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平成２７年度第１回安城市都市計画審議会議事録 

日 時：平成２７年１１月１３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深津と申します。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

だきまして誠にありがとうございます。 
本日は平成２７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、委員の辞任がございましたのでご報告申し上げます。 
学識経験者の仲敬助委員より５月１日付けで辞任願が提出され、受理致しま

したので、ご報告申し上げます。 
次に、欠席の委員の方をご報告させていただきます。 
本日、４名の方から欠席のご連絡を頂いておりますので、ご報告させていた

だきます。杉浦秀昭委員、野場慶徳委員、加藤千一委員、旭多貴子委員の４名

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 交通課巡査部

長 石原良高様に代理出席いただいておりますので、ご報告申し上げます。 
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 
改めまして皆さんこんにちは。本日はご多忙の中、第１回でございますけど

も安城市都市計画審議会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 
日ごろは安城市のまちづくり、このことにつきまして、格別のご協力をいた

だいておりますこと、重ねて御礼申し上げます。 
平成２９年６月オープンで予定となっています中心市街地拠点施設につきま

しては、６月３日に起工式が行われまして、現在、地下の部分の工事を行って

いるところでございます。現在、いろいろ新聞で報道されております杭打ちの

工事につきましては、私ども安城市の施設につきましては、話題となっている

業者の施工ではございませんが、杭打ちデータにつきまして、問題ないことを

確認しております。 
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外からは大きなクレーンが目立っておりますけども、年内には、鉄骨が立ち

上がってくる予定で、外からも工事の進捗が確認できるようになってまいりま

す。 
この施設には、ご案内のとおり、図書情報館、多目的ホール、広場、公園な

どの公共施設をはじめ、スーパーマーケットとカルチャースクールが入ります

民間商業施設と立体駐車場とで構成しております。 
中心市街地活性化の拠点といたしまして、多くの市民の皆様に利用していた

だける魅力ある施設となるよう引き続き整備を進めてまいりますので、今後と

もよろしくお願いしたいと思います。 
なお、本日の議題につきましては、お手元にございますとおり「生産緑地地

区の変更」と「震災復興都市計画にかかる手続きについて」、この２つの議題が

ございます。よろしくご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 
 以上、簡単ではございますが、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につきましては、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  
それでは、こんにちは。大変ご苦労さまでございます。ちょっと余談になり

ますけども、先般、航空自衛隊の岐阜基地で招待がありまして、そこの飛行試

験団の司令と副司令といろいろ話をしていまして、お願いすることがありまし

て、というのは、そこにいた職員が今宇宙へ行っている油井さんでありまして、

その人をぜひ安城に呼びたいなと、中学校で中学生に話を聞かせたいなという

ことで、自衛隊員ならば簡単に言えるのですが、今、ＪＡＸＡの職員というこ

とで、どうやってお願いすれば分からないので、司令にお願いしたら、「いいで

すよ」と、「自衛隊も一回彼を呼んで、いろいろ話を聞きたいということを考え

ておりますので、その時にまた言ってください」と、そうすればぜひ安城の中

学生にそういう話を聞いてもらいたいと思いまして、ぜひ実現させたいと思っ

ております。 
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２７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、鳥居博幸

委員と杉浦久子委員にお願いをいたします。 
それでは、議事に入りたいと思います。議題（１）「西三河都市計画の変更（諮
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問）」について、「ア」生産緑地地区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いたします。 

 
都市計画課課長 
 都市計画課長の市川と申します。よろしくお願いいたします。 
 議題の説明に入る前に、資料の確認のお願いをしたいと思います。事前にお

送りをさせていただいております次第Ａ４版１枚もの、右上記載の別添資料①

と書いております西三河都市計画生産緑地地区の変更について、Ａ４版４枚も

のです。及び右上に別添資料②震災復興都市計画について、Ａ４版２枚の２種

類となります。お手元にございますでしょうか。お持ちでない方は、挙手をよ

ろしくお願いしたいと思います。 
 よろしいでしょうか。それでは、説明に入らせていただきます。すいません

が、説明は座ってさせていただきます。 
 議題（１）西三河都市計画の変更について「ア」生産緑地地区の変更につい

て（安城市決定）について、別添資料①と前のスクリーンにてご説明申し上げ

ます。 
１ページをご覧ください。 
まず、生産緑地の制度についてご説明をさせていただきます。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等を

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を目的として都市

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月に当初の都市計画決定をしており、平成２６年１

２月前回の都市計画審議会までの都市計画決定面積、約１７．３ヘクタール、

１２８団地が指定されております。 
生産緑地地区に指定されている地区におきましては、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。 
２ページをご覧ください。 
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年が経過したとき、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な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

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
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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。 
３ページをご覧ください。 
団地数、変更前１２８団地が変更後１２２団地に、面積、変更前１７．３ヘ

クタールが変更後１６．５ヘクタールと、団地数６団地、面積約０．８ヘクタ

ールを減するものであります。 
４ページをご覧ください。 
４ページでは今日ご審議いただきます場所について全体図に表しております。 
５ページをご覧ください。 
変更を予定する７箇所の一覧表となります。⑥のみが区域の一部指定解除で

あり、残りの６箇所は団地の指定解除となります。 
 ６ページの計画図①の図面をご覧下さい。 
図面の見方について説明させていただきます。凡例としまして、緑色の地区

が既存の生産緑地、黄色の地区が除外する生産緑地となります。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、各場所の変更内容についてご説明申しあげます。ページについて

は、このままで結構です。 
 まず１件目、計画図①の一団番号「８－７」、場所は三河安城駅の西側で、二

本木小学校の東側となります。地番は三河安城本町１丁目２８番３他２筆、面

積１，８２６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２６年６月２４

日付けで「買取り申出」が提出されました。 
７ページの計画図②の図面をご覧下さい。 
２件目は、一団番号「８－９」、場所は三河安城駅の南西側となります。地番

は三河安城本町２丁目１３番１他３筆、面積１，９６１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２７年５月１日

付けで「買取り申出」が提出されました。 
８ページの計画図③の図面をご覧下さい。 
３件目は、一団番号「１３－３」、場所は上条町の南側となります。地番は安

城町拝木６２番、面積５１３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２６年９月２４

日付けで４０２平方メートルの「買取り申出」が提出されました。また、隣接

する農業用道路につきましては、買取申出に伴い１１１平方メートルとなり面

積要件である５００平方メートルを満たさなくなったため、同時期に指定解除

となっています。 
９ページの計画図④の図面をご覧ください。 
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４件目は、一団番号「１４－１１」、場所は安祥中学の東側で、名鉄西尾線沿

いになります。地番は安城町亀山下１４番１、面積１，６４７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２６年８月２９

日付けで「買取り申出」が提出されました。 
１０ページの計画図⑤の図面をご覧ください。 
５件目は、一団番号「１５－１６」、場所は桜井神社のすぐ西側となります。

地番は桜井町干地３９番１他１筆、面積７６９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２７年３月２６

日付けで「買取り申出」が提出されました。 

１１ページの計画図⑥をご覧ください。 
６件目は、一団番号「３１－７」、場所は桜井区画整理区域内で桜井駅の西側

となります。地番は桜井駅周辺特定土地区画整理事業第１６街区第１号他３筆、

面積４，７１０平方メートルのうち１，１５１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２６年１２月２

６日付けで「買取り申出」が提出されました。 
１２ページの計画図⑦をご覧ください。 
７件目は、一団番号「３１－１２」、場所は同じく桜井区画整理区域内で桜井

小学校や小川神社の北側となります。地番は桜井駅周辺特定土地区画整理事業

第１６４街区第７号、面積５４６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２６年４月２４

日付けで「買取り申出」が提出されました。 

以上７件につきましては、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、先ほど申しました変更前１２８

団地、１７．３ｈａから、変更後１２２団地、１６．５ｈａとなります。 
 なお、ただ今説明申し上げました「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９月２５日より１０月９日までの２週間に渡り縦覧を行い、

１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。 
なお、告示につきましては、１２月下旬に行う予定をしております。 
以上で議題（１）「ア」「生産緑地地区の変更」について説明を終わります。よ
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ろしくご審議をお願いいたします。 

 
会 長 
 ありがとうございました。説明が終りました。ただいまより審議に入ります。 
議題（１）「ア」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。 

 
会 長 
 別段、ご質問等がありませんので、ご異議がないものと認めまして、議題（１）

「ア」の「西三河都市計画生産緑地地区の変更」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 
 議題（１）「ア」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」することといたします。 
続きまして、議題（２）の「震災復興都市計画にかかる手続きについて」に

ついて、事務局より説明をお願いいたします。 

 
都市計画課長 
それでは、議題（２）「震災復興都市計画かかる手続きについて」ご説明申し

上げます。別添資料②をご覧ください。 
今回の説明は、震災などの発災後、都市計画決定手続き、都市計画審議会の

役割につきまして、事前に周知させていただくことを目的としております。 
また、本市では、都市計画決定に際し、事前説明となります都市計画審議会

を含めまして２回の都市計画審議会の開催を行っておりますが、震災復興都市

計画は、概ね２ヶ月で都市計画決定手続きを行うため、事前説明となります都

市計画審議会が開催できないことが想定されます。発災時の都市計画審議会の

審議スケジュールにつきましても、今回の説明によりご理解いただくことを目

的としております。 
それでは、説明に入ります。 
１ページをご覧ください。 
「震災復興都市計画」とは、東日本大震災や記憶に新しい今年９月の台風１

８号などにより、市街地が大規模に被災した場合におきまして、緊急かつ円滑

に市街地を復興するため、建築基準法、被災市街地復興特別措置法、都市計画
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等に基づく建築制限を行いながら、地域住民との合意形成を図り、計画的な市

街地の整備を進めるものでございます。個別開発などにより都市のスプロール

化を防ぐため、「被災市街地復興推進地域」、「復興都市計画事業」の都市計画決

定を速やかに実施して、「都市の復興」を行うための法手続きを総称したもので

ございます。 
２ページをご覧ください。 
震災復興都市計画の流れについて、発災から、２週間、２ヶ月、２年、それ

以降と、４段階に分けて説明をさせていただきます。 
まず発災してすぐに、いち早く被災状況を把握し、迅速な都市の復興を実現

するため、初動体制等を整理していきます。 
発災から２週間以内に被害が甚大な地域に対しまして、建築基準法に基づく

長２か月間の第一次建築制限を実施します。モデル図をご覧ください。この

赤枠が被害の甚大な地域であり、今後「都市の復興」のため区画整理などが想

定される区域です。こうした区域で個別開発を抑止するため、第一次建築制限

実施をしていきます。 
３ページをご覧ください。 
次に発災から２ヶ月間で、第一次建築制限が解除されるため、継続して個別

開発を抑止し、復興都市計画事業を円滑に実施するため、被災市街地復興特別

措置法に基づきます第二次建築制限を実施いたします。この第二次建築制限を

かけるため、「被災市街地復興推進区域」という都市計画決定を行います。 
モデル図をご覧ください。被害の甚大な区域を中心に、復興として土地区画

整理事業を実施する区域を定めます。この区域において、事業の支障となりう

る個別の開発を抑止するため、第二次建築制限を実施します。それが、「被災市

街地復興推進区域」となります。 
４ページをご覧ください。 
次に発災から２年までです。復興都市計画事業を実施するため、復興手法、

このモデル図では土地区画整理事業となりますが、この都市計画決定を行いま

す。そして発災から２年以降で、都市計画事業等により、復興を推進してまい

ります。震災復興都市計画の流れは以上となります。 
５ページをご覧ください。 

後に、震災復興都市計画における都市計画審議会の役割について説明させ

ていただきます。 
説明させていただきましたように「都市の復興」には、「被災市街地復興推進

区域」、と「復興手法としての都市計画事業」例えば区画整理事業などですが、

少なくても２つの都市計画決定が必要となり、発災後 長２年以内に都市計画

審議会を２回以上開催いたします。 
一方で、都市計画手続きの流れは、右側の図のとおり案の公告・縦覧、都市
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計画審議会、県知事への協議など、法令等に基づき例外なく実施されます。 
通常都市計画決定手続きは概ね年単位で調整を行いますが、第二次建築制限

では２ヶ月、復興都市計画事業では２年と、事務手続きにおいて時間が限られ

ていますため、事前説明となります都市計画審議会が開催できなく、１回の開

催にて審議していただく可能性があります。 
震災復興都市計画の流れとともに、発災後の都市計画審議会の開催スケジュ

ールにつきましても、ご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。 
以上で震災復興都市計画の報告を終わらせていただきます。 

 
会 長 
 ありがとうございました。説明が終わりました。 
議題（２）の「震災復興都市計画にかかる手続きについて」について何かご

質問がございましたら、ご発言をお願いします。 
 

会 長 
 別段、質問がありませんので、本日の議題は以上ですので、「その他」に移り

ます。事務局何かございますか。 

 
都市計画課長 
 議題につきまして、ご決定の議をいただき誠にありがとうございました。 
その他につきまして、ご説明させていただきます。 
今後の審議会の開催予定でございますが、今のところ今年度以内にご審議い

ただく案件はございませんので、今年度内の開催予定はございません。 
もし急遽ご審議いただく案件がありましたら、改めてご案内申し上げますの

でよろしくお願いいたします。 
 その他といたしまして、平成２８年度は審議会委員の改選の年にあたります。 
 委員の改選にあたりましては、皆様にお願いしたいと考えておりますが、そ

の際には、改めましてお願いに上がりますので、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。事務局からは以上でございます。 
 
会 長 
 「その他」につきまして、何かご質問がございましたら、ご発言をお願いし

ます。 

 
会 長 
 特にないようですので、これをもちまして平成２７年度第１回安城市都市計

画審議会を閉会いたします。ありがとうございました。 



 9

 
都市整備部次長   

ありがとうございました。長時間にわたりご審議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、交通安全には十分にご留意の上、お帰

りくださいますようよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうござい

ました。 

 


