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平成２８年度 第三回安城市都市計画審議会 議事録 

日時：平成２８年１１月８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２８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、本日の次第と委員名簿でございます。また、事前に

皆様へ配布させていただいた資料につきましては、資料右上に別添資料①とあります

「西三河都市計画道路の変更について」の資料が一式と、別添資料②とあります、資料

の頭に「生産緑地の制度について」と書かれた資料が一式と、別添資料③とあります、

資料の頭に「榎前工業団地東 地区計画について」と書かれた資料が一式でございます。

さらに、別添資料④としまして、「安城市都市計画マスタープランの中間評価報告」と

書かれた資料がございますが、こちらは、議題（４）の概要版資料でございまして、事

務局より追加で資料作成し、配布させていただくものです。資料確認は以上ですが、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したのでご報告申し上げます。安城商工会議所推薦の金

子功男様に代わりまして、あらたに岩瀬英行様の推薦がございましたのでご紹介させて

いただきます。よろしくお願いいたします。新たに就任されました岩瀬様のお手元には

委嘱状を置いてございます。こちらをもちまして、辞令交付と代えさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

また、本日は、安城警察署長星野理恭委員に代わりまして 交通課規制係長 水野 

智史 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２８年度第三回安城市都市計画

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。 
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８月７日に、皇太子殿下が本市にお越しになり、三河万歳を楽しまれましたが、現在、

第３１回国民文化祭あいち・２０１６が開催されています。開催期間中は、歴史博物館

と同じ敷地内にあります安祥文化のさとで、１１月１９日、２０日にウォーキングや和

太鼓演奏のイベント、 終日の１２月３日には、国指定重要無形民俗文化財の三河万歳

をはじめ、加賀・越前・伊予・尾張・伊勢の６つの古典万歳が一堂に会する万歳の祭典

を催す予定です。委員の皆様におかれましては是非、足を運んでいただければと存じま

す。 

本日の審議会における議題といたしましては、４つの議題がございます。１つ目が「西

三河都市計画道路の変更」についての諮問、２つ目が、「西三河都市計画生産緑地の変

更」についての諮問、３つ目が「西三河都市計画地区計画の決定」についての事前報告、

そして「安城市都市計画マスタープランの中間評価」についての報告、以上の４つでご

ざいます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。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２８年度第三

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）「西三河都市計画道路の変更」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。 

 

都市計画課主幹 

 都市計画課主幹の稲垣です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、議題（１）「西三河都市計画道路の変更」について、お手元の別添資料①

とスクリーンのパワーポイントを使用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。 

議題（１）で説明させていただく内容は、前回の都市計画審議会において「西三河都

市計画道路の変更の事前説明」をさせていただいたものですが、事前説明から内容に変

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でございます。 
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 別添資料①の１ページ目をご覧ください。 

 こちらの表につきましては、今回、変更する路線の変更前と変更後の計画書になりま

す。変更の内容をまず簡潔に申し上げますと、変更前の表にあります、路線名 八橋里

線と、その下、花園八橋線の２本の都市計画道路につきまして、線形及び交差点の形状

を見直すものでございます。 

 見直すことで、変更後の１ 都市計画道路中、花園八橋線を、花園里線に名称を変更

しまして、２ 八橋里線については廃止するものでございます。なお、花園里線につき

ましては、まだ正式に変更されていませんので、今日時点では仮称ということでご説明

させていただきます。 

今回、変更する都市計画道路は、中央に、赤色の線と点線で表示してありますが、八

橋里線と花園八橋線でございます。 

青色の線がありますが、これは市境になります。こちらが安城市、こちらが知立市、

上の方が豊田市になります。 

また、この地域の主要な道路といたしまして、緑色、こちらが伊勢湾岸自動車道とそ

の下に名古屋岡崎線という県道が走っております。もう一つこちらの方に赤い線で書か

れております一部有料道路となっております衣浦豊田道路がございます。 

さらに、真ん中の黄色い線、こちらが主要地方道、県道の豊田一色線になります。 

その他の施設といたしまして、北部小学校、里町小学校、デンソー安城製作所、トヨ

タ車体吉原工場との位置関係を示しております。 

赤く囲った部分を、拡大したものがこちらになります。お手元の資料４枚目、Ａ３サ

イズの計画図をご覧ください。 

まず、変更前の図ですが、お手元の資料では黄色で表現してある部分になります。現

在、都市計画に位置付けております２本の道路は、こちらは平成１３年度に都市計画決

定された道路でございます。安城市内でのそれぞれの延長として、八橋里線が約６５０

ｍ、花園八橋線が約１３０ｍになります。黒い実線の部分につきましては、今回の変更

対象部分になります。黒の点線部分は同一路線の他の部分で、青い実線の市境より外側

は知立市の方で合せて同じように都市計画変更する部分になります。安城市はこちら側

になります。 

お手元の資料の１枚目の裏側をご覧ください。 

中段よりに幅員構成とありますが、現在の決定されています道路の基本幅員は２本の

都市計画道路ともに、同じ１６ｍになります。道路の構造としましては、自転車歩行者

道が３ｍ、植樹帯が１ｍ、路肩が７５ｃｍ、車道が３．２５ｍの２車線になっておりま

す。現在、決定されている内容がこの内容になります。 

次に、変更後の内容をご説明します。４枚目計画図をご覧ください。 

変更後の内容としまして、お手元資料では緑色で表現しております。 

実際に変化がある部分は、スクリーンでは赤色の部分になります。赤色の実線の部分

が安城市で変更する部分、点線部分は知立市で変更する部分になります。まず、変更前
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の八橋里線と花園八橋線を、安城市側から豊田市側へ結ぶように線形の変更を行ないま

す。変更前が知立市の方へ向かっていたものを豊田市の北の方へ線形を変更いたします。 

そして、この路線は、道路を結ぶ地点が、豊田市の花園地区と安城市の里地区となり

ますため、路線の名称を花園里線と変更いたします。安城市内の延長で、約７００ｍに

なります。これによって、安城市内では２路線あったものが、１路線となりまして、八

橋里線につきましては、廃止ということになります。 

一方、知立市方面へ向かっていました道路は、この新しい花園里線と直角に交差する

ような形で都市計画変更をしますが、この部分については、知立市において同じように

都市計画の手続きを行っております。 

なお、基本幅員及び道路の構成については、変更はございません。ここまでが今回の

変更内容でございます。 

 続きまして、今回の都市計画変更の必要性についてご説明いたします。 

お手元の資料２枚目の理由書の下段、３．都市計画変更の必要性及び理由の部分になり

ます。 

現在、都市計画決定されている２路線は、平成１３年度に都市計画決定された路線でご

ざいますが、計画された目的は、国道１号や伊勢湾岸などの「幹線道路へのアクセスの

強化」及び「豊田市、知立市との連絡性の向上」を目的としたものでございます。 

当初、計画時に想定していた車の動きといたしまして、安城市の中心の方から伊勢湾

岸自動車道の豊田南インターチェンジ方向の車の流れといたしまして、スライドの青色

の点線で表しておりますように、住吉町のあたりから豊田一色線を通って、名古屋岡崎

線、伊勢湾岸自動車道の下の名古屋岡崎線を通って豊田南インターチェンジへ行くとい

うルートを想定しておりました。 

そのような中、平成２２年に新安城駅の東側に名鉄本線の下を通過できるアンダーパ

スが開通しました。それにより、南北方向の移動に、青色の矢印のような動線が新たに

加わり、これより南側は主要ルートが２ルートとなりましたが、新たなルートができた

ことにより、南北方向の交通をより重視する必要性が発生してきたため、アンダーパス

から繋がる、この八橋里線、花園八橋線の道路形状を見直すことによって、よりスムー

ズな交通の流れをつくり、さらなる「南北方向交通」の強化を目指すものでございます。 

それによりまして、青い点線矢印だけでなく、青い実線矢印で示しております動線が

追加されることで、スムーズな「南北方向」の交通を生み出し、「幹線道路へのアクセ

スの強化」や「豊田市、知立市との連絡性の向上」を図るものでございます。 

以上が、変更の内容となります。 

なお、ただ今説明申し上げました「西三河都市計画道路の変更」につきましては、去

る９月９日より９月２７日までの２週間に渡り縦覧を行った結果、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。 

また、変更の告示につきましては、１２月下旬を目処に知立市と日にちを合わせて行

う予定をしております。 
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以上で議題（１）「西三河都市計画道路の変更」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。 

 

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「西三河都市計画道路の変更」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（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「西三河都市計画道路の変更」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（２）の「西三河都市計画生産緑地の変更」について、事務局より

説明をお願いします。 

 

都市計画課主幹 

 議題（２）の「西三河都市計画生産緑地地区の変更」について説明させていただきま

す。別添資料②をご覧ください。 

「生産緑地地区」の変更につきましては、委員の交代があって初めての内容でござい

ますので、「生産緑地の制度について」少しご説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。 

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しており、平成２７年１２月現在で

は、約１６．５ヘクタール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。 

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。 
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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、３ページからの内容

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。 

「西三河都市計画生産緑地地区の変更」として、今回、生産緑地地区を次のように変

更します。 

現在、団地数１２２団地を１１９団地に、面積１６．５ヘクタールを１６．０ヘクター

ルに、団地数で３団地の減、面積約０．５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。 

今回変更します生産緑地地区につきましては、３団地ありますが、一団番号2-3、14-3、

15-1 ですが、そ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。 

５ページをご覧ください。 

今回生産緑地地区の変更をする３団地の一覧表になります。変更理由は３団地いずれ

もにおきまして、主たる農業従事者の死亡による買取り申出によって、建築物の建築な

どの制限が解除がされているため、都市計画上の生産緑地指定を解除するものでござい

ます。 

 ６ページをご覧下さい。 

１件目は、計画図①の一団番号「２－３」でございます。地番は里町大道寺５番１、

面積１，２４８平方メートルです。図面の凡例といたしまして、緑色の地区が既存の生

産緑地です。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。 

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１月１４日付けで

「買取り申出」が提出されました。 

７ページをご覧下さい。 

２件目は、計画図②の一団番号「１４－３」でございます。地番は安城町宮前４８番、

面積１，０７０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６月１９日付けで

「買取り申出」が提出されました。 

８ページをご覧下さい。 

３件目は、計画図③の一団番号「１５－１」でございます。地番は古井町小仏８番１、

面積２，１８１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２月２９日付けで
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「買取り申出」が提出されました。 

以上３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、１２２団地、１６．５ｈａから１１９団

地、１６．０ｈａ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９日より９月２７日までの２週間に渡り縦覧を行いましたが、縦覧者、

意見書の提出はありませんでした。 

また、変更の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（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。 

 

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（２）の「西三河都市計画生産緑地の変更」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 

 生産緑地が指定されて３０年が経過しつつあり、平成３４年問題とささやかれており

ますが、安城市においては、平成４年からの指定が主にということで、この問題には近々

に該当するというわけではないのでしょうか？ 

 

都市計画課主幹 

安城市では平成４年に当初指定をしておりますので、３０年後となる平成３４年には

買い取り申出ができることになります。それまでは、主たる農業従事者が死亡や故障で

ないと買い取り申し出を出せませんでしたが、平成３４年にはそういった時期がくると

いうことになります。 

 

岩瀬委員 

指定できる 低面積はいくつでしょうか 
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都市計画課主幹 

生産緑地で指定ができる一団地の 低面積というのは、５畝、性格には４９５㎡なの

ですが、大体５００㎡をめどに指定を行っております。 

 

会 長 

 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 

 

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。 

 

都市計画課主幹 

議題（３）西三河都市計画地区計画の決定について説明をさせていただきます。 

お配りしております別添資料③をご覧ください。 

榎前工業団地東地区計画について、ということで地区計画の原案について説明させて

いただきます。 

この地区計画の原案につきましては、次回の都市計画審議会において正式に諮問させ

ていただく内容でございますが、次回の審議会において円滑な審議が行なわれますよう

に、事前にその原案の内容を説明させていただくものでございます。 

なお、資料の４枚目の（案）と書かれたものから、５枚目と６枚目の計画図までが正

式な原案の内容となりますが、今回の事前説明では、３枚目までの資料をスクリーンに

映して説明させていただきます。 

初に、今回、対象の場所につきましては、国道２３号の和泉インター北側、デンパ

ークの西に位置する場所になります。この場所で、現在、安城市が工業団地としての開

発を、政策的に実施していくことにつきましては、ご存知の方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、この場所は、現在、市街化調整区域でございまして、この市街化調整区域で

工業団地を開発する場合には、この地区計画を定めることが、開発許可の条件となりま

す。 

農地転用などの他の条件もございますが、都市計画サイドの条件として計画的に工業

団地を開発するために、道路などの都市施設、どういう工場なら立地できるのかという
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土地利用をあらかじめ都市計画に定めておく必要があり、この地区計画を決定していく

ことになります。 

まず、地区計画とは、ということで地区計画のしくみについて説明させていただきま

す。 

地区計画は、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

区に必要な道路、緑地などについて定める、「地区レベルの都市計画」です。定めたル

ールはその地区計画の区域内にのみ適用されます。 

地区計画の効果としまして、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っておりますが、加えて、建築物等の

制限を条例化することにより、制限に適合しない場合は建築できないよう制限すること

が可能となります。 

次に、地区計画の構成ですが、地区計画は大きく、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、地区整備計画には、

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を建築

条例化することができます。 

ここからが、４枚目以降の計画書の原案の内容となります。地区計画の名称ですが、

榎前工業団地東地区計画としています。面積につきましては約 3.6ha でございます。 

地区計画の目標として、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し

ており、土地利用の方針として、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としております。 

地区整備計画のうち地区施設の配置及び規模としまして、この図はお手元の資料６枚

目の計画図にあたるものですが、この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。 

この区域の中の地区施設として、道路１号から３号まで、計約６１０ｍ、緑地として、

地区周辺との緩衝帯の機能も見込み、地区の周囲を囲むように５ｍの幅で、４箇所、計

約３３３０ｍ2、公共空地として調整池、面積約２３００ｍ2を配置しております。 

地区整備計画のうち建築物等に関する事項としまして建築物等の用途の制限で建築

できる建築物として、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に限定し

ております。 

その中でも、準工業地域では建築できない工場、商業地域で建築できない工場の一部

など、産業廃棄物の収集運搬施設などは建築できないよう制限を加えております。 

建築物の容積率につきましては、１５０％と通常の工業系の用途地域よりも規模の小

さい建物に抑える制限としております。建ぺい率につきましては、６０％としておりま

す。 

低敷地面積、これは建物を建てる場合に 低これだけの面積の土地がなければなら



 10

ないという制限ですが、３０００ｍ2としております。 

現時点では、この工業団地の区画をどのうように分割して、立地する企業に分譲して

いくかということは決まっておりませんが、例えば真ん中北側の街区につきましては、

約９０００ｍ2ありますが、３０００m2 以上土地を確保しないと建物が建てられません

ので、 大でも３つにしか分けられないことになります。その南の街区は約６０００m2

で 大２つに分けられますので、トータルでもこの地区計画区域内で、分譲売り出しで

きるのは、７区画ということになります。 

ただ、実際には、真ん中北側の街区は土地利用形態から考えても 大でも２つにしか

分けられないと考えております。その南の街区も２つに分けて利用してもらうことはか

なり難しいと思われますので、分譲の際には、全体で５区画か６区画程度になると考え

ております。 

壁面の位置の制限としまして、道路と敷地との境界線から５ｍ以上、建物の壁面の位

置を離さなければならないこととしています。 

また、垣又はさくの構造の制限としまして、道路境界線から 5.0ｍ未満の距離にある

垣、さくは、生垣又は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。 

以上が地区計画原案の内容ですが、この原案の内容につきましては１０月２０日に説

明会を実施し、現在、都市計画課窓口で原案の縦覧を１１月２１日まで行なっておりま

す。 

終的な、決定の告示につきましては、建築条例の施行と合わせて平成２９年６月く

らいになる予定でございますが、そのため次回の都市計画審議会において、正式に諮問

させていただく予定でございますので、よろしくお願いします。 

以上で議題（３）「西三河都市計画地区計画の決定」についての事前説明を終わります。 

 

会 長 

 説明が終りました。 

議題（３）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 

各区画の面積はどのくらいになるのか。 

 

企業立地推進室長 

本日、商工課の企業立地推進室として参っております早川です。説明させていただき

ます。大体の面積ですが、一番大きい区画が約９０００㎡強です。そして、その区画の

右側にあるのが５０００㎡強です。そして、その下の区画が６０００㎡強、そして、一

番左側の区画が５０００㎡強ということで、先ほどの論点で申し上げますと、２分割で

きるのは、真ん中の９０００㎡とその下の６０００㎡強ということになります。 
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岩瀬委員 

安城碧南線から区域に入るとすると、この５０００㎡強と６０００㎡強のところだけ

ということでしょうか。この工業団地に入ろうとすると、安城碧南線から入るとすると、

さきほど話のあった５０００㎡強と６０００㎡強のところ、からしかはいれないという

ことなのでしょうか。 

 

都市計画課主幹 

ここにつきましては、南側から来て、左折して入ることはできます。ただ、北側から

来て右折で入る方向は規制をするような方向性で考えておりますし、また、地区内から

右折で南側へでる、こういった方向でも規制を考えております。 

 

企業立地推進室長 

補足説明させていただきます。ただいま説明がありましたが、まず、国道２３号の北

側の進入する箇所につきましては、現在公安と協議をしておりますので、そういうふう

に規制をかけれられればいいなと考えているところです。なお、そのもう少し北側にあ

ります、うどん屋のある交差点ですが、現在、信号自体は変則交差点になっております

が、こちらを改良いたしまして、２現示という普通の十字交差点に近い形にしていくこ

とで、そこをメインの出入り口にしていきたいと考えております。さらに、その間にあ

ります花ノ木用水の脇の道路についてですが、そちらは車を通れなくする予定で進めて

おります。 

 

中川委員 

２０日に説明会をされたとのことですが、地権者、地元とやられたと思いますが、こ

ちらででた意見につきまして、差し支えなければ聞かせていただきたい。 

 

都市計画課主幹 

発言のあった意見につきまして、都市計画の内容についての意見というのはほとんど

ございません。発言があったのは、交通の関係や、実際の工事中の通学路の問題ですと

か、くる企業による騒音ですとか、そういうものがどうなるのかといった心配の声はご

ざいました。そういった意見があったことを報告させていただきます。 

 

中川委員 

そうしますと、地権者の方からはほぼ、ほとんどの方から同意を得ているというふうに

理解してよいわけでしょうか。 

 

企業立地推進室長 
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現在、こちらの東地区に関しましては先ほどの調整区域ということでございまして、

調整区域の場合は、農振除外を先ずしなければならないということになりまして、それ

につきましての開発同意につきまして、今回のエリア全てにおいて同意を得ております。

今後買収単価等を示して、契約へと移行していくという段階でございます。 

 

野々山委員 

配布されております資料でいうところの８ページですが、工業団地が形成されてから

は大型車が出入りすることになると思いますが、今の県道からの乗り入れ口は、２３号

から近いところから一箇所と、いずみ庵さんからの交差点の二箇所、特に、図面で言う

ところのアとかウという表現になりますが、ここの部分は地区外になると思いますが、

この南北の市道は拡幅して、今回の地区としては二箇所の進入路を設けるといった理解

でよろしかったでしょうか。 

 

企業立地推進室長 

いま言われたとおり、アとウは地区外になりますが、そこの交差点も、当然そこから

南下する区間、安城碧南線までの区間については道路改良いたします。そこからがメイ

ンの出入り口と考えていただければ結構です。 

 

野田委員 

この図面を見ますと、現在ある道路を新たな区画が飲み込む形になるのか、共用で整

備するのか、閉じられたものとなるのかといったことが１点。それから、計画高がどれ

くらい高くなって、２３００ｍ3 の調整池で十分対応できるのかっていうあたりを教え

ていただけないでしょうか。 

 

都市計画課主幹 

この地区内の道路については市道の認定をして、一般の方も通れるような、一般の道

路施設になる予定でございます。当然、先ほど言われました、こういう交差点から一般

の車も入れますし、こちらにも道路があるのですが、こういったところとも接続して、

道路として接続するような形になります。調整池につきましては、この河川の管理者と

調整をいたしまして、この面積の中で容量を確保していくよう調整しております。高さ

に関しましては、ほとんどが田になっていると思いますが、接続する道路等がございま

すので、その接続道路に関しましては、その接続する道路に合わせるかたちをとること

になりまして、実際の敷地の中の造成高につきましては、まだ現状では決まってはおり

ませんが、道路より高めの設定になるかと思います。現状ではまだそこまでの設計まで

は出来ておりません。 

 

野田委員 
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既存の道路と一緒に整備されるということは、通学路等でしっかりした道路断面にし

ていただいて、歩車分離あるは自転車に対する配慮を十分していただく必要があると思

います。それと、新たに道路ができますから、東西南北、自由に通行できるようになり

ますと、大型車と自転車等、いろんな交通事故の危険性が非常に高いような気がします

ので、そのあたりもぜひ、ご配慮いただきたいということですのでよろしくお願いしま

す。 

 

都市計画課主幹 

この図ではちょっとそこまで表現しておりませんが、この道路につきましては、両側

に歩道をつけることにしまして、ほかにつきましては、全て、片側ですが、歩道をつけ

まして、歩車分離をするような形を検討しております。 

 

会 長 

 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「安城市都市計画マスタープランの中間評価について」事

務局より説明をお願いします。 

 

都市計画課主幹 

それでは、議題（４）「安城市都市計画マスタープラン中間評価」につきまして報告

させていただきます。 

この報告につきましては、今年度第１回の都市計画審議会でも、少し触れさせていた

だきましたが、計画策定から５年が経過し、上位計画の変更、社会情勢が著しく変化し

ていることを考慮しまして、中間評価を実施し、都市計画マスタープランの今後を検討

していくという旨をお伝えしておりましたが、その中間評価を実施しましたので、その

結果を報告させていただくものです。  

 本日の報告は、画面上の４点で構成いたします。まず「安城市都市計画マスタープラ

ン」についておさらいさせていただきます。次に、都市マスの「中間評価」につきまし

て実施方針などを説明いたします。そして、「中間評価の実施結果」を報告いたしまし

て、 後に都市マスの今後の検討としまして「都市計画マスタープランの策定」につい

て報告いたします。 

それでは、まず「安城市都市計画マスタープランについて」説明いたします。「都市

計画マスタープラン」とはどういうものか、ということと、現在策定されている安城市

都市計画マスタープランの内容について簡単に紹介いたします。 

まず、都市計画マスタープランとは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を

定めるものです。安城市では、おおむね２０年後の都市の姿を展望しつつ、おおむね１

０年後の平成３２年を目標年次として、よりよい都市づくりの総合的な方針を定めたも
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のとなっています。 

 こちらは安城市の都市マスの抜粋となりますが、将来都市像と都市づくりの理念とし

て「市民とともに育む環境首都・安城」、これを実現するために目指す「基本目標」、平

成３２年における将来人口「１８７，０００人」を見据えた構成となっています。 

 次に、都市計画マスタープランの位置づけですが、「都市計画区域マスタープラン」

これは県が作成するものですが、安城市の場合には「西三河都市計画区域マスタープラ

ン」が対象計画になります。これと市の「総合計画」の２つの計画を上位計画とし、そ

の内容に即するものとしています。 

先ほど、都市マスで定めた将来都市像・都市づくりの理念を紹介させていただきまし

たが、その下に将来都市像を都市整備面で実現するための「都市づくりの基本目標」を

５つ掲げております。これらの基本目標を達成するために、「土地利用」、「交通体系」

などの分野において都市整備施策を推進することとしています。 

よって、これら５つの基本目標の達成状況を確認するためには、都市整備施策の進捗

状況を把握する必要があります。 

また、基本目標の中で、真ん中赤い部分にございます「個性ある都市拠点の育成と歩

いて暮らせる集約型の市街地形成」につきましては、国などが推し進めるコンパクトシ

ティの政策と密接に関連する基本目標でございますので、中間評価の中でも、土地利用

の現況評価を行い、その実現状況を確認しております。 

 また、都市マスでは、先ほど紹介いたしました「将来人口」など、基本目標を達成す

るための指標を整理しています。人口、工業、商業の観点でそれぞれ「将来人口を１８

７，０００人」、「製造品出荷額を１兆６，６００億円」、「小売吸引力を１．０００」と、

この３つを指標と整理しています。 

 この中で、「小売吸引力」につきましては、あまり聞きなれない言葉でございますの

で説明させていただきます。この「小売吸引力」とは、画面下にのせておりますが、「安

城市の一人当たり小売販売額」を「愛知県平均の一人当たり小売販売額」で割ったもの

となります。この「小売吸引力が１を超える」場合、「安城市の一人当たり小売販売額」

が県平均を上回ることとなりますので、「他の市や町から安城市に買い物に来る人が多

い」と判断されます。逆に「１未満」の場合は、他の市や町に買い物に行く人が多くな

るということになり、平成１７年時点では、０．９７４と他の市や町に買い物に行く人

が多い状態から、１．００という、来る人と行く人が同じになるような目標としており

ます。 

 都市マスの基本目標の達成状況を確認するためには、これら３つの指標の推移を把握

する必要があります。 

 次に、「中間評価」について説明いたします。 

本市は、大きく２つの視点で都市マスの中間評価を実施しました。 

まず、１点。さきほどの基本目標の達成状況確認です。これは、基本目標の指標であ

る「人口」、「工業」、「商業」の観点で、基本目標の達成状況を確認いたしました。 
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次に、基本目標に資する取り組みの進捗状況確認です。これは２つに分けて整理を行

っておりまして、まず、「都市整備施策」の基本目標達成のため推進する２－ア「都市

整備施策」の進捗状況を確認いたしました。 

また、基本目標のうち、２－イ「歩いて暮らせる集約型の市街地形成」に関しまして

は、施設・居住の集積を確認することで、「歩いて暮らせる集約型の市街地形成」の実

現状況を確認しています。 

 次に、中間評価の実施結果につきまして報告いたします。 

 まず「基本目標の達成状況」につきましては、人口・工業・商業に分けて報告いたし

ます。 

 １つ目の人口につきましては国勢調査の人口を元に評価しております。 

計画策定時点で 新の国勢調査データであります平成１７年に１７０，２５０人であっ

た人口は昨年度の国勢調査では１３，９１３人増加し、１８４，１６３人に増加。また

今後も目標値である１８７，０００人を上回る可能性があることから、人口については

「順調に増加しており、目標達成が前倒しされる可能性が高い」と判断されます。なお

グラフのグレーの小さな点は、住民基本台帳の人口を参考に載せておりますが、 新の

１１月１日現在では１８６，８１２人と、ほぼ計画人口である１８７，０００人に到達

しております。 

 次に工業、製造品出荷額です。こちらも計画策定時から平成２６年までに３，６３６

億円増加し、１兆７，９７９億円に増加しており、「製造品出荷額は順調に増加」。また

今後も、都市マスの目標年次である平成３２年に目標値である１兆６，６００億円を上

回る可能性が高いことから「目標達成が前倒しされる可能性が高い」と評価しておりま

す。 

次に商業の小売吸引力です。こちらも計画策定時から平成２６年までに＋０．０３３

改善し、１．００７に改善しております。 

また今後も目標値である１．０００を上回る可能性があることから、小売吸引力につ

いても「順調に改善しており、目標の達成が見込まれる」と判断しています。以上から、

人口・工業・商業の視点では、「いずれも順調に増加・改善しており、目標年次である

平成３２年よりも前倒して目標達成が見込まれる」と評価しています。 

 次に、基本目標に資する取り組みの進捗状況としまして、都市マスの基本目標に資す

る都市整備施策の進捗状況につきまして確認を行いました。 

 都市計画道路、自転車道、公共交通、下水道、公園緑地、市街地整備につきまして、

計画策定時からの進捗を確認しています。 

６つの都市計画施策、とも数値が増加・改善しており、いずれの都市整備施策も順調

に進捗していると判断しております。 

また、これらの指標は直接的な整備進捗を示すものでございますが、直接的な指標で

はなく、間接的に関連が考えられるアウトカム指標についても整理をしております。こ

ちらが都市整備施策に対するアウトカム指標になりますが。例えば、下水道の整備に関
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連するアウトカム指標として、「下水道普及率」の動向を確認しておりますが、下水道

を整備するという施策の、具体的な効果が「下水道がどれだけの家庭に普及したかとい

う」「下水道普及率」に現れるとした指標でございます。 

これらを、５つのアウトカム指標で確認しておりますが、いずれも指標としては向上

していることが確認され、事業進捗ととともに一定程度の事業効果が発現しているもの

と考えられます。 

 次に、「歩いて暮らせる集約型の市街地形成」の実現状況を確認しました。これは、

生活に必要な施設が、歩いて暮らせる範囲にどれだけ集積しているか、人口がどれだけ

コンパクトに集積しているかを確認したものです。 

ここで「歩いて暮らせる集約型の市街地」をどのように定義したかを説明いたします。

これは、生活利便施設である医療施設、福祉施設、商業施設、教育、交流施設、鉄道駅・

バス停、公園など、これら施設が徒歩圏内にそれぞれ１施設以上ある土地と定義してい

ます。 

これらの生活利便施設の集積状況を点数化し、市街化区域が「歩いて暮らせる集約型

の市街地」を形成できているか評価いたしました。 

 生活利便施設の集積状況につきましては、凡例のおおむね黄色、橙、赤色となってい

る土地は、生活利便施設が徒歩圏内におおむね１施設以上ある土地と判断できる場所に

なります。 

 赤枠で囲われている「市街化区域」、のうち、工業専用地域以外の市街化区域におい

て、ほぼ黄色以上の着色となっており、生活利便施設が十分に集積していることがわか

ります。この点で、「歩いて暮らせる集約型の市街地形成」が、「市街化区域」を中心に

進んでいると判断できます。 

 また、居住、人口の集積状況を国勢調査結果を元に確認しております。人口が一定密

度集積している「人口集中地区」緑色で着色された部分ですが、人口集中地区の９５％

が赤枠で囲った市街化区域のうち工業系の地域以外に集積し、集約型の居住地形成が進

んでいることが確認されました。 

 これらの結果を中間評価の実施結果としてまとめました。 

１「基本目標の達成状況」に関しましては、「人口・工業・商業いずれも目標達成見込

みであり、前倒しで達成させる可能性が高い」と評価し、 

２－ア「基本目標に資する取り組みの進捗状況」についても、「いずれの都市整備施策

も順調に進捗」し、２－イ「歩いて暮らせる集約型の市街地形成」についても集約型の

市街地形成が進んでいると評価できます。 

これらの結果から、「都市計画マスタープランの策定」について 

現在、平成２２年の都市マス策定から５年以上が経過し、平成２８年には安城市第８

次総合計画策定、西三河都市計画区域マスタープランの改定などの「上位計画の変更」

があり、「人口減少社会到来の確定」、「リニア中央新幹線の開業」、「都市再生特別措置

法改正に代表される、国のコンパクトシティへの強力な推進」などの「社会情勢の著し
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い変化」があり、都市づくりをとりまく環境が変化していることに加え、 

中間評価の結果からも、目標達成が前倒しされる可能性が高いことから、目標年次で

ある平成３２年が到達する前ではございますが、次期都市マスである第３次都市計画マ

スタープランを前倒しして策定していきたいと考えております。 

なお、次期都市マスについては、平成２９年から平成３０年の２ヵ年を策定期間とし、

平成３０年度中には、第３次都市計画マスタープランとしてまとめていきたいと考えて

おりますので、委員の皆様にも策定のお手伝いをお願いする場合もあるかと思いますの

で、よろしくお願いします。 

以上で議題４「安城市都市計画マスタープランの中間評価について」の説明を終わり

ます。 

 

会 長 

 説明が終わりました。 

議題（４）の「安城市都市計画マスタープランの中間評価について」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。 

 

野田委員 

幾つかあるんですがまず人口の人数だけで評価されていますけども、これが社会増な

のか、自然増なのか。バランスよく成長しているのかっていうあたりをしっかり捉える

必要があるように、特に、例えば進学で転出した人がちゃんと戻ってきてくれているの

かとか、あるいは、就職のために入ってきた人がずっと居ついてくれているのかとか、

そういう中身をもう少しみていただく必要があるような気がします。 

それから公共交通については、路線数だけで議論されていますけども、その中身が本

数なり、ちゃんとした充実になっているのかっていう点、あるいは下水道も 近、他の

市では、アウトソーシングといいますか自分のところでは、運営できないというような

問題も出てきているわけですけども、そういうことも含めて、成り立っていくのかって

いうところも、検討していただきたいという気がします。 

それから先ほどの歩いて暮らせるというところでは、一つの、例えば公共施設からの

人数だけでこう示してあるわけですけども、本来、理想としては、歩いて行けるところ

に多くの公共施設があって、車を使わなくてもいけるというのがやっぱり基本のような

きがします。今のように分散して医療施設があってそこからの人数は医療施設はいける

んだけども、買い物はといったときにそれが達成できないというようなアンバランスが

ないのかっていうあたりも重要だと思いますし、当然人口密度が高ければそれだけ利用

者数っていいますか利用できる人も、高いわけですけども、それを、もう少し、地域ご

とに分けて、検討してみる必要があるのではないかというころ、ぜひ御検討をお願いし

たい。 

 



 18

都市計画課主幹 

中間評価について、御指摘をいただきましてありがとうございます。 

初の人口の増加の中で、人口の全体をだけではなくて社会増や自然増についても、

評価するべきだという御意見でございましたが、今回全体の人口としての評価をさせて

いただいたのは、当初の策定の時点で、そもそもその自然増社会増ということでの設定

をしておりませんでしたので、今回の中間評価の中では、そこまでを見込むことができ

ませんでしたが、そういった指摘に関しましては、次期の都市計画マスタープランの策

定の中では、そういった観点も取り入れた計画の策定をしていかなければならないとい

うふうに考えております。 

そのほか、公共交通の路線数の評価ですとか、下水道の部分につきましても、できれ

ば次期の都市計画マスタープランの策定の中では、御指摘いただいたような内容につき

ましても考慮をして策定をしていきたいと思います。 

また、歩いて暮らせる市街地形成ということで、個々の土地に着目して、もっと地区

ごとに詳しく、見るべきだというふうな御指摘だと思いますが、安城市全体でそういう

ことを個々の土地に着目してということにつきましては、かなり時間をかければできる

と思いますが今回につきましては、ある程度、規則化をして、それを点数化をするとい

うことの中で、少しマクロ的な考え方になってしまうかもしれませんが、こういった点

数化をしておおむねの集積状況を判断する材料にしたということでございます。これに

つきましても、次期の都市マスの策定の中では、そういった部分につきましても考慮に

入れて、策定をしていきたいと思います。 

 

深谷委員 

只今中間評価報告を伺ったんですけども、昨年度今の第８次総合計画が承認可決され

て、そしてまた同じ時期に地方創生法の関係でまち・ひと・しごと総合戦略が策定され

ていろんなそこで目標値というのが設定されておるわけであります。そうして今回第８

次総合計画の中で私は変わっていいなと思ったのは、従来まで 8 年間という長期計画が

一つの指標できたものがやはり社会情勢等の変化でそれぞれ見直ししてかなきゃいけ

ないじゃないかということで毎年実施計画や何か作って、期中でローリングをするよう

な、そういう指標のとらえ方に変わってきたと思うんですね。 

やっぱりそういう行政の中でも長期にわたってこれは普遍的な目標だというものは

それぞれでいいんだけどもやはり社会情勢によってその都度考えなきゃいけないって

いう事を上位の計画である総合計画のほうでとっておるならば、やっぱりこうした都市

計画においても、その目標設定のとらえ方というのは同じようにしていくべきではない

かなと思います。 

それから、さっき言ったように総合計画があって総合戦略があってそれからマスター

プランがあってそれぞれ指標があるわけですけど、それぞれが担当する領域が非常にわ

かりにくくなっているところを私はちょっと感じ感じます。だから、もしそういったと



 19

ころできちんと謳われているものであるならば、ここはどういうふうに差別化した指標

を進捗状況としてウォッチしていくのかとか、そういったことの考え方が非常になると

思うんですけど、そういう点について御意見がお聞かせいただきたいと思います。 

 

都市計画課主幹 

総合計画については８年で、指標につきましても柔軟な形で今お示しをしておるかと

思います。 

総合計画につきましては８年という期間になりますが、都市計画マスタープランにつ

きましては、２０年後を見据えて１０年後の目標値を立てるということが法に規定をさ

れております。 

そこへ総合計画と都市計画マスタープランとそういった目標年次に差があるんです

が、都市計画マスタープランの方が、もう少し先を見るような計画を担っていますので、

なかなか具体的にその指標設定というものが難しい状況ではあるんですが、現在の都市

マスにつきましてはそういう形で、既に策定がされておりますので、こちらにつきまし

ても、次期都市マスの策定の中では考慮に入れていきたいというふうに、考えておりま

す。 

あと、総合計画ですとか総合戦略あるいは都市マスということで領域がいろいろわか

りにくくなっておるという御指摘でございますが、都市マスにつきましてはあくまでも

都市整備の部分でのマスタープランということになりまして、こちらも一応法律に規定

をされておりまして、その中で、策定をしておるものでございます。 

他の計画との領域がわかりにくい部分もあるかとはございますが、都市整備部分に、

につきましては、1番の基本的な方針になるものでございますので、御指摘のようにな

るべくわかりやすい形にはしていきたいと思います。 

 

石川委員 

会長からちょっと御指名ですので、私は第１次と２次と両方とマスタープラン、関わ

らせていただいたのですけれども、この先はですね、やっぱりさっきおっしゃったミク

ロになるような作業部会か何かをつくってきっちりやってかなきゃいけないかなと思

います。さきほど野田先生おっしゃったように調整池も、今までと違ってやっぱり集中

豪雨もかなり想定をはるかに超える豪雨が襲ってきますよね。あと、道路も安全性もそ

うなのですけれども利便性で今のところもかなり右折ができて渋滞してしまうとこが

たくさんあります。ですからそういういろんなことを総合的に考えてやっていかなきゃ

いけないなと思います。皆さん御承知のように夕張市はですね、財政破綻をしました。

ですから、人口が増加して行け行けどんどんというのはもう少しちょっと、今から先は、

しっかりと考えていかないとそういうことになりかねないこともあるのかなというふ

うに思います。やはりですね、総合的に、いろんな部署で三河安城駅があって安城駅が

あって、新安城があって桜井駅があって、一つの町、人口が集中してきているというと
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ころは予定通りなんですけれども、本当に一つ一つのところでしっかりした作業部会を

つくってどうあるべきだろうと農業工業それから警察の方の御意見、全部聞きまして、

次回はしっかりやるべきであろうと、そんなことをちょっと感じました。以上です。 

 

会 長 

 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、次回の審議会の開催予

定についてですが、第４回の審議会の開催は、平成２９年２月中を予定しております。

議題につきましては、先ほど事前説明致しました、「西三河都市計画地区計画の決定に

ついて」などをご審議いただく予定をしております。このことについて、日程等詳細が

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。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。よろしいでしょうか。それではこれをもちまして、平成２８年度第三

回都市計画審議会を閉会致します。本日は誠にありがとうございました。お帰りの際は、

お忘れ物のないように、また、交通安全に十分にお気をつけてお帰りください。 


