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１ 阿見町都市計画マスタープラン策定委員会要綱 

(趣旨) 

第1条 この要綱は，都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画

に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に必要な事項を協議

するために設置する阿見町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組

織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

(所掌事項) 

第2条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 都市計画マスタープランの策定に係る調査研究に関すること。 

(2) 都市計画マスタープランの策定に係る連絡調整に関すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか，都市計画マスタープランの策定に関し必要なこと。 

 

(組織) 

第3条 委員会の委員は，13人以内で組織する。 

2 委員は，次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 町議会の議員 

 (3) 町民を代表する者 

 (4) 各種団体等を代表する者 

 (5) 前各号に掲げる者のほか，町長が必要であると認める者 

 

(任期) 

第4条 委員の任期は，第2条の所掌事項に係る事務が終了するまでとする。 

2 委員が欠けた場合は，補欠の委員を委嘱又は任命することができる。 

 

(委員長及び副委員長) 

第5条 委員会に，委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は，委員の互選により定める。 

3 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

4 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

 

(会議) 

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は，委員長が招集し，委員長は当該会議の議長と

なる。 

2 会議は，委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。 
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3 委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その説明又は意

見を聴くことができる。 

 

(幹事会) 

第7条 委員会に，第2条の所掌事項の事前調査を行うため，幹事会を置く。 

2 幹事会は，代表幹事及び幹事をもって組織し，それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充

てる。 

3 幹事会の会議は，代表幹事が必要に応じて招集し，代表幹事は当該会議を主宰する。 

4 代表幹事は，必要があると認めたときは，幹事会に幹事以外の者の出席を求め，その説明又

は意見を聴くことができる。 

 

(庶務) 

第8条 委員会及び幹事会の庶務は，都市整備部都市計画課において処理する。 

 

(その他) 

第9条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成26年10月1日から施行する。 
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２ 都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿 

 

  氏 名 所属・職名等 

1 

学識経験のある者 

(学識経験を有する者) 

小場瀬 令二 
練馬まちづくりセンター所長 

阿見町都市計画審議会会長 

2 山本 早里 
阿見町景観審議会委員 

筑波大学准教授 

3 若栁 綾子 
ＮＰＯ法人  

つくば建築研究会理事 

4 
町議会 

(町議会の議員) 
野口 雅弘 阿見町議会代表 

5 
一般町民 

(町民を代表する者) 

岩渕 正伊 公募の町民 

6 中島 日出夫 公募の町民 

7 

各種団体 

(各種団体等を代表

する者) 

藤平 清子 阿見町農業委員  

8 

吉田 光男 

（平成 26 年 11 月 12 日 

～平成 27 年 5 月 19 日） 

柏崎 久雄 

（平成 27 年 5 月 20 日～） 

阿見町商工会長 

9 

田村 敏博 

（平成 26 年 11 月 12 日 

～平成 27 年 12 月 31 日） 

糸賀 忠 

（平成 28 年 1 月 1 日～） 

阿見町区長会長 

10 筧田 広明 
（社）茨城県宅地建物取引業協会 

土浦・つくば支部 理事 

11 

福田 秀明 

（平成 26 年 11 月 12 日 

～平成 27 年 3 月 31 日） 

根本 貴雄 

（平成 27 年 4 月 1 日～） 

阿見東部工業団地連絡協議会会長 

12 藤田 加奈子 阿見観光協会理事 

  



阿見町都市計画マスタープラン 

 

144 

３ 都市計画マスタープラン策定幹事会委員名簿 

 

職 名 氏 名 備 考 

総務部長 横田 健一  

町民部長 篠原 尚彦  

保健福祉部長 

坪田 匡弘 

（平成 26 年 11 月 12 日 

～平成 27 年 3 月 31 日） 

飯野 利明 

（平成 27 年 4 月 1 日～） 

 

生活産業部長 湯原 幸徳  

都市整備部長 篠﨑 慎一 代表幹事 

会計管理者 宮本 寛則  

教育次長 竿留 一美  

総務部次長 大野 利明  
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４ 都市計画マスタープラン策定の経緯 

 

【計画策定経過】 

 

平成26年度 

日 付 内 容 

平成26年 9月11日 

～ 9月26日 

町民意識調査 

 町民2,000人を対象にアンケートを実施 

10月22日 第1回幹事会 

 策定方針、現状分析、現計画の評価確認、アンケート速報 

11月12日 第1回策定委員会 

 策定方針、現状分析、現計画の評価確認、アンケート速報 

11月15日 まちづくり町民討議会 

 まちづくりをテーマにワークショップを開催 

11月25日 

～12月 5日 

若い世代を対象とした意識調査 

 高校生、大学生、20・30歳代を対象にアンケートを実施 

平成27年 2月 6日 第2回幹事会 

 都市づくりの課題、都市の将来像 

2月24日 第2回策定委員会 

 都市づくりの課題、都市の将来像 

 

平成27年度 

日 付 内 容 

平成27年 4月23日 中学生ワークショップ 

 中学生を対象にまちづくりワークショップを開催 

5月25日 第3回幹事会 

 都市計画の基本方針（部門別方針）、地域区分の考え方 

6月16日 第4回幹事会 

 都市計画の基本方針（部門別方針）、重点施策・プロジェクト 

6月19日 議会説明 

 都市計画マスタープランの策定進捗 

7月 8日 第3回策定委員会 

 都市計画の基本方針（部門別方針）、地域区分の考え方 

8月18日 都市計画審議会 

 都市計画マスタープランの策定進捗 

8月24日 第5回幹事会 

 地域別構想編（地域別まちづくりの方針） 
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日 付 内 容 

9月 2日 第6回幹事会 

 地域別構想編（地域別まちづくりの方針） 

9月24日 第4回策定委員会 

 地域別構想編（地域別まちづくりの方針） 

10月10日 地域別懇談会（中央地域） 

 中央地域の地域別構想を説明 

10月17日 地域別懇談会（東南部地域） 

 東南部地域の地域別構想を説明 

10月17日 地域別懇談会（西部部地域） 

 西部地域の地域別構想を説明 

11月11日 第7回幹事会 

 重点プロジェクト、実現化方策、マスタープラン素案 

12月 2日 第5回策定委員会 

 重点プロジェクト、実現化方策、マスタープラン素案 

12月21日 議会説明 

 マスタープラン素案 

12月14日 

～平成28年 1月8日 

パブリックコメント 

 計画案に対する市民意見集約（意見数 3件） 

2月 1日 第8回幹事会 

 マスタープラン最終案、パブリックコメント報告 

2月22日 第6回策定委員会 

 マスタープラン最終案、パブリックコメント報告 

3月16日 阿見町都市計画審議会 

 マスタープラン最終案 
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５ 阿見町 都市計画マスタープラン 町民意識調査結果（抜粋） 

町内在住の 18 歳以上の男女 2,000 人を対象に、まちづくりに関する意識調査を実施し

ました。 

（下記 MA：複数回答、SA：単一回答） 

 

普段よく使う交通手段 ＭＡ  

 

普段よく使う交通手段については、「自家用車」が 86.4％と圧倒的に利用者が多い状況です。「自転車」の利用は

21.6％と 2 割を超える一方で、「バス」は 9.1％で 1 割程度の利用となっています。 

 

 

今後，『都市部』（市街地）で求められる"集約型のまちづくり”について ＳＡ  

 

都市部等に、生活の中心となる施設（商業・医療・福祉・教育文化施設など）を集約するまちづくりの推進について

うかがったところ、「阿見町の都市部でも、集約化を進めるべき」と回答した人が多く、73.6％を占めています。 

 

  

普段よく使う交通手段 MA

票数 %
1 徒歩・車いす 114 13.3%
2 自転車 185 21.6%
3 バス 78 9.1%
4 バイク・スクーター 25 2.9%
5 自家用車 740 86.4%
6 その他 60 7.0%
7 無回答 8 0.7%

計 1,210 -
構成比算出のための母数 856
※無効回答 0

普段よく使う交通手段については、「自家用車」が86.4％と圧倒的に利用者が多い。「自転車」も21.6％と2割を超
える利用者がいる。一方、「徒歩・車いす」は13.3％、「バス」は9.1％で1割程度の利用となっている。

0.7%

7.0%

86.4%

2.9%

9.1%

21.6%

13.3%

今後，『都市部』（市街地）で求められる"集約型のまちづくり”について SA

票数 %

1
阿見町の都市部でも，集約化を
進めるべきである。

630 73.6%

2 現状で十分である。 103 12.0%
3 その他 63 7.4%
4 無回答 60 7.0%

計（構成比算出のための母数） 856 100.0%
※無効回答 0

都市部等の“歩いて暮らせる範囲”に、都市の中心となる施設（医療・福祉・教育文化施設、商業施設など）を集
約するまちづくりの推進についてうかがったところ、「阿見町の都市部でも、集約化を進めるべき」と回答した人
が多く、73.6％を占めている。

73.6% 12.0% 7.4% 7.0%

阿見町の都市部でも，集約化を進めるべきである。

現状で十分である。

その他

無回答
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身近な生活環境・町全体の都市整備についての満足度・ニーズ ＳＡ(複合)  

 

身近な生活環境・町全体の都市整備については、「歩行者などへの安全対策」の改善が最優先で求められています。ま

た「情報伝達機能の強化」や「避難場所・施設」など、災害時の安全対策の改善も優先度が高い状況です。 

 

町民意識調査では、「身近な生活環境」と「町全体の都市整備」に関する 48 項目について「現在の満足度」と「今

後のニーズ（積極的に進めてほしい、ニーズが高い施策）」の 2 つの指標を設けて、5 段階評価により回答をしてい

ただいきました。下図の分布領域 A ～ D の考え方は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ：町民の満足度が低く、ニーズが高い項目 

町民のニーズに対し、町の取り組みとして十分でな

い項目であり、今後、重点的に取り組むべき課題。 

 

Ｃ：町民の満足度・ニーズが低い項目 

町民のニーズは高くはないが、町として今後の取り

組み方に改善が必要な項目。 

Ｂ：町民の満足度・ニーズが高い項目 

町の取り組みとして、町民のニーズをある程度捉え

ることができており、引続き取り組むべき項目。 

 

Ｄ：町民の満足度が高く、ニーズが低い項目 

これまでの町の取り組みにより、町民のニーズは充

足されており、維持に努めるべき項目。 
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開発と自然環境の保全について，どのように重点を置いたらよいか ＳＡ  

 

「生活環境の向上を図る上である程度の開発は必要と考える」（49.5％）が回答の半分近くを占めます。 

年代別でみると、「３０歳代」～「６０歳～６４歳代」では、半数以上が「生活環境の向上を図るうえである程度の

開発は必要と考える」と回答しています。一方、「２０歳代」では、「特別な事情がない限り保全に重点を置く」とい

う回答が 23.2％で２割を超えています。 

地域別でみると、どの地域でも「生活環境の向上を図る上である程度の開発は必要と考える」が最も高いが、「今の

ままでよい」とする回答については、「君原小学校区」（20.5％）で 2 割を超えています。 

 

 

 

どのような開発がよいか ＳＡ  

 

「人々が集まるにぎわいと魅力ある商業地の開発」（27.1％）、「住宅地と商業・業務地の一体的な開発」（21.6％）

を合わせると回答の半数近くを占めています。開発にあたっては、商業機能の導入が望まれています。 

開発と自然環境の保全について，どのように重点を置いたらよいか。 SA

票数 %

1
地域の発展のために開発に重点
を置く

75 8.9%

2
生活環境の向上を図る上である
程度の開発は必要と考える

417 49.5%

3 今のままでよい 117 13.9%

4
特別な事情がないかぎり保全に
重点を置く

101 12.0%

5
貴重な財産としての自然環境を
守るため保全に重点を置く

103 12.2%

6 その他 5 0.6%
7 無回答 25 3.0%

計（構成比算出のための母数） 843 100.0%
※無効回答 13

「生活環境の向上を図る上である程度の開発は必要と考える」（49.5％）が回答の半分近くを占める。
年代別でみると、「３０歳代」～「６０歳～６４歳代」では、半数以上が「生活環境の向上を図るうえである程度の
開発は必要と考える」と回答している。一方、「２０歳代」では、「特別な事情がない限り保全に重点を置く」という
回答が23.2％で２割を超える。
地域別でみると、どの地域でも「生活環境の向上を図る上である程度の開発は必要と考える」が最も高いが、
「今のままでよい」とする回答については、「君原小学校区」（20.5％）で2割を超えている。

8.9% 49.5% 13.9% 12.0% 12.2%

0.6%

3.0%

地域の発展のために開発に重点を置く
生活環境の向上を図る上である程度の開発は必要と考える
今のままでよい
特別な事情がないかぎり保全に重点を置く
貴重な財産としての自然環境を守るため保全に重点を置く
その他

どのような開発がよいか。（上記質問で１，２を選んだ場合） SA

票数 %

1
良好な住環境整備のための計画
的な住宅地の開発

68 14.0%

2
人々が集まるにぎわいと魅力あ
る商業地の開発

132 27.1%

3
就労の場を確保するため企業立
地を目指した工業団地の開発

86 17.7%

4
余暇時間の増大に対応した観
光・リゾートの開発

57 11.7%

5
住宅地と商業・業務地の一体的
な開発

105 21.6%

6
住宅地と工業団地の一体的な開
発

26 5.3%

7 その他 9 1.8%
8 無回答 4 0.8%

計（構成比算出のための母数） 487 100.0%
※無効回答 5

「人々が集まるにぎわいと魅力ある商業地の開発」（27.1％）、「住宅地と商業・業務地の一体的な開発」
（21.6％）を合わせて回答の半分近くを占める。開発にあたっては、商業機能の導入が望まれている。

14.0% 27.1% 17.7% 11.7% 21.6% 5.3%

1.8%

0.8%

良好な住環境整備のための計画的な住宅地の開発
人々が集まるにぎわいと魅力ある商業地の開発
就労の場を確保するため企業立地を目指した工業団地の開発
余暇時間の増大に対応した観光・リゾートの開発
住宅地と商業・業務地の一体的な開発
住宅地と工業団地の一体的な開発
その他




