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件　　　名 　平成 29 年度 第 1 回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 29 年 7 月 11 日（火）

時　　　間 　午後 3 時 00 分～4 時 10 分

場　　　所 　地域福祉会館　大会議室

出　席　者 〔都市計画審議会〕

　恩田会長，坂野委員，秋山委員，黒須委員，髙橋委員，所委員

　張替委員，福智委員，宮武委員，武藤委員，坂本委員，杉野委員

　柳澤委員，石﨑委員，石引委員，海野委員，松田委員

　根本委員

〔龍ケ崎市〕

　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　挨　拶

　３　議　題

　（1）龍ケ崎市都市計画審議会会長及び職務代理者の選任について

　（2）龍ケ崎市立地適正化計画策定の基本方針について

　４　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

【川村副市長】 ２．挨　拶

　・委嘱状交付

　・事務局紹介

　・資料の確認

　・議事進行代行の確認

　　会長選出までの議事進行（川村副市長）について説明

　・出席者数の確認

　　　出席者 17 名，欠席者 3 名　→　会議成立の確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　（根本委員，途中入室）

　・傍聴人へのお願い

　・会議録の作成方法の確認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　秋山委員，松田委員を川村副市長が指名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　了承

３．議　題

【川村副市長】 　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。

　最初に，「龍ケ崎市都市計画審議会会長及び職務代理者の選任につい

て」でございます。

　会長につきましては，条例第 6 条第 2 項の規定により，1 号委員・学識

経験者のうちから選出することとなっております。

　この会長の選任につきまして，ご意見ございますか。

【張替委員】 　事務局はどのようにお考えですか。

【事務局】 　会長につきましては，これまでも会長職を務めていただきました恩田

委員にお願いできたらと思っております。

【川村副市長】 　私からも，引き続き，恩田委員にお願いできればと思っております。

　恩田委員，よろしいでしょうか。

【恩田委員】 　→了承

【川村副市長】 　恩田委員からのご了解をいただきましたが，皆さま，恩田委員に会長

職をお任せするということでよろしいでしょうか。

【各委員】 　→了承

【川村副市長】 　皆さまのご承認をいただきましたので，恩田委員に会長をお願いする

ということで決定させていただきます。

【事務局】 　恩田会長，よろしくお願いいたします。

　それでは，恩田会長には，会長席にお移り願います。

【事務局】 　それでは，ここで恩田会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。

【恩田会長】 　（挨拶）
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【事務局】 　ありがとうございました。

　続きまして，条例第 6 条第 4 項の規定により，会長の職務代理者の選任

を恩田会長にお願いしたいと思いますが，いかがいたしましょうか。

【恩田会長】 　私としましては，私と同様，前回の審議会で職務代理者を務めていた

だいた，坂野委員にお願いしたいと考えております。

　坂野委員，よろしいでしょうか。

【坂野委員】 　→了承

【事務局】 　ありがとうございます。坂野委員，よろしくお願いいたします。

　それでは，一つ目の議題，会長及び職務代理者の選任が終了しました

ので，これからの議事の進行につきましては，恩田会長にお願いいたし

ます。

【恩田会長】 　それでは，次の議題に入ってまいりたいと思います。次の議題は，

「龍ケ崎市立地適正化計画策定の基本方針」についてです。

　これにつきまして，事務局からご説明をお願いいたします。

【事務局】 　（立地適正化計画策定の基本方針について説明）

【恩田会長】 　ただいま，事務局から説明がありましたが，都市計画マスタープラン

は「都市マス」，立地適正化計画は「立適（りってき）」という略称が

あるようですね。

　それでは，ご意見，ご質問等がありましたら，ご発言をお願いいたし

ます。

　ないようですので，まずは，私の方から質問させていただきます。昨

年度，都市計画マスタープラン 2017 を策定したところですが，このプラ

ンと立地適正化計画は，どのような関係になるのでしょうか。

　この辺りのところは，各委員の皆さんも疑問に感じられると思いまし

たので，代表して質問をさせていただきました。それでは，よろしくお

願いいたします。  

【事務局】 　今回策定する立地適正化計画と都市計画マスタープランの関係性，違

いについてでございます。

　昨年度，皆さま方にご協力をいただきながら，都市計画マスタープラ

ン 2017 を策定したところでございますが，この都市計画マスタープラン

は，都市計画法に基づきまして，土地利用や道路，公園，そして景観等

といった都市計画に関する各分野の整備方針等を定めるものでございま

す。一方で，立地適正化計画につきましては，平成 26 年の都市再生特別

措置法の改正により，新たに位置づけられたもので，将来に向けて，ま

ちをコンパクト化していくためのアクションプラン的な役割を担うもの

でございます。

　立地適正化計画では，先程説明いたしました都市機能誘導区域や居住

誘導区域の他，その区域にどのような施設を誘導していくかといったこ
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とを定めるとともに，その区域へと誘導していくための施策や事業等も

併せて登載していくこととなります。 

【恩田会長】 　杉野委員，どうぞ。 

【杉野委員】 　今のご説明の中で，アクションプランとしての役割があるとのことで

したので，実行性のあるプランにしていくのだろうと受け止めました。

　立地適正化計画の計画期間は 20 年ですよね。そうなると，第 2 次ふる

さと龍ケ崎戦略プランとの関連はどうなるのか。事業等を進めていくた

めの財源は担保できるのか。その辺りをお聞きします。 

【事務局】 　最上位計画の第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プランとの関連と，財源の調整

というご質問であります。

　戦略プランでは，今後の都市整備の基本的な考え方として，多極ネッ

トワーク型コンパクトシティの実現を掲げており，それを受けて，都市

計画マスタープラン 2017 においても目標の 1 つとして掲げたところでご

ざいます。

　立地適正化計画は，長期的な視点をもちながら，その実現のためのア

クションプランとして機能させていく計画であると考えております。

　また，立地適正化計画は，アクションプランでありますので，立地の

誘導を図っていくための施策や事業を登載していくこととなります。そ

のため，計画に登載する事業等につきましては，本市の他の主要事業と

同じように，毎年度，策定しております主要施策のアクションプランと

いう 3カ年の計画に位置づけるところから始めまして，財政計画との整合

を踏まえながら，計画的に進めてまいりたいと考えます。

　また，立地適正化計画に位置づけられた施策に対しては，国からの財

政支援も見込まれるところでありますので，有効に活用していければと

考えています。 

【恩田会長】 　ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

【杉野委員】 　はい，分かりました。計画期間が長いので，財源を考えたものにして

いかないと，計画倒れになってしまいますので，その辺りのことをお聞

きしました。

【恩田会長】 　ありがとうございました。事前に配付されました資料，国土交通省の

パンフレット「みんなで進める、コンパクトなまちづくり」の 6ページに

色々な交付金が書かれています。こういった国の支援制度の活用も重要

だろうと思います。

　柳澤委員，どうぞ。 

【柳澤委員】 　人口の問題について，先程の説明で 40 年後には，51,000 人になってし

まうということでした。このような状況が見込まれている中，立地適正

化計画は，20 年後のあるべき姿を目指して策定していくものだと思いま

すが，今のような推計人口を見据えたものとしていくのか，それとも人

口は減少するが，市の施策や事業を積極的に展開して，この程度はキー

プしたいという人口を見据えたものとしていくのか，計画の策定に当た
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り，将来の人口をどのように考えるのでしょうか。

　また，先程，アンケートの対象を 18歳以上に限定していましたが，20

年後に中心となる人たちは，18歳以下が大半になってくると思います。

　そのため，アンケートでは，18歳以下の人たちがどんな考えでいるの

か，小学生では難しいかもしれませんが，中高生になれば，自分なりの

まちの将来やあってほしいまちの姿というものがあると思いますので，

そのような方の意見を聞いてみるのも良いのではないかと思います。 

【事務局】 　まず，計画策定に当たっての人口の考え方についてです。立地適正化

計画の策定を進めていく際には，将来予測に基づいて，それに対応する

ためのプランづくりを行っていくということが基本的な流れになります。

　本市では，龍ケ崎市人口ビジョンを策定しており，概ね 20 年後，2040

年ですと 66,700 人位に減少してしまうということが予測されております。

　このような大枠での人口推計と，500ｍメッシュ程度の人口密度の動き，

公共施設の立地状況，買い物に行くための行動範囲でありますとか，そ

ういったことを詳細に分析して 20 年後のまちの状況を予測した上で，そ

れに対応するための計画を策定していくというのが基本となります。

　二点目のアンケートの対象につきましては，今回 18歳以上としたとこ

ろですが，本市の他の計画で，高校生アンケート等を実施した経緯もご

ざいますので，今のご意見を参考に，今後検討させていただきます。 

【恩田会長】 　松田委員，どうぞ。 

【松田委員】 　先程，2040 年の推計人口が 66,700 人ということでしたが，人口をい

かに増やしていくかが重要だと考えます。まずは，社会増を目指してい

くため，魅力あるまち，住みやすいまちとは，どのようなまちなのかを

改めて考えてみるべきだと思いますし，自然増を目指して，子どもを増

やす環境づくりを行っていくことも重要だと思います。

　また，先程のアンケート対象者の話とも関連しますが，高校を卒業し

て大学に行く，または社会人になったりと，それによって龍ケ崎を離れ

る方たちが，龍ケ崎外での生活を通して，龍ケ崎は今後どうあるべきか

といった考えを持たれる場合があるかもしれませんので，そのような方

の意見を聞けるような方法等を考えていってはどうかと思います。 

【事務局】 　これまでは，右肩上がりの経済成長，人口増加を前提に，都市計画マ

スタープラン等のプランを練る際には，人口増加を受けとめるための器

づくり等を中心とした計画づくりを行ってまいりました。しかしながら，

今，日本の人口が減っており，本市でも平成 22 年をピークに人口が減っ

ております。もちろん増やしていく努力や取組は当然必要ですが，これ

から策定する立地適正化計画は，人口減少の中でどのようなまちづくり

をしていくか，将来の人口予測等を踏まえて，人口減少に対応したまち

づくりのための計画であります。

　これからも人口を増やしていく，減らさないための努力は，ふるさと龍

ケ崎戦略プラン等に沿ってもちろん行っていきますが，立地適正化計画

は，ただいまご説明した趣旨で議論をしていきたいと考えておりますの

龍ケ崎市都市環境部都市計画課
- 5 -



で，ご理解の程，よろしくお願いいたします。 

【恩田会長】 　秋山委員，どうぞ。 

【秋山委員】 　今後の安全なまちづくりに向けて，消防の方に要請をして，審議会に

参加していただくのはどうでしょうか。 

【恩田会長】 　委員を追加するということでしょうか。 

【秋山委員】 　今回ではなく，次回の改選の際には，考慮いただきたいと思います。 

【事務局】 　ご意見ありがとうございます。

　委員数について 20 名以内という規定がありますので，これから新たな

方にご参加いただくことができない状況がございます。ご意見のとおり，

安全安心なまちづくりというのは，大変重要な部分であると考えており

ますので，今後，設置する策定委員会では，危機管理課を入れていくこ

ととしていますので，その中で安全安心に関する担当課の意見を聞いて

いきたいと考えております。 

【恩田会長】 　髙橋委員，どうぞ。 

【髙橋委員】 　都市機能や居住について，これから誘導するエリア等を具体に定めて

いくことになるかと思いますが，それらのエリアは，市外からの受け入

れを誘導するためのものなのか，それとも市内の方に移っていただくた

めのものなのか，その辺りについてお聞かせください。  

【事務局】 　誘導区域についての考え方ですが，まず，都市機能誘導区域は，医療

や福祉，子育て支援，そういった生活サービス機能を集約させるエリア

を定めるというものでございます。これから色々な調査を行っていく中

で，立地を図っていきたい機能や，その立地を誘導していきたいエリア

を定めていきますが，これについては，市外からの誘導だけということ

ではなく，市内からの誘導もターゲットにしているものでございます。

　また，居住誘導につきましては，住まいを誘導するものでございますが，

基本的には，市内のエリア外に住む方，市外からの転入者いずれもター

ゲットとなるものと考えています。 

【恩田会長】 　坂本委員，どうぞ。 

【坂本委員】 　立地適正化計画では，都市機能誘導区域や誘導施設を定めていくもの

であるとのことですが，例えば，佐貫駅前を都市機能誘導区域として定

めるとして，医療施設を建てる場合，これくらいの費用がかかる等，個

人だとなかなか得ることが難しいデータ等をつかんでおくことが重要だ

と思います。

　誘導区域等として設定したものの，何の施設の立地もなされなかった

では，絵に描いた餅となってしまいます。データをつかんでおくことで，

皆さんの理解もしやすくなり，このような施設なら立地の可能性がある

といったような一定の判断もしやすくなるのではないかと思います。

　もう一つ，コンパクトシティの形成を推進していくに当たっては，公

共交通の充実は不可欠な要素となります。交通に関しては，別に会議の
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場があると思いますが，公共交通の充実に向けて，どのような議論がな

されているか等について，この審議会の場で情報提供いただけると良い

のではないかと思います。 

【事務局】 　立地適正化計画の策定においては，幅広く，様々なデータをつかんで

おく必要があると思っています。今後の作業として，本市の都市構造分

析を行っていくこととなりますが，その際には，多角的な視点での都市

構造分析が可能となるよう，詳細なデータ収集に努めてまいりたいと思

います。

　また，交通につきましては，多極ネットワーク型コンパクトシティを

考えていくうえでは，公共交通施策との連携が重要なポイントとなりま

すので，公共交通を所管しております交通防犯課と連携を密にしながら，

計画策定を進めていきたいと思っています。 

【恩田会長】 　ありがとうございました。皆さんから一通り意見等が出たようですの

で，意見質問は以上とさせていただきます。

　これで本日の議題が全て終わりました。

　皆さんたくさんのご意見を出していただきまして，ありがとうござい

ました。

　それでは，進行を事務局にお返しします。 

　４．閉　会

【事務局】 　委員の皆さま，ご審議ありがとうございました。

　以上をもちまして，平成 29 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。

　　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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