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件　　　名 　平成 30 年度 第 3 回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 30 年 11 月 22 日（木）

時　　　間 　午後 3 時 00 分～4 時 00 分

場　　　所 　全員協議会室

出　席　者 〔都市計画審議会〕

　恩田会長，秋山委員，斎藤委員，所委員，根本委員，村上委員，

　武藤委員，鴻巣委員，後藤委員，杉野委員，茂田委員，石﨑委員，

　海野委員，松田委員

　

〔龍ケ崎市〕

　川村副市長，宮本都市整備部長

〔事務局（都市計画課）〕

　清宮課長，仲村課長補佐，沼崎主査，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） 龍ケ崎市立地適正化計画（案）に係るパブリックコメントの実施に

　　　　ついて

　（3）龍ケ崎地方卸売市場の都市計画変更（廃止）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

　・資料の確認

　・出席者数の確認

　　　出席者 14 名，欠席者 6 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　斎藤委員，茂田委員を会長が指名　→　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。

　１つ目の議題は，「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，事務局より説明をお願いします。 

【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】 　ただいま事務局より「立地適正化計画策定の進捗状況」に関して説明

をいただきました。評価指標及び目標値，そして進行管理について，ご

意見等を伺いたいと思います。

　何かご意見やご質問等はございますか。

　それでは私から質問させていただきます。

　まず，資料 1 の 3 ページについて指摘をさせていただきます。誘導施

設の立地割合が示されていますが，現状値が 24 分の 16，目標値が 24 と

いうことは特段示す必要はないのではないかと思います。

　また，3 ページから 5ページのまちづくり市民アンケートについて，

それぞれ現状値と目標値が示されています。3 ページの都市機能分野の

指標について，目標値は経年変化をモニタリングするとご説明をいただ

きましたが，第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プランの中で，平成 33 年の目標

値は示されていなかったのでしょうか。

【事務局】 　第 2 次ふるさと龍ケ崎戦略プランの中では，都市機能分野についての

市民アンケートの項目「まちの魅力」は指標として設定されていない状

況でございます。

【恩田会長】 　分かりました。

　他にご意見等はございますか。松田委員，どうぞ。

【松田委員】 　立地適正化計画の見直しについてですが，5年という数字の根拠は何

でしょうか。
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【事務局】 　一般的に，計画の見直しは計画期間の中間年に一度行いますが，立地

適正化計画の計画期間は 20 年と長いので，5年毎と考えております。

【松田委員】 　一般的に民間企業の場合，中期計画の多くは 3 年毎に見直しをしてい

ます。見直しが 5年毎というのはかなり長いと感じます。

　5年では見通しも立てにくいと思いますので，見直しの期間を短くし

た方が良いのではないでしょうか。

【恩田会長】 　私は民間企業にいた経験がありますが，確かに計画の見直しは 3 年毎

で設定している場合が多いですね。

　行政の場合は計画期間にもよりますが，多くの場合は 5年間で考えて

いるようです。実施計画では 3 年毎に見直すものもあります。

　立地適正化計画は 20 年ですから，5年毎に 1 つの判断をして修正をし

ていくものだと思います。

【松田委員】 　見直しを行う上で，20 年後の構想自体は変わらないのですよね。ＰＤ

ＣＡのサイクルの中で部分修正があったとしても，目指すまちの姿は変

わってはいけないのではないかと思います。

【恩田会長】 　見直しの際は，計画の中身を必要に応じて調整していくものであり，

全体のビジョンが変わるものではありません。

【事務局】 　恩田会長からお話しがあったように，20 年後の目指すところというの

は，総括的な考え方だとご理解いただければと思います。

　計画期間中に色々な施策を実施していく中で，その効果等を確認した

上で，その都度，施策や事業の見直しをしていかなければならないと考

えています。

【恩田会長】 　他にご意見等ございますか。杉野委員，どうぞ。

【杉野委員】 　3点ご質問いたします。

　龍ケ崎市では毎年 10 月に，10 年間の財政収支見通しを出しています。

これによると，最終的に 10 年後には 45億円の赤字になるという推計が

出ており，基金が枯渇してしまうという状況の中で，20 年スパンの立地

適正化計画を遂行できるのでしょうか。

　2点目は，現在，環境も大きく変化しています。計画の見直しは 5年

毎ということでしたが，資料 1 の 2 ページに「アンケート等，比較的短

期で変化が確認できる指標の目標年次は，上位計画等での設定に合わせ

る。」と書いてありますように，大変でも必要に応じ，弾力的に見直し

を行っていただけたらと思っています。

　3点目は，人口減少に伴って高齢化が相当進んでいます。このような

状況を踏まえると，立地適正化計画では高齢者に対する施策が少ないの

ではないでしょうか。現に高齢者の人口が 10 月 1 日現在で 2万 1,336 人

で，それが 2040 年には約 2万5,000 人と大幅に増えていきます。
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　見直しの際には，高齢者に対する施策をしっかりと組み入れていただ

きたいと考えています。

【事務局】 　計画の見直しの考え方についてですが，立地適正化計画の中で全ての

施策を考えて位置付けして進めていくというわけではありません。立地

適正化計画が目指すまちづくりに向けて，それぞれの所管課が色々な施

策を行っていきます。杉野委員からもお話しがありましたように，定期

的に見直しをしながら施策を実施していくことになると思います。ただ，

立地適正化計画の見直しを毎年実施できるかというと，そこはある程度

のスパンの中で実施していることなので，5年毎と考えています。

　高齢者等に対する施策の考え方ですが，市民懇談会等の中でも市民の

方からご意見をいただいています。健康福祉機能として地域包括セン

ターが誘導施設に位置付けられている中で，高齢者に対する施策が多い

のではないかというご指摘を受けたところです。ですから，考え方とし

ては，高齢者に特化した施策を多く取り入れていくというよりも，全て

の市民が生活しやすいまちを目指す計画という形でまとめていきたいと

思っています。

　その中で，時代に合わせて，高齢者に対する施策が必要であれば，所

管課において高齢化対策に特化した施策を進めていただくという形で考

えています。

【杉野委員】 　全ての市民が暮らしやすいまちづくりを目指していくということです

が，住民の 3割から 4割が高齢者になる時代に入ってきているというと

ころに関して，もう少し建設的な意見をいただきたいです。見直しの中

で，しっかりと考えていただければ良いかと思いますが，一応委員とし

て，現時点で指摘しておきたいと思います。

　評価の面については，施設の種類数だけで評価をされていますね。具

体に立地している施設数も重要だと思いますので，見直しの際には，そ

の辺りを含めてお願いしたいと思います。

　それから資料 1 の 5ページに，公共交通分野の指標・目標値が示され

ています。評価指標として，公共交通の利用者数では，約 3％増とする

としています。一方，下の鉄道やバスなどの公共交通機関の利便性の満

足については，前回数値よりも 153％増としています。

　150％増えている，これはアンケート調査ですから，調査時の環境や

状況において差が出てくるものですので，その辺りは注意していただき

たいと思います。利用者数が増えるという具体な数字の方が説得力があ

ると思います。 

【恩田会長】 　ありがとうございました。 鴻巣委員，どうぞ。

【鴻巣委員】 　立地適正化計画は，他の計画等とは性質の異なるものですので，見直

しは 5年で良いと思います。

【恩田会長】 　他にご意見はございますか。茂田委員，どうぞ。

【茂田委員】 　見直しが 5年毎である根拠は，データベースとなる国勢調査が 5年毎
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であり，人口等の正確なデータを得られるのが 5年に 1 回だからです。

　それより短い期間で見直しを行うとなると，市が独自にアンケート調

査等を行わなければならないので，5年毎の見直しなのだと思います。

【恩田会長】 　ありがとうございました。他にご質問等はございませんか。

　それでは次の 2 つ目の議題に進みたいと思います。

　次の議題は，「立地適正化計画策定（案）に係るパブリックコメント

の実施について」でございます。

　これにつきまして，事務局より説明をお願いします。

【事務局】 （「立地適正化計画策定（案）に係るパブリックコメントの実施につい

て」説明）

【恩田会長】 　ただいま事務局より「立地適正化計画策定（案）に係るパブリックコ

メントの実施について」説明をいただきました。これについて，ご意見

等ございましたらお願いいたします。 

【石﨑委員】 　1点教えていただければと思います。

　資料 2 の 53 ページ，54 ページに，誘導施設のそれぞれの役割と位置

付けが示されていますが，それぞれの施設が単独で機能するということ

だけではなく，お互いの施設同士の相乗効果を上手く引き出すことも考

えた方が良いのではないかと思います。

　例えば，高齢者施設と子育て施設を連携させている自治体もあるよう

です。これらの施設を隣接させることによって，様々な相乗効果が期待

できます。

　43 ページの，課題解決のための施策・誘導の方針で，施設の連携につ

いては言及されていなかったので，具体的な誘導施策の中で言及があっ

ても良いのではないかと思いました。

【事務局】 　誘導施設の相乗効果については，当然，考えなければならないことだ

と思っています。都市機能誘導区域内に誘導施設の立地が図られる際に

は，この相乗効果について，具体に検討を行っていきたいと考えており

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】 　69ページの，居住の誘導に係る施策についてお聞きします。

　災害への対応ということで，小貝川や利根川，牛久沼周辺が示されて

います。水害は小貝川や利根川のイメージが強いですが，牛久沼が氾濫

することも有り得るのでしょうか。

　現在，具体的に分かっていることを教えてください。 

【事務局】 　小貝川や利根川につきましては，浸水想定区域について，エリアや水

深のデータを河川事務所から提供いただいています。
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　しかしながら，牛久沼につきましては，浸水想定区域は示されていま

せんので，担当課から，河川管理者である茨城県に対して浸水想定区域

を作っていただけるように要望していくというようなことを考えていま

す。

【杉野委員】 　分かりました。

　今まで，小貝川や利根川はハザードマップに記載されていましたが，

牛久沼周辺についてもハザードマップ等を早急に作成する必要があるの

ではないかと思っていました。

　佐貫駅周辺や牛久沼周辺の開発等もありますので，対応をよろしくお

願いします。

【恩田会長】 　私から 1点ご質問させていただきます。

　パブリックコメントを 12 月 26 日から実施するということですが，こ

れは計画案の全体を示すのか，それとも要約版を示して意見を募集する

のでしょうか。

　パブリックコメントの具体的な実施方法についてご説明をお願いしま

す。

【事務局】 　パブリックコメントを実施する際には，計画案全てをお示しします。

　市公式ホームページ上でも公開をしますし，各地域のコミュニティセ

ンターや図書館等，市民の方の出入りの多いところに計画案を配置し，

閲覧ができるようにします。

【恩田会長】 　分かりました。

　他にご意見等はないようですので，「立地適正化計画（案）に係るパ

ブリックコメントの実施について」は，以上とさせていただきます。

　12 月 26 日からの実施に向けまして，事務局には準備を進めていただ

きたいと思います。

　それでは，本日最後の議題に移りたいと思います。「龍ケ崎地方卸売

市場の都市計画変更（廃止）について」でございます。これにつきまし

て，事務局より説明をお願いします。 

　　　　　　　　　　ーーー省 略ーーー

【恩田会長】 　本日の議事は，全て終了しました。委員の皆さまのご協力に感謝申し

上げ，進行を事務局にお返ししたいと思います。 

【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 30 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。次回につきましては，来年 2 月頃を予定しており

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。

龍ケ崎市都市整備部都市計画課
- 6 -



　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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