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平成２８年度 第一回安城市都市計画審議会 議事録 

日時：平成２８年６月３０日 午後１時１５分～ 

場所：本庁舎３階 第１０会議室 

 

都市整備部次長 

定刻より少し早いようですが全員おそろいですので、ただいまから平成 28 年度第 1

回安城市都市計画審議会を開催いたします。 

委員の皆様方におかれましては大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。私は、この 4 月から都市整備部の次長を拝命いたしました宮地と申し

ます。よろしくお願いします。本日の進行役を務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。それでは会に先立ちまして、安城市長神谷学より、御挨拶申し上

げます。 

 

市長 

皆さんこんにちは。 

本日は平成 28 年度第 1 回安城市都市計画審議会に御出席いただきまして、ありがと

うございます。 

新たに御就任いただきました皆様には、就任を御依頼申し上げましたところ、心よく

御承諾いただき感謝申し上げます。 

また前回から継続してお願い申し上げました委員の皆様には引き続きの御指摘をよろ

しくお願いいたします。 

お集まりの委員の皆様におかれましては、それぞれの立場から、今後の安城市のまち

づくり、将来の都市計画に貴重な御意見を賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、先月、熊本地震発生から約 1 カ月後の 5 月 16 日 17 日の 2 日間、私は、熊本県

内の複数の被災地を訪問いたしまして、その実情を確認してまいりました。 

震源地に極めて近く被害の甚大な益城町では、熊本市に隣接する都市近郊の農村地帯

のため、こちらの農村部とよく似たのどかな田園風景でありましたが、断層が走ったせ

いか、お気の毒なほど破壊された民家が数多く見られました。 

被害はこうした断層の有無ですとか、あるいは地盤の強度によって大きな差が見られ

たように感じられました。 

一方、市街地の熊本市では、熊本城の破壊がマスコミで繰り返し報じられていたため、

特にその周囲を見て歩いたわけでありますが、古い建物を中心に大きな被害が確認され

ました。 

私はかつての阪神淡路大震災発災 1 カ月後の被災地をボランティアとして訪問してお

りまして、市街地の都市基盤破壊という点では、阪神淡路のほうがはるかにひどかった
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と感じましたが、これは恐らく阪神淡路大震災以降、国の耐震基準が強化されたためで

はないかと思われます。 

秩序のある計画的な町並みは景観がすぐれているのみならず、住環境も良好であり、

かつ、こうした大規模災害発生時の被害軽減にもつながることを実感させられました。 

本市からはこうした被災地支援として、熊本県益城町へ職員派遣を実施しております。 

これまでに保健師 1 名を被災者への保健活動支援のため 1 週間派遣し、行政職 2 名も

参議院議員選挙事務の支援のため 2週間派遣いたしました。 

今後も引き続き 2 名の行政職員を 2 週間交代で秋口まで派遣し続けることと致してお

ります。 

このほか、東日本大震災の被災地であります宮城県内へも 1 年交代で 2 名ずつ、行政

職員を派遣しておりまして、こうした被災地からさまざまな教訓を学ばせてもらいまし

て、南海トラフ巨大地震への備えを進めてまいります。 

またそれらと並行いたしまして、本市の都市計画を通じても、災害に強いまちづくり

を進めていく所存でございますので、委員の皆様方の御協力をよろしくお願い申し上げ

ます。 

本日の都市計画審議会では、安城市市街化調整区域内地区計画運用指針について議論

していただきます。この運用指針は、市内企業の流出抑制及び新たな企業を誘致するこ

とを目的と致しまして、榎前地区に工業団地を計画中であり、これを契機に作成するも

のであります。この、運用指針は、今後の市街化区域内の開発行為に対する市の土地利

用方針を明文化するものであります。 

皆様方の率直な御意見をよろしくお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせてい

ただきたいと思います。 

本日の御出席、誠にありがとうございました。 

 

都市整備部次長 

ありがとうございます。 

この会議は、安城市都市計画審議会委員会都市計画審議会条例に基づき、設置をされ

ている組織でございます。本日はこの条例の第 5 条によります 2 年間の委員の任期のう

ち、任期後初めて開催する審議会でございます。本年度から 2 年間、皆様を委員にお迎

えし、運営してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いをいたします。 

また、注意事項でございますが、携帯電話につきましては、電源をお切りいただきま

すか、マナーモードに切りかえてくださいますようお願い申し上げます。 

それでは、新たな任期のうち初めての会議でもございますので、委員の皆様の御紹介

を申し上げたいと思います。お名前をお呼びいたしますので、その場で、御起立くださ

いますようお願いいたします。 

それでは、お手元にお配りしました安城市都市計画審議会委員名簿をごらんいただき
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たいと思います。 

まず、安城市都市計画審議会条例第 4 条第 2 項に規定する、学識経験者といたしまし

て、石川博様でございます。同じく加藤勝美様でございます。同じく杉浦辰子様でござ

います。同じく豊田工業高等専門学校教授、野田宏治様でございます。同じく碧海信用

金庫専務執行役員、深谷誠様でございます。 

続きまして、市議会議員と致しまして、大屋明仁様でございます。同じく近藤之雄様

でございます。 

次に、公共的団体の代表といたしまして、それぞれの組織よりご推薦いただきました。

安城土地改良区より鳥居博幸様でございます。同じく、あいち中央農業協同組合の中川

廣和様でございますが、本日は所用のため御欠席でございます。同じく、安城市農業委

員会より杉浦英彦様でございます。安城商工会議所より金子功男様でございます。関係

行政機関といたしまして、安城警察署の星野理恭様でございますが、本日は公務のため、

交通課交通規制係石原良高様に代理出席いただいております。愛知県職員と致しまして、

知立建設事務所より野々山弘紀様でございます。 

市民代表といたしまして、旭多貴子様でございます。同じく杉浦久子様でございます。

中根敬子様でございます。 

以上 16 名の皆様ですので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、委嘱辞令の交付をさせていただきます。 

本来全員の方に市長から交付することが本意でございますが、時間の都合上、代表の

方に交付させていただくこと御了承いただきたいと思います。議員の代表といたしまし

て、石川博様に交付させていただきます。石川様、前へお進みください。 

 

市長 

石川博様。非常勤特別職に任命します。安城市都市計画審議会委員を委嘱します。委

嘱期間は平成 28 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までとします。平成 28 年 4 月 1 日、

安城市長。 

 

都市整備部次長 

ありがとうございました。石川様、席へお戻りください。 

なお他の皆様には、お手元の委嘱辞令をもちまして、委嘱辞令の交付に換えさせてい

ただきます。また、各委員の皆様には任期は平成 30 年 3 月末までの 2 年間でございま

すのでよろしくお願いいたします。 

ここで市長でございますが、所用のため退席をさせていただきます。 

それでは引き続き正副会長の選出に移りたいと思います。会長の選出は安城市都市計

画審議会条例の第 7 条第 2 項により学識経験者なる者のうちから選出することになって

おります。いかがいたしましょうか。 
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杉浦辰子委員 

  学識経験者であります、加藤勝美委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

都市整備部次長 

ありがとうございます。杉浦委員から推薦の御発言がありました。他に推薦・立候補

される方がないようですので、加藤委員にお願いしたいと存じますが、加藤委員にお願

いすることに御異議ございませんか。 

 

委員 

 異議なし。 

 

都市整備部次長 

ありがとうございます。それでは、加藤勝美委員を安城市都市計画審議会会長に決定

いたしました。よろしくお願いいたします。加藤会長、正面の会長席へお移りください。 

それでは、ここで加藤会長より御挨拶を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 

こんにちは。ただいま会長に御推挙いただきまして、ありがとうございます。先回に

引き続きまして会長をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

この都市計画審議会というのは、安城市の、非常に大事な審議会でもあるわけであり

ます。10 年先 20 年先の安城市の都市像というものを目指しているものでありますので、

大変貴重な大事なこの審議会であり、その会長をさせていただくということを大変に、

浅学非才の身ではありますが、皆様方の御協力をいただきながら一生懸命頑張っていき

たいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

すこし余談でありますが、先ほど市長が震災のことを言っておられたわけであります

が、先般実は横須賀の海上自衛隊の基地へ行きまして、向こうの自衛官の司令、階級で

言えば、海将というと一番偉い人ですけども、司令と副司令にもお会いして、いろんな

ことをお願い申し上げてきたわけであります。 

そこで、もしこの地域に震災が起きた場合に、家屋が倒壊して、避難所へ入る。それ

も、エコノミー症候群を起こしてだとかいろんな事がおこることが予想されるわけであ

りますけども、そこで、自衛艦をこの衣浦港に入れ、避難させてくれないかとお願いを

しておるわけであります。 

実際、その自衛艦に乗りますと、全然人にやさしい船ではありません。というのは、

階段が多くて狭くて急で、体の不自由な人がとてもじゃないけども、乗れるもんじゃな

いなと思ったわけでありますが、そこで、出雲という、２万トン近い 1 万 9500 トンの
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ヘリコプターの航空母艦に乗せていただきました。これもエレベーターはないわけです

けども、ヘリコプターを上げたり下げたりする、大きなエレベーターはあるわけですけ

ども、実際寄港しておるときには、医者が常時 2 名乗っており、手術室も 2 部屋ある。

それに伴う看護師から全部おり、横須賀の海上自衛隊の病院の医師がフルスタッフで乗

船するわけでありますので、いろんな対応ができるわけであります。 

こういったことから、その船をぜひ有事の際はつれてきてくれれば、安城の人たちが

震災があった場合に、ある程度落ちつくまでは、避難も兼ねて乗せていただくことがい

いなと思っているわけでありますけども、何分、その船はヘリコプターの航空母艦で、

長さが 200 メートルあり、248 名とかある船でありますので、幾らでも乗船することが

できる。ベットも沢山用意できるわけであります。常時手術可能な手術室が二つあり、

30 名ぐらいの、けが人等治療する設備が整っているわけでありますけども、当然ベット

の下には手荷物もしまうことができますので、ぜひこれを震災発生時には寄港してくれ

ないかというお願いもしたわけでありますけども、その船も大変忙しく、なかなか難し

いけども、空いていればいいですよという返事はいただいております。 

ぜひ市の担当の方も 1 回乗って見ていただきたいなと思っておるわけでありますけど

も、やはり安城市民が本当に安心して暮らせる街作りとして大切なのがこの都市計画審

議会だと思います。 

特に、同じ審議会委員であります石川さんにおかれましては、東日本大震災も 100 回

近く向こうに行ってボランティアでいち早く、うどんだとかいろんなものを提供して活

動してみえるわけでありまして、当然、大震災がこの地域に起きればそういうボランテ

ィアをやってくれる人もまた来るかと思いますけども、まずは安全なまちというのをつ

くっていきたいと思っておりますので、どうか皆様方の忌憚のない今後の意見を出して

いただき、どうかすばらしい安城市になることを御祈念申し上げまして御挨拶とさして

いただきます。 

 

都市整備部次長 

ありがとうございました。次に、副会長の選出に移りたいと思います。 

安城市都市計画審議会条例の第 7 条第 2 項により副会長は会長が指名をすることとな

っておりますので、会長より副会長の指名をお願いたいしお願いしたいと思います。 

 

会長 

それでは、副会長を指名をさせていただきたいと思います。 

副会長には石川博委員様にお願いしたいと思いますので、皆様方の御賛同をお願いし

たいと思います。 

 

委員 
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異議なし。 

会長 

ありがとうございます。 

 

都市整備部次長 

御了承の声もいただいたようでございますので、会長の指名により、安城市都市計画

審議会副会長には、石川博委員にお願いしたいと思います。 

石川委員におかれましては副会長を設けますので、そちらの方へお移りいただきたい

と思います。 

それでは、ここで石川副会長にご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

副会長 

ただいま御紹介をいただきました。副会長の石川博でございます。会長がいろいろ御

説明をされまして、皆様よく承知をされたと思いますけれども、この審議会というのは

大変大事な会議であるということを、私も認識をしております。 

私は、都市計画の第 1 次マスタープランもたまたま携わさせていただき、第 2 次もと

いうことで、もうかれこれ 20 年を超える間この審議会のほうに出席をさせていただい

ております。しかしまだまだ私も、勉強不足でございますので、皆様方の御指導賜りな

がら、一生懸命職を務めさせていただきたいと。こんなことを思っておりますのでよろ

しくお願い申し上げます。 

 

都市整備部次長 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入らさせていただきたいと思います。 

条例によりまして会長が議長となることとなっておりますので、これからの議事のと

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、本日の会議は定足数に達しておりますので、ただいまより平成 28 年度、

第 1回安城市都市計画審議会を始めます。 

安城市都市計画審議会運営規則第 10 条第 1 項に基づいた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、近藤之雄委員と旭多貴子委員にお願いし

たいと思います。 

それでは、次第に入りたいと思います。 
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本日の議題は次第に記載してあるとおりでございます。 

それでは、議第 1 の安城市市街化調整区域内地区計画運用指針（案）の作成について、

事務局の説明を求めます。 

 

都市計画課主幹 

都市計画課主幹の稲垣です。よろしくお願いします。議題の説明の前に資料の確認を

お願いいたします。事前に送付しております別添資料 1 と右肩に書かれた、2 枚組みの

資料でございますが、手元にございますか。 

それでは、議題 1 市街化調整区域内地区計画運用指針案の策定についてお手元の資料

と同じ内容ですがスクリーンにも写しまして、説明をさせていただきます。着座にて説

明させていただきます。 

この運用指針につきましては、現在安城市が榎前町で進めております工業団地の開発

計画をきっかけに、その開発を円滑に進めるために、運用指針を策定する必要が生じて

きたものであります。都市計画審議会におきましては、榎前町の工業団地地区計画につ

いて、次回以降の都市計画審議会で正式にその内容を説明をさせていただく予定でござ

いますが、その前提策定の根拠となりますこの運用指針につきまして、あらかじめ説明

をさせていただくものでございます。 

右下の番号 2 のページをご欄ください。まず、この運用指針でいう市街化調整区域内

地区計画ですが、今後、これを調地区と略して呼ばせていただきますが、都市計画法 34

条第 10 号、に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域内地区計画のことでござ

います。開発許可等の前提となるというのは、この調地区をかけることで、調地区をか

けた区域全てにおいて開発許可が受けられることになります。 

都市計画法第 34 条には、市街化調整区域に係る開発行為については、次の各号のい

ずれかに該当すると認める場合でなければ許可をしてはならない、といたしまして市街

化調整区域で開発許可できるものとして 1 号から 14 号まで、この、1 号から 14 号まで

の中で、市街化区域の中ではできないもの、あるいは、調整区域でどうしても必要があ

るといった要件で、この 1 号から 14 号までが許可できるものとして記載がされており

ます。その 10 号において、地区計画の区域内において当該地区計画に定められた内容

に適合する開発行為であれば、許可できるとなっております。 

安城市におきましては、これまで、この調地区をかけた地区というのはございません。 

市街化調整区域は本来、市街化を抑制する区域でございますので、この調地区をかけ

ることで、本来は開発できないような区域であっても開発できるようになってしまうと

いう、土地利用に大変大きな影響を及ぼす制度になります。 

したがいまして、この調地区を運用するということは安城市ではこれまで行ってきま

せんでした。東端の明祥工業団地あるいは北部工業団地など、市街化調整区域であって、

開発の要件がほかにあり、開発が既にされたところに地区計画をかける、そういった事
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例はございますが、こういった事例と比べまして、開発許可の要件になるかならないか

という点で大変大きな違いがございます。 

そのあたりの運用指針策定の背景についてもう少し詳しく説明をさせていただきます。 

右下の番号 3のページをごらんください。 

市街化区域と市街化調整区域でのいわゆる線引き制度のもとに、市街化調整区域は本

来市街化を抑制すべき地区でございます。 

この線引き制度のもとに市街化調整区域での開発は、先ほども説明しましたように一

定の要件を満たす開発のみが許容されてきましたが、平成 10 年の都市計画法改正後の

調地区に適合する開発行為が開発許可の対象になることになりました。 

しかし、安城市では、線引き制度を維持し、必要な宅地の供給などは市街化区域で行

うべきだということで、調地区は基本的には運用しないという方針でございました。 

しかしその後の平成 18 年の都市計画法改正において、開発許可の要件が 5ｈａ以上の

大規模な開発、あるいは国県公社などが行う開発に関する例外規定が廃止されました。

この、例外規定を使ってそれまでの北部の工業団地等の開発は、安城市の土地開発公社

が施行することができたわけですが、そういった例外規定が廃止されてしまいました。 

この例外規定に相当するような案件につきましては、この調地区の都市計画決定が要

件となりまして、新たな工業団地開発など、市の政策を実現するためには、調地区の都

市計画決定が必要な状況となっております。 

そのため、この調地区を都市計画決定するかどうかの判断基準として、今回のこの運

用指針を策定したいと考えております。 

資料 2 枚目ですが、今回策定する、運用指針の基本的な考え方を説明させていただき

ます。 

これまでの調地区は、基本的には運用しないという方針からこの運用指針では、都市

計画マスタープランの方針に沿った運用をしていくことと考えております。この意味合

いとしまして、住居系とありますが、これは住宅地の開発を目的とした調地区のことを

指しております。 

住居系に関しましては、都市計画マスタープランにおいて、人口は市街化区域でふや

してコンパクトな市街地を形成していくという、そういった方針を持っております。 

ですので、市街化調整区域で住宅を増やして人口を増やすという方針は持っておりま

せんので、これまでの基本的には、運用しないという方針に変更はございません。 

これは、すなわち、市街化調整区域で住宅地を開発するようなことはしないというこ

とになります。 

住宅地の開発は市街化区域で、あるいは新たに市街化区域に編入して行うという方針

でございます。 

ただし、都市計画マスタープランの中でも調整区域の集落の環境整備改善が必要な集

落もございますので、そういった趣旨に合致する、都市計画提案などが地域あるいは民
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間などから発意された場合には、それに対して、地区計画をかけるか、かけないかの判

断基準としてこの運用指針を運用していきたいと考えております。 

一方、工業系、これは工業団地などを開発する場合になりますが、都市計画マスター

プランの方針にも、工業系の市街地については、住居系の市街地とは少し距離を置いた

部分で、交通の利便性の良い国道 23 号沿いなどに産業ゾーンを誘導するという方針を

持っておりますので、その方針に沿った判断基準として運用指針を策定していきます。 

次に、番号 6 のページですが、運用指針における対象地区ですが、まず、都市計画マ

スタープランでその位置づけが明示されているということが 1 番の大前提になってきま

す。 

こちらが現在の安城市の都市計画マスタープランでございますが、住居系として将来

市街地に位置づけておるのが、三河安城駅になりますが、その南側の区域を将来の住居

系の市街地と位置づけております。住居系についてはこの部分だけです。 

工業系につきましては、こちらが国道 23 号になりますが、この沿線沿いを産業ゾー

ンという位置づけを持って、青の網掛けをしておるところを将来の工業地と位置づけて

おります。 

このように、都市計画マスタープランにその位置づけがあることが大前提になります。 

また、対象地区の面積ですが、こちらは原則として 5ｈａ以上 20 ヘクタール未満とし

ます。 

地区の要件としまして、都市計画法に掲げられた要件としましては住居系では、既存

ストックが活用できること、不良な街区が形成されるおそれがある地区、良好な居住環

境を保全する地区の三つ、工業系では、既存ストックが活用できることというのが最低

限の地区の要件になります。 

このほか地区の要件としまして、災害のおそれがないこと、農業振興地域、農用地で

はないこと、あるいは商業系の開発を目的とするものではないことなどが条件になりま

す。 

この要件を具体化したものが番号 8のページになります。 

住居系では、既存ストックの活用として、駅近接型として鉄道駅から 1 キロ以内の区

域。二つ目として、不良な街区が形成されるおそれがある地区、これを集落環境改善型

としますが、地区の過半の道路幅員が 3.5 メートル未満であることなどを条件とします。

三つ目が良好な居住環境を既に有しているという要件で、居住環境保全型、これらにつ

いて調地区をかけるかどうかの判断基準を運用指針で示していきたいと考えております。 

工業系につきましては、都市マスの方針に沿った 23 号沿いの地域などで国道 23 号の

インターチェンジから 1 キロ以内あるいは幹線道路の沿道など既存のストックを活用で

きる場所などを要件にして建蔽率、容積率の最高限度、あるいは、建物の用途など一定

の建築制限を設けて、そういったものを判断基準として、この運用指針を定めていきた

いと考えております。 
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なおこの運用指針案につきましては、現在その内容について、愛知県への意見照会を

行っておりますが、内容が大きく変わるようなことはないと考えております。 

その後、正式には内部の決裁をして決定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。 

以上で議第 1、市街化調整区域内地区計画運用指針案の策定についての説明を終わら

せていただきます。 

 

会長 

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御意見御質問がございました

らお願いいたします。 

別段御意見、御質問もないようですので、議題１を終了いたしたいと思います。 

続きまして、議題 2の第 6回線引き総見直しについて、事務局の説明を求めます。 

 

都市計画課主幹 

議題 2、第 6 回線引き総見直しについて、こちらの配布資料はございませんので、ス

クリーンのほうで説明をさせていただきます。 

線引き総見直しについては、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を愛知県全体で

見直すものでございますが、愛知県が、昭和 45 年の当初線引き以降、過去 5 回総見直

しが行われてきました。 

その第 6 回目の総見直しを、平成 30 年度末をめどに行う方針が愛知県から出されま

した。前回第 5 回の総見直しは平成 22 年に行っております。これまでは 10 年後である

平成 32 年に行われるということが想定されておりましたが、愛知県全体における都市

計画を取り巻く環境の変化などを理由に平成 32 年から平成 30 年に前倒しで行うことと

なりました。 

また、あわせて愛知県の都市計画区域マスタープランの改定も行う方針でございます。 

しかし、その総見直しの方針ですとか、詳細なスケジュールなどは、今後、愛知県か

ら発表されるという段階でございまして、まだ明確になっていない内容も多いですが、

都市計画審議会の委員の皆様には、今後この線引き総見直しに関連した、議案などを審

議していただくことになると想定されますので、事前に情報提供させていただきました。 

以上で議題 2、第 6回線引き総見直しについての説明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。 

ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございましたらよろしくお願いいたし

ます。 

別段御意見、御質問もないようですので、議題 2を終了させていただきます。 
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続きまして、議題 3 の安城市都市計画マスタープランの改定検討について、事務局の

説明を求めます。 

 

都市計画課主幹 

議題 3、安城市都市計画マスタープランの改定検討について、こちらの配布資料はご

ざいませんので、スクリーンのほうで説明をさせていただきます。 

安城市の都市計画マスタープランは、平成 22 年に策定をしました。そのとき都市計

画マスタープランの目標年次は愛知県の都市計画区域マスタープラン同様平成 32 年で

ございます。策定から平成 22 年の策定から 5 年以上が経過をしまして、この、都市計

画マスタープランの上位計画であります第 8 次安城市総合計画が昨年度策定され、同じ

く上位計画であります愛知県の都市計画区域マスタープランの改定の方針が示されるな

ど、周辺状況に変化がございましたので、今年度、現在の安城市都市計画マスタープラ

ンの評価を実施をしまして、改定の必要性を検討していきたいと考えております。 

今年度中には改定するかどうかの判断をしまして、改定する場合には、早ければ今年

度末から改定作業に入っていきたいというふうに考えております。 

こちらにつきましても、まだ確定した事項ではございませんが、今後、この都市計画

審議会の中でも議論になると予想されますので、皆様に事前にお知らせをさせていただ

きました。 

以上で議第 3、安城市都市計画マスタープランの改定検討についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 

会長 

ありがとうございます。 

ただいまの説明につきまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします御意

見も御質問もないようですので、議第 3号終了をいたします。 

本日の議題は以上です。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、今年度の審議会の開催予定について、御案内申し

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、今回とあわせて、今年

度は 3 回ほど開催させていただく予定をしておりまして、今年度あと 2 回開催というこ

とでございます。第 2 回の開催日でございますが、8 月ごろを予定しております。また、

第 3 回の開催日につきましては、11 月ごろを予定しております。詳細な審議内容が決ま

りましたら、改めて御案内をさせていただきます。 
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その他の説明につきましては、以上でございますが、全体を通しまして、何か御質問

等ございましたら、御発言ください。 

 

杉浦英彦委員 

農業委員会を代表して出ております杉浦と申します。 

立場上一言申し上げておいたほうがいいなと思うのですが、我々農業者の立場から一

言言わせていただきますと、開発と農地の保全というのは相反するものでありまして、

一つ、今回の榎前地区に関してどうだっていうつもりはありませんが、今後の開発に一

つ配慮いただければと思うのですが、当然開発区域というのは優良農地でもありまして、

そこを生産基盤として生活をしている担い手さんもおいでになります。その方のことを

考えると、こうした計画を心穏やかに聞くっていうにはなかなかなれないんですが、今

後の開発に当たって、また開発っていうのも市にとっても必要なものであるというふう

なことは重々わかるところでありますが、開発と農地保全、高度な政治判断といいます

か、慎重な判断も今後ともお願いしたいということであります。 

 

都市整備部長 

都市整備部長でございます。 

そこら辺は重々承知の上、いろいろな開発をして安城市の発展もあわせて検討してい

かなければならないという立場でもございますので、農地の保全につきましても、考え

ていきながら、耕作者の皆さんに対しまして何かしら補償という問題もあわせて検討し

ながら、都市開発を進めていくことを考えておりますので、今後また榎前地区に関しま

しても、今は地権者さんの同意をとっておる状況でございますが、それが具体的に土地

を購入していくという段階に入っていけば、耕作者の皆さんに対しましても、説得とい

うことも、だんだん入ってまいりますので、そこら辺は真剣に考えながら、また、先ほ

ど住居系の問題もありましたが、まだまだ決定ではありませんが、新幹線の三河安城、

南地区に関しましても、住居系での開発ということも、これは先ほどの調整区域の地区

計画ではなく市が行っていくという考え方、市施行の区画整理というばかりではなく、

組合での施行という考え方も持ってはおりますが、住居系の開発もまだまだ、今は、初

期の検討段階でございます。 

その際に関しましても、耕作者の皆様には何がしか真剣に説得をしていかなければい

けないと思っておりますので、十分に考えて進めてまいりますのでよろしくお願いした

いと思います。 

 

都市整備部次長 

大変貴重な御意見ありがとうございました。 

ほかに何か、御質問ございましたら、いかがでしょうか。 
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副市長 

副市長の浜田でございます。 

今日はお忙しい中、御出席をいただいておりましてありがとうございます。 

ただいま農業委員会の杉浦会長のほうから御意見を、農業者の立場としての御意見も

いただきまして、すべからくまずはこの都市計画審議会におきまして、忌憚のない皆様

方の意見交換をいたしまして、方向性を出して参ろうと思っておりますけども、ただい

ま御意見のありましたこと、よく心においてですね、議論・提案と進めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

都市整備部次長 

他に何か御質問ございましたら、よろしいでしょうか。 

 

それではこれをもちまして平成 28 年度第 1 回安城市都市計画審議会を閉会いたしま

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無いように交通安全

には十分御留意の上、お帰り下さいますようよろしくお願いいたします。本日はどうも

ありがとうございました。 


