令和元年度 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年から利子補給および保証料の補給が行われており、平
成２９年度からは小規模事業者経営改善資金（マル経融資）についても利子補給制度が復活されました。
マル経融資については、利子補給復活前の平成２８年度は７件であった推薦申込件数が、平成２９年度は２６件、
平成３０年度は１０６件と大幅に増加しております。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、令和２年度以降も引き続き自治金
融・振興資金およびマル経融資の利子補給について、現行の１％を継続されますとともに、今後更なる地域経済活
性化を図るため、現状の補給率１％の引き上げについてもご検討いただけ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，引き続き令和２年度も

継続してまいりたいと考えております。補給率の引き上げにつきましては，消費税増税などの社会経済情勢
の変動や国・県の施策の動向等を総合的に勘案しながら，必要に応じて見直しを行ってまいります。
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〉
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。
引き続き地元企業への優先的な物品調達と公共事業の発注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以前よりございました。
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、より公平性を確保した上で施工中の進捗状況の
把握と管理を強化し、適正な発注をいただけますよう要望いたします。
また、予算の関係上、時期によって工事発注の起伏が大きいことにより、繁忙期に人手不足などが起きるといった
問題が発生するので、年度をまたいだ工事発注も含めて、計画的に行えるような体制づくりを要望します。
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。
【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，電子入札を活用した公正公平な執行と，建設業法等に基づいた見積期間の適正な設定による
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発注に努めております。
工事費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。法定福利費につきましても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，予定価格に適切に反映しております。
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取り組んでまいります。
また，
債務負担行為や繰越制度等を適切に活用し，
年間を通して発注が安定するよう平準化を進めてまいります。
今後も，物品調達及び公共事業の発注において，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創業相談窓口の拡充（新規要望）
〈起業家育成・支援委員会〉
現在、水戸市においては、「水戸市商工課」および「コワーキングスペース水戸ワグテイル」を「ワンストップ相談
窓口」と位置付け、商工課においては、創業支援施策や各支援機関の案内、コワーキングスペース水戸ワグテイル
においては毎週月曜日に中小企業診断士による創業相談を行っております。
今後、起業家を増やし地域経済活性化を図るためには、潜在的な起業希望者に対して、起業に関する情報提供
や、実際に起業家と接する機会を増やし、起業に関する興味関心を引き出すことが重要となりますが、現状の相談
窓口は、既に起業の意思を固めた方向けという色が強く、今後（いずれ）起業を考えている方にとっては敷居が高く、
時間帯などの制約も多いため、気軽に相談できるという点で不十分であるように思えます。
つきましては、さまざまな方の事情や環境（性別・年齢・家族構成・勤務状況）に配慮し、気軽に足を運んで相談
できる窓口の整備・拡充（例：子ども連れで行っても周りに迷惑を掛けない時間帯や場所、終業後の時間帯でも相談
窓口が開いている、Ｗｅｂ相談窓口の設置など）をご検討いただけますよう要望いたします。

期待される効果等
起業に関し、気軽に相談できる機会・場所を増やすことで、水戸市における起業家を増やし、地域経済の活性化
が図られるほか、当所が実施している「経営相談」や「空き店舗対策」などの事業とも連携し、より手厚い支援を行うこ
ともできる。
【回答№３】担当課：商工課
商工課及びワグテイルのワンストップ相談窓口は，創業の意思を固めた方を対象とするだけでなく，今後
創業を考えている方にも利用いただいております。また，ワグテイルでは，既に起業した方と今後創業を考
えている方が交流するフォローアップセミナーや頭脳交流会を複数開催しているほか，創業機運醸成を目的
としたセミナーも開催しております。さらに，平成 30 年４月からは，相談しやすい体制づくりとして，平日
だけでなく日曜日も相談窓口を開設し，利便性の向上に努めております。
創業しやすい環境を作るためには，創業機運醸成時から支援を行うことはもちろんのこと，創業相談をし
やすい方法や場所などの環境を整備することも重要であることから，関係機関と連携し，対応を検討してま
いります。

④キャッシュレス決済の普及促進（新規要望）
〈情報文化部会、水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会〉
キャッシュレス化に向けた動きは、消費税増税を契機に国や県主導で事業が計画されておりますが、事業者側の
キャッシュレス化に向けた正しい知識を得る機会が少ないのが現状です。
当所においても事業者向けのキャッシュレス決済導入に関するセミナー等を実施しておりますが、正しい知識を
得るために、水戸市におきましてもキャッシュレス化へ向けた広報や啓発活動を実施下さるよう要望します。
また、国の補助事業終了後においても事業者のキャッシュレス決済導入が促進されますよう、水戸市におかれま
しては事業者に対する費用補助や市税の優遇措置等の施策をご検討下さるようお願いいたします。
期待される効果等
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キャッシュレス活用が上手く進めば、事業者にも利用者にも販売機会の拡大や利便性の向上が期待できるほか、
インバウンド需要の取り込みには必須アイテムとなっている。
【回答№４】担当課：商工課，市民税課
本市におきましては，国や県の取組を踏まえ，キャッシュレス決済に係る推進事業として，平成 30 年度の
梅まつり期間，県と連携の下，市内の店舗において，ＱＲコードを使ったスマートフォンによる決済の導入
促進を図る実証実験を実施するなど，普及・啓発に努めてまいりました。
今後は，消費者や事業者を対象とした使い方講座を開催するなど，商工会議所をはじめとする関係機関等
と連携しながら，キャッシュレス化に向けた普及・啓発活動に一層取り組んでまいります。
また，令和２年６月に国の補助事業が終了することから，国や県の動向を注視するとともに，市内におけ
るキャッシュレス化に係る決済端末の導入状況等を踏まえながら，消費者の利便性や各商店の生産性の向上
につながるキャッシュレス化に向けた支援策を検討してまいります。

（２）中核市としての充実と政令指定都市を展望した広域合併について（継続要望）

〈建設部会〉
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ることが必要だと考えられます。
令和２年４月に予定されている県内初の中核市移行については、移譲される事務権限の有効な運用により、特色
ある施策の展開や市民サービスの向上を図っていただきたくお願いいたします。
併せて、水戸市が魅力的な中核市となれるよう、独自の施策実行に必要な国が持つ事務権限についても、移譲
がなされるようご検討をお願いします。
さらに、昨年度の回答に合併に前向きな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
基盤づくりを図るとされていますので、引き続き政令指定都市を展望した広域合併の検討を要望いたします。
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：政策企画課，中核市移行推進課
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ております。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いて，広域観光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推進しております。
定住自立圏の取組は，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
取組を一層進めながら，隣接自治体の意向を把握し，将来の広域合併の機運の醸成に向けた基盤づくりに努
めてまいります。
（政策企画課）
中核市への移行につきましては，中核市の指定に係る政令が，令和元年 11 月８日の閣議決定を経て，11 月
13 日に公布されたことから，水戸市の令和２年４月１日の中核市移行が正式に決定したところであります。
本市の中核市移行による市民サービスの向上につきましては，感染症などの市民の生命にかかわる健康被
害に対して本市みずからが迅速な対応ができるほか，不妊治療費助成などの窓口一元化が図れるなど，市民
に身近な基礎自治体としての役割を発揮できるものと考えております。
また，拡大される事務権限を生かして，地域の特性や市民の声，さらには，さまざまなデータを反映させ
た，これまで以上に地域の実情に合わせた特色ある施策を展開してまいります。（中核市移行推進課）
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（３）中心市街地活性化とまちなか居住促進について
①新市民会館の早期整備と関連整備（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〉
２０１８年５月に県が再開発組合の事業計画を認可し、２０２２年９月の開館を目指して整備を進めると公表しており
ますが、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・進行していただき、具
体的なスケジュールを提示していただくよう要望いたします。
また、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、スタジオ等が整備
予定とあり、多くの来場者で賑わうことが予想されるため、観光バスが駐車できる駐車場の整備をはじめ、周辺の交
通やその他まちづくり環境の整備にも取り組んでいただきますようお願いいたします。
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。
また、観光バスが駐車できる駐車場の整備をはじめ、周辺の交通やまちの環境を整備することで、周辺の交通渋
滞を防ぐと共に賑わいをつくることができる。
【回答№６】担当課：新市民会館整備課，泉町周辺地区開発事務所
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，さまざまな事業が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。
新市民会館の開館時期につきましては，過日，市議会特別委員会に報告させていただいたとおり，泉町１
丁目北地区市街地再開発事業における建築工事等の工程を見直したことにより，令和５年４月となりました。
今後は，新市民会館の運営主体となる指定管理者の早期決定を図り，指定管理者が決まった後においては，
市と指定管理者が協力して新市民会館の開館に向けた準備を進めてまいります。
また，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。
新市民会館が多くの方々に利用されることにより創出される周辺のにぎわいを，商工会議所，地元商店会，
近隣の商業施設などと協力しながら，より大きなものとなるよう努めるとともに，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ける市民会館，多くの市民に愛され，活用され，市民が誇りに思
えるような市民会館となるよう，駐車場の整備をはじめとした周辺の環境整備を進め，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。
（新市民会館整備課）
泉町１丁目北地区第一種市街地再開発事業による新たな市民会館の整備に合わせて，組合と水戸市では周
辺道路の整備を予定しております。具体的には，現状で一方通行である市道上市 189 号線（中央ビル東側か
ら京成パーキングプラザ東側まで）及び市道上市 196 号線（いすゞビル西側から大町通り交点まで）を拡幅・
対面化するとともに電線地中化と美装化を行い，また，市道上市 192 号線（新市民会館東側）につきまして
も，拡幅しつつ電線地中化と美装化を行います。さらに，幹線市道 4 号線（国道 349 号より西の区間）につ
きましても，電線地中化と美装化を行う予定でありますが，特に新市民会館と芸術館の間の区間につきまし
ては，道路幅も拡幅しながら，両施設をつなぐパブリックスペースとしての活用も可能となる質の高い整備
を進めてまいります。
（泉町周辺地区開発事務所）
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②国道５０号の有効活用に向けた協議への積極的な参加（継続要望）
〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉
水戸市中心市街地活性化基本計画に、将来的なまちなか交通体系のあり方を含めた「国道５０号の有効活用」が
位置付けられており、同計画では関係機関で構成する検討組織を立ち上げることになっていますが、具体的に進
んでいない状況です。
つきましては、水戸市中心街地活性化協議会において、国道５０号の有効活用について協議を始めてまいります
ので、積極的に協議に参加いただきますよう要望いたします。
期待される効果等
国道５０号の大胆な有効活用を図ることができれば、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。
メインストリートである国道 50 号の有効活用策の検討につきましても基本計画に位置づけており，今後も
官民一体となった事業及び活用策の形成に係る協議に積極的に参加してまいります。
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（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、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。
なお、定額で一日乗り降り自由にすると、路線バス会社への負担が大きくなりますので、利用実績に応じたバス
会社への補助金の検討を重ねて要望いたします。
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№８】担当課：交通政策課

水戸駅から大工町間の路線バスの運賃につきましては，当該区間を運行する４つの事業者が連携して設定
しており，令和元年 10 月の消費税改正の際には，利用者負担の軽減の視点から，企業努力によって，運賃の
改定を見送ったところであり，利用者にとってお得な運賃設定になっているものと認識しております。
また，
「水戸漫遊１日フリーきっぷ」は，偕楽園等を訪れる観光客はもちろん，当該区間に買い物等で訪れ
る多くの方にも御利用いただいております。
このフリーきっぷは，茨城交通㈱，関東鉄道㈱及び関鉄グリーンバス㈱の共通乗車券となっており，お得
でとても使いやすくなっていることから，より多くの方に御利用いただき，まちなかを周遊していただける
よう，バス事業者とともにＰＲに努めてまいります。
④商店会や商業施設と連携した補助金による路線バスの運賃割引の早期実現（継続要望）
〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉
昨年度の要望に対する回答では、水戸市公共交通基本計画において、「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
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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となっています。
ほかの自治体で買い物の際に、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を実施し、公共交通の利用促進とともに、中心市街地に人を呼び込むことに一定
の効果が見られている事例もございます。
この取り組みについては、「水戸市都市交通戦略会議」で進めていくとされており、当所としましても、商店会や商
業施設等との連携について協力していきますので、商業施設と連携した路線バスの運賃割引の早期実現を図られ
ますようお願いいたします。
なお、割引分につきましては、路線バス会社および商店会や商業施設の負担にならないように、できる限り補助
金でご対応くださいますよう重ねて要望いたします。
期待される効果等
公共交通の利用促進を図るとともに、中心市街地に人を呼び込み、回遊性をもたせることができる。
【回答№９】担当課：交通政策課
本市では，水戸市公共交通基本計画におきまして「共通乗車券・割引サービスの導入」を重点施策に掲げ

ており，その取組の結果として，これまで茨城交通㈱が運行する路線バスでのみ使用可能でありました「水
戸漫遊１日フリーきっぷ」を関東鉄道㈱及び関鉄グリーンバス㈱の路線バスでも使用できるようになり，共
通乗車券として，多くの方に御利用いただいております。
御要望にあります商業施設と連携した買い物割引につきましては，同計画にも位置付けており，まちなか
における路線バス利用者の増加とともに，中心市街地の活性化に有効な施策であると考えられます。
例えば，中心市街地での買い物の際に「水戸漫遊１日フリーきっぷ」を提示することにより，割引サービ
スを受けることができれば，買い物に訪れる人も増え，商業施設や商店会等にとりましても，大きなメリッ
トにつながる可能性もあります。
事業化に向けましては，過度な行政負担を前提としない持続可能な事業手法の構築に向け，調整すべき点
もありますが，協議を進めてまいりたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。
⑤裏通りのコミュニティ道路化および防犯灯の早急な設置の検討（継続要望）
〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉
くろばね通りは電線地中化や石畳の車歩道などが整備され、明るく美しい景観になっています。
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や
その他大工町の裏通り」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
いての組織づくり・体制づくりの方向性について、具体的
な考え方を示していただきますようお願い申し上げます。
あわせて、夜間の裏通りは、暗い箇所が多く、防犯上問
題があり、検討段階ではなく、行動を起こす時期と考えま
すので、安心安全なまちづくりを推進するためにも、中心
市街地の裏通りへの防犯灯の早急な設置を要望いたしま
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、空き地や空き店舗に魅力的な個店を誘致することができる。
また、防犯灯の設置で、安心安全なまちづくりにつなが
り、夜間においてもまちなかの回遊を図ることができる。 ▲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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【回答№10】担当課：市街地整備課，泉町周辺地区開発事務所，防災・危機管理課
御要望にあります「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
車歩道等の整備をするためには，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推進していくためには，市民や商店街等が主体となる民間主導のまちづくり活動が
重要であると考えております。
貴所におかれまして，魅力的な通りにしていくための民間主体の活動の活性化を図っていただき，その上でハー
ド事業へと繋げていけるよう検討してまいります。
（市街地整備課）

御要望にあります泉町仲通り他１路線等（市道上市 190 号線及び市道上市 182 号線等）の道路整備につき
ましては，当該地区の環境改善にとって効果的であると認識しております。
しかしながら，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
しております。
御要望の２路線（市道上市 190 号線及び市道上市 182 号線）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を行うためには，沿線のセットバックの御協力が必要となる
ことから，整備促進にあたりましては，地元の皆様の御理解と官民協働による連携が欠かせません。このた
め，本市といたしましては，今後とも地元の皆様と意見交換等を継続するとともに，貴所におかれましては，
エリアマネジメントによる事業展開の可能性等，民間主体の活動の活性化を図っていただき，その上で道路
整備へと繋げてまいりたいと考えております。
（泉町周辺地区開発事務所）
防犯灯につきましては，犯罪の防止と通行の安全確保を目的に，地域の自治会や町内会などの団体の皆様
に設置・管理していただき，市では補助金の交付を行う市民協働による取組を基本としております。
補助制度の内容につきましては，防犯灯の設置・交換費用及び電気代などに対する維持管理費の一部を補
助するものであります。設置又は器具一式を交換したときには，１基あたり３万円を限度額として工事費の
２分の１を補助しており，また，維持管理費につきましては，１基あたり毎年度 1,000 円の補助を行ってお
ります。
また，本市におきましては，住宅がなく，地域の皆様の居住空間から離れている場所など自治会等に属さ
ない地域において，防犯上必要と認められる箇所に，市が防犯灯を設置し管理しております。
引き続き，
「広報みと」や本市ホームページ等を活用し，補助制度の内容を分かりやすく発信していくとと
もに，地域の皆様と行政のさらなる連携により，防犯灯の設置促進を図り，誰もが安全・安心を実感してい
ただけるまちづくりに取り組んでまいります。
（防災・危機管理課）
⑥（仮称）並木通りの整備促進（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まで樹木の種類を揃えて整備することで、沿道景観が
彩り、季節感や潤いをもたらすことができ統一感を生むことができます。さらに、千波公園西の谷まで一体的に整備
することで、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』を昨年９月１５日から１０月１４日の期間で開催しました。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促進を
行いました。今年度も１０月中旬から開催し、景観向上や回遊促進に努めてまいります。
今後、上記エリアは水戸の新たな通り（人気のストリート）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、合わせて千波公園西の谷までの一体的なストリートの整備を要
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
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づくりと、街並みの景観の魅力向上が期待できる。
【回答№11】担当課：都市計画課，泉町周辺地区開発事務所，公園緑地課
水戸市中心市街地活性化基本計画においては，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，連続した開放的な空間や質の高い景観づくりを進めることとしております。
御要望にあります路線うち，都市計画道路7･5･9号芸術館西通り線（国道50号交点から大町通り交点までの約245m
区間）につきましては，道路の拡幅整備に伴う対面通行化にあわせ，バリアフリー化や美装化を図ることとしてお
り，並木につきましても，京成百貨店西側からの連続性を念頭に計画しております。樹種につきましては，京成百
貨店西側は落葉広葉樹であるイタヤカエデが植えられておりますが，国道50号から北側につきましては，地元の強
い要望等を踏まえ，維持管理がしやすい常緑広葉樹を植えることとしており，具体的には，常緑樹の中で明るめの
葉を持つシマトネリコを第１の候補として考えております。また，泉町１丁目北地区においては，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。
一方，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と連携しつつ，景観向上と回遊促進のための手法について検討してまいります。
（都市計画
課，泉町周辺地区開発事務所）
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の主要部分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ともに，遊歩道や駐車場
等の整備を進めております。また，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づくりや，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といったソフト事業にも力を注いでおります。
今後とも，千波公園西の谷とまちなかや偕楽園との動線確保，回遊性の向上に努めてまいります。
（公園緑
地課）
⑦「水戸学の道」における歩道バリアフリー化の推進（継続要望）
〈社会サービス部会〉
水戸市においては弘道館および水戸城址を回遊する歴史観光道「水戸学の道」を制定し、大手門の復元をはじ
めとした歴史施設の整備および周辺道路の整備を行っていますが、水戸学の道において、基発点となる水戸駅か
ら三の丸小学校へ向かう歩道（※京成ホテル正面の坂）は、傾斜があるため足の不自由な方や高齢者等が歩くの
にはハードルが高い場所であります。また、歩道を渡る段差、歩道内の破損等もあり、バリアフリー化が図れていな
いと指摘されます。
水戸市バリアフリー基本計画においても、同路線は重点整備地区には指定されているものの、道路特定事業実
施箇所にはなっておらず、具体的な改修工事計画は確認されておりません。
今後、大手門の復元に伴い、観光客の増加が期待できる反面、観光客の満足度を下げる要因ともなりえる同路線
の整備は喫緊の課題ではないかと考えます。
ついては同歩道のバリアフリー化の推進のため修繕計画の検討、ならびに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
歩道のバリアフリー化による、歩行者の増加、観光施設への誘客効果。
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🔺歩道から車道への段差があり、車いす等の小径車輪で 🔺歩道の一部は破損が見られ、傾斜がきつい場所におい
は通行が難しい場所がある。
ては歩いていて躓く可能性が高い場所がある。
【回答№12】担当課：交通政策課
御要望にあります市道上市 266 号線につきましては，地形上の制約から道路勾配が急で，バリアフリー化
の基準を満たすことが困難であることから，バリアフリー基本構想への事業の位置付けを見送ることといた
しました。
しかしながら，当該路線は，
「水戸学の道」を構成する路線であり，本市の歴史的資源を回遊する上で必要
なアクセス路となります。そのため，バリアフリー基本構想では，同地区において計画されている再開発事
業の中で，歩行者用通路を設け，水戸駅から弘道館や水戸城址等の歴史的資源にアクセスでき，誰もが安心
して通行できる歩行空間の整備を事業に位置付けており，連続的なバリアフリー空間の創出に努めてまいり

ます。
なお，添付写真により御報告いただきました箇所につきましては，関係各課と情報を共有して対応を検討
いたします。
⑧まちなか居住に資する施策の更なる周知およびまちづくり会社などが行うまちなか居住を推進するリノベーション事
業を支援する補助制度の創設（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。
「安心住宅リフォーム支援補助金」が創設され、まちなか居住推進にも大きな効果がありますので、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。
また、更にまちなか居住を推進するためには、古い物件をリノベーションして、入居していただくことが有効であ
ると考えますので、公的な性格を持つまちづくり会社などが行うまちなか居住を推進するリノベーション事業を支援
する補助制度の創設を要望します。
期待される効果等
空き物件が有効活用され、まちなか居住が促進されることで、中心市街地のにぎわい創出につながる。
【回答№13】担当課：住宅政策課
安心住宅リフォーム支援補助金につきましては，制度開始から 3 年目となり，令和元年度は中心市街地の
方を含め 200 件を超える方々に御利用いただいております。今後におきましても，多くの方に制度を御利用
いただけるよう「広報みと」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ってまいります。
御要望いただきました，古い物件のリノベーション事業につきましては，平成 29 年 10 月から，民間賃貸
住宅や空き家を登録して，子育て世帯などの住宅に困っている人とマッチングする，新たな住宅セーフティ
ネット制度が開始したところでありますので，制度の利用促進を図るとともに，登録住宅への改修費補助等
につきましても検討してまいります。
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⑨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）
〈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１２件
から平成３０年度の実績は４３件と増加傾向がみられますので、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。
また、「子育て世帯まちなか住替え支援補助金」が次年度以降に拡充される制度となるよう協議中と伺っています
ので、早期実現を要望いたします。
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。
〈参考〉

土浦市

住宅取得
住宅賃借
年額１２０，０００円以内
住宅ローン（借入金）年末融資残高０.５％に 上限 1 万円／月
相当する額
最長４年間（４８カ月）
期間：申請の日から起算して 最大４年間
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）

水戸市

上限 1 万円／月 最長３年間

【回答№14】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，令和元年度の申請件数が 56 件となっており，
年々申請件数が増加しております。また，令和２年度からは制度を改正し，中心市街地周辺まで対象エリア
を拡大する予定となっておりますので，
「広報みと」や本市ホームページに加え，住宅関係団体などに対して
も周知を行うことにより，まちなかへの居住誘導を図り，中心市街地の更なる活性化につなげてまいりたい
と考えております。
⑩小規模保育施設の中心市街地への積極的な整備（継続要望） 〈コンパクトシティ・まちなか居住推進委員会〉
現在の中心市街地の人口は、増加傾向となっていますが、認可保育施設は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、児童福祉法は１人にあたり、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。
昨年度の要望に対する回答では、この設置基準について、国の省令、県の条例等に基づいており、水戸市独自
の設置基準については、地方分権の推移等を注視していくとともに、水戸市では、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）の整備を推進していると伺いました。
つきましては、小規模保育施設の中心市街地への積極的な整備を要望いたします。
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
なげる。
【回答№15】担当課：幼児教育課
令和元年 10 月１日現在，本市におきましては，小規模保育施設が 21 か所あります。
小規模保育施設の整備につきましては，乳幼児の安全の確保と適切な保育環境が提供できる体制のもと，
条例等に基づく基準により設置することとなります。
設置に向けては，事業者の意向や保護者のニーズを的確に捉えた上で判断することが求められているため，
事業者から中心市街地への設置について協議があった場合には，適切に対応してまいります。
⑪まちなか固定資産税軽減と各種助成制度（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
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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№16】担当課：商工課

本市におきましては，地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため，本市独自の支援制度による企業誘致
を積極的に行っております。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，固定
資産の取得費や改装費に対し補助を行うとともに，土地・建物・償却資産の固定資産税を３年間免除してお
ります。
令和元年度，支援制度の見直しを行い，引き続き，固定資産税の免除を行うとともに，固定資産の取得に
対する補助率について，これまでの５％から，新規雇用の状況に応じ，最大 10％へと拡充を図ったところで
す。
今後，更なるまちなかの賑わい創出に向けて，支援制度の積極的な周知と利用促進に努めてまいります。
⑫空き店舗率の改善に向けた取り組みへの連携と支援（継続要望）
〈中部ブロック〉
平成３０年度の中心市街地の空き店舗率は２０.３%となっており、改善傾向にあるものの、水戸市中心市街地活性
化基本計画で定めた令和３年度の目標値１６.０％とは開きがあるのが現状です。
当所では平成３０年度から、まちづくり会社「㈱まちみとラボ」と「水戸まちなか空き店舗見学ツアー」を実施し、空
き店舗率の改善を図っています。
一方、創業支援施設である「ワグテイル」では、起業・創業を目指す方への支援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を実施しています。
つきましては、ワグテイルの利用者が中心市街地の空き店舗に出店しやすくなるように、「水戸まちなか空き店舗
見学ツアー」への積極的な参加を呼び掛けていただくなど、当所と連携を図るとともに、さまざまな支援をお願いい
たします。
期待される効果等
中心市街地の空き店舗率の改善、商業の活性化。
【回答№17】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ます。
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 年度に引き続き，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セミナー等の実施を通じ，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ます。
今後は，空き店舗率の改善に向けて，創業希望者等がまちなかへの新規出店につながるよう，ワグテイル
の機能の充実を図るとともに，まちづくり会社等の実施する取組など，まちなかの活性化事業の情報発信や
参加の呼びかけにつきましても，連携を図ってまいりたいと考えております。

⑬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。
そのような中、平成３０年５月にオープンした南町２丁目の分譲マンションへのミニスーパーにつきましては、中心
市街地におけるスーパーとして利便性が高く、多くのニーズがあるものと把握しております。
引き続き、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お願いいたします。
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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№18】担当課：商工課

中心市街地では，平成 30 年５月に，南町２丁目に新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るほか，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
ーナーの設置など，地元住民を含む地域の方々の買い物需要に応えております。
今後とも，中心市街地の生活利便性の向上に向け，中心市街地店舗，事務所等開設促進事業等の補助制度
の周知を図りながら，更なる商業施設の立地促進に努めてまいります。
⑭まちなか・スポーツにぎわい広場（Ｍ―ＳＰＯ）の積極的活用（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により整
備され、平成２９年９月にオープンしました。平成３０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、様々な活用がされております。
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、広場にベンチを置くな
ど人の集まる公園の役割を与え、中心市街地に人が集まるような整備の検討をお願いいたします。
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。また、中心市街地に人が集まりやすくなり、活性化に繋がることができる。
【回答№19】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，南町自由広場の芝生化によっ

て，市民が憩い，集える広場として，パブリックビューイングや飲食のイベント等様々な催しに活用いただ
いております。さらに，令和２年１月からは，オープンテラスカフェがリニューアルオープンするとともに，
水戸を拠点とするプロスポーツチームである茨城ロボッツと水戸ホーリーホックが連携強化を図ることによ
り，スポーツを主要コンテンツとする新たな魅力創出の拠点として活用してまいります。
今後とも，中心市街地の新たなにぎわい創出を図る拠点として，日常的に多くの市民が憩い，イベント等
に積極的に活用されるよう，積極的に周知し，民間事業者との連携を深めながら活用促進を図ってまいりま
す。
⑮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３０年度は大工町繁華街周辺に、１台の防犯カメラを増設されるとご回答いただいておりますが、年間１台の
設置では防犯の持続性が低くなることが懸念されます。また、防犯カメラは近年性能も上がり、コスト面においてもカ
メラの種類をクラウド型などにすることで台数を増やすことは可能です。とある商店街では、要望実現を待つだけで
は犯罪リスクが軽減されないため、独自で防犯カメラを設置することで、検挙に繋がる案件も出ているとお聞きして
います。
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、全体をグランドデザイン化し、
定期的にある程度の台数の設置を継続していくことが、犯罪の抑止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№20】担当課：防災・危機管理課
防犯カメラにつきましては，犯罪による被害の未然防止や施設の適正管理等を目的として，官民を問わず
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設置が進んでいる状況にあります。
本市におきましては，市民センターや学校をはじめとする公共施設，さらには，人通りが多く防犯上も重
要な場所として，水戸駅周辺，大工町の繁華街などに，あわせて約 800 台の防犯カメラを設置しており，捜
査機関への画像データの提供はもとより，市民の皆様の安心感の醸成や犯罪の未然防止につながるなど，一
定の効果を得ております。
令和元年度は，大工町周辺に３台の防犯カメラを増設し，大工町周辺にあわせて６台の防犯カメラを設置
いたしました。引き続き，警察や関係機関などと十分に協議しながら，市内全域においての効果的な設置場
所等を検討し，設置方針を策定しながら計画的な整備を進めてまいります。

（４）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、平成 29 年度より千波湖川床実験事業として夜の部と昼の部
（カフェ）を実施し、毎年好評を博しており、より多くの方に千波湖の魅力に触れていただける機会を創出していると
確信しております。
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
資源として水辺の活用は国でも「ミズベリング」として
注目されています。今年度は千波湖フォーラムの開
催を通して、千波湖の現状を踏まえたうえで、今後
の利活用について様々な意見を発信したこともあり、
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
整備や県の計画、市のレイクサイドボウル跡地整備
及びＰａｒｋ-ＰＦＩの進捗等を踏まえ、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など、更に様々な取り組みが行えるほか、学生のボートイベントや子供たちの水辺環境教育等
にも役立てることができる。
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。
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【回答№21】担当課：公園緑地課

千波湖の活用につきましては，年々イベント等に使用される機会が増え，今後，更に盛んに活用されると
考えております。また，国でも注目をしている水辺の利活用「ミズベリング」につきましては，千波公園に
おいても川床事業が非常に盛況であり，千波湖を活用したイベント等の更なる広がりを期待できる点からも，
水辺の更なる魅力向上につながるものと考えております。
一方，現在は，平成 28 年５月に策定した『水戸市偕楽園公園（千波公園等）整備基本計画』に基づき官民
連携による千波公園の整備やジョギングコースの整備などを進めており，当計画に位置付けの無い親水デッ
キにつきましては，提案者や関係者の意見を伺いながら実現の可能性を探ってまいります。
②千波公園周辺の環境整備（継続要望）
〈水戸の環境・景観創造委員会、情報文化部会、中部ブロック、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システムの検討、雨水排水対策、トイ
レや水道などの早期整備を要望いたします。
また、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。駐輪スペースについても、あまり認知されておらず、無秩序に駐輪
されている状況となっています。ついては駐輪場の整備、周知につきましても併せて要望いたします。
「レイクサイドボウル跡地」については、水戸市が令和元年度中に公園用地としての取得が決定し、偕楽園公園
周辺整備と一体化して、観光資源としての活用を検討していくと伺いました。跡地の活用策については、飲食店や
売店などを設置・管理する民間事業者を公募で選ぶ公募設置管理制度（Ｐａｒｋ-ＰＦＩ）の利用を検討するとのことで
すが、当地区は観光交流拠点や大型バスを含めた駐車場として大いに期待できる地域であることから、早期に取り
組んでいただき、水戸市におけるイメージアップ、観光客の受入れによる賑わい創出が期待できるエリアとなるよう
お願いいたします。
期待される効果等
ふれあい広場周辺の電源整備やＤ５１付近の駐車場の整備など、イベント広場としての整備は進んでいる状況で
すが、更なる整備により、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。
レイクサイドボウル跡地に、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。
【回答№22】担当課：公園緑地課
千波公園におきましては，更なる賑わいの創出や魅力の向上を図るため，環境整備を進めております。現
在は，多くのイベントの会場となっているふれあい広場につきまして，イベントでの利活用や利便性の向上
を図るため，雨水排水対策を行うなど，臨時の駐車場としても利用可能な広場整備等を進めております。
駐車場につきましては，
平成30 年度に少年の森やＤ51 駐車場で再整備を行い，
約180 台分を増設しており，
今後の更なる増設や満車時の案内方法につきましては，利用状況等を踏まえ，西側駐車場を管理している水
戸観光コンベンション協会等と連携するなど対応を検討してまいります。
また，駐輪場につきましては，自転車による利用状況やニーズを踏まえ，特に利用者の多い公園西側のエ
リアでの整備を検討するとともに，来園者が円滑に利用できるよう周知方法について検討してまいります。
「レイクサイドボウル跡地」につきましては，千波公園で予定しているパークＰＦＩの中で，既に検討を開
始しておりますが，早期に活用が図られるよう，検討を進めてまいります。
③千波湖周辺へのウォーキング・ランニングステーションの早期整備（新規要望）
〈中部ブロック〉
千波湖には、周回ランニングコースが整備されており、健康志向が高まる昨今、健康維持のために日常的に多く
の市民がウォーキングやランニングを楽しんでいます。
しかしながら、千波湖周辺には公衆トイレは設置されているものの、ランナー向けの施設がなく、不便に感じてい
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るとの声も聞かれます。
ランニングステーションは、「水戸市偕楽園公園（千波公園等）整備基本計画」に位置付けられていますので、水
戸市においてもその必要性を認識されていると思います。
つきましては、ロッカールームや更衣室、シャワールーム、トイレ、フリーＷｉ－Ｆｉなどを完備したウォーキング・ラ
ンニングステーションの早期整備を要望いたします。
期待される効果等
千波湖周辺の魅力向上と市民の健康増進及びスポーツ振興。フリーＷｉ－Ｆｉを完備することで、情報発信の拠点
としての活用、及び運動後に速やかに汗を流せることで、市内の飲食店や小売店に足を運ぶ市民の増加も期待で
きる。
【回答№23】担当課：公園緑地課
ランニングステーションにつきましては，近年，健康志向の高まりとともに，千波公園の 1 週 3 キロのジ
ョギングコースをランニングやウォーキングで楽しむ人達が増えており，利用者ニーズが高まっております。
現在，公園施設整備につきましては，パークＰＦＩ活用を検討しており，令和元年９月に民間事業者に市
場調査を行ったところ，レイクサイド跡地エリアでランニングステーションについての提案をいただいてお
ります。
今後は，市場調査で多くの提案をいただきましたので，ランニングステーションの検討も含め，パークＰ
ＦＩの中で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、今後は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。全体完成時期は令和５年度（２０２３年）と示されています
が、那珂川の取水口の整備により、試験的な導水として那珂川から桜川への通水が今年７月より開始されました。
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。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№24】担当課：公園緑地課
霞ヶ浦導水事業につきましては，千波湖導水関連の施設整備を国と県，市で分担して実施しており，令和
２年度末完成に向けて進めております。また，漁協関係者との和解条項により，令和３年度まで魚類迷入試
験を行うこととしており，その際の水を既存導水管に導水し，最大毎秒 1.4ｔの水を千波湖へ流入させており
ます。那珂川から最大毎秒３ｔの水を千波湖に導水することができるのは令和４年度からとなる予定です。
今後とも，漁業関係者への配慮を前提といたしまして，早期の本格運用開始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方法つきましては，国・県・市で今後検討してまいります。

（５）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）
〈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
15

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り組まれているところです。
水戸市におかれましては、蘇る水戸城として「大手門」「二の丸角櫓・土塁」の整備事業に取り組んでおり、大手門
は本年秋、角櫓についても来春の完成が予定されています。
両施設を中心とした「水戸学の道」整備により、弘道館を含めた水戸城址の回遊ルートが構築され、これまで以上
に観光客が多く立ち寄ることが期待されます。
現在、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
観光資源を一体的に整備することで、歴史観光客の増加が見込まれる。
【回答№25】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，道路や白壁塀等の景観整備，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り組
んでおります。
弘道館につきましては，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，
整備・活用の基本的な考え方を示したところであります。県においては，令和元年 11 月からの料金改定にあ
わせ，北柵御門の整備など，魅力向上への取組が進められており，引き続き，連携，協力しながら，魅力発

信に努めてまいります。
また，弘道館東側につきましては，歴史にまつわるイベント等に活用できる広場機能や，憩いや安らぎを
感じることができる便益機能を持たせる整備を推進しております。今後とも，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，弘道館・水戸城跡周辺地区の情報発信や回遊性の向上にも努めてまいり
ます。
さらには，
「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を進めるほか，観光客が歴史を知り，体験できるイベント等の充
実を図ってまいります。
②中心市街地への大型観光バス駐車場の整備（継続要望）
〈観光サービス部会〉
中心市街地においては、水戸芸術館や弘道館、そして新たに「水戸学の道」が整備され、水戸を代表する観光資
源が多く点在し、国内外問わず多くの観光客に水戸のまちなかへ足を運んでいただきたいところでありますが、中
心市街地に大型バスを乗り入れられないのは大きな痛手となっております。近隣のひたち海浜公園にはネモフィラ
やコキアなど花を愛でたいと多くの人々が押し寄せています。そんな方々に少しでも水戸のまちなかに立ち寄って
いただくためには、大型バスが乗入れ出来る駐車スペースの確保が急務であると考えております。
近年大型バスが乗り入れ可能な水戸の飲食店などには、海外からの観光客が多くなってきていると聞き及んでお
ります。観光客に水戸の魅力に触れていただけるよう中心市街地への大型バス駐車場の整備について要望いたし
ます。
期待される効果等
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№26】担当課：観光課

本市では，観光交流人口 450 万人の実現に向け，積極的な観光誘客に取り組んでおります。その中で外国
人観光客の誘客は重要施策の一つであり，大型観光バスの駐車スペースを設けることは，その実現に効果が
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高いものであると認識しております。
本市の重要な観光資源である弘道館・水戸城跡周辺におきましては，水戸城大手門等の復元や道路景観整
備とあわせ，弘道館東側において，多目的に活用できる広場とともに，大型バスも使える駐車場の整備を進
めております。また，中心市街地に近接する偕楽園公園（千波公園）につきましても，魅力向上を図るため，
民間活力を活用した拠点施設とあわせ，駐車場の整備の検討を進めております。
今後とも，既存施設の効果的な利活用を図るとともに，案内板や観光ガイドマップ等による回遊性の向上
に取り組み，観光客等が楽しみながら散策できる観光地づくりに努めてまいります。
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。
近年の観光振興策で言われているのは、情報発信ではなく真にお客様（観光客）が満足するアクティビティが用
意できるか否かにかかっているといわれ、従来型の観光マップの製作や情報発信等の観光振興策では不十分と指
摘せざるを得ません。
この度水戸市インバウンド推進機構が設立され、今後各団体と連携した取り組みが行われると期待しております。
今後は具体的なパッケージングプランの開発を含め、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
通年による観光客の増加。
【回答№27】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，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，回遊性を高める取組を推進しております。
また，体験型観光を積極的に推進していくため，市内体験プログラムをリスト化し，本市ホームページに
おける情報発信を行っており，令和元年度には，各事業者との連携強化を図りながら，体験ガイド(チラシ)
を作成し，宿泊施設等への配布に取り組んできたところであります。
引き続き官民連携のもと，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，アダストリアみとアリーナなどを活用した
各種スポーツ大会等のコンベンション誘致にも取り組みながら，滞在型・通年型の観光誘客に努めてまいり
ます。
また，令和元年６月には，水戸観光コンベンション協会内に水戸市インバウンド推進機構を設立させ，飲
食，宿泊等の情報も含めた戦略的なＰＲや，外国人観光客の受入環境づくりの支援など，官民一体となって
インバウンド観光を推進することとしたところであります。今後とも，事業者との連携を強化し，民間主体
の取組を支援しながら，経済効果の高いインバウンド誘客に積極的に取り組んでまいります。
さらには，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いて，平成 30 年度から，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ており，参加者から高い評価をいただいて
いるところであります。今後，より一層，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を催行するなど，年間を通した観光客の誘客に向け，様々な取組を進め
てまいります。
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④インバウンド受入環境の整備促進（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〉
外国人観光客の誘客に関し、水戸市では多言語観光案内板の設置、水戸駅の観光案内所における観光案内、
各種インターネット媒体における観光案内などが行われており、一定の効果があるものと見受けられますが、更なる
インバウンド受入に向けて、水戸の魅力発信アプリケーション「水戸のこと」等、外国人観光客が手軽に水戸を知る
ツールでの多言語化が必要です。
外国人観光客の動向を見ますと、爆買いなどに代表されるモノ消費から、体験、アクティビティを重視するコト消
費へ変化していると伺っております。水戸市においても現在、整備が進む「水戸学の道」をはじめ、外国人観光客に
も興味を持たれる観光施設がさらに整備されつつありますので、今後は、外国人観光客向けの観光パッケージ等
の開発が必要と考えており、当所としても民間事業者と連携した観光開発に力を入れていきたいと考えております。
前年の要望にて挙げさせていただいた多言語に対応した案内看板の設置につきましても引き続きＪＲとの調整、
設置に向けた働きかけをお願い申し上げます。
また、この度水戸市インバウンド推進協議会が設立され、ますます官民一体となった取り組みが推進されるものと
期待されるところですが、水戸への外国人リピーターを増やすためのＣＳ向上は重要な課題であり、市内飲食店や
小売店等が積極的にインバウンド受入を進められるよう、環境整備の一部支援などの施策をご検討いただきますよ
う要望したします。
期待される効果等
外国人観光客の受入環境整備促進と、インバウンド誘客の促進による外国人観光客の増加。
【回答№28】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，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，外国人観光案内所カテゴリーⅡの認定を受けている
水戸観光案内所での細やかな観光案内など，外国人観光客の受入体制の充実に取り組んでいるところであります。
また，令和元年６月には水戸市インバウンド推進機構（事務局：水戸観光コンベンション協会）を設立させ，武
道体験や酒蔵見学など本市が誇る観光資源を体感できるモニターツアーを実施し，その様子を多言語でＳＮＳにて
情報発信するなど，海外からも情報を得やすいよう，工夫しているところであります。
また，案内看板等による分かりやすい観光案内につきましても，ＪＲ東日本との協議を重ね，水戸駅北口からバ
スで偕楽園に向かう観光客が円滑に移動できるよう，令和元年９月には，新たに多言語案内表示を設置したところ
であります。
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り組んでいくことが効果を高めるものであります。そのため，
貴所のキャッシュレス決済導入支援事業など，受入環境の充実に寄与する取組を周知していくことをはじめ，水戸
市インバウンド推進機構を中心に事業者との連携を強化し，外国人観光客に直接対応する民間事業者の受入環境づ
くりの支援を積極的に行ってまいります。

⑤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。
現在、無料でインターネットが利用できるＷｉ-Ｆｉスポットを、水戸市内に７カ所、うち中心市街地には３カ所整備し
ていただいておりますが、まだまだ利用スポットが少ないのが現状です。
令和元年度は各市民センターへのＷｉ-Ｆｉスポット整備に向けた予算を確保し、順次設置していくと伺っておりま
すが、増加傾向にあるＷｉ-Ｆｉ環境を重視する外国人観光客に対応するためにも、市民センターはもちろん水戸市
国際交流センター、市立中央図書館など、引き続き公共施設への早期整備をお願いいたします。
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できる。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。
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【回答№29】担当課：情報政策課，市民生活課，文化交流課，中央図書館

Ｗｉ-Ｆｉはインターネット等から様々な情報を入手するための重要な基盤であるとともに，災害時の安定的な
通信環境を担保するものであり，市民や外国人観光客にとっても重要なインフラであります。
本市におきましては，水戸駅観光案内所等の市内の観光拠点，国際交流センター，中央図書館等の中心市街地の
施設を始め，市内の施設計 19 か所（市民センターを除く。
）にＷｉ-Ｆｉ環境を整備してまいりました。
また，総務省では平成 28 年 12 月に「防災等に資するＷｉ-Ｆｉ環境の整備計画」を策定し，令和元年度までに，
全国３万か所の施設にＷｉ-Ｆｉ環境の整備を推進しております。
このことを受け，本市におきましても，指定避難所である市内 34 か所の全市民センターにＷｉ-Ｆｉ環境を整備
し，令和元年 10 月に供用を開始いたしました。
今後のＷｉ-Ｆｉ環境の整備につきましては，利用者の利便性向上に向け，利用状況を十分見極めながら，その
拡充を検討してまいります。

2．水戸市の地域と業界等の課題に対する提案・要望
（１）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Ｐ
Ｒおよび推進をお願いいたします。
観光パンフレットの英語表記におきましても、備前堀が bizenbori-ditch と記載されており、どぶ川と理解する外国
人旅行者が増えると悪影響を及ぼしますので、総合的な監修を願います。
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№30】担当課：観光課，建設計画課
備前堀を中心としたエリアでは，貴重な歴史的資源や文化的資源が数多く残されており，これらの資源を
活用し，にぎわいの創出につなげるため，ＳＮＳ等による情報発信はもちろん，地域と連携しながら，商店
街と地域資源との回遊性の向上を図るほか，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り組んでおります。
今後とも，備前堀をはじめ，神社仏閣等の地域資源を活用しながら，地域と一体となって，様々な交流や
にぎわいが創出されるまちづくりを進めてまいります。
御指摘いただいた観光パンフレットの英語表記につきましては，平成 28 年度のパンフレット改訂において
表記を bizenbori-canal に改めております。今後，より適切な表現で外国語観光案内を行えるよう，各種媒
体の丁寧な監修を行ってまいります。
（観光課）

ハミングロードと道明橋を結ぶ南北市道のうち，市道浜田６号線及び三又橋を結ぶ市道浜田 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市道浜田 83 号線及び水戸市本町子育て支援・多世代交流
センター西側の市道浜田 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
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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。
御要望にあります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。
御指摘のハミングロードと備前堀を結ぶ南北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いるとこ
ろでありますが，現在，路線を調査したところ，舗装が痛んでいる箇所が見受けられることから，計画的に
修繕を実施するとともに，今後とも，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
り組んでまいります。
（建設計画課）

（２）保和苑及び周辺史跡の整備について（継続要望）

〈西部ブロック〉
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、取り組みが進んでいるところですが、現在も駐車
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。ロマンチックゾーン周辺の史跡も道路
案内や誘導案内が少なく観光地としてのＰＲが不足していると考えられます。
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。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および観光地として、より向上するためにも案内・誘導看板
等の設置を要望します。
また、保和苑周辺にはコインパーキング等が少なく、旧生涯学習センターの跡地をイベント開催の際に臨時で借
用している状況です。旧生涯学習センターの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、恒常的に駐車場としての利用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から県への働きかけを要
望いたします。
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向上と、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№31】担当課：観光課

保和苑を中心としたロマンチックゾーンにおきましては，これまで，水戸のあじさいまつりの開催を通じ
た魅力づくりとあわせ，駐車場やお休みどころとして活用できる広場の整備や桂岸寺に至るまでの参道の景
観整備を進めてきたところであります。
また，保和苑で行うイベントに合わせて回遊バスを運行するほか，ロマンチックゾーン内の名所や史跡な
どを訪れる人々の心に安らぎを与える貴重な緑や湧水とともに，散策ルートを紹介した案内板を仁王門前に
新設し，地元の皆様と連携しながら，歩いて楽しめる回遊施策にも取り組んでいるところであります。
今後とも，観光客等が楽しみながら散策できるよう，地元の協議会とも連携しながら，本市ホームページ
やパンフレット等による情報発信を強化するとともに，ハード・ソフト両面から様々な観光振興策を展開し
てまいります。
旧生涯学習センターの跡地につきましては，あじさいまつり開催時において，臨時駐車場として利用して
おります。当該土地の有効活用との声につきましては，所有者である県に要望してまいります。あわせて，
引き続き，地元商店会などとも連携した駐車場対策をはじめ，公共交通の利用促進を図るなど，観光誘客や
利便性の向上に資する取組を進めてまいります。

（３）笠原不動尊・水戸神社の修復・保護および逆川緑地の環境整備、クマンバチ対策について
（継続要望）
〈水戸の食と観光開発委員会、南部ブロック〉
逆川緑地内にある歴史広場の近くには水源池を守護する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、古来、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
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建されました。また、旧笠原不動尊跡地には水戸神社があり、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、笠原不動尊・水戸神社の修復・保護について管理者の特定ができたと伺っております。引き続き
観光資源として活用できるよう修復・保護の早期実現を要望いたします。
また、逆川緑地内では、草が伸び切って景観を損ねており、加えて隣接する国有林では、クマンバチによる利用
者や近隣住民の被害の声が多数あがっております。逆川緑地の利用促進のため、害虫の駆除等を含めた環境の
整備を要望いたします。
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。利用促進のための環境整
備。
【回答№32】担当課：歴史文化財課，公園緑地課
笠原不動尊及び水戸神社の修復や保護につきましては，政教分離の観点から，市が直接関わることができ
ないため，第三者として関係者及び関係団体にアドバイスをしているのが現状です。
笠原不動尊や水戸神社のある土地の所有者につきましては，登記簿上では水戸神社となっておりますが，
現在，水戸神社は組織としての実体がないこともあり，徳川斉昭の寺社改革により吉田神社の境内にあった
水戸神社がこの地に移された過去を顧みて，吉田神社が危険防止のための立入禁止柵などを設置しておりま
す。
また，荒廃が著しい笠原不動尊につきましては，昭和 50 年に地元有志の手により再建されましたが，その
後の管理が行き届かず，現在の状態になっております。再建に携わった方々は亡くなっており，御子孫の方
からも当時の状況を確認することはできず，修復・保護は困難な状況であり，笠原地区の有志は笠原不動尊
の解体を検討されているとのことです。
笠原不動尊の解体等につきましては，笠原地区の有志が弁護士に見解を求めたところ，登記簿がなく所有
者が不明瞭な状況ですが，再建に携わった御子孫から解体同意書をいただくことで，解体することが可能と
いう回答をいただいたとのことです。このことを受けて，笠原地区の有志が令和元年６月に解体同意書を取
得しており，笠原不動尊を取り壊すことができる状況になっております。しかしながら，解体費用が高額な
ため，個人での対応は困難であり，今後，町内会長をはじめとした地元有志がさらに賛同者を募り，組織的
に対応することが解決への道筋だと考えております。
（歴史文化財課）
逆川緑地は，逆川の両岸と連なる斜面樹林からなり，豊かな緑や湧水，そこに生息する生物など，街中で
自然とふれあうことのできる貴重な緑地として整備しております。また，歴史広場には，再現した笠原水道
（文化遺産）など，歴史を感じさせる施設を設置しております。
今後も，自然的・歴史的な資源を生かし，更なる利用の促進が図れるよう逆川緑地の魅力向上に取り組ん
でいくとともに，草刈りや害虫対策等の維持管理につきましても，安全・安心な公園となるよう努めてまい
ります。
（公園緑地課）

（４）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るという大前提を基に、新川の未整備区間について早
急な整備を継続要望します。
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り、引き続き県に強く働きかけて
いただき、併せて除草作業などを除く改善点について経過報告下さいますようお願いいたします。
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ないことはご存じと思いますが、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については昨年も指摘した通りです。
水戸市建設計画課におかれましては、市民の生活を守る観点からも、冠水・浸水被害発生個所の特定について積極的
に把握いただきたく、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
の居住人口増加が期待される。
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【回答№33】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，茨城県に対し継続して
要望を行っており，令和元年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 30 年度には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いて除草が実施されたほか，酒門町地先に危機管理型水位計が１台
設置されました。令和元年度も，引き続き，西大野地先での護岸整備を進めるとともに，那珂川合流付近の
新川樋門における浚渫や鹿島臨海鉄道からあさひ幼稚園までの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，令和元年 10 月の台風第 19 号による浸水被害を受け，市民の安全・安心な暮らしを確保す
るためには，適切な維持管理だけでなく，早期の河川改修が必要であると改めて認識したことから，より一
層，茨城県に対し，新川の河川改修について，強く働きかけてまいります。
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，令和元年８月には，平成 30 年度から進めていた浜田小学校
南東側の市道浜田 153 号線の排水対策として，流下機能の向上を目的とした都市下水路の整備工事が完成に
いたりました。
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ることから，流域にお住まいの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。

（５）大塚池周辺およ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〉
大塚池は茨城百選にも選ばれた景勝地であり、冬には白鳥が飛来するなど年間を通じて多くの市民が訪れる水
戸の自然資産であります。
しかしながら近年は水質悪化にともなうアオコ
の大量発生が見られるなど、水辺環境の悪化が
深刻となっており、早期の改善が求められており
ます。
大塚池はため池であり、池内の水が滞留しや
すいため、よりアオコの発生が顕著となっており
ます。近年ではため池における「かいぼり」による
水質浄化策等も行われており成果が上がってい
る事例もございます。
水戸市におかれましてはアオコ除去の実施や
ボーリングの検討等の対策も行われておりますが、
さらなる水質浄化策の検討、推進をお願いいたし
ます。
🔺大塚池のアオコ発生状況（2019 年 6 月 26 日 11:20 撮影）
また、成就院池流出口の水環境については長年 池の岸辺を中心にアオコが帯状に浮遊、堆積しており腐臭も発
要望しておりますが、国道５０号バイパス南側の水 生している。
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。
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【回答№34】担当課：公園緑地課，下水道管理課，道路管理課

大塚池の水質改善につきましては，重要な課題として認識しているとともに，地元で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策について協議を重ねてきたところであります。
令和元年度の水質改善の取り組みにつきましては，民間企業等との協同事業により，試験的にアオコ除去
を行っているほか，地元から御提案をいただいていた井戸設置による地下水利用や近隣の道路整備に合わせ
た道路雨水の大塚池流入を行っております。今後も，大塚池の良好な水辺環境に向け，水質浄化対策の検討
や実施に努めてまいります。
（公園緑地課）
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，公共下水道への接続に関する啓発活動を行い，より一層の接続の促進に努めてまいります。
（下水道管理
課）
成就院池流出口から国道 50 号までの区間は，水路が整備されておりますが，国道 50 号より南側の水路用
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。水路の境界も明確でなく，水が滞留している箇
所も見受けられましたので，今後，水路の整備を検討してまいります。
今後も，水質環境向上のため，関係機関と連携して道路施設の維持管理を行ってまいります。
（道路管理課）

（６）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、観客席増席に向け早期改修を目指していると伺っておりましたが、用地取得が難しいため方針を転換し、南北サイ
ドスタンドを拡張して１万５千席を確保するとの報道がございました。
来年度から基本設計に着手するとのことですが、当スタジアム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、観客席増設が早期実現するよう要望いたします。
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。
スタジアムの観客用駐車場は２，２５０台まで拡張されました。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引き続き必要です。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依然として渋滞が問題となっており、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
たな退出路が整備されましたが、引き続き拡幅工事も含めた対策と、併せて計画および目標についてご提示下さるようお
願いいたします。
その他、ケーズデンキスタジアム周辺の環境改善について、スタジアム外にトイレの設置がないことから、不便であると
の声をいただいております。マラソンコースの一部ということもあり、近隣利用者の利便性向上のため、早急な整備を要望
いたします。他にも、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、引き続き検討下さるよう要望いたします。
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、渋滞解消のための道路整備、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ができる。
【回答№35】担当課：体育施設整備課，建設計画課
ケーズデンキスタジアム水戸につきましては，Ｊ１ライセンスの取得及び第１種陸上競技場の実現に向け
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て，１万５千人以上が収容可能な観客席に増設するため，拡張に必要な用地の取得を進め，令和元年９月議
会において，基本計画を策定するための補正予算を計上し，承認されました。
その後，11 月 22 日に水戸ホーリーホックから，クラブ創設 30 周年にあたる５年後の完成を目指し，水戸
市内に収容人数１万５千人から２万人程度とする，Ｊ１ライセンスを満たす新たなサッカー専用スタジアム
を，民設民営により自ら建設する構想が発表されました。
このことから，基本計画については，発注前の段階であり，水戸ホーリーホックの新たなスタジアム構想
の目標年次，場所，事業手法など，具体的な内容を十分に確認し，今後のケーズデンキスタジアム水戸の整
備内容や事業スケジュール等を含め，対応を検討してまいります。
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。
ケーズデンキスタジアム水戸への屋外トイレの設置や隣接する小吹水源池公園の整備につきましては，ス
タジアムの観客席増設とあわせて，今後の整備方針を検討してまいります。
（体育施設整備課）
御要望にあります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
されており，住宅や店舗等の沿道利用がなされております。したがいまして，御要望の拡幅工事は困難であ
ることを御理解願います。
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り組
んでまいります。
（建設計画課）

（７）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。
水戸市としては、これらの拡幅工事が重要であると認識されているとの回答でもあり、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№36】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。
茨城県といたしましては，引き続き，工事の早期完成に向け事業を進めていくと伺っております。
本市といたしましても，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。
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（８）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、渋滞の長さはここ近年で拡張
している状態です。
昨年度の回答では、「渋滞緩和に向けた有効な手立てがない」とのことでしたが、代替えとなる交通規制や注意
喚起等の実施を要望していると認識してはいただいているとのことですので、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№37】担当課：防災・危機管理課，建設計画課
自由ヶ丘交差点付近では，朝晩の通勤時間帯を中心に著しく交通渋滞が発生し，近隣の方々を含め不便を

感じていると認識しております。
自由ヶ丘交差点や県道赤塚馬口労線と市道上市 87 号線が交わる交差点については，渋滞緩和に向けた交通
規制対策を所管する警察に要望してまいりましたが，未だに解決には至っていない状況です。
引き続き，自由ヶ丘交差点に設置されている信号機の時差式設定時間の変更や周辺の信号機との連動など，
交通の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てまいります。
（防災・危機
管理課）
当該路線の常磐大学方面の自由が丘から国道 50 号の自由ヶ丘交差点までの区間につきましては，路線バス
など多くの車両が利用され，朝夕の通勤時間帯に渋滞が発生し，それに伴い，当該路線に接続する市道上市
87 号線においても，右折が困難であるため，車両の渋滞が見受けられます。
道路管理者である茨城県に確認したところ，渋滞を緩和させるための当該路線の道路改良・交差点改良等
の計画はないとのことです。本市といたしましては，当該路線の西側に，都市の骨格となる都市計画道路３・
３・２号中大野中河内線の整備を進めており，これが整備されれば，当該路線の渋滞も緩和されるものと考
えております。
しかしながら，都市計画道路の整備には相当の年数を要することから，都市計画道路整備の進捗を見極め
ながら，関係機関と連携し，市道上市 87 号線における交通規制や注意喚起等の早期にできる安全対策につい
て，検討してまいります。
（建設計画課）

（９）学校・高齢者施設周辺などの安全の強化について（継続要望）
〈小売商業部会、水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会〉
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安全確保を目的に、車の通行量が多い交差点などに車両進入防止ポールなどを設置して
いただくようお願いいたします。
また、水戸市では防犯灯の維持管理を実施している町内会・自治会等に防犯灯の管理費と設置（交換）費用の一
部を補助していると存じますが、同様に防犯カメラについても補助金を創設していただき、整備の促進を図って下さ
るよう要望します。
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№38】担当課：学校保健給食課，生涯学習課，防災・危機管理課
本市におきましては，毎年度新学期に全ての学校において通学路現況調査を実施し，調査によって把握し
た危険箇所につきましては，国，県，市の道路所管の担当者や警察等の関係機関が参加する水戸市通学路安
全対策推進会議において，情報の共有化を図り，計画的に改善策を講じております。御要望にあります車両
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進入防止ポールなどの設置につきましては，学校の意向等を踏まえ，水戸市通学路安全対策推進会議におい
て検討してまいります。
（学校保健給食課）
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実施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。
（生涯学習課）
防犯カメラにつきましては，安全なまちづくりを進める上で，広く有用であると認められていることから，
官民問わず設置が進んでいる状況にあります。
御要望にあります商店街や町内会等への防犯カメラの設置費用等補助金制度の創設につきましては，防犯
カメラの設置を促進し，安全対策の向上にもつながることから，他の自治体の先進事例を調査研究するとと
もに，制度の導入について検討してまいります。
また，市民による設置及び運用にあたっては，プライバシーの保護，第三者への画像データ流出防止等の
安全性の確保や，目的外利用の制限など，適正な管理についても検討する必要があることから，市民向けの
ガイドラインの策定もあわせて進めてまいります。
（防災・危機管理課）

（１０）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。
隣接する笠間市においては、数多くの防犯カメラを設置していることもあり、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№39】担当課：防災・危機管理課

防犯カメラにつきましては，犯罪抑止に特段の効果があり，広く有用であると認識しておりますので，今
後，警察や関係機関などと十分に協議しながら，市内全域での効果的な設置箇所等を検討し，設置方針を策
定しながら計画的な整備を進めてまいります。

（１１）安心・安全に走行するための明確な道路表示について（新規要望）

〈自動車・交通部会〉
このところ高齢者の逆走事故が報道されておりますが、逆走はドライバーだけが責められるものではなく、表示を
明確にすることによって防げるものと思われます。特に、水戸のまちなかは一方通行が多く、交差点では直進する
場合どちらに並べばよいのか迷うようなところもあります。また５０号バイパスなど大きな交差点においても分かりにく
い場所が見受けられますので、道路の白線も含めた明確な道路表示を関係機関と連携の上お願いいたします。
期待される効果等
観光客など含め、誰にでも分かりやすい表示にすることによって、夜間や雨の日の走行などでのストレス軽減と、
逆走事故の防止に繋がる。
【回答№40】担当課：防災・危機管理課，道路管理課
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一方通行などの交通規制に関する表示につきましては，水戸警察署が担当しており,本市におきましては,
事故の発生状況や市民の皆様からの御要望などを踏まえ,路面表示や標識の設置,取締りの強化などについて，
水戸警察署に申入れているところであります。
御指摘のとおり，水戸市内には一方通行が多く,普段通行していない方にとっては分かりづらい交通規制が
ありますので,水戸警察署とさらなる安全対策について協議してまいります。
また，観光客の方等には,一方通行などの交通規制を掲載したマップ等を配布し,ドライバーへの注意喚起
を行っているところであり,今後とも,ハード・ソフトの両面により,誰もが安心して通行できる交通環境を目
指してまいります。
（防災・危機管理課）
道路標示には規制標示，指示標示，区画線等があり，道路法や道路交通法など法令に定められたものです。
又，それ以外に法令に定めたもの以外の法定外表示がありいずれも交通の流れを整え，運転者の注意を適切
な場所に集中させる能力が大きく，交通の安全と円滑の寄与には非常に有効であります。これらの明確な道
路標示について市はもちろん国や県及び警察と連携して有効に進めてまいります。
（道路管理課）

（１２）高校生の自転車マナー向上について（継続要望）

〈自動車・交通部会〉
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」では「自転車は車道が原則、歩道は
例外」「歩道は歩行者優先で車道よりを徐行する」などが盛り込まれておりますが、自転車道の整備がないところで
はそれらのことが守られず、歩行者から危険な場面に遭遇したとの声が寄せられております。
また、青信号から赤信号に変わっても止まることなく前進したり、走行しながら横断歩道のない路上を急に横切る
など自分本位の運転をする高校生も見受けられます。自転車はいつでも自由に移動ができとても快適でありますが、
油断や無理な走行をすることによってとても危険な乗り物に変わるということを理解してもらうため、高校生を対象と
したマナー教室などを学校や警察と連携し実施していただきますよう要望いたします。
期待される効果等
公共交通ルールを若い世代のうちに学び、交通事故防止につなげる。また、道路を利用する上でのマナーを学
び、周囲の人々への配慮や気遣いなどについても学ぶ機会とする。
【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，自転車の利用促進及び安全な利
用環境整備を進めております。
自転車の通行空間を整備した路線につきましては，
「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，県警察や沿線の高校と連携して，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，未整備路線では，歩道を高速で通行したり，車道を逆走したりする自転車利用者も見受け
られます。御提案の高校生を対象とした交通安全教室につきましても，県警察と高校が連携して実施してい
るところですが，なかなか効果が上がっていないのが現状です。
本市におきましても，水戸地区の高校を訪問して，生徒指導担当の先生方と生徒の自転車利用のマナー向
上について協議を進めており，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。
（交通政策課）
本市といたしましては，季節ごとに交通安全街頭キャンペーンや定期的な立哨活動など，あらゆる機会を
通じて自転車の安全利用を呼び掛けております。
また，水戸警察署と連携・協力しながら，学生に対して交通安全教室を開催し，自転車を安全に利用して
いただくよう，交通安全意識の啓発を図るとともに，自転車の点検整備の重要性や自転車事故に備えた保険
の加入などについても周知しております。
今後も，交通安全活動を通して自転車の安全利用を推進するとともに，交通ルールの遵守と交通マナーの
向上に取り組んでまいります。
（防災・危機管理課）
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（１３）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「さきがけプラン」を実施されるとともに、「まごころプラン」では郷土愛をはぐくむ教育を
推進されていることは存じております。
さらなる郷土水戸に触れられる学習環境を整えるべく、クラブ活動や伝統芸能・文化を次世代に伝える活動の支
援として、学び舎の整備・継続・拡大と積極的なＰＲ活動を要望します。
現代における学びのツールとしてはインターネットが大きな役割を担っており、広報みとなどでの歴史紹介などと
あわせて積極的な配信をお願いしたく、具体的な計画についてご教授いただければ幸いです。
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№42】担当課：総合教育研究所，生涯学習課
本市におきましては，今年度から「魁のまちづくりＮＥＸＴプロジェクト」の策定に合わせ,これまでの「水
戸スタイルの教育」を更に充実，発展させるため,「チャレンジプラン」
「グローバルプラン」
「キャリアプラ
ン」
「ふれあいプラン」の４つの柱を再構築いたしました。
郷土に関する教育につきましては,「キャリアプラン」に位置付けており,具体的には,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
「先人のことば」
「史跡・名所」
「特産物」等につきまし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ボランティア活動や，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おります。
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。
（総
合教育研究所）
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等におきまして，
平成 30 年度は 26 講座 132 回開催しました。令和元年度におきましても，各市民センターにおいて，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，インターネットを活用した情報提供につきましては，市民センターの講座の情報や市民センターを
利用している生涯学習活動団体の情報を，みと好文カレッジのホームページに掲載しているところであり，
現在のところ，この取組を継続してまいりたいと考えております。
（生涯学習課）

（１４）「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〉
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」を昨年度から事業を開始し、本年度
は第２回目を実施いたしました。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
て職場体験を行ったところです。参加した小学生には、アンケート等を実施しておりますので、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つながる事業となることが期
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待できる。
【回答№43】担当課：総合教育研究所
本市におきましては，職場体験学習を「水戸スタイルの教育」の１つである「キャリアプラン」に位置付
け，貴所をはじめ，関係各所の協力のもと，各学校に職場見学や職場体験等の協力を得られる事業所の情報
提供をしながら，キャリア教育の視点から教育効果につきまして助言・指導を行っております。
特に，中学生の職場体験の受入れにおきましては，平成 30 年度から，貴所と水戸市教育委員会の間で協定
を締結することで，学校が職場体験活動事業所を選定しやすくなるなど，職場体験活動の更なる充実に御協
力を賜り，心から感謝いたします。
小学生については，１年生から６年生まで「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ます。
今後も発達段階を踏まえ，系統的・継続的に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，引き続き,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。
（総合教育研究所）

（１５）水戸市プレミアム商品券事業の支援･推進について（継続要望）

〈小売商業部会、卸商業部会〉
令和元年度のプレミアム付商品券事業は、国が主導して消費税増税対策の一環として実施されますが、対象者
が扶養外市民非課税世帯と３歳未満の子育て世帯主向けとなるため、これまでの消費喚起型と異なり、生活支援型
と受け止められています。
これまでに実施してきたプレミアム商品券事業では、前回のスーパープレミアム商品券におけるアンケート調査
でも検証の通り、６割強が消費喚起に使用されていたことから、対象者を限定せず、広く一般市民を対象とした同商
品券事業に対する支援を要望します。
期待される効果等
市内店舗を対象とした同事業においては、地産地消および水戸地区内の消費が喚起され、経済波及効果も合わ
せた消費活動が見込める。
【回答№44】担当課：商工課
令和元年度実施しているプレミアム商品券事業は，消費税引上げが低所得者，子育て世帯の消費に与える
影響を緩和させるとともに，地域における消費を喚起，下支えすることを目的として，進めているものです。
また，平成 27 年度のスーパープレミアム商品券事業につきましては，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，本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きましたが，
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。
現在，国におい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，今後の事業のあり方等を含め，より多くの消費を喚起する施策形成を図れる
よう検討してまいります。

（１６）スポーツコンベンション誘致促進について（新規要望）

〈水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会〉
令和元年度にいきいき茨城ゆめ国体・ゆめ大会が開催され、水戸市においても多くの競技が実施されます。この
国体開催に合わせ、水戸市内には「アダストリアみとアリーナ」や「ノーブルホームスタジアム水戸」が整備されたほ
か、既にプロ等による競技が実施されている「ケーズデンキスタジアム水戸」、「リリーアリーナＭＩＴＯ」等の施設が
あります。
茨城国体や来年開催される東京オリンピック・パラリンピックにより、市民にとってスポーツが身近になっており、ス
ポーツ文化の浸透は、市民の健康や青少年の健全育成、地域活性化に欠かせないものとなっています。
つきましては、これら市内の充実した施設を活用した国内外のスポーツコンベンションを数多く誘致できるよう、ス
ポーツ関係団体や（一社）水戸市観光コンベンション協会、当所と連携した活動を推進下さいますよう要望いたしま
す。
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期待される効果等
全国規模のスポーツ大会開催による交流人口の増加は、地域振興や観光振興につながり、市内への経済波及
効果は大きい。
【回答№45】担当課：スポーツ課
スポーツは，市民の健康増進とともに，交流人口の拡大やにぎわいの創出など，まちの活性化や魅力あふ
れるまちの実現を図るうえで，重要な役割を担うものと認識しております。
そのため，本市では，子どもから高齢者まで，誰もが将来にわたってスポーツを楽しみ，スポーツに親し
むことができるよう，安心して快適に利用できる施設の整備や管理運営を行うとともに，スポーツコンベン
ションの開催・誘致に努めております。
令和元年４月にオープンした，収容人員５千人を誇るメインアリーナを備えたアダストリアみとアリーナ
では，プロバスケットボールチームである茨城ロボッツのホームゲームをはじめ，女子バスケットボール日
本代表とベルギー代表との国際強化試合や全日本ドッジボール選手権全国大会など，複数の大規模大会やイ
ベント等が開催されております。また，大規模改修を行ったノーブルホームスタジアム水戸では，令和元年
８月に 10 年振りとなるイースタンリーグの公式戦が開催され，令和２年９月には 28 年振りに公式１軍戦（ロ
ッテ対日本ハム戦）の開催が決定しております。
これらのスポーツコンベンションの開催・誘致につきましては，これまでも，
（一社）水戸観光コンベンシ
ョン協会や本市のスポーツ施設の指定管理者である（公財）水戸市スポーツ振興協会の体制強化を図りなが
ら，競技団体や民間事業者等と連携し取り組んでおります。
今後とも，スポーツに留まらず，様々な分野の大会，行事，催事等の会場として，スポーツ施設を有効に
活用し，多くの人でにぎわい楽しめるまちの実現を図るため，貴所をはじめ，スポーツ，芸術文化，観光等
の関係団体との緊密な連携のもと，コンベンションの開催・誘致やサポート体制の構築，強化を図りながら，
コンベンション事業の充実に向け，積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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