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第３１回岡山市都市計画審議会議事録

平成２６年２月５日（水）開催

～ ～ ～ （ 開 会 ） ～ ～ ～

午前９時３０分開会

○事務局

【幹事挨拶】

○会長

【定数確認】

【会議の公開の決定】

○会長

【署名委員指名】

～ ～ ～ （議事進行） ～ ～ ～

【第１号～第３号議案・審議】

〇都市計画課 それでは、都市計画課から議案について説明させていただきます。

第１号議案、岡山県南広域都市計画公園の変更、第２号議案、岡山県南広域都市計画駐

車場の変更、第３号議案、岡山県南広域都市計画道路の変更につきまして、操車場跡地関

連の一連の議案ですので、一括で説明させていただきます。

Ａ４の審議会資料、３枚目をお開きください。

岡山市長から都市計画審議会長への付議書でございます。

１枚、おめくりください。

次のページが都市計画公園の変更案でございまして、都市計画公園中、８・５・岡３、

岡山チボリ公園を５・５・岡７岡山西部総合公園に名称を改め、次のとおり変更する。理

由は、本市のシンボルとなる緑豊かな公園の整備を行い、市民のみならず、広域からも多

くの人が訪れ、交流できる賑わい拠点づくりを進め、また防災機能の強化を図るため、都

市計画公園を本案のように変更するとしております。

次のページをお開きください。
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都市計画駐車場の付議書です。

、 、 （ ） 、もう一枚 めくっていただきまして 次が都市計画駐車場の変更 案 でございまして

都市計画駐車場中、岡11野田駐車場を廃止する。理由としましては、本駐車場周辺地域の

駐車需要が減少し、その必要性が低下したため、当該都市計画駐車場を廃止するとしてお

ります。

もう一枚、おめくりください。

都市計画道路の付議書になってございます。

さらに、もう一枚、めくってください。

都市計画道路の変更（案）でございまして、都市計画道路中、３・３・岡330北長瀬日

吉町線を廃止する。理由としましては、周辺の道路整備により、将来交通量の処理が可能

であり、その必要性が低下したため、当該都市計画道路を廃止するとしてございます。

詳細について、ご説明させていただきます。

Ａ３の議案の概要図集の２ページをお開きください。

緑色の点線部分と緑色の実践で囲んだ区域が、現在の岡山チボリ公園の区域でございま

す。また、青色の点線で囲んだ区域が、野田駐車場でございます。

Ａ３の資料の７ページをご覧ください。

７ページの参考図は、岡山操車場跡地整備基本計画からの抜粋でございます。

中央の総合公園の区域と整合させるように変更させようとするものでございます。

もう一度、２ページのほうにお戻りください。

先ほどの総合公園の区域と整合させるようにするために、緑色の点線で白地になってる

区域は公園区域から外します。野田駐車場については、周辺地域の駐車場需要が減少し、

必要性が低下したため廃止した上で、西側の緑色に着色した区域を公園専用の駐車場とし

て、公園の区域に編入いたします。また、新駅北線は北長瀬駅と県道川入巌井線を結ぶ路

線で、交通結節機能の強化の観点から存続しますけれども、北長瀬日吉町線は県道岡山倉

敷線と国道180号岡山西バイパスとを結ぶ路線でございまして、周辺の道路整備により将

来交通量の処理が可能であり、必要性が低下したために廃止しようとするものでございま

す。

３ページをご覧ください。

３ページは、先ほどの都市計画公園の変更（案）でございます。

４ページをお開きください。
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４ページの左側が新旧対照表でございまして、アンダーラインの部分が変更箇所になり

ます。

、 、公園の種別が特殊公園から総合公園へ 名称は岡山チボリ公園から岡山西部総合公園へ

面積は約15.4haから約14.3haへ変更しようとするものです。ちなみに、番号の最初の数字

は公園の種別、８が特殊公園で、５が総合公園を意味しております。２番目の数字が、公

園の面積の規模を表示してます。３番目が種別ごとの連番でございまして、岡山市は岡、

倉敷は倉をつけての連番となってございます。

ページの右側に、変更理由書をつけております。

岡山チボリ公園は、平成２年８月に新時代に対応した文化・レジャーなど複合的な機能

を持つ新しい都市型公園として、岡山県知事が決定を行ったものです。その後、平成10年

に暫定広場の一般開放を、平成13年にアクションスポーツパーク、平成15年に全天候型多

目的球技場（岡山ドーム）及び多目的広場をオープンし、広く市民に親しまれている状況

です。また、周辺地域の都市基盤整備も進んでおり、西部第４地区、西部第５地区土地区

画整理事業も完成し、平成17年にＪＲ北長瀬駅の開業、平成22年に国道180号岡山西バイ

パスが供用されるなど、都市計画決定後、二十数年を経て、良好な市街地環境が形成され

てきています。

こうした現状を踏まえ、市では操車場跡地全体を対象とする整備の方針として、広く市

民の意見を聞きながら、平成25年３月に「岡山操車場跡地整備基本計画」を策定いたしま

した。この基本計画では 「総合福祉ゾーン 「交流・防災拠点ゾーン 「生活支援ゾー、 」、 」、

ン」に区分して整備を進めることとしております。

このたびの変更は、上記基本計画に基づき、本市のシンボルとなる緑豊かな空間の整備

を行い、市民のみならず、広域からも多くの人が訪れ、交流できる賑わい拠点づくりを進

め、また防災機能の強化を図るため、都市計画公園を本案のように変更しようとするもの

です。

左下の手続きの流れでございますけれども、平成25年８月１日から15日までの原案の縦

覧では、縦覧者が１名、申立書等はございませんでした。平成25年11月１日から15日まで

の案の縦覧では、縦覧者はなし、意見書なしでございました。本日の都市計画審議会でご

承認いただければ、県知事への協議の後、平成26年２月中にも都市計画の変更を行う予定

としてございます。また、平成26年度からの事業化に向けて、今現在準備を進めていると

ころでございます。
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５ページには、公園に係る総括図、それから、６ページ目には新旧の対照図です。青色

の部分が変わらない部分で、赤色の部分が追加される区域、黄色の部分が削除される区域

となっております。７ページが岡山操車場跡地整備基本計画からの抜粋ということで、整

備の基本計画図、それから８ページが総合公園の同じく計画図となってございます。

続きまして、９ページをご覧ください。

都市計画駐車場の変更（案）でございます。

これ先ほどのものと一緒です。

10ページをお開きください。

10ページの左側が新旧の対照表でございます。

新のほうは、全て廃止という形になっております。

ページの右側に、変更理由書をつけております。

都市計画駐車場野田駐車場は、平成２年８月に岡山チボリ公園の都市計画決定と同時に

岡山市が決定を行ったものです。当時は、岡山操車場跡地周辺において、公園を核とし、

新駅設置や道路整備、土地区画整理事業など、本市の新しい拠点としての都市基盤整備を

進めることとしており、当該駐車場は岡山チボリ公園の駐車場需要も含む、都市基盤整備

により増加が見込まれる周辺地域の駐車需要に備えるため、都市計画駐車場として位置づ

けたものでございます。

現在では、周辺地域の都市基盤整備も進んでおり、一定の土地利用が進行しているもの

の、個別の土地利用に関しては、建築物における駐車施設の附置等に関する条例に基づく

駐車場附置の義務づけもあって、路上駐車など道路交通への支障は見受けられず、また今

後においても、周辺地域全体としての駐車需要の急激な増加は見込めない状況でございま

す。

したがいまして、上記のような背景から、本駐車場周辺地域の駐車需要が減少し、当該

都市計画駐車場の必要性が低下したため、都市計画の廃止をしようとするものでございま

す。

左下の手続きの流れは、都市計画公園の変更と同様でございます。

11ページには駐車場の総括図、それから12ページには新旧対照図を表示しております。

いずれも削除する区域となってございます。

続きまして、13ページをご覧ください。

都市計画道路の変更（案）でございます。
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先ほどと同じものです。

14ページの左側が新旧の対照表になってございます。

廃止となっております。

ページ右側に、変更理由書をつけております。

、 、当該都市計画道路は 平成２年８月に岡山操車場跡地を含む周辺の拠点開発計画に伴い

都市計画道路新駅北線、新駅南線及び北長瀬野田線とともに、岡山チボリ公園の都市計画

決定と同時に岡山県知事が決定を行ったものです。現在では、周辺地域において、国道18

0号岡山西バイパスなどが完成し、都市基盤整備も進んでおります。今後は、当該地区周

辺の土地利用が進んだ場合においても、周辺の道路整備によって将来交通量の処理が可能

であり、当該都市計画道路の必要性が低下したため、都市計画道路の廃止をしようとする

ものでございます。

右下の手続きの流れは、都市計画公園の変更と同様でございます。

15ページには総括図、16ページには新旧対照図をお示ししてございます。

説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

〇会長 はい、ありがとうございました。

それでは、ただいま事務局から説明のありました第１号議案から第３号議案まで、まと

めてご審議をお願いしたいと思います。ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたしま

す。

どうぞ。

〇委員 まずは、都市計画公園の区域から削除する区域のことでお尋ねしたいんですが、

６ページを見ると一番わかりやすいと思うんですけれども、黄色で塗られております削除

する区域です。ここは現地を見ますと、駅の真ん前でもあるということもあり、駅とこの

新しくできる公園との間を結ぶアクセスとしても重要な場所であり、また病院と公園との

間のアクセスとしても非常に重要な場所であると思います。

それで、ここの土地の使い道が健康・医療・福祉系施設というふうになってまして、そ

れは別にそれでいいと思うんですけれども、その土地の使い道の問題ではなくて、ほかの

ことでお尋ねしたいんです。この場所は先ほど申し上げましたように、駅前でもあるとい

うことと、公園区域と病院との間にあって、この地域を一体的な良い場所というか質の高

い場所にするためにも、大変重要な場所になっていると思います。ですから、この場所の

デザイン面とか景観面とか、そういったことも非常に重要だと思います。それと、土地利
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用の面でも、例えば建ぺい率、容積率、緑地の比率をどれぐらいにするかとか、あるいは

建物の配置をどういうふうにするかとか、そういったことによってデザイン、景観、そし

、 。てアクセス路としての快適性 歩く方の快適性とかの確保にもつながっていくと思います

今回の変更では都市計画公園区域から外しますよというふうにご説明がありまして、そ

、 、うなると もともとの薄紫の準工業地域ということになるのかなと思ったんですけれども

今後公園区域から外れて、こういう使い道をしていきますよというのは分かったんですけ

れども、そのまんまじゃなくて、その後ここの部分に土地利用に関するルールづくりとか

デザイン、このエリア全部が一体感が出るようなデザインづくりとか景観づくりとか、そ

ういったことを含めて、どのように考えていらっしゃるかというのをお尋ねしたいと思い

ます。

〇会長 はい、お願いします。

〇庭園都市推進課 はい。庭園都市推進課です。

この公園の設計の担当しておりますけれども、先ほど委員がおっしゃったとおり、今回

外れる部分というのは駅からの導入部でもあり、もともと公園の一部であったということ

がありますので、非常に重要な部分であると考えております。

ほぼご指摘のとおりなんですけれども、今後はここにつきましては、今、景観指針とい

うのを全体でつくろうと、それは外れました駐車場のほうまで含めて公園全体、これは市

議会のほうでも非常なご苦労をなさって全体をまとめていただいてますので、全体を森の

ようなすばらしい景観のある場所にしていきたいというのも我々も思っておりますし、そ

うしていくべきだと思っておりますので、全体の景観指針それから緑化指針というような

ものをつくっていくという準備をして、今取り組んでおります。

それからもう一つは、これはここの部分は本当にアプローチとして非常に必要な部分で

すので、そういったアプローチの歩く場所、それから通行する場所の雰囲気というのを大

。 、 、切にしていきたいなと思っております それから あれこれ言って申し訳ございませんが

建ぺい率というのも重要だと。実はここは準工業地域という用途地域がかかってまして、

割とルーズなといったら言葉が悪いんですが、都市計画での規制になっておりますので、

ここはやはり公園それから駅前としてふさわしいというルールを考えていかなきゃいけな

いと思ってます。

ルールには、都市計画法でいう地区計画であるとか、建築基準法でいう建築協定とかが

ありますけど、そこまで高めるかどうかは別として、ここでのルール、景観的なルール、
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それから私どもは緑を増やしていこうというルールでもありますので、緑をしっかりここ

に植えていくということも、全体として考えていきたいと思っております。

以上です。

〇委員 はい、ありがとうございました。

〇会長 よろしいですか。はい。

ほかにいかがでしょうか。

はい、どうぞ。

〇委員 失礼します。

私もこの変更の内容に直結した話ではないんですけれど、今後の計画をしていく上での

話で、８ページに一応今後この公園の中をどういうふうにしていこうかということが書か

れていると思います。ａから幾つも書かれているんですけれど、一つ気になったのが、駐

輪場という言葉がないんですね。自転車先進都市おかやまとして、今後どういうふうなア

プローチ、自転車を使った人がどういうアプローチで来られるのか、来られた後、停めや

すい位置に駐輪場を考えていただいて、停めた後も公園の中で動線がよくなるといいます

か、そういうことですとか、あとは実際にこの公園の中で自転車の利用というものが、ど

ういうふうにできるんだろうか、できないんだろうかを含めてですけれど、そういう車だ

、 、けじゃなくて自転車でのことも少し盛り込み 当然ご計画はあるんだと思うんですけれど

そういうことも気になったところです。

あともう一つは、本当先ほどの委員さんがおっしゃった、やはり駅からのアプローチと

いうのは私も気になっておりましたので、そういう公共交通機関ですとか自転車利用、そ

ういうことに配慮があるように企画していただけるとありがたいなというふうに思ってお

ります。

以上です。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇庭園都市推進課 はい。庭園都市推進課です。

これもおっしゃるとおりでございまして、自転車、私どもも自転車先進都市ということ

で取り組みを進めておりますので、ここでも自転車のことは考えていくつもりでございま

。 、 、 。す ２点 駐輪場については しっかりと考えていかなきゃいけないなと思っております

実は、余談になりますけれども、西大寺に緑化公園というのがありますが、駐輪場をとっ

てるんですけど、イベントをやると山のように来ますんで、平常置く場所、それからイベ
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ントをやるときというぐらいの区別をして考えていきたいと思っております。

それから、実はこれはワークショップを、この設計を進める上で12月からやっておりま

す。そうなると、お母さん方が来て、子供の自転車、練習どこですればいいのかな、ここ

でしたいねというお声もあります。ただ、実は公園内は車馬の乗り入れ禁止という都市公

園法があります。車馬というのは、車と馬ですね。馬は今入ってきませんが。それを厳格

に言いますとなかなか難しいんですけれども、子供たちの練習であったり、公園としてし

っかり使えばいいような話、よその公園では子供の自転車を乗せる、練習をさせる何か指

導員がいて、そういったこともできるというのがあるので、これはだめという言い方では

なくて、どういうふうに公園を使う人と自転車の練習したり、子供たちが楽しく使えるか

ということを考えていきたいと思っております。

次回になるんですけども、２月22日は中学生なんかもワークショップに入っていただい

て、中学生なんかは自転車で来るというのはもう目に見えてるわけですから、そういった

学生生徒の意見も聞きながら、この公園の使い方そのものも、ワークショップの中で検討

していきたいと思っております。

〇会長 はい、よろしいですか。

〇委員 はい、ありがとうございます。

〇会長 ほかにいかがでしょうか。

〇委員 はい。

〇会長 はい、お願いします。

〇委員 よろしくお願いします。

まず、今駐車場が減るということで、これは10ページに表があるんですけれども、旧で

は駐車台数が約1,600台、これがゼロになるわけですが、この８ページの今の絵で見ると

森の駐車場と書いてある、それから公園の周りに駐車場ができるようですけれども、これ

の台数とかはどのようにお考えなんでしょうか。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇事業政策課 はい。事業政策課です 。。

先ほどのご質問ですけれども、一応公園のほうの右側に駐車場があります。それから、

公園本体の園庭部にも駐車場を設けておりまして、合計で約1,000台を設ける予定で、今

検討のほうを進めているところでございます。

〇会長 はい、どうぞ。
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、 、 、〇委員 それで 1,000台というのは この公園ができた際に１日平均どのくらいの方が

１日平均になるのか月なのか年なのかわかりませんけども、どういう見込みでお考えなん

でしょうか。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇事業政策課 事業政策課です。

一日１万人程度の集客イベントというところで対応できる駐車場の規模を設定しており

まして、ピーク時の来場者が約3,600人ということで見込んだ中で、自動車の分担率を68

％ぐらいの想定をして、約1,000台程度を見込んでおります。

〇委員 はい。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 はい。今もドームを使ってのイベントとかありますよね。１月には出初め式や成

人式がありました。今の形とは全然違うわけですけれども、遠くになるとなかなか歩くの

が困るとか、それから今これも駅から近いから駅を使ってということをしていくんでしょ

うけれども、周辺にあふれていることはないという説明がありましたけれども、やはりイ

ベントのときのことを考えとかなきゃいけないんじゃないかなというのが一つです。

それから、先ほどの委員から出ていましたけれども、駅前の今回切り離す部分ですね、

ここについては庭園都市推進課から説明がありましたが、地区計画や建築協定までいくか

どうかはわからないということでした。そういう中でも、今おっしゃったようなことが、

規制というか、こういう良好なものをつくってということで、できる要件、今の状態でも

できるのかどうか、もうちょっと確認をさせてほしいと思うんですけど。

〇会長 はい、事務局、お願いいたします。

〇庭園都市推進課 はい。ルールについては、現時点ではどれにするかということをまだ

決めてないということですけれども、しっかりとした指導ができる体制は持っていきたい

と思っております。もともとが全体としての操車場跡地を考えるということですので、そ

れはしっかりとさせていきたいと。それから、駐車場の件ですけれども、確かに常時とし

ては1,000台、私どもも今少し悩みを持っておりますが、イベント時に少しユーティリテ

ィーというか、余裕を持ってどこか入れられる場所というのを、少し計画の中で考えられ

ないかなということは検討しております。

それがどこまで範囲が広げられるかというのはわかりませんけれども、今ある駐車場プ

ラス、水がにじみ出すようにといったらなんですけれども、そういう部分として使える場
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所も検討したいなと。ただ、安全性を確保するというのは当然ですけれども、それを踏ま

えた上でのにじみ出し部分というのも、少しは考えられるのではないかなと思っておりま

す。

〇委員 最後に。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 はい、ありがとうございました。最後に、ちょっと現状のことでお願いがあるん

ですけれども、市民の方からドームというか、あそこの広場で子供を遊ばせたいんだけれ

ども、駐車場の案内がよくわからないと。入っていって、正面の左側は障害者用になって

るのかなと思うんですけれども、どっちへ行っていいのかわからないという声を聞きまし

た。この辺は改善の余地はないでしょうか。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇庭園都市推進課 なかなか厳しいご指摘なんですが、今どちらかというと暫定というこ

とで、私も使ってみましたけれども、マスも小さかったりするんですが、今後は、今の状

態は維持管理部門と協議をしなきゃいけないとは思うんですが、今どうこうするとは私は

申し上げられませんが、今後する分については、きちっと考えたいと思っております。

〇会長 ほかにいかがでしょうか。

はい、どうぞ。

〇委員 先ほどの健康・医療・福祉系施設のところで確認なんですけれども、岡山市さん

がここの土地の所有を続けるということを何となく前提に話を伺ってたんですけれども、

土地の所有自体は岡山市さんがお続けになるというふうなことでよろしいでしょうかね。

確認です。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇事業政策課 事業政策課です。

先ほどのご質問の件ですけれども、一応当市としても、この土地のコントロールをした

、 、 。いというところがありますので 売却するという考え 今のところは持ってございません

、 、結局土地を所有することによって その土地をコントロールすることにつながりますので

先ほどルールづくりとかというところにもインセンティブが働くかなということで考えて

おります。

〇会長 ほかにいかがでしょうか。

はい、どうぞ。
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〇委員 すみません。４ページですかね、概要図集のほうの都市計画公園の変更理由書の

ところに、今後操車場跡地の予定ということで、結構何か防災というふうな言葉がちらほ

ら見受けられるんですけれど、この計画の中にはどういうふうに反映されるのかというの

がよくわからないので、教えていただきたいということが一点です。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇庭園都市推進課 はい。この公園そのものを地域防災計画の中で防災拠点というふうに

位置づけているので、現在ここをどう使うかということについては、いろんな調整、検討

をしております。例えば、これも一つの例でございますけれども、先ほどいいました西大

寺緑化公園というところがございますが、ここには耐震性貯水槽というのがございます。

これは地震時等に１万人が３日間ぐらいきれいな水が飲めるような施設を入れておりま

す。そういったものの設置。

、 、 。 、それから ここは広いですから 例えばヘリコプターがおりれるようにする それから

駐車場等を立体にするということの検討もありますので、例えばそういったところは水が

来ても、高いところであれば使っていけるということがありますので、そういった防災機

。 、能というのをいろんな形で入れていきたい 地域防災拠点をどう使っていくかというのは

防災担当のところとしっかりと協議をしていきたいと思っております。

〇会長 ほかに何かございます。よろしいですか。はい。

ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

【第１号～第３号議案・議決】

〇会長 はい、特にないようですので、このあたりで決をとらせていただきたいと思いま

す。

第１号議案から第３号議案まであわせて決をとりたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇会長 はい。それでは、第１号議案「岡山県南広域都市計画公園の変更について 、第」

２号議案「岡山県南広域都市計画駐車場の変更について 、第３号議案「岡山県南広域都」

市計画道路の変更について」ということでございますが、当審議会といたしまして、原案

どおり承認するということでよろしゅうございますでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
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〇会長 はい、ありがとうございます。

それでは、本案件につきましては、原案のとおり承認するということにさせていただき

ます。

続いて、第４号議案について、事務局から説明をいただいた後にご審議をお願いしたい

と思います。

【第４号議案・審議】

〇都市計画課 はい。

それでは続きまして、第４号議案としまして 「岡山県南都市計画火葬場の変更につい、

て」説明させていただきます。

Ａ４の審議会資料の、後ろから４枚目をお開きください。

、 。都市計画火葬場の変更に関する 岡山市長から都市計画審議会長への付議書になります

それから、次のページが都市計画火葬場の変更（案）でございまして、都市計画火葬場

に、２東山斎場を次のように追加する。理由として、円滑な都市活動を確保し、良好な都

市環境を形成するため、都市計画火葬場を本案のように変更するとしてございます。この

場合、変更となっておりますのは、岡山市の火葬場としては西大寺斎場が都市計画決定さ

れておりまして、これに追加することから変更（追加）という意味でございます。このた

び、都市計画火葬場に変更（追加）するのは、２東山斎場、位置、中区門田本町二丁目、

平井一丁目、面積約11,000㎡でございます。

Ａ３の議案の概要図集の18ページをお開きください。

ページの左側が、先ほどと同じ都市計画の変更（案）でございます。

ページ右側に、変更理由書をつけてございます。

東山斎場は、現在の岡山市中区門田本町二丁目地内に建築基準法第51条ただし書きの許

可を受けて、昭和44年８月に新設されまして、供用を開始しました。その後、昭和58年４

月には改築とともに炉設備が更新され、現在に至るまで、市民生活に必要不可欠な施設と

して利用されてきましたが、建築物は約44年間、火葬設備についても約30年間使用してお

り、劣化が全体的に見られ、耐震性能も不十分であり、バリアフリー化への対応もとられ

ていない状況でございます。

火葬場の建築については、建築基準法第51条に規定がございますので、下段に参考とし

てお示ししております。

「都市計画区域内においては、火葬場の用途に供する建築物は、都市計画においてその
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敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がな

いと認めて許可した場合においては、この限りではない 」となっておりまして、現在の。

東山斎場の建築当時は、建築基準法第51条ただし書きを適用して、岡山県都市計画審議会

の議を経て、建築されました。

なお、昭和50年代以降は、公共団体が火葬場等を設置する場合には、建築基準法51条の

前段を適用して、その敷地の位置を都市計画に定めることが一般的となっており、本市に

おいても西大寺斎場が昭和54年に都市計画決定されています。

東山斎場については、現状の敷地内での建て替えを考えており、設計・施工一括発注方

式、いわゆるデザインビルド方式での来年度の発注に向けて、現在準備を進めているとこ

ろでございます。したがいまして、今後再整備を行うに当たり、現状の敷地について都市

施設としての位置づけを明確にするとともに、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境

を形成するため、本案のとおり都市計画火葬場の変更（追加）を行うものでございます。

19ページが総括図で、赤色の場所が東山斎場の位置でございます。

20ページが計画図になっております。

市道東山平井線の北側で現在建築物のある区域に、市道南側の駐車場の区域を含めて、

約11,000㎡を東山斎場として都市計画に位置づけようとするものでございます。

21ページは施設配置図ですが、現状の斎場施設を表示しております。

18ページにお戻りください。

左下の手続きの流れでございますけれども、平成25年10月１日から15日までの原案の縦

覧では、縦覧者１名、申立書等はございませんでした。平成25年12月２日から16日までの

案の縦覧では、縦覧者４名、意見書なしでございました。本日の都市計画審議会でご承認

いただければ、県知事への協議の後、平成26年２月中にも都市計画の変更を行う予定とし

ております。

説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

〇会長 はい、ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からの説明に関しまして、ご審議をお願いいたしたいと思

います。ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。特にあ

りませんか。

どうぞ。
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〇委員 すみません。

手続きの流れについて、知識不足で教えていただきたいんですけれども、公聴会が先ほ

どもですけれども、中止になっているのは、要請がなかったからということなんでしょう

か。手続上、なぜ公聴会があるのかもあわせて教えてください。

〇会長 はい、事務局、お願いいたします。

〇都市計画課 はい。都市計画課長です。

原案を作成した後で、公告、縦覧を行って、公聴会を行うことを予定して、公告を行い

ます。ただ、そのときに縦覧期間中に意見書や公述の申立書がない場合には、そういう意

見がなかったということで、公聴会を中止することといたしております。

以上です。

〇委員 はい、分かりました。ありがとうございます。

もう一点なんですけれども、東山はそれまでは建築基準法51条でただし書きで運用して

いたけれども、今回建て替えに際して、きっちり都市計画に位置づけていくというふうに

認識をしましたが、その流れとして、建て替えが決まったのは１年以上前だったかなと思

うんですけれども、その時点で計画に位置づけてから、例えば今アドバイザリー契約とか

いろいろ契約が進んでいますけども、その位置づけがちょっと分かりにくいんですけれど

も、都市計画でなければならない、どういう判断によってこういう流れになったのかとい

うのを教えていただきたいんですけども。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。市の意思決定と都市計画の段階との関係のようなご質問なんだと思

います。市としても、建て替えについてある程度判断をした段階で都市計画に位置づける

ようにして、ほかの事業でもそうなんですけれども、例えば道路等で、道路の幅員等の見

直しも含めて事業を進めていこうとするときに、幅員等を変えることを住民の皆様にも十

分説明をして、市としてやるということを一方で決めながら、都市計画においても間違え

のないように位置づけるというような、同時並行のような作業とさせていただいておりま

す。東山の斎場でいえば、平成26年度から正式に事業に入るという、その直前の段階が都

市計画に位置づけるとしてはふさわしいんだというふうに考えております。

以上です。

〇会長 はい、よろしいですか。

〇委員 はい、わかりました。ちなみに、その建築基準法51条でいくものと、都市計画に
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しっかり位置づけられるということについての違いが、どういう違いが生まれてくるのか

ということで、ちょっとその辺わからないんですけど。

〇都市計画課 はい。

〇阿部会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 今日でいいますと、特に公共が、ある意味恒久的に、半永久的にその場所

に施設を位置づけるような場合については、都市計画にちゃんと位置づけをします。一方

で、民間が51条のその法律の中にもあるごみ処理場であるとか、そういう処分場をつくる

ような場合が現実にはございます。民間でやられる場合には、その後の恒久性というのが

どこまで担保できるかということが怪しくなってまいりますので、それについては一般的

にはただし書きのほうを使って、都市計画の場で一応審議はしながら、適正だという判断

のもとに認めてるということになってございます。

以上です。

〇委員 分かりました。最後に一つだけ、新しいものをつくるときにも都市計画を設定し

ていきますよと、都市計画に位置づけていきますよという中で、一つだけ教えていただき

たいのは、基本計画ができないと都市計画ができないという流れになるのか、その後に土

地を買うのかという一般的な流れがどうなるのかということについて、ちょっとお伺いし

、 。 。たいなと思ったんですけど この審議会で審議することではなければ 失礼いたしました

都市計画の関連だったので、ちょっとお伺いしたいなと思ったんですけれども、今回は東

山斎場の都市計画ということで、このタイミングがベストだということになるという認識

でいいですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。

〇会長 ほかにいかがでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

【第４号議案・議決】

〇会長 はい、もしないようでしたら、この件につきまして決をとりたいと思います。

第４号議案「岡山県南広域都市計画火葬場の変更について」は、当審議会といたしまし

て、原案どおり承認するということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇会長 はい、ありがとうございます。

それでは、本案件につきましては、原案のとおり承認するものといたします。

続きまして、第１号諮問の審議ということで 「市街化調整区域の地区計画運用指針に、



- 16 -

ついて 、事務局のほうから説明を受けまして、ご審議をお願いしたいと思います。」

それでは、事務局、お願いいたします。

【第１号諮問・審議】

○都市計画課 はい。

、 、「 」それでは 第１号諮問といたしまして 市街化調整区域の地区計画運用指針について

説明させていただきます。

Ａ４の縦の運用指針について（概要）と書いてある資料に沿って、説明させていただき

ます。

その前に最初の審議会の資料の後ろから２ページ目をお開きください。

こちらが市長から本都市計画審議会長宛ての諮問書になります。

一枚めくっていただきまして、諮問の趣旨ですけれども、市街化調整区域における地区

計画は、平成24年３月に策定した岡山市都市計画マスタープラン等で示している土地利用

のあり方を踏まえ、集落地域の維持や産業用地の確保などの本市の課題に対応し、優良農

地など保全すべき地域は的確に保全しながら、改善すべき地域では地域主導の計画的な土

地利用を誘導するなど、バランスのとれた土地利用の実現を目指そうとするものでござい

ます。

今回策定しようとしている運用指針は、市が市街化調整区域で地区計画を都市計画に定

める際の基準とするものでございまして、あらかじめこれを公表し、地域の方々が地区計

画を用いたまちづくりを進める際のガイドラインとなる基本的な考え方を示そうとするも

のです。

以上を踏まえ、市街化調整区域の運用指針概要（案）について諮問するものでございま

す。

ここで、先に今後の進め方について、ご説明いたします。

本日の都市計画審議会のほか、１月14日から２月12日までの約１カ月間、パブリックコ

メントを実施しております。このように広く意見を伺って、必要に応じて修正等も行いな

がら、２月の建設委員会で最終案をお示ししたいと考えております。できれば、本年度中

に運用指針を策定して、新年度からの運用を開始したいというふうに考えております。

それでは、内容については、先ほどの概要のほうを使って説明させていただきます。

２ページをご覧ください。

地区計画運用指針の策定の目的でございますが、そもそも地区計画とは、主として地区
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内の住民等にとっての良好な市街地環境の形成または保全のための地区施設や建築物の整

備、土地利用に関する一体的かつ総合的な計画であります。都市計画法では、市街化調整

区域においても地区計画を定めることが可能となっております。

市街化調整区域における地区計画は、調整区域の「市街化を抑制すべき区域」という原

則を踏まえながら、集落地域の維持や産業用地の確保などの課題に対応するための制度と

考えており、先ほど申しましたが、本運用指針は、本市が市街化調整区域の地区計画を都

市計画に定める際の基準とするとともに、地域の皆様が地区計画を用いたまちづくりを進

める際のガイドラインとなる基本的な考え方を示すものでございます。

続いて、上位計画と本運用指針との関係でございますが、下の絵のとおり、市総合計画

の中に土地利用の適正誘導というのがございまして、マスタープランでは白枠のとおり、

市街化区域は拡大しない、市街化調整区域における無秩序な開発は厳に抑制するとしてお

り、開発許可制度の運用を見直すこととしております。現在、並行作業として、担当課に

おいて開発条例を改正するよう作業を進めております。

一方で、紺色の枠ですけれども、地域の中心的な集落や道路等の都市基盤が未熟な市街

、 、 、地については 地域活力の維持 生活環境の改善を図る観点から一定の対応が必要であり

また産業が集積した活力ある岡山を目指し、周辺環境と調和のとれた企業立地への対応が

必要なため、市街化調整区域における地区計画運用指針を策定することをマスタープラン

の中に位置づけて、現在作業を進めてございます。

もう少し詳しく説明させていただきます。

本日追加させていただいております、机の上においてあります岡山市都市計画マスター

プランの抜粋をご覧ください。

岡山市都市計画マスタープランでは、都市計画において取り組むべき重点事項を整理し

ておりまして、重点事項３として、市街化調整区域における秩序ある土地利用コントロー

ルの実現により、具体的に記述しております。今後高齢化のさらなる進展と、長期的に人

口減少が不可避な中、コンパクトな市街地構造を目指していくことが不可欠であり、市街

化調整区域における無秩序な開発は厳に抑制することが必要です。

これが大前提ですが、他方、市街化調整区域でも古くから地域の中心的な集落、あるい

は道路が狭い居住環境の望ましくない住宅団地等では、地域活力の維持や生活環境の改善

等を図る観点から一定の対応が必要となっています。さらに、工場等の立地は市街化区域

が原則ですが、市街化調整区域においても周辺環境への影響等を総合的に勘案しつつ、産



- 18 -

業振興を図る観点から一定の対応を図ることも求められています。

そこで、取組方針５、開発許可制度の的確な運用により無秩序な市街化の抑制では、開

発許可制度の運用の見直しとともに、既存集落地域や公共交通の主軸となるべき連携軸沿

線における生活環境の改善等、一定の土地利用が必要な場合に対する対応として、また取

組方針６、周辺環境と調和のとれた企業立地への対応では、農業政策との整合性や周辺環

境への配慮、交通体系との整合性等の観点から、地区計画の運用指針を策定することとし

ております。

先ほどの資料の３ページにお戻りください。

基本的な考え方としては、本運用指針では対象となる区域の条件や最低限守るべき技術

的な基準を定めます。当然ですが、農業地や保安林、自然公園等は対象区域に含めないこ

ととします。ただし、これらの指定・制限の解除等が見込まれる場合は、この限りではあ

りません。類型としては、四角囲みの中のとおり、住居系用途では集落地保全型・住環境

形成型・住環境保全型・公共交通利用促進型の４類型を、非住居系用途とでは産業振興型

・沿道景観形成型の２類型を、またその他としてマスタープラン等適合型を考えておりま

す。

４ページをご覧ください。

地区計画の内容とは 「地区計画の方針」と「地区整備計画」の２つからなっており、、

一番下の(1)道路や公園、緑地、広場などの地区施設の配置や規模、(2)建築物等の用途の

制限、容積率の最高限度などの建築物やその他の敷地などの制限に関することを、その地

区計画の目標や方針の内容を実現するために、必要なものを絞り込んで定めるようになり

ます。

５ページ以降が各類型ごとの地区計画の条件やその後のイメージ、地区整備計画の基準

等でございます。

まず始めに、住居系地区計画のうち、集落地保全型地区計画ですが、人口減少、高齢化

が進む集落地において、コミュニティーの中心となる学校や公民館等の近接等を条件にし

た地域コミュニティーの維持を図るための地区計画でございます。

上段のイメージ図の吹き出しが対象地区となり得る条件を示しておりまして、原則とし

て町単位もしくは小学校単位で、過去20年間で人口が減少している地区で、①区域面積の

過半が住宅等で、②区域面積が0.5ha以上、③公民館等から500ｍ以内において検討できる

ものと考えております。下段のイメージ図は、地区計画策定後、地区計画に定められた建
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築物等に関する基準に適合した青色の建物が建築され、緑化が行われたイメージとなって

おります。

６ページをご覧ください。

６ページには、集落地保全型における地区整備計画の基準として、市が考えている建築

物等に関する具体の基準等を示しております。

建築物の用途については、建築基準法別表第２（い）項一号、二号、九号、及びこれら

の建築物に付属するものであることということで、参考条文を22ページに掲載しておりま

。 、 、す 調整区域であることから 市街化区域の住居系の用途地域の中でも最も制限の厳しい

第１種低層住居専用地域に建築することができる建築物のうち、一号、住宅、二号、事務

所店舗つき等の併用住宅、九号、派出所、公衆電話所などとしております。

また、法第29条第１項第二号から十一号に該当する建築物、次の法第34条各号に該当す

る建築物等とは、参考条文を同じく19ページ、20ページに掲載しております。都市計画法

で認められている従来から許可を必要としない、あるいは許可が可能な建築物等を指して

おりまして、このうち地区の特性に応じて農業用施設、公民館など、特に住環境を保全・

形成する上で支障のないものを選択することを想定しています。

、 、 、 、 、さらに 容積率や建ぺい率 敷地面積 緑化率など そこに記載している項目について

基準値等を参考に適宜必要に応じてルールを定めることを考えております。住居系の地区

計画では、建築物等に関する事項については全て共通としておりまして、類型ごとの目的

に応じて、対象の地区となる条件や道路や公園の地区施設の規模を変えて設定するように

してございます。

次の７ページをご覧ください。

住環境保全型ですけれども、既存の住宅団地等で既に一定の都市基盤が整備されている

地区において、良好な住環境の保全と形成を図るための地区計画です。

対象地区の条件は、①既に一定の都市基盤が備わっている、かつて開発された住宅団地

で、②地区面積は0.5ha以上で、原則既存住宅団地の区域で検討できるものと考えており

ます。下段のイメージ図は、地区計画策定後のイメージとなっております。

、 、８ページは住環境保全型における地区整備計画の基準でございまして 地区施設として

団地内の主要な生活道路については、原則幅員６ｍ以上、公園等が３％以上となるよう定

めることとしております。下の建築物等に関する事項は、先ほどの集落地保全型と同じと

なっております。
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続きまして、９ページをご覧ください。

住環境形成型でございますけれども、都市化の圧力が強く、現に宅地化が進行している

けれども、道路等の都市基盤整備が不十分な地区において、道路等の地区施設を定め、良

好な住環境の形成を図るための地区計画です。

対象地区の条件としては、対象区域の外周の４分の１以上が市街化区域に隣接している

ことで、①無秩序な開発の積み重ねにより、不良な街区が形成しており、②区域の過半が

住宅等で、③地区面積は５ha以上で検討できるものと考えております。図の中の黄色の建

物は、個別の開発行為によって建っている建物を表しています。下段は、地区計画策定後

のイメージとなっております。

10ページは、住環境形成型における地区整備計画の基準でございまして、地区施設とし

て、区域内道は原則幅員６ｍ以上で、区域外の道路と少なくとも２カ所以上で接続し、３

％以上の公園等を定めることとしております。建物等に関する事項は、他の住居系と同じ

です。

続きまして、11ページをご覧ください。

公共交通利用促進型地区計画でございますけれども、ＪＲ駅等に近接し、駅等へ一定の

アクセス道路を有するなど、特に公共交通の利活用が図られる地区で、道路等の整備を行

って、良好な環境の住宅地供給を目的とする地区計画でございます。

対象地区の条件としては、①道路、公園等の都市基盤整備を図り、②地区面積は住居・

商業系用途地域に隣接している場合は0.5ha以上、その他の場合は５ha以上、③ＪＲ駅等

から半径500ｍ以内の区域で検討できるものと考えております。下段は、地区計画策定後

のイメージとなっております。

12ページをご覧ください。

公共交通利用促進型における地区整備計画の基準でございまして、先ほどの住環境形成

型の基準と比べて、地区施設の欄の一番上に、原則幅員６ｍ以上で駅へのアクセス道路と

いうのを追加しております。

続きまして、13ページをご覧ください。

非住居系地区計画のうち、産業振興型地区計画でございますけれども、都市計画マスタ

ープランにおいて、国道２号や30号、外環状線などを物流軸と位置づけており、この物流

軸沿線などにおいて、企業の立地が確実であること等を条件に流通業務地や工業地を整備

し、産業の振興を図るための地区計画でございます。
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、 、 、対象地区の条件としては １ 区域面積は工業系用途に隣接している場合は0.5ha以上

その他では３ha以上、２、ＩＣの乗り入れ口から半径１㎞以内、または国道２号や外環状

線などの物流軸沿線で検討できるものと考えております。下段は、地区計画策定後のイメ

ージとなっております。

14ページは産業振興型地区計画における地区整備計画の基準でございまして、地区施設

としては、区域内道路は原則幅員９ｍ以上、３％以上の公園等を定めることとしておりま

す。

建築物等の用途は、24ページをご覧ください。

日本標準産業分類中の「Ｅ製造業」の用途に供する建築物並びに関連する研究施設及び

事務所、それから23ページに挙げております流通業務市街地の整備に関す法律第五条第一

項に掲げる流通業務施設で、いずれの場合も周辺の環境悪化をもたらすおそれのある、す

みません、22ページで、建築基準法別表第二（ぬ）項に規定する準工業地域に建築しては

ならない建築物は除くということで考えております。

また、建築物の敷地面積は、最低限度1,000㎡以上で定めるべきと考えております。そ

の他の建築物等に関する事項は、記載のとおりとしております。

続きまして、15ページをご覧ください。

沿道景観形成型地区計画でございますけれども、一定以上の交通量のある幹線道路沿線

、 、 、で 立地動向から見て さまざまな用途・形態の建築物の立地が想定される地区において

良好な沿道景観の形成等を図ることを目的とする地区計画でございます。

対象地区の条件としては、地区面積は３ha以上、幹線道路は①２車線以上で、②12時間

交通量が2,000台以上の道路交通量の場合に検討できるものと考えております。下段が、

地区計画策定後のイメージとなっております。

16ページに、沿道景観形成型における地区整備計画の基準を示しております。

地区施設としては特に基準は設定をしておりませんけれども、建築物等の用途は19ペー

、 、ジの都市計画法第29条第一項第二号から十一号に該当する 従来から許可を必要としない

、 、または許可が可能な建築物等のうち 特に周辺環境の保全・形成する上で支障のないもの

それから20ページに掲載しております都市計画法第34条各号に該当する建築物等のうち、

特に周辺環境の保全・形成をする上で支障のないものの中から選択することと考えており

ます。また、建築物等の高さの最高限度を20ｍ以下で定めるべきと考えております。その

他の建築物等に関する事項は記載のとおりで、基本的には産業振興型と同じになっており
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ます。

最後に、マスタープラン適合型でございますが、マスタープラン等に基づき、市に有益

な開発行為等を実現する等を目的とする地区計画です。

当該マスタープラン等に示された開発の方針や関係権利者の意向、あるいは地域の特性

を踏まえて、適宜、地区計画の内容を定めることとしておりまして、特にルール等は事前

には考えてございません。

17ページをお開きください。

こちらには市街化調整区域の地区計画と開発許可の手続の流れをお示ししております。

まずは、関係権利者や事業者が市に事前相談していただきまして、市は本運用指針に基

づき、策定対象地区及び地区整備計画の基準等との整合性について検討することとしてお

ります。基準に適合する場合には、関係権利者等と市が協議を行い、地権者の合意形成を

図りながら、地区計画の内容について調整をしてまいります。合意に至れば、その時点で

地区計画を素案とし、開発や農地転用等の事前協議を行って、都市計画決定に向けた手続

。 、 。に入ります 地区計画が決定された後には 地区施設の内容に従って開発行為を行います

建物等の建築に当たっては、岡山市に行為の届出書を提出し、市がルールに適合している

か審査し、適合しているときには受理通知書を発行します。

以上が地区計画策定の検討から実際の建築行為に至るまでの流れになります。

以上、説明が長くなりましたけれども、ご審議のほどよろしくお願いします。

〇会長 はい、ありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明に対しまして、ご質問、ご意見ございましたら、お願いし

たいと思います。いかがでしょうか。

〇委員 はい、すみません。

〇会長 どうぞ。

〇委員 ありがとうございます。一、二点、質問をさせてください。

まず、この市街化調整区域の地区計画、これはあくまでも地域主導の計画というふうに

捉えていいんでしょうか。まず、ここをお聞かせください。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 一番最初の指針策定の目的のところの中段以下のところに書いてます。集

落地域の維持や産業用地の確保など本市の課題に対応しということで、地域のそういう課

題があることを住民の方から、うちの地域ではこういう課題があるんだと、これを解決す
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るための方策の一つとして地区計画が活用できないかというご相談いただくことを、まず

大前提というふうに考えてございます。

以上です。

〇会長 はい。

〇委員 はい。そうしましたら、今回のマスタープラン、ここへ書いてあるとおり、市街

化区域は拡大しない、市街化調整区域における無秩序な開発は抑制していくということの

中で、この地区計画で、むしろ市街化の開発をある意味ちょっと緩和された部分があると

思うんですけれども、少し若干それるかもしれませんけれども、さっき民間主導というか

地域主導という話が出ましたけれども、企業誘致の件に関してですけれども、2008年から

昨年の８月まで県がいろいろと立地候補を挙げて、33件あって、そのうちの８件は立地を

。 、 、 。断念したと その理由としては 希望する土地がなかった という企業側なんですけども

県も始めそうなんですけど、市のほうもしっかりとそのあたり、産業振興という意味で

この地区計画をいいように利用して、やはり行政のほうからスピード感を持って投げかけ

るということが必要なんじゃないかなと思ってますので、これはある意味、要望にもなる

んですけれども、地域主導とはいいながらも、産業振興という観点から行政がしっかりと

そのあたりの地区計画を利用して、企業誘致をもっともっと積極的に行っていく。いろん

な絡みがあるかもしれませんけども、そのあたりをもう少し積極的に、このプランそして

地区計画を利用してやってほしいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

〇会長 はい、何か。

はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 今、県のほうで第二リサーチパークといいまして、県が抱えている、かつ

て工業用地として準備していた土地がございます。県としても、企業誘致に積極的に取り

組むということで、今回、県自らが工業団地として開発しようという方向で検討が進んで

いるようです。これについても、市も一緒になって企業誘致に向けて、恐らくこの地区計

画なんかを活用しながら進むことになると思いますので、一緒にやっていこうというふう

に考えてございます。どうぞよろしくお願いします。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 すみません。ありがとうございます。もっと力強く言ってくれるんかなと思って

たんで少し残念だったんですけれども、県との兼ね合いもあるとは思うんですけれども、
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どうしても倉敷市、岡山市に対する希望という企業が多いわけですので、そこはやはりも

う少し市のほうも積極的に、いやいや、岡山市どんどんどんどん前向きに、どんどんどん

どん県のほうに言っていきますよというお答えがいただけたら僕もやめようかなと思った

んですが、そのあたりもう一回だけちょっと聞かせてください。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。所管してる経済局のほうでは、今議員言われたような意識でござい

ますので、積極的に取り組んでいかれるものと思います。

以上です。

〇会長 はい。

〇委員 はい。

〇会長 はい、どうぞ、お願いします。

〇委員 すみません。マスタープランのほうで、今市街化区域の拡大しないということで

すね。私も今この幹線道路、言ってみれば国道429号ですね、足守を走っております429号

沿いの沿線沿いぐらいは、市街化区域をしていただくもうあれはないのか、もう今後とも

方向性はないのか。いろいろ皆さん、市街化区域にしてくれ、反対言う人もおられるんで

すけど、やはり市街化区域を増やして、その沿線にコンビニとかはできるんですけど、家

を建てようにも建てられないというような状況なんですけど、今後の方針というのはもう

絶対拡大しないというように整理ですか。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。絶対ということではありませんけれども、これから人口が減少して

いこうという中で、今の市街化区域の中でも10％程度、まだ未利用の土地が残っておりま

す。そうした中では、基本的には市街化区域を拡大していこうということは、そもそも難

しいのかなというふうには思っております。ただ、何が何でもだめという話ではなくて、

そこは例えば、もし市街化区域の中でも、もう市街地として利用が逆に見込まれないよう

な場所も仮にあれば、そういうところを逆に市街化調整区域に切りかえることによって、

今の全体の規模を例えば確保するとか、そういうことも今後必要になってくるかもしれま

せん。そこら辺は全体としてどうであるかということを考える中で、検討するべきなんだ

ろうというふうに思っております。

以上です。

〇会長 はい、お願いします。
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〇委員 私も建設委員の一員ですけど、逆にまた委員会のほうでも話をすりゃあいいんで

すけど、本当人口がだんだん減っている地域にしてみれば、市街化区域で家が建って、そ

こに居住していただければというように思っている一人でございますので、よろしくお願

いします。

終わります。

〇会長 はい、ほか、いかがでしょうか。

はい、どうぞ。

〇委員 すみません。ちょっと確認をさせてほしいんですけど、まずこの市街化調整区域

というのは、この図で見たら、色の塗っていないところ全部ということになりますか。

〇都市計画課 はい。お手元の都市計画のパンフレットを見ていただいて、一部だけ違う

ところが実はございまして、東岡山の駅のすぐ南のあたりで、黄色地に斜線引いてるとこ

ろがございます。ここは調整区域なんですけれども、用途地域を張ってございます。それ

以外の白いところは基本的に調整区域になっております。

〇委員 はい、会長。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 はい。何で聞いたかというと、白地といって、白地は何でもできるんだという言

い方をするじゃないですか。例えば、御津とかね、そういうところも今回のこれが適用さ

れる地域になるというふうに考えていいんですか。

〇都市計画課 はい。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 大前提は、都市計画区域の中ということで、御津や建部は都市計画区域の

中に含まれておりません。今お開きいただいた図面にも、その御津や建部が入ってないの

はそういう理由です。あくまで都市計画区域の中が対象になってます。

〇委員 会長。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 よく分かりました。すみません。それで、ちょっと私が気になっているのは、一

つは住居の形をきちんとしようというのと、先ほど二嶋委員のほうからお尋ねあった産業

の誘致という、企業誘致とかという、その２本だと思うんですね。それで、この良好な住

環境を形成していく場合の、先ほどからある都市施設ですか、道路とか公園とかね、そう

いうのを出していこうという話なんだけれども、市街化区域だったら、さっき西部第４と
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か第５とか出てきましたけれども、区画整理という形での事業ができてるわけですよね。

それがこの調整区域であると、同じように考えたらいいんですか。それとも、もう全く別

な考え方になるのかな。その３％の緑地を満たすとか道路の６ｍを生み出すというのは、

どういう方法でするのかがよくわからないんですけど、説明してもらえますか。

〇都市計画課 はい。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。この説明の中でも、集落地の保全型なんかでは地区施設について、

６ページ見ていただきまして、建築物等に関する事項としてはルールを定める必要がある

んだろうと、ただし道路等の地区施設については、そこまで定める必要ないのかなという

ことで、定めなくてもよいというふうに考えております。ただし、ただしといいますか、

道路や公園等を整備するのが誰かという話になると、基本的にはやはり申請者のほうでや

っていただくということで考えてございます。

〇委員 もう一点。

〇会長 わかりました、はい。

〇委員 ということは、岡山市が施工者になり、先ほども出てましたけれども、施工者に

なるということは考えてない。地域でやってくれということですかね。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 そのように考えてございます。

〇委員 はい、もう一回、会長。

〇会長 はい。

〇委員 すみません。あと、私が住んでいるところなんかでも、現実として市街化調整区

域にもう家が建ってる、逆に市街化区域には田んぼがある、こういうところがあるわけで

すよね。そういうところに、多分９ページとかがそういうことになっていくのかなとか思

うんですけれども、もう既に建っていて、そこにこういう網をかけていくということにな

ると、既に建っているところについては、もうどうしようもないんですよね。これからの

ところに対しての地区計画というふうに考えたらいいですか。

〇会長 事務局、お願いします。

〇都市計画課 緑化率とか多分垣、柵の構造の制限、既存不適格になるということじゃな

くて、次の建てかえのときにこのルールが適用されるというふうにご理解いただければと

思います。
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〇委員 もう一個、すみません。会長。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 下水道はどうなるんですか。

〇会長 はい、事務局、どうぞ。

〇都市計画課 今、下水道の考え方は、市街化区域を中心にやってます。仮に地区計画を

立てたとしても、調整区域あれば、直ちに下水道が整備されるということじゃないと思い

ます。ただし、下水道も調整区域の中で一定の集落がまとまっているようなところについ

ては整備をしたりもしてるので、場合によってはそういう可能性はあるんだというふうに

思います。

〇委員 すみません。いいです。

〇会長 はい、よろしいですか。

ほか、いかがでしょうか。

はい、どうぞ。

〇委員 すみません。今50戸連たんで住宅つくっていますよね。割と一定の条件で整備が

できる。地区計画だといろいろ制約というか条件が、公園を整備しなさいということなん

ですが、これは開発業者のほうが選べるんですか。50戸連たんで整備をしたいとか、地区

計画によって整備をしたいと。だけど、これは選べるんですかね。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

、 。〇都市計画課 申請者は別に誰でもいいと思っているので 選べることになると思います

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 はい。となると、割と何か面倒くさくない簡単な方法、この植栽をせえとか、公

園用地を確保せにゃいけんとか、道路を新しくつけにゃいけんとか、それぞれコストがか

かってくるんですよね。それは住宅地へ転嫁されるんだろうと思うんだけど、そしたら周

辺の近くの環境、ウエルカムでええんかということになるので、その辺、併用して、うま

く本当に、行きどまりが多い、無秩序な開発の積み重ねにより、結局50戸連たんでついで

いくからこういうことになるんですね。

そこら辺で何らかの誘導というか指導というのか、というのがやはり何かそのルールも

要るんじゃなかろうかなと。どっちにしますか、どうぞといったら、結局安いほうに流れ

ていってしまうんじゃないか。結果として、外から見たら無秩序な開発が積み重なってる

みたいな話に結果としてなりゃせんかという、そういう懸念もあるので、その辺について



- 28 -

は運用の中で、内部的な処理でできるのか、あらかじめ運用指針のほうできちっと整理を

しとかなきゃいけない、その辺の議論がちょっとあるんじゃないかなというふうに思うん

ですよね。そういったあたりどのようにお考えですか。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。50戸連たんそのものは、都市計画法の法律の中で認められてる制度

ですので、あとはその運用をどうするかという部分にかかわってくるんだと思います。今

回の調整区域の地区計画の運用指針策定作業と同時に、開発許可条例のほうの強化という

ことも同時並行作業として行っております。今までやってきていることなので、急にぎゅ

っと締めるということはなかなか難しいんですけども、全体としては強化する方向へ少し

ずつ向かっていくんだろうと思います。

50戸連たんか地区計画なのかを、一番我々のポイントとして考えているのは、最終的に

そこに住む人にとってどうなのかということかなと思ってまして、９ページの絵のとおり

でも、恐らくこの上側の絵でも、空いてる土地に50戸連たんでいずれできてしまうと。と

ころが、道路等が行き止まりになってたりということは、業者にとっては余り関係ないん

ですけど、住む人にとって一番影響することなので、住む人にとってできるだけいい環境

、 、をつくるために 地区計画という制度は使っていただけるものなら使っていただければと

そういうふうに思って今回こういう設定もさせていただいたところです。

〇委員 ちょっと私も質問したかったんですけれども、９ページのところで、今50戸連た

んでミニ開発的に市街地がにじみ出して問題があるんですけども、この形の地区計画です

と、どちらかというと開発業者がある程度まとまった形で、市街化区域に隣接したところ

で開発するというイメージになるのかなと思うんですけども、そういう理解でよろしいん

ですか。

〇都市計画課 はい。いずれ50戸連たんによってにじみ出して埋まっていくということを

前提にした類型でございまして、ただし開発業者によってどんどん開発が進行していくと

いうことを我々求めているわけではないので、そういう意味で条件として５ha以上と、か

なり規模の大きいものでないと出来ないようにさせていただいています。現実としてはな

かなか難しいんだろうなと。あえてそこをクリアしていただけるのなら、それはやはり住

む方にとってはいい方向になるでしょうから、そこは認めていかざるを得ないのかなと、

このように考えております。

〇会長 はい。ほか、いかがですか。
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〇委員 はい。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 ご説明ありがとうございます。まず、最初確認を。先ほど50戸連たんであるとか

業者との、これはあくまでもそこの住んでる地域、町内、小学校単位という、そこが地区

計画をこういう形でしたいから市のほうへ相談に行くと、そういったのを前提です。これ

を確認したい。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 恐らく住居系のものだと、そこの住民であるとか地域の方々が主体的に多

分動かれるようになるのかなと。産業系のものについては、場合によっては事業者である

とか業者そのもの、こういう方が申請者になる可能性が高いのかなというふうに思ってお

ります。

〇委員 ということになると、産業系であると、例えば産業系である業者が、そこの土地

をそういう形で地区計画したいということになると、そのある業者がそこの土地を要は事

前に地権者から買い占めるという、こういう解釈になるんですか。

〇会長 はい、どうぞ。

〇都市計画課 恐らく地区計画を定めることができないと開発許可がおろせないので、地

区計画ができることを前提にしてないとだめなんだと思います。その段階で土地を買うこ

とができるかどうかというのは、非常に微妙なところなんだと思います。

〇委員 田んぼなんか、なかなか買えないですよね。

〇都市計画課 ですね。だから、買うだけ買って地区計画ができなかったということにな

るとやはり立地もできないので、そこはやはり恐らく地域の方々と一緒になって考えない

とできないことだというふうに思っております。

〇委員 よろしいですか。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 あと何点かお聞きしたいですけど、農用地とか保安林、自然公園等の対象区域を

含めないこととするということで、ただしこれらの指定・制限の解除等が見込まれる場合

については、この限りではありませんという記述があるんですけど、その解除等が見込ま

れるというのは、どういった際にその解除が見込まれるのがあるのか、ご説明をいただき

たいと。例えば、保安林解除は難しいですよね。だけど、その見込まれる案件というか要

件が、どのようなことが揃えれば解除が見込まれるのか。



- 30 -

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。保安林それから農用地等、ここら辺については管理といいますか所

管してる省庁がございますので、そういうところとご相談いただいて、我々がその解除の

見解を示すわけではないので、その関係省庁との協議の中で見込まれるかどうかというこ

とで判断していただければと思います。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 それと、集落地保全型のところで、公民館等というこの等の中に、例えば集会所

も含まれるのか、含まれないのか。

〇会長 はい、事務局、どうぞ。

〇都市計画課 はい。コミュニティーのその中心となる学校や公民館というような考え方

をしておりまして、むしろ地域活動の拠点になってるような実態があるんであれば、それ

は幅広に考えていくべきだろうなというふうに思っております。

〇委員 あと２点ほど、すみません。あと、産業振興型の中で物流軸の沿線という、沿線

の意味合いとして、じゃあその物流軸の道路からどのぐらいが沿線として考えていいもの

だろうか。例えば、50ｍなのか100ｍなのか、その辺の解釈はどう考えたらいいのか教え

ていただきたい。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。近隣ということじゃなくて沿線なので、沿っていることです。沿っ

ておりさえすれば、その範囲が横に広がっていくという範囲を決めているわけではござい

ません。

〇委員 すごいですね。

。 、 。〇都市計画課 はい あくまで でも沿っていることというのが条件だと思っております

〇委員 あともう一点、その産業振興型の地区計画のところで、企業の立地が確実である

こと等を条件にという、確実であるという、卵が先か鶏が先かみたいな話になるんですけ

ど、要はこの土地を地区計画をしますから企業の皆さん来てくださいよ、それで企業の皆

さん、企業ならどこかの企業が、じゃあそこへ立地しましょうかといったときに、地区計

画が初めて計画、事業決定されるのか、それともこういう地区計画を先にして、後から企

業誘致をするのか、その辺がちょっと難しいような気がするんですけど、この辺はどんな

解釈といいますか思いがあるのか、ちょっと最後にお聞きしたいなと思います。

〇都市計画課 はい。



- 31 -

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 先ほどの誰が考えるのかというところの話なんだと思います。ただし、ど

ういう企業がそこに立地するかが全然想定がない中では、恐らくルールが非常につくりに

くいんだと思います。どういう敷地の規模で、周りの環境にどういう影響を及ぼすのか、

そのことが見えにくいので、少なくとも、例えば半分以上の区画の企業がこういうところ

になるんだよというぐらいは見えないと、やはり中身を考えるのが難しいのかなというふ

うに思っております。そのことが地域の方にとっても、何が来るか分からないけれども団

地開発されるんだということでは、なかなかご了解が難しいのかなと一方で思っておりま

して、そこら辺を我々と地域の方々、それから立地しようとする企業の方が一緒になって

考える必要がある程度はあるんだろうなというふうに思ってまして、あえて確実であると

いうような書き方をさせていただいております。

〇会長 よろしいですか、はい。

〇委員 時間もありませんし。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 ありがとうございます。先ほどの委員さんがおっしゃったことに少し関連して、

11ページの公共交通利用促進型の話を少しお聞きしたいんですが、ＪＲの駅を使うという

ことは片面だけ都市計画区域で、あとは調整区域というところが幾つかあって、多分そう

いうところを想定してくださってるんだろうなという、地域の中に幾つもないわけですか

ら。開発が進むことが非常に望ましいなと私も思ってるんですが、先ほど委員もお触れに

なったように、反対側というのは現実的にはほとんど農用地ですよね。ここの農用地とＪ

Ｒ駅反対側のようなところの中で、現実的に今回の地区計画が当てはまるというふうに想

定されてるところが、現実にあるのかどうか。お示しはいただいてるんですけど、実際に

その農用地をそういうふうに、可能なのかどうかというふうなことで教えてください。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。駅の500ｍ以内については、第二種農地ということで、規制として

もどちらというと少し緩めの区域になってるはずです。そういう場所であれば、可能性は

十分あるのかなというふうに思っております。あとは関係のところのご判断になるんでし

ょうけれども、決して難しくてどうにもならないというふうには考えてございません。

〇委員 ありがとうございました。

〇会長 はい、ほかにいかがでしょうか。
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はい、どうぞ。

〇委員 今の委員の回答は何か都市計画のほうでは難しいような、関係機関というのは経

済局の中で農林水産課、農業委員会がこれかんでくるんじゃと思います。私も農業委員を

しておりますが、企業誘致とか、これ今先生方が言われたこと、僕は農家ですから、でき

る範囲でやっていただきたいと思うんです。だから、やはり行政が縦割りでなく横とのつ

ながりを持っていただいて、前に進めれるものだと私は思っております。

これで、一言だけ。ありがとうございます。

〇会長 ほかにいかがでしょうか。

〇委員 また、いいですか。

〇会長 はい、どうぞ。

〇委員 すみません。この指針を拝見して、市街化調整区域の中でも価値があるとか必要

があると考えた場合には、ちゃんとルールづくりをして開発を許可しましょうということ

なのかなというふうに捉えたんですけれども、同じ岡山市の中にそのこととちょっと矛盾

するものが一緒に入ってるなというふうに思いまして、この一番最後の最後の岡山市開発

行為の許可基準等に関する条例で、これは大規模な幹線道路沿いの一部の区間ですけれど

も、規模の大きな商業施設等の開発を許可していることになっていると思いますが、ちょ

っと何か矛盾を感じるというか、整合性がとれないなというのがありまして、減り張りの

ある土地利用という観点からも、公共交通を中心にした自家用車に頼るだけの事業を変え

ようという観点からも、これは一緒にあると、せっかくのこの指針の効果をちょっと減じ

るのかしらというふうに思ったりしたんですけれども、何かそういって思って聞いていた

ら、さっき何か開発許可条例の強化とかおっしゃったので、これのことなんですかね。そ

こをちょっと教えていただけますか。

〇会長 はい、事務局、お願いします。

〇都市計画課 はい。今おっしゃられたとおりで、この一番最後の25ページにあります岡

山市開発行為の許可基準等に関する条例、これの運用等の中で強化を図っていこうという

ことで今準備を並行作業でやってるところです。

〇委員 強化の意味が、すみません、わからない。強化という意味が、どういう意味。

〇都市計画課 強化の中身という意味ですか。

〇委員 だから、厳しくしていくという意味ですか。

〇都市計画課 はい、そうですね。
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〇委員 わかりました、はい。

〇会長 はい、ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

【第１号諮問・議決】

。 、 、「 」〇会長 はい それでは この原案につきまして 市街化調整区域の地区計画運用指針

でございますけども、当審議会として、原案のとおり同意するということでよろしいでし

ょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

〇会長 はい、ありがとうございます。

それでは、本案件につきましては、原案のとおり同意するものといたします。

以上で全ての案件の審議を終了いたします。

その他、事務局から何かありましたら、お願いいたします。

〇事務局 ご審議ありがとうございました。

午前１１時２３分 閉会

～ ～ ～ （ 閉 会 ） ～ ～ ～


