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平成２８年度 第二回安城市都市計画審議会 議事録 

日時：平成２８年９月９日 午後１時３０分～ 

場所：本庁舎３階 第１０会議室 

 

都市整備部次長   

皆さんこんにちは、定刻よりも少し早いようですが、出席予定者の方が全員おそろいで

すので、ただいまより平成２８年度第２回目安城市都市計画審議会を開催いたします。私

は、都市整備部次長の宮地と申します。本日は、会議の典礼をさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、定刻までにお集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。 

初めに、欠席の委員の方をご報告させていただきます。本日、１名の方から欠席のご連

絡を頂いております。野田宏治委員でございます。また、本日は、安城警察署長星野理恭

委員に代わりまして 交通課規制係石原良高様に代理出席いただいております。 

なお、注意事項になりますが、携帯電話につきましては、電源をお切りいただくか、マ

ナーモードに切り替えてくださいますようお願い申し上げます。 

 それでは、会に先立ちまして、事務局を代表しまして浜田副市長よりごあいさつ申し上

げます。 

 

副市長 

皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、第２回都計審にご出席いただきましてあり

がとうございます。また、日ごろは安城市のまちづくりに対しまして、格別のご配慮をい

ただいておることを、この場をおかりしまして厚く御礼申し上げます。 

現在、９月市議会が開会中でございますが、この議案の中では、平成２７年度の決算認

定がございまして、各指標においては健全な財政を結ぶことができた、そんなようなこと

になっておりますけども、引き続き、持続可能な行財政運営に安城市としても努めてまい

ります。 

また、まちづくりの観点からは現在施行中の南明治土地区画整理事業においては、土地

利用の再編を図りまして、安城市の顔としてふさわしい中心市街地の整備を行うことを目

的といたしまして、その目玉事業として、アンフォーレの建設を進めているところでござ

います。 

アンフォーレにつきましては、図書情報館を中心といたしました公共施設棟を初めとい

たしまして、イベント広場、公園から民間経営による駐車場とスーパードミーですとか、

暮らしの学校などが入る商業施設棟がある複合施設でございまして、来年の６月にオープ

ンする予定でございます。 
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蔵書能力を３５万冊から４５万冊に、席数も３２０席から８７０席へと大幅にふやす計

画ではございますけども、その他、ＩＣＴの活用ですとか、ビジネス支援や子育て支援の

場を整備するなど、先駆的な施設として整備してまいる予定でございます。 

こんなこともご承知おきいただければと思っております。 

さて、本日の議題といたしましては、一つ目が西三河都市計画道路の変更についての事

前説明でございます。そして二つ目が、第６回線引き総見直しについての情報提供でござ

います。よろしくご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

簡単ではございますか、私からの挨拶に代えさせていただきます。 

 

都市整備部次長 

 ありがとうございました。それでは早速、議事に入らせていただきます。これよりの議

事の取り回しを加藤会長にお願いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

会 長  

着座したまま進めさせていただきます。こんにちは。本日は大変お忙しい中、ご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。 

本会議は定足数に足りておりますので、ただいまより平成２８年度第２回安城市都市計

画審議会を始めます。 

 それでは、安城市都市計画審議会運営規則第１０条第１項に基づき、議事録の署名委員

を指名させていただきます。 

 本日の議事録の署名委員は、大屋明仁委員と中根敬子委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

議題（１）「西三河都市計画道路の変更」について、説明をいただきたいと思います。 

それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 

都市計画課主幹 

 都市計画課主幹の稲垣です。どうぞ、よろしくお願いいたします。ご説明申し上げる前

に、資料の確認をお願いします。本日の資料といたしまして事前にお送りしております別

添資料①と右肩に書かれている資料はお手元にございますでしょうか。 

それでは、議題（１）「西三河都市計画道路の変更」について、お手元の資料とスク

リーンのパワーポイントを使用して事前説明をさせていただきます。着座にて説明させ

ていただきます。 

今回、議題（１）で説明させていただく内容は、次回の、今年度の第３回目の都市計

画審議会においてご審議いただく内容でございますが、次回の審議会において円滑な審

議が行なわれますように、事前に変更案の内容を説明させていただくものでございます。 
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 別添資料①の１ページ上段をご覧ください。 

 こちらの表につきましては、今回ご説明させていただく路線の変更前と変更後の計画

書になります。今回の内容をまず簡潔に申し上げますと、変更前の表にあります、路線

名 八橋里線と、その下、花園八橋線の２本の都市計画道路につきまして、線形及び交

差点の形状を見直すものでございます。 

 見直すことで、変更後の１ 都市計画道路中、花園八橋線を、花園里線に名称を変更

しまして、２ 八橋里線については廃止するものでございます。なお、花園里線につき

ましては、まだ正式に変更されていませんので、今日時点では仮称ということでご説明

させていただきます。 

１ページ下段をご覧ください。 

今回、変更する都市計画道路は、中央に、赤色の線と点線で表示してありますが、八

橋里線と花園八橋線でございます。 

青色の線がありますが、これは市境になります。こちらが安城市、こちらが知立市、

上の方が豊田市になります。 

また、この地域の主要な道路といたしまして、緑色、こちらが伊勢湾岸自動車道とそ

の下に名古屋岡崎線という県道が走っております。もう一つこちらの方に赤い線で書か

れております一部有料道路となっております衣浦豊田道路がございます。 

さらに、真ん中の黄色い線、こちらが主要地方道、県道の豊田一色線になります。 

その他の施設といたしまして、北部小学校、里町小学校、デンソー安城製作所、トヨ

タ車体吉原工場との位置関係を示しております。 

この部分を、次のページで拡大した資料になりますが、２ページ目をご覧ください。 

まず、変更前の図ですが、現在、都市計画に位置付けております２本の道路は、こち

らは平成１３年度に都市計画決定された道路でございます。安城市内でのそれぞれの延

長として、八橋里線が約６５０ｍ、花園八橋線が約１３０ｍになります。黒い実線の部

分につきましては、今回の変更対象部分になります。黒の点線部分は同一路線の他の部

分で、青い実線の市境より外側は知立市の方で合せて同じように都市計画変更する部分

になります。安城市はこちら側になります。 

また、現在の決定されています道路の基本幅員は２本の都市計画道路ともに、同じ１

６ｍになります。道路の構造としましては、歩道が３ｍ、植樹帯が１ｍ、路肩が７５ｃ

ｍ、車道が３．２５ｍの２車線になっております。現在、決定されている内容がこの内

容になります。 

次に下段、変更後の内容をご説明します。 

変更後の内容としまして、実際に変化がある部分は、赤色の部分になります。赤色の

実線の部分が安城市で変更する部分、点線部分は知立市で変更する部分になります。ま

ず、変更前の八橋里線と花園八橋線を、安城市側から豊田市側へ結ぶように線形の変更

を行ないます。変更前が知立市の方へ向かっていたものを豊田市の北の方へ線形を変更
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いたします。 

そして、この路線は、道路を結ぶ地点が、豊田市の花園地区と安城市の里地区となり

ますため、路線の名称を花園里線と変更いたします。安城市内の延長で、約７００ｍに

なります。これによって、安城市内では２路線あったものが、１路線となりまして、八

橋里線につきましては、廃止ということになります。 

一方、知立市方面へ向かっていました道路は、この新しい花園里線と直角に交差する

ような形で都市計画変更をしますが、この部分については、知立市において同じように

都市計画の手続きを行っております。 

なお、基本幅員及び道路の構成については、変更はございません。ここまでが今回の

変更内容でございます。 

 資料３ページをご覧ください。 

 続きまして、今回の都市計画変更の必要性についてご説明いたします。現在、都市計

画決定されている２路線は、平成１３年度に都市計画決定された路線でございますが、

計画された目的は、国道１号や伊勢湾岸などの「幹線道路へのアクセスの強化」及び「豊

田市、知立市との連絡性の向上」を目的としたものでございます。 

当初、計画時に想定していた車の動きといたしまして、安城市の中心の方から伊勢湾

岸自動車道の豊田南インターチェンジ方向の車の流れといたしまして、スライドの青色

の点線で表しておりますように、住吉町のあたりから豊田一色線を通って、名古屋岡崎

線、伊勢湾岸自動車道の下の名古屋岡崎線を通って豊田南インターチェンジへ行くとい

うルートを想定しておりました。 

そのような中、平成２２年に新安城駅の東側に名鉄本線の下を通過できるアンダーパ

スが開通しました。それにより、南北方向の移動に、青色の矢印のような動線が新たに

加わり、これより南側は主要ルートが２ルートとなりましたが、新たなルートができた

ことにより、南北方向の交通をより重視する必要性が発生してきたため、アンダーパス

から繋がる、この八橋里線、花園八橋線の道路形状を見直すことによって、よりスムー

ズな交通の流れをつくり、さらなる「南北方向交通」の強化を目指すものでございます。 

それによりまして、青い点線矢印だけでなく、青い実線矢印で示しております動線が

追加されることで、スムーズな「南北方向」の交通を生み出し、「幹線道路へのアクセ

スの強化」や「豊田市、知立市との連絡性の向上」を図るものでございます。 

資料４ページ目をご覧ください。 

続きまして、スケジュールについてご説明します。 

本路線は平成１３年度に当初の都市計画決定がされていますが、その後 

平成２１年に、名古屋岡崎線の豊田市区間が完成・供用開始しています。 

豊田市は、この名古屋岡崎線に接続する区間について、平成２２年度から道路整備に

着手し、知立市の一部区間までを、平成２９年度暫定開通を目指して現在、事業を進め

ているところでございます。 
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知立市もこの区間の事業に入っており、安城市においても、平成２７年度より今回の

変更区間以外で県道豊田一色線側から設計等を進め、平成３２年度の全線完成を目指し

ている状況でございます。 

 また、都市計画の変更の手続きに関する状況でございますが、平成２８年２月２６日

に地元説明会を実施しました。説明会の状況としまして、道路に対する交通安全対策に

対する要望、信号機の設置や横断歩道の路面表示の要望が多くございましたが、道路の

変更に対する反対等の意見はございませんでした。 

 その後、愛知県へ道路の変更に対する事前協議書というものを提出し、８月５日付け

で「異存ありません」との回答をいただいております。 

 また、本日、９月９日（金）から９月２７日（火）まで、都市計画課の窓口において、

「変更案の縦覧」を行い、その後、次回の都市計画審議会において正式に都市計画案と

して諮問させていただく予定でございます。 

以上で議題（１）「西三河都市計画道路の変更」についての事前説明を終わります。 

 

会 長 

 説明が終りました。 

議題（１）の「西三河都市計画道路の変更」について、何かご意見がございましたらご

発言をお願いします。 

 いかがでしょうか。 

 1 つわたくしから質問させていただきます。都市計画決定から事業決定するまでに期間が

かかる場合が多いが、一度都市計画道路が都決されると、計画区域内の地権者は建て替え

などに規制を受けることになるが、そのあたりの対応方法も含め、今後の流れを説明して

ほしい。 

 

都市計画課主幹 

 今回の路線は、平成１３年に都決され、これまで事業化されていなかったわけですが、

過去の都市計画道路に関しては、事業化にかかる目処がなくても都決できていたことが一

般的でしたが、現在に至っては、事業化の時期がはっきりしていないと、都市計画の変更

はできないようになっているため、昔のようなことは無いことになっております。 

 

会 長 

 わかりました。その他、ただいまの議題につきましては、ご意見・ご質問等ありますで

しょうか。 

無いようでございますので、議題（１）を終了いたします。 

 続きまして、議題（２）の「第６回線引総見直しについて」事務局より説明をお願いし

ます。 



 6

都市計画課主幹 

都市計画課主幹の稲垣です。よろしくお願いいたします。 

こちらの議題は、配布資料はございません。スクリーンをご覧ください。 

それでは、議題（２）の「第６回線引総見直しについて」ご説明申し上げます。 

 

前回の審議会においても報告させていただきましたが、線引き総見直しは、市街

化区域と市街化調整区域の境界についての見直しをおこなうもので、愛知県下の都

市計画区域で一斉に行うものでございます。昭和４５年の当初線引きから数えて、

今回が６回目の総見直しになります。 

前回の審議会では、この総見直しについて、当初想定していた、平成３２年度で

の実施から、前倒しをして総見直しを行なう意向を愛知県がされたことをご報告さ

せていただきましたが、今回、平成 30 年度末を目途に線引き総見直しを行うこと

について、具体的なスケジュールが愛知県から提示されました。 

そのスケジュールの中で、市町村から区域区分、これは市街化区域と市街化調整

区域の区分のことでございまして、その境界の変更に関する都市計画素案を提出す

る場合、その提出期限は、平成２９年９月頃になる予定であることなどのスケジュ

ールが提示されました。 

なお、この区域区分の見直しを行う区域がどういった場所が該当するかといいま

すと、１つ目としまして、安城市都市計画マスタープランに将来拡大市街地として

位置付けている区域のうち、既に一定の市街化が図られた、若しくは具体的な開発

事業計画がある区域が候補となります。 

２つ目としまして、市街化区域の境界とされた地形・地物、道路や川の変更、又

は変化により、市街化区域決定境界を変更する区域などが該当します。 

例えば、市街化区域の境界が道路の中心線などに指定されている場合、この道路

が拡幅されたりしたことで、道路の中心がずれてしまった場合など、地形や地物の

変化によって、市街化区域の境界を見直さなければなければならない場合などが想

定されます。 

これらの場所については、現在、現地確認等の作業を行なっており、平成２９年

９月頃には都市計画素案とするため、今後、調査等を行っていく予定でございます。 

案が固まってきましたら、審議会でもご議論いただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上で議題（２）の「第６回線引総見直しについて」、説明を終わります。 

 

会 長 

 説明が終わりました。 

議題（２）の「第６回線引総見直しについて」について何かご意見がございましたら、
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ご発言をお願いします。 

 

深谷委員 

 安城市においては、第８次総合計画や、まち・ひと・しごと総合戦略などが策定され、

その中で、安城市は他市に比べ人口の減少は少ないが、高齢化率は増加していく。そして、

若い人として 30 代の女性が他市に転出してしまい、大変危惧されるため、良質な住宅の供

給についても計画に記載されております。私も、安城市内の土地が非常に高価であること

を身をもって感じていますが、市のマスタープランにおいても、安城駅、三河安城駅、新

安城駅や桜井駅などを中心に発展させていくとしているが、例えば、いずみ製菓の跡地で

トヨタホームが大規模な開発をしたが、既存宅地ではあるが、あまり統率が取れていると

はいえないと感じる。今回、線引総見直しに対する検討をされているが、本来であれば、

上位計画である総合計画や総合戦略にもとづき、安城市都市計画マスタープランが見直さ

れ、その上で線引総見直しに対応していくのが順序立ったものと考えているが、そのあた

りはどう考えているのか説明してほしい。 

 

都市計画課主幹 

 まず、昨年度総合計画が策定され、本市の都市計画マスタープランにおいても改訂を検

討しており、そのなかで、総合計画の推計に対応した拡大市街地についても検討していく

予定であります。その検討の中で、具体的な区域は皆様にも提示していくつもりでありま

す。 

 ただし、昨今の人口推計では、爆発的に増えるわけではありません。都市計画の基準で

は１ｈａあたり 40 人から 60 人が住むという想定をして、その範囲の中で増加する人口に

対応する面積を算出しつつ、拡大市街地を設定していくことになります。 

 

副会長 

 深谷委員からもありましたが、きめ細かな対応をお願いしたい。私は安城市都市計画マ

スタープランの委員を務めてまいりましたが、計画といっても、予想がつかないこともあ

り、過去の計画は人口が増え続けることを想定しておりましたが、現在は、増えてはいる

が、想定ほどではない程度となっており、深谷委員の申すとおり、順番を追って計画を見

直す必要があると考えている。過去の線引総見直しにおいても、当時、新たな市街地とし

て手を上げていれば、現在のような悩みを抱える必要はなかったかもしれない。このこと

から、今回の見直しにおいては、精一杯の量を目処に検討が進められるよう努力していた

だければと感じている。例えば、幸田町のようなまちづくりがある。幸田はかなり市街地

を広げてうまくいっている印象がある。また、和泉の住居開発は本来は工業地であるので、

工業のために土地利用されるよう指定された区域であるのだが、既存宅地としてあのよう

な住居の開発がおこなわれてしまった土地である。このように、拡大するところと、調整
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するところそれぞれにおいて課題があると感じており、そういったことに対してしっかり

対応していただきたいと感じている。 

 

都市整備部長 

都市整備部長の深津でございます。いろいろなご意見をいただきありがとうございます。 

本市のマスタープランは将来の理想を盛り込んだものになっておりまして、平成 22 年に

今のマスタープランができあがっております。 

そのときの人口想定が、先日策定しました、まち・ひと・しごと総合戦略の人口ビジョ

ンで想定した人口想定と、現在の都市計画マスタープランとはあまり食い違いなく、私ど

もとしては、このマスタープランに従って都市化を進めていけば、人口変動に対応できる

のではないかと思っておりました。しかし、人口ビジョンにおいては、各種総合的な戦略

を練って、2050 年に人口のピークを伸ばすこととしており、この点において、今のマスタ

ープランだけで間に合うかどうかっていうのはわからないということにはなっております。

ただ、現在、南明治土地区画整理事業の第 1 地区も事業をやっており、もう少し高度利用

を促すような戦略をとっていきたいと考えておりますし、桜井でも区画整理事業による良

質な住宅地がどんどん広がっております。この人口ビジョンの想定というものを実現する

には、まちづくりだけでは当然できませんので、子育て支援とか働きやすさとかいうとこ

ろにも力を入れながら、特に先ほど深谷委員もおっしゃっていただいた、その子育て世代

の女性を取り込めるような、そういう戦略を展開していていかなければならないと思って

おります。 

ですから、今回、拡大を検討していく新たな市街地につきましても、相当魅力のあるま

ちづくりを展開しなければなりません。本市の土地の値段も結構高いものですから、せめ

て共働きのような子育て世帯が住んでいただけるような魅力のあるまちづくりを展開して

いかなければならないと考えております。現在、そのような方向づけをしながら、地元の

皆様とは、お話し合いを進めておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

会 長 

 ほかにありますでしょうか。 

無いようですので、これをもちまして、本日の議題は全て終了しました。会議の進行を

事務局にかえします。 

 

都市整備部次長 

 ありがとうございました。 

それでは、その他でございますが、次回の審議会の開催予定について、ご案内申し上げ

ます。 

委員におかれましては、大変お忙しい中恐縮でございますが、第３回の審議会開催日を
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１１月８日火曜日に予定しております。議題につきましては、先ほど事前説明致しました、

「西三河都市計画道路の変更について」などをご審議いただく予定をしております。この

ことについて、詳細が決定いたしましたら、改めてご連絡差し上げますのでよろしくお願

いいたします。 

 以上でその他の説明を終わります。全体を通しまして、何かご質問等ございましたらご

発言ください。 

よろしいでしょうか。それでは、これをもちまして、平成２８年度第２回都市計画審議

会を閉会致します。本日は誠にありがとうございました。お帰りの際は、お忘れ物のない

ように、また、交通安全に十分にお気をつけてお帰りください。 


