
  1/12 

会  議  録 

会議名  平成３０年度第２回みよし市都市計画審議会 

日  時  平成３０年１２月２５日（火）午前１０時から午前１１時５分まで 

場  所 市役所３階３０１会議室 

出席者 

（敬称略） 

三宅章介、宮崎幸恵、佐藤雄哉、塚本克彦、岩田信男、鰐部兼道、石川育生、鈴木ともよ 

（事務局）：都市建設部 岡本部長、柴田次長 

都市計画課 久野課長、水野主幹、三浦副主幹、鈴木主任主査、 

加藤主任主査 

次 第 

１ 挨拶 

２ 審議事項 

第１号 豊田都市計画用途地域の変更（愛知大学跡地地区他）について 

３ 報告事項 

(1) 豊田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更（愛知県決定） 

及び豊田都市計画区域区分の変更（愛知県決定）について 

(2) 視察研修について 

委員名等 質  問  ・  意  見 

都市建設部次

長 

本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

また、先に開催いたしました静岡県三島市への視察研修に御参加くださいまして

ありがとうございました。 

それでは、平成３０年度第２回みよし市都市計画審議会を始めさせていただきま

す。 

なお、本日、豊田加茂建設事務所の石原委員と豊田警察署の小嶋委員より欠席の

御連絡をいただいておりますが、審議会条例第６条第１項の規定により委員の２分

の１以上の出席がありますので、会議が成立していることを報告させていただきま

す。それでははじめに市長より挨拶を申し上げます。 

市長 本日は、大変お忙しい中、都市計画審議会に御出席いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

また、日頃は、本市のまちづくりに御尽力いただき、重ねてお礼を申し上げます。 

さて、今回審議会において御審議をいただく内容といたしましては、愛知県で進

められてきました「区域区分の見直し」により、新たに市街化区域に編入する予定

をしております３地区の用途地域の変更について、でございます。 

委員の皆さまから、それぞれの専門分野での御意見をいただきながら、より良い

まちづくりに反映してまいりたいと思います。 

今後とも、本市の都市計画につきまして、御理解と御協力を賜りますよう、よろ

しくお願いを申し上げます。今日はよろしくお願いします。 

都市建設部次

長 

ありがとうございました。 

続きまして、会長より挨拶を申し上げます。 
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三宅会長 年末のお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。本年最後の審議会

となりますので、よろしくお願いいたします。 

都市建設部次

長 

ありがとうございます。それでは、都市計画審議会に対しまして、市長より案件

を付議させていただきます。 

市長→ 

三宅会長 

【市長から三宅会長へ付議】 

都市建設部次

長 

よろしくお願いします。市長につきましては、他に公務がございますので、ここ

で退席させていただきます。 

【市長退席】 

都市建設部次

長 

それでは審議に移りたいと思いますが、審議会条例第５条第４項の規定により、

会長が審議会の進行をすることになっておりますので、三宅会長よろしくお願いい

たします。 

三宅会長 今、市長より付議されました用途地域の変更ですけど、この審議をしていきたい

と思います。あと報告事項として、豊田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

の変更及び豊田都市計画区域区分の変更についてと視察研修について、事務局より

説明をお願いしたいと思います。 

それでは、審議事項、お手元の次第、豊田都市計画用途地域の変更（愛知大学跡

地地区他）についてであります。事務局より御説明いただけますか。 

都市計画課長 都市計画課の久野です。よろしくお願いします。審議事項「豊田都市計画用途地

域の変更について」御説明いたします。 

この議案は、みよし市が決定する案件となります。説明の前に縦覧結果を御報告

いたしまします。 

縦覧期間は、平成３０年１１月１３日から１１月２７日まで行いました。縦覧者

はなし、意見書の提出もありませんでした。 

今回の変更は新たに市街化区域へ編入した区域の用途の新規設定です。資料の１

２ページをご覧ください。今回、市街化区域に編入した箇所は愛知大学跡地地区、

打越山ノ神地区、明知八和田山地区の３箇所です。 

「愛知大学跡地地区」から御説明いたします。資料１４ページ、新旧対照表とな

ります。１４ページの資料と今日、朝お配りしました参考図を一緒に見ていただき

たいと思います。愛知大学跡地地区につきましては平成２９年９月に地区計画が都

市計画決定されております。愛知大学跡地地区については、既に工事が着手されて

おり、現在の工事の進捗率は約３割程度と伺っています。 

赤枠の市街化区域の面積は１７．１ヘクタール、今回予定する用途地域は第１種

住居地域で建蔽率は６０パーセント、容積率は２００パーセントです。 

地区の左上の白い部分については、隣接する尾三衛生組合東郷美化センターの敷

地から１００メートルの離隔を確保しています。これは美化センターの建替えの際、

住居系用途地域から１００メートル以上の離隔をとるとされているため、建替えに

配慮してこの部分は市街化区域からは除いています。今日お配りしました参考図を

見ていただきますと、地区計画の図面では、この白い部分も地区計画区域に含まれ

ておりまして、緑地や調整池として決定されております。続きまして、資料の１６
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ページをご覧ください。「打越山ノ神地区」です。打越山ノ神地区につきましては平

成２７年９月に地区計画が都市計画決定されております。現在は、物流倉庫として

土地利用がされています。 

赤枠の市街化区域の面積は２．２ヘクタール、用途地域は隣接する区域と同様に

工業専用地域としております。建蔽率は６０パーセント、容積率は２００パーセン

トとなっております。 

続きまして、資料１８ページをご覧ください。明知八和田山地区につきましては

平成２７年に都市計画道路が工事完了したことにより市街化区域の境界を道路中心

線に変更しました。市街化区域への編入面積は０．３６ヘクタール、市街化調整区

域への編入は０．１ヘクタールです。用途地域は隣接する区域と同様に工業専用地

域としております。建蔽率は６０パーセント、容積率は２００パーセントです。 

今回の変更で、市街化区域の総面積は１９．５６ヘクタール増えまして、１，０

７６．３６ヘクタールとなりまして、市域の３３．４パーセントが市街化区域に編

入されたこととなります。 

以上、議案１号の説明とさせていただきます。 

三宅会長 それでは、今の事務局の御説明について何か御質問ございませんでしょうか。 

佐藤委員 一つお伺いしたいんですけど、愛知大学の跡地の地区計画なんですけど、市街化

区域に変更後、一部調整区域地区計画という扱いになって、一部は普通の地区計画

という扱いになるのですか。 

都市計画課長 そうです。調整区域のまま残ったかたちで地区計画をかけてある状況になります。 

佐藤委員 緑地と調整池のところは市街化区域に編入しないわけですよね。地区計画として

は全体として、このいただいた図面に沿ったかたちになるんだと思うんですけど、

その中の一部分が調整区域地区計画で、市街化区域のところもあるというわけです

ね。 

都市計画課長 はい、そうです。 

佐藤委員 分かりました。 

都市計画課長 地区施設として、調整池、緑地、公園として指定されておりますし、市に移管さ

れる場所ですので、他の土地利用がされることはないと考えてります。 

三宅会長 市としてどういうものにするか決めていないのですか。 

都市計画課長 この白い部分については、地区計画の区域で開発行為が出ていまして、その中で、

緑地、公園として整備されることは決まっております。 

三宅会長 いろいろ公園の案は出てくるわけですよね。 

都市計画課長 既に具体的にどんなかたちの公園になるかということは、開発許可の中で協議さ

れていますので、どんなかたちになるかは決定されています。 

鰐部委員 今の公園というのは、市が買い取るということですか。 

都市計画課長 市に帰属される土地になります。 

都市建設部長 管理移管です。 

都市建設部次 ここにつきましては、まずは地区計画を決定しまして、市街化調整区域内の地区
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長 計画という要件をもって、開発行為をこの青いラインでトヨタホームにおいて進ん

でいます。その段階において、今のお問合せがある白地のところの公園の形態であ

るとか土地をどうするんだとかについて、全て市と調整をさせていただいて開発許

可が下りています。今回、こうしたことが進んだ上で、現地が市街化区域の隣接地

でもあるというようなこともあり、ここを赤いラインでの市街化区域への編入を行

い、今回、この部分の用途についての諮問ということになります。開発行為として、

開発計画も決まってきますし、土地もその中で市のほうに帰属されるという計画を

されております。事業において生じた公園、緑地の管理、所有を含めて市のほうに

移管されるということになります。 

鰐部委員 その工事は全て開発の中で行うのか。 

都市建設部次

長 

そうです。 

鰐部委員  住宅ができるわけですけど、開発のところは全てトヨタホームがやるということ

ですね。市は、ある程度の規制は条例で抑えることはできるということですね。全

体の緑地率が何パーセントというものはあるわけですね。それをクリアさせるよう

に、今の白地にしたところも入れて、６０パーセントとか３０パーセントとか、緑

地部分を作るということですね。 

都市建設部次

長 

 そのとおりです。青いラインで示す、今回の開発区域の中でそこに必要な緑地、

公園が確保されています。 

三宅会長 １００メートルを離すというのか、施設の土地から離すということなのですか。 

都市計画課長 敷地境界から１００メートルです。 

塚本委員 焼却炉から１００メートル、敷地境界が離れないと建替えができない。平成４１

年に建替えをする予定がある。 

塚本委員 ちょっと１ついいですか。調整区域で残しているところは、公園整備と言ってい

るが、手は入れるのか。そこまで木は残っているか。 

都市建設部長 一部高低差、窪地みたいなところの処理がありますけど、ほとんど自然林です。 

都市計画課長 新しくできる道路沿いを若干公園として整備するくらいです。 

塚本委員 説明が公園も緑地も一緒になっているが、公園というと遊具があって整備するが、

緑地は保全だから、多少木の植え替えはあっても、それが初めての人が見ると、せ

っかく参考図をつけてくれたけど、分かりづらいのではないか。あくまで白地のと

ころが緑地だから公園と言う表現を聞くと整備するのかなというふうにとるのでは

ないか。 

都市建設部次

長 

ここは３分の１から半分近くは公園の整備をします。 

塚本委員 遊具も置くのか。 

都市建設部次

長 

ここは遊具も置かれたと思います。今緑に塗ってあるところに平場があります

が、この辺を少し公園にはしていきまして、下の調整池に入っていくための進入路

とか、そういったものの再整備をします。 

塚本委員 では、ここは触らないというわけではなくて、一部公園として整備し直すという
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ことですね。 

都市建設部次

長 

そうです。尾三衛生の隣の緑地は、そのまま残しながら散策路を作るように調整

をさせていただいております。 

塚本委員 あともう１点。高速道路沿いの木はまだ切っていないが、すごく高い木がある。

昨今大風が吹いて、名鉄の線路に倒れたとか、いろいろあった中で、ここに住宅が

できてくると、木をどうするのか、いらない心配かもしれないが。入口のほうは全

部切ってしまったが、根浦側のほうは、まだ１０メートル以上の高い木が植わって

いるから、切ると騒音がうるさいのかという気もするが、その辺はどう考えている

のか。台風が来ると怖いのではないか。 

都市建設部次

長 

今事業者との調整の中では、こちらのほうの木は、工事に必要なところについて

は切っていくということで、話はさせていただいております。確かに木が倒れたこ

とによって、いろいろな弊害が出ておりますので、事業者ともう少し詰めさせてい

ただいて、こちらのほうを決めさせていただきたいと思います。あまり高いような

木があるのであれば、若干でも切っておいていただいたほうが安全であるかと思い

ますので、それは調整をさせていただく中での、今後の課題とさせていただければ

と思います。 

塚本委員 市街化区域になるわけだから、調整区域での地区計画の開発ならそれはそれでい

いとは言わないけども、隣まで知ったことかになるけども、市街化に編入するとい

うことは、その辺もきちっと市街地として整備して、確かに木はいるんだけども、

やっておかないと後々市に返ってきてしまう。移管しましたと言われて、木が倒れ

たら市が面倒を見ないといけなくなるから。その２点を聞きたかった。 

鈴木委員 あざぶの丘の住宅開発のときに、トヨタすまいるライフさんが景観に配慮されて、

すごくこだわったまちづくりをされているんですけど、今回はそういう感じではな

いのですか。 

都市建設部長 まちづくりとしましては、あざぶの丘とはタイプがちょっと違うかもしれません

が、スマート住宅、ＩＴを使うような取組をなされるということは聞いております。

全部の方ではないかもしれませんが、そういった需要がある方にはそういったこと

が使われることは聞いています。 

鈴木委員 あのときは、既存の木ですとか、結構丁寧な計画をされていたと思います。市の

方がやったのか、業者かは分かりませんけど、せっかく広くて、調整区域が後ろに

ついて雑木が残る、市街化区域ではありますけど、住む人にとっても居心地がいい

ところが良いと思いますので、全体的な緑というのではなく、ビジョンを知りたい

なと思いました。 

都市計画課長 あざぶの丘のような細かな景観に関する規制はしていませんが、壁面後退、高さ、

最低敷地の面積、これはあざぶの丘にもあると思いますが、垣根等の構造は地区計

画のほうで定めていますので、景観には配慮された街並みにはなると思います。 

佐藤委員 今の話に関連するんですけど、第１種住居で塗られるということけど、工業地域

に隣接しているので、住居系だとここまでしかいけないからという意味でよろしい

ですか。 
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都市計画課長 そうです。それと、この地区の中で、計画図の中の野球場と書いてあるこの大き

くとってあるブロックですけど、ここは店舗も可能な街区としてとっていまして、

床面積が１，５００平方メートル以内のものが建てられるということで、１，５０

０平方メートル以内の建物というと第２種中高層住居専用地域でいいのですが、２

種中高層が沿道型の用途ということで、その一つ上の１種住居にしたということが

あります。 

佐藤委員 はい、分かりました。 

石川委員 関連した次の段階のことを少しお聞きしてもよろしいですか。多分今まで地権者

は福谷と黒笹に分かれていると思うんですが、多分福谷のほうが多いと思いますが、

学校区が黒笹になるか北部になるか、どちらかだと思いますが、今の生徒数、児童

の現状から見ると黒笹に行くような話を聞いていますが、そうしたときに心配なの

が、通学路とか、アクセスする道路系が今後どういうふうに検討されていくかが心

配なんですけどね。それが一つ。それと、当然一つの行政区、若しくは学区にして

あげないと、あざぶの丘みたいになると困るなと思っているんですけど、そういう

面から見ると、一つの地名を、黒笹なんとかとするとか、そういうことはできない

んですかね、という意見です。 

都市建設部長 まず、最初に学区の話ですけど、福谷が７０パーセント、黒笹が３０パーセント

ということなんですけど、地形的に高速道路、若しくは豊田知立線の３０メートル

バイパスがあるということからして、なおかつ愛大の学生さんの利用の生活スタイ

ル、特に黒笹駅を使った生活スタイルということから、市としては、全部を一つの

区域として黒笹行政区さんのほうにお願いしている状況でございます。それと、字

区域の変更、若しくは新字というんですかね、例えば何何の丘ですとか、そういっ

たことにつきましても事業者さんのほうで提案があれば、市としては受けていきた

いという状況でございます。学区につきましては、黒笹にもし決まれば、黒笹小学

校、中学校としては三好丘中学校ということになります。旧の愛知大学の方が歩い

ていた歩道が、次の小中学校の方が利用するような形態になると思います。その中

で黒笹行政区さんのほうからも改善の要望が来ておりますし、市としてもそういっ

た認識ではおりますので、今すぐではないにしろ、そういった方向に進めば当然や

っていかないといけない問題だと思っています。特に高速道路の高架の下をくぐる

トンネル部分がわりと狭い、そこで対面通行、若しくは片歩道での通行がややもす

るとちょっと難しいと。それともう一つネックが、これよりも少し北側にあります、

米野木莇生線という県道ですね、日進市のほうへ抜ける道なんですけど、そこと高

速道路の高架の下が変則的な十字路というか、Ｔ字路のようなことになっていて、

車の流れも少し悪い状況です。そういうことについても、愛知県さんのほうに市町

をまたがった街路整備ということで要望をさせていただいておりますので、その点

の認識は持っている中で、事業の進捗に合わせて問題点は解決していきたいという

認識ではあります。 

鈴木委員 地図を見ると、隣に焼却炉があって、そのあと丘陵地みたいなものが広がってい

まして、ちょうど市街化調整区域のところが緩衝緑地となるので、上から見たとき

に、隣の自然はつながる、木は完全には切っていませんので、生態系をつなぐよう
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にしておいていただいたほうが、何かと柔らかく関与するということも大事だと思

いますし、そこはお願いしたいし、またボランティアさんも立ち上がってくるかと

思いますし、残しておいていただければ。ワークショップなり開くして、市民をど

んどん活性化というか、やりたい人はいっぱいいるんですね、市のために、みんな

のためにという人は。そこは上手に協働していただけるといいかなと思いますので、

そこは要望したいと思います。お願いします。 

都市建設部長 特に調整池の左下に、新切池という、みよしと東郷にまたがった池がありますけ

ど、ここは自然の区域が残っています。この辺りは自然林として今でも残っていま

すし、連続した森みたいな形成ができますので、自然としてはいい区域が残りそう

です。 

三宅会長 よろしいですか。ほかに御意見ございませんか。 

それでは、審議事項の『豊田都市計画用途地域の変更（愛知大学跡地地区他）に

ついて』、賛成いただける場合、挙手をお願いいたします。 

 【全員挙手。原案どおり可決】 

三宅会長 本日の議案については、以上であります。 

慎重に御審議いただきありがとうございました。それでは、事務局に答申書の準

備を進めてもらいます。 

答申書の準備の間、報告事項(1)『豊田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

の変更及び豊田都市計画区域区分の変更について』事務局より説明願います。 

鈴木主任主査 報告事項１点目について説明させていただきます。 

豊田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更及び豊田都市計画区域区分

の変更については、愛知県が決定する事項となっており、愛知県が定める都市計画

の場合、都市計画の決定については、愛知県に設置されている愛知県都市計画審議

会で審議され、その可否が決定されることになります。この愛知県都市計画審議会

への諮問に先立ち、都市計画法第１８条第１項の規定に基づきまして、愛知県知事

から、本年１０月１６日付けで、変更案に対し、市に意見照会があったものであり

ます。 

はじめに、豊田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について概略を説明さ

せていただきますが、以後、説明においては「都市計画区域マスタープラン」と略

称させていただきます。資料は、１９ページからになります。 

都市計画区域マスタープランは、愛知県が都市計画区域ごとに、一市町村を越え

た広域的な見地から、都市計画の基本的な方針を定めるものになります。これは、

平成１２年の都市計画法の改正により制度化され、愛知県では平成１６年度に当初

の都市計画区域マスタープランを策定し、前回は市街化区域と市街化調整区域の線

引きの見直しと同時期の平成２２年に改定を行っています。今回、愛知県では、現

行の都市計画区域マスタープランが目標年次を迎えたこと、また、資料２０ページ

にありますように、人口減少・超高齢社会の到来や大規模自然災害への対応など、

さまざまな社会経済情勢等の変化に対応するため、改定を行うことになりました。 

資料２１ページから資料６２ページまでが、変更案の都市計画区域マスタープラ

ンの内容となっており、基本的事項、都市計画の基本的方針、都市計画の目標、区
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域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針、主要な都市計画の決定等の方

針の全５章で構成されています。 

時間の関係もありますので、概略を抜粋して説明させていただきます。 

資料２４ページをご覧ください。都市計画区域マスタープランは、都市計画法第

６条の２の規定に基づき、長期的な視点にたった都市の将来像を明らかにし、その

実現に向けての大きな道筋を明確にするため、都市計画区域ごとに都市計画の基本

的な方向性を県が広域的見地から定めるものであります。 

愛知県の都市計画区域マスタープランは、県内６つの都市計画区域で定められて

おり、みよし市を範囲とする豊田都市計画区域は、みよし市と豊田市の一部の２市

から構成されています。 

今回の都市計画区域マスタープランの改定は、基準年次を平成３０年とし、概ね

２０年後の都市の姿を展望した上で都市計画の基本的方向を定めるものでありま

す。なお、市街化区域の規模などは、平成４２年を目標年次としています。 

次に、３４ページをご覧ください。都市計画の目標になります。都市計画の目標

としましては、各都市計画区域の基本理念や目指す都市の姿、都市づくりの目標、

将来都市構造について記載しております。基本理念につきましては、３９ページに

ありますように、平成２９年３月に愛知県が策定した「愛知の都市づくりビジョン」

の理念「時代の波を乗りこなし、元気と暮らしやすさを育み続ける未来へ」の考え

方を受け、「元気」と「暮らしやすさ」に対応した各都市計画区域の基本理念を定め

るものであり、豊田都市計画区域では、「未来に誇れる産業を支え、人と自然が共生

する暮らしを育む都市づくり」としています。 

都市づくりの目標としましては、資料４１、４２ページになります。「愛知の都市

づくりビジョン」に定められた５つの基本方針に基づき設定されております。今回

の都市計画区域マスタープランの改定に当たり、人口減少、超高齢社会に対応する

ための集約型都市構造への転換やリニア新時代に向けた地域特性を活かした対流の

促進、力強い愛知を支えるさらなる産業集積の推進、大規模自然災害等に備えた安

全安心な暮らしの確保、自然環境などに配慮した環境負荷の小さな都市づくりの推

進、の５つを都市づくりの目標としています。 

次に、資料４４ページになります。区域区分の決定等の方針といたしましては、

区域区分の有無、区域区分の方針、目標年次に配置されるべき人口及び産業の規模

について記載されています。区域区分の有無については、本区域は、中部圏開発整

備法に基づく都市整備区域を含むため、都市計画法の規定により、市街化区域と市

街化調整区域との区分である「区域区分」を定めております。 

区域区分の方針につきましては、計画的に市街地として整備すべき区域や災害の

発生の恐れがある区域などにおける区域区分に関する方針を定めております。 

次に資料４５、４６ページになります。目標年次に配置されるべき人口及び産業

の規模につきましては、目標年次の概ねの規模を想定し、新たに必要となる市街地

の概ねの規模を示しております。 

なお、人口につきましては、２０２０年頃がピークになると予測されるものの、

世帯分離などにより世帯数は増加する見込みであり、現在の市街化区域に収容でき
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ない世帯に対応するため、新たな住居系市街地が必要になってきます。また、産業

につきましては、県内総生産は今後も増加する見込みであり、新たな産業系市街地

が必要ということになっております。 

以上、抜粋の説明ではありますが、都市計画区域マスタープランの概要となりま

す。 

引き続き、豊田都市計画区域区分の変更について説明させていただきます。資料

は、６３ページと６４ページになります。 

区域区分とは、都市計画法第７条第１項において、「都市計画区域について、無秩

序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域と

の区分を定めるもの」とされており、いわゆる線引きと言われるものであります。 

本区域は、先程、都市計画区域マスタープランの際、御説明しましたとおり、中

部圏開発促進法における都市整備区域となっていることから、区域区分を定めるこ

ととされております。 

今回変更する内容は、２点あり、１点目は、人口フレームと産業フレームの見直

しを行うものになります。これは、豊田都市計画区域マスタープランの目標年次を

平成４２年に変更したことに伴い、目標年次において必要と見込まれる市街化区域

の規模を将来人口と県内総生産額から推計し、変更するものになります。 

２点目の変更点としまして、豊田都市計画区域マスタープランの改定に合せて行

ってきました、市街化区域と市街化調整区域の区分の見直しになります。昭和４５

年に当初の区域区分を行って以来、概ね１０年ごとに見直しを行い、これまでに５

回の見直しを行い、今回６回目の見直しを進めてきました。 

今年度の第１回目の都市計画審議会でも報告事項として、説明をさせていただき

ましたが、今回の見直しにより、資料６５ページにありますように、３箇所の地区

を市街化区域に編入するものであります。今回編入する箇所は、先ほど審議事項で

用途地域を定めた箇所と同じところとなっております。それぞれの箇所につきまし

ては、資料７１ページの愛知大学跡地地区、資料７２ページの打越山ノ神地区、資

料７３ページの明知八和田山地区の３箇所の赤い斜線の部分になります。 

また、明知八和田山地区については、都市計画道路の整備により、市街化区域の

境界が整備後の道路の中心線に変更されたため、０．３６ヘクタールを市街化区域

に編入し、０．１ヘクタールを市街化調整区域に編入しております。 

それぞれの箇所の変更の理由につきましては、６５ページのとおりであり、各地

区の理由書につきましては、資料６６ページから６９ページのとおりとなっていま

す。愛知大学跡地地区については、地区計画により良好な居住環境が保全された秩

序ある宅地が整備され、隣接する既存の市街化区域と一体的な市街地を形成し、計

画的な市街化が見込まれていること、打越山ノ神地区については、地区計画により

良好な工業地としての環境を構築し、周辺の自然環境と調和した緑豊かな工業団地

が整備されており、隣接する既存の市街化区域と一体的な市街地を形成されること、

明知八和田山地区については、先程御説明しましたとおり、道路の整備により、市

街化区域の境界が変更されたことを理由として、それぞれ市街化区域に編入するこ

ととしております。 
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以上、豊田都市計画区域区分の変更についての概要となります。 

豊田都市計画区域マスタープランの変更と豊田都市計画区域区分の変更につい

て、御説明させていただきましたが、それぞれの変更案につきまして、本年１１月

１３日から２７日にかけて縦覧を行い、縦覧者数は０名、意見書の提出は０件であ

りました。 

また、はじめに御説明しましたとおり、変更案に対する市の意見を決定権者であ

る愛知県へ提出する必要がありますが、変更案に対する市の意見案については、い

ずれも「異存なし」とする予定をしております。 

以上、報告事項１点目の説明とさせていただきます。 

三宅会長 ありがとうございます。これについて何か御質問ございますか。 

三宅会長 豊田都市計画としては、コンパクトシティを目指していこうということなのか。 

都市計画課長 基本的には人口減少となるので、方向性としてはコンパクトシティを目指してい

ると思います。ただし、世帯分離が進むため市街化区域を増やしていくこととして

います。 

三宅会長 ほかよろしいですか。ありがとうございました。それでは２番目の報告をお願い

ます。 

鈴木主任主査 報告事項２点目の視察研修について説明させていただきます。 

資料は、７４ページからになります。 

今年度の都市計画審議会視察研修は、「優良田園住宅による街づくり」をテーマと

して、１０月２２日、静岡県三島市を６名の委員と事務局で訪問しましたので、そ

の報告をさせていただきます。 

「優良田園住宅」につきまして、資料７４ページに制度の説明を載せさせていた

だいております。優良田園住宅とは、「１の目的」にありますように、「優良田園住

宅の建設の促進に関する法律」に基づく住宅であります。 

これは、生活様式や価値観の多様化、田園住居に対するニーズの高まり、農山村

地域などにおける高齢化や過疎化、定住促進、都市と地域の交流促進などに応える

住宅として平成１０年に制度化されたものになります。 

優良田園住宅の基準としましては、「２の定義」にありますように、敷地の最低規

模が３００平方メートル、建蔽率の最高限度が３０パーセント、容積率の最高限度

が５０パーセント、階数の最高限度が３階、ということになっております。 

優良田園住宅ができるまでの流れとしましては、「３の概要」にありますように、

はじめに、市町村が都道府県知事と協議の上、優良田園住宅の建設の促進に関する

基本方針を策定します。そして、建設しようとする者が、その建設計画を市町村に

提出し、それを市町村が認定し、建設に至るということが優良田園住宅建設までの

流れになります。 

本市の状況、他市町の状況としましては、「５の項目」にありますように、平成３

０年４月１日現在において、全国で５２の市町村において基本方針が策定されてお

り、計２７市町村において建設計画が認定されています。本市においては、平成２

４年９月に基本方針を策定しております。愛知県内では、本市と新城市の２市が基

本方針を策定しておりますが、ともに建設計画の認定はなく、県内においては優良
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田園住宅の建設実績がない状況となっております。 

今回視察研修を行った三島市において、優良田園住宅の建設までに至る経緯とし

ましては、資料７８ページ、三島市が作成している資料に概略が書かれております。 

平成２５年に静岡県の「内陸のフロンティアを拓く取組」が、国の「ふじのくに

防災減災・地域成長モデル総合特区」に指定され、三島市では、これに伴い、５つ

の事業を行うことになりました。その事業の一つが「ゆとりある田園居住区整備促

進事業」であり、この事業を推進するに当たり、平成１０年に施行された「優良田

園住宅の建設の促進に関する法律」に基づいた優良田園住宅制度を活用し、静岡県

内初の基本方針を策定することに至りました。 

三島市では、資料８６ページにありますように、現在４箇所において、優良田園

住宅の建設が適当と認められる箇所が認定されています。この場所の選定に当たっ

ては、資料８２ページにありますように、面積要件、周辺環境との調和、生活水準

の確保などの項目の基準を満たす場所が選定されております。 

資料７５ページに視察研修の様子を載せさせいただきましたが、三島市の職員か

ら概要説明を受け、実際に、建設計画がある４箇所のうちの一つ、市山新田地区の

現地視察を行いました。 

三島市の担当者から概要説明を受けた際には、担当者との質疑応答が行われ、一

部の抜粋ではありますが、７５ページにその内容を載せさせていただきました。 

建設までの経緯として、地権者と開発事業者が主として進めてきたこと、各地区

での説明会を開催し、地権者が自分の所有する土地の現状を確認できたという意見

があったこと、建設計画の数値目標は特に定めていないこと、購入者層は、比較的

裕福な方が多いこと、坪単価は２０万円程になっていることなど、多くの質疑がさ

れ、活発な意見交換が行われました。 

本市においては、優良田園住宅の建設に当たり、基本方針の中で、地区計画を定

めることが要件となっており、市内では、福田、明知、打越の既存集落の辺りにお

いて、建設が可能になっています。現状としては、優良田園住宅の建設の実績はあ

りませんが、今回の研修では、実際に建設現場を見ることができ、制度と実際に目

で見るイメージで異なる印象を持たれた方もみえたかと思います。この優良田園住

宅については、県内でもまだ建設計画の認定はなく、今後の動向に注視していきた

いと思います。 

以上、簡単ではありますが、視察研修の報告とさせていただきます。 

三宅会長 ありがとうございます。これについて何か御質問ございますか。 

三宅会長 愛知県では事例がないとのことですが、県別で事情が違うのか。 

都市計画課長 敷地の最低規模が３００平方メートルなので、愛知県では事業の採算が合わない

ということがあると考えられます。 

都市建設部次

長 

それでは答申の準備ができましたので、三宅会長から小野田市長へ答申をお願い

いたします。 

三宅会長→ 

市長 

【三宅会長から市長へ答申】 
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都市計画部次

長 

ありがとうございました。 

それでは、小野田市長より一言お願いいたします。 

市長 ありがとうございました。本日は慎重な御議論をいただき、付議に対する答申を

まとめていただき、心より感謝を申し上げます。 

皆様には御多忙の中、御出席を賜り、活発な御意見や御議論をいただき誠にあり

がとうございます。審議会の中でいただいた貴重な御意見、御提言は、本市の都市

計画行政の推進に向けて、大いに参考とさせていただきたいと思います。 

今後とも、本審議会の運営に御提言を賜りますようお願いを申し上げます。 

都市建設部次

長 

長時間に渡りまして、御審議いただきまして、誠にありがとうございました。 

次回の審議会は、来年２月に開催を予定しております。次回の内容につきまして

は、現在、莇生町の山田地区と福田町の池下地区で予定しております開発計画につ

いての報告と愛知大学跡地地区などの現地視察を予定しておりますので、よろしく

お願いします。 

後日、日程を御連絡させていただきますので、御協力をお願いします。 

これをもちまして平成３０年度第２回みよし市都市計画審議会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 


