
平成３０年度 第１回豊川市都市計画審議会議事録 

 

１ 日時 

  平成３０年８月１０日（金）午後２時００分～午後２時４０分 

 

２ 会場 

  豊川市役所 議会協議会室 

 

３ 議案 

 （諮問議案） 

  第１号議案 豊川市都市計画審議会運営細則の一部改正について 

 （付議議案） 

  第２号議案 東三河都市計画牛久保防災まちづくり地区計画の決定について 

（豊川市決定） 

  

４ 出席委員【１５名】 

 (1) 市都市計画審議会条例第３条第２項第１号委員 

大貝彰 駒木伸比古 宇都野武 松下紀人 岡田敏昭 足立千惠子 

田中みや子 林昌宏 小原博之 篠崎邦江 大桑兌行 各委員  

 (2) 市都市計画審議会条例第３条第２項第２号委員 

榊原洋二 柴田輝明 各委員 

(3) 市都市計画審議会条例第３条第３項委員 

   飯田進 稲垣秀高 各委員 

 

５ 欠席委員【１名】 

  浅野純一郎 委員 

 

６ 傍聴者数 

  １３名 

 

７ 付議依頼者 

  豊川市長 山脇実 

  



８ 事務局及び議案説明者 

  市 長 山脇実 

  都 市 対 策 監 鈴木高 

    建 設 部 次 長 増田孝道 

  都 市 計 画 課 山本課長、田上主幹、井澤課長補佐 

宮本計画係長、大澤主任、横田技師 

 

午後 ２時００分 開会 

 

１ 開会 

（事務局：都市計画課課長補佐） 

本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。ただ今

より、「平成３０年度第１回豊川市都市計画審議会」を開会させていただきます。

私は事務局の都市計画課井澤でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず始めに、定足数の確認についてご報告いたします。本日は委員定数のうち

半数以上の方がご出席されておりますので、豊川市都市計画審議会条例第７条第

２項の規定により、本審議会は成立していることを申し上げます。 

  次に、次第を１枚おめくりいただき、委員名簿をご覧ください。本日の審議会

は本年度初めての開催となり、新たに委員にご就任いただいた方がお見えですの

で、事務局から紹介させていただきます。 

学識経験者の第２項第１号委員として「林昌宏様」、「小原博之様」、市議会議員

の同第２号委員として「榊原洋二様」、「柴田輝明様」、関係機関の代表である第３

項委員として「稲垣秀高様」以上の皆様が、今年度新たに委員にご就任いただい

た方々でございます。 

なお、皆様の役職等につきましては、委員名簿にてご紹介させていただきます。

また、本日の配席表も配布しておりますので、合わせてご覧ください。 

 次に、傍聴についてご説明いたします。本日は豊川市都市計画審議会運営細則

第６条の規定に基づきまして、本審議会の傍聴を可とすることになっております。 

つきましては、傍聴の皆様には、お配りしています「傍聴に当たっての注意事項」

の内容を遵守し、傍聴していただきますようお願いいたします。また、写真撮影

につきましては、各議案の審議が始まるまでとさせていただきますので、ご了承

ください。 

それでは次第に基づき、審議に先立ちまして市長よりごあいさつを申し上げま

す。 

 

２ 市長あいさつ 



（市長） 

皆さん、こんにちは。市長の山脇でございます。本日はご多忙の中、委員の皆

様方のご出席をいただき、誠にありがとうございます。また、平素から本市の都

市計画行政にご尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本日の主な議案としましては、地区計画の策定となります。豊川市では、

老朽木造建築物の密集する地区において、地域主体の取組みと連携し、地震災害

時の危険性の軽減に向けた密集市街地整備事業を進めてまいりました。牛久保地

区はこの事業のモデル地区でありまして、平成２７年に「牛久保安心・安全なま

ちづくり協議会」が発足し、まち歩きやワークショップなどを３年にわたり行い、

災害に強いまちづくりの検討を進めていただきました。この地域の取組みを踏ま

えた今回の地区計画は、地域の地震災害時の危険性を減少させるものであり、地

域の取組みの成果となるものでございます。 

また、６月１８日に発生した大阪北部地震では、住宅の損壊等の被害が広範囲

に発生しており、ブロック塀の倒壊により小学生が亡くなるという痛ましい被害

も起きています。今回の地区計画は、計画区域内のブロック塀などの設置を制限

する内容を含んでおり、身近な道路にある危険性を減少させるものでございます。 

 本日は各議案につきまして、皆様の慎重審議、活発なご議論をいただきたく存

じますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：都市計画課課長補佐） 

 市長は、この後、他の公務がありますので、これで退席させていただきます。 

 

～市長退席～ 

 

３ 会長選出 

（事務局：都市計画課課長補佐） 

それでは、次第３にうつる前に、お手元の配布資料について確認させていただ

きます。 

 お手元には、Ａ４版の次第、委員名簿、配席表、ホッチキス左止めの審議会資

料の冊子、Ａ４版で右上に「別添資料１」と記載してあります資料、Ａ３版で右

上に「別添資料２」と記載してあります資料、Ａ３版で右上に「別添資料３」と

記載してあります資料、最後にＡ４冊子の都市計画審議会関係法令をご用意して

おります。過不足等はございませんでしょうか。 

 次に、本日の事務局出席者を申し上げます。建設部都市対策監、建設部次長、

都市計画課、以上が出席しております。 

それでは、次第３にうつります。本日は、本年度第１回目の審議会でございま



すので、豊川市都市計画審議会運営細則第３条第１項の規定に基づき、新しい会

長が決まるまでの間、前年度会長の大貝委員に仮の議長をお願いいたします。 

 

（仮議長：会長） 

 大貝でございます。それでは、議長が決まるまでの間、仮の議長を務めさせて

いただきますので、ご協力をお願いします。 

 それでは、次第３「会長選出」について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：都市計画課課長補佐） 

 それでは会長選出の方法について、ご説明いたします。会長職は本審議会条例

第６条第１項の規定により、学識経験委員の１２名の皆様から選出していただく

ことになります。選出の方法としましては、選挙によるものと規定されておりま

すが、運営細則第２条第４項において、「常任委員に異議がないときは、指名推薦

を選挙とみなす方法」も規定されていることを付け加えさせていただきます。説

明は以上でございます。 

 

（仮議長：会長） 

 ありがとうございました。それでは、会長選出の方法について決めたいと思い

ます。ご意見がなければ、運営細則第２条第４項の規定により、指名推薦の方法

でよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

  

（仮議長：会長） 

 ありがとうございます。「異議なし」との声がありましたので、指名推薦の方法

により会長を決めたいと思います。ご推薦をお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

はい、議長。 

 

（仮議長：会長） 

はい、Ａ委員どうぞ。  

 

（Ａ委員） 

 本年度も、前年度会長である大貝委員を推薦したいと思います。よろしくお願

いします。 



 

（仮議長：会長） 

 ただいまＡ委員より、「会長に私を」との発言がありましたが、皆様いかがでし

ょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

  

（仮議長：会長） 

 「異議なし」の声をいただきましたので、前年度に引き続き、私が会長を務め

させていただきます。 

 

会長挨拶 

（会長） 

何年か会長職を務めさせていただき、できればそろそろ引退した方がいいかな

と思っていますが、今日は牛久保地区の防災まちづくりの議案があり、私も豊川

市のまちづくりに少し関わっているところもあるので、もう少し頑張っていきた

いと思います。みなさんよろしくお願いします。 

この審議会の運営が円滑にできますように務めていきたいと思いますので皆さ

んご協力お願い致します。 

  

４ 会長職務代理者の指名 

（会長） 

 それではお手元の次第に従いまして、次第４「会長職務代理者の指名」を行い

ます。本審議会条例第６条第３項の規定によりますと、「職務代理者は学識経験委

員のうちから会長が指名する」となっておりますので、浅野委員を指名させてい

ただきます。よろしくお願いします。なお、浅野委員は本日欠席されております

が、指名があればご承諾いただけることとなっておりますので、よろしくお願い

します。 

 

５ 議事録署名人の指名 

（会長） 

続きまして、議事録署名人の指名を行います。本審議会運営細則第９条第２項

の規定では、「議長が出席した常任委員のうちから２人を指名する」こととなって

おります。そこで、議事録署名人には、榊原委員と柴田委員を指名させていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 



６ 第１号議案豊川市都市計画審議会運営細則の一部改正について（諮問） 

（会長） 

それでは、審議会資料に基づきまして、議事に入ります。本日は、都市計画審

議会運営細則について「諮問」の案件が１件そして、豊川市が決定する「付議」

の案件が１件の計２議案となります。それぞれの議案ごとに事務局から説明を受

け、質疑、そこから付議の案件は採決へと進めてまいります。 

第１号議案は、豊川市都市計画審議会運営細則の一部改正について、事務局か 

ら議案説明をお願いします。 

 

第１号議案説明 

（事務局：都市計画課主幹） 

都市計画課主幹の田上でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは第１号議案豊川市都市計画審議会運営細則の一部改正について、説明

させていただきます。 

お手元「審議会資料」の表紙をはねていただいて、１ページをご覧ください。 

運営細則とは都市計画審議会の運営に関し必要な事項を定めたものでありまし

て、今回改正する理由といたしましては、審議を充実させるため、市の職員以外

の者を出席させ、議案を説明する機会を設けるものとなります。 

改正内容につきましては、Ａ４の別添資料１をご覧ください。こちらは、新旧

対照表となり、表の右側が旧、左側が新となっておりまして、３ページの第７条

をご覧ください。第７条には、議案説明者について定めがあり、右側旧の欄「議

長は、議案に関係のある市の職員を会議に出席させ、議案につき説明させること

ができる」としていたものを、左側赤書きの「議長は、議案に関係ある市の職員

又は市が必要と認めた者を会議に出席させ、議案につき説明させることができる。」

と改正するものです。 

本審議会で、審議いただく内容は、豊川市の決定するものの他、愛知県が決定

する都市計画など、県が本審議会に意見を求めるものもございます。 

そのため、内容によっては、市の職員以外の者が意見を述べ、説明するほうが

より適切な説明ができ、審議が充実するものがあると考えるため、改正するもの

です。 

改正箇所は以上でございます。 

なお、運営細則の一部改正につきましては、豊川市都市計画審議会条例第８条

に基づき、会長が審議会に諮って定めるものとなっております。 

以上で、第１号議案の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

第１号議案及 質疑・採決 



（会長） 

ありがとうございました。事務局から説明がありましたとおり、運営細則につ

いては、会長が審議会に諮って定めるものとなっております。説明ありましたと

おり第７条では、議案の説明について、市の職員としか運営細則上定めはありま

せん。しかし、実質的にはこれまでも、県の事業等については、県の職員の方に

出席いただいて、必要に応じて県の方が答えていた事がありました。実態に寄り

添う形での運営細則を改めるというものです。 

第１号議案について、ご意見、ご質問があれば、お伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

【質疑・意見なし】 

 

 特に問題がないと思います。第７条に県の職員とは規定せず、市の職員が必要

と認めた場合と定め、市にお任せするものです。どの方が出席するかは、その時々

に市が判断することになります。特に意見もないようですので、本日付で議案の

とおり豊川市都市計画審議会運営細則を一部改正いたします。ありがとうござい

ました。 

 

 第２号議案東三河都市計画牛久保防災まちづくり地区計画の決定について（付議） 

（会長） 

それでは、次の議題にうつります。 

第２号議案「東三河都市計画牛久保防災まちづくり地区計画の決定について」、

事務局から議案説明をお願いします。 

  

（事務局：都市計画課主幹） 

それでは、第２号議案について説明させていただきます。 

「審議会資料」の２ページをご覧ください。 

まず、決定する都市計画の概要についてご説明します。 

都市計画の種類及び名称につきましては、東三河都市計画牛久保防災まちづくり

地区計画で、位置は豊川市牛久保町の一部、面積は約１４．５ヘクタールとなり

となります。 

右側、３ページをご覧ください。 

上段総括図の赤枠で囲んだ箇所が計画区域となりまして、下段の図面が計画図

となります。計画図につきましては、Ａ３の別添資料２を配布しておりますので、

適宜ご確認いただければと思いますが、赤色一点鎖線で囲まれたＪＲ飯田線の牛

久保駅の北東の区域となります。 



２ページにお戻りいただきまして、決定権者は、豊川市となります。 

決定内容の概略ですが、「安心かつ安全に暮らせる計画的なまちづくりを推進す

る」ことを目標に、適正な土地利用、道路の整備等により、災害に強く快適な市

街地の形成を図るため、地区計画を定めるものとなります。 

 決定理由につきましては、６ページをご覧ください。 

 まず、「当該都市計画の都市の将来像における位置づけ」につきまして、当該地

区は、豊川市都市計画マスタープランにおいて、市街地整備の方針では「地震発

生時の危険性が懸念される市街地」として、「安全で安心して暮らせる市街地整備

の形成を図ります。」とし、地域別構想では「防災性の向上に向けた地域主体の取

組みである密集市街地整備事業を推進します。」としています。 

 続きまして、「当該都市計画の必要性」についてとなります。ご説明に際し、地

区計画策定に至りました経緯についてお話しますが、経緯をまとめた資料として、

Ａ３の別添資料３を配布しておりますので、適宜ご確認いただければと思います。 

当該地区は、平成２６年度に本市が行った地震災害時の危険度評価により、危

険性が高いとされた６地区のうちの１地区であり、危険性を緩和・解消するため

に実施する密集市街地整備事業のモデル地区として選定された地区となります。 

地区選定の後、平成２７年度に、地域団体「牛久保安心・安全なまちづくり協議

会」が設立され、平成２７年度、２８年度の２年間に渡り、ワークショップ等の

活動により防災に対する課題の共有や検討を重ね、平成２８年度末に、協議会の

活動の成果として「牛久保安心・安全な防災まちづくり計画」を策定し、当該地

区の目指す姿・取組みの方向性が明らかにされました。 

そこで、地域住民が防災の取組みを主体的に行っている特性に配慮しつつ、地

震災害時の危険性を緩和・解消するため、建築物等に関する制限を行うことより、

災害に強く快適な市街地の形成を目指すため、当該地区の地区計画を策定するも

のとします。 

続きまして、「当該都市計画の妥当性」ですが、位置、区域及び規模は、地域住

民が取組みを進めてきた対象地区と一致するものとなります。 

お戻りいただいて、４ページをご覧ください。 

こちらが、今回策定する地区計画の計画書となります。  

地区計画とは、地区レベルで、きめ細やかなまちづくりのルールを定める都市

計画で、現時点で豊川市内に１０地区ございます。 

地区計画の内容ですが、名称、位置、面積につきましては、先ほどご説明させ

ていただいたとおりです。 

目標としましては、協議会の活動を踏まえ、「安心かつ安全に暮らせる計画的な

まちづくりを推進することを目標に、工作物等に関する制限を行うことにより、

災害に強く快適な市街地の形成を目指す。」とします。 



区域の整備開発及び保全の方針では、土地利用の方針として、災害に強く快適

な市街地の形成を目指すこととし、建築物等の整備の方針として、住宅の密集化

を防止し、防災性能の向上及び居住環境の向上を図るため、道路沿いにおけるブ

ロック塀等の築造の制限等の誘導を行うものとしています。 

地区整備計画における建築物に関する事項では、かき又はさくの構造の制限と

して、道路又は避難地に面するかき又はさくは、生垣又はフェンス若しくは鉄柵

等とし、原則としてコンクリートブロック塀等は設置してはならないと定めます。 

これは、道路、避難地に面するフェンスや塀などが倒壊した場合、避難地への

避難が困難になること、緊急車両の通行に支障をきたすおそれがあること、また、

歩行者に危険をおよぼすおそれあることから、今後かき又はさくを設置する際は、

生垣、フェンス、鉄柵などに限るものになります。生垣、フェンス、鉄柵につき

ましては、ブロック塀などと比べ、比較的軽量であるため、倒壊により避難路の

閉塞や歩行者に直接的な危険を及ぼしにくくなります。 

議案資料の５ページをご覧ください。図のような生垣、フェンス、鉄柵のみが

設置可能となり、ブロック塀は、今後設置ができなくなります。 

以上が、今回ご審議いただく地区計画の内容になります。 

続きまして、審議会資料の８ページをご覧ください。これまでの手続きに関す

る経緯と今後の予定についてご説明いたします。 

まず、４月に説明会を実施しております。変更の時期や内容についていくつか

のご質問をいただきましたが、反対のご意見はありませんでした。その後、市か

ら愛知県へ事前協議を行い、異存なしと回答をいただいております。 

６月８日から２２日までの２週間において、地権者、利害関係者を対象とした

都市計画法第１６条に基づく縦覧を行いましたが、縦覧者、意見書の提出ともに

ありませんでした。その後、７月９日から２４日までの２週間において、市民を

対象とした都市計画法第１７条に基づく縦覧を行い、縦覧者が２名ありましたが、

意見書の提出はありませんでした。 

今後は、本日の審議会結果を踏まえ、知事との協議を経て、９月下旬の告示を

予定しています。 

続きまして、Ａ３の別添資料３の右側「３．今後の取組み」をご覧ください。

こちらは、地区計画決定後の内容となります。 

（１）ブロック塀等・改修事業費補助金についてですが、地区計画において今

後設置が認められないブロック塀について、改善を進めるため、地区計画の決定

後、ブロック塀の撤去費及び改修費に対し、補助を実施していく予定です。 

続きまして、（２）狭あい道路の拡幅及び交差点の改良についてですが、「牛久

保安心・安全な防災まちづくり計画」には、地区内の主要な道路、避難経路とな

る道路及び交差点の改良が位置付けられています。それを踏まえ、今後計画に位



置づけられた４メートル未満の道路の拡幅や不整形な交差点の改良を進めるため、

改良予定の道路については、沿線地権者の合意が得られた道路から平成３１年度

以降、地区計画に位置付けることを予定しています。合わせて、道路整備に向け

た建築物や工作物の設置制限を位置付ける予定です。 

以上のように、この地区計画におきましては、まず計画区域や目標、かき・さ

くの構造の制限を定めたうえで、来年度以降に改良予定の道路を地区計画に位置

付ける手法を採っていくことを考えています。これは、地域の取組みを受け、地

域住民の理解が得られやすく、出来るだけ速やかに危険性の改善につながるもの

から地区計画に位置付けることとしたものとなります。 

以上で第２号議案の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

第２号議案 質疑・採決 

（会長） 

ありがとうございました。それでは、第２号議案「東三河都市計画牛久保防災

まちづくり地区計画の決定について」、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

【質疑応答】 

 

（Ｂ委員） 

地域の方の合意形成はほぼできているだろうと思います。ただ、説明会を平成

３０年４月１２日に牛久保の公民館で開催し、４１名の方が出席され、その後、

縦覧を行い、地権者や利害関係者から何も意見が出ていないわけですが、実際、

これだけの広い区域の中に対象者はどれぐらいいるのでしょうか。４１名の方に

ついては、説明会に出席され、合意形成はできていると思いますが。 

また、最終的に告示を本年するわけですが、整備計画の達成年度について教え

てください。 

 

（事務局：都市計画課主幹） 

まず対象者でございますが、この地域の世帯数として、約４００世帯ございま

す。その中で私共が調査したところでは、地区計画が定まった後、ブロック塀の

補助の対象となる方がその内の４分の１ぐらいの１００件弱ぐらいの方が対象と

なると捉えています。 

達成年度についてですが、目標年度は定めていません。地域の方の取組みのご

協力を得る中で進めていきますので、期間は長期期間に渡って、改善されていく

事を期待していくものになります。 

 



（Ａ委員） 

今後の取組みの中で、ブロック塀の撤去・改修について補助するとなっていま

すが、二点質問があります。 

まず、一点目ですが、対象が１００件ある中で、所有者が確定しているのか、

現存してみえるのか、また、取組みが上手く進むのかを教えていただきたい。 

次に二点目ですが、区域内には、私有地の所とお寺がある中で、どのような補

助をするのでしょうか。一律補助という事ではなく、深い補助が必要ではないの

かと個人的には思いますが、市の考えを教えてください。 

 

（事務局：都市計画課主幹） 

一点目のご質問については、所有者の把握はしていません。元々この地区計画

を策定する経緯として、地元の集まりの協議会の活動がありますので、地域の皆

様の力を借りながら、ブロック塀の改修を進めてまいりたいと考えています。 

二点目のご質問については、所有形態が違うブロック塀の区別は行っておらず、

１件あたり上限を決めて補助していく予定です。 

 

（Ａ委員） 

一律にすると上手く進んでいかないと思いますが、その危惧はありませんか。 

お寺は共同の所有であり、共同財産だと思います。一概に個人の所有とするの

ではなく、共同の所有については、補助額を上げたほうがスムーズにいくと考え

意見したものです。 

 

（事務局：都市計画課主幹） 

今後開始していくものでありますので、状況を見ながら考えていきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

（会長） 

この補助制度そのものは、市の制度として従来から存在するものでしょうか。

それとも、この牛久保の地区計画を定めたことにより、制定されるものでしょう

か。 

 

（事務局：都市計画課主幹） 

地区計画を定めた事により、制定されるものです。 

 

（会長） 

制度自体は、運用していくなかで、より進むように考えていただくものかと思



います。 

 

（Ｃ委員） 

ブロック塀の補助について、お寺でも個人の所有でも言えることですが、敷地

の広さによりブロック塀の延長が違い、一軒いくらと決めると、撤去や改修に必

要な費用に対する補助の割合がまちまちになってしまうため、１ｍあたりに対す

る補助など補助の決め方を考慮したほうが良いのではないでしょうか。 

 

（事務局：都市計画課主幹） 

今後予定している補助制度は、規模に応じて金額が変動するなかで、上限金額

を定めているものとなります。 

 

（会長） 

都市計画審議会で審議する内容は地区計画を定めて、地区整備計画としてブロ

ック塀を制限する事となります。最後に補助金の話がありましたので、補助金に

ついてのご質問が出てます。実際にまちを変えていくためには重要となってきま

すので、委員の皆さんの興味があるところかと思いますが、補助金に関しては、

より良い補助制度にしていただくことを市にお任せして、本日はブロック塀の制

限を設けることについて、審議いただくものです。その他、ご意見・ご質問あり

ましたらお願いいます。 

 

（Ｄ委員） 

４メートル未満の道路についてですが、４メートルにするため地権者が土地を

提供しなければならないが、その場合は無償提供ではなく、買い上げになると思

いますが、買い上げの時期は提供の時でしょうか。それとも、道路の整備をする

時でしょうか。 

 

（事務局：都市計画課主幹） 

道路のお話もしましたが、今回の地区計画では、道路の整備の位置づけについ

ては定まっていません。どのような時期にどのように整備していくかについては、

今後の課題として、考えていきたいと思っています。 

 

（Ｅ委員） 

 今回地区計画が決定された後、密集市街地の他地区でもブロック塀の取組みを

していくのでしょうか。 

 



（事務局：都市計画課主幹） 

 牛久保地区をモデル地区として進めてきておりますので、今後の牛久保の取組

みの状況により、次の地区でどのような取組みをしていくのか参考にしていきた

いと考えています。 

 

（会長） 

その他、ご意見・ご質問ありましたらお願いいます。 

ブロック塀の撤去・改修費の補助に手を挙げる方がたくさん出てきて、市の年

間予算以上となることを私としては望んでいます。 

その他ご意見もないようですので、採決にうつりたいと思います。 

それでは、第２号議案「東三河都市計画牛久保防災まちづくり地区計画の決定

について」、「異議なし」として回答してよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

  

それでは、第２号議案については「異議なし」とします。 

これで本日の議案審議を終了しました。事務局から連絡事項をお願いします。 

  

７ 連絡事項 

（事務局：都市計画課課長補佐） 

事務局から１件連絡がございます。 

今年度第２回都市計画審議会を１２月２１日（金）午前１０時より開催いたし

ます。正式なご通知は後日送付させていただきますが、ご予定をお願いいたしま

す。 

以上でございます。 

 

８ 閉会 

（会長） 

それでは、これをもちまして本日の都市計画審議会を閉会といたします。委員

の皆様のご協力を感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 


