
様式第２号（第５条関係） 

 

都 市 計 画 マ ス タ ― プ ラ ン 策 定 委 員 会 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（坂巻） 【開会】 

省略 

会長（吉岡） 【会長あいさつ】 

省略 

市担当（坂巻） 【報告】経過報告 

〇東京理科大学特別講義（平成 23年 11月 16日）の意見概要について 

〇庁内各課意見への対応について 

〇今後のスケジュールについて 

会長（吉岡） 【議事：都市計画マスタープラン素案：修正版について】 

経過報告についてご意見、ご質問をお願いいたします。 

青木委員 各課の意見で気になったところがあります。意見のナンバー6 について、河川

対策について、修正対応は記載のようになっていますが、素案の原文は消され

ているところがあります。方針の位置づけでランクが下がっているような印象

を受けます。 

市担当（坂巻） 「推進する」という表現に見直します。 

青木委員 各課意見のナンバー9 について、浸水時の危険区域の定義について、誤解を与

えるという認識は意味不明な感じがします。 

市担当（坂巻） 45ページの図で浸水区域の表現が抜けているので見直しをします。 

敷樋委員 各課意見のナンバー13 について、議会答弁の流れで回答していると思います

が、委員会での発言を議会と調整する点は疑問です。上位計画との調整で修正

することはやむを得ないと思いますが、色々と執行している中で委員会の意見

を各課で否定的に処理するというのはどうでしょうか。 

会長（吉岡） 議会との調整は別として、マスタープランとしての意見をお願いしたいと思い

ます。 

敷樋委員 意見対応の一覧で、そういう意図で修正しているのは疑問だということです。 

市担当（坂巻） 庁内の意見が議会答弁と調整して回答しているような受け止められ方をされた

としたらお詫びしたいと思います。議会答弁としてではなく、市の施策や考え

方を示した上で、修正を検討するというご報告です。 

会長（吉岡） 理科大の意見についてはいかがですか。 

坪井委員 大切な意見だと思います。駅前の状況についての意見はその通りです。しかし、

実際に経営的にみると成り立つでしょうか。経済的調査を要するものもあり、

現実はどこの都市もシャッター通りとなっています。 



津田委員 若者の意見だと思いました。私たち生活者とは違う部分があります。 

青木委員 理科大の意見で、久喜駅東西のトイレについての意見あります。 

会長（吉岡） どこにトイレがあるのかもわからないのではないでしょうか。 

青木委員 あそこにしかないから、もっとつくれということでしょうか。 

冨田委員 コンビニもかなりあるので、あまりトイレをつくる必要はないでしょう。あっ

ても誰が掃除するのかという管理の問題があります。 

坂田委員 市が誘致した大学なので、学生が快適に感じる交通や利便を用意する必要があ

り、市全体で盛り上げることが必要です。バスの流れや定時性、道の暗さや照

明の問題など、もっとやってあげられることがあるでしょう。 

会長（吉岡） ありがとうございました。では次に、素案について事務局より説明をお願いし

ます。 

市担当（坂巻） 【資料説明】都市計画マスタープラン素案：修正版について 

会長（吉岡） まず、序章と第 1 章についてご意見をお願いします。 

青木委員 地区別方針の地区の順番はどうしてこのようになっているのですか。 

市担当（酒巻） 県行政における位置づけであり、すべてこれに基づいて表示しています。市制

施行をした順番などで決まっています。 

津田委員 18ページの都市景観について、埼玉県の都市景観条例に基づいて、とあります

が、建築物の色など、駅でも同じようなものになっています。久喜市独自のも

のは考えられないでしょうか。 

市担当（坂巻） 県の景観条例は、一定規模の建築物について色などの制限があります。市独自

に条例を設けているところもありますが本市にはありません。今のところ、県

条例に基づいて統一して指導しています。市独自にということについては、マ

スタープランに表現することも可能と考えます。 

津田委員 規模に縛られると応用がきかないのではないでしょうか。 

市担当（坂巻） 極端な色については制限しますが、面積も含めて幅広く認めている状況にあり

ます。 

稲垣委員 選択肢に幅があって、けっこう自由な状況です。市は圏央道が通ることから景

観対策を必要としています。景観についてはむしろ、この地域はこの色しかだ

め、というような景観区域をつくった方が、独自のまちづくりができるのでは

ないでしょうか。 

副会長（根岸） 景観は難しい問題で、色だけ決めていくというのは断片的になります。全体の

流れの中で、一部決めていこうというのが良いのか、衣服でいえば、あまり派

手なものはどうかということになります。景観に対する意識は高まっていると

思います。 

冨田委員 建物があって、色をどうしようというのは羨ましい話です。優良企業をウェル

カムなのは良いとして、地元企業の活性化策が欲しいところです。何かやろう



にも制限が厳しく、商店街を活性化する工夫や支援が必要です。37ページに農

商工連携とありますが、今ある企業、商店を活性化する必要があります。 

会長（吉岡） 方針に関連する話なので、第 2 章に移りたいと思います。マスタープランにど

う盛り込んでいくべきかご意見をお願いします。 

坪井委員 活性化は大事なことですが、消費者が何を望んでいるかを見ていかないとだめ

です。菖蒲地区の商店街では、公共交通がないから、それを補う駐車場を整備

するということで、ショッピングセンターもすべてそうなっています。年寄り

から若者までが楽しめるものが必要だと思いますが、久喜駅前を比較すると、

もっと行きたくなるような検討、アーケードにするなどの方法を考えないと難

しいです。 

会長（吉岡） 地区別の意見は第 3章で扱います。全体構想についての意見をお願いします。 

敷樋委員 都市づくりの方針に人口フレームが入っていないですが、新しい都市像にあわ

せて書くべきではないでしょうか。書かない理由は何ですか。 

市担当（坂巻） 市では、マスタープランと同時に総合振興計画を策定中です。その中で、この

ままでは人口減尐の方向にあるということがはっきりしています。何とか人口

を維持していくためにはどうしたらよいか、ということで、総合振興計画と歩

調を合わせて考え方を調整中です。 

敷樋委員 マスタープランには載せないのでしょうか。それとも、調整したうえで載せる

のでしょうか。総合振興計画とは計画年次が違うので、そのことを含めると載

せざるを得ないのではないでしょうか。 

市担当（酒巻） 総合振興計画の計画年次は 10年で、その先を見てもさらに人口が減尐する方向

にあります。現状の土地利用計画について言えば、今の計画で人口を満足させ

ることになります。人口フレームによって土地利用が呑み込めないなら問題で

すが、逆に縮小しなければならない状況にあります。総合振興計画の検討が進

んだ段階でご報告したいと思います。 

敷樋委員 小さなものではなく、夢のある計画をお願いします。 

青木委員 33 ページの区域規制についての修正で、意見対応の一覧に出ていないところ

で、事務局が修正されたものと思いますが、修正の意向としてはどういうこと

でしょうか。 

市担当（坂巻） 都市計画法 34条 11号の考え方は、都市基盤のあるところにおいて開発を許可

するものであって、その考え方を示したうえで、指定そのものを見直していく

という表現にしています。 

青木委員 前の言い方だと、道路や排水施設をつくらせて規制するというものですが、修

正後はどう理解するのでしょうか。 

市担当（酒巻） ここで言っているのは、規制するということであり、しっかりインフラができ

た上で、もうワンランク上で厳しくしたいという内容にしています。 



青木委員 調整区域で、雨水を調整できないと、市街地が被ってしまいます。 

市担当（酒巻） 同じ思いで書いています。前回よりも厳しい内容で書いているものとご理解く

ださい。 

坪井委員 菖蒲地区では、緩和すべきとの圧倒的な意見があります。 

市担当（坂巻） 調整区域は一定の条件を満たさないと建てられない制限区域ですが、都市計画

法 34 条 11 号の区域は、道路幅員が最低でも 4 メートル以上あること、排水先

が十分整備されていること、市街化区域に隣接していることなどを条件として

市が指定するものです。 

坪井委員 菖蒲地区の特に小林、栢間では、人家があるところにも農振がかかっていて、

農業後継者がいないところは最終的には雑草地になってしまいます。都市計画

法 34 条 11 号は地域によって事情が違い、地区では積極的に導入すべきとの強

い意見があります。杓子定規ではなく、地域の事情を見て判断してもらいたい

です。 

会長（吉岡） 34ページの修正が必要と考えます。次回、再提案をお願いします。 

稲垣委員 35ページの道路ネットワークについて、これをやることによって車中心のまち

づくりが強まります。歩行者中心のまちづくりというものが消えているので、

歩行者専用道路とか、コミュニティ道路というものは入れられないでしょうか。 

市担当（酒巻） 歩行者目線という意見がありましたので、言葉として入れていきたいと思いま

す。 

稲垣委員 歩行者専用道路やコミュニティ道路をもっと文言で触れておきたいです。細街

路ネットワークはどこに位置づけるのでしょうか。久喜地区だけでの話でしょ

うか。 

市担当（酒巻） 41ページの方針がそういうイメージではないでしょうか。 

副会長（根岸） 歩行者と自転車については、道路の方針の中に位置づけておくべきでしょう。

ゆとりの部分については、別の観点からそれをフォローする形が必要でしょう。 

市担当（酒巻） 36ページに記載があります。 

会長（吉岡） もっと前面に出していただきたいということです。 

冨田委員 33ページの「秩序ある」という言葉ですが、あえて入れなくても良いのではな

いでしょうか。 

市担当（坂巻） 都市計画の考え方の中で、区分けをするときに「秩序ある」という言葉を使い

ます。 

坂田委員 標題と文案の両方にあるので、どちらかにした方が良いと思います。 

会長（吉岡） 次回まで、再検討をお願いします。 

津田委員 屋敷林のある家では、道路上に落ちる落ち葉を気にしている家があります。緑

地協定を結べば、もっと皆が理解してあげられると思います。39ページに、皆

で協力できるような、おおらかな気持ちが持てるようなやり方が必要ではない



でしょうか。 

市担当（酒巻） まちづくり全般をリードするのがマスタープランで、これとは別に、緑の基本

計画がありますので、そちらに屋敷林など貴重な緑について位置づけさせて頂

くことになります。 

会長（吉岡） では、次に第 3章についての意見をお願いします。 

坪井委員 菖蒲地区は 2,737 ヘクタールと面積が一番大きく、人口は 2万人と一番尐なく、

8 割が農振となっているところで、将来のまちづくりをどう考えるかというこ

とになります。集団的農地を残すことは良いとして、農家の点在しているとこ

ろも農振が指定されています。そういうところに後継者がいなくなると、管理

上問題があるので、都市計画法 34条 11号を適用できないでしょうか。 

市担当（酒巻） できないことはないと考えます。 

坪井委員 久喜市の方針があれば可能であると県では言っていました。加須市でも現実に

やっています。 

敷樋委員 調整区域であっても、緩やかな開発は必要だというのが大方の意見です。地域

を守るためにも開発は必要だということで、56ページにも記載してあります。 

青木委員 地区によって意見が違うようです。排水をどこに流すのか、都市計画法 34 条

11号をやるのは良いが、流末をどうするのでしょうか。都市計画税を払ってい

る側から見ると、同じ税金を使って流末がないというのでは不公平になります。

市街化区域では高い税金を払っているのです。 

副会長（根岸） 排水については汚水と雑排水がありますが、現実的には、生活用水の処理コス

トの問題であり、その辺の調和を図らないといけません。条件が整えば良いと

いうことで、税金の問題ではなく、全体的に良くなっていくという方向性をみ

つけないと住宅、開発自体が難しくなります。一方で、農村部の開発を危惧す

る人もいますので、色々な要素がある中で全体的なことを後で調整した方が良

いと思います。 

坪井委員 市街地のある地区では考え方が違い、かなりの都市下水路を相当の予算で整備

してきたのですが、農村では環境整備はほとんどやっていません。それを並べ

て考えることに無理があります。合併したくなくても、財政的に高齢化の面も

踏まえて合併せざるを得ない状況にありました。今回、地区別に検討するとい

うことで、地区の意見として出しておきたいと思います。 

堀越委員 都市計画税のことは考えていませんでしたが、公平性の問題は大事だと思いま

す。 

市担当（酒巻） 「緩やかな開発」という表現にそのことは含まれていると考えています。 

坪井委員 加須市では都市計画法 34条 11号を積極的にやっています。それは市の選択で

す。 

市担当（酒巻） 都市計画法 34条 11号には良いところもありますし、弊害もあります。学校の



適正配置の面では、新たに学校をつくる必要も考えられます。人口が減ってい

るところではある程度考えざるを得ません。但し、大規模開発によってコミュ

ニティが壊れることは避けなければなりません。地区に合った開発が必要です。 

坪井委員 今のような考え方を、明記してほしい。学校が１クラス 10人、小学校廃止のう

わさも意見として出ています。 

青木委員 都市計画法 34条 11号は緊急避難的な措置であり、本当は調整区域を市街化区

域にすれば良いことです。 

坪井委員 それは理想ですが、行政は認めないと思います。 

青木委員 人がいないところは調整区域にすればすっきりします。 

会長（吉岡） 地域に応じて都市計画法 34 条 11 号を、という記述に見直しを検討してくださ

い。 

敷樋委員 人口が増えない限りは、今の市街地が拡大することはないと思います。都市計

画法 34 条 11 号は調整区域の乱開発をコントロールするためのもので、公共負

担に関わるものですから、指定するかしないかは行政の問題です。地域的な問

題に配慮するということで良いと思います。 

会長（吉岡） 他に意見はありませんか。  

青木委員 64ページの、東口交番というのは西口ではないでしょうか。 

市担当（坂巻） 東をメインに両側ということで、東口など、と記述しています。 

青木委員 62 ページ、「調整区域に隣接する」というのは「市街化区域に隣接する」では

ないでしょうか。 

会長（吉岡） 修正してください。では、事務局から次回の予定をお願いします。 

市担当（坂巻） 今回の議論を踏まえ、各課の意見を踏まえもう一度素案を修正したうえで、最

終的な素案とします。3月 29日の第 8回策定委員会で修正案をお示しし、お認

めいただければ、マスタープラン案とさせていただきます。来年度は、マスタ

ープラン案を広く市民にお知らせし、パブリックコメントを 1 か月程度実施し

ます。来年度秋ごろには答申の予定です。 

副会長（根岸） 長時間のご議論ありがとうございました。これで委員会を終了いたします。 

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２４年 ３月１３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 

 


