
水戸市産業振興計画審議会における意見及び対応一覧 

頁 項目 御意見・修正案等 意見等に対する対応案 

- 構成 ビジョンの全体がわかりづら

い。第 2 章の「水戸市経済の現状

と分析」については，分析の結果

が基本方針に結びついていない

ので，章末に移動し，目指す姿を

計画の序盤に位置付けることで，

計画全体がわかりやすくなる。 

第 2章を関連資料へ移動しまし

た。 

1 1 計画策定

の趣旨 

人口減少が経済に与える影響

について言及されていない。加筆

すべきである。 

下記に修正しました。 

全国的に人口減少，少子化の流

れが続く中，本市においても，将

来的には人口減少に転じること

が見込まれます。しかしながら，

急激な人口減少は，労働力の低

下，消費需要の縮小など，経済面

に大きな影響をもたらすことが

懸念されるところです。 

そのような中，政府において

は，20 年以上も続いた日本経済の

低迷によって生じた，ヒト・モ

ノ・カネの構造的なよどみを解消

すべく，成長戦略が推進されてい

るところであり，「「稼ぐ力」を取

り戻す」，「担い手を生み出す」，

「新たな成長エンジンと地域の

支え手となる産業の育成」，「地域

活性化と中堅・中小企業・小規模

事業者の革新／地域の経済構造

改革」を柱とした施策を展開する

こととしています。 

人口減少に伴う地域経済の縮

小は，住民の経済力の低下につな

がり，地域社会の様々な基盤の維

持を困難としていることから，活

力あるまちづくりに向けては，地

域経済の持続的な成長を目指し

ていかなければなりません。 

4 1 目指す姿 目指す姿を掲げているが，読ん

だだけでは具体的にイメージが

しづらいため，目指す姿につい

て，よりわかりやすく説明すべき

である。 

下記に修正しました。 

水戸市は県都であり，県内で人

口規模が最も大きいことに加え，

昼間人口比率も高く，商圏人口は

約80万人を誇る県内経済の中心

となっています。 

本市産業の中核である商業・サ

ービス業のほか，食料品製造や印

刷等の都市型工業が成長してき

た工業，県内有数の経営耕地面積

を擁する農業などの各産業が本

市経済をけん引してきたところ

です。 

資料１ 



また，偕楽園や弘道館に代表され

る歴史資源をはじめ，芸術や文化

など，豊富な地域資源を有してお

り，観光をはじめとした，これら

に関連する産業も育つ環境にあ

ります。 

このようなことから，本ビジョ

ンでは，総合計画における将来都

市像の実現に向け，取り組むべき

課題をしっかりと見据え，水戸ら

しさや水戸の独自性，特徴を生か

しながら，商工業を中心として，

地域に根差した産業の強化と新

たな産業の育成を相互に促進さ

せることにより，様々な産業間で

の連携が継続的に生み出され，将

来に渡って地域の経済が自ら成

長し続けられる社会の構築を目

指します。 

 

5 

（7,8） 

2 基本方針 

（ 4 施策の

体系） 

「1 既存事業者の支援」につい

ては，重要な要素ではあることは

わかるが，持続可能な経済を確立

するためには，現状維持では目標

指標を達成できないことから，基

本方針からは外して，基本施策に

位置付けるべきでる。 

また，基本方針の下に位置付け

る基本施策については，このビジ

ョンで最も重要である，産業間の

連携を考慮して再編すべきであ

る。 

御意見の通り対応しました。 

（ビジョン案 P5,P7,P8 参照） 

6 3 目標指標 目標値をこのように定めた理

由と根拠を明記するべきである。 

下記に修正しました。 

本ビジョンにおいては，水戸市

第６次総合計画で掲げる目標指

標との整合を図るとともに，商業

をはじめとした市内産業の振興，

企業・事業所の新規立地による地

域経済の活性化，市民の就業機会

のさらなる充実の観点から，計画

の目標年次（2023（平成 35）年）

における目標指標を次のとおり

設定します。 

9 

～ 

24 

第 3章 施策

の展開 

産業間の連携を重視するに当

たり，事業者の方々にわかりやす

くするために，施策のメリハリや

ウェイト付けをするなどしては

どうか。 

本ビジョンは，ビジョンという

性質上，施策を幅広くとらえられ

るように表現しています。 

今後，各産業別の個別計画の中

でさらに具体的に事業が表現さ

れることとなりますが，本ビジョ

ンの進行管理の中でこれら事業

の優先順位の検討や評価を行っ

てまいりたいと考えています。 

産業の連携がどのように図ら

れるのかイメージしやすいよう

に，先進地の事例など，具体例を

載せてはいかがか。 



10 基本施策 (1) 

1次,2次,3次

産業の融合 

○6 次産業化

の推進 

農林水産業の 6次産業化と読め

ないので表現を改める。 

以下に修正しました。 

・・・農産物の加工・流通・販

売，地産地消，観光農業などの地

域資源を活かし，・・・ 

○ 産 業 連 携

の促進 

複合型工業の意味が分からな

い。 

「複合型工業」を「複合型工場」

に修正しました。 

11 基本施策 (2) 

事 業 の 高 度

化・イノベー

シ ョ ン の 促

進 

「現状と課題」について，短期

景気などが説明されているが，水

戸市の取組の現状と課題に言及

すべきである。 

以下に修正しました。 

本市では市内事業所数と市内

従業者数の増加がみられるもの

の，市内総生産が減少しており，

コスト競争による価格の低下等

により事業所あたりの生産額が

減少している状況がみられます。 

各事業所の技術，商品の需要を

増やし地域経済を活性化させる

ためにも，事業の高度化や産学官

連携による新規事業を促す取組

が求められています。 

13 基本施策 (3) 

企 業 立 地 の

促進 

同上 以下に修正しました。 

本市の経済の状況をみると，近

年の産業のグローバル化の進展

や都心への人口の一極集中など

の影響により，市内総生産におい

て，すべての産業で減少傾向にあ

ります。 

このような中，雇用の場の確保

を図るため，事業所等の立地を促

進する支援制度の創設など，新た

な産業の誘致，育成を図ってきた

ところですが，都市の空洞化に歯

止めがかかっていないことから，

今後，都市の持続的な成長を確保

していくためには，企業の流出を

防ぐとともに，企業誘致のさらな

る取組の強化が求められていま

す。 

○ 企 業 誘 致

の強化 

「施策の展開」中の「土地情報

の把握・提供するシステム」がわ

からない。 

以下に修正しました。 

・・・誘致活動の円滑化を図る

ため，立地を希望する企業に不動

産情報を提供できるようなしく

みを構築するとともに・・・ 

また，「主な施策」中，「工業流

通系土地整備の促進」は「企業誘

致のための土地整備支援策の検

討」なのではないか。 

御意見の通り対応しました。 



15 基本施策 (4) 

起 業 支 援 の

充実 

「現状と課題」について，短期

景気などが説明されているが，水

戸市の取組の現状と課題に言及

すべきである。 

特に，「新陳代謝」という単語

を使用するためには，開業だけで

はなく廃業も促すべきであるこ

とから，用語の使用は控えるべき

である。 

以下に修正しました。 

本市の市内総生産の割合は，全

体の90パーセント以上を第3次産

業が占める構造となっています

が，近年は中心市街地の空き店舗

が増加するとともに，市内総生産

の減少が続いています。 

このような中，新たな事業所が

継続的に起業される環境の整備

が求められていることから，平成

26 年に創業支援事業計画を策定

したところであり，今後，事業の

着実な展開により，市内産業の活

性化を図る必要があります。 

「施策の方向性」について，「中

小企業者の革新を図る」というロ

ジックが納得できないので，「中

小企業の第二創業を促す」といっ

た表現に改めるべきである。 

御意見の通り修正しました。 

18 基本施策 (5) 

特色ある地域

資源の活用 

○販路拡大の

推進 

水戸ブランド品の海外市場開

拓を積極的に推進するのであれ

ば明記すべきである。 

以下に修正しました。 

・・・関連機関との連携により

国内外の市場の開拓を図ります。 

19 基本施策 (6) 

観光に着目し

た産業の育成 

「現状と課題」について，「・・

経済波及効果を高める成長産業

である観光産業」の意味が分から

ないので修正すべきである。 

以下に修正しました。 

・・・観光客の消費活動により

経済波及効果が見込まれる観光

について・・・ 

施策の展開の中に，外国客に向

けた施策を入れてはどうか。 

20 ページの主な取組において

「・国際観光（インバウンド観光）

の推進」を位置付けております。 

また，具体的な取組につきまし

ては現在策定中の「水戸市観光基

本計画」に位置付けてまいりま

す。 

21 基本施策 (7) 

既 存 事 業 者

の支援 

（基本方針に対する意見に基

づき，「安定した経営基盤の確立」

に替えて「既存事業者の支援」を

位置付けることとした。） 

項目の修正に伴い，「現状と課

題」について，以下のとおり修正

した。 

本市経済を取り巻く環境は，個

人消費の低迷や消費行動の多様

化等から，市内総生産の減少傾向

がみられるとともに，大型店の郊

外化等の影響により，中心市街地

においては空き店舗率の増加や

歩行者通行量の減少などの影響

が出ています。 

そのような中，今後，本市の産

業が生き残るためには，特色のあ

る産業の育成に係る既存事業者

の経営基盤の強化や都市の効率

化を図る必要があります。 



※ その他，細かい修正やグラフ等の単位の標記修正などについては，省略させていただきま

した。 

22 ○ 中 心 市 街

地 活 性 化 の

推進 

現在の水戸市の問題は中心市

街地活性化だと思う。空き店舗の

活用など，若い人の発想などによ

り活性化につながる取組を推進

していくべきである。 

中心市街地活性化は本市の重

要な課題として認識しています。 

具体的な取組につきましては，現

在策定中の中心市街地活性化ビ

ジョンにおいて整理してまいり

たいと考えています。 

23 基本施策 (8) 

産 業 を 支 え

る 人 材 確

保・育成 

「施策の展開」の「○後継者の

確保・育成」については，主な取

組に直結しないので，「○若者や

女性の雇用促進」と名称を改め，

主な取組に「女性の活躍できる企

業環境整備に対する支援の検討」

を位置付けるべきである。 

御意見の通り対応しました。 

27 1 関 係 者 間

の 連 携 に よ

る推進 

産業振興のために事業者間の

連携が重要なのであれば，市が積

極的に支援するように表現すべ

きである。 

御意見の通り対応しました。 

28 2 進行管理 他市との比較に基づく施策の

改善や関連機関との連携など，現

状分析などに基づく施策の改善

をすぐに反映できないのであれ

ば，ＰＤＣＡサイクルによるビジ

ョンの進行管理を行うこととな

っているのでその中で改善して

はどうか。 

下記に修正しました。 

「ＰＤＣＡサイクル」により，

他市の取組や関連機関との連携

の状況なども踏まえ，ビジョンに

位置付けられた・・・ 

効果の検証を行うに当たって

は各施策の一覧や費用対効果だ

けでなく他市の先進事例なども

載せ，比較検討できるようにして

もらいたい。 

御意見の通り対応します。 


