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平成２５年度第１回都市計画審議会議事録 

 

開   会 

 

開会 

 

事務局(小川副主幹) 

 本日はお忙しいところ，ご出席いただきましてありがとうございます。 

ただいまから，平成２５年度第１回富里市都市計画審議会を開会いたします。 

 

はじめに，岡野会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

岡野会長 

―会長挨拶― 

 

事務局(小川副主幹) 

ありがとうございました。 

続きまして相川市長からご挨拶をお願いいたします。 

 

相川市長 

―市長挨拶― 

 

事務局(小川副主幹) 

ありがとうございました。 

尚，相川市長につきましては，次の予定がございますので，ここで退席させていただき

ます。 

 

 

続きまして，４月の人事異動によりまして，事務局職員に変更がありましたので改めて

紹介させていただきます。 

都市建設部長の相川でございます。 

４月より都市建設部長になりました相川です。 

都市計画課長の小高です。 

計画班主査の小川でございます。 

主査補の戸村でございます。よろしくお願いします。 

主事の深澤でございます。 
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申し遅れましたが，私は副主幹の小川でございます。 

 

続きまして，議事に入ります。 

富里市都市計画審議会条例第５条の規定によりまして，会長が議長となりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

岡野会長 

はい。それでは，当都市計画審議会の成立についてでございますが，本日は全員出席で

よろしいですね。ということですので，富里市都市計画審議会条例第５条第３項の規定に

よりまして，審議会は成立をいたしております。 

続きまして，富里市都市計画審議会議事運営規則第９条第３項の規定によりまして，議

事録署名人の２名を指名させていただきます。 

根本委員，高橋委員，よろしくお願いします。 

 

それでは，第１号議案に入ります。 

第１号議案「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画ガイドライン案につい

て」事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（小高課長） 

お忙しい中，お集まりいただき誠にありがとうございます。 

議題の前に，資料の確認をさせていただきます。資料の端に張って配布しておりますが

１のインデックスところですね，「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画ガイ

ドライン（案）」ということで資料１，２に「地区計画ガイドライン（案）」，インデックス

の３に「参考資料・新旧対照表」，４が資料４ということで「参考資料・パブリックコメン

トの結果」添付させていただいておりますがよろしいでしょうか。 

では，よろしくお願いします。 

 

まず，今回の議題についてですが，昨年１０月２９日に開催しました都市計画審議会に

おける議題として挙げさせていただいたものであります。 

前回の審議会から今回に至る経緯について，説明させていただきます。 

地元説明会や市ホームページでの公開，パブリックコメントを行っています。 

まず，地元説明会については昨年１１月１１日第一小学校体育館，１１月２４日が中央

公民館を会場として開催しました。 

１１日は１４名の参加，２４日については３名の参加でございました。 

主な内容といたしましては，住環境保全ゾーン１ヘクタール以上の団地を指定している

のですが，小さな団地は指定できないのかという質問がありましたけれども１ヘクタール
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以上の県条例で造られた大規模な住宅地でインフラがある程度整っていることから指定し

たということで。 

また，商業施設の立地も必要ではないかというご意見もいただいておりました。 

パブリックコメントについては，昨年の審議会の終了後の１１月１日からの２週間，年

が明けてから２月１日からの２週間の２回にわたり素案のパブリックコメントを実施しま

した。 

その結果については，素案に対する意見が３通寄せられていますこれは資料の方の４ペ

ージにあります。 

最初のパブリックコメントは１１月１日から３０日実施しております。（訂正） 

また．２回目のときには，地元の商工会の方から富里インター周辺に商業施設の立地を

検討したらどうかというご意見も頂いております。 

２枚目の意見が１月１５日から１月２８日までのパブリックコメントの意見についての

２の方が商工会の方からの意見もありまして，アンダーラインを引いてありますが「商業

施設を含む地域を振興するための諸施設」ということで意見を頂いております。 

また，前回の都市計画審議会委員のみなさまからもですね商業施設が必要ではないか意

見がありまして，県との協議を重ねた中で，インター周辺の立地性から広域商圏をもつ大

規模商業施設であるならば，市として市街化区域への編入を前提に進めるのであれば可能

ですよという意見を頂きました。 

これに基づきまして「インター周辺開発誘導地区」についてですが新たに「商業施設」

を加えることとしたものです。こちらですけれども。 

３のインデックスの新旧対照表を見ていただきたいと思いますが，市街化調整区域の土

地利用方針の６ページ目ですけれども右側にあるですね酒々井インターチェンジ周辺につ

いては，富里市都市マスタープランにおいて新市街地及び開発構想検討候補地に位置づけ

されていることから，将来的な市街化区域編入を検討していくとともに，広域交通ネット

ワークの特性を活かし，雇用創出や税収に寄与する工場，流通業務施設，商業施設や市外

から多くの外来者が見込まれることから，市の情報発信や地域振興，観光振興等に寄与す

ると認められる施設の立地を図る。また，８ページにおいて市街化から１．１キロの区域

なんですが，一応，県条例で定める区域という点で説明不足ということで市街区域から１．

１キロの区域でかつ建築物が４０戸以上連たんしている区域ということですのでこちらを

加えさせていただきました。 

また，次のページですけれども，同じような形でインター周辺については市街化編入を

検討する。なお，３ページなんですがこちらガイドラインの３ページですけれども，良好

な環境の各街区の整備等を行うための地区計画であることから，一ないし二の建築敷地の

みを対象として設定することはできませんということで，地区計画はですね単なる建築行

為ではないということの確認の意味で，こちら文章を入れてございます。 

５ページ目なんですが，商業施設ということで大規模集客施設を加えています。 
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また，備考の欄ですが，「なお，商業施設の立地に係る地区計画の策定については，市街

化区域編入が前提となります。」ということで説明を加えています。 

こちらの案についは，先月の１日から２週間にわたって，第３回目のパブリックコメン

トを実施いたしました。意見書の提出が１件ありましたが，資料の一番下になります。 

５月１日から１５日までの間に一人の方の意見書が提出されましたが，まっ，こちら市

街化調整区域は市街化を抑制するところだからという意見とまた理由付けに関して書かれ

ておりまして案についての主な意見ではございませんでしたのでそのまま案とすることと

いたしました。 

また，いろんな意見がありましたがその中で主なものといたしましては，先ほどの商業

施設のほかに七栄の三菱地所の寄付の土地を何か活用できないかとか徳洲会病院ができる

ので何か活用できないか，また中沢の１５ヘクタールの市有地の活用を考えてはどうかと

いう意見かございましたが，これについては資料の方で市の考えを述べさせておりますの

で，資料のほうを見ていただきたいと思います。 

なお，これらパブリックコメントの結果については，市のホームページにも公開してご

ざいます。 

では，土地利用方針，地区計画ガイドラインの案の内容について説明したいと思います。 

パワーポイントで。 

消灯 

ちょっと見えずらいですが，土地利用の方針ということで前回のゾーニングと同じもの

になります。ゾーニングとしては，整備「非住居系開発誘導ゾーン」，「インター周辺開発

誘導ゾーン」，「インター周辺沿道開発誘導ゾーン」，「幹線道路沿道整序ゾーン」，「住環境

整備ゾーン」，「住環境保全ゾーン」，「大規模既存集落活性化ゾーン」及び「調整ゾーン」

となっています。 

インデックス１の１２ページに同じものがでています。こちら，前回と変わっておりま

せん。 

では，各ゾーニングの説明を簡単にさせていただきます。 

まず，非住居系開発ゾーンについては，都市マスタープランにおける新市街地及び開発

構想検討候補地として，工場，研究所，流通業務施設及び観光振興のための市外からの来

街者を対象とした観光施設などの立地を誘導するということで規模として３ヘクタール以

上の地区を対象としています。 

続きまして，インター周辺開発誘導ゾーンは，こちらは酒々井インターチェンジ出入り

口交差点から概ね半径１キロの区域において，非住居系ゾーンで定める工場，研究所など

のほかに大規模集客施設を加えた建築物の立地を誘導します。なお，先ほども言いました

が大規模集客施設を立地するにあたっては，市街化区域の編入が前提となるということで，

設定としては１ヘクタール以上で敷地の最低限度が二千㎡としています。 

次にインターチェンジ周辺沿道開発誘導ゾーン。こちらは，酒々井インターチェンジ出
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入り口から半径２キロの範囲でインターチェンジに直結し指定する道路の奥行ということ

で今現在建設しております８号線沿道，流通業務施設のほかに都市計画法第３４条第９号

に定める沿道サービス施設，例えばドライブイン，コンビニなどを誘導します。 

また，こちらは奥行１００メートルの範囲ということで，原則として０．５ヘクタール

以上を対象といたします。 

次に，幹線道路沿道整序ゾーン。こちらは，国県道や指定する道路として国道２９６号，

国道４０９号，県道八日市場佐倉線及び市道の０１－００９号線を指定しまして，流通業

務施設，沿道サービス施設や工場等を誘導します。 

次に住環境整備ゾーン。こちらは市街化区域の縁辺部ということで市街化区域から１．

１キロメートル，半径１５０メートルの円内に４０戸以上の建築物が連たんしている区域

で第二種低層住居専用地域で建てられる建築物を誘導します。 

また，規模として０．５ヘクタール以上を対象とします。 

次に住環境保全ゾーン。こちらは，県条例により造成された大規模な既存住宅団地で二

種低層住居専用地域のほかに小規模な店舗，事務所を誘導します。 

こちらも０．５ヘクタール以上の範囲を指定します。 

次に大規模既存集落。こちらは両国地区になりますが，現在，大規模既存集落指定のあ

る区域を大規模既存集落活性化ゾーンとしています。 

こちらも二種低層住居のほかに店舗，事務所また小規模な工場を誘導します。 

規模については，０．５ヘクタール以上です。 

続きまして，調整ゾーンということで，こちらは南七栄の隣接地で市が所有しておりま

す１５ヘクタールの土地がありまして，こちらは基本的には住民生活になくてはならない

公共施設を配置して利用していくものとしておりますけれども，現時点では明確に土地利

用の方針が示されていないことから，調整ゾーンとしています、 

また，このほかにお配りしておりませんけれども，県のガイドラインに沿ってですね将

来必要性が出てくる可能性があるということで，市街化編入予定型また公共公益施設型を

類型として示しております。 

以上が本案の説明でございます。 

 

次に地区計画とはということで，具体なものとして問い合わせ等でも一つの建物を建て

たいという話があって，地区計画については，建築行為の誘導によって良好なまちづくり

を行おうとする制度でありますので，また都市計画法第１２条の４の規定に建築物の形態，

公共施設その他の施設の配置等からみて，一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい

態様を備えた良好な環境の各街区を整備し，開発し，保全するための計画という定義があ

ることから，一ないし二の建築物を建築することは策定できないこととさせていただきま

した。 
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次に都市計画の提案制度について地区計画を行うに当たりましは，市に提案をして頂い

てそれを市が判断し，都市計画決定していくということになります。 

流れということで，（スクリーン）こちらは千葉県が示している都市計画提案の手引き

を引用したもので流れとしましては，市が提案された地区計画が都市計画決定又は変更す

る必要があるかどうかの判断をさせて頂きます。その際には，市の内部によりまして関係

各課へ協議する組織を作って案を判断していきたいと思います。 

それから，可能性があるということであれば素案を基に原案を作成していくこととなっ

てそれで説明会，県との事前協議，関係市の協議を行いまして最終的には都市計画審議会

に付議させていただいて了解を得ると。 

なお，こちらの場合，提案者からの意見を聴く機会も設けられるようにしたいと思って

おります 

都市計画決定された後に，開発行為の申請等する形となります。 

 

以上がこちらからの説明でございます。なお，実際にご審議を頂いてよろしいというこ

とであれば８月１日からの運用を開始したいと考えております。 

説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

岡野会長 

 以上が１号議案につきましての事務局からの説明でした。 

 質問等がありましたら，どうぞ。 

 

篠原（眞）委員 

とりあえず，分かりやすい表（スケジュール）の関係で言いますと仮に提案して計画決

定までまの期間というのはとの位かかるのか。期間的には。半年くらいかかるのですか。 

スムーズにいった場合ですよ。 

 

小川副主幹 

一概に至るまでの時間としてですが，実際に事前のいろいろな意見に対して，連絡とか

そういった手続き以前の流れがございますので，はっきり期間的に例えば６か月とかそう

いう形で期間が申し上げられない状況なんですけれども，逆にそこまでちょっと時間が必

要かなと。 

 

篠原（眞）委員 

それはね，事前の協議はわからないでしょうけれども，提案されてから計画決定までの

期間というのが逆に，内容はその規模によって大小ありますから，その内容によって一概

には言えないでしょうけど通常の提案されたと，手続き上の問題であれば約１年くらいは
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かかると・・・わかりました。 

 

岡野会長 

他にどうぞ。 

今のは具体的に提案のあったそういう事前の協議が過ぎて実際の提案を案として作成し

てから向かってということですね。 

 

戸村委員 

ちょっとお伺いしたいですけれども，土地利用方針案が今回まとまってきた訳ですけれ

ども，そんな中で素案と大きく違っているのはＰ６ですかインターチェンジ周辺開発誘導

ゾーンということだと思うんですけれども，これはいろいろみなさんの意見とかパブリッ

クコメントとかそういった意味では土地利用の枠が広がったということで非常にいいとは

思うんですけれども実際に運用する場合ですね，市街化区域の編入を検討していくという

のがある訳ですがその辺の取扱いと申しますか，あの検討していくだけでいいのか，実際，

市街化区域に絶対なるとでは大きく提案する側も違ってくると思うんですがその辺の考え

方はどんなものなのでしょうか。 

ですから，市街化区域に入れると言ってもすぐに編入できない訳ですから，その辺の面

積要件とか今までの話ですと，今までの話，方針ですと結構まとまらないと市街化区域に

入れないということだったじゃないですか。そういう引用は今も変わっていないでしょう

か。 

あるいはここだけ特別に例えばその１ヘクタール以上であればですね，いいみたいなこ

とでクリアしてしまうのか，この辺はどうなんでしょうか。まぁ，もちろん実際に動いて

みないとわからないのでしょうが。 

 

小川副主幹 

市街化編入についてですが，基本的には１ヘクタール以上でございますけれども，その

大前提が市街化編入を前提とした大規模集客施設ですので，これに対しては県との協議の

中で，行政サイドとの協議であったり商業フレーム等，その辺を含めて広域的な商圏をも

った商業施設については，ある程度可能性がありますので，全体的な区域とあわせての検

証が必要になるものと考えています。 

 

戸村委員 

ということであればですね，じゃ仮に１ヘクタールあって建てたい，ここでは建たない

よという話が出てもなかなか市街化区域が前提となってくると利用者が広範囲にもうちょ

っと細かにして，具体的にはなかなか進めるのがちょっと大変かなぁという気がするんで

すが，それはそのように解釈してよろしいんでしょかね。 
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面積は特に縛りはでないんでしょう。 

まっ，協議してみないとわからないんでしょうけど。 

 

小川副主幹 

全体の市街化編入につきましては，飛市街地という形ですので２０ヘクタール以上の基

準があります。その範囲であれば，概ね３０ヘクタール前後となるエリアとなっているん

ですが，そのいわゆる大規模集客施設の提案があった段階においては，市街化編入を前提

とした事前協議が必要となるようなところはあります。 

 

戸村委員 

それでは今おっしゃったのは，ここで新しく付け加えたのは商業施設だけじゃなくて，

他の例えば公益公益ネットワークを活かした工場とか流通業務施設も同じように入ってく

るという解釈でよろしいか。 

 

小川副主幹 

全体的なイメージとしては，商業施設であったり，空港関係だったり非住居系というこ

とで考えています。 

 

戸村委員 

わかりました。 

 

内田委員 

歓迎いたしますけれども，概ね酒々井インターから１キロ，概ねってことは１キロを超

える要素があるのかということ，私がなぜそういう話を聞くのかと言うとこれ半径１キロ

の中に当然その土地改良地域に入るんですね，もう最初からもう半径の中には取り込めな

い地域，ですからそういったものを含めて折角今回線引き（地区計画）の見直しであるわ

けですから，概ねということであるならばやはり使えないところもできるだけその概ねを

土地利用が図れるような範囲の中での配慮が必要ではないかという気がします。 

 

小川副主幹 

それにつきましては，範囲内が大前提でございますのでご理解ください。 

 

内田委員 

あの，当然それは１キロ以内ですから，そうしますとその農地は無理ですよね。最初か

ら。特に土地改良については。ここであくまでもその線引きをするときに概ね１キロと言

ってます。１キロ以内ですよってことでなくて概ねってことですから，最初にその線引き
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の中にできないものありきでの取り込み，その概ねの中でできるだけ農地に代わる周辺の

ものを取り込めるられるようにできるものなのか，できないものなのか。 

 

小川副主幹 

厳しいと考えます。 

 

内田委員 

概ねということで言ったときに，できるだけその富里の今の線引きの見直しをしたとき

の最初からできるだけそれを緩和，１キロ以内に取り込めなかった分をできるだけ（可能）

にするような検討頂ければ。要望です。 

 

岡野会長 

今，概ね１キロという規制緩和がありまして，これがまあ，もう少しでそういう取扱い

ができればきればいいということですが，要望ということでよろしいですね。 

 

篠原（茂）委員 

今，それに関してなんですけれども，土地改良については除外がきまっていますが，普

通畑についてはどうなのか。    

 

 

小川副主幹 

地区計画の基本事項ということで，農振農用地については，そもそもが地区計画区域に

は含められませんが，農地転用が可能な農地については区域設定は可能と考えています。 

 

櫻井委員 

今までの話の中でね，用途変更に関する考え方がちょっと曖昧に聞こえてくるんですよ。 

要するに今，戸村委員も言ってましたけれども個別の範囲でそういう案件が事案が発生

したら，そこを市街化区域にするなんて考え方を話ししていいのかここはひとつ流れとし

て聞こえてくる部分があったんだけれども，総合的にエリアとしてそこを用途変更して市

街化区域にする考え方があれば相当難儀な話だと思うんですよ。要するに対外的な話，利

害関係者もいっぱいいるわけですから。そうするとどう都市計画に値する商業施設を地域

活性化を含めた流れの中で構築していくかに対しては，用途変更に関する考えが方ちょっ

と曖昧に聞こえてしまう。 

もっと端的な説明ができないんですか。 

用途変更（地域）にするにはこのエリアを用途変更にするんだという形で県や国に答申

する前提条件じゃなければできないわけでしょ。ちがうんですか。 
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基本的にだって，調整区域を市街化区域にするわけだから，その作業って，ものすごく

大変なんじゃないんですか。こういう大きなところの説明をしてくれるとわかりやすい。 

 

岡野会長 

では課長どうぞ。 

 

小高課長 

基本的には市街化調整区域ですが，商業施設をもってくることで将来的に市街化区域編

入を検討するということで，今どうのこのこうのということではなく，将来的にはですか

ら，ある程度埋まってきて市街化にしていく。ですから，大規模集客施設をもってくる場

合は，将来市街化になってもいいという場所，農林の協議であるとか事前にしておき入れ

ていくと。 

 

櫻井委員 

そうすると，今，戸村委員が言ったように調整区域の前提の中で個別な対応をしていく

と，将来的にはそれを一つのゾーンとしてすべて市街化区域にできるようなことを考えて

いくとそういうふうに理解してよろしいか。 

 

戸村委員 

すみません。いいですか。じゃ例えば，ここでいう１ヘクタール規模のですね，まっ，

二千㎡の要件を満たすようなものを建てたい，造りたいという提案があったときにそれは

市の方としては，将来のゾーニングを考えでそういう形というだけで行けるんですか。 

 というのは，言いたかったのはその今までは市街化編入が入っていないときは１ヘクタ

ール基本的には対象となった。ところが市街化という前提が入った以上に言った段階で，

じゃ，例えばここに２ヘクタールの土地に市街化区域の編入の目途が立たないとなったら

ダメになってしまうじゃないですか。建てられなくなってしまうじゃないですか。 

 そういったことがあるのか，それともそれをふまえて検討していくのかふまえての思い

があるのかそれをちょっと聞きたかった。 

 

小高課長 

 大規模集客施設については，ある程度の市街化編入の条件を満たした中でやっていく。

大規模集客施設は店舗面積が一万㎡以上の建物になりますので。 

 

戸村委員 

 工場とか流通業務施設というのはそうじゃないんですか。 

 そういうのが点在してきちゃったら，なかなか大変ですよね。 
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小高課長 

そうですね。    

 ですから，三つ以上の建築施設というラインを設けている。単純にですね，道路とか入

れないと，実際には進出はできない。 

 

戸村委員 

 もちろん，そりゃそうですよ。 

 

篠原（眞）委員 

 ちょっといいですか。話が難しくて，抑々，地区計画でできるものと市街化編入しなけ

ればできない建物，もうちょっと明確に説明するとかしないと，まっ，みんな今，戸村委

員が言うように確かに市街化があって初めてできるのか勘違いしてしまう人と，いやいや

櫻井委員言うようにポツポツできてくる将来大体宅地化されたから後付で市街化編入する

のかがゴチャゴチャになってしまうと思うんですよ。 

 最初昨年の話では，地区計画自体をまずやって，その市街化編入ということ自体が付け

加わってくると，非常に難しくなってくるかなという気がするんですよ。 

 説明の仕方が非常に多分住民の方もですね，勘違いすると思うんです。市街化編入して

から全てができるのか，簡単に言えば今までみたいにインター周辺１キロは工場とかでき

ますよとか，今までどおりの全体の仕切りがね，話の中でわかりずらい。 

さらに，ちょっと提案制度だって，ああいう手続きがあると，尚更，難しいですから，

まず明確にその仕切りしておかないとですね，市街化区域に編入が必要なんだということ

を明確に強く明確に打ち出して逆に言えば大変だろうけど，１キロっていう定義も逆に農

振農用地を除いて決定したほうがいいんじゃないか。極論すればですよ。 

農振農用地を除いた，非常に難しいと思いますが。 

 

小高課長 

農振農用地については，図上では除いていませんが，基本事項の中で地区計画してはい

けないことになっている。   

必ず市街化になるのかと言えばそうではなくて大規模集客施設がもし来るのであればと

いう条件，その施設については，市街化区域に編入してもいいような調整をする必要があ

る。 

 

相川部長 

あくまでも，市街化調整区域の中に誘導するということですから，市街化区域ではない

訳ですよ。今までの市街化の考え方というのは，編入イコール開発，インフラ整備，だか
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ら最近で一番近い例ですと第二工業団地，通常のあのパターンなんです。今回は調整区域

についても大規模集客施設についても調整区域でも，条件さえ整えばいいということなん

です。そこが市街化になるということではなく，それは将来的にそういう施設が出来て周

りが市街化の条件が整うものができて，最終的に市街化になれる可能性があるというだけ

で，市街化になるということではない訳ですね。抑々通常のパターンとはちょっと違う。

通常の市街化区域に編入するというのは，市街化区域に入れるために整備をするというこ

とが市街化に入る条件なんてす。ここの場合は調整区域ということで，逆のようなパター

ンというか，やって下さいよということで，よければ後で市街化に入れるというか，確か

に理解が非常にしにくいと思うんですけども。 

通常は先程言ったように，市街化区域を新たに増やす，市街化を促進する区域ですから，

用途は別にしても，そういったインフラ整備とか組合がすべて行うわけですよね，その中

で条件があるわけなんです。この地域はあくまでも調整区域なわけですから，この中に公

共下水とか何かを求めるというのは当然あり得ませんから，今の状況の中では。インフラ

と言っても道路とかそういうものぐらいしか，事業者の方は整備することができないと思

うんですよ。 

 

戸村委員 

要は，一応できるっていう地域にしておいて，個々の案件によって今言われたインフラ

整備とか当然上下水から排水までやらなきゃいけない，きちんとできてその個々の案件に

よって，その良い悪いの話をする，だから今のままでは，ここまでは良いこれが悪いとい

う話じゃないということですよね。 

 

相川部長 

 そうです。 

 

櫻井委員 

そうそうおっしゃってもさ，赤い字で読み取ると，基本的には開発行為，優先的な候補

地として，そういう風に考えやすい，せっかくこの赤い字で入れているのだから。 

新市街地及び開発構想検討候補地に位置付けされている，マスタープランにも記載があ

るそう言ってインフラ整備なり，公共下水道，開発行為の場所に将来的になりうるような，

受け止め方もできちゃう。 

話を戻すと，要は調整区域の中で基準にあった構築物の申請があれば，それを許認可し

て進めていくという基本的な考え方はそれでいいですよね。 

 

相川部長 

そうですね。 
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櫻井委員 

そうするとね，これで話を終りにしますけれども，市街化調整区域であったものを具体

的に将来的に市街化区域にすれば税金関係だって問題も起きてくるし，先ほど農振地域の

話が出てましたけれども、そういった面を上から立体的に見ていたのかどうかわからない

んですよ，どういう状況なのか。だから農振を除きながら虫食いみたいになるような形で

商業ゾーンを増やし，片や市街化調整区域，商業ゾーンが虫食いでできてというようなご

心配は考えなくてよろしいですか。 

 

小高課長 

農振地域はですね，８号線から南七栄側には農振地域はないんですが農地が少しありま

す。一応その地区計画というものは，ある程度の街区の形成するものという定義がござい

ますので，虫食いというのはないと思います。 

 

櫻井委員 

 できたら，線引きはすると。 

 

小高課長 

 大規模商業施設が来るのであれば，それについては市街化編入ができるような調整をし

て，将来そういう街区が広がっていくならば市街化編入も検討していくという話になりま

す。 

 

櫻井委員 

 もう一回すみません。今から恐縮ですけれども，例えばその１万平米，三千坪位の構築

物を前提として，用地を取得した場合に例えば実際に業者なり企業が例えば公共下水に接

続してくれないとどうしても施設を運用するのに困難だとかそういう問題が事業者側から

求められたならば，本下水に接続，市の方でやりますよというかそういうような認識は今

あるか，考え方具体的にあるか。 

 

小高課長 

 基本的には事業者が全て負担することになります。 

 

櫻井委員 

 そんなこと言ったら来る人来ないよ。 

 

相川部長 
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 それはそのときの話し合いになろうかと思うんですけれども，あくまでも開発行為とい

うことで事業者がやるというのは基本なんですよ。当然あれだけのものを。 

 

櫻井委員 

 基本的にはそういうものはセットにしてそもそも企業誘致しましょうという考えじゃな

いと。 

 

相川部長 

 そうすると抑々論，市街化編入するイコールその都市計画事業になってしまうんですよ。 

 本来それが正論なんですよ。ただ今回はあくまでも調整区域なんで，今は市街化になる

とは申し上げられませんけれども，昔の例でいうと第二工業団地の場合は５０ヘクタール

でそういう条件の中で市街化編入したわけですけれども，今回のガイドラインではどうこ

うなるとは申し上げられないですけれども，本来富里がそういう市街化編入時に誘致して

いくのであれば，インフラ整備も必要になってきますけれども，今の段階では，先ほど申

し上げたように開発行為と同じですので整備については，企業が整備するというのが基本

なんですけれども。 

 

戸村委員 

 都市計画関係の話はそのとおりだと思うんですね。基本的には事業者がやるべきで，や

はり櫻井委員が言ったように今の日本のトップダウンの現実からするとインフラ整備のと

ころはないなって，これ折角こういう風にできるという案をしていくわけですから行政全

体としてね，インフラ整備を含めてどうするか都市計画部門だけではなく広い部分もやら

れることが懸命なんじゃないかと。 

 

戸村委員 

 住環境整備ゾーン 建築物が４０戸以上連たんしている区域。だいぶ前から４０戸連た

んだが新たに変わる予定があるんですか。 

 前が抜けていた。 

 

小高課長 

 県条例区域というのは１．１キロの区域で，４０戸以上連たんしている区域。 

連たんという言葉を付け加えた。 

 

戸村委員 

 ４０戸以上連たんを付け加えた。４０戸連たんのピッチは変わらない。 
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事務局 

 変わらないです。（５５メートルです。） 

 

岡野会長 

 いかがでしょうか。なかなかちょっと曖昧ところがありますね。市街化編入をあくまで

も前提にしているということではないんですね。というのがあります将来的には。 

 

小高課長 

 県との協議の中で商業施設をもってくることに関しては，将来的に市が検討するんであ

れば。 

 

戸村委員 

 それだけのもの，ありうるというのはおかしい。当然していくっていう方向ですよね。 

 あり得るというのはおかしい。 

 

相川部長 

 そういう施設がくることになればね，対応することになりますけれど。 

 

岡野会長 

 他にどうぞ，ご意見ありませんか。 

 

高橋委員 

 ちょっとお聞きしたいんですけど，今までのお話聞いてまして，地元の方では市街化区

域にしてくれって言う方とそれはまずいという方と，あのいろいろずっと前に説明会があ

ってからいろいろ話になっているんですけれど，そうしますと今までの話を聞いて地元の

方に説明するときに将来的に市街化区域になるかも知れないという答えでよろしいですか。 

 

小高課長 

 可能性ということで。 

 

戸村委員 

 市街化区域はインフラ整備が進めばいつでもできる，それができなければなかなかでき

ない。 

 これ新たに，いろんなクリアしていかなくてはならないことがあるにしても商業施設と

いうものが加わったというのは，私としてはよろしいのではないかと思います。以上です。 
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篠原（眞）委員 

 こういうものがでてきたときにですね，担当者としては極力，少々不満があってもやら

せるような方向で誘致するように協議してもらいたい。あれはダメだこれはダメだと言わ

ないで何とかしましょう，積極的に住民対応するようにしたほうがいいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

岡野会長 

 他にないでしょうか。まっ，あの調整区域ですから，市が誘導しての住民からの提案を

受け入れるような，まず住民からの提案を前提にしておりますけれどもそのあたり市がも

う少しどのような形で関っていくかが大切だと思いますがよろしくお願いします。 

 他に何かございませんでしょうか。 

 それでは，ご意見，質問等がないようでございますので，確認したしますが。第１号議

案ですね市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画ガイドラインについては，案

どおりご異議なしとすることでよろしいでしょうか。 

 

審議委員 

 異議なし 

 

岡野会長 

 異議なしということでそれでは本日付で市長に答申（了解した。）することとします。 

 どうもありがとうございました。 

 

小川副主幹 

では，以上をもちまして平成２５年度第１回富里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，誠にありがとうございました。 

 

  閉   会 

 

 

 

 

 

 

 


