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第２９回岡山市都市計画審議会議事録

平成２５年２月１３日（水）開催

～ ～ ～ （ 開 会 ） ～ ～ ～

午前１０時００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４号議案 審議】

【第１号議案】

○都市計画課 おはようございます。都市計画課長でございます。本日、どうぞよろしく

お願いいたします。座って、説明させていただきます。

資料といたしましては、Ａ４版の資料とＡ３版の図集、Ａ３版の参考資料、この三つを

あわせてご覧いただきたいと思います。

まずＡ４版の１ページをご覧ください。本日の議案としましては、第１号議案としまし

て岡山県南広域都市計画区域区分の変更について、第２号議案用途地域の変更について、

第３号議案防火地域及び準防火地域の変更について、第４号議案臨港地区の変更について

ということで、４議案についての御審議を予定させていただいているところでございます

が、４議案それぞれに関連がございますので、一括で説明させていただきます。

まず第１号議案の区域区分の変更について、いわゆる線引きの変更ですが、区域区分に

関する都市計画の決定権限は、従来、都道府県にありましたが、地域の自主性及び自律性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第２次地
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域主権改革一括法による都市計画法の改正によりまして、平成24年４月１日より、政令指

定都市に決定権限が委譲されております。なお、その他の市町村にかかる区域区分の決定

につきましては、引き続き都道府県の権限となっております。

Ａ４版資料の４ページをお願いいたします。岡山市は倉敷市、総社市など、６市１町を

含む岡山県南広域都市計画区域に含まれておりますが、一体の都市計画区域として無秩序

、 、 、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の区域区分

いわゆる線引きを昭和46年に当初決定を行っております。その後、昭和54年８月、昭和61

年４月、平成６年４月、平成16年５月と４回の見直しを行ってまいり、制度の適切な運用

を図りながら、計画的な市街地整備を進めてきたところでございます。その後、本格的な

人口減少、少子高齢化社会の到来など、都市を取り巻く社会経済情勢は大きな変革期を迎

え、平成23年度には、岡山県において岡山県南広域都市計画区域マスタープランが見直し

をされるとともに、本市におきましても都市計画マスタープランを策定したところでござ

います。平成16年５月の第４回線引き見直しから８年が経過したこと、また見直し後の区

域マスタープランに掲げる集約型都市構造への転換を目指す方針や、市の都市計画マスタ

ープランに掲げるコンパクトで機能的な都市づくりなどの方針に沿って、今回、第５回目

となります線引きの見直しを行おうとするものでございます。

参考資料の１ページをお願いいたします。市街化区域の規模につきましては都市計画基

礎調査を踏まえ、おおむね10年後の人口予測、産業の見通しなどを考慮しながら、必要な

市街化区域の規模の設定を行う、いわゆる人口フレーム方式で設定することが一般的に行

われております。岡山県南広域都市計画区域マスタープランにおきまして、平成17年を基

、 、準年としまして 岡山県南広域都市計画区域全体で都市計画区域内人口が約1,332,000人

そのうち、市街化区域内人口が1,066,000人に対しまして、10年後の平成27年におきまし

ては、都市計画区域内人口が1,345,000人、そのうち、市街化区域内に配分すべき人口が

1,089,000人と設定しております。

また産業関係の見込みにつきましては、１ページ右から２ページのとおり見込み、これ

らに基づいて、資料３ページの左の上段でございますが、市街化区域の規模を都市計画区

域全体で、平成17年の26,339ヘクタールに対しまして、平成27年において、おおむね

26,600ヘクタールと設定しております。この規模の範囲内におきまして、県南広域都市計

画区域全体で一斉に見直しを行おうとするものでございます。

新たな市街化区域への編入につきましては、区域マスタープランに掲げる集約型都市構
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造への転換を踏まえ、土地区画整理事業や地区計画の策定など、計画的な市街地整備の見

込みが確実な区域、あるいは公有水面埋立事業が完了した区域などに限定して、市街化区

域の規模の範囲内で行うこととしております。また、現在、市街化区域であっても、計画

的な市街地整備の見通しのないもの、または市街化区域の一体的かつ計画的整備を図る上

で支障のないものにつきましては、市街化調整区域へ編入することとしております。

なお、市街化区域の目標人口等に相当する面積のすべてを具体の市街化区域として設定

することを要しないものとし、フレームの一部を保留できるものとし、計画的な市街地整

、 、備の見通しがある程度立っているものについては 可能な限りその位置等を明らかにする

いわゆる特定保留地区として位置づけることとしております。そして、保留されたフレー

ムの範囲内であれば、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった時点において、必要

な調整を行った上で、随時、市街化区域へ編入できるものとしております。

恐れ入ります。Ａ４版資料の４ページと図集の１ページをあわせてごらんいただければ

と思います。Ａ４版資料の４ページでございますが （１）としまして、新たに市街化区、

域へ編入する箇所としまして岡山港福島地区、約２ヘクタールを予定しております。県施

行の公有水面埋立事業が完了した区域であり、既存の臨港地区と一体的な管理運営を行う

ことにより港湾機能の増進を図るため、臨港地区の指定とあわせて市街化編入を行うもの

でございます。図集の１ページに全体的な位置図を示しております。一番下のところに岡

山港福島地区がございます。それから図集の２ページでございますが、赤枠で囲っており

ますのが編入を予定している区域でございます。

Ａ４版資料の（２）といたしまして、市街化区域編入を保留する箇所（特定保留地区）

としまして、北長瀬駅北地区約44.2ヘクタールと津島京町地区約26.2ヘクタールの２地区

を予定しております。

北長瀬駅北地区につきましては、市施行による土地区画整理事業により都市基盤の整っ

た良好な住宅市街地の形成が見込まれており、今後、事業化が明確になるまで市街化区域

への編入を保留するものでございます。図集でいきますと３ページの赤枠が北長瀬駅北地

区でございます。東側及び南側は市街化区域となっており、北は市街化調整区域、西側は

笹ヶ瀬川となっております。東側の住宅等の密集地とあわせまして区画整備事業を予定し

ているところでございます。

続きましてＡ４版資料４ページ、津島京町地区につきましては、都市計画道路が整備さ

、 、 、れ 交通利便性の高い地区であることから 既に部分的に市街地が形成されておりますが
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地区計画等により良好な市街地形成が必要であり、その導入が確実になるまで市街化区域

への編入を保留するものでございます。図集でいきますと４ページの赤枠部分でございま

す。北側、東側、南側の３方が市街化区域となっており、西側は笹ヶ瀬川となっておりま

す。

Ａ４版資料の３ページをご覧ください。都市計画市街化区域及び市街化調整区域を次の

ように変更する。Ⅰ市街化区域及び市街化調整区域の区分は計画図表示のとおりというこ

、 、 、 、とで 先ほごご覧いただきました図集の１ページが総括図 ２ページが計画図 ４ページ

５ページの特定保留地区をお示ししています図面は参考図でございます。

Ⅱ人口フレームでございますが、都市計画区域内人口及び市街化区域内人口につきまし

ては、県南広域都市計画区域全体の数値をお示ししており、先ほど御説明いたしました県

南広域都市計画区域マスタープランの内容と同じでございます。保留する人口としまして

は、特定保留地区の２カ所で予定しております3,600人で、これ以外の1,085,400人を市街

化区域内に配分することとしております。

参考資料の３ページでございます。県南広域都市計画区域全体の今回の区域区分の変更

及び特定保留地区の予定箇所をお示ししております。４ページにはその位置図をお示しし

ております。参考にご覧いただければと思います。以上が区域区分の変更についてでござ

います。

【第２号議案】

続きまして、第２号議案としまして、用途地域の変更でございます。Ａ４版資料の８ペ

ージと図集の５ページをあわせてご覧いただきたいと思います。

Ａ４版資料の８ページの上段に、用途地域変更の経緯、必要性をお示ししております。

県南広域都市計画区域では、線引きの当初決定に伴い、昭和48年に８種類の用途地域を決

定し、その後、線引き見直しとあわせて行った定期的な見直しを経まして、平成３年には

都心部の用途地域について、容積率の大幅な緩和を行っております。

また、平成８年には都市計画法の改正により、住環境保護を目的とする住居系用途地域

の細分化に伴いまして、郊外部の住宅市街地の大幅な用途地域の指定替えを行い、現在の

10種類の用途地域を決定しております。また、近年では平成16年に第４回線引き見直しに

合わせまして、定期的な見直しを行ったところでございます。

その後８年が経過した今回、市街化区域へ編入する地区に新たな用途地域を定めるとと

もに、道路等の都市基盤の整備状況や土地利用の現状・動向等に対応し、用途地域の変更
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を行おうとするものでございます。

中段の用途地域の指定・見直し方針でございますが、まず市街化区域編入地区としまし

て、岡山港福島地区は、公有水面埋立事業によりふ頭用地として造成されたものであり、

マスタープランにおきましても産業拠点・物流拠点として位置づけております。産業拠点

・物流拠点の強化に加え、周辺の用途地域との整合性も考慮し、商業地域の用途地域を定

めるものとします。図集でいきますと７ページの赤枠部分でございますが、隣接する箇所

の商業地域と同様に、建ぺい率80パーセント、容積率400パーセントの商業地域の用途指

定を予定しております。変更後は６ページのようになります。

次に、Ａ４版資料の８ページをもう一度お願いいたします。既に用途地域を指定してい

る地区としまして、平成23年に行いました都市計画道路の廃止等に伴いまして用途地域の

境界が不明確になった箇所につきまして明確化を図る地区と都市計画道路の整備に伴い沿

道の土地利用を図る地区についてそれぞれ必要な見直しを行うこととしております。

まず、都市計画道路の廃止に伴い境界の明確化を図る地区としまして、図集でいきます

と９ページでございます。都市計画道路津山街道線沿線、旧国道53号ですが、都市計画道

路の計画線から30メートルまでを近隣商業地域に指定しており、図面の真ん中辺りでござ

いますが、商大前交差点から北につきましては、現在の指定は外側の赤枠が近隣商業地域

と住居地域との境となっておりますが、都市計画道路を廃止しましたため、赤枠の部分に

つきまして基準となる線を現在の道路の境界とすることによりまして、近隣商業地域の境

の線が若干内側へ移動し、その分、建ぺい率60パーセント、容積率200パーセントの第１

種住居地域及び第１種中高層住居地域へ変更するものでございます。

続きまして、図面の11ページでございますが、岡山築港支線沿線ということでございま

す。都市計画道路の計画線の中心線を工業地域と工業専用地域の境界としておりました。

11ページの上側の赤い線が岡山築港支線の計画中心線となっておりましたが、都市計画道

路が廃止されたため、この箇所につきましては現道もありませんので用途境界が不明確と

なりますので、土地の敷地境界を用途境界に変更しようとするものでございます。これに

よりまして、10ページでいきますと、11ページの赤枠で囲った部分が濃い青色、工業専用

地域から薄い青色、工業地域へ変更するものでございます。

続きまして、都市計画道路の整備に伴いまして沿道の土地利用を図る地区としまして、

図集でいきますと13ページでございます。都市計画道路下中野平井線沿線の、図面でいき

ますと左側と右側の赤枠で囲っております部分、新保、下中野、富田、十日市西町でござ
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いますが、この地区につきましては中環状線の沿線地区であり、沿道利用型施設への土地

利用転換が図られつつあり、今後も利便性の高さを生かして大規模な店舗、事務所など沿

、 、 、道利用を促進するため 赤枠の部分につきまして 沿道の用途地域を第１種住居地域から

建ぺい率80パーセント、容積率200パーセントの近隣商業地域へ変更しようとするもので

ございます。図面の12ページが変更後の図面となっております。13ページの赤枠で囲った

部分を12ページのように近隣商業地域へ変更しようとするものでございます。

続きまして、図集の15ページをお願いいたします。都市計画道路竹田升田線沿線でござ

いますが、現在、百間川への橋梁工事中でございますが、本年度末の４車線供用が予定さ

れている、外環状線と中環状線を連絡する幹線道路で、周辺の住環境を保全しつつ、幹線

道路沿線の利便性を生かし、日用品等を供給する比較的小規模な店舗等を誘導するため、

赤枠の部分につきまして、沿道の用途地域を第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居

専用地域、第２種中高層住居専用地域から、建ぺい率60パーセント、容積率200パーセン

トの第１種住居地域に変更するものでございます。図面の14ページが変更後の図面となっ

ております。15ページの緑色を中心とした用途地域から、黄色の第１種住居地域に変更し

ようとするものでございます。

続きまして図面の17ページ。都市計画道路米倉津島線沿線でございますが、中環状線の

沿線地区であり、昨年４月に吉備線を横断して、暫定ではありますが供用開始をしました

ことから、竹田升田線と同様に、周辺の住環境を保全しつつ、幹線道路沿線の利便性を生

かし、日用品等を供給する比較的小規模な店舗等を誘導するため、赤枠の部分につきまし

て、沿線の用途地域を第１種中高層住居専用地域から第１種住居地域、及び一部、第２種

中高層住居専用地域に変更するものでございます。16ページが変更後の用途地域の図面と

なっております。赤枠の部分を主に第１種住居地域（黄色）へ変更しようとするものでご

ざいます。

Ａ４版資料の６ページをお開きください 「都市計画用途地域を次のように変更する」。

とし、岡山市における用途地域の総括表を示しております。

また、表の下段に「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」ということで、先ほど

の図集の５ページが総括図、６ページ、８ページ、10ページ、12ページ、14ページが計画

図、新旧対照につきましては参考図となっております。

なお、Ａ４版資料の７ページに総括表の、新旧対照をお示ししております。岡山港福島

地区の市街化区域編入に伴う新たな用途地域の指定に伴いまして、合計では２ヘクタール
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の増加となっております。以上で用途地域についての説明を終わります。

【第３号議案】

続きまして、第３号議案としまして、防火地域及び準防火地域の変更についてでござい

ます。

参考資料の８ページの右側でございます。都市計画法第九条第二十号に「防火地域及び

準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために定める地区とする」と規定さ

れております。参考資料の11ページの左側でございます。建築基準法第61条及び第62条に

おきまして、防火地域内及び準防火地域内での建築物に関して規定をされております。

Ａ４版資料の12ページをお願いします。岡山市では、防火地域につきましては、容積率

500パーセント以上の商業地域が指定されている商業業務地、避難路となる幹線道路沿道

の区域等で定めております。建築物の密集した商業業務地につきましては面的に、幹線道

。 、 、路沿道等につきましては路線的に指定をしております また 準防火地域につきましては

商業地域・近隣商業地域の内で防火地域を除く区域、その他、都市防災上、必要な区域等

について防火地域に準じて定めております。防火地域及び準防火地域は、市街地における

火災の危険を防除するために都市計画法により定める地域地区であり、建築基準法により

当該地域内の一定規模以上の建築物については、建築物の構造や材質を規制することによ

り、耐火建築物又は準耐火建築物とすることが義務づけられております。

先ほど御説明いたしました用途地域見直しの中で、商業地域・近隣商業地域への指定、

変更を予定している３地区につきまして、準防火地域の変更を行うとするものでございま

す。

まず、岡山港福島地区、図面でいきますと20ページでございますが、新たに市街化区域

へ編入するのにあわせまして、容積率400パーセントの商業地域の用途地域の指定を予定

しており、市街地における火災の危険を防除するため、準防火地域を指定することとしま

す。

次に22ページでございますが、津山街道線の廃止地区としまして、都市計画道路の廃止

によりまして、近隣商業地域の用途地域から第１種住居地域及び第１種中高層住居専用地

域へ変更をする箇所につきまして、準防火地域の指定を解除することとしております。

、 。 、次に24ページ 下中野平井線沿線地区でございます 都市計画道路の整備に伴いまして

第１種住居地域から近隣商業地域への変更を予定している箇所につきまして、市街地にお

ける火災の危険を防除するため、準防火地域を指定することとしております。
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Ａ４版資料の10ページでございますが 「都市計画防火地域及び準防火地域を次のよう、

に変更する」とし、岡山市における総括表を示しております。また「位置及び区域は計画

図表示のとおり」ということで、先ほどごらんいただきました図集の18ページ以下が総括

及び計画図、参考図となっております。

なお、Ａ４版資料の11ページに総括表の新旧対照表をお示ししております。準防火地域

が合計で13ヘクタール増加することとなります。

【第４号議案】

最後に第４号議案としまして、臨港地区の変更についてでございます。恐れ入ります。

参考資料の８ページをお開きください。８ページの右側でございますが、都市計画法第九

条の第二十二号でございます 「臨港地区は港湾を管理運営するため定める地区とする」。

と規定されております。

また、参考資料の９ページの左側でございます。第二十三条の第四項、上から４行目の

あたりでございます 「臨港地区に関する都市計画は、港湾法第二条第一項の港湾管理者。

が申し出た案に基づいて定めるものとする」と規定されております。

続きまして、参考資料の11ページの右側に港湾法の関係規定を抜粋しております。第三

十八条の二によりまして、臨港地区内における一定の行為については事前の届け出が必要

なこと、また、第三十九条では分区の指定、第四十条では分区内においては、港湾管理者

としての地方公共団体の条例で、建築の規制等を行う旨、規定しております。臨港地区を

指定することにより、港湾法あるいは県の条例によりまして、行為の規制あるいは建築の

規制を行うことができるようになります。

Ａ４版資料の16ページをお願いいたします。臨港地区は、先ほど申し上げましたように

港湾を管理運営するため定める地区であり、港湾施設のほか、海事関係官公署、臨海工業

等港湾を管理運営する上で必要な施設が立地する地域、及び将来、これらの施設のために

供せられる地域として、港湾管理者の申し出に基づき、都市計画に定めるものでございま

す。岡山港につきましては、昭和40年に都市計画決定を行い、現在、約141.8ヘクタール

、 、 、を指定しておりますが 福島地区の整備に合わせまして 既存の臨港地区と一体的な管理

運営を行うことにより、港湾機能の増進を図るため、区域を追加決定するものでございま

す。

図集の27ページをお願いいたします。斜線部分が現在の臨港地区の指定箇所で、そのう

ち赤の着色部分が商港区、青の着色部分が工業港区という分区指定を岡山県で行っており
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ます。赤枠部分につきまして、今回、市街化区域への編入、商業地域の用途地域指定と合

わせまして、臨港地区へ編入しようとするものでございます。

。「 」Ａ４版資料の14ページをお願いいたします 都市計画臨港地区を次のように変更する

とし、岡山港臨港地区の総括表を示しており、備考欄に分区別の面積を示しております。

また「位置及び区域は別添地図及び計画図表示のとおり」ということで、先ほどの図集の

25ページが位置図、26ページが計画図となっております。なお、Ａ４版資料の15ページに

は参考としまして、新旧対照表をお示ししております。

以上で議案についての御説明を終わりますが、引き続きまして、参考資料の７ページを

お開きいただきたいと思います。左側に区域区分の変更、右側に用途地域等の変更につい

ての手続きの流れを示しております。平成24年９月７日から９月21日にかけまして、都市

計画原案の縦覧を行い、市民等からの意見を募集しました。その結果、区域区分の変更に

関しましては特に御意見等はございませんでしたが、用途地域の変更につきまして意見書

が３件、口述申立書が１件提出されました。これを受けまして平成24年９月28日に公聴会

を開催しております。

。 、参考資料の５ページの左側をごらんください 用途地域の変更についてでございますが

原案の段階では、今回お示ししております６地区以外に、下地区の用途地域指定の解除を

原案としておりました。下地区につきましては、過去に区画整理事業による計画的な市街

地整備を行うことを条件としていったん市街化区域へ編入いたしましたが、その後、事業

の見通しが立たなくなったことから、再度、市街化調整区域へ戻しております。その際に

乱開発等を防止するとともに、将来的な区画整理事業が事業化されることも踏まえて、用

途地域の指定を残しておりました。

この下地区と竹田升田線沿線につきまして、原案の縦覧や公聴会等を通じて市民意見の

提出がございました。原案の縦覧期間中にいただきました意見、説明会でいただいた意見

の内容、及びこれらに対する市の見解は、５ページの右側から６ページの左側のとおりで

ございます。これらを踏まえまして、竹田升田線沿線地区につきましては、原案の内容は

妥当であると考え、今回の案としてお示ししております。

一方、下地区につきましては、６ページ右側の下段でございますが、他の市街化調整区

域と比較しまして、用途地域の指定という二重の規制がかかっている状況であり、当地区

についてのみ二重の規制をかける必要性がなくなったと判断しまして、用途地域の指定を

解除し、規制を緩和することを原案としておりました。その後、２度の地元説明会や原案
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の縦覧等を行いましたが、住民の方の多くが制限の緩和を望んでおらず、むしろ用途地域

の制限を残すことにより、第１種住居地域と同様の住環境が確保できるといった御意見が

。 、ございました 当地区は既に戸建住宅や共同住宅を中心に宅地化が進んでいる状況であり

住環境を確保する観点からも、用途地域を残すことには一定の合理性があるものと考えら

れます。また、用途地域を残すことは新たな開発を促進するなど、都市計画マスタープラ

ンで掲げている「コンパクトな都市づくり」の方針に反するものではないと考えておりま

す。こうした点を踏まえまして、下地区につきましては、用途指定を解除するという原案

を見直しまして、現状どおり用途地域を残すことといたしました。

、 、 、 、 、その他の用途地域 区域区分 防火地区 準防火地区 臨港地区の変更につきましては

原案のとおりとして都市計画の案を作成しております。

、 、参考資料の７ページでございますが 去る平成25年１月15日から１月29日にかけまして

案の縦覧を行い、市民等からの意見を募集しましたが、特に御意見等はございませんでし

た。今後の予定でございますが、本日御承認をいただきましたら、区域区分の変更につき

ましては国土交通大臣に協議し、同意後、また区域区分以外の用途地域の変更等につきま

しては岡山県知事への協議後、本年度中の変更決定を予定しております。

以上で第１号議案から第４号議案についての説明を終わります。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

○会長 ありがとうございました。第１号議案から４号議案まで、一括で説明をしていた

だきました。４つの議案、それぞれ関連するものでございます。どの部分でも結構でござ

いますので、御質問、御意見ございましたら、お願いしたいと思います。

○委員 はい、お願いします。

○会長 はい、どうぞ。

○委員 図集の15ページのところでお願いしたいと思います。竹田升田線沿線地区の用途

地域の変更に関してです。変更される用途地域に幾つかあるようですけれども、第１種低

層住居専用地域のところが気になっております。第１種低層住居専用地域という最も規制

の厳しいところから、中高層住居専用地域を飛び越えて住居地域に変更される部分がある

ということで、２段階の規制の緩和ということになるかと思います。もしも自分がこうし

たところの住民であれば、それは若干大きな変化、規制緩和の幅が若干広いなという感じ

で、不安を覚えるのではないかなと思いました。

こういう住居の、住環境の良好さを保つための規制がかけられている場所におきまして
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、 、 、は できれば機械的に１段階の規制緩和 ２段階の規制緩和というようなかたちではなく

可能であれば、地区計画等を利用して、もう少しこの地域の実情に合ったような、きめの

細かいルールづくりをしてあげた方が望ましいのではなかったのかなという気がします。

そういったようなきめの細かい一つ一つの作業を積み重ねていくことで、よい景観がつく

られていったり、あるいは住みよさというか、住みよいまちづくりというものに、地道な

作業ではありますが、つながっていくんじゃないかなというふうに思います。これは意見

です。

もう一点は質問です。図集の４ページになります。津島京町のところの特定保留地区に

関してですが、現状を見ましても早く市街化区域になったらいいなというふうに思います

が、土地区画整理事業とかそういったものが整えばというふうに説明の資料には書いてあ

りましたけれども、この地区に関しましては、具体的にというか、一体何が整えば市街化

区域編入の条件が整って、そのスケジュールといいますか、時期的な目途というものがあ

りましたらお答えいただきたいと思います。以上です。

○会長 はい、事務局、お願いします。

○都市計画課 都市計画課長でございます。津島京町地区につきましては、中環状線の沿

線ということで、唯一市街化調整区域として残っている地区でございます。市街化区域へ

の編入が当然望ましい地区と考えておりますが、地元の合意形成等に至っていないという

状況です。

ここの編入のための条件としましては、Ａ４版資料の４ページでございますが、こちら

の地区につきましては、現状としましては、土地区画整理事業というのが困難であると考

、 、 、えておりますので 地区計画といったものを利用しまして 良好な計画的な市街地の整備

そういったものが可能となった段階で市街化区域への編入を行うべきであると考えていま

す。スケジュールとしましては、特に目途は、予定しているスケジュールとしてはござい

ません。地元の方の御理解、御同意を得られた段階で編入をしていきたいというふうに考

えております。

○会長 よろしいですか。他にいかがでしょうか。

○委員 はい。

○会長 はい、どうぞ。

。 、 、 。○委員 すみません 確認で この図集地図の17ページに 高柳西町の角のところですね

三角形になっているところが、第１種低層住居専用地域だったのが、第１種中高層住居専
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、 、用地域に変わっているんですけれども ここは道路から少し離れたところであるんですが

どういう理由か教えてください。

○会長 はい、お願いします。

○都市計画課 都市計画課長でございます。この角につきましては、現状が第１種中高層

住居専用地域。変更後のその他の部分につきましては、第１種住居地域への変更を考えて

おりますが、この部分につきましては、変更後でいきますと、16ページをご覧いただきま

すと、先ほど申しましたこの三角地ですね。三角地が住居地域ということになりますと、

土地の用途の境界として不整形な形になりますので、そこの周辺の第２種中高層住居専用

地域と合わせたかたちで変更しようとするものでございます。

○委員 はい。

○会長 はい、どうぞ。

○委員 ありがとうございます。では、別のところで確認です。27ページですね。この27

ページのところでは、臨港地区の変更の図が描いてありますけれども、見方がよくわから

なくて、27ページの方は商港区、工業港区に分けてあって、26ページのところはそういう

ふうになってないんですが、常に線引きされてるとこには変わりがなくて、表のとおり、

新たに加わったところは商港区に入るという図だと理解してよろしいでしょうか。

○会長 はい。どうぞ、お願いします。

○都市計画課 都市計画課長でございます。申しわけありません。ちょっと見にくい図面

になっております。

27ページにつきましては、赤い色で塗っている部分が商港区、それから青色で塗ってい

る部分が工業港区としまして、これは都市計画で決定しているものではなくて、県の方が

県の港湾条例等に基づいて分区を指定しているということで、参考としてお示ししたよう

なかたちとさせていただいております。

先ほどの埋立で新たにできました、27ページでいきますと赤枠で囲っております白地の

地域でございます。ここを新たに臨港地区として指定をしようとするものでございます。

臨港地区としましては、26ページでいきますと赤い斜線を引いております部分、これが

都市計画で決定しております臨港地区の区域を示しております。ですから、今の埋立地に

つきましても、同様に臨港地区に指定をしようとするものでございます。

なお、県では、ここの埋立地につきましても、周辺の市場等と合わせまして商港区とし

ての分区指定を予定しているというふうにお聞きをしております。
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○委員 はい。

○会長 どうぞ。

○委員 ありがとうございます。

あと準防火地域のことについてなんですが、いただいた資料を見ますと、個人が家を建

てる場合も、何か燃えにくいものでしなくちゃならないというふうになっているのでしょ

うか。ちょっと理解の仕方を教えてください。

○会長 はい、お願いします。

○都市計画課 都市計画課長でございます。

まず、地階を除く階数が４階以上、または延べ面積が1,500㎡を超える建築物について

は耐火建築物とする。ですから、個人とか会社とかいうことではなくって、建物の規模、

構造等によるということでございます。それから、延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下

の建築物については耐火建築物または準耐火建築物とする。地階を除く階数が３である建

築物については、耐火建築、準耐火等とする。その他の建築物につきましては、外壁です

とか軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造とし、その外壁の開口部には防火戸を設けな

ければならない。こういった規制となっております。

、 、 。ですから 個人とかいうことではなくて 建物の大きさ等による規制となっております

○会長 はい、どうぞ。

○委員 そうなると、この11ページの準防火地域内の建築物で、個人が建てるような２階

建てのおうちであっても、この木造建築物等は不燃材料でつくり、また覆わなければなら

ないという理解でよろしいかなというふうに思いますが、いいですね、それで。

○会長 はい、事務局、どうぞ。

○都市計画課 はい、結構です。

○委員 はい。それで、準防火地域については参考資料の６ページ、下地区のところにつ

「 」 、 、いて 現在の指定を残す というふうにわざわざ書いてあるんですけれども これは何か

下地区は準防火地域に入ってるとか入ってないとか、そういうことにかかわるんでしょう

か。以上です。

○会長 はい、どうぞ。

○都市計画課 都市計画課長でございます。恐れ入ります。参考資料の５ページをご覧く

ださい。この赤枠で囲っております部分が下地区でございますが、その赤枠で囲ってる部

分の上に紫色の線、旧の国道２号（現在は国道250号）でございますが、それが西から東
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へ通っております。それに面した地区、部分につきまして、近隣商業地域が一部でござい

ますがあります。そこの部分につきましては引き続き用途地域も残すということで、準防

火地域もそのまま残すということでございます。

○委員 はい。

○会長 はい、どうぞ。

○委員 はい。ありがとうございます。できればもうちょっとわかりやすく書いていただ

けたらと要望したいと思います。

あと、特定保留地区については、必要な調整ができしだい、随時、市街化区域へ編入で

きるということなんですが、そうなると条件が整えば、もうここでの審議は経ずに、もう

市街化区域に編入するという理解でよろしいでしょうか。

○会長 はい、事務局、お願いします。

○都市計画課 はい。都市計画課長でございます。その際にはやはり都市計画の変更とい

う手続きが必要になりますので、原案の縦覧から案の縦覧、それからこういった都市計画

審議会でのご審議をその時点で経た上で、正式に変更等の手続きを行ってまいります。

○会長 はい、どうぞ。

○委員 はい。それで、市街化区域に編入するということにかかわるんですけれども、下

「 、中野平井線の沿線の方から 変更がなったからということが直接の原因ではないにしても

まちになることが進むから、固定資産税が上がるので困る」というふうな話をうかがって

いるわけですよ。準防火地域になれば、個人用の住宅も燃えにくくする。これ自体は大事

なことにしても、いろいろやらなくちゃならないことが増えるということになって、規制

の緩和によって、そこで住む人たちが住みにくくなるんじゃないかという不安を感じると

ころなんですよ。

一定のまちづくりという意味では必要な観点だとは思うんですけれども、そこら辺で住

民の方から不安が出てきた場合には、個別でもいろいろお答えいただけるということにな

るでしょうか。以上です。

○会長 はい、どうぞ。

、 。 、 、○都市計画課 はい 都市計画課長でございます 住民の方につきましては 個々の土地

建物等の権利者の方を全部調べまして、２度、御通知等申し上げております。さらに電話

等での問い合わせ、あるいは今後につきましても、そういった住民の方からの問い合わせ

等があれば、当然、こちら都市計画課の方で丁寧に御説明を続けていきたいと思っており
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ます。

○委員 はい。

○会長 はい、どうぞ。

○委員 はい。まずそこら辺では意思の疎通が図れるようにぜひお願いをしたいと思いま

すし、今度、特定保留地区もつくって、ぜひ市街化区域に入るということですので、手続

きの方、よろしくお願いします。これは要望です。

あと、もう１個要望なんですけれども、今回、市街化区域の編入のことについて議案に

かかっておりますけれども、調整区域の中でも、もう裏技みたいなやり方でどんどん開発

が進んでて、田んぼがなくなってまちになってるというのがある中で 「自分も何かつく、

りたいんだけれども、もう既にまちになってるのに、調整区域でできない」っていったそ

ういった声も聞きます。コンパクトシティということでうたっていることですから、規制

もある市街化区域とかつくっているわけですので、線引きするなら抜け道を許さないよう

にするということで、まちづくり、ぜひ具体的に、開発を抑制するというなら抑制すると

か、めりはりをつけてやっていただきたいと思います。以上、要望です。

○会長 ありがとうございました。それでは、ほかに御質問、御意見ございましたら、お

願いいたします。はい。

○委員 私も図集の竹田升田線の沿線地区というのが一番気になりました。先ほどもいわ

、 、れたように 建物の制限が一番厳しいところから第１種というところになるということで

きめ細かな計画というのが必要なのではないかなというふうに思うのですが、この都市計

画の議案の縦覧のときというのは「この用途地域が変更するんだよ」というのは、どうい

ったかたちでこの沿線の方にはお知らせをされるんでしょう。

○会長 はい、事務局、お願いします。

○都市計画課 はい。都市計画課長でございます。今回、本審議会の方にお諮りしており

ます先ほどの参考資料の７ページでございますが、正式な手続きとしましては、そこでい

きますと９月７日から９月21日に都市計画の原案の縦覧ということでスタートしておりま

す。

ただ、このスケジュール表には記載はしておりませんが、それ以前の５月ごろから各地

権者、権利者の方につきましては、個別に「こういった都市計画の変更を予定しておりま

」「 、 」 、す 変更することよって こういったことが変わってまいります というふうなことで

今回、挙げさせていただいています地区の土地、建物等の権利者の方、すべての方に御通
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知を申し上げております。

その後、正式な都市計画の原案の縦覧という手続き、これにつきましては市のホームペ

ージ等で、それから市政だより、広報紙「おかやま」等に記載をした上で、こういった手

続きをしています。

、 、 、それからその後 都市計画の案の縦覧ということで １月15日から29日につきましても

ホームページあるいは広報紙等に掲載しております。それ以前に再度、権利者の方につき

ましては御通知をしております。

今後の決定につきましては、決定した内容につきましては、広告等によって広報すると

いうことでございます。

ですから、基本的には今まで、権利者の方につきましては２度、通知等によって御通知

を申し上げてきたということでございます。そういった中で御意見等につきましては、先

ほど申しました３件と１件でございますが、そういった御意見をいただいていたという状

況でございます。

○委員 はい。権利者の方には、そういうふうに御案内をされているということですが、

ここに住んでらっしゃる方、もうちょっと広範囲なかたちで、この中で過ごされていると

いうとこで、ホームページとか広報紙には掲載されているということなんですけれども、

ちょっとそのあたりで、もう少し私自身、今後、工夫が必要なんじゃないかなというふう

に思いますので、ちょっと御意見として申し上げておきたいというふうに思います。

もちろん地権者の方は当然なんですけれども、ここで暮らされてる方というのはもっと

広範囲で、ここに環境で住まわれているので、そのあたりのことは配慮をされた方がいい

のではないかというふうに思います。

○会長 はい、ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。

【第１号～第４号議案 議決】

はい。特に意見もありませんようですので、このあたりで決を採らせていただきたいと

思います。第１号議案から第４号議案まで、当審議会として、原案どおり承認することで

よろしいでしょうか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

○会長 はい。それでは、特に異議もないようですので、原案どおり承認するということ

にさせていただきます。ありがとうございました。

午前１１時０３分閉会


