
1 

 

議    事    録 

 

１ 名称 

平成30年度 第１回 石岡市都市計画審議会 

 

２ 開催日時 

平成30年８月６日（月） 午前10時～11時30分 

 

３ 開催場所 

石岡市役所 本館１階大会議室 

 

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， 

小杉委員，角田委員，菊地委員，高野内委員，足立委員，三輪委員， 

櫻井委員，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，富田主任，青柳主幹，富田主幹） 

５ 議題 

・会長，副会長の選任について 

・石岡市立地適正化計画の策定について 

         ・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 

・委嘱状交付 

・出席者数が規定の定足数に達していることを報告（委員18名中14名出席） 
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 (2) 議事 

■菱沼部長（仮議長） 

 都市建設部長の菱沼です。ただ今司会より御説明がありましたとおり，会長が決まるま

での間，議事進行を務めさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に，本日の審議会の議事録署名人を指名させていただきます。Ａ委員

とＢ委員のお二人にお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。本日一つ目の議題は，会長，副会長の選任についてです。 

石岡市都市計画審議会条例第５条の規定により，会長，副会長の選任は，委員の互選と

なっていますが，選出方法について何か御意見はございますか。 

 

■事務局 

事務局案といたしまして，会長にＣ委員，副会長にＡ委員を推薦いたします。 

 

■菱沼部長（仮議長） 

 ただいま事務局より出された案について，御異議はございますか。 

 

■各委員 

異議なし。 

 

■菱沼部長（仮議長） 

 異議なしとのことですので，Ｃ委員を会長に，Ａ委員を副会長に決定いたします。 

それでは，これ以降の議事進行につきましては，Ｃ会長にお願いしたいと思います。Ｃ

会長よろしくお願いいたします。 

 

■会長 

 会長に指名いただきましてありがとうございます。尐しだけ挨拶させていただきます。 

私は大学で立地適正化計画や都市構造に関わる問題を専門にしておりまして，学生と一

緒に研究しています。政府の審議会にも参加しています。立地適正化計画の策定を進める

に当たり，様々な問題がございます。私は川越市や静岡市のお手伝いをさせていただきま

したが，現場の状況によって様々なことをそれぞれの自治体が考えないといけません。こ

の会長の席はその責任を取るということだと思っておりますので，皆さんの御意見や知恵

を頂き進めていきたいと思っております。 

石岡市は国府が置かれ常陸国の中心として，八郷は自然豊かな地域で筑波大学と共同で

研究を進めていますので，これからもよろしくお願いいたします。 

それでは，議事を再開いたします。 

 二つ目の議事といたしまして，石岡市立地適正化計画の策定についての説明を事務局よ
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りお願いします。 

 

■事務局 

 昨年度，実施しました都市構造分析の結果や都市計画審議会で頂いた御意見を踏まえて，

現在，計画の策定作業を行っています。 

 現在までの検討内容を資料１にまとめましたので，その内容を説明いたします。 

 石岡市立地適正化計画は，都市計画マスタープランで目指している，将来都市像や将来

都市構造の具体化を全体像にして策定を行ってまいります。 

こちらは，将来人口推計になります。紫色の丸はマスタープランの生活拠点地区を示し

ています。特に石岡の中心市街地では，減尐率が30％以上のエリアが集中しているため，

人口減尐が進行することにより求心力の低下が懸念されます。 

また，生活拠点の集落につきましても，減尐率が20％から30％のため既存集落の維持が

困難になります。 

 続きまして，本計画において最も懸念される課題です。将来人口推計，都市機能施設の

立地状況，公共交通の現況等の都市構造分析により，最も懸念される課題を五つ抽出しま

した。一つ目は，市街地での将来的な人口減尐，また，既存集落周辺では市街地以上に人

口減尐が進むことが予想され，既存集落の維持が困難になることが懸念されます。二つ目

は，将来的に65歳以上の高齢者の増加，20歳～39歳の若者世代の減尐による人口の年齢構

成バランスの悪化が懸念されます。三つ目は，中心市街地活性化基本計画区域内での将来

的な人口減尐，空き店舗の増加による中心市街地の活力低下が懸念されます。四つ目は，

将来的に人口密度が低下し，都市機能施設を維持する一定の人口密度が保てなくなること

による暮らしを支える施設の減尐，分散して立地している施設の維持が困難になることが

懸念されます。五つ目は，既存集落から地域の拠点である石岡市街地や柿岡市街地へアク

セスする公共交通が不足しており，住み慣れた地域に暮らし続けることが困難になること

が懸念されます。 

続きまして，都市づくりの基本方針です。本計画は，都市計画マスタープランに掲げる

都市づくりの基本目標や将来都市構造の具体化を目的としています。そのため，都市計画

マスタープランの都市づくりの基本目標を踏まえて，本計画の都市づくりの基本方針を設

定します。一部抜粋ではありますが，都市計画マスタープランでは，「石岡市としての個性

・特性をいかしたまちづくり」，「快適で魅力あふれる，安全・安心に生活できるまちづく

り」を都市づくりの基本目標として掲げています。 

続きまして，本計画における都市づくりの基本方針になります。まずは，都市づくりの

基本方針の設定の流れを御説明します。都市計画マスタープランの都市づくりの基本方針

に，本市の特性，都市構造分析からの課題を加え，それらをもとに本計画の都市づくりの

基本方針を設定しました。こちらの設定の考えに基づき，持続可能なまちづくりに向けた

方針として，「都市部と田園空間の連携・機能分担により，魅力ある居住地として選ばれる



4 

 

一体的なまちづくり」を定めました。 

都市部とは，石岡地域を想定しており「市街地を中心に，都市機能の維持・充実や質の

向上による魅力的な空間づくり」，「まちなか居住環境の充実」を定めました。 

また，田園空間につきましては，八郷地域を想定しており，「良好な緑地・田園空間の維

持・保全」，「緑地・田園空間の維持・保全の担い手である集落の活力維持」を定めました。 

続きまして，目指すべき都市の骨格構造になります。都市の骨格構造においても，都市

計画マスタープランで掲げられている将来都市構造を踏まえて設定します。都市計画マス

タープランでは，多核連携型の都市構造を掲げています。 

また，将来都市構造の設定に際しては，石岡市街地と柿岡市街地を赤丸で都市拠点とし

て，城南地区公民館周辺，園部地区公民館周辺，恋瀬地区公民館周辺，小幡地区公民館周

辺をピンクの丸で地域生活拠点として位置付けています。 

続きまして，立地適正化計画における拠点の設定です。拠点設定の流れとしまして，ま

ず，都市計画マスタープランにおける都市拠点と地域生活拠点を対象として，立地適正化

計画作成の手引きにより検討を行います。次に，本市の特性に応じた新規の拠点としまし

て，高浜駅周辺と南台・東石岡周辺の検討を行います。最後に，用途地域外の拠点の検討

として，市街化調整区域や非線引き用途白地地域にある拠点の検討を行った後に，本計画

における拠点を設定します。 

続きまして，立地適正化計画作成の手引きによる検討結果になります。立地適正化計画

作成の手引きによる検討の結果，市役所等の各種都市機能施設が多く立地し，公共交通結

節点としての役割を担っている石岡市街地を中心拠点に，各種都市機能施設が立地してお

り，公共交通サービスが充実している柿岡市街地を地域拠点に設定しました。 

続きまして，本市の特性に応じた新規拠点の検討結果になります。本市の特性を考慮し，

公共交通の利便性の高い高浜駅周辺と，若者世代の転入・転居が多い南台・東石岡周辺を，

新たな拠点候補地として検討しました。その結果，高浜駅周辺は，公共交通の高い利便性

やインフラ整備が予定されている市街地の有効活用の可能性があること，南台・東石岡周

辺につきましては，人口密度の高さ，各種都市機能施設の集積，BRTによる高い公共交通利

便性を有しているため，それぞれを地域拠点に設定しました。 

続きまして，市における区域指定の基準による市街化調整区域の検討結果です。都市計

画マスタープランでは，石岡都市計画区域の市街化調整区域にある城南地区公民館周辺に

拠点が設定されています。本計画においても，当該拠点の設定をすべきか，また，拠点の

位置は適切かを周辺の区域指定の指定状況を考慮して検討しました。 

また，約40年前の航空写真を用いて，周辺の既存集落が昔から地域に定着しているかの

確認を行いました。その結果，拠点周辺において区域指定が行われている三つの集落は，

約40年前から存在している集落であると考えられるため，今後も維持を図る観点から当該

拠点を設定します。位置についても三つの集落から同程度の距離にあり，最大道路幅員４

ｍ以上の道路で拠点にアクセスできるため適切であると判断しました。 
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続きまして，本市における非線引き用途白地地域の土地利用の考え方に基づいた非線引

き用途白地地域の検討結果です。都市計画マスタープランでは，非線引き用途白地地域に

ある園部地区公民館周辺，恋瀬地区公民館周辺，小幡地区公民館周辺に拠点が設定されて

います。こちらも，本計画において当該拠点の設定をすべきか，また，拠点の位置は適切

であるかを検討しました。検討に当たり，本市における非線引き用途白地地域の土地利用

の考えや他自治体の事例を参考にした検討項目を作成し，それらをもとに検討を行いまし

た。 

また，こちらでも，約40年前の航空写真を用いて，拠点内の既存集落が昔から地域に定

着しているかの確認を行いました。その結果，全ての拠点において，道路整備状況，下水

道整備状況，公共交通利用環境，小学校へのアクセス，災害区域といった検討項目をクリ

アしました。拠点内の集落についても，約40年前から存在している集落であると考えられ

るため，今後も維持を図る観点から当該拠点を設定します。 

また，位置につきましても，各種都市機能施設の立地状況や，公共交通の利便性の観点

に基づき適切であると判断しました。 

続きまして，立地適正化計画における各拠点の設定になります。これまでの検討結果を

整理し，将来都市構造図を作成しました。石岡市街地は中心拠点に，柿岡市街地，高浜駅

周辺，南台・東石岡周辺は地域拠点に，城南地区公民館周辺，園部地区公民館周辺，恋瀬

地区公民館周辺，小幡地区公民館周辺は，市独自の既存集落の維持を目的としたコミュニ

ティ拠点に設定しました。 

続きまして，課題解決のために必要な施策・誘導方針になります。本計画の都市づくり

の基本方針の実現を目指して，課題解決のために必要な施策・誘導方針を定めました。 

都市機能の方針として，「地域特性に応じた都市機能施設の維持・誘導による拠点性の向

上」を定めました。居住環境の方針として，「多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境

の維持・充実」を，公共交通の方針として，「都市機能施設の連携・機能分担を支える公共

交通の維持・充実」を定めました。 

続きまして，本市における都市機能誘導区域の設定になります。立地適正化計画作成の

手引きに基づき，都市機能誘導区域の望ましい区域像を踏まえまして，本計画では中心拠

点，地域拠点に設定した四つの拠点において，都市機能誘導区域の設定を行います。図面

上で，赤色で囲った区域が都市機能誘導区域になります。 

まず，石岡市街地では，拠点の中心となる石岡駅を中心として，中心市街地活性化基本

計画の区域を含みつつ，用途地域の指定状況を考慮して区域を設定しました。 

続きまして，柿岡市街地になります。柿岡市街地は，拠点の中心となる八郷総合支所の

最寄りのバス停を中心に，八郷総合支所を含みつつ，用途地域の指定状況，都市機能施設

の立地状況を考慮して区域を設定しました。 

続きまして，高浜駅周辺です。高浜駅周辺は，拠点の中心となる駅を中心に，新規誘導

する都市機能施設の種地として活用可能な城南中学校跡地を含みつつ，災害区域や用途地
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域の指定状況を考慮して区域を設定しました。 

続きまして，南台・東石岡周辺になります。南台・東石岡周辺は，拠点内にある複数の

BRTの駅を中心に，BRT北側にある国道355号を含むような形で区域の設定を行いました。 

なお，BRT南側の南台地区については，土地区画整理事業によりほぼ住宅地化しているた

め区域から除外しました。以上が都市機能誘導区域の内容です。 

続きまして，居住誘導区域の設定です。立地適正化計画作成の手引きに基づき，居住誘

導区域の望ましい区域像を踏まえて，本市では，「積極的に居住を誘導すべき区域」とした

３つの区域のいずれかに該当する区域から，「居住誘導にあたり配慮すべき区域」とした２

つの区域を除いた区域を居住誘導区域としました。 

なお，都市機能誘導区域は，原則として，居住誘導区域内に定める必要があるため，都

市機能誘導区域は居住誘導区域に含めています。 

続きまして，本市における居住誘導区域の設定の考えに基づいて作成した居住誘導区域

図になります。図面上で，黄色で囲われた区域が居住誘導区域になります。面積は1,280ha

で，本市の用途地域面積に占める割合は79.3%となっています。石岡地域は，市街化区域が

概ねカバーされており，高浜駅周辺においては，災害区域を除いた区域がカバーされてい

ます。八郷地域につきましては，用途地域内のほぼ全域が居住誘導区域となっています。 

資料１についての内容は以上となります。 

続きまして，資料２の内容となりますが，前回の審議会で頂いた御意見に対する対応方

針をこちらに整理しました。 

まず，一番上の八郷地域のおける居住調整区域の設定に対する御意見ですが，こちらは

八郷地域の既存集落のまとまりを調査した後に，居住調整区域設定について検討を行う予

定ですので，その内容は第２回都市計画審議会でお示しいたします。 

続いて，上から２番目，４番目の都市機能誘導区域の設定に関していただいた二つの御

意見ですが，こちらについては，頂いた御意見をもとに誘導区域の修正を行いました。 

最後に，上から３番目の住宅の新築状況や売買状況等関する御質問ですが，こちらは，

今後地元不動産業者や茨城県宅建協会等へのヒアリングを行いまして，状況の把握を行い

たいと考えております。 

資料２については以上となります。 

最後に，資料３の内容となりますが，策定スケジュールについて御説明いたします。 

今後は，まず10月頃まで，主に都市機能誘導区域と居住誘導区域の検討を進めてまいり

ます。その後，計画案の作成を行いまして，年度内に計画書の取りまとめを行う予定とな

っています。 

都市計画審議会については，本日を含め４回の開催を予定しています。第２回目は誘導

区域の検討が終わる11月頃に，第３回目は住民説明会やパブリックコメントを行った後に，

最後第４回目は年度末の開催を予定しております。 

なお，一番下に，公共交通網形成計画の策定スケジュールを簡単に入れました。 
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こちらの計画については，立地適正化計画と連携しながら，現在同時進行で策定を進め

ております。１月の住民説明会やパブリックコメントは，公共交通網形成計画と一緒に実

施したいと考えております。 

事務局からの説明は以上となります。 

 

■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。 

最初は私から質問させていただきます。防災に関して，浸水想定区域は除外されるとい

うことですが，高浜駅周辺が浸水想定区域であるという程度の情報しかありません。それ

で大丈夫でしょうか。どのようにハザードマップを作成し，本計画に反映したいのかが気

になりました。 

 

■事務局 

防災対策課で土砂災害ハザードマップを作成しています。また，浸水想定区域につきま

しては，県の土木事務所からデータ提供をしていただきました。それらの最新のデータを

本計画には反映しています。 

 

■Ｄ委員 

資料２の指摘事項に居住調整区域という言葉がありますが，どのような定義の区域でし

ょうか。 

 

■事務局 

居住誘導区域外で，開発や住宅建築の規制を図るために，土地利用規制を更に強めるよ

うな制度となっています。主に八郷地域の用途地域外での導入を検討していました。 

 

■Ｄ委員 

分かりました。ありがとうございます。 

続けての質問になります。石岡市街地と南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域は隣接し

ていますが，二つの区域を合わせて，都市機能誘導区域として設定するわけにはいかない

のでしょうか。 

 

■事務局 

今回，立地適正化計画の検討をするに当たり，石岡駅周辺のみに都市機能を集約するこ

とが現実的であるかということも含めまして検討いたしました。石岡市は，公設民営で整

備した先進的なBRTというバス路線が，公共交通の特徴の一つとなっています。南台・東石

岡周辺はその沿線地区に当たるため，公共交通のアクセスが良く，また，データ分析上，
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人口密度も高く，転入・転居者数が多いため石岡市街地と分けて，都市機能誘導区域とし

て設定をさせていただきました。 

 

■会長 

拠点としての性格が異なるため，拠点を分けたという認識でよろしいですか。 

 

■事務局 

おっしゃるとおりです。 

 

■Ｄ委員 

住んでいる方からすれば，拠点を分けても違いを感じないのかなと思ったのですが，そ

れぞれの地域に特徴を出していきたいという市の意図は分かりました。 

 

■会長 

石岡市街地と南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域を合わせてしまうと，南台・東石岡

周辺の区域は不要だと思われる気がします。拠点の設定は利用徒歩圏に基づいて行うこと

が多いですが，その考えだと石岡駅の利用徒歩圏は南台・東石岡周辺の東端までは届きま

せんので設定が難しいと思います。 

南台・東石岡周辺は，BRTを中心に設定と言ってはいるが，北側の国道355号を中心にし

ているようにも見えるので，公共交通を中心に設定していないという指摘を受ける可能性

があります。その辺りについては，以前に議論はあったのでしょうか。 

 

■事務局 

前回の審議会では，国道355号沿いのバス停を中心に，もう尐し狭い区域で設定をしてお

りましたが，今回は改めて区域の再検討を行いました。国道355号沿いのバス停は，１日30

本以上運行している基幹的公共交通ではない点を踏まえまして，基幹的公共交通であり，

市の特徴でもあるBRTをいかす形で，今回の区域を設定しました。 

 

■会長 

48ページの南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域の図面ですが，都市機能誘導区域の線

とBRTの路線が重なっているので，見えるように修正した方が良いと思います。 

それと今日の議論では出ていませんが，評価指標の設定が関係してくると思います。今，

事務局が説明したような流れで設定するのならば，BRTの乗降客数に関する指標を求められ

る可能性が高いです。その辺りは大丈夫か気がかりですが，評価指標の話は後に回したい

と思います。 
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■Ａ委員 

柿岡市街地や高浜駅周辺の都市機能誘導区域内には，都市機能施設の立地が尐なく，区

域の周辺に施設が立地しているように感じます。将来的に，どのようにして区域内に施設

を誘導しようと考えているのでしょうか。 

関連しまして，昨年度に石岡市は公共施設等総合管理計画を策定しています。その中で，

柿岡市街地や高浜駅周辺では，どのような設定がされており，それらとの関係について検

討をしているのか教えてください。 

 

■事務局 

都市機能誘導区域につきましては，核となる施設を区域に含める形で検討をさせていた

だきました。今後，誘導施設の検討を進めていく中で，区域設定の修正等もあるかと思い

ます。その際に再度検討をさせていただければと考えております。 

公共施設等総合管理計画との関係性についてですが，こちらは担当部署と調整・連携を

図っております。個別施設の統合や廃止につきましては，結論が出ていない部分が多くあ

ります。来年の中旬頃には，個別施設計画がまとまると話は聞いておりますが，現時点で

は統合や廃止の情報はありませんので，具体的な記載は行っておりません。 

 

■会長 

都市計画として都市機能誘導区域を設定しているのに，公共施設等総合管理計画の中で

は重視されないという状況になることは良くないので，しっかりと調整・連携を図ってい

ただきたいと思います。 

 

■Ｅ委員 

八郷地域の地域生活拠点は，園部地区公民館周辺，恋瀬地区公民館周辺，小幡地区公民

館周辺と三つあります。この中で，園部地区公民館周辺は羽鳥駅に近く，他の二つと違い

中学校は統廃合をしません。また，恋瀬地区と小幡地区にとって，生活圏の中心は柿岡市

街地だと思いますが，園部地区は違うと思います。そのため，園部地区公民館周辺を恋瀬

地区公民館周辺や小幡地区公民館周辺と同列で扱うことは，いかがなものかと思います。 

 

■事務局 

今回，コミュニティ拠点ということで，園部地区公民館周辺，恋瀬地区公民館周辺，小

幡地区公民館周辺は同列に扱わせていただきましたが，頂いた御意見を参考にして，コミ

ュニティ拠点のレベルの細分化等を検討させていただければと思います。 

 

■会長 

42ページの将来都市構造図を見ると，石岡市外に公共交通ネットワークがつながってい
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るのは園部地区だけとなっているため，そういう意味では格が違うと思います。 

 

■Ｆ委員 

城南地区公民館周辺ですが，他のコミュニティ拠点と比べて，設定している場所が集落

のある地域と離れています。城南地区公民館周辺を，他のコミュニティ拠点と同様に考え

て問題ないのでしょうか。 

 

■事務局 

城南地区公民館周辺の範囲は，集落を含んでいないというのは，御指摘のとおりです。

城南地区は，集落が１箇所にまとまっているのではなく，周辺に点在している状況なので，

拠点設定が難しいと感じております。今回，都市計画マスタープランで設定した地域生活

拠点と同じ位置にコミュニティ拠点を設定させていただきましたので，この位置が適切で

あると思っております。 

 

■Ｆ委員 

確かに，この地域は集落が点在しており，明確な中心がないため，市としては今の場所

を中心として設定せざるを得ないのかと思います。 

また，コミュニティ拠点の範囲というのは，徒歩圏である必要はないのでしょうか。 

 

■会長 

コミュニティ拠点は区域設定をしませんよね。区域設定の有無で考え方が大きく変わる

と思います。 

 

■事務局 

具体的な区域設定は行いません。 

 

■会長 

中心拠点や地域拠点の中で，都市機能誘導区域を設定するところは，国の補助等と連動

するため，明確な区域を決めなくてはいけません。コミュニティ拠点は，市の判断で設定

することができるので，今回の案のような複数の集落を含んで設定しているという説明な

らば問題ないと思います。 

 

■Ｇ委員 

南台の地区は，昭和60年代に作られた新しいまちです。石岡市の中心市街地は既成市街

地，南台地区は新市街地です。既存の都市施設と新規の都市施設では，住民の利便性が異

なっています。そのため，石岡市街地と南台・東石岡周辺は，個別のゾーニングにより拠
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点設定を行い地域の色を出してくのが良いと思います。 

 

■会長 

貴重な御意見ありがとうございます。ほかに御意見いかがでしょうか。 

 

■Ｈ委員 

15ページに拠点設定の考え方が示してありますが，この中にある「立地適正化計画作成

の手引き」というのは，誰が作成し，どの程度の拘束力があるのでしょうか。 

 

■事務局 

立地適正化計画作成の手引きは，立地適正化計画の作成に当たり指針となるもので国土

交通省が作成しています。 

基本的には，各自治体で立地適正化計画を作成する際，こちらの指針に基づいて作成し

なくてはならないと伺っています。 

 

■Ｈ委員 

24ページの立地適正化計画作成の手引きによる精査結果を見ますと，石岡市街地と柿岡

市街地のみが拠点の位置付けになっています。そのほか四つの地域生活拠点につきまして

は，立地適正化計画の拠点に相応しくないということですか。 

 

■事務局 

基本的に立地適正化計画で拠点に設定する場所は，市街化区域内や用途地域内となって

います。都市計画上，城南地区公民館周辺は市街化調整区域となっており，立地適正化計

画の拠点として設定が難しいと考えています。また，園部地区公民館周辺，恋瀬地区公民

館周辺，小幡地区公民館周辺につきましても，用途地域ではない用途白地地域となってい

るため，拠点の設定が難しいと考えました。 

 

■会長 

私から補足をさせていただきます。立地適正化計画の法律ができたのは平成26年ですが，

立地適正化計画作成の手引きができたのは最近です。なぜそうなったかと言いますと，立

地適正化計画の作成に当たり，国が想定していなかったことが多く出てきたからだと思い

ます。 

立地適正化計画で，まちを集約しようとしているのに，たくさんの拠点を設定したこと

で，できた図面を見ると，集約化ではなく分散化してしまい，実際に実現できるのかとい

う問題があります。加えて，これには補助事業が絡んできます。多くの拠点を設定して，

そこで何かを実施する自治体に対して，国は補助のお金を出さなくてはいけない場合があ
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ります。そのため，手引きを作成することにより，多くの拠点を勝手に設定することに対

して，ある程度の制限をかけようとした結果，後から手引きが作成されたと理解していま

す。 

国の観点から見れば，石岡市の地域生活拠点に対して補助金を出して，何かを誘導する

というのは，他の自治体との公平性を鑑みると認めるのが難しいです。ただ，自治体の中

で，独自に地域生活拠点を設定して考えていくということは問題ないです。 

これは私の解釈ですが，今回，新たに市が提案された高浜駅周辺と南台・東石岡周辺は，

手引きに照らし合わせても，ここを拠点にして大丈夫だと判断されて，拠点にしたと理解

しています。ある意味では市は戦略的に動いて，国とのやりとりを行っているのかと思っ

ています。その戦略が適切か否かは，市民の皆様に判断していただき，ここで御意見を頂

ければ，まだ変えることは可能だと思っています。 

 

■Ｈ委員 

国の手引きと照らし合わせて適当でなくても，市の独自の基準で設定した拠点は補助の

対象になるのですか。 

 

■会長 

地域生活拠点は市で独自に設定できますが，その拠点内で都市機能誘導区域を設定する

のは難しいです。国は補助の対象の都市機能誘導区域や居住誘導区域を注意して見ます。

どのような地域生活拠点を自治体が設定しているのかは見ていませんので，自治体の判断

で行っています。 

 

■Ｈ委員 

市はコミュニティ拠点で何を行うのでしょうか。 

 

■事務局 

具体的に何を行うかというのは，まだ考えておりません。コミュニティ拠点は，現在暮

らしている方々が，今と変わらない水準で生活を続けられることを目的として，設定をさ

せていただきました。 

 

■会長 

拠点に住んでいる方々だけではなく，拠点の周辺に住んでいる方々も含めて，生活がで

きるコミュニティの場がないと困るので，ある程度の面積の中にコミュニティの拠点があ

った方が良いのではないかということだと思います。 
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■Ｉ委員 

42ページで立地適正化計画の位置付けとして，地域拠点とコミュニティ拠点が複数あり

ます。どのような施設を拠点に誘導するのかを考えるに当たり，これらの拠点は同質のも

のと考えているのか，若しくは地域ごとに性格付けをするのでしょうか。もし性格付けを

されているのでしたら，教えていただきたいです。 

 

■事務局 

各地区の詳細的な分析は行っておりませんので，現時点では性格付けまで検討ができて

おりません。御指摘のとおり，拠点ごとにレベルや生活圏などの状況は異なっております

ので，拠点ごとに性格付けができれば良いと考えております。 

 

■会長 

拠点ごとに性格付けをしないと，よろしくないと思います。中心拠点では歴史・文化的

機能を考えるなど，場所によって考えを変えていかないと上手くいかないと思いますので，

よろしくお願いいたします。 

 

■Ｊ委員 

高浜駅周辺を拠点の候補として位置付けている点についてです。鉄道駅があり，公共交

通の高い利便性があることは理解しています。しかし，国道にアクセスする都市計画道路

や下水道のインフラ整備が予定されているだけでは，市街地の有効活用に直接結びつかな

いと思います。 

 

■事務局 

立地適正化計画は長い期間を要する計画となっております。今後，高浜駅を中心とした

整備計画が進められていくことになると思いますので，それらの点を加味して，立地適正

化計画の中で都市機能誘導区域を設定させていただきました。 

 

■Ｊ委員 

旧石岡との合併以来，高浜駅周辺は置き去りにされているような地域です。そういった

意味も含めまして，市街地の有効活用を図る観点から，インフラ整備は計画性を持って進

めていただければと思います。 

 

■会長 

拠点に設定するというのはメッセージ性がありますので，それだけのことを市民から期

待されると思います。 
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■Ｋ委員 

都市の実態と計画としての理想，どちらに軸足を置いて立地適正化計画を考えているの

か，説明によってまちまちだと思いました。先ほど，御指摘のあった城南地区はマスター

プランに偏って，ここに拠点があった方が良いという意味合いの強いあるべき論であるの

に対して，高浜駅周辺等は現況を踏まえた利便性の高さや地域性を考慮して拠点に設定し

ています。このようにいいとこ取りをしていると，城南地区の住民から拠点に設定してい

るだけで具体性が見えないと不満が出る可能性があると思いますので，配慮していただけ

ればと思います。 

 

■事務局 

具体的な計画がない中で，拠点として位置付けをしているというのが現実だと認識して

おります。ですが，位置付けをしなければ，高浜駅周辺や城南地区における今後の整備が

難しくなる部分もございます。 

庁内でも立地適正化計画策定委員会を設置しております。そこで各部の計画を把握して，

それらを立地適正化計画に反映して，具体的な計画が記載できるようにしていきたいと考

えております。 

 

■Ｌ委員 

コミュニティや拠点ができれば，人や車の流れが大きく変わると思っています。現在の

警察の体制，特に駐在所や交番の合併や廃止を踏まえ，全体を見ていきながら安全・安心

に暮らせる地域社会づくりを進めていきたいと考えております。 

 

■Ｍ委員 

居住誘導区域とは何でしょうか。 

 

■事務局 

現在の市街化区域の中で更に線引きを行いまして，市として居住を推進する区域です。

今後，居住誘導区域が設定されたら，例え市街化区域内であっても一定規模以上の開発行

為や建築行為は届出行為が発生します。 

 

■会長 

尐し補足説明をいたします。居住誘導区域に居住を誘導してはいますが，居住誘導区域

に住む人に何かをする訳ではありません。反対に，居住誘導区域外に住んだからといって，

何か罰則がある訳でもありません。 

現在，決められている市街化区域は，基本的には広すぎます。人口が減尐しており，も

う尐し控えめな居住地域にした方が良いという趣旨は間違っていませんが，強制的に移住
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をしてもらうというのは難しいです。大まかに，この範囲内に住んでもらいたいという範

囲が居住誘導区域であり，強制力はありません。 

 

■Ｂ委員 

城南地区，園部地区，小幡地区，これらの地域の下水道の普及状況を教えてください。 

 

■事務局 

回答に尐しお時間をいただければと思います。 

 

■Ｎ委員 

生活者は，拠点に留まらず常に動いています。そのため，交通が一番大事になると思い

ます。交通について，しっかり考えなくては立地適正化計画も上手くいかないと思います。

生活面での交通の動きを見るだけではなく，観光面での動きなども見る必要があり，その

ためには都市計画課以外の各課の連携が大事です。各課で各交通の必要性を確認し，交通

の動きを束ねて効率化を図るなどの検討をしながら，立地適正化計画を作成した方が良い

と思います。 

 

■会長 

需要が尐ない交通は需要をまとめて，公共交通が成立するようにしていった方が良いと

いう御意見だと思います。 

交通分野はＤ委員に御担当していただいております。観光にも詳しいので，関連して御

意見がありましたら，お願いいたします。 

 

■Ｄ委員 

この後に御説明があるかと思うのですが，地域公共交通網形成計画を交通政策会議で議

論を始めています。まずは現在の市民の交通の使い方についての実態把握から行っており，

これは立地適正化計画の議論と並行して議論をさせていただいております。 

42ページの立地適正化計画における将来都市構造は，ニーズによっては線が太くなった

り，細くなったりするのかと思います。園部地区や恋瀬地区から羽鳥駅に繋がる線はバス

が運行しておりますので，緑色に変えていただいた方がいいかもしれません。細かい点は

ありますが，交通の実態把握ができた後に議論したいと思います。 

また，観光の話も交通の会議で出てくるのですが，まだ十分に把握しきれていませんの

で，意見は控えさせていただきます。 

 

■事務局 

Ｂ委員さんより御質問がありました下水道の普及状況につきまして，回答いたします。
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数値としての資料はございませんが，城南地区は農業集落排水が関川，井関周辺地区で整

備されています。恋瀬地区は農業集落排水の整備がされています。園部地区は公共下水道

と農業集落排水の整備がされていますが，全てを網羅しているわけではございません。小

幡地区は公共下水道で整備されています。 

 

■会長 

 ありがとうございます。 

一通り御意見を頂けたかと思います。 

議論を後回しにしていた，評価指標についてです。立地適正化計画は作成した後に見直

しを行っていく必要があります。その際に使用する評価指標については，どのようにお考

えでしょうか。 

まだ具体的の話をするつもりはありませんが，人口密度の維持や公共交通の利用者数に

関する評価指標を多く見ます。その辺りの議論はされていますでしょうか。 

 

■事務局 

評価指標についての議論は，まだ進んでおりません。今後，検討をさせていただければ

と思います。 

 

■会長 

基本的に公共交通の利用者数は減っているので，色んな自治体が評価指標の設定に苦労

をしています。他の自治体を参考にして，評価指標の設定を検討するのがよろしいかと思

います。 

何か御意見等，言い残したことがあればお願いいたします。 

 

■Ｈ委員 

43ページの中心拠点に，「石岡駅東側では若者世代の利便性向上に資する魅力ある都市機

能施設の誘導」との記載がありますが，どのような施設をイメージしているのでしょうか。 

 

■事務局 

石岡駅東側については，鹿島鉄道跡地の有効活用を図ろうと庁内でも議論が行われてお

ります。今後，この土地にどのような施設を誘致するのかも議論がなされると思いますの

で，その中で若者世代や子育て世代の利便性向上に資する施設について検討をさせていた

だきたいと考えております。 

 

■会長 

ほかに御意見はありますでしょうか。 
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それでは，ここで質疑は終了させていただきます。この案件につきましては，今年度末

まで継続して審議を行っています。引き続きよろしくお願いいたします。 

審議に関する議事は終了させていただきます。今後の進行は事務局へお返しいたします。

御協力ありがとうございました。 

 

■事務局 

Ｃ会長，ありがとうございました。 

続きまして，事務局よりその他といたしまして，地域公共交通網形成計画について，都

市計画道路再検討調査についての２点を御報告させていただきます。 

 まず，資料４の石岡市地域公共交通網形成計画策定スケジュールを御確認ください。Ｄ

委員からお話があったかと思いますが，公共交通政策会議の会長をＤ委員さんにお願いを

しております。こちらの計画では，今後，市がどのようにして交通を維持していくかなど

を考えています。現在は，アンケートを作成して郵送の準備を行っております。こちらの

内容につきましては，どのような路線を希望するのか，現在主に使っている路線はどこな

のか等です。 

また，今後のスケジュールといたしましては，調査結果の分析及びアンケート結果報告，

市における交通施策の課題整理，基本方針，将来像，目標，区域の設定，事業及び実施主

体に関する事項の検討を行いまして，素案を作成していきます。 

続きまして，資料５の石岡市都市計画道路再検討調査スケジュールを御確認ください。

こちらは平成30年及び平成31年の２箇年で行います。平成30年度につきましては，市内全

域における都市計画道路整備状況の調査を行っておりまして，来年の３月頃には，都市計

画道路再検討概略カルテができますので，３月の審議会では，こちらの内容を報告いたし

ます。 

この件につきまして，御意見や御質問等はございますか。 

 

 ―特になし― 

 

ないようですので質疑を終了させていただきます。 

それでは，以上をもちまして，平成30年度第１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 


