はずっと100メートルぐらい先，信号のほう

まで行きまして，入るようになってしまいま

した。それで，踏切を越えましてすぐに車を

止める人がいます。なぜかと申しますと，ぐ

るっと回って中に入るのが面倒だということ

で，踏切を越えて，すぐ止まってしまうので

す。それで，どうしたのかなと思いますと，

子どもさんをそこで降ろす。降ろしたのはい

いのですが，しばらくそこで話しをしている，

そういう人がいます。前に，車が全然いませ

んので，後ろから来た車も，やはり入ってし

まうのです。この間も２台ぐらい入ってしま

いました。そうこうしているうちに踏切の警

報機がカンカンと鳴り出しました。２台中に

入っています。慌てました。恐らく肝をつぶ

したかと思います。それで私，交番に行きま

して，何とか注意できませんかということで，

そういうことも交番のほうに話しました。そ

れで，あの標識というか，スペースを確認し

てから中に入ってくださいということで 近

は看板が立ちました。そういうこともありま

すので，いち早く駅の橋上化ということもお

願いしたいと思います。 

 あと，降りる人がいます。降りて，今度，

降りてきてから踏切の中を横断する人がいま

す。そうしますと，ひくのが嫌なもので車は

一時止まります。そうすると，それにつられ

て何人かが，また踏切の中を横断してしまい

ます。そうすると，やはり行けると思って後

ろからついてきた車も，やはり２～３台中に

止まってしまったということで，やはり警報

機が鳴り出して肝をつぶす人がいるかと思い

ますので，駅の南側が整備されれば，そうい

うこともないのかなと思います。 

 私の知り合いの奥さんも亡くなっています。

そこで，何年か前，踏切で事故というか，何

年か前にありました。踏切の中に入ってしま

う人が悪いのか，それで済んでしまうという

わけにいかないと思うのです。何か要因があ

るから，そういう犠牲が出るということです。

ですから，いち早くその要因を取り払ってい

ただくということを含めまして，急いで駅の

橋上化をよろしくお願いいたしまして，去年

とかぶることがあるかもしれませんが，強く

要望いたしまして，私の御意見というか，そ

れで 後にさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明等をお願いいたし

ます。 

 

○小田木課長 

 ただいま内原地区の青木様から，内原駅の

橋上化，そして駅南整備の早期整備をという

御提言をいただきましてありがとうございま

した。 

 内原駅周辺地区につきましては，駅北の土

地区画整理事業によりまして，ただいま青木

様の発言にもございましたとおり，４月に駅

北口広場の整備が完了しまして，順調に北側

の整備が進んでいる状況でございます。内原

駅の南側につきましては，従来から内原地区

の中心部として，公共施設のほか，住宅やア
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パート等が集積しておりまして，駅北地区と

のバランスの取れた整備に取り組んでいきた

いと考えてございます。 

 御提案のありました橋上駅舎，そして，自

由通路の整備に関しましては，水戸市・内原

町合併建設計画におきましては，それらの施

設の設計までという位置付けになってござい

ましたが，今回の第６次総合計画におきまし

ては，駅北の整備状況を踏まえまして，橋上

駅舎，自由通路，そして駅南口広場の整備を

明確に位置付けるものでございます。 

整備に当たりましては，現在，水戸駅から

内原駅までの間で，水戸駅西側の梅戸橋の架

け替えが進んでございます。また，今後，都

市計画道路中大野中河内線と申しまして，ち

ょうど常磐大学の西側につきまして橋梁整備

の予定をしてございます。さらには，赤塚駅

の西側の赤塚駅西線におきまして，地下を通

る道路の整備を計画してございまして，ＪＲ

との整備のスケジュールのやりくりをしてい

るということでございまして，今後とも，そ

の整備スケジュールの調整等の課題が残って

いるということでございます。 

 したがいまして，橋上駅舎，自由通路，駅

の南口広場等につきましては，整備に向けて

駅北口広場開通後の人の流れの調査，そして

地域住民の皆様の意向の調査，さらにはＪＲ

等との協議を進めるほか，並行しまして具体

的な整備手法に当たっての参考とすべく，類

似の事例，あるいは効率的な整備手法などの

調査を進めてまいりたいと考えてございます。 

 また，その橋上駅，駅南の整備を進めるに

当たりまして，現状の課題として，駅の北側

への交通安全のルールの問題，あるいは歩行

者の安全のルールの問題かと思いますが，い

ずれにしましても，駅の北側に行く場合の踏

切の入り方等のルールの遵守につきましては，

やはり注意の喚起をしていくという何らかの

標識の設置，あるいは広報等を通しまして，

市民の皆様に，そういった安全対策の意識の

高揚を図っていくことが非常に重要だと考え

ております。 

今後とも，道路管理者，そして警察，鉄道

事業者でありますＪＲ，こういった三者の協

議を通しまして，市民の皆様にも安全対策と

しまして注意喚起を図っていきたいと考えて

ございます。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいま市より

御説明をいただきましたが，よろしいでしょ

うか。 

 ありがとうございました。 

 以上で，各地区の発言は終わりました。本

来なら，ここで高橋市長から総括をいただけ

ればと思いましたが，10分ほど時間が遅れて

いますので，市長の総括は 後にいただくと

いうことで，これからは自由発言に移らせて

いただきます。内容に関する質問等でも結構

ですので，御意見がありましたら挙手をお願

いいたします。できれば，お名前と，差し支

えなければお住まいを言ってから，御意見等

の発言をお願いいたします。 

 発言等ある方は，挙手をお願いいたします。

どうぞ。 

 

○齋藤様（河和田地区） 

 河和田町二区の区長をやっています齋藤と

申します。 

 懇談会に出るならばと思いまして，事前に

骨子を入手しまして一読して参加しました。

いろいろ大きな点，それから細かい点，いろ

いろな感想ありますが，時間の関係もありま

すので，７つの点に絞って発言したいと思い
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ます。 

 一つは，都市づくりの基本理念についてで

す。これは，骨子の２ページ，３ページに書

かれておりますが，例えば，将来都市像とし

まして，「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」という目標像が

設定されているのですが，こういった目標像

というのは，特に，高橋市長さんの 初の挨

拶にもありましたように，行政だけでなく市

民も一緒に力をあわせて実現するということ

で考えますと，市民にも共有される目標像で

ないといけないと思うのです。例えば，今日

の魁のまちづくり地域懇談会，魁というキー

ワードを使っておられますが，ここにどうい

う意味を込めておられるのか，骨子を読んだ

だけではイメージがわかないのです。先頭切

ってとか，まず 初にみたいな，そういう意

味はイメージできますが，そのまちづくりと

いうのはどういうイメージなのか，はっきり

しない。 

もう少し丁寧に，目標像について説明してい

ただく必要があるのではないかというふうに

思います。 

 関連して，６ページに都市空間整備という

ことで，ここにも目標像が「魅力活力・集約

型スマート・エコシティ」というのがありま

す。この都市空間整備の方向と，まち全体の

都市目標像はどう関連するのか，あるいは関

連しないのか，そこがよく見えないというこ

とです。 

 それから，この文言にしても，スマート・

エコシティとあります。３.11以後，東北の諸

地域ではスマートタウン構想という，スマー

トシティづくりとか，環境に配慮した新しい

まちづくりという概念としてスマートという

言葉を用いているのです。例えば，神奈川県

の藤沢市でも，パナソニックの工場跡地にス

マートタウン構想というのが今具体化されて

います。このスマート，具体的にはスマート

に配置しとかあるのですが，このスマートと

エコというのはどういうふうに関連するのか。

一読しますと，二重形容ではないか。表現は

悪いですが，何か言葉だけが踊っているので

はないかという印象を受けますので，スマー

ト・エコシティというのはどういうイメージ

なのか。しかも，それは都市の目標像とどう

いう関連性があるのかということが読んでも

見えないという，以上が１点です。 

 それから２番目は，４ページから５ページ

にかけまして人口と経済の展望という欄がご

ざいます。例えば，先ごろの新聞でも，国の

借金は1,000兆円に達したという報道があり

ました。水戸市についても，中期財政見通し

などを見ますと，平成23年度から平成27年度

の間ですが，恒常的な財源不足が生じるだろ

うということが述べられているのです。こう

いったことを踏まえますと，人口と経済の展

望の中に，経済見通しの後でもいいですから

財政見通しという項目があってしかるべきで

はないかと思います。 

 さきほど課長さんの説明の中でも，長寿命

化計画，つまり，あるものを生かす，新しく

作るのは無理なのだ，あるものを生かしてい

くのだ，なるべく長くもたせるのだという視

点は極めて重要だと思うのです。そういうこ

とを明示すべきなのではないかと思います。 

 ハードの整備，何とかセンターをつくると

かいろいろな計画に出てきますが，果たして

財政的に可能なのだろうかという懸念を僕な

どは持っています。ですから，もちろん大事

な必要なところはつくるにしても，市民に我

慢をしてもらうとか，あるいは，場合によっ

ては市民にも一緒に汗を流してもらうという

形でのまちづくりの方向性を打ち出すことは，

これからのまちづくりには不可欠なのではな

いか。今までのように，税金で何でもかんで
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もやっていくという時代はとっくに去って，

さっきの長寿命化ではありませんが，そうい

う財政の上で，これから５年後，10年後のま

ちづくりを進めていくのだということを，も

っと前面に出さないと，絵に描いた餅になっ

てしまうのではないかということを非常に懸

念しております。 

 三つ目ですが，さきほどもどなたかの発言

にありました，基本的指標として目標人口が

掲げられております。さきほど説明がありま

したが，例えば，国などの国立社会保障人口

問題研究所では，水戸市の人口はこれから減

り続けるということであります。ですが，こ

れは国の予測ですから，水戸市は水戸市とし

て独自に予測して，増えるということを目標

として掲げてもいいのですが，どういう根拠

で，数1,000人ですが，８ページにありますよ

うに，2013年度，27万人から始まって，2018

年度に27万2,500人に増える，その後若干減る 

という見通しですが，増えるというのは，ど

ういう施策をもって増やそうとしているのか，

あるいは，どういう根拠でこういう試算を予

測しておられるのかを明示する必要があるの

ではないかという気がしております。そうい

うことも含めて市民も理解する，市民も一緒

に水戸市と力をあわせて５年後，10年後の目

標像を達成しようという気持ちになるのでは

ないかと思うのです。 

 すみません，時間が長くなってしまって。 

 それから，交流ネットワークづくりという

ことで11ページに出てきます。交流というの

は確かに一つの重要な，特に，キーワード中

のキーワードだと思いますが，交流というの

をどう解釈されているのか。例えば，観光交

流人口というふうに出ますが，これは従来の

観光入り込み客数を読み替えただけですよね。

それから生活圏交流人口といっても，これも

前からやっている常陽地域研究センターの数

字を読み替えただけ。では，その観光交流人

口とか生活圏交流人口という位置付けをする

なら，水戸市としてどういう意味を交流とい

う言葉に込めるのか。やはり交流というのを

どうイメージしたらいいのかを，きちんと定

義したほうがいいのではないかと思うのです。 

 つまり，観光客にしても，一回来て，偕楽

園なり弘道館を見て，さようならと，観光客

は気まぐれな面がありますから，その観光客

が，水戸市はいつ行ってもいいよね，また来

たいねという，つまりリピーターにするため

にはどういう仕組みが必要なのかということ

までしないと，観光客はイコール交流人口に

ならないと思うのです。そこが簡単につなが

っていると思います。 

 すみません，あと三つですが，時間はよろ

しいですか。 

 五つ目ですが，13ページ，重点プロジェク

トがあります。この 初に子育て，子どもた

ちを据えたというのは非常にすばらしいとい

いましょうか，大事な点だと思って，ここは

非常に同感したのです。ただ，子どもたちは，

いつまでも子どもではなく，将来大人になり

ますので，子どもの時代にどういう体験をし

たかが非常に将来生きてくると思うのです。

ですから，まちづくりの現場に子どもたちを

どんどん巻き込んでいく，いろいろな体験を

してもらうという仕組みが，僕の見方からす

ると欠けているのではないかという気がして

おります。 

 何年か前に，浜田小学校を舞台にコミュニ

ティスクールという実験をしたことがありま

す。商店街と学校が，いろいろな面で交流し

あって，子どもたちにいろいろな体験をさせ

る。当時の大木先生という校長先生が，今の

子どもは直行直帰型だ，家と学校を行ったり

来たりするだけだ，間の風景は見えない，こ

れを見えるようにしようよというので，いろ
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いろなイベントを商店街と一緒にやったので

す。そこでの体験というのは将来必ず生きる

だろうという視点から，この重点プロジェク

トの中に施策を盛り込んでもらう必要がある

のではないか。やはり誇りとか，地域に対し

ての愛着，我々大人は，なかなか考え方が変

わりませんが，愛着がないまま行くとか，誇

りがないまま行くとかありますが，子どもた

ちは，これからの担い手ですので，どういう

体験をするかということが非常に重要だと思

っていまして，そんな印象を持ちました。 

 ６番目，観光集客力ということで15ページ

に出てきます。やはり従来型の弘道館，偕楽

園に来てもらうという観光も僕は大事だと思

いますが，今全国各地で行われているのは，

ニューツーリズムと言われ，観光もいろいろ

多様化しているのです。水戸市も非常に農業

的な色彩を強く持った地域があります。木葉

下ですとか，内原地区もそうだと思いますし，

そういうところでのグリーンツーリズムとか，

あるいはエコツーリズムとかいろいろな，あ

るいは芸術館を生かした，ミュージックツー

リズムというのは聞いたことないですが，場

合によってはそういうツーリズムを企画する

とか仕掛けるとか，偕楽園や弘道館ももちろ

ん大事ですから，これを生かすという視点は

もちろん継続しながらも，やはり今の流れの

中でいろいろな観光があり得るのだというこ

とから，もっと多様な施策が盛り込めるので

はないかという気がしております。 

 後に７番目ですが，全体の計画の推進体

制，それから進行管理について，これは骨子

ですので，でき上がったときには，そういう

部分がつけ加わるのかもしれませんが，この

計画をどういう体制の中で具体化していくの

か，それから，平成35年度の目標数値が示さ

れていますが，長いですよね。中間の目標値

を設定したっていいのではないかと思うので

す。今どこまで計画が進んで，どこまで進ん

でいないのかを絶えずチェックしながら，５

年後，10年後には描いたような目標を達成す

る，その進行管理の体制，これは内部，それ

から外部から人を入れて，いろいろな考え方

があるかと思いますが，その進行管理の体制

が必要ではないか。 

 それから，よく聞きますのは，計画は立派

にできても，できたとたんに倉庫にしまわれ

てしまうというケースをよく聞くのです。せ

っかく行政の職員の方，あるいは市民のいろ

いろな意見を反映させてできた計画を，行政

のそれぞれの部署で絶えず座右に置いて，そ

れとの整合性とか連携を絶えず考えながら

日々の行政施策を練っていく，具体化してい

くという体制をどうやったらつくれるかとい

うところも，総合計画の中に明文化していい

のではないかと思っております。 

すみません，長時間。以上が大体の感想で

す。検討の素材にしていただければありがた

いと思います。 

 

○大関座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明等ありましたらお

願いいたします。 

 

○高橋市長 

 齋藤さん，ありがとうございました。大変

専門的な形で御提言，御意見いただきまして

本当にありがとうございました。 

 まず，将来都市像に関するイメージなので

すが，わかりにくいということであります。

これは捉え方の問題にあると思っております

が，実は，私が選挙のときに掲げたキャッチ

フレーズが，「笑顔あふれる安心快適空間，

未来に躍動する先進都市・水戸」でありまし

た。 
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 そういったことに基づきまして，さまざま

施策を練って水戸市の今後の将来あるべき姿

というものを，この２ページの丸で三つ囲ん

だものであります。それを一つの言葉にしよ

うということで，当初，「笑顔あふれる安心

快適空間，未来に躍動する先進都市・水戸」

という位置付けをさせていただいたのですが，

やはり，よく言われるのが，総合計画を見る

と，例えば，そこを水戸ではなく隣のひたち

なかとか，つくばと名前を変えただけで，あ

とはどこでも通用するではないか，場合によ

っては業者に丸投げしたみたいな総合計画で

はないかということをよく言われるのです。

実は，水戸は違うのです。全部この政策企画

課と，私たちと練って，全部自前の頭でつく

っているものであります。決して業者に委託

はしておりません。 

 やはり，これは単純なことを言います。ま

ず，水戸らしさを出していきたい，先進都市・

水戸，先進都市・○○とやれば，どこも同じ

言葉になるのです。この，いわゆる魁という

言葉，もちろん，これは水戸市だけの独自の

言葉ではないけれども，ずっと歴史の経緯か

ら考えたときに，天下の魁・水戸というのが

ずっと持っていた，いわゆる先進という言葉

を，何事にも先駆けて取り組んでいこうとい

う，そういう水戸市でありたいという思いで，

先進という言葉から，私が魁のまちという言

葉に変えさせていただきました。 

 これについては，齋藤さんばかりではなく，

実はパブリックコメントの中でも，魁という

言葉はめったに使わない。ふだん市民にはな

じまない言葉だという意見ももちろんいただ

きました。しかし，私としては，過去の歴史

から先人からさまざま水戸は学び，いわゆる

古来の精神で学び，そして，また先進的にそ

こから新しいことを取り組んでいこうという

思いを込めたということであります。ただ，

もちろん齋藤さんおっしゃるとおり，それを

聞かなければ話はわからないことでありまし

て，一見ここで聞いただけでは，確かに，な

んのこっちゃということでありますので，そ

れは随時，私のほうから，そういう思いを込

めて魁のまち・水戸という言葉を使わせてい

ただいたということは，機会を捉えて説明を

させていただければと思っております。 

 これは私の心，気持ちが込もった言葉とし

て使わせていただいたということで，おっし

ゃることはわかるのですが，こういう言葉で

水戸市の将来像を私が描かせていただいた。

これは，全然こちらは全く関係ありません。

私の政治判断ということでやらせていただい

たということです。それを解釈したのが，こ

の三つの輪であり，それぞれに説明をしたこ

の基本理念があるということでありますので，

ぜひ，この部分については御理解をいただき

たいと思います。政治的な私の判断で，こう

いう言葉を使わせていただいた。できるだけ

多くの皆さんに，御理解をいただくような説

明責任を果たしていきたいと思っております。 

 このスマート・エコシティということもそ

うであります。私たちは，単純に，非常に環

境に優しい，そして，洗練された成熟したま

ちを目指していきたいという意味で，スマー

ト・エコシティという言葉を使わせていただ

いたのですが， 近，横文字ばかり使ってな

かなかわかりにくいということもあります。

これも，捉え方によってわかりにくいという

ことも言われると思いますが，私たちとして

は，この洗練された環境に優しいまちを，こ

の水戸市につくっていきたいという思いを込

めさせていただきました。特に，これからま

ちの方向性として，今まで水戸市がまちを分

散化させてきたという反省点から，コンパク

トシティを中心市街地を中心につくり上げて

いきたいという，大きくかじを切りたいと思
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っています。そういったまちの中は，例えば，

移動手段にしても，これだけ車社会になって

しまいましたが，それに逆に，これからの時

代対抗していこう。例えば，公共交通機関や，

自転車や，あるいは徒歩や，そういったもの

で移動手段を大きく変えていきたいという思

いも込めさせていただきました。そのために

は，この中心市街地をはじめとして，どうい

うふうにまちづくりのあり方を方向転換して

いかなければならないかということを細かく

盛り込ませいただきましたので，このコンパ

クトシティの中でのスマート・エコシティを

目指すということをセットとして，これから

今まで拡散型，そして，移動手段が車中心と

いうことから，いわゆる集約型，そして移動

は公共交通や自転車を利用したエコに優しい

まちを目指していきたいという思いを，スマ

ート・エコシティという言葉の中に込めさせ

ていただいたところでもございます。 

 それから，人口と経済の展望でありますが，

そこに財政見通しがあってもよいのではない

かということでありますが，実は財政見通し

は立てております。その財政見通しについて

は，実はハード事業で，この10年間にこれだ

けお金を確保して，それは国のお金だとか，

補助金だとか，私ども自前のお金だとか，全

体で2,000億円ぐらいの金があって，これだけ

の事業を10年間でできますよという根拠を示

したものがあります。これについては，後ほ

どこちらのほうから説明をさせたいと思って

おります。 

 それから，目標人口につきましては， 

どのような根拠を持っているのかということ

でありますが，とにかくこれは一つ努力課題

でもあります。人口問題研究所におかれまし

ては，さきほど申し上げたとおり，社会的な

動きを踏まえて大体3,000人ぐらい減るだろ

うということでありますが，私どもは減らさ

ない努力をしていきたいということで，そこ

に定住化を図るための福祉や教育やインフラ

整備，さらには観光振興，あるいは中心市街

地の活性化等の一つ一つを積み上げて，何と

か減らさない努力をしていこうという目標を

掲げさせていただきました。 

 では，明確な根拠があるのかといったら，

もちろん細かく，何と何をやるから，何十人

増やして，こういうふうになるという根拠は

示しておりません。とにかくさまざまな施策

を盛り込むことによって，減らさない努力を

していこうということを掲げさせていただき

ました。本当は，ここを今までの第４次総合

計画や第５次総合計画のように，１万人増え

ますとか３万人増えますとか，第５次総合計

画では10年間に２万5,000人増やせるという

目標を掲げたそうです。実際には，その実現

はしておりません。そういうこともありまし

て，今度は実態にあわせて，何とか減らさな

い，世の中は減るけれども，水戸市だけは減

らさない努力ぐらいは，いろいろなことを積

み上げてできるのではないかという思いを込

めて，この目標を掲げさせていただきました。 

 ですから，つまり，積み上げた数字ではあ

りません。この政策を，例えば住宅政策を何

個やるから何人増えて，ここでまず何人確保

できる，例えば，教育をやるから，教育がい

いから水戸市に住んでいただいて，そういう

人たちが何人いるから1,000人増えるとか

2,000人増えるとか，そういうものを積み上げ

たわけではありません。あくまでもいろいろ

な施策をやることによって，私たちが減らさ

ない努力をしようということで，現状維持の

27万人を努力目標とさせていただいて，ここ

に位置付けをさせていただいたところであり

ます。 

 この交流ネットワークづくりの交流の定義

については，齋藤さんからいい御意見をいた
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だきましたので，私たちは交流というのを今

まで単純に，水戸市に来ていただくお客様，

水戸に仕事に来ていただく方，あるいは学校

に通ってくださっている方ということで，交

流ということで定義させていただきましたが，

それを単なる一回来たきりではなく，いわば

本当の交流ですよね，リピーターとして何度

も水戸市に来ていただくとか，そういう人た

ちをあわせた何らか定義化すべきではないか

ということについては，もう一度，交流とい

う言葉の定義については，こちらで練らせて

ください。これについては，御意見をいただ

きましてありがとうございました。単純に交

流というものを捉えただけでありましたから，

これはいい意見をいただきました。本当にあ

りがとうございました。 

 この重点プロジェクト，子育てについては，

私の思い入れでございまして，ここは一番力

強くやっていこうということで，やはり人づ

くりこそ，まさにまちづくり，そして，超高

齢社会を支えるための人材の育成と捉えて重

点化をさせていただきました。その子供たち

について，まちづくりの現場に取り入れてい

くという御提言については，それぞれの施策

を重ねていく中で，そういった体験学習であ

るとか社会性を身につける教育というものは，

力強くやっていきたいと思っておりますし，

また，学校独自の取り組み等もありますから，

それを応援したり，あるいは，そういうこと

を各学校で取り組めるような機運をつくり上

げていくような教育プログラムもあわせて，

こちらのほうで総合教育研究所と協議をしな

がらつくり上げていきたいと思っています。

勉強ばかりではなく，社会性を身につけると

いうことは，世に出ていって競争社会の中で

もまれるということが絶対ありますから，そ

ういう備えとして大変必要なことであります

ので，そういう子どもたちに社会性，あるい

は心の部分を身につけさせるということは大

切だと思っておりますので，これも御提言を

踏まえて，そういったことを教育プログラム

に今後盛り込んでいくように，総合教育研究

所のほうには指示をしていきたいとも思って

おります。 

 また，グリーンツーリズムとかミュージッ

クツーリズム，こういった言葉もありがとう

ございました。そういうことを踏まえて，こ

れから多様な観光振興策をこの中に，観光振

興を盛り込むということだけは書いておきま

したが，その中で具体化させる上において，

このような案もこれから検討をさせていただ

きたいと思っております。 

 それから，全体の推進体制なのですが，ま

ずは３か年実施計画というのがございまして，

実はこの10年間の間に毎年ローリングをやっ

ています。そして，例えば，今度平成26年か

ら始まりますから，平成26年に３か年実施計

画というのをつくります。そして，次の年に

も３か年実施計画をつくります。その３か年

実施計画をつくる段階でローリングを行いな

がら，この計画をしっかりチェックをしなが

ら，次の３か年の計画を練っていくという形

で，きめ細かくやらせていただいているとい

うのが，うちの総合計画の特徴であります。

基本構想があって，基本計画があって，その

下に実は３か年実施計画まで持って，そして，

この実行を管理しているというところが特徴

でございますので，それは御意見を踏まえて，

しっかり進行管理には全庁挙げて努めていき

たいと思っておりますし，また，それを市民

の皆さんに見えるような形で，これから情報

公開にも努めていきたいと思っております。

なるべく市民の皆様方と情報を共有しながら，

皆様方の御意見をいただいて，この３か年実

施計画の中で，見直すものは見直す，さらに，

遅れているものについては皆さんにいろいろ
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なチェックをいただきながら先に進めるよう

な努力もしていくということで，しっかりこ

の計画が10か年で何とか実現ができるように

進行管理をしながら努力をしていきたいと思

っております。 

 財政計画の部分については，担当課から説

明をさせたいと思います。 

 

○小田木課長 

 すみません，時間が押していますので手短

に説明させていただきますと，財政計画につ

きましては，歳入，歳出それぞれの項目ごと，

例えば，歳入でありますと税金，あるいは国

からの補助金，国からの地方交付税といった

ものを綿密に打ち立てまして，財政計画とい

うものを打ち立てて，今回のそれぞれのハー

ド事業にどれぐらいお金がかかるのか，ソフ

ト事業にどれぐらいお金がかかるのかという

ものを精査した上で，この計画をつくってい

るという状況であります。 

 今回，骨子「素案」ということで皆様に公

表をしてございます。これが 終的に秋口に

なりますと，恐らく300ページからの総合計画

というものがまとまってまいります。その段

階で財政計画，歳入，歳出，そして，それぞ

れのハード事業にどれぐらいのお金がかけら

れるのかというものについても明らかにして

いくというのが水戸市の総合計画の方式でご

ざいまして，今回，地域懇談会に当たりまし

ては，そういった財政計画について，現在，

国の動向等についてもまだ定まっていないと

いう状況も踏まえまして，今後策定します総

合計画の案の段階で皆様にお知らせしていき

たいと考えてございます。 

 以上であります。 

 

○大関座長 

 それでは，御意見は尽きないと存じますが ，

予定時間が参りましたので，まことに申し訳

ございませんが，懇談につきましては以上を

もちまして終了させていただきます。 

水戸市においては，いただいた御意見等に

ついて真摯に受け止め，十分検討していただ

きますようお願いいたします。 

 本日は，皆様方の御協力により円滑に会議

が進みまして，座長の大役を全うすることが

できました。厚くお礼を申し上げまして挨拶

とさせていただきます。 

 本日は，ありがとうございました。 

 

○司会 

 座長の大役を務めていただきました大関座

長，どうもありがとうございました。 

 本日は，時間の関係で，御発言いただけな

かった方もいらっしゃるかと思います。御意

見等があれば，概要版資料の３ページに書い

てございます。これを御参照の上，御提出い

ただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

 それでは，ここで高橋靖水戸市長から，懇

談会を総括しての御挨拶を申し上げます。 

 

○高橋市長 

 ９時までという約束だったのですが，若干

御質問をいただいたことについて私から，補

足をしながら総括をさせていただきたいと思

います。 

 まず，星野さんからお話がありました市民

センターの整備についてでありますが，お答

えをしたとおり19番目に古いということであ

りまして，今回の総合計画の中では，いわゆ

る長寿命化型の改修計画の中で整備をしてい

くという位置付けをさせていただきました。

正直申し上げて，どこの市民懇談会に行って

も，市民センターを改修してほしいという要

望がものすごく出ています。少なくとも私が



- 135 - 

平成７年に市会議員になった以降につくられ

たものは，大変アプローチも広く，ホールも

あって，すばらしいのですが，やはり古いも

のについては，例えば，玄関が狭かったり，

あるいはホールが狭かったり，コミュニティ

ルームがなかったりという部分で，その辺の

ところはコミュニティに格差が出てしまって

はいけないという思いもあります。ただ，一

方で，やはり全ての改修を今集中的にすると

いうようなお金が正直申し上げてありません。

そこで，できるだけ長寿命化改修の中で，皆

様方が使いやすいような設計をして，さきほ

ど言ったコミュニティルームを創設したりと，

そういうことの中で工夫をさせていただきた

いと思っております。トイレについては，時

代の要請に沿って洋式トイレを増やしていく

ということは，やらさせていただきたいと思

っております。 

 さらに，今，24ページにもありますように，

老人福祉センターを一つ設置します。これは，

西部地区に設置をいたしたいと考えておりま

す。これは第５次総合計画の積み残しであり

ますので，よく赤塚地区の市民懇談会でも出

されるのですが，そういったところにも，い

わゆる生涯学習機能，あるいは多世代交流機

能，いわゆる子育て支援機能，そういった多

機能型の老人福祉センターを西のほうに一つ

整備すれば，さらに子育て支援，あるいは生

涯学習，もちろん老人福祉といったものにも

つながっていくのではないかと思っておりま

す。そういったことも位置付けをしておりま

すので，上中妻地区の皆様方にも，西部地区

でありますから，場所が決まっているわけで

はありませんが，利用しやすいような施設と

して，この総合計画内に一つ整備ができると

いう自負をいたしているところでございます。 

 あとは，広場については，さきほど申し上

げた子どもの広場事業，これは，無料で貸し

ていただけるという地主さんがいれば，水戸

市で借り上げて，そこに遊具を設置して，そ

して，管理は町内会の方々にお願いをすると

いう事業です。もし，そういう地主さんがお

りましたら，生涯学習課に御相談ください。

私たちのほうで遊具等の設置をして，皆さん

に管理していただくという形になると思いま

すので，よろしくお願いしたいと思います。 

 それから，大津さんから，人口減少を防ぐ

ためのさまざまな施策ということであります

が，まさにさきほど齋藤さんからもいろいろ

御提言をいただきました。これらについては，

観光ばかりではなく，とにかく水戸の魅力を

しっかり創出して，まずは水戸に住んでいた

だく方々を増やしていくということでありま

す。それが教育であったり，子育て支援であ

ったり，あるいは道路，下水等のインフラ整

備であったりということで，まずは水戸に住

みたいと思っていただけるような魅力を創出

するためのさまざまな施策を，この中に盛り

込んで，さきほど言った27万人，人口は減ら

さない，そういう努力をしていきたいと思っ

ています。 

 そういった中で，やはり働く場所が必要で

ありますので，企業誘致については，特に，

企業立地の補助金も今年から今までの１パー

セントから５パーセントに上げさせていただ

きました。上限3,000万円，つまり，６億円投

資をすれば3,000万円上限使えるという制度

をつくりました。今までは，30億円投資しな

いと3,000万円使えないという非常に使い勝

手の悪いものでありましたので，その辺のと

ころもパーセントを上げて使いやすいような

形にしましたし，企業立地の基本計画を策定

するような準備も，今年予算を計上させてい

ただきました。 

 ただ，一方で，さきほど説明をしたとおり，

水戸の場合には，大きな工業団地を誘致した
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わけではありませんし，今売れ残っている，

これから誘致が図れるような土地があるわけ

でもありません。県のほうは，今やっきにな

って自分たちが持っている土地を売り歩いて

いますから，水戸に振り向いてくれているわ

けではありません。ですから，自分たちで努

力をしていかなければなりません。ですから，

水戸市の立地特性をしっかり自分たちで把握

をして，何が誘致できるのか，特に，さきほ

ど言った，中心市街地の中に定住化と，いわ

ゆる事業所立地を図って，コンパクトなまち

をつくっていきたいと思っておりますので，

例えば，中心市街地に企業を立地すれば５年

間税金を免除しますよとか，あるいは何かを

安くしますよとか，そういういわゆる優位的

な制度を創設をして，そして，企業の誘致を

図っていくということを，今商工課に指示を

して練らせていただいているところでありま

すので，水戸市らしい，そういった企業立地

の制度，いわゆるほかにはない，要は競争社

会ですから，こういう優位性がないと来ても

らえないのです。だから，思い切って何々を

ただにするとか，何々を減免するということ

でないと来ていただけないというのが状況で

あります。それを特に中心市街地の中でやっ

ていきたい。例えば，ＩＴであるとか環境で

あるとか，あるいは福祉であるとか，そうい

った今の産業，水戸らしい第３次産業に特化

しているようなことを踏まえて，そういった

事業所が立地できないかという制度設計をこ

れからしていきたいと思っています。それは

既に指示をして，この中にも盛り込んでいき

たいと思っております。 

 観光振興については，さまざまこれに盛り

込んでいきました。新しい観光拠点もつくり

上げていきたいと思っておりますし，例えば，

スポーツなんかも通して，要は，これはハー

ドも整備しなければならないのですが，国際

大会であるとか全国大会であるといったもの

が誘致できるような環境，受け皿を整えて，

コンベンション機能を高めていきたいとも思

っております。 

 山根小学校の跡地については，今までずっ

とやりとりをさせていただいたとおりでござ

いまして，いろいろと私たちも知恵を絞って

いるところなのですが，行政がやると非常に

限定的になってしまいます。例えば，生涯学

習施設に改造をして，後は貸しホールみたい

にしようという何か当たり前みたいなことに

なってしまって，ふだん人々がそこにまさに

交流しないというようなところで，決して活

性化には結びつかないということになります。

ここで，民間の知恵を借りたいと思っており

ます。場合によっては，小学校の利活用につ

いて，民間から公募をする。そして，コンペ

方式にして，地域の方々にもそのコンペの審

査に参加をしていただきながら，こういう利

用がいわゆる民間の活力でできるということ

であれば，逆に民間の方々にお任せをして，

そして，それを地域の活性化につなげていく

ような形をとっていければとも思っておりま

す。それも選択肢の一つとして考えて，今こ

れも制度設計をやらせているところでもござ

います。 

 それから竹垣さんの農業集落排水事業なの

ですが，これらについては，いろいろ水戸市

の水洗化率ということを考えたときに，公共

下水道も含めて今後のあり方をよく練ってい

かなければならないと思っています。 

 皆さん御存知のとおり，今年の４月から公

共下水道の料金を値上げさせていただきまし

た。今，公共下水道の賄い率は30パーセント

か40パーセントぐらいなのです。いわゆる公

共下水道の水の処理料に比べて，皆さんから

もらう料金は30パーセントから40パーセント

しかないということなのです。これを70パー
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セントに持っていきなさいというのが使用料

等審議会の意向なのです。70パーセントまで

持っていくということは，これからどんどん

下水道使用料も値上げをしていかなければな

らないということなのです。 

 一方で，この農業集落排水はどうなのだと

見たときに，農業集落排水は賄い率が25パー

セントしかないのです。ほとんど税金をつぎ

込みながら，これを運営しているというのが

農業集落排水事業なのです。ですから，これ

をいわゆる受益者負担と，つぎ込む税金のバ

ランスをとっていかなければなりません。そ

の過程においては，これから値上げというも

のも視野に入れていかなければなりません。

そういったことでも皆さんはいいのかどうか

ということを，またお諮りをさせていただき

たいと思っております。 

 試算をすると，総事業費40億円ぐらいかか

ります。受益者負担として，35～36万から40

万円ぐらいのお金が見込まれています。そう

いった受益者負担をもらって，さらに，これ

から毎月5,000円とか使用料をいただいて，さ

らにそれがどんどんこれから値上がりをして

いく。私たちも税金をつぎ込まなければなら

ないけれども，皆さんも使用料の値上げとい

うものを，お互いが覚悟をして，この事業と

いうのは行っていかなければならないという

ことであります。 

 そういった将来見通しも皆様方にお示しを

しながら，本当に農業集落排水でいいのか，

それとも別な方法で水洗化率を図る方法があ

るのか，そういったことをもう一度この４地

区，鯉淵地区ばかりではなく，ほかの旧水戸

市内の４地区全てを含めて，そのようなやり

とりをさせていただきながら，新たな水洗化

計画というものを立てていきたいと思ってい

ます。 

 その過程において，鯉淵地区は農業集落排

水でいきたい，私たちも財政的に何とかやれ

る，また，ほかの地域もやれるという判断に

なれば，農業集落排水も一つのやり方であり

ますから，全く否定するものではありません。

ただ，今後，この公共下水道の事業も含めて，

このいわゆる水洗化率のあり方を，総合的に

これから検討をしていきたいと思っておりま

すので，この総合計画の中には，まず位置付

けはさせていただきますが，水洗化の方法に

ついては農業集落排水なのか，それとも合併

浄化槽をつけて補助金を出すやり方がいいの

か，それで農業集落排水の場合には将来的に

事業費がどうなっていくのか，そういった財

政効率もしっかりお示しをしながら，この総

合計画の中で判断をして，整備計画を決めて

いきたいと思っておりますので，この分につ

いても，また市民とやりとりをさせていただ

きたいと思いますので，また，御意見をその

ときにいただければと思っております。 

 それから，青木さんの橋上駅舎なのですが，

これらについては位置付けをさせていただき

ます。今までは，やるのかやらないのか何と

なくうやむやという水戸市の姿勢でありまし

たが，明確に総合計画の中で橋上駅舎，それ

から南口の整備は，やらせていただくという

ことを位置付けさせていきたいと思っていま

す。 

 ただ，問題は，それがいつかということで

す。いつやるのということで，今でしょとい

うわけにいかないので，これらについては，

さきほども申し上げたとおり，ＪＲの管区内

というのがあって，聞くところによると，い

わゆる線路をまたぐ，あるいはアンダーで通

るというものを同時に２か所工事はやりたく

ないらしいのです。例えば，順番で言えば，

梅戸橋の橋上整備をやっていて，あるいはさ

きほどの都市計画道路３・３・２号線の松が

丘工区で橋上をやって，それから，これも赤
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塚の市民懇談会等，あるいは河和田の市民懇

談会でも言われたのですが，いわゆる赤塚駅

西線のアンダー化と，既に３か所持っている

のです。線路をまたぐ，あるいはアンダーで

行くという工事を水戸は既に３か所持ってい

るのです。それと，もう一つ橋上駅舎という

ものが出てくると４か所になってくるわけで

す。この４か所をどの順番でやっていくかと

いうことをＪＲと協議をしていきながら進め

ていかなければなりません。ですから，すぐ

とは言いませんが，この総合計画の中には位

置付けをして，私たちもできるだけＪＲと協

議を進めながら，タイミングを見計らって整

備に着手をしていく努力はしていきたいと思

っています。ただ，何度も申し上げますが，

やるということで明確に位置付けをさせてい

ただくということですので，御理解をいただ

ければと思っております。 

 いずれにいたしましても，今日は，さまざ

ま御意見，御提言をいただきましたので，さ

きほどいろいろ齋藤さんからも御指摘をいた

だきました，まだまだ成熟をしていない部分

があります。それから，市民に説明責任を果

たして，私の思い，あるいはこちらの事務方

のそういったこの整理の仕方というものを理

解されていない部分も非常に反省をしながら，

これから明確にそういったことを多くの市民

に御理解いただけるような説明責任と情報公

開を果たしていきたいと思っております。 

 今日は，細谷議員さん，安藏議員さんにも

御出席をいただきました。議員さん方も，特

に，内原地区の合併建設計画については，い

ろいろ早期の実現のために御提言をいただい

ているところでありますし，総合計画の策定

においても，委員会等でも御意見，御提言を

いただいているところであります。行政と，

そして，議会ともしっかり連携してやってい

きたいと思いますので，まさに市民参加，市

民協働で，この総合計画をつくっていきたい

と思っております。 

 また，足らない部分もありますが，また策

定まで少し時間もありますので，さまざま御

意見をいただきまして，よりよい総合計画，

そして10年のビジョンをつくっていきたいと

思っておりますので，引き続き御協力いただ

きますようによろしくお願い申し上げて，予

定時間を過ぎてしまったことにおわびを申し

上げて総括にかえさせていただきたいと思い

ます。 

 本日は，本当にお世話になりました。あり

がとうございました。 

 

○司会 

 以上をもちまして，魁のまちづくり地域懇

談会を終了いたします。 

 本日は，大変遅くまでありがとうございま

した。 
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○司会 

 魁のまちづくり地域懇談会を開催させてい

ただきます。 

 皆様方には，大変お忙しいところお集まり

いただきまして，まことにありがとうござい

ます。 

 私，本日の司会を務めさせていただきます

水戸市みとの魅力発信課長の武田と申します。

よろしくお願いいたします。 

 この魁のまちづくり地域懇談会は，水戸市

の将来ビジョンを描く新たな総合計画につい

て，その内容を市民の皆様にお知らせすると

ともに，今後のよりよいまちづくりに向け，

市民の皆様から広く御意見等をいただき，水

戸市第６次総合計画に反映させることを目的

といたしまして開催するものでございます。 

 本日の地域懇談会には，73名の方に御出席

いただいております。大変ありがとうござい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

 それでは，はじめに，高橋靖水戸市長から

御挨拶申し上げます。 

 

○高橋市長 

 皆さん，こんにちは。 

 日曜日，本来であるならばおくつろぎのお

時間，あるいはそれぞれに予定があるにもか

かわらず，この魁のまちづくり地域懇談会に

御出席をいただきまして，まことにありがと

うございます。 

 また，常日頃から，さまざまな形で私ども

の行政運営に御協力をいただき，また，それ

ぞれの自治会活動を通して地域の活性化等に

も御尽力をいただいておりますこと，この場

をおかりいたしまして厚くお礼と感謝を申し

上げる次第であります。 

 今回，この魁のまちづくり地域懇談会は，

平成25年８月25日（日）午後２時から みと文化交流プラザ 大会議室 

座長  さわやか大場をつくる会 会長  小川 喜治 

参加者数 76人 



- 140 - 

水戸市を５ブロックに分けさせていただいて，

各地域の代表者の方々，あるいは行政に関心

のある方々，自由参加の方という形で出席を

いただきまして，さまざま御意見をいただい

ているところであります。今日がその５回目，

終日でございます。また，今日も皆様方に

はきたんのない御意見をいただきたいと思っ

ております。 

 今回，この魁のまちづくり地域懇談会は，

常日頃行っております市民懇談会とは少々違

う趣があります。それはどういうことかと申

しますと，この懇談会は，ただいま策定中で

あります第６次総合計画について，その素案

を皆様方に御説明をさせていただきながら，

この総合計画に盛り込むべく施策，政策につ

いて御質問，御意見や御提言をいただく，そ

んなことを目的に開催をさせていただいてい

るところでございます。 

 この総合計画については，平成26年度を初

年度とする向こう10年間の水戸市の将来ビジ

ョンを描き，そして，さまざまな10年間の政

策を盛り込んでいるところでございます。皆

さん御存知のとおり，今，水戸市は第５次総

合計画に基づいて，この行政運営，そして政

策が遂行されているところでございます。こ

の第５次総合計画は，平成26年度が 終年度

であります。したがいまして，本来なら第６

次総合計画は平成27年度のスタートというこ

とも考えられるわけではありますが，やはり，

ここで首長が変われば，いわゆる市長が変わ

れば政策も変わるし考え方も変わっていく。

そして，この10年間の間に，さまざま市民ニ

ーズ，行政需要も大きく変わってまいりまし

た。さらには一昨年の東日本大震災において，

防災行政をはじめとする市民の価値観が大き

く変化をしてまいりました。やはり私たちは，

その多様化する行政需要，高度化する行政需

要，そして，新しい市民ニーズにしっかり対

応をしていかなければなりません。そういう

意味においては，いわゆる市長が変わったと

いうことと同時に，大きくこの時代の変化，

そして，震災後の価値観の変化に対応すべく，

新しい総合計画を前倒しで策定していくとい

う決断をさせていただきました。 

 さきほど，あるイベントに出席をしたとき

に，第５次総合計画があと１年間あるのに，

なぜに第６次総合計画をつくらなければなら

ないのだということを，ある市民の方から言

われました。それは，まさに逆であります。

一刻も早く新しい総合計画に移行するという

のが，現政権，いわゆる私に与えられた役割

だと思っております。 

 しかしながら，この総合計画，向こう10年

間の計画でありますから，一朝一夕にできる

わけではありません。さまざまな手法を取り

入れながら，よく時間をかけて策定をして，

そして，向こう10年間のビジョンを決定付け

なければなりません。そういう意味において

は，できる限り多くの市民の方々の意見を伺

いたいという思いがありまして，今回の総合

計画策定の決定過程においては，さまざまな

市民参加の手法を取り入れさせていただきま

した。 

 例えば，水戸青年会議所と共同開催で，初

めて市民討議会というものも昨年開催をさせ

ていただきました。これらについても，無作

為抽出という手法で選ばれた市民の方々から

御意見をいただいて，有意義な討議会ができ

たものと思っております。 

 そして，さらには，次の時代を担う若い人

たちの意見も聞いていきたいということから，

常磐大学や茨城大学の学生さんとの，いわゆ

る意見を出し合う協議をする場というものも

設けさせていただいたところであります。も

ちろん，インターネット等での意見の募集も

やらせていただいておりますし，また，パブ
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リックコメント等についても実施をさせてい

ただいているところでございます。 

 そして，やはり何と言っても，この 終段

階に至った中で，地域の代表者たる自治会の

皆様方に 終的にさまざまな意見をいただく，

そして，計画の説明をさせていただいて，こ

の中身をチェックしていただく機会を設けさ

せていただきたいということで，この魁のま

ちづくり地域懇談会を開催させていただいて

いるところでございます。 

 この地域市民懇談会では，地域のきめ細か

い問題，例えば，道路の狭あい化であるとか，

下水道の整備であるとか，身近な不法投棄等

の環境問題であるとか，そういった意見が出

されます。もちろん，この地域懇談会におい

ても，地域の問題をお出しいただくというも

のも結構でありますが，少し地域から離れて

いただいて，例えば人口減少，少子・高齢化，

特に，超高齢社会に突入をしてまいりました。

そういった時代の中で，一体今水戸市はどう

いうことが必要なのか，あるいはどういうこ

とに欠けているのか，だからそこをどう改善

しなければならないのか。 

 例えば，今，待機児童をゼロにしようとい

うことで，国も県も市も懸命になって動いて

おります。基本的には保育所を整備するとい

うことでありますが，もっと多様化する保育

ニーズに，こういう方法で解決する方法があ

るのではないだろうか，そういう意味におい

ては，地域と，あるいは行政とが協働でその

仕組みをつくることができるのではないか，

自分たちも協力する，そういう意見があれば，

また出していただければと思っておりますし，

超高齢社会の中で，例えば，買い物難民，交

通手段に困っている人，そして，人口減少が

起これば空き家が出てくる，そんな新しい問

題も出てまいります。そういったことに対し

ても，新しい課題には新しいアイデアがある

ということで，この総合計画に盛り込みなが

ら，新しい問題解決にも取り組んでいったら

どうだろうか，そういうような意見も，ぜひ

皆様方にお出しいただければありがたい。 

 私たちも，この総合計画は業者委託ではな

くて，自前の頭脳でやらせていただいており

ます。やはり自前の頭脳でも限界もあるとこ

ろがありますので，多くの方々に御意見をい

ただいて，まさに市民の英知を結集した，そ

ういう総合計画として仕上げていきたいと考

えておりますので，今日５日目， 終日にふ

さわしい活発な御意見をいただきながら，有

意義な時間を過ごさせていただきたいと思っ

ております。 

 おおよそ４時までということでやらせてい

ただきたいと思いますが，皆様方にも 後ま

でおつき合いをいただきますようによろしく

お願い申し上げまして，私からのお礼の挨拶

に，かえさせていただきたいと思います。 

 今日一日，大変お世話になりますが，どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 

 それでは，ここで市側の出席者を紹介させ

ていただきます。 

〔執行部及び事務局紹介〕 

 それでは，懇談に入ります前に，本日の進

め方を事務局から御説明いたします。 

 

○三宅補佐 

 それでは，御説明をさせていただきます。

お手元にお配りいたしました次第を御覧願い

ます。 

 まず，本日の進め方でございますが，はじ

めに，皆様に本日の資料としてお配りいたし

ました水戸市第６次総合計画・骨子「素案」

について，担当課であります政策企画課から

御説明をさせていただきます。その後，水戸
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市第６次総合計画・骨子「素案」についての

御意見，御提言をいただきたいと存じます。 

 御意見等につきましては，円滑な進行を図

るため，各地区におきまして，あらかじめ取

りまとめていただきました御意見等を発言い

ただきまして，その後，自由発言の時間をと

ってまいりたいと存じます。 

 なお，本日の懇談会の内容につきましては，

公表してまいりたいと考えておりますので，

匿名での御発言を御希望される方は，その旨

お申し出くださいますようお願いいたします。 

 続きまして，御意見等の取り扱いについて

でございますが，本日いただきました御意見，

御提言につきましては，総合計画の策定を進

める中で反映させるべきものは計画に盛り込

んでいくという考えのもと，十分に検討して

まいります。 

 また，本日発言できなかった御意見等につ

きましては，今月の30日までに，お配りして

おります概要版資料３ページ，４ページの様

式によりまして，市に御提出いただきたいと

存じます。いただきました御意見につきまし

ては，どのように総合計画に反映させたかや，

御意見に関する市の考え方を含めまして，後

日，意見公募手続に沿って公表してまいりま

すので，よろしくお願いいたします。 

 説明は，以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○司会 

 それでは，懇談に入りたいと存じますが，

本日の懇談会につきましては，おおむね２時

間，午後４時までを予定しておりますので，

御協力をお願いいたします。 

 また，懇談会の座長につきましては，御参

加いただいております各地区の会長様方の互

選により，さわやか大場をつくる会会長小川

喜治様にお願いしたいと存じます。 

 それでは，小川会長，よろしくお願いいた

します。 

 

○小川座長 

 皆様，こんにちは。座長に御指名をいただ

きました，さわやか大場をつくる会の小川で

ございます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

 御参加いただいております皆様の御協力を

いただきながら，限られた時間ではあります

が有意義な懇談会にしてまいりたいと考えて

おります。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは，水戸市第６次総合計画・骨子「素

案」について，資料の御説明をいただきたい

と思います。 

 

○坪井係長 

 それでは，皆様のお手元にお配りしており

ます骨子「素案」に基づきまして，少々お時

間をいただきまして御説明させていただきま

す。 

 こちらの骨子「素案」につきましては，さ

きほど高橋市長からもございましたとおり，

まちづくり提言や市民１万人アンケートなど，

これまでもさまざまな市民の皆様からの御意

見等の市民参加の手法を取り入れながら，ま

とめてきたものでございます。 

 今回，この地域懇談会，またはパブリック

コメント等を通しまして，市民の皆様から，

さらに御意見等をお伺いした上で， 終的な

計画の案を取りまとめてまいりたいと考えて

ございます。 

 それでは，表紙を返していただきまして，

目次にございますとおり，こちらの総合計

画・骨子「素案」につきましては，Ⅰの序，

Ⅱの基本構想，さらにⅢの基本計画の３部構

成となってございます。 



- 143 - 

 それでは，１ページを御覧願います。 

 Ⅰの序につきましては，第１としまして総

合計画の役割，こちらは総合的かつ計画的な

行政運営の指針，そして，市民，事業者の社

会経済活動全般の指針と，大きく二つの役割

を持つことをお示ししてございます。 

 また，第２に総合計画の名称・構成・期間

といたしまして，基本構想につきましては，

2014年度，来年度から2028年度までの15年間，

そして，基本計画につきましては，2014年度

から2023年度までの10年間の計画といたしま

して，この15年間の基本構想と10年間の基本

計画によりまして，総合計画が構成されるこ

とをお示ししてございます。 

 続いて，２ページを御覧願います。 

 Ⅱの基本構想の部分になりますが，第１の

都市づくりの基本理念につきましては，水戸

市の特性や現況，そして，市民の皆様の意向

や時代の課題といったものを踏まえまして，

水戸市を今後どのような都市としていくか，

考え方をまとめたものでございます。 

 水戸に住む全ての市民が安心して暮らし，

幸せを感じられるまちをつくっていくことを

到達すべき目標といたしまして，安心を感じ

られる環境づくりをはじめ，経済的発展，水

戸ならではの個性と魅力の向上，にぎわいと

交流の創出，そして，あらゆる分野での人づ

くりによります市民力，地域力の進展という

視点に立ちまして，下の図にございますとお

り，笑顔にあふれ快適に暮らせる安心都市づ

くり，未来に躍動する活力ある先進都市づく

り，そして，水戸ならではの歴史，自然を生

かした魅力ある交流都市づくりの三つの基本

理念を掲げるものでございます。 

 続いて，３ページの下にございますが，第

２の将来都市像につきましては，ただいま御

説明いたしました都市づくりの基本理念を念

頭に置きまして，本市の目指すべき将来都市

像，将来の都市のイメージといたしまして，

「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」と定めるものでございま

す。 

 続いて，４ページを御覧願います。 

 ４ページには，第３の人口と経済の展望と

いたしまして，活力ある都市づくりに向けま

して，人口の集積とあわせ，さらなる発展を

していくために，目標人口及び新たな指標と

しまして目標交流人口を定めるものでござい

ます。 

 中段にございます２の将来人口のうち，(1)

の目標人口につきましては，太字のゴシック

でお示ししてございますが，就業環境，生活

基盤，福祉，教育サービスの充実など施策を

総合的に展開し，人口の定住化によって目指

すものでございます。2023年度，平成35年度

においては，現況と同規模の27万人を，2028

年度，平成40年度におきましては，人口の大

幅な減少を食い止め，26万7,000人を目標人口

として設定するものでございます。 

 ５ページを御覧願います。 

 (2)の目標交流人口につきましては，太字で

ございますが，人，物，情報の交流を通した

新たな活力，にぎわいの創出によりまして，

2023年度，平成35年度において，観光交流人

口といたしまして450万人を，生活圏交流人口

といたしまして80万人を目指すものでござい

ます。 

 その下，３の経済見通しにつきましては，

国の経済成長の予測や，民間シンクタンクの

予測等を考慮するとともに，地域経済の活性

化に資する施策を総合的に展開することによ

りまして，2028年度，平成40年度におきまし

ては，市内総生産，市民所得とも対前年度0.8

パーセント程度の成長率と，緩やかな成長を

見込むものでございます。 

 続いて，６ページを御覧願います。 
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 第４の都市空間整備構想につきましては，

水戸市をどのように整備していくのか，その

平面的な土地利用だけにとどまらずに，質や

機能という視点に立ちました整備の方向性を

定めるものでございます。中ほどにございま

すが，時代の変化に対応できるコンパクトな

都市構造を展望いたしまして，地球環境の保

全とともに，自然環境と共生するエコなまち

づくりを基調といたしまして，都市核をはじ

め，拠点をスマートに配置し，魅力の向上，

集積を図り，都市全体の発展の活力を高める

とともに，災害に強い都市構造を確立し，住

む人に優しい魅力・活力集積型スマート・エ

コシティを目指すものでございます。 

 ７ページを御覧願います。 

 続いて第５の施策の大綱につきましては，

こちらは将来都市像の実現に向けまして，左

の欄，大項目というところでございますが，

笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」づくり

をはじめとしました四つの大項目を柱といた

しまして，中ほどにございます中項目の欄，

12の中項目がございます。さらには，右にご

ざいますが小項目の欄48で構成してございま

す。この大綱に基づきまして，基本計画にお

いて，その将来都市像の実現に向けました各

種施策を位置付けていくものでございます。 

 続いて，８ページを御覧願います。 

 三つ目の構成としまして，Ⅲの基本計画で

ございます。ただいま御説明いたしました基

本構想の考え方を，より具体的な施策等とい

たしまして定めるものでございます。 

 第１の基本的指標につきましては，さきほ

ど基本構想でも御説明いたしました目標人口，

目標交流人口，さらには市民所得につきまし

て，基本計画の期間であります10年後，2023

年度を目標といたしまして設定したものでご

ざいます。 

 続いて，９ページを御覧願います。 

 第２の都市空間整備計画につきましては，

さきほど６ページにおいて御説明いたしまし

た都市空間整備構想をより具体的な計画とし

て位置付けるものでございます。 

 都市空間整備構想に基づき，具体的な整備

の方向性を定めるものでございまして，その

イメージ図を図２にお示ししてございます。 

 下にございますが，１の「水と緑の潤い空

間づくり」につきましては，偕楽園，千波湖

周辺をはじめとした本市の特徴である豊かな

自然をまちづくりの軸と位置付けまして，積

極的な保全と再生を図り，市民が安らぎや潤

いを感じられる空間づくりを目指すものでご

ざいます。 

 10ページを御覧願います。 

 上段２の「都市核・拠点の機能強化・充実

と快適な生活環境づくり」につきましては，

スマートな都市構造を実現していくため，(1)

からお示ししてございますが，広域的な拠点

性を持つ「都市核」につきまして，さまざま

な都市中枢機能の連携強化と一層の集積を図

るとともに，県庁舎周辺地区については業務

系の，東部工業団地等については工業系の，

水戸市公設卸売市場及び水戸西流通センター

につきましては流通系の産業系拠点としての

強化や赤塚駅周辺，内原駅周辺，下市地区の

生活拠点の機能充実を図るほか，交通ネット

ワークや拠点間の機能連携ネットワークの強

化を進めながら，活力あるまちづくりを目指

すものでございます。 

 また，既成市街地への居住を誘導できる生

活基盤の効果的な整備を進めながら，安心し

て快適に暮らせる生活環境づくりを目指すも

のでございます。 

 その下，３の「災害に強い都市基盤づくり」

につきましては，防災拠点としての役割を果

たす行政庁舎の整備をはじめ，各地区におけ

る避難拠点施設の機能強化を図るとともに，
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災害時の物資輸送路や避難経路となります幹

線道路や生活道路等の整備，さらには河川改

修や総合的な浸水対策を進めながら，災害に

強い都市基盤づくりを目指すものでございま

す。 

 11ページを御覧願います。 

 ４の「地域特性を生かした魅力あふれる交

流ネットワークづくり」につきましては，活

力あるまちづくりを進めていくため，水戸市

の特徴でもあります自然や歴史をはじめ，教

育や文化，スポーツなどさまざまな分野での

交流創出に向け，地域特性を生かしながら，

魅力を高め，発信する交流拠点づくりととも

に，回遊性の高いネットワークづくり，あわ

せてコンベンション誘致に向けた拠点施設の

機能強化を目指すものでございます。 

 図の３に魅力発信・交流拠点のネットワー

クのイメージ図をお示ししてございますので，

後ほど御参照願います。 

 続いて，12ページを御覧願います。 

 12ページにございます第３の重点プロジェ

クトにつきましては，第６次総合計画の特徴

といたしまして，魁のまち・水戸を実現して

いくため，２の文章でもございますが，水戸

の成長と発展の礎となる人づくり，安全で安

心な都市基盤づくり，経済・産業を活性化す

るにぎわいづくりの視点から，四つの重点プ

ロジェクトを定めまして，優先的かつ集中的

に取り組み，おおむね５年以内に一定の成果

を上げることを目指すものでございます。 

 13ページに，まず「プロジェクト１～将来

の水戸を担う子どもたちを育む～未来への投

資プロジェクト」が記載してございます。安

心して子ども生み，育てることができるまち，

さらには子どもたちの学力向上や生きる力の

育成を目指しまして，目標指標といたしまし

て保育所待機児童ゼロ，学力診断テストの総

合得点の向上等を掲げまして，戦略的な取り

組みとして民間保育園の整備促進，（仮称）水

戸市子ども発達支援センターの整備，水戸ス

タイルの教育の推進など子育て支援の強化，

さまざまな分野でリーダーとなり活躍する人

材の育成に取り組んでまいります。 

 続いて，14ページをお開き願います。 

 ２番目の「プロジェクト２～安全・安心を

実感できる～災害に強いまちづくりプロジェ

クト」につきましては，災害に強いまち，安

心して暮らせるまちを目指しまして，市有建

築物の耐震化率100パーセント，主要な備蓄物

資・資機材の充足率100パーセント等の目標を

掲げまして，本庁舎防災センター機能の整備

をはじめ，応急給水拠点施設の整備，防災情

報伝達システムの整備，次世代防災リーダー

の育成など，防災拠点やライフライン等の機

能強化とともに，災害に備えた人や組織，情

報のつながりの強化に取り組んでまいります。 

 続いて，15ページの「プロジェクト３～水

戸の自然，歴史，文化の魅力を生かした～観

光集客力アッププロジェクト」につきまして

は，水戸の歴史，文化の魅力の向上，戦略的

な観光振興等による交流人口の増加，経済の

活性化等を図っていくことを目指しまして，

観光交流人口400万人，水戸市内の宿泊客数

120万人等の目標を掲げまして，偕楽園，千波

湖周辺，弘道館，水戸城跡周辺をはじめとし

た観光資源を磨き上げ，来て，見て楽しめる

魅力ある観光拠点の形成を図るほか，戦略的

観光ＰＲ活動の推進，おもてなし力の向上に

取り組んでまいります。 続いて，16ページ

を御覧願います。 

 四つ目の「プロジェクト４～人が集い，地

域経済の活性化をリードする～まちなかにぎ

わい・活力創造プロジェクト」につきまして

は，都市中枢機能の集積によりまして，活力

あるまちづくりを目指し，中心市街地におけ

る居住者数，歩行者通行量の増加等の目標を
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掲げ，空き店舗を活用した店舗開業・出店の

推進，商業施設等の新たな誘致を推進すると

ともに，まちなか居住への促進を図るほか，

水戸芸術館を中心としたにぎわいづくり，歩

いて楽しめる道路空間整備，さらにはまちな

か交流拠点の形成などにより，まちの新たな

魅力を創出し，にぎわいあふれるまちとして

の再生に取り組んでまいります。 

 17ページを御覧願いまして，第４の主要施

策の概要につきましては，７ページでお示し

しました施策の大綱の48の小項目ごとに基本

計画の期間，10年間における基本的方向や目

標指標，推進すべき各種施策，事業を位置付

けるものでございまして，ソフト事業，さら

にはハード事業あわせ，主な取組といたしま

して320の事業を位置付けてございます。 

 このうち，四つの柱ごとに，時間の関係も

ございますので，新規施策や主要な施策を中

心に御説明いたします。 

 まず，18ページを御覧願います。 

 １の笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」

づくりにつきましては，(1)の①子ども・子育

て支援の充実に向けまして，主な取組・ソフ

トの３にございますが，市民センター等地域

における子育て支援・多世代交流拠点の市内

全地域への拡充を図るとともに，19ページに

まいりまして，ソフト事業の11にございます

が，質の高い幼児教育，保育の総合的な推進

といたしまして，就学前児童の教育の充実等

に努めるほか，ハード事業の３にございます

が，待機児童ゼロに向けました民間保育所の

定員500人の増などに取り組んでまいります。 

 続いて，20ページを御覧願います。 

 ②の学校教育の充実に向けましては，主な

取組・ソフトの１にございますが，歴史，自

然，文化，人材を生かしました水戸スタイル

の教育を推進しまして，次世代をリードする

人材の育成を図ってまいります。 

 その下，３にございますが，さきがけプラ

ン等による子どもたちの学力の向上をはじめ，

以下，芸術教育や心の教育，健やかな体づく

りに取り組んでまいります。 

 さらに，21ページ下段にございますハード

事業のうち１と４にございますが，小中学校

施設の長寿命化型大規模改造をはじめ，ハー

ド事業の６にございます小中学校全教室への

空調設備，エアコンの設置を進めてまいりま

す。 

 続いて，23ページをお開き願います。 

 23ページ(2)の①地域福祉の充実といたし

まして，主な取組・ソフトにございますが，

地域福祉推進体制の充実に努めるとともに，

地域での見守り，支え合いなどを推進してま

いります。 

 その下②の高齢者支援の充実に向けまして

は，ページを返していただきましてソフト事

業の２にございますが，特別養護老人ホーム

600床の増床など，施設介護サービスの充実を

図るとともに，ソフトの５，６にございます

が，高齢者等移動支援や地域における多世代

交流を推進するほか，ハード事業の２にござ

いますが，老人福祉センターの新設などに取

り組んでまいります。 

 続いて，その下③の障害者支援の充実に向

けましては，就労支援といたしまして，25ペ

ージの主なソフト４番にございますが，市独

自の共同受発注センターの設置を進めるほか，

ハード事業にございますが，（仮称）水戸市子

ども発達支援センター及び新たな障害者生活

支援センターの整備に取り組み，相談体制の

充実に努めてまいります。 

 続いて，27ページを御覧願います。 

 27ページの(3)の①健康づくりの推進につ

きましては，ソフト事業にございますが，食

育をはじめ，生活習慣病の予防，妊産婦や乳

幼児育児の支援，さらには高齢者の健康づく
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りを推進してまいります。 

 続いて，29ページを御覧願います。 

 (4)の①としまして危機管理・防災体制の強

化に向けましては，ソフト事業の５を御覧願

います。市民センター等をはじめとした地域

防災活動拠点の機能強化を図るとともに，そ

の下，地域における災害時要援護者支援体制

の構築を進めるほか，ハードとして，津波災

害や水害，災害時の要援護者等への対策強化

といたしまして，防災情報伝達システムの整

備に取り組んでまいります。 

 続いて30ページにまいりまして，②の総合

的な防災対策の充実につきましては，ソフト

の２番にございますが，地域等の参画による

防災訓練の実施や自主防災組織等と連携しま

した情報伝達，避難所運営体制の強化を図る

など，市民協働による地域防災を推進するほ

か，ソフトの３にございますが，食料等の備

蓄物資の充実などに取り組んでまいります。 

 続いて，32ページを御覧願います。 

 32ページに④治水・雨水対策の推進といた

しまして，ソフトの取組１，２にございます

が，那珂川，涸沼川など主要な国・県管理河

川の整備を促進するほか，総合的な雨水対策

といたしまして，都市下水路や排水路などの

雨水排水施設整備を重点的に推進するととも

に，既存管渠の流下機能の改善や雨水貯留施

設等の整備を進めてまいります。 

 33ページにまいりまして，(5)の①交通安

全・防犯の充実に向けましては，主な取組・

ソフトでございますが，通学路の安全対策を

はじめ，歩行者，自転車の交通安全対策とと

もに，自主防犯活動団体等と連携いたしまし

た防犯活動を推進するほか，34ページにまい

りまして，上段，ハード事業といたしまして，

歩道やガードレール等の交通安全施設の整備

を進めてまいります。 

 続いて，ページ飛びまして37ページをお開

き願います。 

 二つ目の柱，未来に躍動する活力ある「み

と」づくりにつきましては，(1)の①として都

市核（中心市街地）の強化に向けましては，

ソフト事業の１にございますが，まちなか交

流促進事業や，学生との連携による中心市街

地活性化事業など多様な交流によるにぎわい

づくりとともに，ソフトの３にございます，

まちなか居住に向けた取り組みや，ページを

返していただきまして，ソフトの７，８等に

ございます商業施設等の新たな誘致，店舗開

業・出店の推進を図るほか，ハード事業とい

たしまして，泉町１丁目北地区再開発事業な

どの新たな交流拠点づくりや歩いて楽しめる

道路空間整備等の施策に総合的に取り組んで

まいります。 

 その下，②の地域生活拠点の充実に向けま

しては，39ページ上段にソフト，ハード事業

がございますが，各地区商店街の活性化の支

援を図るとともに，下市地区周辺における歴

史まちづくりをはじめまして，赤塚駅周辺，

内原駅周辺地区の基盤整備を進めてまいりま

す。 

 その下，③の総合交通体系の確立に向けま

しては，主なソフトの２にございますが，公

共交通機関の確保及び利用促進を図るととも

に，40ページ，次のページにまいりまして，

ソフトの５にございますが，快適な自転車走

行空間の形成を図るほか，その下ハード事業

といたしまして，街路整備や道路新設改良な

どを推進してまいります。 

 続いて④の住環境の向上に向けましては，

41ページ，ソフト事業の４としてございます

が，新たなバリアフリー基本構想を策定し，

日常生活圏のバリアフリー化を図るほか，ハ

ード事業２，３にございますが，市営住宅の

建替えや長寿命化型の改修，さらには狭あい

道路及び後退敷地の整備を進めてまいります。 
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 続いて，42ページをお開き願います。 

 (2)の①戦略的観光の振興に向けましては，

ソフトの二つ目にございます産学官連携によ

ります各種コンベンションの誘致活動の推進

を図るほか，偕楽園公園，弘道館をはじめと

しました水戸の有する観光資源を磨き上げ，

魅力を効果的に発信するとともに，43ページ

の中段にございますが，ハード事業の２，３

にございます，英国庭園としての七ツ洞公園

の整備や，植物公園の周辺施設と一体となっ

たリニューアル整備などに取り組んでまいり

ます。 

 その下②の商業の振興に向けましては，44

ページにまいりまして，主なソフト２，３に

ございます空き店舗を利用した店舗開業・出

店の推進，起業支援といたしまして，創業支

援塾の開催，関係機関と連携したサポート体

制の充実などに取り組んでまいります。 

 続いて，その下③の農林水産業の振興に向

けましては，45ページの主なソフトの３から

７にございますが，新規就農者や中心的な担

い手となります農業者の育成・確保，さらに

は６次産業化や地産地消及び農産物のブラン

ド化の推進を図るほか，ハード事業，下段に

ございますが，１の農業生産基盤の整備，さ

らには，46ページにまいりまして，５番にご

ざいます６次産業化施設の整備などを進めて

まいります。 

 続いて，47ページを御覧願います。 

 ⑤の新たな産業の誘致，育成に向けまして

は，主な取組２，３，４にございます企業立

地の促進，さらには産学官連携による新産業

創出の支援，インキュベーション施設の整備

促進等による起業支援などに取り組んでまい

ります。 

 続きまして，ページ飛びまして49ページを

御覧願います。 

 49ページ，３の水戸ならではの歴史，自然

を生かした魅力ある「みと」づくりにつきま

しては，まず(1)の①としまして歴史的資源の

保全と活用に向けまして，主なソフト１，２

にございます世界遺産登録に向けた取り組み

や，ハード事業にございますが，弘道館・水

戸城跡周辺地区における大手門，二の丸角櫓

等の復元をはじめ，ハードの３にございます

が，備前堀周辺地区における歴史・観光ロー

ドの整備など，歴史まちづくりに取り組んで

まいります。 

 続いて，ページ飛びまして52ページを御覧

願います。 

 52ページ(2)の①地球環境・生活環境の保全

と向上につきましては，ソフトの取組にござ

いますが，地球環境を保全するため，低炭素

まちづくり計画の策定をはじめ，市民，事業

者，行政が一体となって取り組むチームみと

エコプロジェクトを推進するほか，太陽光発

電システム等の導入促進など，創エネ・省エ

ネに取り組んでまいります。 

 53ページの②の潤いある水辺環境の形成に

つきましては，水戸のシンボル空間でもあり

ます千波湖の水質浄化に向けまして，ソフト

の取組１，２にございますが，桜川清流ルネ

ッサンスⅡ事業や，市民によるビオトープ等

の整備を促進するとともに，ハード事業とい

たしまして，公共下水道の整備及び施設の長

寿命化をはじめ，農業集落排水処理施設等の

機能強化対策，また合併処理浄化槽の設置促

進などに取り組んでまいります。 

 続いて54ページにまいりまして，③の緑豊

かな空間の形成に向けましては，ソフトの２，

３にございますが，緑と花にあふれる空間づ

くりや，水戸の花絵巻事業といたしまして，

市内公園の花の名所づくり，回遊ルートの設

定を進めるほか，ハード事業の１にございま

すが，（仮称）東部公園の整備をはじめ，その

下，大塚池公園のリニューアル整備や森林公
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園の再整備などを進めてまいります。 

 続いて，55ページにまいりまして④循環型

社会の構築につきましては，環境への負荷低

減に向けまして，主な取組・ソフトの１，３

にございますが，ごみの減量化・資源化の推

進，また不法投棄防止対策の充実を図るとと

もに，ハード事業といたしまして，新ごみ処

理施設等の整備，小吹清掃工場跡地の整備の

ほか，見川クリーンセンターの基幹的設備の

長寿命化改良を進めてまいります。 

 ページ返していただきまして，56ページを

御覧願います。 

 (3)の①魅力ある交流拠点の形成に向けま

しては，さまざまな分野におけるにぎわい，

交流の創出に向け，水戸の特徴とも言うべき，

自然系，歴史・文化系，さらにはスポーツ系

の魅力発信・交流拠点を形成するとともに，

それらを活用しました各種コンベンションの

誘致などに取り組んでまいります。 

 57ページの②にございますが，水戸のブラ

ンド力の向上といたしまして，ソフトの１に

ございますが，市民との協働による地域資源

の発見，再構築をはじめ，各種メディアを通

じた情報提供などによる水戸ブランドイメー

ジの確立，さらには農産物ブランド化の推進，

ＰＲ活動の強化による販路拡大を図ってまい

ります。 

 続いて，59ページをお開き願います。 

 四つ目の柱でございます市民と行政との協

働による「みと」づくりにつきましては，(1)

の①地域コミュニティ活動の推進に向けまし

ては，主な取組・ソフトにございます，地域

コミュニティプランの全地区作成及び活動の

支援をはじめ，地域を支えるリーダーづくり，

コミュニティルーム設置等による市民センタ

ーの機能充実を図るほか，ハード事業にござ

いますが，市民センターの整備といたしまし

て，内原地区における新設のほか，大場市民

センターの地盤沈下対策をはじめ，既存施設

の長寿命化，さらには耐震化としまして稲荷

第一市民センターの改築などに取り組んでま

いります。 

 続いて，60ページを御覧願います。 

 ③の生涯学習活動の推進につきましては，

61ページの主な取組・ソフト１から４にござ

いますが，生涯活動のしやすい環境づくりを

はじめ，新たな生涯学習プログラムの開発・

研究，さらには生涯学習の推進体制の強化な

どを図ってまいります。 

 その下，④のスポーツ・レクリエーション

活動の推進に向けましては，ページ返してい

ただきまして62ページにまいりまして，主な

取組の３番にございます（仮称）水戸マラソ

ン大会，さらには国民体育大会の開催をはじ

めといたしまして，全国大会やプロスポーツ

等の大規模大会の開催・誘致を図るとともに，

ハード事業といたしまして，新たな屋内公認

プールの整備，市民球場のフィールド拡張等

の再整備，さらには市立競技場の第１種公認

陸上競技場への整備などを推進してまいりま

す。 

 続いて，65ページをお開き願います。 

 65ページの(2)の①市民主体の市民参画に

よる行政運営の推進につきましては，主なソ

フトにございますが，広聴機会の充実をはじ

め，政策形成過程における市民参画，さらに

は産学官連携事業などに取り組んでまいりま

す。 

 続いて，66ページをお開き願います。 

 ③の下段にございますが，行財政改革の推

進といたしましては，主なソフト事業としま

して，効果的・効率的な事務事業の執行をは

じめ，民間活力の活用を図るほか，ハード事

業といたしまして，市役所新庁舎の整備に取

り組んでまいります。 

 68ページ以降につきましては，参考資料と
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いたしまして，用語説明を記載してございま

す。 

 非常に雑ぱくでございますが，以上で説明

を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。 

 大変膨大な資料の説明でございましたが，

それでは，次第に従いまして各地区からの御

意見などを発言いただきまして，その後に自

由発言をいただくこととしたいと思います。

大勢の方々に発言をいただけるように，時間

につきましては御配慮をお願いしたいと思い

ます。 

 本日は，上大野地区，稲荷第一地区，大場

地区から御意見をいただいております。はじ

めに，上大野地区から発言をしていただきた

いと思います。 

 発言につきましては，一括でお願いをいた

します。 

 それでは，お願いいたします。 

 発言する際には，お名前をお願いいたしま

す。 

 

○酒出様（上大野地区） 

 住みよい上大野をつくる会の酒出と申しま

す。上大野地区からの問題提起をいたしたい

と思います。 

 件名につきましては，治水・雨水対策の推

進，主な取組・ソフト，国・県管理河川の整

備促進。 

 内容につきましては，那珂川，涸沼川など

主要な国・県管理河川の整備促進，この問題

につきましては，市民懇談会などで毎回のよ

うに提案している件でございます。 

 那珂川の築堤未整備箇所，これは吉沼町町

内会なのですが，工事が途中で中断したもの

ですから，平成16年に関東整備局の局長さん，

それから水戸の課長さんに現地に来て見てい

ただきました。その結果は，現在に至っても

何の進展もありません。この未整備の間が約

30メートルあります。 

 それから，農業用排水路の２か所の水門の

整備，１か所につきましては吉沼町の地内，

それからもう１か所は圷大野地内，これは図

によって示されておりますので，よろしくお

願いしたいと思います。これらは一向に進展

がない。 

 今回の第６次総合計画の12ページに記載さ

れているように，安全・安心を実感できる災

害に強いまちづくりプロジェクトとあるよう

に，災害に強い基盤づくりの推進は，必ず実

行してほしい。国・県の事業となると一向に

進行しなくなるのは，なぜなのか。河川関係

は国・県が大きな関わりを持っているが，安

全・安心なまちづくりをする上において，絶

対に欠かせない問題であり，住民の生命，財

産を守るのも行政の責務ではないでしょうか。

国・県に係る問題は，行政が解決していかな

ければならないと思います。そういう観点か

ら，こういう問題に関しましては，市長ある

いは副市長など，市のトップが先頭に立ち対

処すべきことではないかと思います。 

 これらは，大所高所から見ていただき，未

解決な問題などは，今回の総合計画に盛り込

み，必ず対処するよう切に要望いたします。 

 以上です。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明等をお願いいたし

ます。 

 

○小田木課長 

 ただいま上大野地区の酒出様から，那珂川
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など主要な国・県管理河川の整備促進につい

ての御提言をいただきまして，ありがとうご

ざいました。 

 第６次総合計画におきましては，今回，市

民１万人アンケートの結果を踏まえまして，

資料の10ページ，都市空間整備計画にも位置

付けましたとおり，災害に強い都市基盤づく

りというものを掲げまして，地震，津波，風

水害，原子力災害への対応に重点的に取り組

むこととしているところであります。 

 御提言のありました那珂川の改修につきま

しては，昭和61年の激甚災害を契機としまし

て，水府，青柳，三の丸地区の築堤が進めら

れているところであります。また，平成10年

の那珂川氾濫に対する要望を踏まえまして，

吉沼・下大野地区の築堤，新川の水門の設置

等が進められてきたという状況でございます。 

 国におきましても，全国の河川整備という

ものを抱えている中で，限られた予算の中で

優先順位を定め，整備に取り組んでいるとこ

ろではありますが，これまで継続的に国に要

望してきた結果としまして，那珂川の右岸，

水戸市側の上大野小学校の北側の付近から下

流の東水戸道路の部分まで，大野地区約３キ

ロメートルの区間につきまして，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いる状況にあります。 

 また，御指摘のありました農業用排水路の

水門のうち，圷大野の樋管につきましては，

今回の築堤区間にありますので，整備に向け

まして国との協議を進めてまいります。 

 また，吉沼町の未整備の30メートルの区間

ということでありますが，これにつきまして

も，整備に向けまして土地所有者との協議が

進むよう，国に強く働きかけてまいりたいと

考えてございます。 

 御提言のありましたとおり，市民の安全で

安心な暮らしを実現していくためにも，未着

手となっております那珂川の東水戸道路の下

流部約３キロメートルの区間，あるいは勝田

橋の上流部500メートルの区間，そして涸沼川

の築堤につきましても，国管理河川の整備促

進といたしまして第６次総合計画に位置付け

てまいります。 

 ただいま酒出さんから，市長が自ら率先し

てということで御指摘いただきましたが，先

月の末には，市長が直接，国土交通省に出向

きまして，副大臣をはじめ主要な幹部にも那

珂川改修の実情を訴えてきたところでありま

す。引き続き，国に対して早期整備を強く要

望してまいります。 

 さらに，那珂川沿線の６市町で構成します

那珂川改修期成同盟会につきましても，国に

対して，水戸市の単独要望とあわせて，こう

いった期成同盟会も通して，那珂川の整備促

進について，強く国に働きかけてまいりたい

と考えております。御提言いただきまして，

ありがとうございました。 

 以上であります。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいま市より

説明をいただきましたが，酒出会長さん，よ

ろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは，次に移ってまいりたいと思いま

す。 

 次には，稲荷第一地区の発言をお願いいた

します。 

 

○小山田様（稲荷第一地区） 

 稲荷第一地区まちづくり会の小山田と申し

ます。 

 第６次総合計画，多分，立派な計画ができ

ることを期待しているわけなのですが，そう

いうのを円滑に実現していくためにも，それ
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から計画の中にも，安全とか安心という言葉

がキーワードとして載っていますが，これを

具体的に実現するためにも，治安の維持とい

うのが重要な課題ではないかということで，

そういう観点から御提言をいたします。 

 残念ながら茨城県は，いろいろな事件が多

いように感じます。それから，車の事故は全

国でも悪いほうの上位のほうに入っている。

それから，高齢者の事故もナンバーツーと聞

いています。ということで，ちょっとやはり

治安に問題があるのではないか。水戸が特に

多いというわけではないと思うのですが，県

都として率先して治安の維持に努めていただ

きたいと感じます。 

 御存知かと思うのですが，アメリカがレー

ガン大統領の時代，それからニューヨークだ

とジュリアーニ市長，この辺が，御存知かと

思うのですが，ニューヨーク市は，かなり治

安が悪かった。20年以上ぐらい前だと思うの

ですが，地下鉄に女性はまず乗れないという

感じだったのです。アメリカは，とにかく治

安が悪い方向に行ってしまったということで，

大統領以下，何とかして回復できないかと，

学者なんかも集めて検討した結果，その防止

策として，警官の活動というのが改められま

した。それが好結果をもたらしたということ

です。 

 実際には，警官が重大事故だけにタッチす

るのではなくて，ささいな事故といいますか，

比較的軽微な事故にも目を配るということで，

具体的には街頭に出て，落書きとか，器物の

破損とか，浮浪者の取り締まりなど軽犯罪に

も目を配ったわけでございます。その結果，

住民により，隣人同士が安心して信用できる

ということで，人のそういう輪といいますか

交流が穏やかになってきたということで，か

なり改善されてきたわけでございます。そう

いう活性化に，ニューヨークなどはかなり役

立ったということでございます。 

 振り返って我が国を見ますと，近年，警官

が街頭に出て取り締まるというのが見かけら

れなくなった。交通事故が頻発して，警官が

それに関わっているのでということのようで

す。ということで，このままではまずいとい

うことで，警官を増やすということと，警官

ＯＢ，あるいはそれに準ずる人たちを活用し

て，まちの中を，そういう警備に目を配れる

ようにする。一般のボランティアでは非常に

限度があります。ということで，そのような

警官の増員等を含む治安維持活動の充実を喫

緊の課題として，何とか取り組んでいただき

たいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見につきまして，市からの説明をお願いいた

します。 

 

○小田木課長 

 稲荷第一地区の小山田さんから治安維持，

安全・安心なまちづくりということでの御提

言をいただきましてありがとうございます。 

 安心な都市づくりは，第６次総合計画の基

本理念の一つでもございまして，市民の皆様

が安全・安心を体感，実感できる環境，そし

て地域社会を形成することは非常に重要であ

ると考えております。そのため，災害に強い

防災ということばかりでなく，防犯も非常に

大切であると考えておりまして，今回の資料

の33ページにありますとおり，交通安全，防

犯の充実といたしまして，犯罪の認知件数の

減少というものを数値の目標，指標として掲

げることとしたところでございます。 

 御提言にもありましたとおり，県民が警察

に対する要望の一つといたしまして，犯罪や
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事故を予防，未然防止するために街頭に姿を

見せてほしいということは，安全・安心を望

む声が非常に多くなっているという中で，県

警におきましては，治安水準のさらなる向上

を目指した取り組みを進めていくと伺ってお

ります。引き続き，警察を含めた体制の強化

について，県警とも協議を進めていきたいと

考えてございます。 

 また，安全・安心のまちづくりのためには，

警察の取り組みはもとより，地域で現在活動

いただいておりますが，交通，あるいは防犯

のボランティア団体，自主防災組織，そして，

地域住民の皆様との連携協働した取り組みが

不可欠であると考えてございます。したがい

まして，今後とも，警察はもとより，交通防

犯ボランティア団体，地域住民の皆様と一層

の連携強化を図りまして，地域の実態に即し

た効果的な交通防犯対策に取り組んでまいり

ますので，御協力をお願い申し上げます。 

 以上でございます。ありがとうございまし

た。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいま市から

説明をいただきましたが，これでよろしいで

しょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは，次に進んでまいりたいと思いま

す。 

 次には，大場地区の発言をお願いいたしま

す。 

 

○池澤様（大場地区） 

 大場地区の池澤と申します。よろしくお願

いいたします。 

 大項目２の未来に躍動する活力ある「みと」

づくりという中で，中項目の魅力ある都市機

能の充実という，小項目で言えば総合交通体

系の確立ということで，全ての人が安心して

移動できる交通体系の構築ということで，平

成23年度の市民１万人アンケートによります

と，充実していると感じている市民の割合は

31.7パーセント，目標の10年後の平成35年度

には40パーセントという計画がございます。

その中で，我が大場地区におきましては，水

戸方面へ大場市民センターの前を通過して水

戸の街中へ行くバスが朝７時台には１本，９

時台に１本，それから，水戸から大場方面へ

は午後の３時台に１本，５時台に２本という

計５便だけの現状であります。高齢化社会を

迎えまして現状を踏まえると，地域のニーズ

に合った交通体系の構築というものが非常に

大切かなと感じております。 

 近くの元石川の茨交団地，それから，東前

団地を抜けて大串公園までのバスは，現在運

行されているようなものですから，今後，バ

ス会社と，大場地区を通ってもらえるように

お願いを私どもでもしていきたいと考えてい

るところです。これに対しまして，市政の強

力なバックアップをお願いするところです。

どうぞよろしくお願いします。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明をお願いいたしま

す。 

 

○小田木課長 

 大場地区の池澤様から，公共交通の確保，

特にバス路線の確保ということで，全ての市

民が公共交通が充実していると感じている市

民の割合を高めていくべきであろうという御

提言をいただきまして，ありがとうございま

した。 

 路線バスにつきましては，通勤，通学，そ

して，通院，買い物等の市民の日常生活を支
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える重要な社会基盤でありまして，将来にわ

たって維持していかなければならないものと

認識してございます。 

 しかしながら，路線バスを取り巻く環境は

非常に厳しい状況でありまして，バス会社に

おきましても，利用者の減少に伴い不採算路

線の廃止，あるいは便数の減などがなされて

おりまして，路線バスを取り巻く環境が大変

厳しい状況にあるということについても，御

理解いただきたいと思います。 

 御提言のありました水戸駅－大場間の路線

バスの増便，あるいは運行の延伸に向けまし

ては，まずはバス事業者との協議をしていく

ことが必要となります。その際，増便するた

めには，沿線の地域住民による路線バスの利

用というものが不可欠でありまして，協議の

場におきましても，沿線の地域住民が積極的

に路線バスを利用すること，そして主体的か

つ継続的に路線バスの存続に向けた活動をす

ること，この二つについてバス事業者からも

確認を求められるという状況であります。 

 市といたしましても，路線バスの利用を含

めました地域の皆様の意向を踏まえまして，

バス事業者に対しまして協議の場を設けるよ

うに要請していきたいと考えてございます。 

 あわせて，地域とバス事業者とともに共通

認識のもとで連携しまして，路線バスの活性

化や利用促進を図るとともに，路線バスを支

える体制の構築に向けました地域主体の取り

組みを支援してまいりたいと考えております。 

 今回御提案のありました大場地区に限らず，

路線バスを維持，継続していくためにも，路

線バスが地域にとって重要な財産であるとの

地域住民の皆様の意識を高めて，多くの方に

路線バスが利用していただけるよう，引き続

き，利用の啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 また，御提言の中で，高齢化社会を踏まえ

た今後の交通体系の構築ということについて

も御提言いただきました。これに向けまして

は，やはり高齢化社会というものが進行する

ことを踏まえまして，第６次総合計画に公共

交通基本計画の策定を位置付けまして，その

策定を進める中で，市民アンケートによる多

様なニーズ等を踏まえた検討を進めてまいり

たいと考えております。御提言ありがとうご

ざいました。 

 以上でございます。 

 

○池澤様（大場地区） 

 どうもありがとうございました。私どもで

も，実際には高齢者のための病院さんで送迎

をやっているとか，そういうものも調べては

いきたいと考えているところなのですが，こ

のバス会社さんと協議の場を設けるというこ

とにつきましては，どちらの課に御相談をす

ればよろしいのでしょうか。 

 

○小田木課長 

 バス事業者との間を取り持つ協議の場の設

定については，水戸市市長公室の地域振興課

というところが担当になります。ぜひ御相談

ください。よろしくお願いいたします。 

 

○池澤様（大場地区） 

 ありがとうございました。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。大場地区の第１

件目につきましては，ただいま説明がござい

ました。これでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは，続きまして，大場地区の第２件

目の発言をお願いいたします。 

 

○大場様（大場地区） 
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 さわやか大場の総務を担当いたしておりま

す大場と申します。 

 私ども大場地区において，コミュニティプ

ランを作成したといった観点の中から，コミ

ュニティに関係をして若干お聞きをしておき

たいと思っております。 

 今回，地域コミュニティプランの全地区作

成の推進ということで，その意義はいかなる

ものなのか，それを，まずお聞きをしておき

たいと思います。 

 また，今日の社会環境の中において，行政

と市民の協働のまちづくりにのっとって，地

域住民自らが，その生活環境を物心両面にお

いて改善，そして，進歩を図るといった取り

組みであろうと思っています。 

 コミュニティ活動における転換点となる要

素が今日的にはたくさんあるのだろうと思っ

ております。歴史的には，小学校や神社，お

寺といった地域の中でつなぐ役割を果たして

きたのだろうとも思っております。そういう

ことで，現在，大場小学校は，平成26年２月

完成を目指して新築工事が今進んでおります。 

 大場地区としましては，地域コミュニティ

における取り組みの大きな要素の一つと考え

ておりまして，常磐の杜の団地からの通学路

の整備，特に，大場地区には歩道もないとこ

ろが多いし，狭い道路がたくさんございます。

そういう面では，大雨があると冠水して，通

学路を変更したりといったことがたびたび起

きています。こういったたくさんの課題が山

積をしている中で，今回のコミュニティ活動

を実施していく中で，取り組みに対する行政

としての確実な受け止め方，そして，サポー

トを，ぜひともお願いをしたいと思っており

ますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいまの御意

見について，市からの説明をお願いいたしま

す。 

 

○小田木課長 

 大場地区の第２点目，大場様から地域コミ

ュニティの活動の推進における市の考え方に

ついて御意見いただきました。ありがとうご

ざいました。 

 全ての市民が安心して暮らせるまちづくり

に向けましては，行政の取り組みはもとより，

地域にお住まいの方が，自らの地域の将来を

考え，地域づくりに取り組んでいくために，

地域の力，そして地域力というものを高めて

いくことが非常に重要視されていると認識し

てございます。そのような中で，ただいま御

提言いただきました大場地区をはじめといた

しまして，本日お越しいただいております皆

様各地区におきましても，特色あるコミュニ

ティ活動に取り組まれておりますことに，厚

くお礼申し上げる次第であります。 

 御提言のありました地域コミュニティプラ

ンにつきましては，資料の59ページにござい

ます地域コミュニティ活動の推進の主な取組

にありますとおり，全地区での策定を目指し

ていくものであります。この地域コミュニテ

ィプランにつきましては，各地区におきまし

て，地域が主体となった地域コミュニティ活

動の推進に向けた指針といたしまして，地域

の将来像や課題，そして，その解決に向けた

具体的な活動などをまとめる活動計画と考え

てございます。大場地区におきましては，既

に，平成24年度に地域コミュニティプランが

策定されておりまして，市内全域では現在３

地区において作成がされ，今年度も15地区の

作成を目指しているところでございます。 

 市内の全地区で地域コミュニティプランを

作成するという取り組みは，全国的にも珍し

いことでありまして，やはり地域のことを一
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番よく知っている地域住民の皆様自らが，地

域の将来像，そして，課題を共有することが，

地域におけるまちづくりを進めるために大変

意義のあることと考えてございます。 

 行政，そして，地域コミュニティとの役割

という中で，自助，共助，そして，公助とい

う役割分担の中で，自助，自主的取り組みと

いうものを尊重しつつ，協働による地域づく

り，まちづくりを推進してまいりたいと考え

ておりますので，引き続き，御理解と御協力

をお願い申し上げる次第であります。 

 また，御提言の中で，地域の課題であり，

そして，子どもたちの安全を守るという視点

からの通学路の整備について確認，御提言を

いただいたところであります。現在の状況と

いたしましては，常磐の杜・水戸ニュータウ

ンにつきましては，住宅建設も進みまして，

居住者も増加しており，今後，大場小学校へ

の通学児童も増加をしていくことが予想され

るところであります。 

 現在，利用している通学道路におきます児

童生徒の安全確保に向けましては，教職員等

による立哨，児童生徒への安全指導により行

うとともに，全市的に通学路の危険箇所調査

を実施しまして対応策を実施，検討している

など，通学路の安全確保に努めているところ

でございます。 

 御要望いただいております，常磐の杜から

大場小学校への通学路としての道路の整備に

つきましては，関係各課と現在そのルート，

そして，整備の工程等の協議検討を進めてい

るところでありまして，そのルートの中で水

戸南ニュータウン北側に位置します調整池の

付近から大場小学校までの間で，どの位置で

石川川を渡していくのかというものも含めま

して，早期に方針を整理し，地域とも協議を

しながら事業化を目指していきたいと考えて

ございます。 

 また，ハードとしての通学路安全整備とい

うだけでなく，子どもたちの安全確保をして

いく上では，やはり地域コミュニティの皆さ

んに御協力をいただいておりますスクールガ

ード，あるいはスクールボランティア等に御

協力をいただきまして，やはり行政，そして，

地域が一体となって子どもたちの安全を守っ

ていきたいと考えてございます。引き続き，

御理解と御協力をいただきますよう，よろし

くお願いいたします。 

 以上であります。ありがとうございました。 

 

○小川座長 

 ありがとうございました。ただいま市から

の説明がございました。これでよろしいでし

ょうか。 

 ありがとうございます。 

 以上で，各地区からの発言が終わりました。

皆様方の御協力によりまして，大変スムーズ

な進行でございました。改めまして厚くお礼

を申し上げます。 

 それでは，各地区の意見につきまして，高

橋市長から総括をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

○高橋市長 

 皆さん，それぞれ活発な御意見ありがとう

ございました。自由意見に入る前に，まずは，

この出された意見等について補足ないし総括

をさせていただきたいと思います。 

 酒出さんからお話がありました那珂川，涸

沼川の堤防整備，まさにその思いのとおりで

ございます。私たちも，安心・安全，そして

災害に強い地域づくり，まちづくりをしてい

くためには，那珂川，涸沼川の河川改修とい

うのは必要不可欠なことでありますし，特に，

いわゆる都市部を流れる一級河川としての整

備率が非常に低いということでございまして，
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まだ60パーセント程度の改修率にとどまって

いるということは看過できない話であります。 

 これらについても，さきほど課長から話が

ありましたとおり，私自らが，今年も出向い

て行って，副大臣，そして，河川担当の国土

交通省の職員にお会いをして，この話をさせ

ていただいたところでもありますし，また先

般，私が会長を務めております那珂川改修期

成同盟会のほうでも総会をやらせていただい

て，そのときにも，改めて吉沼の今空いてい

る部分であるとか，あるいは国田地域の自然

堤防でいいのではないかと言われて，ほった

らかしにされているところとか，そういうと

ころも含めて，改めて要望をしようというこ

とで決議をしたところでありまして，恐らく

10月ぐらいには，また私本人が国土交通省に

出向いて，そして，要望をさせていただくと

いうスケジュールになっているところでござ

います。 

 そういった中で，この3,000メートルについ

て，平成23年度から着手できたということは，

やはり地域の皆様方の熱い思いが伝わって，

遅ればせながらではありますが，地道なそう

いう活動が国を動かした結果なのかなと思っ

ております。 

 今，この間の総会のときに，着実に今，用

地補償，買収をやっているところでありまし

て，買収が済んだところから一歩一歩工事に

入っていくということで国からの説明をいた

だいたところでありますので，ぜひ地域でも

地権者の方の，何とか御協力をいただいて，

その補償，買収に応じていただければとも思

っております。私たちも，さまざまな情報提

供はさせていただきたいと思っておりますの

で，国や県と連携をとって，市の役割も果た

していきたいと思っております。 

 また，そういった中で，先般，国交副大臣

をお訪ねをしたときに，長年この常澄地域，

あるいは上大野地域から出されておりました，

河口部分のカギ型導流堤の撤去について，実

は動き始めているという情報をいただきまし

た。これらについては，長年，常澄村も村時

代から，あるいは上大野からも，あれを撤去

することによって，はける流量が全然違うの

ではないかという要望をいただいておりまし

た。そこで，今，上のほう60センチぐらいを

まず削ろうということで動き始まったら，地

震があって，その地震で自然に60センチ沈ん

でしまったそうであります。それも踏まえて，

これからその部分，また下の部分，どこまで

削って流量を増やしていくかということを，

これから調査に入るということであります。

ちょっとまた少し時間がかかるかもしれませ

んが，何10年要望してきたことが，やっと動

いて，そしてカギ型導流堤の撤去も，今話が

始まったということでありますので，これも

地道な要望活動が結実した結果かなと思って

おりますので，引き続き，地域の皆さんの御

協力をいただいて，そして，私が先頭になっ

て，この堤防整備の要望について国に力強く，

国に対する要望の一番トップの要望として，

これからも位置付けをして，国のほうへ毎年

私自ら出向いていきたいと思っておりますの

で，ぜひ地域の方々の応援もよろしくお願い

をいたします。 

 それから，小山田さんからお話がありまし

た防犯，あるいは交通安全等のことでありま

すが，やはり基本的には警察力の強化という

ことは一番重要なことであり，必要不可欠な

ことであると思っています。私が県会議員時

代も，文教治安委員会，今，警察何とか委員

会というのかな，文教治安委員会のほうで要

望させていただいたところなのですが，県庁

のほうも職員数は減らして，警察のほうはだ

んだん増やしていったものですから，事務職

員も入れると，普通の職員と警察職員が同じ
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ぐらいの人数になるぐらいには増やしていっ

たという説明が当時あったと記憶はしている

のですが，ただ，事務職員を入れない，現場

に行く警察官の数を考えると，まだまだ，や

はり足りていないという状況が私はあると思

っております。そういう部分においては，こ

れからも， 終的には警察の定数というのは

国が決めることであって，県がどこまで手足

が出せるのか私のほうも今情報がないところ

なのですが，市としても，県を通じて県警察

力の強化については，引き続き，力強く要望

をしていきたいと思っております。 

 そういった中で，やはり地域の防犯活動に

も御協力をいただかなければなりませんので，

ぜひ防犯パトロール隊の強化等も，地域の中

でいろいろなボランティア団体の皆さんに御

協力をいただいて，各種団体で，そういった

組織も結成していただいて，できるだけの御

協力もいただければと思っております。 

 私が水戸地区防犯協会の会長もやらせてい

ただいているのですが，毎年，総会のときに，

とにかく次年度繰越金が非常に増えるという

状況がありまして，これで一体何をやってい

るのかという思いがありました。昨年の総会

のときに，たしか400万円ぐらい水戸地区防犯

協会で繰越金があると。水戸と茨城町と大洗

町なのですが，こういうお金を使って地域の

方々が活動しやすいような備品類であるとか

何か活動費であるとか，そういうところに持

っていったらどうだろうという話を，警察，

いわゆる事務局は警察がやっているのですが，

そこに私のほうから提案をさせていただいて，

今年の予算については，警察のほうで何か備

品類等の購入に充てたみたいであります。ま

た引き続き，地域の防犯，あるいは交通安全

の活動の人たちが活動しやすいようなものに

予算を投入してもらうように，私からも，私

は会長ですので，ここは私に権限があります

ので，引き続き事務局に要請をしておきたい

と思っています。それで，地域の防犯力の強

化を図っていきたいと思っております。 

 水戸市は，水戸駅の南口が防犯上非常に芳

しくないということがあって，やはり地域の

方々に御協力をいただきながら，駅南地区は，

安心・安全のまちづくりのモデル地区として

指定をさせていただいて，集中的な防犯活動

をやらせていただきました。この辺について

は地域の方々，あるいは警察，私たち行政と

協力をさせていただいて，殺人事件とか非常

に痛ましい事件があったのですが，若干改善

点が見られております。 

 ただ，やはり駅南からずっと千波，吉田地

区に当たっては，いまだに空き巣が非常に多

いということで，実は全体の犯罪の中の何10

パーセントかが，あそこに集中しているとい

うぐらい空き巣が多い地域なのです。そうい

ったことも，選択と集中で防犯活動を強化を

しながら，警察，そして行政，そして地域の

方々に協力をいただいて，改めて安心・安全

につながるような，そういう体制を整えてい

きたいと思っております。 

 それと，特に小山田さんの地元，常澄地域

が二つの駐在所から一つに集約をされました。

私，そのころ県会議員をやっていて，一つに

やる以上は，一つの機能強化を図らなければ

後退になるだろうということで，そのときに，

１人を配置して２人体制にして強化を図るみ

たいなことを言っていたのですが，どうも違

うような感じも今いたしております，その辺

についても，やはり警察のほうへ強く要望を

して，当初の約束どおり２人体制にして，時

間も延長をして，夜まで，いわゆる警察の姿

で警邏をしていただく，パトカーを回してい

ただくような，そんなことも要望していきた

いと思っております。どうも約束と違うとこ

ろがあるなという実感を，今持っております。 



- 159 - 

 それから，池澤さんから話がありました公

共交通体系の整備でありますが，これらにつ

いては，今，高齢化社会を特に迎える中で非

常に懸念をしているところでありまして，今

回，校齢者対策ばかりではないのですが，特

に高齢者を中心とした，どのように公共交通

体系を整備して利便性を確保していくかとい

うことを，この公共交通基本計画の中で練っ

ていきたいと思っております。 

 ただ，やはりさきほど課長から説明で話が

ありましたように，利用促進を図っていただ

かなければなりません。実は水戸市の国田地

域の県道長沢水戸線で，補助金を出して路線

維持の活動をモデル的に試験的にやらせてい

ただいているのですが，地域のほうから残し

てほしいという要望があったから，那珂市と

水戸市で補助金を出して路線を維持している

のです。地域から残してほしいという要望が

あるのだけれども，いざやってみると利用が

ほとんどない状況でありまして，那珂市のた

めに維持しているような感じでもあります。

やはり利用促進がなければ，業者も 終的に，

幾ら補助金をもらったって，利益を出さなけ

ればなりませんので，その辺のところ，本当

に需要があるのかどうかということも，今や

りとりをされるということですので，ぜひそ

ういう協議も，私たち間に入りますので，ぜ

ひ事業者との協議を，地域に御協力をいただ

いて進めていただければと思っています。 

 ただ，それとは違う一方で，私たちも今後，

公共交通体系を，今までのような路線バスと

いうことの一本でいくのか，それとも，ほか

の地域がやっているようなデマンドタクシー

とかワンコインバスとか乗り合いタクシーと

いうものを複合的に考えて，病院へ行ったり

買い物へ行ったりといった高齢者対策の公共

交通機関の整備として，新たな政策を立ち上

げていくのかどうか，そんなことも，地域振

興課ばかりではなく，高齢福祉課の担当とも

案を出していきたいと思っております。 

 そういうような，どちらにしても，これか

ら，まちは拡充をさせずコンパクトに，そし

て，いわゆるスマート・エコシティを目指す

中で，公共交通機関を活用してできるだけ移

動していただこうということで，第５次総合

計画から第６次はそういう方向で行くという

ことで大きくかじを切りました。公共交通を

維持するということは，この第６次総合計画

の理念からしても，非常に重要なことであり

ますし，これからの環境問題，超高齢社会を

考えると，非常に重要なまちづくりの大きな

政策になってまいりますので，また皆様方の

いろいろなアイデアをいただきながら，ある

いは地域のそういった御協力もいただきなが

ら，この各地域の公共交通体系のあり方を，

この総合計画の中で，公共交通基本計画づく

りを通して位置付けをしていきたいと思って

おります。 

 そして，大場さんから話がありました地域

コミュニティについてでありますが，これか

ら地域コミュニティプランを策定していただ

くということでありますが，まず，これから

私たち行政が目指す姿というのは小さな政府

です。小さな政府とはどういうことかといっ

たら，規模が大きいとか小さいではないので

す。仕事量があるかないかなのです。これか

ら小さな政府を目指していく上で，やはり地

域のコミュニティにさまざま委ねなければな

らない部分があります。私たちは，これから

行政の仕事を非常に効率化させていかなけれ

ばなりません。効率化させて，そういった財

源を生み出して，今の高齢社会であるとか，

あるいは子育て支援にもお金を回していかな

ければならない。今までやった部分について，

場合によっては地域や民間に任せられるもの

については，そちらにお任せをして，そして，
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効率化を図って，人員も減らして，仕事も減

らして，そして，財源を生み出して，さきほ

ど言った超高齢社会とか子育て支援のところ

に回していく。その減らした部分については，

地域に御協力をいただくとか，あるいは民間

活力を活用させていただくという方向性に進

んでいかなければなりません。そうでなけれ

ば，今までの仕事を残したまま，どんどん行

政需要ばかりが高まっていく。役所はパンク

してしまいますから，そういう部分において，

地域で，できるだけ自立してください。 

 例えば，今まで役所が全部草刈りをやって

いた道路も，何とか地域のちょっと細かい部

分ぐらいは皆さんボランティアでやっていた

だけませんか，そういうことを投げかけさせ

ていただくような時代になってまいります。

そういう意味においては，ぜひ地域の方々が

自立して，自分たちのまちは自分たちでよく

していこうという気概の中でまちづくりを進

めていく。そして，できれば，そこに特徴と

か，あるいは地域の資源を生かした特性を盛

り込んだ地域に育て上げていただきたい。そ

ういうことを，このコミュニティプランの中

に盛り込んでいただいて，私たちと協働で，

ぜひ，そのようなまちづくりを進めていけれ

ばという思いを，このコミュニティプランを

全地区につくらせていただきたいということ

でお願いをさせていただいているところでご

ざいます。 

 大場小学校の通学路については，常磐の杜

の子どもたちを大場小学校のほうへ通学させ

るということで，大場小学校の新築を決断い

たしましたので，その基本となる通学路の整

備をしていかなければ，酒門小学校のほうに

行ってしまうということになってしまって，

酒門小がどんどん今増えていますので，やは

り平準化を図っていかなければなりませんか

ら，できるだけ常磐の杜の子どもたちは大場

小学校に通っていただく。そのためのインフ

ラ整備をしていかなければなりませんので，

政策企画課長の申し上げたとおり，どのルー

トで行くかということで今検討中であります

が，これは絶対的に通学の整備はやっていか

なければならないものと認識をいたしており

ますので，場合によっては地域の方々にいろ

いろと御相談を申し上げながらルート化を図

っていきたいと思っておりますので，何かし

ら会長にも御相談を持ちかけるようなことも

あるかもしれませんが，そのときは地域で御

協力をよろしくお願いをしたいと思います。 

 以上で，とりあえず今までの質問について

の私からの補足と総括とさせていただきたい

と思います。 

 本当に，さまざまな御意見いただきまして

ありがとうございました。 

  

○小川座長 

 市長，どうもありがとうございました。た

だいまは総括でございますが，関連する部分

についても細々とお話を伺うことができまし

た。 

 それでは，自由発言に移らせていただきた

いと思います。 

 事務局のほうで，自由発言の部分で事前の

取りまとめはございますか。全くの自由でい

きますか。 

 それでは，まず内容に関する質問などでも

結構ですが，御意見がございましたら挙手を

お願いいたします。 

 それでは，お名前と，差し支えがなければ

お住まいなども言ってから，御意見の発言を

お願いしたいと思います。 

 

○福島様（桜川） 

 桜川の福島というものです。 

 私は，意見提案書で一応提出済みですが，
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今日は高橋市長さんがおいでになっているの

で，特に，要望したいと思います。 

 42ページ，戦略的観光の振興の中で，観光

交流人口の増大を目指すということで，これ

は非常に結構なことだと思うのですが，まず

観光地として，また訪れたいというイメージ

が一番強い，これが観光地としての特徴だと

思うのです。例えば，金沢の兼六園，それか

ら飛騨高山，あのように，一度行ってもまた

行きたいなという，そういうイメージがやは

り，そういう意味では水戸は非常に弱いので

はないか。 

 そこで提案ですが，主な取組５番で回遊性

を高める機能強化と魅力づくりの推進の中で，

市内周遊バスの運行とあります。水戸市内に

は，非常にたくさんの魅力ある観光施設があ

る。それをもう少しＰＲするために，周遊バ

スというのを使ったらいいのではないか。 

 例えば，56ページの主な取組・ソフトの１

に魅力発信交流拠点の形成で，自然系で６か

所，歴史・文化系で10か所，これに徳川ミュ

ージアムを入れて計17か所，この中から選定

して幾つかのコースに分けて，それで周遊バ

スをぜひ運行して観光客にＰＲを考えていた

だきたいと思います。 

 例えば，つくばでは，研究機関を回るサイ

エンスツアーバスが今ありますよね。あれは

１日500円で乗り降り自由ですが，その辺のも

参考にされて，ぜひ水戸の観光地のＰＲとい

うことで活用していただきたい。そういう意

味で，ぜひ周遊バスを検討していただきたい

と思います。 

 あじさいまつりでも１日無料漫遊バスをや

っていますよね。だから，あれを拡大延長し

て，もう少しいろいろ試行錯誤して，やはり

観光にもう少しいろいろ考えていただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○小川座長 

 ありがとうございました。では，市長お願

いいたします。 

 

○高橋市長 

 福島さん，ありがとうございます。まさに

ごもっともでありまして，ぜひ，そういうま

ちにしていきたいという思いを，今回の総合

計画に込めさせていただきたいと思っていま

す。 

 水戸市は，よく産業のないまちと言われて

おります。そういった中で何とか経済に活力

をもたらせて，そして，皆さんの生活を豊か

にしていきたい。そして，私たちは力強い財

政力を持って，その力をもって将来に安定し

たさまざまな社会保障制度とかを確立してい

きたい。そのためには，やはり経済というも

のを非常に私は重要視しています。そんな中

で，この総合計画の中には，水戸市の持って

いる産業とは何だということを考えると，や

はり観光と，それから中心市街地をはじめと

した商業に刺激を与えていかなければ，水戸

市は経済力が持てないと思って，今回の重点

プロジェクトの中にも，観光というものを重

点化させていきたいということで盛り込ませ

ていただきました。 

 ソフト事業としては，やはり金沢のように，

みんながおもてなしの心を持って，来た方を

迎え入れる。つまり，タクシー業者さんとか

ホテル業者さんとかお土産屋さんばかりでは

なく，市民みんながおもてなしの心を持って，

何か道で訪ねられたら，あるいは困っていそ

うな人を見たら，声をかけて案内してあげる

ような，そういう気運をソフト的には盛り上

げていきたいと思っております。 

 そして，ハード的には，磨き上げていたい

と思っています。特に，偕楽園の滞在時間が

非常に短いです。滞在型とか着地型になって
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いません。そこから今度，おさかなセンター

とか何かに行かれて，また高速道路で泊まら

ずに帰られてしまうというのが，今の水戸市

の状況で，この中で観光交流都市とはなかな

か言えない状況でありますから，観光で飯を

食っていくということに，きちんと持ってい

こうという思いがあります。 

 御提案がありました，特に，周遊バスなん

かは，先日，ボンネットバスを保和苑のとこ

ろから走らせたら，非常に評判も良かったで

すし，ほかのイベントでも走らせたら，非常

に満員ぐらいで評判がいいのです。ですから，

きちんとした戦略を練れば，必ず需要は出て

くると思っています。 

 それぞれの拠点を，まず磨き上げていきた

いと思います。 

 偕楽園は，まず県と連携をとって，さまざ

まなイベントやハード，ソフト両面から整備

していきたいのですが，特に，駅前の三の丸

エリアについては，これから角櫓とか，ある

いは大手門とか，その復元も盛り込ませてい

ただきましたし，今年基本計画を作る予算も

計上させていただきました。 

 今，街路整備なんかもやりまして，非常に

歩いて楽しい街並みにしていきたいというこ

とで，要は，偕楽園が100万人以上来るのに，

何で弘道館が７，８万人しか来ないのか，こ

この回遊性がないのです。世界遺産を目指す

弘道館が10万人来ていないのです。それは，

まずハード的にもボリュームを持たせようと

いうことで，あの周辺の整備に着手をして，

今，水戸二中側に白壁を設置したのですが，

実は県のほうも乗ってきてくれまして，逆側

の水戸三高側のほうにも白壁を設置していた

だくことになりました。２，３年ででき上が

ると思います。附属小学校，いわゆる茨城大

学も話に乗ってきてくれましたので，何とか

２，３年後ぐらいには両側に白壁ができる。

そこに大手門とか角櫓を設置すれば，あの地

域が弘道館とともにボリュームのある観光拠

点として成り立っていくと思っていますし，

あるいはいわゆるソフト的な部分は，弘道館

というのはこうだということを説明すれば，

これはものすごいいわれのある歴史的資産で

ありますから，そういったこともどんどんア

ピールしながら一つの拠点をつくる。 

 それから，今，花の拠点として，ほったら

かし放ったらかしにしていた国田の七ツ洞公

園，10億円以上もかけて，ほったらかしにし

ていたのです。それを私が去年から再生事業

に着手しました。何とか，ここを年間10万人

以上来るイングリッシュガーデンに成長させ

ていきたいと思っています。ただ，植物です

から一朝一夕にはできません。５年ぐらいか

かると思いますが，今それは植物公園，今ま

では公園緑地課にやらせていましたが，そこ

に植物公園を入れました。今，植物公園と公

園緑地課で連携して，そして，市民ボランテ

ィアを巻き込んで整備に着手しましたので，

これも新しい観光拠点になってくると思いま

すし，それから，これから少年自然の家など

もリニューアルしていくのですが，森林公園

も，これから観光果樹園等も含めて，もっと

観光拠点として成り立つような形に育て上げ

ていきたいと思っています。 

 今，福島さんがおっしゃるとおり，56ペー

ジに見るように，磨き上げれば光るものはた

くさんありますので，これを育て上げて，そ

して，公共交通機関，いわゆる周遊バス等で

結ぶ，そのことによって滞在型，それから回

遊性を持った観光地域として成長していける

のではないかと思っています。 

 御提案ありがとうございました。そのよう

な気持ちで，観光で生きていくまち，この10

年間で仕上げていきたいと思っておりますの

で，ぜひ，またさまざま御提言ありましたと
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きには，何なりと御意見いただければと思っ

ております。ありがとうございました。 

 

○小川座長 

 市長，ありがとうございました。 

 予定の時間は来ておりますが，あと１人か

２人ぐらい，いかがかなと思います。簡潔に

お願いいたします。どうぞ。 

 

○橋本様（浜田地区） 

 浜田地区の橋本と申します。 

 今，人口の推移の件で27万人ぐらいを維持

したいという資料になっていますが，以前は

大洗の合併とか茨城町との合併とか，いろい

ろ周辺を巻き込んで人口を増やすような方向

もちらっとあったかと思うのですが，現在は，

そういうふうに周囲を巻き込むのではなく，

今の水戸市の現状を考えて，それで15年ぐら

いまでの計画を立てたということでしょうか。 

 

○高橋市長 

 まずは，合併に頼らず，この人口減少時代

の中でも水戸市は人口減少させない，今のレ

ベルは何とか維持をしていきたいという努力

目標を立てさせていただきました。もちろん，

基礎にあるさまざまなデータがあります。場

合によっては，こちらから説明させますが，

市街化区域の面積だとか，あるいは，さっき

言った常磐の杜の開発地とか，そういうこと

が基礎になって積み上げて27万人は何とかい

けるだろう。そのほかに住宅政策だとか，あ

るいは教育とか福祉といろいろなことをやっ

て，魅力あるまちにすれば水戸市に住んでい

ただけるだろう。だから，水戸市は，まず減

らさない努力をしていこう。周辺市町村はわ

からないけれども，水戸市は少なくとも人口

減少は食い止めていこうという目標値を立て

させていただきました。 

 本当は第５次総合計画までのように，10年

後は２万5,000人増えますとか，３万人増えま

すとか，ここで大風呂敷を広げて皆さんに夢

を与えたいのですが，やはり今の時代からす

ると，そこまでやると非常に現実問題と乖離

が起こってしまいますので，今のところ，と

にかく減らさない，ほかは減るけれども水戸

市は減らさない努力をしていこうということ

で，若干のデータを積み上げながらも，私た

ちのさまざまな政策で目標値を掲げさせてい

ただきました。 

 ただ，私は市町村合併を否定しているわけ

ではありません。逆に，私も前の加藤市長さ

んと同様に，50万都市という数字は別として

も，やはり広域的連携によって，水戸都市圏

というものは都市力を着けていく，そして

陸・海・空の公共交通ネットワークを活用し

ながら都市間競争に打ち勝っていくという都

市づくりは必要だと思っております。 

 ただ，ここで，どこと合併して何10万つく

るということで今明言してしまうと，非常に

非現実的になってしまいますので，これはお

互い政治的ないろいろな方向で動いてくるも

のでありますから，市町村合併を否定してい

るわけでもないし，盛り込んでいないわけで

もありません。市町村合併は，この中で進め

ていくということも盛り込ませていただいて

おります。ただ，今のところ明確に，どこと

どこを合併して何10万人を目指すということ

については，今非常に不確定要素が多いとい

うことなので，今人口は自立して27万人を維

持する，そして，水戸都市圏の都市力を持た

せるためにも，市町村合併は，これから推進

をしていくということで，ここの中には位置

付けをさせていただきました。これから，県

央地域の首長懇話会等もやっておりますので，

そういった中で今後の水戸都市圏のあり方を

探っていきたいと思っています。 
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 私個人的には，市町村合併というのは賛成

で推進派のほうでありますので，自分が力が

ないかもしれないけれども，そういったリー

ダー的な役割も果たしていければとは思って

います。 

 

○橋本様（浜田地区） 

 ありがとうございました。 

 

○小川座長 

 よろしいでしょうか。 

 

○橋本様（浜田地区） 

 ありがとうございました。よくわかりまし

た。 

 

○小川座長 

 ありがとうございます。 

 それでは，あとお一方ということで，いか

がでしょう。ございましたら。どうぞ。 

 

○小林様（浜田地区） 

 浜田の小林と申します。 

 実は恥ずかしながら，私は，今日これを見

まして，第６次総合計画，こんなのがあるの

がわからなかったのです。さきほど説明を聞

きました。すばらしいのです。これを成し遂

げていく，これのスタッフの皆さんをどうい

う基準でお選びになったのかわかりませんが，

みんな若い人で目が輝いていますから，この

人たちと一緒に私たちも頑張っていって，水

戸をいいまちにするということを，私はここ

で考えたのです。 

 それで，隣の品川さんも，これはすごいな

ということで，褒めちゃおうじゃないかとい

うことで，私は褒めるつもりはございません

が。 

今，橋本さんも言いましたが，この中のい

ろいろな部分の中で，コミュニティプランと

いうのは今，浜田地区でもやっております。

これも非常にいい知恵を出しながら，一つず

つ積み上げながら，新しい結論が間もなく出

ると思います。これも頑張ります。 

 それから，あとは，やはり行政に頼るもの

と，それから私たちがやらなくてはいけない

ものを，はっきり自分たちで認識するべきだ

ろうと思います。全部市に頼る，行政に頼る，

これは今の状態では許されなくなってきてい

る状況ですから，頑張って，できるものはや

っていきたいと皆さんも思っているのではな

いだろうかと思います。 

 それから，もう一つは，水戸の歴史，これ

は難しいと思いますが，水戸学というのは水

戸光圀の時代からありまして，前期の水戸学

と後期の水戸学とあります。やはり，今，大

河ドラマ「八重の桜」をＮＨＫでやっていま

して，会津がこてんぱんにやられてしまった。

それでも水戸がやられなかったのはなぜかと

いうことも考える。そういうＤＮＡというの

が水戸人にはあると思います。ですから，さ

きほども言いましたように，品川さんも言っ

ていましたように，道徳教育をもう少しやる

べきだと言っていましたが，やはり水戸の歴

史，水戸の精神を何かにつけて子どもたちに

教えていく，そういうのも大事だろうと思う

のであります。 

 それから，あと，お金も大変だろうと思う

のですが，今，水戸を全国にある程度ＰＲす

るのはサッカーのホーリーホックなのです。

これはＪⅠに上がれない。なぜかといったら

グラウンドの整備がだめだ。そんなことで，

お金がかかって大変だと思いますが，鹿島ア

ントラーズがなったときに，鹿嶋の暴走族が

少なくなったというぐらいの影響力はあると

思うのです。やり方によっては。だから，私

も一応株主になって頑張っていますが，なか
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なか集まらない。少しずつ強くなってきまし

たものですから，みんなでホーリーホックを

応援しながら，いいチームにして全国に水戸

の名をＰＲするということも大事だろうと思

います。 

 本当に，ここのスタッフの皆さんと，大変

だろうと思いますが，一緒に頑張ってやって

ください。私どもも頑張ります。よろしくお

願いします。 

 

○小川座長 

 ありがとうございます。これについては，

市長ですか。 

 

○高橋市長 

 小林さんから，本当に激励もいただきまし

てありがとうございました。 

 さきほど大場さんの答えの中でも総括の中

でも申し上げたとおり，いろいろな時代の変

化に伴って，特に，人口減少，少子・高齢化

のために新しい行政需要というのがどんどん

出てきます。非常に小さな政府を目指そうと

しても，新しい課題が積み重なっていくもの

ですから，そうかといって予算が限定的です

ので，新しいものをやるためには，どこか削

っていかなければなりません。そこで，民間

活力であったり，地域の方々に何とかお手伝

いをいただいたりという部分で，その仕事を

そちらに向けて，新しい行政課題について私

たちが取り組んでいくということをスクラッ

プアンドビルド的にやっていかなければなら

ないと思っています。そういう意味で，これ

からコミュニティプラン等を通して地域力を

高めていただいて，自立したまちづくりに御

協力をいただければと思っております。本当

にありがとうございました。 

 ホーリーホック等については，このプロジ

ェクトの中にも位置付けをさせていただきま

した。それはホーリーホックのためだけでは

なく，第一種競技場にして，もう一回国際陸

上を水戸に呼び込んで，これこそまさに交流

人口，観光ばかりではなく，スポーツコンベ

ンションをもって多くの人たちを水戸に呼び

寄せたい。この間，子どもたちの野球大会が

あったのですが，それだけで親御さんがつい

てくるから，ホテルが結構いっぱいになるの

です。やはりスポーツコンベンションも観光

と同じようにばかにできないものですから，

水戸マラソン等の創設も含めて，スポーツの

ほうにも，国体でさまざまな施設を整備しな

ければなりませんから，そういうことで，こ

れからスポーツにも力を入れて交流人口も増

やしていく，そんなこともしていきたい。そ

の中で大きな要素は，やはりホーリーホック

かなと思っております。位置付けはしてあり

ます。ただ，いつやるかです。「今でしょ。」

というわけにもいきませんので，その辺のと

ころは地域のいろいろ空気を読みながら，市

民の空気を読みながら整備を努めていきたい

と思っています。 

 ありがとうございました。 

 

○小川座長 

 意見は尽きないであろうと思いますが，ま

ことに申し訳ございませんが，懇談につきま

しては以上をもちまして終了させていただき

たいと思います。水戸市におきましては，い

ただいた御意見などについて真摯に受け止め，

十分検討していただきますようお願いをいた

します。 

 本日は，皆様方の御協力によりまして大変

円滑に会議が進みました。座長の大役を全う

することができましたこと，心から感謝を申

し上げます。 

 以上をもって，御挨拶とさせていただきま

す。 
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○司会 

 座長の大役をお務めいただきました小川会

長，大変ありがとうございました。 

 本日は，時間の関係で，御発言いただけな

かった方もいらっしゃるかと思いますので 

御意見等があれば，概要版資料の３ページを

御参照の上，提出していただきたいと思いま

す。 

 それでは，ここで，高橋靖水戸市長より 

懇談会を総括しての御挨拶を申し上げます。 

 

○高橋市長 

 約束の時間，あと１分になってしまいまし

たので，手短に終了させていただきたいと思

います。 

 今日は，さまざまな御意見をいただきまし

てありがとうございます。皆様方からいただ

いた意見は，しっかり精査をして，この総合

計画の中に盛り込み，あるいは政策の実行段

階の中で，そのような理念を持って，考え方

を持って進めさせていただくということでや

らせていただきたいと思っております。 

 この総合計画の中に，重点プロジェクトを

幾つか書かせていただきました。いわゆる13

ページからのものでありますが，プロジェク

ト２の災害に強いまちづくりプロジェクトと

いうのは，大震災を私たちは経験をして，今

までの価値観で防災行政はできない。あの反

省点を踏まえて，あるいは想定外なんていう

ことがないような形で，これから防災行政に

突き進んでいくということで，この災害に強

いまちづくりプロジェクトというものを重点

化させていただいたところであります。 

 それと，もう一つ，プロジェクト１の未来

への投資プロジェクト，それから３と４のそ

れぞれのプロジェクトについては，これは，

まさに人材育成と経済力なのです。これは，

すごくこれからの10年大切なことで，さきほ

どから何遍も申し上げるように，人口減少，

そして少子化，超高齢社会，その中で，まず

支える人間をつくっていかなければなりませ

ん。子どもたちを健全に世に送り出して，厳

しい時代であるけれども，この日本をしょっ

て立つ，そういう子どもたちを水戸市から世

に送り出していきたい，そういう意味におい

ては，学力向上ばかりでなく，さきほど小林

さんがお話しされた水戸独特の教育を大切に

する気風があって，特に，道徳教育等には力

を入れてまいりました。心身ともに非常に健

全で風格を備えた水戸人をつくるという教育

目標を達成して，人材育成をしっかり図って

いきたいと思っています。 

 支える人をつくったら，もう一つは，やは

りお金です。支えるお金をつくっていかなけ

ればなりません。それがこのプロジェクト３，

４です。観光振興を図ったり，あるいは商業

の活性化を図ったり，企業誘致を図ったり，

事業所誘致を図ったり，そういうことでお金

を生み出して，競争力の強いまちにしていき

たいと思っております。支える人，そして，

支えるお金を生み出して，この超高齢社会に

あって力強さを持って，将来に安定した社会

保障制度をしっかり確立して，皆さんに安心

を提供をしていく，これが私たち行政に与え

られた役割であると思っておりますので，こ

の総合計画をしっかり推進することによって，

皆さんが安心・安全に豊かに暮らせる水戸市

を実現していきたいと思っております。引き

続き，さまざまな御提言をいただき，この総

合計画を完成させていきたいと思っておりま

すので，皆様方の御指導，御協力をよろしく

お願い申し上げて，総括とさせていただきた

いと思います。 

 本日は，まことに御協力ありがとうござい

ました。 
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○司会 

 以上をもちまして，魁のまちづくり地域懇

談会を終了いたします。 

 本日は，ありがとうございました。 
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水戸市第６次総合計画 
 

基本構想（15 年間） 

2014（平成 26）年度から 

2028（平成 40）年度まで 

  本市の目指す将来都市像を描き，

実現するために必要な施策の大綱

を定めるもの 

基本計画（10 年間） 

2014（平成 26）年度から 

2023（平成 35）年度まで 

  将来都市像の実現のための具体

的施策や到達を目指す目標水準を

定めるもの 

 実施計画（３年間） 

（毎年度ローリング） 

  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

向けた年次計画を定めるもの 

ⅠⅠ  序序      
 

第１ 総合計画の役割 

 

水戸市の都市づくりの基本方針となるもので，大きく次の二つの役割を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 総合計画の名称・構成・期間 

  

 この計画の名称は，「水戸市第６次総合計画」とし，その構成，期間は次のとおりとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画の役割 

総合的かつ計画的な 

行政運営の指針 

市民，事業者等の社会

経済活動全般の指針 
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ⅡⅡ  基基本本構構想想      
 

第１ 都市づくりの基本理念 

 

時代がいかに変わろうとも，水戸に住む全ての市民が安心して暮らし，幸せを感じられ

るまちをつくることが到達すべき目標です。 

そのためには，福祉をはじめ，医療，教育，防災など，あらゆる分野で安心を感じられ

る環境づくりとともに，経済的発展によって明るい未来を展望できる都市づくりを推進し

ていかなければなりません。 

さらには，あらゆる分野で先進的な発展をリードするとともに，歴史と伝統，芸術・文

化，豊かな自然など，水戸ならではの個性と魅力を高め，効果的に発信し，にぎわいと交

流を創出しながら，訪れてみたい，住んでみたいと思われるような，選ばれる魅力あるま

ちを構築していくことも必要です。 

 そして，水戸のまちをつくり，輝かせるのは，水戸に暮らし，水戸で活動する人々であ

り，まちづくりの主役，リーダーとなる人材や未来を担う子どもたちの育成など，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，市民力，地域力の伸展を図っていく必

要があります。 

このような視点に立って，望ましい将来の水戸市像を展望し，水戸の歴史，文化に裏打

ちされた風格を保ちながら，三つの基本理念のもと，市民と行政との協働による質の高い

都市づくりを進めるものとします。 

 

≪三つの基本理念≫ 
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安心都市づくり 
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未来を担う子どもたちを笑顔で育み，高齢者，障害者をはじめ，全ての市民が，住み

慣れた地域で，支えあい，助けあうコミュニティを高めながら，健康で生き生きと暮ら

すことのできる環境づくりを進めます。そして，災害に強いネットワークづくりや安全

性の高い都市基盤整備を推進しながら，「笑顔にあふれ，快適に暮らせる安心都市づくり」

を目指します。 

 

 

 

   

県都として，強力な水戸都市圏を創造し，発展をリードしていくためにも，都市核へ

の都市中枢機能の一層の集積，環境負荷の低減に配慮した交通ネットワークの確立，良

好な住環境の形成を推進するほか，都市間の連携を進めます。そして，観光産業をはじ

め，商業，農業，工業など，様々な産業分野において，新しい価値観に立った持続的な

発展を推進し，若者をはじめとした市民の雇用の場の確保を図りながら，「未来に躍動す

る活力ある先進都市づくり」を目指します。 

 

 

 

 

水戸のまちの特徴である歴史と伝統，芸術･文化，豊かな自然など，様々な地域資源の

風格を磨き上げ，有機的な連携を強化することによって，まちの魅力を高めるとともに，

地球環境を保全し，自然と共生できる環境づくりを推進します。そして，これらの貴重

な資源を活用した交流拠点づくりを進めるとともに，国内外に戦略的，効果的に魅力を

発信し，水戸ブランド力を高めながら，「水戸ならではの歴史，自然を生かした魅力ある

交流都市づくり」を目指します。 

 

 

第２ 将来都市像 

 

 水戸市の目指す将来都市像（将来の都市イメージ）を 

 

 

笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する 魁
さきがけ

のまち・水戸 

 

 

と定めます。 

 

笑顔にあふれ快適に暮らせる安心都市づくり 

未来に躍動する活力ある先進都市づくり 

水戸ならではの歴史，自然を生かした魅力ある交流都市づくり 

笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する 魁
さきがけ

のまち・水戸 
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第３ 人口と経済の展望 

 

１ 人口設定の考え方 
  

全国的に人口減少，少子化の流れが続く中，活力ある都市づくりに向けては，人口の

集積を図っていくことが必要であり，本市がさらなる発展をしていくためには，魅力を

高めることによって，交流人口の増加を図り，新たな活力，にぎわいを創出していかな

ければなりません。 

これらのことから，水戸市第６次総合計画においては，展望する将来人口として，「目

標人口」及び「目標交流人口」を定めることとします。 

 

 

２ 将来人口 
 

(1) 目標人口 
 

本市の将来人口として，自然動態のみの人口推計においては，10 年間で約１万人の

人口減少が，社会動態のトレンドを加味した人口推計においても，10 年間で約 3,500

人の人口減少が見込まれます。 

しかしながら，県都として，水戸都市圏発展のリーダーとして求められる本市の役

割や将来都市像を踏まえ，活力ある都市としていくためにも，新たな人口の流入を促

進することが必要です。そのため，就業環境，生活基盤，福祉，教育サービスの充実

など，都市の魅力を高める施策を総合的に展開しながら，人口の定住化によって実現

を目指す「目標人口」を定めることとします。 

2023（平成 35）年度においては 270,000 人を，2028（平成 40）年度においては 267,000

人を目標人口として設定します。 
 

［図１］ 推計値と目標人口 
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（平成25年度）
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（平成35年度）

2028年度

（平成40年度）

目標人口 推計値（自然動態＋社会動態） 推計値（自然動態） 推計値（国）

※推計値（国）は，国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成25年3月推計）による。

(千人)
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(2) 目標交流人口 
 

本市は，市街地に残る千波湖の水や緑，森林公園などの美しい自然，水戸徳川家ゆ

かりの豊かな歴史，また，世界に誇る水戸芸術館，水戸ホーリーホックなどの様々な

地域資源に恵まれ，さらに，商業・業務，教育，文化など，様々な機能が集積してお

り，観光をはじめ，買い物や通勤・通学等により多くの人が訪れています。 

定住人口が将来的に減少することが見込まれる中，都市の活力を維持し，発展して

いくためには，都市の魅力を高め，水戸を訪れる人，いわゆる交流人口の増加を図る

ことによって，人，物，情報の動きを生み出し，新たな活力，にぎわいを創出してい

くことも必要です。 

そのため，「目標人口」とあわせ，新たに，人，物，情報の交流を通した新たな活力，

にぎわいの創出によって実現を目指す「目標交流人口」を定めることとします。 

   2023（平成 35）年度においては，観光交流人口として 450 万人を，生活圏交流人口

として 80 万人を目標交流人口として設定します。 

 

 

３ 経済見通し 

 

  我が国においては，長引く景気の低迷をはじめ，世界的な経済危機，東日本大震災の

影響などにより，依然として厳しい社会経済情勢が続いています。 

国においては，国内景気回復に向けた経済対策とともに，国際的な競争力を高め，デ

フレ脱却に取り組み，中・長期的には民間需要主導の安定した成長を目指すこととして

います。 

  本市においても，地域経済の活性化に資する施策等を総合的に展開するとともに，交

流人口の拡大による経済効果を高めながら，緩やかな成長を見込むこととします。 

  2028（平成 40）年度においては，市内総生産，市民所得とも，2013（平成 25）年度と

比較して約 1.1 倍，対前年度の成長率は 0.8％程度となるものと見込むこととします。 
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第４ 都市空間整備構想 

 

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，これからの都市づくりは，これまでの拡散型の開発志向から，集積型の持続可

能な都市構造に転換し，コンパクトなまちを目指していくことが必要となっています。 

本市においても，これらの時代の要請を踏まえ，これまで整備を進めてきた都市基盤を

有効活用しながら，社会資本の効率的な整備を進め，都市中枢機能や居住機能等の集積を

図っていくこととあわせ，東日本大震災を踏まえ，災害に強い都市構造を確立していかな

ければなりません。また，住み慣れた地域で暮らしていける環境を確保するため，自然や

歴史などの地域特性を活用することによって活力を高めていくことも求められています。 

本市は，これまでの都市空間整備を生かしながら，将来にわたって市民が安心して暮ら

せるまちとしていくために，新たな都市空間整備の方向として，「魅力・活力集積型 スマ

ート・エコシティ」を目指すこととします。 

 

 

 

 

 

時代の変化に対応できるコンパクトな都市構造を展望し，地球環境を保全するとともに，

本市の特徴である豊かな自然環境と共生するエコなまちづくりを進めます。それを基調と

して，都市核をはじめ，既存の資源や地域特性を最大限に活用した産業系拠点，地域生活

拠点，交流拠点をスマートに配置し，それぞれの機能や魅力の向上・集積を図るとともに，

連携を強化しながら，地域の活力，都市全体の発展への活力を高めていきます。そして，

災害に強い都市構造を確立し，住む人に優しいスマートでエコな先進都市づくりを目指し

ます。  

１ 水と緑の潤い空間づくり 

２ 都市核・拠点の機能強化・充実と快適な生活環境づくり 

３ 災害に強い都市基盤づくり 

４ 地域特性を生かした魅力あふれる交流ネットワークづくり 

 
  

※「スマート・エコシティ」 

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

市核や様々な拠点をすっきりと効果的に配置し，それらの機能や魅力の集積・向上，

さらにはネットワーク化を図ることによって，市民生活や産業活動を営む上で，そ

れらの効果を享受しやすい効率性の高い都市構造を指すこととします。 

・スマート：すっきりとして洗練された，賢い，効果的な 

・エ  コ（エコロジー）：地球環境，自然環境（生態系）を保護し，共存する 

「魅力・活力集積型 スマート・エコシティ」 
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1 未来を担う子どもたちの 1 子ども・子育て支援の充実

育成 2 学校教育の充実

3 青少年の健全育成

2 みんなで支えあい助けあう 1 地域福祉の充実

地域社会の実現 2 高齢者支援の充実

3 障害者（児）支援の充実

4 社会保障の充実

3 健やかな生活の実現 1 健康づくりの推進

2 医療環境の充実

4 災害に強いまちづくりの 1 危機管理・防災体制の強化

推進 2 総合的な防災対策の充実

3 消防・救急の充実

4 治水・雨水対策の推進

5 安全・安心な暮らしの 1 交通安全・防犯の充実

実現 2 水道水の安定供給

3 消費生活の向上

4 斎場・霊園の充実

1 魅力ある都市機能の 1 都市核（中心市街地）の強化

充実 2 地域生活拠点の充実

3 総合交通体系の確立

4 住環境の向上

5 広域的な行政の推進

2 活力あふれる産業の 1 戦略的観光の振興

振興 2 商業の振興

3 農林水産業の振興

4 工業，流通の振興

5 新たな産業の誘致，育成

6 就労環境の充実

1 歴史，文化の継承と振興 1 歴史的資源の保全と活用

2 芸術・文化の振興

3 魅力ある景観の形成

2 豊かな自然との共生 1 地球環境・生活環境の保全と向上

2 潤いある水辺環境の形成

3 緑豊かな空間の形成

4 循環型社会の構築

3 交流を創出する魅力の 1 魅力ある交流拠点の形成

向上と発信 2 水戸のブランド力の向上

3 戦略的なＰＲ活動の推進

1 市民の多様な活動の 1 地域コミュニティ活動の推進

推進 2 ボランティア・ＮＰＯ活動の推進

3 生涯学習活動の推進

4 スポーツ・レクリエーション活動の推進

5 男女平等参画社会に向けた活動の推進

6 国際交流活動の推進

7 平和活動の推進

2 市民主体の行政運営 1 市民参画による行政運営の推進

の推進 2 行政情報の活用促進

3 行財政改革の推進

　大項目 中項目 小項目

１ 笑顔にあふれ快適に暮ら
せる「みと」づくり

２ 未来に躍動する活力ある
「みと」づくり

３ 水戸ならではの歴史，自然
を生かした魅力ある「みと」
づくり

４ 市民と行政との協働による
自主・自立した「みと」づくり

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

第５ 施策の大綱 
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項 目 目標（2023年度）

生活圏交流人口 800,000 727,459  ※2012年度

注 １　観光交流人口は，年間入込観光客数を設定

２　生活圏交流人口は，(財)常陽地域研究センターの実施している「茨城県生活行動圏調査」における商圏，

　余暇圏の項目別吸収人口（買い物客数や芸術・文化活動来訪者数等）を基に市独自で算出し設定

区 分

観光交流人口

目標交流人口

4,500,000

現 況

3,144,400  ※2012年

2012年度 2013年度 2018年度 2023年度

単位 （平成24年度） （平成25年度） （平成30年度） （平成35年度）

人 269,681 270,600 272,500 270,000

年少人口 人 37,333 37,150 35,900 33,700

（０～14歳） ％ 13.8% 13.7% 13.2% 12.5%

生産年齢人口 人 171,607 170,670 167,400 165,800

（15～64歳） ％ 63.6% 63.1% 61.4% 61.4%

高齢者人口 人 60,741 62,780 69,200 70,500

（65歳以上） ％ 22.5% 23.2% 25.4% 26.1%

世帯 114,509 115,470 119,980 122,640

世帯当たり人員 人/世帯 2.36 2.34 2.27 2.20

人 126,830 126,760 125,930 125,290

第１次産業 人 3,780 3,700 3,310 2,990

就業者 ％ 3.0% 2.9% 2.6% 2.4%

第２次産業 人 22,210 22,040 21,220 20,560

就業者 ％ 17.5% 17.4% 16.9% 16.4%

第３次産業 人 100,840 101,020 101,400 101,740

就業者 ％ 79.5% 79.7% 80.5% 81.2%

百万円 1,102,909 1,111,732 1,135,145 1,179,469

百万円 739,576 745,493 761,193 790,915

千円 2,742 2,755 2,793 2,929

注 １　人口，世帯は，各年10月１日の数値とします。

２　就業者は，常住地における就業者数とします。

３　市内総生産，市民所得は，2013年価格とします。

市民所得

一人当たり市民所得

年　　次

区　分

目標人口

世　　帯

就 業 者

市内総生産

ⅢⅢ  基基本本計計画画      
 

第１ 基本的指標 

 

この計画においては，国等から公表されている将来人口推計や経済動向の予測を参考に

しながら，都市の魅力を高める施策の総合的な展開によって目指す目標人口，目標交流人

口を設定するとともに，それらを踏まえ，市民所得などの各種指標を推計し，次のとおり

設定します。 
 

[表１] 将来人口（目標人口，就業者）と経済見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[表２] 目標交流人口                                       （人） 
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第２ 都市空間整備計画 
 

コンパクトな都市構造を展望した「魅力・活力集積型 スマート・エコシティ」を構築す

るため，「水と緑の潤い空間づくり」，「都市核・拠点の機能強化・充実と快適な生活環境づ

くり」，「災害に強い都市基盤づくり」，「地域特性を生かした魅力あふれる交流ネットワー

クづくり」を進めます。 
 
[図２] 都市空間整備計画イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
１「水と緑の潤い空間づくり」 

 
自然は市民生活に欠かせないものであり，時代の課題として，地球環境問題への対応

を含め，一層の自然環境との共生が求められる中で，偕楽園・千波湖周辺をはじめとし

た本市の特徴である豊かな自然をまちづくりの軸と位置付け，積極的な保全と再生を図

り，市民が自然とのふれあいによって安らぎや潤いを感じられる空間づくりを目指しま

す。 

(1) 偕楽園・千波湖周辺をはじめ，放射状に伸びる河川や緑地，那珂川，北側斜面緑地，

北西部地区の丘陵地帯などの豊かな自然の保全・再生 

 (2) 都市部における公園・緑地の整備 

 (3) 公有地，民有地等における緑化の推進 
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２「都市核・拠点の機能強化・充実と快適な生活環境づくり」 
 

県都・水戸として，これまで歴史的に積み重ねてきた都市の力を一層高めていくこと

が求められる中で，スマートな都市構造を実現していくためにも，都市核としての中心

市街地をはじめ，産業系拠点，地域生活拠点におけるこれまでの都市基盤整備の進展や

それぞれの持つ役割を踏まえながら，都市機能の強化・充実を図ります。あわせて，都

市核を中心とした交通ネットワークや拠点間の機能連携ネットワークの構築を推進しま

す。 

また，定住化を誘導すべき既成市街地を中心として，生活基盤の効果的な整備を進め

ながら，安心して快適に暮らせる生活環境づくりを目指します。 

(1) 広域的な拠点性を持つ「都市核」について，都市の発展，魅力の発信をリードする

エリアとして，歴史的資源や文化的資源を生かしながら，多くの人が集い，にぎわい，

交流を創出する様々な都市中枢機能の連携強化と一層の集積 

(2) 県庁舎周辺地区については業務系の，東部工業団地等については複合型工業の振興

を図る工業系の，水戸市公設地方卸売市場及び水戸西流通センターについては流通系

の「産業系拠点」としての機能強化 

(3) 赤塚駅，内原駅周辺地区，下市地区について，「地域生活拠点」としての機能充実 

(4) 都市機能の強化・充実に向けた交通ネットワークの構築や都市核，産業系拠点，地

域生活拠点間の機能連携ネットワークの強化 

(5) 既成市街地における快適な歩行者空間，自転車走行空間の確保や公共交通の維持・

確保など，人と環境にやさしい交通体系の構築 

(6) 市街地の拡大を抑制しつつ，既成市街地への居住を誘導できるインフラの効果的整

備の推進 

 

 

３「災害に強い都市基盤づくり」 
 

市民が安心して安全に暮らせる都市としていくため，都市空間整備の視点からも防災

機能の強化・充実を図ります。 

防災拠点としての役割を果たす行政庁舎の整備をはじめ，各地区における避難拠点施

設の機能強化を図るとともに，ライフラインの確保や情報の収集・発信手段の整備を推

進します。あわせて，災害時の物資輸送路や避難経路となる幹線道路や生活道路，避難

所としての公園の整備とともに，河川改修や総合的な浸水対策を進めながら，災害に強

い都市基盤づくりを目指します。 

 (1) 防災，避難拠点の機能充実 

 (2) 水道等のライフラインやメディア等を活用した情報収集・発信体制の確立 

(3) 災害時の物資輸送路，避難経路，避難所の整備 

(4) 河川改修や総合的な浸水対策の推進 
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４「地域特性を生かした魅力あふれる交流ネットワークづくり」 
 

豊かな自然の保全と再生を都市空間整備の軸としつつ，都市の中の緑や自然の中のに

ぎわい創出などによって，活力あるまちづくりを進めます。水戸市の特徴でもある自然

や歴史をはじめ，教育や文化，スポーツなど，様々な分野での交流創出に向け，自然的

魅力や歴史的魅力，都市的魅力を複合的に有する資源を中心として，地域特性を生かし

ながら，魅力を高め，発信する交流拠点づくりを進めるとともに，機能連携等により，

回遊性の高いネットワークづくりを目指します。あわせて，それらを活用したコンベン

ション機能の強化に努めます。 

 (1) 地域特性を生かした「魅力発信・交流拠点」の形成 

 (2) 回遊性の高いネットワークづくりの推進 

 (3) コンベンション誘致に向けた拠点施設の機能強化 

 

[図３] 魅力発信・交流拠点ネットワークイメージ図 
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第３ 重点プロジェクト 

 

１ 趣旨 

 

総合計画は，行政全般にかかる政策・施策を網羅するものであり，本市の都市づくり

の基本理念及び将来都市像の実現に向けては，基本計画に掲げる全ての施策の相互連携

を図りながら，総合的に取り組んでいく必要があります。 

重点プロジェクトは，多様化する市民ニーズや時代の課題等に的確に対応し，「魁のま

ち・みと」を実現していくため，水戸ならではの特徴を生かし，個性と魅力，そして，

都市力を向上していく上で効果が高い政策・施策への重点化を図るものとして定めます。 

そして，総合計画に位置付けた各種施策の中で，特に，横断的な推進体制のもとで優

先的かつ集中的に取り組み，総合計画の 10 年間の期間のうち，おおむね５年以内に一定

の成果を上げることを目指すこととします。 

 

 

２ 魁のまちづくり重点プロジェクト 

  

時代の潮流や市民意向を踏まえながら，水戸ならではの特徴を生かし，都市力を高め

ていくために，将来にわたっての水戸市の成長と発展の礎となる人づくり，安全安心の

基盤づくり，経済・産業を活性化するにぎわいづくりの視点から，四つの重点プロジェ

クトを定め，市民と行政との協働によって実現を目指すこととします。  

 

(1) ～将来の水戸を担う子どもたちを育む～ 

未来への投資プロジェクト 

(2) ～安全・安心を実感できる～ 

災害に強いまちづくりプロジェクト 

(3) ～水戸の自然，歴史，文化の魅力を生かした～ 

観光集客力アッププロジェクト 

(4) ～人が集い，地域経済の活性化をリードする～ 

まちなかにぎわい・活力創造プロジェクト 
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【目指す姿】 

● 子育て支援等を強化し，安心して子どもを生み，育てることができるまちを目指

します。 

● 水戸スタイルの教育を通し，子どもたちの学力向上や生きる力の育成を目指しま

す。 

※水戸スタイルの教育・・・水戸の先人の教えを基底に，次世代をリードする人

材の育成を目指し，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教育 

 

【目標指標】 

指   標 現況(H23 年度) 目標値（H30 年度） 

保育所待機児童数（10 月１日現在） 195 人 待機児童ゼロ(H29 年度)

子育て支援・多世代交流事業の利用者数

（年間） 

42,760 人 100,000 人 

学力診断のためのテスト(県)の総合得

点の平均点（対県平均との比較） 

(小６)  -3.6 点 

(中３)  +9.0 点 

(小６)  +5.0 点 

(中３) +20.0 点 

運動やスポーツをすることが好きな児

童生徒の割合（全国調査） 

89.5％ 

(H24 年度) 

90％ 

学校施設の耐震化 84.8％(H24 年度) 100％（H26 年度） 

 

【戦略的な取組】 

 １ 安心して子どもを生み，育てることができるよう，子育てを応援します。 

◇ 保育所待機児童の解消に向けた民間保育園の整備促進 

◇ わんぱーく・みと，はみんぐ・ぱーくみとを核とした多様な子育て支援・多世代交流の推進 

◇ 市民センター等を活用した地域における子育て支援施策の推進 

◇ 開放学級の拡充など，総合的な放課後児童対策の推進 

◇ 小児医療体制の充実 

◇ 子どもの医療費助成など，子どもを生み育てやすい環境づくりの推進 

◇ (仮称)水戸市子ども発達支援センターの整備 
 

 ２ 様々な分野でリーダーとなり，活躍する人材を育成します。 

◇ 水戸スタイルの教育の推進 

◇ 学校給食における食育の推進 

◇ 幼稚園，小・中学校施設の耐震化 

◇ 幼稚園，小・中学校施設の環境整備（空調設備設置） 

◇ 青少年の体験活動の促進 

◇ 少年自然の家の再整備  

◇ スポーツ施設の整備（新屋内公認プールの整備，市立競技場機能強化整備等） 

 

Project1 
 ～将来の水戸を担う子どもたちを育む～ 

未来への投資プロジェクト 
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【目指す姿】 

● 危機管理・防災体制の強化をはじめ，防災拠点施設やライフライン等の整備を進

め，災害に強いまちを目指します。 

● 災害時に備え，情報を収集・発信できる体制や要援護者の支援体制の強化を図り，

安心して暮らせるまちを目指します。 
 

【目標指標】 

指   標 現況(H23 年度) 目標値（H30 年度）

防災上重要な市有建築物等の耐震化率（耐震

改修促進計画） 

77.0％ 100％ 

主要な備蓄物資・資機材の充足率（備蓄計画） 57.6％ 100％ 

浸水被害箇所数 160 か所 65 か所 

災害時要援護者支援体制が構築されている

地区の割合 

3.3％ 100％ 

（H27 年度） 

 

【戦略的な取組】 

 １ 災害の予防や減災に向けて，防災拠点やライフライン等の機能強化を図ります。 

◇ 地震災害，津波災害，風水害，原子力災害に備えた地域防災計画の見直し 

◇ 総合防災拠点（本庁舎防災センター機能）の整備 

◇ 消防施設の整備 

◇ 公共，民間の住宅・建築物の耐震化の推進 

◇ 応急給水拠点施設の整備 

◇ 備蓄物資・資機材等の充実 

◇ 重点的な雨水排水施設の整備 

◇ 道路等の災害復旧行動計画の策定 

 

 ２ 災害に備えた人や組織，情報のつながりを強化します。 

◇ 本庁舎防災センター等における防災教育の充実 

◇ 防災情報伝達システムの整備 

◇ 地域防災活動拠点（市民センター等）の機能強化 

◇ 地域等と連携した防災知識の普及啓発，防災訓練の実施 

◇ 次世代防災リーダーの育成 

◇ 災害時要援護者支援体制の構築 

◇ 地域との協働による応急給水体制の構築 

 

 

Project2 
 ～安全・安心を実感できる～ 

災害に強いまちづくりプロジェクト 
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【目指す姿】 

● 水戸の歴史の象徴でもある弘道館をはじめ，中心市街地に隣接する都市公園面積

日本一である偕楽園公園，世界に誇る水戸芸術館など，水戸の歴史・文化の魅力

向上により，多くの人が訪れるまちを目指します。 

● 訪れる度に新たな発見や感動に出会えるまちに向けた戦略的な観光振興やＰＲ

活動等により交流人口を増やし，経済の活性化等を目指します。 

 

【目標指標】 

指   標 現況(H23 年度) 目標値（H30 年度）

観光交流人口（年間入込観光客数） 3,144,400 人(H24 年) 4,000,000人(H30年)

水戸市内の宿泊客数（観光客動態調査） 989,900 人(H22 年度) 1,200,000 人 

新たな土産品の開発品数（累計） － 10 品 

 

【戦略的な取組】 

 １ 観光資源を磨き上げ，来て，見て楽しめる魅力ある観光拠点の形成を図ります。 

◇ 偕楽園・千波湖周辺の魅力づくり（世界に誇れる偕楽園公園（千波公園等）づくり等） 

◇ 弘道館・水戸城跡周辺の魅力づくり（歴史的建造物の復元等） 

◇ 保和苑（ロマンチックゾーン）周辺の整備 

◇ 英国庭園（七ツ洞公園）の整備 

◇ 植物公園，森林公園の再整備 

◇ コンベンション施設を活用した誘致活動の推進 

◇ 水戸芸術館を中心とした文化の拠点づくり 

◇ 吉田古墳の整備 

◇ 歴史・観光ロードの整備 

 

 ２ まちの魅力を発信し，来訪者を温かく迎える機運を育成します。 

◇ 戦略的観光ＰＲ活動の推進 

◇ 水戸のブランドイメージの確立 

◇ 回遊できるまちなか観光散策コースの構築 

◇ 水戸の花絵巻事業の推進 

◇ 観光特産品の魅力向上 

◇ おもてなし力の向上 

 

Project3 
 ～水戸の自然，歴史，文化の魅力を生かした～ 

観光集客力アッププロジェクト 
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【目指す姿】 

● 都市核である中心市街地において，商業・業務をはじめとした都市中枢機能の集

積によって，にぎわいの創出を図り，活力あるまちを目指します。 

● 歩いて楽しいまち，住んでみたいまちに向け，多くの人が集い，暮らしやすい環

境づくりを目指します。 
 

【目標指標】 

指   標 現況(H23 年度) 目標値（H30 年度）

中心市街地における新規出店数（市助成制

度等の活用による出店数の累計） 

－ 25 店 

中心市街地の居住者数（総数） 12,214人(H24年度) 13,000 人 

中心市街地の歩行者通行量（歩行者通行量

調査） 

119,588 人 

(H24 年度) 

125,000 人 

 

【戦略的な取組】 

 １ 商業・業務の新規立地，まちなか居住を誘導し，都市中枢機能の集積を図ります。 

◇ 空き店舗を活用した店舗開業・出店の推進 

◇ 商業施設等の新たな誘致施策の推進 

◇ 中心商店街活性化の支援 

◇ 起業支援の充実 

◇ まちなか居住の促進 
 

 ２ まちの新たな魅力を創出し，にぎわいあふれるまちとしての再生を図ります。 

◇ まちなか交流促進事業等によるにぎわいづくりの推進 

◇ 水戸芸術館等を中心としたにぎわいづくりの推進 

◇ 歴史的資源を活用したにぎわい空間の整備 

◇ コンベンション機能の強化，誘致活動の推進 

◇ 人と環境にやさしいまちなか交通体系の確立に向けた取組の推進 

◇ 歩いて楽しめる道路空間整備の推進 

◇ 公共交通機関の利用促進 

◇ 泉町１丁目北地区市街地再開発事業によるまちなか交流拠点の形成 

◇ 未利用地の有効活用の促進 
 
 

 

 

 

 

Project4 
 ～人が集い，地域経済の活性化をリードする～ 

まちなかにぎわい・活力創造プロジェクト 
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○主要施策の概要の構成 

 

[基本的方向] 

将来都市像の実現に向け，それぞれの施策（小項目）ごとに，

施策の目的や取り組むべき基本的な方向性を示します。 

 

 

[目標指標] 

それぞれの施策において，目指すべき達成度や成果を数値指標

として定めます。 

各指標は，市民１万人アンケートで明らかとなった施策の満足

度や事業の実施等によって達成される成果等の市民の視点に立っ

た指標を設定します。 

 

 

[主な取組] 

それぞれの施策を実現するために，基本計画期間の 10 年間に取

り組む具体的な事業のうち，主なものを示します。 

 

第４ 主要施策の概要 

 

 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」の実現に

向け，基本構想に位置付けた施策の大綱に基づき，到達を目指す目標水準や具体的施策を

定めます。 
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１ 笑顔にあふれ快適に暮らせる「みと」づくり  
 
(1)未来を担う子どもたちの育成 
 
①子ども・子育て支援の充実 

［基本的方向］ 

子どもを安心して生み育てることができ，子どもたちが心豊かに成長することができ

るよう，幼児期の教育や保育サービス，地域における子育て支援，多世代交流の充実を

図りながら，急速に進行する少子化と多様な子育てニーズに対応した総合的な子ども・

子育て支援の推進に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 地域における子育て支援拠点数（総数） 24 か所 43 か所 

２ 保育所待機児童数（10 月１日現在） 195 人 待機児童ゼロ 

(H29 年度) 

３ 子育て支援に満足している市民の割合

（市民１万人アンケート） 

14.8％ 50％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 子ども・子育て支援事業計画の

策定 

・子ども・子育て支援事業計画の策定 市 

２ わんぱーく・みと，はみんぐぱ

ーく・みとを核とした多様な子

育て支援・多世代交流の推進 

・中核的拠点であるわんぱーく・みと，

はみんぐぱーく・みとの運営の充実 

市 

３ 市民センター等地域における

子育て支援・多世代交流拠点の

充実 

・子育て広場事業，多世代交流事業の

拡充 

市，各種

団体 

４ 地域における子育て支援サー

ビスの充実 

・ファミリーサポートセンター事業

（保育園等の送迎，病児預かり等）

の推進 

・地域における一時預かり事業の推進 

・保育所における地域子育て支援拠点

事業の推進 

市，事業

者 

５ 総合的な放課後児童対策の充

実 

・開放学級の充実 

・民間学童クラブの充実 

・放課後子ども教室の推進 

市，事業

者，各種

団体 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

６ 子どもを生み育てやすい環境

づくり 

・子どもの医療費助成 

・不妊治療費の助成 

・男性の育児参加の推進 

・学官連携による子育て支援の推進 

・育児負担の軽減に向けた新たな支援

策の検討 

市，関係

機関 

７ 多様な子育てニーズに対応し

た情報の発信 

・インターネット等を活用した情報発

信の充実 

・市民との協働による子育て情報誌の

発行 

市，市民，

事業者 

８ ひとり親家庭等の自立支援 ・関係機関との連携による自立支援の

充実 

・生活の安定に資する資格取得への支

援 

市 

９ 児童虐待防止対策の推進 ・児童虐待防止推進体制の強化 市，関係

機関 

10 子どもの心のサポートの推進 ・ホームフレンド事業（児童訪問援助

事業）等の推進 

市，各種

団体 

11 質の高い幼児教育，保育の総合

的な推進 

・教育・保育カリキュラムの推進 

・幼稚園，保育所職員の人事交流 

・就学前児童の教育の充実 

市，事業

者 

12 幼稚園，保育所の認定こども園

への移行の推進 

・幼稚園，保育所の認定こども園への

移行の促進 

・公立幼稚園，保育所における検討，

実施 

市，事業

者 

13 保育サービスの充実 ・保育所等における保育内容の充実 

・幼稚園における預かり保育の充実 

市，事業

者  

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 公立保育所の整備 ・改築 １か所 市 

２ 公立保育所の耐震化 ・耐震補強・大規模改造 ２か所 

（全施設完了） 

市 

３ 民間保育園の整備促進 ・定員増 500 人 事業者 

４ 幼稚園園舎の整備 ・園舎整備(改築･大規模改造)５園 

・通級指導教室新設 ２園 

（※現況…通級指導教室３園） 

市 

５ 幼稚園園舎の耐震化 ・耐震補強 １園 

・改築 ３園    （全施設完了） 

市 

６ 幼稚園施設の環境整備 ・全教室への空調設備設置 

（全施設完了） 

市 
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②学校教育の充実 
［基本的方向］ 

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，子

どもたちの学力向上をはじめ，郷土教育や国際理解教育，芸術教育などの水戸らしい教

育を推進するとともに，魅力ある学校づくりとして，教育環境や指導体制の充実に努め

ます。また，高等教育機関との連携を推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 学力診断のためのテスト(県)の総合

得点の平均点（対県平均との比較）

(小６) -3.6 点 

(中３) +9.0 点 

(小６) +10.0 点 

(中３) +25.0 点 

２ 運動やスポーツをすることが好きな

児童生徒の割合（全国調査） 

89.5％ 

(H24 年度) 

91％ 

３ 学校給食での地場産物の活用割合

（品目数ベース） 

41.2％ 50％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 水戸スタイルの教育の推進 ・水戸の先人の教えを基底に，次世代を

リードする人材の育成 

・歴史，自然，文化，地域の人材を生か

した水戸らしい教育の推進 

市 

２ まごころプランの推進 ・９年間を見通した小中一貫教育の推進 

・小中一貫モデル校における特色ある教

育課程の推進 

市 

３ さきがけプランの推進 ・学力向上サポーターや市費採用教諭の

配置 

・次世代エキスパート育成事業の推進 

・放課後等における学力サポート事業の

実施 

・水戸の地域特性を生かした総合的な学

力向上の推進 

市  

４ 郷土水戸に関する教育の推

進 

・副読本等を活用した郷土水戸に関する

教育の推進 

・歴史ロードウォークの実施 

市 

５ 国際理解教育の推進 ・保育所，幼稚園，小・中学校への英語

指導助手の配置 

・小学校高学年以上の英会話の授業のオ

ール・イン・イングリッシュ化 

・外国人留学生や海外諸都市等との交流

による国際理解教育の推進 

市，市国

際交流協

会 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

６ 水戸芸術館と連携した芸術

教育の推進 

・芸術館との連携による芸術教育の推進

（子どものための音楽会，こころの劇

場，中学生合唱コンクール等） 

市，市芸

術振興財

団 

７ 情報教育の推進 ・小・中学校教育用コンピュータ等の整

備・充実 

・学びのイノベーションの推進 

市 

８ こころの教育の推進 ・ふれあいプランの推進 

・道徳教育，人権教育の推進 

・子ども梅大使事業の実施 

市 

９ 健やかな体づくりの推進 ・体力向上プログラムの推進 

・小中学生水戸マラソンの開催 

・水戸ホーリーホックとの地域連携 

市，各種

団体，水

戸ホーリ

ーホック

10 学校給食における食育の推

進 

・地場産物の活用拡大 

・学校給食共同調理場を拠点とした食育

の推進 

・学官連携事業の推進 

市，大学

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 小学校施設の整備 ・校舎整備（改築・長寿命化型大規模改

造） 18 校 

・屋内運動場整備（改築・長寿命化型大

規模改造） 17 校 

市 

２ 小学校施設の耐震化 ・校舎耐震補強 ４校 

・屋内運動場耐震補強 １校 

（全校完了） 

市 

３ プール設備等の改修 ・小学校プールの設備等の改修 市 

４ 中学校施設の整備 ・校舎整備（改築・長寿命化型大規模改

造） ９校 

・屋内運動場整備（改築・長寿命化型大

規模改造） ３校 

市 

５ 中学校施設の耐震化 ・校舎耐震補強 １校    （全校完了） 市 

６ 学校施設の環境整備 ・小中学校全教室への空調設備設置 

          （全校完了） 

市 

７ 学校給食共同調理場の改築 ・改築 市 
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③青少年の健全育成 
［基本的方向］ 

青少年の豊かな人間性の育成に向け，家庭，地域，学校，行政が相互に連携しながら，

青少年の社会参加の促進をはじめ，家庭，地域の教育力の向上やいじめ，非行等の未然

防止に努めるとともに，体験活動等を通した健全育成のための環境づくりを推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ いじめ解決率 96.8％ 99％ 

２ 少年自然の家の利用者数（年間） 9,845 人 20,000 人 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ ふれあいプランの推進 ・いじめ解決に向けた施策の推進 市 

２ 青少年の体験活動の促進 ・青少年育成団体の活動支援 

・社会参加活動の促進 

・生きる力を育む体験活動の促進 

市 

３ 家庭，地域，学校，行政の連携の

強化 

・家庭，地域，学校，行政の連携

強化による，地域ぐるみでの青少

年健全育成の推進 

市，各種

団体 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 少年自然の家の再整備 ・再整備（耐震補強，改築，機能

拡張） 

市 

２ 開放学級施設の整備 ・開放学級専用棟新設 ６か所 

（※現況…開放学級専用棟５か

所） 

市 
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(2)みんなで支えあい助けあう地域社会の実現 
 
①地域福祉の充実 
［基本的方向］ 

市民一人一人がともに支えあい，住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう，市民の

地域福祉活動への主体的な参加を促進するとともに，ボランティア，福祉団体等の活動を

支援しながら，保健，医療，福祉をはじめとした各分野の連携，協働による地域福祉を推

進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ ボランティアセンターにおける登録

者数 

団体：117 

個人：104 

団体：150 

個人：150 

２ 水戸市安心・安全見守り隊参加団

体・事業者数 

84 

(H24 年度) 

120 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 地域福祉推進体制の充実 ・市社会福祉協議会や関係団体との

連携強化，情報の共有化による推進

体制の強化 

市，市民，

市社会福

祉協議会

２ 地域見守り・支えあいの推進 ・高齢者，障害者等の要援護者対策

の推進（災害時，平時） 

・水戸市安心・安全見守り隊の拡充 

・シルバー人材センターにおける生

活サポート事業の活用 

市，市民,

事業者等

３ 福祉ボランティアの育成・支援 ・福祉ボランティア会館を拠点とし

た人材育成と多様なボランティア

活動への支援 

市，市社

会福祉協

議会 

４ 心のバリアフリーのまちづくり ・高齢者や障害者等に対する理解促

進など，総合的な人権施策の推進 

市 

５ バリアフリー・ユニバーサルデ

ザインの推進 

・日常生活圏におけるバリアフリー

化・ユニバーサルデザイン導入等の

推進 

市，市民，

事業者 

 

 

②高齢者支援の充実 
［基本的方向］ 

高齢者が元気で生き生きと暮らすことのできる環境の整備に向け，介護サービス，福

祉サービス，介護予防の充実に努めるとともに，地域住民やボランティア等と連携し，

地域における見守り・支えあいを推進しながら，高齢者の知識や経験を生かすことので

きる社会参加の機会の拡充を図ります。 
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［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 普段の生活の中で周りからの孤立を感じ

る一人暮らし高齢者の割合（ひとり暮らし

高齢者実態把握調査） 

22.8％ 

(H22 年度) 

10％ 

２ 要介護認定を要しない前期高齢者の割合 96.2％ 97％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 居宅介護サービスの充実 ・適正な居宅サービス・地域密着型

サービス提供体制の推進 

市，事業

者 

２ 施設介護サービスの充実 ・特別養護老人ホームの整備促進

（600 床） 

・老人保健施設の整備促進（200 床） 

事業者 

３ 介護予防事業の推進 ・介護予防教室等の充実 市 

４ 包括的支援事業の充実 ・地域における相談支援体制の拡充 市 

５ 高齢者等移動支援の推進 ・高齢者等の新たな移動支援施策の

検討・実施 

市 

６ 地域における多世代交流の推進 ･老人福祉センター等における多世

代交流事業の推進 

市，各種

団体 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 開江老人ホームの整備 ・増築 １か所 市 

２ 老人福祉センターの整備  ・新設 １か所 市 

 
 

 

 

③障害者（児）支援の充実 

［基本的方向］ 

ノーマライゼーションの理念のもと，障害者が安心して生活できるよう，障害への理解

を深めながら，就労支援の充実や社会参加の促進を図るとともに，障害者が自立し，地域

で安心して暮らせる環境の整備に努めます。 
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［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 就労支援施設等における障害者の工

賃月額（市内平均） 

14,365 円 20,000 円 

２ 福祉施設から一般就労への移行者数 22 人（年間） 450 人（累計） 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ ノーマライゼーションの普

及・啓発  

・障害に対して理解を深める情報提供

の充実 

市 

２ 障害者の雇用促進 ・関係機関との連携による障害者雇用

の促進 

・障害者生活支援センターにおける相

談支援の充実 

市，関係

機関，事

業者 

３ 工賃向上に資する取組の推進 ・障害者授産製品等の受注・販売の促

進 

市，事業

者 

４ (仮称)水戸市障害者共同受発

注センターの設置 

・市独自の共同受発注センターの設置 市 

５ 難病対策の充実 ・難病患者見舞金の支給など，難病対

策の推進 

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ （仮称）水戸市子ども発達支援

センターの整備 

・新設 １か所 

 

市 

２ 新たな障害者生活支援センタ

ーの整備 

・新設 １か所 

 

市 

 

 

④社会保障の充実 

［基本的方向］ 

将来にわたって市民の安定した生活と健康を支えることができるよう，社会保障として，

国民健康保険や介護保険等の健全で持続可能な運営を推進しながら，適正なサービスの提

供に努めるとともに，生活困窮者に対する自立支援の強化を図ります。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 特定健康診査受診率 21.1％ 60％ 

２ 就労支援相談員の支援による就職

者数（年間） 

81 人 250 人 

３ 介護相談員による居宅訪問数(年間) 887 件 1,300 件 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 国民健康保険の適正な運営の推

進 

・国民健康保険財政の健全化の推進 

・医療費の適正化の推進 

市 

２ 特定健康診査・特定保健指導の

推進  

・受診率等の向上に向けた施策の推

進 

市 

３ 医療費負担の軽減 ・医療費支給制度の充実 市 

４ 適正保護の推進 ・適正な生活保護の実施 市 

５ 自立支援体制の充実・強化 ・就労支援，相談業務の充実 

・新たな自立支援策の検討 

市 

６ 介護保険の適正な運営の推進 ・適正なサービス提供体制の整備，

介護給付適正化事業の推進 

市 

７ 介護サービスの質的向上 ・相談支援の充実，外部評価の徹底，

事業所に対する適切な指導の実施 

市，事業

者 
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(3)健やかな生活の実現 
 
①健康づくりの推進 
［基本的方向］ 

生涯を通じて市民が健康で心豊かに暮らすことができるよう，疾病予防や母子保健の

充実に努めるとともに，健康や食育に関する知識の普及・啓発を図りながら，市民一人

一人のライフステージに応じた自主的な健康づくりを推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 健康のために適度な運動を心がけてい

る人の割合（健康と食に関するアンケー

ト調査） 

50.0％ 

(H22 年度) 

75％ 

２ 各種がん検診の受診率 23.4％～38.7％ 50％ 

３ 介護予防事業（一次予防事業）参加者数

（年間） 

3,914 人 14,000 人 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 千波公園等を拠点としたラン

ニング，ウォーキングの推進 

・千波公園等を拠点としたランニング

及びウォーキングの推進 

市 

２ 食育の推進 

 

・食生活の基礎づくりの推進 

・食文化の継承，地産地消の推進 

市，関係

機関，各

種団体 

３ 歯科保健の推進 ・歯と口腔の健康づくりの推進 市，関係

機関 

４ 生活習慣病予防の推進 ・各種健（検）診の推進 

・生活習慣病予防の普及・啓発 

市，関係

機関 

５ 妊産婦支援の充実 

 

・医療機関との連携による妊婦健康診

査，妊産婦保健指導の充実 

市，関係

機関 

６ 乳幼児育児支援の充実 

 

・乳幼児健康診査，育児相談・訪問の

充実 

市 

７ 高齢者の健康づくりの推進 

 

・元気アップ・ステップ運動，シルバ

ーリハビリ体操教室等の推進 

市，市民

 

 

②医療環境の充実 

［基本的方向］ 

市民が安心して医療サービスを受けることのできる地域医療の確立に向け，関係機関

等と連携し，人材の確保に取り組みながら，子どもたちの命を守る小児医療や休日夜間

診療等の緊急医療の充実を図るなど，医療提供体制の強化に努めます。 
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［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 総合医療対策に満足している市民の

割合（市民１万人アンケート） 

26.5％ 50％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 小児初期救急医療体制の充実 ・休日夜間緊急診療所における小児

医療体制の充実 

・24 時間対応可能な小児初期医療体

制の構築に向けた検討 

市，関係

機関 

２ 安定的な医療提供体制の確保 ・休日夜間緊急診療所の人材確保の

推進 

・医療機関等との連携による病診の

機能分担，ネットワーク化による地

域医療体制の充実 

・初期から第三次救急医療の総合的，

体系的な医療提供体制の充実 

・医師会，歯科医師会，薬剤師会と

の連携強化 

市，関係

機関 
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(4)災害に強いまちづくりの推進 
 
①危機管理・防災体制の強化 
［基本的方向］ 

地震災害，津波災害，風水害，原子力災害等に備えた危機管理・防災体制の強化に向

け，防災拠点となる行政庁舎や市民センターなどの機能充実をはじめ，情報の発信・収

集手段の拡充とともに，関係機関，市民との相互協力体制の強化を図ります。 
 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 災害に強いまちづくりに満足している

市民の割合（市民１万人アンケート） 

15.0％  60％ 

２ 災害時要援護者支援体制が構築されて

いる地区の割合 

 3.3％ 100％ 

（H27 年度） 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 危機管理対策の充実 ・業務継続計画（災害編）の策定 

・感染症予防対策等の充実 

市 

２ 地域防災計画の適正な見直し ・地震災害，津波災害，風水害，原子

力災害対策計画編の見直し 

市 

３ 原子力安全対策の強化 ・県央地域の都市間連携による原子力

安全対策の強化 

市 

４ 総合防災拠点（本庁舎防災セン

ター機能）の整備 

・各種防災機能を備え，防災教育を推

進する総合防災拠点（本庁舎防災セ

ンター機能）の整備 

市 

５ 地域防災活動拠点の機能強化 ・地域防災活動拠点（市民センター等）

設備の充実 

・避難所指定動員の確立 

・自主防災組織等との連携強化 

市，市民，

各種団体

６ 災害時要援護者支援の充実 ・災害時要援護者支援体制の構築 

・災害時要援護者安心安全行動マニュ

アルの活用 

市，市民

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 防災情報伝達システムの整備 ・津波災害，水害，災害時要援護者等

への対策強化に向けたシステム整備 

市 
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②総合的な防災対策の充実 
［基本的方向］ 

水戸の地勢を踏まえた災害の予防や減災に向け，防災に係る情報の提供を図りながら，

防災教育や市民参画による防災訓練を一層推進するとともに，緊急輸送，避難の経路と

なる道路の整備，上下水道等のライフラインの強化や建築物の不燃化・耐震化に努めま

す。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 防災訓練等の参加者数（年間） 3,200 人 10,000 人 

２ 主要な備蓄物資・資機材の充足率

（備蓄計画） 

57.6％ 100％ 

３ 防災上重要な市有建築物等の耐震

化率（耐震改修促進計画） 

77.0％ 100％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体 

１ 本庁舎防災センター等にお

ける防災教育の充実 

・本庁舎防災センター，地域，学校等

における防災教育の充実 

市 

２ 市民協働による地域防災の

推進 

・自主防災組織等と連携した情報伝

達，避難所運営体制の強化 

・地域等の参画による防災訓練の実施 

・事業者等と連携した帰宅困難者対策

の充実 

・災害時生活用水協力井戸の活用 

市，市民，

各種団体，

事業者 

３ 備蓄物資・資機材等の充実 ・備蓄物資・資機材の拡充及び計画的

な更新，災害時要援護者等への配慮 

・家庭，地域等における備蓄の促進 

・燃料対策，義援物資供給対策の充実 

市，市民，

各種団体，

事業者 

４ 緊急輸送道路等の整備の推

進 

・緊急輸送道路及び災害時主要道路の

整備推進 

市 

５ 上・下水道施設の総合地震対

策の推進 

・上・下水道施設，管渠，設備の総合

地震対策の推進 

市 

６ 住宅・建築物の耐震化の推進 ・公共，民間の住宅・建築物の耐震化

の推進 

市，市民，

事業者 
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③消防・救急の充実 
［基本的方向］ 

市民の生命や身体，財産を保護するため，関係機関等と連携しながら，複雑多様化す

る災害形態に的確かつ迅速に対応できる消防・救急体制の充実強化を図るとともに，災

害に備えた効率的，効果的な消防施設の整備を推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 消防水利（消火栓及び防火水槽）の充足

率（市街地区域，準市街地区域の充足率）

83.9％ 88％ 

２ 応急手当講習会の参加者数（年間） 7,529 人 

(H23 年) 

12,000 人 

 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 火災予防対策の推進  ・防火対象物への立入検査，火災原

因調査の強化 

・防火，防災訓練の実施 

市 

２ 救急高度化の推進 ・救急救命士の養成 

・ワークステーション型ドクターカ

ーシステムの運用 

市，関係

機関 

３ 救急医療の普及・啓発 ・応急手当講習会の充実 

・AED の普及啓発 

・救急車の適正利用の促進 

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 消防施設の整備 ・消防出張所改築  １か所 市 

２ 消防施設の耐震化 ・消防署改築    １か所 

・消防分団詰所改築 ２か所 

（全施設完了） 

市 

３ 消防救急無線のデジタル化及び

共同指令センターの共同整備 

・消防救急無線のデジタル化整備 

・共同指令センター新設 １か所 

市，関係

自治体 

４ 消防水利の整備 ・防火水槽等整備 41 基 

（耐震性貯水槽 100ｔ 1 基，耐震性

防火水槽 40ｔ 40 基） 

市 

５ 消防車両等の整備 ・消防，救急車両の更新 市 

 

 



- 32 - 

④治水・雨水対策の推進 
［基本的方向］ 

市民の生活と財産を水害から守るため，那珂川等の築堤をはじめとした河川改修を推

進するほか，局地的な集中豪雨への対応として，都市下水路や排水路等の整備，雨水貯

留機能の強化による雨水流出の抑制など，総合的な浸水対策を進めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 浸水被害箇所数 160 か所 20 か所 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 国・県管理河川の整備促進 ・那珂川，涸沼川など，主要な国・県管

理河川の整備促進 

国，県 

２ 総合的な雨水対策の推進 ・雨水排水施設整備プログラムに基づく

施策の推進 

・重点的な雨水排水施設整備の推進 

・緊急的な雨水対策の推進 

・公共施設，家庭，事業所等における雨

水貯留施設整備の推進 

市，市民，

事業者 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 河川改修 ・石川川改修（暫定）  450ｍ 

・沢渡川改修      270ｍ 

・狭間川改修      600ｍ 

・赤穂川改修（設計等） 

市 

２ 重点的な雨水排水施設整備

の推進 

・都市下水路整備   15,000ｍ 

・排水路整備      20,000ｍ 

・公共下水道（雨水）整備 

市 

３ 緊急的な雨水対策の推進 ・既存管渠の流下機能改善 市 
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(5)安全・安心な暮らしの実現 
 
①交通安全・防犯の充実 
［基本的方向］ 

交通事故や犯罪による被害を未然に防止するため，交通安全・防犯意識の普及，啓発

をはじめ，地域団体，関係機関等と連携した地域ぐるみの交通安全活動や防犯活動を推

進するとともに，歩道等の交通安全施設の整備を進めるなど，人と車，自転車が共存で

きる環境づくりに努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 交通事故の発生件数（年間） 2,091 件 

(H23 年) 

1,300 件 

(H35 年) 

２ 犯罪認知件数（年間） 4,984 件 

(H23 年) 

3,500 件 

(H35 年) 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 交通安全意識の啓発 ・交通安全意識やマナーを高める運動

の充実 

・交通安全教育の推進 

・高齢者の安全対策の強化 

市 

２ 通学路安全対策の充実 ・通学路安全点検の充実 

・学校，家庭，地域との連携による通

学路の安全確保の推進 

・スクールゾーン標示の推進 

市，市民，

関係機関

３ 歩行者・自転車の交通安全対策

の充実 

・ゾーン 30 による歩行者・自転車の

安全確保の推進 

・安全な自転車走行空間の形成 

国，県，

市 

４ 

 

犯罪防止に向けた市民，地域，

関係団体等の連携強化 

・安全なまちづくり基本計画の改定 

・自主防犯活動団体，関係機関等の連

携強化 

市，市民

５ 自主防犯活動の推進 ・防犯パトロール等の推進 

・自主防犯活動団体等への支援 

市民，市

６ 防犯設備の充実 ・防犯灯設置促進 

・防犯設備の拡充 

市 
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［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 交通安全施設の整備 ・歩道整備   3,000ｍ 

・ガードレール 3,300ｍ 

・カーブミラー 530 基 

・街路灯    60 基 

・道路案内標識 50 基 

市 

 

 

②水道水の安定供給 
［基本的方向］ 

安全でおいしい水戸の水の安定供給に向け，水源・水質の保全をはじめ，水道施設の

計画的な整備，更新や災害対策の強化を進め，安定した水道システムの確立を図るとと

もに，適正な資産管理に基づく健全で効率的な水道事業経営に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 有収率の向上 91.8％ 95％ 

２ 鉛製給水管の解消 47.5％ 100％ 

３ 管路（口径 500mm 以上）の耐震適合率 83.6％ 100％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ アセットマネジメントによる

経営基盤の強化 

・アセットマネジメント（資産管理）

を踏まえた長期財政計画の策定 

・経営基盤の強化，効果的な事業運営

の推進 

市 

２ 地域との協働による応急給水

体制の構築 

・地域住民や関係機関等との協働によ

る応急給水体制の構築 

市，市民

３ 有収率の向上 ・漏水調査及び修理の実施 市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 応急給水拠点施設の整備 ・耐震性循環式飲料水貯水槽設置 

 ５か所 

市 

２ 鉛製給水管解消 

 

・更新 50,917 件（完了） 

 

市 

３ 配水管の整備・更新 ・配水管布設 26,000ｍ 

・配水管布設替 46,547ｍ 

（うち基幹管路 20,330ｍ） 

市 
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番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

４ 老朽施設の更新 ・浄水場施設等の更新・改修 市 

５ 災害に備えた施設整備 ・災害に備えた水道施設等の更新・改

修 

市 

 

 

③消費生活の向上 
［基本的方向］ 

消費者被害の解消や未然防止を図り，市民が安心して暮らすことができるよう，関係

機関と連携しながら，消費生活センターの機能を強化し，消費生活相談や啓発活動，教

育の充実に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 消費生活相談件数（年間） 2,132 件 2,000 件 

２ 消費生活に関する講座等の

参加者数（年間） 

4,492 人 

(H24 年度) 

6,000 人 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体 

１ 消費者教育の充実 

 

・消費者教育推進計画の策定 

・学校，地域，家庭等における消費者教

育の推進 

市，市消費

生活センタ

ー，消費者

団体    

２ 悪質商法・詐欺等の被害防

止対策の強化 

・被害防止に向けた情報提供，意識啓発 

・関係機関等との連携による被害防止活

動の推進 

市，市消費

生活センタ

ー，関係機

関 

３ 消費生活相談体制の充実 ・消費生活センターの機能強化 

・事業者と消費者の間に生じた苦情の処

理のあっせん等 

市，市消費

生活センタ

ー 

 

 

④斎場・霊園の充実 
［基本的方向］ 

市民の利便性の向上を図るため，多様化している市民ニーズを捉えながら，斎場のサ

ービス向上や施設整備を進めるとともに，墓地の適切な管理・供給に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 公営墓地の使用希望待機者数 76 人 解消 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 納骨堂及び合葬式墓地の整備

の検討 

・納骨堂及び合葬式墓地の整備の検討 市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 新たな斎場の整備 ・新たな斎場の整備 １か所 市 

２ 斎場施設の充実 ・耐震補強，火葬炉改修，待合室改修 

・長寿命化計画に基づく改修 

市 

３ 墓地の整備・充実 ・750 基供給 市 
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２ 未来に躍動する活力ある「みと」づくり  
 
 (1)魅力ある都市機能の充実 
 
①都市核（中心市街地）の強化 

［基本的方向］ 

水戸の発展，魅力の発信をリードする都市核を強化していくため，歴史，文化的資源

を生かし，様々な都市中枢機能の連携強化と一層の集積を図るとともに，商店街の取組

や市民主体のまちの活性化に向けた活動の支援をはじめ，定住化の推進や歩いて楽しめ

るまちなか交通体系の整備，再開発等による交流拠点づくりを総合的に展開しながら，

にぎわいあふれる中心市街地としての再生に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 中心市街地の歩行者通行量（歩行

者通行量調査） 

119,588 人 

(H24 年度) 

131,500 人 

２ 中心市街地への訪問頻度（月２回

以上）（市民１万人アンケート） 

51.2％ 70％ 

３ 中心市街地の空き店舗率 16.8％ 13％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 多様な交流の創出による

にぎわいづくりの推進 

・まちなか交流促進事業，学生連携による

中心市街地の活性化事業，イベント支援 

・水戸駅北口ペデストリアンデッキを活用

したにぎわいづくりの推進 

・若者まちなかチャレンジ事業 

市商業・

駐車場公

社，商工

団体等 

２ 水戸芸術館等を中心とし

たまちのにぎわいづくり

の推進 

・水戸芸術館と連携したライトアップ事業

の支援，まちなかアート事業 

・中心市街地でのイベントとの連携事業 

・「芸術のまち」をテーマとした誘客促進

施策 

市，市芸

術振興財

団，商工

団体等 

３ まちなか居住の推進 ・都市型住宅の整備促進 

・借上げ公営住宅等の検討 

市，事業

者 

４ 人と環境にやさしいまち

なか交通体系の確立に向

けた取組の推進 

・人と環境にやさしいまちなか交通体系の

将来的なあり方の検討 

市 

５ 中心商店街活性化の支援 ・商店街団体が実施するにぎわい創出に向

けた事業（販売促進事業，イベント事業

等）への支援 

商店街 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

６ 中心市街地活性化協議会

における活性化事業の支

援 

・中心市街地活性化協議会における活性化

事業（ソフト・ハード事業）の支援 

協議会，

商店街等

７ 中心市街地における商業

施設等の新たな誘致施策

の推進 

・中心市街地における商業施設等の立地促

進 

・低・未利用地の有効活用の促進 

市 

８ 店舗開業・出店の推進 ・空き店舗を活用した新規創業に対する支

援 

市商業・
駐車場公
社，商工
団体等 

９ 起業支援の充実 ・創業支援塾の開催 

・関係機関と連携したサポート体制の充実 

市，市商

業・駐車

場公社 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 市街地再開発事業の推進 ・泉町１丁目北地区（約 1.1ha） 組合 

２ 水戸駅北口駅前広場の再

整備 

・長寿命化計画の策定 

・ペデストリアンデッキ改修，照明 LED 化 

市 

３ 歩いて楽しめる道路空間

整備 

・南町地区（上市５号線ほか） 

・泉町地区整備の検討 

・大工町地区整備の検討 

・水戸駅南地区（梅戸橋桜川線） 

市 

 

 

②地域生活拠点の充実 

［基本的方向］ 

都市核を中心としたバランスある水戸のまちの発展に向け，赤塚駅周辺地区，内原駅

周辺地区，下市地区について，周辺地区の核となる地域生活拠点として，商業，文化等

の日常生活に利便性の高い機能の充実を図るとともに，公共交通ネットワークの維持，

機能向上による都市核との連携強化に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 身近な生活環境について利便

性が高いと感じている市民の

割合（市民１万人アンケート）

赤塚駅周辺地区  57.8％

内原駅周辺地区 48.3％

下市地区    51.3％

60％ 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 地域生活拠点にふさわしい商業の

振興 

 

・赤塚駅周辺地区，内原駅周辺地

区，下市地区商店街活性化の支援

（商店街販売促進等支援） 

各商店街

等 

２ 下市周辺地区における歴史まちづ

くり 

・備前堀等と連携した歴史景観づ

くりの推進 

市，市民

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 赤塚駅周辺地区の整備 ・都市基盤整備（赤塚駅西線，赤

塚駅水府橋線） 

市 

２ 内原駅周辺地区の整備 ・内原駅北土地区画整理事業 

・内原駅南口周辺整備 

（橋上駅舎，自由通路，駅南口広

場等） 

市 

 

 

③総合交通体系の確立 

［基本的方向］ 

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

とともに，地域間の交流や連携を強化する安全で快適な道路網の整備や自転車走行空間

の確保を図るなど，環境負荷の低減に配慮しながら，全ての人が安心して移動できる交

通体系の構築を進めます。 
 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ バスや鉄道などの公共交通機関が充

実していると感じている市民の割合

（市民１万人アンケート） 

31.7％ 40％ 

２ 街路（都市計画道路）の整備率 51.6％ 

(H24 年度) 

58％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 公共交通基本計画の策定 ・公共交通基本計画の策定 市，事業

者 

２ 公共交通機関の利用促進 ・鉄道，バス等公共交通機関の利用

の促進 

・超低床ノンステップバスの導入促

進 

事業者，

市 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

３ 高速自動車道の整備促進 ・東関東自動車道水戸線の整備促進 

・水戸北スマート IC のフルインター

化に向けた整備促進 

東日本高

速道路株

式会社，

国，県，

市 

４ 効率的，効果的な道路整備の推

進 

・道路整備プログラムの策定 市 

５ 快適な自転車走行空間の形成 ・自転車走行空間整備計画の策定 

・快適な自転車走行空間の形成 

国，県，

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 道路，橋梁の長寿命化 ・道路舗装長寿命化型改修 60,000ｍ 

・橋梁長寿命化型改修  

市 

２ 街路整備 ・都市計画道路中大野中河内線等の

整備 ９路線 14 工区 

市 

３ 道路新設改良 ・整備延長 14,000ｍ 市 

 

 

④住環境の向上 
［基本的方向］ 

水戸に住みたいと思われる魅力ある住環境づくりに向け，地域の特性を踏まえた良好

なまちなみの形成を推進するとともに，生活道路の整備や日常生活圏におけるバリアフ

リー化を進めるほか，空き家等の既存住宅ストックの有効活用を図りながら，低炭素社

会に対応した良質な住宅・宅地の供給に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 今後とも水戸市に住みたいと思う市民

の割合（市民１万人アンケート） 

74.6％ 80％ 

２ 身近な生活道路の整備に満足している

市民の割合（市民１万人アンケート） 

19.2％ 30％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 住生活基本計画の策定 ・住生活基本計画の策定 市 

２ 市街化区域の宅地開発の適正な

誘導 

・市街化区域の土地利用，宅地開発

の適正な誘導 

市 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

３ 住居表示の推進 ・吉田，千波・緑岡地域等における

住居表示の推進 

市 

４ 新たなバリアフリー基本構想の

策定 

・新たなバリアフリー基本構想の策

定 

市，市民，

事業者 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 東前地区整備 ・東前第二土地区画整理事業 

（40.8ha） 

・都市基盤整備（東前大場線） 

市 

２ 市営住宅の整備・充実 ・市営住宅建替え 150 戸 

・小規模市営住宅建替え等 

・市営住宅長寿命化型改修 

市 

３ 狭あい道路及び後退敷地の整備 ・整備延長 30,000ｍ 市 

４ 側溝新設改良 ・整備延長 15,000ｍ 市 

５ 舗装新設 ・市道舗装 17,000ｍ 

・認定外道路舗装 10,000ｍ 

市 

 

 

⑤広域的な行政の推進 
［基本的方向］ 

それぞれの地域が互いに活力を高め合う強力な水戸都市圏の創造に向け，都市の魅力

の創出や都市機能の拡充を図りながら，行政間の連携を強化するとともに，市民活動の

分野をはじめとしたあらゆる分野での都市間協働，連携を推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 広域行政に満足している市民の割合

（市民１万人アンケート） 

6.5％ 20％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 広域連携の推進 ・さまざまな分野における市町村の枠

を越えた広域的な連携の推進 

市 

２ 県央地域首長懇話会の開催 ・県央地域の発展に向けた県央地域９

市町村の首長による懇話会の開催 

構成９市

町村 

３ 広域合併の推進 ・強力な水戸都市圏の形成に向けた広

域合併の推進 

市 
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(2)活力あふれる産業の振興 
 
①戦略的観光の振興 
［基本的方向］ 

多くの人が交流する観光のまちづくりに向け，世界に誇れる偕楽園公園や弘道館な

ど，水戸の有する観光資源を磨き上げ，魅力を効果的に発信するとともに，広域的な連

携強化のもとでの回遊できる観光地づくりをはじめ，まち全体のおもてなし力の向上に

取り組みながら，観光客の受入体制の充実を図るなど，戦略的な事業展開に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 観光交流人口（年間入込観光客数） 3,144,400 人 

(H24 年) 

4,500,000 人 

(H35 年) 

２ 観光の振興施策に満足している市民

の割合（市民１万人アンケート） 

15.5％ 30％ 

３ 新たな土産品の開発品数（累計） － 20 品 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 観光産業振興会議による事

業の推進 

・市民，事業者，行政の連携による観光

振興方策の検討，事業の推進 

市，市民，

事業者 

２ コンベンション誘致活動の

推進 

・産学官連携による各種コンベンション

の誘致 

市，市観

光協会，

大学，事

業者 

３ 偕楽園・千波湖周辺の魅力づ

くりの推進 

・梅まつりの拡充 

・好文カフェ周辺のイルミネーションの

実施 

・グルメイベントの実施 

市，関係

団体 

４ 弘道館・水戸城跡周辺の魅力

づくりの推進 

・水戸藩歴史マップの作成 

・弘道館・水戸城跡周辺ライトアップの

実施 

市 

５ 回遊性を高める機能強化と

魅力づくりの推進 

 

・まちなか観光散策コースの構築 

・市内回遊性を高める施策の推進（レン

タサイクルの拡充，ベロタクシー導入

の検討，市内周遊バスの運行等） 

市 

６ 広域連携による回遊できる

観光地づくりの推進 

・回遊できる観光エリアづくりの推進 

・茨城空港などの広域交通網を活用した

誘客促進，観光キャンペーンの実施 

市，市観

光協会 

７ 体験・交流型観光の充実 ・民間施設や老舗等との連携による体

験・交流型観光の推進 

市，事業

者等 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

８ 森林公園周辺における観光

果樹園等を活用した魅力づ

くりの推進 

・観光果樹園等の地域資源を生かした農

業体験イベントの実施 

・森林公園の自然環境を生かしたイベン

ト，自然学習の実施 

・ものづくり体験イベントの実施 

市，市農

業公社 

９ 観光特産品の魅力向上 ・優良土産品登録制度の活用 

・新たな土産品開発の促進 

・物産展の開催 

市，市観

光協会 

10 おもてなし力の向上 ・優良タクシー乗務員認定事業 

・おもてなしマイスター制度の創設 

・観光ボランティアの育成 

市，市観

光協会 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 偕楽園公園（千波公園等）の

整備 

・偕楽園公園（千波公園等）整備基本計

画の策定 

・千波公園西の谷等の拡大整備，ジョギ

ングロード改修，遊具改築，水際園路

等の整備 

市，市民，

関係機関

２ 英国庭園（七ツ洞公園）の整

備 

・秘密の花苑の再生 

・南側駐車場等の整備 

市，市民

３ 植物公園の再整備 ・観賞大温室，熱帯果樹温室等の再整備 

・周辺施設と一体となったリニューアル

整備 

市 

４ ロマンチックゾーンの魅力

づくりの推進 

・ロマンチックゾーン周辺道路の景観等

整備 

市 

５ 観光果樹等を活用した魅力

発信交流拠点の整備 

・農産物加工・販売施設整備 1 か所 市 

６ 観光案内板の整備 ・車両系 10 基 

・観光案内 2基 

市 

 

 

②商業の振興 
［基本的方向］ 

社会経済の変化を的確に捉え，高度化・多様化する消費者ニーズに対応できる活力あ

る商業の振興に向け，地域の特性を生かした個性と魅力あふれる商店街づくりをはじめ，

新たな顧客の確保や販売の拡大に向けた取組を促進するとともに，中小企業等の経営体

質の強化，開業意欲のある商業者の育成を図ります。 
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［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 市内小売業における年間商品販売額 376,673 百万円 388,048 百万円 

２ 商業の振興施策に満足している市民の

割合（市民１万人アンケート） 
8.2％ 20％ 

３ 商業の振興施策に満足している商業従

事者の割合（市民１万人アンケート） 
7.5％ 20％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 商店街活性化の支援 ・商店街団体が実施するにぎわい創出

に向けた事業（販売促進事業，イベ

ント事業等）への支援 

・新たな商店街団体組織化の促進 

商店街 

２ 店舗開業・出店の推進 

 

・空き店舗を活用した新規創業に対す

る支援 

市商業・
駐車場公
社，商工
団体等 

３ 起業支援の充実 ・創業支援塾の開催 

・関係機関と連携したサポート体制の

充実 

市，市商

業・駐車

場公社 

 

 

③農林水産業の振興 

［基本的方向］ 

安全・安心で良質な農産物を安定して供給することのできる持続可能な農業を実現す

るため，農産物のブランド化や地産地消を進めながら，６次産業化を図るとともに，効

率的かつ安定的な農業経営に向けた多様な担い手の確保や生産基盤整備を推進します。

また，林業，水産業の振興に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 認定農業者数（総数） 177 経営体 200 経営体 

２ 農林水産業の振興施策に満足している

市民の割合（市民１万人アンケート） 
12.2％ 25％ 

３ 農林水産業の振興施策に満足している

農林漁業従事者の割合（市民１万人アン

ケート） 

14.8％ 30％ 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 水田農業の安定経営への支援 ・需要に応じた計画的な米作りの推進 

・麦，大豆，飼料用稲等転作作物生産

に対する支援 

市 

２ 農業経営の法人化の推進 ・農業生産法人等設立の促進 市 

３ 認定農業者等担い手の育成・確

保 

・新規就農者や中心的担い手となる農

業者の確保，サポート体制の充実，

農地集積 

市，市農

業公社 

４ 良質な農産物生産の促進 ・優良種苗の供給・確保 

・環境保全型農業の推進による特別栽

培農産物の認定促進 

・食の安全・安心確保への取組の推進 

市，営農

集団等 

５ ６次産業化の推進 ・販売拡大や新規商品開発のための試

作への支援 

・農産物等大規模加工・販売施設の整

備促進 

市，営農

集団等 

６ 地産地消の推進 ・地場農産物の利用促進 

・学校給食における食育の推進，食育

活動の推進 

市，営農

集団等 

７ 農産物ブランド化の推進とＰ

Ｒ活動の強化 

・付加価値向上の推進 

・ＰＲ強化による販路拡大，マッチン

グの推進 

市，営農

集団等 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 農業生産基盤の整備 ・那珂川沿岸農業水利事業 

・国営緊急農地再編整備事業 

・県営畑地帯総合整備事業  ２地区 

・県営ほ場整備事業     ２地区 

・県営湛水防除事業     １地区 

・排水路整備 

・ため池整備        ３か所 

・むらづくり総合整備事業 

・農道整備         ２地区 

国，県，

市 

２ 農業用機械導入支援 ・農業用機械導入の促進 営農集団

等 

３ 園芸産地改革支援 ・園芸作物用機械，ハウス等の整備促 

進 

営農集団

等 

４ 米・麦共同乾燥調製施設の整備

促進 

・共同乾燥調製施設の整備促進 １か

所 

営農集団

等 
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番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

５ ６次産業化施設の整備促進 ・農産物等加工・販売施設の整備促進 

 ５か所 

営農集団

等 

６ 総合的農産物販売施設の整備

促進 

・農産物等直売施設の整備促進 ２か

所 

営農集団

等 

 

 

④工業，流通の振興 

［基本的方向］ 

時代の変化に対応した工業，流通の振興に向け，経営の安定化や技術の高度化，技術

者・後継者の育成を支援し，既存企業の活性化を図るとともに，東部工業団地や公設地

方卸売市場などの産業系拠点の機能強化に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 市内製造品出荷額（年間） 112,494 百万円 120,931 百万円 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 産業系拠点の機能強化 ・立地企業に対する経営強化への支援 

・企業誘致活動の推進 

市 

２ 工業振興に対する支援 ・ＩＳＯ等認証取得支援 

・中小工場再整備支援 

・優れた工場に対する優良工場の認定 

市 

３ 産・学・官連携による新製品・

新技術の開発支援 

・産学官連携による新製品・新技術開

発支援 

・インターンシップ導入支援 

事業者，

大学，市

等 

４ 公設地方卸売市場活性化の推

進 

・朝市や感謝市などのイベントの開催 

・ホームページを活用した情報提供 

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 公設地方卸売市場の耐震化 ・耐震補強 １棟 市 

２ 公設地方卸売市場施設・設備の

大規模改修 

・場内施設・設備の長寿命化型改修，

機能強化 

市 
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⑤新たな産業の誘致，育成 

［基本的方向］ 

時代のニーズを捉えた新たな産業の誘致，育成による雇用の場の確保に向け，産・学・

官の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，水戸で育った人材が活

躍できるよう，新たな企業や事業所の立地誘導や起業の支援策の推進に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 新規企業等立地数（市助成制度等

の活用による立地数の累計） 

－ 50 事業者 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 産業振興ビジョンの策定 ・商，工，農，観光業など，各種産業

を網羅した新たな産業振興ビジョン

の策定 

市 

２ 企業立地の促進 ・企業立地促進助成の充実，誘致体制

強化による新たな雇用の創出 

市 

３ 産・学・官連携による新産業創

出の支援 

・産学官連携による新製品・新技術開

発支援 

・インターンシップ導入支援 

事業者，

大学，市

等 

４ 起業支援の充実 ・創業支援塾の開催 

・インキュベーション施設の整備促進 

・関係機関と連携したサポート体制の

充実 

市，市商

業・駐車

場公社 

 

 

⑥就労環境の充実 

［基本的方向］ 

全ての勤労者が生き生きと働くことのできる就労環境の実現に向け，関係機関との連

携を強化しながら，多様化する雇用形態に対応した就業機会の確保への取組を支援し，

雇用の促進に努めるとともに，勤労者の福利厚生の充実を図ります。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 事業所の従業員数（総数） 164,648 人 180,000 人 

２ 市勤労者福祉サービスセンター

の加入者数（総数） 

5,247 人 5,700 人 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 勤労者の福利厚生の充実 

 

・市勤労者福祉サービスセンターにお

ける福利厚生事業の充実 

市勤労者
福祉サー
ビスセン
ター 

２ 中高年齢者・若年者等の雇用促

進 

・関係機関との連携による就職面接会

の開催 

・雇用の場の確保に向けた企業訪問の

実施 

市，事業

者 

３ 障害者の雇用促進 ・関係機関との連携による障害者雇用

の促進 

・障害者生活支援センターにおける相

談支援の充実 

市，関係

機関，事

業者 

４ 各種産業の振興による就業機

会の拡充 

・各種産業の振興による雇用促進 

・企業立地の促進，中心市街地におけ

る商業施設等の誘致，店舗開業・出

店の推進など，各種施策の総合的な

推進による雇用の促進 

市，事業

者 
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３ 水戸ならではの歴史，自然を生かした魅力ある「みと」づくり  
 
 (1)歴史，文化の継承と振興 
 
①歴史的資源の保全と活用 

［基本的方向］ 

水戸の貴重な財産である歴史的資源をまちづくりに生かし，次代へ引き継いでいくた

め，文化財の適切な保護や整備，普及を進めるとともに，水戸城跡周辺や偕楽園をはじ

めとした資産の価値を高め，有機的に連携させながら，より一層の有効活用に努めます。 
 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 水戸市のイメージとして「歴史と伝

統がある」と感じる市民の割合（市

民１万人アンケート） 

66.3％ 80％ 

２ 文化財等説明板の設置数（総数） 168 基 180 基 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 世界遺産登録に向けた取組の

推進 

・教育遺産の世界遺産登録に向けた取

組の推進 

市 

２ 天下の魁・水戸にふさわしい歴

史まちづくりの推進 

・歴史的風致維持向上計画に基づく施

策の推進 

市 

３ 文化財の適切な保護，保存，活

用 

・新たな文化財保護計画の策定 

・文化財説明板等の設置 

・国指定文化財等の適正な管理 

市  

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 弘道館・水戸城跡周辺地区にお

ける歴史まちづくり 

・二の丸角櫓・塀の復元 

・大手門の復元 

・歴史・観光ロード整備 

市 

２ 偕楽園周辺地区における歴史

まちづくり 

・歴史・観光ロード整備 市 

３ 備前堀周辺地区における歴史

まちづくり 

・歴史・観光ロード整備 市 

４ 台渡里官衙遺跡群（国指定史

跡）の整備 

・公有化 約 1,500 ㎡ 

・公園整備（暫定） 

・展示施設，駐車場整備 

市 

５ 吉田古墳（国指定史跡）の整備 ・公有化 約 1,800 ㎡ 

・公園整備 

市 
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②芸術・文化の振興 
［基本的方向］ 

水戸らしい芸術・文化を通した新たな交流の創出に向け，伝統文化の継承や水戸芸術

館を拠点とした芸術・文化の創造と発信に努めるとともに，市民が主体的に芸術文化活

動に取り組むことのできる環境づくりを進めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 水戸芸術館及び館外公演入場

者数（年間） 

177,969 人 270,000 人 

２ 市芸術祭参加者数 42,166 人 

(H24 年度) 

44,000 人 

３ 水戸ホーリーホックのホーム

ゲーム年間平均観客数 

3,973 人 

(H24 年度) 

10,000 人 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 水戸芸術館の運営充実 ・運営基本理念に基いた水戸芸術館

の運営 

・芸術教育の推進 

市芸術振

興財団，

市 

２ 市民による芸術文化活動の促進 ・水戸市芸術祭の開催 

・芸術文化活性化事業の推進 

市，市芸

術振興財

団 

３ 水戸ホーリーホックの支援 ・ホームタウン推進協議会とともに，

市民，事業者と一体となった支援の

推進 

市，各種

団体  

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 博物館の耐震化・大規模改修 ・耐震補強・大規模改修 市 

２ 新たな市民会館の整備 ・新たな市民会館の整備 市 

 

 

③魅力ある景観の形成 

［基本的方向］ 

水戸の歴史と文化，自然景観を生かした風格と潤いのあるまちづくりに向け，市民主

体による良好なまちなみ環境づくりを支援するとともに，地域の特性を踏まえた建築物

等の規制，誘導に努めながら，歴史的資源等を活用した先導的な景観づくりを推進しま

す。 

 

 



- 51 - 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 都市景観重点地区指定（総数） １地区 ３地区 

２ まちなみや景観などの整備に満足

している市民の割合（市民１万人

アンケート） 

26.3％ 50％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 風格の感じられる歴史景観の

保全・形成の推進 

・弘道館・水戸城跡周辺地区における

風格の感じられる先導的な歴史景観

づくりの推進 

・偕楽園周辺地区，備前堀周辺地区等

における歴史景観の保全・形成の推

進 

市，市民，

事業者 

２ 偕楽園・千波湖を中心とした自

然景観の保全・形成の推進 

・風致地区等による自然景観の保全・

形成の推進 

市，市民，

事業者 

３ 美しいまちなみの形成の推進 ・中心市街地における活力の感じられ

る美しいまちなみの形成の推進 

市，市民，

事業者 

４ 良好な景観づくりに向けた規

制・誘導 

・建築物の高さ規制 

・屋外広告物の適正な掲出の促進 

市，市民，

事業者 

５ 市民主体の景観形成の推進 ・都市景観市民団体の認定 

・啓発活動の推進 

市民，市
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(2)豊かな自然との共生 
 
①地球環境・生活環境の保全と向上 

［基本的方向］ 

地球環境を保全し，将来の世代に良好な生活環境を引き継いでいくため，市民，事業

者，行政が一体となって，都市の低炭素化を図るための取組や環境保全活動を推進する

とともに，環境保全意識の醸成に向けた情報提供や環境学習・教育の充実を図ります。 
 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 二酸化炭素排出量の削減 

（H２年度 149.3 万 t 比） 

2.0％削減 

146.3 万 t 

(H21 年度) 

15％削減 

126.9 万 t 

(H33 年度) 

２ 「メガソーラーみと発電所」の発電能

力（市内の家庭及び事業所等の総数）

4.5 メガワット 100 メガワット 

３ 公害・環境対策に満足している市民の

割合（市民１万人アンケート） 

22.8％ 30％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 低炭素まちづくりの推進 ・低炭素まちづくり計画の策定 

・建築物，移動・交通等の低炭素化に向け

た意識啓発 

市，市民，

事業者 

２ チームみとエコプロジェ

クトの推進 

・CO２削減エコライフチャレンジ，温暖化

対策度チェック，メガソーラーみと発電

所によるライフスタイル見直しの推進 

市，市民，

事業者 

３ 創エネ・省エネの推進 ・太陽光発電システム等の導入及び促進 

・照明 LED 化，省エネ・高効率機器の導入

及び促進 

市，市民，

事業者 

４ 次世代エコカーの普及促

進 

・次世代エコカーの導入及び促進 市，市民，

事業者 

５ 生物多様性の保全 ・自然環境調査の実施 

・多様性の保全に向けた環境づくりの推進 

・外来種の防除 

市，市民，

事業者 

６ 環境保全活動の推進 ・河川，湖沼，森林等における保全活動の

推進 

市，市民，

事業者 

７ 環境学習・教育の充実 ・環境学習会等の充実 

・環境学習拠点整備の検討 

市，各種

団体 
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②潤いある水辺環境の形成 
［基本的方向］ 

水戸のシンボル空間である千波湖周辺等において，潤いを感じられる良好な水辺環境

の形成を図るため，公共下水道整備等の生活排水対策をはじめ，水質の保全，浄化に向

けた取組を市民，関係機関と連携しながら推進するとともに，河川等の親水空間整備を

進めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35年度) 

１ 生活排水処理総合普及率 86.1％ 95％ 

２ 千波湖の水質（千波湖中央の COD 夏季

の 大値） 

21mg/ℓ 8mg/ℓ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 千波湖の水質浄化の推進 ・桜川清流ルネッサンスⅡ事業（導

水事業，新たな水質浄化対策等）の

推進 

国，県，

市，市民

２ 市民主体の水辺環境づくりの推

進 

・ビオトープ等の整備 

・美化活動の促進 

市民，市

３ 水生生物の保護・再生 ・サケ，ホタル等の水生生物の保護・

再生の推進 

市，市民

４ 農村地域における汚水処理方式

の検討 

・農村地域における汚水処理方式の

総合的検討，方針の決定 

市 

５ 河川等の良好な親水空間の確保 ・桜川親水空間の整備促進 

・那珂川水辺プラザ等の整備促進 

国，県，

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 公共下水道の整備 ・公共下水道（汚水）の整備 

（普及率 81.7％） 

市 

２ 下水道施設の長寿命化 ・管渠，施設の長寿命化型改修 市 

３ 農業集落排水事業 ・農業集落排水処理施設等の機能強

化対策 ６地区 

市 

４ 合併処理浄化槽の設置促進 ・設置促進 2,800 基 

・単独処理浄化槽の転換促進 

市 

５ 宮脇池の再整備 ・木道，駐車場施設改修 市 
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③緑豊かな空間の形成 
［基本的方向］ 

安らぎを感じられる緑豊かで花いっぱいのまちづくりに向け，中心市街地に近接する

偕楽園周辺や西北部の森林公園等における緑の積極的な保全・再生，活用を図るととも

に，公園・緑地の整備や施設等の緑化，花の名所づくりを推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 自然や緑に囲まれたまちづくりに満

足している市民の割合（市民１万人

アンケート） 

48.2％ 55％ 

２ 市内の都市公園の面積 297ha 330ha 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 市民との協働による緑の保全 ・特別緑地保全地区の適正な管理促進 

・保存樹等の指定，支援 

市，市民

２ 緑と花にあふれる空間づくり ・公有地，公共施設，民有地等におけ

る緑化，花にあふれる空間づくりの

推進 

市，市民，

事業者 

３ 水戸の花絵巻事業の推進 ・植物公園，七ツ洞公園等市内公園と

の連携による花のガーデンづくりの

実施，回遊ルートの設定 

市 

４ 森林保全の推進 ・平地林保全整備 

・民有林造林事業の支援 

市，市民

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ (仮称)東部公園の整備 ・スポーツ・レクリエーションゾーン

整備 

・自然公園ゾーン整備 

市 

２ 街区公園の整備 ・街区公園４か所 市 

３ 公園のリニューアル整備 ・大塚池公園 

・街区公園等 

・児童遊園 

市 

４ 森林公園の再整備 ・駐車場，トイレ整備 

・森の交流センター等の大規模改修 

市 

 

 

 



- 55 - 

④循環型社会の構築 
［基本的方向］ 

資源循環型の都市活動による環境への負荷低減に向け，市民，事業者，行政それぞれ

の役割と責任のもと，ごみの一層の減量化・資源化に一体となって取り組むとともに，

ごみ処理施設等の整備やし尿の効率的な処理を進めながら，廃棄物の適正な処理を推進

します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ ごみの収集・処理や減量化・再資

源化の対策に満足している市民の

割合（市民１万人アンケート） 

49.6％ 55％ 

２ ごみの減量率（H12 年度比） 16.3％ 20％以上 

３ 不法投棄箇所数（年間通報箇所） 157 か所 80 か所 

  

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ ごみの減量化・資源化の推進 ・減量化・資源化に向けた意識啓発 

・使用済小型電子機器等の分別収集，

資源化の推進 

・事業系ごみの新たな処理方法の検

討，実施 

市，市民，

事業者 

２ 容器包装リサイクル法に伴う

資源化の推進 

・プラスチック製容器包装の分別回

収，資源化の推進 

市，市民

３ 不法投棄防止対策の充実 ・監視活動の推進，監視体制の強化 市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整備計画 事業主体

１ 新ごみ処理施設等の整備 ・焼却施設 

・リサイクルセンター 

・生活環境向上施設 

市 

２ 小吹清掃工場施設の機能保全 ・清掃工場施設機能保全 市 

３ 小吹清掃工場跡地の整備 ・跡地整備の検討 

・清掃工場関連施設の解体 

・跡地整備（植物公園と一体となった

新たな公園，自然エネルギー活用施

設等の整備） 

市 

４ 新たな 終処分場の整備 ・新たな 終処分場の整備 市 

５ 第二 終処分場跡地の整備 ・第二 終処分場跡地整備 市 

６ 見川クリーンセンター基幹的

設備の改良 

・基幹的設備の長寿命化，低炭素化に

向けた改良 

市 
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(3)交流を創出する魅力の向上と発信 
 
①魅力ある交流拠点の形成 
［基本的方向］ 

様々な分野におけるにぎわい，交流を創出し，地域の活力の向上を図るため，自然や

歴史，芸術・文化，スポーツなどの様々な資源の魅力を高め，発信する交流の拠点づく

りをはじめ，機能連携等による回遊性の高いネットワークづくりを推進するとともに，

それらを活用したコンベンション機能の強化に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 観光交流人口（年間入込観光

客数） 

3,144,400 人 

(H24 年) 

4,500,000 人 

(H35 年) 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 魅力発信・交流拠

点の形成 

【自然系】 

・偕楽園・千波湖周辺地区（偕楽園,千波公園,千波湖） 

・森林公園周辺地区（森林公園，少年自然の家） 

・大塚池公園 

・植物公園周辺地区（植物公園，小吹清掃工場跡地） 

・英国庭園（七ツ洞公園） 

・新ごみ処理施設関連生活環境向上施設 

【歴史・文化系】 

・弘道館・水戸城跡周辺地区（弘道館,二の丸地区,三の丸地区） 

・備前堀周辺地区 

・保和苑周辺地区（ロマンチックゾーン） 

・大串貝塚ふれあい公園 

・くれふしの里古墳公園 

・台渡里官衙遺跡群 

・吉田古墳 

・水戸芸術館周辺地区（水戸芸術館,泉町１丁目北地区再開発） 

・茨城県近代美術館・県民文化センター 

・県立歴史館 

【スポーツ系】 

・総合運動公園 

・市立競技場周辺地区（市立競技場，小吹水源池公園） 

・市立サッカー・ラグビー場（ツインフィールド） 

・青柳公園 

・常澄健康管理トレーニングセンター，常澄運動場 

・内原ヘルスパーク 

・田野市民運動場 

・(仮称)東部公園 

・県営堀原運動公園 

・県営東町運動公園 

市 

 



- 57 - 

番号 事業名 事業概要 事業主体

２ コンベンション

誘致活動の推進 

・魅力発信・交流拠点を活用した各種コンベンショ

ンの誘致 

・産学官連携による各種コンベンションの誘致 

市，市観

光協会，

大学，事

業者 

３ コンベンション

施設の強化 

・新たな市民会館の整備によるコンベンション施設

の強化 

・民間施設等を活用したコンベンション機能の強化 

市，事業

者等 

 

 

②水戸のブランド力の向上 

［基本的方向］ 

水戸のブランドの確立，知名度の向上によるまちの活性化に向け，市民，事業者，大

学等と連携し，農産物や特産品のブランド化を推進するとともに，歴史，文化等の地域

資源の活用や水戸の教育などの特徴ある取組を進め，市民の郷土愛を醸成しながら，市

民が誇りを持てるまち全体のブランドとして，魅力の向上に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 地域ブランド調査 全国 246 位 

県内２位 

(H24 年度) 

全国 100 位以内 

県内１位 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 水戸のブランドイメージの

確立 

・ブランド力向上のための各種施策の実 

施 

・各種メディアを通じた水戸の地域資源

の情報提供 

・市民との協働による地域資源の発見･

再構築 

・マネジメント戦略会議を通じた庁内の

連携強化 

市，市民

２ 農産物ブランド化の推進と

ＰＲ活動の強化 

・付加価値向上の推進 

・ＰＲ強化による販路拡大，マッチング

の推進 

市，営農

集団等 

３ 世界遺産登録に向けた取組

の推進 

・教育遺産の世界遺産登録に向けた取組

の推進 

市 

４ 水戸芸術館の運営充実 ・運営基本理念に基づいた水戸芸術館の

運営 

市芸術振

興財団 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

５ 水戸スタイルの教育の推進 ・水戸の先人の教えを基底に，次世代を

リードする人材の育成 

・歴史，自然，文化，地域の人材を生か

した水戸らしい教育の推進 

市 

６ おもてなし力の向上 ・優良タクシー乗務員認定事業 

・おもてなしマイスター制度の創設 

・観光ボランティアの育成 

市，市観

光協会 

 

 

③戦略的なＰＲ活動の推進 

［基本的方向］ 

水戸のまちの個性と魅力を高めるため，市民や関係機関との連携を進めながら，多様

な情報発信基盤やメディアを積極的に活用し，水戸の歴史や文化，観光等の情報の多角

的かつ効果的な発信に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 観光交流人口（年間入込観光客数） 3,144,400 人 

(H24 年) 

4,500,000 人 

(H35 年) 

２ フィルムコミッションを通じた番

組・映画等の撮影の誘致（年間） 

23 本 

(H24 年度) 

50 本 

３ mitonote（ミトノート）の配布部数

（年間） 

10,000 部 

(H24 年度) 

50,000 部 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 水戸の魅力の効果的な発信 ・各種メディアによる情報発信 

・シティセールスマガジン等の制

作・頒布 

・市民周知ＰＲ冊子の作成 

市 

２ フィルムコミッションの充実 ・水戸の歴史，文化資源を活用した

フィルムコミッションの推進 

市 

３ 戦略的観光ＰＲ活動の推進 ・ホームページ等電子媒体を活用し

た効果的な情報発信 

・アンテナショップ等の活用 

・水戸のブランド品等のＰＲ 

市，市観

光協会 

４ マスコットキャラクターを活用

したＰＲ活動の推進 

・マスコットキャラクターみとちゃ

んシティセールスの推進 

市，市観

光協会 
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４ 市民と行政との協働による自主・自立した「みと」づくり  
 
 (1)市民の多様な活動の推進 
 
①地域コミュニティ活動の推進 

［基本的方向］ 

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，活動拠点である市民センターの機

能充実を図るとともに，地域を支える人づくりを推進しながら，地域力の一層の伸展に

努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 町内会加入率（各年度１月１日現在） 67.1％ 70％ 

２ コミュニティルームのある市民セン

ター 

２か所 全施設 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 自主的な地域コミュニティ活

動の推進 

・地域コミュニティプランの全地区作

成の支援 

・地域コミュニティプラン等に基づく

活動の推進 

市，市民，

各種団体

２ 地域コミュニティ推進体制の

充実，連携強化 

・コミュニティに関する制度等の情報

提供，情報の共有化 

・住みよいまちづくり推進協議会を中

心とした各種団体の交流促進，支援，

連携強化等 

市，市民，

各種団体

３ 地域を支えるリーダーづくり

の推進 

・コミュニティ活動に関する研修会等

の実施 

市 

４ 市民センターの機能充実 ・コミュニティルーム設置，狭あい駐

車場の解消等 

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 市民センターの整備 ・新設２か所（内原地区） 

・地盤沈下対策等１か所 

・長寿命化計画に基づく改修 

市 

２ 市民センターの耐震化 ・耐震補強３か所 

・改築１か所 

（全施設完了） 

市 
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②ボランティア・ＮＰＯ活動の推進 
［基本的方向］ 

ボランティア団体，ＮＰＯ等の多様な主体が，それぞれの特性を生かし，連携，協働

して取り組むまちづくりの実現に向け，ボランティアや協働に対する市民意識の醸成に

努めるとともに，情報の共有化を進めながら，団体の育成支援をはじめ，団体間のネッ

トワークの構築，市政への参画機会の充実を図ります。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 市民団体との協働事業の数（年間） 59 件 100 件 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ ボランティア団体，ＮＰＯ等と

の協働事業の推進 

・水戸市協働推進基本計画に基づく各

種施策の推進 

市，各種

団体 

２ ボランティア団体，ＮＰＯ等の

情報の共有・人材育成 

・こみっと広場の運営 

・こみっとフェスティバルの開催 等 

市，各種

団体 

３ 道路，公園ボランティア・サポ

ートの推進 

・道路里親団体，公園等愛護会，緑化

ボランティア団体の育成，支援 

市，各種

団体 

 

 

 

③生涯学習活動の推進 

［基本的方向］ 

市民が，社会的課題を踏まえながら，それぞれの関心に応じて自発的に学び，その成

果をまちづくりに生かせるよう，学習の機会や内容の充実に努めるとともに，好文カレ

ッジ等の機能充実を図り，市民の生涯学習活動を推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 市民が生涯学習に参加する講座数

（年間） 

1,465 講座 1,500 講座 

２ 生涯学習サポーター数（総数） 24 人 

(H24 年度) 

80 人 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 生涯学習のしやすい環境づくり ・学習機会の充実 

・学習情報の収集・提供，学習相談 

市 

２ 生涯学習サポーター等の活動促

進 

・生涯学習サポーターの活動促進 

・あなたも師・達人制度等の登録と

活用促進 

市 

３ 時代の新たな課題に対応した生

涯学習プログラムの開発・研究

の推進 

・時代の新たな課題に対応した生涯

学習プログラム，パイロット事業の

開発・研究の推進 

市 

４ 生涯学習の推進体制の強化 ・みと好文カレッジの機能の充実 

・地域における生涯学習拠点の機能

充実 

市 

５ 図書館サービスの充実 ・図書，資料の充実 

・市民の知的欲求・課題解決支援機

能の充実 

・子ども読書活動の推進 

・市民との協働による図書館活動の

展開 

市，各種

団体 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 図書館の耐震化・大規模改修 ・中央図書館の耐震補強・大規模改

修 

市 

 

 

④スポーツ・レクリエーション活動の推進 
［基本的方向］ 

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，各種スポーツ教

室の開催やスポーツ団体，指導者の育成を通した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

設の機能充実を図ります。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 大規模大会（東日本大会以上）の開

催・誘致（年間） 

９大会 

(H24 年度) 

13 大会 

２ 社会体育施設の利用者数（年間） 575,810 人 800,000 人 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ スポーツ推進計画の策定 ・スポーツ推進計画の策定 市 

２ 市民がスポーツに参加しやすい

環境づくり 

・指導者・体育団体の育成 

・市民スポーツ大会の開催 

・学校施設開放の推進 

市，市ス

ポーツ振

興協会 

３ 大規模大会の開催・誘致 ・(仮称)水戸マラソン大会の開催 

・国民体育大会の開催 

・全国大会やプロスポーツ等の大会

の開催・誘致 

市，各種

団体 

４ 新たな体育館整備の検討 ・新たな体育館整備の検討 市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 新たな屋内公認プールの整備 ・屋内公認プールの整備 市 

２ 青柳公園のプール再整備 ・屋内プール等改修 

・駐車場整備 

市 

３ 市民球場の再整備 ・フィールド拡張整備 

・スタンド席改修 

・スピードガン設置 

市 

４ 市立競技場の機能強化整備 ・第１種公認陸上競技場への整備 市 

５ 体育施設の環境整備 ・体育館空調設備の整備 ３か所 市 

６ 体育施設の耐震化 ・耐震補強 ３か所 

（全施設完了） 

市 

 

 

⑤男女平等参画社会に向けた活動の推進 

［基本的方向］ 

男女が互いに尊重し合いながら個性や能力を発揮できる社会の実現に向け，学習機会

の提供や相談体制の充実に努めながら，学校，家庭，地域，職場など，あらゆる場での

男女平等参画を進めるとともに，意識の啓発や市民活動の促進を図ります。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 附属機関委員の女性の比率 29.6％ 35％ 
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［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ あらゆる分野での男女平等参画

の推進 

・水戸市男女平等参画基本計画に基

づく施策の推進 

市，各種

団体，事

業者 

２ 市民一人一人の意識の醸成 ・情報誌の発行 

・講座等の開催 

市，各種

団体 

３ 推進拠点の機能の充実 ・各種事業の実施 

・推進体制の充実 

市 

 

 

⑥国際交流活動の推進 
［基本的方向］ 

市民の国際感覚を豊かに育み，外国人にも訪れやすく，住みやすいまちにしていくた

め，国際的視野に立った人材育成や市民が主体となった多様な国際交流活動を推進する

とともに，国際化に対応した環境の整備に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 国際交流センター利用者数（年間） 51,428 人 

(H24 年度) 

52,500 人 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体 

１ 国際交流活動の推進 ・海外諸都市との国際交流事業 

・講演，講座，研修等の実施 

市，市国際

交流協会，

民間等 

２ 多文化共生の視点に立った

施策の推進 

・国際交流センターの充実 

・外国語案内表示の設置促進 

・外国語対応パンフレットの作成 

市，市国際

交流協会 

３ 国際理解教育の推進 ・保育所，幼稚園，小・中学校への英

語指導助手の配置 

・小学校高学年以上の英会話の授業の

オール・イン・イングリッシュ化 

・外国人留学生や海外諸都市等との交

流による国際理解教育の推進 

市，市国際

交流協会 
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⑦平和活動の推進 
［基本的方向］ 

戦争や紛争のない平和な世界の実現に向け，子どもたちをはじめとしたあらゆる世代

における平和意識の普及・啓発を図りながら，戦争の悲惨さや平和の尊さを学ぶ機会の

充実に努めるとともに，市民主体の平和活動を推進します。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 平和記念館来館者数（年間） 1,361 人 2,500 人 

２ ぴ～すプロジェクト参加人数

（年間） 

850 人 

(H24 年度) 

1,700 人 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体 

１ 平和事業の推進  ・平和の尊さを学ぶ機会の充実 

・平和記念館における展示の充実 

・平和記念館，市立博物館，芸術館の３館

連携事業「ぴ～すプロジェクト」の開催 

市 
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(2)市民主体の行政運営の推進 
 
①市民参画による行政運営の推進 
［基本的方向］ 

行政運営への積極的な市民参画に向け，各種懇談会をはじめとした広聴機会の充実を

図りながら，市民の声を的確に把握するとともに，市政運営や地域づくりに参画できる

環境の整備に努めます。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 市民懇談会の年間平均参加者数 91 人 

(H24 年度) 

100 人 

２ 産・学・官連携事業の数（総数） 134 件 200 件 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 広聴機会の充実 ・市民懇談会等の開催 

・ＩＣＴを活用した広聴機会の充実 

市 

２ 政策形成過程における市民

参画の推進 

 

 

 

・意見公募手続(パブリック・コメント

手続)の推進 

・審議会等への市民公募委員参画の推進 

・市民による政策提案の推進 

・行政情報の公開，共有 

市，市民

３ 産・学・官連携事業の推進 ・産学官連携による各種事業の推進 事業者，

大学，市

等 

４ 学・官連携による政策提言の

推進 

・大学生等による政策提言の推進 大学，市

等 

 

 

 

②行政情報の活用促進 
［基本的方向］ 

行政情報のより活発な利用を促進するため，ホームページ等の充実をはじめ，多様な

分野におけるＩＣＴの利活用とともに，高度情報化に対応できる体制の整備，人材の育

成を図りながら，市民に分かりやすい情報の提供に努めます。 
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［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度)

１ 行政への住民意向が反映されている

と感じる市民の割合（市民１万人アン

ケート） 

6.7％ 25％ 

２ 電子申請できる手続の数 （総数） 21 手続 30 手続 

３ 市ホームページへのアクセス数（１日

当たり） 

3,000 回 

(H24 年度) 

5,000 回 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ ＩＣＴを活用した市民サービ

スの向上 

・電子申請の拡充 

・公共施設の無線環境の充実 

・タブレット端末の活用 

市 

２ 様々なメディアを活用した広

報の推進 

・「広報みと」の発行 

・インターネットを活用した情報提供 

・県域デジタルテレビ放送 

・ラジオ広報 

・市民周知ＰＲ冊子の発行 

市 

３ 市民に分かりやすい情報の提

供 

・子育て支援総合ガイドブック，お年

寄り便利帳の発行等 

市 

 

 

③行財政改革の推進 

［基本的方向］ 

市民に信頼される質の高い行政運営に向け，効率的・効果的な事務事業の執行や公共

施設の長寿命化，適正管理に努めるとともに，将来を展望した経営的な視点による持続

可能な財政基盤の構築を進めながら，市民本位・市民視点に立った行財政運営に取り組

み，一層の市民サービスの向上を図ります。 

 

［目標指標］ 

番号 指標 現況(H23 年度) 目標値(H35 年度) 

１ 市税収納率 87.8％ 95％ 

 

［主な取組・ソフト］ 

番号 事業名 事業概要 事業主体

１ 行財政改革の計画的な推進 ・行財政改革プランに基づく，市民の視

点に立った行政サービスの提供，質の

高い行政運営の推進 

市 
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番号 事業名 事業概要 事業主体

２ 持続可能な財政運営の確立 ・市税等の収納率向上 

・新たな財源の拡充 

・受益者負担の適正化 

・補助金・負担金の適正化 

・公債費負担の適正化 

市 

３ 未利用財産の有効活用と処

分の推進 

・処分の推進 

・有効活用の推進（西谷津池等） 

市 

４ 公共施設の長寿命化の推進 ・公共施設の長寿命化型改修の推進 市 

５ 窓口サービスの向上 ・窓口サービスの向上 

・総合窓口体制の検討 

市 

６ 民間活力活用の推進 ・公の施設，事務事業の民間活力活用の

推進 

市 

７ 事務事業の見直し ・行政評価による事務事業の改善等の推

進 

市 

８ 市民の期待に応えることの

できる人材の育成と確保 

・職員研修，人事評価等による職員の資

質向上 

・多様な人材の確保 

市 

 

［主な取組・ハード］ 

番号 事業名 整 備 計 画 事業主体

１ 市役所新庁舎の整備 ・現在地への建替え（消防本部庁舎，水

道部庁舎との一体化及び防災センター

機能の導入） 

市 

２ 内原庁舎の耐震化・大規模改

修 

・耐震補強・大規模改修 市 
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【参考資料】

行 用　　　語 説　　　明

ア行 ＩＳＯ
ＩＳＯ（International Organization for Standardization）。国際標準
化機構の略称。電気及び電子技術分野を除く国際規格を制定する
ための国際機関

ＩＣＴ
ＩＣＴ（Information and Communication Technology）。情報や通信
に関連する技術一般の総称

アクセス 情報システムや情報媒体に対して接触・接続を行うこと

アセットマネジメント
社会資本の効率的な維持管理と計画的な投資を進める目的で導
入される資産の管理手法

アンテナショップ
東京などの大消費地において，地元の特産品，観光イベント等情
報発信を行う拠点

イノベーション 革新，新機軸を打ち出すこと

イルミネーション
電球，発光ダイオードなどにより淡い光の光源を集め，夜間におけ
る風景などを作り出す装飾，電飾

インキュベーション
「ふ化」の意味から転じた経済用語で，新規に事業を起こすための
支援を行うこと

インターンシップ 企業等において，生徒・学生が在学中に職業体験を行うこと

インフラ 下部構造，基盤という意味を持つ「インフラストラクチャー」の略

ＡＥＤ
ＡＥＤ(Automated External Defibrillator)。自動体外式除細動器。
突然心臓が正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓に対し
て，電気ショックを行い，正常な状態に戻すための医療機器

エコカー 低公害車や電気自動車など，環境への負荷が小さい自動車のこと

ＬＥＤ
ＬＥＤ（Light Emitting Diode）。発光ダイオード。電流を流すと発光
する半導体素子の一種

ＮＰＯ
ＮＰＯ（Non-Profit Organization）。組織として活動し，公益的な
サービスを提供する民間の非営利組織

オール・イン・イングリッシュ 英語で行うことを基本とする授業（all in English）

カ行 カリキュラム 教育課程。教育内容を学習段階に応じて配列したもの

キャンペーン 一定の目的をもった各種の組織的な運動や働きかけ，宣伝活動

コミュニティ
地域社会，共同生活体，共同生活が行われる一定の地域及びそこ
に住む人の総称

コンパクト 小さく簡潔にまとまっている状態

水戸市第６次総合計画・骨子「素案」用語説明
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行 用　　　語 説　　　明

コンベンション 大会，会議，展示会，イベントなど

サ行 桜川清流ルネッサンスⅡ事業
河川管理者，下水道管理者や地域住民等を含めた桜川流域の関
係者が一体となって，水環境改善のための取組を進める事業

サポート 支える，支援，援助

産・学・官連携 企業，大学・専門学校等と行政による連携

ＣＯ２削減エコライフチャレンジ
家庭における電気使用量等の削減に向けた取組を呼びかけ，その
成果を競い合う事業

ＣＯＤ
COD（Chemical Oxygen Demand）。化学的酸素要求量。水中の汚
濁物質等を化学的に酸化するときに消費される酸素量のことで，海
域や湖沼で用いられる。

シティセールス
自治体が都市の特色や魅力などを宣伝し，売り込むことによって，
知名度やイメージを上げていくこと

省エネ
省エネルギー。燃料や電気などのエネルギーの消費量を減らし，効
率利用を図ること

スクールゾーン
小学校の通学路等において，注意喚起や交通規制などを実施して
いる区域

ストック 資本など，ある一時点に存在する数量，もの

スピードガン 速度を測定する装置

スマートＩＣ
スマートインターチェンジ。高速道路の本線上又はパーキングエリ
ア，サービスエリア等に ETC（自動料金収集システム） ゲートを設
置して一般道と接続する，ETC 搭載車専用のインターチェンジ

創エネ
創エネルギー。太陽光発電システムなどを利用してエネルギーを創
り出していくこと

ゾーン30
通過交通及び速度の抑制等が必要な区域に対して， 高速度
30km/hの区域規制や各種交通安全対策を実施していくもの

タ行 タブレット端末
液晶画面などの表示部分にタッチパネルを搭載し，指で操作する
携帯情報端末の総称

地産地消 地域で生産されたものをその地域で消費すること

デジタル化
文字や映像などの情報をコンピュータで処理できる数値情報に変
換すること

デフレ 物価が下がり続ける状態である「デフレーション」の略

トレンド 経済変動など，ある変数の長期間にわたる動向，傾向

ナ行 那珂川水辺プラザ
那珂川の河川改修にあわせて，堤外地（河川敷）について健康，自
然等の視点に立った一体的な整備を進め，水に親しむ地域交流の
拠点となるにぎわいのある水辺を創出する計画

ニーズ 必要，要求
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行 用　　　語 説　　　明

ネットワーク 構成要素が網状に複合して連結，連絡されている状況や状態

ノーマライゼーション
障害者や高齢者が特別な存在として見られることなく，社会の中で
他の人々と同じように生活し，活動することが社会の本来あるべき姿
であるという考え方

ノンステップバス
乗降口に段差がないなど，高齢者や身体障害者等に配慮された構
造のバス

ハ行 パイロット事業 試験的に行う事業

パブリック・コメント
政策等の意思決定過程において，広く案等を公表し，市民の意見
を市政に反映させる手法

バリアフリー
障害者や高齢者を含むすべての人が社会生活をしていく上での障
壁を取り除くこと

パンフレット 簡単な製本でできている小出版物，小冊子

ビオトープ
生物群集が存在できるよう環境条件を整えた地域。生物群の生息
場所

ビジョン 未来像，将来に対する構想，夢

フィルムコミッション
映画等のロケーション撮影を誘致し，それらをスムーズに進めるため
の撮影支援を行うこと，または撮影を誘致し，その活動をスムーズに
進めることを目的とした非営利組織

ブランド
ある財・サービスを同分野の他の財やサービスと区別するためのあ
らゆる概念。消費者の中で当該財・サービスに対して出来上がるイ
メージ総体

フルインター
フルインターチェンジ。上下線に対して，全て乗り降りすることがで
きるインターチェンジのこと

プログラム
ある物事の進行状態についての計画や予定。あらかじめ実行する
内容を定めた予定表や計画書

ベース もとになるもの，基礎，基本

ペデストリアンデッキ 自動車道路と分離した立体的な歩行者専用道路

ベロタクシー 自転車タクシー

ホームタウン Jリーグなどのスポーツクラブチームが本拠とする地域のこと

ボランティア
社会をよりよくするため，自発的に自分の技能と時間を対価などを
要求することなく提供する人たちのこと

マ行 マイスター 達人，熟練した人としての称号として用いられる

マスコットキャラクター
人々に幸運をもたらすと考えられている人間を含む生物，あるいは
物体。ある組織などの共通性を持つ集団のシンボルとなるもの
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行 用　　　語 説　　　明

マッチング 両者を結びつけること。種類の異なったものを組み合わせること

マナー 礼儀，作法，行儀

マニュアル
あることを適切に行うための方法や基準等をまとめたもの。手引書，
手順書

マネジメント
様々な資源や資産・リスクなどを管理し，経営上の効果を 適化し
ようとする手法のこと

mitonote
ミトノート。水戸市のイメージアップと交流人口の増加を目的として，
県内外の方に水戸の魅力を広くＰＲしていく冊子

メガソーラー
出力１メガワット(1,000キロワット)以上の大規模な太陽光発電施設
のこと

メディア 情報伝達の媒体，手段

ヤ行 ユニバーサルデザイン
年齢や性別，障害の有無にかかわらず，すべての人が使いやすい
ことを目指したデザイン

有収率
給水した水量と料金として収入のあった水量との比率。有収率が低
くなる要因としては，漏水，メータ不感等が挙げられる

ラ行 ライフスタイル 生活行動の様式。生活に対する価値観なども含んで用いられる

ライフステージ
人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期など
のそれぞれの段階

ライフライン
一般に，電気，ガス，水道のように人が生活し，都市が機能するの
に不可欠なもの

リサイクル
資源の節約や環境負荷の低減を図るため，不用品や廃棄物を再生
して利用すること

リニューアル 店舗などの改装，改修。新しくすること

レンタサイクル 貸し自転車

６次産業化
農業や水産業などの事業者（第一次産業）が，食品加工（第二次
産業），流通販売（第三次産業）にも総合的に業務展開すること

ロマンチックゾーン
本市の歴史的資源が集積した保和苑を中心とする区域を指す。
（水戸八幡宮から曝井(さらしい)の一帯）

ワ行
ワークステーション型ドクター
カーシステム

救急救命士を医療機関へ配置し，病院実習等を行うことにより，救
急救命処置の業務拡大に対応するとともに，必要に応じ医師を同
乗させ現場に出動する一連の体制

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


