
第２４回（平成２９年度第２回）磐田市都市計画審議会 議事録 

１．開催日時 平成２９年１２月２１日（木） １４：００～１５：３０ 

２．開催場所 磐田市役所 西庁舎３階３０４・３０５会議室 

３．出席者 

(1)審議会委員：三枝幸文委員、江間豊壽委員、内田成美委員、松浦賢実委員、 

永田英夫委員、近藤孝委員、鈴木好美委員、秋山勝則委員、 

芦川和美委員、寺田幹根委員、高梨俊弘委員、山田安 委員、 

水野勲委員、杉浦聖委員、島岡信生委員、深田研典委員 

（委員１８名中１６名出席） 

(2)事 務 局：鈴木建設部長、 

壁屋都市計画課長、太田主幹、長尾主任、石代副主任 

(3)事業担当課：同上 

４．議事録署名人：江間豊壽委員 

５．諮問事項 

・第１号議案 磐田市都市計画マスタープランの改定について

・第２号議案 磐田市立地適正化計画の策定について

・第３号議案 磐田都市計画地区計画の決定 東新町地区計画（磐田市決定） 
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１ 開会 

○建設部長  皆様、こんにちは。本日は、大変お忙しい中、磐田市都市計画審議会にお集

まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

日ごろは、本市の都市計画行政の推進に、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

本日司会を務めさせていただきます、建設部長の鈴木でございます。よろしくお願いいた

します。 

先に、資料の確認をお願いします。先日配布させていただきました、Ａ４の「次第」とそ

の裏面が「磐田市都市計画審議会 委員構成表」、「議案書」、「議案附図・参考資料」 

本日配布の、「訂正：正誤表」 の４種類です。よろしいでしょうか。 

それでは、第 24 回（平成 29 年第 2 回）磐田市都市計画審議会を開催いたします。お手元

の次第に従いまして、進めてまいります。 

はじめに、本日の欠席者についてご報告いたします。平井一之委員、藤田允委員の２名で

す。また、磐田警察署交通課 須藤係長が代理で出席されています。 

２ 副市長あいさつ 

○建設部長  次第２ 副市長よりごあいさつを申し上げます。 

○副市長  皆様こんにちは。7月 10 日付けで副市長に就任しました高田と申します。本日

は都市計画審議会に初めて出席し、ご挨拶をさせていただきます。 

ご案内のことかと存じますが、市町村の審議会は、以前は都道府県の審議会の事前審査機

関の位置づけがございましたが、現在では都市計画決定にあたって市都市計画審議会は欠か

せない存在となっております。 

本日は３件ご審議をいただきます。都市計画マスタープランは、策定から 10 年が経過し、

策定後の社会情勢の変化や第２次総合計画との整合を図るため市内全域を対象に改定させて

いただくものでございます。立地適正化計画は、人口減少・少子高齢化に対応したコンパク

トなまちづくりを進めるための計画として、新たに策定していく計画でございます。 

また、東新町地区計画は、昭和 61 年に制定された東新町団地建築協定を廃止し、保育園跡

地の利用や時代の変化に対応した全世代が住みやすいまちづくりのために制定するものでご

ざいます。 

３件とも、まちづくりを進めていく上で重要な案件でございます。本日は、よろしくご審

議のほどお願いして、簡単ですがご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げま

す。 

３ 会長あいさつ 

○建設部長  次第３ 三枝会長よりごあいさつをお願いいたします。

○会長  皆様、こんにちは。会長の三枝でございます。当審議会は、市長より提出された

市の都市計画案件について審議を行う諮問機関です。 

市民の立場に立った議案審議を行いたく、会の円滑な進行に努めたいと思いますので、ご

協力をお願いします。 

○建設部長  ありがとうございました。ここで、副市長は所用のため、退席をさせていた
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だきます。それでは、議事の進行を会長にお願いいたします。 

４ 議案審議 

○議長  それでは、第 24 回磐田市都市計画審議会の審議に入ります。はじめに、磐田市都

市計画審議会条例第６条第２項の規定によりまして、本会議が有効に成立していることを、

ここでご報告申し上げます。 

審議会運営要領第９条第１項の規定によりまして、議事録署名人を指名させていただきま

す。本日の議事録署名人は、江間豊壽委員にお願いいたします。 

【江間豊壽委員返事】 

○議長  さて、本日、ご審議いただく案件ですが、第１号議案 磐田市都市計画マスター

プランの改定について、第２号議案 磐田市立地適正化計画の策定について、第３号議案 磐

田都市計画地区計画の決定東新町地区計画（磐田市決定）の３件となっております。この案

件は、審議会条例第２条の規定により審議するものです。 

なお、本日は、議案説明のため、関係職員の出席を求めておりますので、ご了承ください。 

それでは、議題に入ります。第１号議案について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局  最初に、今年度開催した地域別説明会など、これまでの経過を説明し、続けて

第１号議案を説明しますのでよろしくお願いします。 

なお、本日お配りしております「訂正：平成 29年 12 月 21 日正誤表」は、字句の訂正があ

りましたので１ページ目に都市計画マスタープラン、２ページ目に立地適正化計画の資料を

追加させていただきました。訂正箇所についてご説明します。 

第１号議案 都市計画マスタープラン案の１０ページをご覧ください。課題５の文中、３行

目の「自家用車主体の生活だけではなく」を「自家用主体から」に訂正しました。 

１２ページをご覧ください。（７）都市経営の説明文中、３行目の「公共施設の統廃合」を

「公共施設の統廃合等」に訂正しました。 

また、課題７の文中、１行目の「集約化及び機能の複合化」を「集約及び機能の複合化等」

に訂正しました。同じく５行目の「まち美化パートナー制度等の」文言を削除しました。 

第２号議案 立地適正化計画案の３７ページをご覧ください。財政等の状況のまとめの３段

落目の説明文中「公共施設の統廃合」を「公共施設の統廃合等」に訂正しました。訂正は以

上となります。それでは担当から、これまでの経過について説明いたします。 

○事務局  それでは、議案附図・参考資料の１ページをご覧ください。 

「平成 29年度これまでの経過について」説明いたします。前回の都市計画審議会以降に開催

した地域別説明会や各種会議を時系列にまとめたもので、２番の地域別説明会と４番の都市

計画マスタープラン特別委員会の意見については、次ページ以降の資料１、資料２にまとめ

ていますので参考にしていただければと思います。 

それでは概要を説明します。２番の地域別説明会は、中学校区を単位とした 10 地区で開催

し、延べ 107 名の参加で、主に地区長や自治会長さんの出席でした。主な意見については、

都市計画マスタープランでは、雇用対策につながる産業の活性化、空き家対策、計画道路の

進捗状況、調整区域の活性化などの意見がありました。 

また立地適正化計画では、誘導施設の実効性、調整区域へも誘導施策をといった意見があ
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りました。３番のパブリックコメントについては、８月 28 日から１ヶ月間実施し、意見書の

提出はありませんでした。４番の都市計画マスタープラン特別委員会では、都市計画マスタ

ープランに関する議論を行い、市議会から提言書という形で受領しました。５番の磐田市土

地利用懇話会では、最終案を説明し了承をいただきました。 

なお、意見対応したものは、計画書に全て反映させてものとなっていますので、引き続き

１号議案の説明に移りたいと思います。 

それでは、第１号議案「磐田市都市計画マスタープラン案」をご覧ください。１ページを

ご覧ください。「（２）改定の背景」については、10 年ごとの定期見直しにあたり、第２次磐

田市総合計画や大型事業の進捗との整合など、全体の内容を見直すとともに、わかりやすく

表現するため一部構成を変更し、簡潔に表現するなどして、計画全体を見直しています。 

２ページをご覧ください。「（３）計画の位置づけ」については、市の総合計画の都市づく

りに焦点をあてた計画で、市が定める都市計画の決定や民間の大規模開発の際の根拠となる

ため、土地利用の状況や開発の動向などを整理した上で、根拠づける・位置づけることが重

要となります。 

５ページをご覧ください。「１章の磐田市の現状と課題」になります。５ページから１２ペ

ージにかけ、都市計画に関連する人口、土地利用、産業、防災、道路交通、環境・歴史・文

化、都市経営の７つの分野に分け、現状を整理し、各項目から課題を抽出しています。 

（１）人口の「人口の推移」の表では、総合計画と整合を図るため、総合計画が示す平成

38 年の将来推計人口を追加しました。 

７ページをご覧ください。（３）産業については、これまで工業系の記載に特化していまし

たが、８ページに商業や農林水産業の現状を追加し、課題についても「優良農地の保全を基

本としながら」を追加し、産業の活性化を図っていくとしました。 

13 ページをご覧ください。「２章の全体構想」になります。将来都市像は、第２次磐田市

総合計画の土地利用構想をもとに設定しました。また、主要課題の解決に向け都市づくりの

目標を４項目設定し、目標①については、主要課題の１番・２番・５番・７番が関連し、人

口減少を見据え、国が推進するコンパクトシティ・プラス・ネットワーク型の都市づくりを

具現化していくため、主に市街化区域において、立地適正化計画制度を活用した「コンパク

トなまちづくりへの取り組み」を進めていきます。目標②については、主要課題の３番が関

連し、人口減少下であっても都市の活力を高めていくため、主に市街化調整区域において、

IC や幹線道路を活かして、産業の充実を図り「雇用の場の確保」につなげていきます。 

目標③については、主要課題の４番が関連し、安全性の高い都市づくりのため、引き続き海

岸堤防整備などの防災対策を進めていきます。目標④については、主要課題の６番・７番が

関連し、地域にまとまって残る自然や歴史・文化的資源の保全・活用を図っていきます。 

 15 ページをご覧ください。将来都市構造については、都市づくりを考える基本的な骨組み

となるもので、どこがどういった拠点や軸になるのかを整理し、土地利用などを考えていく

ベースとなるものです。 

JR 磐田駅周辺については、見付や今之浦地区を含めたエリアを都市の中心都市拠点とし、

JR 豊田町駅周辺、JR 磐田新駅周辺、遠州豊田 PA スマート IC 周辺を都市拠点としました。 

また、福田、竜洋、豊田の中心部を地域の特性に応じた地域拠点、市街化調整区域の豊岡
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駅周辺を集落拠点としました。 

交流・レクリエーション拠点については、現行計画から新たにアミューズ豊田周辺、ヤマ

ハスタジアム周辺、磐田スポーツ交流の里ゆめりあ周辺、かぶと塚公園周辺を追加しました。 

コミュニティ拠点は、23 箇所ある交流センター周辺を新たに位置づけ、都市計画法で日用品

店舗等の誘導を考えています。 

18 ページをご覧ください。産業拠点については、IC 周辺や既存の工業団地などを位置づけ、

産業の振興を図っていく拠点となります。産業軸については、既存の産業地域と高速道路の

IC を結ぶ整備済みの道路を新たに位置づけ、都市計画法で工場等の立地の可能性につなげて

いきます。 

19 ページをご覧ください。将来都市構造図では、拠点や地域、軸を統合し、将来都市像を

イメージできるように表現したものになります。 

21 ページをご覧ください。分野別基本方針になります。ここでは、都市計画に関連する８

つの分野の基本方針を整理しています。 

22 ページをご覧ください。土地利用の基本方針では、立地適正化計画の都市機能誘導区域

の設定の際に根拠となるよう、交通の利便性の高いエリアを複合市街地地区として設定しま

した。 また、長期的な計画となるため、既存の法体系の中だけではなく国の特別区域制度

の活用について記載すべきとの意見があり、（１）目標に「県の内陸フロンティ推進区域に位

置づけられた事業の推進と、今後は既存制度のほか総合特別区域制度等の活用も検討してい

く旨」を盛り込みました。 

29 ページをご覧ください。市街地整備の基本方針図では、将来面的整備の可能性があるエ

リアを図に表したもので、濃い青色の面的整備計画地区については、現在整備が進められて

いる新駅周辺など３地区になります。 

青の斜線で示した面的整備検討地区については、主に工業系の将来面的整備が見込まれる

地区で、水色で示した既存の産業集積地に近接したエリアを位置づけていることが分かりま

す。また、コンパクトシティ推進の観点から、豊田町駅周辺と新駅周辺には、住居系の面的

整備検討地区を位置づけています。 

緑で示した地区計画適用候補地区については、市街化調整区域における土地利用に可能性

をもたせるもので、北部の豊岡地区や IC周辺、豊田町駅周辺などを位置づけ地域コミュニテ

ィの維持を図っていきます。 

30 ページをご覧ください。道路交通体系の基本方針になります。環状道路網の構成では、

産業軸を外周環状道路に位置づけ、「産業集積地と IC 間の効率的な連絡」や「市街地への大

型車の流入の抑制」を誘導していきます。 

33 ページをご覧ください。道路交通体系の基本方針図では、概ね 10 年以内に整備又は整

備着手予定の短期計画路線や都市計画道路の見直し検討路線、公共交通軸、鉄道やバス路線

の主要な結節点を表しています。 

35 ページをご覧ください。公園緑地の基本方針図では、ピンク色の「都市の緑創出ゾーン」

に新磐田スマート IC 周辺及び遠州豊田ＰＡスマート IC 周辺を追加しました。これは工業団

地等の開発に合わせ、緑地等の確保に向け指導していくものです。なお、公園等の整備目標

や整備方針については、関連計画である「緑の基本計画」で定めています。 
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36 ページをご覧ください。河川・下水道の基本方針では、①の河川及び雨水排水施設の整

備には、近年、集中豪雨が恒常化していることもあり、集中豪雨の浸水記録等を考慮した上

で、排水施設の整備を推進していくとしました。また、②の汚水処理施設の整備では、社会

情勢の変化や厳しい財政状況に対応した整備を進めるため、磐田市生活排水処理長期計画に

基づく効率的かつ効果的な排水対策の推進や、下水道施設の長寿命化及び耐震化を推進して

いくとしました。 

38 ページをご覧ください。災害に強い都市づくりの基本方針では、②地震対策・津波対策

の推進に、現在進めている「海岸堤防整備の推進」や「緊急輸送路の無電柱化の推進」を加

えました。③の風水害対策の推進では、現在進めている「久保川治水プロジェクト事業」及

び「既存ポンプ場の長寿命化の推進」を加え、近年の集中豪雨等による水害では、ソフト面

での対応として「災害時の配備体制の強化」や「きめ細かな情報収集に努め、地域の実情に

合わせた対応」を図っていきます。 

また 40 ページをご覧ください。「都市防災の基本方針図」を新たに加え、市全域の防災状

況を示しました。 

41 ページをご覧ください。美しくうるおいある都市づくりの基本方針では、平成 26 年度

に策定した景観計画及び景観条例に基づく届出制度等により、景観の誘導を図っていきます。 

43 ページをご覧ください。人や環境に優しい都市づくりの基本方針では、公共施設等に対

するユニバーサルデザインへの配慮や地域の拠点となる交流センターの機能・体制の充実を

図っていきます。 

45 ページをご覧ください。３章の地域別構想では、市全体を中学校区単位の 10 地区に分

け、概ね 10 年以内の方針を示しています。 

47 ページをご覧ください。豊岡地区になります。天竜浜名湖鉄道の活用についても記載を

という意見を受け、②道路交通の基本方針に、天竜浜名湖鉄道の活用を追加し、地区計画制

度を活用した住宅等の誘導を検討していくとしました。 

49 ページをご覧ください。豊岡地区の方針図では、スマート IC の早期開設を目指すとも

に、アクセス道路の整備により交通の利便性を高め、産業拠点への企業誘致及び民間の面的

整備を誘導していきます。また、雇用の確保と併せて就業者等の新たな居住環境の確保を図

るため、地区計画制度の活用を検討していきます。 

53 ページをご覧ください。岩田・大藤・向笠地区の方針図では、桶ヶ谷沼などの自然環境

や優良農地の保全を基本としながら、地区内を縦横断する幹線道路を産業軸と位置づけ、産

業軸周辺では都市計画法による工場等の立地の可能性をもたせることでメリハリある土地利

用を図ります。 

57 ページご覧ください。豊田北部地区の方針図では、遠州豊田 PA スマート IC を中心に、

大規模商業施設を都市拠点と位置づけ商業機能の維持を図ります。また、周辺の工業団地や

南側の農業ビジネスモデルの拠点を産業拠点と位置づけ、産業機能の拡充やエネルギー供給

面での連携を図り、農商工が連携した拠点機能の維持・充実を図っていきます。 

59 ページをご覧ください。豊田南部地区になります。JR３駅を含む地区については、駅周

辺の土地利用や地域の実情を踏まえ、特徴ある記載とすべきとの意見を受け、①黒丸一つ目

に、「豊田町駅周辺は、駅を中心にコンパクトな市街地形成されていること。今後も地域の中
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心的な機能を維持すること」を盛り込みました。また、駅周辺の市街化調整区域にも開発の

可能性を持たせるため、「交通の利便性を活かした土地利用を図る」としました。 

61 ページをご覧ください。豊田南部地区の方針図では、豊田町駅周辺を都市拠点、支所や

沿道サービスが充実しているエリアを地域拠点、アミューズ豊田周辺を交流・レクリエーシ

ョン拠点と位置づけ、それら拠点を軸に人々の交流を生み、立地適正化計画制度や地区計画

制度を活用して、にぎわいが持続される土地利用を図ります。 

65ページをご覧ください。見付地区の方針図では、見付本通り周辺を都市拠点と位置づけ、

商業機能の維持を図るほか、歴史的街並みの保全を図るため、引き続き見付地区景観形成モ

デル事業の周知を図っていきます。また、見付美登里地区では、民間土地区画整理事業を側

面支援し、住宅地の創出により定住促進を図っていきます。 

市街化調整区域の磐田 IC 周辺は、産業拠点と位置づけ、民間の面的整備による工業・流通業

務等の誘導を検討していきます。 

67 ページをご覧ください。中泉・今之浦地区になります。磐田駅周辺については、①黒丸

一つ目に、「区画整理事業等により都市基盤が整備されたことや数多く立地する行政・教育施

設により人々の交流が促進され、これらの人々を取り込むことのできる土地利用を図るとと

もに、商店街の軽トラ市の開催などソフト施策」について盛り込みました。 

68 ページをご覧ください。磐田駅周辺のまち全体を公園化する発想も取り入れるべきでは

との意見を受け、「③緑地・水辺の基本方針」に「国分寺史跡公園の再整備により、多くの市

民の憩いの場・交流の場として活用するとともに、駅や見付地区と一体となった、歩いて歴

史を楽しめる観光の場としても魅力を高めます」としました。 

また、「今之浦市有地は、今之浦公園と合わせて市民の憩いの場となるよう検討していきます」

を追加しました。 

69 ページの方針図をご覧ください。中泉・今之浦地区では、本市の核となる駅前商業地や

今之浦の商業地を都市拠点と位置づけ、既存の用途地域や地区計画、高度利用といった都市

計画制度に加え、立地適正化計画制度における都市機能誘導区域を広く設定し、商業・医療・

福祉等の多様な都市機能の誘導を図っていきます。 

71 ページをご覧ください。田原・御厨・西貝・南御厨地区になります。新駅周辺について

は、①黒丸一つ目に「区画整理事業による良好な住宅地や既存工場群からなる市街地が形成

されており、今後は開業する駅の利便性を活かしたにぎわいある土地利用を図っていくこと」

を盛り込みました。また、自然や歴史的な資源も豊富であるとの意見を受け、「都市と自然と

歴史との共存を図る」としました。 

73ページの方針図をご覧ください。新駅周辺では、土地区画整理事業を推進するとともに、

駅の開業に向け南北自由通路や駅前広場、周辺道路の整備により駅の利用環境の向上を図り

ます。また、公共交通については、路線バスやデマンド乗合型タクシーの運行の見直しなど

により充実を図っていきます。 

77 ページをご覧ください。天竜・長野・於保地区の方針図では、主要道路の見付岡田線や

整備中の高木大原線の沿道については、道路整備に伴い民間開発も進んでいることから、継

続して道路整備を進めることで、引き続き民間開発を誘導していきます。また、大池周辺を

交流レクリエーション拠点と位置づけ、市民の憩いの場・環境学習の場として活用し、人々
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の交流を促進し、幹線道路と地域資源を活かした交流づくりを進めていきます。 

81 ページをご覧ください。竜洋地区の方針図では、海岸堤防の整備により都市の防災機能

を高めるとともに、竜洋海洋公園周辺を交流レクリエーション拠点と位置づけ、いわたエコ

パークと連携したレクリエーション機能の充実を図っていきます。また、地域拠点では、立

地適正化計画制度の都市機能誘導区域を指定し、都市機能の維持・誘導を図ります。 

産業系では、既存の産業集積地周辺で工業用地の拡大を検討します。 

85 ページをご覧ください。福田地区の方針図では、海岸堤防の整備により都市の防災機能

を高めるとともに、福田漁港周辺を交流レクリエーション拠点と位置づけ、にぎわいを創出

します。また、地域拠点では、立地適正化計画制度の都市機能誘導区域を指定し、都市機能

の維持・誘導を図ります。産業系では、既存の産業集積地周辺で工業用地の拡大を検討しま

す。 

87 ページをご覧ください。４章のマスタープランの実現に向けてです。ここでは、将来都

市像の実現に向けた方策に、民間活力の活用や立地適正化計画制度の活用を加えました。ま

た、参考資料として、90ページ、91 ページに天竜川と太田川の洪水浸水想定区域図を掲載し、

広く市民等へ周知するものです。 

最後になりますが、今後、計画書の言い回しや誤字脱字等、字句の訂正があった場合には、

内容に影響のない範囲で訂正させていただきますのでご了承ください。以上で都市計画マス

タープランの説明を終わります。 

○議長  ありがとうございました。これより、質疑と意見とに分けて、それぞれ伺いたい

と思います。何か質問はございますか。 

○議長  ないようですので、これにて質疑を打ち切ります。続いて、意見を伺いたいと思

います。発言者はその意見が賛成意見か反対意見かを意見の前に添えていただきますようお

願いします。何か意見はございますか。 

○議長  ないようですので、これにて意見を打ち切ります。それでは、第１号議案につき

まして、審議会条例第６条第３項の規定により、お諮りいたします。本案につきまして、原

案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

【異議なしの声】 

○議長  ありがとうございました。異議なしと認めます。よって、第１号議案は、原案の

とおり承認されました。 

次に、第２号議案について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局  それでは、第２号議案「磐田市立地適正化計画案」をご覧ください。 

１ページめくっていただき目次をご覧ください。本日の説明ですが、１章から３章について

は、計画の概要や都市計画マスタープランと重複する課題等になりますので説明を省略し、

４章から９章について説明いたします。 

それでは、49 ページをご覧ください。「４章の磐田市における立地適正化計画の基本的な

考え方」になります。ここでは、都市計画マスタープランの将来都市像を掲げ、立地適正化

計画のまちづくり方針においても、同じ方向性を見据えて取り組んでいくことを示したもの

になります。 

51 ページをご覧ください。「目指すべき都市の骨格構造」になります。ここでは、都市計画
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マスタープランの拠点や軸をもとに、立地適正化計画における拠点の方針や将来に渡って維

持を図る公共交通軸を位置づけ、磐田市版のコンパクトプラスネットワーク型の都市構造を

示したものです。 

57 ページをご覧ください。「５章の都市機能誘導区域」になります。ここでは、国の示す

「都市機能誘導区域の設定が考えられる区域」として、中段の黒丸にあります、駅周辺や医

療福祉・商業などの生活サービス施設が集積しているエリア、公共交通沿線など利便性が高

いエリア、合併前の地区の中心部とされています。 

58 ページをご覧ください。国の方針を踏まえ、市の方針を整理したものになります。（１）

の「拠点における都市機能の維持・誘導」については、表の中になりますが、JR駅周辺を都

市拠点型、豊田・竜洋・福田地区の中心部を地域拠点型の都市機能誘導区域の対象としまし

た。（２）の「拠点以外の生活利便性が高いエリア」については、公共交通沿線で施設も集積

し、人口も確保されている見付・今之浦地区を「暮らし維持型」の都市機能誘導区域の対象

としました。次ページの（３）の遠州豊田 PA スマート IC 周辺については、ららぽーとの大

規模商業施設の維持を図る観点から、商業エリアを都市機能誘導区域の対象としました。 

66 ページをご覧ください。都市機能誘導区域になります。エリアについては、JR 駅から半

径 800m 圏内や地域の中心部から半径 500ｍ圏内、１日 15 本以上の比較的本数の多いバス路

線沿線を位置づけ、面積約 675ha、市街化区域の約 24％にあたる区域を設定しました。 

 次に 69ページをご覧ください。「６章 誘導施設」の国の方針になります。誘導施設は、先

ほどの都市機能誘導区域内に誘導する施設で、考えられるものとして、医療福祉では「病院

や診療所」、子育て・教育では「幼稚園や保育園」、商業・文化では「図書館やスーパーマー

ケット」、そして行政施設などが挙げられています。 

70 ページをご覧ください。ここでは、先程の国の「誘導施設として考えられるもの」を、

施設の規模やサービス内容によって細分化し、市として誘導施設として適するか適さないの

かを判断した表で、×としているものは、必要な施設ではあるけれども、一定のエリアに誘

導する誘導施設とはしないものとなります。 

72 ページをご覧ください。ここでは、都市機能誘導区域の地区ごとに定めた誘導施設を表

したもので、グレーの箇所については、建築する際に届出制度の対象となる施設を示してい

ます。JR 駅周辺では、交通利便性を活かして多様な都市機能を位置づけ、磐田駅周辺では、

総合福祉会館や本庁舎など中枢的な行政機能の維持も図っていきます。 

83 ページをご覧ください。「７章 居住誘導区域」になります。国の誘導区域の考え方につ

いては、中段黒丸の都市機能誘導区域に容易にアクセスできる範囲や一定以上の施設や居住

が集積している範囲などが考えられるとされています。 

84 ページをご覧ください。国の方針を踏まえ、市の方針を整理したものになります。（１）

（２）については、人口密度が確保されているエリア、生活の利便性が高いエリアなどで居

住誘導区域に設定するエリアとなります。（３）（４）については、産業の振興を図る区域や

自然環境の保全を図る区域で居住誘導区域に含まないエリアとなります。（５）について災害

関連の区域で、１段落目の土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は、災害の危険性が高

いため居住誘導区域に含みません。２段落目の津波や洪水などの水害については、国の指針

で「避難体制の整備状況」や「防災施設の整備状況又は整備見込み」などから総合的に勘案
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し、居住を誘導することが適当でないと判断される場合には、原則、誘導区域に含まないこ

ととされています。本市では、「海岸堤防の整備やポンプ場整備、河川改修」などのハード事

業や「防災訓練、防災情報の提供」など、ハードソフトの両面から災害対策に取り組んでい

ることから、津波浸水想定区域及び洪水浸水想定区域については、居住誘導区域に含めるこ

ととしました。 

なお、88ページをご覧ください。参考として「津波による浸水深と建物被害状況の関係」

と「洪水浸水想定区域図」の情報を記載することで、併せて市民への周知を図っていきます。 

89 ページをご覧ください。居住誘導区域になります。エリアについては、人口密度が維持

されているエリアや公共交通沿線で都市機能誘導区域に容易にアクセスできるエリアを位置

づけ、面積約 1853ha、市街化区域の約 66％にあたる区域を設定しました。 

93 ページをご覧ください。「８章 誘導施策の届出制度」になります。法律上、計画を公表

したときから誘導区域外での建築の際に届出が必要となります。住宅については、②にあり

ますように、３戸以上又は 1,000 ㎡以上の住宅開発の際に届出の対象となるため、戸建ての

住宅は対象にはなりません。なお、本市の届出制度の運用は、誘導区域外での開発の動向を

把握するとともに、届出者に対して誘導区域や誘導施策に関する情報を提供しながら、時間

を掛けて緩やかに誘導を図っていきます。 

95 ページをご覧ください。誘導施策については、「都市機能の誘導のための施策」は、国

が直接支援を行う、金融税制については、パンフレット等を活用しながら周知を図り、新た

な施策についても国の動向を注視し、居住誘導区域においても活用できる施策については検

討していきたいと考えています。市の取り組みについては、新駅の設置の推進や磐田駅周辺

では、にぎわい作りとして、軽トラ市の開催などソフト施策の実施、また遊休不動産の活用

についても検討していきたいと考えています。 

次ページをご覧ください。「居住の誘導のための施策」については、土地区画整理事業によ

る住宅地の創出や交流センターの機能拡充、市民の憩いの場となる公園整備などに取り組ん

でいきます。また、「公共交通の維持・充実のための施策」については、特に新駅周辺整備の

都市再生整備計画事業を立地適正化計画の施策に位置づけることで、交付金の確保につなが

り事業を推進します。市の取り組みとしては、新駅へのバス路線網の見直しやデマンド型乗

合タクシーの充実などに取り組んでいきます。 

99 ページをご覧ください。「９章の計画の評価と進行管理」になります。人口減少下であ

っても人口密度を確保することが重要であると考え、指標①として居住誘導区域内の人口密

度を設定しました。また、「平成 47 年の目標値 40 人/ha の妥当性」を示すため、「人口ビジ

ョンから見る目標値の妥当性」の項目を盛り込みました。ここでは、人口ビジョンの人口減

少率から居住誘導区域内の人口を算出し、人口ビジョンの推計値で推移した場合、平成 47 年

の居住誘導区域内の人口密度は約 39.9 人/ha となり、目標値は比較的妥当な数値であるとい

えます。 

101 ページをご覧ください。「計画の進行管理と見直し」については、コンパクトにまとま

りある市街地を形成するにあたり、誘導施策等の検証については、「国勢調査に合わせた、概

ね５年後ごとに検証を行い、その結果は都市計画審議会へ報告し、必要に応じて計画を見直

す旨」を盛り込みました。 
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最後になりますが、都市計画マスタープラン同様、今後、計画書の言い回しや誤字脱字等、

字句の訂正があった場合には、内容に影響のない範囲で訂正させていただきますのでご了承

ください。以上で立地適正化計画の説明を終わります。

○議長  ありがとうございました。これより、質疑と意見とに分けて、それぞれ伺いたい

と思います。何か質問はございますか。 

○委員  ららぽーと周辺の人口は、（ららぽーとが）できてからどのくらい人口が増えてい

るのか。

○事務局  ららぽーと周辺は商業・工業の用途となっており、ほとんど居住のエリアはあ

りません。人口については、居住者は少なく、移り変わりもほとんどないものと思っていま

す。 

○委員  商業地域だからということで居住誘導を考えていないと思うが、なんとなく、あ

の辺は増えているのかなということで質問した。 

○委員  今は増えているのではないか。新しく土地が開発されて住宅が出来ている。今後

開発する土地はないかもしれない。１・２年で 100 世帯以上増えている。 

○事務局  ららぽーと周辺とは市街化区域内のことでよいでしょうか。もっと南のほうか

もしれません。 

○委員  私が言っているのはららぽーと周辺の地域。 

○事務局  ららぽーとは商業地域、その周りは工業地域、新しい団地はもう少し離れたと

ころになるので、商業・工業地域内について説明をさせていただきました。全体的に増えて

いる所は市街化区域ではないかと思います。 

○委員  ここ２・３年で 100 軒くらい増えている。 

○事務局  分かりました。ありがとうございました。 

○委員  年号が変わるが表記はどうするのか。 

○事務局  西暦表記にするなど検討します。 

○委員  都市整備や地域の活性化ということであれば、磐田市だけ道の駅がない、長野や

山梨はいっぱいある、あればもっと活性化するのではないか。 

○事務局  御厨や南御厨、西貝塚地域の説明会で、県道沿いに道の駅ができないかという

相談はありました。都市計画法では、市街化調整区域内にドライブインができるため、複合

的なドライブインであれば、そのような計画があれば都市計画法の中で考えたいと思ってい

ます。 

○委員  居住誘導は、市内の内々なのか市外からなのか、どのように考えているか。 

○事務局  居住誘導は、どちらかに特化したということではありません。市街化調整区域

から居住誘導区域に住み替えをする方、市外から磐田の魅力を感じて磐田へ移り住む方の両

方を想定しています。 

○委員  新駅周辺には引っ越してきているのか。 

○事務局  新駅周辺は、駅建設に先立ち、区画整理事業により居住エリアができており、

順調に人口は増えています。 

○委員  95 ページの一番下「まちのにぎわいづくりの推進」にある、開業者や既存商店へ

の支援とは具体的にどのようなものか。 



１１ 

○事務局  開業者への支援は、市商工部門で商業支援として開業資金への利子補給や女性

起業家支援事業といった政策があるため、それを見込んでいます。 

○委員  「まちのにぎわいづくり」というと、今までの都市計画法になかったような「誘

導する」という発想が出てきた。これはコンパクトシティ実現のためだが、「にぎわいづくり」

は非常に難しい。駅周辺部などにまとまって住んでもらわないとコンパクトシティになって

いかないが、これは簡単ではない。長期的な見通しとして、どれくらいを想定しているのか。 

○事務局  見通しは、都市計画マスタープランと同じように 20年後を見据えています。「ま

ちのにぎわい」については、磐田駅前が寂しくなったという意見が懇話会や説明会で出てい

ました。市としては、軽トラ市や駅前広場を活用したイベントを行い、駅周辺に人を集め、

その中から駅周辺に魅力を感じで開業してくれる人が増えれば、にぎわいにつながると考え

て記載しました。 

○事務局  計画自体が 20 年後を見据えて作成しているため 20 年と言いましたが、ゆるや

かな誘導の中で、何年までと言うことはなかなかできません。磐田駅周辺は、面的整備、用

途地域、ある程度都市計画で出来る部分は整備されていますので、ソフト面で魅力をＰＲす

る、継続的に実施することで利用者を増やすことが手法のひとつと考えて記載しました。 

○議長  他にありませんか。ないようですので、これにて質疑を打ち切ります。続いて、

意見を伺いたいと思います。発言者はその意見が賛成意見か反対意見かを意見の前に添えて

いただきますようお願いします。何か意見はございますか。 

○議長  ないようですので、これにて意見を打ち切ります。それでは、第２号議案につき

まして、審議会条例第６条第３項の規定により、お諮りいたします。本案につきまして、原

案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

【異議なしの声】 

○議長  ありがとうございました。異議なしと認めます。よって、第２号議案は、原案の

とおり承認されました。 

○議長  次に、第３号議案について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局  それでは、「第３号議案」東新町地区計画の説明させていただきますが、その前

に本地区計画決定に至った経緯についてご説明させていただきます。 

 今回、地区計画の決定を予定している東新町地区は、昭和 44 年に静岡県企業局によって造

成された後、昭和 50 年に東新町団地建築協定が最初に締結され、その後、昭和 61 年に更新

のため再締結され、約 40 年間、この建築協定によって良好な住環境を形成してきました。 

 近年になり、東新町地区内にありました、こうのとり東保育園が地区外へ移転することが

決定し、本市は保育園用地の有効活用を図るため、建築協定の建築物用途基準に「保育園用

地の建築物は保育園だけの用途であること」と謳われていることから、東新町団地建築協定

委員会に基準の見直しを依頼しました。 

建築協定委員会は、市からの依頼を受け検討を行い、現行の協定基準のままでは、保育園

用地が空き地になってしまうことへの懸念や、今の時代にそぐわない規制内容があることな

どから、協定基準を見直す必要性があるとの結論となりました。 

しかし、建築協定の変更は、建築基準法で土地所有者等の全員の合意が必要であるとされ

ており、協定締結から約 30 年経過した現状では、権利関係が複雑化し実質的に不可能である
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ことから、土地所有者等の過半数の合意で足りる建築協定の廃止を行い、今の住環境を維持

していくため、改めて協定内容を地区計画制度によって引継ぐこととしました。 

その後、地区では、約 20 回の地区計画検討会議を開催し、建築協定の内容を基本的には踏襲

し良好な住環境を守りながら、さらに人口の維持・増加による地域コミュニティの活性化を

図るための地区計画（案）を作成しました。 

市は、この（案）を基に都市計画決定の手続きを進めてきました。以上が、これまでの経

緯になります。 

それでは、議案書の第３号議案をご覧ください。「磐田都市計画 地区計画の決定 東新町

地区計画」の計画書になります。 

 まず、地区の位置を確認していただくため、議案附図・参考資料の 27ページをご覧くださ

い。こちらが位置図になります。今回、地区計画を決定する地区は、約 13.6ha の赤色の線で

囲まれた区域です。 

 28 ページをご覧ください。拡大図になります。赤色の実線で囲まれた区域が地区計画の対

象区域です。黄緑色の太線で囲まれた区域が面積 13.2ha の「Ａ地区（戸建住宅地区）」、ピン

ク色の太線で囲まれた区域が 0.4ha の「Ｂ地区（近隣商業地区）」になります。 

 議案書の第３号議案１ページにお戻りください。東新町地区計画の計画書になります。表

の上から４段目、「地区計画の目標」ですが、「本地区は、昭和 61 年に締結された東新町団地

建築協定の下、住みよい地区環境を形成してきましたが、現況の住環境を守りつつ時代の変

化に対応した、若者から高齢者までの全ての世代で住みやすいまちづくりが求められている

ことから、地区計画を定め、これまで形成してきた良好な地区環境の維持・保全に努めると

ともに、安全で安心な住宅及び商業環境の融和を図り、定住人口の維持・増加による地域コ

ミュニティの活性化に資すること」を目標としております。次にその下段の「その他当該区

域の整備・開発及び保全に関する方針」です。まず「土地利用の方針」ですが、地区計画区

域を、２地区に区分し、それぞれ土地利用の方針を定めています。 

Ａ地区（戸建住宅地区）は、既存の戸建て住宅を主体とし、周辺の自然環境と調和した良

好な居住空間の維持及び保全を図る方針とします。Ｂ地区（近隣商業地区）は、日常生活に

必要な物品販売店舗等の立地を許容する地区とし、小規模な商業施設と住宅とが共存する良

好な居住環境の形成を図る方針とします。 

 次の「建築物等の整備の方針」ですが、地区に応じた適正な建築物の用途構成を図るため

建築物の用途の制限を定めます。美しい街並みの形成を図り、良好な住環境となるよう、建

築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、かき又はさくの構造、壁面の位置、

建築物等の形態又は意匠の制限を定めます。宅地の狭小化を防ぐため、建築物の敷地面積の

最低限度を定めます。また、周辺の自然環境と調和を図り、良好な空間の形成を推進するた

め、敷地内の緑化について努めることとしています。 

 つづきまして、２ページをご覧ください。 

 「地区整備計画」の「建築物等に関する事項」ですが、地区計画の目標や方針を達成する

ため、地区ごとの具体的な規制について示しています。「建築物等の用途の制限」についてで

すが、Ａ地区（戸建住宅地区）は、専用住宅の建築を主とし、第１種低層住居専用地域で建

築が認められる兼用住宅や公益上必要な建築物も可としました。ただし、共同住宅、長屋、
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寄宿舎及び下宿については、建築協定と同様に制限します。またＢ地区（近隣商業地区）は、

建築協定では「店舗専用又は店舗兼用住宅」でありましたが、Ａ地区で建築できる専用住宅

も可としています。 

３ページをご覧ください。建築物の容積率の最高限度を敷地面積の 10 分の 8に、建築物の

建ぺい率の最高限度を敷地面積の 10 分の 5 とし、これは建築協定と同様です。次に、「建築

物の敷地面積の最低限度」については、敷地の細分化や不良な街区形成を防ぐため、Ａ地区

においては 175 ㎡、Ｂ地区については、165 ㎡としています。次に、「壁面の位置の制限」に

ついては、建築物の外壁は道路境界及び隣地境界から 1.0ｍ以上離すこととしていますが、

自動車車庫、自転車置場等で、床面積 30 ㎡以下、かつ、高さ 3.0ｍ以下のもの、及び建築物

に附属する物置、離れ等で床面積 20 ㎡以下でかつ高さが 3.0ｍ以下のものについては緩和し

ています。次に、「建築物等の高さの最高限度」については、建築物の階数は２階以下とし、

地盤面からの高さは 10.0ｍ以下としています。また、建築物の各部分の高さについては、道

路斜線規制や北側斜線規制を設けています。次に、「建築物の形態又は意匠の制限」について

は、建築物の外壁及び屋根の色彩や看板等の規模等を制限をしています。最後に「かき又は

さくの構造の制限」についてですが、建築協定において、「へい」を設ける場合は、原則コン

クリート、レンガ及び石等の素材でなければならなかったものを、大規模地震による倒壊又

は転倒による災害を防止し安全を確保するため、透過性の高いフェンス等に変更しました。 

それでは、議案附図・参考資料の 29 ページをご覧ください。これは本地区計画と現行の建

築協定との比較表になりますので、参考にご覧ください。 

続きまして、議案書の第３号議案６ページをご覧ください。地区計画を決定する理由にな

ります。 

次に、７ページをご覧ください。決定理由につきましては、東新町地区は、これまで住民

主体による東新町団地建築協定により、低層住宅を中心とした良好な住宅環境が形成されて

きましたが、開発から 40 年以上が経過し、地域住民を取り巻く環境の変化や土地利用のニー

ズに対応するため、新たなまちづくりルールの策定に取り組んできました。今回、地域住民

の総意による新たな基準に見直され、改めて計画的で利用しやすい土地利用を誘導するとと

もに、安全でゆとりある良好な居住環境の維持、推進を図ることを目的として、東新町地区

計画を決定するものでございます。 

以上、議案第３号の「磐田都市計画地区計画の決定 東新町地区計画」の説明でございま

す。なお、12 月１日から 12 月 15 日までの２週間、本地区計画（案）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。それでは、ご審議の程、よろしくお願いします。

○議長  ありがとうございました。これより、質疑と意見とに分けて、それぞれ伺いたい

と思います。何か質問はございますか。 

○委員  この地区を飛び市街化区域に設定しないで、地区計画で定めた理由は何か。 

○事務局  もともと企業局が開発した地域で、その際も市街化区域に編入せず、建築協定

で規制をかけてきました。現在は、建築協定によって住環境が保たれているため、市街化区

域に編入しなくても、地区計画に切り替わっても、住環境が維持できると判断し用途の変更

は考えていません。

○委員  当時、市街化区域を増やしてはいけないなどの理由があったのか。 
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○事務局  面積が広くないこと、用途指定が始まった昭和 44 から 46 年ごろは鎌田や新貝

は用途指定されていなかったので、市街化区域から離れていることが理由と思われます。 

○委員  検討会議で地域住民の意見として何か挙がったか。Ｂ地区へ物品販売店舗の開店

などの話があるか。 

○事務局  高齢化が進んでいるため人口の維持、若い世代にも住んでもらいたいという意

見がありました。Ｂ地区は、建築協定でも指定されていますが、新たに店舗を開きたいとい

う話は聞いていません。 

○事務局  Ｂ地区については、建築協定では店舗又は店舗兼用住宅となっており、最初は

スーパーやたばこ屋がありました。しかし、ほとんどの店舗がなくなり、この制限では成り

立たなくなったため、地区計画では専用住宅も建てられるようにしています。今後、商業施

設を建てる計画は具体的には聞いていません。 

○委員  こうのとり東保育園の跡地は分譲だと４軒くらいと思うが、地区計画は子育て支

援や若者定住を支援するような施設を検討できるような内容なのか。 

○事務局  この地区はＡ地区になり、用途は住宅又は兼用住宅が主になります。 

○委員  住宅が主ということだが、高齢者が増えてきていることを考えると、福祉的な要

素もあると、この地域は便利だと思うが、そのような検討はできないということか。 

○事務局  今回の用途規制では施設はできません。地元では福祉施設や共同住宅など、人

の出入りする建物は控えたいという思いがありました。一定規模の福祉施設は市街化調整区

域内でもできる可能性があるため、地区計画区域内にあえて持ってこなくても対応できると

考えています。 

○委員  建築面積の最低基準 165 ㎡、50坪だと思うが、住民が納得しているということで

良いか。 

○事務局  最低敷地面積は説明をして住民の理解を得ています。Ｂ地区には、165 ㎡を下

回る区画が３区画あり、適用除外で対応できるようになっています。 

○委員  東新町は市内でも高齢化率が高く、近隣には外国人の居住地もあり、共生をして

いく指導をしてほしい。 

○議長  他にありませんか。ないようですので、これにて質疑を打ち切ります。続いて、

意見を伺いたいと思います。発言者はその意見が賛成意見か反対意見かを意見の前に添えて

いただきますようお願いします。何か意見はございますか。 

○議長  ないようですので、これにて意見を打ち切ります。それでは、第３号議案につき

まして、審議会条例第６条第３項の規定により、お諮りいたします。本案につきまして、原

案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

【異議なしの声】 

○議長  ありがとうございました。異議なしと認めます。よって、第３号議案は、原案の

とおり承認されました。 

以上で、本日の審議は全て終了しました。審議結果につきましては、早速、市長に答申す

ることといたします。それでは、事務局お願いします。 

５ 閉会 
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○建設部長  三枝会長ありがとうございました。事務局より次回の都市計画審議会につい

てお知らせします。 

○事務局  次回の都市計画審議会は、来年１月 26 日金曜日 14 時から、この会議室で行う

予定です。審議内容は、福田地区の都市計画道路９路線の廃止と磐田地区２路線の線形変更、

建築基準法に変更に伴う地区計画７地区の変更です。お忙しいと思いますが、ご出席をお願

いします。 

○建設部長  本日は、慎重なご審議をいただき、誠にありがとうございました。以上をも

ちまして、第 24回磐田市都市計画審議会を終了いたします。 


