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泉町１丁目北地区周辺のまちづく
りの推進

H26 8,000

生活利便機能の再生

H26

まちなか居住を促進する

まちなかのにぎわいを創出する 歩行者通行量（人）

泉町１丁目北地区市街地再開発事
業

109,794

新市民会館を主要施設とした市街地再開発事業による施設建築
物及び周辺道路を整備する。
施行者／再開発組合（予定）、施行区域面積／約1.4ha、
建築面積／約6,600㎡、延床面積／約21,800㎡、
用途／公益施設（新市民会館）、商業・業務施設、駐車場、
公共施設整備／市道上市189号線・幹線市道4号線・市道上市
192号線の道路拡幅及び電線地中化

居住人口（人）

支援措置

名称

目標

水戸芸術館東地区において、官民共同により、店舗、事務所、
公共駐車場等の立地に向けた街区の整備を行う。

128,300

21.4 H26

再開発組合

計画期間

市町村名

H29～H31

茨城県

期間

5年9か月

水戸市

事業名
支援措置
期間

H29～H31

6,778

設立日

都道府県名

最終変更日

-H28.6.17

終了

H34.3

基本計画名称

水戸市中心市街地活性化基本計画

中心市街地(ha)

人口
認定日

開始

指標

16.0

H28.7

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

NPO法人茨城の暮らしと景観を考える会水戸市中心市街地活性化協議会

現況

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

水戸商工会議所H20.10

中心市街地活性化協議会

特別用途地区面積

市町村全域(km2)

217.32㎢ 157ha

都市計画決定日

H28.4

市町村全域(人)

270,956

中心市街地(人)

6,699

H27～H32
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

社会資本整備総合交付金
（住環境整備事業（市街
地再開発事業））

事業期間

H28～H32

民間事業者等

概要

空き店舗率（％）

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

区分

目標

実施主体

民間都市開発推進機構に
よる民間都市開発事業の
支援

水戸駅北口地区のまちづくりの推
進（旧リヴィン跡地）

H27～H31 H28～H31 再開発準備組合
水戸駅三の丸地区市街地再開発準備組合を中心に、市街地再開
発事業を視野に入れた開発計画の検討を行う。
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実施主体
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H23～H33
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H28～H32 水戸市

弘道館・水戸城跡周辺地区における道路空間を整備する。
［具体的な事業］
歴史・観光ロードの整備（都市計画道路3・4・14栄町若宮線、
幹線市道1号線、上市6号線、205号線、247号線の道路景観等整
備）、弘道館東側未利用国有地の有効活用（お休み処、駐車場
等整備）

社会資本整備総合交付金
（バリアフリー環境整備
促進事業）

道路の浸水被害対策 H31～H33
防災・安全交付金（道路
事業）

H31～H33 水戸市
道路の浸水被害解消のため、道路排水構造物（集水桝や横断溝
等）を整備する。

弘道館・水戸城跡周辺地区におけ
る道路空間整備事業

H28～H32 水戸市

弘道館・水戸城跡周辺地区について、水戸城歴史的建造物の整
備事業と弘道館・水戸城跡周辺地区における道路空間整備事業
の連携を図りながら、地区として統一感のある良好な歴史的景
観づくりを進める。

南町地区道路空間整備事業
南町地区における道路空間を整備する。
［対象道路］
・上市250号線、254号線、259号線の道路景観整備

水戸駅北口駅前広場のバリアフリー化などの改修を推進する。
［地上部］
・バス乗降場、タクシー乗降場、公衆トイレ等のバリアフリー
化
・障害者用乗降場、エスカレーターの新設
・照明設備改修
［ペデストリアンデッキ部］
・路面改修
・点字ブロック、階段、スロープ改修

H28～H30水戸駅北口駅前広場改修事業 H18～H35

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（水戸市中心市街地地
区））

水戸市

H15～H35

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（水戸市中心市街地地
区））

H28～H31

新バリアフリー基本構想の策定及び基本構想に基づく事業を実
施する。

水戸市

〇H28～H33
水戸市、各施設管理
者

弘道館・水戸城跡周辺地区におけ
る歴史的景観づくりの推進

H23～H33
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通バ
リア解消促進等事業）

新バリアフリー基本構想の策定及
び基本構想に基づく事業の実施

H28～
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社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事業
（中心市街地共同住宅供
給タイプ））

民間事業者、水戸市
民間事業者等による良質な都市型共同住宅（賃貸型）の整備を
推進する。

水戸芸術館の隣接地に新市民会館を整備する。
［スケジュール］
平成26年度　新たな市民会館整備基本計画の策定
平成27年度　管理運営実施計画の策定
平成28年度　管理運営基本計画の策定、都市計画の決定
平成27・28・29年度（市街地再開発事業における基本・実施設
計）
平成29・30・31年度　条例改正、運営準備・プレイベント実
施、開館記念事業の準備、保留床取得（市街地再開発事業にお
ける施設工事）
平成33年度　開館

水戸城建造物の整備（大手門・二
の丸角櫓・土塀）

H26～H32
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H28～H32 水戸市

水戸市歴史的風致維持向上計画に基づき、水戸ならではの歴史
的景観を保全・形成するとともに、歴史的資源の適切な保存、
活用を図りながら、天下の魁・水戸にふさわしい風格ある歴史
的まちづくりを目指す。
［スケジュール］
平成26年度　基本構想、景観整備
平成27年度　基本計画、基本設計、実施設計、景観整備
～平成32年度　整備工事完成（予定）、景観整備（概成予定）

新市民会館整備事業 H26～H32
社会資本整備総合交付金
（暮らし・にぎわい再生
事業）

H28～H32 水戸市

〇

公共交通であるバスの利便性の向上を図る。
＜主な施策＞
・バス停留所の見直し
・運賃の見直し
・共通乗車券・割引サービスの導入
・高機能な車両の導入

中心市街地共同住宅供給
事業

水戸市
民間事業者等による良質な都市型共同住宅（賃貸型）の整備を
推進する。
供給予定の住宅戸数：50戸

まちなか共同住宅整備促進事業 H28～H32 H29～H32 〇

子育て世帯の中心市街地（都市中枢ゾーン）への転入・転居に
伴う住宅取得等に対して助成する。

住宅リフォーム助成事業 H29～H32

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく
事業（地域住宅政策推進
事業））

H29～H32 水戸市
既存住宅における特定のリフォームに対して助成することで、
まちなか定住の誘導を推進する。

子育て世帯まちなか住みかえ支援
事業

H28～H32

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく
事業（地域住宅政策推進
事業））

H28～H32 水戸市

H28～ H28～H32 交通事業者、水戸市

地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通調
査等事業）

社会資本整備総合交付金
（都市・地域交通戦略推
進事業）

地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通バ
リア解消促進等事業）

公共交通の利便性向上（バスサー
ビスの充実）
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バス専用レーンの規制を徹底・拡充することにより、路線バス
の定時性や速達性の確保を図る。また、通時的な路線バスの走
行空間の確保に向け、バス専用レーンの厳守、割り込み禁止
等、運転マナーの向上に関する情報を発信する。

H29～H30
道路管理者、茨城県
警察

公共交通に係る各種情報を分かりやすく提供・案内し、利用の
促進を図る。
＜主な施策＞
・共通サインシステムの導入
・インフォメーション施設の整備
・路線図・時刻表等の配付
・モビリティマネジメントの実施

地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通調
査等事業）

バス専用レーンの規制徹底・拡充 H29～H30
地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通調
査等事業）

公共交通の利用促進 H28～ H28～H32 交通事業者、水戸市
社会資本整備総合交付金
（都市・地域交通戦略推
進事業）

〇

バス路線の再編 H28～
地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通調
査等事業）

H28～H32 交通事業者、水戸市

路線を主要方面別に再編するとともに、幹線・支線運行（円滑
な乗継）と直行運航を組み合わせた効率的な運行をするほか、
水戸駅の南北のバス乗り場で重複する機能の整理や共通サイン
システムの導入、運行間隔の見直しなどにより、中心市街地
（都市中枢ゾーン）での運行の整序化を図る。

都市核と拠点間を結ぶ交通ネット
ワークの強化

H28～
地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通調
査等事業）

H28～H32 交通事業者、水戸市
都市核と拠点間を結ぶバスルートを創設し、公共交通ネット
ワークの機能向上を図ることで、有機的な機能連携ネットワー
クの構築を目指す。

超低床ノンステップバス導入事業 H18～
地域公共交通確保維持改
善事業（地域公共交通バ
リア解消促進等事業）

H28～H32 水戸市
国・県との協調による支援を行い、各バス事業者における超低
床ノンストップバスの導入を促進する。

路線バス運行情報を提供するシス
テムの構築

H31～H35
地域公共交通確保維持改
善事業（利用環境改善促
進等事業）

H31～H32 交通事業者、水戸市
運行情報や所要時間等の情報を利用者に提供するバスロケー
ションシステムを構築する。


