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平成２９年度水戸商工会議所水戸市への提言・要望書（回答） 

                                            水戸市 

1．水戸市全体の課題に対する提案・要望 

（１）制度融資利子補給の継続について（継続要望）  〈金融・経営支援部会、起業家育成・支援委員会〉 

水戸市の制度金融である自治金融と振興資金は平成 4 年から利子補給及び保証料の補給が行われて

おり、今年度より小規模事業者経営改善資金（マル経融資）につきましても、利子補給制度が復活されまし

た。マル経融資は、保証協会が利用できないケースでも利用が可能で、自治金融同様中小・零細企業にと

って利子補給は、金利負担が軽減されることから、利用者の経営改善に貢献することが期待されます。 

つきましては、市内中小企業の経営の安定と地域経済の活性化を図るため、平成30年度以降も引き続き

自治金融・振興資金及びマル経融資の利子補給について現行の１％を継続されますよう要望いたします。 

期待される効果等 

厳しい経営環境が続く中小・零細企業の経営の安定と地域経済の活性化につながる。 

 

【回答№ １】担当課：商工課 

自治金融などの制度融資の利子補給につきましては，中小企業の振興を図るため，引き続き平成 30 年

度も継続してまいりたいと考えております。 

 

 

（２）中核市への早期移行および政令指定都市を展望した広域合併の推進について（継続要望） 

〈建設部会〉 

中核市への移行につきましては、水戸市おかれても「水戸市保健所施設整備基本計画」が策定されるな

ど、平成 32年 4月の移行を目指し進められております。 

今後、水戸市が活力ある発展を続けるには、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・特色を育み、まちの魅力を高めるとともに、市民サービスの向上を図りつつ、自主性・自立性の強化の

ために、中核市移行の早期実現が必要となります。 

また、北関東圏の都市間競争、県南地域との県内都市間競争も激しさが増す中、水戸市が都市間競争に

打ち勝つ強固な都市力を身につけるためにも、人口規模の拡大は必要な条件の１つとなります。 

水戸市においても、合併に前向きな近隣自治体間との勉強会を設置し、広域合併に向けた動きを推進し

ていく必要があります。 

つきましては、茨城県初の中核市への早期移行の実現と政令指定都市を展望した広域合併の推進を要

望いたします。 

期待される効果等 

市民サービスの向上により、都市の活性化・定住人口の増加につながる。水戸市の魅力的なまちづくりが

推進され、都市間の競争力の強化が期待される。 

 

【回答№ ２の①】担当課：中核市移行推進課 

 本市の中核市移行に向けて，移譲項目や財政的影響の見通しについて整理を行うなど，準備を進めてま

いりました。 

 中核市への移行により，保健所事務などの新たな業務を県に代わって市で実施することとなるため，平成

28 年度から獣医師及び薬剤師の採用を開始し，平成 29 年度から茨城県での実務研修を実施しておりま

す。 

 また，保健所施設整備については，平成 28年 12月に保健所施設の機能，規模，整備費用などの保健所



2 
 

施設整備の基本的方向をまとめた「水戸市保健所施設整備基本計画」を策定し，現在は，保健所施設の基

本・実施設計を進めているところです。 

今後は，条例等の整備，情報システムの構築等について茨城県と協議しながら整理を進めていき，最終

的には，平成31年３月の水戸市議会定例会に指定同意の申入れの議案を提出し，茨城県知事の同意を経

て，平成 31年秋の中核市の指定（政令公布），平成 32年４月１日の中核市移行を目指してまいります。 

 

【回答№ ２の②】担当課：政策企画課 

広域合併の実現を図るには，まずは，水戸市が訪れてみたい，住んでみたいと思われるような魅力ある都

市にならなければならないと考えます。併せて，広域的なまちづくりへの住民意識を高め，将来のまちのあ

るべき姿を共有していくことが重要であり，情報提供等を行いながら，機運と一体感の醸成に努めてまいりた

いと考えております。 

県央地域においては，平成 29 年度から定住自立圏の取組をスタートさせたところであります。これまで培

ってきた自治体間の連携を一層強化し，広域連携の取組を通じて，地域の活性化や人口の定住につなげ

てまいりたいと考えております。 

合併に向けた取組を進めていくためには，相手方となる自治体との信頼関係を築くことが非常に大切で

す。今後，広域連携の取組を深化させながら，隣接自治体の意向の把握に努め，機会を捉えて，合併に前

向きな考えを持つ自治体との勉強会を設置してまいりたいと考えております。 

 

 

（３）新市民会館の早期整備と関連整備について（継続要望） 

〈小売商業部会、卸商業部会、コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

当所では、にぎわいと交流を生み出し、中心市街地活性化の起爆剤ともなる新市民会館について、これ

までに様々な要望をしてまいりました。概ね当所の要望に沿った内容とはなりましたが、計画の進捗にやや

遅れが出ています。 

つきましては、中心市街地の活性化は待ったなしの状況であることに鑑み、一日も早い新市民会館の整

備と、今後は Free Wi-Fi の設置や運営方法等、新市民会館の利活用に係るソフト面についてもスピード感

を持って協議・進行していただくよう要望いたします。 

また、新市民会館と水戸芸術館脇の道路は（仮称）並木通りとなっていますが、その通りをさらに水戸京成

百貨店西側から千波公園西の谷入り口までをつないだ並木通りの整備推進を提案いたします。西の谷は中

心市街地に隣接した貴重な緑地ですが、回遊性が悪く行き止まり感があるためあまり利用されていません。

これをＪＲ常磐線・旧６号線を超えて千波湖へ、また、偕楽園や大工町との回遊性も高めることで、水戸芸術

館から（仮称）並木通り→西の谷→千波湖、あるいは西の谷→偕楽園へと、水戸で最も愛されるストリートに

なる可能性がありますので、新市民会館の整備に併せ検討いただくよう要望いたします。 

期待される効果等 

多くの世代が楽しめるコンサートやイベント、市民のさまざまな芸術・文化活動、コンベンション等を実施

することで、多くの交流人口を呼び込むことができ、水戸の魅力の発信、産業の育成、経済波及にも大きな

効果が期待できる。Wi-Fi の整備は観光客、学生、社会人など様々な人が滞在することで賑わいが創出さ

れるともに、市民会館の利便性向上にもつながる。 

（仮称）並木通りの整備により、水戸芸術館・新市民会館から千波湖や偕楽園へのアクセス向上が期待さ

れ、市民や観光客が歩きたくなる通りづくりと、街並みの景観の魅力向上を図る。 

 

【回答№ ３】担当課：新市民会館整備課，泉町周辺地区開発事務所，公園緑地課 

本市では，新市民会館を水戸芸術館の隣接地に整備することにより，芸術文化の拠点形成を図り，にぎ

わい，交流の創出とともに，市民にとって心の豊かさや優良な都市空間の構築を実現することが可能となり，

本市の将来にわたるまちづくりに極めて重要な事業であると考えております。 
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これまでも，地権者や地元などとの意見交換をはじめ，各種団体との意見交換会や市民向けの説明会等

を実施し，市民の意見を可能な限りお聞きするとともに，市議会に設置された特別委員会において十分な

御審議をいただき，新市民会館の基本的な考え方，施設計画，基本設計等を進めてまいりました。 

開館が当初のスケジュールからは変更となりましたが，本市におきましては，地権者をはじめ，多くの市民

の意見に耳を傾けるとともに，市民に分かりやすく，丁寧な説明に努めることにより，新市民会館整備につい

ての御理解を深めていただくことが重要だと考えております。 

今後とも，市街地再開発組合と連携を図るとともに，関係者と積極的に意見を交換し，より多くの市民の御

理解をいただきながら，一日でも早い新市民会館の開館に向け，全力で取り組んでまいります。 

また，本市では，新市民会館において，市民をはじめ，全国の多くの方々が快適に施設を利用でき，「ま

た来たい」，「また開催したい」と思っていただけることが，より重要と考えております。 

このことから，Wi-Fi の設置をはじめ，高齢者，子育て世代など，誰でも立ち寄ってくつろげる憩いの場と

しての公共空間や，近隣の学生が学習，交流等で使用できるスペースなどを整備し，まちに新たなにぎわ

い，交流を生み出すなど，まちの活性化と魅力あふれる成熟したまちの実現を目指してまいります。 

 

次に，並木通りに関する御要望につきましては，平成28年６月17日に，国の認定を受けた水戸市中心市

街地活性化基本計画では，京成百貨店，泉町１丁目北地区及び水戸芸術館を中心とする泉町周辺地区を

「芸術・文化の中心」と位置付けたところであり，泉町１丁目地区の南北一体化の軸となる水戸芸術館西側の

都市計画道路７・５・９芸術館西通り線（都市計画道路３・４・119 大町通り線交点から国道 50 号交点まで）及

び京成百貨店西側の都市計画道路７・４・８泉町西通り線（国道 50 号交点から都市計画道路３・４・189 泉町

天王町線交点まで）につきましては，国道 50 号の南北地区の回遊性を高め，賑わい空間の形成に寄与す

る重要な路線と考えております。 

御要望のうち，国道 50号交点から大町通り線交点までの約 245ｍ区間は，泉町１丁目北地区市街地再開

発事業に合わせて整備することとしており，まちににぎわいと潤いを創出し，ひとにやさしいパブリックスペ

ースとして質の高い整備を目指すこととしております。 

道路の緑化につきましては，整備の基本方針を具現化するうえで非常に重要なアイテムであることから，

水戸芸術館西側の既存のケヤキ並木を活かすとともに，京成百貨店西側の並木まで連続的に緑化をつな

げるため，泉町１丁目北地区では，歩道空間と一体的なセットバックスペースを活かした街路樹を整備する

予定としております。 

 

 

（４）中心市街地活性化とまちなか居住促進について 

①大通りの魅力向上へ向けた検討組織の設置について（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

中心市街地の国道５０号は、道路としての役割だけでなく、賑わい創出の空間としても大変重要な位置付

けになっています。大通りの魅力が高まれば、中心市街地が劇的によくなる大きな可能性があります。 

つきましては、大通りのソフト面・ハード面の魅力向上に向けた検討組織を、関係機関で構成し設置して

いただけるよう要望いたします。 

期待される効果等 

関係機関で構成する検討組織を立ち上げることで、それぞれの合意形成が図られた提案をすることがで

き、実現の可能性が高まり、大通りの魅力が高まれば、中心市街地全体にその効果が波及して、多くの人を

呼び込むことができる。 

 

【回答№ ４】担当課：商工課 

水戸市中心市街地活性化基本計画においては，主要事業の一つとして，「メインストリートを軸とした活力

創生のまちづくり」を位置づけ，様々な都市機能を集積させて，魅力ある都市空間を形成し，経済的活力や
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利便性，回遊性の向上を図り，にぎわいを創出していくこととしており，空き店舗対策事業や商店街活力アッ

プ事業など各種事業に取り組んでいるところです。 

また，国道 50号における魅力向上に向けては，平成 29年度，旧ユニー水戸店跡地及び隣接地に「まち

なか・にぎわい・スポーツ広場（Ｍ－ＳＰＯ）」が官民協働により整備されたところであり，中心市街地の新たな

交流やにぎわい創出の拠点として，積極的な利活用を図っていくこととしております。 

これら取組の効果を，まちなか全体へと波及させていくためには，メインストリートの魅力をさらに向上させて

いくことが重要であると認識しており，基本計画においても，国道 50 号の有効活用策の検討について位置

づけていることから，活用する場合の効果や課題等について整理を行うとともに，活用策の基本方針等につ

いて中心市街地活性化協議会とも協議しながら，検討してまいります。 

 

 

②中心市街地（国道５０号沿い）の歩道のバリアフリー化について（新規要望）      〈社会サービス部会〉 

中心市街地（国道５０号沿い）の歩道は、交差点との間に段差があり、高齢者や障害者がその段差につま

ずくなど、車椅子での通行が容易ではない状況になっています。 

つきましては、中心市街地（国道５０号沿い）の歩道について、交差点との間の段差をゆるやかにするなど

バリアフリー化が進むように、関係機関への働きかけをお願いいたします。 

期待される効果等 

高齢者・障害者も含めて、すべての人にやさしく、歩いて楽しめるまちづくりを行って、多くの人を呼び込

むことで、中心市街地の活性化を図ることができる。 

 

【回答№ ５】担当課：交通政策課 

水戸駅を中心とする地区のバリアフリー化の実現に向け，現在，「水戸市バリアフリー基本構想」の平成

29 年度内の策定を目指し，国や県の道路管理者や交通事業者，障害者団体や高齢者団体等で構成する

法定協議会で議論を進めているところです。 

御要望をいただきました国道50号の歩道につきましては，道路の基準上は，既にバリアフリー化された路

線となっているものの，平成28年10月に実施した，高齢者や障害者等による「まち歩き点検・ワークショップ」

では，段差の解消等，さらなるバリアフリー化を望む声が寄せられました。 

本路線は，当該地区おける歩行者動線の骨格となりますことから，基本構想の目指す姿である，「出かけ

たくなる気持ち，住んでみたい気持ちに応えるまちづくり」の実現に向け，さらなるバリアフリー化について，

道路管理者である国と協議を進めてまいります。 

 

 

③裏通りのコミュニティ道路化（ウラミト：裡泉町づくりと裡南町づくり）について（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

近年、中心市街地一部の裏通りでは電線地中化や石畳の車歩道などが整備され、明るく美しい景観が増

えて歩いて楽しい街を実感できるなど、景観が良くなると、多くの人を呼び込むことが期待されます。 

これを更に進め、新市民会館に近い泉町仲通りや、南町三丁目のM-SPOからくろばね通りに向かう一方

通行の裏通りなど、魅力的な裏通りづくりを進めることで、賑わいの創出や沿道の空き地、空き店舗の有効

活用の促進が図れますので、これらのコミュニティ道路化を要望いたします。 

期待される効果等 

明るくオシャレな景観により、歩いて楽しめるまちになり、多くの人を中心市街地に呼び込むことが期待さ

れ、既存商店の売り上げアップに繋がるほか、空地や空き店舗に魅力的な個店を誘致することができる。 

 

【回答№ ６の①】担当課：市街地整備課（南町地区） 

現在，南町地区においては，空き店舗の増加や駐車場等の低未利用地が多く散在しており，商業集積ゾ
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ーンとしての賑わいが不足している状況であると認識しております。 

市は上市２５４号線，上市２５９号線において健康増進や健康意識の向上へ資する賑わいあふれる歩行

者ネットワークの形成を目指し事業を進めております。 

 御要望のありました，南町三丁目のM-SPOからくろばね通りに向かう裏通りにおいて，電線地中化や石畳

の車歩道等に整備するためには，地域住民の合意形成と協力が不可欠であります。商工会議所において

地元の機運の醸成を図っていただいた上で，計画の検討をしたいと考えております。 

 

【回答№ ６の②】担当課：泉町周辺地区開発事務所（泉町地区） 

 御提案の泉町仲通りの道路整備につきましては，泉町及び大工町周辺地区の活性化を目指す上で有効

であると認識しております。道路整備によって，まちの雰囲気が一変し，市民の地元に対するアイデンティテ

ィが育まれるとともに，来街者へのおもてなしに繋がるといった相乗効果が期待できると考えております。 

 整備にあたりましては，十分に優先順位を見極める必要があり，現在，旧県庁舎前から大工町方面に向か

う幹線市道４号線（通称，仲通り）について，優先的かつ段階的に電線地中化やバリアフリー化の整備を推

進していく予定としております。御要望の泉町仲通りは，現況幅員が約６ｍの歩道のない一方通行の道路で

あり，電線地中化や美装化等の道路整備にあたりましては沿線のセットバックの御協力が必要となることから，

整備内容を検討するとともに，民間の建替え等の動きを注視し，将来の整備に備えて先行してセットバック

の御理解・御協力が頂けるよう努めてまいります。 

 泉町及び大工町周辺地区の道路につきましては，泉町仲通りを含め多くの路線が美装化等の必要性が高

い道路でありますので，整備促進にあたりましては，地元の市民の皆様方の御理解と官民協働による連携

が欠かせません。今後とも，地元の皆様方と意見交換等を継続するとともに，貴会議所におかれましても，

地元企業の意識の醸成にお力添えをいただきたくお願いいたします。 

 

 

④多様な交通手段と個店・商店街との連携システムづくりについて（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

効率的なバスの運行、コミュニティサイクル、駐車場の連携システム、パークアンドバスライドなど、多様な

交通手段等はそれぞれ個別ではなく、総合的に考えていかなければならない課題です。 

あわせて、中心市街地の個店・商店街で買い物をすると、使用する交通手段の割引がなされるなどの連

携ができれば、相乗効果が図られ、中心市街地に人を呼び込むことができます。 

つきましては、バス、自転車、駐車場、タクシー、自家用車など、多様な交通手段等と個店・商店街との連

携システムづくりの検討をお願いいたします。 

期待される効果等 

全ての人がさまざまな交通手段を利用して、快適かつ安心に移動でき、中心市街地に人を呼び込むこと

が期待され、また、まちなか居住における生活利便性の向上にもつながる。 

 

【回答№ ７】担当課：交通政策課 

 平成27年に策定した「水戸市公共交通基本計画」では，中心市街地である都市核において，「まちなかの

にぎわいを支える回遊性の高い公共交通」を目指す将来像の一つに掲げ，その実現に向け，現在，バス路

線の再編に取り組んでいるところです。 

本計画では，重点的に取り組む施策として，「共通乗車券・割引サービスの導入」や「コミュニティサイクル

等の整備」を位置付け，商業施設と連携して，路線バスの運賃割引を導入することや，自転車などの他の交

通モードと連携して中心市街地の回遊性の向上を図っていくこととしたところです。 

現在，コミュニティサイクルにつきましては，本市にとって最適なシステムの調査を進めているところであり，

観光施設や商店街の回遊性を高め，まちなかのにぎわい創出に資するシステムの導入を検討してまいりま

す。 
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 これらの施策は，貴会議所にも参画いただいている水戸市都市交通戦略会議で検討を重ねてきたところ

であり，特に商店街や商業施設等との連携につきましては，今後も主体的な立場で具体的な御意見をいた

だければ幸いです。 

 

⑤まちなか居住に資するマンション・アパートのリノベーション費用に対する支援について（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

市内には、大手企業等からの赴任者が推定で３０００人程度居住していると言われています。彼らは外食

の機会が多く、まちなか居住に適していると言えますが、実際にはその多くが郊外に住んでいます。 

一方で中心市街地には、古くなった空き家・空きアパート・空きマンションが多数存在し増加しています。

これらをリノベーションし提供すれば、まちなかにとっても赴任者にとっても好都合です。 

つきましては、これらの物件を買い上げることや、リノベーションすること、また赴任者がそれを賃貸するこ

と等について、新たな補助制度等の財政的支援策をご検討くださいますよう要望いたします。 

期待される効果等 

まちなかの空き物件の有効活用と、まちなか居住が促進され、中心市街地のにぎわい創出につながる。 

 

【回答№ ８】担当課：住宅政策課 

本市では，まちなか居住の促進を図るため，平成 28 年度から子育て世帯がまちなかに住替えた場合に

住宅の取得費やアパートの家賃の一部を補助する「子育て世帯まちなか住替え支援補助金」を開始したと

ころであります。また，平成 29 年度から新たに，民間事業者による良質な都市型共同住宅の整備を促進す

る「まちなか共同住宅整備促進事業」の事業者の募集を開始したところであります。 

さらには，既存住宅ストックの活用を図るため，住宅をリフォームする際の工事費用の一部を補助する「安

心住宅リフォーム支援補助金」を平成 29年度から開始したところでありますが，この制度は中心市街地にお

ける空き家も対象となるものであります。 

これらの制度は，市外から赴任される方々にも利用いただけるものでありますので，制度を活用されるよう

周知を図り，まちなかへの居住誘導を図ってまいります。 

 

 

⑥中心市街地における居住環境整備（利便性向上）について（継続要望）            〈中部ブロック〉 

現在、中心市街地では食料品や生活必需品などの買い物に不自由する状況で、とりわけ高齢者にとって

は大きな問題となっています。 

つきましては、まちなか居住推進のためにも、スーパーマーケットなど、居住者の利便性が高い施設の誘

致について、特段のご配慮をいただきますよう要望いたします。 

期待される効果等 

居住者の利便性を高めることで、まちなか居住の推進が図られ、中心市街地の活性化につながる。 

 

【回答№ ９】担当課：商工課 

中心市街地では，南町 2 丁目において，建設が進んでいる分譲マンションにミニスーパーが入居予定と

なっています。入居するミニスーパーについては，生鮮食料品はもちろん，地域のニーズに即した商品を揃

えた利便性の高い，地域に愛される店舗となるよう，市・地元・事業者による意見交換会において要望したと

ころであり，完成後には，地元住民の方々の食料品等の買い物需要に応えるものになると期待をしておりま

す。 

また，市民の生活利便性の向上に向けましては，更なる商業施設の誘致等に努めてまいりたいと考えて

おります。 
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⑦中心市街地における防犯カメラの設置について（継続要望） 〈卸商業部会、情報文化部会、中部ブロック〉 

中心市街地の商店街では、夜間に落書きをされたり、窓ガラスを壊されたりするなど、被害が出ていること

から防犯カメラの設置要望が出されております。 

つきましては、安心安全のまちづくりの観点からも、引き続き防犯カメラの設置を進めてくださいますよう要

望いたします。 

期待される効果等 

犯罪の予防、犯罪発生時の速やかな認知と的確な対応等と、安心・安全なまちづくりにつながる。 

 

【回答№ 10】担当課：防災・危機管理課 

 本市においては，犯罪発生の抑止と犯罪からの被害を未然に防止することを目的とする「水戸市安全なま

ちづくり基本計画」を定めており，市民や防犯団体等の方々に，計画推進に御協力をいただいているところ

です。その中で水戸駅南口周辺地区を安全なまちづくりモデル地区として，地域住民や防犯団体等の安全

なまちづくりに対する取り組みを実施しているところであり，各団体における連携や情報の共有を図ることに

より，防犯活動が活発となり抑止効果がより一層強まるものと考えております。 

 水戸市の刑法犯認知件数につきましては，平成 29年１月から９月末までで 2236件あり，前年同期比＋32

件と，増加傾向を示しております。 

 御要望の中心市街地への防犯カメラ設置については，犯罪の発生を抑止するうえで一定の効果が期待で

きることから，本市におきましては，平成 23年度に水戸駅南口ペデストリアンデッキ，平成 24年度に水戸駅

北口ペデストリアンデッキに防犯カメラを４台ずつ設置しており，平成 27 年度には駅南大橋桁下に防犯カメ

ラ４台を設置しました。 

 また，平成 27年 10月に水戸警察署から大工町繁華街周辺において防犯カメラ 15台の設置要望を受け

て，平成 29 年２月に２台の防犯カメラを設置したところであり，今後におきましても，大工町繁華街周辺にお

ける防犯カメラの設置を進めてまいります。 

今後とも，各団体における連携や情報の共有を図りながら，実効性のある防犯対策に努めてまいりますの

で，防犯対策事業の推進に御協力をいただきますようお願いいたします。 

 

 

（５）千波湖の魅力向上と有効活用について 

①千波湖岸の整備とテラス型親水デッキの整備検討について（新規要望） 〈水戸の環境・景観創造委員会〉 

本年、当所では千波湖の利活用と水質浄化を目的として、千波湖川床実験事業を実施し好評を博しまし

た。今後は一泊していただける観光誘客を目指した事業として進めたいと考えておりますが、実験的に仮設

した川床に対して、設備面で参加者からの不満も聞かれ、飲食事業者からも設備の向上が求められました。 

つきましては、千波湖南岸に川床や様々なイベントにも活用できるようなテラスデッキ整備の検討を要望

いたします。また、千波湖浄化への取り組みに合わせて、子どもたちが安心して水辺で遊べる親水ゾーン整

備も併せて要望いたします。 

期待される効果等 

テラス型親水デッキの整備により、川床事業をはじめ飲食関係のイベントが恒常的に実施することができ、

千波湖を活用した観光事業等、さまざまな取り組みが行えると期待できる。 

 また、親水ゾーンの整備により千波湖における多世代交流や賑わいの創出が図れ、水戸のイメージアップ

にもつながると考えられる。 

 

【回答№ 11】担当課：公園緑地課 

 千波湖の活用につきましては，川床実験事業のほか，ボート教室が催されるなど平成 29 年度はこれまで

にない活用事例があり，今後さらに盛んに活用される可能性があると考えております。 

テラス型親水デッキにつきましては，今後の水辺の活用状況を注視するとともに，関係者の意見を伺いな
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がら検討してまいります。また，子どもたちが安心して水辺で遊べる親水ゾーンにつきましては，千波湖の水

質浄化の進捗に併せて検討してまいります。 

 

 

②千波公園周辺の環境整備について（継続要望） 

〈観光サービス部会、水戸の環境・景観創造委員会、南部ブロック〉 

千波湖周辺では、年間を通じて様々なイベントが開催され、賑わいを創出していますが、それぞれが更

にグレードアップし、来場者に喜んでいただくためにも、駐車場の増設や満車時の案内方法、雨水排水の

整備、トイレや水道などの早期整備を要望いたします。 

期待される効果等 

ふれあい広場周辺の電源整備など、徐々にイベント広場としての整備は進んでいる状況ですが、更なる

整備推進により、千波湖周辺の利活用が進むことで、地域振興、観光振興に寄与するものと期待される。 

また、千波湖周辺の駐車場については、利活用が進むに合わせ更なる台数需要も想定されることから、

量的確保と案内システムの質的充足により、観光客へのおもてなし効果の向上が期待できる。 

 

【回答№ 12】担当課：公園緑地課 

年間を通して様々なイベントが行われているふれあい広場につきましては，水戸市偕楽園公園（千波公

園等）整備基本計画に基づき，さらなる賑わいを創出するため，イベントを支える基盤（電源設備，排水施設，

駐車場等）の整備を進めることとしております。 

また，同整備基本計画に基づき，西の谷や千波湖南側や少年の森隣接地には歴史性，自然，眺望等を

テーマとした広場を年次的に整備を進め，市民を含めたより多くの方々に楽しんでいただきたいと考えてお

ります。一方，駐車場につきましては来園者の利便性を向上させるため，血液センター跡地や消防学校跡

地等に整備を進めてまいります。満車時の案内方法につきましても，引き続き水戸観光コンベンション協会

と連携し来園者が円滑に駐車場できるよう検討してまいります。 

 

 

③千波湖周辺地域における景観維持について（継続要望）   〈水戸の環境・景観創造委員会、中部ブロック〉 

千波湖周辺の景観整備につきましては、なお一層の促進をお願いしているところではございますが、レイ

クサイドボウル跡地等、現在使用されていない建築物や遊休地など、希少なスペースは景観に十分配慮の

上、できるだけ早期に有効活用されますよう要望いたします。 

期待される効果等 

平成30年10月に開催される世界湖沼会議のサテライト会場となることから、世界各地からも千波湖をはじ

めとした水戸市の水資源に関心が寄せられると想定され、千波湖周辺の環境、景観維持も必要不可欠な施 

策と考えられる。 

 

【回答№ 13】担当課：公園緑地課，都市計画課 

 千波湖周辺につきましては，市街地に残る豊かな自然景観の保全に向け風致地区等による規制・誘導の

適正な運用や公園等の整備を進めております。 

 レイクサイドボウル跡地につきましては，水戸市偕楽園公園(千波公園等)整備基本計画に基づき，さらなる

魅力向上に向け，観光交流拠点の有力な候補地として，利害関係者と協議を進めております。また，研修セ

ンター跡地や消防学校跡地等につきましては，展望広場の他，多目的広場や公園利用者用駐車場として

整備を進めることとしております。実施に当たりましては，千波湖周辺の景観の保全に十分配慮をしながら

進めてまいります。 
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④千波湖及び周辺河川の水質浄化について（継続要望）           〈水戸の環境・景観創造委員会〉 

千波湖及び周辺河川では、毎年アオコの発生が見られ景観を阻害しています。近年、行政をはじめ当所

も様々な対応や実験を実施していますが解決の決定打とはなっていません。今般、新たな導水路計画が決

定しましたが、実施に際しましては、国の霞ケ浦導水事業による導水だけを考慮するのではなく、それに先

行して桜川の自流水が十分取り込むことができるような設計施工を要望いたします。 

また、桜川の柳堰堤はアオコに配慮した運用の見直しを要望いたします。 

期待される効果等 

これまで県、市をはじめ千波湖の水質改善について、様々な取り組みが行われているものの、決定的な

効果は表れていない状況であり、また、当所においても過去に水質浄化実験、アオコ調査等を行ってきた

経緯があり、同事業を取りまとめた報告書においても、導水運用の早期実現に対して提言しており、現時点

でもっとも効果が期待できる浄化策である。 

 

【回答№ 14】担当課： 公園緑地課 

 新たな千波湖への導水路の整備につきましては，霞ヶ浦導水事業による流量の増加を考慮しつつ，現在

行っている浄化対策（渡里暫定用水の活用）の効果を高めることを目的としており，県・市におきまして調査・

設計を行っているところです。新たな導水路の運用が早期に実現できるよう，引き続き県と連携し，進行管理

に努めてまいります。 

 柳堤堰の運用方法につきましては，現在の桜川流量と必要となる農業用水量から，早期の見直しは難し

いと考えております。霞ヶ浦導水事業により流量が増える際に，アオコにも配慮した運用方法の検討を国や

関係機関に働きかけてまいります。 

 

 

⑤千波湖周辺地区のライトアップについて（新規要望）             〈水戸の環境・景観創造委員会〉 

 千波湖周辺は散歩やジョギングなど、市民にとっては身近で親しまれている場所です。夜間の安全はも

とより、交流人口の増加や飲食店の活性化等、水戸市が目指す観光交流人口４５０万人を達成するために

も、千波湖南岸・紀州堀・西の谷のライトアップの促進を要望いたします。 

期待される効果等 

地域住民の安心・安全及び、千波湖周辺のイメージアップと景観にも寄与すると考えられる。 

 

【回答№ 15】担当課：公園緑地課，文化交流課 

本市内では，水戸芸術館，三の丸歴史ロード，偕楽園公園など様々な施設のライトアップが行われていま

すが，これらのライトアップは，それぞれの施設において独自に整備されてきたため特段の連携が図られて

いない状況にあり，市民に対する情報提供や本市の観光資源としてのさらなる活用が求められています。 

 そこで，これらのライトアップ事業と将来におけるライトアップ事業の情報の集約及び連携を図ることにより

光のネットワークを構築し，市民がまちなかで日常的にライトアップアート等の芸術に親しむことのできる環

境づくりと中心市街地の夜間のにぎわいの創出につなげ，新たな水戸の魅力として発信するものとして，

「みと・ＨＩＫＡＲＩ・プロジェクト（以下「本プロジェクト」という。）」を実施することといたしました。 

 本プロジェクトでは，上記の既存のライトアップ施設に加え，千波湖周辺についても検討を進めているとこ

ろであり，御提案の千波湖南岸・紀州堀・西の谷についても，現地調査をしたところです。 

 特に，西の谷につきましては，中心市街地にありながらホタルの生息がみられるなど，穴場的スポットとし

て，より多くの市民及び来街者に親しんでいただける可能性を秘めています。 

 水戸市偕楽園公園（千波公園）等整備基本計画においても，まちなかとの動線の確保が位置付けられて

いることから，西の谷の園路や水戸京成百貨店周辺と接続する階段の照度を高め安全性を確保するととも

に，趣のある光景観を創出し，本市の新たな観光資源として整備を進めてまいります。 

 今後，本プロジェクトに係る基本構想の策定を進め，千波湖周辺も含めた本市のライトアップ施設の連携



10 
 

等により，本市の魅力を発信し，観光交流人口４５０万人の達成に向けて努力してまいります。 

 

 

 

（６）観光振興策について 

①弘道館等の保護および水戸駅周辺の歴史的景観の整備・活用、駐車場・休憩スペースの整備について

（継続要望）                           〈観光サービス部会、水戸の食と観光開発委員会〉 

偕楽園や弘道館等が日本遺産に認定されたことにより、着実に観光客が増加しております。また、国土交

通省から「景観まちづくり刷新支援事業」のモデル地区として指定を受け、水戸駅を中心に「弘道館と水戸

城跡周辺」、「千波湖周辺」、「偕楽園」の 3 エリアで歴史的景観の整備が実施され、東京五輪が開催される

2020年には水戸に訪れる観光客の大幅な増加が見込まれています。 

しかし、日本遺産の一つである弘道館には、その敷地内にあった土塁や門等を破壊して整備されたテニ

スコートがいまだに残っています。この現状は、歴史的な景観を損なうばかりか、機能面においても大きな

問題で、早急に解決すべき課題です。 

偕楽園や弘道館、旧水戸城大手門・二の丸角櫓・塀など、歴史的景観の整備を計画されている3エリアに

ある文化遺産などを水戸の観光資源・シンボルとして、水戸の魅力をさらに磨き上げ、周辺地域と一帯とな

った歴史的なまちづくりを更に推進することが、水戸の今後の発展につながると考えております。 

また、偕楽園表門・弘道館周辺では大型バスを含めた駐車場や観光客向けの休憩スペースなどの整備

が進んでおらず、観光客の受け入れ態勢が充分な状態とは言えません。 

つきましては、指定管理者制度の活用等を含め検討いただき、弘道館等の管理運営を水戸市が主体的に行え

るよう、茨城県との協議・調整を図り、日本遺産に相応しい弘道館の修復・保護及び文館の早期復元のほか、水

戸駅周辺の歴史的景観整備の早期実現と偕楽園表門、弘道館周辺の大型バスを含めた駐車場や休憩スペース

の整備、それらの幅広い活用と継続したＰＲに力を注いでいただけるよう要望します。 

期待される効果等 

水戸の魅力向上と歴史的景観の向上。弘道館の文化遺産としての価値向上、及び大型バスを含む駐車

場整備に伴う、観光客受け入れ体制の整備。 

 

【回答№ 16】担当課：観光課 

弘道館を含む三の丸周辺地区につきましては，水戸市第６次総合計画において，本地区の魅力づくりを

重点プロジェクトの一つとして位置づけ，弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史まちづくり基本構想に基づき，

国の支援をいただきながら，道路景観の整備や周辺の学校の外構の白壁塀への改修，杉山門・柵町坂下

門の整備を進めるなど，水戸の歴史を目で楽しむことができる環境を整備し，情報発信とあわせて，回遊性

の向上に努めているところです。 

また，国有地である弘道館東側用地の取得を進めているところであり，平成 29年 10月には，弘道館東側

用地整備基本計画を策定し，当該用地整備に係る基本的な考え方及び方針を整理したところです。歴史に

まつわるイベント等に活用できる広場機能や，大型バスを含め，安全で使いやすい駐車場機能，憩いやや

すらぎを感じることができる便益機能を持たせた土地利用を図るという基本方針のもと，大手門完成時期を

勘案しながら，広場や駐車場等の整備や，管理運営の方針の検討を進めるなど，観光客等の利便性向上

に向け，更なる受け入れ体制の充実を図ってまいります。 

弘道館の管理運営，文化資産としての価値向上についてですが，茨城県において，平成 29 年３月に国

指定特別史跡「旧弘道館」保存活用計画書を策定したところであり，特別史跡としての本質的価値と構成要

素の明確化，保存管理をしていくための基本方針や方法，現状変更などの取り扱い基準，整備・活用の基

本的な考え方を示しているところですので，県とも情報共有，連携を図りながら，その価値向上，魅力の発

信に努めてまいります。 
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②市役所三の丸臨時庁舎横の土塁復元について（新規要望）        〈水戸の環境・景観創造委員会〉 

 弘道館・水戸城跡周辺地区には、新たな水戸のシンボル的建造物として、旧水戸城大手門や二の丸角櫓、

土塀の復元整備が着々と進んでおりますが、これに併せて弘道館北側の土塁を復元することで、世界遺産

登録推進にも寄与すると考えられますので、市役所三の丸臨時庁舎横の土塁の復元を要望いたします。 

期待される効果等 

 同地区の一体的な復元整備は、歴史的まちづくりを推進し、水戸の魅力を磨き上げることによる観光客

の増加が期待できる。 

 

【回答№ 17】担当課：歴史文化財課 

 市役所三の丸臨時庁舎の敷地は，水戸城三の丸跡に位置し，かつてはその北側にも土塁がございました

が，国の特別史跡である「旧弘道館」の範囲内のみ現存しております。 

 現在，市役所三の丸臨時庁舎の敷地は特別史跡の範囲外で茨城県が管理しており，茨城県では土塁の

途中にあった北柵御門の復元整備を進めております。 

 弘道館・水戸城跡周辺地区における水戸の顔にふさわしい歴史まちづくりの推進の観点からも，土塁の復

元は効果的であるため，北柵御門の復元整備の進捗状況を踏まえつつ，茨城県に対しまして，土塁の復元

を求めてまいります。 

 

 

③ホスピタリティ向上事業への継続した支援について（継続要望）       〈水戸の食と観光開発委員会〉 

当所では、水戸市、水戸観光コンベンション協会との連携を図りながら茨城国体、東京オリンピックに向け、

ホスピタリティ向上事業を実施しており、平成 28 年度には「第２回水戸歴史文化検定」、「おもてなしセミナ

ー」、「水戸おもてなしマイスター制度」、「おもてなし水戸っぽ隊」事業を実施しました。 

おもてなしの心や知識を有する人材の育成を目的に、引き続きおもてなしに関する検定やセミナーを実

施し、一定の基準を満たす者を「水戸おもてなしマイスター」として認定するとともに、認定者のスキルアップ

を図り、おもてなしに対する意識向上やモチベーションの維持向上を継続して図ってまいります。 

水戸おもてなしマイスター制度については、水戸市の第6次総合計画、中期計画にも明記されており、お

もてなしの向上による観光振興策の一つと位置づけられております。 

つきましては、同事業を広くＰＲし、認知度を高めていくとともに市民のおもてなしに対する気運の醸成、観光知

識や接遇スキルやおもてなしに対する意識の向上を図っていくために、引き続きホスピタリティ向上事業への支

援継続をお願いいたします。 

期待される効果等 

おもてなし向上により、観光地としての魅力アップと観光客のリピート率アップが期待される。 

 

【回答№ 18】担当課：観光課 

水戸を訪れる観光客を温かく迎える意識の醸成を図りながら，まち全体のおもてなし力を向上させ，水戸

を訪れる方が楽しいと思っていただく，また来たいと思っていただけることが，真のおもてなしと考えておりま

す。 

したがいまして，おもてなしの具体例や水戸の観光情報等を紹介するおもてなしガイドブックの作成，配

布などの取組を進めながら，引き続き水戸商工会議所と協力して，おもてなし向上へ努めてまいりたいと考

えておりますので，御協力をお願いいたします。 

 

 

④四季を通じた偕楽園などの有効利用および近隣市区町村との連携について（継続要望） 

〈水戸の食と観光開発委員会〉 
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通年型の観光誘致策として、梅まつり、桜まつり、つつじまつり、萩まつりの４つのまつりが偕楽園で

開催されるほか、市内の桜の名所や七ツ洞公園のバラ、保和苑のあじさいなど、四季折々の花の名所と偕

楽園・千波湖を周遊バスで結ぶことにより、回遊性の向上を図られているところではありますが、依然と

して観梅期間中に観光客が集中しているのが現状です。 

水戸の更なる観光振興を図っていくには、魅力を生かす仕組みづくりや戦略的な情報の発信などを行

い、偕楽園と周辺施設を観光客の誘客に有効活用して行くことが必要です。 

また、観光客に対し通年型・滞在型の観光プランの提案や体験型観光の充実など、水戸の滞在時間を拡

大させ、地域の消費促進に繋ぐ仕組みづくりについても併せて推進していく必要があります。 

近隣の市区町村に訪れた観光客が水戸に立ち寄ってもらうためには、広域観光の推進を進めていくこと

が重要です。平成 20年 1月には、近隣 9市町村でいばらき県央地域観光協議会を設置し、広域観光推進に

向けキャンペーンや体験型観光ルートのＰＲに取り組まれているところではございますが、効果は限定的

であるように思われます。各市町村の優れた特色ある観光資源を有効に活用し、広域連携でないとできな

い周遊型観光事業を実施するなど観光地誘客に向けた連携の更なる強化を要望いたします。 

期待される効果等 

年間を通した観光客の誘客と、広域連携による新たな観光ルートの構築・活用が期待される。 

 

【回答№ 19】担当課：観光課 

偕楽園では，四季を彩る花により，梅まつり，桜まつり，つつじまつり，萩まつりの４つのまつりを開催し，

通年の観光客誘致を図っているところです。また，四季折々の花の名所やイベント，そして偕楽園・千波湖

等を周遊バスで結ぶことにより，回遊性の向上を図っているところです。 

今後とも，水戸ならではの個性をアピールするほか，体験型観光の充実に努めるなど，滞在型・通年型の

観光客誘致を目指してまいります。 

また，近隣９市町村で構成するいばらき県央地域観光協議会におきましては，平成 28 年 11 月に策定し

た「茨城県央地域定住自立圏共生ビジョン」に基づき，圏域を訪れる観光客の属性や訪問エリア，滞在期間

等を把握し分析を行う「観光マーケティング調査」や，県央地域の物産振興を目的としたイベントの実施や観

光パンフレットの多言語化等の「魅力発信事業」を実施しております。 

さらに，集客力のあるコンテンツの磨き上げとまだ知られていない観光資源の発掘を行い，各地の地域資

源を連結させた魅力あるツアーを造成・販売し，国内外からの誘客を図る「周遊型観光の推進事業」も平成

29年度からスタートしたところであります。 

今後とも，これら３つの事業を柱とした取組を進めながら，広域観光の推進を図ってまいります。 

 

 

⑤インバウンド対応および利用しやすい観光案内所の環境整備・案内看板設置について（継続要望） 

〈水戸の食と観光開発委員会〉 

観光は、力強い経済を取り戻すために重要な成長分野として位置付けられており、人口の減少・少子高

齢化が進む日本にとっては、国内観光需要の喚起とともに、アジアを始めとする世界の観光需要を取り込ん

でいくこと、リピーターとなっていただけるような受け入れ環境の整備が重要となってきております。 

水戸においても既に外国人旅行者の受け入れ環境の整備に対する取り組みを進めていただいていると

ころでありますが、市内の外国人が立ち寄る店舗・施設等での対応が充分でないケースも見受けられます。 

つきましては、外国人旅行者対応の体制づくりとして、市内事業者・関係団体との連携による水戸版ＤＭＯの形

成、Wi-Fi 環境の整備の促進、多言語対応に関する観光事業者などに対する多言語対応の更なる意識向上・体

制の構築・コミュニケーションツールの充実を推進していただくとともに、国内外の観光客の玄関口である観光案

内所の更なる利便性向上とＪＲとの調整の上、観光案内所の案内看板を設置いただけるよう要望いたします。 

期待される効果等 

外国人観光客の増加、リピーターの確保と観光案内所の利便性向上。 
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【回答№ 20】担当課：観光課 

急増している外国人観光客を温かく迎え入れるため，これまでも外国語の観光案内パンフレットの作成や，

４か国語に対応した観光案内板の更新など，言語バリアフリー化を進めるとともに，公共施設等におけるＷｉ

－Ｆｉスポットの整備，外国語ボランティアの育成などを推進しております。さらに，水戸観光案内所では，外

国人観光案内所カテゴリーⅡの認定を受けるなど，外国人観光客の受け入れ体制の充実に取り組んでいる

ところです。 

市内観光事業者への意識向上に向けましては，平成29年３月にインバウンド観光への意識醸成を図るた

めのシンポジウムを開催したところであり，今後も更なる意識向上に向けた取組を推進してまいります。また，

水戸版ＤＭＯの形成に向けましては，水戸観光コンベンション協会を中心に，市内事業者や関係機関と連

携し，外国人観光客の受け入れ体制の充実を図ってまいります。 

 

 

⑥水戸市を舞台としたアートイベント「ポイントホープ」への協力・補助について（新規要望） 

〈水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会〉 

国内外で高い評価を得ている遠山昇司監督が演出するアートプロジェクト「ポイントホープ」については、

同実行委員会が企画しているところですが、水戸の文化を全国規模で発信し、観光客の誘致を推進するた

めにも、同企画に対し強い協力と補助をお願いしたく要望します。 

 同企画は、市内の公衆電話を利用し、実際に「水戸へ来なければ次の展開へ進めない」という構成で、興

味を抱いた参加者が多く来水することが見込まれています。 

また、公衆電話は、水戸の観光地にあるわけでないため、観光で来水されたことがある方でも、観光名所

を巡るツアーとは違う視点で、水戸の新しい魅力を発見できる内容となっており、普段訪れない場所に行くこ

とで、来水される人の流れが変わり、交流人口の増加が期待できます。 

 また、参加アイテムのテレホンカードを活用し、市内の飲食店で割引を受けられるサービスや、遠山監督

や出演者によるトークショーの実施を見込んでおり、イベントに参加して滞在してもらうことで、大きな経済波

及効果が期待できます。 

当所では、水戸の文化交流を考慮しつつ、観光面でも多くの来街者を切望しており、交流人口増加の観

点でも水戸市のアピール度が向上すると思われます。 

遠山監督は現代アートの面でも認められ、既存事例として大手出版社が事例に対して発刊しており、さら

なる経済効果も期待できるため、水戸市全体としての協力および助成などをお願いいたします。 

期待される効果等 

水戸の新しい地域資源を発掘・発信することで、多くの来街者が見込まれ、交流人口が増加と、イベント

に参加して滞在してもらうことで、大きな経済波及効果が期待できる。 

 

【回答№ 21】担当課：みとの魅力発信課 

水戸市が都市としての活力を維持し，発展していくためには，地域の魅力をさまざまな手法で発信し，交

流人口の増加を図っていくことが必要であると認識しております。 

アートイベント「ポイントホープ」は，地域の魅力を発信する新しい手法の一つであり，交流人口の増加に

資するものと考えられます。そのため，本市においても，各種媒体による広報支援を行うなど，市内外への

周知に努めたところです。引き続き，主催団体や各関係機関との連携・協力・支援等を図ってまいります。 

 

 

⑦中心市街地へのWi-Fi整備に向けてのしくみづくりの検討について（新規要望）       〈中部ブロック〉 

スマートフォンなどの情報端末が普及し、どこでも高速なインターネットに接続できる Wi-Fi は、必要不可

欠な情報インフラとなっており、整備されているエリアには、多くの人の滞留が期待できます。例えば、商店
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街ごとに基地局を設置して、歩行者のスマートフォンが Wi-Fi に接続した際に、自動的に商店街のイベント

や店舗の情報が入ってくるようなしくみをつくると来店を強力に促すこともできます。 

つきましては、中心市街地へのWi-Fi整備に向けてのしくみづくりをご検討下さるよう要望いたします。 

期待される効果等 

中心市街地へ人を誘導し、滞留してもらうことが期待され、商店街や個店の情報を発信することで来店を

強力に促せます。外国人観光客は、特に Wi-Fi 環境を重視するため観光客の増加が見込めるほか、災害

発生時などの緊急時に、通信手段を確保することができる。 

 

【回答№ 22】担当課：商工課 

本市では，ICT を活用した市民サービスの向上を推進するなかで，公共施設への無線環境の充実を図る

こととしており，平成 26 年には，水戸芸術館など市内 6 か所の施設において，特に観光振興を目的として

Wi-Fi環境を整備しており，外国人観光客を中心とした利便性向上を図ってきたところです。 

また，災害等における避難時に市民の皆様や観光客が情報を入手する手段として，避難所として指定さ

れている市民センター等へのWi-Fi環境の整備についても検討を進めているところです。 

中心市街地におけるWi-Fi環境については，外国人観光客の来街を促進させるだけでなく，定住者や来

街者など，広く市民が歩いて暮らせる都市空間の利便性向上に資する機能の一つであると認識しておりま

す。また，インバウンド誘致や商店街振興に係る事業の形成に向けては，環境を整備するだけでなく，その

機能を十分に活用した取組もあわせて実施していく必要があると考えております。 

既存の商店街活力アップ補助金でも Wi-Fi 環境を整備することは可能であることから，商店街に対して，

そうした補助金の活用と取組について十分な周知や促進を図りながら，中心市街地における商業振興に関

連した環境整備のあり方を検討してまいります。 

 

 

2．地域と業界の課題に対する提案・要望 

（１）物品調達と公共事業の地元企業への優先発注継続と、公共工事の品質確保に合わせた適正

価格設定について（継続要望）                     〈卸商業部会、工業部会、建設部会〉 

本件については、要望事項に対する回答において「公共事業については、引き続き地元企業の育成と発

展に期するため優先的な発注に努めてまいります。」という回答をいただいておりますが、人手不足等による

労務費の高騰や原材料費の高騰などにより、中小企業の経営は依然として厳しい状況が続いています。 

特に建設業においては、本年 4月から社会保険の加入対策がさらに強化され、原則として社会保険への

適正な加入をしていない労働者の工事現場への入場が認められないことになりました。これにより、労働者

の処遇が改善され、若者の就労者増加も期待されておりますが、社会保険の加入に伴う、法定福利費の増

加は企業経営に対し大きな負担となることが予想され、早期の対応が求められております。法定福利費は、

発注者が負担しなければならないものとされていますが、現状では公共工事の発注単価には法定福利費

が見込まれておりません。 

こうした状況の中で地元企業を育成・発展させていくためには、法定福利費を見込んだ工事単価への早

期見直しのほか、市内企業からの物品調達や計画的・安定的な公共工事の発注を行うなど、投資した資金

を地域内で循環させ、地域経済を活性化させていくことが必要です。市外の企業に工事を依頼する際には、

理由の明確化と公開をお願いいたします。また、一部工事などで工事期間が短いなどの意見もあり、適正な

工事期間の確保についても望まれております。 

また、当所が実施した会員事業所アンケート調査の結果では、低価格での入札を繰り返す事業者が見受

けられるとの意見がありました。そのような事業所の入札参加を一定期間禁止するなど、適正価格による発

注・公平性の確保が望まれています。 

つきましては、関係法律を遵守するとともに最低制限価格制度や低入札価格調査制度の活用によるダン
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ピング受注防止策を継続・強化をしていただくとともに、法定福利費を見込んだ工事単価を早期採用してい

ただき、適正な競争原理および適正価格・適正工事期間による発注と見積もり期間の見直しなどにより公平

性を確保した上で、地元企業への優先的な発注および物品調達を要望いたします。 

期待される効果等 

 地元企業からの物品調達や計画的・安定的な公共事業の発注が行われることにより、地元中小企業の育

成・発展および地域経済の活性化につながる。 

建設業界においては、工事単価に法定福利費が反映されることで、社会保険などの加入が促進され、労

働者の処遇が改善されることにより、若者の就労者増加が期待され、高齢化・人手不足対策につながる。 

 

【回答№ 23】担当課：契約検査課 

公共工事につきましては，公共工事の入札及び契約の促進に関する法律により，適正な執行と品質の確

保が求められておりますので，電子入札を活用して公正公平な執行に努め，建設業法等に基づいた見積

期間の適正な設定による発注に努めております。 

工事等の積算については，標準単価を基本として，実勢価格との整合性を図り，速やかに改正単価を採

用することや見積等を徴取するなど価格の妥当性を考慮しております。また，法定福利費については，設計

書に明確な区分はしておりませんが，国及び茨城県の積算基準と同様に現場管理費の一部として計上し，

発注しております。引き続き，公正で的確な価格設定を行っていくとともに，ダンピング受注の防止策として，

最低制限価格制度や低入札価格調査制度の充実を図り，工事等の品質の確保に努めながら，適正な発注

に努めてまいります。 

今後とも物品調達及び公共事業につきましては，関係法令等を遵守するとともに，適正な発注及び公平

性の確保を図りながら，地元企業の育成と発展に期するため優先的な発注に努めてまいります。 

 

 

（２）水戸市プレミアム商品券事業の再支援･推進について（継続要望）  〈小売商業部会、卸商業部会〉 

水戸市プレミアム商品券事業につきましては、平成 23年度から実施し、市内の消費者にも広く浸透し、一

平成 28年の 5回目となるスーパープレミアム商品券については、国の経済対策と地域創生を目的とした交

付金により、発行額も大幅に拡大され、本市商業の活性化と消費の拡大に大きく寄与しました。 

現在、市内小売業者を取り巻く経営環境は消費の成熟化とともに、少子高齢化が急速に進み、厳しい経

営環境に直面しております。一方では、仕入れ価格の上昇による収益の圧迫や消費税増税による消費の低

迷など、現在でもまだまだ厳しい状況の続く中、各店舗では顧客誘致に努力し、あらゆる販売方策を試みて、

市民生活を維持するために賢明な努力をして参りました。 

こうした状況から逸早く脱却するための販売促進事業の一環として、水戸市プレミアム商品券事業は生活

者の消費・購買意欲を直接的に刺激する有効な施策であることから、平成 30 年度は予算を確保していただ

き、プレミアム商品券事業にご理解とご支援をいただきますよう要望いたします。 

期待される効果等 

市内商工業者の販売力の強化はもとより、消費者の購買意欲を高め、商工業・サービス業界の発展とそ

の経済的効果の一助として地域経済の活性化に大いに寄与する。 

 

【回答№ 24】担当課：商工課 

水戸市プレミアム商品券事業につきましては，震災復興事業の一つとして，商業の振興及び地域経済の

活性化を図るため，平成 23年度から平成 27年度まで支援を行ったところであります。 

平成 27年度につきましては，国の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し過去最大規模

で実施したほか，市独自の多子世帯応援購入補助，県補助による子育て家庭応援購入補助，シニア応援

購入補助の割引販売を行い，多くの市民の皆様にご利用いただいたところでありますが，地元消費喚起及

び地域経済活性化に大きく寄与した一方で，生活支援としての利用側面が強かったことや利用業種に偏り
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が見られたことなどの課題もあったと認識しております。 

これらの効果と課題を勘案して予算措置を見送ったところであり，事業の再実施につきましては，社会情

勢などを鑑みるとともに，課題の改善や事業効果を高める取組の検討状況などを総合的に捉え，判断してま

いりたいと考えております。 

（３）子育て世帯まちなか住替え支援補助金の周知及び検証、拡大について（継続要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

歩いて楽しいコンパクトシティを実現するには、中心市街地の居住人口を増加させる施策が必要になりま

す。水戸市では、平成２８年７月から「子育て世帯まちなか住替え支援補助金」が始まりましたが、まだ広く認

知されておらず低い利用率に留まっております。 

つきましては、この補助金が多くの人に利用されるように、積極的に周知していただくとともに、その効果

を検証しながら、今後、必要に応じて対象者・補助額の拡大などについてご検討くださるよう要望します。 

期待される効果等 

コンパクトシティの実現に向けて、まちなか居住促進を図ることができ、中心市街地の活性化につながる。 

 

【回答№ 25】担当課：住宅政策課 

子育て世帯まちなか住替え支援補助金につきましては，まちなかのにぎわいを創出するため，平成 28年

度から開始した制度であり，この制度により平成 29年 10月末までに，子育て世帯が 9世帯まちなかに転入

されたところであります。引き続き，利用者拡大に向け制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 

対象者や補助額の拡大につきましては，制度の利用状況をはじめ，都市中枢ゾーンの人口集積の効果を

総合的に勘案したうえで判断してまいります。 

 

 

（４）中心市街地独自の認定こども園等の設置要件や介護施設の設置基準設定について（継続要望） 

〈卸商業部会、コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

現在の中心市街地には、認定こども園等や介護施設が少ない状況になっています。１つの要因として、

敷地が少ないことから設置基準を満たせないことなどが考えられます。 

平成 28 年度の要望に対する回答で、国の省令等の設置要件に基づいて設置されておりますので、独自

の設置基準設定につきましては、引き続き地方分権等の推移を注視してまいりたいと伺いました。 

つきましては、引き続き中心市街地独自の認定こども園等の認定要件や介護施設の設置基準設定につ

いてご検討いただきますよう要望します。 

期待される効果等 

まちなかに安心して子育てができる環境と老後も暮らせる環境を整えることで、まちなか居住を促進させ

ることで、中心市街地の活性化につながる。 

 

【回答№ 26の①】担当課：介護保険課 

  平成 29 年３月に策定された水戸市立地適正化計画において，中心市街地に誘導すべき施設（誘導施

設）として通所介護施設を位置付けております。今後も，中心市街地への立地について，誘導に努めてまい

ります。 

 

【回答№ 26の②】担当課：幼児教育課 

 平成２９年１０月１日現在，本市の中心市街地においては，認定こども園が２園，保育所が 1 箇所，幼稚園

が２園あり，いずれも，国の省令，県の条例等の設置条件に基づいて設置されております。独自の設置基準

については，引き続き地方分権の推移等を注視してまいりたいと考えております。 

 

 



17 
 

（５）まちなか固定資産税軽減と各種助成制度について（継続要望）          〈小売商業部会〉 

コンパクトなまちづくりを推進する上で最も考慮すべき点は、まちなかに住めば、食料品、衣料品、医療な

ど全てが簡単に手に入る利便さにあり、まちなかに住む最も大きな利点になると考えております。 

つきましては、下市・上市地区の商店街のにぎわい創出の実行とこれらの生活関連事業において、次世

代を担う若手事業者が出店しやすくするため、固定資産税の更なる軽減を要望いたします。 

これは、まちなかの家賃相場引き下げにつながり、まちなかの賑わい創出につながるものと考えておりま

す。また、生活関連で出店する事業者が事業補助を受けられるよう、併せて要望いたします。 

 

期待される効果等 

次世代を担う若手事業者が出店しやすくなることで、空き店舗・空きテナント等の利用が促進され、まちな

かの賑わい創出につながる。 

 

【回答№ 27】担当課：商工課 

本市におきましては，平成 26年度から本市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図ることを目的として，

企業誘致に係る各種支援を行っているところであり，中心市街地における商業機能の誘致につきましても，

一定の条件のもと，賃借の場合の家賃補助に加え，土地，建物等を取得した場合についても補助とあわせ

て固定資産税等を 3年間免除としております。 

また，中心市街地の経済活動を活発化させるため，空き店舗・空きテナントにおいて店舗，事務所等を開

設する際の改装や償却資産の取得に対する補助のほか，若手事業者が出店しやすくするための創業融資

の利子補給制度も設定しております。 

出店する事業者への支援につきましては，これら制度の活用促進を図っていくとともに，利用状況や社会

情勢等を踏まえながら，事業者が活用しやすい制度の見直しに適宜取り組んでまいります。 

 

 

（６）水戸駅から大工町間のバス料金１００円の実現について（継続要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

都市機能を集積したコンパクトシティを実現するためには、中心市街地内の移動を容易にする公共交通

が必要です。現在、水戸駅から大工町間はバスが頻繁に運行されており、バス停での待ち時間が少なく乗

車することができますが、料金が１７０円と高く、気軽に利用できるとは言い難い状況です。 

平成２７年度に実施された「水戸駅・大工町間共通回数券 100 円バス事業」の利用者アンケートの結果で、

自家用車からの転換は１割程度にとどまったものの、普段徒歩で移動している方の転換は５割程度見られ、

一定の成果はあったと伺いました。 

つきましては、水戸駅から大工町間のバス料金１００円の実現について、引き続きご検討くださいますよう

要望いたします。 

期待される効果等 

まちなかで気軽にバスを利用できる機会を提供することで中心市街地のにぎわい創出につながる。 

 

【回答№ 28】担当課：交通政策課 

御提案の 100 円バス事業につきましては，平成 27 年度に回数券により実施し，御好評をいただいたとこ

ろです。その後，各バス事業者において，IC カードシステムを導入したことに伴い，事業者共通の回数券が

廃止されたことから，水戸市都市交通戦略会議での協議を踏まえ，その後の事業化を見送ったところです。 

本市では，現在，バス事業者と連携しながら，路線の再編に取り組んでいるところであり，今後のさらなる

利用促進を図るためにも，バス路線のネットワークに適した運賃体系の構築に努めてまいります。 
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（７）県三の丸庁舎への市役所窓口機能の一部移転の実現について（継続要望）   〈中部ブロック〉 

新市役所庁舎の現在地建て替えが決定し、三の丸臨時庁舎は新庁舎の完成後、閉鎖になると思われま

すが、中心市街地活性化の観点からも隣接する県三の丸庁舎に市役所の一部機能を移転することが有効

と考えます。 

つきましては、茨城県等、関係機関と引き続き、協議を進めていただき県三の丸庁舎への市役所窓口機

能の一部移転が実現されますよう要望いたします。 

期待される効果等 

利用者等が中心市街地を回遊することで中心市街地のにぎわい創出に繋がるとともに、周辺住民の利便

性を確保できる。 

 

【回答№ 29】担当課：政策企画課・財産活用課・新庁舎整備課 

旧県庁舎（三の丸庁舎）につきましては，これまで県の協力により，水戸市パスポートセンターや三の丸臨

時庁舎を開設するとともに，水戸観光コンベンション協会を移転してきたところであります。 

しかしながら，三の丸臨時庁舎につきましては，平成 31 年１月の市役所新庁舎オープン後に閉鎖となる

ことから，市民サービス提供体制の維持はもとより，中心市街地活性化の観点から，旧県庁舎（三の丸庁舎）

への市役所関連機能の一部移転について，県に対し，平成29年７月に要望を行ったところであります。引き

続き，周辺住民の利便性確保はもちろん，中心市街地におけるにぎわいの創出に向け，県と協議を進めて

まいります。 

 

 

（８）黄門ミュージアムの中心市街地への設置について（継続要望）        〈観光サービス部会〉 

例年要望している「（仮称）黄門ミュージアム」の設置については、観光客のみならず、水戸市民に向けて

水戸光圀公に関する情報はもちろんのこと、当時の水戸の人々の暮らしや年中行事、歴史など広く展示す

ることにより、水戸の歴史に興味・関心を持ち市民一人ひとりが「水戸」への理解を深める機会となります。市

民や学生が気軽に立ち寄れるような黄門ミュージアムの設置を要望いたします。 

期待される効果等 

街なかの賑わい創出と、「水戸」のファンを増やし、市民が一体となり水戸市民としての自覚を持ち、一人

ひとりが水戸の魅力を高めるような意識付けが期待できる。 

 

【回答№ 30】担当課：観光課 

市内には，水戸黄門ゆかりの施設として，徳川ミュージアムと義烈館があり，徳川光圀公や水戸学に関す

る貴重な資料等の展示も行っておりますので，市内外への更なる情報発信を行い，観光客への周知とあわ

せ，市民の意識向上を図る取組を行っているところです。 

 また，６年ぶりに復活を果たした，念願のテレビドラマ「水戸黄門」の放送に当たっては，市ホームページ，

ＳＮＳ，公共施設等を活用した積極的なＰＲ活動に努め，市民の意識醸成を図ってきたところであり，今後と

も，水戸の歴史に興味・関心を持っていいただくような取組を行ってまいります。 

（仮称）黄門ミュージアムの設置についてですが，施設の設置に当たっては，中心市街地のにぎわい創

出に必要なあり方，財源や建設の場所など，様々な課題がありますので，水戸市を訪れる観光客のニーズ

や市民の意識，動向等を慎重に見極めながら研究してまいります。 

 

 

（９）空き店舗を活用した施設等の有効活用について（継続要望）            〈中部ブロック〉 

水戸市においても、空き店舗対策として様々な補助制度を創設し、また、水戸市が関与して空き店舗を活

用・運営するコワーキングスペース「ワグテイル」が開設されましたが、この施設の利用目的が起業者支援、

登録企業のシェアオフィスなどと限られているため、利用者が少ないように見受けられます。 
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昨年、賑わい創出のため要望した回答には、ワグテイルを例に挙げ「商店街のイベントをはじめ、文化・観

光に係る各種情報を発信するなど、中心市街地の交流拠点」と明記されております。 

つきましては、中心市街地の活性化・にぎわい創出および観光客などへのおもてなし対応として、ワグテ

イルにおける観光情報・まちなか情報発信のさらなる強化、休憩施設の充実、カルチャースクールなど多種

多様な人々が集う交流施設として、さらなる活用を要望します。 

同様に、「空き店舗を活用した施設を有効活用させることについても、賑わいや交流の創出につながる」と

ご回答いただいておりますので、空き店舗を活用した施設の増設について速やかなご対応をお願いすると

ともに、具体的な計画事例をご回示くださいますよう重ねてお願いします。 

期待される効果等 

文化的交流ができれば、市民が憩える場として、にぎわいが創出され、中心市街地の魅力アップにともな

い、多くの人を呼び込める。 

 

【回答№ 31】担当課：商工課 

ワグテイルにつきましては，起業・創業を目指す事業者を支援するだけでなく，商店街のイベントをはじめ，

文化，観光に係る各種情報を発信するなど，中心市街地の交流拠点として整備したものであり，管理運営す

る水戸市商業・駐車場公社におきましては，創業に係る講座，セミナー等を開催するとともに，水戸まちなか

フェスティバルへの参加，まちなかのイベント情報の発信など，利用者の増加及びにぎわいの創出に努め

ていただいているところであります。 

利用者の増加に向けましては，商業・駐車場公社と連携を図りながら，創業に係る魅力的なセミナー等の

開催に努めていくとともに，今後，学生と起業家の交流会や学生起業家の育成セミナー等，学生を対象とし

た様々な取組を実施していくなど，事業内容の充実を図ることとしております。 

これらの取組により，学生をはじめ，創業者や地元商店街事業者など，多くの方々が交流することができ

る拠点となるよう，施設の利用促進に努めながら，コワーキングスペースとしての創業支援の強化・充実とと

もに，中心市街地の活性化，にぎわい創出を図ってまいりたいと考えております。 

あわせて，商工会議所をはじめ，関係団体にも積極的に活用いただき，民間を主体とした事業の拡充等

についても検討を進めてまいります。 

 

 

（１０）観光情報発信の一元化について（継続要望）                  〈観光サービス部会〉 

中心市街地で行われる民間主催のものを含めたイベント開催情報については、「イベントカレンダー」な

どで周知が図られているとの回答をいただきました。「イベントカレンダー」はイベントの規模に関わらず、ま

ちなかの情報が漏れなく掲載されて一目で分かり、まちなかに関わらず市内全域にPRすることで、まちなか

の賑わいにつながりますので、関係機関と連携のうえ、より効果的な情報発信をお願いいたします。 

期待される効果等 

市民全員でまちなかイベントを把握・参加することで、各種イベントを盛り上げ、賑わいを創出し、水戸の

魅力を高め、来水した観光客へのおもてなし向上が期待できる。 

 

【回答№ 32】担当課：商工課 

中心市街地におけるイベント等の開催情報につきましては，市において，主に市の後援を受けているも

のを中心として，市広報紙や市ホームページのほか，Facebook 等の SNS，スマートフォン向けアプリケーシ

ョンなどで情報発信をしております。 

また，各メディアに対しても，市内で実施される各種イベント情報を積極的に提供するなど，市民をはじめ

多くの方々に周知されるよう，様々なツールや媒体への展開を図っているところです。 

水戸市商業・駐車場公社において，民間主催のものも含めたイベント情報を取りまとめて発行している「ま

ちなかイベントカレンダー」につきましては，毎月 7,200 部のチラシを，三の丸・五軒地区の全世帯のほか，
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観光案内所，県立図書館，市三の丸臨時庁舎，まちの駅などに配布するとともに，ホームページでも発信を

しております。 

平成 28 年度からは，この「まちなかイベントカレンダー」を市の SNS 等でも発信するようにし，まちなかの

住民や各配布場所を訪れた方々に限らず，広く市民の皆様にお届けできるようにしたところであります。 

引き続き，広く情報の発信，周知が図られるよう，関係機関との連携を図るとともに，より効果的な情報発

信に努めてまいります。 

 

 

（１１）まちなか・スポーツにぎわい広場（Ｍ―ＳＰＯ）の積極的活用について（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

水戸ど真ん中再生プロジェクトの一環として、ユニー跡地に、仮設アリーナ、カフェ、イベント広場などが５

年間限定で設置されます。仮設アリーナでは茨城ロボッツの練習、フットサルの試合もできる見込みで、カフ

ェとの相乗効果でスポーツを中心とした新たなにぎわいの創出が期待されるほか、イベント広場ではマルシ

ェなどのさまざまなイベントが開催されることが見込まれます。 

つきましては、まちなか・スポーツにぎわい広場（Ｍ―ＳＰＯ）のアリーナや広場が市民に積極的に活用さ

れるよう、管理運営手法の検討をお願い申し上げます。 

期待される効果等 

新たな交流拠点ができ、にぎわいの創出が図られるとともに、周辺にその効果が波及し、エリアの価値を

上げることができる。 

 

【回答№ 33】担当課：商工課 

 平成 29年 9月 23日にグランドオープンした「まちなか・スポーツ・にぎわい広場（通称：M-SPO）」は，中心

市街地の大規模低利用地であった旧ユニー水戸店跡地及び隣接地に，アリーナ・オープンカフェ等を含む

新たな集客施設を官民協働により整備したもので，中心市街地における新たな交流やにぎわい創出の場と

なっていくものと考えております。 

本事業により，魅力あるコンテンツを民間事業者が提供することで，まちなかのにぎわい創出，交流人口

の増加に寄与するものと期待しており，市としても積極的に事業に関わり，それぞれの役割分担のもと，官

民連携により取り組んでまいりたいと考えております。 

すでに M-SPO では，茨城ロボッツが管理するアリーナと市が管理する南町自由広場を一体的に利用し

たイベントが開催されるなど，新たな魅力創出の拠点として活用されはじめておりますが，中心市街地の新

たなにぎわい創出を図る拠点として多くの市民に積極的に活用されるよう，さらなる都市的魅力の向上など

に取り組むとともに，民間事業者との連携も深めながら運営を行ってまいります。 

 

 

（１２）ペデストリアンデッキを活用するしくみの検討について（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

水戸駅には、北口と南口にペデストリアンデッキが設置されていますが、北口のペデストリアンデッキでは、

地元の商店会などが不定期でイベントを開催しているものの、南口のペデストリアンデッキはあまり利用され

ていない状況です。 

例えば、北口と南口のペデストリアンデッキのイベント利用について、現在の位置づけや規制等を調整し

ていただき、管理を民間に委託すれば、イベントが活発に行われるようになると思われます。 

つきましては、水戸駅北口と南口のペデストリアンデッキを活用するしくみ（例えば指定管理者制度の活

用等）についてご検討くださいますようお願い申し上げます。 

また、北口のペデストリアンデッキには、景観まちづくり刷新支援事業で和風の小屋のようなステージがで

きるとお伺いしておりますので、そこに水戸市の伝統工芸品である水府提灯の設置について、併せてご検
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討くださいますよう要望いたします。 

期待される効果等 

水戸駅周辺に新たなにぎわいが創出され、中心市街地へのその効果の波及が期待できるほか、北口の

ペデストリアンデッキに、整備される予定のステージに水府提灯を設置することで、水戸市の伝統工芸品を

ＰＲするとともに観光客等に水戸らしい景観を演出することができる。 

【回答№ 34の①】担当課：都市計画課 

水戸駅北口ペデストリアンデッキにつきましては，通勤・通学をはじめ多くの利用者が，国道を越えて水戸

駅と各方面とを安全かつスムーズに行き来できる歩行者（ペデストリアン）専用の空間として，また，単なる交

通施設に留まらず，広場や都市景観の向上といった複合的機能を併せ持った施設として位置づけられてお

ります。 

こういったことから，北口ペデストリアンデッキでイベントを開催する際には，公共的又は公益的な目的に

資すること，歩行者の通行に支障が無いことや安全性の十分な確保等の条件に適合することを確認した上

で許可しているところです。 

  北口ペデストリアンデッキにつきましては，道路交通法等の適用を受ける施設であり，許可には一定の制

限があるほか，使用許可の権限は地方自治法により市長のみに与えられるものであることなどから，施設の

管理を民間に委託することは難しいと考えております。 

本市といたしましても，北口ペデストリアンデッキについては，イベントなどをもっと利用しやすい環境にし

たいと考えているところであり，活用の仕組みにつきましても，今後関係団体との協議を行いつつ検討を深

めてまいります。 

  また，水府提灯は水戸藩の発祥とされ，提灯の三大産地として知られる本市の伝統工芸であり，そのＰＲ

の重要性については本市でも充分に認識しております。 

北口ペデストリアンデッキについては，各イベントにおける横断幕やのぼりの設置などＰＲ活動にも利用さ

れているところであり，今後設置予定のお休み処に水府提灯を設置することは，水府提灯のＰＲに資するも

のと思われます。 

しかし，他行事でお休み処を使用することを想定した場合の恒常的な設置の是非や，伝統工芸品を屋外

で維持管理することの難しさ等もあるため，例えば恒常的な設置といった事では無く，黄門まつりなどのイベ

ント時に限定的に設置するなど，設置や管理の方法については検討課題とさせていいただきたいと思いま

す。 

 

【回答№ 34の②】担当課：道路管理課 

水戸駅南口のぺデストリアンデッキは，市道として管理しておりますので，イベント利用につきましては道

路法及び道路交通法の適用を受けることとなります。現在，南口ペデストリアンデッキの使用につきましては，

公益性の高い活動で歩行者の通行を妨げないこと等を条件に届出を受け付けております。 

今後は，道路占用許可の特例制度等も検討し,まちのにぎわい創出に努めてまいります。 

 

 

（１３）大名庭園を日本遺産・世界遺産に（継続要望）           〈水戸の食と観光開発委員会〉 

偕楽園は、「近世日本の教育遺産」をテーマとした日本遺産の認定を受けており、世界遺産登録の推進が図ら

れております。一方で偕楽園は「大名庭園」としても有名です。「大名庭園」をテーマとした申請は、広域連携の

在り方と個々の構成施設などから、一連のテーマやストーリー性が、世界遺産としてより理解されやすいと考えて

おります。また、「教育遺産」、「大名庭園」の２テーマでの登録を進めていくことは相乗効果を生み、世界遺産登

録を推進していくことにもつながります。大名庭園として重要となってくる、広域連携については、大名庭園サミッ

トが毎年開催され、１０の大名庭園の保護・活用やその魅力を後世に伝える活動を行う市民団体間が一堂に会し、

活発な意見交換がなされており、土壌はすでに出来上がっていると言えます。 

つきましては、偕楽園を含む「大名庭園」をテーマとした、広域連携による世界遺産登録への取組みを、御三
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家、かつ日本三名園で日本遺産の偕楽園を有するまち・水戸市が音頭を取って進めてくださるよう要望します。 

期待される効果等 

「大名庭園を」テーマとした広域的な連携は、市民の機運が高まり、世界遺産登録の推進につながる。 

 

 

【回答№ 35】担当課：歴史文化財課 

偕楽園につきましては，現在，「近世日本の教育遺産群」の構成資産の一つとして，世界遺産登録を目指

しているところであり，広域連携による推進体制の構築のため設立した教育遺産世界遺産登録推進協議会

において，学術面での調査研究や普及事業に取り組み，世界遺産登録推進に向け，更に環境を整えてい

るところでございます。 

また，文化庁からも，近世の学問・教育遺産につきましては価値が高く，同様の資産との連携により，登録

基準に合致する可能性があるとの見解が示されております。そのため，本市では，現在のところ，偕楽園を

近世日本の教育遺産群の一つとして世界遺産とするため，栃木県足利市や岡山県備前市，大分県日田市

との広域による連携・協力体制を維持し，更なる取組の充実を図りながら，世界遺産登録推進活動を推進し

てまいりたいと考えております。 

 

 

（１４）逆川緑地の利用促進・案内看板設置および笠原不動尊・水戸神社の修復および保護につい

て（継続要望）                          〈水戸の食と観光開発委員会、南部ブロック〉 

逆川緑地には、県指定の文化財である笠原水道があり、自然に触れることができる素晴らしい公園です。

園路に木道を採用するなど、自然に配慮した整備が行われ、自然をテーマにしたホタルの鑑賞会やサケの

放流などのイベントが毎年、開催されておりますが、市民の認知度や利用度は限定的です。 

また、逆川緑地内には笠原不動尊と水戸神社があります。笠原不動尊は、江戸時代以前に創立され、古

くから水戸の人々の崇敬を集め栄えていましたが、後に取り壊され、昭和になり現在地に再建されました。

旧笠原不動尊跡地には水戸神社があります。笠原水道とも所縁の深い笠原不動尊ですが、建屋の老朽化

が進み、神社までの石階段も荒れています。 

つきましては、逆川緑地周辺に大きくわかりやすい案内看板を設置するとともに、継続したイベントの開催・ＰＲ

などにより利用促進を図っていただくとともに、笠原不動尊・水戸神社の修復・保護については管理者と調整の上、

早期の実現および観光資源としての活用を併せて要望いたします。 

期待される効果等 

新たな観光客を呼び込む観光資源としての地位確立と、歴史的文化財の保存・継承、及び逆川緑地の利

用促進につながる。 

 

【回答№ 36】担当課：公園緑地課，歴史文化財課 

逆川緑地につきましては，市街地の中において豊かな森や湧水，そこに生息する生物等の自然を実感

できることをコンセプトとしており，ホタルの鑑賞やサケの放流等自然をテーマにしたイベントが毎年開催さ

れております。  

今後も，逆川緑地のコンセプトに合った，地域の活動を引き続き支援してまいりますとともに，豊かな自然

を生かした緑地であることやこれらを生かした活動についてＰＲに努めてまいります。 また，逆川緑地は自

然環境に配慮した整備を進めてきたことにより，大規模造成を行わずに小規模な駐車場が分散して配置さ

れていることから，駐車場の利用状況を注視しながら，誘導に必要な案内看板の必要性について，引き続き

検討してまいります。 

また，笠原不動尊・水戸神社につきましては，所有や管理が市ではございませんので，修復等を直接行う

ことできません。 

そのため，水戸神社につきましては，所有者に対して，修復等の要望を伝え，所有者及び管理者が不明
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の笠原不動尊につきましては，公図上，敷地の所有者として可能性のある方々に，お話しをお聞きするなど，

所有者及び管理者の特定に向けて努めてまいります。 

 

 

 

（１５）備前堀の観光振興策の推進について（継続要望）                  〈東部ブロック〉 

水戸市の歴史的遺産の一つである備前堀は、下市地域における重要な観光資源です。この備前堀を中

心としたエリアについては、商店街と歴史的資源との回遊・誘導ルートの整備や伝統工芸などの復興支援、

地域特性を生かした景観づくりが推進されてまいりました。毎年８月に行われる備前堀灯篭流しは、地域団

体協力のもと、盛大に開催されております。 

備前堀周辺地区については、歴史的親水空間と調和した景観づくりを推進しながら、下市地区の商店街

や寺社などの周辺の歴史的資源との有機的な連携を生かした観光の拠点づくりを進めていただくとともに、

県内外からの誘客によるにぎわいが創出されるよう、備前堀周辺の観光振興策のさらなるＰＲおよび推進を

お願いいたします。 

また、ハミングロードと備前堀を結ぶ南北市道について、歴史的町並みに調和した一体的なデザインで

歩きやすく、景観に優れた道路の整備が図られますよう要望いたします。 

さらに、経年変化により車道・歩道の陥没、隆起が激しく、通過車両や歩行者の危険度が高いと考えられ

ますので、早急な改修を善処いただきますよう併せて要望いたします。 

期待される効果等 

備前堀周辺地区の市道整備により、観光客の増加と地域の魅力向上が期待され、定住人口増加につな

がる。また、備前堀沿いの歩道でマルシェや飲食イベントなどを開催しやすくなり、賑わいが創出される。 

 

【回答№ 37の①】担当課：観光課 

備前堀を中心としたエリアでは，貴重な歴史的資源が数多く残されており，商店街と歴史的資源との回

遊・誘導ルートの整備や，伝統工芸等の復興支援に努めるほか，地域特性を生かした景観づくりを推進して

いるところであります。 

あわせて，地元協議会による備前堀灯籠流しや地元有志を中心とした備前堀こいのぼりイベントなど，市

民との協働によって，歴史的資源を活用したにぎわいづくりにも取り組んでおりますことから，今後とも備前

堀を活用しながら，周辺の寺社仏閣などとの回遊性を高める取組や地元の商店会と連携した取組などにつ

いて，関係団体とともに推進し，さらなるにぎわいの創出，地域の活性化に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

【回答№ 37の②】担当課：建設計画課 

 御提言いただきましたハミングロードと備前堀を結ぶ南北市道の整備についてお答えいたします。 

ハミングロードと道明橋を結ぶ南北市道のうち，浜田６号線及び三又橋を結ぶ浜田８４号線については，既

に景観に配慮した歩道の整備がなされておりますが，一部，修繕等により見かけが悪くなっていることも認

識しております。また，それ以外のハミングロードと金剛橋を結ぶ浜田８３号線及び水戸市本町子育て支援・

多世代交流センター西側の浜田８６号線については，道路幅員が狭いことから，市道の整備を行うためには，

新たに用地を取得する必要がありますが，既に道路の沿線に住宅や店舗が立ち並んでいるなど，新たな歩

道の整備については多くの課題があります。 

しかしながら，御提言いただきましたハミングロードと備前堀を結ぶ市道につきまして，景観に配慮した歩

きやすい歩行者空間の整備を行うことは，さらなる地域の活性化に寄与できるものと考えております。したが

いまして，現況の道路幅員の中で，歩行者をはじめとした道路利用者の安全対策や景観に配慮した道路整

備について，どのような道路整備が有効か地元の皆様にも協議調整を図りながら，今後検討してまいりま

す。 
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（１６）偕楽園臨時駅の常設駅化、上下線乗降可能駅化について（新規要望）     〈南部ブロック〉 

偕楽園は水戸市における観光資源の１つであり、梅まつり時の臨時駅としての機能については偕楽園を

利用・観光する人たちにとって非常に利便性の高いものであります。常設駅そして上下線乗降可能駅として

利用可能とすることでオールシーズン偕楽園周辺を楽しめる機能を構築でき、観光客だけでなく周辺住民

にとっても利便性が向上すると考えられるため、JRをはじめとする関係機関とのご検討を要望いたします。 

期待される効果等 

観梅時以外に偕楽園へ訪れる観光客の増加と周辺住民の交通利便性の向上。 

 

【回答№ 38】担当課：交通政策課 

御提案をいただきました，偕楽園臨時駅の上下線乗降可能な常設化につきましては，偕楽園や県立歴

史館，千波湖周辺地区をはじめとする観光資源への交通アクセス等の面から，都市の機能を強化する手

法の一つと考えられます。 

一方で，人の流れが分散することによって，水戸駅周辺地区をはじめとする中心市街地の賑わいや消

費行動の変化による地域経済への影響など，都市政策上の新たな課題が発生することが予想されます。   

今後，都市核を中心としたコンパクトなまちづくりを展望した「まちなか交通体系の確立」に取り組む中で，

臨時駅の常設化等に当たっての条件整理をはじめ，地域経済への波及効果や土地利用の展望に加え，駅

の分散化による消費活動への影響やまちなかの回遊性の確保等の課題も含め，様々な角度から，研究を

進めるとともに，ＪＲ東日本などの関係機関との協議を検討してまいります。 

 

 

（１７）中心市街地マップ等への周辺観光名所掲載について（新規要望）        〈西部ブロック〉 

水戸市においては「水戸市観光マップ」を作成し、水戸市全域の観光地図を作成されているところですが、

「まちなか」・「中心市街地」と名称がつくマップは、関係機関が作成しているものも含め、現在策定されてい

る「水戸市中心市街地活性化基本計画」に基づいたエリア掲載ものが多いと感じられます。 

観光マップは、市外の住民や仕事・観光等で来水する方が目にする機会を多くすることで水戸を知っても

らうきっかけになるものです。よって、中心市街地マップにも保和苑や備前堀など中心市街地以外の観光名

所を掲載するなどし、そうした市内名所を目にする機会が増えるよう、検討をお願いいたします。 

期待される効果等 

水戸市内の観光名所の周知する機会の増加、来水へのきっかけづくり。 

 

【回答№ 39】担当課：観光課 

水戸市観光マップは，市内の観光施設案内をはじめ，水戸のまつり，ご当地グルメ・土産物，交通案内な

どの情報を有し，観光案内所等で配布されており，水戸市に来訪された方が，市内の観光資源を楽しんで

いただくための重要なツールとなっております。  

効果的な観光情報の発信につきましては，水戸市観光基本計画（第３次）において基本施策の一つに位

置付けており，市民や観光客に市内の観光名所を知っていただく機会を増やすことは，観光振興につなが

るものと認識しております。中心市街地を主として掲載しているマップにも，より多くの観光名所を掲載いた

だけるよう，関係課を通しての働きかけなど，マップの充実を図っていきます。 

 

 

（１８）ケーズデンキスタジアム水戸の観客席増設の早期実現および周辺道路の拡幅と駐車場、歩道の早期

整備について（継続要望）              〈水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会、南部ブロック〉 

水戸ホーリーホックは、水戸の名を全国に広めるツールとしてだけではなく、人と人、地域と地域の交流を促進
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し、地域コミュニティを活性化する役割を持つ重要な地域資源です。当所は、スポンサー契約を結ぶなど、積極

的な支援を続けております。 

ケーズデンキスタジアムについては、第 1種公認陸上競技場や J1ライセンス取得スタジアムを目指し、水戸市

第６次総合計画において「観客席・トラック・フィールド内の芝生面などを総合的に整備する」と位置づけされてお

り、基本計画をもとに、観客席増席に必要な用地確保のため、地権者との協議を重ね早期改修を目指していると

伺っています。 

観客席増設については、引き続き、早期整備のため観客席増設に必要な用地確保を早期に完了していただき、

市民に夢と感動を与え、豊かで活力ある水戸市のにぎわい創出につなげるため、サッカーやラクビー、陸上競技

などの国際・全国大会などの誘致にもつながることから、早期の建設着工を要望いたします。 

また、スタジアム観戦に公共交通機関の利用推進が行われておりますが、依然として車での来客が多いのが

現状です。しかし、スタジアムの観客用駐車場は第１・２駐車場をあわせても１２００台と来客数に比べて少なく、駐

車場の増設および駐車場からスタジアムまでの歩道整備が必要であり、水戸ホーリーホックの試合があるときに

は、スタジアム周辺では渋滞が問題となっており、現在道路拡張の予定はないとのことではありますが、今後、拡

幅工事も含めた対策を早急に講じていただけますようお願いいたします。 

駐車場増設につきましては、昨年「新たに用地の借り上げを行い、約２２００台の駐車台数を確保し、順次拡張

をしていく」との回答をいただいておりますが、この問題は、観客動員数にも大きく影響するため、早期整備を要

望いたします。 

なお、第１駐車場からの退出時の渋滞が深刻であり、敷地奥からの車両出入り口確保を検討いただいておりま

すが、進捗状況をご報告いただきますとともに、早期に整備されますよう要望いたします。 

期待される効果等 

水戸市のスポーツ振興と来場者の利便性向上、及び地域の安全確保。 

 

【回答№ 40の①】担当課：体育施設整備課 

 ケーズデンキスタジアム水戸については，第１種公認陸上競技場や J１ライセンス取得スタジアムを目指し，

これまで，観客席の増席に向けた基本計画を作成するとともに，トラック，フィールド内の芝生面の整備を進

めてまいりました。現在，基本計画を基に，観客席の増席に必要な用地確保に向けて，地権者との協議を重

ねており，できる限り早期の改修を目指してまいりたいと考えております。 

 駐車場については，用地の購入または借上げを行い，現在約 2,250 台の駐車台数を確保しております。

借上げを行った用地については，地盤高の調整などの整備を行いながら，順次拡張してまいります。 

既存駐車場の混雑解消策としましては，駐車場南側の道路に接続する新たな退出路の整備に向けて，

現在,測量調査を実施しているところです。また，駐車場から幹線市道 15 号線へ退出する車両と，道路を横

断する歩行者が交錯することが，混雑の一因となっていることから，退出箇所の変更や横断歩道の移設など，

関係機関と協議しながら対応方策の検討を進め，引き続き駐車場問題の解消に取り組んでまいります。  

 

【回答№ 40の②】担当課：建設計画課 

御要望のありましたケーズデンキスタジアム周辺の道路につきましては，国道50号バイパスと茨城町をつ

なぐ幹線市道 19 号線（見川・丹下線）や，主要地方道水戸神栖線と主要地方道玉里水戸線や主要地方道

水戸岩間線（岩間街道）を結ぶ幹線市道15号線（笠原・萱場線）等の複数の幹線道路がありますが，いずれ

も両側又は片側に歩道があり，また大型車両もすれ違いが可能な車線幅のある対面通行の道路として既に

整備がされていることから，現在，当該道路の拡幅予定はございません。 

試合開催により発生する渋滞対策につきましては，適切なアクセスルートの設定と誘導方策，あるいは公

共交通機関の利用推進，隔地臨時駐車場からのバスの輸送等が有効でありますので，引き続き，これらの

対策にて対応してまいります。 

また，来場者に向けた新たな駐車場の設置がなされる際には，関係部署と連携し，安全な歩行者空間の

確保に努めてまいります。 
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なお，今後も当該路線における道路利用者の安全性・快適性が確保できるよう，適正な維持補修に取り

組んでまいります。 

 

 

（１９）自転車道の整備と自転車を利用した賑わい創出について（継続要望）       〈自動車・交通部会〉 

自転車の利用については、目的や自転車の種類によっても様々で、それを統一したルールにのっとり、

安全を確保するのは難しい状況にあると考えます。 

自転車人口が増えている中で、車道混合の路面表示を多く増やすなど歩行者・自転車・自動車が安全で

快適走行できる道路整備を進めていただくとともに、その路面表示の意味を市民や利用者に正しく理解して

もらうための取り組みを要望いたします。 

併せて、まちなかを自転車に乗って回遊できるような周遊型観光による賑わいの創出についても引き続き

検討していただくよう要望いたします。 

期待される効果等 

快適走行できる道路環境づくりにより、まちなかを自転車で気軽に走行し観光できるようにすることで、ま

ちなかの賑わい創出につなげる。 

 

【回答№ 41】担当課：交通政策課 

本市では，自転車の利用促進及び安全な利用環境整備に向け，平成 29年の３月に「水戸市自転車利用

環境整備計画」を策定しました。 

本計画は，国土交通省と警察庁が市町村に策定を求めている自転車ネットワーク計画の内容を包含する

ものとなっており，自転車利用のニーズを踏まえるとともに，まちなかの回遊性向上や公共交通網の補完に

資する路線を選定し，車道混在型の整備を基本とした自転車ネットワークの構築に取り組んでいるところで

す。 

平成 28年２月に社会実験路線として整備いたしました市道千波２号線では，自転車の通行空間整備とあ

わせ，通学路として利用する高校への通行方法の周知や沿線での通行指導に，県警察等の関係機関と連

携して取り組んだことから，大きな成果が見られました。 

今後整備する路線につきましても，沿線住民の皆様や学校等の御協力をいただきながら，県警察等の関

係機関と連携して通行指導を実施するなど，安全性の確保に万全を期してまいります。 

また，現在，交通安全指導員が中心となり，小学生には自転車利用の基本的なルールについて，中学生

には道路交通法の罰則や自転車事故を起こした場合の損害賠償についてなど，年代に応じたプログラムに

より，自転車に関する交通安全教育を実施しています。 

その一方で，地域住民や高齢者への啓発機会は，小・中学生に比べて少ない状況にあり，自転車利用

者の安全性を向上するためには，より幅広い世代に対し，さらなる安全教育の充実を図ることが必要です。

そのため，本計画では，安全への「意識づくり」を最優先課題として基本施策に掲げ，「自転車利用者への

安全教育の充実」や「自動車運転者への啓発の充実」などに力を入れてまいります。 

具体的には，自転車通行空間の整備箇所の周辺住民に正しい通行方法を示したパンフレットを配布する

ほか，小・中学校での安全教育を実施する際に，自転車の安全ルールについて家族で話合うことができる

教材を作成するなど，自転車の交通ルールの啓発に取り組んでまいります。 

すでに，「広報みと」で，自転車利用の基本的なルールや自転車通行空間整備とその通行方法等につい

て，特集記事を掲載し，ＰＲに努めてきたところであり，今後ともあらゆる機会を通して，県警察や学校などの

関係機関と連携しながら，安全性の向上に取り組んでまいります。 

 

 

（２０）新川の本格的改修並びに下市地区全般の排水整備について（継続要望）   〈東部ブロック〉 

 地域住民の生命・財産権を水害から守るため、新川の未整備区間について、早期に整備してくださいますよう
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要望します。 

 これまで、新川上流部の国道５１号から鹿島線間のしゅんせつ、極楽橋下流の護岸および極楽橋上流左岸は

整備されておりますが、安全な暮らしを確保するために、流下機能の適切な維持管理を含め、抜本的な河川改

修工事が必要であるため、引き続き県に働きかけをお願いしていただき、あわせて経過報告くださいますようお

願いいたします。 

 また、下市地区全般の排水対策については「水戸市雨水排水施設整備プログラム」に基づいた都市下水路の

整備などで、浸水被害は軽減しておりますが、現状では完全に被害が食い止められていません。 

 さらなる被害軽減のため、雨水用貯留槽をはじめとする浸透施設の整備、雨水排水路の流下機能改善とあわせ、

冠水・浸水被害発生個所の特定に努めていただき、総合的な雨水対策をお願いいたします。 

期待される効果等 

台風やゲリラ豪雨などによる冠水・浸水被害を最小限に食いとどめることで、安心・快適な住環境が整備され、

同地区への居住人口が増加することが期待される。 

 

【回答№ 42】担当課：建設計画課 

新川は，主に下市地区周辺を流域とする茨城県が管理する延長約 3.4km の一級河川であり，市民の安

全で快適な生活環境を確保する上でも必要不可欠な河川として十分認識しており，これまでも茨城県に対

し，早期の改修要望を行っており，平成 29年も 7月に県要望を行いました。 

このような中，茨城県では，平成 26年度に新川の暫定整備が完了し，平成 28年度には渋井橋周辺で法

面の補修，境橋から鹿島橋区間において除草を行いました。平成 29 年度も境橋から鹿島橋区間を除草す

るとともに，西大野地先で法面の補修や最下流部で土砂の浚渫を行う予定であり，今後も流下機能の維持

に努めていくと伺っております。 

しかしながら，本市といたしましては，安心な暮らしを確保するためには，適切な維持管理のほか，早期

の河川改修が必要であると認識しておりますので，引き続き，茨城県に対し新川の河川改修について，働き

かけてまいります。 

次に，下市地区の排水対策については，平成 27年度に策定した「水戸市雨水排水施設整備プログラム」

に基づき，被害の軽減に努めており，平成 28年度には浜田小学校の北東側の市道浜田 4号線において，

都市下水路の整備を実施いたしました。平成 30 年度からは同じく浜田小学校南東側の市道浜田 153 号線

脇の水路整備及び歩道拡幅を予定しております。 

しかしながら，浸水被害の軽減のためには，雨水排水施設の整備だけではなく，雨水の貯留や浸透施設

の整備などによる流出抑制策も重要であり，市民の皆様や事業者の皆様の御協力をお願いいたします。 

なお，今後の計画に反映するため，浸水被害が発生した際は，場所や日時，浸水被害の状況写真など

の情報を水戸市建設計画課まで御連絡いただければ，幸いです。 

 

 

（２１）県道下入野水戸線の道路拡幅について（継続要望）                〈東部ブロック〉 

県道下入野水戸線は、駅南中央通りから百樹園の手前までは、片側２車線になっている素晴らしい道路

ですが、そこから酒門六差路までの区間は、道幅が急に狭くなり、歩道も未整備のため、安全面において心

配されるところです。現状の道路構造のままでは、交通実態に見合った機能が不十分であり、交通の安全

性が危惧されます。少しでも現状を打開するため、引き続き土地所有者への用地提供を積極的に働きかけ

て下さるようお願いいたします。 

昨年の要望では、酒門工区につきましては、平成２７年度末時点で約８割の用地取得が完了し、引き続き

用地の取得および工事を実施していくとの回答をいただきました。 

国道６号線に繋がる重要なこの区間でもありますので、道路拡幅の早期実現に向け、引き続き用地取得

に努めていただくとともに、今後の明確な進捗状況をご報告いただき、県に対して強い働きかけを要望いた

します。 
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期待される効果等 

道路拡幅工事の完工により、安心・安全で快適な歩行空間が確保され、交通渋滞の解消や交通事故の

減少などの効果が期待される。また、関係路線に関わる地域の経済効果の向上が見込まれる。 

 

【回答№ 43】担当課：建設計画課 

御要望の区間につきましては，都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（酒門工区）として，茨城県が平

成２２年度に事業認可を取得し，現在，用地取得や工事を鋭意進めているところであります。 

進捗状況といたしましては，平成２８年度末時点において，用地取得が約８２パーセント，工事を含めた事

業費全体で約５０パーセントとなっており，引き続き，早期の完成に向け，事業を進めていくと伺っておりま

す 

本市としましても，酒門六差路周辺の交通の円滑化や渋滞解消を図るためにも当該区間の整備が重要で

あると認識しておりますので，引き続き，早期整備が図られるよう茨城県に対し，強く働きかけてまいります。 

 

 

（２２）下市周辺地区における防犯カメラの設置について（新規要望）          〈東部ブロック〉 

近年、社会的な規範意識の低下、地域社会の連帯感の希薄化などにより、身近な場所での犯罪が多数

起こっています。こうした防犯対策の一環として、防犯カメラの設置は犯罪抑止には効果的であり、犯罪の予

防や未然防止、犯罪発生時の捜査の迅速化と二次被害の防止に役立つと考えられます。 

つきましては、浜田学区・大野学区にある公立幼稚園、保育所、小学校、中学校周辺の通学路に防犯カ

メラを設置いただき、学校、地域の見守り活動を補完し、安全確保の強化が図られますよう要望いたします。 

また、ハミングロードへの防犯カメラの設置につきましても、安心・安全で快適な環境の整備により、商店

街の誘客が図られ街の活性化にも繋がることから善処されますようお願いいたします。 

期待される効果等 

犯罪の予防や未然防止、犯罪発生時の捜査の迅速化や二次被害の防止に役立ち、地域住民の人口増

加および周辺商店会のにぎわい創出・経済効果が期待できる。 

 

【回答№ 44】担当課：防災・危機管理課 

 防犯カメラにつきましては，犯罪の抑止力となり，犯罪防止の観点から有用な一方で，肖像権や個人の 

プライバシー保護等において課題があることから，行政で防犯カメラを設置するに当たっては，目的を明 

確にすること，必要性・妥当性を検証すること，得られた情報を適切に管理することなどが必要でありま 

す。 

本市においては，これまで，犯罪が多く発生している水戸駅や赤塚駅周辺，さらには大工町地区に防犯 

カメラを設置し運用しているほか，市が所管する施設で，不特定多数の方が訪れる施設や学校等に防犯カ

メラを設置し，防犯対策を強化しているところです。 

このように，現在は繁華街や市の施設以外には設置しておりませんので，現時点で，すぐに浜田・大野 

学区に防犯カメラを設置するというお答えができる状況ではございませんが，今後，これまでの設置運用状

況を検証し，防犯カメラの効果・役割・問題点や住民感情への配慮などについて検討を行ってまいります。

また，引き続き，水戸警察署をはじめとする関係機関とも十分に協議しながら，その必要性・妥当性を総合

的に判断し，市全体としての防犯カメラのあり方，設置方針等を整理してまいりたいと考えております。 

子ども達をはじめとする市民の皆様の防犯対策につきましては，防犯カメラに限らず広範な防犯活動が

必要であり，ハード・ソフトの両面によるバランスの取れた対策が肝要です。本市といたしましては，浜田学

区・大野学区の皆様の見守り活動などの御協力をいただきながら，今後も，市民協働による安全で安心なま

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，御理解と御協力をいただきますようお願い

申し上げます。 
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（２３）局地的な集中豪雨（ゲリラ豪雨）時の排水の強化について（再要望）    〈社会サービス部会〉 

近年、頻発する局地的な集中豪雨（ゲリラ豪雨）は、住宅密集地区や都市機能が集中する地区で発生し

た場合、人命に関わる被害や都市機能がストップするなど深刻な被害を引き起こす恐れがあります。 

過去に、白梅２丁目交差点（水城高校前）、城南３丁目交差点（柳堤橋下）などで発生し、通行止めになっ

た事例もあります。 

つきましては、局地的な集中豪雨（ゲリラ豪雨）時の排水の強化について必要な対策を講じられますよう

要望いたします。 

期待される効果等 

局地的な集中豪雨（ゲリラ豪雨）時でも、人命に関わる被害や都市機能のストップなどの被害を防止する

ことができ、安心・安全なまちづくりにつながる。 

 

【回答№ 45】担当課：河川都市排水課 

御要望のあった件につきまして，御指摘のとおり，集中豪雨時には市内各所において道路冠水等が発生

している状況です。水戸市としましては，被害状況を把握したうえで，排水対策を検討し対策工事等を実施

しております。 

白梅 2丁目交差点(水城高校前)・城南 3丁目交差点(柳堤橋下)につきましては，駅南地区の主要道路で

ございます。駅南地区においては，これまでに，駅南排水樋管・駅南第 2排水樋管にポンプゲート施設を設

置するなどの対策を実施し，一定の効果を上げております。 

しかしながら，現状でも降雨の状況によっては道路冠水が発生している状況でありますので，引き続き既

設管路の改修など，道路冠水被害が軽減するような対策を実施し，安心・安全なまちづくりに努めてまいりま

す。 

 

 

（２４）50号バイパス河和田南交差点に係る県道玉里水戸線（県道５９号線）の右折車線及び右折矢

印信号機の新設について（新規要望）                           〈西水戸ブロック〉 

県道５９号線は北関東自動車道「茨城町西インター」へ接続する主要道路です。河和田南交差点は特に

朝夕の通行量も多く、またケーズデンキスタジアムでのイベントの際も著しく渋滞をきたしております。 

終日の通行時も右折待ちのため後続車の直進及び左折に支障をきたしており、さらに右折車においては

対向車が連続して来るため赤信号になってから 1～２台が右折できるのが現状で、無理な右折は事故の原

因ともなります。ここで要望している水戸市街地に向かう県道の幅員は確保されており、拡幅の必要は無く

右折車線の増設は可能と考えます。 

 以上の理由から５０号バイパスを横切る県道５９号線の右折車線及び右折矢印信号の新設を要望いたしま

すので、関係機関と協議の上迅速な対応をお願いいたします。 

期待される効果等 

交通渋滞の緩和及び、事故防止。 

 

【回答№ 46】担当課：建設計画課 

交差点における右折レーンの設置は，渋滞解消を図るうえで重要な整備手法の一つであり，右折レーン

の設置は道路管理者，信号機の設置は茨城県公安委員会と役割を分担して整備をしているところでありま

す。 

右折レーンにつきましては，各道路管理者の定めに従い，原則として平面交差点に設けるものとしており

ます。市といたしましては，主要道路における円滑な交通体系の確保のため，本路線の拡幅整備が必要で

あると認識しており，これまでも，道路管理者である茨城県に対して，継続的に道路拡幅整備の要望をして

まいりました。要望を行ってきた中で，県としても整備の必要性は充分認識していると伺っていることから，引
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き続き，県と連絡調整を密にするなどして，事業化へ向けた調査等の実施について働きかけてまいります。 

また，右折矢印信号につきましては，警察庁の指針により「十字交差点等において右折需要が多く青信

号でさばくことができない場合，又は右折車両と対向直進車両の衝突事故を防止するために直進・左折と分

けて右折車両をさばく必要が高い場合で，右折専用車線若しくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があ

るときに設置すること。」とされております。御要望の右折矢印信号の設置につきましては，茨城県公安委員

会に確認したところ，交通渋滞の緩和のための必要な措置の一つとして有効であると伺っておりますので，

市といたしましても，茨城県公安委員会に対し，道路拡幅に合わせた右折矢印信号の設置を働きかけてま

いります。 

 

 

（２５）県道赤塚馬口労線に係る交差点の混雑緩和について（新規要望）        〈西部ブロック〉 

常磐大学方面の自由が丘から続く県道赤塚馬口労線は、国道 50 号との自由が丘交差点において，朝夕

の通勤時間帯に重なる一定の時間、右折待ち車両による渋滞が多発しています。 

 それにより、上市 87 号線と県道との交差点では、県道の車線（自由が丘交差点へ向かって左車線）が

右折渋滞により塞がれているため、上市 87号線から右折で出ることが困難な状況です。 

 つきましては、上記の交差点付近に停車禁止帯を設置し、渋滞発生時でも県道へ右折で出られるよう関

係機関への働きかけを要望いたします。 

 

期待される効果等 

渋滞混雑の緩和による定時性・速達性の確保。 

 

【回答№ 47】担当課：防災・危機管理課，市民相談室 

交差点や横断歩道（前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分）等への駐停車は，道路交通法上

禁止されております。そのため，御要望の，県道赤塚馬口労線と市道上市87号線との交差点付近への停車

禁止帯の設置につきましては，水戸警察署とも協議いたしましたが難しいと思われますので，御了承くださ

いますようお願いいたします。 

 

 

（２６）旧生涯学習センターの跡地の活用について（新規要望）              〈西部ブロック〉 

東日本大震災後に茨城県生涯学習センターが現在の三の丸庁舎に移転後、旧生涯学習センターの跡

地については県が土地を保有し、イベント開催時などには水戸市を通して土地の貸借を依頼し、臨時駐車

場等として利用されています。 

また、隣接する保和苑を含むロマンチックゾーン周辺には現在駐車場が少なく、観光客への利便性が低

く見受けられます。歴史ある地域資源を活用し、観光地として PRするにも駐車場確保は不可欠です。 

今後、民間業者へ土地が売買された場合、コインパーキング設置など一部の方の利益に繋がる可能性が

大きく、地元への還元は少ないように見込まれます。 

つきましては、イベント開催時の利用だけでなく旧生涯学習センターの跡地を市においても、買い上げる

など対策を行い、駐車場やイベント開催など含め多目的に活用できるよう要望いたします。 

期待される効果等 

駐車場等の常設確保により、観光客や周辺の商店等の利用時の利用が見込まれる他、駐車場不足が緩

和され、イベント開催時には賑わいを創出することができる。 

 

【回答№ 48】担当課：観光課 

 旧生涯学習センターの跡地を含むロマンチックゾーンにおいては，これまで参道入り口の広場やあじさい

広場などの整備を進めてきたところであり，さらなる魅力を創出するため，桂岸寺に至るまでの参道の整備
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に取り組んでいるところであります。また，アジサイの名所としての魅力づくりを推進しながら，保和苑で行う

イベントに合わせた回遊バスを運行し，回遊性を向上させる取組も行っているところであります。 

県が所有する旧生涯学習センター跡地については，あじさいまつり等のイベント開催時において，臨時

駐車場として利用しておりますが，土地の取得を行う場合には，財源の確保や通年の具体的利活用策等，

様々な課題がございますので，今後，その課題を整理し，必要性を十分検討してまいりたいと考えておりま

す。また，イベント開催時の駐車場の確保につきましては，引き続き，周辺の店舗等の協力による既存駐車

場の活用を図るなど，観光客への利便性の向上に努めてまいります。 

 

 

（２７）大塚池周辺及び成就院池流出口の水環境の整備について（継続要望） 

〈水戸の環境・景観創造委員会、西水戸ブロック〉 

大塚池公園は、白鳥の飛来数も多く、市民の憩いの場となっていることから、その水質浄化については例

年、羽虫や悪臭、またアオコの発生について、対策をお願いしているところでありますが、昨年度の回答に

よりますと、渡里農業用水路からの導水による対策は、関係者との協議の中で困難であり、他の対策を模索

中との御回答をいただきました。 

大塚池に訪れる釣り人からも落胆する声を聞いております。定期的な水質検査等実施するなど、動向を

監視しておられることと存じますが、一番奥の木の遊歩道にはヘドロが溜まり、橋げたにもこびり付いた状況

で、羽虫や悪臭が発生し困っているとの声が近隣住民からあがっております。またヘドロの中には、雑草が

生い茂っており好ましいものではありません。 

つきましては、水環境の整備に向けた具体的な方法をお示しいただくことに併せ、ヘドロの除去と雑草の

駆除を要望いたします。 

また、成就院池流出口は国道 50 号南側に水路が整備されていないため、時季によっては羽虫、悪臭が

発生しておりますので、現地をご確認いただきU字溝の整備など、関係機関との連携のうえ徹底した水質管

理をお願いいたします。 

期待される効果等 

大塚池は千波湖とともに水戸市の重要な自然資源であり、今後の利活用推進のためにも水質浄化が必

要であり、大塚池公園の観光資源として価値を高めるとともに、周辺の住民生活の快適性につながる。 

 

【回答№ 49の①】担当課：公園緑地課 

大塚池の水質につきましては，湖沼の水質の基準となる COD値が平成 27年秋頃から急激に悪化し，現

在も改善傾向が見られない状況にございます。一方，アオコが大量に発生し，池の水位も安定しないことか

らアオコの腐敗による臭気が感じられることもあり，良好な水辺環境を取り戻すために水質を改善することは

急務であると考えております。 

市におきましては，平成 28 年から，民間企業との協働によるアオコ除去の実証実験や，アオコの腐敗臭

を防ぐための池の端へのアオコバリケードの設置等，アオコ対策のための新たな試みを行ってまいりまし

た。   

また，平成 29年度は，水流を発生させるため放流口の改修等の検討を進めているところです。 

今後は，地域住民や関係機関と連携して，大塚池の水環境改善の実施に努めてまいります。 

 

【回答№ 49の②】担当課：衛生管理課 

 浄化槽の維持管理については，関係機関と連携を図り，浄化槽法に基づく保守点検・清掃及び法定検査

等により適切な水質管理が図られるよう，広報紙等による啓発活動を継続してまいります。 

 

【回答№ 49の③】担当課：道路管理課 

現在，成就院池流出口から国道 50号線までの区間は，構造物により水路が整備されておりますが，国道
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50 号線より南側の水路用地につきましては，構造物が無く未整備となっております。水路境界も明確でなく，

水が滞留している箇所も見受けられましたので，今後，構造物を設置するなどの水路の整備を検討してまい

ります。 

今後も，水質環境の向上のため，関係機関と連携し，道路施設の維持管理をしてまいります。 

（２８）小中学校教育、市民講座などによる水戸の歴史、伝統、文化についての学びの推進について 

（継続要望）            〈水戸の食と観光開発委員会、水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会〉 

水戸市内の小中学校では、副読本を授業に活用し、水戸の歴史や伝統、文化に関する学習を計画的に

進めていただいているところであります。また、水戸スタイルの教育の一環として、確かな学力の定着、安心

できる学校生活の実現、豊かな人間性や社会性の育成を目的とした「まごころプラン」と、国内外で活躍でき

る人材の育成を目的とする児童・生徒の学力向上に向けた習熟度別学習や次世代エキスパート育成事業

など、3 つの事業からなる学力向上推進事業「さきがけプラン」を実施され、特色ある教育についても併せて

推進されております。水戸市内の小中学校が教育課程特例校として実施されている「水戸まごころタイム」に

おいて学習する、水戸教学において水戸の歴史・伝統・文化を学ぶ時間を設け、将来の水戸市の発展の礎

となる小中学生に郷土愛を育む教育を推進していくことは非常に重要なことです。 

水戸には、日本遺産をはじめとした貴重な文化遺産があり、弘道館を舞台に発展し、その思想が幕末の

志士に影響を与え、明治維新の原動力にもなった「水戸学」など素晴らしい学問も有しています。 

つきましては、水戸の歴史、文化、伝統、学問についての体験型の学習の充実や偕楽園記の暗誦など各

学校独自の取り組みを行うなど、小中学校での郷土水戸に関する教育の更なる推進を図られるとともに生涯

学習の一環として、みと好文カレッジの講座内容の充実、各市民センターなどでの教養講座、教室などの継

続、郷土の歴史などを学ぶクラブ活動や地域の伝統芸能を次世代に伝える活動などの支援など、市民の学

びの場の整備・継続・拡大と積極的なＰＲを要望します。 

 

期待される効果等 

水戸市の豊かな歴史、伝統、文化の学習機会を拡充し、郷土を愛する心を育む。 

 

【回答№ 50の①】担当課：生涯学習課 

 水戸の歴史，伝統，文化につきましては，各市民センターで開催する一般教養講座や教室において，平

成 28年度は 22講座で 51 回実施するとともに，市民センターとみと好文カレッジとの共同事業「好文塾」で

は，身近な地域の歴史や史跡等を探訪する講座を開催しております。 

さらには，水戸市生涯学習サポーター協働企画講座において，水戸の教育遺産を学ぶ講座「続・日本

遺産から世界遺産へ」を開催するなど，市民の歴史，伝統，文化に触れる機会を提供しております。 

 今後は，これらの学習講座の継続はもとより，市民センターで開催する郷土・歴史を学ぶ講座等において，

次世代に伝える活動の支援・指導を強化するとともに，講座内容を充実させ，市民と行政との協働により，学

習講座を企画・運営する水戸市生涯学習サポーターを育成し，本市の豊かな歴史，伝統，芸能，文化など，

学習機会の充実や積極的なＰＲ に努めてまいります。 

 

【回答№ 50の②】担当課： 総合教育研究所 

本市では，現在，小学３・４年生に副読本「みと」，小学５・６年生に副読本「水戸の歴史」，中学生に副読

本「水戸」を配布し，社会科の授業等において活用し，郷土の歴史や伝統，文化に関する学習を計画的に

進めております。 

また，特別の教育課程である「水戸まごころタイム」においては，郷土を愛する心を育成する「水戸教学」

の学習を実施し，「水戸郷土かるた」や「日本遺産資料集」を活用するほか，「水戸の先人の業績」や「史跡・

名所」「特産物」等についても取り扱っており，水戸の歴史や先人の生き方に学ぶ学習を進めております。 

さらに，中学生による偕楽園や三の丸歴史ロードでのおもてなし活動や，小学生による偕楽園記の暗誦

など，観光客へ水戸の魅力を発信する取組も実施しているところです。 
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今後も，本市の歴史，伝統，文化についての学びを推進し，郷土を愛する心の育成に努めてまいります。 

（２９）水戸子ども職業探検カレッジ（仮称）開催に係る行政機関からの協力・支援について 

（新規要望）                                       〈水戸を担う次世代育成委員会〉 

当所では、水戸を担う次世代の人材育成を目的として、市内の小学生を対象とした職業体験事業の実施

に向け、企画立案を行っています。会員組織である商工会議所のチャンネルを活かし、インターンシップ等

職場体験に協力的で信頼できる企業・団体を中心に協力を仰ぎ、子ども達に水戸市の地域産業を体験して

もらうことで机上では得ることのできないキャリア教育により、子ども達の職業選択の視野を広げるとともに、

地元への就業意欲向上を図ることを目指しています。 

企画段階ではありますが、参加する子ども達には、複数の職場を体験してもらい、水戸ならではの仕事に

ついて体験・学習・見学ができるような事業となるよう検討しております。また、事業終了後にアンケート等を

実施し、行政機関や学校等と情報を共有して今後にも活かせるような仕組みづくりを考えております。 

つきましては、職場体験事業が円滑に進めることができるよう、また、地域一体となった教育支援につなげ

られるようご支援・御協力をいただけますよう要望いたします。 

期待される効果等 

複数の職業を見学・体験できる環境を作ることで、自分の将来を考える機会を小学生のうちに与え、水戸

への関心・愛着・帰省意識をもち、更には就業意欲の向上が図れる。また、行政機関の協力を得ることにより、

行政・学校・企業・地域が一体となったキャリア教育支援も視野に入れた事業となることが期待できる。 

 

【回答№ 51】担当課： 総合教育研究所 

本市では，各学校に対して職場体験等の協力を得られる事業所について情報提供をするほか，職場体

験等の教育効果について助言・指導を行っております。 

各小学校では，第 1 学年から第６学年まで「水戸まごころタイム」，生活科，社会科，特別活動等において

職場見学または職場体験を実施しております。また，全ての教科・領域においてキャリア教育の視点をもち

ながら教育活動を行っており，系統的・継続的にキャリア教育を進めております。 

今後も，各小学校に職場体験等の教育効果についての助言・指導や職場体験等の協力を得られる事業

所の情報を提供しながら，キャリア教育の推進に努めてまいります。 

 なお，水戸子ども職業体験カレッジ（仮称）の事業につきましては，詳細が決定した後に，児童への周知方

法等につきまして協議してまいりたいと考えております。 

 

 

（３０）東町運動公園新体育館の利活用について（新規要望）             〈経済政策委員会〉 

東町運動公園内にて着工された新体育館については、市民がスポーツや健康づくりに親しむ施設として、

またスポーツ等の全国大会を誘致できるコンベンションの拠点施設として期待されています。 

 当施設は中心市街地に隣接するため、スポーツをはじめとするイベントを多く開催することで、中心市街地

活性化に寄与することができると考えられますので、継続的に利活用されること、市民が気軽に利用できる

運営をお願いいたします。 

また、当所が主体となって開催している「水戸市産業祭」は秋の恒例イベントとして市民に定着しておりま

すが、長年会場としていた水戸市総合運動公園が耐震工事等で平成２７年度より利用できない状況にありま

すので、新体育館が完成した折には、体育館床養生用防炎シートの常備など、水戸市火災予防条例等の

法令に対応した備品整備を含め、水戸市産業祭の新会場として利用できるようご配慮下さいますよう併せて

お願いいたします。 

期待される効果等 

市民がスポーツを身近に感じることによる健康意識の向上、全国規模のコンベンション等誘致による交流

人口の増加が期待される。 
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【回答№ 52】担当課：体育施設整備課 

東町運動公園新体育館については，市民の憩いとやすらぎの場とすることはもとより，市民スポーツの拠

点として，また，新たな交流やにぎわいの創出につながるスポーツコンベンションの拠点として，「市民に愛

され親しまれる施設」の実現を目指し，整備を進めています。 

本市といたしましても，多くの皆様に当施設を気軽に継続して利活用いただくことは，中心市街地の活性

化，ひいては，本市の飛躍につながるものと認識しており，関係機関・団体等とより密接な連携を図り，市民

がスポーツに親しみ，スポーツを楽しむことができる運動プログラムの充実を図るとともに，新たな交流やに

ぎわいの創出につながる，コンベンション事業に積極的に取り組んでまいります。 

また，備品については，当施設が多機能型のアリーナであることから，水戸市産業祭をはじめ，さまざまな

イベントに柔軟に対応できるよう，関係法令，各競技規則等に適合することを前提とし，予算の範囲内で効

果的な整備を進めてまいります。 

 


