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件　　　名 　平成 29 年度 第 2 回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 29 年 12 月 21 日（木）

時　　　間 　午後 3 時 00 分～4 時 10 分

場　　　所 　全員協議会室

出　席　者 〔都市計画審議会〕

　恩田会長，黒須委員，所委員，根本委員，張替委員，福智委員

　鴻巣委員，後藤委員，坂本委員，杉野委員，柳澤委員，石﨑委員

　海野委員，松田委員，武藤委員代理

　

〔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 　1 人

会 議 内 容 《　次　第　》

　１　開　会

　２　あいさつ

　３　議　題

　（1）立地適正化計画策定の進捗状況について

　（2）龍ヶ岡地区地区計画の変更について

　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

１．開　　会

２．あいさつ

　・恩田会長，川村副市長

・武藤委員の代理人の出席について報告

・出席者数の確認

　　　出席者 15 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　黒須委員，海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。

　本日の最初の議題は，「立地適正化計画策定の進捗状況について」で

ございます。これにつきまして，事務局から説明願います。

【事務局】 （立地適正化計画策定の進捗状況について説明） 

【恩田会長】 　ありがとうございました。

　それでは質疑応答にあたり，全体を 2 つに分けたいと思います。1.「上

位計画等、関連計画の整理」，2.「都市の現状分析と課題等の整理」，3.

「将来人口の推計及び将来人口密度の検討」，4.「現状及び将来人口推計

に基づく都市構造分析」の 1 番から 4 番までで区切り，5.「市民・高校生

アンケート結果」という形で分けて協議したいと思います。

　4ページでは，馴染みのない言葉が出てきました。DID地区というのは，

Densely Inhabited Districtの略で，人口が集中している地区のことです。都

市計画固有の言葉が出てきたので，理解しづらい方もいらっしゃったか

と思いますが，1 番から 4 番までで皆さんからご意見，ご質問があれば，

お願いいたします。

　柳沢委員，どうぞ。

【柳澤委員】 　何点かお聞きします。

　まず，4ページの DIDについてですが，龍ヶ岡地区については，色がつ

いておらず白地になっていますが，これは平成 27年に一度に DID地区と

なったということなのでしょうか。

　次に 8ページ，歳入・歳出の推移のグラフで，常に歳入が歳出を上回っ

ているのですが，市の収支は毎年度，これ程の黒字収支なのでしょうか。

また，同じ8ページの右の図，目的別支出の推移のグラフでは，土木費が

大幅に落ち込んでいますが，これはなぜでしょうか。国の交付金事業が

落ちたことによるものか，それともそれ以外のことが要因なのかについ

てです。

　次に 10ページでは，各市街地について，将来の人口と人口密度の推計
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が出ていますが，市全体と各市街地とを比較できた方が良いと思います

ので，ここに市全体のグラフを入れた方が良いと感じました。

　最後に，市全体の推計については，社人研の推計をベースとしている

とのことでしたが，各市街地についても社人研の推計があるのでしょう

か。

【川村副市長】 　私から財政状況についてご説明します。

　本市の収支につきましては，平成 13 年度頃から本格的に行財政改革に

取り組み，平成 23 年度辺りから，その取組の効果が徐々に出てきており

ます。実質収支は毎年 10億円程度の黒字で，これは行財政改革の効果の

他に，国からの交付税の増加等も大きく影響しているところです。

　また，土木費につきまして，平成 13 年度は総合運動公園体育館の整備

によるところが大きく，それ以降は，徐々に減少していったものです。

【恩田会長】 　ありがとうございました。他にご質問がありましたので，順にお願い

いたします。 

【事務局】 　まず，4ページの DIDについてですが，平成 27年時点では，龍ヶ岡市

街地は DID地区ではありません。 

【柳澤委員】 　平成 27年は 2 年前ですが，龍ヶ岡市街地の人口の張り付きは，そんな

に最近の話ではないですよね。 

【事務局】 　この DID地区の要件は，1ha当たり 40 人以上の地区ということになり

ますが，その他に，それらの地区同士が隣接して 5,000 人以上という要件

もありますので，それに当てはまらなかったのではないかと思われます。

【柳澤委員】 　それは分かりますが，龍ヶ岡市街地の人口の張り付きを考えると，違

和感があります。

【事務局】 　DID地区の設定は，国土数値情報という国勢調査の情報が元になってい

るデータを引用しているもので，市で独自に設定を行っているものであ

りません。

【柳澤委員】 　DID地区は，国が設定するのかもしれませんが，実質的に龍ヶ岡市街地

は，既に DID地区になっているような人口密度ではないでしょうか。11

ページにある北竜台市街地の ha当たりの人口密度と龍ヶ岡市街地の ha当

たりの人口密度を比較しても大きな差はありません。

　この資料がどこに出ていくのかは分かりませんが，誤解を招かないよ

うにしないといけないのではないでしょうか。

【事務局】 　柳澤委員がおっしゃるように，龍ヶ岡市街地に人口が張り付いていな

いわけではありませんし，11ページの人口分布という資料を見ていただ

きますと，龍ヶ岡市街地にも他の市街地と同様の色がついています。

　ただ，国のデータでは，龍ヶ岡市街地は設定されていなかったのが現

状です。これにつきましては改めて確認させていただきたいと思います。
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【恩田会長】 　DID地区については確認をお願いします。その他の質問について，続け

てお願いします。 

【事務局】 　残りの質問で，10ページのグラフに市全体のグラフがあった方が良い

のではないかということですが，そちらは追加させていただきたいと思

います。

　最後に，社人研推計は，市全体として出ているもので，各市街地ごと

にはありません。各市街地の推計につきましては，国勢調査時点におけ

る各市街地の人口をベースとして，市全体の推計人口や地域の状況等を

考慮しながら，推計を行ったものです。

【恩田会長】 　他にございますか。松田委員，どうぞ。

【松田委員】 　人口減少と少子高齢化の進行，これらが大きな問題ということで，そ

れに対応していくために計画策定に取り組んでおられますが，その前に，

なぜ人口減少となっているのか，少子高齢化となっているのか，現状の

分析ももちろん重要であると思いますが，このなぜの視点も重要である

と考えます。

　なぜということを考えないと，建設的に，次の段階に話が進めないの

ではないかと思います。

【恩田会長】 　事務局，いかがでしょうか。

【事務局】 　人口減少等がなぜ起こっているのかですが，一般的には合計特殊出生

率の低下や都心の一極集中，地方都市の疲弊などが原因と言われており

ます。そのような中で，本市ではどうなのかということを考えて，今後

の検討につなげていきたいと考えています。

【恩田会長】 　坂本委員，どうぞ。

【坂本委員】 　6ページの空家の数についてですが，このグラフでは平成 20 年から平

成 25 年にかけて空家の数が減少していますが，このデータはどこからの

ものなのでしょうか。また，昨年，市では空家等対策計画の策定におい

て，現地調査を行っておりますが，この時の空家の数とこのグラフで示

す値についてご説明願います。

【事務局】 　6ページの左側のグラフは，国の住宅・土地統計調査による結果を引用

しているもので，平成 25 年は空家数・空家率ともに減少しているという

結果が出ております。

　このような中で，昨年度に交通防犯課が実施した空家の現地調査では，

空家と思われる家が，市内には約 1,000 件程であったとの結果も出ていま

す。

　今回の資料6ページで出している数値との乖離がありますので，この辺

りはよく整理したいと思います。 

【恩田会長】 　他にございますか。杉野委員，どうぞ。

【杉野委員】 　15ページの子育て支援施設についてお聞きします。

　カバー率の現況値が 64.5，将来値は 68.1 で，あまり変わらないですよ
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ね。子どもが少なくなっていくからということだと思いますが，実際に

は住んでいるところから 800m圏内の保育園に必ずしも通園させていると

いうことではなく，保育園バス等を利用して市全体で保育需要をカバー

しているのが現状だと思いますので，この図だけでは誤った判断になっ

てしまうのではないかと思います。

　14ページの福祉施設についても同様です。1㎞圏内の高齢者福祉施設が

プロットされていて，カバー率は現況値84.9 と随分高い値になっていま

すが，施設の定員等を考えないと誤った判断になると思いましたので，

その点だけ指摘しておきたいと思います。 

【事務局】 　子育て支援施設と高齢者福祉施設については，確かにご指摘の部分に

留意する必要があると考えております。

　このカバー率については，あくまで一つの指標ということでお示しし

ているもので，これが全てではありません。施設のキャパシティ等も考

えなければなりませんし，保育園への通園は，徒歩というよりは保護者

の方による送迎が多いと思いますので，そのようなことも考えていかな

ければいけないと思っております。

　この子育て支援施設や高齢者福祉施設のカバー率ついては，先日開催

した策定委員会で担当課に示して意見を求めているところです。

【恩田会長】 　他にございませんか。1 番から 4 番までについてご意見・ご質問がなけ

れば，5 番のアンケート結果に移ります。

　アンケート結果は，分析が終わっていないということで，主な設問の

結果のみが示されています。

　このアンケートの結果について，何かご質問等はございますか。 

【各委員】 （意見・質問なし）

【恩田会長】 　ないようですので，次の議題に入りたいと思います。

　次の議題は，「龍ヶ岡地区地区計画の変更について」でございます。

　これにつきまして，事務局から説明願います。 

　　　　　　　　　　　ーーー省　略ーーー

【恩田会長】 　それでは，この議題については以上とさせていただきます。

　本日の議事は，全て終了いたしました。委員の皆さまのご協力に感謝

申し上げ，進行を事務局にお願いしたいと思います。 

　４．閉　　会

【事務局】 　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 29 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。次回につきましては，来年 3 月頃の開催を予定して

おります。日程等が決定しましたら，通知に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。

　最後になりますが，委員の皆さまには，本年の当審議会へのご協力あ
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りがとうございました。来年もどうぞ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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