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はじめに 
水戸商工会議所では、令和６年２月２１日から２３日までの３日間、日本商工会議所

との共催により「全国商工会議所観光振興大会 2024in水戸」を開催いたします。 

令和５年７月にオープンする水戸市民会館をメーン会場に「自分の道を見つける旅

へ」～刺激を求めての観光から、あなたの答えを見つける観光への転換～ を大会テー

マとし、コロナ後の観光のあり方を考えるとともに、参加された方々が自分にとって

の「ウェルビーイング（well-being）」を見つけてもらえる大会を目指しております。 

 

大会期間中は、全国各地の商工会議所役員や関係者など１,５００名を超える方々が

水戸の地に来られます。水戸が持つ観光地としての魅力を発信することはもちろんの

こと、新しい市民会館のコンベンション機能を全国の方々にご覧頂く絶好の機会でも

あります。つきましては、まち全体で観光振興大会を歓迎するという気運を醸成する

ためにも、水戸市におかれましては、水戸商工会議所の大会実行委員会への参画、ま

た本大会の成功へ向けたご支援を賜りたくお願い申します。 

 

併せて水戸商工会議所では、コロナによって疲弊した人々の心と社会を修復し、観

光振興と地域経済の活性化により活力ある日本を取り戻す必要があると考えておりま

す。この観点からも水戸商工会議所が主催する全国商工会議所観光振興大会が、水戸

市のまちづくりにおいて大きな転換点になると考えております。それというのも、キ

ーワードに掲げた「ウェルビーイング」という言葉は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）に続く我々の社会が目指すべきゴールとして位置づけられている概念で、欧米で

は多くの民間企業がすでに社会活動に取り入れております。 

 

行政としていち早くこの概念を取り入れたまちづくりを実現し、本市に暮らす人々

にとっての「ウェルビーイング」はもちろんのこと、水戸市を訪れる方々にとっての

「ウェルビーイング」も高めてゆく必要があると感じております。ついては、水戸商

工会議所として、全国商工会議所観光振興大会開催後の水戸のまちづくりについて以

下４つの項目を実現してゆければと考えております。水戸市におかれましては、今後

の市政の一助として頂ければと思います。 

 

※ウェルビーイング（well-being）とは 

1948年のＷＨＯ憲章における言葉の定義では、「健康とは、病気でないとか、弱っていない

ということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態

にあること」とされています。また誰かにとって本質的に価値のある状態、つまり、ある人に

とってのウェルビーイングとは、その人にとって究極的に善い状態、その人の自己利益にかな

うものを実現した状態であることを指し、近年では SDGsにおける Goal3において well-being

という言葉が採用されています。（出典：Wikipedia） 
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１．歴史と文化にふれるまち 

 

水戸市には多くの歴史的な遺産が点在しています。しかしながらそれらは水戸市の歴

史をめぐる道として体系化され整備されているわけではありません。また地元住民しか

知らないような遺産も数多く存在しております。これらの掘り起こしを行い、水戸市の

歴史教育に取り入れることはもちろんのこと、水戸の歴史に興味を持ち観光として訪れ

る人々にも理解を深めてもらえるよう環境整備を進める必要があります。 

観光庁の統計によると、近年の外国からのインバウンドの傾向は、日本への訪問回数

は「複数回」、訪問の目的は主に「文化に触れる」、そして一度日本を訪れると再訪を

希望する人が多いとの結果が出ており、単に有名な観光地を巡る旅から、日本の文化に

触れまた体験するための旅に目的が変わってきています。観光客のウェルビーイングを

実現するには、観光地としての水戸が、観光の目的に合わせたより多くのコンテンツを

提供することができるかにかかかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 言 項 目 

(1)水戸学の理念「文武不岐」の聖地づくりと武道ツーリズム 

(2)備前堀の観光資源としての価値を高める 

(3)歴史的遺産の整備と観光ボランティアの育成 

(4)武家社会が成立した中世の歴史遺産の発掘 

 

(1)水戸学の理念「文武不岐」の聖地づくりと武道ツーリズム   （観光サービス部会） 

日本人の「精神性」や「価値観」なども海外から高く評価されていることから、無形

文化財に指定されている北辰一刀流、新田宮流抜刀術、田谷の棒術など、水戸学の理念

に通じる武道・武術を観光資源として捉え、聖地としてのハード面とソフト面を整備す

る。また、インバウンド観光客には地域の人々との交流が人気であるため、様々なイベ

ントや体験を開催し、地元住民とともに賑わいを創出する取り組みが必要です。 

 

提 言 内 容 

①市民向け武道教室のコンテンツを拡充し、様々な武道が体験・見学できる機会を設

ける。 

②藩校弘道館での定期的な演武と市民協働でのイベント開催。 

③水戸東武館の隣接地に歴史資料館や新たな武道館の整備。 

▲コンテンツの一環として今年９月にオープンした「水戸みやぎん寄席」 
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(2)備前堀の観光資源としての価値を高める          （東部ブロック協議会） 

水戸城大手門と二の丸角櫓が整備されたことで三の丸周辺は多くの人が足を運ぶ機

会が増え、弘道館、三の丸周辺は歴史ある町の顔としてまちづくりが進み、これら資源

を活用した観光振興の推進とまちづくり・賑わい創出が進んでいます。 

 

提 言 内 容 

①町並み整備と取り扱うコンテンツの充実 

水戸で生産された特産物の販売店、レストランやカフェ等の憩い場ともなる施設の

整備 

②水戸市都市景観条例の条文や基準の変更 

条例の基準緩和 

③ＰＦＩの活用 

  千葉県佐原市（現香取市）のようにまちなかの水路周辺を整備し観光資源としてい

る例を参考に、江戸の町家を再現した建物を整備し、そこで「水戸黒」や「七面焼き」

といった殖産興業として水戸藩が取り組んだ生産品の販売を行い、古民家のおしゃれ

なレストランやカフェを PFI にて運営することで観光誘致につなげられると考えま

す。なお、町並み整備のためには水戸市都市景観条例の備前堀地区の指定内容や基準

を変更する必要もあります。 

④上市地区との回遊性 

  散策を楽しむ市民やインバウンドの回遊性を高め、歴史的景観とともに歩行者をは

じめとした道路利用者の安全対策等に配慮した道路整備、安全性・快適性が確保でき

る整備を行うことにより、下市地区と上市地区の回遊性が高まります。 

⑤地域のコミュニティがまちづくりに参画 

  観光振興・まちづくり賑わいの創出の推進に向けて、地域が主体の一つとしての役

割を進めていくためには、行政や関係団体、自治会等との連携の強化が不可欠です。 

  東部ブロック協議会においても、まちづくり団体との協働により下市地区の活性化

に向けた調査・研究を行い深堀していきたいと考えています。 

  さらに、地元の方だけでなく、民間企業の力を借りて備前堀周辺の更なる魅力向上

や地域商業の活性化が図られるよう、その調整・パイプ役となり関係機関との連携の

促進を行政が図っていく必要があると考えます。 

 

(3)歴史的遺産の整備と観光ボランティアの育成 

       （西水戸ブロック協議会水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会） 

水戸八景や新・水戸八景をはじめとする水戸市の歴史的遺産は重要な観光資源である

にも関わらず、案内表示や広報がなされてないため、観光資源としての活用がされてい

ないのが現状です。特に水戸八景においては他市町村では幹線道路に案内看板が設置さ

れるなど、観光客向けの情報開示がなされていることから、市内の２か所についても均

一な情報提供が必要です。 

またインバウンド受け入れについては、水戸市の歴史を語ることのできる観光ボラン

ティアの育成や、講演会などを開く際に説明できる程度の知識を習得した講師の登録制
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度を設けるなどの整備が必要です。水戸の歴史や文化、景勝地などに詳しい観光ボラン

ティアがいることでインバウンドとの交流が生まれ、新しい観光の在り方を模索するこ

とができると考えます。 

 

提 言 内 容 

①市内に点在する歴史的遺産を整備し、体系的に観光ルートを設定する 

 ②スポット周辺の案内や看板の整備と史跡遺跡の解説看板の整備をする 

   

以下は水戸八景に関するもの 

◆参考写真① ▼僊湖暮雪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石碑地点には説明表示があるものの、設置位置がわかる案内は入口案内板（２か所）

のみとなっている。 

 

③観光客のニーズに合わせバス、自転車、徒歩など複数の移動手段を設定する 

・高齢者向けコース 観光ボランティアが同乗する専用バスを利用 

半日・一日コースで市内を巡る 

・路線バスコース  ＭａａＳ（移動に関するサービスを組み合わせてワンストップ

で提供する取り組み）を導入し電車路線バスを利用 

・自転車コース   レンタルサイクル利用の推奨コースをスマートフォンでナビ 

・徒歩コース    スマートフォンによる徒歩で移動可能なスポットの案内や、  

移動距離などの情報を提供 

④水戸市内の回遊性を高めかつ中心市街地の渋滞緩和のため、インバウンドについ

ては、中心市街地外に大規模な大型バス駐車場を整備し、バスで市内観光を行う

ために観光ボランティアが同乗する専用バスを利用する 

 

(4)武家社会が成立した中世の歴史遺産の発掘        （西水戸ブロック協議会） 

河和田城跡は１３３７年、鍛冶弾正貞国により築城されたと伝わる中世城館で、その

後江戸氏、春秋氏と領主の返還を経てきた水戸の中世を語る上でも重要な遺構です。河

和田城跡は天徳寺、河和田小学校など東西約５１０ｍ、南北６００ｍにおよぶ広大な面

積を占めており、現在も空濠や土塁、内城など現存する遺構も多く残されています。 
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提 言 内 容 

①観光ルートの整備 

河和田城跡に限らず徳川氏以前に水戸に勢力を張った豪族を、その年代順に史跡

を巡るルートを整備することで新たな観光資源として活用することを提案したい。 

②歴史の発掘調査の推進 

徳川氏以前の歴史を発掘し整備することで、郷土の歴史教育の教材としても活用

でき、また新たな観光資源として活用することで、歴史が好きな人々の観光需要を

刺激することが可能となる。早急な全ぼうを把握に努めていただきたい。 

 

２．スポーツとカルチャーを創造するまち 

 

世界第２位の都市型公園として整備が進んだ千波湖を、ウォーキングやランニング

そしてサイクリングの拠点としての機能を強化してゆきます。 

また近年ＳＤＧｓやウェルビーイングの観点から、民間企業における自転車通勤の

推進が見直されており、２０２０年には国土交通省による「『自転車通勤推進企業』宣

言プロジェクト」がスタートするなど官民を挙げて自転車通勤の推進が示されている

ほか、企業における「健康経営」に注目が集まり、従業員の健康維持、運動の推奨な

どの取り組みが進んでいます。 

一方、国立環境研究所、地球環境戦略研究機関らの研究チームによると、国内主要

５２都市における平均的な市民による直接・間接的な温室効果ガス排出量（カーボン

フットプリント）について、水戸市はワースト１位となり、特に他都市に比べ「移

動」に対する環境負荷が高い傾向にあることが示されたことからも、環境に配慮した

まちづくりが強く求められています。 

提 言 項 目 

(1)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整備 

(2)自転車利用に伴う道路環境の整備と周知徹底 

(3)自転車通勤の推進およびサイクリングイベントへの支援 

 

(1)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整備（中部ブロック協議会） 

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、シャワールームやロッカーなどのスポーツを楽しむ人のための運動施設の整備は不

十分であり、利便性向上のための環境整備が必要であります。 

多くの市民がランニングやウォーキングで千波湖を利用していますが、ランニングス

テーションなどの整備が追い付いていない状況です。「健康増進のための総合施設」を

コンセプトをとしたフィットネスジム、シャワーやロッカールームのレンタル、レンタ

サイクルなどのサービスを総合的に提供し、市民もインバウンドも気軽に利用できる交

流の場になるような施設整備を整備することにより、そこへ集う人々の「ウェルビーイ

ング」を高めてゆきます。 
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提 言 内 容 

①ランニングステーションの設置 

 コンセプトは「誰もが気軽に手ぶらでスポーツを楽しめる」 

利用者から求められる機能 

 ・シューズやウエアなどのレンタル 

 ・ロッカールームやシャワールーム 

 ・専門スタッフによるアドバイス 

 ・ランニングステーション主催のイベントの定期開催 

 ②レンタサイクルの整備 

市内複数箇所にステーションを設け、ポータルサイトからの時間単位でのレン

タルを可能にする 

  ・レンタルした場所に戻すと電子マネーで一定額が返金される、乗り捨ても可能 

  ・レンタサイクルにはＧＰＳ機能を付加すれば位置情報から委託業者が回収 

 

(2)自転車利用に伴う道路環境の整備と周知徹底       （自動車・交通部会） 

サイクリングはインバウンドをはじめ観光振興策の一環として国を挙げて推進して

いるところであり、また昨今においては新型コロナウイルス感染症拡大によるソーシャ

ルディスタンスを確保したアクティビティとして注目されています。 

日本の道路整備は車優先に考えられてきたため、自転車優先道路については、まだま

だ整備が追い付いていないのが現状です。特に水戸市においては狭隘な道路が多く、自

動車・自転車・歩行者ともに危険を伴う箇所が多く見受けられます。また、昨今自転車

による歩行者との衝突事故が問題視されています。 

 

提 言 内 容 

①道路環境の整備 

少なくとも通学路および観光コースにおける自転車通行に余裕のある道路整備

されることで、市民の安全・安心と観光誘客に寄与するものと考えます。 

②自動車（大型車や普通車）の特徴などと歩行者に対する安全確保を指導する効果的・

継続的な教育 

   大型車は車体が大きく長いため、運転者がはっきりと見えない箇所（死角）が多

い。幹線道路での大型車と自転車の並走は大変危険なため、学校での安全教育や自

動車運転免許の更新にあわせた講習、自転車小売業者における自転車販売時の説明

など、さまざまな機会を通じて教育・学習を受けられる仕組みづくりが必要です。 

また、交通指導取締り等については、警察などの関係機関に働きかけていく必要

があります。歩行者との衝突事故も最悪死亡事故につながりかねないので、特に小

中高校での安全教育も必要です。 

 

(3)自転車通勤の推進およびサイクリングイベントへの支援 

（水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会） 

近年、ＳＤＧｓの進展により企業における自転車通勤の推進が見直されており、２０
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２０年には国土交通省による「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」がスタート

するなど官民を挙げて自転車通勤の推進が示されています。 

また、近年では企業における「健康経営」に注目が集まり、従業員の健康維持、運動

の推奨などの取り組みが進んでいます。 

国立環境研究所、地球環境戦略研究機関らの研究チームによると、日本の主要５２都

市における平均的な市民による直接・間接的な温室効果ガス排出量（カーボンフットプ

リント）について、水戸市はワースト 1 位となり、特に他都市に比べ「移動」に対する

環境負荷が高い傾向にあることが示されました。 

（https://www.businessinsider.jp/post-239828） 

こうした中で２０２３年に実施される茨城ディスティネーションキャンペーン（ＤＣ）

では、首都圏からの誘客促進として ＪＲ東日本による「サイクルトレイン」の運行が

計画されており、都内をはじめ県外からのサイクリスト誘客促進が期待できます。 

当所では２０２２年度中からプレＤＣ として運行するサイクルトレインに連動した

サイクリングイベントを企画し、県外サイクリストへ水戸及び県央地域の魅力、サイク

リング環境の周知に取り組んでいます。 

 

提 言 内 容 

①自転車ツーキニストの創出 

水戸商工会議所ではＳＤＧｓの観点から自転車通勤奨励企業を増やすための事業

として育成講座やセミナーを企画しているところであり、水戸市においても自転車通

勤月間の策定や国土交通省が実施する「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト登録

企業の推進など、自転車ツーキニストの創出に向けた取り組みの推進をお願いします。 

 

②茨城ディスティネーションキャンペーン（ＤＣ）への協力 

２０２３年１０月に予定されているＤＣでは、首都圏からの誘客促進として ＪＲ

東日本による「サイクルトレイン」の運行が計画されており、都内をはじめ県外から

のサイクリスト誘客促進が期待できます。サイクルトレインは今後、県外客やインバ

ウンドの需要を取り込む重要なコンテンツになることが見込まれることから、鉄道会

社と連携し、恒常的な運行をすることで年間を通じての誘客が期待できます。 

また、当所が主催する広域サイクリングイベント「水戸八景グルメライド」との連

動も検討しており、サイクリングを通じて水戸の魅力を県内外に広くＰＲする貴重な

機会となることから、開催に向けた支援をお願いします。 

③自転車専用レーン、サイクルラックの設置 

自転車専用レーンについては、早期的に幹線道路の整備に合わせた専用レーンを導

入し、同時に市役所をはじめ、いまだ完備されていない公共施設や商業施設、また新

市民会館や水戸芸術館など「ＭｉｔｏｒｉＯ（ミトリオ）」エリアの施設についても

順次サイクルラックの設置を推進願います。 
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３．心と体で感じるまち 

 

   コロナ以前より観光のあり方に変化が生まれています。それまでの団体旅行から個

人または友人、家族といった少人数で参加する観光が増えています。この流れはコロ

ナ後ますます加速するものと考えられます。 

これは民間旅行会社の統計データからも明らかで、訪れた先でどのような体験がで

きるかという質を重視した観光にシフトしていると言って良いでしょう。特に海外か

らのインバウンドについては、旅程を自由に組みたいというニーズが高く、これは個

人の価値観に合わせた複数のコンテンツを観光地が持つ必要があるということを意味

します。 

   自然を活用し非日常を体験できる施設や、水戸が育んできた文化を体験できる催し

などを造ることで「心と体で感じる」ことのできるまちを創造します。 

 

提 言 項 目 

(1)体験型施設の整備 

 (2)千波湖周辺の公園整備及びオールシーズンでの観光誘致の施策 

 (3)千波湖・桜川の水質浄化 

（4）水戸の宝「花火」を活用した新たなイベントの開催 

 

提 言 内 容 

(1)体験型施設の整備 

①小吹清掃工場跡地整備 

 アスレチックやキャンプ施設、コロナ禍で注目が集まっているグランピングなど宿

泊施設を設置し、自然をテーマとしたアクティビティを設けることで、さらなる地域

振興・観光振興に繋がるものと考えます。 

  特に近年、シャワーやトイレ、ベッドなどが完備されプライベート空間を維持し

ながらキャンプができるグランピング施設などが最適です。 

 ②千波湖公園グランピング施設の整備 

・常設ではなく、トップシーズンだけ限定的に設置されるグランピング施設 

・千波湖を望む場所で素晴らしい景色を堪能し、日常を忘れることができる 

・桜川と沢渡川合流部の猩々梅林付近若しくは月池と桜川の間、もしくはせせらぎ

広場などが候補地 

 

(2)千波湖周辺の公園整備及びオールシーンでの観光誘客の施策 

（小売商業部会・卸商業部会・観光サービス部会・中部ブロック協議会） 

水戸市は、「水戸の梅まつり」期間中多くの観光客が訪れる一方で、それ以外に注目

を浴びる観光誘客に向けたイベントが多いとはいえないことから、年間を通じて観光客

を呼び込むための対策が必須です。 

 

提 言 内 容 



12 

①市内を四季折々の花で楽しめる公園都市として整備する。 

水戸市には、梅のほかにも桜やつつじ、あじさい、萩など、四季折々の花が楽し

める素晴らしい景勝地と資源を持っている。それらを活用し一年中花を楽しめる公

園都市として整備し、歴史と共に水戸の魅力を高める。 

偕楽園、千波公園（西の谷公園、せせらぎ広場）、保和苑、水戸市植物公園、大

塚池公園、成就院池公園、七ツ洞公園、百樹園など。 

また、現在市内では商店街が整備している花壇や市民ボランティアが行っている

花壇、学生が行っているガーデニング実習などたくさんの取り組みがあることから、

市民にも見ごろの時季に合わせた情報発信をお願いしたい。 

②バリアフリー化 

超高齢化社会に向け、偕楽園へのアクセスをバリアフリー化し、観光客がスムー

ズに移動が出来るような仕組みづくり。 

③新たな観光スポットの創出 

水戸駅北口のお休み処と連携した提灯での演出。例えば当市への訪問割合が高い

台湾の提灯を活用した演出など。 

④インフルエンサーとのタイアップ 

インフルエンサーや自分と年齢や趣味、嗜好が近いユーザーには、根強いファン

が存在し、多くのフォロワーが信頼を寄せている。フォロワーはそこで得た情報を

深く知るために、公式のＨＰへと進み情報収集を行うことから、インフルエンサー

とのタイアップは、水戸の魅力をたくさん発信するのにとても有効な手段であると

いえる。 

⑤西の谷から千波湖へのアクセス向上 

歴史的に素晴らしいこの地が、あまり知られていないのが現状。「Ｍｉｔｏｒｉ

Ｏ」エリアの開発が進む中、千波公園や偕楽園と、中心市街地を結ぶ貴重な大動脈

であることから、回遊性の向上と魅力向上により利用者の増加に繋がるような活用

策が求められる。 

千波湖から偕楽園、沢渡川緑地公園への回遊性向上と、千波湖から西の谷を経由

して中心街へのアクセス性向上させる。 

千波公園の利用者は自宅から自家用車で訪れる方が多いとみられ、当該エリアで

完結した賑わいとなっており、水戸市全体の賑わい創出のためには千波湖、偕楽園

公園を中心とした千波公園からの回遊性向上が求められる。 

千波公園から中心市街地への徒歩によるアクセスルートとして偕楽園公園から

梅桜橋を渡り、偕楽園横、沢渡川緑地公園を経由してアダストリアみとアリーナへ

向かうルートと、また千波湖から県道３４２号を通り千波公園西の谷を経由して天

王町方面へ向かうルートがあるが、いずれもＪＲ常磐線をまたぐ必要があり、現状

ではアクセスルートとして十分に利活用されているとは言えない。 

 

(3)千波湖・桜川の水質浄化                （まちの資源活用委員会） 

千波湖および桜川では、毎年アオコが発生し、環境・景観を阻害し、時には悪臭を放

つなど悪影響を及ぼすこともあります。 
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霞ケ浦導水事業による導水が間もなくとなり、アオコ発生の解消が期待されますが、

これから重要となるのは千波湖への流入水量や千波湖の水質・アオコ等のモニタリング

です。国・県・市がしっかりと連携し実施する必要があります。 

また、もしアオコ解消がこの導水をしても不十分な事態が生じた場合、スピーディー

に原因を精査し万全の対応によりアオコ発生の解消が求められます。 

導水の増量により、当初のシミュレーション通りにアオコの発生を抑制できるかが大

きな注目点で課題です。 

抑制できなかった場合には、どのような対策を講じてアオコ発生を抑制するかの方策

を、スピーディーに対応をするために事前に検討しておく必要があります。また、モニ

タリングの際のモニタリング計画が適切かどうかも大変重要です。 

 

提 言 内 容 

千波湖周辺では、Ｐ・ＰＦＩによる事業が県や市により進行中で、今後観光誘致や交

流人口拡大等への期待が高まっていますが、肝心の千波湖のアオコが解消できなければ

本末転倒です。 

何よりも先ずは綺麗な千波湖を取り戻し、その美しい環境と景観を地域の大切な資源

としてまちの魅力向上と活性化に役立てること、そして今を生きる私たちの責任として

後世に繋いでいくことを最優先としなければなりません。 

  

(4)水戸の宝「花火」を活用した新たなイベントの開催    （まちの資源活用委員会） 

水戸市には世界に誇る株式会社野村花火工業があります。私たちは水戸偕楽園花火

大会をはじめ、折に触れその花火の素晴らしさを観賞することができます。 

しかし、花火も盛大に開催されるのは年間でその一回の大会だけであり、水戸の大

きな資源であるにもかかわらず十分に活用されているとは言い難い状況です。 

そこで毎年５月に野村花火をメーンとした新しいイベントを開催し、観光誘客に役

立ててはいかがでしょうか。新たな実行委員会を立ち上げ、水戸の飲食店の皆様の総

力を結集した飲食エリアも設けるなど、水戸の新しい魅力の一つとして定着させるこ

とができれば、海浜公園のネモフィラや笠間の陶炎祭などの後に、野村花火を鑑賞す

るために水戸に宿泊していただける企画となり、５月の水戸の新しい観光誘客の柱に

できるのではないでしょうか。 

新しい実行委員会の設置(市内の飲食店・土産品店の積極的参加)、スポンサー獲得

や有料席販売も含めた資金の調達方法、警察および近隣・関係機関との連絡調整など

課題があります。 

水戸偕楽園花火大会は黄門まつりに合せて千波湖で開催されますが、こちらは毎年

５月の新しい行事として確立させるため、開催場所も含めて検討し、差別化を図る必

要もあります。 

 

提 言 内 容 

・毎年、大型連休の５月に、国営ひたち海浜公園のネモフィラや笠間の陶炎祭と肩

を並べることのできるイベントとして、野村花火をメーンとした「水戸の花火と
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食」をテーマにした新しいイベントを開催する。水戸市内の飲食店の積極的な参

加を得て新しい実行委員会も設置し、水戸の総力を挙げてまちの魅力をアピール

し観光誘客に役立てるとともに、水戸の宿泊客拡大を図る。 

 

４．ウェルビーイングに向けたデジタル化するまち 

 

全国各地でデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進が図られています。

それに伴い行政サービスや民間が提供するサービスのデジタル化の実証実験も多く行

われております。木更津市などでは行政と金融機関、商工会議所がタイアップしたデ

ジタル地域通貨のサービスを提供しています。 

水戸市の行政サービスにおいては、コンビニエンスストアでの一部の証明書で取得

サービスが提供されているものの、市民が各種証明書を取得するためには紙で窓口に

申請し、本人確認の上で紙での交付が通常となっています。また許認可における各種

申請書も全て手書きの書類で窓口にての申請が基本になっています。 

これらをデジタル化することにより、ヒューマンエラーを無くす、２４時間の受付

対応、必要なときに必要な場所で必要なサービスが受けられるなどといった行政サー

ビスの効率化が図られます。また民間における商取引ではここ数年で電子マネーやＱ

Ｒコード決済が急速に普及しましたが、それはコンビニエンスストアや全国展開する

フランチャイズチェーンでの利用が主であり、地域の商店街では決済手数料や端末導

入の手数料を嫌って導入が進んでおりません。民間と行政をオンデマンドにかつイン

タラクティブに連携させることで、市民にウェルビーイングなサービスが提供できま

す。 

提 言 項 目 

(1)行政と民間サービスをつなぐ地域独自のデジタル地域通貨の導入 

(2)行政サービスのデジタル化推進 

(3)インバウンドに対応した観光インフォメーションセンターの設置 

 

(1)行政と民間サービスをつなぐ地域独自のデジタル地域通貨の導入（経済政策委員会） 

 

提 言 内 容 

・市民が行政サービスの支払いに利用できるとともに、インバウンドでも利用でき

るデジタル通貨の発行 

 

(2)行政サービスのデジタル化推進                 （経済政策委員会） 

 

提 言 内 容 

①証明書のコンビニ交付サービスの拡充 

（現 状）マルチコピー機のある店舗でマイナンバーカードを保持している住民

が端末を利用することで申請できる 

  （改善策）ｗｅｂ申請ができるようにし、受取場所の指定と同時に決済が行える 
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②企業が必要とする各種証明書のデジタル化 

  （現 状）企業が許認可取得時に提出する各種証明書は、窓口申請し紙媒体で受

け取っている 

  （改善策）電子入札のシステムを参考に、ＩＣカードを利用することで web申請

が可能にし、発行番号とパスワードで各企業内のパソコンでダウンロ

ードが可能とする 

 

(3)インバウンドに対応した観光インフォメーションセンターの設置 

（観光サービス部会・食でまちづくり委員会） 

 

提 言 内 容 

水戸市観光の情報発信の中心となるような施設機能への拡充 

 

①ハード面の充実 

観光客の利便性、また利用促進の向上を図るためには駅付近の空き店舗などを活

用しまた、出入口の幅（間口）を広げることで遠くからも認識でき、気軽に立ち寄

れる場所になる。マイムビル３階や北口再開発後のテナントビル内など。 

 

②ソフト面の充実 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）外国人観光案内所の認定「カテゴリー３」取得し、

多言語対応できるサービスを提供。 

大学の留学生の中から母国語に対応できる観光ボランティアを育成する。 

・インバウンド間の情報交換としての機能 

・ポータルサイトと連携した目的地検索システムの構築 

   ・水戸市の観光・イベント情報をポータルサイトで発信するとともに、Ｇｏｏ

ｇｌｅマップやＭａａＳと連携した目的地までのナビゲーションシステムを

構築する 

・ホテル予約・レストラン予約・レジャーの予約・バス案内・水戸の魅力を大画

面で紹介・バス案内・免税手続き・手荷物宅配・スマホ充電レンタルサービス

など 
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Ⅰ．経済対策 
１，中小企業振興策 

（１）水戸市プレミアム商品券事業の支援・継続（継続要望）    

〈小売商業部会、卸商業部会〉 

令和３年度に実施した「みとちゃんのプレミアム商品券」事業では一般枠、子育て支

援枠合わせ、５万セットに対し約８万６千セット分の申し込みがあり好評を得ることが

できました。 

プレミアム商品券による消費喚起は市民からの関心も高く、市内中小企業振興にも一

定の効果があるものと考えています。 

問題点・課題 

長引く新型コロナウイルス感染症の影響や急激な物価高騰による消費の冷え込みな

ど、市内の消費動向は依然として厳しい状況が続くものと予想され、経済刺激策の持続

的な展開が望まれる。 

提案・要望内容 

本事業を継続的に実施し地域経済の継続的な循環を図るとともに、商品券の一部を電

子化して発行し、消費者の利便性向上やキャッスレス決済の促進などにも繋げることを

提案いたします。 

実現による効果等 

前述のとおり、地域経済の継続的な循環が図られるとともに、実験的に一部を電子化

することによって消費者の利便性向上を図りつつ、市民のデジタル化の底上げも期待で

きる。 

 

（２）キャッシュレス決済の普及促進（継続要望） 

     ＜情報文化部会・水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会＞ 

令和元年度に実施された国や県主導のキャッシュレス還元事業によって、キャッシュ

レス化の普及が一気に進み、コロナ禍の状況の中でますますキャッシュレス化の生活が

浸透することが予想されます。 

観光インバウンドに関しても、観光ポータルサイトと連動して、キャッスレス決済が

できる仕組みの導入がコロナ禍で加速しています。 

 しかしながら、導入業者プランの選択の煩雑さ・導入後の手数料・機器導入にも費用

がかさむなど、いまだ導入していない店舗が多いのが現状です。 

問題点と課題 

・キャッシュレス決済導入の二極化 

 経済産業省の調査によると、キャッシュレス決済を導入していない店舗の未導入の理

由として多いのは「現状で特段不自由してない」というものです。しかしながら、消費

者がキャッシュレス決済未導入の店舗を回避している実情があり、キャッシュレス決済

のメリットや導入を促進する支援策が重要と思われます。 

提案・要望内容 

①店舗へのキャッシュレス決済導入の推進 
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キャッシュレス決済の導入方法のノウハウや費用助成施策の実施をお願いいたし

ます。 

特に小規模商店は導入費用や決済時の手数料を気にして導入に前向きではありま

せん。地元の金融機関とタイアップして市民も利用できる独自の電子マネーを創設す

れば、インバウンドに限らず一定の利用が見込めます。ソフト面でリピーターを増や

すための便利さをアピールできる施策も必要です。 

②消費者へのキャッシュレス決済の利用促進 

キャッシュレス決済利用の不安解消に資するサービスや、不正対策への取り組みの

訴求を通じて、無駄遣いやセキュリティ等に対する不安から利用をためらっている層

の不安要素を解消し、更なる普及促進に向けて取り組んでいただきたく存じます。 

  また、高齢者のスマートフォン普及率は低いため、交通系ＩＣカードでも利用可能

な決済端末の普及促進についても検討をお願いいたします。 

   

要望実現による効果等 

消費者の利用増により景気回復、および新たな消費拡大につながります。 

 

（３）商工業者へのコロナ対策支援について （継続要望）  

 ＜中部ブロック協議会＞ 

新型コロナウイルス感染症の変異株が次々と出現し、依然として経済への影響が長

期化し、多数の商工業者が疲弊しています。 

 本年５月の大型連休においては 2年ぶりに緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解

除され、観光地やイベントへの人出が前年ら大幅に増加しましたが、コロナ禍前の人出

までには戻らず、依然として飲食や宿泊、観光関連業者をはじめとする多くの商工業者

が厳しい状況に置かれています。 

国や県に加え、水戸市では独自商工業者への支援策を講じて頂いておりますが、地域

経済の停滞を防ぐため、今後も国や県が対象としていない商工業者への支援など、きめ

細かい施策の展開をお願いいたします。 

 

（４）原油価格高騰の影響を受ける運輸事業者への支援について（新規要望）    

＜自動車・交通部会＞ 

昨年秋以降から続いている原油価格の高騰は、ロシアのウクライナ侵攻や円安による

輸入価格の上昇などの影響から、運輸業者の経営を圧迫しています。当所では、令和３

年１１月２日から「原油価格上昇に関する特別相談窓口」を設置し、中小企業者に対す

る資金繰りや経営に関する相談に対応しているところです。 

問題点・課題 

①当所が今年実施した貨物運送業者へのヒアリングでは、ほぼ同じ仕事量でも燃料費を

比較すると３０％程度増加している。諸経費の削減にも努めているものの車両の修繕

費や人件費などは必須であるため、自主努力だけではどうにもならない状況にある。 

②運賃は荷主との交渉により決定するためコスト増加分を簡単に運賃に転嫁できず、特

に小規模事業者においては、交渉の余地もないのが実態である。 
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③バス・タクシーにおいても燃料費の上昇は同様であり、どちらも認可運賃のため、燃

料費（コスト）が大幅に上がったからと言って、簡単に運賃値上げができない。 

提案・要望内容 

水戸市においては「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応に係る緊急対策」とし

て運輸業や製造業への支援策を講じていただいておりますが、上記の状況が今後も長期

化することが予想されるため、以下の事項について要望いたします。 

 

①燃料購入費用の一部補助 

社会インフラとして重要な運輸事業者の事業の維持、改善を図るため市内運送業等

を営む事業者に対し、事業に要した燃料購入費用の一部補助を、今後引き続き支援い

ただきたい。 

②燃料サーチャージ制（コスト増減に伴う別建て運賃）の導入について 

燃料価格は不安定なため、今後の燃料コストの負担に伴う経営リスクに備え、事業

規模に関係なく適正価格で取引され、運輸事業への燃料サーチャージ制の導入につい

て、関係機関に働きかけをお願いしたい。 

③トラック運送業に係る「標準的な運賃」の時限措置延長と周知徹底 

「標準的な運賃」は、ドライバーの処遇改善を実現するうえで適正な利益を確保で

きる運賃水準に引き上げるための”目安となる運賃”で令和５年度末までの時限措置

とされている。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響から荷主との面談が行えず、

値上げ交渉が大きく出遅れたことから令和５年度末までとされている「標準的な運賃」

の延長と、あらゆる業界および関係機関に周知徹底をお願いしたい。 

実現による効果等 

バス・タクシーは市民の生活の足であり、燃料費上昇分の補助により、事業を継続で

きる可能性が高まる。 

 

（５）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・見積期間設定（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継続的に行うなど、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重要と考えます。また品質確保や地元

企業育成の観点から適正な競争原理および適正価格での発注や見積期間の適正化が必

要です。 

問題点・課題 

 当所工業部会及び建設部会において、会員事業所から下記の声が寄せられています。 

 

①新型コロナウイルス感染症対策及び価格高騰・円安の影響が大きい 

コロナ禍で地域経済が落ち込んでいる中、公共工事は波及効果大きいが、感染症対策

に関する経費が追加される場合がある。また、収束の見えないコロナ禍やロシアによる

ウクライナ侵攻、十数年ぶりの円安など、複合的な要因で建設資材の高騰や資材の確保

難が続いている。 
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②小規模工種類の請負価格が低い場合がある 

小規模工種の数量および施工困難な場所の施工は、通常価格では不可能な場合がある。 

③下請けを含めた地元企業への発注について 

指名競争入札の業者選定は、市内に本店、営業所等を有する業者の保護及び育成に配

慮されているが、下請け業者は県外・市外に発注している場合が散見される。 

④公共工事の品質確保について 

公共工事は、予算の関係上、時期によって工事発注の起伏が大きく、繁忙期には人手

不足などの問題が発生する。 

提案・要望内容 

① コロナ対策・価格高騰・円安対策 

公共工事予算確保に際し新型コロナウイルス感染症対策経費を組込んでいただき

たい。また、価格高騰、円安による建設資材や適正な経費の確保、工程の遅れが想定

されることから、今後の対策を講じていただきたい。 

② 見積もり金額への価格転嫁 

昨今の円安、物流の悪化による原材料の増加は、急な場合が多く、見積書発行時に

は価格が反映されていない。そのため急な価格上昇の際には、見積書を水戸市へ再提

出するなどで対応し、見積金額に価格転嫁する体制の構築を提案したい。 

③ 地元企業への優先発注 

引き続き地元企業にあわせ、受注事業者の下請け事業者も含めた優先的な発注およ

び物品調達、さらに、受注事者の偏りがないよう公平性を確保した体制づくりをお願

いしたい。 

④ 見積価格・期間の適正化 

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な

どにより、公平性を確保した上で施工中の進捗状況の把握と管理の強化し、適正な発

注をいただきたい。 

また、小規模工種の数量および施工困難な場所の施工は、通常価格では不可能な場合

があるため、小口割増等での単価改善をお願いしたい。 

 

⑤ 公共工事の品質確保 

公共工事は、予算の関係もあるとは思うが、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たい。併せて、公共工事品質確保のため、発

注支援を民間会社へ外注するための体制づくりを引き続き要望したい。 

 

※水戸商工会議所建設部会は、建設以外に、土木、設計、電気工事、建築コンサルタン

トなどさまざまな業態からなる部会です。多種にわたる建設関係者からの提案・要望を

取りまとめました。 
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（６）最低賃金引上げに係る支援（新規要望）            <正副会頭> 

今年１０月１日から、茨城県内の最低賃金が過去最高額となる３２円引き上げられ、

初めて９００円を超えて９１１円に改正されます。 

 

問題点・課題 

最低賃金の大幅な引き上げは、中小企業の事業継続と雇用維持に大きく影響し、厳

しい経営を迫られることから、以下の項目について対策を講じるよう支援をお願いし

ます。 

 

提案・要望内容 

①最低賃金引き上げによる人件費上昇分が適切に価格転嫁され、取引価格適正化が促

進されるよう「パートナーシップ構築宣言(※)」や価格交渉月間の推進について広

報・支援をお願いします。 

※価格決定方法等の取引適正化に企業が重点的に取り組む宣言 

 

②官公需について、賃金引き上げに伴う価格転嫁の徹底を図られるようお願いしま

す。 

実現による効果等 

取引の適正化を推進することにより、サプライチェーン全体での効率的な生産活

動が促進されるとともに、「優位的地位の濫用」や「買いたたき」などを抑制でき

る。 

人件費を価格転嫁することにより利益率が確保され、健全な経営に資することが

できる。 

 

（７）制度融資利子補給の継続（継続要望）        ＜金融・経営支援部会＞ 

水戸市の制度融資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信用保

証料補給が行われており、平成２９年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しました。 

茨城県の「新型コロナウイルス感染症対策融資」が令和３年３月末に申請受付が終了

し、５月末の融資実行をもって取扱いが終了したため、令和 3年度実績は件数ベースで

自治金融 247件、マル経１３件と多数の申し込みがあり、低金利である市町村金融（自

治金融・振興資金）、マル経融資は今後も多くの利用が見込まれます。 

問題点・課題 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や物価高騰、円安といった経営上の不安材

料が多いなか中小・小規模企業にとって利子補給・保証料補給は、事業者の負担の軽減

により経営改善に貢献することが期待される。 

提案・要望内容 

依然として厳しい経営環境が続く市内中小企業の今後の経営安定と地域経済の活性

化を図るため、令和５年度以降も引き続き自治金融・振興資金の利子補給および保証料

補給、マル経融資の利子補給を継続いただくとともに、更なる地域経済活性化を図るた
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め、現状の補給率１％の引き上げについてもご検討いただきたい。 

要望実現による効果等  

①市町村金融（自治金融・振興資金）の利用件数は前年比２２２％（Ｒ２年度１１２件

→Ｒ３年度２４９件）と増加傾向にある。金融機関の積極的な利用推進と低利という

メリットにより今後も市町村金融の利用増加を見込んでおり、利子補給による金利負

担軽減・保証料補給は多くの中小企業者の経営安定化につながる。 

②マル経融資の利用件数は減少しているものの、信用保証協会の保証を受けられない事

業者も利用できるケースもあり、新型コロナウイルスや円安、物価高騰などの影響を

受けた中小企業者にとっては有力な選択肢の一つとして捉えられており、マル経融資

においても市町村金融と同様に利子補給を行っていただくことで中小企業者の金利

負担を軽減し経営改善の一助となると考えられる。 

 

（８）デジタル化促進による行政手続きの更なる利便性向上について（新規要望） 

＜社会サービス部会＞ 

水戸市においては、各種手続きのオンライン化に向けて、第６次総合計画 －みと魁

（さきがけ）プラン－の中に、多様な分野における ICTの利活用を促進することが示さ

れています。 

電子申請できる手続きの総数についても、平成２４年度時点の２２手続きから令和５

年度までに３０手続きへの増加を目標に掲げており、デジタル社会の進展やウィズコロ

ナ・アフターコロナにおける非対面・非接触意識の高まりで、今後さらにデジタル化の

ニーズは加速していくと予想されます。 

問題点・課題 

当所社会サービス部会には様々な業種（医療・福祉・教育・クリーニング・廃棄物処

理など）の企業が所属しており、その事業内容も多岐にわたりますが、共通する問題点

として、「行政手続きに時間とコストがかかっている」ことが挙げられています。書類

が不備の場合は市役所窓口との往復や不足書類の取得などの業務が生じ、生産性向上・

働き方改革に逆行する恐れがあります。 

また、令和３年度に実施した当所会員事業所向けアンケート調査（３,１３４事業所

へ FAX送付／回答件数：４０１事業所）では、およそ４割の事業所が従業員の数に不足

を感じているとの結果が出ており、中小企業の人手不足が深刻化する状況で、行政手続

きに時間を割くことが難しくなっています。 

提案・要望内容 

①事業所のＰＣから安全にオンライン申請できる仕組みの構築と対象手続きの拡充（い

ばらき電子申請・届出サービス【水戸市】の拡充） 

中小企業においてもデジタル化による生産性向上や働き方改革が求められている

が、人手不足の現状からデジタル人材がいるとは限らないことから、サイバーセキュ

リティの観点に立って安心安全に利用できるシステムの構築と手続きの簡素化を推

進されたい。併せて、対象となる申請手続きを拡充し、利便性の向上による申請者の

時間・コスト削減を図られたい。 

②事業所の意見を聞く機会の創出 
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単なる電子化ではなく、デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサー

ビスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会の実現には、顕在・潜在ニーズ

の把握が重要と言えます。つきましては、アンケート調査やデジタル化推進に向けた

意見交換会を開催し、企業・市民目線に立った取り組みを推進されたい。 

セキュリティ面や技術面の課題など、それぞれの担当課における事情は存じていま

すが、事業所の利便性向上のためにも、年間の利用件数が多い手続きについては早期

実現に向けて着手していただくなど、更なる電子申請の推進をご検討いただい。 

また、現時点で決まっている方針や構想などがあればスケジュール等も含めお示し

いただきたい。 

 

（９）「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」を平成３０年度から取り組んでおります。 

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実践し、実際の業務を

肌で感じてもらう貴重な時間を提供しています。 

問題点・課題 

本事業は、子ども達の職業選択の視野を広げること、地元への就業意欲向上を図るこ

とを目的としており、毎年の継続実施が肝要です。今後は行政を含めた産学連携を推進

するとともに、地域一体となった教育支援につなげ、水戸の次世代を担う人材育成につ

なげることとしています。 

提案・要望内容 

令和４年度は、感染対策等を十分に講じた上で、「第３回みとっ子お仕事探検隊」を

開催するとともに、令和２年度に作成した「水戸を担う次世代育成委員会」ホームペー

ジ上において、オリジナル製作した職業紹介動画等を公開するなど、学校教材や地元企

業に関する情報提供を実施します。    

また、中学生を対象とした職場見学や職場体験等の協力事業所が掲載されたリストを

提供しており、キャリア教育の視点から教育効果に寄与しているところです。 

引き続き、令和５年度以降も「みとっ子お仕事探検隊」開催への協力・支援について

お願い申し上げます。 

要望実現による効果等  

職業選択の環境を作り、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られる。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。 
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Ⅱ．行政に対する要望事項 
１，環境および基盤整備    

（1）保和苑および周辺史跡などの観光客受け入れ態勢の整備について（継続要望） 

     ＜西部ブロック協議会＞ 

観光による集客は地域活性化にとって重要な施策の一つに位置づけられています。今

後、新型コロナウイルス感染症が収束に向かうにつれ、インバウンドを含め観光需要は

さらに高まりを見せることが予想されます。水戸市においても、観光客などの受け入れ

態勢の整備が求められており、観光資源の一つである、保和苑周辺の受け入れ態勢の整

備も急務であります。 

ロマンチックゾーンの魅力づくりについては、「水戸市第６次総合計画プラン-みと

魁プラン-」に明記されており、保和苑の再整備およびあじさいまつりなどのイベント

開催による新たな魅力の掘り起こしに取り組むこととされています。 

問題点・課題 

①保和苑周辺は、桂岸寺、水戸八幡宮（本殿は国指定文化財）、「大日本史」の編さん

に携わった学者や水戸藩の志士の墓が並ぶ常磐共有墓地、明治維新の志士たちをまつ

る回天神社、さらに愛宕山古墳（国指定史跡）、万葉ゆかりの湧き水・曝井（さらし

い）などがあり、重要な観光資源の一つとなっているが、街路灯、駐車場、トイレな

どが少なく、観光客の受け入れ態勢が整っていない。 

②ロマンチックゾーン周辺史跡の案内看板が少なく、観光地としてのＰＲが不足してい

る。また,保和苑周辺にコインパーキングなどが少なく、イベント開催時に不便。 

③旧生涯学習センター跡地が近隣にあるが有効に活用されていない。 

提案・要望内容 

①受入環境整備と情報発信の拡充 

受入環境整備は旅の満足度を高める土台。地域経済活性化の面でも、受入環境整備

は重要な意味を持ち、観光客がスムーズに移動し、満喫できる体制を整備することは、

消費を促すきっかけにもなる。保和苑周辺の駐車場・トイレ整備と街路灯増設を行う

事で周辺への観光客誘客および経済波及効果が期待できる。また、周辺史跡への案内・

誘導看板などの増設およびインバウンド誘致を視野に入れた多言語化のほか、ＳＮＳ

などを活用した情報発信の強化も併せて行っていく必要がある。 

②トイレの整備 

昨今インバウンドを誘致するならトイレと言われるくらい、観光地ではトイレの整

備が行われており、観光庁においても支援制度「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急

対策事業（インバウンド安全・安心対策推進事業）」などがある。必要に応じて、そ

れらの活用も検討。 

③イベントの開催 

あじさいまつりのほか、周辺史跡などを活用したイベントを開催。通年での誘客を

実現し、観光地としての魅力を高め、地域活性化につなげる。また、駐車場およびイ

ベント用地確保のため、旧生涯学習センター跡地を多目的に利用できるよう管理者で

ある県への積極的な働きかけを実施。 
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（２） 観光資源大塚池および成就院池の環境整備について（継続要望） 

＜西水戸ブロック協議会＞ 

大塚池は茨城百景にも選ら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遺産です。茨城百景にも選ばれていながら、観光客

は少なく、市民の憩いの場のみの利用となっています。 

 一方成就院池は、元禄時代、この地に存在した真言宗正覚院門徒の寺院「成就院」に

由来しています。また、準絶滅危惧種のサギソウは、一度姿を消しましたが、「大塚成

就院池サギ草を育てる会」の尽力で復元されました。 

問題点と課題 

①大塚池の活用方法 

市民の憩いの場として活用されておるが、観光客はいない。茨城百景として観光資

源として活用してほしい。 

②大塚池・成就院池の水質 

大塚池、成就院池の水は、滞留している場所があるため、水質が良い状態とは言え

ない。周辺環境にも悪影響を及ぼしている。また成就院池の流出口には、溜まった水

から羽虫が発生するなど水環境がよくない。 

③大塚池への出入り口、案内方法 

大塚池への入口がわかりにくく、駐車場も少ない状況。 

提案・要望内容 

①観光資源としての活用 

大塚池は、茨城百景であり、市民が多く訪れる憩いの観光資源なので、観光客も訪

れることのできるよう整備していただきたい。 

  また、入口が市民でもわかりにくいので、看板設置いただきたい。あわせて、多く

の市民および観光客を受けいれる体制を整えるため駐車場の整備もお願いしたい。 

②国道５０号南側の構造物整備 

観光資源として活用するため、水路敷地の構造物の整備を行い、水の滞留を除去し、

使いやすくしてもらいたい。 

③水質浄化・水環境整備 

民間企業等との共同事業によるアオコ除去実験や井戸からの地下水利用、大塚池南

門付近の道路雨水の引き込みなど各種施策の継続と更なる水辺環境改善のための水

質浄化を更に推進してもらいたい。また、サギソウを守るためにも、成就院池の水質

環境の改善をお願いしたい。 

 

（３）「千波公園」周辺環境の整備について（継続要望） 

 ＜情報文化部会、中部ブロック協議会、南部ブロック協議会＞ 

千波公園では、観光拠点としての更なる魅力向上に向け、Ｐ－ＰＦＩによる民間活力

の導入や、レイクサイドボウル跡地の駐車場整備が進んでいるかと存じます。しかしな

がら観梅時やイベント時など、千波公園西駐車場等が満車の際、近隣駐車場への案内が

なく、利用者が不便を感じる場面が見受けらます。 

迎賓機能を備えた「The 迎賓館 偕楽園 別邸」が開業されれば、県内外から多くの集
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客が見込まれることから、レイクサイドボウル跡地の駐車場整備や県道の右折レーンの

拡充等を実現し、受け入れ体制の強化および渋滞緩和に向けての取り組みをお願いいた

します。 

また、駐車場の整備と併せて、新たな中心市街地へ誘導する手段の検討や新たな観光

スタイルの検討をお願いいたします。 

問題点と課題 

①千波公園周辺の駐車場間の連携がとれておらず、満車の際に他の駐車場への案内がな

い状況が見受けられます。また、今後千波公園の整備が進むことで、交通量の増加に

伴う渋滞が予想されます。 

②レイクサイドボウル跡地周辺の渋滞 

 千波湖周辺の駐車場は日常的に多くの市民が利用しています。特に千波湖ふれあい広

場などでのイベント開催時には周辺駐車場が満車となり、渋滞が見受けられます。今後、

「The 迎賓館 偕楽園 別邸」の開業により、多くの集客が見込める一方、更なる周辺道

路の渋滞も懸念されます。 

提案・要望内容 

① レイクサイドボウル跡地周辺の駐車場整備 

レイクサイドボウル跡地の駐車場整備については、それ単体で捉えるのではなく、千

波山公園少年の森駐車場、千波公園 D５１駐車場を含めて体系的にとらえて計画を進め

るべきである。乗用車、大型観光バスの駐車スペースを再配置し、場合によっては既存

の道路の再整備をすることで、より利用しやすい駐車場となる。 

また、千波公園周辺駐車場間の連携の強化を行うことで利用者の利便性を確保し、観

光客の増加が図れると共にレイクサイドボウル跡地の整備、月池周辺の観光拠点整備と

併せて、周辺の道路整備を行うことで渋滞を緩和し、観光客の円滑な受け入れ態勢を整

えることで、利用者の増加が見込める。 

② レイクサイドボウル跡地周辺の渋滞緩和 

再開発に合わせて駐車場スペース再配置や県道の右折レーンの拡充に取り組むこと

で、渋滞の緩和につながる。 

③ 新たなモデルルートの策定 

市街地外縁の駐車場からまちなかに誘導する移動手段の確保や、レンタサイクルを活

用した新たな観光スタイルを構築することで、中心市街地活性化や新たな観光振興につ

ながる。 

 

（４）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渋滞緩和策について

（継続要望）             ＜水戸のカルチャー＆スポーツ創造委員会＞ 

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。更なるスポーツ振興および集客による賑わいの創出に向けて、ケーズデンキスタ

ジアム水戸の観客席増設、周辺環境の整備について要望いたします。  

問題点と課題 

①Ｊ１ライセンスに満たないケーズデンキスタジアム水戸の観客席数 
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  水戸ホーリーホックの本拠地であるケーズデンキスタジアム水戸の収容人数は約

１２,０００人と、Ｊ１クラブライセンスのスタジアム要件である１５,０００人には

満たしていません。一方で水戸ホーリーホックは民設民営での新スタジアム構想を発

表しています。 

②ケーズデンキスタジアム水戸周辺の渋滞 

水戸ホーリーホックの観戦には公共交通機関の利用推進が行われていますが、依然

として車での来客が多く、スタジアム周辺では渋滞が問題となっています。 

提案・要望内容 

①ケーズデンキスタジアム水戸の観客席増設 

  水戸ホーリーホックの新スタジアム構想の進捗状況を確認しつつ、観客席増設につ

いて検討をお願いしたい。また、新スタジアム構想については水戸市内での整備に向

けて水戸ホーリーホックとの連携・協力をお願いしたい。 

②ケーズデンキスタジアム周辺の渋滞緩和 

引き続き公共交通機関の利用促進や来場者の交通手段・交通ルートを検証の上、関

係機関や主催者と連携して新たな駐車場の確保をお願いしたい。 

 

（５）水戸駅バスターミナル利用環境整備（新規要望）     〈自動車・交通部会〉 

 

水戸駅周辺では大手門や角櫓の復元、新市民会館が整備されるなど観光都市としての

魅力が向上しているところですが、今後日本の人口減少とともに国内旅行者も減少して

いくものと思われ、アフターコロナにおいては、地域間での観光客誘致活動競争が一層

激化しているものと考えられます。 

 

問題点と課題 

水戸駅は、北口と南口の両方にバスターミナルがあり、それぞれ系統が多いことから、

目的地へ行くにはバスターミナルと停留所の確認のほか経由地も含めて乗車するバス

を確認しなければならず、初めて来水した方に対して案内することで、ホスピタリティ

の向上につなげる。 

 

提言の内容・要望実現による効果等  

・行きたいところで検索するシステムの構築 

水戸駅の改札口付近、もしくは観光案内所などに県内の大きな地図画面を設置し、行

きたい場所を指でタッチすると最寄りの停留所名や系統略図や時刻表、遅延状況などが

表示される機能を盛り込んだシステムを構築してはどうでしょうか。 

 

（６）市民会館周辺における駐車場の利便性確保について（新規要望）     

            ＜小売商業部会、自動車交通部会、観光サービス部会＞ 

令和５年７月に開館を予定している新市民会館については水戸芸術館と連携し、人々

の暮らしや文化を育み、基本理念である「ひと・まちが輝くステージ」として、中心市

街地の賑わい創出に寄与せるものと期待しています。 
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大規模ホールをはじめ、各種コンベンション会議、コンサートなどの催事に伴う大き

な集客が期待されていますが、駐車場に関しては３００台収容の市営駐車場が整備され

るのみで、近隣のコインパーキングの利用に言及しているため、大型催事が行われる際

には駐車場確保にともなう周辺の混雑などが想定されます。 

問題点・課題 

①近隣市町村の住民は、自家用車を利用して来水することが多いため、駐車場の整備が

必須条件であることから、周辺のコインパーキングと連携し推進する必要がある。 

②駐車場のキャパシティーとしては周辺部合わせて３,０００台分があるとされている

ものの、駐車場の利用に関して横断的な運用形態がとれないと利便性の低下につなが

る恐れがある。 

③以前の泉町地下駐車場のように大型の公営駐車場であれば、電光掲示板と共通利用券

による無料化などによる対応が可能だが、現在はどちらも機能しておらず、市民会館

利用者からの不満が想定される。 

④空き駐車場を探すためにノロノロ運転・急な右左折などで渋滞や事故などにつながる

恐れがある。 

⑤新市民会館の整備により、大規模な大会が誘致できるようになれば、大型バスを利用

する団体客も増えることから、大型観光バスの駐車場の整備は必要である。 

提案・要望内容 

①民間を含めた周辺駐車場の利用に関した一体的な情報提供 

市民会館周辺部の３,０００台分の駐車場に関しては、空き状況の確認、利用料金な

どの情報をリアルタイムで確認することができる仕組みを構築し、スマートフォンア

プリなどで一体的に表示できるシステムの提供、また市民会館利用者向けに周辺駐車

場の利用券の提供などの連携を図る。 

②駐車場入り口の空き状況を大きく表示する。 

  運転手が認識しやすいよう「空車」「満車」を大きく表示する。 

③公共交通機関の利用促進 

利用者には公共交通機関の利用を促進する仕組みづくりとしてクーポンの発行やポ

イントを付与する。 

④市内の大型バス駐車場の拡充 

昨年の回答では、弘道館東側にある多目的に使用できるスペースを大型バス用駐車

場として整備するとのことであるが、更なる拡充をお願いしたい。 

⑤駐車場の一元管理（マップ作成） 

大型バス駐車場についての問い合わせ先が不明であるため、管理している団体や予

約状況などが把握できる市内駐車場のマップを作成し、各団体の HP に掲載すること

で団体客の利便性向上につなげる。 

 

（７）交差点渋滞緩和策について（継続要望）        ＜自動車・交通部会＞  

新型コロナウイルス感染症の影響から、これまでバスで通勤していた人が車で移動す

るようになり、以前よりも長い渋滞が市内各所で発生するようになりました。 

問題点・課題 
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渋滞による速度低下と時間の浪費に伴い、経済的損失や Ｃo２排出の増大などの課題

が発生しているほか、物流コストの増加などにも多大な影響を与えています。 

提案・要望内容 

①近隣商店や住民へのアンケート調査、モニタリングなどを実施し、渋滞の原因を検証

し対策を講じる。 

②トライアル期間を設けて「一方通行化」の社会実験などを実施。 

実現による効果等 

欧米都市では、一方通行を積極的に取り入れることで、安全と円滑を実現しており、

信号機の数をはるかに少なくすることができるので、コスト面でも大きなメリットがあ

ります。また、歩行者と自転車それぞれの専用レーンも確保でき、安全な道路環境が図

ることが可能です。 

 

（８）河和田南交差点の観光地接続に係る右折車線および右折矢印信号の新設・道路整

備（継続要望）                   ＜西水戸ブロック協議会＞  

県道玉里水戸線（県道５９号線）河和田南交差点は、１日を通して交通量が多く、近

隣店舗への出入りも阻害されるなど影響が大きい交差点です。北関東自動車を利用する

観光客は、茨城西インターから来水されることが多いと考えられるため、地元市民だけ

でなく、本交差点を観光客も使っています。 

問題点と課題 

①渋滞が起きやすい 

交通量は多いが、車幅が狭いため渋滞が起きやすい。特に、茨城町から交差点へ入

ると右折専用車線がないことが理由にあげられる。 

②観光客や物流への影響 

茨城西インターからの観光客は、居住者だけでなく、多くの方々が河和田南交差点

を利用されるため、渋滞が発生しやすい。そのため、観光客は、交差点で足止めにな

り、観光時間を削られる可能性が高く、水戸のイメージを悪化する恐れがある。 

また、ケーズデンキスタジアムへの入り口のひとつであるため、水戸ホーリーホッ

クの試合前後は、交通量が増え、試合前後の時間も渋滞が発生しやすい状況である。 

提案・要望内容 

①右折信号の設置 

 茨城町方面から本交差点を利用すると右折専用レーンがなく、交通量も多いため、

渋滞が発生しやすい。そこで、右折専用レーンを設置していただきたい。 

②道路の幅を示す白線が見にくい、２車線への拡幅 

茨城西インター方面へ向かう場合、近隣店舗へ右折する際も、なかなか右折するこ

とができず、場合によっては交差点にはみ出た状態で信号が変わってしまうことがあ

るので、車幅を拡幅いただきたい。 

③観光案内の看板 

  観光地へつなぐ交差点、道路となるので、交差点に入る前に観光案内の看板を設置

いただきたい。偕楽園方面、水戸駅方面は方角が違うのでわかりやすい表示をお願い

したい。 
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(９)水戸市内の交通渋滞緩和・県道赤塚馬口労線に係る交差点の混雑緩和および

都市計画道路３・３・２号中大野中河内線の早期整備と松ヶ丘交差点から新原三

差路間の歩道整備・安全確保について（継続要望）  ＜西部ブロック協議会＞ 

現状・背景 

水戸市では、朝夕の通勤・通学時間帯などを中心に、水戸駅や市街地周辺などで

交通が集中し、激しい渋滞が発生しています。 

西部ブロック内では、常磐大学方面の自由ヶ丘から続く県道赤塚馬口労線は、国

道５０号との自由ヶ丘交差点において、通勤時間帯に右折待ちの車両による渋滞が

多発。上市８７号線と県道との交差点では、県道の車線（自由ヶ丘交差点へ向かっ

て左車線）が前述の右折渋滞により塞がれているため、上市８７号線から右折する

ことが困難な状況で、同交差点の混雑悪化が続いています。 

また、偕楽園などの市内中心部において休日や観光シーズンに交通集中による渋

滞が発生しています。 

松が丘交差点から新原三差路間の歩道が狭い上に排水溝蓋の設置が不安定かつ、

隙間がある箇所(カラオケ館西原店前など)があり、歩行者にとって危険な状態とな

っています。 

問題点・課題 

①混雑緩和 

日本で発生する渋滞損失は年間で約１２兆円にも上り、水戸市内においても、経

済効率の低下等を引き起こしています。また、渋滞で速度が４分の１になるだけで

燃費の消費量は２.５倍にもなり、排気ガスの増加による環境負荷も２倍となる。

そのため、効率的かつ効果的な渋滞対策を実施していく必要があります。 

休日や観光シーズンにおける渋滞は観光の質を悪化させ、チャンスロスにもつな

がります。 

②歩行者の安全確保 

ヒールなどを履く女性のほか、子供や高齢者にとって、狭い歩道や排水溝蓋の不

安定な設置はケガや事故の原因につながります。 

提案・要望内容 

■水戸市全体 

国・県・警察など関係機関との連携いただき、対策の実施を要望。 

①迂回道路などの整備および案内 

 市街地を迂回する都市計画道路３・３・２号中大野中河内線(水戸勝田環状道路)

などの整備を進めることにより、交通量の抑制・分散を図る。 

②交通容量の拡大(車線数を増やすなど)。 

 交通量に対し、容量不足の道路を対象に車線数を増やす。 

③ＩＣＴ、ＡＩ等を活用した対策の検討 

国土交通省で、ＩＣＴ・ＡＩ等の技術を活用し、交通需要制御などのエリア観光渋

滞対策の実験・実装の推進・支援を実施している。必要に応じて、活用を検討。 

■西部ブロック内 

④自由ヶ丘交差点の県道赤塚馬口労線側に右折レーンの増設。 

⑤該当路線に設置されている信号機設定の最適化、上市 87号線と県道の交差点信



31 

号機の感応式化のほか、円滑な交通に必要な対策を関係機関と協議・連携の上実

施してほしい。 

⑥松が丘交差点、新原三差路間の歩道整備および安全確保を実施してほしい。 

実現による効果等  

・渋滞による経済損失の解消。 

・環境負荷の低減。 

・休日や観光時期の渋滞解消による、観光地としての魅力向上につながる。 

・渋滞混雑の緩和による定時性・速達性および松が丘交差点から新原三差路間にお

ける歩行者の安全確保。 

 

２，中心市街地活性化策  

（１） 中心市街地における居住環境整備（利便性向上）（継続要望）  

 ＜中部ブロック協議会＞ 

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。 

 令和元年にビジネスホテルが開業し、交流人口が創出される機会が増えましたが、ま

ちなか居住者のための利便性の高い施設はなかなか増えていない現状です。 

問題点と課題 

・利便性の低い居住環境 

中心市街地における食料品や生活必需品を購入する施設が少なく、高齢者にとって大

きな問題となっております。平成 30 年に南町２丁目に新設された分譲マンションの 1

階部分に、地域のニーズに即したミニスーパーが入居しましたが、まちなか居住者のた

めの利便性の高い施設はなかなか増えていない現状です。 

提案・要望内容 

①施設誘致について 

 中心市街地の生活利便性向上に向け、食料品を取り扱うスーパーマーケットや、生活

雑貨、日用品を取り扱うドラッグストアなどの商業施設の誘致について引き続きよろし

くお願いいたします。 

②事務所等開設促進事業補助金の拡充 

 補助金の利用を検討しても申請し、承認後にしか工事等に着手できないなど、利便性

の改善を求める声が聞かれます。利用促進につながるよう、制度の見直しをお願いいた

します。 

 

（２） 定期的巡回タクシーの運行について（継続要望）  

＜小売商業部会、中部ブロック協議会＞ 

水戸市内の路線バスは、他地域と比較すると路線数が多く停留所も数多く設置されて

おり、利便性が高い交通機関であります。 

しかし一方で、利用者の中には路線バスが乗り入れていないエリアにある医療機関や

商業施設への利用に移動手段の不便さを感じている利用者も一定数おります。 

問題点・課題 
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・郊外における交通インフラの再検討 

 市内には公共交通機関の空白地区が存在し、医療機関や商業施設へのアクセスに不便

さを感じている利用者が一定数存在し、そのような地域においては、１,０００円タク

シーを運用しているかと思います。しかし、日曜日や祝日などは利用できない、運行時

間も短いなど、利便性に課題が見受けられます。 

提案・要望内容 

①路線バスの運行ルートの再編成 

郊外と中心市街地間の移動が円滑に行えるよう、引き続きバス路線の再編と乗り継

ぎ環境の整備を進めていただきますようお願いいたします。また、郊外には各観光施

設やスポーツ施設が点在していることもあり、観光客にとっても円滑な回遊ができる

ような路線編成、案内等、整備を進めていただきますようお願いいたします。 

②巡回タクシーなどの整備 

路線バスが乗り入れていないエリアには、定期的な巡回タクシーとして１,０００

円タクシーを運用しているかと思いますので、限定した対象地点と対象地区の区域間

のみの利用ではなく、呼び出しバスのような利用者が自由に出発地点と目的地を設定

できるような利便性を高めることで、高齢者の利便性向上と買物難民解消、市内施設

の回遊性の向上につながると思いますので、市内を回遊できるバス、タクシーなどの

利便性強化を要望します。 

【参 考】高萩市で実証運用している呼び出しバス「ＭｙＲｉｄｅのるる」 

提言の内容・要望実現による効果等  

専用アプリにより、乗車したいバス停へバスを呼び出せるシステム。既存のバス停９６

か所に加え、バーチャルバス停２８か所を追加し、利用者は自宅からより近いところか

ら乗車でき、より目的地に近いところで下車できる。 

 

(３)まちなかのオープンテラス営業に係る道路占用許可申請の緩和について 

（新規要望）                    ＜食でまちづくり委員会＞ 

令和２年６月、国土交通省は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店を支

援する目的で、沿道飲食店等の路上利用の占有許可基準を緩和し、水戸のまちなかで

もテラスを活用して営業する店舗が見受けられました。これは、まちなかで飲食店が

オープンテラスを利用することで、新しい生活様式、アフターコロナを見据えた取り

組みです。 

問題点・課題 

①あくまで特例扱いの取組み 

 道路空間でのビジネスは原則禁止されており、オープンテラスの取組は、コロナ禍

における時限的な取組。 

②申請が困難 

 今回の申請は地方公共団体または関係団体による一括占用のみのため、各個店から

の申請は不可。団体に加盟していない店舗は参加することができない。 

③車の排気ガス 

国道50号沿道のため、バスや自動車などの排気ガスが、飲食店へ影響がある。 
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提案・要望内容 

①常時申請受付 

 アフターコロナにおいて、密にならない空間の活用は重要と考える。特例での扱い

ではなく、常時申請をしていただけるよう働きかけをお願いしたい。 

②申請の簡素化 

 地方公共団体または関係団体による一括占用のみの申請方法を、各個店での申請も

可能になるよう簡素化の働きかけをお願いしたい。あわせて、水戸市へ権限が委譲さ

れるよう体制づくりもお願いしたい。 

 

 (４)まちなか固定資産税軽減と企業立地助成制度の改正（継続要望）        

   <小売商業部会> 

中心市街地の空き店舗率は、令和３年時点で１７.０％と平成２６年値の２１.４％

にくらべ改善はみられるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による退店の

動きもあり、引き続き厳しい状況が続いています。 

また空き地が駐車場となる事例や、マンション建設による商業地の減少など、商業

地域としての側面が薄れつつあります。 

問題点・課題 

①中心市街地、特に国道５０号沿いの沿線は固定資産税が郊外に比べ高いことから、

地価（家賃）を下げにくい状況があるため、新規出店に対する負担が大きい。 

②現行の企業立地促進補助金は郊外型の大型工場、商業施設を対象とした制度のた

め、中心市街地の小規模の出店には対応しにくい。 

提案・要望内容 

創業者が新規出店するうえでハードルとなる家賃など固定費を削減する必要があり

ます。 

中心市街地および下市地区の商業区域における空き店舗の解消を目的に、家賃の引

き下げなど一定条件を満たした賃貸主に対する固定資産税の軽減など、空き店舗への

出店ハードルを引き下げる施策の実現を求めます。 

また現行の企業立地促進補助制度に関しては対象面積の兼ね合いから中心市街地な

どの既存商業区域への出店は対象となりにくいことから、同制度の見直しを行い、小

規模の企業出店にも対応した制度となることを要望いたします。 

 

 (５)空き店舗率の改善に向けた取り組みへの連携と支援について（継続要望）   

 <中部ブロック協議会＞ 

当所では、平成３０年度から、「水戸まちなか空き店舗見学ツアー」の実施や「水

戸まちなか空き店舗ナビ」などを活用し、空き店舗率の改善を図っています。 

令和３年度の中心市街地の空き店舗率は１７.０％となっており、前年比１.０ポイ

ント改善していますが、水戸市中心市街地活性化基本計画で定められた目標値の１６.

０％とはいまだ開きがあるのが現状です。 

問題点と課題 

・空き店舗率の目標率未達成 
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中心市街地の空き店舗率は「水戸まちなか空き店舗見学ツアー」や「ワグテイル」

での起業・創業セミナーなどのイベントの開催により、前年比では改善傾向にありま

すが、水戸市中心市街地活性化基本計画で定められた空き店舗率の目標値には届いて

いないのが現状です。 

提案・要望内容 

①ワグテイル利用者への案内 

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

との連携をお願いいたします。 

②各種支援制度の更なる周知 

コロナ禍において企業や事業所等の地方移転に係るニーズが高まっていることか

ら、創設された「サテライトオフィス等開設促進補助金」をはじめとする各種支援

制度の更なる周知に努めていただくとともに、制度利用の際の簡便化・即効性をお

願いいたします。 

 

（６）Wi-Fi 接続設備のＰＲおよび民間施設への Wi-Fi 整備助成（継続要望）   

 ＜中部ブロック協議会＞ 

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。 

また、災害時の通信手段にも活用できるほか、人流・行動のビッグデータを活用し、

まちづくりに活かす取り組みにもつなげることができます。 

提案・要望内容 

①Ｗｉ－Ｆｉスポットの案内と助成制度 

茨城県では、ＩＢＡＲＡＫＩ ＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉについて、官民施設を問わず、

多くの施設で導入が進んでいますが、ＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉの導入場所を知らせるツ

ールがＨＰしかなく周知する機会が少ないと思われます。そこで、導入場所をＰＲで

きるマップなどを作成して、ネットワーク化を図るとともに、さらにＷｉ－Ｆｉの導

入を促すためにも民間事業所がＷｉ－Ｆｉを整備する際の助成制度創設を要望しま

す。 

②Ｗｉ－Ｆｉスポット周知物の作成 

  Ｗｉ-Ｆｉが利用可能な施設やＷｉ-Ｆｉのアカウント名とパスワードが記載され

たエリアマップの作成や各種観光マップに掲載するなど、関係機関と連携のうえ、利

用促進をお願いいたします。 

③Ｗｉ-Ｆｉ導入のための助成制度 

  キャッシュレス決済の促進にもつながるよう、民間事業所がＷｉ-Ｆｉを整備する

際の助成制度の創出をお願いいたします。 

④Ｗｉ-Ｆｉを活用したサービスの提供 

Ｗｉ－Ｆｉの提供地域内に入った利用者に対し、観光や飲食、買物等のクーポン提

供やスタンプラリーを実施して商業振興に寄与するような仕組みの検討をお願いい
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たします。 

※八王子市「Hachioji Free Wi-Fi」などの先進事例あり。 

 

 

 (７)中心市街地における防犯カメラの設置、設置助成金の創設（継続要望） 

＜小売商業部会、卸商業部会、情報文化部会、中部ブロック＞ 

 現在、水戸駅や大工町の繁華街などに５８台、市民センターや学校を始めとする公

共施設を含め約８００台の防犯カメラが設置されているかと思います。安心安全なま

ちづくりは、誘客の促進、商業の振興にも繋がります。 

問題点と課題 

・中心市街地の犯罪防止、抑止効果 

 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、被害がで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。 

 また、コロナ禍においては空き巣などの犯罪が繁華街では増加しており、犯罪を防

止・抑止するためにも防犯カメラの増設は有効だと考えられます。 

提案・要望内容 

①防犯カメラの継続的な増設 

 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、定期的に一定数の設

置を継続することと一括で管理することが、犯罪の抑制力をより高めることに繋がり

ますので、毎年継続的に防犯カメラを設置いただくことを要望いたします。 

 また、将来的には防犯カメラを活用して人流データを収集し、街づくりに活かす取

り組みについての検討をお願いいたします。 

②民間への防犯カメラ設置補助創設 

 民間への防犯カメラ設置について、より多くの事業所で設置が進むよう、設置に関

する助成金の創設を要望いたします（例：宇都宮市など他都市の先進事例あり） 

③防犯カメラの増設による犯罪抑止力検証データの公表 

  防犯カメラの増設による犯罪抑止力の検証データを公表することで、民間主体に

よる設置の推進にもつながります。 

 

（８）スケートボードができる環境整備について（継続要望） 

＜小売商業部会、中部ブロック協議会＞ 

現在、中心市街地では若者が街にある縁石や施設を利用して夕方や夜間にかけてスケ

ートボードを行い、周辺住民やほかの通行者への迷惑行為が発生しています。 

これは、安全に利用できる環境が整っていないために起こっていることでもあります

ので、スケートボードを安全にできる施設を整備することにより、一部で迷惑行為とな

っている事例や事故の軽減が期待できます。 

問題点と課題 

・スケートボード利用者における迷惑行為及び犯罪行為の防止 

水戸駅及びその周辺でのスケートボード利用は禁止されているにもかかわらず、スケ

ートボードに興じる若者は後を絶たず、それによる駅利用者への迷惑行為や駅周辺店舗
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への客足の減少などが危惧されます。 

また、水戸駅北口のペデストリアンデッキからスケートボード利用者が落下し、重傷

を負う事故が発生しているほか、迷惑行為を指摘されたスケートボード利用者が逆上し、

暴行を行うなどの事件も発生しています。これ以上のトラブルを避けるためにも早期的

な問題解決が必要です。 

提案・要望内容 

①スケートボードが安全にできる施設の整備 

  スケートボードを安全に楽しめる施設を整備することにより、一部で迷惑行為とな

っている事例や事故の軽減が期待できます。また、若者が中心市街地に愛着を持ち、

長期的なにぎわいや、プロスポーツとしての発展にも繋がると考えます。 

つきましては、中心市街地の空き駐車場や千波公園西の谷などを活用し、手軽かつ

安全に利用できるスケートボード場の整備をお願いいたします。 

 

３,中核市としての充実について（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と考えます。 

問題点・課題 

■中核市としての機能が活かしきれていない 

 保険衛生行政の分野においては、県から移譲された事務権限を活かした、新型コロナ

ウイルス感染症対策への一定の評価ができる。一方で、その他施策等について中核都市

としての機能がまだ十分にいかされていないように感じる。 

 中核市移行の概要にあるように、市民が誇れる住みやすいまちづくり、特色を生かし

た自立したまちづくり、選ばれる魅力的なまちづくりを目指しているが、なかなか進ん

でいない。 

提案・要望内容 

・市民の意見を集約する意見交換会の開催 

 昨年度の回答に「新たな総合計画の策定に向けた市民１万人アンケートによる市民ニ

ーズの把握に努めながら」と記載されているので、上記のまちづくりを目指すために、

市民アンケートを活用することが必要と考えます。 

つきましては、アンケートを有効活用する意見交換会の機会を実施いただき、全国に

さきがける内容をピックアップし、実行に移す体制の構築を提案いたします。 

 

 

 


