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日 時  平成２３年６月３０日(木) 午後１時から 

場 所  水戸市笠原町９７８番６ 

茨城県県庁舎行政棟１１階 １１０２共用会議室 
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Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２３年６月３０日(木) 午後１時から午後４時１３分まで 

２ 場所 水戸市笠原町９７８番６  

茨城県県庁舎行政棟１１階 １１０２共用会議室 

 

Ⅱ 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

  別記名簿のとおり 

 

Ⅲ 議題 

  別記付議案一覧のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

市町村長を代表する委員として会田真一委員，市町村の議会の議長を代表する

委員として渡辺政明委員を委嘱したことが報告された。 

 

Ⅴ 議事 

１ 議事の公開 

都計諮問第６号から第３４号の公開が決定された。 

 

２ 議事録署名人の氏名 

議長から議事録署名人として黒川委員と須田委員が指名された。 

 

３ 報告案件 

  東日本大震災を踏まえた防災まちづくりについて 

 

○事務局 都市計画課でございます。よろしくお願いいたします。それでは，東

日本大震災を踏まえた防災まちづくりについてご説明させていただきます。お手

元のオレンジ色の表紙で，報告事項と書かれた資料の１ページをごらん願います。 

 今回の東日本大震災で，本県においても甚大な被害が発生したことを踏まえ，

今後，災害に強く，安全・安心なまちづくりに取り組むことが重要であると考え

ております。これまで，本県では，平成21年度に茨城県都市計画マスタープラ

ンを策定し，本県における都市の望ましい将来像やその実現に向けた都市計画に

関する基本方針を示してまいりました。県といたしましては，今回の東日本大震

災を踏まえ，本県における防災まちづくりの基本的な方向性を明らかにするため，

今回は茨城県都市計画マスタープランの(仮称)震災対策編を策定していきたい

と考えております。 

 本県の主な被害状況についてでございます。資料の２ページと同じものをスク

リーンにもお示ししてございます。皆様ご承知のとおり，３月11日に発生しま
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した東日本大震災では，津波と相まって本県にも甚大な被害が発生しました。６

月27日現在で死者24名，重傷者33名に及ぶ人的被害のほか，住宅につきまし

ても，全壊棟2,163戸，半壊棟１万5,164戸に上る多くの被害が発生しておりま

す。住民避難の状況につきましては，震災の翌日，３月12日のピーク時に７万

7,285人もの方が避難されましたが，現在は福島県からの避難者のみ251人とな

っております。 

 ライフラインの被害でございます。鉄道は，現在，大洗鹿島線と湊線の一部区

間を残して復旧しましたが，一時は全線運休となり，県民生活に大きな支障を来

しました。また，県内43市町村で停電したほか，水道も多くの市町村で断水と

なりました。 

 主な土木施設の被害でございます。まず，道路では，高速道路の県内区間が全

線通行止めとなったほか，直轄国道で10カ所，県管理道路で133カ所が通行止

めとなりましたが，現在では応急復旧が進み，県管理道路14カ所を除き供用が

図られております。また，茨城港，鹿島港のすべての港湾機能が一時停止したほ

か，下水処理場や県営住宅にも甚大な被害が発生しました。 

 具体な県内の被災状況をお示ししますので，正面スクリーンをごらんください。 

まず，大洗港区で発生した渦潮の状況でございます。画面奥が大洗港フェリータ

ーミナルと大洗町の市街の状況でございます。左上が，津波により全壊した家屋，

北茨城市の状況でございます。右上が，津波により浸水した市街地，大洗町の状

況でございます。左下，常磐道で，路面亀裂，陥没が水戸ＩＣ，那珂ＩＣの区間

で発生した状況でございます。右下，鉾田市と行方市の間にある鹿行大橋の状況

でございますが，３径間が落橋してございます。左上，神栖市において，県道粟

生木崎線の路面陥没が発生した状況でございます。同じく右上，茨城港，日立港

区において岸壁が損壊した状況と，左下が涸沼川の堤防崩壊の状況でございます。

右下が，潮来市の県営日の出住宅において，液状化による沈下が発生した状況で

ございます。 

 続きまして，茨城県都市計画マスタープラン(仮称)震災対策編の策定の進め方

についてでございます。資料の６ページをお開き願います。同じものをスクリー

ンにお示ししてございます。県では，今回の震災を受け，さきに策定した左から

２列目の県総合計画の見直しを行うほか，一番左の列の県地域防災計画につきま

しても，年度内を目途に見直しを進めることとしております。これらの見直し方

針を踏まえ，右から２列目の茨城県都市計画マスタープランにつきましても，被

災状況の把握，課題の整理，被災地の意向調査などを行い，防災まちづくりのあ

り方，方向性の検討などを進め，(仮称)震災対策編を策定していきたいと考えて

おります。 

 また，一番右側の都市計画区域マスタープランにつきましては，茨城県都市計

画マスタープランを指針として，県内29区域について策定し，そのうち近郊整

備地帯に属する５区域につきましては昨年12月の当審議会においてお諮りし，
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既に決定しているところでございます。残り24区域につきましても，公告縦覧

等の策定手続きを進め，３月の審議会においてお諮りする予定でしたが，震災に

より延期されたため，本日，この後にご審議いただく予定としております。なお，

これらの都市計画区域マスタープランにつきましては，(仮称)災対策編を策定し

た後，各都市計画区域の特性等に応じて見直しを図るとともに，各市町村の都市

計画マスタープランにも反映されるよう，関係機関との調整を十分に図ってまい

ります。 

 続きまして，策定体制についてでございます。今回の(仮称)震災対策編の策定

に当たりましては，平成21年度に現行の茨城県都市計画マスタープランを策定

した体制と同様に，土木部をはじめとする県庁内の関係23課で構成されますま

ちづくり推進協議会に学識経験者を顧問としてご参加いただき，県都市計画審議

会や市町村等のご意見を踏まえながら，検討，策定作業を進めてまいりたいと考

えております。なお，顧問には，茨城県都市計画審議会の学識経験者でおられま

す黒川委員及び山形委員にご参加をお願いしたいと考えております。資料の８ペ

ージに，まちづくり推進協議会の構成メンバーを示しております。東日本大震災

を踏まえた防災まちづくりにつきましては，以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの件につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いしたいと思います。よろしゅうございますか。

これからということでございますので。それでは，特にないようでございます。

ただいま事務局から説明がありました防災まちづくりに向けた茨城県都市計画

マスタープラン(仮称)震災対策編の策定につきましては，この体制で進めるとい

うことでよろしゅうございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございました。それでは，事務局として，そのように進めて

いっていただきたいと思います。また，顧問として参加していただく黒川委員，

山形委員には，お忙しいところとは思いますが，よろしくどうぞお願いをいたし

ます。 

 

４ 議案審議 

  都計諮問第６号「水戸・勝田都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全

の方針」ほか28件 

 

 

【都計諮問第６号「水戸・勝田都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第７号「常北都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

【都計諮問第８号「笠間都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

【都計諮問第９号「小美玉都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 
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○議長 それでは，本日の付議案件の審議を始めたいと思います。本日の付議案

件は全部で29件と多うございます。このうち，都計諮問第６号から第29号まで

の24件が都市計画区域の整備，開発及び保全の方針，いわゆる区域マスタープ

ランの変更ということになっております。また，都計諮問第30号から第33号ま

での４件につきましては，区域区分の変更，いわゆる線引きの見直しということ

になっております。案件の数が非常に多くなっておりますので，都市計画の区域

マスタープランにつきましては，地域特性等によりまず５つのゾーンに分けまし

て審議を進めたいと考えております。事務局におかれましては，これまでも審議

会等でいろいろご報告していることでもございますし，ぜひポイントを押さえて，

簡潔明瞭な説明をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは，最初に，都計諮問第６号から第９号につきまして，一括して事務局

から説明をお願いします。よろしくお願いします。 

 

○事務局 都市計画課でございます。どうぞよろしくお願いいたします。資料は，

白い表紙の付議案，青い表紙で右肩に別冊１と書いた都市計画区域の整備，開発

及び保全の方針(案)でございます。なお，説明につきましては正面スクリーンの

ほうで行わせていただきたいと思っております。スクリーンに映してございます

ものと同じものを，お手元に，Ａ４横向きのカラー印刷で，右肩に四角囲みで説

明資料と書かれた資料を用意してございます。 

 まず，第６回都市計画定期見直しの概要について説明をさせていただきまして，

その後，各都市計画区域について説明をさせていただきたいと存じます。まずは

じめに，第６回都市計画の定期見直しについてでございます。都市計画の定期見

直しにつきましては，都市を取り巻く経済や社会情勢の変化等を踏まえ，概ね５

年ごとに実施をしております。 

 今回の見直しにつきましては，平成17年の国勢調査，平成18年，19年の土地

利用の現況調査などの都市計画基礎調査の内容をもとに，県全体の都市計画の方

針を示す茨城県都市計画マスタープランを，都市計画審議会のご意見をいただき

ながら，平成21年12月に定めました。茨城県都市計画マスタープランでは，ス

クリーンの中段左側にお示ししているような本県の特性や，中段の右側にお示し

しているような社会潮流等を踏まえまして，下段の将来都市構造の視点として，

集約と連携に基づきまして，①から④の４つの視点で都市づくりを行っていくと

したところでございます。また，区域区分につきましては，下段右側のとおり，

人口減少・超高齢化社会の到来を見据えまして，現在線引きを行っている都市計

画区域においては，集約型都市構造を目指すため，現行の区域区分制度を維持す

るということにしております。 

 次に，茨城県都市計画マスタープランにおける本県の都市構造についてでござ

いますが，本県では，陸・海・空のネットワークとして，常磐自動車道，北関東

自動車道，圏央道，東関道自動車道水戸線，茨城港，鹿島港，茨城空港などを中
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心に骨格となるインフラの構築が図られてきております。これらを広域連携軸と

し，県都周辺圏，研究学園都市圏，臨海工業都市圏の３つの中核都市圏がそれぞ

れ周辺の生活拠点都市との連携を強めながら地域を牽引し，都市圏を形成してま

いります。さらに，地域固有の特性や一体的な地域づくりの観点を踏まえて，県

内を，県北，県央，鹿行，県南，県西の５つのゾーンに分けておりますので，本

日お諮りする24区域の都市計画マスタープランについてはこのゾーンごとに説

明いたします。 

 次に，本日ご審議をいただきます各都市計画区域について説明をいたします。

県内には29の都市計画区域がございますが，このうち，昨年の12月の審議会で

は，この黄色でお示ししました近郊整備地帯の５都市計画区域についてご審議を

いただきました。本日は，ピンク色で着色されております水戸・勝田などの 11

の線引き都市計画区域，それから，水色で着色されております稲敷東南部などの

13の非線引き都市計画区域についてご審議をいただくものです。 

 次に，都市計画区域マスタープランの内容についてでございますが，構成とい

たしまして，全体構成は計画書と図面の２つから成り立っておりまして，計画書

につきましては，全体を３つの章に分けております。まず，第１章の都市計画の

目標では，概ね20年後の都市の姿を展望した上で，広域的位置づけ，地域特性

や課題などを勘案しながら，都市づくりの基本理念や地域ごとの市街地像につい

て記述をしております。次に，第２章の区域区分の決定の有無及び区域区分を定

める際の方針では，区域区分，いわゆる線引きでございますが，これを行うかど

うかを定め，その根拠を示し，各区域の目標年次の平成27年における概ねの人

口・産業や市街化区域の規模等を示しております。 

 区域区分につきましては，茨城県都市計画マスタープランにおいて定めた基本

方針に基づきまして，現行の区域区分を維持することとし，現在，線引きを行っ

ている区域については，引き続き区域区分を定めることとし，現在，線引きを行

っていない区域については，引き続き区域区分を定めないこととしております。

また，今回，基準年を平成17年，目標年を平成27年とし，目標年次における県

全体の人口を294万人としております。 

 次に，第３章の主要な都市計画の決定の方針では，都市づくりの基本理念とい

うものを踏まえまして，商業業務地，住宅地などの土地利用，道路や下水道など

の都市施設整備，区画整理などの市街地開発事業，自然的環境の整備又は保全な

どに関するそれぞれ主要な都市計画をどのように定めるかという方針を示しま

す。なお，土地利用に関する方針として，震災前の記述ではございますが，今回，

新たに，防災に関する方針として都市防災に関する方針を，また，良好な景観の

保全及び創出に関する方針を各区域に新たに記載をしております。なお，非線引

き都市計画区域におきましては，災害の防止に関する方針というものを今回新た

に追加をしております。また，都市施設整備・市街地開発事業に関する方針とし

て，低炭素型社会の実現を目指し，公共交通機関との連携や安心・快適な移動交
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通環境の充実を図ることや，長期未着手の都市計画道路や土地区画整理事業の見

直しについて記載をしております。そして，自然的環境の整備または保全の方針

では，緑地保全地域・特別緑地保全地区の活用について記載をしております。 

 これらの内容につきましては，各都市計画区域の最後に赤いインデックスをつ

けた附図として，将来の都市像に対応した土地利用や，主要な都市施設の配置な

どを図面で示しております。 

それでは，各ゾーンごとに説明をさせていただきます。お手元の付議案の１ペー

ジから４ページまでの都計諮問第６号から第９号まで，県央ゾーンに位置する都

市計画区域を一括して説明いたします。 

 茨城県都市計画マスタープランにおける県央ゾーンの基本方向につきまして

は，県都水戸を中心とした都市機能が充実した中核都市圏づくり，水戸市や大洗

町等の歴史文化等を活用した観光交流空間の形成，北関東自動車道や茨城空港等

の広域交通ネットワークの活用を目指すとしております。 

 それでは，まず，付議案１ページの都計諮問第６号「水戸・勝田都市計画 都

市計画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。 

 水戸・勝田都市計画につきましては，マスタープランの本文のほうに沿って説

明をさせていただきまして，それ以降につきましては，全体概要等を説明させて

いただきたいと思っております。資料につきましては，青い表紙の別冊１をもち

まして説明をさせていただきたいと考えておりますので，インデックスの水戸・

勝田をお開きいただきまして，併せまして正面スクリーンのほうをごらんいただ

きたいと思います。 

 まず，水戸・勝田の１ページをお開きください。水戸・勝田都市計画区域に含

まれる市町村は，１章の都市計画区域の目標の１)都市計画区域の名称及び範囲

に書いてございますように，水戸市，ひたちなか市，那珂市，大洗町，茨城町及

び東海村の全域，それと城里町の一部でございます。 

 １ページから２ページに都市づくりの理念を記載しております。１ページ目に

地域の特性を記載し，２ページ目では，区域全体として，２ページ目の１行目で

ございますが，「拠点都市地域として，自然環境を活かした居住環境の向上や，

商業，教育，文化等の集積を活かした都市機能及び業務機能の増進を図り，北関

東の中核都市を目指す」としております。 

 また，各地区ごとにつきましては，丸の２つ目以降でございますが，水戸地区

では，広域的な道路体系と都市機能の既存集積を活かしつつ，水戸市周辺部の拠

点地区などと連携のもとに，本区域の中核的都市機能を担うとしております。 

 また，ひたちなか地区は，ひたちなか地区開発を主体的に推進し，流通業務機

能，研究開発生産機能，レクリエーション・リゾート機能など高度な都市機能を

担うとともに，既存の工業，商業，業務機能の集積を活かし，新たな高次業務な

どの機能を担うとしております。 

 那珂地区は，水戸市への交通利便性や豊かな自然環境，常磐自動車道インター
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チェンジや原子力関連研究施設の集積を活かして，居住，レクリエーションを担

うとともに，流通，研究機能を担うとしております。 

 茨城地区については，広大な土地と涸沼をはじめとした水辺，豊かな緑などの

環境や工業団地の集積を活かして，居住，レクリエーション，農業生産機能を担

うとともに，工業生産機能を担うとしております。 

 大洗地区については，重要港湾茨城港大洗港区などの広域交通体系を活かし，

人・物の交流機能，居住機能を担うほか，既存の水産業の強化育成を図るととも

に，海洋性観光レクリエーション機能の拡充を図ることにより，海を活かした交

流拠点機能を担うとしております。 

 東海地区につきましては，原子力施設やＪ－ＰＡＲＣなどの最先端の研究機能

の集積を活かした原子力関連の人材育成，研究開発拠点の形成を目指すとしてお

ります。 

 次に，３ページから５ページにつきましては，地域ごとの市街地像を記載させ

ていただいております。 

 次に，６ページをお開き願います。６ページの第２章，区域区分の決定の有無

及び区域区分を定める際の方針では，引き続き区域区分を定めるとしております。

右側の７ページに，区域区分の方針といたしまして，将来の人口と産業や市街化

区域の想定規模を記載してございます。 

 １ページおめくりください。次に，８ページの第３章，主要な都市計画の決定

の方針でございますが，まず，１)の土地利用に関する方針の①主要用途の配置

の方針では，商業・業務地については，水戸駅や勝田駅など各鉄道駅の周辺や幹

線道路の沿道などに配置し，中でも，水戸市街地地域の商業・業務地は，都市機

能の集積を進め，本区域の中心となる拠点都市の形成を図るものです。 

 bの工業地については，計画的な整備を図る工業地として本文に掲げておりま

すような工業地などに，北関東自動車道などの整備効果を活かしつつ，生産機能

や研究開発機能などの整備・充実を図るものでございます。 

 Cの流通業務地につきましては，茨城港常陸那珂港区の周辺に流通業務地を配

置し，東日本を対象とした物流拠点の形成を図るものでございます。 

 ｄの住宅地につきましては，計画的に整備された住宅地におきましては，今後

とも良好な居住環境の維持に努め，その他の住宅地も道路・公園などの都市施設

の整備を図るなど，良好な環境の形成に努めるものでございます。 

 次に，11ページをお開きください。④の市街地において特に配慮すべき土地利

用の方針を示し，これらに基づいて土地利用の誘導を図るものでございます。 

 １ページおめくりください。12ページでございますが，先ほど説明させていた

だきましたが，ｅとｆということで，これを新たに記載をさせていただいており

ます。 

 ｅの都市防災に関する方針でございますが，災害に強いまちづくりを目指しま

して，急傾斜地などの危険箇所の解消や，公園などの避難地の確保及び学校や公
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共施設の耐震化，狭隘道路の解消や幹線道路の整備による避難路及び救援活動の

確保に努めるとともに，ハザードマップ等による情報提供に努めることとしてお

ります。 

 ｆの良好な景観の保全及び創出に関する方針では，自然的景観，市街地景観，

歴史・文化的景観など，地域特性に応じた景観資源の保全と創出の促進をするも

のでございます。 

 次に，⑤の市街化調整区域の土地利用の方針では，ａで農用地区域として設定

されている集団的な優良農地や農業生産基盤整備事業を行った農地の保全，耕作

放棄地の再生支援に努めることとしております。また，市街化調整区域につきま

しても，13ページのｅの良好な景観の保全及び創出に関する方針というものを新

たに記載しております。 

 次に，14ページをお開き願います。14ページをごらんいただきますと，２)の

都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針でございますが，まず，①

では交通施設の方針を示しまして，陸・海・空の広域交通ネットワークの整備と

して，北関東自動車道，東関東自動車道水戸線などの広域幹線道路，茨城港常陸

那珂港区・大洗港区などの港湾を配置し，整備を図るものでございます。 

 また，本区域の一体的な都市構造の形成を図るため，国道６号や50号等の市

街地を連絡する放射道路と水戸勝田環状道路などの交通を分散する環状道路に

より，放射環状型の都市構造を形成するものです。さらに，低炭素型社会の実現

を目指し，バスなどの公共交通機関などとの連携や，自転車・歩行者ネットワー

クの整備など，安心・快適な移動交通環境の充実を図ることにより，公共交通機

関を機軸としたコンパクトな市街地構造を目指すこととしております。 

 なお，長期にわたりまして未着手の都市計画道路については，交通ネットワー

ク，道路整備上の課題でございますとか代替道路の有無などについて検証し，必

要な見直しを行うこととしております。 

 次に，右側の15ページでございますが，ｂの主要な施設の配置方針として，

ここに掲げてございますような道路や港湾などがございます。 

 １ページおめくりください。16ページをごらんいただきますと，現在整備中，

または概ね10年以内に整備に着手予定の主要な施設として，道路を記載してご

ざいます。 

 次に，右側の17ページから19ページには，下水道や河川，その他の施設の整

備の方針を記載してございます。 

 20ページをお開きください。20ページの３)市街地開発事業に関する主要な都

市計画の決定の方針としまして，本区域では，多くの市街地開発事業が積極的に

行われてきたところでございますが，今後は，現在整備中の事業を円滑に進める

とともに，既成市街地における居住環境の改善や都市機能の更新，防災性の向上

を図るための事業を重点的に行うものでございます。整備予定の主な市街地開発

事業については，整備中もしくは10年以内に整備予定のものを表に記載してご
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ざいます。 

 右側の21ページの４)自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方

針としまして，ａ基本方針のアの最後の段に掲げてございますように，本区域の

都市づくりにおきましては，森林法など他の法令との連携を図りながら，区域区

分制度の適用など計画的な土地利用を進めることによって緑地を保全し，また，

公園などを適正に配置し，整備することによって，豊かな水と緑に包まれた潤い

のある都市の形成を図るものでございます。 

 24ページをお開きください。24ページをごらんいただきますと，ｄ主要な緑

地の確保目標として，整備予定の主な公園緑地などをここに記載してございます。 

 次に，赤いインデックスのついたＡ３判の附図をごらんいただきまして，これ

と併せまして，正面スクリーンのほうをごらんください。ただいま説明をいたし

ました土地利用や道路などの都市施設の配置，緑地や公園などの自然的環境につ

いて図面に取りまとめてございます。 

 水戸・勝田都市計画区域では，水戸駅や勝田駅等の鉄道駅の周辺などに商業・

業務地を，工業地は北関東自動車道などの整備効果を活かして茨城中央工業地等

を，茨城港常陸那珂港区の周辺に流通業務地を配置するものでございます。 

 また，北関東自動車道や東関東自動車道水戸線などの自動車専用道，市街地間

を連絡する水戸・勝田環状道路などの主要幹線道路，茨城港の常陸那珂港区及び

大洗港区の港湾など主要な施設を位置づけ，大洗県立自然公園をはじめ那珂川や

久慈川，緑地などの自然環境と調和した中核都市の形成を図るものでございます。 

 続きまして，付議案２ページの都計諮問第７号「常北都市計画 都市計画区域

の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイン

デックス，常北の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。こちらにつきましては概要を中心に話をさせていただきたいと考えて

ございますので，説明資料の17ページをごらんください。同じものを正面スク

リーンのほうでご説明をいたします。 

 常北都市計画区域の範囲でございます。常北都市計画区域の範囲は，城里町の

一部でございます。本区域の都市計画の目標でございますが，県都周辺圏の各都

市との相互連携を強化しつつ都市機能を増進し，自然を保全・活用し，地域間交

流を深めることにより，魅力的で活力あふれる住みよい都市を目指すとしており

ます。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は別冊１の赤いインデ

ックスのついた常北都市計画の附図になります。 

 常北都市計画区域では，土地利用の方針としまして，国道123号の沿道や県道

石岡城里線の沿道に商業・業務地を，その周辺に住宅地を配置するとともに，都

市施設の整備により良好な環境を形成するものでございます。都市施設の整備の

方針としまして，国道123号バイパスなどを中心に都市間連携を図るものでござ
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います。自然的環境の整備又は保全として，河川周辺緑地や台地上の平地林等を

保全するものです。 

 続きまして，付議案３ページの都計諮問第８号「笠間都市計画 都市計画区域

の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイン

デックス笠間の１ページから15ページと，赤いインデックスのついた附図にな

ります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明をさせていただきます。笠間都市

計画区域は，笠間市の全域でございます。 

 本区域の都市計画の目標でございますが，高速道路網や鉄道等の広域交通体系

を活用して産業振興を図り，山林等の保全，笠間稲荷等の社寺，史跡，笠間焼等

の伝統工芸・地場産業を活かすことにより，自然，歴史，文化等の地域特性にふ

さわしい活力ある都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた笠間都市計画の附図になります。 

 笠間都市計画区域では，土地利用の方針といたしまして，笠間稲荷神社周辺に

歴史的景観に配慮したまちづくりにより観光交流拠点を形成することや，常磐道

岩間インターチェンジや友部サービスエリアスマートインターチェンジ周辺に

工業団地等を配置するものです。都市施設の整備の方針として，常磐道，北関東

自動車道，国道50号等を中心に都市間連携を図るものです。市街地開発事業と

して，岩間駅東地区において，整備中の土地区画整理事業を進めるものです。 

 自然的環境の整備又は保全の方針としまして，笠間県立自然公園や吾国愛宕県

立自然公園等の山林や愛宕山等から台地に連なる斜面林，涸沼川等周辺の緑地，

まとまった平地林等を保存するものでございます。 

 続きまして，付議案４ページの都計諮問第９号「小美玉都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス小美玉の１ページから17ページと，赤いインデックスのついた附図

になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明をさせていただきます。小美玉都

市計画区域の範囲は，小美玉市の全域でございます。本区域の都市計画の目標で

ございますが，茨城空港を活かした産業拠点整備や，北関東の玄関口として周遊

観光の拠点等の交流拠点の整備を図り，自然・歴史・農業環境との調和を図るこ

とにより，にぎわいと活力ある交流都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた小美玉都市計画の附図になります。 

 小美玉都市計画区域では，土地利用の方針としまして，国道355号の沿道や羽

鳥駅周辺等に商業・業務地を配置するとともに，茨城空港テクノパーク等に工業
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地を配置するものでございます。都市施設の整備の方針としまして，常磐道，国

道６号などを中心に都市間連携を図るものです。自然的環境の整備又は保全の方

針としまして，空港公園，スポーツシューレ公園，霞ヶ浦湖岸等を整備・保全い

たします。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてでございますが，都計諮問第６号

から第９号までの水戸・勝田，常北，笠間，小美玉の各都市計画区域について，

平成23年２月14日から２月28日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたとこ

ろ，意見書の提出はございませんでした。 

 以上，都計諮問第６号から第９号までご説明をさせていただきました。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 ただ，１点，私，説明のときに，目標年次の県全体の人口を294万人と説明さ

せていただきましたが，295万人でございます。申しわけございません。訂正さ

せていただきます。審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの都計諮問第６号から第

９号の件につきまして，ご意見，ご質問がございましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 非常に大きい計画でなかなか質問しづらいのですが，例えば，水戸・

勝田など見ますと，特に勝田市など見ますと，過去に非常に大きい都市計画をや

っていまして，経済状況などによっていろいろ頓挫しているという問題がござい

ます。それでにっちもさっちもいかなくなっていると。都市計画を進める場合，

道路などの見直しなどは挙がっているようですが，そういうさっぱり進捗しない

ような都市計画に対して何か手を貸すとか，フォローするような方針というのは

いかがなものなのでしょうか。進めるのはいいのですが，頓挫しているところも

救わなくてはいけないのかなという思いから質問させていただいているのです

が。 

○事務局 全体といたしましては，都市計画の区域の方針でございますので，頓

挫というか，計画の見直し等の細かいことは書いてございませんが，先ほど委員

のほうからございましたように，道路の見直しでございますとか，それから，前

回もご審議していただきました土地区画整理事業等の見直し等々につきまして

はこの中にも触れさせていただいているわけでございます。特にひたちなかを含

めましての将来像につきましては，基本的に大きな方向性としては変わっていな

いと我々としては考えてございまして，頓挫ではなくて，大きなということでは

ございませんが，これからも将来の姿に向かいながら進めていくというようなこ

とになっていくかと考えてございます。 

 ただ，将来構造のところで説明をさせていただきましたように，集約と連携と

いうことで，今回，区域区分の維持をしていくわけでございますが，それらのこ

とを含めまして，今後，まちをコンパクトに，また，公共交通等を機軸とした形

での既存施設を活かしてということの表現は書いてございますので，説明がうま



 - 12 -

くいってなくて申しわけございませんが，よろしくお願いしたいと思います。 

○Ａ委員 なかなか難しい問題だと思うのですが，結局は区域区分の問題とも関

連してくるわけです。余り都市計画が進行しないと，今度は逆に調整区域のほう

に住む人から不満が出るとか，そういう調整をしなくてはいけない問題が出ると

思うのです。 

 今，お答えの中に，区域区分も考えなくてはいけないということがありますが，

都市計画が余りうまくいかないと，当然，その辺にもメスを入れざるを得なくな

ってくると思うのです。なかなか解決が難しい問題かと思いますが，ちょっと意

見を申し上げたいと思って，質問させていただきました。結構です。 

○議長 ほかにご意見，ご質問。お願いします。 

○Ｂ委員 交通整備の状況でお聞きしたいのですが，水戸・勝田都市計画の中に

も，説明資料の14ページですが，長期未着手都市計画道路について，交通ネッ

トワーク，道路整備上の課題や代替路線の有無などについて検証し，必要を見直

しをということで，ここに未着手に対しての見直しというのが出ているのですが，

実際，私も，この資料を見ると，大体平成３年くらいからの都市整備の目標を掲

げてあるのですが，各県内の市町村の実態を見ますと，昭和30年代，40年代に

都市計画をされている道路がたくさんあるのです。それについての見直しという

のは，私，ちょうど20年前，まだ地元の議員のときにもそういう問題を取り上

げて見直しを迫ったのですが，その当時は，県の指導によりましてという言葉だ

けで何ら見直しもされない。そして，ちょうど今から15年前，県議会でこの問

題を取り上げまして質問した経緯があるのですが，そのときも見直しをしたいと

いうことを言っているのですが，いまだに僕の地元でもまだ見直し作業というの

を全然やっていない。 

 そしてまた，都市マスタープランというのは大体20年計画という目標がある

のですが，20年前に見直しされていないのが，恐らくまた見直しもできないのか

なと，そんなふうな感じがするのですが，20年サイクルでこういう都市マスター

プランを計画するわけですから，20年後にはせめてその辺の見直しはしっかりと

やっていただいて，これから20年先の計画を練っていただきたいと感じている

のですが，今回，水戸だけ見直しというのは載っていますが，恐らく各市町村に

もたくさん整備未着工の都市計画道路があると思います。ですから，その辺をし

っかり都市マスタープラン計画に当たりまして各市町村に指導し，また，意見を

交換して，まずは昭和代に決定した都市計画道路の見直しをするのが先決ではな

いかなと感じているのですが，その辺のご意見を賜りたいと思います。 

○事務局 今ございました都市計画道路の見直しでございますが，これにつきま

しては，平成18年の３月でございますが，都市計画道路再検討指針というもの

を県のほうで策定をいたしまして，基本的には，都市計画道路の見直しの検討を

ここから正式に進めるということになってございます。 

 この本指針の中では，都市計画道路が目指すべき将来像に整合した計画となっ
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ているかとか，また，代替道路であるとかネットワーク等を総合的に評価をする

ことによりまして，存続，廃止または変更等の方向性を判断するということにし

てございます。 

 これまで，前回の前田・長岡のときも道路の見直しで廃止を何本かさせていた

だきましたが，現在，県内でございますと，約20市町村におきまして都市計画

の見直しに着手をさせていただいておりまして，現実的には，５市町村において

再検討を変更なり廃止なり存続なりという形で進めさせていただいているよう

な状況でございます。 

 ただ，委員のほうからご指摘のございましたように，まだまだ未着手で残って

いる道路等々が非常に多くございますので，その辺，また市町村と連携をとりな

がら，見直し等々をしっかり進めてまいりたいと考えておりますので，よろしく

お願いいたします。 

○Ｃ委員 説明があったのかもしれませんが，本編のほうの７ページのところな

のですが，区域区分の方針のあたりのところで，都市計画区域内人口が，比べま

すと，約５万人ほど減るケース，数値で出ておりますし，市街化区域内人口も５

万人くらい減る。それから，一方では，市街化区域面積として約100ヘクタール

余り増えるような形になっている。この辺，人口面で言うと，集約と連携という

言葉を使う中で，むしろ調整区域の中に増えていくような構造が書かれているし，

それから，一方，市街化区域面積の面から見ると，この100ヘクタールというの

はどこに振り向けようとして考えているのか。その辺が発展の全体像というのを

どういうふうに描いているのかわからないので，ご説明いただければと思います。 

○事務局 今ご指摘のございましたところでございますが，人口につきましては，

先ほど県全体のお話をさせていただきましたが，ここのところで，水戸・勝田で

ございますと，平成27年が55万8,000人ということで，現状より若干減少する

ような想定をしてございます。 

 その中で，下のところの約100ヘクタールぐらい増えるということについての

ご意見でございますが，今回，まず，区域区分の市街化区域の編入等々につきま

しては，この後，第30号以降で何カ所か区域の編入，それから，逆に市街化区

域から調整区域への編入ということをご審議いただくようになってございます

が，基本的な方針としましては，人口増に対応するということより，今，都市化

の進んでいるところ，それから，それらの市街地と一体となっているところ等に

ついて市街化区域に編入していくというのが今回の基本的な考え方でございま

して，人口は増えておりませんが，面積としては増えるということで，説明的に

は非常に苦しいところになるわけでございますが，その辺のところは，実態とし

て，面積要件等々含めて，基準等に照らしながら進めると何とか拡大ができると

いうことでございます。 

○事務局 補足説明させていただきます。今，Ｃ委員のほうからお話がありまし

たように，水戸・勝田の都市計画ですと，水戸・勝田の７ページの人口のところ
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をごらんになっていただきますと，一番上の表の都市計画区域内人口，平成 17

年度が56万600人，平成27年度,10年後が55万8,000人ということで，約2,600

人減ってございます。その分，市街化区域内人口をごらんになっていただきます

と，37万4,900人が36万9,000人ということで，市街化区域内人口のほうが約

5,900人ほど減るという状況になってございます。これは，実は，水戸・勝田の

中で市街化調整区域で既に民間開発をやっているようなものがございまして，そ

ういうものの人口を市街化調整区域内に落とさざるを得ないということで，そう

いうもので市街化調整区域内の人口がやや増えているというような状況になっ

てございます。 

 それと，一番最後の市街化区域の概ねの規模ということで面積をお示ししてご

ざいますが，これは，対比が，前回の定期見直しをやったときが，平成12年の

国勢調査に対して10年後を見直すということで，今回は平成17年のときの国勢

調査をベースに10年後を見通すということで，基準年が平成17年になってござ

います。平成17年の市街化区域面積が１万1,427ヘクタールで，平成27年が１

万1,542ヘクタールということで，115ヘクタール増えるということで，かなり

大きな面積が増えるとなってございますが，これは，実際の前回の線引きは平成

17年以降にやってございまして，平成18年にひたちなか地区の埋め立てに伴い

まして，ひたちなか市と東海村で92ヘクタールの市街化区域の編入と臨港地区

の指定をしてございます。これが既に増えてございまして，その部分を差し引き

ますと，実際に今回増やそうとしている面積というのはそれほど大きくないとい

うことで，これも住居系の区域ではございませんで，一部住居系はございますが，

ほとんどが産業系で，この後，水戸・勝田のところで区域区分の変更ということ

でご説明させていただきますが，人口ではなく，産業系の市街化区域の編入とい

うことで，今回，拡大しているということでございます。 

○Ｃ委員 非常に規模は小さいということで，大きな問題ではないという理解な

のですが，私としては，集約ということが，既存のインフラの効率的活用とか，

それから，新たなインフラ投資の必要性を防ぐという意味で非常に重要な課題な

のかなと考えている中で，先ほど，組み込まざるを得ないといったような市街化

調整区域での開発とか，そういうことなども少しずつ抑えながら，市街化区域内

の人口定着を励ましていくような政策がとれないかなという気がしたものです

から，申し上げたものです。 

○議長 ほかにご意見ございますか。よろしゅうございますか。いろいろご意見

をありがとうございました。それでは，特段のご意見がないようでございますの

で，ただいまの都計諮問第６号から第９号につきましては，原案どおり可決とい

うことでよろしゅうございましょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 異議なしということでございますので，ただいまの都計諮問第６号から

第９号までにつきましては，原案どおり可決といたします。  
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【都計諮問第10号「日立都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

【都計諮問第11号「高萩都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

【都計諮問第12号 「北茨城都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

【都計諮問第13号「大子都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

【都計諮問第14号「大宮都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」】 

 

○議長 続きまして，都計諮問第10号から第14号につきまして，一括して事務

局から説明をお願いします。 

 

○事務局 それでは，お手元付議案５ページから９ページまでの都計諮問第 10

号から都計諮問第14号までの県北ゾーンに位置いたします都市計画区域につき

まして，一括してご説明させていただきます。県北ゾーンにつきましては，広域

交通ネットワークやＪ－ＰＡＲＣ等活用した活力ある産業地域の形成，安心快適

な生活環境基盤の充実，豊かな自然を活用した首都圏を代表する観光交流空間の

形成と農林業振興を目指すとしております。 

 それでは，まず，付議案５ページの都計諮問第10号「日立都市計画 都市計画

区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１の

インデックス日立の１ページから21ページと，赤いインデックスのついた附図

になります。 

 概要につきまして，説明資料の31ページでございますが，同じものを正面ス

クリーンでご説明をいたします。日立都市計画区域の範囲でございますが，日立

市と常陸太田市のうちの一部でございます。本区域の都市計画の目標でございま

すが，自然環境を活かした居住環境向上や商業，教育，文化等の集積を活かし，

産業・研究開発機能，都市機能及び業務機能を増進することにより，北関東の中

核都市を目指すとしております。 

 区域区分につきましては，引き続き区域区分を定めるとしてございます。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた日立都市計画の附図になります。日立都市計画区域では，土地

利用の方針といたしまして，日立駅や常陸太田駅などの駅周辺，国道６号の幹線

沿道に商業・業務地を配置し，茨城港日立港区周辺に流通業務地を配置するもの

です。都市施設の整備の方針といたしましては，国道６号バイパス，山側道路等

を整備し，都市間連携を図るものでございます。市街地開発事業の方針としまし

て，整備中の事業を円滑に推進し，鉄道駅周辺で再開発等を行うものでございま

す。自然的環境の整備又は保全の方針としまして，高鈴山や西山荘周辺の樹林，

久慈川等沿いの水辺の緑地，太平洋沿岸の砂浜などを積極的に保全するものでご

ざいます。 

 続きまして，付議案６ページの都計諮問第11号「高萩都市計画 都市計画区域
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の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイン

デックス高萩の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた附図にな

ります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明をさせていただきます。高萩都市

計画区域の範囲は，高萩市の一部臨海部でございます。 

 本区域の都市計画の目標でございますが，常磐自動車道などの広域交通体系を

活かして産業の集積を高め，魅力ある海岸線など恵まれた自然環境を活用して観

光レクリエーション拠点の整備を図り，県北臨海部の拠点都市を目指すとしてお

ります。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた高萩都市計画の附図になります。高萩都市計画区域では，土地

利用の方針として，高萩駅や市役所周辺に商業・業務地を配置し，計画的整備を

図る工業地として手綱工業団地，松久保工業団地を配置するものです。都市施設

の整備の方針として，常磐道，国道６号，461号，石滝赤浜線等を中心に都市間

連携を図るものです。自然的環境の整備又は保全の方針として，丘陵地の斜面や

高戸海岸の樹林等太平洋と一体的な景観を構成する緑を保全するものでござい

ます。 

 続きまして，付議案７ページの都計諮問第12号「北茨城都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス北茨城の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた附図

でございます。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明いたします。北茨城都市計画区域

の範囲でございますが，北茨城市の一部臨海部でございます。本区域の都市計画

の目標は，常磐自動車道などの広域交通網を活かして，商業・業務などの都市機

能や産業技術の集積を高め，恵まれた自然環境と豊富な歴史・文化資源を活用し

てブルーツーリズム等の観光レクリエーション機能の充実を図り，潤いと活力の

ある都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた北茨城都市計画の附図になります。北茨城都市計画区域では，

土地利用の方針として，磯原駅周辺等に商業・業務地を配置し，大津漁港，平潟

漁港及五浦海岸で海浜観光地づくりを図るとともに，工業地として中郷工業団地

と磯原工業団地を配置するものです。都市施設の整備の方針としまして，常磐道，

国道６号を中心に都市間連携を図るものでございます。自然的環境の整備又は保

全の方針として，大北川周辺等の緑地や西部の丘陵の斜面林，太平洋と一体的な

景観を構成する五浦海岸の樹林等を保全するものでございます。 

 続きまして，付議案８ページの都計諮問第13号「大子都市計画 都市計画区域
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の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイン

デックス大子の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた大子都市

計画の附図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明いたします。大子都市計画区域の

範囲は，大子町の一部，常陸大子駅周辺の市街地を中心とした区域でございます。

本区域の都市計画の目標は，袋田の滝や温泉等の自然資源を活かし，グリーンツ

ーリズムの推進や広域観光ネットワークの形成を図り，自然と共生しながら都市

機能の向上を目指すとともに，多様な交流ができる観光レクリエーション地域の

形成を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた大子都市計画の附図になります。大子都市計画区域では，土地

利用の方針として，常陸大子駅周辺や国道461号沿道に商業・業務地を配置し，

国道118号沿道に公共公益施設を集積するとともに，商業・業務地周辺に住宅地

を配置し，良好な環境を形成するものです。都市施設の整備の方針としまして，

国道118号，461号等を中心に都市間連携を図るものです。自然的環境の整備又

は保全の方針として，大子広域公園を配置するとともに，久慈川等の河川周辺の

緑地を保全するものでございます。 

 続きまして，付議案９ページの都計諮問第14号「大宮都市計画 都市計画区域

の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイン

デックス大宮の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた大宮都市

計画の附図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンで説明いたします。大宮都市計画区域の範

囲は，常陸大宮市の一部，常陸大宮駅周辺の市街地を中心とした区域でございま

す。本区域の都市計画の目標は，豊かな自然など多様な地域資源を活かしたグリ

ーンツーリズムの推進等，連携・交流の活発化を図るとともに，生活環境基盤の

整備・充実により，安全・安心で快適な生活圏の形成，自立性の高い地方中心都

市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊1の赤いイン

デックスのついた大宮都市計画の附図になります。大宮都市計画区域では，土地

利用の方針として，常陸大宮駅周辺や国道293号の沿道等に商業・業務地を配置

し，工業地として水戸北部中核工業団地を配置するものです。都市施設の整備の

方針としまして，国道118号，国道293号等を中心に都市間連携を図るものです。

自然的環境の整備又は保全の方針としまして，久慈川等の河川周辺の緑地等を保

全するものでございます。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてでございますが，平成23年２月

14日から２月28日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたところ，都計諮問第
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10号から第14号までのうち，第11号から第14号の高萩，北茨城，大子，大宮

の各都市計画区域につきましては，意見書の提出はございませんでした。 

 都計諮問第10号の日立都市計画につきましては，１名の方から意見書の提出

がございました。意見の要旨とそれに対する県の考え方についてご説明させてい

ただきますので，黄色の表紙の参考資料，付議案に係る意見書の要旨及び意見書

に対する県の考え方の１ページをお開きください。 

 まず，左の意見書の要旨でございますが，都市施設の整備に関する主要な都市

計画の決定の方針に関することとしまして，国道６号日立バイパスは，半世紀前

の国土計画を基本に踏襲しており，時代の変化等を無視している。ルートの見直

しを行い，概略計画を決定したが，その手続きにおいて，検討の進め方や検証の

仕方に間違いがある。高速道路の一部無料化を実施し，渋滞解消の検証をしてか

ら再検討すべきであるとして，以下に記載しているような意見を述べております。 

 これに対しまして，県の考え方といたしまして，右側でございますが，国道６

号日立バイパスは，昭和59年に都市計画決定をし，これまで北側の4.7キロメ

ートルが事業化され，平成20年までに暫定２車線で供用されております。残る

5.7キロメートルの区間につきましては，20年以上未着手であったことから，日

立バイパスを含む都市計画道路３路線について，国，県，市からなる日立道路検

討会において再検討を進めてまいりました。検討に当たっては，検討の進め方，

検討の内容などの情報を地域の方々やユーザーの皆さんにお知らせするととも

に，ご意見を伺い，それらを計画に反映するパブリック・インボルブメントを導

入し，平成19年10月より検討を開始しました。これまで，12回の広報誌の発行，

６回のワークショップ，２回のオープンハウスを開催し，各段階でいただいたご

意見を計画検討に反映させてきており，平成23年１月に，都市計画道路鮎川停

車乗線付近で国道245号に接続する案を概略計画として決定したところでござい

ます。 

 これらのことから，再検討は適切に行われてきたと考えており，今後，都市計

画決定に向けて具体的なルートの位置や道路構造を決定していくこととしてお

ります。 

 なお，参考に，これまでの日立バイパスの検討内容の冊子「日立バイパス概略

計画のあらまし」というものをお手元にお配りしてございますので，併せてごら

んいただければと存じます。意見の要旨と県の考え方は，以上でございます。 

 以上，都計諮問第10号から第14号まで，県北ゾーンについて説明させていた

だきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

○議長 ありがとうございました。ただいまの都計諮問第10号から第14号につ

きましてのご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。よろしいですか。

それでは，特段，ご意見，ご質問がないようでございますので，ただいまの都計
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諮問第10号から第14号につきましては，原案どおり可決ということでよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございます。それでは，ご異議なしと認めまして，都計諮問

第10号から第14号につきましては，原案どおり可決といたします。 

 

 

【都計諮問第 15号「鹿島臨海都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全

の方針」】 

【都計諮問第 16号「潮来都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 17号「鉾田都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 18号「行方都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

 

○議長 引き続きまして，都計諮問第15号から第18号につきまして，一括して

事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 それでは，それでは，お手元の付議案10ページから13ページまでの

都計諮問第15号から都計諮問第18号までの鹿行ゾーンに位置いたします都市計

画区域を一括してご説明させていただきます。鹿行ゾーンにつきましては，競争

力ある工業と生活環境の整備，自然・文化・スポーツの観光交流空間，首都圏の

食料供給基地を目指すとしております。 

 それでは，まず，付議案10ページの都計諮問第15号「鹿島臨海都市計画 都

市計画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別

冊１のインデックス鹿島臨海の１ページから21ページと赤いインデックスのつ

いた附図になります。 

 概要につきまして，説明資料の55ページでございますが，同じものを正面ス

クリーンのほうでご説明をさせていただきます。鹿島臨海都市計画区域の範囲は，

鹿嶋市，神栖市の全域でございます。本区域の都市づくりの目標でございますが，

臨海工業都市圏の中心地区として，産業集積の高度化，高生産性・高付加価値へ

の転換を進め，商業・業務，文化等の機能向上を図りつつ，鹿島灘や北浦などの

豊かな水辺環境を活かしたレクリエーションゾーンの形成に努め，自然環境と調

和した潤いと活力ある産業・文化都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた鹿島臨海都市計画の附図になります。鹿島臨海都市計画区域で



 - 20 -

は，土地利用の方針として，鹿島神宮駅周辺，国道124号沿道等に商業・業務地

を配置し，工業地として鹿島港周辺，波崎工業団地等を配置するとともに，長栖

地区等に流通業務地を配置するものでございます。都市施設の整備の方針としま

しては，国道51号，124号等を中心に都市間連携を図るものでございます。市街

地開発事業の方針として，現在整備中の事業を円滑に推進するものでございます。

自然的環境の整備又は保全の方針として，鹿島灘沿岸等の水辺の緑地等や鹿島神

宮の森などの景観を保全するものでございます。 

 続きまして，付議案11ページの都計諮問第16号「潮来都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス潮来の１ページから16ページと，赤いインデックスのついた潮来都

市計画の附図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンで説明させていただきます。潮来都市計画

区域の範囲は，潮来市の全域でございます。本区域の都市づくりの目標は，鹿島

臨海工業地帯に隣接し，東関東自動車道の交通結節点に位置する利点を活用して，

生産や流通などの集積を図り，産業拠点づくりを目指すとともに，豊かな水辺を

活かした観光・交流拠点機能の向上を図り，自然と共生した都市を目指すとして

おります。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた潮来都市計画の附図になります。潮来都市計画区域では，土地

利用の方針として，潮来駅周辺等に商業・業務地を配置し，あやめ園や旅館街等

の観光集積を活かして，観光交流拠点を形成するものです。都市施設の整備の方

針として，東関東自動車道水戸線や国道51号バイパス等を中心に都市間連携を

図るものです。自然的環境の整備又は保全の方針として，北浦湖岸や常陸利根川

沿いの水辺の緑地を保全するものです。 

 続きまして，付議案12ページの都計諮問第17号「鉾田都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス鉾田の１ページから15ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明いたします。鉾田都市計画区域の

範囲は，鉾田市の全域でございます。本区域の都市づくりの目標は，茨城空港や

東関東自動車道水戸線等の広域交通ネットワークを活用した新しい産業の集積

を図るとともに，農業の振興に努め，鹿島灘や北浦等の水辺環境を活かしたレク

リエーション拠点の形成を図り，環境と共生した潤いと活力があふれる都市を目

指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないこととしており

ます。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン
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デックスのついた鉾田都市計画の附図になります。鉾田都市計画区域では，土地

利用の方針として，新鉾田駅周辺等に商業・業務地を配置し，工業地として上山

鉾田工業団地等を配置するものです。都市施設の整備の方針として，東関東自動

車道水戸線や国道51号等を中心に都市間連携を図るものです。自然的環境の整

備又は保全の方針として，北浦や涸沼湖岸の水辺の緑地等を保全するものです。 

 続きまして，付議案13ページの都計諮問第18号「行方都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス行方の１ページから15ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明いたします。行方都市計画区域の

範囲は，行方市の全域でございます。当区域の都市づくりの目標は，茨城空港や

東関東自動車道水戸線などを活かし，流通業務系機能の集積や北浦複合団地の整

備を進め，霞ヶ浦や北浦などの自然資源を活かしたレクリエーション拠点の形成

を図り，豊かな自然と共生した潤いと活力があふれる田園都市を目指すとしてお

ります。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた行方都市計画の附図になります。行方都市計画区域では，土地

利用の方針として，国道354号，355号沿道等に商業・業務地を配置し，工業地

として北浦複合団地，上山鉾田工業団地などを配置するものです。都市施設の整

備の方針として，東関東自動車道水戸線等を中心に都市間連携を図るものです。

自然的環境の整備又は保全の方針として，霞ヶ浦及び北浦湖岸周辺の緑地や三昧

塚古墳など貴重な史跡と一体となった緑地等を保全するものです。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてでございます。 

 平成23年２月14日から２月28日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたと

ころ，都計諮問第15号から第17号までの鹿島臨海，潮来，鉾田の各都市計画区

域については，意見書の提出はございませんでした。 

 都計諮問第18号「行方都市計画」につきましては，１名の方から意見書の提

出がございました。意見の要旨とそれに対する県の考え方についてご説明させて

いただきますので，黄色い表紙の参考資料，意見書に対する県の考え方の２ペー

ジをごらんいただきたいと思います。 

 まず，左の意見の要旨でございますが，１，土地利用に関する主要な都市計画

の決定の方針に関することとしまして，計画的な工業地として記載されている新

原地区について，企業の立地促進は見込めない。次に，マスタープラン附図に富

田緑地保全地域として，推池周辺の斜面林等を入れることとの意見を述べており

ます。 

 これに対しましての県の考え方といたしまして，右側でございますが，まず，

１つ目の意見についてでございますが，新原地区の位置でございますが，スクリ
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ーンのほうに書いてございますように，この位置でございます。新原地区は，効

率的な工業生産の集積を図ることを目的に，昭和51年に工業団地の配置を計画

したものでございます。なお，新原地区周辺には，東関東自動車道水戸線の(仮

称)麻生インターチェンジが計画されてございまして，整備の進展に伴い開発需

要が高まりますことから，引き続き必要であると考えております。 

 次に，２つ目の意見についてでございます。まず，推池の位置でございますが，

推池の位置はこちらでございます。附図における環境保全地域の記載につきまし

ては，茨城県自然環境保全条例に基づき指定されているもの，もしくは指定が予

定されているものを主に記載してございます。推池周辺の富田地区の緑地につき

ましては，現在のところ，緑地保全地域に指定されておりませんが，行方市にお

いては，緑地保全について，市街地やその周辺に残された平地林・斜面林等のま

とまりのある緑地については，緑地保全地域制度等を活用して計画的に保全し，

潤いのある市街地の形成を図るとの方針としており，今後，住民の要望等を踏ま

えながら検討していくこととしております。意見の要旨と県の考え方につきまし

ては，以上でございます。 

 以上，都計諮問第15号から第18号までご説明させていただきました。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの都計諮問第15号から

第18号につきまして，ご意見，ご質問がございましたらお願いいたします。 

○Ｂ委員 今回の震災におきまして，ご存じのように日の出団地の問題が非常に

問題になったわけでございますが，付議案件を見ますと，優良な新住宅地という

謳い方をされているのですが，震災に遭った後の対応について何ら触れられてい

ないようですが，その辺は今後の課題になるのでしょうか。その辺をお聞きした

いと思います。 

○事務局 今いただいたご意見でございますが，先ほど報告事項のほうで説明さ

せていただきましたように，県の全体としましての県のマスタープランというも

のを平成21年に定めてございますが，それを震災編として，今回，これから取

りまとめをしていくことになってございます。その中で，今までの被災状況，そ

れから，今後，復興まちづくり等々につきましてもご議論をいただきながら取り

まとめをしてまいりたいと考えてございますので，地域特性等を踏まえながら，

区域マスタープランにつきましても，それらの考えをもとに，必要なものは修正

をしていくという考え方でございますので，どうかよろしくお願いしたいと存じ

ます。 

○事務局 補足説明させていただきます。６月25日，国の東日本大震災復興構

想会議のほうから復興への提言が出されておりまして，その中でも被害の類型を

１から５まで定めておりまして，その中に類型５というのがございまして，内陸

部や液状化により被害が生じた地域というのがございます。まさしく，今，委員
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がおっしゃったのは，例えば，茨城県ですと，潮来の日の出地区，鹿嶋の深芝地

区で液状化が発生しているところがございます。 

 先ほど申しましたように，まず，今回の大震災に基づきまして，県土全体でど

ういう被災が起きたのかはあらかたつかんでいますが，今，ちょうど国土交通省

の都市局と一緒に，海岸部，これは津波を受けた被害地10市町村ですが，沿岸

部全部に現地調査に入ってございます。そのほかに，あわせまして，今後，液状

化の部分についても調査に入ろうとは思っておりますが，そういうものを含めま

して，国の提言の中でも，液状化による被害が生じた地域については，被災した

住宅・宅地に再度災害防止対策を推進するというような文言が提案として出され

ております。 

 実際にこれをどうしますかということになるわけですが，一般住宅地について

どのような対策があるのかということは，私ども，あるいは地元市町村でも，住

宅の液状化の被災を受けたところに対する新しい制度とか補助制度とか，そうい

うものを国にお願いしている状況でございます。 

 先ほどご説明しましたように，今の都市計画区域マスタープランにつきまして

は平成22年度に策定したものですから，この前の３月11日の大震災については

実際に対応していないというのが現状でございます。それに基づきまして，今年

度，県の総合計画，あるいは地域防災計画の見直しとあわせまして，茨城県のい

わゆる県土マスタープランと言っている都市計画マスタープランの見直しを行

いまして，津波とか液状化とか，そういう具体的なところについてのまちづくり

の防災の方針などをまとめていきたいと考えております。 

○Ｂ委員 今の話はよくわかるのですが，現実的に，きょうは６月30日です。

この時点でその議論をしているわけですから，確かに，都市マスタープランにつ

いては平成22年度の計画かもしれませんが，まして，ここでこれだけのメンバ

ーがそろって，ここに都市防災に関する方針の中にそういう文言が一つも入って

いない。そして，これをこの場で承認するというのはいかがなものかなと。ここ

に文言が加わっても今の時点では私はいいのかなと。そして，その後，震災に対

してはやっていくということは先ほどの方針でよくわかりますが，ただ単に，こ

こで，ああそうですかと言って，この問題は前の問題ですから，では，今後やり

ますよということをここですんなり認めるのも私はいかがなものかなと感じた

ものですから，意見を申し上げました。 

○議長 今の意見に対して，事務局のほうでありますか。お願いします。 

○事務局 今，委員のほうからお話がありましたように，今回，都市計画区域マ

スタープランそのものを見直すということができればよろしいのですが，実際に，

先ほど申しましたように，公告縦覧という手続き，あるいは公聴会という手続き

をとってしまっておりまして，これを見直すと，もう一度またそこから見直しと

いうことになってしまいまして，結局，県土マスタープランを見直してやるとい

うことと平行してやっていかなくてはいけないということになりまして，できれ
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ば，まず，県全体でそういうことについての県の総合計画とか地域防災計画の中

でどういうふうに謳うかということも一緒に併せて検討しながら，それで具体的

なところについてどういうふうに対応していけるかということをやっていきた

いと。 

 遅いと言われると，確かに３月11日で，きょうは６月30日ですから，３カ月

以上たっているということで，遅いというところはございますが，そのような形

でできれば対応させていただければと考えております。 

○Ｂ委員 何か意見を入れてほしい。 

○議長 事務局のほうで，よろしいですか。 

○事務局 わかりました。審議会のほうから，今回の都市計画区域マスタープラ

ンについて，震災に対する対応についてご意見をいただくということで，考えさ

せていただきたいと思います。 

○議長 何らかの形で付議するのか。 

○事務局 はい。 

○議長 ほかにございますか。よろしゅうございますか。 

 それでは，ただいまの都計諮問第15号から第18号につきまして，原案のとお

り可決ということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございます。それでは，ご異議なしと認めまして，都計諮問

第15号から第18号につきましては，原案どおり可決といたします。よろしくお

願いします。 

  

 

【都計諮問第 19号「研究学園都市 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 20号「土浦・阿見都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保

全の方針」】 

【都計諮問第 21号「石岡都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 22号「八郷都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 23号「稲敷東部台都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保

全の方針」】 

【都計諮問第 24号「稲敷東南部都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保

全の方針」】 

 

○議長 それでは，引き続きまして，都計諮問第19号から第24号までにつきま

して，一括して事務局から説明をお願いいたします。 
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○事務局 それでは，お手元の付議案14ページから19ページまでの都計諮問第

19号から都計諮問第24号までの県南ゾーンに位置する都市計画区域を一括して

ご説明をいたします。県南ゾーンにつきましては，つくばの科学技術や交通網を

活用した産業・研究拠点の形成，都市圏と交流する活力ある都市圏の形成，筑波

山などの自然環境を活かした交流空間の形成を目指すとしております。 

 それでは，まず，付議案14ページの都計諮問第19号「研究学園都市 都市計

画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１

のインデックス研究学園の１ページから21ページと，赤いインデックスのつい

た附図になります。 

 概要につきまして，説明資料の75ページでございます。同じものを正面スク

リーンでご説明いたします。研究学園都市計画区域の範囲は，つくば市の全域で

ございます。当区域の都市づくりの目標は，研究開発機能の集積をさらに高める

とともに，つくばエクスプレス沿線において，職・住・遊・学などの複合機能を

有する新たな都市づくりを進め，業務機能や国際交流機能等の集積したグローバ

ルな拠点都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めることとしておりま

す。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた研究学園都市計画の附図になります。研究学園都市計画区域で

は，土地利用の方針として，研究学園市街地の都心地区やつくばエクスプレスの

各駅周辺，幹線道路沿道などに商業・業務地を配置し，工業地として筑波西部工

業団地，筑波北部工業団地等の工業団地を配置するとともに，つくばエクスプレ

ス沿線の鉄道駅に近接する利便性を活かして良好な居住環境を形成するもので

ございます。都市施設の整備の方針としまして，つくばエクスプレス，常磐道，

圏央道を中心に都市間連携を図るものでございます。市街地開発事業の方針とし

まして，つくばエクスプレス沿線の鉄道整備と一体的な土地区画整理事業を促進

するものです。自然的環境の整備又は保全の方針としまして，筑波山及びその山

麓から広がる緑地などを保全するものです。 

 続きまして，付議案15ページの都計諮問第20号「土浦・阿見都市計画 都市

計画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊

１のインデックス土浦・阿見の１ページから22ページと，赤いインデックスの

ついた附図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明をさせていただきます。土浦・阿

見都市計画区域の範囲は，土浦市，阿見町の全域とかすみがうら市の東側部分を

除く区域でございます。本区域の都市づくりの目標は，商業，業務，文化等の機

能の一層の整備を図るとともに，霞ヶ浦などすぐれた自然環境・景観を保全し，

潤いのある居住環境を有する職住近接型のコンパクトな都市を目指すとしてお
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ります。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた土浦・阿見都市計画の附図になります。土浦・阿見都市計画区

域では，土地利用の方針としまして，土浦駅周辺，高津地区等に商業・業務地を

配置して，神立駅，荒川駅周辺にも商業・業務地を配置するものでございます。

計画的工業地として，東筑波新治工業団地等を配置するものでございます。都市

施設の整備の方針としまして，常磐道，圏央道，国道６号などを中心とした幹線

道路により都市間連携を図るものでございます。市街地開発事業の方針として，

整備中の阿見吉原地区等の土地区画整理事業を円滑に推進するものでございま

す。自然的環境の整備又は保全の方針として，筑波山から広がる緑地や霞ヶ浦や

桜川等の水辺の緑地を保全し，つくばりんりんロードの利用促進等を図るもので

ございます。 

 続きまして，付議案16ページの都計諮問第21号「石岡都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス石岡の１ページから16ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明をさせていただきます。石岡都市

計画区域は，合併前の旧石岡市の市域であり，現在の石岡市の一部でございます。

本区域の都市づくりの目標は，都市施設整備による居住環境向上や中心市街地の

活性化を図るとともに，茨城空港の開港を踏まえながら，臨空産業や流通業務等

の新しい拠点づくりを進め，豊かな自然環境や歴史環境を継承した活気ある都市

を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めることとしておりま

す。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた石岡都市計画の附図になります。石岡都市計画区域では，土地

利用の方針として，石岡駅周辺，国道６号沿道等に商業・業務地を配置し，工業

地として柏原工業団地を配置するものです。都市施設の整備の方針として，常磐

道，国道６号，国道355号を中心に都市間連携を図り，鹿島鉄道跡地を活用した

ＢＲＴ等の利用促進を図るものです。自然的環境の整備又は保全の方針として，

霞ヶ浦，恋瀬川，園部川等の水辺の緑地を保全するものです。 

 続きまして，付議案17ページの都計諮問第22号「八郷都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス八郷の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンのほうでご説明をいたします。八郷都市計

画区域の範囲は，石岡市の一部，合併前の旧八郷町の区域でございます。本区域
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の都市づくりの目標は，筑波山をはじめとする豊かな自然資源を活かした観光レ

クリエーション拠点の形成を目指すとともに，(仮称)朝日トンネルや石岡小美玉

スマートインターチェンジを活用し，市街地の都市施設整備による居住環境の向

上を図り，豊かな自然環境と共生した魅力ある都市づくりを目指すとしておりま

す。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた八郷都市計画の附図になります。八郷都市計画区域では，土地

利用の方針として，柿岡地区の八郷総合支所周辺に公共公益施設や店舗・業務施

設等の集積を図るとともに，県道石岡筑西線と笠間つくば線の交差部付近に住宅

地等を配置するものでございます。都市施設の整備の方針としまして，国道355

号，県道石岡筑西線を中心に都市間連携を図るものでございます。自然的環境の

整備又は保全の方針として，筑波山等の周辺の緑地などを保全するものです。 

 続きまして，付議案18ページの都計諮問第23号「稲敷東部台都市計画 都市

計画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊

１のインデックス稲敷東部台の１ページから16ページと，赤いインデックスの

ついた附図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンで説明いたします。稲敷東部台都市計画区

域の範囲は，美浦村の全域と稲敷市の一部である合併前の旧江戸崎町と旧新利根

町の区域でございます。本区域の都市づくりの目標は，圏央道を活かして，業務

機能の導入や居住環境の整備を進めるとともに，豊かな自然環境や田園環境に調

和した潤いのある都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた稲敷東部台都市計画の附図になります。稲敷東部台都市計画区

域では，土地利用の方針として，江戸崎市街地の県道江戸崎下総線沿道，美浦村

木原地区の国道125号線沿道等に商業・業務地を配置するとともに，江戸崎工業

団地等の工業地を配置するものです。都市施設の整備の方針としては，圏央道，

国道125号等を中心に都市間連携を図るものでございます。自然的環境の整備又

は保全の方針として，霞ヶ浦のほか，光と風の丘公園等を配置するとともに，台

地上のまとまった平地林等を保全するものでございます。 

 続きまして，付議案19ページの都計諮問第24号「稲敷東南部都市計画 都市

計画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊

１のインデックス稲敷東南部の１ページから14ページと，赤いインデックスの

ついた附図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンで説明いたします。稲敷東南部都市計画区

域の範囲は，河内町の全域と稲敷市の一部，合併前の旧東町と旧桜川村の区域で

ございます。本区域の都市づくりの目標は，圏央道を活かして生産・流通拠点の
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形成を図るとともに，霞ヶ浦や利根川等の自然環境・水辺環境等を活かして，観

光レクリエーション拠点を形成し，豊かな自然と共生した都市を目指すとしてお

ります。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた稲敷東南部都市計画の附図になります。稲敷東南部都市計画区

域では，土地利用の方針として，稲敷市西代地区に商業・業務地を配置するとと

もに，工業地として筑波東部工業団地等を配置するものでございます。都市施設

の整備の方針として，圏央道，国道51号，125号等を中心に都市間連携を図るも

のでございます。自然的環境の整備又は保全の方針として，霞ヶ浦湖岸や利根川

周辺等の水辺の緑地などを保全するものです。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてでございます。 

 平成23年２月14日から２月28日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたと

ころ，都計諮問第19号から第24号までのうち，第20号から第24号の土浦・阿

見，石岡，八郷，稲敷東部台，稲敷東南部の各都市計画区域については，意見書

の提出はございませんでした。 

 都計諮問第 19号「研究学園都市計画」につきましては，２名の方から意見書

の提出がございました。意見の要旨とそれに対する県の考え方についてご説明を

させていただきますので，黄色い表紙の参考資料，意見書に対する県の考え方の

３ページ，４ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず，左の意見書の要旨でございます。１，市街地開発事業に関する主要な都

市計画の決定の方針に関することとしまして，１つ目の丸でございますが，ＴＸ

沿線地区の開発は見直すべきである。２点目として，中根・金田台地区の土浦大

曽根線以南の開発は中止すべきであるとの意見でございます。次に，２の自然環

境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針に関することといたしまして，

オオタカの生息場所及び生物多様性の保全の方針が示されていないとの意見。次

に，３，附図に関することといたしまして，歴史緑公園用地の３分の１のみが公

園として示されているのはなぜかとの意見。次に，４，土地区画整理事業の換地

手法に関することとしまして，この地区の建て付け宅地地権者は，移転(換地)は

したくないとの意見を述べられております。 

 これらに対しまして，県の考え方といたしまして，右側でございますが，まず，

１つ目の意見でございますが，ＴＸ沿線開発は，鉄道整備による利便性向上や沿

線地域の産業基盤の整備・開発等による地域の活性化などに寄与するもので，つ

くば市内においては，県及び都市再生機構が施行する土地区画整理事業が平成12

年度に事業計画を決定し，事業に着手し，ＴＸ駅を中心としたまちづくりを進め

ているところでございます。これまでに，平成17年にＴＸが開業し，沿線地域

においては，各駅周辺を中心に住宅やショッピングセンター，業務施設等が建ち

並び，にぎわいが創出されてきており，沿線市の人口も増加してきております。
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これらはＴＸの整備や沿線開発を進めてきた効果と考えているところです。なお，

ＴＸ沿線開発を進めるに当たっては，地区ごとに地元説明会など地権者等の意見

を聞きながら地元の合意を得て事業計画を策定し，国の認可を受けて事業を進め

てまいりました。今後とも地権者等の意見を踏まえながら，地域の特性を活かし

た魅力あるまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

 続いて，中根・金田台地区についてのご意見でございますが，本地区は，平成

11年６月に土地区画整理事業として都市計画決定され，平成16年５月に事業計

画を決定し，都市基盤施設の整備により良好な市街地の形成を図るとともに，国

指定史跡の保全・活用を推進し，地域の特性を活かした良好な住宅・宅地供給を

目指して，都市再生機構を施行者に整備が進められているところです。 

 事業の推進とオオタカをはじめとする貴重動植物との共存を図るため，鳥類等

の専門家を含む中根・金田台地区貴重動植物生態調査委員会を平成20年３月に

設置し，対応策等を検討してきており，同委員会の中でオオタカの保全方針を取

りまとめ，これらの方針に沿って事業を推進しております。 

 なお，事業に当たっては，有識者を委員とする事業評価監視委員会において事

業評価を実施しており，事業継続を決定していただいているところです。 

 また，妻木金田線及び上野花室線でございますが，広域の道路ネットワークか

ら必要な路線として都市計画決定されており，当地区と区域外を結ぶ主要な道路

として位置づけられており，都市再生機構とも連携を図りつつ，区域外は県及び

つくば市が整備を行うこととしております。 

 次に，２つ目の意見についてでございますが，自然環境の整備又は保全に関す

る都市計画の決定の方針につきましては，当該都市計画区域における自然的環境

の特徴と現状及びこれらを踏まえた整備又は保全の必要性について記載をして

いるものです。 

 絶滅危惧種等につきましては，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律に基づき保全されるものと考えております。 

 次に，３つ目の意見についてでございますが，マスタープラン附図の公園緑地

等につきましては，都市計画決定されたものや都市計画決定が見込まれるものを

主に記載してございます。附図には都市計画決定されたさくら運動公園を記載し

たものでございます。ご指摘の歴史緑公園用地につきましては，中根・金田台地

区の土地利用計画における歴史的緑空間用地につきましては，中根・金田台地区

の土地利用計画における用地でございまして，都市計画決定の予定が現在のとこ

ろないため，記載をしておりません。 

 次に，４つ目の意見についてでございますが，中根・金田台地区の施行者であ

る都市再生機構は，地権者の土地活用意向に対応するべく，地区全体を対象とし

た申し出換地を実施しているところで，換地エリアや土地利用について，地権者

の土地活用意向に沿ったものとなるように検討し，合意形成に努めているところ

です。 
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 今後とも十分な説明に努め，事業・換地に理解が得られるよう努力をしてまい

りたいと考えております。意見の要旨と県の考え方は，以上でございます。 

 以上，都計諮問第19号から第24号までご説明をさせていただきました。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの都計諮問第19号から

第24号までについてのご意見，ご質問がございましたらお願いをいたします。 

○Ｃ委員 一つだけ，確認というか，方向性をお伺いしたいのですが，今回の稲

敷東南部都市計画区域と東部台都市計画区域，この２つは同じ稲敷市で分かれて，

線引きと非線引きということでなっているかと思うのですが，県南の方向という

か，こちらの区域というのは，非線引きのところは多分ここだけですよね。これ

はいずれ線引きされるような計画というか，そういう方向性に向かっていくとい

うものなのでしょうか。 

○事務局 お答えいたします。市町村合併に伴いまして，茨城県内には，現在，

一つの市町村の中に線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域が２つ併存し

ているところが，稲敷東南部，稲敷東部台の稲敷市，それから，石岡都市計画と

八郷都市計画の石岡市，それから，県西で水海道都市計画区域と石下都市計画区

域の常総市の３つがございます。本来であれば，市町村合併のときにどちらか一

つの都市計画区域にするのが望ましいのですが，過去の歴史とかそういうものを

踏まえますと，すぐに地域の住民の合意を得るのは非常に難しいところがござい

まして，今は地域の状況を見て２つの都市計画区域，線引きと非線引きが併存し

ているという状況でございます。 

 いずれ，地域の状況とかそういうものを見まして，遠い将来というか，地元の

住民の方の合意とか，そういうものが得られれば一本にしていきたいと考えてい

るところでございます。 

○議長 よろしいですか。ほかにございますか。それでは，ご意見がないようで

ございますので，都計諮問第19号から第24号につきましては，原案どおり可決

ということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございます。それでは，ご異議なしと認めまして，都計諮問

第19号から第24号までにつきましては，原案どおり可決といたします。 

 

 

【都計諮問第 25号「下館・結城都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保

全の方針】 

【都計諮問第 26号「古河都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 27号「八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の
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方針」】 

【都計諮問第 28号「下妻都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

【都計諮問第 29号「石下都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針」】 

 

○議長 引き続きまして，最後のジャンルでございますが，都計諮問第25号か

ら第29号までにつきまして，一括して事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは，お手元の付議案20ページから24ページまでの都計諮問第

25号から都計諮問第29号まで，県西ゾーンに位置いたします都市計画区域を一

括してご説明いたします。県西ゾーンにつきましては，交通網を活かした産業拠

点と地域産業振興，安心で快適に暮らせる生活環境づくり，歴史・文化・自然を

活かした交流空間の形成を目指すとしております。 

 それでは，まず，付議案20ページの都計諮問第25号「下館・結城都市計画 都

市計画区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別

冊１のインデックス下館・結城の１ページから22ページと，赤いインデックス

のついた附図になります。 

 概要につきまして，説明資料の103ページでございます。同じものを正面スク

リーンでご説明いたします。下館・結城都市計画区域の範囲でございますが，結

城市，筑西市，桜川市の全域でございます。本区域の都市づくりの目標は，研究

学園都市等の県内外の都市との連携を強化しながら，商業・業務，研究開発，文

化など都市機能の集積を高めるとともに，豊かな自然や歴史的・文化的資源を活

かした居住環境の整備を図り，新たな拠点となる都市圏の形成を目指すとしてお

ります。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた下館・結城都市計画の附図になります。下館・結城都市計画区

域では，土地利用の方針として，下館駅等の水戸線各駅周辺や，真壁，協和，明

野，関城等の各市街地等に商業・業務地を配置し，工業地として下館第一・第二

工業団地や結城第一工業団地，長方地区等を配置するものです。都市施設の整備

の方針として，北関東自動車道，国道50号，294号，筑西幹線道路等を中心に都

市間連携を図るものです。市街地開発事業の方針として，結城南部第二，八丁台

地区などの整備中の事業を円滑に進めるとともに，長期未着手の土地区画整理事

業の見直しを検討するものです。自然的環境の整備又は保全の方針として，小貝

川沿いのサイクリングロードの整備推進，つくばりんりんロードの利用促進を図

るとともに，鬼怒川，小貝川等の水辺の緑地を保全するものです。 

 続きまして，付議案21ページの都計諮問第26号「古河都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ
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ンデックス古河の１ページから18ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明します。古河都市計画区域の範囲

は，古河市の全域でございます。本区域の都市づくりの目標は，新４号国道や筑

西幹線道路等の広域交通体系を活用して，商業・業務・流通等の産業拠点の形成

を図り，自然や歴史，文化等の魅力と活力があふれる風格と希望に満ちた都市を

目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた古河都市計画の附図になります。古河都市計画区域では，土地

利用の方針として，古河駅周辺，国道４号の沿道等に商業・業務地を配置し，古

河駅周辺は歴史文化を活かしたまちなか観光の活性化を図るとともに，工業地と

して名崎工業団地や丘里工業団地等を配置するものです。都市施設の整備の方針

としまして，新４号国道，筑西幹線道路等を中心に都市間連携を図るものです。

市街地開発事業の方針としまして，現在整備中の事業を円滑に推進するものです。

自然的環境の整備又は保全の方針として，利根川，渡良瀬川等の水辺の緑地等を

保全するものです。 

 続きまして，付議案22ページの都計諮問第27号「八千代都市計画 都市計画

区域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１の

インデックス八千代の１ページから15ページと，赤いインデックスのついた附

図になります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明いたします。八千代都市計画区域

の範囲は，八千代町の全域でございます。本区域の都市づくりの目標は，筑西幹

線道路等を活用して近隣都市との連携を強化しながら，商工業の導入を促進する

とともに，平地林や鬼怒川河川敷等の水辺空間の保全に努め，水と緑の豊かな活

力ある都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めるとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた八千代都市計画の附図になります。八千代都市計画区域では，

土地利用の方針として，県道結城坂東線の沿道等に商業・業務地を配置するとと

もに，工業地として西山工業団地を配置するものです。都市施設の整備の方針と

しまして，国道125号，県道結城坂東線，筑西幹線道路等を中心に都市間連携を

図るものです。市街地開発事業の方針として，八千代中央地区において，土地区

画整理事業等を行うものです。自然的環境の整備又は保全の方針として，八千代

中央公園等を配置し，鬼怒川等の水辺の緑地等を保全するものです。 

 続きまして，付議案23ページの都計諮問第28号「下妻都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス下妻の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた附図に
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なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンのほうで説明をいたします。下妻都市計画

区域の範囲は，下妻市の全域でございます。本区域の都市づくりの目標は，商業・

業務等の都市機能の充実を図るとともに，豊かな水と緑を活かして良好な市街地

の整備を進め，都市と自然が共生し活力あふれる常総線沿線地域の中心的な都市

を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた下妻都市計画の附図になります。下妻都市計画区域では，土地

利用の方針として，下妻駅周辺や国道125号の沿道等に商業・業務地を配置し，

工業地としてつくば下妻工業団地などを配置するものです。都市施設の整備の方

針として，国道125号，294号を中心に都市間連携を図るものです。自然的環境

の整備又は保全の方針として，砂沼広域公園を配置し，鬼怒川，小貝川周辺や砂

沼等の水辺の緑地を保全するものです。 

 続きまして，付議案24ページの都計諮問第29号「石下都市計画 都市計画区

域の整備，開発及び保全の方針」でございます。資料は，青い表紙の別冊１のイ

ンデックス石下の１ページから14ページと，赤いインデックスのついた附図に

なります。 

 概要につきまして，正面スクリーンでご説明いたします。石下都市計画区域の

範囲は，常総市の一部，合併前の旧石下町でございます。本区域の都市づくりの

目標は，都市拠点の形成や商業・業務，産業等の機能の充実に努めるとともに，

自然環境や田園風景と調和した良好な市街地の整備を図り，水と緑豊かな活力あ

る都市を目指すとしております。 

 区域区分の有無につきましては，引き続き区域区分を定めないとしております。 

 次に，主要な都市計画の決定の方針でございます。資料は，別冊１の赤いイン

デックスのついた石下都市計画の附図になります。石下都市計画区域では，土地

利用の方針として，石下駅周辺や県道谷和原筑西線沿道等に商業・業務地を配置

するとともに，その周辺に住宅地を配置するものです。都市施設の整備の方針と

して，国道294号，県道土浦境線を中心に都市間連携を図るものです。自然的環

境の整備又は保全の方針として，鬼怒川や小貝川等の水辺の緑地を保全するもの

です。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてでございます。 

 平成23年２月14日から２月28日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたと

ころ，都計諮問第25号から第29号までのうち，第26号から第28号までの古河，

八千代，下妻については，意見書の提出はございませんでした。 

 都計諮問第25号の「下妻・結城都市計画」につきましては，10名の方から意

見書の提出がございました。意見の要旨とそれに対する県の考え方についてご説

明をさせていただきますので，黄色い表紙の参考資料，意見書に対する県の考え
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方の５ページ，６ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず，５ページからでございます。まず，左の意見書の要旨でございますが，

区域区分の決定に関することといたしまして，反対と賛成のご意見が出ておりま

す。 

 まず，反対の意見としましては，桜川市の区域区分を廃止してほしいとして，

以下に記載しているような意見を述べられております。要約をいたしますと，桜

川市においては，区域区分を定めたことにより，人口減少が起き，区域区分によ

る規制が市街化調整区域での建築行為を阻害している。農地等は都市計画法では

なく，別の法律で保護されている。地域格差をつくっているのが市街化調整区域

の指定である。桜川市は田舎であり，田舎には都市計画法はなじまない。これら

等のことから，桜川市の発展のためには区域区分を廃止すべきとの意見でござい

ます。 

 次のページでございますが，賛成の意見といたしまして，地域資源の有効活用

や北関東自動車道の全線開通による人や物の交流の活発化などにより区域区分

は必要で，桜川市の区域区分を継続すべきとの意見でございます。 

 これに対しまして，県の考え方としまして，右側でございますが，下館・結城

都市計画区域は，首都圏整備法に基づく都市開発区域として，昭和52年に区域

区分を定め，計画的な土地利用を進めてきたところであり，良好な環境を有する

市街地の形成については，今後とも，公共投資を集約し，効率的・効果的な都市

基盤施設の整備を行う必要があります。 

 また，本区域においては，これまで人口の社会減は続いているものの，依然と

して世帯数等の増加が続いているほか，北関東自動車道の桜川筑西インターチェ

ンジの開設や，筑西幹線道路の整備進展に伴う開発需要の高まりによる市街地拡

散を適正に制御する必要があると考えております。 

 これらのことから，県西地域の拠点都市としてさまざまな都市機能の集積を図

ってきた本区域においては，今後の都市づくりを進めるに当たって，北関東自動

車道の整備効果を活かし，今後さらに計画的な都市基盤施設の整備を図りつつ市

街地の集積を図るため，継続して区域区分を定める必要があると考えております。 

 なお，本案につきまして，筑西市，結城市，桜川市に意見を求めたところ，本

案について賛成するとの回答をいただいております。意見の要旨と県の考え方は，

以上でございます。 

 続きまして，都計諮問第29号の「石下都市計画」につきましては，１名の方

から意見書の提出がございました。意見書の要旨とそれに対する県の考え方につ

いてご説明をさせていただきますので，７ページをごらんください。 

 まず，左の意見書の要旨でございますが，都市施設の整備に関する主要な都市

計画の決定の方針に関することとしまして，主要な施設の配置の方針として，河

川に，主要河川として将門川を加え，市街地の浸水被害等から地域安全を確保す

るため河川改修を行ってほしいとして，以下の意見を述べられております。 
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 これに対しまして，県の考え方といたしまして，右側でございますが，当該項

目につきましては，代表的な河川名を記載しているもので，将門川についてもこ

の中に包含されていると考えております。また，将門川は茨城県が管理する一級

河川で，平成６年度より河川改修に着手いたしましたが，用地の協力が得られな

いことから，現在のところ，事業を休止しているところです。なお，平成20年

度，21年度に県道土浦境線篠山橋付近から支川水路の合流点まで約650メートル

区間において河道掘削工事を実施しております。今後は，用地の協力が得られる

よう努め，事業を進めてまいりたいと考えております。意見の要旨と県の考え方

は，以上でございます。 

 以上，都計諮問第25号から第29号まで説明いたしました。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの都計諮問第25号から

第29号につきまして，ご意見，ご質問ございましたらお願いいたします。 

○Ｃ委員 県西ゾーンのほうで，この資料の102ページですか，他県との連携，

栃木県との連携，あるいは埼玉県との連携というような項目が絵にあらわされ

ているのですが，各都市計画区域の目標なり，主要な都市計画の決定の方針と

いうところに具体的にどういうふうにあらわされているのかイメージがつかめ

ないのですが，連携して発展という，その辺の含みをどのようなイメージでと

らえているのか，教えていただきたいのですが。 

○事務局 それでは，他県との連携ということでございますが，広域交通網の

連携ということがまず一番大きな考え方でございます。特に，この県西地区に

つきましては，北関東自動車道，筑西幹線道路等々の整備が今後進められてま

いりますので，北関東自動車道は全線開通しておりますが，それら等々から，

今後，さらに広域的な交通関係のネットワークであるとか連携等という，交通

以外のところですと概念的な言葉になってしまいますが，その辺の意味を含め

て，各区域の中でも，各周辺都市と連携をしながらということを基本理念，目

標の中にそれぞれ記載をさせていただいているところでございます。 

○議長 よろしいですか。ほかにご意見，ご質問ございますか。よろしゅうご

ざいますか。それでは，特段のご意見がないようでございますので，ただいま

の都計諮問第25号から第29号につきましては，原案どおり可決ということで

よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 それでは，ご異議なしと認め，都計諮問第25号から第29号までにつき

ましては，原案どおり可決といたします。 

 それでは，ここで休憩を10分ほど取りまして，３時25分から議事を再開いた

します。よろしくお願いします。 

〔休     憩〕  
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【都計諮問第30号「古河都市計画区域区分の変更」】 

【都計諮問第31号「稲敷東部台都市計画区域区分の変更」】 

【都計諮問第32号「水戸・勝田都市計画区域区分の変更」】 

【都計諮問第33号「土浦・阿見都市計画区域区分の変更」】 

 

○議長 それでは，時間でございますので，議事を再開いたします。続きまして，

区域区分の変更でございます。都計諮問第30号から第33号につきまして，一括

して事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 それでは，都計諮問第30号から第33号までの区域区分の変更につき

ましてご説明をいたします。まずはじめに，第６回都市計画定期見直しにおける

区域区分見直しの基本方針についてご説明させていただきまして，その後，個別

の変更地区について説明をしてまいりたいと考えております。 

 今回の定期見直しにおきましては，市街化区域と市街化調整区域の見直しの基

準でございます線引き見直しの基本方針を定めまして，昨年６月の平成22年第

１回都市計画審議会においてご説明させていただいたところでございます。 

 確認のため，基本方針の要約として，区域区分を変更する区域の要件について

簡単にご説明をさせていただきます。お手元のＡ４横向きのカラー印刷で，説明

資料と書かれた資料の124ページをお開きいただきたいと思います。 

 市街化調整区域内の土地の市街化区域への編入につきましては，計画的な市街

地の整備が確実な区域として，以下のいずれかに該当するものを対象にしてござ

います。１つ目は，土地区画整理事業等が実施される区域であり，区域区分の変

更と同時に都市計画決定がされるか，もしくは組合の設立認可を受ける際に対し，

必要な要件である地権者の３分の２以上の仮同意が得られていること，及び区域

区分の変更後概ね２年以内に着手することを要件としております。 

 ２点目は，地方公共団体や地方公社などの公的機関により行われる開発の区域

であり，用地取得が確実であること，かつ事業計画の案が定められている又は地

区計画が都市計画決定されていることを要件としております。 

 ３つ目は，民間開発事業者による開発の区域であり，用地取得が確実であるこ

と，かつ茨城県県土利用の調整に関する基本方針に基づいた知事との協議を了し，

さらに地区計画が都市計画決定されることを要件としてございます。 

 ４つ目は，既成市街地でございますが，住居系の場合，隣接する住居系区域と

実質的に一体の区域にあっては，地区計画の都市計画決定により計画的に市街化

することが確実であること，商業系及び工業系の場合，一体的な市街地形成が図

られるための用途地域及び地区計画が都市計画決定されることを要件としてご

ざいます。 

 なお，ここで，既成の市街化区域から離れている場合，いわゆる飛び市街地に
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つきましては，一つの独立した市街地を形成するに十分な規模の地区であること

を要件としておりまして，住居系につきましては概ね50ヘクタール以上，工業

系及び流通業務系につきましては概ね20ヘクタール以上を目途としてございま

す。 

 また，市街化区域から市街化調整区域への編入，いわゆる逆線引きについては，

現に市街化しておらず，当分の間，営農が確実と認められるなど，計画的市街化

の見込みがない集団的未利用地が対象となります。 

 なお，この基本方針につきましては，お手元に，Ａ４，１枚紙で両面印刷され

た別紙１と書かれた資料を，概要版ということで，第６回市街化区域及び市街化

調整区域に関する都市計画の見直しについての基本方針をお配りしてございま

すので，ごらんをいただきたいと思います。この基本方針に則りまして，市町村

との協議を重ねた結果，第６回定期見直しにおいて区域区分の変更の対象となる

区域がこちらの画面の一覧でございます。このうち，近郊整備地帯である上段の

４都市計画区域については，平成22年度の第３回都市計画審議会においてご審

議をいただき，可決答申いただいたところでございます。今回お諮りするのは，

赤囲みにしてございます下段の４つの都市計画区域の案件であり，６市町村 10

地区でございます。 

 それでは，それぞれ個別の変更案件について順番にご説明をさせていただきた

いと存じます。 

 それでは，都計諮問第30号「古河都市計画区域区分の変更」についてでござ

います。黄緑の表紙の右上に別冊２と書いてございます付議案図面の１－１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。正面スクリーンのほうで同じ画面を出しま

す。 

 まず，位置図についてでございますが，こちらが新４号国道，国道125号，県

道つくば古河線でございます。赤色で示しておりますのが，市街化区域へ編入す

る地区でございます古河市名崎地区でございます。本地区は，古河市の東部に位

置し，新４号国道から約６キロメートルの距離にございます。本地区の古河市都

市計画マスタープランにおける位置づけは，みどりと産業交流拠点となってござ

います。 

 付議案図面を１枚おめくりください。１－２ページになります。本地区は，Ｋ

ＤＤＩの名崎無線送信所の跡地であり，古河市が平成21年に市街化調整区域の

地区計画を定め，県開発公社が工業団地造成を目的に用地を取得し，開発許可を

得て造成を進め，平成22年12月に日野自動車と譲渡契約を締結したところでご

ざいます。 

 また，あわせまして，本地区の周辺では，古河市と茨城県により，圏央道や新

４号国道からの編入区域へのアクセス道路として県道尾崎境線，市道の(仮称)柳

橋恩名線などの道路整備が行われているところでございます。本地区につきまし

ては，公的機関による計画的な市街地整備が確実であり，区域区分に関する都市
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計画の見直しの基本方針の要件を満たすことから，名崎地区約71.9ヘクタール

を市街化区域に編入するものでございます。なお，本地区の市街化区域編入に伴

う用途地域の指定につきましては，古河市による都市計画決定として，工業専用

地域が指定されるものでございます。 

 続きまして，都計諮問第31号「稲敷東部台都市計画区域区分の変更」につい

てご説明いたします。付議案図面の２－１ページになります。まず，位置関係に

ついてでございますが，こちらが圏央道でございます。国道408号，県道江戸崎

新利根線でございます。赤色で示してございますのが，市街化区域へ編入する地

区でございます稲敷市江戸崎工業団地地区でございます。本地区は，首都圏中央

連絡自動車道稲敷インターチェンジから約２キロメートル南に位置しており，本

地区の中を県道江戸崎新利根線のバイパスが縦断してございます。本区域の稲敷

市都市計画マスタープランにおける位置づけは，地域振興に寄与する工業団地と

なっております。 

 付議案図面を１枚おめくりください。２－２ページになります。本地区は，首

都圏中央連絡自動車道稲敷インターチェンジの開通による工業地の需要の増加

に対応し，効率的な生産活動を確保するため，茨城県開発公社により開発許可を

受け，整備が進められてきました。その後，平成22年から茨城県企業局が工業

団地造成を引き継いで実施をしてございます。このため，本地区は，公的機関に

よる計画的な市街地整備が確実であり，区域区分等に関する都市計画の見直しの

基本方針の要件を満たすことから，江戸崎工業団地地区約43.9ヘクタールを市

街化区域に編入するものでございます。なお，本地区の市街化区域編入に伴う用

途地域の指定につきましては，稲敷市による都市計画決定として，工業地域が指

定されるものでございます。 

 続きまして，都計諮問第32号「水戸・勝田都市計画区域区分の変更」につい

てご説明いたします。当地区の市街化区域編入は，東海村で３地区，大洗町で１

地区，合わせて４地区であり，市街化調整区域への編入は，那珂市の１地区でご

ざいます。付議案図面の３－１ページになります。 

 最初に，東海村の３地区についてご説明いたします。まず，位置関係について

でございますが，こちらが常磐自動車道，国道６号，国道245号，県道常陸那珂

港山方線でございます。また，近隣には，日本原子力研究開発機構那珂核融合研

究所，大強度陽子加速施設Ｊ－ＰＡＲＣ等々がございます。赤色で示しておりま

すのが，東海村において市街化区域に編入する地区である３つの地区であり，西

側から順に，権現堂地区，東海三丁目地区，白方地区となります。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－２ページになります。赤色でお

示ししているのが東海村三丁目地区でございます。本地区の東海村の都市計画マ

スタープランでの位置づけは，公共・公益施設用地を目的とした土地利用となっ

ております。地区内には，行政サービス拠点としての東海村役場のほか，国際交

流施設や県営住宅が立地し，既に都市的土地利用がなされております。既存の市
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街化区域と一体的な土地利用がなされており，住宅系の既成市街地として，区域

区分等に関する都市計画の見直しの基本方針の要件を満たすことから，東海三丁

目地区約6.4ヘクタールを市街化区域へ編入するものです。なお，本区域の市街

化区域編入に伴う用途地域の指定につきましては，東海村による都市計画決定と

して，第一種低層住居専用地域及び第二種住居地域が指定されるものでございま

す。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－３ページになります。赤色でお

示ししているのが東海村権現堂地区でございます。本地区は，東海村の西部，那

珂市の工業系市街化区域に隣接して位置しております。本地区の東海村の都市計

画マスタープランでの位置づけは，原子力研究・開発を目的とした土地利用とな

っております。本地区においては，原子力関連企業が，研究・生産施設として那

珂市の原子力研究所と一体的な土地利用が行われております。既存の隣接する那

珂市の工業団地と一体的な工業活動がなされており，工業系の既成市街地として，

区域区分等に関する都市計画の見直しの基本方針の要件を満たすことから，権現

堂地区約19.4ヘクタールを市街化区域へ編入するものでございます。なお，本

地区の市街化区域編入に伴う用途地域の指定につきましては，東海村による都市

計画決定として，工業専用地域が指定されるものでございます。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－４ページになります。赤色でお

示ししているのが白方地区でございます。本地区は，国道245号を挟んで，日本

原子力研究開発機構などの原子力関連の研究開発施設や，通称Ｊ－ＰＡＲＣなど

が建ち並ぶ地域に隣接しております。本地区の東海村の都市計画マスタープラン

での位置づけは，原子力研究・開発を目的とした土地利用となっております。本

地区は，茨城県，東海村及び高エネルギー加速器研究機構がそれぞれの役割分担

のもと，いばらき量子ビーム研究所や高エネルギー研究所東海キャンパスを開設

して，Ｊ－ＰＡＲＣの研究支援拠点として活動を行っております。本地区は，今

後新たな科学産業拠点が形成される公共性の高い地区であり，既に都市的土地利

用が図られ，工業系の既成市街地として，区域区分に関する都市計画の見直しの

基本方針の要件を満たすことから，白方地区約7.2ヘクタールを市街化区域へ編

入するものでございます。なお，本地区の市街化区域編入に伴う用途地域の指定

につきましては，東海村による都市計画決定として，準工業地域が指定されるも

のでございます。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－５ページになります。まず，位

置関係についてでございますが，こちらが国道51号，県道水戸鉾田佐原線でご

ざいます。赤色でお示ししているのが，市街化区域へ編入する地区である大洗町

前原地区でございます。本地区の大洗町の都市計画マスタープランでの位置づけ

は，地域の特性を活かした整備を進めるとなっております。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－６ページになります。本地区に

は，町営の交流センター，民間保育園のほか，老朽化した町営のテニスコートや
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プールがございます。これら公共施設等の更新を踏まえた新たな交流拠点として

土地利用を図ることとしております。そこで，一体的な市街地形成を図る住宅系

の既成市街地として，区域区分に関する都市計画の見直しの基本方針の要件を満

たすことから，前原地区約3.2ヘクタールを市街化区域に編入するものでござい

ます。なお，本地区の市街化区域編入に伴う用途地域の指定につきましては，大

洗町による都市計画決定として，第一種住居地域が指定されるものでございます。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－７ページになります。まず，位

置関係についてでございますが，こちらがＪＲ水郡線，国道118号線でございま

す。青色で示しておりますのが，市街化調整区域へ編入する地区であります那珂

市中里地区でございます。本地区は，那珂市の北部に位置し，国道118号及び平

野台住宅団地に近接しております。本地区の那珂市の都市計画マスタープランで

の位置づけは，市街化調整区域への編入となっております。 

 １ページおめくりください。付議案図面の３－８ページになります。本地区は，

昭和46年に線引きをされ，合併前の瓜連町総合計画において，点在する小企業

や工場を集約するとされておりました。しかし，工業団地の整備等による都市的

土地利用が進まず，今後も都市基盤整備の見込みがないため，地元那珂市が市街

化調整区域への編入について地権者全員の同意を得たものでございます。そこで，

計画的市街地整備の見込みがない集団的未利用地として，区域区分に関する都市

計画の見直しの基本方針の要件を満たすことから，中里地区約13ヘクタールを

市街化調整区域へ編入を行うものでございます。なお，本地区の市街化調整区域

編入に伴います用途地域の変更につきましては，那珂市による都市計画決定とし

て，工業専用地域の用途から，用途指定なしへの変更が予定されているものでご

ざいます。 

 続きまして，都計諮問第33号「土浦・阿見都市計画区域区分の変更」につい

てご説明させていただきます。当地域での市街化区域編入は土浦市内の３地区で

ございます。付議案図面の４－１ページになります。まず，位置関係についてで

ございますが，こちらが常磐自動車道，国道６号，国道125号，県道小野土浦線

でございます。赤色で示しておりますのが，土浦市において市街化区域へ編入す

る地区である３つの地区でございまして，北側から順に東筑波新治工業団地地区，

高津地区，上高津団地地区となります。 

 １枚おめくりください。付議案図面の４－２ページになります。赤色でお示し

しておりますのが，東筑波新治工業団地地区です。東筑波新治工業団地地区は，

県道小野土浦線の東西にまたがる地区であり，常磐自動車道土浦北インターチェ

ンジより約３キロメートル北に位置しております。本地区の土浦市の都市計画マ

スタープランでの位置づけは，広域交通ネットワークを活かした産業発展の拠点

となる工業拠点となっております。本地区は，県開発公社による工業団地整備が

完了し，平成９年から分譲を開始しており，現在，工場の立地が図られている地

区でございます。そこで，工業系の既成市街地として，区域区分に関する都市計
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画の見直しの基本方針の要件を満たすことから，東筑波工業団地地区約35.3ヘ

クタールを市街化区域へ編入を行うものでございます。なお，本地区の市街化区

域編入に伴う用途地域の指定につきましては，土浦市による都市計画決定として，

工業専用地域が指定されるものでございます。 

 １ページおめくりください。付議案図面の４－３ページになります。赤色で示

しておりますのが，高津地区でございます。高津地区は，国道６号土浦バイパス

及び都市計画道路宍塚大岩田線に挟まれた区域に位置し，ＪＲ常磐線土浦駅より

西に約２キロメートル，常磐自動車道土浦北インターチェンジより約５キロメー

トル南に位置しております。本地区の土浦市の都市計画マスタープランでの位置

づけは，新にぎわい拠点となっております。本地区は，市街化調整区域での開発

許可により，平成21年春に営業を開始した大規模ショッピングセンター及びこ

れと一体的な土地利用がなされている地域であり，市街化区域に隣接をしてござ

います。そこで，商業系の既成市街地として，区域区分に関する都市計画の見直

しの基本方針の要件を満たしますことから，高津地区約16ヘクタールを市街化

区域への編入を行うものでございます。なお，本地区の市街化区域編入に伴う用

途地域の指定につきましては，土浦市による都市計画決定として，近隣商業地域

が指定されるものでございます。 

 １ページおめくりください。付議案図面の４－４ページになります。赤色で示

しておりますのが，上高津団地地区でございます。上高津団地地区は，国道６号

土浦バイパスに面しておりまして，ＪＲ常磐線土浦駅より約2.5キロメートル，

常磐自動車道土浦北インターチェンジより約６キロメートルに位置しておりま

す。本地区の土浦市の都市計画マスタープランでの位置づけは，市街化区域への

編入による適正な土地利用を図るとなっております。本地区は，茨城県住宅供給

公社により整備が行われた上高津団地の一部であり，既に戸建て専用住宅地とし

て市街化が完了してございます。そこで，住宅系の既成市街地として，区域区分

に関する都市計画の見直しの基本方針の要件を満たしますことから，上高津団地

地区約4.1ヘクタールを市街化区域へ編入を行うものでございます。なお，本地

区の市街化区域編入に伴います用途地域の指定につきましては，土浦市による都

市計画決定として，第一種低層住居専用地域及び第一種住居地域が指定されるも

のでございます。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてでございます。平成23年２月14

日から28日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたところ，都計諮問第30号か

ら第32号までの古河，稲敷東部台，水戸・勝田の各都市計画区域においては，

意見書の提出はございませんでした。 

 都計諮問第33号「土浦・阿見都市計画区域区分の変更」につきましては，６

名の方から意見書の提出がございました。意見の要旨とそれに対する県の考え方

についてご説明をさせていただきますので，黄色い表紙の参考資料，付議案に係

る意見書の要旨及び意見書に対する県の考え方の８ページをごらんください。 



 - 42 -

 まず，左側の意見書の要旨でございます。高津地区の区域区分の変更について，

反対と賛成のご意見が出てございます。まず，反対の意見としましては，以下に

記載しているような意見を述べられております。要約しますと，ショッピングセ

ンターは何年も前からの計画で，長期的に調整区域のままであるとの認識は地域

住民共通である。用途地域の見直しがわかっていれば契約しなかった。この契約

を聞いたのは昨年10月で，急に見直しでは納得できないとの意見でございます。

次に，賛成の意見といたしまして，要約いたしますと，地域の活性化や土地の有

効活用が図られるので賛成との意見でございます。 

 これに対して，県の考え方を右側に書いてございます。市街化調整区域内の土

地の市街化区域への編入に際しては，区域区分等に関する都市計画の見直しの基

本方針に基づき，自然環境の保全及び農林漁業の振興との調和を図りつつ，上位

計画等において総合的な都市計画の位置づけがあり，計画的な市街地整備が完了

するもしくは確実である区域について行うものとしております。 

 今回，区域区分の変更を行う高津地区は，平成16年10月策定の土浦市都市計

画マスタープランにおいて，高津地区は，都心部における既存商店街等との連

係・機能分担などにより共存共栄することができる新たなにぎわい拠点として位

置づけられており，商業地としての土地利用を図る地域としております。 

 なお，当地区は，土浦市において，今回の区域区分の変更とあわせ，地区計画

が決定されることとなっており，一体的な市街地形成が図られることから，都市

的土地利用を図る地区として，区域区分を変更し，市街化区域に編入するもので

す。意見の要旨と県の考え方は，以上でございます。 

 なお，高津地区の地区計画は，平成23年４月12日に開催された土浦市都市計

画審議会において可決答申をなされております。 

 都計諮問第30号から第33号まで，区域区分の変更につきまして，一括してご

説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの件につきまして，ご意見，ご質問がございましたらお願

いをいたします。 

○Ｅ委員  確認なのですが，市街化区域で逆線にするかということが県の審議会

で審議することで，そこの用途については市町村が決めることということでよろ

しいですか。 

○事務局 そのとおりでございます。 

○Ｅ委員  この中で私が心配しているのは，工業専用地域で，かなり大きな面積

が決められているところで，そういうところでは工場とか製造業が来るのだと思

うのですが，宿泊施設が中になくていいのかなというのが心配なのです。このＪ

－ＰＡＲＣのところは準工業にしてありますが，あそこではＪ－ＰＡＲＣで働く

人たちが周りに何も買い物に行けるところがなくて，必要なことなのですが，ほ
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かの工業専用地域でそういうことが後で起こってきたときに，市町村の都市計画

審議会で用途を変えられると考えていいのですか。 

○事務局 今のＥ委員からのご指摘の件でございますが，確かに用途地域につき

ましては，今回，お諮りしているのは近郊整備地帯以外でございますので，すべ

て市町村が決定，近郊整備地帯については県が決定ということで，12月にお諮り

させていただいたところでございます。 

 今回の工業系の線引き，それから，用途につきましては，特に今ご心配されて

いる古河市の名崎地区につきましては，日野が進出すると決まっているというこ

とで，逆に日野のほうから，ぜひ工業専用地域にしていただきたいと。それは自

動車製造工場ということがございまして，騒音とか振動がございますので，工業

専用地域にしていただきたいと。 

 今，委員からご質問のありました，例えば，住宅とか，店舗とか，病院とか，

学校とか，そういうものは，今，私どものほうに産業立地推進本部というのがご

ざいまして，そちらのほうの幹事会ということで，日野に来ていただくというこ

とに対して，住環境，生活環境をどういうふうにつくっていくかということにつ

いて，今，県庁の各課が集まりまして，教育とか，住宅とか，商業とか，そうい

うものを茨城県を挙げてバックアップしていこうということでやっているとこ

ろでございます。 

 Ｊ－ＰＡＲＣのほうにつきましては，今，高エネルギー研究所なども，宿泊施

設とかそういうものがないということで，あそこについては準工業にしていると

ころでございます。 

 それと，もう一つ，江戸崎地区でごございますが，江戸崎地区につきましては，

圏央道ということで，工業専用ということで，いわゆる製造に特化したものでは

なくて，ちょっとした販売とか，そういうものもできるような多様な企業を誘致

したいというお話もございまして，今，稲敷のほうでは工業地域に色を染めたい

ということで，現在，協議をしているところでございます。 

○議長 ほかにございますか。よろしゅうございますか。それでは，特段，ご意

見がないようでございますので，ただいまの都計諮問第30号から第33号につき

ましては，原案どおり可決ということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございます。それでは，ご異議なしと認めまして，都計諮問

第30号から第33号につきましては，原案どおり可決といたします。 

 

 

【都計諮問第34号 建築基準法第22条第１項の規定に基づく市街地の区域

の指定】 

 

○議長 引き続きまして，都計諮問第34号につきまして，事務局から説明をお
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願いします。 

 

○事務局 建築指導課といいます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは，

都計諮問第34号についてご説明いたします。お手元の付議案の29ページ及び別

冊２の付議案図面の５をごらんいただきたいと存じます。 

 本案件は，建築基準法第22条第１項の規定に基づく市街地の区域の指定につ

いて，本都市計画審議会の意見を伺うものでございます。都市防災上の見地から，

都市計画では，防火地域及び準防火地域を指定し，建築物の耐火性能を高めるこ

とにより，都市の不燃化を促進しておりますが，これらの地域に係る規制の内容

は，市街地全域に及ぼすには厳し過ぎる制限でありますことから，これらの規制

よりも緩やかな規制として，建築物の単体について防火規制を行う制度になった

もので，防火制限の上からは，防火地域，準防火地域に次ぐ制限区域でございま

す。今般，守谷市を指定したいと考えております。 

 都市計画では，都市防災上の見地から，防火地域及び準防火地域を指定してお

ります。まず，防火地域でございます。防火地域とは，その地域内の建築物をほ

ぼ完全に不燃化することによって火災からその地域を守り抜き，または帯状に耐

火建築物を並べることによって火災の拡大をせき止めることを期待するもので，

３階以上のもの，100平方メートル以上のものは鉄筋コンクリート造などの耐火

建築物としなければなりません。非常に厳しい内容となってございます。守谷市

では，守谷駅前の商業地域の11.1ヘクタールが指定されております。 

 次に，準防火地域でございます。準防火地域とは，市街地の建築物について，

全体的に防火性能を高めることによって火災の際の延焼や飛び火を防ぎ，あるい

は消火活動を支援し，大規模な市街地火災の発生の防止や延焼速度を抑制して，

広範的な避難の安全を確保する目的で指定するもので，守谷市では，守谷駅前の

近隣商業地域の2.8ヘクタールが指定されております。 

 22条による区域として指定された場合の制限でございますが，建築物単体に対

して防火的な制限を課し，木造建築物などの延焼を防止するものでございます。

具体的には，屋根を不燃材料，例えば，瓦，金属板などでふくこととし，小規模

のものを除いて，かや葺き，わら葺き，板葺きなどの不燃材料以外のものにする

ことを禁止するものでございます。また，木造の建築物につきましては，敷地境

界に近い部分の外壁の構造を土塗り壁や防火構造とすることでございます。 

 さらに，木造の学校，映画館，百貨店，病院などの特殊建築物につきましては，

その規模により，敷地境界に近い部分の外壁及び軒裏を防火構造とすることでご

ざいます。この区域として，現在，県内で，21市１町を指定しております。 

 守谷市は，都心から約40キロメートル圏内に位置し，土地区画整理事業によ

る新市街地の形成が進み，平成17年のつくばエクスプレス開通による交通の利

便性の向上に伴い，市街地の進展が顕著な状況となっております。まず，守谷市

の人口についてでございます。平成23年５月１日現在，６万2,716人，平成元
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年と比較して90％増となっております。このグラフは，平成元年から現在までの

人口の増加を示しております。ずっと右肩上がりで推移しておりますが，平成17

年につくばエクスプレスが開業して以来，増加率が高くなっております。 

 守谷市における土地区画整理事業につきましては，町施行，公団施行，組合施

行で６区画，596ヘクタールが完了しており，さらに，今後，１地区の施行が予

定されております。 

 守谷市都市計画マスタープランにおいては，都市防災の方針として，市街地建

築物の耐火化が掲げられ，具体的施策の一つとして，防火地域，準防火地域を除

く市街地についても，建築基準法第22条の規定に基づく区域の指定を検討し，

屋根の不燃化を図ることが謳われております。 

 これは守谷市の航空写真でございます。都心からの入り口として，常磐自動車

道，つくばエクスプレス，それに連絡する関東鉄道常総線，国道294号，常総ふ

れあい道路など交通の利便性が高いところでございます。用途地域の指定のある

地域がこの部分でございます。この地域のうち，防火地域及び準防火地域を除く

すべての地域について，22条による区域として指定したいと考えております。な

お，今般の22条による区域の指定については，守谷市長から同意をいただいて

おります。 

 都計諮問の説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの件につきまして，ご意

見，ご質問がございましたらお願いいたします。 

○Ｅ委員 基本的には結構な方向だと思っておりますが，一部例外的に，一つは

既存不適格みたいなものが生じてくる可能性，あと，古民家保存とか，それから，

最近だと，レストランとかああいうところに古民家を持ってきてつくるみたいな

もの，そういうことに対して何らかの例外措置みたいなのはとれるのですか。 

○事務局 まず，文化財的なものであれば，建築基準法で許可とか認定で対応は

可能でございます。 

 それから，既存不適格といって，現に屋根が不燃でないところというのは，守

谷市で1,400戸ぐらいサンプル調査をしたところ，１件もございませんでした。

外壁については２％ぐらい不適格というところもあったわけですが，それについ

ては，これから改築する部分であるとか，建てる部分については新しい基準でや

っていただいて，今，合っていないところについては，それを修繕するときに直

してくださいというような運用をいたしております。 

 それから，レストラン等をかや葺きとかわら葺きでやる方というのは余りいら

っしゃらないと思うのですが，屋根は大丈夫だと思うのですが，外壁について，

木でやりたいということであれば，延焼のおそれといって，１階であれば，敷地

境界から３メートル以内の部分が対象になりますので，そこを離してやっていた

だくような形であれば特に問題はないと思います。 
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○議長 ほか，ございますか。よろしゅうございますか。それでは，ご意見がな

いようでございますので，ただいまの都計諮問第34号につきましては，原案ど

おり可決ということでよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございました。それでは，ご異議なしと認めまして，都計諮

問第34号については，原案どおり可決といたします。 

 それでは，以上をもちまして，今回付議されました案件についての審議はすべ

て終了いたしました。都計諮問第６号から第34号については原案どおり可決と

いうことで，本日付けをもちまして知事に答申をいたします。どうもありがとう

ございました。 

○事務局 きょう，諮問させていただきました都計諮問第６号から第29号まで

のいわゆる都市計画区域マスタープラン，都市計画区域の整備，開発及び保全の

方針の変更でございますが，これについて事務局から補足説明をさせていただき

たいと思います。ちょっとお時間をいただければと思います。 

 先ほど来ご説明させていただきましたように，今回の区域マスタープランにつ

きましては平成22年度に策定をしたというような状況でございます。その後，

昨年の12月に，いわゆる首都圏近郊整備地帯の５区域について都市計画審議会

にお諮りして，３月にもう一度，都市計画審議会をして，きょうお諮りする 24

の都市計画区域マスタープランについてお諮りする予定でいたところでござい

ますが，ご存じのように，３月11日に東日本大震災というかなり大きな地震が

来たところで，３月26日の都市計画審議会を延期というか，中止とさせていた

だいたところでございます。 

 本来であれば，そういうスケジュールでつくってきましたので，今回の東日本

大震災に伴う茨城県内の被災，いわゆる津波とか液状化とか，こういう被災状況

について，まちづくりをどうするかということについては記載をしてございませ

ん。先ほど申しましたように，いわゆる一般的な防災のまちづくりについては記

載してございますが，今回の大震災に対応するようなまちづくり，あるいは被災

を受けた後のまちづくりをどうするかというようなことについては記載してな

いところでございます。 

 本来であれば，こういう記述を追加してお諮りすることが一番望ましいところ

でございますが，先ほど申しましたように，去る６月25日に国の第１次提言が

出たところでございます。県の総合計画におきましても，被災前の３月直前に県

の総合計画が出て，そこでも今後見直していくという方針が示されたところでご

ざいますので，今後，国の方針，それから，県の総合計画，地域防災計画の見直

しを踏まえて，先ほど申しましたような平成21年度に策定しました県全体の都

市計画マスタープラン，いわゆる県土マス，県の方針，あり方を策定してござい

ますので，これをまず県全体としてどうするか，どういうまちづくりを進めてい

くかということを見直したいということで，先ほどご説明させていただきました
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オレンジ色の報告事項と書いてございます東日本大震災を踏まえた防災まちづ

くりについての６ページでございますが，県の総合計画の見直しなどを踏まえて

県土マスの震災対策編を今後策定していきたいと考えてございます。 

 では，きょう，都市計画区域をお諮りした都市計画マスタープランはそれでい

いのかということでございますが，それについては，先ほど申しましたように，

震災に対応するまちづくりというのは記載してございませんので，これにつきま

しては，震災対策編の策定を踏まえて，それぞれ地域の特性によって大分被災の

状況が違いますので，先ほどＢ委員のほうからご指摘がございましたような潮来

の日の出地区の液状化ですとか，あるいは海岸部の津波の被災ですとか，そうい

う被災の状況に対しまして，国の復興会議のほうの提言ですとか，それから，国

の制度，あるいは補助制度，そういうものがまだ固まってきていないということ

もございますので，そういうものを踏まえながら，今後，この都市計画区域マス

タープランについては適切に見直しをしていきたいと考えてございます。 

 最初に簡単な説明で申しわけなかったと思います。一応そういうことで，今後，

区域マスについては，被災状況をよく踏まえ，今後，適切に変更をしていくとい

うふうに考えてございますので，ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。 

○議長 よろしゅうございますか。適正にということに加えて，時間軸も早めに

お願いしたいと思います。 

○Ｂ委員 その辺の意見を，審議会として，今回の決定に当たっての何か文言が

必要だろうということを申しておきます。 

○議長 何らかの形で付加することは可能ですか。 

○事務局 それにつきましては，今，Ｂ委員からも意見がございましたように，

都市計画審議会として，今回の都市計画区域マスタープランについて意見を付し

ていただくというようなことで，その意見につきましては，今後，事務局のほう

で考えさせていただいて，会長とも，皆さんともご相談させていただきたいと考

えてございます。 

○議長 よろしくお願いします。 

 

○議長 それでは，全体で，ほかにご意見，ご質問等ございますか。特にないよ

うでございましたら，以上をもちまして，本日の議事審議を終了いたします。長

時間，どうもありがとうございました。 

 －  閉 会  － 
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平成２３年度第２回茨城県都市計画審議会付議案件一覧表

諮問

番号
題　　　　　　　名

決定

機関
計　画　内　容

都市計画区域マスタープランの変更

（水戸市，ひたちなか市，那珂市，大洗町，茨城町，城里町，東海村）

都市計画区域マスタープランの変更

（城里町）

都市計画区域マスタープランの変更

（笠間市）

都市計画区域マスタープランの変更

（小美玉市）

都市計画区域マスタープランの変更

（日立市，常陸太田市）

都市計画区域マスタープランの変更

　（高萩市）

都市計画区域マスタープランの変更

（北茨城市）

都市計画区域マスタープランの変更

（大子町）

都市計画区域マスタープランの変更

　（常陸大宮市）

都市計画区域マスタープランの変更

（鹿嶋市，神栖市）

都市計画区域マスタープランの変更

（潮来市）

都市計画区域マスタープランの変更

　（鉾田市）

都市計画区域マスタープランの変更

（行方市）

都市計画区域マスタープランの変更

（つくば市）

都市計画区域マスタープランの変更

（土浦市，阿見町，かすみがうら市）

都市計画区域マスタープランの変更

（石岡市）

都市計画区域マスタープランの変更

（石岡市）

都市計画区域マスタープランの変更

（稲敷市，美浦村）

都市計画区域マスタープランの変更

（稲敷市，河内町）

都市計画区域マスタープランの変更

（結城市，筑西市，桜川市）

都市計画区域マスタープランの変更

（古河市）

都市計画区域マスタープランの変更

（八千代町）

都市計画区域マスタープランの変更

（下妻市）

都市計画区域マスタープランの変更

（常総市）

市街化区域への編入  　　　約72ha

名崎地区　　　　　　　　　     　  　　　 　 　　　　（古河市）

市街化区域への編入  　合計約44ha

　江戸崎工業団地地区　 　　　       　　   　　　　　（稲敷市）

市街化区域への編入  　合計約36ha

東海三丁目地区，権現堂地区，白方地区               　（東海村）

前原地区                                             （大洗町）

市街化調整区域への編入　　約13ha

中里地区                                             （那珂市）

市街化区域への編入  　合計約55ha

東筑波新治工業団地地区，高津地区，上高津団地地区     （土浦市）

市街地の区域の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　（守谷市）

25
下館・結城都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

6
水戸・勝田都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

7
常北都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

8
笠間都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

9
小美玉都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

10
日立都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

11
高萩都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

茨城県
北茨城都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

12

13
大子都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

茨城県
大宮都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

14

15
鹿島臨海都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

茨城県
潮来都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び全の方針の変更

16

17
鉾田都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

茨城県

茨城県
行方都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

18

19
研究学園都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

土浦・阿見都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

茨城県
石岡都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び全の方針の変更

21

茨城県

20

茨城県
稲敷東南部都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

24

22
八郷都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

23
稲敷東部台都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

茨城県
古河都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

26

27
八千代都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

28
下妻都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

茨城県

水戸・勝田都市計画
　区域区分の変更

茨城県

茨城県
石下都市計画
　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更

29

古河都市計画
　区域区分の変更

茨城県

茨城県
土浦・阿見都市計画
　区域区分の変更

33

茨城県
稲敷東部台都市計画
　区域区分の変更

31

32

30

34
建築基準法第２２条第１項の規定に基づく市街地の
区域の指定

茨城県


