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件　　　名 　平成 28 年度 第２回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 28 年 10 月 25 日（火）

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，坂野委員，髙橋委員，張替委員　　　　

　福智委員，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，吉野委員

〔龍ケ崎市〕

　中山市長，川村副市長

〔事務局（都市計画課）〕

　清宮課長，岡野課長補佐，沼崎係長，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（全体構想・地域別構想）の

　　　素案について

　４　その他

　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

龍ケ崎市都市環境部都市計画課
- 1 -



発 言 者 発　　言　　内　　容

１．開　　会

２．あいさつ

　・恩田会長，中山市長

・出席者数の確認

　　　出席者 15 名，欠席者 4 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　小島委員，坂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の全体構想と地域別構想の素案に

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及び

地域別構想（素案）について説明--

【恩田会長】 　まず，全体構想の方からご質問・ご意見等を受けたいと思います。こ

ちらについては，本市の目指すべき都市像，目標，そして都市の構造，

重点プロジェクト，分野別で都市づくりの方針ということで述べられて

おりますが，いかがでしょうか。

【深澤委員】 　空家対策等の取組について，いろいろな調査をして実態は把握されて

いると思いますが，今後，空家バンクについてはどのようなかたちで取

組まれていくのかお聞きしたいと思います。

【事務局】 　今年度，交通防犯課の方で空家調査を実施したところですが，都市計

画課ではデータの解析が完了しておらず，件数がまだ把握できていない

状況です。今後はこのデータを活用して空家バンクを構築していきたい

というふうに考えております。

　また，空家バンクにつきましては茨城県全体で実施していこうという

考えもございまして，ある程度内容等を統一したものにしたいという方

針があるようですので，県の動向も見ながら構築していきたいという考

えであります。

【恩田会長】 　空家ということですが，商業地域の空店舗というのはどうなんでしょ

うか。

【事務局】 　こちらでとらえている空家等の対策というのは特定空家といわれる崩

壊寸前のようなものが危険性があるだろうということで，その取組を優

先的に考えておりまして，次にそれまで住んでいた方がいなくなってい

る空家への対策，空店舗につきましてはこちらに該当するのですが，今

会長からお話があったように，商店街の空店舗というのが課題となって

おります。

　それがいわゆる空家に該当するのか，空家バンク等に登録していける
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のか，内容を精査したうえで確認をさせていただきたいと思います。 

【髙橋委員】 　内容については大変わかりやすくなりましたが，各ページにある市全

体の図が見にくいです。図の文字も初めて見た方にもわかりやすいよう，

11ページや 15ページぐらいの大きさが必要ではないかと思いますので，

よろしくお願いします。

【恩田会長】 　図の方の見やすさということで要望として承っておきます。 

　他にはどうでしょうか。

【秋山委員】 　１２ページ４－２の土地利用の方針の中で，新しいものをつくるとい

うまちづくりの構図は非常に斬新的で良いのですが，耕作放棄地等の利

用に関する項目が１つも見当たらないので，今後の農業の育成等がどの

ようなかたちになってくるのか気になりました。 

【事務局】 　耕作放棄地について，全体構想の中では「農地を保全・活用してい

く」という方針を書いておりまして，地域別構想の方で耕作放棄地につ

いての考え方について触れております。

　具体的には地域別構想１０ページの南部地域で「広大な農地と市街地

との調和」という１つの目標も設けておりまして，②として，「農業と

まちとの交流を広げる」というようなテーマを掲げており，その中で

「耕作放棄地，そういったものを活用しながら体験農園等「農」にふれ

あい，交流する場としての利用についても検討を進めていく」というこ

とで具体的にはアグリツーリズム等，そういった活用を今後の検討とし

ていきたいと考えております。

【柳澤委員】 　8ページの重点取組事項について，他の項目は具体的に書かれているの

ですが，こちらの一番上の「利便性，機能上の向上」と一番下の「竜ヶ

崎駅周辺の機能向上」が具体的に何を意味しているのかわかりにくいと

思います。

　次に 11ページの拠点整備方針図で「都市拠点」と「地域生活拠点」の

違いがあまりないように感じます。

　最後に２０ページの４－６公共施設等整備の方針（１）基本的な考え

方の中に「予防保全による長寿命化を基本とし」とありますが，長寿化

計画に対する考え方をもっと具体的に言ったほうがいいのではと思いま

した。

【事務局】 　まず 8ページの重点取組事項の「既存の公共施設の利便性・機能性の向

上」についてですが，こちらのエリアについては市役所や文化会館，中

央図書館，保健センターが既に立地しており，公共施設が集約したエリ

アでございます。ここではそれぞれの施設の利便性の向上，例えば駐車

場の適正配置でありますとか，アクセスの向上等や，機能性の向上とし

て適切な施設の改修等を図ることで，都市拠点を形成する一つの要素と

して，活用していきたいというような意味でございます。表現としては，

わかりづらいところもございますので，今後修正していければと思いま

す。
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　次に「竜ヶ崎駅周辺の機能向上」につきましては，現都市計画マス

タープランからの引き継ぎといいますか，達成できなかった状況でもあ

りますので，今回また改めて，重点プロジェクトの１つとして位置づけ

させていただきました。具体的には，これから「まちなか再生」という

取組を進めようとしており，その中で，関係者である関東鉄道とも協議

をしながら，竜ヶ崎駅周辺のあり方について一緒に探っていきたいと考

えております。

　それから１１ページの「都市拠点・地域生活拠点」の違いについて，

まず地域生活拠点と都市拠点についての考え方ですが，各市街地ごとに

日常生活に必要な機能を集積した地域生活拠点をつくっていくというよ

うなことを考えております。龍ケ崎市街地で言えば竜ヶ崎駅や市役所周

辺と商店街も含めたエリア，佐貫市街地で言えば佐貫駅周辺のエリア，

北竜台市街地で言えば，サプラやケーヨーＤ２等がある商業系の用途配

置がされているエリア，龍ヶ岡市街地についても同じように，済生会病

院や周辺の土地等の商業系，住居系の用途地域を配置しているエリア，

その辺を市街地の中心として想定し，生活圏を構成する方々の日常生活

の機能を担っていくというようなことで，地域生活拠点として位置づけ

ております。

　そのうえで，佐貫駅周辺や竜ヶ崎駅，市役所周辺につきましては，駅

としての機能でありますとか，公共施設が既に集積しているという現状，

さらに広域交通，佐貫であれば，鉄道の結節点，龍ケ崎市街地の方であ

れば，県道が交差しているというようなアクセス性，こういった優位性

を生かして地域生活拠点，地域の拠点としての位置づけとあわせて，市

全体の魅力やにぎわいに繋がるような，市全体の拠点地区としての土地

利用を進めていきたいというようなことで，地域生活拠点は各市街地に

１つずつですが，そのうえで市全体の魅力を高めていくというような機

能をあわせ持つ地域として，２つの都市拠点を定めているというような

内容でございます。

　２０ページ４－６公共施設等整備の方針の「予防保全による長寿命

化」については，既に策定している「龍ケ崎市公共施設等総合管理計

画」の中で，予防保全，長寿命化に対する考え方は記載しておりますの

で，それに基づいて取組を進めていくというようなことになります。

【恩田会長】 　3 点目は個別計画で「公共施設等総合管理計画」がありますので，その

中での整合性を図りながら記載するということですね。

　 他にはどうでしょうか。

【坂本委員】 　まず１４ページの道路関係ですが，龍ケ崎市は都市計画道路等の道路

については非常によく整備されており，整備率も高い状況ではあります

が，今後の市外の道路整備によっては，佐貫駅を利用している稲敷市方

面の人達がひたち野うしく駅に流れてしまうことも考えられますし，成

田空港や圏央道や市外の拠点等と連結する道路整備については，交通の

利便性をＰＲするためにも，さらに推進していく必要があるのではない

かと思います。

　15ページの「（仮称）県南広域道路」については，かなり昔から構想
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があると思いますが，広域で協議をしていかないと，龍ケ崎市だけ置い

てかれてしまうようなことも考えられますので，道路整備については，

もう少し重点プロジェクトに入れてほしいという要望です。

　それから１８ページの公園整備についてですが，都市拠点として公園

の整備は非常に重要だと思っていますが，龍ケ崎地区に関しましては大

きな公園というのがあまりないので，子どもが遊べるような公園整備と

いうのも考えてもいいのかなと思います。また最近公園といえば防災拠

点としての考えがよく出てきますが，龍ヶ岡公園については避難場所と

しても，公共的な施設が近くにあるので良いのですが，北竜台公園につ

いては公共的な建物というのが少し離れているので，公園の中にも防災

拠点としてではなくても，人が交流できるような施設等も整備しても良

いのではと思います。

　マスタープランの中にも，交流拠点，防災拠点そういったものを考え

るのであれば，文書化して入れておいてもらいたいということで意見と

して言っておきます。

【恩田会長】 　１点目は市内だけではなくて市外の交通ネットワークという地域間連

携についての要望ということで承りました。

　そして２点目が児童公園も含めて，防災拠点となる公園の整備につい

ても入れてほしいというご意見でしたが，事務局いかがでしょうか。

【事務局】 　防災拠点については，公園の今後のあり方として防災機能を付加して

いくという考え方ももちろん持っております。19ページの一番上の部分

に「災害時には，避難空間としても活用できるよう」このあたりに記載

しておりますので，これに基づいた整備を進めていければと思っており

ます。

【柳澤委員】 　１５ページの図の凡例の中で（県）一般県道，（主）主要地方道，

（都）都市計画道路となっておりまして，一般県道については県事業で

今後も整備していかなくてはならないところですが，先ほど坂本委員が

言われた「（仮称）県南広域道路」に関しては，県もあまり関与してな

いとは思われますが，これまで市としてどんな位置づけになっているの

でしょうか。

【事務局】 　「（仮称）県南広域道路」につきましては，確か平成１８年か１９年

ぐらいに最初，県の方からいただいたお話しかと思いますが，その後整

備が進まないという状況が続きまして，市としても関係するつくばみら

い市（当時伊奈町）や取手市（当時藤代町）と協議しながら，この話が

なくならならないよう年１回くらいで県や工事事務所と協議を進めてき

た経緯はありますが，ここ何年か恐らく何もお話が進んでいないような

状況になってますので，今回この都市マスに改めて位置づけした次第で

す。　今後，県の方にも相談にお伺いできればと考えていますので，よ

ろしくお願いします。

【柳澤委員】 　他の市町村でもいろんな構想路線を持っておりますが，それはそうい
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う道路網が市町村にとって必要だということであって，全体の広域的

ネットワークを考えた時に，必要性があるため事業を行いたいというこ

とであれば，県も了解はしますが，必ず県事業で行うということではな

いと思いますので，ここで掲げて，一般県道と同じように県事業で整備

していくのかというのは，また別の話かと思います。

【恩田会長】 　その辺のところは，整理していただくということですね。

　それでは，全体構想につきましては，これで終わりにさせていただき

ます。

　次に地域別構想について，ご質問ご意見等承りたいと思います。市内

在住の委員については，ご自分の地域と照らして，意見等あればお願い

したいと思います。

【深沢委員】 　６ページ２－２地域の声の「地区ごとに求められていること」で大宮，

龍ケ崎西に龍ケ崎，北文間と分かれて書いてありますが，分かれて書か

れているのは，なにか意味があるのでしょうか。

　龍ケ崎西小学校区は「雇用の場の拡大」とありますが，２２ページの

城ノ内小学校区の方にも書いてあり，地区の人がこれを見たときに，他

の地区では望んでないのかと勘違いする場合もあると思いますが，分か

れて書かれている理由を教えてください。

【事務局】 　こちらにつきましては，昨年行いました市民アンケートの結果をもと

に記載しております。質問としていくつかの項目に分けて満足度・不満

足度というのを聞いたときの数値でして，それを小学校区ごとにクロス

集計した結果でございます。「雇用の場の拡大」というのは全体的に声

が多かったのですが，地域別クロス集計を行ったときの特徴として龍ケ

崎西小学校区では上位に来ているというようなことで，こういった記載

になっております。

【深沢委員】 　１７ページの北部地域はまとめて書いてありますが，別にこれは枠を

切って示さなくてもいいのではないかと思うのですが。

【事務局】 　東西南北の 4 地域でも，いくつかの小学校区があって，地区ごとに特徴

的な事項が見られた場合には，小学校区ごとの特徴的な事項として書き

出しているという形です。北部地域については松葉，久保台，長山，馴

馬台と４つの小学校区がありますが，こちらは小学校区ごとに主立った

特徴はなかったというようなアンケートのクロス集計結果が出ておりま

したので，このような記載の仕方にしております。

【恩田会長】 　6ページには罫線が１７ページには罫線が入っていないその辺の違いと

いうことですね。各小学校区ごとの主な特徴的な記載というかたちにな

るようですが，地域を超えた全体的な課題は当然あるわけですね。

　他どうでしょうか。

【深沢委員】 　１３ページ３－３地域の課題の②「玄関口から市内に誘導していくた

めの，便利で安全な通りが必要です」とありますが，まずは佐貫の駅に
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降りてもらうことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。まずは，

佐貫駅に降りてもらう，そのようにしないと全部素通りしてしまうと思

います。そういうこともちょっと考慮していただければと思うんですが

いかがでしょうか。

【事務局】 　今のご意見は西部地域に限ったことではなくて，龍ケ崎市の魅力・市

全体の魅力を高めるということと，佐貫駅の周辺に人が集まる，にぎわ

いが生まれるような機能を持ってくるということが大切かなと思います

ので，全体構想の重点プロジェクトの中での考え方をもとに進めていけ

ればと思います。

【恩田会長】 　よく「集客装置」いう言葉が使われますが，そういう核になる，目玉

になるもので，佐貫駅周辺に人も増えてくるというわけですね。

　他にどうでしょうか。

【山宮委員】 　私は北部地域に住んでいますが，この地域はここにも書かれていると

おり比較的便利ですし，人も多いですし，学校も子どもたちも多いとい

うことで特に要望というのはないと思っていたのですが，車の免許がな

く車の運転ができない，そういう人たちにとっては，公共交通が充実さ

れておらず，行きたいところに行けないという声を何人かの方からお聞

きしました。

　高齢者だけがコミュニティバスの充実や公共交通の充実を訴えている

のではなく，若者にとっても魅力あるまちづくりとしては，車がなくて

も安心して暮らせるまちというのが大きなキーポイントになるのかなと

思いますし，不便のないまちにしていくことで持続可能なコンパクトシ

ティの中の利便性をつくっていくものなのではないかなというふうに思

いますので，ぜひその辺の観点も入れていただきながら，今後の龍ケ崎

の本当に安心して暮らせるまちづくりを進めていっていただきたいと思

います。

【事務局】 　公共交通機関の充実ということですが，山宮委員がおっしゃられたこ

とがまさに今回の都市マスで一番重きを置いているというか重要視して

いるコンパクトシティの考え方に通じるものだと思います。

　日常生活に必要な店を自分の生活する地域に，地域生活拠点という位

置づけをしまして，そこにいろんな施設を集約したうえで，公共交通を

便利に走らせ，そこにアクセスするというようなかたちがこれから考え

ていくべきまちづくりのかたちだと思っております。

　また北部地域の方では１９ページ４－６（１）の①というところで，

「地域生活拠点を中心に，周辺住民が徒歩圏や自転車圏で日常生活が過

ごせるよう生活環境の維持・向上に努めます」というような方針を掲げ

ておりますので，こういったことを主眼としたまちづくりを北部地域で

進めていければと考えております。

【山宮委員】 　今ここにも書かれておりますけれども，「既存の大規模集客施設を中

心とした」というこの既存の大規模集客施設がなくなってしまうのでは
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という心配をされている方も現実にはいらっしゃるんです。せっかく市

の窓口もできたことですし，大規模集客施設をなくさないための努力も

ぜひ続けていただきたいです。

　そういう不安を持つような市民の方がいらっしゃること自体がやはり

このまちから離れていく要因になっているんじゃないかなんていうのが

ありますので，その辺も含めてぜひアピールをしていただければと思い

ます。

【恩田会長】 　はい。要望として承ります。

　他はどうでしょうか。

【秋山委員】 　各地域すべてに通ずることですが，前回の熊本地震でもありましたが，

建物崩壊でトイレが使えない，水道が破裂して水が流れない，そういっ

た緊急時に，マンホールの上に直接仮設トイレを置くようなマンホール

型トイレを普及してもよいのではないでしょうか。

　トイレは人間が生きていくうえで大切かと思いますので，意見として

いっておきます。

【中山市長】 　今，秋山委員がおっしゃられたような，下水道に直結するようなマン

ホール型トイレの設置については，まずモデル地域を 1カ所決めてスター

トするというようなかたちになると思いますが，できれば順次，拡大を

していければいいなと考えております。

　下水道が来てないところもありますので，その辺も含めて，どのよう

なかたちで行うのか全体像には時間がかかると思いますが， 今ご提案が

あったようなかたちで進めていければと考えております。

【恩田会長】 　市長自らの回答ですので，実現されるかと思います。

　他にはどうでしょうか。

【坂本委員】 　まずは 10ページの南部地域で，先ほどお話した公園の件ですが，「ふ

るさとふれあい公園を中心に・・」とありますが，中心地の人たちから

は結構距離がありますよね。市街地ににぎわい広場はありますけど，ま

ちの中に大きめな公園があると，若いお母さんたちや子どもたちににぎ

わいの場というもので提供できるのかなと思うので，公園整備について

ももう少し考えて欲しいと思います 。

【事務局】 　龍ケ崎市の都市計画図等を見ても，南部地域には公園施設が少ないか

なという印象ではあります。先ほど話しにありましたにぎわい広場であ

りますとかと八坂神社となりの公園でありますとか，出し山，緑町あた

りの区画整理の中には児童公園等が所々に整備されているような状況に

あるのですが，人が集まれるような大きい公園がないというような状況

かと思います。

　今のところは全体構想の公園・緑地整備の方針の中でそういった龍ケ

崎市街地に公園整備等の記載はしてないですが，これから「まちなか再

生」の計画づくりを考えていく予定となっておりますので，計画を考え
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ていく中で検討していければと考えております。

【坂本委員】 　出し山等の児童公園は区画整理事業の一部でつくられた公園なので，

子どもが何時間も遊べるような造りにはなっていないですよね。逆に場

所がないなら，全天候型の室内のプレーパークですとか，市内の中では

そういったことも考えながら整備を進めていただきたいと思います。

　それと西地区についてですが，現実的に駅前の整備をしたときに，全

体構想９ページのイメージ図のような構想は本気でこれが描けるのか疑

問です。佐貫駅については線路がカーブしているところにある駅という

ことで，電車に乗るときにもすき間が空いてしまって，非常に危ないと

いう話もありますが，そういうことも含めて，駅の位置を別の場所に

持ってこようとか，そういったお話がワークショップ等の中ではなかっ

たのでしょうか。

【事務局】 　今回の都市計画マスタープラン策定に当たってワークショップを 2種類

ほどやってきましたが，佐貫駅の東口は，市の玄関口としてもちょっと

足りない部分があるというような話はありましたが，そこまで具体的な

お話は参加された市民の方からはなかったというような状況です。

【坂本委員】 　今取手市には，取手駅・藤代駅，牛久市は，牛久駅・ひたち野うしく

駅で，土浦市は荒川沖・土浦駅ということになると，龍ケ崎市にも常磐

線の駅が２つあってもいいのではと勝手な想像をしておりまして，そう

いった構想も考えの中で一つぐらいあってもいいのかなと思うので，提

案とさせていただきます。

【髙橋委員】 　西部地域の課題のところで，あまりにも玄関口，玄関口とちょっと強

調し過ぎていて，確かに，駅前で玄関口ではあるんですけど，玄関口と

いうのは実は西部地域の方には失礼な言い方かなと思うんです。そこで

暮らしている方から見れば，単なる通り道みたいな部分があるので，

ワークショップの中では本市の顔（玄関口）というような表現を使って

いますし，あくまでも玄関口というのは市全体の中でのポジションと表

現した方がよろしいかという印象がありましたので，ご考慮いただけれ

ばと思います。 

【恩田会長】 　西部地域の文言の修正をというような要望がでましたが，その点を踏

まえて今後検討していただければと思います。 

【坂野委員】 　先ほど柳澤委員と坂本委員もおっしゃってた道路整備の話ですが，道

路整備に関しては進めば進むほどコンパクトシティは難しいという問題

がありまして，先ほど山宮委員がおっしゃっていたように，公共交通で

何とかならないかということですが，コンパクトシティとはそもそも郊

外化を抑制するという目的でありますので，道路整備がよくなれば非常

に難しいということです。

　実際にコンパクトシティという話になると，例えば公共交通でのコン

パクトシティを形成している富山市の面積は 1241.77k㎡，複合施設でコ

ンパクトシティを形成している青森市の面積は 824.61k㎡，龍ケ崎市は

78.55k㎡ということで，どちらと比べても 10 分の 1以下であることから

龍ケ崎市都市環境部都市計画課
- 9 -



そもそも龍ケ崎市はコンパクトではないかなというふうに思えますが，

道路整備とコンパクトシティを結ぶような結節点をキーワードに入れな

いと内容が矛盾してみえますので，多極型，クラスター型とも言います

がそういうハブをどうするか，公共交通網の整備をどうするかというこ

とも考慮すべきかと思います。

【恩田会長】 　対極的な視点からということでご意見ありがとうございました。

　一通り全体構想と地域別構想ということで，質問や意見，要望等が出

ましたので，それらを踏まえて，事務局の方で対応していただければと

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２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，11 月 22 日に開催を予定し

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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