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平成２９年度第２回安城市都市計画審議会議事録 

日 時：平成２９年８月２３日午前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２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、委員名簿、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について」とい

う資料、右肩に別添資料②とございます「西三河都市計画地区計画の決定につ

いて」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。 
次に、委員の変更がございます。安城市農業委員会、杉浦英彦様に代わりま

して、新たに榊原喜榮子様をご推薦くださいましたのでご紹介致します。榊原

様、よろしくお願い致します。 
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１名の方

から欠席のご連絡を頂いております。 野々山弘紀委員の１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２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。 
今月の４日から三日間、毎年恒例の安城七夕まつりが盛大に催されました。

初日に３１万人、二日目に４３万人、三日目に３８万人の人出を記録し、三日

間合計で１１２万人と、昨年を８万人上回る大変な好評を博した祭りとなった

のではないかと感じております。 
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また、６月にグランドオープンいたしましたアンフォーレにつきましても、

本館西側の願いごと広場では盛大なイベントが次々と開催され､来場者の皆様

には大いに楽しんでいただけた様子でした。しかし、この広場は日中強い日差

しが照りつける場所であったため、イベント終了ごとに、出演者も観客の皆様

も一次避難をされ、図書情報館の１階のエントランスホールでは涼を求める人

であふれかえっていました。 
このため、このアンフォーレがイベントを楽しむ場となり、また、暑い夏の

クールシェアの場にもなったことを確認でき、新たな盛り上がりを創出する場

として、さらに、人々の憩いの場としても、その機能・存在価値を十分に発揮

することができたのではないかと感じております。 
そして、このような機会を通じて、アンフォーレの各施設に関心の無かった

方も、かなりおいでになられたのではないかと思います。こういった方に、こ

れまでの図書館とは一味違った図書情報館の機能や雰囲気を見て感じていただ

いたことで、興味を持ってもらい、再び来場していただけるのではないかと期

待しております。 
今後、アンフォーレより南側の区画整理事業も進んでまいります。これまで

の南明治のまちづくりの結果として今回の七夕まつりの人の流れを評価し、今

後の事業に生かしていかなければいけないと感じておりますので、委員の皆様

におかれましても、今後の本市のまちづくり事業について変わらずご指導・ご

鞭撻のほどよろしくお願い致します。 
なお、本日の審議会は二部構成を予定しておりまして、第一部の議題といた

しましては、「西三河都市計画用途地域及び防火・準防火地域の変更」及び「西

三河都市計画地区計画の決定」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２回安

城市都市計画審議会を始めます。 



 3

 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、近藤之雄委員と杉浦久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）「西三河都市計画用途地域及び防火・準防火地域の変更」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。 

 
都市計画課長 
 それでは、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、事前の説明となり、告示に向けての付議に

つきましては、２月に予定しています都市計画審議会となりますので、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、現在の用途地域である「工業地域」から、「近隣商業地域」

に、また併せて、この区域を準防火地域に都市計画変更したいと考えています。  

変更理由としまして、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大きな変更する理由

となります。 

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」への都市計画変更となります。 

「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。 

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ト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
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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、まちの土地利

用の目標を図化した「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「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。 

 変更する理由について説明します。 

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、画面右側の先ほども見ていただきましたが、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。 

このように、都市計画マスタープランにおけるまちづくりの方針と不整合が

生じていることが変更する大きな理由となります。 

 次に、不整合が生じている区域の現況土地利用がどのような状況になってい

るかについて、説明します。 

 愛知県が５年サイクルにて行っている都市計画基礎調査のうち、平成２４年

に実施した建物利用現況調査の結果に基づきますと、現況建物が商業施設とし

て評価されています。従いまして、図の通り、現況の建物利用状況と都市計画

マスタープランに位置づけるまちづくりの方針とが合致しますので、用途地域

を近隣商業地域に変更することが可能となります。 

用途地域について、少し説明を加えさせていただきます。 

都市計画法第８条で用途地域は、図のように１２種類あり、大きく分けます

と住居系が７種類、商業系が２種類、工業系が３種類となります。 

既存の用途地域は、この内「工業地域」となり、工業の利便の増進を図る地

域で、主に工場を誘導するために指定していることになります。 

 現在営業しているような商業施設は、工業地域においても以前は立地するこ

とができましたが、平成１８年に『都市計画法』や『大規模小売店舗立地法』

が改正されたことにより、工業地域における新規の立地は、厳しく制限されよ

うになりました。 

次に、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。 

従いまして、以上のことより、都市計画マスタープランにおけるまちづくり

の方針との不整合を是正し、併せて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、用途地域の変更をしたいと考えますので、よろしくお願いし

ます。 

 後に、今後のスケジュールについて説明します。１０月頃に地元説明会を

開催し、愛知県との事前協議、案の縦覧、２月中旬には都市計画審議会へ諮問

をした後、愛知県知事への本協議を経て、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。 
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以上で、大東地区における用途地域等の変更について、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防火・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。 

 
岩瀬委員 
 準防火地域を指定するということだが、このことによって、当該地区の事業

者に対して何か大きな対策を迫るようなことになるのであれば、事前にしっか

り説明しておかなければならないと思うがそのあたりはどうなっているのでし

ょうか。 

 
都市計画課長 
 今回の都市計画変更に伴う住民説明会は１０月はじめを予定しておりますが、

その前に当該敷地の事業者や地権者に対しては、変更の内容について個別にし

っかり説明をし、十分理解いただくよう対応していく予定であります。 

 
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）を終了いたします。 
続きまして、議題（２）の「西三河都市計画地区計画の決定」について、事

務局より説明をお願いします。 

 
都市計画課長 
西三河都市計画地区計画の決定について、正面の画面を見ながら説明させて

いただきます。今回の説明は、事前の説明となり、告示に向けての付議につき

ましては、１１月に予定しています都市計画審議会となりますので、よろしく

お願いします。 

画面に映っている赤く囲まれた区域が、今回の地区計画の範囲となります。 

北西を上に撮影された航空写真であり、中央上下の黒い線が国道 23 号、下の

右左の道路が県道安城碧南線、上の右左に長田川、これらに囲まれた区域であ

り、面積は約１３．８ｈａとなります。 

まず始めに「地区計画とは」から説明します。地区計画とは、「地区の特性に

応じて、建物の用途、容積率、建ぺい率などの制限や、地区に必要な緑地や調

整池などについて定める「地区レベルの都市計画」になります。定めたルール

は、その地区計画の区域内のみに適用されます。 
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この計画は、市街化調整区域における工業団地の開発となりますので、この

市街化調整区域内 地区計画を定めることが開発許可条件となります。昨年定

めました「本市の市街化調整区域内地区計画運用指針」に沿って、その内容を

検討しております。 

地区計画の効果としましては、届出制度、勧告制度により、地区計画の内容

に適合しない場合は、市長が設計の変更等を勧告できることとなり、加えて、

条例化する制限をかけることで、制限に適合しない場合は、建築はできないこ

ととなります。 

次に、地区計画の構成については、地区計画の方針の部分と地区整備計画の

部分に分けることができます。 

地区計画の方針では、地区の目標、土地利用の方針などを定め、地区整備計

画では、道路や緑地などの地区施設と建築物等の制限を定め、この建築物等の

制限の部分において建築条例を定めることができます。 

それでは、この地区計画の内容について説明します。 

地区計画の名称は、榎前工業団地西 地区計画、位置は、榎前町松原、西林、

中隠の一部、面積は約 13.8ha となります。 

 地区計画の目標としましては、 安城市南部の都市計画道路名豊道路の和泉

ＩＣや都市計画道路安城碧南線に隣接する、交通利便性の高い地区であること

を活かし、優良な工業団地としての基盤施設を構築するとともに、地区周辺の

環境と調和を図りつつ、機能的で活力ある産業空間の形成を図ることを目標と

する。 

  土地利用の方針としては、優良な工業団地として、周辺環境との調和に留意

しつつ、交通利便性を生かした合理的な土地利用を図ることとしています。 

地区整備計画の中では、地区施設の配置及び規模を定めることとなります。 

 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１．５ｍを配置し、緑地面積 約１．

７ｈａを地区施設として位置づけます。 

  また、調整池は、左上紫色の箇所になり、開発により土地の形態が田畑から

宅地に変わりますので、大雨時において雨水の流出増加分により下流の河川と

なる長田川に負荷が掛からないように、一旦貯める機能として、１箇所 面積

約０．８ｈａの地区施設を位置づけます。 

この緑地、調整池は、地区施設として位置づけすることで、将来にわたり保

全に努めなければなりません。 

次に、建築物等に関する事項を定めていきますが、地区計画の決定と同時に

建築制限条例として条例化する項目となります。 

  用途の制限としては、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
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おります。用途上の不可分とは、工場に必要な倉庫などとなり、排水管理施設

とは、調整池整備や管理用に必要なもの、たとえばポンプ小屋や清掃用の器具

庫などとなります。 

  一方ただし書きとして、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しており

ます。 

榎前東の地区計画とは異なり、住居地から離れていることから、若干、製造

できるものについて緩和しています。 

建築物の容積率、建ぺい率及び 低敷地面積について説明します。 

  容積率とは、土地の敷地面積に対する建物の総床面積の割合で、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。建ぺい率とは、

敷地の面積に対する建築ができる面積の割合で、市街化調整区域と同じ６０％

としており、残りの４０％は駐車場や緑地などに利用していただき、周辺道路

や環境への配慮を心掛けていただきたいと考えています。 

低敷地面積は、東地区とは異なり、西地区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、北部地区の工業団地と同様に、

９０００ｍ2以上なければ建物を建てることができないとしております。 

 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。 

今回ご説明させていただきました内容につきましては、本年７月１２日にお

いて地元説明会を開催させていただき、その後、都市計画法１６条による原案

の縦覧を７月１８日から８月１日の２週間行いました。 

説明会や縦覧結果としては、この原案について特に意見はありませんでした

ので、今後、愛知県との事前協議を進め、都市計画法１７条による案の縦覧を

行なった後、１１月の都市計画審議会に付議させていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

終的な決定の告示につきましては、愛知県知事の同意協議や農業振興地域

の除外が順調に進めば、平成２９年度内を予定しています。 

以上で説明を終わります。 

 
会 長 
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 説明が終わりました。 
議題（２）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。 

 
岩瀬委員 
 図面にあります緑地帯については、市の施工で整備することになるのでしょ

うか。 

 
企業立地推進室長 
 地区施設の緑地については、当該事業の開発を行います企業庁が造成行為な

どと併せて施工することになります。 

 
岩瀬委員 
 管理はどうなるのか。 

 
企業立地推進室長 
 緑地の管理については、用地を購入いただいた企業ごとで行うこととなりま

す。 

 
杉山委員 
 この計画は以前から進められておりますが、当該地は大変優良な農地でござ

いますので、私ども農業団体からすると、貴重な基盤を失うことになる。この

ため、こういった案件がある場合は今後とも、地元への理解と営農をやられる

方への説明、また、その後も周辺での営農活動に支障等生じ無いよう調整いた

だければとおもいます。 

 
都市計画課長 
 当然優良な農地についてはしっかり保全していかなければならないと考えて

おります。対して、本市を取り巻く工業系企業のための環境整備も進めてゆか

なくてはならないとも感じております。この、相反することの調整は大変難し

いことと感じておりますが、工業基盤の整備というのはどこでもできるという

わけではなく、先ほども説明致しましたとおり、都市計画マスタープランに位

置づけられている範囲のみで検討しているものであります。当然、都市計画マ

スタープランを策定する際には農業部門ともきちんと調整を図りながら策定を

しておりますし、こういった事業が行われる際には農地部門や地元農家の方々

へもきちんと説明をおこない、丁寧な調整をしたうえでご理解いただくよう進

めてまいりますのでよろしくお願い致します。 
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野田委員 
整備される工業団地の高さはどうなるのかということと、工業団地への乗り

入れはどのようになるのか教えてほしい。 

 
都市計画課長補佐 
 造成高さについてですが、現在の計画では地区南側の県道と同じ位の高さま

で地盤高を上げるつもりです。また、乗り入れ口についても、地区南西の市道

泉榎前線からの乗り入れのみとするよう調整し、企業に販売していく予定です。 

 
会 長 
 その他は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。 
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、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１１月２０日午前９時半より予定しております。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。第一部の内容を踏まえまして、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。それでは第一部を終了いたします。 


