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平成２９年度第５回安城市都市計画審議会議事録 

    日 時：平成３０年２月２０日（火）午後１３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５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。 

皆様に事前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

三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更」という資料、右肩に別添資料②とござい

ます「西三河都市計画公園の変更」という資料、右肩に別添資料③とございます「安城

桜井駅周辺特定土地区画整理事業の再評価について」という資料と皆様の机の上に事前

に置かせていただきましたカラーの説明資料、右肩に別添資料④とございます「西三河

都市計画地区計画の変更について」という資料、右肩に別添資料⑤とございます「西三

河都市計画用途地域及び準防火地域の変更について」という資料、以上５点でございま

す。お手元にございますでしょうか。 

また、本日は、安城警察署長峯田昌幸委員に代わりまして 交通課規制係長渡邉博之

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５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。 

現在開催中の平昌オリンピックも後半戦に入りまして、日本人選手の大活躍が連日報

じられておりますが、このことは安城市にとってとても良い影響を及ぼすと考えており

まして、というのも、安城市が掲げております健幸という目標はまさに、体を動かす運

動をして、健康に、幸せになろうということをめざしておりますので、これを機に、市

民の皆様にもぜひ、良い影響を受けてほしいものだなと考えております。 
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本日の都市計画審議会は、昨日の第４回に続き第５回目の開催ということで、連日で

の審議会開催と相成りました。このことにつきまして、委員の皆様におかれましては、

事務の都合とはいえ多大なるご足労をおかけすることになりましたこと、重ねてお礼謝

申し上げます。 

本日の審議会は、今年度最後となります。議題は５つございまして、地区計画や都市

計画公園の変更、土地区画整理事業の再評価などについてご審議いただくことになりま

す。 

ここで、都市計画公園の事業に関連しまして、きたる平成３０年４月２９日に油ヶ淵

水辺公園の一部供用が開始されます。油ヶ淵水辺公園は、愛知県内で唯一の天然湖沼で

あり、西三河で唯一の県営都市公園として平成１７年１０月に陸地７６．２ｈａ、水面

６３．７ｈａの併せて１３９．９ヘクタールを都市計画決定し、平成１８年３月に事業

認可をうけ整備がすすめられてきました。 

今回、第一期の整備としてすすめていた区域のうち、安城市側約５．２ｈａ、碧南市

側約１．７ｈａが開園します。 

主な施設としては、散策できるプロムナードや四阿、広場に駐車場などを整備してお

ります。 

この公園は、西三河の新たな魅力を創出する、県内でも代表的な公園となるよう整備

をすすめていただいているものでございます。 

委員の皆様におかれましても、４月の開園を迎えた暁には、是非とも足をお運びいた

だき、施設をご利用くださいますようお願い申し上げます。 

 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。本日は誠にありがと

うございます。 

 

都市整備部次長 

 ありがとうございました。ここで、浜田副市長におかれましては、所用につき、会議

の途中で退室させていただきます。 

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５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、杉浦辰子委員と榊原喜榮子委員にお願いいたします。 
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それでは、議事に入りたいと思います。議題（１）「西三河都市計画用途地域及び準

防火地域の変更」に関する諮問について、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。 

 

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１、西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更について、説明させていただ

きます。今回の説明は、８月２３日に開催しました第 2回都市計画審議会において、事

前説明をさせていただいた内容であり、今回は、告示に向けての付議となりますので、

よろしくお願いします。 

 対象となる区域は、安城農林高校南の商業施設「ザ・モール」の敷地ほかとなり、面

積は、この区域の北側に面する県道岡崎半田線を含め約７．２ｈａとなります。変更す

る内容は、用途地域の変更と準防火地域の指定となります。 

変更する箇所の詳細な図面となります。変更する内容は、既存の用途地域である「工

業地域」から「近隣商業地域」に都市計画変更としたいと考えています。「近隣商業地

域」は、当該地区東側の大東町の街区に既に指定してあるものと同じ用途地域であり、

連続した用途地域とすることができます。 

変更理由としましては、当該地域の用途地域と市の都市計画マスタープランにて掲げ

るまちづくりの方針とに不整合が生じていることが変更する大きな理由となります。 

二つ目の変更として、準防火地域への変更となります。用途地域を近隣商業地域に変

更することにより、その建物用途として、一般的に、店舗や事務所などで利用される状

況から、住居地と比べ、防火管理者や火元責任者を配置するような建物になる場合もあ

り、火災の発生や延焼を防ぐ必要性がある地域という認識から、近隣商業地域に変更す

ることと併せて「準防火地域」を指定したいと考えます。この準防火地域も、東側の街

区から連続した地域とすることができます。 

 先ほど、変更する理由として都市計画マスタープランとの不整合と申し上げましたの

で、その点について説明します。 

 こちらは、安城市が平成２２年度に策定した都市計画マスタープランであり、おおむ

ね２０年後の都市の姿を展望しつつ、おおむね１０年後を目標に策定しているものです。

この計画における土地利用の方針としまして、「地域の方針図」を定めています。 

 今回対象となる区域、赤い丸の部分は、ピンク色の「複合商業地」となっており、当

該地区東側の街区と同じ土地利用用途の色分けにて位置づけられています。 

左側の図が、当該区域の現在の用途地域、「工業地域」に指定してあるのに対しまし

て、都市計画マスタープランでは「複合商業地」として位置づけています。現況は、商

業系の土地利用がされているにもかかわらず、まちづくりの方針と不整合が生じている

ことが、用途地域を変更する理由となります。 
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 変更したい『近隣商業地域』は、近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便

の増進を図る地域となりますので、現在のような商業施設に適した用途地域となります。 

既存の商業施設の機能を適切に維持・継続していくために、用途地域を近隣商業地域

へ変更し、併せて、商業系の用途地域となることから、延焼防止のための準防火地域を

指定したいと考えますので、よろしくお願いします。 

最後に、今後のスケジュールについて説明します。１０月４日に地元説明会を開催し

た結果、計画内容を変更するような意見が地元からありませんでした。その後、愛知県

への事前協議を経て、法１７条に基づく都市計画案の縦覧を行い、閲覧者１名、計画内

容に対する意見は０件という結果になっております。このため、本日の審議会への諮問

をした後、愛知県への本協議、知事の回答を得て、３月末を目標に用途地域の変更並び

に準防火地域の指定を告示する予定です。 

以上で、議題１西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更について、説明を終わ

ります。 

  

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「西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更」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。 

 

中根委員 

 準防火地域に変更されることで、どのような対応を講じなければならないものなので

しょうか。 

 

都市計画課長補佐 

 準防火地域に指定されると、建物構造体として、屋根や壁面に対して燃えにくい構造

にしなければなりません。 

 

会 長 

 その他、よろしいでしょうか。 

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 

 

会 長 

 ありがとうございます。議題（１）の「西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変
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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「西三河都市計画公園の変更」に関する諮問について、事務

局より説明をお願いします。 

 

公園緑地課長 

 公園緑地課長の若林です。よろしくお願いいたします。議題（２）の西三河都市公園

の変更について説明します。 

 こちらは１１月２０日の審議会で事前説明し、今回諮問するものです。 

今回、都市計画変更する公園は、安城南明治第一及び第二土地区画整理内に適切に配

置される公園は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とし、都市計画施設として位

置づけるものです 

 まず、安城南明治第一土地区画整理内の北側に位置する花の木公園、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。 

 安城南明治第二土地区画整理内の御幸公園は、区域内の南側に位置し、街区公園と

して適切に配置されます。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

置づけ、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。 

なお都市計画法第１７条による都市計画の案の縦覧は、平成３０年１月２６日から平

成３０年２月９日まで、２週間公園緑地課にて行いました。 

結果は、縦覧人数は１名、意見書は無しとなっております。以上で議題（２）の「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。ただいまより審議に入ります。 

議題（２）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。 

よろしいでしょうか。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。 

 

委 員 

 異議なし 
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会 長 

 ありがとうございます。議題（２）の「西三河都市計画公園の変更」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「安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の再評価」に関す

る諮問について、事務局より説明をお願いします。 

 

区画整理課長 

区画整理課長の香村と申します。よろしくお願いします。 

 私からは、安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の再評価について、説明させていた

だきます。 

再評価の目的は、事業の透明性、客観性の確保、効率的で効果的な事業実施を目的と

しています。時期としては、前回の再評価実施後５年が経過したため、実施するもので

す。 

再評価は、過去に平成２０年、平成２５年に実施し、今回が３回目となります。今回

は、平成２６年５月２０日付けで施行した、安城市土地区画整理事業再評価実施要領に

基づき行っています。 

次に、事業の概要ですが、施行面積は、９３．８１㏊。事業期間は、平成１１年１０

月２０日から平成３７年３月３１日。全体事業費は、３２３憶円です。 

ここからは、再評価の内容について、説明いたします。評価項目は、３つの評価項目

を、おのおのＡＢＣの３段階で評価、判定しています。 

 １番目の事業の必要性の変化ですが、事業採択時と比較して、事業の必要性に変化が

生じているかどうかについて分析する項目です。 

事業採択時の状況は、鉄道東側の既成市街地は狭隘な道路が多く鉄道西側は農地整備

による道路が大半で、道路密度や延長率は低い状態でした。 

現在の状況は、名鉄西尾線が高架化され、大型商業施設などが完成し、地区内の交通

量が増加傾向にあります。 

 近年では、平成２８年３月に都市計画道路桜井駅前線が開通し、地区内の道路ネット

ワークが強化されつつあります。また、保留地等における住宅地の確保の要望も多くあ

ります。   

この後のスライドでは、地区周辺の状況の変化を、自動車交通量、人口増加率で見て

みたいと思います。 

自動車交通量の推移では、地区内を通る県道３路線の１２時間交通量の合計で、平成

２２年と平成２７年の交通量調査で１，０２７台の増、伸び率１．０６となっています。

名古屋市内を除く県道全体の伸び率は、ほぼ横ばいですので、この地区の交通量の伸び

率は、高い値を示していると言えます。 

人口の推移では、平成２２年と平成２７年に実施した国勢調査で、地区周辺が２０％

以上の増加となっています。これは、市内の中でも、増加率の高い状況を示しています。 
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以上のことより、この項目の判定は、「Ａ」 

現在の状況は、交通量が増加傾向にあり、地区内の人口も増加していることから、「事

業着手時に比べ必要性が増大している」と評価できると考えます。 

２番目の事業の進捗状況及び見込みですが、この項目では、現在の進捗状況と今後の

進捗見込みを検証します。 

進捗状況は、表のとおりで、全体として約８割を超えるところまで進んでいます。 

今後の見込みとしては、主に既成市街地の移転となるため、事業進捗の遅延が懸念さ

れますが、おおむね計画通りの完成が見込まれます。 

航空写真で事業の進捗状況を見てみますと、計画的な宅地化が進んでいる状況が確認

できると思います。 

この項目の判定は、「Ｂ」。前回の再評価から５年が経過し、その間に事業期間を３年

間延長したこともあり、Ｂの「多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解

決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる」と判定しました。 

３番目の事業の効果の変化ですが、費用対効果Ｂ／Ｃの分析を行い、投資効果を評価

する項目です。 

 本事業は、今までと同じ、街路事業と土地区画整理事業の２種類の費用便益分析マニ

ュアルに基づき算出しています。 

街路事業では、効果として、走行時間短縮便益、走行費用減少便益、交通事故減少便

益です。費用は、街路整備事業費と維持管理費です。 

土地区画整理事業では、効果として、事業を行わなかった場合と行った場合の地価の

差である、宅地地価上昇便益です。 

費用は、下水道整備費を含んだ土地区画整理事業費、維持管理費と公共用地増加分の

用地費です。費用対効果の結果としましては、街路事業では、各便益の合計４０４．３

憶円に対し、各費用の合計１３２．５憶円でＢ／Ｃは３．０５となりました。 

土地区画整理事業では、宅地地価上昇便益５３６．５憶円に対し、各費用の合計４６

１．４憶円でＢ／Ｃは１．１６となりました。 

過去の費用対効果の分析結果は、ご覧のとおりです。いずれにおいても、国が定める

判断基準を超えています。 

この項目の判定は、「Ａ」。費用対効果の結果、基準値以上の数値となりましたので、

「事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある」と判定しました。 

最後になりますが、３つ項目の評価結果は、ご覧のとおりです。Ｃ判定は一つもござ

いませんでした。 

総合評価としましては、再評価実施要領の評価基準に基づきまして、本事業は「継続」

といたします。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 
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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（３）の「安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の再評価」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。 

よろしいでしょうか。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）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（３）の「安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業の再評

価」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（４）の「西三河都市計画地区計画の変更」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４、西三河都市計画地区計画の変更について、説明させていただきます。今回の

説明は、法律の改正により、新たな地域が追加させることで、条項ずれが生じますので、

それに伴う地区計画の内容を変更するものとなります。この変更は、事前の説明ではな

く、付議となりますので、よろしくお願いします。 

変更する地区計画は全部で４地区となります。本市には、現在 5 地区において地区計

画の都市計画決定をしており、今回そのうちの４地区の内容について変更するものでご

ざいます。①の箇所、三河安城駅周辺地区計画、②の箇所、安城明祥地区工業団地地区

計画、③の箇所安城北部地区工業団地地区計画、④の箇所榎前工業団地東地区計画でご

ざいます。ちなみに、変更しない地区計画は桜井駅北地区計画となります。 

まずは、変更する理由について説明します。 

都市農業振興基本法が平成２７年に閣議決定され、都市農地の保全や活用の必要性な

どが見直されることになりました。 

さらに、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進す

るとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に

資することを目指して、都市緑地法、生産緑地法、都市計画法、建築基準法、の各法律

を改正するため、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が平成２８年に閣議決定さ

れました。 
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具体的な法律改正の内容としては、都市計画法で田園住居地域が新たな用途地域とし

て追加されました。 

田園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良

好な住居の環境を保護するために定められる地域です。制限内容としては、第二種低層

住居専用地域に建築可能なものに加え、一定の農業用施設を建てることができます。 

この田園住居地域が新たな用途地域として追加されたことで、建築基準法の別表第二

のなかに、（ち）項として田園住居地域が追加されました。 

この、建築基準法の改正で別表第二に田園住居地域が追加されると、これまで、各用

途地域が制限してきた建築物の種類を、いろはにほへとで区分して表記していた別表第

二のなかの、（と）項の準住居地域と、（ち）項の近隣商業地域の間に、新たに田園住居

地域が挿入される形で表の構成が変更され、改正後は、（り）項から（か）項の用途地

域について一段下がった項番で表記されることになりました。これをいわゆる条項ズレ

が生じた状態といいます。 

 ここで、地区計画の内容について確認してみますと、地区計画の地区整備計画区域に

は、建築物の用途の制限として、建てることのできる建築物の詳細な制限内容が書かれ

ています。 

三河安城駅周辺地区計画は、建築物の用途の制限として、建築基準法別表第 2（ち）

項を引用する形で、建物の制限内容を表記していますが、条項ズレによって、（ち）項

から（り）項へと、表記を変更する必要が生じました。 

 同様に、安城明祥地区工業団地地区計画は、（ぬ）項から（る）項へ変更します。 

 安城北部地区工業団地地区計画も、（ぬ）項から（る）項へ変更します。また、榎前

工業団地東地区計画は、（り）及び（ぬ）項から（ぬ）及び（る）項へとその表記が変

更されます。 

以上の内容を、改正法の施行期日である平成３０年４月１日までに都市計画変更し、

地区計画の内容を変更します。 

 このことにつきまして、平成２９年１１月１６日から１２月１日まで法１６条に基づ

く縦覧を行った結果、閲覧者０名、意見０件でした。また、平成３０年１月２２日から

２月５日まで、法１７条に基づく縦覧を行った結果、閲覧者１名、意見０名でした。 

 本日の審議会で答申いただいたのち、愛知県知事への本協議、知事の回答を得て、３

月末を目標に変更内容を告示する予定です。 

以上で、議題４の西三河都市計画 地区計画の変更について、説明をおわります。 

 

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（４）の「西三河都市計画地区計画の変更」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。 
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岩瀬委員 

 地区計画の変更とは関係ないのですが、田園住居地域というものが法律で定義された

わけですが、今後、この田園住居地域を都市計画決定することについて、この審議会で

議論することになるのでしょうか。そういった議論がいつ頃になるのか教えてください。 

 

都市計画課長補佐 

 現在検討を進めている都市計画マスタープランのなかでは、この田園住居地域の設定

について具体的な検討は行っておりません。生産緑地の保全や、市街化調整区域での圃

場整備による農地の活用を進めている中で、市街化区域のなかでこの田園住居地域を張

り付けていくことについてはもう少し議論をしていかなければならないと認識してい

ます。このため、現在はこの用途地域を設定すること考えていません。 

  

岩瀬委員 

 ということは、田園住居地域を設定しないということは、安城市内ではこの農家レス

トランは開業できないのでしょうか。 

 

都市計画課長補佐 

 市街化調整区域では、開発許可の要件によって、開業している事例もあるかと思いま

す。農家用レストラン等の市街化区域内での開業について、その可能性や価値を評価し

たうえで、田園住居地域を設定することが望ましいと考えておりますが、既存の用途地

域として、第一種住居地域や商業系用途のなかで建築可能なレストランとして開業する

ことは何ら問題ありません。 

 

会 長 

 他にどうでしょうか。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（４）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（４）の「西三河都市計画地区計画の変更」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（５）の「西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更」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 

議題５ 「西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更について」、説明をさせて

いただきますが、この内容は、事前の説明となりますのでよろしくお願いします。  

まず、用途地域の見直しを検討しています場所を説明します。3 地区ございます。北

から「住吉町３丁目地区」工業地域から第一種住居地域への見直し、「今池町３丁目地

区」工業地域から準住居地域と第一種住居地域への見直し、「昭和町地区」準工業地域

から近隣商業地域への見直しとなります。 

 用途地域の見直しを検討する理由としましては、国が定めています都市計画運用指針

において、「用途地域の指定見直しに関する基本的な考え方」と「適時適切な都市計画

の見直し」の位置付けがあります。 

今回の見直しは、「用途地域の指定見直しに関する基本的な考え方」として、上位計画

、つまり都市計画マスタープランに位置付ける土地利用の方針とその方針に沿った建物

が立地する動向にあることが、見直しの検討理由となります。立地している建物は、5

年ごとに実施しています都市計画基礎調査の結果に基づくものとしています。 

それでは、各地区について、説明します。 

まず、「住吉町３丁目地区」となります。この図は、都市計画マスタープランの土地

利用方針図を拡大したものとなります。 

赤色の点線の枠が、この地区となり、背景が黄色となっていますので、この地区は、

「一般住宅地」として位置付けています。 

 この図は、都市計画基礎調査の建物利用現況の調査結果です。黄色は住居、オレンジ

色は共同住宅、青色は軽工業、赤色は商業系施設となります。平成２４年と平成２９年

を比較しますと、青色表記の工場から、ここには表記されていませんが、マンションが

建設に着手されたことで、先ほどの都市計画マスタープランの土地利用方針である一般

住宅地が、広範囲に立地している状況を確認しました。 

その結果、「住吉町３丁目地区」は、現在の用途地域である「工業地域」から都市マ

スの土地利用方針とした「第一種住居地域」への見直しを考えたいと思います。また、

見直しの関する基本的な考え方のもう一つであります、道路など公共施設の配置や整備

状況及び密度にも支障がないことを、この地区において確認しています。 

 次に、「今池町３丁目地区」となります。 

下側の赤色の点線の枠が、この地区となり、背景が黄色及びオレンジ色となっています

ので、都市計画マスタープランの土地利用方針では、「一般住宅地」及び「沿道商業地

」として位置付けています。 

 先ほどと同じように、この図は、都市計画基礎調査の建物利用現況の結果です。黄色

は住居、オレンジ色は共同住宅、青色は軽工業、赤色及び赤斜線は商業系施設となりま



 12

す。平成２４年と平成２９年を比較しますと、青色の工場が、商業系の建物に変わった

ことで、一般住宅地及び商業系施設が広範囲に立地している状況を確認しました。 

 その結果、「今池町３丁目地区」は、現在の用途地域である「工業地域」から、都市

計画マスタープランの土地利用方針とした「準住居地域」及び「第一種住居地域」への

見直しを考えたいと思います。また、この地区も先ほどの地区と同様に、道路の配置や

整備状況及び密度にも支障がないことを確認しています。 

次に、「昭和町地区」となります。 

 JR 安城駅北側における東西路線である都市計画道路本郷知立線（主要地方道岡崎半

田線）の幅員の見直しを愛知県が現在計画しており、その影響を受ける安城駅北交差点

の北西側において、用途地域の見直しを行う予定です。 

 現在の用途地域は、計画幅員１５ｍを境に、北側２０mの幅にて近隣商業地域を指定

し、それより北側は準工業地域となっています。 

 今回の変更は、道路の計画幅員１５ｍを二つの交差点前後において、１７ｍに変更す

ることを予定していることに伴い、安城駅北交差点の北西側にて、近隣商業地域を２ｍ

北側に寄せる必要性があることから、この２ｍ分について、準工業地域から近隣商業地

域への見直しを予定しています。 

見直しに関する今後のスケジュールを説明します。 

 今月より、愛知県など関係機関と協議を進め、平成３０年５月頃に住民説明会を、そ

の後、案の縦覧から市都市計画審議会への諮問を行い、平成３１年３月に変更告示を予

定しています。 

 以上で、用途地域の変更についての事前説明を終わります。 

 

会 長 

 説明が終わりました。 

議題議題（５）の「西三河都市計画用途地域及び準防火地域の変更」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。 

 

深谷委員 

 教えてほしいのですが、マスタープランと用途地域の不整合について、マスタープラ

ンが策定されたのはずいぶん前で、都市計画基礎調査のタイミング等がきっかけなのか

もしれませんが、現在新しいマスタープランの検討をしているくらいなので、現在のマ

スタープランも末期な段階なわけです。このような状況で、不整合があるから用途地域

を変えるというのは少し手続きが遅いのではないかと感じます。もう少し早くに取り組

みを始められなかったのか、そのあたりの考えを教えていただきたいと思います。 
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都市計画課長 

 まず、用途地域の見直しというのは、国の定める都市計画運用指針によりますと、５

年に一度行うこととされている都市計画基礎調査。この建物利用現況の結果を、都市計

画マスタープランで示す土地利用構想の建物利用と合致したことを確認したうえで変

更の検討を始めるものです。 

 ここで、大東町の用途変更については、ザ・モール安城が開業したのが平成８年。こ

の年、第一次都市マスが策定されましたが、この時は、ザ・モールの土地は工業系の位

置づけとなっておりました。その後、平成２２年に第二次都市マスが策定され、ザ・モ

ールの敷地は商業系の位置づけに変更されました。ここで、用途地域の変更決定権者は

その当時愛知県だったのですが、平成２４年に決定権が市に移譲されました。その後、

平成２５年の基礎調査で建物利用現況の不整合を正式に確認したということでありま

す。このことについて、現在の平成２９年度にいたるまで、時間がかかったと言われて

は仕方がありませんが、用途地域の不整合等について検討を進め、今回の変更都決に至

っております。市としましては、順番にひとつずつ検討作業を進めて、順当に作業を行

っていると判断しておりますのでよろしくお願いします。 

 その他の地区につきましても、５年に一度の基礎調査を以って変更を検討していきた

いと考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

岩瀬委員 

 住吉町地区と今池町地区について、建物利用現況図を見ると、青色の軽工業があるの

ですが、これを第一種住居に変更した際に、これらの軽工業の住民は困ることになるの

ですか。例えば、改築を迫ってしまうとか。 

 

都市計画課長補佐 

 こちらの地区へ変更に入っていく際に、計画内容についてしっかり住民説明会等を開

催し、地権者様の意見を汲み上げながら検討を進めております。その中で、用途変更に

よって建物用途と合わなくなってしまう地権者様には、個別でしっかり説明を行ってお

ります。具体的には、当該軽工業を営んでらっしゃる地権者様におかれましては、今後

事業を辞められることを確認しております。 

 

岩瀬委員 

 わかりました。それから、昭和町地区についてですが、本郷知立線について、用途変

更することになりますが、道路の事業について動いていく目途があるということなので

しょうか。 

 

都市計画課長 

 知立建設事務所長様を差し置いて発言するのは大変恐縮ではございますが、この道路
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については昭和３０年代に１５ｍで都決されております。その後、現在に至る中で、右

折帯の要件や今の基準とあわないことなどについて県と調整をしてきたわけですが、こ

の度、JR 安城駅北口から北にあがった交差点と、JR 安城駅東側の踏切から北へあがっ

た交差点の二か所の交差点について、右折帯を設置するということで、それぞれの交差

点付近の道路幅員を１５ｍから１７ｍへ変更するための都市計画変更の手続きを愛知

県様におこなっていただけるよう調整をすすめております。今の予定ですと、来年度末

に都市計画変更。そしてその後測量や用地買収に進んでいただく予定をしております。 

 

野々山委員 

 この事業を担当しております愛知県知立建設事務所です。こちらの県道は、現況幅員

が７～８ｍと非常に狭いと。近隣の子供なども使われる道路でありますが、歩道等もな

く、幅員が狭いと感じております。このことから、付近にお住まいの方々に安全、安心

に利用していただけるよう、早く事業に取り掛かっていきたいと考えております。県と

しては、いわゆる街路事業として国の補助金をもらいながら進めていきたいと意思決定

しておりますが、かなり住宅が張り付いておりますので、これの用地買収にかなり時間

がかかるのかなと思っておりますが、できるだけ早く事業に入っていって、地元の方々

に安全安心に利用いただける道路を整備していきたいと考えておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 

会 長 

 よろしいでしょうか。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（５）を終了します。それでは、以上をもちまして、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、本年度の審議会は本日が最後でございます。委員

の皆様におかれましては、安城市長より任命しております当審議会の任期について、間

もなくその期限を迎えることとなります。昨年度に引き続き、二か年にわたる本市の都

市計画に関する事項について御審議を賜りましたこと、改めてお礼申し上げます。 

つきましては、来年度以降の審議委員につきまして、現在のメンバーそのままで引き

続き就任いただきますようお願いしたいと考えております。これは、現在改定作業中の

都市計画マスタープランに関する審議が来年度も継続して行われることに基づいて依

頼をお願いするものです。平成３０年度は５月頃と９月頃に現在の検討内容の続きをご

審議いただきたいと予定しておりますので、よろしくお願いします。 

このことにつきましては、改めて事務局より、開催日時や就任依頼等、ご連絡致しま
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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。 

 

野々山委員 

 冒頭、副市長様からご挨拶いただきましたが、油ヶ淵水辺公園につきまして、４月２

９日に開園します。事業着手して１０年と時間がかかりましたが、やっと皆様に見てい

ただける状態になりました。まだまだ一部分でございますが、用地買収をすすめながら、

公園の区域を拡大していきたいと考えておりますが、まずは、第一部の供用ということ

で開始していきますので、是非楽しくご利用いただければなと思います。今後ともより

よい公園となりますよう努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

杉浦辰子委員 

 私、福釜町に住んでおりますが、この付近には本当に公園がなく、子供たちが遊べる

ような公園が少しでもできればと思っておりまして、保育園の先生とも子供たちが散歩

に出かけられるような施設ができることを願っているということなのですけれども、各

地区にある公民館などに、遊具などを併設して、子供たちが遊べる所が整備できないか

と考えているのですが、いかがでしょうか。 

 

都市整備部次長 

 いまのご意見ですが、公民館などについては、生涯学習課の担当になりますので、そ

ういったことが可能なのかどうか確認・検討が必要かと存じます。 

 

石川委員 

 少しだけよろしいでしょうか。私も過去に横山の町内会長を勤めたことがございます

が、このような問題については町内の要望として提案することが一番早く答えをだして

もらえるのかなと思います。経験談としての発言でございます。よろしくお願いします。 

 

都市整備部次長   

その他、何か、ご質問等ございましたら、よろしいでしょうか。それではこれにて、

第５回都市計画審議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 


