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平成２８年度第４回安城市都市計画審議会 議事録 

日 時：平成２９年２月２２日午後１時３０分～ 

           場 所：北庁舎６階 第２議会会議室  

 
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４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「西三河都市計画榎前工業団地東地区計画の決定につい

て」の資料が一式と、別添資料②とあります、資料の頭に「西三河都市計画下水道の変更

について」と書かれた資料が一式でございます。資料確認は以上ですが、お手元にござい

ますでしょうか。 

続きまして、欠席の委員の方をご報告させていただきます。本日、５名の方から欠席の

ご連絡を頂いております。欠席されるのは、深谷委員、中川委員、杉浦英彦委員、野々山

委員、旭委員の５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なか、平成 28 年度第 4回安城市都市計画審議会

に御出席をいただきましてまことに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御高配をいただいておりまして、厚く御礼申し上げます。 

来月 2 日より 3 月議会定例会が始まりますが、この時期の審議項目の重要なものといた

しまして、平成 29 年度の当初予算がございます。新聞にも過日大きく載っておりましたの

で概要の一端を御存じかもしれませんが、せっかくの機会でございますので私のほうから

御紹介をさせていただきます。 

平成 29 年度の一般会計は市制施行 65 周年を迎えるとともに、アンフォーレのオープニ

ング元年などの節目の年となります。平成 28 年度はこのアンフォーレの建設があったこと

もございましたので、29 年度予算は、約 60 億減の 668 億円となります。しかしながら、こ

の金額は、それでも過去 2 番目の規模でございまして、少子高齢化対策のため、民生費が

245 億円と、昨年度よりも 5ポイント増え、全体の 36.7％を占めるに至っております。2番
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目が教育費の 109 億円で 16.4％、3番目が土木費の 105 億円で 15.8％、となっております。 

トランプアメリカ大統領の就任に象徴されますように、保護貿易主義の台頭の懸念もあ

りまして、今後の経済情勢の見通しも困難な中で、トヨタグループを初めといたします、

ものづくりの盛んな当地域もその税収が不透明なものとなってきておりますが、将来の種

まきをきちんとしてまいりたいたいと考えております。その点もしっかり議論してまいり

ます。 

さて、本日の議題といたしましては二つございまして、一つ目が、西三河都市計画地区

計画の決定についての諮問。二つ目が、西三河都市計画下水道の変更についての、こちら

は事前説明でございます。以上 2 点ございます。委員の皆様方におかれましては、慎重な

御審議等活発な御意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

簡単でございますが、以上で挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうご

ざいます。 

 

都市整備部次長 

 ありがとうございました。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４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 博幸委員と岩瀬 英行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）「西三河都市計画地区計画の決定」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。よろしくお願いします。 

議題（１）西三河都市計画地区計画の決定について、諮問させていただく内容について

ご説明申し上げます。着座にて説明させていただきます。 

お配りしております別添資料①をご覧ください。西三河都市計画地区計画の決定 括弧、

安城市決定 都市計画榎前工業団地 東地区計画を次のように決定する。とありますが、

こちらが、今回諮問させていただきます計画の計画書になります。 

この計画内容につきましては、今年度第３回の審議会において、事前にご説明しており
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ますが、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。計画書の内容としまして、名称、榎前工業団地東地区計画、位置、

安城市榎前町井杭山の一部、面積が約 3.6 ヘクタールでございます。 

資料２枚目をごらんください。総括図になりますが、計画位置は、安城市榎前町で、国道

２３号 和泉 IC、都市計画道路安城碧南線との交点の 北側の位置になります。 

現況は農地でございますが、幹線道路の沿線で、インターチェンジにも近く、工業地と

しての土地利用を図るうえでは、交通利便性が非常に高いということで、この地区の土地

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ことを、土地利用の方針としております。 

資料２枚目の裏面をごらんください。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が、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、３箇所の道路を配置し、緑地と

して、緑色の部分になりますが、地区周辺との緩衝帯の機能も見込みまして、地区の周囲

を囲むように５ｍの幅で、４箇所、計約３３３０ｍ2を配置、公共空地として赤色部分にな

りますが、調整池、面積約２３００ｍ2を配置しております。 

資料１枚目計画書の裏面をごらんください。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 建築物としては、製造業に属する工

場施設、又はそれに関連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として火薬類、石油類、ガス類等、商業地域で建築できない工場の

一部として.革製品、Co 製品など、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

で定める２００％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敷地として

低これだけの面積の土地でなければならないという制限ですが、３０００ｍ2としており

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、計画の内容となります。 

なお、ただ今説明申し上げました「西三河都市計画地区計画の決定」につきましては、

その内容について、愛知県との事前の協議を行い、平成２９年１月１８日付けで、「異存な

し」との回答をいただいております。また、去る２月２日より２月１６日までの２週間に

渡り縦覧を行いましたが、縦覧者、意見書の提出ともになかったことを、併せて、報告さ

せていただきます。 

なお、本審議会にてご審議いただいたのちに、愛知県知事あてに正式な協議を行ったあ

と、 終的な決定の告示につきましては、７月を目処に行う予定をしております。以上で

議題（１）「西三河都市計画地区計画の決定」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。 
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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 

1 枚目の裏側ですか、建築物等に関する事項の容積率・建蔽率・敷地面積・壁面の位置の

制限・垣さくの構造の制限、これらの項目や内容は普通のことで、特にここが厳しくなっ

たということはないという理解でよろしいでしょうか。 

 

都市計画課主幹 

容積率建蔽率につきましては、特段厳しいということではないんですが通常、工業系の

用途地域では容積率は 200％なんですが、それよりはやや厳しいといいますか、大きな建物

は建てれないような制限として 150％としております。それとですね、通常の工業系の地域

におきましては 低敷地面積というのは決めてはいないんですが、この地区につきまして

は、あまり小さな工場にならないようにということで 3000 平方メートルという 低の敷地

の面積を決めております。壁面とか柵とか通常の地域では定めないんのですが、今回の地

区計画を定めるような区域では、通常こういった制限を加えておりますので、計画的に工

業用地として整備をしていく場所については、こういった制限というのは、地区計画で通

常掛けていく内容になると考えております。 

 

野田委員 

調整池というのは、どの範囲内の水を溜めることになるんでしょうか。要は農地を潰し

て、それで盛り土をして、造成されるんでしょうけども、そうしますと、今まで農地で受

け持ってた雨水貯留の分がなくなるわけだが、この調整地の規模で十分かどうかというこ

とです。 

 

企業立地推進室課長補佐 

商工課企業立地推進室中川と申します。調整池の考え方について御説明をさせていただ

きます。調整池については、農地の部分を潰して工場が立地しますので、今まで農地に溜

まっていた雨水が流れ出てくることになります。このことから、流出分は全て計算でです

ね、30 年に一度降るぐらいの強度の雨を想定いたしまして、こちらの調整池に一度溜めて、

そこから、絞って下流へ流す計画をしております。 

また、下流水路の流末は愛知県の 2 級河川長田川へ通じて放流されるのですが、そちらの

長田川の方の流れる量も勘案しまして放流量は決定しておりますので、こちらの調整池で

調節するという対策をとっております。 
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岩瀬委員 

現在手続きを進めている地区計画のとなりの地区、国道２３号線を挟んだ西側について

はいつごろ手続きに入るのでしょうか。 

 

都市計画課主幹 

今の時点ではまだスケジュールっていうのは全然決まってはないんですが、今の地区計

画の手続きスケジュールと重複しては策定することはないものですから、少なくとも来年

度の 7月以降で手続を開始していくことになります。 

 

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（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）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「西三河都市計画下水道の変更」について、事務局より説明

をお願いします。 

 

土木課長 

土木課長の山下と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議題（２）「西三河都市計画下水道の変更」について、お手元の資料とスクリ

ーンのパワーポイントを使用して説明させていただきます。着座にて説明させていただき

ます。 

それでは、宮前ﾎﾟﾝﾌﾟ場計画について、原案の説明をさせていただきます。 

まず、名称は宮前ポンプ場としています。次に位置ですが安城市安城町社口堂地内とし

ています。詳細の場所につきましては後ほどご説明します。この「西三河都市計画下水道

の変更」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。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。  

それでは、 初に都市計画決定の必要性についてです。都市計画法第 4 条第５項および

都市計画法第１１条第１項第３号にて、下水道は都市計画に定められるべき都市施設の一
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つであるとあります。また、都市計画法第１３条第１項第１１号で、市街化区域では、都

市施設として少なくとも下水道を定めるものとされています。 

宮前ポンプ場は、安城市公共下水道全体計画にて計画しているポンプ場施設であり、本

計画地区は、都市計画の市街化区域であることをから都市施設としての位置づけが必要と

なります。ポンプ場の計画理由は、まず１点目として、宮前地区の地形がすり鉢形状であ

り、雨水が集中しやすいため、短時間の集中豪雨などでは、浸水被害が発生しやすい地区

であること。 

２点目としては、放流先の勢井前第一雨水幹線の高水位より、現況地盤が低い窪地のた

め、ポンプ施設による強制排水が必要な地区であること。以上が主な理由となります。宮

前地区におきましては、浸水対策としてポンプ場の整備などの対策を進めてまいりました

が、昨今の異常気象による集中豪雨などの増加により、浸水被害が発生しているのが現状

でございます。なお、本計画は、浸水常襲地区である宮前地区の被害軽減を図ることを目

的としております。 

それでは、本計画の説明に移らせていただきます。このスライドの画像は、勢井前第一

排水区周辺の図になります。緑色の線は、勢井前第一排水区を表しております。主な排水

路として、中ほどに水色で示した勢井前第一雨水幹線があります。さらに、勢井前第一排

水区には、青色で示した秋葉公園調整池および安祥閣調整池があります。その他、勢井前

第一排水区の周辺にある主な施設には、安城コロナワールド、安城南部小学校、県営秋葉

住宅などがあり、その位置関係を示しています。このような位置関係の中、本日ご説明さ

せていただく施設は、赤色で示しております。宮前ポンプ場の追加変更でございます。 

次のページでは、スライドの赤色表示をしている部分を拡大して、説明したいと思いま

す。このスライドは、宮前ポンプ場付近を拡大したものになります。現在の宮前ポンプ場

は、緑色で示している区域となります。また、左下の写真は、既存施設を示しております。

赤色で示している区域が拡張予定地となります。また、右上の写真は、拡張予定地を示し

ております。この既存施設と拡張予定地をあわせた青線で囲んでいる区域について、都市

計画の位置決定を行いたいと考えております。場所は、冒頭にもご説明させていただきま

した安城市安城町社口堂地内になります。敷地面積としては、約１,１２５m2 となります。 

次に、宮前地区の事業経緯および必要性について、説明をさせていただきます。まず、

宮前地区の事業経緯ですが、平成１１年６月の豪雨以降、宮前地区では平成１２年度、平

成１３年度の 2 ヵ年に渡ってポンプ施設の新設を行いました。平成１３年８月に上陸した

台風による浸水被害が発生したことから、再度、宮前地区の浸水状況の調査および対策検

討を進め、平成１７年度にポンプ施設の増設を行いました。この整備により宮前ポンプ場

は、 大で毎秒１tの排水能力を有する施設整備が完成しました。平成２６年度には、南部

保育園臨時駐車場を、浸水区域内の車両を対象とした臨時待避場として整備を行いました。 

平成２７年度には、道路冠水を検知し浸水状況を知らせる道路冠水計を設置し、周辺への

情報伝達施設を整備し、浸水による被害軽減に努めました。しかし、ポンプ等の整備以降

も、宮前地区の浸水被害は頻繁に発生する状況が継続しており、浸水対策が必要な地区で
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あり、平成２７年度に、宮前地区の浸水対策検討業務を実施し、ポンプ排水施設の基本計

画を立てました。 

平成２７年度の業務委託において、宮前地区のシミュレーションの検証結果について、

説明させていただきます。まず、現在の宮前ポンプ場 の検証結果になります。現在の宮前

ポンプ場は、 大で毎秒１tの排水能力を有しておりますが、下図の断面図からも読み取れ

ますように、黒線の地表面より水色の水位線が突出しており、５年確率降雨における雨水

量に対して排水能力が不足しております。上図の平面図にて、浸水範囲を青色のグラデー

ションで示しております。また、過去の浸水実績と整合を行ない、実績と相違ないことを

確認しております。次に、現在整備計画を進めている増設後の宮前ポンプ場 における検証

結果になります。増設後の宮前ポンプ場は、 大で毎秒３tの排水能力を有する施設の整備

計画をしております。下図の断面図からも読み取れますように、黒線の地表面から突出し

ていた水色の水位線が下がっており、降雨時における雨水量に対し効果を発揮しているこ

とを確認しております。増設整備後の宮前ポンプ場は、上図の平面図の浸水範囲を示した

青色のグラデーション表示がなくなっていることから、本地区における浸水被害の軽減を

見込むことができると認識しております。 

スケジュールについてですが、先ほど、事業経緯で説明をさせていただいた整備を経て、

平成３０年度以降は、施設設計および現地測量を進め、平成３１年度に工事施工着手を行

なうことを目標に、宮前ポンプ場の整備計画を進める予定をしています。 

以上が「西三河都市計画下水道の変更」原案および計画立案の内容になります。この原

案および計画立案の内容につきましては平成２８年１２月１９日に地元説明会を実施して

おります。また、平成２９年４月に原案の縦覧公告を行なう予定をしております。 

本計画の 終的な決定の公告につきましては、平成２９年９月頃になる予定でございま

す。これらを踏まえまして、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、ご審議のほどよろしくお願いいたします。今回、資料には記載し

ておりませんが、西尾町内会におかれましては、住民手づくりハザードマップを作成し、

マップを活用した大雨行動訓練などの自主防災活動を行ない、日々の訓練を行なって見え

ます。以上で議題２「西三河都市計画下水道の変更」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（２）の「西三河都市計画下水道の変更」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。 

 

野田委員 

2 点教えていただきたいんですが、先ほどの御説明の中に下水道ということで、雨水だけ

を取り扱うのか合流式で両方を扱うということなのかっていうことが 1点目。 

 それから、シミュレーションによるいろんな現況の浸水状況が推計されているんですが、
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断面がちょっとわかりづらかったということが２点目。要はポンプ場を設置したんだけれ

ども、例えば設置する前といいますか改良の前は右下のところに浸水想定地区があるんで

すが、改良後はなくなっている。ポンプ場は 1番濃いところに設置するということでした。

下段の断面図を見ると、左から右のほうに流れていくっていうことなのですが、どのよう

な水の流れで浸水が解消されるのか教えていただきたい 

 

土木課長 

今説明させていただきました勢井前第 1 雨水幹線につきましては、5 年１の降雨強度で整

備が終わっております。さらに、こちらの雨水幹線の下流になります鹿乗川つきましては

将来計画は 30 年１の降雨強度で整備される予定です。しかし、今回の宮前地区につきまし

ては、床上浸水の実績もあるということなので、５年１を想定して強制排水するというこ

とで床上浸水しないようにすることを目指しております。 

浸水想定図において一部、被害が出ておったところにつきましては、５年１の確率にお

いては今回設置するポンプが稼働すれば、解消されることになります。ただ、これはあく

までも５年１で算出した 56 ミリの降雨強度で対応するということで計画しておりまして、

昨今頻発しているような 100 ミリ程度のゲリラ豪雨が降ると、既存の排水設備でどの程度

対応可能なのか不明確なことも出てきておりまして、このような不安要素には今後とも慎

重な観察・検討をしていくことが必要だと考えておりますが、現時点でまず対応できるこ

とが、ポンプ施設を３トンに増やす事が重要であると考えておりますのでよろしくお願い

いたします。 

 また、一点目の質問につきましては、下水と雨水を分けて処理する分流式を採用してお

りますのでよろしくお願いします。 

 

岩瀬委員 

毎分１トンを毎分 3 トンにしていくのはわかりました。しかし、下流の鹿乗川が完成し

ていないので、途中で溢れて農地などが水浸しになってしまうこと等は想定されるのでし

ょうか。 

 

土木課長 

先ほど説明差し上げたような豪雨が来た場合、想定を越えるような事態に陥る可能性は

十分あります。しかし、浸水リスクにさらされている資産価値の高い市街地での被害を少

しでも抑えるには、鹿乗川の改修を待つのではなく、勢井前第１雨水幹線の断面までは強

制排水することもやむを得ないという判断をしております。勢井前より下流に比較的低い

土地がある場合、そういったところで浸水を招く可能性は無いとは言えませんが、多くの

人が住む市街地での浸水を少しでも解消することが優先であると考え、計画しております。

また、鹿乗川の改修も、現在、順を追って改修されるときき及んでおりますが、その整備

開始時期につきましても、はやく開始していただけるように県の方へ要請していきたいと
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考えております。 

 

会 長 

 発言が一通り終了しましたので、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）を終了いたします。 

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、来年度の審議会の開催予定についてですが、平成２

９年度第１回の審議会の開催は、平成２９年６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、「西三河都市計画下水道の変更決定について」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。何か、ご質問等ございますか、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４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。 


