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未来ビジョン策定の目的と目指すべき将来像の方向性
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【エリアの目指すべき将来像の方向性】

①大通りと裏通りを「道路」から「居心地の良い場」に、多くの人が楽しめる「歩きたくなる場」

「ウォーカブル空間」に転換し、新しい文化・情報が湧き起こるエリアとする。そこでのライフ

スタイル、ワークスタイルが、「水戸っぽ暮らし」として価値あるものに変わる場とする。

②中心市街地活性化基本計画の示す地区ごと（水戸駅周辺地区、南町周辺地区、泉町周辺地区、

大工町周辺地区）の活性化の方向性を踏まえたウォーカブル空間を目指す。

③エリアプラットフォームの構成者が未来ビジョンを共有することで、皆でまちを使い、皆でま

ちを盛り上げ、皆で新しい価値を作りだす覚悟、意識づくりを進め、その上で官民の連携、

役割分担によるエリアづくりを実現する。

策定目的と方向性
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【未来ビジョンの策定目的】
多様な人材や様々な投資を惹きつける都市の魅力・国際競争力を備えた水戸市の構築に向

け、大通り（国道50号）と裏通りを含むエリアを一体として捉えた厚みと回遊性のあるまちな

か再生が期待されている。そのために、エリアに関わる人々にとって居心地が良く歩きたく

なる空間づくり、地域資源を含めた多様な空間利活用・回遊性を日常的に満喫できる仕組み、

さらには立ち寄りたくなる水戸ならではのお店が揃うまちなかづくりが求められる。

水戸のまちなか再生に向け、未来ビジョン等を策定、明確化し、官民で共有、そしてビジョン

を実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を進めることを目的とする。



未来ビジョン策定対象エリア

都市核【都市核】

水戸市第6次総合計画では、国道50号や水戸駅周辺

の都市機能の集積する区域のほか、偕楽園や千波公園

といった重要な社会的資源を含む約570haを都市核

として、このエリアを中心に都市機能の強化・充実を目

指している。

【対象エリアとしての都市中枢ゾーン】

この都市核エリアのうち、大通り（国道50号）を中心

に特に多くの都市機能と社会的資源が集積し、水戸市

中心市街地活性化基本計画の計画区域であり、かつ水

戸市立地適正化計画において都市機能誘導区域でもあ

る「都市中枢ゾーン」約157haを、広域水戸都市圏の中

心として再生するための未来ビジョン等を策定する対

象エリアとする。
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ビジョン策定にあたって① バックキャスティングによるビジョンづくりを

現況の延長線上には水戸のまちなかの未来はない

現在を起点とし、その延長線上に未来をイメージするプランニングは、フォアキャスティング。

これでは現状の「変わらない理由」に絡めとられてしまう。

水戸のまちなかを劇的に改変するためには、目の前の課題や制約条件にとらわれてはいけない。

現在の延長線上にはない未来づくりを

そこで、未来を定義することから始める必要がある。

その上で現状とのギャップを把握し、

優先順位を付けて解決策を考える。

その手法がバックキャスティング。

実現したい未来から考える問題解決アプローチ。



ビジョン策定にあたって② アーリーアダプターの「欲しい街」を

時代の変化に敏感で、時代をリードする人たち 「アーリーアダプター」。
アーリーアダプターの共感を得ることが出来れば、大衆・マジョリティが動く。
水戸の街に関わりのある、水戸の街のアーリーアダプター達。
そんな彼らによって、未来ビジョンの検討が進められる。

「挑戦マインドを持ったアーリーアダプター」の挑戦心を掻き立てるような、
水戸のまちなかの将来をイメージ、妄想する。
水戸のまちなかの景色をイメージする。



水戸のまちなかの特質
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地 勢
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水戸まちなか 水戸まちなか

水戸駅 水戸駅

資料：水戸市洪水ハザードマップ 令和2年7月公表

水戸まちなか

水戸駅

出典：ミツカンミズの文化センター『水の文化』No.34 平成22 年２月

水戸のまちなか

・恵まれた自然環境

植生の南限北限(暖帯性植物の北限、温帯性植物の南限)

自然環境に育まれた豊かな食材と食文化

千波湖や那珂川などの水と緑が近接

・地形

馬の背形状の洪積台地に谷筋が入り込み、変化に富んだ地形

平坦な高台市街地で地震・水害に強く、安心安全、防災拠点

高低差が生む独自の都市景観
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馬の背形状の洪積台地は地震・水害に強く安心安全

水戸のまちなかは、地形的に守られたコンパクトな島（ISLAND CITY）のようだ
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独特の都市景観

高低差が生む独特の都市景観



・水戸学

学問の府、游於藝、水戸詣でや水戸留学

水戸を学び、変革の志士として走り出す（吉田松蔭、西郷隆盛、坂本龍馬、維新回天へ）

・世直し～世に春風を誘う～

「魁」のまち、 「大義を彰かにして人心を正す」、新しい時代を切り拓く、挑戦マインドの土地柄

（鬼門の方角、水戸の御老公、名分論、天保水戸の改革、桜田門外の変、大政奉還）

・水戸の３ぽい

飽きっぽい（▶進取の意気）、 怒りっぽい（▶義憤に駆られる、時代を切り拓く）、理屈っぽい（▶学問と芸術のまち）

歴史の中の水戸らしさ
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本丸

下市エリア

上市エリア＝水戸まちなか

©国立公文書データ 1645 常陸国水戸城

偕楽園（遊）

新屋敷（住）

弘道館（学）



広域都市圏の中心としての水戸
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時間距離75分！

・４００年以上にわたり広域都市圏の中心

まちなか周辺に歴史的、文化的、政治的、経済的な資源が豊富

(水戸城、弘道館、偕楽園、旧県庁舎、上場企業の支店など)

水戸は、広域都市圏のイメージを作る

（歴史、文化、経済、人口、交通、情報、魅力度など）

・しかし、蓄積された資源が効果的に活用されていない

そのため、広域都市圏全体のイメージが高まらない



独特の地形（台地と湿地）と歴史（水戸城跡）から生まれた高台市街地
400年間以上中心性を保ち続けるまちなか

まちなかと大規模な水や緑が近い都市

まちなかに集積する暮らしの機能
（居住、業務・商業、公共交通、公共施設、災害強靭性）

徳川３００年の歴史が育んだ、時代を拓く「水戸っぽ」「魁」の思想と文化

温暖で豊かな自然資源に恵まれた土地柄と豊かな食材・食文化

▶▶▶高台の上で、住み、働き、学び、遊ぶ コンパクトな暮らしの可能性が高い場所！

ユニークな特質を再認識し、車から人中心のまちなかを取り戻すラストチャンス！

HISTORY

GREEN 

INFRASTRUCTURE

CULTURE

CLIMATE+FOOD

水戸のまちなかの特質



自然に恵まれ豊かな土地、災害に強い安心安全な街、
広域水戸都市圏の中心、歴史的・文化的資産が豊富。

これらを背景に、
進取の気鋭、新しい時代を切り拓く気概が育まれた。
現状を打破し、時代に先駆け、改革の礎をつくる。

魁精神こそ、水戸らしさ。

活かしたい水戸らしさ
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水戸の存在意義

「現状打破するのが水戸」 「魁」

それを思い起こすまちづくりを
水戸らしさ、水戸っぽらしさを再興するまちづくりを

恵まれた環境 ・ 魁の街

水 戸



水戸のまちなかの状況変化
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まちなかの変容と郊外の発展

18写真出典：事務局撮影

郊外大規模商業施設茨城県庁国道50号バイパス

・内的課題ー時代の変化への対応の遅れ

駐車場を持たない個店への来客数の減少、顧客視点に立った改善の遅れ

昔ながらの製造販売から小売りへ、オリジナル店からチェーン店へ

・外的要因ー都市の外延化

モータリゼーション（車社会）の進展とバイパス整備（国道６号、５０号）、郊外の宅地開発

駅南開発による中心エリアの拡大と機能集積の低下（市役所移転等）、郊外への移転（県庁、大型商業施設）

・内的課題と外的要因による環境変化

まちなかの機能集積の低下、空洞化が加速
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外延化の状況

・商業業務機能の分散

まだまだまちなかに商業業務機能は残るが、かなり郊外に分散してきている

・居住機能の外延化

バイパス整備と郊外の宅地開発が進み、居住機能の外延化が進んでいる



自動車利用が多い日常の移動手段
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出典：水戸市公共交通計画

・日常生活における移動の約８割は自家用車

交通利便性の高い郊外大規模店舗に客を奪われる

・公共交通の利用は約１割以下

公共交通の集中するまちなかではあるが、日常的な集客への貢献度は低い



広域道路ネットワークの中での大通り（国道50号）の役割
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・水戸ICと国道６号バイパスを繋ぎ、また、まちなか北側の国道からの交通を受け止める大動脈

周辺の人口集積地に挟まれるため、水戸のまちなかは通過経路になり易い

・馬の背台地の地形と東西方向の河川、鉄道の影響

交通流入箇所がボトルネックになり渋滞が起き易い

水戸のまちなかは本来、大量の車両の通過には適さない



60,000log-

200,000log-

1log-
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大量の車が流入し、渋滞し、通過するまちなか

約30,000台・日

・地形などがボトルネックになり、南北からの流入箇所に交通量が集中

約３０，０００台／日規模の膨大な交通量

大通りへの車両の多くは、まちなかを通過するための来街者

さらに、大通りからの迂回経路として、まちなかの裏通りに車両が進入



まちなかの商業・業務機能の集積低下

・郊外の発展に伴う機能流出

インフラや都市機能の集積、 歴史的拠点性とステータス、ネームバリュー、などが活かされなくなった

新しい何かが生み出される雰囲気が弱くなった

→ 郊外大規模商業施設に客を奪われる

→ 商業・業務機能の集積低下と空き店舗や駐車場の増加

東日本大震災、北関東自動車道の開通、 コロナ禍が追い打ちをかける
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H11.茨城県庁移転

最盛期の3分の1

出典：水戸市中心市街地活性化ビジョン（第3次）より

S63年比 50％減



まちなかで暮らし働き学ぶ人々はとても多い

・商業・業務機能、大規模マンションが立地

機能の集積低下が進んだとはいえ、まだまだまちなかでは多くの人が住まい、働き、学んでいる

水戸市内随一を誇る昼間人口の集積

特に南町２丁目、３丁目の人口集積は高い

・したがって、商業地・賑わいの場としてのポテンシャルは高い



普通

多い

少ない
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限られる歩行者の滞在場所

・歩行者の主な滞在場所は水戸駅、水戸中央郵便局、協同病院、京成百貨店

目的とする場所のみに滞在し、その滞在スポットから周辺への波及がみられない



20,000log-

70,000log-

1log-
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少ない歩行者交通量と乏しい回遊性

自動車ログ比1/5-30以下

歩行者通行の谷間

・自動車に比べ圧倒的に少ない歩行者

昼間人口は多いが、自動車ログに比べ圧倒的に歩行者交通量が少ない（１／３０以下）

まちなかに居住する人や通勤通学する人たちが、まちなかをほとんど歩かない

南町2丁目と3丁目の大通りは歩行者通行の谷間、また大通りと裏通りの回遊性が弱い



水戸らしさとしての
挑戦マインドを持って
新しい文化、芸術、発想の生まれる
まちなか再生が期待される。

まちなかの衰退とハレの場・賑わいの場の郊外移転
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・昼夜間人口は多いがまちなかを歩く人が少ない

「人がいない」からではなく、

「歩きたくなる、滞在したしたくなるような通りや場がない」

・郊外にハレの場が移転

交通利便性が高く複合型の大型商業施設がハレの場に

新しい何かが生まれる期待感のあるハレの場に

全天候型で安心安全な、新しい賑わいの場に



結果としてのエリア価値の低下

・中心市街地の空洞化が招くエリア価値の低下

中心市街地を歩く人、使う人が少なくなる

→ 利用者の低下は開発事業や建て替え更新が成立しにくくなる

→ 既存ストックの老朽化、空地・駐車場が拡大、さらなる空洞化

→ 結果、地価の下落として顕著に表れる（47都道府県で唯一下落）

出典：相続会議 2020年7月1日記事 出典：国土交通省
「土地総合情報システム 不動産取引価格情報」

水戸市

全国平均

前橋市

宇都宮市

甲府市
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http://www.land.mlit.go.jp/webland/
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イベントを通して分かった潜在的なニーズ

『こだわりの逸品をこだわりのお店で』

ちょっと高いけど それ以上の価値を感じる 素晴らしい商品を
質の高い空間の中でお買い物

水戸市内で定期的に開催されてるマルシェ「マルシェ・ド・ノエル」や「ガンゲット」、 「あおぞらクラ
フト市」の出店者や商品、また水戸のオリジナル商品などを整理・分析すると、
水戸のまちなかにわざわざ買い物に来る価値として、「こだわり」「ロハス」「自分だけ」「家族」「手
づくり・手触り」「伝統」などの潜在的ニーズが明らかになってくる。

「マルシェ・ド・ノエル」
毎年11月に近代美術館芝生広場で開催されるクリスマスマルシェ。
水戸周辺の飲食店や洋服、アンティークなどを扱っているお店。
現在休止中。
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「ガンゲット」
令和２９年から３１年にかけて水戸のまちなかで開催された実験的なマルシェ。
毎回テーマを変え、地域のニーズを探る。

※ロハス層：健康的・環境・持続可能な社会生活に重点をおいた生活スタイルを大切にする人たちの層

平成３０年 春（約３５００人） テーマは『コーヒーと本と』。

比較的男性客が多い。「気持ちの良い空間の中で、コーヒーと本をお供に、自分だけの時間
をのんびりと過ごす」。

平成３１年 春（約４１００人） テーマは『ピクニック』

芝生で寛げる雰囲気を用意。若い男女や小さなお子様連れが多い。「大切な家族と芝生での
んびり過ごす」。

平成３０年 夏（約４０００人） テーマは『夏祭り』

家族連れが多い。「家族と一緒に楽しい週末を過ごす」。

平成２９年 秋 （約８０００人）ロハス層※の家族の来場が多い。 「ちょっと高いけど良い雰囲

気の中で、良い商品を自分の目でしっかり選んで、自分だけの買い物をする」。
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「あおぞらクラフトいち」
年春と秋の２回、水戸芸術館の芝生広場で開催される雑貨市。
作り手とユーザーを直接つなぐ新しいコミュニティ。

『いつもの店にいつものオリジナル商品が』

アートのテイストを加味した手づくり感、手触り感のある商品を
それぞれのお店の得難い個性として一つずつ販売
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「水戸オリジナル商品」
水戸の歴史と自然環境によって育まれ醸成されたオリジナル商品。
地域の担い手たちが大切に守り育ててきた。

『特別な物を、特別な体験、特別な思い出とともに』

歴史と伝統、文化を背景に 地域の人々が長い時間を掛けて
大切に守り育ててきた特別な物を 物語性のある体験と共にお届け



水戸のまちなかを取り巻く新しい動き
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社会的ニーズとしてのSDGｓへの取り組み

⑤ジェンダーフリーの実現を：
誰もが挑戦できる場とそれを支
える仕組みを。

・健全で持続可能性の高いまちづくりを

⑧働きがいも経済成長も：
ここで挑戦し成功し、エリアの価
値を高めよう。

③すべての人に健康と福祉を：
心と体の健康を、居場所や歩き
易さを。

④質の高い教育をみんなに：
学びの場や生きがいを、学問の
府としての再興を。

⑦エネルギーをみんなに：
省エネルギーとクリーンエネル
ギー、脱炭素について考える場を。

⑨産業と技術革新の基盤を：
挑戦とインキュベートの仕組みを。

⑪住み続けられるまちづくりを：
健全で持続可能なまちづくりを
（基本機能へのアクセス、公共交通、持続可
能な街、遺産や環境を守る、災害時の拠点、
排気ガス規制、公共スペースへのアクセス、
農村との関係、災害リスク管理、後発エリア
の資材活用、等）。

⑫つくる責任とつかう責任：
ごみゼロを最低限のマナーに。

⑰パートナーシップで目標を達成しよう：
産官学民、それぞれの立場でできることから。



新しい時代の兆し（チャンス）

・災害は時代を加速させる

東日本大震災やコロナ禍の影響で、郊外地方都市が見直されている

【ライフスタイルやワークスタイルの変化】

①近隣で遊ぶ ：地元の資源・魅力を再認識した。

②web活用 ：web会議、webセミナー、リモートワークが当たり前。

③リアルは希少価値 ：危険、特別、割高、コンサートもオンラインが主流。

④３密には行かない ：公共交通は駄目、賑わいは駄目、モールのような密閉空間は駄目。

⑤テイクアウト ：飲食、物品購入も３密を避ける。試食なし。良い店のみ残る。

デリバリー または、愛妻弁当。出歩かず、飲みにも行かず、健康に。

【SLOCの時代】

SMALL 小さい、小型の、少ない、わずかな、小規模な、限定された

LOCAL 地元の、特定の場所の、地場の、地方の、局部の、部分的な

OPEN 開いている、見通せる、隠し事をしない、率直な、公平な、偏見のない

CONNECTED 結び付いた、結合した、関連した、関係がある、首尾一貫した
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・見直される地方都市・水戸
水戸は、常磐道や常磐線により、都心・近郊にダイレクトアクセスが可能。

駅勢圏が広く生活利便施設も駅周辺に数多くあることから、

生活しやすい街が具体的にイメージされる。

都心から一定の距離があり、コロナ禍での安心感およびテレワークが定着したら、

都心・近郊からある程度離れていても居住可能という条件が整っていれば支持される。

・それでも、まちなかでの実感はない
水戸のまちなかの不動産業者の実感として、その需要は顕在化していない。

ポテンシャルはあるが、まだ移住希望者が期待する条件整備が進んでいない可能性がある。

見直される地方都市・水戸

不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME‘S」
等の住生活情報サービスを提供する株式会社
LIFULL（ライ フル）が、新型コロナウイル ス感
染症の中期的な「住みたい街ランキング」への
影響を明らかにするべく「LIFULL HOME’S」
に掲載さ れた物件のうち、実際の問合せ数か
ら算出した『LIFULL HOME‘S コロナ禍での
借りて住みたい街ランキン グ』を令和２年９月
に発表。 賃貸ユーザーの「郊外化志向」が1都3
県の範囲にとどまらず、より都心から離れたエ
リアに も拡散している可能性を鑑み、首都圏と
その周辺に位置する6県（茨城県、栃木県、群馬
県、山梨県、長野 県、静岡県）に範囲を広げ、1
都9県を対象としたランキングを発表。

（歩き易さ、居場所、コンテンツ、通信環境、など）

令和２年９月



ウォーカブルなまちなかづくりへの期待

37出典：国土交通省ホームページ
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ウォーカブルなまちなかづくりの事例

出典：国土交通省ホームページ
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コロナ禍を踏まえたまちづくり

出典：国土交通省ホームページ
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コロナ禍を踏まえたまちづくりの事例

出典：国土交通省ホームページ



まち歩きを踏まえた課題
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魅力向上・デザイン委員会
正副部会長合同まち歩き

2020年12月19日（土）
10：00～18：00

調査対象：水戸まちなか

（水戸駅周辺南町、泉町、大工町）

まち歩き調査で感じた水戸のまちなかの現実
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▶▶▶ 「居心地よく歩きたくなる」まちなかには程遠い現状

Street for automobile

車のためのまちなか Not friendly to Walker

歩行者に優しくないまちなか

Not Smile street

笑顔が少ない、閉されたまちなか

Parking CityP
増えすぎた虫食い駐車場Ghost City👻

空洞化したかつてのハレの場

居心地がよく歩きたくなる？ 水戸のまちなかの現実



水戸のまちなかの課題

当エリアには様々な都市機能が集積し、本市のみならず広域的な都市圏域における商業、業務、教育をはじ
め、地域経済の発展に重要な役割を果たしてきたが、郊外の大規模店進出、さらには東日本大震災による被害、
北関東自動車道の開通による拠点性の低下等より、空き地、空きオフィス、空き店舗が増えている。エリアのシ
ンボル的な大通り（国道50号）も、今では街の分断要素となっている。以下にまちなかの課題を列記する。

・水戸のまちなかの特質・水戸らしさから
自然に恵まれ豊かな土地、災害に強い安心安全な街、広域都市圏の中心、歴史的・文化的資産が豊富。
→ 進取の気鋭、新しい時代を切り拓く気概、現状を打破し、時代に先駆け、改革の礎をつくる「魁精神」を

・まち歩き調査で感じた水戸のまちなかの現実から
地域資源が豊富だが、エリアとの関係性・回遊性が希薄
→ 地域資源をエリアの日常の価値に溶け込ませる工夫を

・衰退する水戸のまちなかの現状から
エリアに多様な人々がいるが、エリア内には寛げる、立ち寄りたい場所がない
→ エリアに関わる人々が、エリアでの日常を満喫できる工夫を
出店希望者は多いが、裏通りの魅力が乏しく、エリアとしての厚みがない
→ 大通りと裏通りを一体的に整備し、厚みと回遊性のあるエリアづくりを
スローライフ・ロハス志向の客が多いが、そのニーズに応えられる店舗が少ない
→ 水戸ならではの価値のあるお店づくりで立ち寄らせる工夫を

・通過交通が多く目的のない水戸のまちなかの現状から
自動車・バスの往来が激しいが、歩きたくなる「通り」が形成されていない
→ 交通面でも景観面でも魅力ある「通り」が形成される工夫を

・水戸のまちなかを取り巻く新しい動きから
人類の生存をかけた一大事としてのSDGｓや人中心のまちづくりへの取り組み
→ 水戸のまちなかは、これらの要請に先駆けて対応する必要がある



水戸のまちなかの特質・水戸らしさから

→ 歴史の中で育まれた水戸っぽのマインドを大切に

まち歩き調査で感じた水戸のまちなかの現実から

→ 人中心のまちなかにするための空間デザインを

衰退する水戸のまちなかの現状から

→ 水戸らしいコンテンツの充実で居場所づくりを

通過交通が多く目的のない水戸のまちなかの現状から

→ まちなかの用途や交通体系などの都市構造の改変を

水戸のまちなかを取り巻く新しい動きから

→ SDGｓや人中心のまちづくりの社会的ニーズへの対応を

課題のまとめ


