
将来像
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６



私たちの水戸っぽライフ

まちなか再生計画

-挑戦心を育む、コンパクトなまちなか暮らしの提案 -



まちなかの方向性

挑戦心を育むまちなかへ

新しい時代の魁として、
ワクワク感があり、日々更新。常に何か新しい。毎日生まれる街。

水戸に来れば、常に何か新しいことが待っている。

かつて、幕末の志士たちを奮い立たせた水戸のまち。
この混迷の時代に、ウォーカブルなまちづくりで水戸らしさを取り戻す。

さあ、挑戦してみよう！

まちなかの用途や交通体系などの
都市構造の改変を

SDGｓや
人中心等

水戸らしいコンテンツの充実で
居場所づくりを

人中心のまちなかにするための
空間デザインを

歴史の中で育まれた
水戸っぽのマインドを大切に

課題のまとめ

ウォーカブルな空間づくりで
居心地が良く歩きたくなるまちなかへ

都市構造の改変で
コンパクトシティの実現を

まちなかの方向性

挑戦心を育む
まちなか

ウォーカブル
な空間

コンパクト
シティ ▶ ▶

▶

▶
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私たちが目指す“水戸のまちなか”とは！！



３．令和水戸のチャレンジ（挑戦マインドを育む）挑戦心を育む
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私たちの考える、水戸街なかのありたい姿

写真出典：Photo by Pixabay,Unsplash

「誰もがもっている挑戦心」を育むために

誰もが持っている挑戦心、を育むために
人が働き、住み、学び、遊ぶ

コンパクトで、居心地が良く歩きたくなる、ウォーカブルなまちなかに

https://unsplash.com/s/photos/market-peoples?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


～私たちの水戸っぽライフ～

挑戦心を育む、コンパクトなまちなか暮らしを取り戻す

57

未来ビジョンのコンセプト
水戸のまちなか再生計画



コンセプト

居心地が良く歩きたくなるまちなか

ビジョン実現のための都市デザイン

コンパクトシティの実現

ビジョン実現のための都市デザイン 挑戦心を育むサイクル

挑
戦
心
を
育
む
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
な
か
暮
ら
し
を
取
り
戻
す

徒歩圏にすべてが揃う
まちなかづくり

ウォーカブルな空間づくり

▶ ▶
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コンパクトシティの実現（交通体系の提案）

例えば、まちなかへの流入車両を制限し、
公共交通＋徒歩を中心とした便利で快適な交通体系を実現する。

🅿 🅿

🅿

🅿

🅿 🅿

🅿
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退屈な移動時間を「楽しいひと時」に変える、公共交通のモビリティや、
関連施設（サイクルラック、バス停、案内板..）のデザインと、お得な制度。

交通計画の考え方

撮影：中山佳子

コンパクトシティの実現（交通手段の提案）
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都市構造の考え方

×1/2

×3

×1.4

×2/3

コンパクトシティの実現（都市構造の変革）

城郭都市 外延化した街 コンパクトシティ

外延化した街から、時間をかけて、コンパクトな街を取り戻す。
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用途の考え方（住居・業務・学校・商業）徒歩圏にすべてが揃うまちなかづくり（まちなかへの再集積）

郊外に拡大した住居、商業業務等をまちなかに誘導・再集積し、
徒歩圏に職住学遊の用途が混在・融合、すべてが揃うコンパクトなまちなか暮らしを。

日常使いに加え、非常時の防災拠点としての機能も想定する。

現 状 将 来
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住まうことへの空間と考え方

写真出典：発表者撮影

徒歩圏にすべてが揃うまちなかづくり（住まうことへの提案）

住まいは、まちなか暮らしの拠点。喧騒から切り離された要塞ではなく、
賑わいや屋外空間に接続し、多様なスタイルを受容できる実験的な住まいの空間。
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まちなか暮らしを身近なものにするために

既往の制度をPR・拡張し、まちなか暮らしへのハードルを下げる仕組みづくりや、
空きビル・老朽化した共同住宅のリノベーションにより、優良住宅のストックを増やす。
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多地域居住、パラレルワーク、専業特化、自己研鑽活動、起業、起業トライアル…。
多様な働き方を受容れ、挑戦を応援する気分・仕組み・開かれた場のあるまちなか。

また、SLOC、ロハス、手づくり感などのニーズに応えるお店づくりを。

働くことへの考え方と空間

写真出典：発表者提供（※以外）
Photo by Unsplash （※）

※ ※

※

徒歩圏にすべてが揃うまちなかづくり（働くことへの提案）

https://unsplash.com/s/photos/market-peoples?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


まちなかで働くことを身近なものにするために

古いオフィスビルをリノベーションしてリモートワーク、コワーキングスペースに。
若い起業家を育成する場づくりやプログラムづくりを進め、

さらには空き店舗のリノベーションを支援し、若者による起業を後押し。
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まちなかで遊ぶうちに知合った人とのつながりが、気付けば学びになっていた。
学びに真摯に向き合ううちに、人生を楽しくする遊びになっていた。

そんな体験が生まれる、屋内外で人のための居場所がたくさんあるまちなかがいい。

学ぶこと、遊ぶことへの考え方と空間

写真出典：発表者撮影

徒歩圏にすべてが揃うまちなかづくり（学び遊ぶことへの提案）
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まちなかで楽しみながら学び、遊びを楽しむために（游於藝）

かつて水戸藩士たちがまちなかで六芸※を見出し、日々学び、余暇を楽しんでいたように、
歴史や芸術、スポーツなどを活かした優れたコンテンツに出会えるまちなか。

今の水戸の街にある萌芽・兆しを大切に、様々な気付きやきっかけに出会えるまちなかに、
そんな水戸のまちなかには、幕末のように全国から志の高い人々が集まる。
※游於藝 芸とは六芸＝礼(礼儀作法）、楽(音楽）、射(弓術）、御(馬術）、書(習字）、数(算術）などの学問武芸



69

ストリートを人の居場所に買える、実践のためのアイディア集ウォーカブルな空間づくり（ストリートデザインの活用）

敷地境界を視覚的に曖昧にした沿道空間の活用や、

ストリートとセットバック空間の一体的なデザイン

①沿道環境の設え ②歩車道境界の設え

シームレスな空間を形成するデザイン上の創意工夫や安
心感と居心地の良さを提供するカーブサイドの設え、シェ
アドスペースの思想によるストリートの再生

③歩行・滞留空間の設え

沿道商店主等のニーズを踏まえて植栽や散水設備を設置や柔軟な考え方によるバリアフリーへの配慮、仮設
のファニチャーを活用したフレキシブルな設え

出典：ストリートデザインガイドライン



挑戦するために、閃き、たくらみ、
共鳴する場、実験する場
職住学遊近接のコンパクトなまちなか

趣味や自己研鑽活動を拡げる
イベントに参加する、企画する

新規出店、起業チャレンジ

♥

水戸っぽ
ライフスタイル

People

Action

Program

Place
空間

人々

行動

仕組み
挑戦を育む、ムードを作る
挑戦を応援する制度を作る

アイディアが閃く
実現するためにたくらむ

挑戦したい人々が共鳴し集まる

挑戦する人 ▶ 挑戦する場 ▶ 挑戦できる仕組み ▶ チャレンジ・アクション ▶ さらなる挑戦へ

コンパクトなまちなか暮らしを取り戻し、挑戦心を育むサイクル



♥

水戸っぽ
ライフスタイル

People

Action

Program

Place
空間

人々

仕組み
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人々（主人公）

行動



主体となる人々 ＝アクションを起こす

・まちなかで住む人、働く人、学ぶ人、遊ぶ人

・まちなかに関わり、挑戦したいことがある人

・まちなかを何とかしなくちゃ、と思っている人

応援する人々 ＝スキル・資金・心理的支援

・水戸に縁のある人で、まちなかの再生を願っている人

・水戸の再生を願い、大都市で培われたノウハウ・学術や財産を提供する人

EX: 水戸外に住む、水戸出身者、在京水戸出身者・関係者

・水戸に縁はないけど、好意的に思ってくれている人

72

本ビジョンの主人公（ターゲット）

まちなかで生きる人、まちなかで挑戦したい人

サポート



水戸っぽ
ライフスタイル

People

Action

Program

Place
空間

人々

仕組み
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空間（場づくり）

行動

♥



Lively City

Street for automobile

Not friendly to Walker

Not Smile street

Parking CityP

Ghost City

Street for Peoples

Friendly to Walker

Smile street

Park City

👻

人々のためのまちなか

歩行者に優しいまちなか

笑顔で溢れる、開かれたまちなか

居場所の多いまちなか

職住遊学が近接した、日常を生きるまちなか

車のためのまちなか

歩行者に優しくないまちなか

笑顔が少ない、閉ざされたまちなか

増えすぎた虫食い駐車場

空洞化したかつてのハレの場

ウォーカブルな空間づくり（場づくり）

車から人中心のまちなかで、挑戦できる場づくり



水戸っぽ
ライフスタイル

People

Action

Program

Place
空間

人々

仕組み

75

仕組み（制度とマインド）

行動

♥



仕組みとしての制度とマインド醸成

挑戦心を育て、促進し、支援する仕組み

挑戦心を後押しする制度

・道路空間の再編や転換のための制度
・多様な空間利活用のための制度
・起業家育成、起業支援のための制度
・魅力的な店づくりのための制度

挑戦心を後押しするマインド醸成

・共感の輪の拡大、プロモーション
・失敗よりも挑戦を評価する文化の醸成
・現代版旦那衆、寄付文化の醸成

制度

マインド醸成

挑戦したい人 アクション▶

▶

▶



水戸っぽ
ライフスタイル

People

Action

Program

Place
空間

人々

仕組み

77

行動（チャレンジ）

行動

♥



まちなかでみんなが挑戦したいこと（アイデア）

居心地が良く歩きたくなる場でやってみたい

①道路空間の活用
芝生、ベンチスペース、ポケットパーク、テーブル、屋台、キッチンカースペース

②公園・広場の整備、活用
南町2丁目裏通り駐車場に公園、大通りに街路樹帯、店と店の間に緑、裏通りに緑を

③空地・駐車場の活用
駐車場出入口の変更、沿道部分に芝生、屋台スペース

④インフラとしての仕込み
wifi、せせらぎ、車道や歩道の美装化（ブロック別）

⑤魅力的な店づくり
ブロック別の特色、誘致制度の整備

⑥プロモーションの実施
各種メディアを活用したプロモーションの実施

⑦道路空間と交通体系の再編
例えば、トランジットモール化：歩道＋自転車道＋公共交通2車線
裏通りのコミュニティ道路



歩 道

車 道

公 園
広 場

＜こんなことをしたい＞
・一休み、飲食、オープンカフェ、日替わりキッチンカー、屋台村、ストリートレストラン、マルシェ、朝市
（店先）、夜市、年代やテーマに合わせた茶話会、夏は浴衣で夕涼み会、花火、よりみちベンチ、勝手にリビン
グスペース、移動図書館、フォトブース、情報発信、MITOの今の見える化、パフォーマーが街を彩る
＜こんなツールが欲しい＞
・ベンチ、テーブル、ステージ、水道、広場、緑、花、植物、植樹、デジタルサイネージ、バス停足湯、水府提
灯、まちなかトイレ、ミストシャワー（夏）、インタラクティブアート、ビオトープ、光（夜空、陽光）、オセ
ロや将棋
＜その他の仕掛け＞
・エリアごとの舗装パターンやエクステリアの統一、トリックアート（街中に散在）、まちなかアート、歩道に
LEDによるアクセント、小川、水の音、噴水、滝、せせらぎ、裡路地に水の流れがある場所(小川とか噴水とか)、
点々と足湯、車にじゃまされない（自転車通らない、駐車場の入り口もない）、情報を残せる共有できる空間

・水戸芸術館のタワーと弘道館記碑をつなぐ道路の色を染める、新市民会館～西の谷～千波湖のアスレチックルー
ト、エリアごとの舗装パターン、エクステリアの統一、ブロックごとの歩行者天国（イベント時）、ケーブルカー
的な乗り物、水戸駅から大工町まで貸しセグウェイで移動、込埋式LEDによるアクセント

＜こんな広場が欲しい＞
・ポケットパーク、芝生広場（街中でピクニック）、テントサイト、テーブル＆ベンチ、木とベンチ（例：ナンキ
ンハゼやエノキ）、木製の階段、ウッドデッキ、自由に使える机・イス、林、竹林、水辺（池）＆噴水、滝、ス
テージ、小型の野外ステージ、屋外の武道場、花壇、水府提灯、掲示板的なもの、西の谷に降りるエレベーター
＜こんなことに使いたい＞
・お弁当が食べられる（ベンチや椅子がたくさん）、マルシェ、夜市、屋台横丁、屋台村、世界の朝ごはん、ス
ケートボードパーク、ビオトープ、キッズパーク、多言語交流パーク、パブリックビューイング、スポーツ大会開
催、フォトブース、パフォーマーが街を彩る、芝の上で野点、夕日を眺める場所（木製の階段、ウッドデッキ）、
オセロや将棋、カードゲームができる、健康器具が設置してある公園（器具を使って健康促進）
＜特定の場所で＞
・MITOナイトマルシェ（水戸芸）、街の芝生イベント（芸館その他）、まちなか論語塾（三の丸）、
シネマ（空堀）
・ランニングステーション（市民会館）

まちなかでみんなが欲しいこと・したいこと（アイデア）

79



空 地
駐車場

インフラ

その他の
仕掛け

＜こんなのがあるといい＞
・バスケットコート、スケートパーク、クライミングウォール、ボルダリングができる広場、スケボーができる、
バスケができる、駐車場足湯、ビオトープ、花壇、みんなの花壇（土に触れる、地域の方と花を育てる）、まちな
かトイレ、木製の階段、ウッドデッキ、裡路地に水の流れがある場所(小川とか噴水とか)、道路沿いの芝生や緑、
道路沿いの屋台・キッチンカー
＜こんなことしたい＞
・マルシェ、茨城野菜マルシェ、地元野菜中心の朝市、夜市、屋台村（リーズナブルな…）、屋台横丁、日替わり
キッチンカース、アングラの聖地（建物の活用）、まちなかキャンプ、高校生が集まるスケートボードパーク、パ
ブリックビューイング、夕日を眺める場所（木製の階段、ウッドデッキ）

・モータープール、自転車パーキング、バイクパーキング、次世代パーソナルモビリティ＆充電ステーション、小
さなバス、自転車専用道（種類別）、バリアフリー、歩行者専用道路（ボードウォークなど）、路面照明、明るい
街灯、Ｗｉｆｉ、Ｗｉｆｉステーション、モバイル充電ステーション、景観条例、街路樹や植栽、指定避難所、
シェアサイクル、貸し出しブランド自転車(試し乗り)、ケータリングカー、ベロタクシー、ビルとビルをつなぐ空
中歩道、街中どこでもwifi、坂道と路地と高低差、ストリートミュージアム

・ルーフトップ（屋上）シネマ、千波湖ジップライン、まちなかジップライン、まちなかバンジー、まちなかオリ
エンテーリング、地下街、鰻の寝床、宿泊マルシェ、水戸夜祭り、水戸野音祭、まちなかスポーツ「3on3・フット
サル」、地元企業とのタイアップイベント、北関東一のコミケ＆コスプレ、まちなか演劇フェス、ラジオとクラブ
で音楽フェス、K－ＰＯＰイベント＆コリアンタウン、まちなかスケボー大会(中高生中心)、動物イベント(里親探
し)、新市民会館から街中の回遊を誘発する動画・画像をディスプレイ表示、ウォーキングアプリによる街中回遊
支援、ストーリーによるエリアの付加価値化、ジャズが-流れる街、中心市街地を対象とした位置ゲー、パワース
ポット巡り、おひとり様専用ライフスタイル、ウォーキング＆食べ歩きカロリーゼロ理論コース、ガラスでオープ
ンな空間（外へつながる、ただしオープンでありながら植え機等で遮蔽）、屋上庭園、シンボルツリー、ランニン
グ＆ウォーキングコース、ランニングステーション、スポーツ大会開催、街中宅配サービス、職人フェス、シャッ
ターや壁に絵(アート)を書く、水戸駅から大工町経由水戸駅 障害者&70歳以上1周マラソン大会、泉町地下駐車場
で肝試しなどイベントを開催、水戸の中心市街地神社仏閣巡り（お札やご朱印がもらえる）、健康ステーション
(ウォーキングやマラソンの集合場所、ロッカーやシャワー)、駐車場の無料開放

まちなかでみんなが欲しいこと・したいこと（アイデア）
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みんなが思う「欲しい」「したい」を「行動」へ

81

まちなかに関わるみんなが「自分ゴト」で考える、街のためにもなる

「やりたいこと」「得意なこと」「好きなこと」を挑戦できるまちなかへ！

息子も小学生になって

少し時間ができたし、お客さんに自慢の

料理をふるまってみたいな・・

まちなか駐車場を使った

週に2回のキッチンカー広場にある

シェアキッチンで腕を試してみよう！

クリエイター職の仲間を集めて

まちなかの空き店舗で

シェアオフィスをやってみよう！

ミーティングスペースを解放して、

生産者直売の

茨城産野菜マルシェもいいね！

得意な演奏とＳＮＳコミュニティを使って、

音楽系高校生をあつめた

まちなか音楽祭を開催する！

ストリートに、野外ステージや、

仲間と会議するテーブルセットや

WIFIがあったらよいな

40代・自営業

お子様・主婦 10代・高校生



一周まわって、
共感した人々を呼び込み、
次の社会実験のムーブメントをつくる

水戸のまちなかは、
パブリックマインドをもった
みんなのやりたいことが
挑戦できる場所になる

日々新しいことが起きて、出会いがある

だから、歩いて暮らす日常が、楽しくなる

ずっと社会実験

それが新しい水戸っぽライフスタイル

広域都市圏・水戸のエリア価値再生へ・・・

水戸っぽライフスタイルが根付き、拡がっていく

82

共感した人々
呼び込む

フィードバック
して改変する

次のアクション
が起きる



広域都市圏における水戸のエリア価値向上へ
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日々新しい日常を満喫できるのが、

水戸のまちなかであって、

そんな暮らし振りが水戸のまちなかの新しい風景。

新しい何かが沸き起こるようなエネルギーを感じたくて、

水戸のまちなかの風に吹かれたくて、

多くのチャレンジャーが集まってくる。

私たち自身のフィールドを、

私たち自身がワクワク感を持って満喫する姿こそ、

水戸のまちなかの新しい魅力であり、

結果として広域都市圏をリードする水戸のまちなかの新しい姿である。

・多くのチャレンジャーが集まる

・広域都市圏の中心

・時代に先駆け、変革をリードする



「ようこそ！」

「行ってらっしゃい！」

新しい日常

「いつもの」まち
とっておきの一日「さあさあ、奥へどうぞ」
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出典：水戸市中心市街地活性化基本計画

ブロック別のイメージ

水戸市中心市街地活性化基本計画における「各地区の活性化の方向性」を踏まえ、居心地が良く
歩きたくなるテーマを、ブロックごとに設定する。

本ビジョンの
考え方

大工町周辺地区 泉町周辺地区 南町周辺地区 水戸駅周辺地区

水戸市
中心市街地

活性化
基本計画
における
各地区の
活性化の
方向性



水戸駅周辺地区 「人々を迎える歴史の薫るまち」

三の丸地区における弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史的建造物復元整備等により，歴史的資源の 更なる利活用を

推進する。あわせて，水戸駅周辺の大型商業施設，商店街等の集積と一体となった回遊ルートを整備することによ

り，水戸市の玄関口，来訪者を迎えるまちの顔として，都市的魅力の向上を目指す。

水戸市中心市街地活性化基本計画

大通り
（北 側）

大通り
（南 側）

裏通り
（南 側）

【ペデストリアンデッキ～南町1丁目交差点】
・洋服店、本屋、ブックBAR(本がたくさんあるBAR)、インテリア雑貨店、アンティークショップ、FCファストフードチェーン
・アートワークスペース、DIYアトリエ（レンタル作業場）、サテライトスタジオ（ラジオ・TV）、レンタルスタジオDIY素材専門店
・納豆専門店、お土産屋
・バスケットコート、スケートパーク、クライミングウォール、まちなかバンジー、ジップライン、ストリートミュージアム、屋上庭園

【三の丸北地区再開発周辺～水戸警察署】
・オープンテラスのあるカフェ（夜も営業）、お茶(green tea)や紅茶が飲める専門店
・キッチンが付いたレストラン、料理教室や自分で料理が作れる店、パン作りが学べるパン屋
・全国のお米が買える米屋(かまど炊きでお握りを販売)、甘味処、名物常陸秋そば団子ぜんざい
・SOHO、コーワーキング、シェアオフィス、ワークショップスペース、イベントスペース、サテライトキャンパス（大学）
・英会話スクール、カルチャースクール

【東照宮周辺～M-WORK周辺】
・地元クラブ(サッカー、バスケ)の試合映像を流しているカフェ、チャレンジ店舗、ミニシネマ、ミニコンサートホール
・駄菓子屋、洋食屋、定食屋、バー、居酒屋、雑貨屋、水戸の中心市街地神社仏閣巡り お札やご朱印がもらえる
・骨董市、フリーマーケット（東照宮境内）

水戸駅周辺（まちなかの玄関としての役割）

店舗等のアイデア

活性化の方向性

本ビジョンでのイメージ 「ようこそ！」 「行ってらっしゃい！」

水戸駅周辺 玄関口＋ようこそ＋格付け＋歴史＋学問＋塾 → きちんとした雰囲気 スーパーブロック

※御三家、城下町、県庁所在地の雰囲気を伝える格調高いモノトーン（白黒）

銀杏坂周辺 安く飲める＋テイクアウト＋アジア的＋古本や古着（リサイクル）＋食べ歩き＋女子高生

→ 老いも若きも 楽しく賑やかな 輪になって楽しく 安い

アジア的テラス ちょっと座れておしゃべり 車座 半円形のベンチ すぐ移動

目の前に雑然とした街

飲食店も物販店も、おこずかいで買えるちょっとした物ばかり ※老いも若きも元気の出る明るい元気な色



南町周辺地区 「業務機能と暮らしが両立するまち」

商店街とオフィス街の活性化に向けて、若者向けのファッションや飲食店等の集積促進とともに、まちなか居住の

促進に伴う生活利便性向上に係る商業施設等の誘致により、歩いて暮らせるまちづくりを目指す。

水戸市中心市街地活性化基本計画

店舗等のアイデア

活性化の方向性

南町周辺（まちなかの居間・リビングとしての役割）

南 町 マンション＋家族で暮らす（閑静）＋安心安全で健全な子供の遊び場＋生活必需品

（日 常） 大企業＋サラリーマン＋徒歩＋毎日の食事＋オフィス用品

（気軽に） → 井戸端的お茶が出来る のんびり読書 働きながら食事 コワーク 遊び場 職住近接

芝生とテーブル（向かい合って食べる、パソコンに向かい合う） 目の前に家族的雰囲気

飲食店も物販店も、日常の（毎日の）暮らしや職場を支える（最寄品）

※単身赴任者が気持ちよく住めるワンルームマンションを。単身者に選ばれる街に

彼らが２年間で体験できる「茶」のコース、とか。（これは泉町か）・・・水戸の学びに触れる

※家族的な、日常的な、ホッとするファミリーカラー

裏通り
（北 側）

大通り

裏通り
（南 側）

【現状＝役所・大企業支社・高校・芸術館】
・サラリーマン、OL：朝コーヒー買ってから出社するカフェ／ランチミーティングが出来るカフェ／打ち合わせもできるコワーキングスペース／静

かに残業できるバー／店舗と歩道が繋がっているカフェ
・高校生、学生：安心して自習できるスペース／本屋＋カフェ
・主婦：幼稚園、保育園送り迎えの合間に使えるカフェ＋コインランドリー
・単身高齢者：図書館の活性化／夜遅くまで座れるカフェ

【空き店舗・大企業の支社・銀行・保険会社・新築ホテル】
・サラリーマン、OL：日中打ち合わせ＋仕事ができるカフェ／地元の産品を使った飲食店／

気軽に泊まれるホステル／静かに残業できるカフェ
・高校生、学生：お金かからずに安心安全に自習できるスペース（フリーWiFi）
・主婦：コインランドリーカフェ

・単身高齢者：少量で買える地元農産品の直売所

【現状＝古い建物・空き家・駐車場・病院・黒羽根町・定食屋】
・サラリーマン、OL：クラフトビールが飲めるバー／飲んだあと気軽に泊まれるホステル／

屋上に露天風呂があるサウナ／
・高校生、学生：テイクアウトのカフェ／自習スペース
・主婦：アパレルショップ／アクセサリーショップ／オーガニックカフェ／地場産品販売
・単身高齢者：地域のコミュニティになるコインランドリーカフェ

新しい日常 新しい「いつもの」まち本ビジョンでのイメージ



泉町周辺地区 「芸術・文化の中心としてのまち」

新市民会館 整備事業により、水戸芸術館と泉町１丁目南北地区が一体となった芸術、文化、商業の交流拠点の形

成を推進する。あわせて周辺のアート・クラフト系ショップ等の商業 集積の活性化を促進し、芸術・文化の中心地と

してのまちづくりを目指す。

水戸市中心市街地活性化基本計画

店舗等のアイデア

活性化の方向性

とっておきの一日本ビジョンでのイメージ

泉町周辺（まちなかの客間としての役割）

裏通り
（北 側）

大通り

裏通り
（南 側）

泉 町 水戸芸術館や市民会館、京成百貨店などへの来訪者・・カルチュラルクリエイティブ層、ロハス

→ ちょっと高いけど、良い雰囲気の中で、良いものだけを （ハレ）

（オシャレに） 欧州風テラス席 コジャレた 感性が研ぎ澄まされた、ノイズがない、余韻を楽しむ

お一人様空間、並んで座る、目の前に美しいもの 一街区丸ごとコンセプトショップ

飲食店も物販店も、手づくり感、手触り感のある洒落た店（ちょっと高い）

※芸術文化の薫り高い、大人の雰囲気、大人の色

【地元の人たちの日常のニーズに対応】

・絵本専門の小さな本屋、誰もが利用したくなる多世代交流スペース(公民館の進化版)

・パン作りが学べるベーカリー、そば作りが学べるそば屋

・スナック横丁(5～6人でいっぱい)地元の学生が内装やインテリアを手掛ける、ペットの衣食住が揃う店

・60歳以下お断りの洋品雑貨店

【新市民会館・芸術館を利用する人たちのニーズに対応】

・お茶や紅茶が飲める専門店 台湾茶の入れ方の作法を教えてくれる、ガーデニングやギフト用の花を扱う専門店

・常陸秋そばや地場産を使った甘味処、和紙や便箋・ポチ袋などを扱う小物雑貨店、黄門さまゆかりの料理が食べられる店

・美容室(ヘアサロン・エステ・歯のホワイトニング・マッサージなどが揃っている)、女性専用フロアがあるビジネスホテル

・ミニ放送局施設 動画配信

【芸術と文化のイメージを大切にした店舗】

・地元の旬の素材を提供する寿司&あんこう料理店、アートギャラリー&カフェ、ブックBAR(本が読み放題)

・芝居小屋(演劇・漫才・カラオケ発表会・ミニコンサート)

・千波湖が見渡せるスーパー銭湯 (銭湯に千波湖の絵)

・アニメや鉄道オタクなどのマニアックな専門店、テラリュウムが作れる店



大工町周辺地区 「飲食業等の集積を生かしたもてなしのまち」

飲食店等の集積や隣接する 偕楽園などの地域資源を生かし、うなぎ料理やあんこう料理など地域ならではの飲

食産業の集積を促進し、観光・食の回遊ルートを形成することで、観光客や来街者を おもてなしするまちづくりを

目指す。

水戸市中心市街地活性化基本計画

店舗等のアイデア

活性化の方向性

「さあさあ、奥へどうぞ」本ビジョンでのイメージ

大工町周辺（まちなかの奥座敷としての役割）

大工町 カフェバーやスナック、水戸を味わう（鮟鱇、鰻）

→ 水戸のディープさ 奥行き 猥雑さ 匿名性

※水戸のまちの奥行きを感じさせる、深い色

裏通り
（北 側）

大通り

裏通り
（南 側）

【水戸随一の歓楽街】

・ライブハウス、小劇場、ディスコ

・喫茶店（夜も営業しているカフェ）、ジャズ喫茶(アンバーハウスの様な)、フードコート的な食事スペース

・BＡＲ、しぼりたて地酒BAR、新鮮なビールが飲めるビール工場、洋食屋、新大久保的なコリアンタウン

・地元クラブ(サッカー、バスケ)の試合映像を流しているカフェ、チャレンジ店舗
・水戸の歴史が学べ、黄門さまゆかりの料理が食べられる料亭、スタミナラーメン横丁
・大洗港から水揚げされる魚を使った居酒屋、昼と夜のオーナーが違う飲食店

【様々なお客様をお迎えする】

・オシャレなレストラン、スタミナラーメン横丁(色々なスタミナラーメンが食べられる)、屋台村

・ケータリングカーが集まる広場、揚げ物を中心としたデリカテッセン(総菜屋)、テイクアウト専門おにぎりや

・24時間営業のスーパーマーケット、高倉町珈琲店のようなゆったりスペースのカフェ、クラフトビールが飲めるビールファクトリー
・夜だけ開院するクリニック、リーズナブルなビジネスホテル、シャッターや壁に絵(アート)を書く

【アンダーグラウンドワールド】

・温泉を復活させてスーパー銭湯や足湯公園、バスケットコートやスケートボード・ローラースケートができる広場

・ラーメンの屋台

・釣り堀、熱帯魚店
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7 ロードマップ



実現に向けた戦略

90

官民が連携し、ビジョンを共有し、役割分担しながら、短期・中期・長期の事業に取り組む。

「車から人中心のまちなかを取り戻す」ためには、
コンパクトシティとストリートデザイン、２つのアプローチが必要。
本ビジョンは、車中心からコンパクトで人中心のまちなか暮らしへの、
ライフスタイルの変革提案である。

「車から人中心のまちなかを取り戻す」



実施体制（役割分担）

自
立
・自
走
シ
ス
テ
ム
の
構
築

広域交通体系の再編

多様な空間活用の推進

魅力的な店づくりの推進

プロモーション活動の実施

行政、建物オーナー
商店街、まちみとラボ

商店街、まちみとラボ
水戸商工会議所 等

商店街、まちみとラボ
建物オーナー、出店者

まちみとラボ
水戸商工会議所 等

ウォーカブル関連事業
道路交通網の再編 等

公共空間等を活用した
社会実験、利活用 等

店舗ツアーや起業セミナー
空き店舗リノベーション 等

イベントやウェブサイト、
パンフレットでの発信 等

施 策 実 施 主 体 実 施 内 容

コンパクトシティの実現と徒歩圏にすべてが揃うまちなかづくり、ストリートデザインによるウォーカブルな場
づくり、さらにはプロモーション活動等のについて、施策の性質ごとに実施体制を整理する。
この中で、水戸市中心市街地活性化協議会は、まちなかの各種事業・施策等を推進し、水戸のまちなか大通り
等魅力向上検討協議会は、空間利活用のあり方や実証実験、検証等を推進する。

道路空間の再編・転換

行政（国・県・市）

行政、不動産事業者
建物オーナー 等

環状線の整備、
トランジットモール等の検討 等

外延化した住居、商業業務機能等
をまちなかに誘導・再集積 等

ウォーカブルな空間づくり

コンパクトシティの実現

徒歩圏ですべてが揃うまちなかづくり

プロモーション・情報発信

多様な用途や機能の誘導



実施施策（戦術）

「実現に向けた戦略」に基づき、コンパクトシティとストリートデザイン、
２つのアプローチについて、時間軸と具体性に配慮し、施策を展開する。



コンパクトシティの実現に向けたプロジェクト

以下のプロジェクトについて、今後、実施事業として検討する。

コンパクトシティの実現
広域交通体系委の再編
・外郭道路の整備
・自動車利用率の低減、まちなかに向かう通過車両を減らす
まちなか循環バスの開設
・まちなか循環バス１：生活・内周線
・まちなか循環バス２：観光・外周線
車から公共交通への乗り換えターミナル整備
・まちなか入口部分に自家用車の乗り継ぎ駐車場を整備

徒歩圏にすべてが揃うまちなかづくり
外延化した街からコンパクトな街へ戻す
・住居、商業業務等のまちなか誘導
・非常時の防災拠点としての機能整備も
まちなかで住まうことへの支援
・多様なライフスタイルを受容できる住まい空間の整備
・まちなか居住推進施策の展開とリノベーションによる優良住宅ストックの増加へ
・まちなか居住を推進するソフト整備、リノベーションも活用したハードの整備
まちなかで働くことへの支援
・古いビルのリノベーション等による、多様な働き方を受容できる場づくり
・多様なニーズに応えることのできる店づくり
・起業家育成プログラムやリノベーションによるお店づくり支援
まちなかで学ぶことや遊ぶことへの支援
・歴史や芸術、スポーツなどを活かした優れたコンテンツの整備
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ウォーカブルな空間づくりに向けたプロジェクト

ウォーカブルな空間づくり
道路空間の再編・転換、車両進入制限・沿道民地活用による大通り・裏通りの滞在性向上
・10分圏内（800ｍ）の歩行者ネットワークの拡充、滞在性向上、まちなかWIFI整備
・公共交通、徒歩、小型モビリティを中心とした大通り滞在性向上
・裏通りのコミュニティ道路化（歩車共存道路）
・偕楽園、千波湖エリアへのアクセス強化、歩行者ネットワークの拡充、滞在性向上

空地・暫定利用地の緑地・サードプレイス化、みどりのネットワーク拡充
・芸術館～新市民会館～京成百貨店の景観整備・活用
・駐車場のサードプレイス化
・M-SPO広場、西の谷、芸術館広場の活用、紀州堀の歩行空間活用
・ParkPFIや民間活力導入によるアメニティ向上

空き店舗の活用により、起業トライアルオフィスやチャレンジショップの創出
・空き店舗を活用したチャレンジキッチン、チャレンジショップの日常化
・リノベーションによるコワーキングスペースの活用
・屋内外パブリックスペースを働く場所に

開発予定地の街並みルール策定誘導
・開発事業での街並み・景観づくりの誘導

小規模商店街の沿道一体利用
・仲通りや大工町飲食街、宮下銀座のコミュニティ道路化、まちなかフードホール

空き店舗活用のスキームづくり
・モデル事業の候補箇所選定、チャレンジショップ開設に係る所有者協議、等
・様々なコンテンツの実験的誘致、等

まちなかで生きる人や挑戦したい人への支援
・挑戦心を後押しする制度やマインド醸成
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主要プロジェクト案

再開発等予定地



全体像 ー現状ー

再開発等予定地



自動車利用率と、まちなかの通過車両を減らす

自動車利用率を低減
まちなかに向かう通過車両を減らす

MOBILITY OUTLOOP 

再開発等予定地



まちなか循環バス 路線整理

BUS/TRUM LOOP 1
まちなか循環バス1 生活・内周線

BUS/TRUM LOOP 2
まちなか循環バス２ 観光・外周線

再開発等予定地



車⇔公共交通 乗り換えターミナル整備、車両進入抑制

PARK & RIDE
まちなか入口
自家用車の乗り継ぎ駐車場

再開発等予定地



歩行者ネットワークの拡充、滞在性向上

WALKING
BICYCLE
SMALL MOBILITY

徒歩、自転車、低速モビリティ

再開発等予定地



歩行者ネットワークの拡充、滞在性向上

800m=10min

8
0

0
m

=
1

0
m

in

再開発等予定地



道路空間の再編、車両進入規制による、大通り・裏通りの滞在性向上

公共交通、徒歩、小型モビリティ
を中心とした大通り滞在性向上

まちなかと偕楽園・千波湖
エリアへのアクセス性強化

観光ルート位置づけ強化

裏通りの車両進入規制

大通りと裏通りの回遊性向上

WALKING
BICYCLE
SMALL MOBILITY

徒歩、自転車、低速モビリティ

裏通りの車両制限・滞在性向上

再開発等予定地



空地・暫定利用地の緑地・サードプレイス化、みどりのネットワーク拡充

西の谷の歩行空間活用

紀州堀の歩行空間活用

ParkPFI・民間活力導入による
アメニティ性向上

駐車場のサードプレイス化

まちなかＷＩＦＩ整備

駐車場のサードプレイス化
M-SPO広場の空間活用

芸術館広場の活用

芸術館～市民会館～京成の景観整備・活用

FREE

※

※

※写真出典：水戸市HPより

再開発等予定地



チャレンジショップの日常化

空き店舗の活用により、起業トライアルオフィスやチャレンジショップの創出

空き店舗を活用した
チャレンジキッチン

屋内外パブリックスペースが
働く場所にもなる

リノベーションによる
コワーキングスペースの活用

再開発等予定地



まちなか居住を推進するソフト整備、リノベーションも活用したハードの整備

再開発等予定地



開発予定地の街並みルール策定誘導、小規模商店街の沿道一体利用（まちなかフードホール）

仲通り、大工町飲食街の
コミュニティ道路化

まちなかフードホール

宮下銀座 まちなかフードホール

開発事業 街並み・景観づくりの誘導



歩行者中心のコンパクトな街なか暮らしに向けた、モデル地区での実証実験

【実証実験モデル地区】

裏通りの車両制限
まちなか駐車場の暫定公園化

シャッター商店の活用支援・起業支援
貫通通路活用による回遊性向上策

再開発等予定地



自立自走のためのマネタイズ
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【自立・自走型システムの構築】
・これまでは補助金頼みで人材離散、依存衰退型のエリア運営であった。
・それを、集積する人材とエリア内の稼ぎ、現代版旦那衆や寄付文化の醸成で、自立自走型、再投資可能な発展型の運営に刷新し、持

続的な活動を実施するための財源を確保する。
・そのために、Theory of Change （変革の理論）に基づき、「回遊性希薄で歩行者の存在感が薄く、立ち寄りたい場所もなく、エリ

アの厚みがない、さらにニーズに応える店がないエリア」に対し、そのマイナスの循環・連鎖を刷新するレバレッジポイントとしての
「道路空間の再編・転換と多様な空間利活用の推進、魅力的な店づくりとプロモーション活動」によって決定的な一撃・インパクトを
与え、プラスの循環・連鎖を実現する。

・なお、以下に掲げる事項も踏まえ、効果的な事業展開・財源確保を進める。

ハード事業における官民連携と 「ど真ん中ファンド」 の創設・活用や現代版旦那衆・寄付文化の醸成
・ハード面におけるパブリック空間の創出については、水戸市や商店街、都市再生推進法人のまちみとラボなどが連携して進める。
・水戸ど真ん中再生プロジェクトが創設を検討している「ど真ん中ファンド」を具体化、また現代版旦那衆や寄付文化を醸成・基金づく

りを進め、民間によるパブリック空間の創出、活用を促進する。

ソフト事業における関連事業の整理・統合
・ソフト事業については、令和３年度から第2期水戸市中心市

街地活性化基本計画の策定に向け協議が進められている。
・第2期計画の中で、当エリアの将来像や実現のための施策等

の位置付けを提案し、賑わい創出やまちなか再生を目的に
個別に展開されていた水戸商工会議所や商店街等を含めた
様々な関連事業、各種イベント等を、自立・自走に向け継続
することを重視した効果的な事業支援、スタートアップ支援
型へと整理・統合する。

【自立・自走型システムのイメージ】
・ファンドや基金の資金をベースに、デジタルサイネージの運

営や公共駐車場事業の運営、シェアサイクルの運営、プロ
モーション冊子の発行、パブリックスペースにおける商業展
開等の収益により、自立・自走型の活動運営を目指す。



中期的な取り組みで得たいもの（段階的到達目標）

「挑戦心を育む、コンパクトなまちなか暮らしを取り戻す」
実現にむけたステップフロー

❶
❷
❸
❹

❺
❻
❼
❽
❾
❿

⓫

ビジョン素案作成

仲間を増やす

まちなかを「使ってみる」

まちなかの人の
意識・行動が少し、変化する

ビジョン策定

もっと、仲間を増やす

まちなかを「使いこなす」

まちなかに居場所ができる

まちなかに住んでみる

移動手段が、変わってくる

水戸っぽのライフスタイルを
取り戻す
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2020.

2021.

2022.

2023.

2025.

・協議会の設立
・未来ビジョン素案作成（民間）
・第1回水戸まちなかデザインシンポジウムの開催（民間）

・水戸まちなかデザイン会議開始（民間）
・まちづくりのプレイヤー候補の発掘（民間）

・第1回水戸まちなかリビング作戦（民間）
・試行・実証実験の効果測定（民間）

・まちづくりのプレイヤーの発掘（官民）

・官民地権者の参画・自分ゴト化（官民）

・持続的取り組みにむけた主体者・体制の検討（官民）

・第2回水戸まちなかデザインシンポジウムの開催（民間）

・プロモーション・情報発信活動の開始（民間）

・第2回水戸まちなかリビング作戦（官民）

・水戸まちなかリビング作戦の継続的実施（官民）

・南町エリアの都市整備計画位置づけ、ウォーカブル制度導入（官）
・都市空間利活用の運営体制（エリアネジメント）の検討（官民）

・コミュニティ道路の整備（官）
・民間地改修や空き店舗活用の推進（官民）

・居住施策の拡充、効果検証（官）

・バス路線再編を中心とした公共交通の利便性向上（官）

・ウォーカブルな都市空間、新しいライフスタイルへの変化

2030.

20X0.



短期的な取り組み

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

水戸市

協議会

エリア

国県等

試行実証
実験

南町の裏通りの
コミュニティ道路化

中活計画見直し
都市再生整備計画

大通り南町エリアの
歩行者利便増進道路の指定

南町での協定
締結・事業化・実装

ビジョン策定
継続的社会実験
(南町エリア)

南町での
各種協定準備

恒常的な官民連携
エリアマネジメントの体制構築

南町モデル

⇒効果を確認し、
泉町、エリア全体に展開

まちなか再生に向けた各種施策の展開

共感の輪の拡大
シティプロモーション

財源確保
ファンドの創設
現代版旦那衆や
寄付文化の醸成

基金の活用

水戸らしい
組織づくりの検討

官民連携
組織づくり
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8 実証実験モデル地区



先行的に実証実験を進めるモデル地区

112

新市民
会 館

協 同
病 院

京 成
百貨店

水戸中央
郵 便 局

水戸駅

トモス
水 戸

水 戸
芸術館

歩行者交通量が多い

歩行者交通量が多い

大規模開発の空白地

南町の
南側エリア

歩行者交通量の谷間

水戸のまちなかでも、歩行者ネットワークの谷間で、かつ再開発等の大型開発プロ
ジェクトの空白地帯である 「南町2丁目・３丁目の大通り・裏通り」 エリア、その中で
も特に空き店舗や低未利用地※の多い、南側エリアを、先行的に実証実験を進めるモ
デル地区とし、実験を重ねながら、出来ることから環境整備・実装を図ることとする。

三の丸
再開発

※低未利用地：適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されて
いない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称



大通り
・空間利活用による歩車道の滞在性向上
・大通りと裏通りの回遊性向上
・公共交通の利用促進

裏通り
・街角ルネッサンス（貫通通路）

の有効活用
・車両進入規制
・道路のコミュニティ道路化
・道路と沿道民地の一体的活用

民有地
・店先の活用
・空間活用
・屋上緑化

駐車場
・駐車場の出入口規制
・駐車場の暫定公園化【ParkingPark】

・駐車場の集約化
・イベントの実施

歩行者ネットワークの谷間で、かつ大型プロジェクトの空白地帯である 「南町2丁目 大通り・裏通り」 にて、

「挑戦心を育む、コンパクトなまちなか暮らし」の具現化に向け、歩いて楽しいライフスタイルの実証実験を行
い、同時に市民や来街者とビジョンを共有し、出来ることから具体化・実装する。

内容 ：エリア単位での車両進入制限、規制、来街者の公共交通利用促進、駐車場の集約化、裏通りのコミュニティ道路化と
沿道利活用の実験、大通りと裏通りの回遊性向上実験、駐車場の公園化、空き店舗の活用、市民参加イベントの実施 等

実証実験モデル地区＝南町２丁目大通りと南側裏通りエリア

113

大通り（国道50号）

裏通り

くろばね通り

裏通り

スクランブル
交 差 点



南町２丁目大通りと南側裏通りエリアの整備イメージ

道路と沿道民地の一体的活用

大通り 裏通り

屋上活用

民地内の空間活用

車道や歩道の
新しい使い方

駐車場の集約化
駐車場の暫定サードプレイス

【ＰａｒｋｉｎｇＰａｒｋ】

大通りと裏通り
回遊性の向上実験

街角ルネッサンス
（貫通通路）の活用

車両進入の制限



・歩行者・公共交通機関・自転車を中心とした道路空間の再編
・大通りと裏通りの回遊性向上提案と裏通りの車両制限
・沿道と道路の一体的利用、など

大通りと裏通りの具体的イメージ

115

大通り 裏通り

表通りの歩道の新しい使い方



無数に点在する、街なか駐車場のサードプレイス化の実験

駐車場の集約化、大通りと裏通りの回遊性向上、車両進入規制
来場者へ公共交通でのアクセス促進、各種イベントの実施と組み合わせる

みんなの「やってみたい」を持ち寄り、歩いて暮らす楽しさを体験するイベント

駐車場のサードプレイス化 “Parking PARK”

駐車場をまちなか広場に

116
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9 実現のためにクリアすべき課題と対策
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道路空間再編・交通関係の課題

全 般
・流入規制や一方通行化の可能性検討
・車での来訪者・通勤者への対応検討

大通り
・歩道の非交通目的活用や自転車走行空間の確保、バス動線の変更可能性の検討
・迂回路の道路整備予定区間の効果検討
・長期的には、トランジットモール化・完全歩道化・緑道化の可能性検討

裏通り
・裏通りの交通静穏化や景観面での工夫、都市利便増進協定の可能性検討

バ ス
・ニーズに対応したルート（循環路線、ピストン路線、等）の可能性検討
・５０号バス交通量の軽減策（一部特急化、等）、路線再編の可能性検討
・小型多頻度の新型公共交通モビリティの可能性検討

自転車
・車道上の自転車走行空間の確保やネットワーク化の可能性検討
・サイクルポートの設置可能性検討

駐車場
・大通りや裏通りの駐車場の出入口規制の可能性検討

フリンジ駐車場
・駐車場の配置と循環バスサービスの可能性検討
・まちなかと周辺部の集客施設との連携可能性検討



空間利活用の課題

空間利活用関係
・利活用可能な場所抽出と具体的な使い方のイメージアップ
・管理者（国、県、市）との協議
・プレイヤーの発掘
・支援制度、活動促進策の検討

魅力ある店づくり関係
・魅力ある店の具体的イメージの共有（雰囲気と品質）
・魅力ある店舗とウォーカブル環境の組み合わせへの配慮
・エリアごとにどんな店が欲しいか、回遊性を考えるとどうなるか、等の検討
・管理者（民間）との協議・了解
・プレイヤー（出店者、店）選び、発掘
・新規出店、事業継続等の支援制度（資金、規制緩和等）の検討

裡ミトづくり（裏通り沿道でのまちづくり）関係
・商店街への説明と合意形成、自分ゴト化
・エリア内店舗、駐車場等のオーナー説明と合意形成
・企業協賛の獲得
・役割分担

住宅政策、地域に関わる方々の意向など
・居住促進制度等の活用可能性、景観面での制度設計の検討、各種意向調査の必要性
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試行・実証実験を踏まえた課題
令和3年10月に実施した試行・実証実験「水戸まちなかリビング作戦」の検証結果より、人中心
のまちづくりやウォーカブルな屋外空間に対する市民ニーズは高く、またそのような空間を水
戸のまちなかの新しい日常として、挑戦心を持って活用しようとする人がたくさん存在するこ
とも分かった。このことから、本ビジョンのコンセプト「挑戦心を育む、コンパクトなまちなか暮
らしを取り戻す」の妥当性については実証された、と言える。その一方で、以下のような課題
も明らかになった。

安全環境づくり
令和３年度に実施した試行・実証実験は好評で継続希望も多い。常に何かをやっている期待感

も大切で、それが信用に繋がる。この成果を踏まえ、次につなげていくテーマ性をもって、継続
的に社会実験を実施する必要がある。

共感者づくり
共感の輪の広がりに限界があった。エリアの土地所有者、事業者を巻き込み、民地の活用促進

や協定事業の理解者、 共感者を戦略的に増やす必要がある。まちなか居住者や通勤通学者、商
店街への周知徹底、意識転換を進めるために、また、まちづくりの担い手や就業者、来訪者など
エリア内外の多様な人材を惹きつけるために、シティプロモーション・情報発信を行う必要があ
る。さらには、土地所有者や事業者を巻き込み、民地活用促進や協定事業の理解者、共感者を
増やすための情報発信を行う必要がある。

賑わいづくり
空き店舗を活用したチャレンジショップの整備、創業希望者をマネジメントするスキームづくり、

さらには様々なコンテンツづくりなどを進める必要がある。

組織づくり
令和３年度の体制をベースとしながら、継続的運営のための、水戸にあった官学民の協働型組

織づくりを目指す必要がある。
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諦めずに粘り強く

未来ビジョンは、今までの行政計画とは一味も二味も違う。社会実験は短期間・少ない資金の中でよくできた。

いろいろな問題や課題があり、それを乗り越えてここまできた。今後も諦めずに粘り強く乗り越えていきたい。

関心・共感の輪を広げよう

自分ごととして、もっと関心・共感の輪を広げたい。問題意識や課題認識、想いやビジョンが共有できているの

か。関係者の本音の想いを丁寧に拾い、共通の想いや目的の核心を上手く伝え、共感を広げる必要がある。ま

ちなかで子供が成長する、大人が暮らしを楽しむ、高齢者が人生を全うする。その姿が分かるように見せたい。

カーボンニュートラル・脱炭素・SDGｓへの対応を

ビジョンの中に、待ったなしの脱炭素、2050年のカーボンニュートラルを位置付ける必要がある。人々の意識

改革を醸成し行動変容へつなげる。2050年二酸化炭素排出実質ゼロを表明している水戸市にとって、まちな

かの影響は大きい。まちなかからサスティナブル水戸・サスティナブル茨城へ貢献したい。ここから全国へ貢献

できたなら、まさに「魁」に相応しい。まさに水戸のまちなかの挑戦である。

Think Globally，Act Locally。水戸のまちなかの取り組みは「脱炭素＋」で。カーボンニュートラル・脱炭

素・SDGｓは、人類の生存をかけた一大事。ここに資金が集まり始めている。ＤＸはこのための有力な手段。脱

炭素とＤＸはまちなか改革のエンジンになる。コンセプトにある挑戦や起業・ビジネス・経済・都市改革の原動力

はここにある。社会課題・目的・目標を明確に掲げることが企業誘致にも繋がる時代。ビジョンは深化させてい

く必要がある。
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社会実験の継続を

社会実験では、イベントではない、新しいまちなかを創っているということを伝えたい。そのために、今回の実

験の場で、見える形で継続することが大事。一過性のイベントにしないこと。少ない予算で定期的に行い、事業

効果が見えるように。ウォーカブルが大事なら車の速度抑制や歩きやすさを向上させるさらなる工夫を。居場

所があって嬉しいなら利用者も含めて皆で掃除を続け、居心地のよいまちなかを定着させる。

持続可能な人・組織・資金の仕組みを

持続可能な人・組織・資金の仕組みを構築する必要がある。関わった人が楽しくなるように。水戸のまちなかで

も大切になるいくつかキーワードとして、楽しく、対話、寛容、ダメ・出来ないと考えない、言わない、失敗・失敗

者を歓迎する、成功も失敗もデータもオープン化する、プロセス自体も成果だ、新しい社会は＝新しい仕事、地

区の価値を向上させることが自分の利益・自分の幸せに通じる、参加感・手応え感・報われ感を持てる仕組み。

今の枠組みを壊して、前例のないことを

この取り組みは、新しいまちなか、新しい水戸の社会を創る、新しいまちなか文化を創造していること。今まで

と同じ枠組みからは挑戦は生まれず、新しいまちなかも文化も創れない。今の枠組みを壊して、前例のないこと

をやる。今まで無関係だった人が連携する。今の制度ではできないなら 制度を変えていい。ＤＸは制度を変え

る手段。垣根とか壁―経験・規則・慣習・制度等―を乗り越える（越境）。そのために多くの方の連携が必要であ

る。連携の中身は、官と民、民と民、水戸市と警察、市の都市計画部と産業経済部、商店と住民、地主と住民、

様々。

みんなで楽しく続けよう。やったあとは 楽しくお酒を飲んで 美味しいものを食べよう。水戸まちなかルネサンス。



今後の対策・展開
～実証実験モデル地区での取り組みとして～

賑わいづくり

安全環境づくり

共感者づくり

組織づくり

社会実験・データ活用事業 プロモーション・情報発信事業

安全環境づくり（社会実験・データ活用事業）
道路のハンプ先行導入（公共）、ParkingParkを見据えた南町自由広場でのまちなかチャレン

ジ （民間・個人）、協賛者による事業継続（民間・個人）。そして事業効果の検証。

共感者づくり（プロモーション・情報発信事業）
地権者や事業者の意識を高める事業の事例紹介、創業希望者とのミーティング、 共感者を増

やす講演会等の開催。

賑わいづくり（社会実験・データ活用事業）
空き店舗活用のスキームづくりとして、モデル事業の候補箇所選定、チャレンジショップ開設に

係る所有者協議、等。また様々なコンテンツの実験的誘致、等。さらに、チャレンジャーが自ら稼
げる仕組みを構築。

組織づくり
協議会構成員の役割分担を明確にし、一つの組織としてまちづくりに関わる必要がある。その

上で、将来的な法人化を目指した組織体制のあり方を検討する。
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