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件　　　名 　平成 30 年度 第 2 回 龍ケ崎市都市計画審議会

年　月　日 　平成 30 年 9 月 25 日（火）

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，黒須委員，坂野委員，斎藤委員，所委員，

　張替委員，根本委員，福智委員，村上委員，鴻巣委員，後藤委員，

　坂本委員，杉野委員，茂田委員，石﨑委員，海野委員，松田委員

　

〔龍ケ崎市〕

　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 　2 人

会 議 内 容 《　次　第　》

　１　開　会

　２　あいさつ

　３　議　題

　（1） 諮問第 1 号　竜ヶ崎・牛久都市計画　地区計画の決定

　　　　【つくばの里工業団地南地区】

　（2） 立地適正化計画策定の進捗状況について

　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，中山市長

　・資料の確認

　・出席者数の確認

　　　出席者 18 名，欠席者 2 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　根本委員，村上委員を会長が指名　→　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，「諮問第 1 号　竜ヶ崎・牛久都市計画　地区計画の

決定」についてでございます。

　これに関しましては，お手元の資料にありますとおり，本日付けで中

山市長から当審議会に諮問書の提出があり，意見を求められているとこ

ろでございます。

　それでは，まず，事務局より説明をいただき，その後，審議を行いた

いと思います。

　事務局，お願いします。 

　　　　　　　　　　　---　省略　---

【恩田会長】 　次の議題は，「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】 　4ページでご説明がありました（仮）まちなか再生プランの策定は，

どのようなスケジュールになっているのでしょうか。

【事務局】 　（仮）まちなか再生プランにつきましては，平成 31 年度から本格的に

策定作業を開始し，31 年度内に策定を完了させる予定と伺っております。

【恩田会長】 　私から 1点質問させていただきます。佐貫駅周辺整備による都市機能

の向上ということで，短期・中長期と具体的な整備の施策が示されてい
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ますが，それぞれどのくらいのスパンで考えているのでしょうか。

【事務局】 　常磐線佐貫駅周辺地域整備基本構想の中では，具体的な整備事業を掲

げていまして，それらを短期計画と中長期計画に分けています。

　短期計画は 5 年以内に実施することになっています。平成 28 年度に策

定いたしましたので，平成 29 年度から 33 年度までの間となります。

　中長期計画につきましては，それ以降となりますので，平成 34 年以降

になります。

【恩田会長】 　ありがとうございました。

　他に皆さんからご意見等ございますか。秋山委員，お願いいたします。

【秋山委員】 　4ページの都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用については，

主にどのような内容なのでしょうか。

【事務局】 　前回の審議会において，各市街地ごとに誘導施設を定めました。基本

的には，誘導施設に位置付けた施設につきましては，都市機能誘導区域

内に立地させるのが前提となります。

　例えば，龍ケ崎市街地には多目的ホールを位置付けましたので，多目

的ホールは龍ケ崎市街地での立地が原則となります。どうしても設置し

たい場合は，届出をしてもらうという内容でございます。

【恩田会長】 　他にございますか。杉野委員，どうぞ。

【杉野委員】 　4ページの公共施設再編成の取組による都市機能の向上の中に，新保

健福祉施設の整備と記載されていますが，これはどういうスパンでお考

えになっているのでしょうか。

　佐貫駅周辺整備に関しては，短期・中長期という区別をしていますが

新保健福祉施設の整備は，どういう位置付けでお考えになっているのか

を教えてください。

【事務局】 　新保健福祉施設については，具体的には保健センター等の機能を集約

させるようなものをイメージしているところでございます。

　整備の時期につきましては，所管している部署で，場所等も含めまし

て検討しているところでございます。担当からは，なるべく早期に実施

したいと伺っていますが，明確な時期につきましては，まだ分からない

状況でございます。 

【恩田会長】 　ありがとうございました。

　他にご意見等はございますか。石﨑委員，どうぞ。

【石﨑委員】 　6ページについて意見を述べさせていただきます。

　追加資料の「地区別の 2015 年〔H.27〕実績と 2040 年〔H.52〕推計の

年齢構成人口の推移」と，6ページの居住を誘導するための施策とを合

わせて見ますと，市街地ごとに特性がかなり違うことが分かると思いま
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す。

　特に，佐貫市街地と龍ケ崎市街地は，駅があるという大きなメリット

がある反面，災害ハザードでデメリットの部分も併せ持っています。そ

こに，どう居住誘導するかということで施策が挙げられていますが，施

策の項目だけではなく，運用の仕方を考えることが重要であると思いま

す。

　例えば，災害ハザードでデメリットになる地域については，地形的な

デメリットは払拭できないので，運用方法において，ＩＴ等を活用した

施策を駆使して優先的に避難誘導を行う等，災害ハザードのデメリット

を補うことで安心感をある程度担保しながら，若い層や生産人口をどの

ように誘導していくかという施策を考える必要があると思います。

　それ以外の地域においても，例えば空家バンク制度において，希望者

には同じ世代でもどんどん空家を出していくと，将来的に持続可能なま

ちが形成できなくなるという現象が起こり得ます。国で言われるＳＤＧ

ｓにも関わる話だと思いますが，例えばバランス良く空家を配分してい

く等，細かいところまで踏み込んで，地域ごとの施策を打ち出して欲し

いと思います。

　今回の議題で検討する内容ではないと思いますので，関係部署への情

報共有をお願いいたします。

【恩田会長】 　ありがとうございました。

　6ページでは，市全体としての施策が記載されているので，具体的に

市街地ごとの違いを反映した取組をしていただきたいというご意見でし

た。その点を含めて事務局では，地域の違いを考慮した計画の対応をお

願いしたいと思います。

　他にございますか。杉野委員，どうぞ。

【杉野委員】 　7ページ，交通結節点の利便性向上として，竜ヶ崎駅の待合機能の充

実と示されていますが，具体的にはどのようなものか教えていただきた

いと思います。

【事務局】 　こちらにつきましては，利便性を向上させるために，待合室の充実や

トイレの改修等を想定しているものでございます。

【恩田会長】 　他にご質問やご意見はございますか。坂野委員，どうぞ。 

【坂野委員】 　市では，現状の高齢化率の検証や，子育て環境日本一というような政

策等，ハード面，ソフト面において様々な取組をしていますが，実際に

政策を行って，その効果の検証を行っているのでしょうか。

　また，実際に推計高齢化率が示されていますが，それに対してどれく

らいの政策効果があるかという分析等は行っていますか。

【事務局】 　施策を実施したことが，高齢化等に対してどの程度効果があったのか

ということにつきましては，詳細にデータとしての分析等はまだ行って
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いない状況でございます。

【坂野委員】 　分かりました。今後，計画を策定する際に，その成果が求められるこ

ともあると思います。

　今後の説明責任ということもありますので，それに備えて，ある程度

の政策分析等をして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。

【恩田会長】 　市では，施策評価の中で，各指標の目標値に対して，現状値はどうな

のかという検証が行われています。今後はその辺りのことも踏まえなが

ら，実施していただきたいと思います。

　他にご質問はございますか。松田委員，どうぞ。

【松田委員】 　空家バンク制度についてご質問します。

　空家に新たに住んでもらうとか，新たな活用方法を考えるということ

だと思いますが，実際に，空家バンク制度の運用は，どのような形で考

えているのかをお聞かせいただければと思います。 

【事務局】 　空家バンク制度は，他の自治体でも始まっている制度です。

　空家になってしまった建物について，売りたい方や貸したい方を募集

し，市に届け出ていただきまして，実際に建物の売買，賃借ということ

になります。市で全部対応することは難しいので，宅地建物取引業協会

さんにもご協力をいただきまして，斡旋をしていく形になっております。

　空家バンク制度は今年度から開始した制度ですから，現在はまだ案件

がないのですが，できるだけ売りたい方と買いたい方，また貸したい方

と借りたい方を繋いでいける制度にしていきたいと考えています。

【恩田会長】 　ありがとうございました。

　私の知っている事例では，島根県の市町村等でも空家バンクの政策が

あります。地域活動に参加すること等を条件にマッチングをして，でき

るだけ空家に若い人に住んでもらおうという取組です。

　他にご意見はございますか。後藤委員，どうぞ，

【後藤委員】 　4ページの（仮）まちなか再生プランの策定についてお聞きします。

　4 つの項目のうち，「まちなか商業施設の立地促進」，「にぎわい広

場の拡張と活用策検討」，「新たなにぎわいを創出する多目的ホールの

設置」については，目的が明確で分かりやすいのですが，「空き店舗な

どの既存ストックの有効活用」について，具体的にはどのような有効活

用を考えているのかお聞かせください。

【事務局】 　これから策定していく内容なので，現時点でのイメージとなりますが，

商店街の空き店舗や空家を活用して，活性化やにぎわいに繋げていこう

とするものでございます。
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【後藤委員】 　レンタルオフィスのマッチ・バコができましたが，まだ利用者が少な

いと感じます。市としてにぎわいづくりを目指していく中で，空き店舗

の有効活用を考えるにあたっては，実際に利用に繋がるような具体的な

内容として今後検討していただきたいと思います。

　続けてもう１点お聞きします。6ページ中，住宅ストック循環利用の

促進の中の「空家等の活用促進のための経済的支援」とは具体的にどの

ようなものかを教えてください。

【事務局】 　6ページの表の一番上の「まちなか居住の促進」の中に具体の内容と

して「龍ケ崎市若者・子育て世代住宅取得補助」というものがございま

す。経済的支援では，若者・子育て世代ということで，40歳未満の方，

或いは 40歳以上でも 18歳未満の子どもがいる方が，初めて住宅を取得

する場合は，補助金の対象になります。この制度につきましては空家も

対象になります。

　ご質問がありました「空家等の活用促進のための経済的支援」につき

ましては，リフォーム等が必要になるケースが非常に多いので，それに

対する助成の検討を進めているところでございます。

【後藤委員】 　分かりました。もう 1点質問させていただきます。「地域での空家等

の活用支援」について，詳しくお聞かせください。

【事務局】 　地域で空家を有効活用できる場合等もございますので，例えば，地域

と所有者とのニーズのマッチング等の支援を行っていくことを想定して

います。 

【後藤委員】 　そうなると，先ほどの説明の中でもありましたリフォーム等，空家を

維持するための努力も必要になると思います。

　「地域での活用支援」は，地域の住民に具体に任せる形になるのか，

その辺りの考えをお聞かせください。

【事務局】 　地域での活用は様々なケースが考えられるかと思いますが，地域の集

会所等として活用できる可能性があれば，そのようなものも対象にして

いきたいと思います。

【恩田会長】 　他にご意見はございますか。坂本委員，どうぞ。

【坂本委員】 　4ページの公共施設のマネジメントについて，保健福祉施設は高齢者

の利用も多いかと思いますが，今後高齢化が進む中で，保健福祉施設は

１か所で良いのでしょうか。 

　公共施設再編成の中で，１ヶ所に集約させる流れがあると思いますが，

4 市街地それぞれに位置付けることも検討していただければと思います。

　また，6ページに記載されている，空家等の活用促進のための経済的

支援についてですが，龍ケ崎市ではリフォームのローンに対する補助は，

実施していないですよね。他の自治体でリフォームへの補助制度の事例

があります。今の若い世代は，必ずしも一戸建ての家が必要ではなく，
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賃貸でも良いというイメージを持っている方が多いというデータもある

とのことです。

　そうすると，持家の所有者は，リフォームをして安い賃料で貸し出す

傾向も増えることが予測されますので，支援制度の検討を進めていただ

きたいと思います。

【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すか。

　秋山委員，どうぞ。 

【秋山委員】 　建築サイドの視点から，空家の関連で意見を述べさせていただきます。

　空家を，そのまま買いたいという話になっても，建築基準法で定める

基準を満たす耐震性能がありません。

　昭和 56年以前の建物は耐震性能が 0.3 とか 0.4 ですから，それを買っ

てもほぼ使えませんし，国の補助制度も受けられません。

　もう少し新しければ良いかというと，阪神淡路大震災を経て改正され

た平成 12 年の耐震基準の建物についても，十分な耐震性能がありません。

　耐震性能の 1 をクリアする建物というのは，金融公庫を使った建物以

外はないというので，耐震性能を 1以上にするためには，耐震だけでリ

フォームを含めずに少なくとも 100万円から 150万円かかってしまいま

す。これに近い金額の補助金を出さないと，空家というものは動かない

というのが現状です。

　日本全国で空家バンクが流行っているからやろうといっても実際なか

なか動かないので，耐震性の面についても，もう少し再検討されると良

いと思います。

【恩田会長】 　ありがとうございました。張替委員，どうぞ。

【張替委員】 　茨城県宅地建物取引業協会では，現在，21 の自治体と空家の協定を締

結しています。

　 全国的に空家は深刻な問題ですから，どの自治体も第１の目標として

取組んでいます。

　国も，新築住宅よりも，空家の利活用を推進するために色々な法律の

整備をしております。

　耐震性の問題につきましては，宅地建物取引業法の改正があり，売買

する場合にはインスペクション，状況調査が義務付けられましたので，

現在の状況も 100％告知したうえで販売や分譲をするという法律も整備

されております。

　平成 23 年に一番先に協定を締結した利根町におきましては，現在約

60戸の成約をしております。

　笠間市では，現在，空家の提供よりも空家を求める人の方が多くなっ

ている状況です。
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　地域性もあるかと思いますが，将来のまちの具体的なイメージがわく

ような施策を，龍ケ崎市でも示していただきたいと思います。

　施策だけでなく成果の評価は当然必要になりますが，空家の問題は地

域間の競争ですから，地域の特性を踏まえながら取組んでいただくのが，

一番有効性があるのではないかと思っております。

【恩田会長】 　ありがとうございました。

　他の部署にも関わる内容ですので，庁内で横断的な取り組みをして，

今日のご意見にそれぞれ対応していただきたいと思います。

　本日の議題は全て終了しました。進行を事務局にお返しいたします。

【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 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，11 月下旬頃を予定しており

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。

　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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