
様式第２号（第５条関係） 

 

都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 策 定 委 員 委 嘱 式 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（酒巻参事） 定刻になりましたので、只今から久喜市都市計画マスタープラン策定委員 

委嘱式を行います。田中市長から委員の皆様に委嘱書を交付させていただきま

す。 

（市長から全委員に対して委嘱書を手渡す） 

ありがとうございました。 

 

 

策 定 委 員 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（酒巻参事） 【開会】 

現在の出席者は１８名です。本策定委員会の定数２０名の２分の１を超えてい

ますので、ただ今から平成２２年度第 1回久喜市都市計画マスタープラン策定

委員会を開催します。次第に従いまして、会議を進めます。はじめに、市長の

あいさつでございます。 

市長 

 

【市長あいさつ】 

省略 

司会（酒巻参事） 

 

ありがとうございました。 

本日の策定委員会が最初の策定委員会でございますので、順番に自己紹介をお

願いしたいと思います。 

（自己紹介） 

ありがとうございました。次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

（事務局紹介） 

条例について事務局の坂巻から説明させていただきます。 

坂巻担当主査 

（都市計画課） 

（久喜市都市計画マスタープラン策定委員会条例の説明） 

省略 

司会（酒巻参事） 

 

【会長・副会長選出】 

会長・副会長の選出でございます。会長さんが決まるまで、慣例により、田中

市長に仮議長をお願いしたいと思います。 



仮議長（市長） 会長さんが決まるまでの間、仮議長を務めさせていただきます。早速でござい

ますが、会長さんの選出について、久喜市都市計画マスタープラン策定委員会

条例第６条で、委員の互選によって定めるとなっておりますが、いかがしたら

よろしいでしょうか。 

 

（吉岡委員にお願いしますの声あり） 

ただいま、吉岡委員というご意見がありましたが、他にございますでしょうか。 

他にないようですので、吉岡委員に会長さんをお願いするということでよろし

いでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認め、吉岡委員に会長さんをお願いすることに決定します。あり

がとうございました。 

続きまして、副会長を決めたいと思いますが、いかがしたらよろしいでしょう

か。 

（根岸委員にお願いしますの声あり） 

他にないようですので、根岸委員に副会長さんをお願いするということでよろ

しいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

ご異議なしと認め、根岸委員に副会長さんをお願いすることに決定します。あ

りがとうございました。 

会長さん・副会長さんが決まりましたので、これで、仮議長の務めを終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

司会（酒巻参事） ありがとうございました。それでは、吉岡会長さんよりあいさつをお願いしま

す。 

吉岡会長 （会長あいさつ） 

省略 

司会（酒巻参事） ありがとうございました。それでは、根岸副会長さんよりあいさつをお願いし

ます。 

根岸副会長 （副会長あいさつ） 

省略 



司会（酒巻参事） 【諮問】 

続きまして、田中市長から諮問をいたします。 

吉岡会長、前の方に移動をお願いいたします。 

（市長から会長に諮問書を読み上げ、諮問書を会長へ手渡す） 

ありがとうございました。 

市長は、所用がございますので、ここで退席させていただきます。 

（市長が退席する） 

司会（酒巻参事） ありがとうございました。会長が決まりましたので、会長が議長にご就任いた

だき、会議を進めていただきたいと存じます。それでは、吉岡会長さんよろし

くお願いいたします。 

（会長が議長席へ移動する） 

議長（吉岡会長） 【議事】 

それでは、これより議長として議事を進めさせていただきます。議事が円滑に

進行するよう、皆さんのご協力をお願いします。 

 今回は２つの議事がございます。 

まず、都市計画マスタープラン概要説明を事務局よりお願いいたします。 

坂巻担当主査 

（都市計画課） 

（都市計画マスタープラン概要について説明） 

省略 

議長（吉岡会長） ただいまの説明につきまして、ご質問はございますか。 

稲垣委員 他の町の都市計画マスタープランの資料は見ることができるのでしょうか。 

事務局 旧菖蒲町の都市計画マスタープランの概要版はご用意いたします。また、旧久

喜市、旧菖蒲町の都市計画マスタープランの本編は、部数に限りがあるため、

配布はできませんが、お見せすることはできます。なお、旧栗橋町、旧鷲宮町

は都市計画マスタープランを作成しておりません。 

坪井委員 新市基本計画などにある土地利用構想などはどのように位置づけられるのでし

ょうか。 

事務局 今後策定する都市計画マスタープランは、新市基本計画の内容を充分踏まえて

策定することとなります。 

飛澤委員 総合振興計画との調整はどのようになるのでしょうか。 

事務局 総合振興計画は市の最上位計画でありまして、この計画よりも先に都市計画マ

スタープランを策定することはできないと考えております。従いまして、総合

振興計画に即しながら、歩調を合わせて都市計画マスタープランを策定したい

と考えております。 

坂居委員 総合振興計画に即して都市計画マスタープランを策定するのであれば、総合振

興計画の検討状況等を本委員会の委員も知っていないと検討ができないのでは



ないでしょうか。情報提供はしていただけるのでしょうか。 

事務局 総合振興計画は広い分野の検討を行うため、同計画の委員の方々も全てにおい

て知っているわけではなく、例えば、土地利用など都市計画の分野は、総合振

興計画にこの委員会の検討結果を反映していただくことも考えられます。 

吉岡議長 都市計画マスタープランが一歩遅れて進むのではないのでしょうか。 

事務局 一部の分野においては、先行して検討する場合も考えられます。 

飛澤委員 今後の委員会の予定を教えていただけますでしょうか。 

事務局 策定委員会は全体で１０回、平成２２年度は、本日を入れて２回、平成２３年

度は６回、平成２４年度は２回を予定しております。 

青木委員 埼玉県の整備・開発・保全の方針と、都市計画マスタープランの関係はどうな

るのでしょうか。また、資料提供をしていただけるのでしょうか。 

事務局 埼玉県の整備・開発・保全の方針で、埼玉県全体の都市計画の大枠の方針が決

まっておりますので、こちらの方針に即して策定することになります。資料に

ついては、埼玉県の整備・開発・保全の方針を後日送付させていただきます。 

敷樋委員 総合振興計画、都市計画マスタープランの各計画期間を教えていただけますで

しょうか。また、期間が異なる場合、将来の方向性はどのように整合をとって

いくのでしょうか。 

事務局 総合振興計画は１０年、都市計画マスタープランは２０年です。将来の方向性

は総合振興計画と同じ方向を持って都市計画マスタープランを策定することに

なります。 

敷樋委員 それぞれの計画期間の違いから、土地利用計画は、総合振興計画の人口計画に

基づき策定されるので、１０年は都市計画マスタープランと整合がとれるが、

その後は都市計画マスタープランで人口見通しをたてて計画するということで

しょうか。 

事務局 その通りです。 

議長（吉岡会長） ご質問がないようでしたら、次に市民意向調査について事務局より説明をお願

いいたします。 

坂巻担当主査 

（都市計画課） 

（市民意向調査について説明） 

省略 

議長（吉岡会長） ただいまの説明につきまして、ご質問はございますか。 

飛澤委員 市民意向調査の結果は、地区別構想検討にも使用できるのでしょうか。 

事務局 調査は、３０００票の調査票を、人口規模等を勘案して旧市町別、年齢別に配

布するので、地区別、年齢別の集計などクロス集計ができる予定です。 



鈴木委員 今回の市民意向調査アンケートを委員の中でも実施して、参考とすることはで

きますか。 

事務局 お願いできるのであれば、是非お願いしたいです。 

（調査票の全問を全委員で実施し、回答することになる。） 

坂居委員 意向調査の項目は、どのようにして決め、内容の追加や変更は可能なのでしょ

うか。 

事務局 市民意向調査は、総合振興計画で実施するため、内容のおおもとは担当部署で

作成し、内容に関して各課の照会を経て作成しています。その内容については、

都市計画課も内容を確認して了承しております。意向確認が必要な新たなもの

が生じた場合は、策定委員会で実施することとし、今回は変更せずに実施させ

ていただきたいと思います。 

吉岡委員 都市計画マスタープラン策定委員会条例第７条第３項の出席委員の過半数には

議長は含まれるのでしょうか。 

事務局 議長を含みます。 

飛澤委員 策定委員の内訳を教えていただけますでしょうか。 

事務局 全体２０名のうち、公募委員は８名、その他団体からの委員が１２名です。そ

の他団体は、青年会議所、民生委員、農協、区長会、農業委員会、ＰＴＡまち

づくり懇話会、婦人会などであります。 

襟川委員 次回からの運営方法（場所や時間など）はどのように考えているのでしょうか。 

事務局 各地域の総合支所で開催するとか、日中ではなく夕方に行うかなど、皆さんで

決めていただいていいと考えており、皆さんが意見を出しやすい方法を検討い

たします。また、テーマ別の検討の場合は、皆さんがより意見を出しやすい運

営方法とすることを考え、次回に提案いたします。 

坂居委員 事務局も顔が見えるような配置を考えていただきたいです。 

事務局 委員の皆さんにご了解が得らるのであれば、皆さんと同席させていただけるよ

に事務局を配置したいと思います。 

坂居委員 委員会の開催通知は、３ヶ月位前までに通知をしていただけますでしょうか。 

事務局 様々な調整を行う必要がありますので、なるべく早くご連絡することでご了承

をいただきたいと思います。 

坪井委員 本計画の３ヵ年の工程表を示していただけますでしょうか。 

事務局 後日、事務局から送付させていただきます。 

坪井委員 コンサルタント等によって作成された都市計画マスタープランを策定委員会で

検討するのか、コンサルタントの役割を教えていただけますでしょうか。 



事務局 都市計画マスタープランは、委員皆様で作成していだだくことになりまして、

検討していただいた内容を、図化等によりわかりやすく表現するためにコンサ

ルタントに委託するものです。 

坪井委員 国の将来方向が不透明な中で、都市計画マスタープランの方向も決められない

のではないでしょうか。 

事務局 住みやすいまちづくりという視点等、身近な視点で考えることはできると思い

ますので、是非視点を変えて検討していただきたいと思います。 

敷樋委員 都市計画マスタープラン策定委員会条例第９条の部会はどのようなものなので

しょうか。 

事務局 テーマ別に検討を行うための部会を想定しております。 

飛澤委員 都市計画図のほかに、農業の状況が確認できるよう、各地域の農業振興地域図

も資料提供していただけますでしょうか。 

事務局 関係課に確認をした上で、事務局より配布いたします。 

議長（吉岡会長） 他にご質問はありますか。 

（質問なし） 

ご質問がないようですので、ここで議長の任を解かさせていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 

司会（酒巻参事） 【閉会】 

以上で、平成２２年度第１回久喜市都市計画マスタープラン策定委員会を閉会

といたします。 

それでは、閉会のご挨拶を副会長お願いします。 

根岸副会長 （根岸副会長） 

省略 

司会（酒巻参事） ありがとうございました。 

次回の開催ですが、今年度はあと１回の策定委員会を予定しております。また、

策定委員会とは別に、市内の現場視察等を計画しております、それぞれ、日程

が決定次第、改めてご通知申し上げますので、よろしくお願いします。 

本日は、お忙しい中、大変ありがとうございました。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

平成２２年１１月３０日 

久喜市都市計画マスタープラン策定委員会 

会長  吉岡正道 

 


