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平成２９年度第３回安城市都市計画審議会議事録 第一部 

    日 時：平成２９年１１月２０日（月）午前９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３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、右肩に別添資料①とございま

す「西三河都市計画地区計画の決定」という資料、右肩に別添資料②とござい

ます「西三河都市計画生産緑地地区の変更」という資料、右肩に別添資料③と

ございます「西三河都市計画公園の変更」という資料、以上でございます。お

手元にございますでしょうか。 
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。中根敬子委員、杉浦辰子委員の２名で

ございます。 
また、本日は、安城警察署長 峯田昌幸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年度第３回安城市

都市計画審議会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、格別のご高配をいただいておりまして、

厚く御礼申し上げます。 
ちょうど昨日になりますが、デンパークをメイン会場とした、安城市市制６

５周年記念イベント「サイクルフェス in 安城 2017」が開催されました。 
参加者は約５５０人で、コースは３０ｋｍのサイクリングコースと１０ｋｍ

のファミリーサイクリングコースの二種類を用意いたしました。また、メイン

会場には名古屋を中心に活躍するＳＫＥ４８のメンバーを招いたほか、各種企
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画を催したおかげで、参加いただいた方々からは大変ご好評いただいたと聴い

ております。 
安城市では豊田安城自転車道線をはじめ、総延長２５ｋｍにも及ぶサイクリ

ングロードや、エコサイクルティ計画などにもとづき、自転車の車道左側走行

を啓発するための自転車走行レーンの整備をすすめております。本市では今後

も、自転車をクルマにかわる都市交通の一手段として位置付け、本市の環境資

源である明治用水緑道を基軸に、安全で快適に自転車を利用できる環境整備を

行うとともに、鉄道やバスなど既存の交通体系との連携により、自転車利用の

利便性を高めるとともに、健康的で経済性に優れ、環境にやさしいなど自転車

の持つ有益性や交通ルールの周知、マナーの向上のための取組みを進めてまい

りますのでよろしくおねがいします。 
なお、本日の審議会は前回同様二部構成を予定しております。第一部の議題

といたしましては、「西三河都市計画地区計画の決定」及び「西三河都市計画生

産緑地地区の変更」についての諮問、「西三河都市計画公園の変更」についての

事前説明、そして「第６回線引総見直しに伴う区域区分の変更」についての事

前説明でございます。その後、第二部といたしましては「第三次安城市都市計

画マスタープランの策定」について取り上げていく予定でございますのでよろ

しくお願い致します。 
 簡単ではございますが、以上であいさつと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。 
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３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、岩瀬英行委員と鳥居博幸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）「西三河都市計画地区計画の決定」に関する諮問について、説明い

ただきたいと思います。 



 3

それでは、事務局より説明をお願います。 

 
都市計画課長 
都市計画課長の市川です。 

議題（１）西三河都市計画地区計画の決定について、説明させていただきま

すので、よろしくお願いします。着座にて失礼します。 

議題（１）につきましては、前回の都計審にて事前の説明させていただいて

いる内容であり、その後、県との事前協議や計画縦覧を行っていますが、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となり

ます。 

諮問の内容につきましては、事前に配布した別添資料①の西三河都市計画地

区計画の決定（安城市決定）のとおりでございますが、今からの説明は、正面

の画面をご覧いただきたいと思います。 

対象となる地区計画の区域は、画面に映っている赤く囲まれた範囲となりま

す。北西を上に撮影された航空写真であり、中央上下に国道 23 号、下の右左に

主要地方道安城碧南線、上の右左に長田川があり、これらに囲まれた区域とな

ります。 

名称が榎前工業団地西地区計画。位置が安城市榎前町松原、西林、中隠の一

部。面積が約 13.8 ヘクタールでございます。 

現況は農地でございますが、幹線道路の沿線で、インターチェンジにも近く、

工業地としての土地利用を図るうえでは、交通利便性が非常に高い地区である

ことを活かし、優良な工業団地として、周辺環境との調和に留意しつつ、合理

的な土地利用を図ることを、土地利用の方針としております。 

次に、地区整備計画について説明します。 

地区計画を定める区域が赤線で囲まれた部分になりますが、まず、地区施設

の配置及び規模を説明します。地区施設としての緑地は、緑色の箇所となりま

すが、工業団地を予定する区域の周囲に幅１０ｍを、調整池の周囲に幅１．５

ｍを配置し、緑地面積 約１．７ｈａを地区施設と位置づけています。また、

左上紫色の箇所には、調整池を１箇所、面積約０．８ｈａの地区施設を位置づ

けています。 

次に、建築物等に関する事項としましては、用途の制限として建築できる物

は、製造業に属する工場施設又はそれに関する研究開発施設と、それらに関し

て用途上不可分とされるものに限定しています。 

 ただし、周辺環境に配慮するため、火薬類や危険物の製造工場、産業廃棄物

の収集運搬又は処分施設は建築できないように制限を加えています。 
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建築物の容積率につきましては、市街化調整区域や工業系の用途地域と同様

に、２００％までとしています。建ぺい率につきましては、６０％としていま

す。 

また、 低敷地面積は、大きな区画で工場を誘致し、恒久的に製造をしてい

ただきたいと考えており、９０００ｍ2以上なければ建物を建てることができな

いとしています。 

 そのほかに、建築物に対する制限として、壁面の位置は、道路からの視認性

や死角をなくすための交通安全上の観点から、区域境より１０ｍ以上離して、

また区域の中ではお互いの敷地の境より５ｍ以上離して建物の壁面としなけれ

ばならないとしています。 

後に建築物ではない形態意匠の制限として、防犯上の理由より区域境から

１０ｍ未満の位置に垣又はさくを設置したい場合については、生垣及び透視性

のあるフェンスとしなければならないとしています。 

以上が、地区計画の内容となります。 

８月の事前説明時以降の経緯とスケジュールについて、説明します。 

１６条縦覧の結果を踏まえて、愛知県との事前協議を実施しました。愛知県

からは、事前協議の結果として、平成２９年９月１１日付けで、「異存なし」と

の回答をいただいております。 

また、１０月１６日より１０月３０日までの２週間にわたり、１７条縦覧を

行い、２名の方が縦覧されましたが、意見書の提出はありませんでした。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、

終的な決定の告示につきましては、来年２月を目処に行う予定をしておりま

す。 

以上で議題（１）「西三河都市計画地区計画の決定」について説明を終わりま

す。よろしくご審議をお願いいたします。 

 
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「西三河都市計画地区計画の決定」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。 
ただいまの議題につきましては、ご意見・ご質問等ないようですので、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 
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会 長 
 ありがとうございます。議題（１）の「西三河都市計画地区計画の決定」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「西三河都市計画生産緑地地区の変更」に関する諮

問について、事務局より説明をお願いします。 

 
都市計画課長 
 都市計画課長の市川です。よろしくお願いいたします。 

議題（２）の「西三河都市計画生産緑地地区の変更について」をご説明申し上

げます。 

まず、お手元の資料の右上に「別添資料②」は、都市計画変更をおこなう法

定図書の計画書であり、都市計画生産緑地地区を『約１５．８ha』に変更する

ことを示している図書となります。 

一枚めくっていただいて、１ページとございます資料が、正面の画面に映し

ておりますパワーポイントの説明内容でございます。こちらを用いて詳しく御

説明いたします。 

始めに、生産緑地の制度についてご説明します。生産緑地地区とは、市街化

区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地や、公共施設等の

敷地の用に供する土地として適した農地を計画的に保全し、もって良好な都市

環境の形成に資すること目的として都市計画に指定するものとされております。 

安城市では平成４年１２月に 初の都市計画決定をしており、平成２８年１

２月現在では、約１６．０ヘクタール、１１９団地が指定されています。 

生産緑地地区に指定されている地区においては、生産緑地法により農地等と

して適正に管理することが義務付けられております。さらに、建築物やその他

工作物の新築や改築、宅地造成や土石の採取等は原則として制限されておりま

す。 

生産緑地地区に指定されている地区は、所有者等の意向により生産緑地地区

を解除する事はできません。しかし、一定の要件がある場合、市長に対し、買

い取るべき旨を申し出ることができます。 

生産緑地法の「買取り申出」ができる要件を申しあげますと、当該生産緑地

地区の指定から３０年を経過したとき、または主たる農業従事者が死亡、若し

くは農業に従事することを不可能にさせる故障をしたときになります。 

「買取申出」の提出があった場合、受理の日から起算して３ヶ月以内に生産緑
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地の所有権の移転が行われなかった場合、「生産緑地地区内における行為の制

限の解除」となります。 

このような経緯により、変更となります生産緑地地区について、ご審議いた

だきたいと思います。 

「西三河都市計画生産緑地地区の変更」（安城市決定）都市計画生産緑地地区

を次のように変更いたします。団地数１１９団地が１１７団地に、面積１６．

０ヘクタールが１５．８ヘクタールと、団地数２団地、面積約０．２ヘクター

ルを減するものでありますが、２団地のほか面積の一部を解除箇所がもう１地

区ございます。 

４ページでは変更する３地区のおおよその位置を安城市の全体図にて表して

おります。三河安城駅周辺で２地区、桜井駅周辺で１地区となります。 

５ページをご覧ください。 

３地区のうち、①と③の２団地におきまして、買取り申出による指定解除を、

②の１団地は、道路整備による用地取得により面積の変更を行うものでありま

す。 

まずは、図面の見方としまして、緑色の地区が既存の生産緑地となり、黄色

の地区が除外する生産緑地でございます。赤色の線は市街化区域と市街化調整

区域の境界を表しております。 

 それでは、１地区ごとに詳細に説明させていただきます。 

１件目は、ナンバー①の一団番号「７－２」、場所は東海道本線と県道岡崎刈

谷線に挟まれた地区で、、二本木小学校の南となります。地番は、緑町一丁目２

７番で、面積は２，０２９平方メートルです。 

この団地につきましては、農業従事者の「死亡」により平成２８年７月２７

日付けで「買取り申出」が提出されました。 

２件目は、ナンバー②の一団番号「７－７」でございます。場所は、県道岡

崎刈谷線と明治用水中井筋とに挟まれた地区であり、南北の道路となります市

道緑箕輪２号線沿いとなります。地番は、二本木町切替６０番と５９番で、面

積は９０平方メートルです。 

この団地につきましては、団地の一部を市道緑箕輪２号線として、用地取得

し拡幅整備した土地となり、平成２６年３月２７日に生産緑地法第８条第４項

の公共施設の設置として通知されました。その後、道路整備を経て、平成２９

年１月３０日に道路管理者であります安城市長へ管理帰属の通知がされました。 
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３件目は、ナンバー③の一団番号「３１－１５」でございます。場所は、名

鉄桜井駅南西側、桜井駅周辺特定土地区画整理区域内となります。地番は、安

城桜井駅周辺特定土地区画整理事業区域内、仮換地第５７号街区代１７号で、

面積は６６８平方メートルです。 

この団地につきましては、農業従事者の「故障」により平成２８年１２月１

２日付けで「買取り申出」が提出されました。 

以上３件のうち、①と③につきましては、いずれも生産緑地地区について安

城市及び愛知県など関係機関へ公共施設として、「買取り希望」の照会をいたし

ましたところ、「買取る意思がない。」との回答をいただきましたので、「買取ら

ない旨の通知」を本人へ送付しております。 

また、農業委員会へ農地として取得を希望される方への「斡旋協力」をお願

いしましたが、希望される方がございませんでした。 

その後、買取り申出を受理してそれぞれ３ヶ月が経過しましたので、制限の

解除となったものでございます。 

以上が今回、変更させていただく箇所でございます。 

これらの変更により生産緑地地区の面積は、１１９団地、１６．０ｈａから 

１１７団地、１５．８ｈａとなります。 

 ただ今説明しました「西三河都市計画生産緑地地区の変更」につきましては、

去る１０月１６日より１０月３０日までの２週間に渡り縦覧を行い、縦覧者は

０名でございました。 

また、告示につきましては、１２月２２日に行う予定をしております。 

以上で議題（２）「西三河都市計画生産緑地地区の変更」について説明を終わ

ります。よろしくご審議をお願いいたします。 

以上で議題（２）の説明を終わります。 

 
会 長 
 説明が終わりました。ただいまより審議に入ります。 
議題（２）の「西三河都市計画生産緑地地区の変更」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。 
ただいまの議題につきましては、ご意見・ご質問等ないようですので、議題

（２）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。 
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委 員 
 異議なし 

 
会 長 
 ありがとうございます。議題（２）の「西三河都市計画生産緑地地区の変更」

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（３）の「西三河都市計画公園の変更」に関する事前説明

について、事務局より説明をお願いします。 

 
公園緑地課長 
公園緑地課長の若林です。よろしくお願いします。 

議題（３）の西三河都市計画公園の変更について説明します。  
こちらは都市計画公園の追加による変更であります。 
安城南明第１土地区画整理事業及び安城南明治第２土地区画整理事業により

適正に配置された公園を都市施設として位置付けるものです。 
 安城南明治第１土地区画整理事業内の北側に位置する花ノ木公園、南側に位

置する末広公園は、街区公園として適切に配置されています。それぞれの公園

は、区域の住民が親しめる身近な公園として、また安全に寄与する防災機能の

役割を確保する場所であります。 
 次に、安城南明治第２土地区画整理事業内の御幸公園は、区域内の南側に位

置し、街区公園として適正に配置されています。この公園は、中心市街地拠点

施設に隣接しており、一体的に利用が見込まれる公園です。 
 これらの土地区画整理事業により、適切に配置された公園を都市計画公園と

して位置付けるのは、良好な都市環境の発展を図り、公共の福祉の増進に資す

るためです。 
追加による変更の内容については、以上のとおりです。 
これで議題（３）「西三河都市計画公園の変更」の説明を終わります。 

 
会 長 
 説明が終わりました。 
議題議題（３）の「西三河都市計画公園の変更」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。 
ただいまの議題につきましては、ご意見・ご質問等ないようですので、議題

（３）を終了いたします。 
続きまして、議題（４）の「第６回線引総見直しに伴う区域区分の変更」につ

いて、事務局より説明をお願いします。 
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都市計画課長 
都市計画課長の市川です。よろしくお願いいたします。 
議題（４）の「第６回線引き総見直しに伴う区域区分の変更ついて」の報告

としてご説明申し上げます。 

こちらの議題は、配布資料はございませんので、スクリーンをご覧ください。 

線引き総見直しは、愛知県が、平成３０年度末を目処に都市計画手続きを予

定して見直しをすすめているものです。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。 

見直しを行う主な都市計画は、区域区分として市街化区域と市街化調整区域

の境界の見直しを行うものでございます。 

この見直しにかかり、安城市からも見直し箇所を申し出ており、この区域に

ついて、現在愛知県が関係機関調整を行っている状況です。 

この調整の結果、問題が無ければ、安城市の申出箇所について、年明けの平

成３０年１月中に住民説明会を開催する予定でございます。 

次に、安城市の見直し地区についてご説明申し上げます 

安城市から愛知県に申し出ている見直し箇所の考え方について、 

一つ目は、安城市都市計画マスタープランに位置づけている若しくは位置づ

ける予定の区域のうち、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。ということと、 

二つ目は、市街化区域の境界とされた地形・地物の変更、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。 

でございます。 

それでは、実際に見直しを行うことを申し出ている区域について説明いたし

ます。 

見直しを行うのは４地区でございます。主に安城市南東部について、既に開

発行為等で市街化が図られようとしているところや、道路整備によって境界と

された区域の形状が変わったところなどでございます。 

１箇所目は、藤井町にございます、アイシンＡＷが現在、開発許可を得て安

城市と西尾市の市境を跨いで開発を行っている区域でございます。黒い一点鎖

線が市境、黄色い破線が開発区域を表しており、赤く塗られた区域が安城市と

して市街化区域へ編入するよう申し出ている区域でございます。こちらは、西

尾市も同様に市街化区域への編入を申し出ており、黄色の破線で囲われた区域

すべて市街化区域にするよう調整しているところです。 

２箇所目は、１箇所目の北側に位置する、赤く塗られた正方形の区域でござ

います。こちらは、平成１９年に開発許可で建設されたアイシンＡＷの技術セ

ンターと併せ、当該施設を含めた既存工場の従業員が利用する駐車場として、

農地転用の大臣許可を得て造成整備された地区の一部でございます。 
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既存工場は市街化区域に指定されており、この地区は市街化区域内工場のた

めの施設として土地利用されていることから、市街化区域として適切に土地利

用評価するものであります。この、道路で囲われた正方形の整形な街区につい

て、土地所有者の同意が得られたため、市街化編入を申し出ているところです。 

３箇所目は、堀内町にございます、堀内公園駅の東側の区域でございます。 

こちらは、市道桜井赤松線の道路拡幅整備事業として、市が平成２６年７月

に整備したもので、平成２７年３月に市道認定告示したものです。道路工事前

から、市道の北側の道路境界を市街化区域の境としていたため、今回拡幅整備

した形状に市街化区域境の線形を見直すため、申し出ているところです。 

４箇所目は、小川町にございます、桜井小学校の北側の区域でございます。 

こちらは、市道小川金政 10 号線の道路整備のうち、歩道部分が整備されてい

なかったため、市が平成２６年１月に道路拡幅整備を行いました。こちらも、

市道の南側の道路境界を市街化区域の境としていたため、今回拡幅整備した形

状に市街化区域境の線形を見直すため、申し出ているところです。 

以上が、安城市が県に申し出ている見直し箇所についての説明でございまし

た。 

今後のスケジュールについて、現在の予定を説明致します。 

年明けの１月１５日に住民説明会を行い、愛知県へ都市計画変更の原案を提

出します。その後、公聴会や国への事前協議等を経て、平成３０年８月に愛知

県からの意見照会に対する相談として安城市都市計画審議会を開催し、県に回

答します。その後、法１７条縦覧、愛知県都市計画審議会での審議、国への同

意協議の後、平成３１年３月決定告示の予定でございます。 

今後、線引総見直しの状況について適宜報告していく予定でございます。 

以上で議題（４）の「第６回線引総見直しに伴う区域区分の変更について」、

説明を終わります。 

 
会 長 
 説明が終わりました。 
議題議題（４）の「第６回線引総見直しに伴う区域区分の変更」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。 
 ただいまの議題につきましては、ご意見・ご質問等ないようです。これをも

ちまして、本日の議題のうち、第一部の内容は全て終了しました。ここで一旦、

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、以上で第一部は終了とさせていただきます。 
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この後、第二部としまして、第３次安城市都市計画マスタープランの策定に

ついて議論いただきますが、ここで１０分程休憩時間を設けたいと思います。

こちらの時計で、１０時２０分まで休憩とさせていただきますのでよろしくお

願い致します。 

 


