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時　　　間 　午後 3 時 00 分～4 時 15 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、坂野委員、髙橋委員、張替委員　

　福智委員、後藤委員、坂本委員、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、沼崎係長、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

　　・（仮）龍ケ崎市都市計画マスタープラン 2017（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
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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

・出席者数の確認

　　　出席者 14 名、欠席者 5 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　福智委員、石﨑委員を会長が指名　→　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。

　本日の議題は、龍ケ崎市都市計画マスタープラン 2017 の（案）につい

てでございます。これにつきまして、事務局から説明をお願いします。

【事務局】 --資料に基づき市民懇談会の結果報告及びプラン（案）について説明 --

【恩田会長】 　全体の構成が 6 ページに序章・１～4 章ということで出ておりますが、

説明がありましたように、大きく３つに分けて皆さんの意見・質問等を

伺いたいと思います。

　まず序章と第 1 章のところについて、序章のところでは、都市マスの位

置づけということで、その他の関連する計画が一通り出ており、10 ペー

ジのまちづくりの歩みの中で、今日までの経緯が非常にわかりやすく掲

載されてます。

　14 ページ～20 ページではいろんなデータのそれぞれ増減ということで、

こちらもわかりやすい表現等になっているかと思いますがどうでしょう

か。

【坂野委員】 　13 ページ中段の文章ですが、「職・住が一体となった稲敷地域の中心

都市となることを目指すこととしています。」これは非常にすばらしい

と思います。

　国土交通省が誘導している都市再生特別措置法の趣旨として、コンパ

クトネットワークというのは、この地域に関しては稲敷地域の中心都市

というのが一番理想的だと思います。

【恩田会長】 　広域的な視点からのまちづくり、そして本市の稲敷地域での位置づけ

についてのご意見ということでしたが、他にはどうでしょうか。 

【秋山委員】 　14 ページの人口の状況についてですが、平成 12 年から 27 年まで人口

増加はさほどないにもかかわらず、世帯数が約 5000世帯も増えてますが、

これは核家族化が進んでいるということですよね。今後、老夫婦だけの

住まいが増え続けると空家問題等に繋がっていくと思われますが、現在

老夫婦だけで住んでいる世帯数というのは、把握されているでしょうか。

【事務局】 　今はデータを持ち合わせておりませんので、今回の議事録と一緒にお

示ししていきたいと思います。 
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【髙橋委員】 　6 ページ 3-1 の本プランの構成はとてもわかりやすい図でいいと思うの

ですが、その下の 3-2目標年次のところは、図ではなく 85 ページのよう

に、10 年間の目標・見直しを文章で明記した方が分かりやすいかなと思

いましたので意見として述べさせていただきました。

【恩田会長】 　参考意見ということで承っていきたいと思います。他には意見ござい

ませんか。

　では、次に説明のありました第 4 章まちづくりを推進するためにという

ことで、今回初めてこういった形での内容を入れるということで事務局

の方から説明がありましたが、こちらについて意見・質問等があれば伺

いたいと思います。 

【坂本委員】 　82 ページに「市民・議会・行政の役割」とありますが、これはまちづ

くり基本条例と合致するような形で市民の役割等を抜粋されているので

しょうか。 

【事務局】 　基本的にまちづくり基本条例に沿った考えでありますが、大枠での表

現になっておりますので、市民の役割の部分については、都市計画を考

えていく中で、こういったことをお願いしたいという内容を載せており

ます。議会の役割のところは、まちづくり基本条例に書いてあるような

内容を載せているところです。 

【坂本委員】 　「市民の役割」という書き方にしては、地区計画や協定などは一般市

民にはわかりにくいのではと思ったので意見として述べさせてもらいま

す。 

【恩田会長】 　来月パブリックコメントを行うということで、このマスタープラン

2017（案）の全体像が、市民の皆様方に出るわけですから、その時に

もっとわかりやすい表現が良いのではないかというご意見を承りました。

【柳澤委員】 　83 ページ都市計画マスタープランの右側に枝分かれでいろんな計画が

入っているかと思うのですが、横の線を見直したときに、「公共施設等

整備」のところに「教育プラン」というものが入っていたり、「住環境

整備」のところに「子ども・子育て支援事業計画」、「道路整備」のと

ころに「市民協働推進の指針」など、左右の関連性がどういう関係で入

れてるのか分かりづらい感じがします。これは密接に関連しているとい

うことで入れているのでしょうか。

　左右の関係も、一番密接してるものから順に明記するなど工夫した方

が良いと思います。 

【事務局】 　83 ページ都市計画マスタープランの部門別方針と他の分野の諸計画と

の繋がりという部分なんですが、柳澤委員がおっしゃられた「公共施設

等整備」のところで「教育プラン」が入っているというところは、小・

中学校の適正規模・適正配置といったことをこの教育プランの中に示さ

れているという理由で入れております。「住環境整備」の部分で「子ど

も・子育て支援事業計画」というところについては、子育て世代の住宅

取得補助等について、この計画の中で入っているというような関係から
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入れているところです。おっしゃられる通り説明書きを加えないと、繋

がりが分かりにくいところもございますので、この部分は説明書きの方

を追記いたしたいと思います。 

【寺﨑委員】 　82 ページ（３）で「関係機関や周辺自治体との連携」と謳っています

が、具体的に関係自治体・関係機関の名前を入れた方が良いのではと思

いました。例えば、牛久沼を考えますと牛久市・つくば市・取手市・つ

くばみらい市そういった自治体と連携して活性化していくということで

あれば、その辺をもう少しわかりやすく書いても良いかと思います。　

【岡田部長】 　水質浄化にかかわる部分や道路に面してる部分等の各団体が、それぞ

れ違う場合がございまして、全部それを網羅して入れるというのが難し

いことから、この部分についてはこういう表現をしているということで

ございます。 

【恩田会長】 　その点ちょっと事務局の方で、検討していただきたいと思います。

　前回の都市マスでも市民と行政の協働ということは出ておりましたけ

れども、新たにまちづくり基本条例が制定され、それを受けての内容と

いうこともありますが、こちらについて私の方から２点お話しさせても

らいます。

　まず 1点目は 82 ページのところですが、市民と行政の協働といった場

合に、どうしてもこの議会を越えるような形で直結してしまうというよ

うなイメージがありましたが、ここで「市民の役割」と「行政の役割」

だけではなく、「議会の役割」をきちんと明示されたっていうのは、大

変良いことだというふうに思っております。審議会によっては議員の皆

さんが参加できないというような場合もありますが、本審議会では 4 名の

議員が委員として入っており、日頃の住民活動等の意見を踏まえての発

言をされているかと思います。皆さんの条例等のチェック機能というの

も重要かと思いますので、この辺はきれいに表で、「議会の役割」が明

示されましたのでよろしいかと思います。

　それから 2点目は少し細かいことなんですが、82 ページ（4）のところ

の「ＰＰＰ/ＰＦＩ」ですが、ＰＰＰはご承知の通りパブリック・プライ

ベート・パートナーシップの略ですが、この中にＰＦＩと指定管理者制

度が入ってきますから、文言としてはＰＦＩと指定管理者制度、その方

がスッキリするように思いました。広い意味でのＰＰＰの概念というの

がありますので、その中でＰＦＩはどちらかというとハードですよね。

建設等のそういったものが含まれているかと思いますし、指定管理者制

度になると文字通り管理者ということで、管理運営の方のソフトですよ

ね。そちらの方に力点が置かれますので、この辺のところを少し整理を

された方がよろしいかというふうに思いますし、ＰＦＩの文言が一般の

市民の方々がご覧になってわかるのかなというのもあります。他のとこ

ろで、ＰＰＰ文言の説明がされてはいますが、その点事務局の方で考慮

していただければと思います。他にどうでしょうか。

【坂野委員】 　会長のおっしゃる通り、ＰＰＰとＰＦＩが並列になってるのが、違和
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感を感じたのですが、これはおそらく内閣府がＰＰＰ/ＰＦＩ推進という

のを掲げているので、事務局の方でそれに合わせて書かれているのでは

と思います。プライベート・ファイナンス・イニシアチブの方は運営権

制度ですが、運営権と指定管理者制度が並列で出てましたのでどうかな

と思いました。 

【恩田会長】 　参考意見として承ります。ありがとうございました。他よろしいで

しょうか。

　それでは６ページの第 2 章と第 3 章のところ、全体構想・地域別構想と

いうことなんですが、こちらの方は今まで出た意見を追記したというこ

とで、事務局から説明がありましたがこちらについてはどうでしょうか。

【張替委員】 　全体的に基本構想として立派な計画だと思います。30 ページの重点プ

ロジェクトがこの基本構想どおりに 10 年間でもし出来たとしたら、すば

らしい都市になると思います。計画については何も言うことはないので

すが、それを具体的にどんな形で実現していくのか、そういったロード

マップが必要であると思いますので、その辺の今後の手順等を事務局の

方でお持ちでしたら、教えいただければと思います。

【事務局】 　おっしゃっていただいたように、都市計画マスタープラン自体は都市

計画に関する基本的な方針を示していくものという役割を持ってまして、

まずはこの都市マスに位置づけていくことが第一歩になるものと考えて

います。この都市マスの中で 10 年間のまちづくりの考え方や、こういう

ことをやっていきたいということをお示しした上で、このプランに基づ

いて具体的にどう進めるかという検討を行いまして、実施していくこと

となります。その具体的な事業や、取組みを進めることについては、別

途となりますが、財政計画や各事業間の優先順位、こういったところを

勘案しながら、毎年、今後 3 年間のアクションプランというものを策定し

て参ります。そのアクションプランの中で、別途、位置づけをし、実施

を目指していくというような流れになっております。

【張替委員】 　この計画を一般市民が見た場合に、この通りに順調にまちが変わって

いく、進んでいくんだと思う人が出てくると思うんですよ。財政的なも

の、技術的なもの、いろんなものが下にあって実現するんだと思うんで

すが、いずれにしてもこの 10 年間の基本構想で、どのくらいの実現性が

あるのか、どこの市町村も一緒かと思いますが、年数が近づくにつれ行

政側の意向が問われるかと思いますので、よろしくお願いします。

【恩田会長】 　83 ページに都市マスの項目別で対応するプランがいっぱいあるわけで

すよね。新都市拠点整備基本構想、そして佐貫駅周辺地域の整備基本構

想、こういったものを含めてどのプランが優先されるのかということで

すが、先程も説明ありましたアクションプランの 3 年間の中で落とし込ん

でいって、順番にやっていくというようなことですけれども、都市マス

自体が基本構想の部分と基本計画の部分と両方の要素が入っているよう

に思いますので、事務局の方で、具体性、事業工程ということを十分に

検討事項として入れて対応していただきたいと思います。
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　他にはどうでしょうか。

【山崎委員】 　22 ページの中で「安全性や防犯性の向上」ということで謳っており、

関連して 24 ページの全体構想の中の１－２都市づくりの目標③ではソフ

ト面になるかと思いますが、健康で安全・安心に暮らせる都市づくりと

いうようなところで、防災についてはコメントされてますが、全体の都

市づくりというところで防犯対策の推進というのがあってもいいのかな

とあくまで私の印象です。

　それから防犯にかかわるところで、49ページ 4-8安全・安心のまちづ

くり方針の（3）の２）で犯罪が発生しにくい環境づくりというところで

空家と防犯対策が出てるんですけど、「発生しにくい環境づくりに向け

て、犯罪の起こりやすい場所を確認し、防犯カメラの設置を推進･･･防犯

灯の適切な管理を促進･･･」ということが謳われていますが、警察の方で

は、いろいろ犯罪の場所の情報なんかも出てたりするのかなと思うので、

もう少し切り込んでいただいてもいいように思います。　

　1 つ質問ですが、防犯カメラの設置を推進していくということで、謳わ

れているんですが、補助制度とか公共側おそらく警察はつけないと思う

ので、市がつけるのか補助制度みたいなものでつけていくのか、都市マ

スとは関係ないかもしれませんが、教えていただければと思います。

【川村副市長】 　防犯カメラにつきましては、市の方でも警察と協議し、場所の設定を

しながら計画的に進めております。それとともに、市民の方でつけた場

合に支援できないかどうかということで検討いたしまして、自治会の

方々が、どうしても地元地区に設置して欲しいといった時に、それを

バックアップできるような制度を今検討しておりますので、来年度から

そういう制度をスタートさせる予定で考えております。

【秋山委員】 　本日も大きな地震が 6 時前に起きました。47 ページ住環境整備の方針

の３）災害に強い住宅地への改善ということで謳われてますが、まだ耐

震診断が行われていなくて、耐震補強の方もされてない住宅が数多くあ

ります。既存住宅の耐震化を強化するために建築士会も最大限の協力を

いたしますので、さらなる検討を市の方でお願いしたいという希望でご

ざいます。 

【恩田会長】 　耐震化の要望ということですね。さらなる要望ということで、事務局

の方で考慮していただきたいと思います。 

【坂野委員】 　先程の「ＰＰＰ/ＰＦＩ」のように国からの支援等を受けられるような

そういった記述が非常に多くて、よく出来ていると思うのですが、1点だ

け 26 ページの「持続可能な都市圏の形成を目指します」というのが何か

守りに入っているような都市圏のイメージを受けました。

　持続可能な都市圏というと、1992 年リオの国連環境計画から持続可能

な発展というのがキーワードになりました。サステイナブル・デベロッ

プメントというのが基本的な考え方なので持続可能な発展、環境を保全

して守るというのは持続可能で発展するということが抜けてるんですね。
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でも持続可能という言葉だけみると、一般的にはすばらしいことに思わ

れる傾向がありますが、あくまでも保全するとか、維持するという言葉

なので、普通に読むと持続の維持、維持だけをして守りに入ってる都市

圏の形成を目指しますというふうに読めますよね。なので、変えるので

あれば「持続可能な発展を目指した都市圏を形成します」という感じで、

龍ケ崎市のすばらしさがアピールできるような言葉がいいなというふう

に思います。

【恩田会長】 　26 ページのところで、先程も「稲敷地域の中心都市」という文言が出

てきましたが、本市の都市としての位置づけが明確になっているという

点は評価したいと、そしてこの「持続可能」という表現がどちらかとい

うと現状維持というイメージがあるということで、その辺ともう少し発

展といいますか、そういった文言を入れてはどうかという提案がござい

ました。事務局の方でもそういった面を踏まえて、考慮していただけれ

ばと思います。

【柳澤委員】 　36 ページの土地利用方針図の考え方ですが、33 ページの拠点整備方針

図が基本となってるかと思うんですが、36 ページの図の中では斜線箇所

の拡張検討エリアは赤斜線の 1ヶ所と工業団地の方が青斜線だけになって

ますので、33 ページの佐貫駅周辺というのも赤斜線にしなくていいのか

なということと、交流拠点である道の駅整備予定のエリアを土地利用方

針図の中に入れてもいいのかなと感じました。 

【事務局】 　斜線箇所の拡張エリアについては、基本的に前段の文章の内容を図面

に落とし込んでおります。青斜線部分のところは 35 ページの３）社会

ニーズに対応できる工業地等の充実ということで、この部分で「工業団

地としての拡張検討する」としております。龍ケ崎駅北側部分について

も同じでございます。ここが新都市拠点開発エリアという位置づけのも

と商業拠点を形成し、市街化区域の拡大を目指していくとしております。

　佐貫市街地の部分につきましては、都市マス策定の前段で作成した佐

貫駅周辺地域整備構想というのをベースに掲載させていただいておりま

す。そういう部分では、佐貫市街地周辺部分も新たな土地利用というこ

とで位置づけられているところですが、中長期的な位置づけとなってお

りますことから、今後 10 年間の都市マスの方ではあえて掲載していない

ということです。

【柳澤委員】 　そういうことであれば了解しました。ただ、一般の人たちがこれをみ

た場合に整合性が取れてないように思えるのではないでしょうか。

　それと道の駅については、土地利用の中でも交流の場として拡張エリ

アに示した方が良いのかなと思いました。 

【恩田会長】 　その点も考慮していただきたいというふうに思います。他どうでしょ

うか。

【坂本委員】 　市民懇談会の開催結果の資料の中でいろんな意見がありますが、やは

り個別の意見の方が多かったのかなというふうにお見受けします。この
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懇談会で出た市民からの意見については、どのように都市マスに反映さ

れていくのか、その辺の経緯的なものを説明していただければと思いま

す。

【事務局】 　今回このマスタープランを策定するに当たりまして、６月と 11 月の２

回、市民懇談会を行ってきました。１回目についてはこちらから何も示

さずに、まちづくりについて現状の人口動向や財政状況、都市整備の状

況等そういうものをお示しして、フリーの状態で意見をいただきました。

　２回目は案をお示しして、それについて意見をいただいたという形で

すが、最初の 1 回目については、例えばこの都市マスに反映したものとし

て、蛇沼周辺の保全活用でありますとか、案の中に反映している部分も

あります。ただ、今回 11 月に行った際の意見につきましては、資料を見

ていただくとわかるかと思いますが、プランに関する内容というよりは、

個別の事業や取組に関する内容が非常に多くて、この都市マスに反映す

るというよりも、各事業を検討していく中で反映させていくべきではな

いかというふうに考えております。先程の説明にありました通り、情報

を各課に伝え、各課で事業を検討していく中で参考にしていただくとい

うような形で活用させていただきたいと思います。

　ただ１箇所だけ、意見を受けて直接つながるものではないのですが、

プラン全般の上から４つ目の「景観形成団体等」、こちらについては市

民懇談会の場で多くの意見がありましたので、全体的にわかりやすい表

現に直したというような状況でございます。

【坂本委員】 　実際に内容を読むと個別的なところが多いので、各課の対応の方がメ

インになってくるのかなと思いましたが、市民の意見ですから、しっか

りと各課との連携をさらに強めて進めていって欲しいと思います。 

【恩田会長】 　前回の都市マスにはなかったような形できちんと市民の意見を反映さ

れているということで、各地域別のところで出てきております。市民懇

談会の意見で、私も 1点だけ気になるのは、佐貫駅西口の意見です。66

ページで謳っているのは東口ですよね。玄関口として片側だけの整備だ

けでいいのかっていうのはありますが、さいたま市から通ってきて 佐貫

駅に降りますと、反対側の方は少し元気がないなといつも思っていると

ころなんですが。これは個別の佐貫駅周辺地域整備構想の方で対応され

るかと思います。

　他に意見はございますか。他に意見がなければ、一通り意見が出尽く

したということで議題の方は終わらせていただきます。 

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 3 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、この後予定しておりますパブリックコメントについては、12 月

20 日から実施する予定で事務手続を進めているところですので、皆さん

にもご確認いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
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　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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