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議    事    録 

 

１ 名称 

平成30年度 第２回 石岡市都市計画審議会 

 

２ 開催日時 

平成30年11月20日（火） 午後３時～午後４時50分 

 

３ 開催場所 

石岡市 消防本部３階会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

谷口委員，石井委員，岡野委員，池田委員，村上委員，塚谷委員， 

小杉委員，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，富田主任，青柳主幹， 

富田主幹） 

５ 議題 

石岡市立地適正化計画の策定について 

 

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 

・部長挨拶 

  ・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 

 

資料３ 
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■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，継続審議中の「石岡市立地適正化計画の策定について」です。１月

には，パブリックコメントの実施をするということで，それに向けて完成度を高めていた

だいているように拝見しておりますが，その辺について，忌憚のない御意見を頂ければと

思います。はじめに事務局から説明願います。 

 

■事務局 

 それでは，お配りしております資料１及び資料２の内容つきまして，パワーポイントで

説明いたします。 

また，前回の審議会では，将来都市構造や都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定につ

きまして，御審議していただきました。今回は，主に誘導施設の設定や誘導施策，目標値

につきまして，御審議いただきたいと存じます。 

まず，誘導施設の設定方針の御説明です。ステップ１として，都市機能施設の立地状況

及び拠点内居住者の年齢構成の把握，各拠点の目指すべき方向性の整理をしました。ステ

ップ２では，各拠点に立地が望まれる施設の方向性の整理，ステップ３では，都市機能誘

導区域内への立地誘導が考えられる施設の候補の整理，ステップ４では，誘導施設の設定

における施設分類を行いました。これらの検討を踏まえまして，本市における誘導施設を

設定しました。 

続きまして，各都市機能誘導区域における，都市機能施設の立地状況です。資料１，36

ページの内容に基づきまして，カルテとしてまとめました。 

まず，左側が都市機能誘導区域の図面で，右側が都市機能施設の立地状況となっていま

す。立地状況の凡例といたしましては，○が都市機能誘導区域内に立地しており，△が都

市機能誘導区域内に立地はないが，拠点範囲内に立地しています。－につきましては立地

なしを示しています。 

まず，石岡市街地は，○や△が多いため各種都市機能施設の立地が多く，充実している

ことが分かります。 

続きまして，高浜駅周辺の特徴は，○や△が尐ないため各種都市機能施設の立地が尐な

い状況にあります。 

続きまして，南台・東石岡周辺の特徴としては，保育機能の立地が見られませんが，そ

の他の都市機能施設は立地が多く見られます。 

 続きまして，各拠点に立地が望まれる施設の方向性になります。石岡市街地では，市内

に１つしかなく，市全域からの利用が想定される施設，中心拠点としての拠点性向上に資

する高次都市機能を備えた施設，商業の中心地として，利便性向上やにぎわいの創出に資

する施設になります。 
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柿岡市街地では，八郷地域の中心として拠点性向上に資する施設，観光の中心地として，

利便性向上やにぎわいの創出に資する施設，周辺の既存集落に不足しており，機能補完を

図る必要がある施設になります。 

高浜駅周辺では，拠点内で住み続けるために必要な日常の暮らしを支える施設になりま

す。 

南台・東石岡周辺では，若者世代の転入・転居，定住促進に資する施設が望まれる施設

であると考えます。 

続きまして，誘導施設の設定における施設分類の御説明になります。各種都市機能施設

を集約・充実することが望まれる施設，目指すべき拠点の形成に資する施設，その他の施

設の３つに分類しました。その中から，集約・充実することが望まれる施設，目指すべき

拠点の形成に資する施設を誘導施設に設定をしました。 

続きまして，各都市機能誘導区域の誘導施設の一覧です。〇と△のマークがある施設が

誘導施設として設定した施設でございます。赤枠は商業機能の空き店舗等活用施設で，観

光機能の観光交流施設は，誘導施設の設定に当たり，新たに設定した施設の区分となって

います。 

なお，病院や保育所などの公設施設においては，新規立地を行うのではなく，既存施設

の更新等と併せて，都市機能誘導区域内へと立地誘導を図ります。 

続いて，市街化調整区域及び用途白地地域についての御説明です。市街化調整区域や用

途白地地域には多くの集落があり，市民の約５割が居住しているという，本市の特性を考

慮して，この章を新たに追加いたしました。市街化調整区域及び用途白地地域では，市街

化区域，用途地域内よりも急激に人口減尐が進むことが見込まれています。人口減尐によ

り，人口密度が低下すると，各種都市機能施設の維持が困難になり，生活利便性の低下が

懸念されます。そのため，現在と変わらない水準の生活利便性の維持に努めるため，コミ

ュニティ拠点の設定を行いました。コミュニティ拠点は，中心拠点や地域拠点など，都市

機能施設の立地が多い地域と連携・機能補完を図ることにより，住み慣れた地域に住み続

けられる環境形成に努めます。 

続きまして，地域公共交通に関する内容でございます。立地適正化計画では，都市のコ

ンパクト化と併せて，公共交通ネットワークとの連携を図ることが重要になると考えられ

るため，この章を新たに追加しました。内容につきましては，現在，策定中の「石岡市地

域公共交通網形成計画」の案の内容を盛り込んでおります。 

 まず，こちらの計画における基本理念は，市民・利用者のニーズを基にして，多様な主

体の連携・協働により，まちづくりと一体となった持続可能な公共交通体系の構築でござ

います。 

 基本方針つきましては，４点ございまして，①日常生活を支える利便性の高い公共交通， 

②多核連携型のコンパクトな都市づくりを支える公共交通，③まちづくり・観光振興等の

地域戦略に寄与する公共交通，④様々な主体の連携・協働で支える持続可能な公共交通で
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す。 

 続きまして，公共交通体系の将来イメージの案でございます。左側の表は，各交通手段

（広域交通，幹線交通，補助交通）で区分を分けまして，具体的な役割分担などを示して

おります。右側の図は，公共交通体系の将来イメージで，拠点形成，公共体系，乗合タク

シー運行区域を示しています。 

続きまして，誘導施策について御説明いたします。まず，都市機能誘導区域に関する施

策となります。都市機能に係る施策は，地域特性に応じた都市機能の維持・誘導による拠

点性の向上を目指して，中心拠点・地域生活拠点における拠点性の向上とコミュニティ拠

点における都市機能の維持・充実で構成しました。中心拠点・地域生活拠点性の向上では，

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検討し

まして，コミュニティ拠点における都市機能の維持・充実では，先ほど御説明しましたコ

ミュニティ拠点での施策を検討しました。次のスライドから主な施策を説明します。 

こちらは，石岡市街地における，複合文化施設整備事業の推進です。中心拠点の公有地

等を活用して，市の新たな顔となり，市内外から人を集められる拠点づくりを目指すもの

です。複合文化施設に導入する機能としては，図書館や郷土館などを想定しています。 

続きまして，中心市街地活性化の推進でございます。駅周辺の集客を中心市街地に回遊

させるため，遊休不動産を活用して新たな店舗の誘致を推進するとともに，事例のように

選考会による出店者の決定等により，にぎわい創出に資する質の確保などを目指すもので

す。 

続きまして，南台・東石岡周辺では，子育て世代が多い環境をいかして，病院・保育園

等の立地や若い世代が楽しめる空間の充実を目指す施策を検討しました。子育て環境充実

に向けて病院，保育園，児童センター等の立地を誘導区域へ集約させるほか，事例にあり

ますように，都市公園をプレイパーク化して子供や若者が楽しめる空間の充実を目指す施

策としました。 

続いて，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を検討しました。城南中学校跡地の活用による既存の都市機

能の集約・集積や，集客に配慮した歴史・文化の紹介施設，サイクルステーションの併設

を検討するものです。 

次に，柿岡市街地における，八郷総合支所への機能集約や公共交通結節点等の整備です。

八郷総合支所を核としまして，市役所新庁舎への機能移転による余剰スペースを活用し，

都市機能施設の集積や公共交通結節点の整備を目指すものです。 

コミュニティ拠点においては，公共施設等の更新機会をとらえた，コミュニティ拠点へ

の機能集約・集積や複合機能化を目指します。 

また，こちらはコミュニティ拠点における，（仮称）里の駅や古民家を活用した小さな拠

点の形成です。事例のように，観光機能だけではなく，周辺住民の生活利便性を向上させ
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るような里の駅の多機能化や，古民家の活用による小さな拠点の形成を目指すものです。 

続きまして，居住誘導に係る施策について御説明いたします。居住誘導に係る施策は，

多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境の維持・充実を目指し，利便性の高い居住誘

導区域への人口誘導，適正な土地利用の推進，誘導区域への居住誘導と八郷地域の農林業

活性化との両立，既存集落の維持・充実で構成しました。 

次のスライドから主な施策を説明いたします。 

こちらは，市全域における施策となりますが，交通や生活利便性の高いまちなかへの居

住・住み替え促進です。本市で実施している住まいづくり推進事業や子育て世代家賃助成

事業などの補助制度を活用し，誘導区域への住み替えを促進する施策や，移住・住み替え

支援機構の活用による空き家の有効活用に向けた情報提供を行う施策を検討しました。 

続いて，BRT沿線地区となりますが，関係団体との連携によるBRT沿線まちづくりの検討

です。小美玉市や関東鉄道と連携した，沿線での観光振興やイベント，PRなどにより，地

域内外からの利用者を増やす取組みを検討しました。 

また，中心市街地における，中心市街地への居住・住み替え促進については，既存の住

まいに係る補助制度の中心市街地での上乗せ助成などを検討しました。 

続いて，主に移住者向けの施策となりますが，誘導区域への居住誘導により，八郷地域

の農林業を体験できる仕組みの検討です。市街地の石岡地域と，自然豊かな八郷地域が併

存する市の特性をいかし，誘導区域への居住誘導と，誘導区域外の良好な農林業の活性化

を具体化する施策です。具体的には，居住誘導区域内に移住・住み替え等していただいた

方に対して，誘導区域外の農林業の応援となる体験・交流メニューを提供するなど，八郷

地域の農林業を体験できる仕組みづくりを目指すものです。 

続いて，公共交通などに係る施策について御説明いたします。公共交通に関する施策は

都市機能施設の連携・機能分担を支える公共交通等の維持・充実を目指して，公共交通等

のネットワークの維持・充実，自転車利用環境の向上で構成しました。 

次のスライドで主な施策を説明させていただきます。 

こちらの地域公共交通網計画に基づく公共交通の再編や乗継拠点の整備，以下４つの施

策につきましては，現在，策定中の地域公共交通網形成計画に基づき，公共交通網の見直

し，公共交通の利用促進，拠点間のネットワーク強化など，検討中の施策案を入れたもの

です。 

続きまして，りんりんタウン構想に基づく取組みの推進です。現在，策定中のりんりん

タウン構想と連携して，自転車の利用環境の向上や観光振興，サイクルステーション等の

整備検討を行うものです。施策の内容につきましては以上となります。 

続いて，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，公共交通と３つの視点に基づき設定を行います。 

また，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合わせて設定をし

ます。 
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まず，都市機能誘導に係る目標値ですが，都市機能誘導区域内における誘導施設の割合

の増加，コミュニティ拠点における公民館の立地数の維持，中心市街地における空き店舗

に対する新規出店者数の増加の３つを案として考えました。 

また，目標値の達成により期待される効果指標としましては，石岡駅の１日平均乗客数

の増加，地域のコミュニティ活動の継続，中心市街地における歩行者交通量の増加の３つ

を考えました。 

続いて，居住誘導区域の目標値です。目標値の案としては，居住誘導区域内の人口密度

の維持，20歳～39歳の社会増減数の維持，八郷地域を応援する仕組みの利用者数の３つを

挙げました。なお，八郷地域を応援する仕組みという言葉が分かりにくいかと存じますが，

こちらは先ほど御説明した，居住誘導に係る施策の⑥誘導区域への居住誘導により，八郷

の農林業を体験できる仕組みのこととなっております。 

各目標値に対する期待される効果の指標としては，社会増減数の増加，市の年齢構成比

の維持，居住満足度の向上の３つを検討しました。 

続いて，公共交通に関する目標値です。こちらについては，現在，策定中の地域公共交

通網形成計画の目標値と同様とすることを考えておりますが，現在，検討中のため記載は

できていません。 

続いて，立地適正化計画における進行管理の方法です。本計画に記載された施策，事業

の実施状況や評価指標については，法律や国の手引きに基づき，おおむね５年毎に調査・

分析及び評価を実施したいと考えております。 

最後に，策定スケジュールを御説明します。お配りしている資料２をご覧ください。現

在までに，計画書の素案がおおむねまとまりましたので，本日の都市計画審議会，11月30

日の茨城県調整会議により，素案の内容を固めたいと考えております。年明け１月には，

住民からの意見聴取ということで，住民説明会とパブリックコメントを予定しています。 

その内容を踏まえて，年度末に再度，庁内委員会や都市計画審議会を開催しまして，年度

内に計画書の策定を完了させる予定です。 

なお，次回の都市計画審議会は２月19日（火）を予定しておりまして，そちらで立地適

正化計画の審議は最後とさせていただく予定です。 

事務局からの説明は以上です。 

 

■ 

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。 

 

■Ｃ委員 

誘導施設についてお伺いします。病院の場合は二次医療圏のベッド数が関係してくると

思いますが，ここでの誘導とは市内での移動を考えているのでしょうか。もしくは同じ二
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次医療圏から市内への誘導を想定しているのでしょうか。 

■事務局 

市内外を問わず誘導することを考えています。 

 

■Ｃ委員 

現状，都市機能誘導区域内に病院があって動かす必要がないもの，逆に区域に入ってき

てほしいものがあるのでしょうか。 

 

■事務局 

今，石岡市の医療関係の施設で産婦人科がないことが問題として挙がっています。南台

・東石岡周辺地区へは非常に多くの若者世代が移り住んでおり，その分析結果を踏まえ病

院などを配置できればと思いました。 

 

■Ｃ委員 

今の考えは非常に大事だと思いますが，資料を見ているだけでは，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と思います。若い世代に向けて産婦人

科などをという思いがあるのならば，住民の皆様へ御説明をする時には，世代にあった医

療施設の再配置を考えているというメッセージがあっても良いのかと思いました。 

 

■事務局 

住民説明会に向けて，分かりやすい表現などを取り入れていきたいと思います。 

 

■会長 

誘導施設の表記が○と△だけでは分かりにくいという御指摘でした。その辺りを補足し

ていただければと思います。 

 

■Ｄ委員 

南台・東石岡周辺の誘導施設について，若者世代の転入・転居，定住促進に資する施設

とありますが，具体的には保育園や病院のことを示しているのでしょうか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■Ｄ委員 

南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域に病院や保育園を誘導する必要があるのかという

と，既にこの周辺には，病院や保育園は立地しています。私は，都市機能誘導区域に誘導
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する必要性を感じません。南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域内にどうしても誘導すべ

きなのでしょうか。 

また，病院については，都市機能誘導区域内にあることよりも，駐車場などが整備され

ていることや病院へ通いやすい環境かどうかが大事だと思います。そのため，既にこちら

の都市機能誘導区域内には，病院が立地していることから若者の転入や定住の必須事項に

なるとは思えません。 

 

■事務局 

まず，南台・東石岡周辺を都市機能誘導区域に設定した理由を御説明いたします。南台

・東石岡周辺は，公設民営のBRTが公共交通として運行しています。立地適正化計画では，

可能な限り公共交通を利用していただきたいという思いがあり，BRTのバス停を中心として

都市機能誘導区域の設定をしました。 

 

■Ｄ委員 

都市機能誘導区域の設定の考えについては理解をしています。ただ，BRTの南側が一切触

れられていないのは気になります。 

都市機能誘導区域に準じた地域に都市機能があれば，その機能は満たしているとの考え

方から，誘導施設に設定をしなくても良いのではないでしょうか。都市機能誘導区域内の

施設立地のみで評価する方法を再検討した方が良いのではないでしょうか。 

 

■事務局 

南台・東石岡周辺の南側が都市機能誘導区域に入っていない理由ですが，南側には施設

を誘導する土地がないため，区域に入っていません。 

都市機能誘導区域外に保育園などの立地はありますが，区域内における施設の維持とい

う観点からも区域の設定をしています。区域内には未利用地もありまして，今後，新たな

施設を誘導する可能性も残しておりますので，そのような部分も考慮をしております。 

 

■会長 

都市機能誘導区域の南側は，第一種低層住居専用地域なので住宅以外の施設を造らない

ほうが良いという土地利用の考え方だと思いますので，それを考慮したエリア設定だと思

います。 

 

■Ｄ委員 

この地区に住んでいるからかもしれませんが，こちらの地区が低く評価されているよう

に感じます。また，都市機能誘導区域から尐し離れたエリアも相当人口が集積していると

思います。都市機能誘導区域だけは最低限維持をしたいという考えなのかもしれませんが，
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それにこだわると偏った計画になるのではと思いますので，柔軟性を持って評価をしてい

ただければと思います。 

また，中心市街地地区についてです。67ページの都市機能誘導に係る目標値及び期待さ

れる効果との案３として，中心市街地の歩行者交通量の増加が挙がっています。石岡市の

中心市街地には駐車場が増えているため，店舗の近くに駐車して用事を終えて帰ることが

可能なことから，中心市街地を歩く必要性がなくなりつつあります。昔は駐車場が尐なか

ったので交通量という指標が有効だったのかもしれませんが，現在はにぎわいの評価値と

して適切ではないかもしれません。 

 

■事務局 

中心市街地に駐車場が増えてしまったため，買い物を目的として出歩いている人が尐な

いのが現状だと思います。今後，見直しを行っていきますが，現段階においては中心市街

地の歩行者交通量を指標にしたいと考えております。 

また，評価が低いとの御意見がありましたが，南台・東石岡周辺は人口密度が高く，評

価が高いため都市機能誘導区域に設定をしています。 

 

■会長 

Ｄ委員から御指摘いただいた駐車場の話は，様々な場所で指摘をされています。本来で

あれば駐車場の集約，整備を行い，そこに車を誘導することで，市民の皆様には一日かけ

て街中を歩いてもらえるようなまちづくりができれば良いと思います。こちらは，指標に

ついてではなく，まちづくり全体についての問題を御指摘いただいたと考えた方が良いと

思います。 

また，指標に関連して，１つ確認をさせてください。69ページの八郷地域を応援する仕

組みの利用者数が居住満足度の向上として効果が図れるわけではないと思います。目標と

期待される効果は，必ずしも対応する必要はないと思いますので，その辺りの考えを補足

してください。 

 

■事務局 

石岡地域の市街地地区に住んでいる場合でも，八郷地域で農業を体験することを可能に

することで，石岡市に住むことの満足度が向上するのではと思い，指標や効果に設定をさ

せていただきました。 

 

■会長 

八郷地域での農業体験される方は，何人位を想定しているのでしょうか。また，調査対

象について，農業体験をした方に調査をするのか，それとも市民全体を対象に調査をする

のか，因果関係が分かりませんので教えてください。 
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■事務局 

移住者を対象とするため，サンプルは尐なくなると思います。こちらの指標が適切かど

うかも含めまして，本日の会議で御意見を頂ければと思います。 

 

■Ｅ委員 

32ページに高浜駅周辺の都市機能誘導区域の図面があります。半径800ｍの外側にも赤色

の都市機能誘導区域が分散していますが，こちらにはどのような都市機能を誘導するイメ

ージでしょうか。 

 

■事務局 

御指摘の赤い場所は，土砂災害（特別）警戒区域です。都市機能誘導区域と紛らわしい

表現で申し訳ありません。 

 

■Ｅ委員 

分かりました。 

また，36ページに都市機能誘導区域ごとの施設立地状況を示していますが，南台・東石

岡周辺の図書館・図書室については，東地区公民館の図書室を示しているのでしょうか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■Ｅ委員 

41ページでは，南台・東石岡周辺では図書館・図書室は誘導施設に設定をされていませ

ん。これは東地区公民館の図書室を閉鎖するということですか。 

 

■事務局 

誘導施設に設定をしない考えで，閉鎖をするわけではありません。 

 

■会長 

既存立地の施設ではあるが，それに対して何か働きかけることはないというメッセージ

かと思います。 

 

■Ｅ委員 

既存立地があるのならば，既存維持型の誘導施設として設定するのではないのですか。 
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■会長 

誘導施設に設定しないということは，施設を維持しないというメッセージになっている

という御指摘だと思います。恐らく維持はされると思いますので，誘導施設にした方がよ

ろしいのではないでしょうか。 

 

■事務局 

誘導施設として設定をしていないため，○が付いていません。 

 

■会長 

その場合には，ただし書の文言を改めた方が良いと思います。 

 

■事務局 

御指摘のとおり，修正させていただきます。 

 

■会長 

同じような問題がないか，御確認していただければと思います。41ページで誘導施設に

設定していない施設に関しては，事務局の方での見直しをお願いします。 

 

■Ａ委員 

39ページで施設の機能については記載があるのですが，施設が必要である基準について

の記載がありません。例えば，市役所がある区域には支所は必要ないですが，市役所がな

い区域には支所が必要です。そのような考えを示していないため，分かりにくくなってい

る気がします。施設設定の考えの後に，施設をどの程度維持していくのかという考えを示

すことが必要なのかと思いました。 

前回の会議でも申し上げましたが，南台・東石岡周辺と石岡市街地を切り離す必要はな

いと思っています。２つの区域を統合することにより，概ねの機能が補えるとの考えから，

区域を合わせても良いのではないかと思います。 

それと50ページのコミュニティ拠点と中心拠点及び地域拠点の連携イメージについてで

す。恋瀬地区公民館周辺と柿岡市街地が軸で結ばれていますが，これは公共交通網形成計

画にも反映する必要がある話なのでしょうか。現状では，公共交通はありませんし，バス

が運行できる立派な道路がある状況でもありません。 

 

■事務局 

石岡市街地と南台・東石岡周辺を統合してはという御意見についてですが，石岡市街地

地区は都市計画マスタープランで，都市拠点として位置付けられているのに対して，南台
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・東石岡周辺は位置付けがありません。南台・東石岡周辺につきましては，人口密度が高

く，若者世代の転入・転居が多いという分析に基づいて，本計画で都市機能誘導区域とし

て位置付けました。市としては，２つの拠点に違う色を出していきたいと考えています。 

公共交通についてですが，地域間連携は立地適正化計画の中で重要だと考えております

ので，公共交通網形成計画の中で審議し，本計画に反映させていければと思います。 

 

■Ａ委員 

拠点間連携軸を示すということは，その移動を市が保証することになります。それは公

共交通でなくても良いのですが，ミニバスやデマンドタクシーなどの手当てが必要だとい

うメッセージになると思いますので，公共交通網形成計画でも議論させていただきます。 

誘導施設の設定につきましても，もう尐し解説が必要であるという点については，いか

がでしょうか。 

 

■事務局 

こちらは，検討します。 

 

■会長 

石岡市街地と南台・東石岡周辺は差別化を図るという事務局の回答がありましたが，よ

ろしいでしょうか。 

 

■Ａ委員 

分かりました。 

 

■Ｃ委員 

再度，南台・東石岡周辺についてです。BRTよりも南側は第一種低層住居専用地域であり

，北側は第一種中高層住居専用地域になっています。第一種中高層住居専用地域は，それ

なりの容積の施設が許容されると思うのですが，想定している誘導施設の規模のイメージ

と合致しているのでしょうか。 

 

■事務局 

このまま立地適正化計画が策定された場合，現況の用途地域では対応できないケースが

出てくると思いますので，来年度から用途変更の調査をする予定となっています。 

 

■Ｃ委員 

今回の資料は議論を誘導施設に絞ったからだと思いますが，前半のスライドで居住誘導

区域についての説明がありませんでした。都市機能誘導区域の説明ばかりで，居住誘導と
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用途地域の関係が分かりにくいので，そこの関係の確認をしていただきたいと思います。

もし，問題がある場合には，パブリックコメントの前には解消する必要があると思います。 

 

■事務局 

居住誘導区域は，市街化区域と用途地域から工業系の用途地域と災害危険性のある地域

を除外した区域となっています。資料の47ページで黄色いエリアが居住誘導区域，赤いエ

リアが都市機能誘導区域となっています。 

 

■Ｃ委員 

この範囲内で，居住誘導区域だが比較的柔軟な用途が認められる地域があると，そちら

に逃げてしまう可能性があります。縛りすぎるのも良くないと思いますが，しっかりと確

認をしていただければと思います。 

それと，45ページや46ページの濃い青の区域についてです。45ページでは災害危険性，

46ページでは居住誘導に当たり配慮すべき区域となっています。これは災害危険性がある

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でしょうか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■会長 

色の表記については，もう尐し説明があっても良いのかと思います。パブリックコメン

トの際は，この辺りがポイントになると思いますので，よろしくお願いします。 

 

■Ｆ委員 

62ページの公共交通の施策についてです。拠点間のネットワーク強化の文章を読んでい

くと，「特に八郷地域での東西方向での公共交通手段や，集落とコミュニティ拠点間のネッ

トワーク充実に向けて，地域公共交通網形成計画に基づき，公共交通網の見直しを進めま

す」とあります。具体的には，どの程度進んでいるのでしょうか。現状での乗合いタクシ

ーの運行区域については，石岡地域と八郷地域に分かれており，東西方向の連携と記載が

ありますが，乗継ぎをしないといけない状況です。東西方向の公共交通手段の見直しは運

行区域の変更という意味でしょうか。 

 

■事務局 

53ページでは公共交通体系の将来イメージを示しており，乗合いタクシーは３つの運行

区域を想定しています。現在，乗合いタクシーで市内を長距離移動する方が多いため，近

距離移動を希望している方を乗せきれない状態となっています。平成27年度までは，石岡
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地区と八郷地区で乗継ぎをしていたため，距離の移動が簡単で，長距離は乗換えをしてい

ただく形でしたので，現在のような乗せきれない状況ではありませんでした。現状の問題

を解決するためには，運行区域を３つに分けるようなシステムを構築したいと考えており

ます。 

 

■Ｆ委員 

53ページの左上に超小型モビリティ試験導入と記載がありますが，これらを公共交通機

関として位置付けるということでしょうか。現実離れしているような気がします。 

 

■事務局 

超小型モビリティ試験導入については，明後日に行われる地域公共交通網形成計画の会

議で諮っていく予定です。超小型モビリティを地域公共交通の足として実用化されるわけ

ではありませんが，運転免許を返納されて自動車の運転ができない方も，このサイズなら

運転ができるかもしれません。そのような可能性を探っていく実証の場として検討をして

います。 

 

■会長 

交通の話全般についての御指摘をいただいたと思っておりますので，オブザーバーとし

て参加していただいております関鉄グリーンバスのＧさんより，今の議論についての御意

見を頂ければと思います。 

 

■Ｇ氏 

石岡市全域に係る公共交通については，弊社も路線を持っておりますが，運行本数が非

常に尐なく，不便をおかけしているのが現状です。先ほどお話にあったデマンドタクシー

は，どこからでもドア・ツー・ドアで運行をしていますが，それによる弊害が現在は出て

います。その見直しなどと合わせて，弊社でも乗換え拠点が新たに設けられれば，シャト

ルバスなどで拠点間を結ぶような公共交通の新たな見直しについて，御協力をさせていた

だきたいと考えています。 

また，この件とは尐し離れてしまいますが，資料では南台・東石岡周辺地区でBRTの北側

のみが都市機能誘導区域になっています。実際に，BRTを積極的に利用していただいている

のは南側の南台地区の住民の方々です。そのような中で，南台一丁目から四丁目が外され

ているのは住民の感情として，納得ができない部分がありますので，南台地区を都市機能

誘導区域に含んだ場合のデメリットなどがあれば教えてください。 

さらに，立地適正化計画とは，20年先を見越した計画だと思います。今後，国道６号バ

イパスが南台へ抜けていきますが，地図に計画線すら入っていません。そのような動きも

見込んだ上での計画ではないのでしょうか。 
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■事務局 

都市機能誘導についての御指摘ですが，南台地区は用途地域が第一種低層住居専用地域

であり，都市機能施設を誘導するのではなく，住民の転居などを見込んだ住宅地として考

えております。そして，転居などをされた方にはBRTを利用していただき，都市機能誘導区

域で施設の利用をしてほしいと考えております。また，八郷地域から石岡地域への移動が

速やかになれば，BRTを使って病院などを利用していただきたいという将来的な構想に基づ

き，このような区域設定をいたしました。 

国道６号バイパスの線につきましては，図示をいたします。 

 

■会長 

国道６号バイパスは，この図面に係ってくるのでしょうか。また，都市機能誘導区域内

を通るのですか。 

 

■事務局 

図面の右側を通過していく予定であり，都市機能誘導区域内は通りません。 

 

■会長 

分かりました。 

南台・東石岡周辺の都市機能誘導区域については，南側を排除しているのではなく，良

好な住宅地環境を守るために積極的に入れていないということなので，住民に誤解のない

ように説明をお願いいたします。 

 

■Ｇ氏 

地区名が，南台・東石岡周辺となっていますが，実際に南台地区は含まれているのでし

ょうか。区域にBRTのバス専用道路が含まれていなければ，南台地区は入っていないと思い

ます。 

 

■事務局 

こちらの名称は正確な地区名を示しているのではなく，住んでいる方や見た方が分かる

ような形で標記しています。細かくすると，バス専用道路も含まれると思います。 

 

■会長 

名称は石岡市民がどこか分かるような地名の方が良いと思います。それとBRTのバス停の

名前に南台という名称が入っているので分かりやすいという面もあるのかと思います。 
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■Ｆ委員 

現在運行しているバスは車両の大きさが一律となっています。朝や夕方の利用状況を見

ると，大きなバスは不要なのではと思います。石岡地区と柿岡地区を結ぶ幹線道路を運行

するバスとは別として，そのほかのバスは利用者が尐ないと思います。市は運行している

バスに対して，関鉄グリーンバスの赤字額の補填をしているのではという気がします。も

う尐しコンパクトに動かせる小型バスを運行することによって，効率が上がるのではない

かと思います。後日，開催される地域公共交通網形成計画の会議で，その辺も含めて検討

いただければと思います。 

 

■会長 

そちらのお話しを伺いたいということで，よろしいでしょうか。 

 

■Ｆ委員 

お願いいたします。 

 

■Ｇ氏 

私の方から御説明します。現在，自主運行路線に関しましては，市から補助金は頂いて

おりません。ただ，羽鳥駅から板敷山へ向かう路線については，元々JRバス関東が運行し

ていた路線を廃止が決まった時点で，当時の関東鉄道が石岡市代替バスとして継がせてい

ただいている関係上，この路線に関しては運行補助を頂いております。現在，引き続き関

鉄グリーンバスにて運行補助を頂きながら，運行をしております。また，関東鉄道の石岡

駅から水戸駅への路線については，国の補助が入っております。 

車両につきましては，弊社では主に中古の車両を導入しております。中古の車両は大都

市圏で主に使用されたものであり，中型は尐なく，現状，大型バスが多くなっております。

新車で小型や中型を購入すれば，利用状況に応じたサイズになるとは思いますが，実際に

は新車を購入することは難しい状況となっております。また，小型バスの場合には朝に集

中する高校生の利用へ対応できないという面もございます。 

 

■会長 

この議論は，どの市町村でも起こっており，大体同じ回答だと思います。路線バスは赤

字になって当然の状況なので，赤字は駄目ということではなく，どのように社会として地

域の足を確保していくのかということを考えなくてはいけないと思います。 

 

■Ｂ委員 

コミュニティ拠点についてですが，現在，やさと農業協同組合では支所を統廃合すると
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いうことで，恋瀬地区にある支所は来年の４月に閉鎖します。そうなると，支所の中にあ

る売店なども閉店してしまうため，地域の利便性の低下や公民館に来る人が減ることも考

えられます。現在，９つある支所を２つにしてしまうため，地域の利便性が損なわれる地

域が多く出てきますので，支所にあった売店を公民館の一角に設置するなど，うまく活用

して，現在の生活利便性の維持を図る必要があるかと思います。 

 

■事務局 

市街化調整区域や非線引き用途白地地域は約50％の市民が住んでいます。そのため，立

地適正化計画の中でもコミュニティ拠点を設定することにより，現在の生活水準を維持で

きるような施策が入れられるようにしております。 

 

■会長 

都市計画の範囲の外ですが，上手く連携して動いていただければと思います。いわゆる

小さな拠点としての機能だと考えていただければと思います。 

 

■Ｈ委員 

都市機能誘導区域は，市街地の中の市街地というような印象や意味合いを持ってしまう

ものであり，そのため区域に含まれていなければ，格が落ちたような印象があるのだと思

います。南台地区は都市機能を誘導する場所ではなく，良好な住宅地である環境を守るた

めに区域に含んでいないという部分は市民に誤解を招く可能性があると思います。パブリ

ックコメントの際は，その辺りについて，市民に対して丁寧な説明をお願いいたします。 

それと私の仕事の関係上，感じることなのですが，田舎の方は土地から離れない傾向が

あると思います。急傾斜地などは危険のため住まないでくださいと住民に伝え，移住や転

居を進めていますが住民は動きません。立地適正化計画は人口減尐に対応して，戦略的に

居住地域を絞っているのですが，居住を誘導する実効性の部分をしっかりと議論しないと

絵に描いた餅になってしまいます。都市計画の分野だけではなく，住宅の補助などを含め

て検討が進められれば良いと思います。 

 

■会長 

伺っておくということで，よろしいでしょうか。 

 

■事務局 

はい。 

 

■Ｈ委員 

お願いいたします。 
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■Ｅ委員 

居住を誘導するというのは，非常に難しいと思います。居住誘導区域を設定しても，強

制的に移動することはできないので，どのようにすれば，居住誘導区域に住みたいと思わ

せるかが大事だと思います。時間は要しますが，住環境を整えるということが，一番基本

的な考えだと感じます。南台地区や東石岡地区は区画整理により，道路，上下水道，公園

等の都市基盤整備が行われ，各種施設も立地しています。市内でどこに住むか考えた時に，

住みたいと思える地区です。そのため，個人的には居住誘導区域で区画整理事業を実施し

て，良好な都市基盤整備を行った地域を増やすことが，最も効果的な施策だと考えていま

す。今後，市は居住誘導区域内で区画整理事業を行う予定はありますか。 

また，結婚したばかりの若い男女が手頃な家賃の公営住宅に入れると良いと思うので，

居住誘導区域内に公営住宅を設置する予定はないのでしょうか。 

 

■事務局 

区画整理事業の実施や公営住宅の新設につきましては，予定はございません。ただ，公

営住宅については長寿命化計画を基にして，南台・東石岡地区にある公営住宅の長寿命化

を図りながら，リノベーションなどを行っていくという形になると思います。 

 

■会長 

都市基盤を整備すれば人は来るというのは，そのとおりだと思います。ただ，人口減尐

が進む中で，新たに都市基盤整備を行うのは難しいと思います。これに関連した話ですが，

59ページでは移住・住み替え支援の話が出ています。これは結婚前や結婚後に，どこに住

むのかという話で，そのような住み替え需要に応えようとしている取組みです。これにつ

いて，どの程度の実績があるのか気になっています。どのくらい効果が出ると考えている

のでしょうか。先進事例については，その辺りをしっかりと精査して，仮にうまくいって

いないのだとすれば，何が原因なのか勉強した方が良いと思います。 

 

■Ａ委員 

54ページからはじまる誘導施策についてですが，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

た方がよろしいかと思います。 

 

■会長 

熟度の違いなどが関係しているのかと思います。また，難しいかもしれませんが，他の

自治体でやっている事例ぐらいは示せればと思います。この部分に関しては，事務局で検

討していただくということでよろしいでしょうか。 
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■事務局 

 はい。検討させていただきます。 

 

■Ｄ委員 

BRTの利用促進について支援するという記載についてですが，具体的にどのようなことを

すれば利用の促進につながるのでしょうか。利用者アンケートなどを実施して，分析をし

ていると思いますので，明後日の地域公共交通網形成計画の会議では，具体的な支援や促

進の例が挙げられるとよろしいのかと思います。 

 

■事務局 

明後日の地域公共交通網形成計画の会議では，どのような形ならば，皆様に効果的に利

用をしていただけるか検討をしていきたいと考えております。 

 

■会長 

今，御説明できることはありますか。 

 

■事務局 

アンケート分析結果として，BRTには１日約1,000人の方が乗っています。市内のバス利

用者数としては最も多く，基本的には通勤・通学の利用者が朝と夕方に乗車している状況

となっております。毎日利用する方が多いので，更なる利用促進は難しいと思いますが，

現在の利用者に対してBRT利用を継続していただかないと，将来的に利便性が低下する恐れ

があるということを意識していただくことが必要ではないかと考えております。 

 

■会長 

アンケートはBRTを利用していない地域住民も対象として行ったのでしょうか。 

 

■事務局 

BRTに乗車していない市民も対象とした市内全域でのアンケートのほかに，石岡駅等のバ

ス停でBRTに乗っている方を対象としたアンケートも行いました。 

 

■Ａ委員 

今日の会議の資料として，前回の会議の議事録はないのでしょうか。 

 

■会長 

前回の会議でどのような意見があったのか，それに対応したか否かが分かる資料を作成
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していただき，それを会議の冒頭で御説明いただければよろしいかと思います。 

■事務局 

 分かりました。次回から対応させていただきます。 

 

■Ｉ委員 

市内の老人ホームに外国人を積極的に受け入れている施設があります。外国人を受け入

れる際に，一番困っているのは，住む場所です。現在は，住む場所がなく，空き家を探し

ているとのことです。このような際に，市から情報提供のようなものがあれば助かると思

います。将来的に外国人は増えていくと思いますので，迎え入れる際に居住が大きな問題

になると感じています。また，外国人が日常生活を過ごす際は自転車の利用が多いと思い

ます。そのため，自転車で各種施設へアクセス可能な場所に住むことが望まれるため，住

む場所が限られると思います。今後は，市でもこのようなことを検討する必要があるので

はないでしょうか。 

 

■会長 

立地適正化計画に直接関わる話ではないと思いますが，事務局で議論されていますか。 

 

■事務局 

市の中で空き家対策や有効活用を図る制度の構築を進めています。それらを利用しやす

い形で，今後検討をしていきたいと考えています。 

 

■会長 

ほかに言い残した御意見等はありますでしょうか。 

 

―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 

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２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。 


