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件　　　名 　平成 30 年度 第 4 回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 31 年 2 月 12 日（火）

時　　　間 　午後 3 時 00 分～4 時 30 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，黒須委員，斎藤委員，所委員，根本委員，

　福智委員 ，村上委員，鴻巣委員，後藤委員，岡部委員，杉野委員，

　茂田委員，石﨑委員，石引委員，海野委員，松田委員

　

〔龍ケ崎市〕

　中山市長，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）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結果に

　　　　ついて

　（2）諮問第 2 号　龍ケ崎市立地適正化計画（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

　・委嘱状の交付（岡部委員）

　・資料の確認

　・出席者数の確認

　　　出席者 17 名，欠席者 3 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，鴻巣委員を会長が指名　→　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，「パブリックコメントの結果について」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】 （「パブリックコメントの結果について」説明）

【恩田会長】 　ただいま事務局より説明をいただきました，パブリックコメントの結

果について，ご質問やご意見等はございますか。

　岡部委員，どうぞ。 

【岡部委員】 　市議会議員という立場から，前向きな意見を述べたいと思います。

パブリックコメントの結果について，資料 1 の意見 1 と意見 5 は，居

住誘導区域外の住民が，立地適正化計画を知った時に感じる率直な感想

だと思います。

意見 4 への回答にもあるような，居住誘導区域内への誘導促進に向け

た支援策を検討していくことになれば，居住誘導区域外にとってはデメ

リットとなる，そこにお住まいの方はそのように考えられるのではない

かと思います。

このパブリックコメント自体が，ほとんどの市民に周知されていませ

ん。立地適正化計画案についても，説明を受けたことがない住民が多い

中で，たまたま計画案を見て，このように心配する意見が出てきたとい

う状況であれば，今の段階で，立地適正化計画を策定するのは時期尚早

だと思います。

また意見 3 については，立地適正化計画に直接は関係のない内容です

が，市街化調整区域から市街化区域への編入に関しては，国の法律で，

市街化区域は，すでに市街地を形成している区域であると定められてい

ます。市街化区域に編入することのメリットやデメリットに限った話で

はないと思いますので，この意見に対する市の考え方についても，もう
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少し検討した方が良いのではないでしょうか。

最初に会長から SDGsについて，持続可能な運営という話がありました

が，SDGsという観点からいうと，持続可能かつ誰一人取り残さないとい

う考え方があります。この計画案を見ると，取り残されたように感じる

住民がいる状況だと思いますので，慎重に判断をした方が良いと思いま

す。

【恩田会長】 市民と行政が協働してまちづくりをしていくことが，どこの自治体で

も常態化しています。立地適正化計画についても，市民へのアンケート

調査や説明会等を実施してきました。

龍ケ崎市都市計画マスタープラン 2017 の策定の際にも，地区別の説

明会等を開催してきましたが，やはり市民への周知が浸透していかない

というところがあります。

私は，このパブリックコメントで意見が出ていた南が丘地区を視察に

行ってきました。市の縁辺部で，隣接する利根町の住宅地との連続性が

感じられましたし，一方で周辺にはのどかな田園風景が広がっておりま

したので，この立地適正化計画とは別枠で，田園地帯を活かしたまちづ

くりが良いのではないか，そのようなイメージを持ちました。

事務局としては，どのようにお考えでしょうか。

【事務局】 　立地適正化計画をこの時点で取りまとめるのは早急ではないかという

ご意見がございました。

立地適正化計画の必要性については，先ほど市長のあいさつにもあり

ましたように，平成 29年の 7 月から，委員の皆さまにお諮りをしまして

ご協議いただいてきたところです。

龍ケ崎市都市計画マスタープラン 2017 や，市の最上位計画である第 2

次ふるさと龍ケ崎戦略プランの中でも，今後のまちづくりの方向性とし

てコンパクトシティを目指していくこととしており，これを受けて，立

地適正化計画の策定に取り組んでいるところです。

これまで，都市計画審議会でご審議をいただいてきた中で，立地適正

化計画は見直しを行っていくことが前提であるというご意見をいただき

ました。計画策定後は，そこに掲げる施策を実施していきますので，策

定して終わりではなく，計画推進において不具合等が出てくれば，その

都度見直しをしていくという考え方で進めていきたいと思っています。

また，立地適正化計画の策定によって，急激に変化するということは，

ないものと考えています。意見 1 への回答の中でも書かせていただいて

いますが，長い年月をかけて緩やかな居住誘導をしていきたいという考

え方の計画ですから，今この時点で策定をして，取り組んでいきたいと

いうのが市の考えでございます。

それともう一つは繰り返しになりますが，居住誘導区域の設定につき

ましては，都市再生特別措置法で市街化調整区域には定めることができ

ない旨の規定がされております。
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現状では，南が丘地区は市街化調整区域ですので，居住誘導区域に設

定することはできないということをご理解いただければと思います。

しかしながら，意見 1 への回答にもありますように，居住誘導区域外

の区域を切り捨てるということではありません。行政サービスが低下す

ることなく，今と同じように住み続けていただけるよう努めて参りたい

と考えておりますので，その点はご理解をいただければと思います。

【恩田会長】 　他にご意見はございますか。岡部委員，どうぞ。 

【岡部委員】 　行政サービスが低下しないよう努めていくことや，近隣自治体との連

携についても検討したいということではありますが，おそらく南が丘地

区をはじめ，居住誘導区域外に住んでいる方からすれば，このような考

え方を聞いたとしても，やはり「田舎には人が住まないように」という

計画だと感じられると思います。したがって居住誘導区域外の住民は，

おそらくこの回答では納得できないと思います。

市民への周知についても，これまで説明会等を実施してきたという話

ですが，開催場所が松葉地区，馴柴地区，龍ケ崎地区等のコミュニティ

センターであり，居住誘導区域外の住民への説明がほとんど実施されて

いない状況だと私は認識しています。

どちらかというとデメリットと感じる地域の住民への説明の方が大事

であると思いますので，まだその辺りが不十分ではないかと思います。

急いで策定する必要性もないと思いますので，やはり今の段階での計画

の策定には，賛成しかねる状況です。

【恩田会長】 　私も，色々な自治体の計画等を見てきましたが，市全域を対象にして

施策を行っていくというのは，難しいところがあると感じています。

ですから，ある場所を拠点に，本市の場合は４つの市街地を中心に波

及効果を期待していくという考え方で委員の皆さまに納得をしていただ

いて，計画策定を進めてきたところでございます。

一層進行する少子高齢化の状況の中で，可及的速やかに計画を策定し

て，それを実行していくことが不可欠だと考えます。まちも生き物です

から，そうゆっくりしていられません。今回は適切なタイミングで立地

適正化計画を策定することができると理解しております。

先ほど，市全域を対象にすることの難しさをお話ししましたが，私は

島根県の県会議員の方々と話しをした際に，島根県は東西に長い県で，

松江を中心とした出雲地域と西の浜田・益田の方の石見地域があり，全

体を対象とするのは難しいという話がありました。

益田市の方からも，岡部委員と同じように，益田地域が西のはずれで

取り残されてしまうのではないかというご意見がありましたが，松江等，

拠点となるところを中心に県全体に波及していこうということで，最終

的には納得されていました。

パブリックコメントへの回答について色々なご意見があるかと思いま

すが，私はこの市の考え方で理解できましたが，いかがでしょうか。
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岡部委員から，例えば南が丘地区についてもう少し具体的に，加味し

て欲しい文言等があればお願いします。　　

【岡部委員】 　南が丘地区は現在，市街化調整区域という理由で居住誘導区域から除

外されている状況です。コンパクトシティを考える上で，都市計画マス

タープランにおける 4 つの区域を中心に考えるというご説明もありまし

たが，南が丘地区の住民からすると，その都市計画マスタープラン自体，

なぜ拠点地区が市内に 4 つしかないのかという考えの人が多いと思いま

す。

　利根町の羽根野地区・早尾地区は市街化区域になっているのに対し，

同じ人口規模の市街地である南が丘地区は市街化調整区域です。市街地

であるにもかかわらず，市街化調整区域であることへの疑問はかなり大

きく，税金が上がるという個人レベルでのメリット・デメリットはある

かと思いますが，そもそも都市計画マスタープランの考え方自体に疑問

があります。

拠点からの波及効果については，もっと公共交通の整備等が進んだ上

でコンパクトシティを考えるのであれば，取り残されるという感覚にな

らないとは思いますが，今の市の状況では不安があります。ただ前向き

に「行政サービスが低下しないよう努めていきます」という回答なので，

それをどこまで信用していくのかは市民の判断だと思います。

具体的な文言というよりは，都市計画の考え方において，このような

地区も拠点として検討するという回答があれば，南が丘地区の住民は安

心されるのではないかと思います。

【事務局】 　ただいまのご意見は，元になっている都市計画マスタープランの考え

方へのご意見かと思います。

都市計画マスタープランを最初に策定したのは平成 11 年です。それか

ら約 20 年経過してきた中で，10 年毎に見直しを行ってきまして，2017

年に策定した龍ケ崎市都市計画マスタープラン 2017 が最新版となって

います。

その中で，本市の都市計画の考え方は，当初から 4 つの市街地を中心

に考えてまいりました。南が丘地区については現状を維持していくとい

う位置づけになっています。

　パブリックコメントへの回答の中でも触れていますが，南が丘地区は

開発行為によって整備された地区であり，市街化調整区域でありながら

市街化区域とほぼ同様の土地利用が可能です。また，道路や上下水道，

ガス等のインフラも整備されています。このようなことから，都市計画

マスタープランの中でも，現状を維持していくという位置づけになって

きたのだと思います。

市街化区域への編入については，市全体を考えなければならない非常

に重要な課題です。南が丘地区を市街化区域に編入することだけではな

かなか進められないと思いますので，市全体の中で，市街化区域と市街

化調整区域を，今後どのようにしていくか整理する必要があります。
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実際に編入する場合には，上位計画である都市計画マスタープラン等

に位置づけをしないと，市街化区域編入の作業に入れないと考えますの

で，やはりこの立地適正化計画とは別枠で，協議をさせていただければ

と考えます。

【岡部委員】 　もちろん今のお話については理解はしているところです。

しかしながら，今までは市街化区域と同じように土地利用ができ，不

便なく生活してきたのに，立地適正化計画ができることによって不利益

を被るのではないかと心配する意見があるので，やはりこの計画案につ

いては，賛同はしかねるというところです。

【恩田会長】 　市街化区域の中でも居住誘導区域から除外されている地域もあります。

ですから，南が丘地区の住民だけではなくて，今回，居住誘導区域に

入っていない市街化区域の住民も同じような思いを持っているかもしれ

ません。

しかしながら，できるだけ最大公約数的な意見を加味しながら進めて

いく必要があり，市全体を満遍なくというのは，効率性の点から考えて

も非常に問題があるかと思います。

何度も繰り返しになりますが，拠点を中心にしたまちづくりが，どの

自治体でも常道であるということをご理解いただければと思います。 

　他にご意見はございますか。鴻巣委員，どうぞ。 

【鴻巣委員】 　立地適正化計画は，人口減少の中でも本市が持続していくために策定

するためのもので，コンパクトなまちづくりに向けて市街化区域を対象

に居住誘導区域を設定していこうとするものです。

　ご意見は分かりますが，市街化調整区域である南が丘地区については，

やはり別枠で考えていくべきものであると思います。

【恩田会長】 　他にご意見等はございますか。松田委員，どうぞ。 

【松田委員】 　パブリックコメントの意見で言いたいことも，とてもよく分かります。

市としての回答には，生活利便性の維持を目的に長い年月をかけて緩

やかな居住誘導をするとありますが，生活の利便性を居住誘導区域に集

中していくと捉えられてしまうと，居住誘導区域外は現状維持で，生活

の利便性が今後期待できないのかと思う人がいるのではないでしょうか。

ですので，今後，居住の誘導を市として図っていくのは居住誘導区域

ですが，その他の地域を切り捨てるわけではないというニュアンスを入

れていく方がより分かりやすいのではないでしょうか。 　　

【事務局】 　ご意見ありがとうございます。

居住誘導区域の考え方についてですが，立地適正化計画は，市街化区

域をいかにコンパクトにしていくかという計画であるため，市街化調整

区域についての言及は少ないです。
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市街化調整区域のまちづくりの方針については，上位計画である都市

計画マスタープランの中で位置づけをしています。

居住誘導区域外となる市街化調整区域をないがしろにしているという

ことではありませんので，ご理解をいただければと思います。

【恩田会長】 　56ページで居住誘導区域設定の考え方が示されている中で，法制度上，

市街化調整区域には設定できないこととなっています。また 52ページに

あるように，生活利便性を保つために必要な身近な都市機能については，

誘導施設には位置づけずに，現状の機能を維持していくという内容に

なっておりますので，そこをご理解いただければと思います。

　他にご意見等ございますか。

　特になければ，この議題については以上とさせていただきます。

　それでは，次の議題に入らせていただきます。次の議題は，「【諮問

第 2 号】龍ケ崎市立地適正化計画（案）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】 （「【諮問第 2 号】龍ケ崎市立地適正化計画（案）について」説明）

【恩田会長】 　ただいま事務局より，諮問に関する経緯や，計画の最終案について説

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。 

　杉野委員，どうぞ。

【杉野委員】 　61ページの居住誘導区域について，図が分かりにくいので，変更前と

変更後でどのように変わったのかを具体的に教えてください。

【事務局】 当初は，土砂災害警戒区域を避けた上で，道路等の地物等で線を引く

というルールの関係上，居住誘導区域外の区域を広く取らざるを得ませ

んでしたが，先日の県との調整会議において，土砂災害警戒区域を境と

して線を引くことも可能であるということで，このような区域の変更を

行ったところです。

したがって，従前よりも居住誘導区域を広く取ったという結果になり

ます。

【杉野委員】 　分かりました。

　また，17，18ページに示されているように，人口が減少する中で，高

齢化率は相当高まると予想されます。それを踏まえて，53ページの誘導

施設について意見を述べさせていただきます。

健康福祉機能の中の地域包括支援センターは，龍ケ崎市街地以外には

設置しないということでしょうか。

龍ケ崎市街地のみならず，徐々に高齢化が進んでくる佐貫市街地，北

竜台市街地，龍ヶ岡市街地にも，今後設置を検討するということを付帯

条件に入れていただきたいと思います。
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【事務局】 　地域包括支援センターの位置づけについてでございます。

53ページの一覧表に記載している誘導施設は，都市機能誘導区域内に

設置されるのが好ましいということで位置づけをしているものです。

地域包括支援センターについては，龍ケ崎市街地以外には位置づけて

いませんが，これ以上新たに設置しないということではありません。龍

ケ崎市街地においては誘導施設という位置づけになっているので，都市

機能誘導区域内に設置していくという考え方です。

佐貫市街地，北竜台市街地，龍ヶ岡市街地については担当課と調整を

しましたが，今後必ずしも市街化区域内に設置するかは未定という状況

です。市街化調整区域に設置することになった場合には，誘導施設の考

え方から外れてしまいますから，今回は誘導施設として位置づけていま

せん。だからといって作らないと言っているわけではありませんので，

ご理解いただきたいと思います。

【恩田会長】 　その他に何かございませんか。

　それでは，先程，事務局から説明がありました諮問に対しまして，計

画案に関する当審議会としての答申を示してまいりたいと思います。

　この計画の策定に当たりましては，平成 29年 7 月から当審議会で協議

をしてまいりました。委員の皆さまには，これまでの協議の経過等を踏

まえていただき，立地適正化計画（案）につきまして，妥当と認めるか

否か，お諮りしたいと思います。

　いかがでしょうか。

【岡部委員】 　異議ありです。

　先ほど申し上げましたように，立地適正化計画を策定するには時期尚

早だと思います。居住誘導区域から外れる住民は，この計画が急に策定

されたと知ったときにどう思うのでしょうか。

　私は，この答申に関しては異議を申したいと思います 。

【恩田会長】 　他の委員の皆さまはいかがですか。

　今回，異議ありとのことですので，当審議会条例第 7 条第 4項の規定

に基づきまして，決を採りたいと思います。妥当なものとして認めるこ

とについて，賛成の方の挙手をお願いします。 

【出席者】 （挙手多数）

【恩田会長】 　賛成多数ですので，妥当なものとして答申していくということに決定

したいと思います。

 　次に，この結果に基づきまして，当審議会から中山市長宛に答申書を

お渡ししていくこととなりますが，新たに策定される，この立地適正化

計画の位置づけや役割等を勘案いたしまして，私の方で，答申書の案を

作成させていただきました。
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　それでは，事務局から答申書案の配付をお願いいたします。 

【事務局】 （答申書案の配付）

【恩田会長】 　ただいま，配付させていただきました答申書案の内容をご覧いただき

まして，修正や追加等，ご意見がございましたらお願いいたします。

　岡部委員，どうぞ。 

【岡部委員】 　先ほどのご説明の中で，いずれの地区に居住したとしても行政サービ

スが低下しないように努めていきますという回答がありましたので，

「いずれの地区に居住したとしても」という内容の文言を入れていただ

けるとありがたいと思います。

【恩田会長】 　「いずれの地区においても安全・安心で快適に暮らし続けられる，持

続可能な都市の実現に期待をする」ということですね。

それでは，岡部委員からご意見をいただきましたので，修正をさせて

いただきます。

事務局で修正をいたしますので，ここで 15 分間の休憩とさせていただ

きます。

（休憩　[答申書案修正]　）

【恩田会長】 　それでは，皆さまお揃いですので，修正した答申書案を配付させてい

ただきます。ご確認ください。 

【事務局】 （答申書案の配付）

【秋山委員】 　提案させていただきます。

　計画案の中に，「居住誘導区域は，市街化区域を対象に設定する」と

いう文言を明記すれば，南が丘地区からの意見にあったような誤解が生

じないのではないかと思います。

【恩田会長】 　ありがとうございます。

　答申書案のご承認とは別の話になりますが，今のご意見にあった文言

を追加することは可能でしょうか。 

【事務局】 　5ページの 1.4 で，計画の対象区域は市全域ということをお示しして，

その上で，56ページの居住誘導区域設定の考え方で，法制度上，市街化

調整区域は居住誘導区域に含めることができないことをお示ししていま

す。

【恩田会長】 　都市機能誘導区域や居住誘導区域の設定の考え方を，初めに触れたほ

うが分かりやすいと思います。

少し話がそれましたので，議題に戻ります。

お手元の答申書案をご覧ください。下から 3行目を読み上げます。

「本市が人口減少下にある中で，いずれの地区に居住したとしても，行
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政サービスが低下しないよう，これからも安全・安心で快適に暮らし続

けられる，持続可能な都市を実現することに期待する。 」

こちらでよろしいでしょうか。

【出席者】 （了承）

【恩田会長】 　ありがとうございます。

【事務局】 　秋山委員からご意見いただいたことにつきましては，2ページの立地

適正化計画のイメージ図の居住誘導区域の説明文として，市街化調整区

域には設定できないという内容を追記したいと思います。いかがでしょ

うか。

【恩田会長】 　よろしいでしょうか。

【秋山委員】 　はい。 

【事務局】 　そのように修正をさせていただきます。

【恩田会長】 　それでは，答申書を中山市長にお渡ししたいと思います。

（恩田会長から中山市長へ答申書を提出）

【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。 

最後に，その他の事項として，事務局よりお願いいたします。

　　　　　　　　　ーーー　省　略　ーーー

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

し上げまして，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。

　ここで，中山市長より，お礼のごあいさつを申し上げます。

【中山市長】 （あいさつ）

【事務局】 　ありがとうございました。

　委員の皆さまには，平成 29年 6月から 2 年間の任期で，委員をお引き

受けいただき，これまで主に立地適正化計画策定に関してご審議をいた

だいてきたところでございますが，今回が任期中最後の会議となる見込

みでございます。

　委員の皆さまにおかれましては，これまでの 2 年間，ご協力をいただ

きありがとうございました。

　以上で平成 30 年度第 4 回龍ケ崎市都市計画審議会を終了させていただ

きます。本日は，ありがとうございました。 
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　　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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