
会議録（要旨）
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件　　　名 　平成 28 年度 第 1 回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 28 年 6 月 30 日（木）

時　　　間 　午後 3 時 00 分～4 時 40 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〕

　恩田会長，秋山委員，小島委員，髙橋委員，野口委員，福智委員

　宮武委員，後藤委員，坂本委員，深沢委員，山宮委員，柳澤委員

　石﨑委員，寺﨑委員，山崎委員，吉野委員

〔龍ケ崎市〕

　中山市長，川村副市長，岡田都市環境部長

〔事務局（都市計画課）〕

　清宮課長，岡野課長補佐，廣津係長，記録者

傍　聴　人 　4 人

会 議 内 容 《　次　第　》

　１　開　会

　２　あいさつ

　３　議　題

　　・龍ケ崎市新都市計画マスタープランに係る全体構想（骨子）（案）

　　　について

　４　その他

　　・新都市拠点開発エリア事業化調査の結果について

　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

１．開　　会

２．あいさつ

　・恩田会長，中山市長

　・委員紹介・委嘱状交付（柳澤委員）

　・事務局職員紹介

　・出席者数の確認

　　　出席者 16 名，欠席者 3 名　→　会議成立の確認

　・傍聴人へのお願い

　・会議録の作成方法及び会議録署名人の選任

　　　発言内容及び発言者氏名の会議録への明記　→　了承

　　　会議録署名人　髙橋委員，吉野委員を会長が指名　→　了承

３．議　題

【恩田会長】 　それでは，次第に基づきまして，議事を進めてまいりたいと思います。

　はじめに新都市計画マスタープランに係る全体構想（骨子）（案）に

ついて，事務局より説明をお願いします。

【事務局】 --資料に基づき龍ケ崎市新都市計画マスタープランに係る全体構想（骨

子）（案）について説明--

【恩田会長】 　資料にあります「将来都市像と都市づくりの目標」，「将来都市構

造」，それから「重点プロジェクト」，まずは，この 3 点について，皆さ

まからご意見，ご質問等を受けたいと思います。

　その後は，各分野別の方に移っていきたいと思います。

　いかがでしょうか。重点プロジェクトまでで，何かご意見，ご質問等

ございましたらお願いいたします。

【坂本委員】 　まず，2ページの将来人口についてですが，この辺りは，第 2 次ふるさ

と龍ケ崎戦略プランと調整を図った数字ということでよろしいのでしょ

うか。

【事務局】 　はい，人口につきましては，第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プランの数字を

用いたものとなっております。

【坂本委員】 　次に 3ページですが，「本市では，首都圏や成田，つくばと近接してい

るという位置的な強み」があるということで記載されていますが，本当

に強みなのでしょうか。

　成田やつくば等と近接していると言っても，圏央道を使うにしても市

にはインターがないですし，インターに行くまでにも時間がかかる，そ

ういった意味では，そこまでの強みではないように感じますが，いかが

でしょうか。

【事務局】 　つくばは，皆さまもご承知のとおり，研究機関等が集まっている研究

学園都市であります。また，成田につきましても，国際空港がある国際

都市でありますので，そのようなところに近いということは，強みであ

ると考えております。

　さらに圏央道の開通や国道 6 号の牛久土浦バイパスの整備に加えまして，
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 今，県に美浦栄線バイパスの早期整備を強く要望しておりますので，そ

れらによって，時間距離が縮まれば，さらに強みが増すものと考えてお

ります。

【坂本委員】 　美浦栄線バイパスの整備を要望しているということですので，早期整

備に向け，引き続き要望活動をお願いしたいと思います。

　次に 5ページ，水と緑の拠点とネットワークの形成の項目についてです

が，そこには牛久沼に代表される水辺ということで，小貝川や蛇沼，そ

して中沼も入っています。

　中沼となると規模が小さいので，少し違和感がありますが，中沼につ

いてはどのように考えているのでしょうか。

【事務局】 　中沼につきましては，茨城県の条例で自然環境保全地域という指定が

なされております関係から記載しているところでございます。近くの旧

小貝川や小貝川，その辺りとのネットワーク化を図っていくことで，水

と緑の拠点としての機能を高めていくとともに，貴重な自然資源として

保全していきたいと考えております。

【山宮委員】 　都市づくりの目標にある 4番の「若者世代に支持される住んでみたいと

感じる都市づくり」には，「眺めの良さや街並みの美しさを考慮した魅

力ある自然景観・市街地景観づくりを進めます。」とありますが，やは

り龍ケ崎スタイルというものが最も大事ではないかと思います。

　当市のスタイルは，豊かな緑や良好な景観にあるかと思いますが，季

節によっては草がぼうぼうと生えっ放しで，1 年のうち何回かは，除草作

業がなされていますが，たくさん草が生える時期だけ，そうなると，

せっかく綺麗な街並みも台無しになってしまいます。市内に色々なもの

をつくるとか，そのようなこと以外にも，龍ケ崎らしい，その良さを活

かした取組みが非常に重要だと思っています。

　そのような取組みを通していくことで，龍ケ崎は自然が多くて，きれ

いだなと思ってもらえるところに，自慢したくなるふるさとというもの

が生まれ，また定住にもつながるのではないかと思います。

【事務局】 　龍ケ崎の魅力向上に向けましては，良好な景観形成，そして，そのた

めには今おっしゃられたような取組みが非常に重要であると思っており

ます。

　新都市計画マスタープランでは，重点プロジェクトを設け，景観に力

を入れていこうと方針を示しているところであります。現在，当市は県

の景観形成条例に基づいた運用を行っているところでありますが，今後

は景観法に定める景観行政団体に移行することを目指し，移行後は市独

自の景観に関する計画やガイドライン等を策定していくことで，龍ケ崎

スタイル，龍ケ崎らしさというものを追求していきたいと考えておりま

す。

【恩田会長】 　その他，いかがでしょうか。

　よろしければ，7ページ以降の分野別の方針について，ご協議いただき

たいと思います。

【坂本委員】 　9ページの龍ケ崎市街地の項目には「街なかの空き地，空き店舗，これ

らの活用を図っていく」と記載されています。
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　私は，龍ケ崎市街地にある空き店舗，これらの対策等については，重

点プロジェクトとして取り組んでいくことが望ましいと考えているので

すが，これが入らなかった理由をお伺いしたいと思います。

【事務局】 　重点プロジェクトにつきましては，今後のまちづくりを考えていくう

えで，重要な視点となってまいりますコンパクト化，具体的には立地適

正化計画等の策定を見据えて，都市拠点の拡充と形成をテーマに，市の

玄関口である佐貫駅周辺や竜ヶ崎駅の北側の整備等とともに，若者世代

の定住促進に向けた景観形成の取組みを掲げているところでございます。

　龍ケ崎市街地における空き店舗等の活用につきましては，まちなかの

再生に向けたプランの策定を，今年度から始めたところでございますの

で，そちらの方で検討してまいりたいと考えております。

【深沢委員】 　同じく龍ケ崎市街地の項目ですが，「店舗など人が集まる施設の一体

性，回遊性を高め」といった記載がありますが，商店街の中でもどの辺

りのことを想定したものなのでしょうか。

【川村副市長】 　先程もまちなかの再生について，お話ししましたが，現在，まちなか

再生プランという計画の策定に向けて基礎調査をしておりますので，具

体的な内容につきましては，プラン策定の中で検討していきたいと考え

ております。

【深沢委員】 　10ページの公共交通網形成の方針の項目ですが，ここでは「自家用車

に過度に依存しない市民の便利で快適な移動に資する持続可能な…」と

ありますが，今後さらに高齢化が進むことを考えると，非常に重要なも

のであると思います。その中で，次の 11ページに「周辺自治体と連携し

た広域的なバス交通の充実」が記載されていますが，これの具体の内容

について，お伺いできればと思います。

【事務局】 　広域的なバス交通につきましては，現在，県が中心となって，具体の

連携策等を検討してる最中でございますので，その具体の内容が明確に

なりましたら，新都市計画マスタープランや公共交通網形成計画にその

内容を盛り込んでいきたいと考えております。

【深沢委員】 　同じく交通の項目に「インターネットや携帯電話などから公共交通の

情報を提供できる便利で使いやすいシステム」との記載があります。

　これも必要ですが，今，本当に求められているのは Suica等の電子決済

できるシステムの導入だと思いますが，いかがですか。

【事務局】 　それにつきましては，先日，開催しました市民懇談会の中でも出され

たご意見でございまして，市といたしましては，バス事業者に要望して

まいりたいと考えております。

【深沢委員】 　次に 15ページです。工業地の項目で「うるおいと創造性があふれる景

観形成」とあり，さらに，その下の住宅地の項目にも「うるおいのある

美しい住宅地景観の形成」とあります。

　これらが示す具体のイメージについて，お伺いします。

【事務局】 　工業地についてですが，つくばの里工業団地では，緑化協定というも

のを結んでおりまして，工業地の中にあっても緑ある環境を創出してい

こうとするものでございます。また，住宅地につきましても，地区計画
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や建築協定等を定めることで，緑あふれる景観形成がなされるような工

夫をしているところでございます。

　このようなことを今後も継続していきたいと考えているところでござ

います。

【深沢委員】 　そのような意味なんだろうとは思いましたが，違う言葉で表現した方

がわかりやすいのではないかと思いました。

【髙橋委員】 　本日の資料の中には，駅名変更の内容がまったく出てきていないこと

に違和感があります。魅力ある駅前空間を形成していくに当たっては，

駅名変更の取組みを入れた方がよいのではないでしょうか。

【川村副市長】 　新都市計画マスタープランにおきましては，現在，策定を進めている

佐貫駅周辺地域整備基本構想に基づく拠点整備を重点プロジェクトの 1 つ

に掲げているところでございます。

　現在は，この項目のみで，具体の取組みの記載には至っておりません

が，基本構想の中には，駅名変更も具体の取組みの 1 つとして入りますの

で，基本構想策定後，駅名変更を含めた各取組みを新都市計画マスター

プランに反映させていきたいと思っています。

【秋山委員】 　先日，九州地方でがけ崩れが発生しました。龍ケ崎にも高台の地区が

ありますが，そのような地区でのがけ崩れに対する市の対応等をお聞か

せください。

【川村副市長】 　当市には急傾斜地崩壊危険個所が何か所かありまして，平成 25 年度に

発生した台風の影響で大雨が降った際，2 か所で土砂崩れが発生し，現在，

その 2 か所の対策事業を進めているところでございます。

　そのような災害の際に最も重要となりますことは，やはり住民の避難

です。避難勧告が適切に発令できるように，防災対策の中で，検討を

行っているところでございます。

【秋山委員】 　先日，建築士会による違反建築のパトロールを行った際，外国の方が

自分の敷地だから良いだろうということで，勝手に建築を始めてしまっ

ていました。それを県に報告して，今はストップとなりましたが，問題

は，外国の方が日本の法律を知らないということです。2020 年の東京オ

リンピックに向けて，今後，ますます外国の方が入ってくると思います

が，まずは，建築に関してではありますが，必要なルールを各国の文章

で周知をしておかないと，無秩序な建築が広がってしまうという懸念が

あります。

　そしてもう 1 点，住宅の耐震化の推進に関連して，地震で家が倒壊しな

いという強さを示す耐震等級 1 という数値がありますが，全住宅に占める

耐震等級 1以上の住宅の割合を把握なされているのでしょうか。

【事務局】 　まず，外国の方への対応につきましては，市として対応ができていな

いのが現状でございますので，先進自治体の例や県等の取組みを参考と

してまいりたいと考えております。

　耐震等級につきましては，そのデータがあるかどうかを確認しまして，

可能であれば，後日，お示しさせていただきたいと思います。

【恩田会長】 　それでは，よろしいでしょうか。

　次に移りたいと思います。
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４．その他

　--省　略--

【恩田会長】 　その他，よろしいでしょうか。本日も様々なご意見をいただきました。

　事務局は，皆さまからいただきましたご意見を十分に反映させていた

だきたいと思います。

　本日の議題は，これで全て終了いたしました。

５．閉　　会

【事務局】 　本日は，慎重審議ありがとうございました。

　以上をもちまして，平成 28 年度第 1 回龍ケ崎市都市計画審議会を終了

させていただきます。

　なお，次回の開催についてでございますが，10 月頃に開催をさせてい

ただきたいと考えております。次回はプラン全体の素案について，ご協

議いただきたいと考えております。詳細は追ってご案内させていただき

ますので，よろしくお願いいたします。

　本日はありがとうございました。

　　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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