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平成２９年度第１回安城市都市計画審議会議事録 

日 時：平成２９年６月２６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、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

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

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

ありがとうございます。 

本日は平成２９年度第１回目の審議会でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めに、本日の資料の確認をさせていただきます。 

皆様の席に配布している資料は、本日の次第と委員名簿でございます。 

また、事前に皆様へ配布させていただいた資料につきましては、資料右上に別添資料①

とあります「西三河都市計画下水道の変更について」の資料が一式でございます。 

資料確認は以上ですが、お手元にございますでしょうか。 

次に、委員の変更がございます。安城警察署長、星野 理恭 様に代わりまして、新た

に３月２７日付けで 峯田 昌幸様が就任いただきましたが、本日は欠席のご連絡をいた

だいております。さらに、ＪＡあいち中央の中川 廣和委員にかわりまして、新たに杉山 

厚様をご推薦くださいましたのでご紹介致します。また、旭多貴子委員につきまして、４

月２４日付で辞任願が提出されましたのでこれを受理し、当審議会委員の職を解任しまし

たのでご報告致します。 

つづきまして、欠席の委員の方をご報告させていただきます。本日、２名の方から欠席

のご連絡を頂いております。 峯田昌幸委員、近藤之雄委員の２名でございます。 

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を申し

上げます。 

 

副市長 

皆さんこんにちは。本日は大変お忙しいところ、平成 29 年度の第 1回の安城市都市計画

審議会にご出席をいただきましてまことに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、格別の御高配をいただいておりまし

て厚く御礼申し上げます。 

御案内のとおり、去る 6 月 1 日に図書情報館を初めといたします、中心市街地拠点施設

アンフォーレがグランドオープンしております。 

開館から間もなく 1 月が過ぎようとしておりますが、ＮＨＫですとかＣＢＣなどの取材

を受けるなど、多くのメディアから興味を持っていただいており、市内外の皆さんに情報
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発信できたのかなと思っております。 

ここに至る間、安城更生病院跡地の有効利用につきまして多くの議論を交わしてまいり

まして、病院に移転から 15 年という長い時間はかかりましたが、開館を迎えることができ

ました。 

現在のところ、図書情報館の本体のみの数字でございますけども、児童・中高生・親子

連れから高齢者層まで幅広い年齢層の方に訪れていただいておりまして、平日で 3000 人ほ

ど、土日では 7000 人程度の御来館をいただいております。アンフォーレにつきましては、

南明治土地区画整理事業の目玉事業として、また、もう少し広い範囲では、中心市街地の

にぎわい創出の起爆剤として、さらには郊外にあった中央図書館の移転という意味合いで

はコンパクトシティー推進の位置づけもございますし、県内外の視察を始め、8月 4日から

の開催の安城七夕まつりにおきましても、これを活用した多種多様なイベントを企画いた

しまして、七夕広場や館内ホールと施設の機能を活用することで、観光など交流人口の増

大など、幅広い意味合いでまちづくりに寄与できるものと期待するところでございます。 

さて、本日の議題といたしましては、西三河都市計画下水道の変更についての諮問と、

今後御議論いただく第 3 次安城市都市計画マスタープラン策定についての情報提供でござ

いますのでよろしくお願いいたします。 

引き続き委員におかれましては、高所からの御議論をいただくようお願い申し上げまし

て、挨拶に代えさせていただきます。 

本日はまことに御苦労さまです。 

 

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。 

よろしくお願いいたします。 

 

会 長  

皆さん、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２９年度第１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）「西三河都市計画下水道の変更」につ

いて、説明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ます。 

 

土木課長 
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土木課長の稲垣です。よろしくお願いします。それでは、議題（１）「西三河都市計画

下水道の変更」について、諮問させていただく内容を、ご説明申し上げます。着座にて説

明させていただきます。 

お配りしております別添資料①の１ページ目をご覧ください。西三河都市計画下水道の

変更（安城市決定）、都市計画安城公共下水道「４．その他の施設」に宮前ポンプ場を次

のように追加する。と、ありますがこちらが、今回諮問させていただきます内容の計画書

になります。 

 この計画内容につきましては、平成２８年度の第４回安城市都市計画審議会において、

事前にご説明しておりますが、事前説明から内容に変更はなく、今回、正式に都市計画審

議会に諮問させていただくものでございます。計画書の内容としまして、変更後の内訳、

宮前ポンプ場、位置、安城市安城町社口堂地内でございます。 

 それでは、２ページ目をご覧ください。 

 こちらは総括図になりますが、計画位置は、主要地方道岡崎刈谷線の南側、県道安城桜

井線の西側、名鉄西尾線の東側の位置になります。周辺の主な施設には、安城南部小学校、

県営秋葉住宅などがあります。 

赤色で示しておりますポンプ場計画位置は、安城市安城町社口堂地内でございますが、

これより北側一帯の字名が宮前でございますので、名称を宮前ポンプ場としております。 

 この地域は緑色の線に囲まれた勢井前第一排水区の中にあります。勢井前第一排水区は

浸水被害が多く、安城市の内水対策総合計画において、治水安全度を高めるべき重点対策

流域のひとつに指定されています。 

この勢井前第一排水区内には、現在、主な排水路として、中ほどに青色で示した勢井前

第一雨水幹線があります。さらに、青色で示した秋葉公園調整池および安祥閣調整池があ

ります。 

 宮前ポンプ場へは、オレンジ色の線で示した排水路を経て雨水が集まりますが、宮前ポ

ンプ場へ水が集まる手前周辺が地理的に も低い場所になりますので、このポンプ場のポ

ンプにて集まった水を揚水し、勢井前第一雨水幹線へと放流するための施設でございます。 

３ページ目をご覧ください。 

 こちらは、宮前ポンプ場付近を拡大したものになります。 

 赤く示した区域、約１，１００㎡について、都市計画の位置決定を行いたいと考えてお

ります。 

 この区域内には、既存のポンプ施設もございますが、暫定的に整備された施設であり、

既存のポンプ施設では能力不足を生じているため、施設の用地を拡張し、ポンプ能力の増

強を図るものでございます。 

 続きまして４ページ目をご覧ください。 

 こちらは、宮前地区における、過去の浸水被害区域とその被害状況写真でございます。

この区域は、くぼ地地形であり浸水被害が度々頻発している浸水常襲地区であります。そ
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のため、平成１１年６月の豪雨を契機に、暫定措置として平成１２年度、平成１３年度の

２ヶ年に渡ってポンプ施設を整備しました。 

平成１３年８月に上陸した台風による再度、浸水被害が発生したことから、平成１７年

度にポンプの増設を行いましたが、暫定措置であることもあり、その後も浸水被害は発生

する状況が継続しております。 

近では昨年度の９月にも路面冠水の浸水被害が発生しております。 

 こうしたことから、今回、都市計画下水道の変更を行い、ポンプ施設を増強し、排水能

力不足を解消するため、ポンプ場整備を行う計画をしております。 

以上が、計画の内容となります。 

 後に今後のスケジュールについてですが、ただ今説明申し上げました「西三河都市計

画下水道の変更（安城市決定）」につきまして、その内容について、平成２８年１２月１

９日に地元住民等への都市計画変更の説明会を行いました。 

その後、平成２９年４月１０日より４月２４日までの２週間に渡り都市計画変更案の縦

覧を行いましたが、縦覧者、意見書の提出、ともございませんでした。また、本審議会に

てご審議いただいたのちに、愛知県知事あてに正式な協議を行ったあと、 終的な変更に

つきましては９月を目処に行う予定をしております。都市計画変更後の予定ですが、平成

３０年度に拡張予定地の用地取得及びポンプ施設設計業務を進め、平成３１年度に宮前ポ

ンプ場の整備工事を行う予定をしております。 

 以上で議題（１）「西三河都市計画下水道の変更（安城市決定）」について説明を終わ

ります。よろしくご審議をお願いします。 

 

 

会 長 

 説明が終りました。ただいまより審議に入ります。 

議題（１）の「西三河都市計画下水道の変更」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。 

 

野田委員 

 浸水被害区域は網掛けで理解できますが、今回のポンプ場にどの範囲の雨水が集まって

くるのでしょうか。 

 

土木課長 

この、勢井前第 1 排水区の全体の区域については緑色で囲まれた区域が全体の排水区に

なりますが、この図面で、しっかりした区域の境というのは示していません。 

わかりにくくて恐縮ですが、この黄色の配水路に入ってくる、ポインタで指し示す区域

内の雨水について、宮前ポンプ場に流れ込むことになります。 

現在、この区域の詳細な図面については用意をしておりません。 
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野田委員 

先ほどの説明で浸水被害区域を減らすんだというお話で、そこに緑で囲まれたところの

雨水が流れ込んでくるとなると、本当にそのポンプ一つで、例えば、かなり大雨が降った

ときに、時間差をもってそこにどんどん流れてくる可能性はないのかなと。 

黄色の下水管の範囲は例えば道路で区切られたところだけならば、何となく理解できる

んですけど、その緑全体のところのものがそこに流れ込んでくるとなると。かなりの大き

いポンプにしないと対応できないのじゃないかっていう気がするんですが、そのあたりど

うお考えでしょうか。 

 

土木課長 

説明が足りなくて申しわけございません。 

緑の排水区全体のものが、このポンプ場へ入ってくるわけではなくて、緑の区域の一部

の区域が排水路に流入してくる、大ざっぱにこの指し示す範囲というふうになってしまう

のですが、こちらの雨水がこのポンプ場に入ってくるということになります。 

その他の雨水については調整池などを経由しながら、勢井前第一雨水幹線に排水します。 

このポンプ施設はこの指し示す範囲の雨水を集めてから、勢井前第一雨水幹線へ排水す

るためのポンプ施設になりますので、勢井前第一雨水幹線の手前に整備することになりま

す。 

 

野田委員 

私がお聞きしたかったのは、集水面積はどこからどこまでの雨を宮前ポンプ場で排水す

るのかっていう、その辺が知りたかったんです。 

その中で、ここにある網かけの浸水被害がなくなるんだということについて確認したか

ったのですが。 

 

土木課長 

すいません、おおむねこちらの道路からこの道路までですね、この道路を通って、この

ぐらいの区域になりますが、この指し示す区域の雨水が集まってくることになります。 

 

会 長 

 今後は、具体的な面積等の数字を説明するよう心がけてもらいたい。 

そのほかにございますでしょうか。 

 

岩瀬委員 

今回の整備で既存のポンプの何割ぐらいアップできるのか。 
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土木課長 

ポンプの能力につきましては、現在のポンプの能力の 3 倍程度になるような計画で今か

ら設計をしていく予定です。 

 

会 長 

 その他はよろしいでしょうか。 

発言が一通り終了しましたので、議題（１）については、原案どおり、これを「決定」

することにご異議ございませんか。 

 

委 員 

 異議なし 

 

会 長 

 ありがとうございます。議題（１）の「西三河都市計画下水道の変更」については「異

議なし」ということで、「答申」することとします。 

 続きまして、議題（２）の「第三次安城市都市計画マスタープラン策定について」事務

局より説明をお願いします。 

 

都市計画課長 

都市計画課 課長の市川でございます。議題（２）の第三次安城市都市計画マスタープ

ラン策定について」ご説明させていただきます。 

 昨年度の第１回都計審にて、現都市計画マスタープランの評価を行い改訂の必要性を検

討していくと、また第３回都計審において、その中間評価の結果を報告させていただいた

結果、現都市マスの目標年次に到達する前ではあるが、第３次都市計画マスタープランを

前倒しして策定していきたいとの考えを示させていただきました。 

 まずは、その時のおさらいとなりますが、第三次都市計画マスタープランを策定するに

至った経緯の３点について、説明します。 

 １点目は、上位計画である本市の第８次の総合計画が平成２８年度に策定され、またも

う一つの上位計画である愛知県の西三河都市計画区域マスタープランが平成３０年度に向

けて改定されること。 

 ２点目は、人口減少社会の到来の確定や国が進める代表的な政策である立地適正化計画

としてのコンパクトシティへの強力な推進など、社会情勢が著しく変化していること。 

 ３点目としては、現行の都市計画マスタープランが５年経過し、中間評価をしたところ、

人口・工業・商業ともに計画期間中に目標が達成される見込みであることなどとなります。 

以上の３点から、環境の変化に早急に対応し、本市をより成長させるために、現行の都

市計画マスタープランを見直し、立地適正化計画を踏まえた第三次都市計画マスタープラ

ンとして策定することといたしました。 
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つづきまして、都市計画審議会の役割について、ご説明します。 

安城市都市計画審議会条例第２条の所掌事務として、ご覧の３つの役割があります。そ

の内、都市計画マスタープランの審議は、（２）の市長の諮問に応じ、都市計画に関する事

項の調査審議にあたります。 

都市計画に関する事項とは、市町村マスタープラン案の作成や都市計画に関する情報提

供の在り方などが、審議会における調査審議に値するものになります。 

都市計画マスタープランの策定体制については、今ご説明しましたように都計審にて審

議をいただきますが、その前段階として庁内における作業部会などにおいて議論を重ねな

がら進めてまいります。 

 庁内会儀にて議論いただいた案について、都市計画審議会において調査審議していただ

き、その成果を都市計画マスタープラン案として、市民参加の観点からパブコメを行い、

後に、議会による議決を経て、第三次安城市都市計画マスタープランとして決定されま

す。 

今回の都市計画マスタープラン案を都市計画審議会にて作り上げるにあたっては、ポイ

ントが２点あります。 

 １点目は、都市計画審議会の委員として学識経験者を１名、市民公募委員を１名の２名

を増員する予定です。これは、都市計画マスタープラン案を作成するうえで、より充実し

た議論をしていただきたくために、策定中の２年間のみに対し、臨時委員として任命しま

す。 

 ２点目としましては、パブリックコメントの実施について、通常は 終案の前に１回行

うだけですが、今回は全体構想案が出来た段階で１回、 終案の段階で１回と、２回実施

し、より住民の意見を反映させていきたいと考えています。 

後に、策定スケジュールとしては、第１回目を８月頃、都市計画の主要課題と目標に

ついて審議いただき、第２回目に全体構想の策定について、第３回目を地域別構想の策定

について、ここまでを本年度内の終える予定です。来年度に入り、第４回目を原案につい

て、 終５回目にて都市計画マスタープラン案としてまとめて行きたいと考えています。

その後、１２月議会に諮り、平成３１年１月に確定したいと考えていますので、よろしく

お願いします。 

 以上で、第三次安城市都市計画マスタープラン策定について、説明を終わります。 

 

会 長 

 説明が終わりました。 

議題（２）の「第三次安城市都市計画マスタープラン策定について」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。 

 べつだん無いようですので、私から一点ございます。 

 第三次安城市都市計画マスタープランですが、先ほどの「西三河都市計画下水道の変更」

などとは異なり、都市マスの見直しを継続的に取り扱っていくこととなるようで、都市計
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画審議会としても非常に力を入れていきたいところであります。そういった意味でも、一

つ提案がありまして、都市マスの見直しに関する都市計画審議会での取り回しを、副会長

の石川委員にお願いしたいと考えております。石川委員は先回の都市マスの中間評価の報

告において、現行の都市マスでの策定に携われており、また本市初めての都市マス策定時

においても関わられておられるので、委員の方々の意見に対して、非常にスムーズに進行

していただけると思います。当然、私も出席し、意見を言わせていただきたいと考えてお

りますが、いかがでしょうか。 

 

副会長 

ただいま、お話いただきました。副会長の石川でございます。 

私もこの都市計画審議会、確か２３年ぐらい前だと思いますけれども、それから第 1 回

第 2回とマスタープランに携わらせていただきました。 

そして今回また第 3 次をにらんでということでお話をいただいたわけでございます。浅

学非才ではありますが、皆さんの御指導をいただきながら、頑張ってまいりたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 

会 長 

 ありがとうございます。それでは、第三次安城市都市計画マスタープランの取り回しに

つきましては、副会長の石川委員がさせていただきます。 

 他に何かご意見がございましたら、ご発言をお願いします。 

 

大屋委員 

よろしくお願いします。第三次安城市都市計画マスタープランですが、都市の基本方針

を定める重要な計画であり、出来れば計画策定に携わりたいと考えております。しかし、

先ほどの説明にもございましたとおり、都市計画マスタープランが安城市議会の議決事件

であるため、議決事件の作成に携わることが適切でない可能性があります。そこで、大変

恐縮ではありますが、第三次安城市都市計画マスタープランの調査審議では不参加とさせ

ていただければと考えています。当然、今回の宮前ポンプ場のような都市計画決定事項に

は参加しますが、可能でしょうか。 

 

会 長 

 ありがとうございます。今の大屋委員からの提案について、事務局としては問題ありま

せんか。 

 

事務局 

 まず、参加いただくことについても特に問題がございません。合わせて、市議会の議決

事件であることに配慮いただいたということでありましたら、特に問題ございません。 
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会 長 

 ありがとうございます。第三次安城市都市計画マスタープランにつきましては、市議会

で審議いただくため、市議の２名の委員は不参加でも問題ないと報告させていただきます。 

 他に何かご意見がございましたら、ご発言をお願いします。 

べつだん無いようですので、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２回の審議会開催日を

８月２３日水曜日に予定しております。議題につきまして、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。 

 

岩瀬委員 

 第２回都計審の開催時間は何時からでしょうか。 

 

都市整備部次長   

９時半からで予定しております。よろしくお願い致します。 

他に何か、ご質問等ございましたら、よろしいでしょうか。 

それではこれをもちまして、平成２９年度第１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。 


