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平成 30年度 水戸商工会議所 水戸市への提案・要望書（回答）    

水戸市 

1．水戸市の全体の課題に対する提案・要望  

（１）中小企業振興策について 

①制度融資利子補給の継続（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、昨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３１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 2019年度も

継続してまいりたいと考えております。 

 

 

②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

（継続要望）                                            〈工業部会、建設部会〉 

人手不足等による労務費や原材料費の高騰などにより、中小企業をはじめとした建設業の経営環境は依

然として厳しい状況が続いています。そんな中、昨年４月からは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ります。現在は、設計書に法定福利費の明確な区分がな

く、国およ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・発注をいただいておりますが、労働

者を適切に社会保険に加入させるためには、必要な法定福利費を確保する必要があり、国においては法定

福利費の表示の明確化を進める動きも出て来ております。水戸市におかれましても早期の対応をお願いし

たいと考えています。 

また、厳しい経済環境の中で地元企業を育成・発展させていくためには、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。 

当所が実施した会員事業所へのアンケート調査では、低価格での入札を繰り返す事業者への適切な対

応、公共施設等の設計の多様化・複雑化に対応した適正な価格および工事期間による発注、水戸市担当

課の定期的な工事の進捗状況の把握・管理をお願いしたいとの要望がありました。 

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

ピング受注防止策を継続・強化をしていただくとともに、法定福利費の明確な区分・設計書への記載、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、施工中の進捗状況の把握と管理の強化を要望いた

します。 

期待される効果等 
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 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。 

 

【回答№２】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。 

工事等の積算につきましては，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。 

法定福利費の額につきましては，国及び茨城県の工事積算基準及び標準歩掛と同様に現場管理費率に

計上しており，予定価格に適切に反映しております。なお，国土交通省の直轄工事には「予定価格に占め

る法定福利費の平均割合」を乗じて算出した法定福利費概算額を，参考として入札調書に明記しておりま

すが，公表されている茨城県土木部監理課「建設業経営者研修会テキスト」や国土交通省「法定福利費の

計算方法」等により法定福利費概算額の算定ができるものと認識しております。 

また，引き続き，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及び適正な発注に努めてまいります。 

今後も，物品調達及び公共事業の発注につきましては，関係法令等を遵守し，公正で的確な価格設定を

行っていくとともに，適切な工事期間や工程管理を図りながら，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。 

 

 

③女性のための創業相談窓口の設置（新規要望）                  〈起業家育成・支援委員会〉 

女性の社会進出が進み、女性起業家も徐々に増えているとはいえ、水戸の産業を活性化するためには、

地域に根差した女性起業家をさらに増やしていく必要があります。 

女性起業家を増やすためには、潜在的起業希望者や無関心層に起業や経営について知る機会を提供

し、興味関心を引き出すことが重要となります。 

女性の場合、相対的に３０代で起業する方が多く、リスクが少ない範囲で自身の趣味や得意なこと等をビ

ジネス（小規模）にする傾向があるため、まずは気軽に相談できる環境を整え、創業を身近に感じてもらうこ

とが女性起業家の掘り起しに繋がると考えます。 

つきましては、該当する世代が集い交流を深める施設である子育て支援センター「わんぱーく・みと」「は

みんぐぱーく・みと」の２か所に起業に係る相談窓口の設置についてご検討下さるよう要望いたします。 

期待される効果等 

子育て支援センター「わんぱーく・みと」「はみんぐぱーく・みと」に相談窓口設けることにより、子育て中の

２０代～４０代の女性と創業支援者が交流をできるようになるため、創業への興味関心を促す第一段階の支

援を行うことが可能になる。 

 

【回答№３】担当課：商工課 

本市におきましては，国の認定を受けた創業支援事業計画の一環として，商工課を「ワンストップ窓口」と

位置付け，創業支援施策や関係機関の御案内を行っております。御提案の子育て支援・多世代交流センタ

ーでの窓口開設につきましては，場所や相談体制の確保などの課題も多いものと考えております。女性の

起業の促進に向けましては，これまでの取組みに加え，関係部署間の連携により，各窓口等における創業

支援施策のＰＲ等も推進するなど，応援体制の強化に努めてまいります。 

 

 

④水戸市産業活性化コーディネーターの更なる充実（新規要望）                   〈工業部会〉 
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水戸市がひたちなかテクノセンターに委託して、平成２９年６月から１人設置している産業活性化コーディ

ネーターは、平成３０年３月までの９カ月間で、１２１件の企業に、累計１，０８９回訪問するという大きな実績を

上げています。 

専門的な知識を有し、国・県・市の補助制度の周知をはじめ、問題解決に向けたフォローアップ、産学官

連携の橋渡しを行うなど、中小企業が直面するさまざまな問題・課題に対する企業の良き相談相手としての

役割を担っています。 

当所会員企業からも、「情報提供を受けたおかげで、補助制度を活用することができた」「IS０の認証取得

について理解することができた」などという声があがっています。 

しかしながら、１人のコーディネーターでは限界がありますので、これを超える相談に対応していくために、

１人増員するなど、産業活性化コーディネーターの更なる充実を図っていただきますよう要望いたします。 

 

〈参考：平成２９年度水戸市産業活性化コーディネーター支援実績〉 

◇水戸市補助金（工業振興支援事業補助金等）の活用による設備投資等の支援 

平成１９年度以降、年間１件程度の活用だったが、コーディネーターの制度あっせんによって、５件採択。 

工場増設や移転計画等については、企業誘致コーディネーターとの連携によって、支援制度（市;企業立地促進

補助金、国;津波・原子力関連補助金等）を紹介。 

 件数 金額（千円） 

平成２８年度 1 563 

平成２９年度 5 3,755 

◇県事業の活用による経営力向上等の支援 

(1) いばらき産業大賞（県事業）応募に係る支援機関等調整 

 中小企業振興公社や工業技術センターと連携した支援により、カット野菜製造業者が平成２９年度大賞を

受賞（県内１社）。酒類製造業者も奨励賞受賞（県内３社のうち１社）。※市内企業の大賞受賞は１０年ぶり。 

(2) 県補助金（省エネ補助金、いばらき中核企業育成促進事業等）の採択支援 

・省エネ補助金（補助上限１００万円、県内１０社採択）：１社 

・いばらき中核企業育成促進事業（補助上限１，０００万円、県内３社採択）：１社 

・ものづくり産業人材育成確保事業（県内３０社採択）：６社 

◇国事業活用に向けた支援 

・金融機関からの融資や補助採択の加点につながる経営力向上計画の策定支援：５社 

・平成２９年度補正予算ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金（もの補助）の採択に向けた説明

会の開催、申請書類作成支援 

・次回補助制度を見据え、経産局等とのパイプ作り、企業紹介等も積極的に実施。 

期待される効果等 

より多くの企業を訪問できるようになり、中小製造業者のニーズの掘り起こしや、専門的課題の解決を図る

ことができる。 

 

【回答№４】担当課：商工課 

本市におきましては，平成 29 年度から産業活性化コーディネーターを１人配置し，市内企業それぞれの

ニーズに応じた，きめ細かな経営力向上への指導や支援を実施しております。 

これまでに 200を超える企業を訪問し，販路開拓や人材確保・育成，新製品・新商品開発を支援するなど，

着実に成果を上げているところであります。 

今後，より多くの企業を支援するため，産業活性化コーディネーターの増員も含め，さらなる支援体制の

充実につきまして検討してまいります。 
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（２）中核市への円滑な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〉 

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、地域の実情に合ったより質の高い市民サービスの迅速か

つ効率的な提供を行いながら、自主性・自立性の強化に努めていく必要があります。そのためにも、平成３２

年４月に予定されている中核市への移行を円滑に進めていただく必要があります。 

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。昨年度か

らは、急速な少子高齢化と人口減少が見込まれる状況を踏まえ、三大都市圏への人口流失を食い止めると

ともに地方圏への人の流れを創出することを目的に水戸市が中心市となり、構成９市町村で茨城県央地域

定住自立圏の取り組みも始められ、周辺自治体との協力・連携関係が出来上がりつつあります。 

つきましては、茨城県初の中核市移行に向けた取り組みを進めていただくとともに、合併に前向きな近隣

自治体との勉強会を設置し、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№５】担当課：中核市移行推進課 

 本市の中核市移行に向けて，移譲事務や執行体制，人事交流など，さまざまな事項につきまして茨城県

等と協議しながら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きましては，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

整備工事を進めているところであります。 

 今後は，これまでの整理内容を踏まえ，総務省協議を経て，2019 年第１回水戸市議会定例会におきまし

て，中核市の指定を求める申出についての議案の提出を見込んでおります。その後，茨城県知事の同意を

経て，2019年秋の中核市の指定（政令公布），2020年４月１日の中核市移行を目指してまいります。 

 

【回答№５の②】担当課：政策企画課 

将来ビジョンとしての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。また，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住民とともに共有していくことが重要であり，機運の醸成が大きな鍵になるものと

認識しております。 

これまで，本市を含む９市町村で構成する県央地域首長懇話会におきまして，広域観光や環境問題への

取組みなどの広域連携施策を行ってきており，平成 29 年度からは，それらの取組に加え，医療や福祉，地

域公共交通などの定住に必要な生活機能の確保や地域の活性化に向けた茨城県央地域定住自立圏の取

組をスタートさせたところであります。 

定住自立圏の取組みは，広域合併そのものを目指すものではありませんが，市町村の連携がより一層深

まり，圏域としての一体感の醸成に大きな効果があると考えております。 

今後，定住自立圏の取組みを着実に推進するなど，県央地域の発展に資する様々な自治体間の協働・

連携の取組みを一層進めながら，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するなど，将来の合併の機運の醸成に向けた基盤づくりを図ってまいりたいと

考えております。 
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（３）新市民会館の早期整備について（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なりましたことに感謝申し上げます。 

現在、２０１８年５月に県が再開発組合の事業計画を認可しましたが、２０２２年９月の供用開始を目指すと

いうことで、当初の予定より約１年半近く遅れているという状況です。 

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。 

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。 

 

【回答№６】担当課：新市民会館整備課 

新市民会館につきましては，講演会，式典のほか，市民の芸術文化や創作活動の発表会をはじめ，クラ

シック音楽，ポピュラー音楽，演劇，ミュージカル等幅広い演目や，吹奏楽や合唱コンクール，各種イベント

や会議等，さまざまな事業を開催できる施設としております。 

また，興行主催者等との意見交換会により，「ホールの規模は，採算性を踏まえると客席数が多いことが

好ましく，水戸市に2,000席規模のホールができた場合には，コンサートツアーの会場として期待できる。」と

の見解も伺っております。 

このことから，市議会特別委員会でも十分な御審議をいただきながら，2,000席の大ホールや 482席の中

ホールをはじめ，小ホール，展示室，会議室，和室，スタジオ等を整備することとしております。 

新市民会館にはホール，会議室のほか，学生が学習等で使用できるスペース，高齢者，子育て世代など，

さまざまな人々がいつでも気軽に立ち寄ることができ，まちなかでくつろぐことができる憩いの場としての公

共空間を整備し，日常的に訪れたくなり，楽しく時間が過ごせる環境を創出してまいります。そして，全国の

多くの方々に，また来たい，また開催したいと思っていただくとともに，多くの市民に愛され，活用され，市民

が誇りに思えるような新市民会館の早期整備に全力で取組み，将来にわたってにぎわいのある，楽しめるま

ちをつくってまいりたいと考えております。 

運営主体につきましては，興行主等との多彩なネットワークを活用し，積極的に営業活動をすることにより，

市民に向けて，より多くの鑑賞機会を提供するとともに，専門性の高い技術，技能により，多様な市民活動を

支援することができるなど，市民サービスの向上が見込まれ，経費の縮減にも積極的に取組めることから，

指定管理者制度を導入することとし，市議会特別委員会で御承認いただいております。 

本市といたしましては，大規模イベントやコンベンションなどを誘致する営業力を有し，多くの人々が，見

たい，聞きたい，行ってみたいと感じる公演が開催できることはもとより，日常的に訪れたくなる居心地のよい

環境づくりや，市民の芸術文化活動を促進するための積極的な支援，さらには周辺の商業施設や観光資源

等と連携したにぎわいづくり，水戸芸術館との連携のほか，生涯学習活動の拠点づくりができることなどを指

定管理者に求めてまいりたいと考えております。 

 

 

（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（継続要望）  〈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
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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、国道５０号の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協議するとともに、

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№７】担当課：商工課 

水戸市中心市街地活性化基本計画におきましては，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」を位置付け，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ます。具体的な施策としては，空

き店舗対策事業や商店街活力アップ事業といったソフト事業のほか，「まちなか・にぎわい・スポーツ広場

（Ｍ－ＳＰＯ）」に代表される，官民協働による新たな交流やにぎわい創出の拠点整備を進めております。 

これら取組みの効果を，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，基本計画におきましても，国道 50 号の有効活用策の検討につき

まして位置付けていることから，今後も，水戸市中心市街地活性化協議会を中心として，官民連携による事

業及び活用策につきまして検討してまいります。  

 

 

②中心市街地（国道５０号沿い）の歩道の更なるバリアフリー化（継続要望）        〈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、車椅子での通行が容易ではないこ

とをはじめ、高齢者や障害者にとって危険な段差が見受けられます。 

平成２９年度の要望に対する回答で、国道５０号の歩道は、道路の基準上では、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などによる「まち歩き点検・ワークシ

ョップ」では、段差の解消など、更なるバリアフリー化を望む声が寄せられたと伺いました。 

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、

更なるバリアフリー化が進むように、引き続き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№８】担当課：交通政策課 

本市におきましては，「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」を目指し，平成

29年度に「水戸市バリアフリー基本構想」を策定いたしました。 

平成 30 年度は，基本構想に位置付けたバリアフリー施策を着実に実施するための実施計画の策定に向

け，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等で議論を

進めているところであります。 

御要望をいただきました国道 50 号につきましては，現段階におきまして，具体的な事業を実施する予定

はございませんが，基本構想におきましては，基準に適合した施設を修繕等により適切に維持管理するよう

努めることとしております。本路線は，重点整備地区の歩行者動線の骨格となりますことから，道路管理者で

ある国と引き続き協議を進めてまいります。 

つきましては，具体的な要望箇所等がありましたら，御教示いただければ幸いです。 
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③裏通りのコミュニティ道路化の検討（継続要望）        〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

近年、中心市街地のくろばね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、南町三丁目の M-SPO からくろばね通りに向かう裏通りをはじめ、新市民会館から大工

町への誘導を図るために「泉町仲通り」や地元の機運が高まりつつある「茨城オートタクシーからみと楽横丁

裏側までの裏通り」などを魅力的な通りにすれば、賑わいの創出や沿道の空き地、空き店舗の有効活用の

促進に繋がります。 

いずれも幅員の狭い一方通行の裏通りで、電線地

中化・美装化等の道路整備にあたっては、地元と協議

をする必要がございますが、当所も地元の機運の醸成

を図っていきますので、これらのコミュニティ道路化に

ついてご検討くださいますようお願いします。 

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№９の①】担当課：市街地整備 

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，水戸協同病

院周辺の上市 254号線，上市 259号線におきまして道路改良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きまして，電線地中化や

石畳の車歩道等の整備するためには，地域住民の合意形成と御協力が不可欠であります。また，賑わいの

創出や沿道の空き地，空き店舗の有効活用を促進していくためには，市民や商店街等が主体となる活動を

通して，まちなかの魅力を高めていくことも必要であります。貴所におかれまして，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№９の②】担当課：泉町周辺地区開発事務所 

御提案の泉町仲通り他１路線（市道上市 190 号線及び 182 号線）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，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。 

 ただし，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，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）につきまして，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２路線は，現況幅員が狭く，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・御協力がいただ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。今後も，地元の皆様方と意見交換等を継続するとともに，貴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。 

 

 

▲電線地中化や車歩道の整備イメージ（くろばね通り） 
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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（継続要望） 

〈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、アプリ「水戸のこと」を拡充して、多様な交通手段と個店・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、個店・商店街と連携することで、

更に中心市街地に人を呼び込むことが期待され、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№10】担当課：交通政策課 

「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きまして，「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，バス事業者と協議を重ねなが

ら，路線の再編に取組んでいるところであります。 

本計画では，路線の再編とともに，重点的に取組む施策として，「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いたしました。 

他の自治体では，買い物の際に，路線バスなどの公共交通のフリー切符を提示すると，まちなかの商業

施設で，お得に買い物ができるという取組みを実施し，公共交通の利用促進とともに，中心市街地の活性化

に一定の効果が見られている事例もあります。 

これらの取組みにつきましては，貴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進めて

いくことになりますので，特に商店会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施策の更なる周知（継続要望）    〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

中心市街地には、空き地をはじめ、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ていま

す。まちなか居住を進めるためには、これを解消することが必要になってきます。 

昨年度要望した「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」の回答

で、平成２９年度から、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」および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」が創設されたと伺いました。 

つきましては、更なる周知に努めていただき、多くの方に利用されるよう要望します。 

期待される効果等 

まちなかの空き地・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№11】担当課：住宅政策課 

引き続き多くの方に制度を御利用いただけるよう市報や本市ホームページへの掲載に加え，市内事業者

への周知を図り，まちなかへの居住誘導を図ってまいります。 

 

 

⑥子育て世帯まちなか住替え支援補助金の更なる周知及び補助内容の拡充（継続要望） 
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                                   〈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、平成 29年

度の実績は１２件となっており、まだ利用者が少ない状況です。 

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、更なる周知をお願いします。 

併せて他市の事例と比べて、住宅取得の補助内容については、やや見劣りがするので、他市の事例を

参考に住宅ローン（借入金）の３％（上限 50 万円）以上を補助するなど、補助内容の拡充についてご検討く

ださるよう要望します。 

〈参考〉 

 住宅取得 住宅賃借 

水戸市 年額 120,000円以内  

住宅ローン（借入金）の年末融資残高 0.5％に

相当する額 

期間：申請の日から起算して 最大 4年間 

上限 1万円／月 

最長４年間（４８カ月） 

土浦市 住宅ローン（借入金）の３％（上限 50 万円） 上限 1万円／月 最長３年間 

富山市 住宅ローン（借入金）の３％（上限 50万円） 上限 1万円／月 最長３年間 

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№12】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，平成 28年度の制度開始から年々申請件数は

増加しており，平成 30年度の申請件数は 43件となっております。引き続き，市報や本市ホームページへの

掲載に加え，市民センターなどへのチラシ設置など，制度の周知に努め利用促進を図ってまいります。 

また，補助内容の拡充につきましては，平成 30年度末までに，水戸市立地適正化計画におきまして居住

誘導区域を設定することとしており，その具体的な誘導施策として，「子育て世帯まちなか住替え支援補助

金」を拡充した住み替え支援制度を 2019 年度以降に創設してまいりたいと考えておりますので，その中で

他市事例につきましても十分に研究してまいります。 

 

 

⑦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（継続要望）  〈卸商業部会〉 

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。 

昨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№13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きまして，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きまして，誘導に努め

てまいります。 
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【回答№13の②】担当課：幼児教育課 

平成 31 年３月１日現在，本市の中心市街地におきましては，認定こども園が３園，保育所が２か所，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

準につきましては，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。 

 

 

⑧中心市街地エリアについて、認可外の保育施設を水戸市が認定して補助する仕組みの検討（継続要望） 

                               〈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、認可保育施設が少ない状況になっています。１つの要因として、認可保育施設

には、児童福祉法で１人につき、３．３㎡以上という屋外遊技場の付帯義務があり、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。 

横浜市では「横浜保育室」という認可外保育施設を６６園設置しています。「横浜保育室」は、児童福祉法

に定めた保育所（いわゆる認可保育園）ではありま

せんが、横浜市が独自に設けた基準（保育料・保

育環 

境・保育時間など）を満たしており、市が認定し補

助している認可外保育施設です。認可保育所とは

園庭の基準が異なり、対象を 0～2歳児に絞ること

で、園庭を必須要件から外し、園庭のない駅前の

ビルに入居することが可能になっています。 

 つきましては、幼児教育無償化の動きを注視し

つつ、中心市街地のエリアについては、認可外の

保育施設を水戸市が認定して、補助する仕組み

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を整えることで、まちなか居住を促進させて、中心市街地の活性

化につながる。 

 

【回答№14】担当課：幼児教育課 

認可外保育施設は，県への届出により運営を行っております。 

本市におきましては，園庭の基準が認可保育所より緩やかな小規模保育施設（定員 19人以下）の整備を

推進しており，認可外保育施設における独自基準や補助等につきましては，今後の検討課題としてまいりま

す。 

 

 

⑨空き店舗対策事業の条件緩和（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さらに出店しやすくするため、水戸市空き店舗対策事業の補助条件である「１２時以

前開店、１７時以後閉店とすること」など、条件の緩和をお願いいたします。 

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

横浜保育室 

・許可外保育施設だが、横浜市が独自に保育料・

保育環境・保育時間等に一定の基準を設け認定

し、補助している保育施設。 

・対象は 3歳未満児。 

・園庭を必須要件としていない。 

・保育従事者のうち 3分の 2以上が次のいずれか

の資格を持つこと（保育士、保健師、看護師、

助産師）。 

・開所時間 平日 7時 30分～18時 30分  

土曜日 7時 30分～15時 30分 
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ちなかの賑わい創出につながる。 

 

【回答№15】担当課：商工課 

空き店舗対策事業につきましては，まちなかの商業的魅力の向上，歩行者通行量の増加を図るため，空

き店舗を活用した新規出店に対して改装費の一部を補助してきたところであります。 

歩いて楽しめる都市空間の形成に向け，より多くの新規出店を促進する施策となるよう検討を行っており，

より多様な出店ニーズに対応できるよう，営業時間等も含め，補助要件の見直しを進めてまいります。 

 

 

⑩中心市街地における居住環境整備（利便性向上）（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№16】担当課：商工課 

中心市街地では，平成30年５月に，南町２丁目に建設された分譲マンションの１階部分にミニスーパーが

入居し，地域のニーズに即した商品を揃え，オフィスワーカー等の利便性にも対応するイートインコーナー

を設置するなど，地域住民を含む多様な買い物需要に応えるものと期待をしております。 

今後も，中心市街地の生活利便性の向上に向け，商業施設等の立地に対応した助成制度である中心市

街地店舗，事務所等開設促進事業等の周知を図るなど，更なる商業施設の立地促進に努めてまいりたいと

考えております。 

 

 

⑪中心市街地における防犯カメラの設置（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。 

平成２９年に大工町繁華街周辺に、２台の防犯カメラを増設されたとご回答いただいておりますが、１５か

所要望した場所に２台設置では防犯の持続性が低くなってしまうことが懸念されます。 

つきましては、安心安全のまちづくりの観点からも、防犯カメラの設置については、中心市街地全体をグラ

ンドデザイン化し、定期的に設置することを継続していくことが、防犯の抑制力をより高めることに繋がります

ので、毎年継続的に設置いただくことと併せて、今後の実施計画などの提示を要望いたします。 

期待される効果等 

犯罪発生時の速やかな認知及び的確な対応等に使用、犯罪の発生を抑止。 

 

【回答№17】担当課：防災・危機管理課 

中心市街地における防犯カメラの設置につきましては，かねてから要望をいただいているところであり，

平成 28 年度には，大工町繁華街周辺において２台を新設し，平成 30 年度末までには１台を増設いたしま

す。 

御指摘のとおり，水戸警察署が要望した 15 台には達しておりませんが，プライバシーの保護や“監視社

会”傾向への懸念など課題がありますので，今後におきましても，犯罪抑止の効果等につきまして，警察と

連携しながら検証してまいりますとともに，策定に向けて協議検討中の防犯カメラに係る本市の設置方針案

を取りまとめ，市全域の大枠の中で，効果的かつ計画的な防犯カメラの設置を進めてまいりたいと考えてお
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りますので，御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

（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（継続要望）        〈水戸の環境・景観創造委員会〉 

当所では千波湖の利活用と水質浄化を目的として、昨年度より千波湖川床実験事業を実施し好評を博し

ております。本年は夜の部に加え、昼の部（カフェ）を行うことで、より多くの方に千波湖の魅力に触れていた

だけかと存じます。また水戸市環境フェアとの連携により、当所で以前より提案のボート体験教室の実施な

ど新たな試みも行い、賑わいの創出が図れました。 

しかしながら仮設で造成した川床では強度面や天候対応、質感等の面で不足があるほか、建設コストが

増大するなど様々な課題もございます。 

川床をはじめ、千波湖畔における飲食イベントは市民の憩いの場だけではなく、観光客を呼び込む新た

な地域資源活用として水辺の活用は注目され、今後は年一回だけではなく、恒常的な催事の開催も視野に

入れたいと考えております。 

千波湖においては、霞ヶ浦導水事業の先行運用開始による早期の水質浄化にも期待が高まっており、今

後は水質浄化と資源活用の両面から施策推進を図っていただきたく、元消防学校跡地(現駐車場)の整備に

合わせ、千波湖南岸に多目的親水デッキを整備していただきたく要望いたします。 

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№18】担当課：公園緑地課 

千波湖の活用につきましては，年を重ねるごとに催しなどに使用される機会が増え，今後さらに盛んに活

用されると考えております。 

千波湖南岸へのテラス型親水デッキの整備につきましては，平成 29年と平成 30年に行われた川床事業

の盛況からも，千波湖を活用したイベントや観光事業等がますます活発になることが期待できることから，今
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後財政的負担等を考慮しつつ具体的な規模や想定される活用方法など，関係者の意見を伺いながら検討

してまいります。 

 

 

②千波公園周辺の環境整備（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、大型バスが駐車可能な駐車場の増設や満車時の

効果的な案内方法、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。 

併せて、千波湖西側駐車場入り口付近に通年設置しているバリケードは路上駐車を予防するものと推察

しますが、美観を損ねることから取り外しを要望いたします。 

また近年、水戸市におかれましては自転車の利活用による交通網の整備にも力を入れられていますが、

千波湖においても多くの市民が自転車で訪れております。一方で駐輪スペースがあまり認知されていない

など、無秩序に駐輪している現状もあります。ついては駐輪場の整備、周知につきましても合わせて要望い

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。 

駐輪場の整備により、市民の自転車利用が促進されることが期待できるとともに、レンタサイクルの利用に

よる市内観光振興につながることが期待される。 

 

 

【回答№19】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，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，西の谷や千波湖南岸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，茨城県赤十

字血液センター跡地等に整備を進めている他，西の谷におきましてイベント時には大型バスが駐車できる

広場の整備を進めています。満車時の案内方法や西駐車場入り口付近のバリケードにつきましても，水戸

観光コンベンション協会と連携し，景観に配慮しつつ来園者が円滑に利用できるよう検討してまいります。 

駐輪場につきましては，整備を進めている少年の森多目的広場に駐輪場を整備する他，自転車による来
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園者の利用状況を踏まえた整備を検討してまいります。 

 

③レイクサイドボウル跡地の活用（千波湖周辺景観の向上）（継続要望） 

〈観光サービス部会、水戸の環境・景観創造委員会、中部ブロック〉 

千波湖の周辺環境については、少年の森に隣接した元国有地をはじめ、周辺地域の取得と整備が進め

られておりますが、千波湖にもっとも近く、偕楽園公園からの導入部分に位置する元「レイクサイドボウル」跡

地につきまして、早急な取得と整備計画の検討を要望いたします。 

元「レイクサイドボウル」跡地は東日本大震災後に事業者が撤退して以降、廃墟となっており、現在では民

間事業者の資材置場となっております。しかしながら千波湖と偕楽園公園の中間に位置しており、多くの観

光客がバスで通る等、本市のイメージダウンの一因となっており、市民からも改善を求める声が聞こえており

ます。 

同地の取得につきまして、貴市と土地所有者間で交渉が進められていると伺っておりますが、ぜひ早急

に取得いただき、整備を推進くださいますよう要望いたします。 

期待される効果等 

レイクサイドボウル跡地の活用により、観光拠点が整備されることで、水戸市におけるイメージアップ、観

光客受け入れによる賑わい創出が期待できる。 

 

レイクサイドボウル跡地位置図と現状写真 
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【回答№20】担当課：公園緑地課 

レイクサイドボウル跡地につきましては，測量等の業務が完了し，補償調査を行いつつ地権者と交渉を進

めているところであり，2019 年度には国庫補助の獲得に努め，土地の取得を行ってまいります。取得後の整

備につきましては，そこにふさわしい機能や規模，さらには民間活力導入の可能性等整理しなければなら

ない様々な課題があるため，一定の時間は必要なものと考えておりますが，活用策につきましては今後検

討を進めてまいります。  

 

 

④千波湖及び周辺河川の水質浄化（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、毎年アオコが発生し景観を阻害するばかりでなく、様々な利活用をも阻害し

ています。当所でもアオコ調査をはじめ各種実験事業を行うなど、アオコを抑制しきれいな千波湖を取り戻

すための事業等を展開しています。 

しかしながら水戸市はもとより関係機関も含め、様々な施策を講じていますが、今のところ決定的な効果

は出ておりません。 

一方、霞ヶ浦導水事業における国と地元漁協との和解が成立し、今後同事業による千波湖への導水の実

現により、千波湖の水質浄化にも大きな効果が期待できます。 

全体完成時期は平成35年度（2023年）と示されていますが、那珂川の取水口、桜川から千波湖への新導

水路、千波湖から桜川への樋管の整備により、試験的に導水を始めることができます。 

水戸市におかれましてはすでに整備を開始していますが、これらの早期完成と、桜川・千波湖での先行

運用を、国をはじめ関係機関へ強く働きかけるよう要望します。合わせて必要なモニタリングを通して成果を

検証したく実施後の検証体制につきましても合わせて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 

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る。 

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№21】担当課：公園緑地課 

霞ヶ浦導水事業につきましては，那珂川の取水口の整備に国が着手しているとともに，県と市におきまし

ても，桜川から千波湖への新導水路の整備を平成 29 年度から着手しているところであります。したがいまし

て，霞ヶ浦導水事業全体の完成に至らずとも，2023 年度までには千波湖までの導水が可能となることから，

漁業関係者への配慮を前提といたしまして，早期の運用を国に要望してまいります。また，モニタリング等必

要となる調査等の実施も併せて要望してまいります。 

 

 

（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（継続要望） 

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

水戸市の第６次総合計画では、弘道館・水戸城跡地周辺地区の魅力づくりを重点プロジェクトとされてお

り、国の支援をうけながら水戸城大手門の復元のほか国有地である弘道館東側用地に駐車場やイベント広

場の整備、水戸駅からの案内看板の設置を進めるなど、歴史的景観の整備に向けた事業に取組まれてい

るところです。 

また、今年は明治維新から１５０年を迎え、市内でも様々な記念事業が行われています。その一環として

水戸駅北口のペデストリアンデッキから、市立三の丸小や県三の丸庁舎、弘道館、県立水戸三高などを結
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ぶ周辺道路を巡る計 2.8キロのコースを「水戸学の道」として設定し、JR水戸駅北口への観光客誘客促進を

図ることで、いきいき茨城ゆめ国体、東京オリンピックに向け水戸の魅力向上に向けた取組みも進められて

いるところであります。 

しかしながら、吉田松陰や西郷隆盛など多くの幕末の志士にも大きな影響を与え、明治維新の原動力と

なった「水戸学」の発展の場となった弘道館には、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。 

また、弘道館東側用地を取得し、駐車場やイベント広場の整備が計画されておりますが駐車場の規模とし

ては不充分であり、大型バスなどを利用する観光客等の更なる受け入れ態勢の整備が必要です。 

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弘道館周辺に大型バスを含めた駐車場や休憩スペー

ス・イベント広場の整備、水戸駅などからの案内看板の設置、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№22】担当課：観光課 

弘道館・水戸城跡周辺地区につきましては，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，地区の道路景観の整備や学校の外構の白壁塀への改修，杉山門・柵町坂下門の整備に加え，水戸城

大手門等の復元整備にも取組んでおります。 

弘道館の管理運営，文化資産としての価値向上につきましては，茨城県におきまして，平成 29 年３月に

国指定特別史跡「旧弘道館」保存活用計画を策定し，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，現状変更などの取扱基準，整備・活用の基本的な考え方が示

されております。したがいまして，県が主体となった整備等の取組みと連携，協力しながら，その価値向上，

魅力発信に努めてまいります。 

また，国から取得した弘道館東側用地につきましては，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，憩いや安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，広場の駐車場等の整備を推進しております。さらには，歴史的資

源の活用という観点から，平成 30 年度に設定した「水戸学の道」散策ルートをＰＲするマップを製作し，スタ

ンプラリーを実施するなど，水戸ならではの歴史的景観を歩いて楽しめる取組みを行っております。 

今後も，水戸駅から「水戸学の道」を案内，誘導する案内板の整備など，回遊性の向上にも努めるとともに，

弘道館・水戸城跡周辺地区の魅力を一層高めながら，歴史的景観を生かしたまちづくりに取組んでまいりま

す。 

 

②ホスピタリティ向上事業への継続した支援（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いきいき茨城ゆめ国体、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２９年度は「第３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の認定」、「おもてなし水戸っぽ隊」等の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。 

また、市内で実施されるイベントや来年９月２８日から開催されるいきいき茨城ゆめ国体において、水戸お

もてなしマイスター認定者のおもてなし活動の機会創出についても併せて図ってまいります。 
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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№23】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

を訪れる方に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必要であると考えております。 

そのため，本年，新たな取組みとして，未来を担う高校生や大学生，若手社会人向けに，おもてなしの大

切さを知っていただくことによる意識の醸成を図ることを目的として，市内事業者によるおもてなしの取組み

等を紹介する「大人なおもてなしブック」を作成し，市内の高校や大学等に配布したところであります。 

また，観光案内所や歴史アドバイザー水戸等による観光客への接遇やおもてなしの心構えにつきまして，

本市ホームページで紹介するなど，ＰＲとあわせ，おもてなし力の向上に資する取組みに努めているところ

であります。 

引き続き，国体をはじめ,各種イベントやまつりなどにおきまして，水戸おもてなしマイスター認定者のおも

てなし活動の機会が創出されるよう，貴所が積極的に取組んでいる事業を支援していくとともに，優良タクシ

ー乗務員認定事業などの取組みを進めながら，引き続き貴所と協力して，ホスピタリティあふれるまちづくり

を進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。 

 

 

③四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（継続要望） 

〈水戸の食と観光開発委員会〉 

通年型の観光誘致策として、偕楽園では四季を通して梅まつり、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や、いきいき茨城ゆめ国体に向け整備が進む市内スポーツ施

設を活用したスポーツコンベンション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。 

つきましては、水戸版ＤＭＯの形成を進めていただき通年型観光誘致策として四季をとおした観光イベン

トや通年型・滞在型の観光プランの提案や体験型観光の充実、スポーツコンベンションの推進を図っていた

だくとともに、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№24】担当課：観光課 

本市におきましては，代表的な観光資源である偕楽園におきまして，四季を彩る花により，梅まつり，桜ま



 

 

 

18 
 

つり，つつじまつり，萩まつりの４つのまつりを開催するほか，水戸ならではの飲食を堪能できるイベントなど

も行い，通年の観光客誘致を図っているところであります。あわせて，七ツ洞公園や保和苑など，四季折々

の花の名所やイベントと，偕楽園・千波湖等を周遊バスで結ぶことにより，回遊性を高めているところでもあり

ます。今後も，水戸の歴史と伝統，文化を生かした体験型観光の充実を図るほか，水戸黄門漫遊マラソンや

水戸まちなかフェスティバル等のイベントに加え，2019年４月にオープンする東町運動公園体育館などを活

用した各種スポーツ大会等のスポーツコンベンションの誘致にも取組みながら，滞在型・通年型の観光誘客

に努めてまいります。 

水戸版ＤＭＯにつきましては，水戸観光コンベンション協会を中心として，インバウンド観光の推進を柱と

する組織の設立に向けた取組みが進められているところであり，早期実現を目指し協会と連携しながら取組

んでまいります。 

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 30年度，各市町村の

特色ある観光資源や体験を連結させた広域の周遊ツアーを催行し，広域連携ならではのツアー内容につき

まして，参加者から高い評価をいただいたところであります。 

今後も，市町村間の連携を強化し，県央地域の魅力を広くＰＲしていくとともに，広域連携による周遊ツア

ーの催行に取組むなど，年間を通した観光客の誘客に向け，様々な取組みを進めてまいります。 

 

 

④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（継続要望） 

〈水戸の食と観光開発委員会〉 

観光は、国内外からの交流人口拡大により地域経済を活性化させることから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、アジアをはじめとする世界の観光需要を取り込み、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。 

水戸市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。 

また、訪日外国人は日本・水戸でしかできない人とのふれあいや魅力的な体験を求めて外国人観光客が

訪れています。日本人旅行者が少なくなった地方の古民家や民宿に外国人観光客が多く訪れている事例

もあります。 

つきましては、国際交流センターの活用・連携などにより、市内在住の外国人の意見を取り入れながら、

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、魅力的

な体験型観光プランの開発・企画およびＳＮＳなどでの積極的な情報発信、Wi-Fi 環境の整備推進、キャッ

シュレス環境の整備、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、多言語に対応した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。 

 

【回答№25】担当課：観光課 

本市におきましては，インバウンド観光の推進を先導プロジェクトの一つに位置付けており，これまで外国

語の観光案内パンフレットの作成，４か国語に対応した観光案内板の更新，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を推進するなど，外国人観光客の受入体制の充実に取組んでいると

ころであります。 

平成 30 年度には，初めて水戸の梅まつりチラシの繁体字版，簡体字版を作成し，海外の旅行会社への

送付や市国際交流センターを通じた情報発信を行ったほか，水戸市観光課の繁体字版フェイスブックを活

用し，各種イベントのＰＲを行うなど，外国人観光客の誘客につながる情報発信にも努めております。 
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多くの外国人観光客に訪れてみたいと思っていただくためには，個々の取組みはもちろん，飲食，宿泊

等事業者が連携協力し，商店会ぐるみ，まちぐるみで一体的に取組んでいくことが効果を高めるものであり，

大切なことであると考えています。そのため，水戸観光コンベンション協会を中心として，インバウンド観光の

推進を柱とする水戸版ＤＭＯの設立に向けた取組みが進められております。今後，その取組みの中で，小

売，飲食，宿泊など観光・商工等関係事業者の意見を伺うとともに，外国人の視点からの意見も取り入れな

がら，キャッシュレス環境の整備も含めた受入環境の整備，体験型観光プランの開発・企画等につきまして，

検討を進めてまいりたいと考えております。 

また，水戸観光案内所につきましては，外国人観光案内所カテゴリーⅡの認定を受けており，国内外の

観光客の玄関口として，様々な問合せに対応し，市内の各観光施設，店舗への案内を行っているところで

あります。 

引き続き，観光客の利便性の向上に努めるとともに，多言語に対応した案内看板につきましても，ＪＲとの

協議を進めてまいります。 

 

 

⑤新市民会館への水戸の伝統工芸品展示スペースの設置（新規要望） 

〈水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会〉 

水戸の伝統工芸品産業は、長年にわたり水戸の「ものづくり」文化を支え、水戸の産業に大いに貢献して

きた分野であり、今後も継承していくべき貴重な水戸の財産であります。 

しかしながら、伝統工芸品産業は生活様式の多様化に伴う需要の減少や後継者・作り手の減少、原材料

の減少等、伝統工芸品産業を取り巻く環境は厳しい状況に置かれております。 

一方、近年ではニーズが生活の量的充足から質的充足へと変化し、大量生産・大量消費から、多品種・

少量消費への志向変化が見られ、生活に豊かさをもたらすような質の高い製品の需要が高まっています。 

また、近年グローバリゼーションが進む中で、古来日本人が編み出し受け継いできた「和」の暮らしの知

恵が見直されているとともに、日本の産業の歴史的基盤としての「ものづくり」に対する再評価や、ものづくり

の主役となる「職人」という職業へのイメージが高まりつつあります。 

そのような明るい兆しもみられる中、水戸の伝統工芸品を実際に見ることができる施設が少なく、PR・周知

が不足しているのが現状です。 

つきましては、市民のさまざまな芸術・文化活動、コンベンション等の拠点となり、多くの交流人口を呼び

込むことができる新市民会館において、水戸の伝統工芸品の展示スペースを設置していただき、広く紹介し

ていただきますようお願いいたします。 

期待される効果等 

水戸の伝統工芸品を広く紹介することで、伝統工芸品に対する理解を深めるとともに、販路拡大、生産者

の生産意欲の向上、後継者の確保につながる。 

 

【回答№26】担当課：新市民会館整備課 

新市民会館につきましては，本市における芸術文化の拠点として，市民の芸術文化や創作活動の発表

の場としても御利用いただける施設として整備してまいります。 

このため，２階展示室やオープンギャラリーをはじめ，１階のエントランスロビーややぐら広場などの多くの

人が訪れる空間におきまして，伝統工芸品をはじめとする様々な展示が可能となっております。 

新市民会館は様々な使途，用途に対応できるよう自由度を確保しておく必要があることから，常設の展示

スペースを設置することは難しいものの，催事やイベントなど必要に応じて展示スペースを設けるなど，来館

された多くの方に伝統工芸品をはじめとする本市の魅力を伝えるための機会を創出してまいりたいと考えて

おります。 

今後，施設やスペースの具体的な活用方法や利用に当たってのルールづくりを行ってまいりますので，

その中で協議・検討してまいります。 
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⑥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（継続要望）           〈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

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。 

八王子市では中心市街地の来街者に対する利便性向上のため、「誰でも利用できる無料公衆無線 LAN

サービス」として駅ペデストリアンデッキ、公園などに Free Wi-Fiを整備しています。 

また、那覇市では中心市街地商店街に Free Wi-Fi を整備するとともに、GPS 機能と連動して商店街など

の店舗情報を提供するポータルサイトを開設し、より商店街の活性化や市街地の魅力向上に向けた取り組

みを行っております。 

水戸市においても、行政が中心となり引き続き公共施設へのWi-Fi整備を進めていただくほか、市民セン

ターや商店街などへも早期に整備していただき、Wi-Fi を活用した情報提供の仕組みを検討いただきます

ようお願いいたします。 

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

強力に促せる。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№27】担当課：商工課 

本市におきましては，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，水戸芸術館など市内６か所の施設におきまして，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あります。 

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環境の整備につきましても検討を進めているところであります。 

近年，多くの店舗におきましては，顧客サービスの一環として無料Wi-Fiの普及が進んでいるところであり，

既存の商店街活力アップ補助金におきましても Wi-Fi 環境整備事業に対応が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みにつきまし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．水戸市の地域等の課題に対する提案・要望 

（1）新市民会館への市役所窓口機能の一部移転の実現について（新規要望）    〈中部ブロック〉 
県三の丸庁舎への市役所窓口機能の一部移転につきましては、昨年度、県に対して要望を行っていた

だき誠に感謝申し上げます。 

新市民会館完成後は、中心市街地活性化の観点から市役所の一部機能やコンベンションの機能などを、

新市民会館に移転することを検討していただきますようお願いいたします。 

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つながるとともに、周辺住民の利

便性を確保できる。 

 

【回答№28】担当課：新市民会館整備課 

新市民会館につきましては，市民の芸術文化向上，そして，水戸芸術館との相乗効果により全国に誇れ
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るコンベンションの拠点としてはもちろん，中心市街地の活性化を図り，都市力の強化につなげていくため，

泉町１丁目北地区におきまして整備を進めているところでございます。 

新市民会館の整備に当たりましては，年間 60 万人を超える来館者数を数値目標として掲げており，その

実現に向け，著名なアーティストのコンサートツアーのほか，全国規模の大会や式典，大規模イベントなどを

積極的に誘致するとともに，市内外の企業等に会議や研修会の会場として利用を働きかけ，多くの交流人

口を創出してまいりたいと考えております。 

コンベンション機能といたしましては，2,000席の大ホールや 482席の中ホールをはじめ，小ホール，展示

室，会議室，和室等を整備し，これらを複合的に利用することにより，3,000 人規模のコンベンションに対応

できる設計となっております。 

新市民会館を整備するにあたりましては，市民会館としての機能が十分発揮できるよう，整備内容等につ

きまして計画段階から十分な論議等を行いながら進めてきたところであり，また，震災により分散していた市

役所機能が新庁舎の整備により集約され利便性が向上している状況，さらには，中心市街地におきまして

は，県三の丸庁舎（旧県庁舎）への市役所関連機能の一部移転を推進していることから，御要望の市役所

の一部機能の新市民会館への移転につきましては，難しいものと考えております。 

新市民会館の周辺住民の利便性確保に向けましては，近隣に諸証明発行窓口を併設する五軒市民セン

ター，男女平等参画センターの複合施設「みと文化交流プラザ」を有していることから，一層の利用促進を図

ってまいります。 

 

 

（２）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〉 
コワーキングスペース「ワグテイル」につきましては、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・充実を図るとのことですが、現状では起業者支援、登録企業のシェアオフィスなどの

利用に限定されており、利用者が少ないように見受けられます。 

昨年の回答には、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、その役割を果たすためには、多くの市民が利用でき

るよう、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のさらなる活用と市民への周知が望まれます。 

また、空き店舗を活用した施設の増設については、昨年度回答をいただいていないことから、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№29】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こととあわせ，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ます。 

この機能強化に向け，管理運営する水戸市商業・駐車場公社におきましては，平成 30年度，若者の創業

に対する機運醸成や，創業希望者のコミュニティ形成に繋げるためのイベント等の実施を通じ，創業希望者

や若者が交流できる場づくりに注力しており，県内コワーキングスペースや大学等との連携のもと，若手起

業家と交流できるトークイベントや，学生を対象としたセミナー，商店街店舗向けのＳＮＳ活用セミナー等を

数多く開催しております。 

また，将来の創業増加に向けた人材育成，多世代利用の促進のため，12月には，民間事業者と連携した

子ども向けプログラミング講座を企画しており，大変好評を得ているところであります。 

今後も，創業者の増加，若者を中心とした新たなコミュニティの創出等につながるよう，各種取組みの実
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施を推進してまいります。 

また，中心市街地におきまして，平成 30年９月に南町１丁目にオープンした『M-WORK』をはじめとして，

空き店舗を活用し，交流スペースを備えた店舗等が増加しており，文化的交流を含む多様な活動に携わる

人材が集う状況が生まれつつあります。空き店舗の活用は，民間が事業主体となることを基本と考えており，

空き店舗対策補助金による支援や，文化的交流の情報発信に係る一層の連携を図り，その促進を目指して

まいりたいと考えております。 

 

 

（３）水戸駅から大工町間のバスを定額で 1日乗り降り自由にする検討について（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。 

一方、梅まつりの時期に水戸漫遊一日フリーきっぷが４００円で発売され、水戸駅～偕楽園間（往復４８０

円）の対象区間が１日乗り放題になり、好評を集めています。 

つきましては、水戸駅から大工町間のバスを定額で１日乗り降り自由にすることについてご検討くださいま

すようお願い申し上げます。 

期待される効果等 

気軽にバスを利用できる機会を提供し、中心市街地内の移動を容易することで、中心市街地のにぎわい

創出につながる。 

 

【回答№30】担当課：交通政策課 

路線バスを自由に乗降でき，通常の運賃に比べてお得なフリー切符は，まちなかの回遊性を高めるため

に欠かせないものであると認識しております。 

本市におきましても，水戸漫遊１日フリーきっぷが好評をいただいており，偕楽園だけでなく，買い物等の

まちなかへのお出かけの際にも，多くの方に御利用いただいております。 

なお，本フリーきっぷは，梅まつりの期間中だけでなく，通年で販売し，御利用いただけますので，誤解を

招かないよう，しっかりとＰＲに努めてまいります。 

 

 

（４）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（継続要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

まちなか・スポーツ・にぎわい広場（Ｍ―ＳＰＯ）は、オープンカフェ、スタジオ、アリーナなどが官民協働で

整備され、平成２９年９月にオープンしました。今年度は広場が芝生化され、景観が良くなり、更に多くの人

が集まる拠点となることが期待されています。 

つきましては、同広場が積極的に活用されるよう、更なる周知に努めていただくとともに、広場の指定管理

を民間に委託するなど、利用しやすい施設になるよう要望いたします。 

期待される効果等 

まちなか・スポーツ・にぎわい広場（Ｍ―ＳＰＯ）だけではなく、周辺にも賑わいが波及し、エリアの価値を

上げることができる。 

 

【回答№31】担当課：商工課 

 まちなか・スポーツ・にぎわい広場（通称：M-SPO）につきましては，平成30年度，企業版ふるさと納税等を

通じた株式会社グロービスの支援をいただき，市が管理する南町自由広場の芝生整備を実施しており，より

市民が憩い，集える広場として整備が進んだところであります。 
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すでにM-SPOでは，茨城ロボッツが管理するアリーナと南町自由広場を一体的に利用して，民間まちづ

くり会社によるマルシェが開催されるなど，新たな魅力創出の拠点として活用されつつあり，今後一層，日常

的に多くの市民が憩う広場として，また，にぎわい創出に資するイベントの場として利活用されるよう，民間

事業者との連携を深めながら，その促進を図ってまいります。 

 

 

（５）水戸駅北口ペデストリアンデッキお休み処への水府提灯の設置について（新規要望） 

〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉 

水戸駅北口ペデストリアンデッキに、景観まちづくり刷新支援事業で「お休み処」が整備されるとお伺いし

ております。 

水戸市中心市街地活性化協議会では、水戸駅北口が水戸の歴史を感じられる和風の景観になるように、

「お休み処」への水府提灯の恒常的な設置について、協議を重ねております。 

つきましては、設置に向けて特段のご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

期待される効果等 

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水戸市の伝統工芸品となっているので、

ＰＲに繋が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№32】担当課：市街地整備 

国が定めた新規事業である景観まちづくり刷新支援事業を活用して，水戸駅から弘道館・水戸城跡周辺

の歴史的空間へ誘導を図るため，水戸駅北口ペデストリアンデッキ上のタイルを御影調のものへ改修し，歴

史的景観に配慮した「お休み処」の整備を進めております。 

御提案の水府提灯の恒常的な設置につきましては，市民や商店街等が主体となり，まちなかの魅力を高

めていく重要な活動であると考えておりますので，貴所におきまして，水府提灯の継続的な管理体制をしっ

かり構築していただいた上で，関係課と連携を図り，協議検討してまいりたいと考えております。 

 

 

（６）（仮称）並木通りの整備促進について（継続要望）          〈水戸の環境・景観創造委員会〉 

新市民会館脇の（仮称）並木通りを芸術館から京成百貨店、さらには千波公園西の谷まで、一体的に整

備することにより、街並みの景観向上を図り、歩きたくなるまちづくりを提案いたします。 

当所では、この提案事項の前段階として周辺商店会等の協力の下、京成百貨店西側歩道（京成通り商店

会）における景観向上と回遊促進を目的に、植栽とオープンテラス風にベンチ等を設置する『水戸市泉町地

区街並み景観向上・回遊促進事業』を９月１５日から１０月１４日まで実施します。 

本事業により、歩いて楽しめる空間を実証・提案し、新たな賑わい創出と千波公園西の谷の活用、中心市

街地から千波湖・偕楽園への人の回遊につながると考えます。 

今後、上記エリアは水戸の新たな通り（ストリート）として重要な役割が期待されます。 

つきましては、さらなる回遊促進のためにも（仮称）並木通りの整備促進を要望いたします。 

期待される効果等 

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が期待できる。 

 

【回答№33の①】担当課：泉町周辺地区開発事務所，都市計画課 

御提案の並木通りにつきましては，水戸市中心市街地活性化基本計画におきまして水戸芸術館から京

成百貨店までを中心とする泉町周辺地区を「芸術･文化の中心」と位置付けており，泉町１丁目地区の南北

一体化の軸となる都市計画道路 7･5･9号芸術館西通り線（芸術館と新市民会館の西側）及び都市計画道路

7･4･8 号泉町西通り線（京成百貨店の西側）を，同地区の回遊性を高め，賑わい空間の形成に寄与する重
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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交点までの約245m区間（7･5･9号芸術館西通り線）は，泉町１

丁目北地区市街地再開発事業に併せての整備を予定しており，まちに賑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。 

その中で並木につきましても，京成百貨店西側の並木との連続性･一体性に配慮し，地元の方のみなら

ず，来街者にも愛着を持ってもらえるような並木道の整備を目指すとともに，泉町１丁目北地区におきまして

は，建物のセットバック部分を積極的に緑化することで，緑に奥行きを持たせる計画としております。 

また，京成百貨店西側から南へ向かい，西の谷の入口まで至る一方通行の区間につきましては，幅員が

狭く，歩行者の安全確保の観点から道路上での植栽等の措置は難しいものと考えておりますが，貴所にお

ける中心市街地活性化に向けた種々の取組みと連携しつつ，景観向上と回遊促進のための手法につきま

して検討してまいります。 

 

【回答№33の②】担当課：公園緑地課 

千波公園西の谷は，まちなかの交流拠点と偕楽園・千波湖等の公園区域との間を自然に囲まれた緑地

空間で繋げていくという基本的な考えのもと，豊かな斜面緑地を保全すると共に，遊歩道や駐車場の整備を

進めております。具体的には，案内板の整備などにより，まちなかや偕楽園，千波湖等への動線を保ちなが

ら，豊かな緑や湧水といった特徴を生かした，ホタルの見られる環境を整備しております。 

また，かつて水戸城の外堀だった歴史を感じられるよう，水戸藩にまつわる薬草園の整備・運営等を進め

ております。 

 偕楽園やまちなかとの回遊性を含めた更なるネットワークの強化のため，千波公園西の谷の魅力向上に

努めてまいります。 

 

 

（７）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、平

成２７年度の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、水戸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、ひたちなか市など他市では継続した

プレミアム商品券事業が実施されており、生活者の消費・購買意欲を直接的に刺激する有効な施策として活

用されています。 

つきましては、来年１０月に予定される消費税引き上げによる大幅な消費の落ち込みなども危惧されること

から、単なる生活支援となる事業ではなく、本来の目的である「消費拡大」につながるプレミアム商品券事業

の実施に向け、ご理解・ご協力と予算の確保をお願いいたします。 

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№34】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
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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御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

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。 

2019 年度につきましては，報道にもあるとおり，国におきまして，キャッシュレス決済の普及促進とあわせ

た施策の検討が行われていると伺っており，国・県の政策動向を注視しながら，消費喚起につながる施策形

成につきまして検討してまいりたいと考えております。 

 

 

（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〉 

テレビドラマ「水戸黄門」の影響により、「水戸」といえば「黄門様」のイメージは強く、子供から大人まで全

国的に認知されていましたが、平成２３年に４２年か続いたドラマが幕を閉じました。郷土の誇りである「黄門

様」の記憶を風化させないためにも、あらゆる観光資源を活用した手立てを講じなければなりません。 

「水戸黄門」をタイトルにいれて開催しているイベントも多いことから、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興味や関心を持ってもらう場が必要と考えております。観光客や市民が気軽に立ち

寄れるような黄門ミュージアムをまちなかへ設置していただくよう要望いたします。 

 

期待される効果等 

街なかの賑わい創出と、水戸の魅力向上。 

 

【回答№35】担当課：観光課 

市内には，徳川光圀公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われております。引き続き，それらの施設との連携を図りながら，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みを推進してまいりたいと

考えております。 

また，小説『光圀伝』の大河ドラマ化への取組みをはじめ，光圀公のゆかりの地を巡る水戸黄門さま漫遊

ウォークや水戸黄門漫遊マラソンなど，光圀公に関連が深い取組みにおきまして，郷土の誇りである「黄門

様」の積極的なＰＲに取組んできたところであり，今後も，水戸黄門まつりのリニューアルをはじめ，光圀公は

もちろん，水戸の歴史に興味，関心を持っていただくような取組みを行ってまいります。 

（仮称）黄門ミュージアムの設置につきましては，施設の設置に当たり，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，既存施設への影響など，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）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、日本三名園・大名庭園として有名です。「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られます。 

すでに全国１０カ所の大名庭園の保護・活用に取り組む民間交流協議会が主催している大名庭園サミットにお

いて大名庭園を日本遺産・世界遺産登録に向けた取り組みが進められており、登録に必要な広域連携の土壌は

出来上がっていると言えます。 

偕楽園は、既に「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

図られているところでありますが、「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。 

つきましては、偕楽園を含む「大名庭園」をテーマとした、広域連携による日本遺産・世界遺産登録を目指す民

間団体との連携をとりながら登録実現に向けた取り組みを進めてくださるよう要望します。 
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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№36】担当課：歴史文化財課 

 偕楽園につきましては，「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き

まして，学術面での調査研究や普及啓発事業に取組み，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。 

偕楽園は第９代水戸藩主であった徳川斉昭公が作庭した庭園ですが，斉昭公とその家族だけでなく，弘

道館で日々，勉学や修練に励む藩士や庶民にも開放される等，岡山後楽園や金沢兼六園に代表されるよう

な，いわゆる「大名庭園」とはかなり異なる性格を持つ庭園でございます。毎年７月に世界遺産条約締約国

の持ち回りで開催されるユネスコ世界遺産委員会に先立って実施される世界遺産の諮問機関であるイコモ

スによる現地調査の際には，少しでも性格が異なる遺産につきましては，除外の勧告が出るなど，厳しい査

定があります。以上のような観点から，「大名庭園」という枠組みの中に「偕楽園」を位置付け，世界文化遺産

登録を目指すことは困難な道程であると考えられます。 

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，本市におきましては，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，更なる取組み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。 

まずは，平成 20 年に文化庁から，我が国の世界遺産暫定一覧表には未だ見られない分野の資産であり，

顕著な普遍的価値を証明しうる可能性を持つものとして整理された「近世日本の教育遺産群」の構成資産と

して，偕楽園を位置付け，我が国の世界遺産暫定一覧表への記載を目指すことが先決であると考えており

ますので，御理解願います。 

 

 

（１０）逆川緑地の利用促進・案内看板設置、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高くありません。 

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、逆川緑地での継続したイベントの開催・パンフレットの作成・配布等によるＰＲを行っていた

だき、認知度の向上・利用促進をお願いいたします。また、笠原不動尊については所有者特定を進めてい

ただくとともに、水戸神社においては管理者への修復・保護について働きかけを継続していただき、修復・

保護の早期実現および観光資源としての活用を要望いたします。 

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№37の①】担当課：公園緑地課 

逆川緑地は，市街地の中におきまして豊かな森や湧水，そこに生息する生物等の自然を実感できること
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をコンセプトとしている公園です。毎年，市民団体により，ホタルの鑑賞会や自然観察会，サケの放流会等，

自然をテーマにしたイベントが多く開催されています。 

市といたしましては，それらイベントを継続実施していただけるよう，市民団体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きましてＰＲに努め

てまいります。 

 

【回答№37の②】担当課：歴史文化財課 

御承知のとおり笠原不動尊・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

を直接行うことができません。 

今後も引き続き，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てまいります。 

また，長年所有者不明だった笠原不動尊につきましては，土地の所有者が判明したため，所有者に対し

て，修復等の要望を伝えてまいります。 

 

 

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

備前堀周辺を含めた観光振興策の充実および県内外へのＰＲ推進を継続して要望します。 

備前堀周辺地区は、周辺に点在する寺社など歴史的資源との連携を生かした観光の拠点づくりを進めて

いく上で、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を充実していただ

き、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継続要望いたします。特に経年変化によって車道・

歩道の陥没、隆起が激しく、景観面だけではなく、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№38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組んでおります。今後も，備前堀を活用した観

光振興に向け，周辺の寺社仏閣などとの回遊性を高める取組みや地元の商店会と連携した取組みなどに

つきまして，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№38の②】担当課：建設計画課 

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 号線につきまして

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号線につきましては，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

につきましては多くの課題があります。 

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
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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きま

して，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。 

また，市道の維持管理につきましては，日常の道路パトロールや通報により情報収集を行い，道路の破

損箇所等の早期発見に努め，応急的な補修を行うなど対処しております。現在は，路線毎に舗装の傷み具

合の調査を実施し，その結果に基づき，計画的に修繕を実施しているところであります。  

御指摘のハミングロードと備前堀を結ぶ南北市道におきましても，道路の安全性・快適性が確保できるよ

う，適正な舗装の維持補修に取組んでまいります。 

 

 

（１２）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、周辺施設の整備について（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

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

たく要望します。用地確保後には、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

めだけでなく、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、早期の観

客席増設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おりますが、依然として車での来客が多いのが現

状です。スタジアムの観客用駐車場は 2,250 台まで拡張され、今後も順次拡張とのことですが、来客数に比べて

まだ少なく、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、スタジアム周辺における渋滞が問題となっており、現在道路拡幅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。 

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のため用地を確保したと

伺いましたので、渋滞解消のため、早急に整備いただけますよう工事着工を要望いたします。 

ケーズデンキスタジアム周辺の環境改善により、ケーズデンキスタジアムを利用する人が増える中、隣接する

小吹水源池公園など周辺施設の整備促進は、スタジアムへの集客も含めて地域の賑わいへつながると考えられ

ますので、引き続き検討をお願いしたく要望致します。 

期待される効果等 

ケーズデンキスタジアム水戸の観客席増設、周辺環境の整備等による、スポーツ振興および集客による賑わい

の創出。 

 

【回答№39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きましては，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。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。 

 駐車場につきましては，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きましては，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，駐車場から幹線市道 15号線（笠原・萱場線）へ退出する車両と，
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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たことから，退出箇所の変更，横断歩道の

移設を行いました。 

また，水城高校グラウンド脇駐車場から南側の道路に接続する新たな退出路の整備に着手し，平成30年

度末に完成する予定となっております。 

今後も，観客席増席に向けた対応方策も含め，関係機関と協議しながら，来場者の交通アクセス，駐車場

問題の課題の解消に取組んでまいります。  

 

【回答№39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，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。 

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組

んでまいります。 

 

 

（１３）学校・高齢者施設周辺などの安全の強化について（新規要望）          〈小売商業部会〉 

学校や図書館、児童が多い施設、高齢者使用施設周辺などの安全強化について要望いたします。 

特に通学路におけるブロック塀などの点検や防犯カメラの設置をはじめ、自治会や PTA と連携した見守

り・安全措置の強化などをお願いいたします。 

期待される効果等 

お年寄りや子どもの安全を守り、安心で子育てのしやすいまちを目指す。 

 

【回答№40の①】担当課：学校保健給食課，生涯学習課 

通学路におけるブロック塀の安全点検につきましては，平成 30年６月の高槻市での事故発生後，直ちに

児童生徒が自ら身を守り，危険を回避する行動がとれるよう，児童生徒の目線から危険と思われるブロック

塀等を点検させ，さらに，教職員や保護者の目線からの点検も実施いたしました。 

この結果，約 260 か所が報告され，当該箇所につきましては，教育委員会，都市計画部の関係各課と教

職員が合同で，ブロック塀等所有者の戸別訪問を実施し, 安全性に問題があるブロック塀等につきましては，

ひび割れや破損などの懸念事項を説明した上で，国土交通省のホームページにも掲載されている「ブロッ

ク塀の点検のチェックポイント」を配布し，自らの責任におきまして適切に管理するよう，文書により注意喚起

を図ったところであります。 

自治会やＰＴＡと連携した見守り・安全措置につきましては，市立小・中学校及び幼稚園の児童，生徒及

び園児の通学路の巡回や登下校時の見守り等を行うスクールガードの活動を，地区の町内会やＰＴＡ，防

犯協会等の御協力を得ながら促進しているところであります。 

今後も，地域と学校が連携してスクールガードの活動を促進し，子どもたちが安心して学ぶことができる学

校づくり，子どもたちが安全な生活を送れる環境づくりを推進してまいります。 

 

【回答№40の②】担当課：防災・危機管理課 
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本市におきましては，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に「水戸市安全なま

ちづくり基本計画（第２次）」を策定し，防犯ボランティアと呼ばれる水戸地区防犯連絡員協議会の防犯連絡

員や，自主防犯活動団体等の皆様の御理解と御協力により，安全・安心なまちづくりに取組んでいるところ

であります。 

具体的には，防犯ボランティア等の皆様による定期的な防犯パトロールや犯罪被害者として狙われやす

い高齢者世帯の居宅訪問，さらには防犯に関する情報を掲載した町内会向けのチラシを作成するなど，積

極的に取組んでおります。 

特に，犯罪抑止を目的とした“見守り”活動につきましては，防犯パトロールを怠惰的に行うことがないよう，

現在，通学路となっている生活道路におきまして，登下校の時間帯を中心に実施し， 自治会や町内会をは

じめ，学校や警察と連携を図りながら，より効果的に子どもたちを見守れるよう配慮するとともに，今後も，継

続した活動となるよう努めてまいります。 

防犯カメラの設置につきましては，犯罪抑止に特段の効果があり，有用であると認識しておりますが，一

方で，プライバシーの保護の観点から，撮影方向などにおきまして地元住民への配慮が必要であります。 

本市といたしましては，策定に向けて協議検討中の防犯カメラに係る本市の設置方針案を取りまとめ，

市全域の大枠の中で，方針に沿った効果的かつ計画的な防犯カメラの設置を進めてまいりたいと考え

ておりますので，御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

（１４）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〉 

歩行者・自転車・自動車が安全で快適走行できる道路整備については、「水戸市自転車利用環境整備計

画」が策定され、安全な道づくりや利用者への意識づくりが図れているとの回答をいただきました。 

自転車は原則車道を通行することになっておりますが、車道を走行するのは大変危険なことから、自転車

でやむを得ず歩道を走行しなければならない場合は、どのように走行するのがマナー（ルール）であるかを

市民全員が把握できるよう広報誌などで周知いただきたく要望いたします。 

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自転車の利用促進を促す。 

 

【回答№41】担当課：交通政策課 

本市におきましては，「自転車に乗ってみたくなるまちづくり」を目指し，平成 28 年度に「水戸市自転車利

用環境整備計画」を策定して，自転車の利用促進及び安全な利用環境整備を進めているところであります。 

本計画に基づき整備した幹線市道 39 号線（駅南中央通り）や幹線市道 13 号線（北葉山・本郷線）では，

「広報みと」への特集記事の掲載や，沿線に立地する高校へのお知らせの配布に加え，県警察と連携して，

継続的に通行指導を実施することにより，一定の整備効果を得られているものと考えております。 

しかしながら，歩道を高速で通行したり，車道を逆走したりしている自転車利用者も見受けられますことか

ら，引き続き，県警察等の関係機関と連携して，安全性の確保に万全を期してまいります。 

なお，要望書に記載をいただきましたように，自転車は車道を通行することが原則です。13歳未満の子ど

もや 70歳以上の高齢者が自転車を運転する場合や，安全のためやむを得ない場合は，例外的に歩道を通

行することができますが，その場合は車道寄りを徐行しなければならず，歩行者の通行を妨げてはいけない

ことになっています。 

本件につきましては，国が自転車の安全な利用を促進するために示した「自転車安全利用五則」として，

「広報みと」に特集記事を掲載し，県警察におきましても，水戸駅南口の商業施設の大型モニターを活用す

るなど，ＰＲに努めているところであります。今後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，安全性の向上に取組んでまいります。 
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（１５）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り、安全安心な生活を送れるよう、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継続要望します。 

安全な暮らしを確保するために、新川における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、引き続き県に強く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。 

同様に、下市地区全般の排水対策は、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必要不可欠な河川であることから，早期改修に向け，茨城県に対し要

望を行っており，平成 30年７月にも要望活動を実施いたしました。 

このような中，茨城県では，平成 26年度に暫定整備が完了し，平成 29年度には境橋から鹿島臨海鉄道 

大洗鹿島線区間における堤防補修，西大野地先での護岸整備及び渋井町地先から吉沼町地先区間にお

きまして除草が実施されました。平成 30年度も引き続き西大野地先での護岸整備を進めるとともに，渋井町

地先から吉沼町地先区間の除草を実施し，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，市民の安心・安全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

つきまして，働きかけてまいります。 

次に，下市地区の排水対策につきましては，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，被害の早期軽減に努めており，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

おきまして，都市下水路の整備を実施いたしました。さらに，平成 30 年度からは浜田小学校南東側の市道

浜田 153 号線の排水対策につきまして，流下能力の向上を目的とした都市下水路の整備を進めておりま

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ることから，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，今後の整備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，被害状況写真などの

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。 

 

 

（１６）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〉 

県道下入野水戸線の百樹園前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。 

交通の安全性が危惧されており、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くださるよう継

続要望します。 

国道６号線につながる重要な区間でもあり、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、今後の明確な進ちょく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。 

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
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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，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 29年度末時点におきまして，用地取得が約 83パーセント，工事を含め

た事業費全体で約 54 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。 

 

 

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

防犯対策の一環として、浜田・大野学区にある公立幼稚園・保育所・小中学校周辺の通学路およびハミン

グロードへの防犯カメラ設置について継続要望いたします。 

近年、身近な場所での犯罪が多数起こっており、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、犯罪発生時においても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。 

学校、地域の見守り活動を補完する意味でも、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、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つな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 

防犯カメラの設置につきましては，犯罪抑止に特段の効果があり，有用であると認識しておりますが，一

方で，プライバシーの保護の観点から，撮影方向などにおいて地元住民への配慮が必要であります。  

本市といたしましては，策定に向けて協議検討中の防犯カメラに係る本市の設置方針案を取りまとめ，

市全域の大枠の中で，方針に沿った効果的かつ計画的な防犯カメラの設置を進めてまいりたいと考え

ておりますので，御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

（１８）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（継続要望）                           〈西水戸ブロック〉 

国道５０号バイパス河和田南交差点の右折車線拡幅整備および右折矢印信号機の新設について早期着

工を要望します。 

昨年度の回答によると「交通渋滞緩和のため必要な措置として認識している」とのことであり、安全で快適

な道路環境づくりのためにも早期に整備・設置していただきますよう、茨城県公安委員会に対して働きかけ

をお願いいたします。 

河和田南交差点は 1日を通して交通量が多く、赤信号になってから強引に右折する車両が多数見受けら

れます。右折することばかりに集中し、すでに横断を始めた歩行者や自転車に気づかず事故につながりそ

うになった経験談も聞いていることから早期着工を要望いたします。 

期待される効果等 

交通渋滞の緩和および事故防止。 
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【回答№45】担当課：建設計画課 

交通量の多い交差点におきまして，渋滞解消を図り，道路利用者の安全・安心な通行を確保するために

は，御質問のように右折車線拡幅整備及び右折矢印信号機設置が有効な整備手法の一つであり，右折車

線の整備は道路管理者，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。 

 右折矢印信号機の効果を最大限に発現するためには，右折車線の整備が必要であり，市といたしましても，

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

する中で，県としても整備の必要性を充分認識しており，右折車線拡幅のために必要な用地幅の算定のた

め，公図等による道路幅の確認や現地調査の実施など，事業へ向けた検討を進めると伺っております。 

 当該交差点の渋滞解消は，道路利用者の安全性の向上，ひいては市内都市交通の円滑化のため重要な

事項であることから，引き続き，県との調整を密にするなどして，事業化への検討を働きかけるとともに，茨城

県公安委員会に対しても，右折車線拡幅に併せた右折矢印信号機の設置が可能か，現地交通量の調査の

実施などの対応を要望してまいります。 

 

 

（１９）県道赤塚馬口労線に係る交差点の混雑緩和について（継続要望）        〈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が続いております。 

昨年度の回答では、「側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分での交差点や横断歩道等への駐停車は、

道路交通法上禁止されているため、停車禁止帯の設置は難しい」とのことでしたが、停車禁止帯が難しいと

なれば代わりになる駐車停止禁止を促す看板等の設置、または、スポーツセンター入口から続く、上市８７

号線の一方通行の道路を水戸幼稚園前の右折できる道路までの一部を相互通行可能にするなど、右折渋

滞を緩和できるよう引き続き関係機関等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№46】担当課：防災・危機管理課 

県道赤塚馬口労線と市道上市 87 号線が交わる丁字路に係る渋滞緩和策として，御提案がありました「当

該交差点における駐停車禁止エリアの設置」につきましては，記載のとおり回答をしたところでありますが，

渋滞を緩和させるための有効な手立てではないことから，その代替となる交通規制や注意喚起等の実施を

望む御要望であると認識しておりますので，引き続き，交通の安全と円滑化が図れるよう，水戸警察署や道

路管理者等の関係機関と協議を重ねながら，検討してまいります。 

 

 

（２０）松が丘交差点の混雑緩和に向けた工事早期着工について（再要望）      〈西部ブロック〉 

国道５０号と幹線市道２３号が交わる松が丘交差点について、上水戸方面から国道５０号への右折レーン

が未整備のため，朝夕を中心に渋滞が生じてております。平成２８年度まで継続的に要望しておりましたが、

平成２４年に路線測量及び詳細設計を実施し、あわせて国土交通省及び水戸警察署等の関係機関と協議

を重ねていただいていること、平成２７年度には右折レーン設置の計画や設計に向けてのスケジュールをご

回答いただきましたが、その後、進展の様子がなく上水戸方面からは片側一車線につき、現在も渋滞が多

発している状況が続いております。 

つきましては、関係地権者の協力をいただきながら用地取得を進め、混雑緩和に向けた早期着工を要望
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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：道路建設課 

幹線市道23号線（上水戸・赤塚線）の松が丘交差点につきましては，上水戸方面から国道50号への右折

レーンが未整備なことから，朝夕の渋滞が発生しており，早期整備が必要であると認識しております。 

この交差点は，平成 24 年度から事業を着手しており，路線測量及び詳細設計，用地測量が完了したとこ

ろであります。水戸警察署及び国土交通省と，最終協議が，2018 年度中に終了する予定であることから，

2019年度から，用地取得及び建物補償をおこない，その後工事を発注する予定としております。なお，地域

の皆様の協力が必要不可欠なため，地権者の御理解をいただきながら，早期完了に向けて取組んでまいり

ます。 

 

 

（２１）旧生涯学習センター跡地の活用及び保和苑の周辺整備について（継続要望） 〈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は、周辺道路の景観等の整備や保和苑の再整備を

進めるほか、魅力づくりを推進することを水戸市第６次総合計画において位置づけられ、参道の整備など取

り組みが進んでいるところですが、現在駐車場やトイレなども少なく、まだまだ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するにも駐車場や周辺整備は不可欠です。 

旧生涯学習センター跡地については、本年度中に競売にかけられるとの話も伺っており、民間業者によ

る土地購入などがされた場合、購入後の活用によっては、地元への還元は少ないことが見込まれます。 

つきましては、旧生涯学習センター跡地の活用については、イベント開催時の駐車場への利用だけでな

く、恒常的に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水戸市においても、県と賃貸契約する

などの対策を要望します。また、イベントについては、保和苑周辺で多く開催されておりますので、併せて保

和苑周辺の駐車場対策・トイレ・街路灯の増設といった安全面を含めた整備を要望します。 

 

期待される効果等 

観光客や周辺の商店等の利用者の利便性の向上。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 

保和苑を中心とした水戸のロマンチックゾーンにおきましては，これまで参道入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景観整備

を行ったところであります。 

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，ロマンチックゾーン内の名所や史跡，散策ルー

トを紹介した案内板を参道上に新設するとともに，保和苑で行うイベントに合わせた回遊バスを運行するな

ど，回遊性を向上させる取組み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きましては，あじさいまつり等のイベント開催時におきまして，

臨時駐車場として利用しておりますが，県の動向を注視するとともに，具体的活用方策等の課題を整理，検

討してまいりたいと考えております。 

また，保和苑周辺の駐車場対策等につきましては，周辺の施設，店舗等の協力による既存駐車場の活用

を図るなど，地元商店会などとも連携しながら，観光客への利便性の向上に努めてまいります。 
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（２２）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）   〈西水戸ブロック〉 

大塚池公園の水質につきましては年々悪化しており、アオコも大量発生し、良好な水辺環境をとり戻すた

めに水質を改善することが急務であるとの回答をいただきました。 

大塚池公園は、白鳥の飛来数も多く市民の憩いの場であることはもちろんのこと、水戸市を訪れる観光客

にも立ち寄ってほしいと願っております。つきましては、関係機関と連携の上早急な水質の改善をお願いい

たします。 

また、成就院池流出口の水環境については長年要望しておりますが、国道 50 号バイパス南側の水路に

ついては未整備となっており、溜まった水からは羽虫や悪臭が発生している現状です。Ｕ字溝を設置してい

ただくなど早期の実現をお願いいたします。 

期待される効果等 

大塚池公園の水環境の整備により観光資源として価値を高める。 

 

【回答№49の①】担当課：公園緑地課 

大塚池の水質改善につきましては，良好な水辺環境を取り戻すために，重要な課題として認識しておりま

す。 

平成 30年度は，平成 29年度に引き続き，池の岸辺にアオコが集積しないよう水面にバリケードを設置し

たほか，水質浄化を行っている企業との協同事業により，試験的にアオコ除去の取組みを実施したところで

あります。 

また，地元も高い関心を示していることから，地元の皆様と水質改善の方法につきまして協議を重ねてい

るところであり，地下水利用が提案されましたので，2019 年度にボーリング調査を実施し，実現可能性を確

認したいと考えております。このほかにも，市では，池上流部に降る雨水の利活用等につきましても検討を

進めております。 

今後も，市の関係部署や地元の皆様の御意見等をいただきながら，総合的に水質浄化対策を実施するこ

とにより，かつての清らかな大塚池を取り戻すよう努めてまいります。 

 

【回答№49の②】担当課：下水道管理課 

大塚池周辺の公共下水道整備につきましては，整備が完了しており，成就院池周辺につきましても，整

備を進めているところであります。 

今後も，良好な水辺環境の形成を図るため，継続して整備を行うとともに，整備済みの区域におきまして

は，より一層の普及啓発活動を行い，公共下水道への接続推進に努めてまいります。 

 

【回答№49の③】担当課：道路管理課 

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 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。 

 

 

（２３）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
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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」で

の、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。 

また、水戸の歴史、伝統、文化に関する知識を高めることは、観光客に対するおもてなしの向上に繋げる

ことができます。 

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。 

また、学ぶ意欲がありながらも講座に足を運ぶ時間がない市民のために、講座のインターネット配信や市

報を活用した水戸の歴史や伝統、文化の紹介などを検討していただき、更なる学びの場の推進をお願いい

たします。 

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，市民センタ

ーとみと好文カレッジとの共同事業「好文塾」におきまして，平成29年度は 24講座52回開催しました。平成

30年度におきましても，各市民センターにおきましては，身近な地域の歴史を学ぶほか，史跡等を探訪する

講座を計画し，開催しております。 

また，各市民センターにおきまして実施している歴史等を学ぶ教室やクラブ，市民センターを利用し活動

している団体の情報を，みと好カレッジのホームページに掲載するなど，市民へ情報を提供しております。 

今後は，市民センター等で実施している学習講座の継続はもとより，みと好文カレッジの指導，支援を強

化し，講座内容を充実させるとともに，市民と市政との協働により，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，活用し，本市の豊かな歴史，伝統，文化に触れる講座を企画するなど，学習機会の

拡充を図るほか，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 

本市におきましては，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」におきましては，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」等につきましても取扱っており，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みも実施しているところであります。 

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。 
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（２４）「みとっ子お仕事探検隊」への協力・支援について（継続要望）  〈水戸を担う次世代育成委員会〉 

当所の水戸を担う次世代育成委員会では、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的に、市内小学生を対象とした職場体験事業「みとっ子お仕事探検隊」を今年度実

施しました。この事業は、会員組織である商工会議所のチャンネルを活かし、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を目指すことを目的としたものです。 

今年度は、１２社の協力企業にご支援いただき、定員９０名とし、参加者には体験したい２企業のコースを

選択して職場体験を行いました。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、本事業の継続実施により、産学連携を推進するとともに地域一体となった教育支援につな

げられるよう、引き続きご支援・ご協力をいただけますようご要望いたします。 

期待される効果等 

職業を選択できる環境を作り、この職場体験を通して、仕事に対する関心を育み、また自分の将来を考え

てもらえる機会を小学生に提供することによって、水戸への関心・愛着心を高め、地元での就業意欲向上が

図れる。また、行政機関の協力を得られることで、学校・企業・地域一体となった教育支援に繋がる事業とな

ることが期待できる。 

 

【回答№51】担当課：総合教育研究所 

本市におきましては，貴所をはじめ，関係各所の協力をいただきながら，各学校に職場体験等の協力を

得られる事業所の情報提供をするほか，職場体験等の教育効果につきまして助言・指導を行っております。

特に，中学校での職場体験学習のさらなる充実のために，教育委員会と協定を締結していただき，心から

感謝しております。 

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・領域におきまし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，市内小学生を対象とした職場体験事業「みとっ子お仕事探検隊」につきましても，児童への周知に

つきまして協力してまいりたいと考えております。 

 

 

（２５）東町運動公園新体育館の利活用について（継続要望）             〈経済政策委員会〉 

２０１９年４月にオープン予定の東町運動公園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。 

なお、大規模イベント等が開催される場合の駐車場不足を危惧する声もあることから、駐車場問題や会場

へのアクセス方法に関する十分な検討も併せてお願いします。 

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

人口の増加と中心市街地活性化への寄与が期待される。 

 

【【回答№52】担当課：体育施設整備課 

東町運動公園体育館につきましては，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
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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，2019年４月の供用開始に向け準備を進めております。 

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，指定管理者として選定した公益財団法人水戸市

スポーツ振興協会をはじめ，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組んでまいります。 

また，安全で，かつ，円滑，快適な交通アクセスの確保は，新体育館の魅力の一つとなり，市民に愛され，

親しまれる施設の実現に向け，極めて重要であることから，道路や駐車場の整備に加え，大規模イベント開

催時には，主催者等と連携し，周辺の時間貸駐車場の活用をはじめ，公共交通機関や自転車の利用促進，

さらには，誘導案内板の設置や警備員の配置など，ハードとソフト対策の両面から，集中して発生する交通

量に対応してまいります。 


