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議    事    録 

 

１ 名称 

平成30年度 第３回 石岡市都市計画審議会 

 

２ 開催日時 

平成31年２月19日（火） 午後３時30分～午後４時30分 

 

３ 開催場所 

石岡市役所 ２階202会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

谷口委員，星野委員，石井委員，岡野委員，池田委員，村上委員， 

塚谷委員，佐藤委員，神生委員，菊地委員，高野内委員，足立委員， 

岡本委員 

（オブザーバー：長津氏） 

（事務局：都市建設部菱沼部長，額賀次長，都市建設部都市計画課浅 

田課長，惣野代課長補佐，関口係長，加藤主任，青柳主幹，富田主幹） 

 

５ 疑義 

         ・立地適正化計画の策定について（答申） 

・その他 

 

６ 議事の概要 

議事録のとおり 

 

７ 担当課の名称 

都市建設部都市計画課 

 

８ 議事録 

(1) 開会 

・市長挨拶 

  ・出席者が規定の定足数に達していることを報告（委員18名中13名出席） 

 

(2) 議事 

 



2 

 

■会長 

議事に入ります前に，本日の会議の議事録署名人を指名させていただきます。Ａ委員と

Ｂ委員のお２人にお願いしたいと存じます。 

 本日の審議事項は，昨年度から継続審議している「石岡市立地適正化計画の策定につい

て」ですが，本日をもって最終審議とし，答申を出したいと考えております。 

それでは，まず事務局から説明願います。 

 

■事務局 

 それでは，「資料１」石岡市立地適正化計画（素案）の内容をパワーポイントで説明しま

す。 

 本日の審議会におきましては，主に前回審議会で御指摘して頂いた内容等を踏まえまし

て，立地適正化計画の最終案を取りまとめましたので御説明いたします。 

 まず，前回の審議会でいただきました御意見に対する対応方針につきまして，一覧表で

まとめております。左側から素案のページ数，御意見，対応方針でございます。 

 33ページの南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域の図面について，国道６号バイパスは

南台へ抜けていくが，図面に線すら入っていないとの御意見につきましては，南台・東石

岡周辺の都市機能誘導区域の図面に，国道６号バイパスの線を追加しました。 

39ページから41ページにおいて，誘導施設の機能については記載があるが，誘導施設が

必要である基準についての記載がないとの御意見につきましては，誘導施設の必要性等を

示すため，誘導施設の設定における施設分類の項目で，「集約・充実することが望まれる施

設」と「目指すべき拠点の形成に資する施設」の具体的な施設を明記しました。さらに，

施設分類の考えの後に，施設をどの程度維持していくのかという考えを示すことが必要だ

と思うとの御意見につきましては，公共施設だけではなく，民間施設も含めて施設設定を

しており，維持していく施設の量を示すのは難しいため記載は行いませんでした。公共施

設については，公共施設等総合管理計画の内容に基づき，維持する方針となっているもの

を誘導施設に設定しました。 

41ページにおいて，単純に誘導施設に病院と書いているだけで，地域のカラーが出てい

ない。さらに，誘導施設の表記が○と△だけでは分かりにくいとの御意見につきましては，

誘導施設の凡例の表記を修正しました。○は誘導施設に設定（集約・充実することが望ま

れる施設，既存維持型），●は誘導施設に設定（集約・充実することが望まれる施設，新規

誘導型），□は誘導施設に設定（目指すべき拠点の形成に資する施設，既存維持型），■は

誘導施設に設定（目指すべき拠点の形成に資する施設，新規誘導型），－は誘導施設への設

定なしとしております。 

同じく41ページでは，南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域において，図書館・図書室

は誘導施設に設定されていない。これは東地区公民館の図書室を閉鎖するということかと

の御意見につきましては，公共施設等総合管理計画の方針に基づき，南台・東石岡周辺に
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おいて，図書館・図書室を誘導施設に設定しました。さらに，既存立地の施設はあるが，

誘導施設に設定をしていない同様のケースがないか，見直して検討をしてほしいとの御意

見につきましては，既存立地の施設はあるが誘導施設に設定をしていないケースについて，

見直し検討を行いました。 

 46ページから47ページにおいて，居住誘導区域の設定における濃い青の区域については，

45ページでは「災害危険性」，46ページでは「居住誘導にあたり配慮すべき区域」となって

いる。これは災害危険性があることから，居住誘導をすべきではないということで，同じ

色になっているのか。色については，もう尐し説明があってもいいと思うとの御意見につ

きましては，45ページの図面凡例に「積極的に居住を誘導すべき区域」，46ページの図面凡

例には「居住誘導にあたり配慮すべき区域」として明記しました。 

 58ページ以降において，誘導施策については，非常に具体的に書いている部分と抽象的

に書いている部分があり，全体的にトーンがバラバラなので，確実にやれることに絞った

方が良いと思うとの御意見につきましては，頂いた御意見や庁内関係課との協議を踏まえ

て，施策の記載内容を全体的に見直しました。さらに，確実にできる施策のみに絞ると既

存施策以外に書けるものがなくなってしまうため，今後の方向性を含めて幅広く記載しま

した。さらに，可能ならば，施策ごとに他の自治体でやっている事例が示せればいいと思

うとの御意見につきましては，事例に関して，施策に関連する適切なものを適宜追加しま

した。 

 続きまして，こちらは都市機能誘導区域の総括図になります。ピンク色の線が「市街化

区域・用途地域」で，その中の赤色で示している箇所が都市機能誘導区域です。合計４区

域で変更はございませんが，高浜駅周辺につきましては，区域設定部分の修正がございま

したので，次のスライドより具体的な説明をいたします。 

 こちらが区域設定の修正がありました高浜駅周辺でございます。赤色で囲った箇所が都

市機能誘導区域でございまして，左側が変更前の区域になります。黄色で示しております

高浜小学校の敷地には，土砂災害特別警戒区域がかかっていたため，除外いたしました。 

 続いて誘導施設に関する内容です。各施設分類に対して，具体的な対象施設を追記する

ことにより，どのような都市機能施設の誘導を図っていくのかイメージできるようにしま

した。 

 集約・充実することが望まれる対象施設は医療機能として，病院です。商業機能として

は，スーパーマ-ケットでございます。目指すべき拠点の形成に資する対象施設は福祉機能

として，通所型施設，訪問型施設，小規模多機能施設です。保育機能としては，保育所，

幼稚園，認定こども園，児童館などです。文化機能としては，市民会館や公民館，図書館

などです。商業機能としては，空き家店舗等の施設で，行政機能としては，市役所，支所，

出張所です。観光機能につきましては，観光交流施設で設定しました。 

 続きまして，生活利便性を確保するため各都市機能誘導区域に誘導する施設の設定です。

まず，赤色で囲んでおります凡例を修正しました。○，●のマークが「集約・充実するこ
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とが望まれる施設」で，□，■のマークは「目指すべき拠点の形成に資する施設」として

設定しております。 

 次に黄色で示している箇所についてです。前回の資料では，誘導施設への設定はなしと

記載していた各施設になります。こちらにつきましては，再検討した結果，既に都市機能

誘導区域内に立地している各都市機能施設を維持していくこと，各区域に必要な施設とし

て新たに追加しました。 

 続きまして，居住誘導区域の設定です。これまで，居住誘導区域全体の総括図は示して

いましたが，小さくて区域取りが見づらいとの御意見があったことから，拡大図を追加い

たしました。左側の図が石岡地域で右側の図が八郷の柿岡地域です。凡例として黄色で囲

んだエリアが居住誘導区域になります。 

 続きまして，誘導施策です。都市機能誘導区域に関する施策として「中心拠点・地域生

活拠点における拠点性の向上」では，「石岡市街地」，「南台・東石岡周辺」，「高浜駅周辺」，

「柿岡市街地」の４地区における施策を前回御説明しました。 

 赤色で囲んでいる「②総合的な子育て支援施設の設置」，「⑤城南中学校跡地への機能集

約と合わせた，歴史や観光を楽しめる拠点形成」につきましては，内容の追加・修正を行

いましたので，次のスライドから施策内容を御説明します。 

 まず，石岡市街地における総合的な子育て支援施設の設置を目指す施策を新たに追加し

ました。本市の総合的な子育て支援施設として，保育所や子育てサークル等により，親子

や地域の人々が集まり交流できる機能，育児相談等の機能を有し，周辺地域に安心や活力

を与えられる複合施設の設置を目指すものです。 

 続きまして，高浜駅周辺においては，舟塚山古墳や恋瀬川サイクリングロードに近接す

る立地や城南中学校跡地をいかし，「城南中学校跡地への機能集約と合わせた，歴史や観光

を楽しめる拠点形成」を目指す施策としました。城南中学校跡地の活用による既存の都市

機能の集約・集積，高浜地区の特色である史跡等の状況を踏まえまして，文化財のガイダ

ンス施設やサイクルステーションの併設を目指すものです。さらに，廃校の有効活用の具

体化として，他市の事例を追加しました。 

 続きまして，立地適正化計画における目標値等の設定についてです。目標値は都市機能

誘導，居住誘導，公共交通の３つの視点に基づき設定を行いました。目標のほかに，目標

が達成されることにより期待される効果も併せて設定をしました。 

 まず，都市機能誘導に係る目標指標ですが，「都市機能誘導区域内における誘導施設の割

合の増加」で基準値は2018年度の19.9パーセント，目標値については，2038年度の20.0パ

ーセントで設定しております。こちらの目標指標の達成により期待される効果指標としま

しては，「市内鉄道駅（石岡・高浜駅）の１日平均乗客数の維持」で2017年度から2038年度

にかけての目標値として，6,821人の維持を目指すものです。 

 続いて，「コミュニティ拠点における公民館の立地数の維持」につきましては，2018年度

から2038年度にかけての目標値として４館の維持を設定しました。こちらの目標指標の達
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成により期待される効果指標としましては，「市民満足度調査における生涯学習の推進の満

足度（評価点）の維持」です。こちらの満足度の評価点は５点満点となっておりますが，

目標値としては2018年度から2038年度にかけて3.09点の維持で設定しました。 

 次に居住誘導区域の目標指標は「居住誘導区域内の人口密度の維持」で，2015年度から

2038年度にかけての目標値としては，25.8/haの維持で設定しました。こちらの目標指標の

達成により期待される効果指標としましては「社会増減数の増加」で，2016年度の基準値

は-261人で2038年度の目標値では0人としました。 

 続きまして，公共交通についてです。公共交通の目標値は石岡市地域公共交通網形成計

画と連携した数値となっておりまして，目標指標については，「中心拠点と南台・東石岡（

地域拠点）を結ぶBRT路線の平日運行本数」で，2018年度から2023年度にかけての目標値と

して94本/日の維持で設定しました。 

 続いて，「同路線の利用者の維持」については，2018年度から2023年度にかけての目標値

は948人の維持で設定しました。「中心拠点と柿岡市街地（地域拠点）を結ぶバス路線（林

線）の平日運行本数」は，2018年度の44本/日が基準値で，2023年度の目標値としては60本

/日以上で設定しました。「同路線の利用者の増加」については，2018年度の410人/日が基

準値で2023年度の目標値としては558人/日で設定しました。 

 これらの目標指標の達成により期待される効果指標としましては，「市民満足度調査にお

ける公共交通の満足度（評価点）の増加」で，2018年度の基準値は2.71点で2023年度の目

標値は3.00点として設定しました。 

 続きまして，住民説明会を１月22日（石岡市役所），１月23日（八郷総合支所）で実施し

ました。こちらでは，説明会でいただいた主な御意見を御説明します。 

 まず，どのような考えで都市機能誘導区域の設定を行ったか。また，都市機能誘導区域

に，商業施設，福祉施設等の生活利便施設を集積することが，市民にとって良いことであ

ると，どのようにして判断をしたのかとの御意見につきましては，都市計画マスタープラ

ン上で位置付けのある石岡市街地，柿岡市街地の２地区に加え，人口や交通利便性などの

現況分析を行い，新規２地区を追加し，計４地区で設定をしました。さらに，公共交通の

確保された都市機能誘導区域にスーパーや病院といった施設を誘導することで，市民の身

近な生活利便性が向上するものと考えていますと回答しました。 

 次に八郷地域は，断水や濁り水が出る等，水道が脆弱
ぜいじゃく

な状態にあるが，地域全域で宅地

化が可能であるため，人口が増える可能性がある。そのような状況にも関わらず，居住調

整区域を設定しなかったのはなぜかとの御意見につきましては，八郷の用途地域外には，

多くの方々が居住しており，強い土地利用規制はなじまないと考えました。代わりに，柿

岡市街地への居住誘導やコミュニティ拠点を中心とした生活維持といったことを計画上に

位置付けをしておりますと回答しました。 

 最後に，中心市街地では地主との土地の交渉が難しいため，計画が進まないと思います

が，どのように空洞化対策を進めて行きますかとの御意見につきましては，他部署で空き
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家の調査・紹介や中心市街地の活性化事業を実施しているため，そういった事業と連携し

ながら空洞化対策を進めてまいりますと回答しました。 

 続きまして，今後のスケジュールです。本日の都市計画審議会が立地適正化計画の最終

審議となりまして，本日，市長へ答申を行う予定です。３月には本計画の策定を終了しま

して，平成31年６月には，本計画を公表して運用を開始する予定です。 

 最後に「資料５」を御確認ください。こちらはパブリックコメントの実施結果です。意

見の募集期間としては，平成31年１月28日から２月11日まで実施しました。結果つきまし

ては，応募人数が４人で，意見数につきましては18件でございます。御意見の内容は主に

計画全般，人口減尐，都市機能，居住環境，交通についてで，今回は一部御説明いたしま

す。 

 まず，計画全般に係る意見として，１ページの１番で生活の弱者にやさしい街づくりを

しながら，人の動きを石岡に向かわせるような，さまざまな誘致活用をする事が必要との

御意見につきましては，当市の考え方として，本計画を推進し，生活利便施設の誘導や公

共交通の充実を通じて，暮らしやすいまちづくりの実現を目指しますとしました。 

 次に交通に係る意見として，３ページの10番で乗合タクシーの運行本数について，また，

今後，高齢化に伴って，移動手段に困る人が増えると思われる。その人たちの生活支援に，

利用者にとって，便利で安価な交通手段を提供する必要があると思うとの御意見につきま

しては，乗合いタクシーは，本計画と同時に策定している地域公共交通網形成計画で，よ

り利便性の高いものになるように見直しを行う予定です。さらに，今後，高齢化が進む中

でも，日常生活に必要な移動手段を確保して，交通不便地域を解消するなど，利便性の高

い公共交通体系を目指しますとしました。 

 最後に「資料６」では，パブリックコメントにおける市民からの意見書の内容として，

原文を添付しておりますので，御確認ください。 

 以上で事務局からの説明は終わります。 

 

■会長 

御意見，御質問等を伺っていきたいと思います。いかがでしょうか。 

まず，私から１点だけあります。立地適正化計画素案の72ページの居住誘導に係る目標

値についてです。期待される効果に社会増減数の増加を設定しておりますが，現状値の「

－261人」は１年間での人数でしょうか。 

また，目標値も同様に１年間での人数を示しているのでしょうか。 

 

■事務局 

そのとおりです。１年間での人数となっております。 

 

 



7 

 

■会長 

それでしたら，もう尐し分かりやすい表現にしていただければと思います。 

 

■Ｃ委員 

素案の33ページの図面についてです。市街化区域の線が鉄道路線の下に隠れて見えなく

なっています。これは市街化区域の線を上にして表示した方が良いと思います。 

 

■事務局 

そのように修正します。 

 

■Ｄ委員 

素案の72ページの公共交通に係る目標値についてです。都市機能誘導と居住誘導の目標

値は20年後の2038年度となっていますが，公共交通は５年後の2023年度となっています。

なぜ目標値の年度が異なるのでしょうか。 

 

■事務局 

公共交通につきましては，今年度に策定予定の地域公共交通網形成計画の目標値を引用

しており，地域公共交通網形成計画の目標年次では５年後の2023年度としているためです。 

 

■Ｄ委員 

立地適正化計画の見直しなどは，５年後程度を想定しているのですか。 

 

■事務局 

５年を目途にして見直しを考えております。 

 

■会長 

 確かこの件につきましては，以前，議論していたのかなと思います。公共交通に関する

目標値は地域公共交通網形成計画の目標年次と同様にするような形になりますので，５年

後に見直す必要があると思います。 

 ほかに御意見はありますか。 

 

■Ｄ委員 

インターネットで立地適正化計画に関する資料を見ると，A4サイズ１枚でまとめた資料

が出回っていると感じます。石岡市立地適正化計画においても，もう尐しコンパクトにま

とめた資料で表現できないでしょうか。 
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■事務局 

本計画書とは別に，概要版を作成する予定となっております。A4サイズでは難しいと思

いますので，A3サイズの見開き程度のボリュームで作成を考えております。 

 

■会長 

これは私の想像になりますが，Ｄ委員がご覧になったのは国土交通省が作成したＡ４版

の資料かと思います。多くの人に見てもらうためには，資料をコンパクトにまとめること

は大事だと思いますが，それは計画書の内容についての検討を終えた後に適宜考える段取

りで問題ないかと思います。事務局としても，そのような理解でよろしいでしょうか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■Ｅ委員 

居住誘導区域が確定した後に，自分が住んでいる場所が居住誘導区域内外のどちらなの

か確認したい時に，計画書で掲載している図面だけでは分かりにくいと思います。そのよ

うな時に，市民の方が詳細な区域を見る方法はあるのでしょうか。 

 

■事務局 

市民の方が図面を見ることは難しいと思いますので，該当地について御連絡があった場

合には，市役所で活用しているGISシステムを活用して回答することは可能だと思います。

土砂災害警戒区域等があるため，図面上だけでは判断することは難しいため，こちらの電

子システムを活用しながら該当地ごとに回答する形になると思います。 

 

■Ｅ委員 

詳しい内容については，市役所へ直接来庁しないといけないということでしょうか。 

 

■事務局 

電話連絡で相談地の地番等から検索して対応できます。地番など教えて頂ければ，土砂

災害警戒区域等に該当しているかなど，お知らせはできると思います。確かに計画書の図

面だけでは，判断することは難しいと思います。 

 

■Ｅ委員 

そうですよね。その部分についても，アナウンスがあると良いと思います。土砂災害警

戒区域の確認ができると良いと思いますし，あわせてもう尐し分かりやすい図面などがあ

ればと思いました。 
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また，八郷地域の用途白地地域に住居が多く張り付いていることを問題視する市民の意

見があったと思います。それに関連するデータとして，素案の82ページの新築着工につい

ての中で，「八郷地域においては，地域全体で行われています」との記載がありますが，こ

のような記述だけで良いのでしょうか。八郷地域で新築着工する家を居住誘導区域内へ誘

導するような施策を行うという記載があっても良いのかと思います。 

 

■事務局 

当市の特徴として石岡都市計画区域と八郷都市計画区域は二つの性格の異なる都市計画

区域です。八郷都市計画区域につきましては，どこでも居住することが可能で，自然的な

魅力のある地域となっています。都市計画マスタープラン上の方針でも二つの異なる性格

を維持していくことを示しています。市街化調整区域や用途白地地域には，住民の50パー

セント以上が住んでおり，地域性を鑑みると強い土地利用規制はなじまないため，コミュ

ニティ拠点を計画上に位置付けました。今後，集落維持も進めていきたいと考えています。 

 

■Ｅ委員 

集落維持ということが分かる書き方になっていますか。 

 

■事務局 

素案の51ページに既存集落の維持を目的としたコミュニティ拠点を設定した内容を記載

しています。 

 

■会長 

先ほどの御意見でありました概要版にも，コミュニティ拠点や既存集落の維持について

の記載があると良いと思います。 

Ｅ委員の御指摘は，土砂災害警戒区域等に住んでいる人にメッセージが伝わらなくては

いけないということだと思いますので，立地適正化計画だけの問題ではなく，防災計画上

しっかりとやった方が良いという話だと思います。 

 

■Ｃ委員 

土地利用には規制と誘導との記載がありますが，誘導は成果が表れにくいと思います。

誘導施設に病院やスーパーマーケットを設定しても，それらを建てるのは民間事業者なの

で，立地場所は民間事業者が決めます。居住誘導区域についても，家を建てる人が場所を

自由に決めるので強制はできません。そのため，民間事業者や家を建てる人に対して効果

的に誘導する方法が重要であると思います。 
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■事務局 

立地適正化計画を策定しても用途地域等の問題で誘導できない施設等が出てくると思い

ます。来年度におきましては，用途地域の見直し業務を予定しております。また，現状の

ニーズ等を調査しながら，都市計画道路の見直しも併せて行いたいと考えております。 

 

■Ｃ委員 

それらの見直しで，民間事業者等が施設を立地したくなるのでしょうか。 

 

■会長 

Ｃ委員の御指摘の内容は，国としても認識しており，２月から立地適正化計画の仕組み

を見直す動きも出ているようです。 

立地適正化計画策定の中で，今のような話は記載できないので，答申が終わった後でそ

のような議論をする段取りだと思います。都市計画には，規制と誘導のほかに事業があり，

これらが３本の柱です。本当は事業を行って，まちなかへ人を誘導するメニューがあった

方が良いですが，公共事業の削減で難しくなっています。 

 

■Ｃ委員 

誘導施設の中には公共施設もあります。行政ができることは，まず，行政が見本を示す

必要があると思います。都市機能誘導区域内へ誘導施設を集約していく，居住誘導区域内

に公営住宅を建てるなど，できることはあると思います。そのような観点で見ると，素案

の57ページ以降の誘導施策は，本気で取り組むつもりなのか，それとも参考程度に記載を

しているのか，どちらなのでしょうか。 

 

■事務局 

誘導施策は実施する予定で記載をしています。ただ，全ての施策を都市計画課のみで行

うものではなく，様々な部署が関わりますので，全て実現できるとは明言できません。 

 

■会長 

病院も誘導施設に設定していますが，病院は県が判断するので，部署間や組織間でコミ

ュニケーションを図っていく必要があり，難しい部分もあると思います。 

スーパーマーケットなどの民間施設は，中心市街地活性化基本計画の所管課などが本来

は担うべきであり，どちらかというと立地適正化計画は公共施設を誘導することに重点が

置かれているプランかと思います。そのため，中心市街地活性化基本計画の所管課とも連

携しながら考えていっていただければと思います。 
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■Ｄ委員 

素案の71ページの都市機能誘導に係る目標値についてです。目標１として「都市機能誘

導区域内における誘導施設の割合の増加」を設定しており，基準値は19.9パーセント，目

標値は20.0パーセントとなっています。20年後の目標値が0.1パーセントの上昇というのは

，あまり割合が増えないと考えているのでしょうか。 

先ほども申し上げましたが，こちらの計画で何がしたいのか絞って示していかなければ，

実現は難しいのではないかと思います。 

 

■事務局 

立地適正化計画では，施設の新規誘導も大切ですが，既存施設の維持も大事であると考

えています。将来的には必ず人口が減っていきます。その中において，都市機能誘導区域

内の誘導施設を維持できるのかも考えまして，このような目標値を設定させていただきま

した。 

 

■Ｃ委員 

近隣で成功した事例として土浦市があります。土浦市は駅前に図書館を作り，利用者が

年間60万人に達しています。それにより，駅前には多くの人が集まり，にぎわいが生まれ

ています。このような成功事例を踏まえながら，進めてください。 

 

■事務局 

関係部署との関連もございますので，難しい部分は出てくると思いますが，土浦市のよ

うな成功事例を参考にしながら，計画を進められればと考えております。 

 

■会長 

色々と御意見を頂いておりますが，素案自体に対しての御指摘はありますでしょうか。 

まず，ずっと立地適正化計画を見ていただいていたＦ委員から，何か御意見はございま

すか。 

 

■Ｆ委員 

石岡市の立地適正化計画は防災面でも明確に軸を立てて，検討を進めてきたので，素晴

らしい計画になったと思います。 

また，石岡市独自の拠点の作り方があると思いますので，これからも長い議論が必要に

なってくるのかと思います。 

 

■会長 

ありがとうございました。ほかに御意見はありますでしょうか。 
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―特になし― 

 

それでは，素案の内容についての質疑は終了したいと思います。この後の議事に「その

他」がありますので，素案に関する以外のことは，そこで御意見等をお願いします。 

では，本日は採決を採らせていただきたいと思います。石岡市立地適正化計画の策定に

ついて，原案のとおり可決し，答申することに御異議はございませんでしょうか。 

 

■委員一同 

異議なし。 

 

■会長 

ありがとうございます。それでは，御異議がないものと認めまして，原案のとおり可決

いたします。 

また，皆様のお手元には，答申書の案が配布されておりますので，御確認ください。こ

ちらの内容をもって，本日付けで市長に答申したいと思いますが，御異議ございませんで

しょうか。 

 

■委員一同 

異議なし。 

 

■会長 

ありがとうございます。それでは，御異議がないものとみなしまして，答申書を市長に

お渡ししたいと思います。 

 

―会長が市長へ答申書を提出― 

 

■会長 

続いて，「その他」としまして，立地適正化計画に関連した「都市計画に関連する見直し

業務」について報告がありますので，事務局から説明をお願いします。 

 

■事務局 

 立地適正化計画に関連しまして，今後「都市計画道路の見直し」及び「用途地域の見直

し」を行っていく予定です。 

 まず，「都市計画道路の見直し」ですが，現在都市計画決定されている27路線の中で，長

期間整備が未着手となっている路線について，計画の継続，廃止等の方向性を決定するた

め行うものです。こちらは，今年度，既に調査に着手しておりまして，対象路線の抽出や
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基礎データの整理を行っております。 

次に，用途地域の見直しですが，来年度から立地適正化計画を運用していくに当たり，

現在設定している用途地域が適切かどうかといった観点から見直しを考えておりまして，

来年度から新たに調査に着手していく予定です。 

以上２つの案件につきまして，来年度の審議会において改めて御報告させていただきま

すので，よろしくお願いいたします。 

報告は以上です。 

 

■会長 

御意見，御質問等を伺っていきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

―特になし― 

 

それでは，質疑を終了させていただきたいと思います。進行を事務局にお返しします。 

 

■事務局 

谷口会長ありがとうございました。 

それでは，以上をもちまして，平成30年度第３回石岡市都市計画審議会を閉会させてい

ただきます。委員の皆様，本日はありがとうございました。 

 

(3) 閉会 


