
会議顛末書（要旨）
新都市計画マスタープラン策定関係抜粋

記録者 廣津　一政

供

覧

部

長

課

長

補

佐

係

　

長

課

員

件　　　名 　平成27年度 第３回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成28年 3月 28日（月）

時　　　間 　午後３時００分～５時００分

場　　　所 　龍ケ崎市役所５階 全員協議会室

出　席　者 〔都市計画審議会委員〕　別紙のとおり　

〔龍ケ崎市〕　　　　　　中山市長，川村副市長，菅原都市環境部長

〔事務局（都市計画課）〕木村課長，湯原課長補佐，岡野課長補佐，記録者

傍　聴　人 　２人

会 議 内 容 《　次　第　》

　１　開　会

　２　あいさつ

　３　議　題

　（１）龍ケ崎市新都市計画マスタープラン策定の進捗状況について

　４　その他

　　・新都市拠点開発エリア事業化調査の進捗状況について

　５　閉　会

情 報 公 開

公開・非公開の区分 公　　開　　・　　部分公開　　・　　非 公 開

非公開（一部非公開

を含む）とする理由
（龍ケ崎市情報公開条例第９条第　　号該当）

公開が可能となる時期（可能な範囲で記入） 　　　　　年　　月　　日
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発 言 者 発　　言　　内　　容

【事務局】 １．開　　会

【恩田会長】 ２．あいさつ

【中山市長】 　

【事務局】 ◎ 資料などの確認・配付

３．議　題

・会議次第に基づきまして，議事に移らせていただきます。議事の進行

につきましては，審議会条例第7条第2項の規定により恩田会長にお願　

いいたします。それでは会長，よろしくお願いいたします。

【恩田会長】

◎ 出席者数の確認

・始めに本日の委員の出席者数を確認させていただきます。

・出席状況について事務局から報告願います。

【事務局】 ・本日の出席委員数について報告いたします。

・委員総数19名のうち，出席者が14名，欠席者が5名でございます。

【恩田会長】 ・事務局報告のとおり，出席委員が過半数に達しておりますので，当審

議会条例第7条第3項の規定により本審議会が成立することを報告いたし

ます。

【恩田会長】

◎ 会議録の作成方法及び会議録署名人の選任

・会議録の作成方法の確認と会議録署名人の選任を行います。会議録の

作成にあたりましては，発言内容のほか，発言者の氏名もこれまでどお

り明記するものといたしますが，よろしいでしょうか。

《 各 委 員 》 　→異議なし

【恩田会長】 ・続きまして，当市の情報公開制度に基づく会議録作成にあたり，会議

録署名人の選任を行いたいと思います。

・今回の会議録署名人については，私の方から指名させていただきます。

・1号委員並びに4号委員の内，張替委員と山崎委員にお願いしたいと思

いますが，お二方よろしいでしょうか。

→【張替委員】，【山崎委員】会議録署名人について承諾

・会議録が作成されましたら，内容をご確認のうえ，ご署名をお願いい

たしますので，ご協力お願いします。

【恩田会長】 ・それでは議事に入ります。

・龍ケ崎市新都市計画マスタープラン策定の進捗状況について，事務局

から説明願います。

【事務局】 (1)　龍ケ崎市新都市計画マスタープラン策定の進捗状況について

【恩田会長】 ・ただ今，事務局から説明がありましたが，資料が多いので，いくつか

に分けて伺いたいと思います。それではまず，資料１のなかの３３Ｐま

での内容でご意見・ご質問等がございましたら，ご発言をお願いいたし

ます。
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【坂本委員】 ・資料１５Ｐの中で世帯数が増えていますが，世帯の増え方が単純に市

外からの転入で増えているものなのか，あるいは市内に住んでいた方が

核家族化して市内から市内へ移って増えているのか，そういう細かい

データ等はあるのでしょうか？

【事務局】 ・細かいデータについて今は持ち合わせていませんが，ひとつの要因と

して，龍ケ崎市街地在住の方が分家してニュータウンに移って増えてい

るというケースはあるようです。

【恩田会長】 ・他の意見はどうでしょうか。

【吉野委員】 ・３１Ｐ診療所について，龍ケ崎市には産婦人科，小児科が少ないと感

じているのですが，龍ケ崎市にはどれくらいの数があるのでしょうか？

【事務局】 ・こちらについては，調べて後日回答します。

【恩田会長】 ・私の住んでいる埼玉県さいたま市では10万人当たり医師の数が47人と

うことなので，比較してみるとまだまだ龍ケ崎市は恵まれた環境にある

と思います。

・その他どうでしょうか。

【深沢委員】 ・３０Ｐの病院数，病床数が多いように思えますが，こちらについては，

エリアではなく龍ケ崎市で増えているということですね。

【事務局】 ・龍ケ崎市内の実際の病院数は３施設ありまして，人口 10万人あたりで

計算すると３．８施設となります。平成11年から増えている病院数，病

床数につきましては，済生会病院が出来たというのが大きな要因です。

【恩田会長】 ・その他どうでしょうか。

・無いようでしたら，次の３４Ｐ～５８Ｐまでの内容で伺いたいと思い

ます。ご意見・ご質問いかがでしょうか。

【坂本委員】 ・市民アンケートについては１世帯対象で行っているものなのか，１個

人宛のものなのか，また，問７では他県からの転入も多いですが，こち

らは男女別ごとの集計なども見ることは可能でしょうか？

【事務局】 ・今回は市内在住の２，０００人の個人を対象としてます。ここには全

てを掲載してませんが，細かいクロスをかけたデータ等もありますので，

ご意見いただければ作ることは可能です。

【坂本委員】 ・後でデータの抽出をお願いします。

・資料２の１５Ｐのイベントなどの多さというのはこれだけの設問で

しょうか。それとも個々のイベントでの回答なのでしょうか？

【事務局】 ・９Ｐの問１１のなかで日頃感じていることということでそれぞれ項目

を設けており，イベントなどの交流機会の多さについて，満足度，重要

度をそれぞれ選んでもらうようになってます。

【恩田会長】 ・他はどうでしょうか。

【吉野委員】 ・団体ヒアリングについてですが，市民のニーズという割には NPO法人が

少ないように感じるのですが，そちらについてはいかがでしょうか？

【事務局】 ・今回の都市計画マスタープラン策定だけでなく，次期最上位計画と教

育プラン策定とあわせ，全体として４０団体とヒアリングを実施してい
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ます。ここには都市マスに関連する２３団体を掲載してますが，今後内

容を精査し，他のヒアリング結果についても都市マスに関連性があれば

載せていきます。

【恩田会長】 ・他はいかがでしょうか。

【秋山委員】 ・公共公益施設について伺います。当市の公共建築物はほとんどが RC造

（鉄筋コンクリート）であると思いますが，コスト面や利用価値を考慮

すると木材を利用した建築も必要であると考えますが，今後の公共建築

物の木造化ということについてはどうお考えでしょうか？

【恩田会長】 ・耐震構造との兼合いで難しいとは思いますが，事務局いかがですか。

【事務局】 ・龍ケ崎市の公共施設については，公共施設等総合計画を策定し，その

中で統合・廃止を含めて今後検討していく予定です。

・木造の公共建築物ということに関して言えば，大宮小学校などもある

ので，今後いろんな場面で増えていくと考えられます。

【恩田会長】 ・他は。特にございませんでしょうか。

【深沢委員】 ・意見交換の手法として今回実施した「まちづくりカフェ」は良かった

と思います。ただ，市民の参加数が若干少ないように思いますが，参加

希望者は最初から20名ですか？

【事務局】 ・市民アンケート調査対象者２，０００名にまちづくりカフェの参加募

集を行ったところ，40名の方から応募をいただきましたが，開催前の出

欠確認や当日キャンセルなどもあり，最終的に市民 20名の参加となりま

した。

【深沢委員】 ・もっと大勢の参加が来てくれることと，地域別の参加者にもばらつき

があったようなので，そのへんのバランスも今後工夫してもらえるよう

お願いします。

【恩田会長】 ・要望ということで承りました。他には意見ございませんか。

・では，資料１の５９Ｐ以降の現行プランの進行評価とまちづくりの課

題・視点について意見等を伺いたいと思います。

【山宮委員】 ・まちづくりの視点で若者が住みたくなるしゃれたまちづくりとありま

すが，具体的にはどういったまちづくりでしょうか？

【事務局】 ・景観の面から，若者の入居促進に向けてどういったまちづくりを行っ

ていくべきか課内で協議したところ，商業地であれば商業地らしい華や

かな，住居地域であればみどり豊かな景観を配慮したまちづくりを進め

ていくことが若者が住みたくなるまちになるのではという意見がでまし

た。ただ実際にどういうものを都市マスに反映していくかはこれからに

なりますので，今後も検討していきます。

【山宮委員】 ・年齢によって求めるものが違うので難しいと思いますが，今の龍ケ崎

市は可もなく不可もなく，もの凄く便利ではないけど，不便ではない，

住みづらくはないけど，凄く生活しやすいかと聞かれるとなんとも。龍

ケ崎市はこれだというなにかポイントになるような拠点が欲しいと思う

ので，今住んでる若い人たちの意見も考慮して何が望まれているのか，

今後住み続けたいと思うようなまちづくりを目指して欲しいと思います。
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【恩田会長】 ・拠点開発していくというのは，次の新都市拠点開発エリアもひとつの

核になってくると思いますし，まちづくりカフェで南部と北部で商店街

の活性化という意見もありましたし，あとは，高齢者と共に魅力あるま

ちづくりをという意見もあるようです。すべてのニーズを吸収すること

は難しいと思いますが，若者にとって住みやすいまちづくりを目指して

ほしいと思います。

・他はいかがでしょうか。

【山崎委員】 ・最上位計画や都市計画マスタープランの中で，地域別に拠点等がある

と思いますが，例えば，佐貫地区の人が，新都市拠点開発エリアと聞い

ても，どこのことを言っているのか分かりにくいと思うので，地域の拠

点等をある程度，絵であらわしてほしいと思います。

【恩田委員】 ・マスタープランの中には，地区別の図面等は入ってくると思いますが，

事務局に確認したいと思います。

【事務局】 ・今の時点で図面を用いての説明はないですが，今後中身を検討してい

くなかで，図面上で地域別の課題等を集約したものも出していきたいと

思います。

【恩田委員】 ・他はいかがでしょうか。

【秋山委員】 ・年齢別の人口推移で 65歳以上の人口が増えていますが，一人暮らしの

老人の把握は可能でしょうか。これは空家対策の一環としての要望です

が，相続人のいない一人暮らしの方が無くなってしまうと必然的に住ん

でいた建物が空家になってしまうので，生前に手続きを行えるようなシ

ステムが作れれば，空家になってしまう建物に歯止めをかけられるので

はと思います。

【事務局】 ・空家については，龍ケ崎市でも重要な課題として空家等対策推進協議

会を設置し，そのなかで空家の有効活用に向けた取組等についても議論

しているところです。先ほどの意見のような空家になる前の管理面や対

策についても，今後，意見を申し述べていきたいと思います。

・なお，一人暮らしの高齢者については，高齢福祉課で把握しており，

先ほどのような取組みについては，成年後見人制度を利用しながら行っ

ていきたいと考えております。

【恩田会長】 ・他の意見はどうでしょうか。

【坂本委員】 ・いろんなところで牛久沼の活用について意見が出ていますが，沼自体

の活用についてはあまり謳われていないように思いますが？

【事務局】 ・牛久沼につきましては，様々な意見をいただいておりますが，なかな

か実現できないという状況ではあります。ここ数年の取組みとして水辺

公園という拠点ができましたので，そちらで凧揚げイベントやウォーキ

ングイベントなど拠点の活用に努めているところです。

・牛久沼の活用について，まちづくりの視点としましては，７２Ｐのな

かで，水・緑など豊かな自然環境の保全・活用としてひとくくりで掲載

しております。

【坂本委員】 ・牛久沼周辺整備については，都市マス等で今後も活用していくような

意思表示をしてもらいたいと思います。
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・水辺公園については整備はされイベントは行われてますが，使い勝手

はあまり良いとは思えません。駐車場のスペースや佐貫駅からの誘導等

はまだまだ改善する必要があると思うので，道の駅ができるのは良いと

思いますが，それ以外にも違った土地利用の活用について要望として意

見させてもらいます。

【恩田会長】 ・了解しました。他にはどうでしょうか。

【石﨑委員】 ・自然災害に関する地域に見合ったガイドラインが必要だと思いますが，

いわゆる自助・共助・公助の公助が補うガイドライン的な構想はあるの

でしょうか？

【恩田会長】 ・自然災害に対するガイドラインの設定ということですね。事務局いか

がでしょうか。

【事務局】 ・防災面に関しましては，当初から災害に強いまちづくりということで

施策は進めているところですが，東日本大震災を機に，地域防災拠点の

整備や防災対策を重点的に進めてきております。内容についても地域防

災計画というものがあり，そちらに基づきソフト面，ハード面とも取り

組んでいくというかたちになっております。また，別で進めている最上

位計画のなかでも防災については別途フラッグを立てて柱にしていこう

という話もありますので，都市マスの方では地域防災計画と最上位計画

を受け，都市計画に関する計画をきっちり位置づけていきたいと思いま

す。

【恩田会長】 ・他はどうでしょうか。

【坂本委員】 ・防災面ということについては，狭い道路の整備についても位置づけさ

れると思いますが，狭隘道路の整備についても都市マスでも関わってく

るのでしょうか？

【恩田会長】 ・いわゆる４ｍ未満道路についてということですね。事務局どうですか。

【事務局】 ・狭隘道路につきましては，これまでのマスタープランでも住みよいま

ちづくりとして，狭隘道路の解消を謳ってきておりますし，今後も狭隘

道路整備補助事業の制度を活用していく予定なので，当然都市計画とい

う観点でも関わってくると思います。

【恩田会長】 ・それでは，時間も超過してますので，次の報告事項について事務局か

ら説明願います。

【事務局】 ４．その他

・新都市拠点開発エリア事業化調査の進捗状況について

　--省　略--

【恩田会長】 ・他に意見はございませんか。無いようでしたらこれで協議事項は終わ

りにしたいと思います。委員の皆様のご協力に感謝申し上げ，進行を事

務局にお返しします。

【事務局】 ５．閉　会

・議事進行ありがとうございました。また。委員の皆様には，長時間に

わたる慎重審議ありがとうございました。

・それでは以上をもちまして，平成27年度第3回龍ケ崎市都市計画審議
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会を終了させていただきます。

・なお，28年度につきましては新都市計画マスタープラン策定の進捗に

あわせまして，合計4回の開催を予定しております。

・次開催を，６月頃に予定しておりますのでよろしくお願いいたします。

平成　　年　　月　　日

会議録署名人　　　　　　　　　　　　　　

　　平成　　年　　月　　日

　　　　

　　　　　　会議録署名人　　　　　　　　　　　　　　
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