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様式第２号（第５条関係） 

 

 審 議 会 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（田上） ただ今から平成２４年度第 1回都市計画審議会を開催します。 

まず初めに、市長のあいさつでございます。 

田中市長よろしくお願いします。 

市長 【挨拶省略】 

司会（田上課長） 

 

ありがとうございました。 

 つづきまして、委員及び事務局の紹介に移らさせていただきます。 

本日は、初めての会議でございますので、恐縮ではございますが、皆様に

は改めまして、自己紹介をお願いいたします。 

（自己紹介） 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局職員の紹介をしたいと思います。 

（自己紹介） 

 次に、配布資料を確認します。 

（配布資料の確認） 

それでは、さっそく会議に入らさせていただくところですが、事前に皆様

にいくつか、ご了承いただきたいことがございます。 

まず、久喜市では審議会等の会議の公開に関する条例に基づきまして、会

議は原則公開としておりますので、この審議会におきましても原則公開とさ

せていただき、傍聴者には傍聴要領をお配りさせていだだきたいと存じます。 

 ただし、会議の進行上、個人が特定できる情報の開示や審議にあたりまし

ては、議長からの非公開の宣言のもと、部分的に非公開とさせていただきた

いと思います。 

 会議録の作成につきましては、審議会運営規則第４条に基づきまして、会

長が作成することとなっておりますので、記録を作成するために、会議の録

音と写真撮影をさせていただきまして、発言者の氏名を含めまして会議録を

作成したいと思います。 

 会議録の作成方式につきましては、基本的には全文記載方式としたいと考

えております。 

 また、会議録の確認、署名につきましては、事務局でとりまとめた後で、

後ほど決定します会長にお願いしたいと思います。 

 次に、委員名簿の公開についてでございます。 
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 ホームページ等への委員名簿の記載につきましては、お手元にお配りして

ある資料２の名簿を公開したいと考えております。 

 ここまででご意見ございますか。 

 （異議なしとの声あり） 

それでは、議題に入らさせていただきます。 

本日、第１回目の会議でございますので、会長、副会長が決まってござい

ません。 

会長、副会長が決まるまでの間、田中市長に仮の議長に就いていただき、

会議を進めていただきたいと存じます。 

 田中市長お願いします 

仮議長（市長） それでは、会長、副会長を選出するまでの間、暫時、私のほうで議長を務

めさせていただきます。 

 皆様のご協力をお願いします。 

 それでは、会長、副会長の選出に移ります。 

 本審議会条例第５条の規定によりまして、会長及び副会長をそれぞれ１人

おくこととし、委員の互選によってこれを定めることとなっております。 

 それでは、会長の選出につきまして、どのようにお計らいしたらよろしい

ですか。 

平井委員  以前にも会長を務めていただきました関根委員さんが適任と思います。 

仮議長（市長） 

 

ただいま、平井委員さんから関根委員さんが適任という意見がございまし

た。 

 いかがいたしましょうか。 

園部委員 私は、坂本委員さんを推薦したいと思います。 

仮議長（市長） それでは、先に平井委員さんから、会長には関根委員さんという具体的な

名前が挙がりましたので、関根委員さんからお諮りすることでよろしいです

か。 

（はいという声あり） 

それでは、関根委員さんをご推薦の方は挙手をお願いします。 

（挙手多数） 

 挙手多数です、過半数に達しておりますので、会長には関根委員さんと決

定させていただきます。 

 次に、副会長の選出でございます。いかがいたしましょうか。 

平井委員  関根会長に一任ということでいいと思います。 

仮議長（市長）  ただいま会長に決まった関根さんのご意見を伺うということですか。 

平井委員 はい。 
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仮議長（市長）  それでは、ただいま会長に決まった関根さんのご意見を伺うということで

よろしいですか。 

（はいという声あり） 

 それでは、平井委員さんのご発言のとおり、関根委員さん、どなたかご推

挙のされる方はいらっしゃいますか。 

関根委員 並木委員にお願いしたいと思います。 

仮議長（市長） それでは、関根委員さんから、副会長には並木さんというご推薦がありま

したが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 それでは、会長には関根委員さん、副会長には並木委員さんとさせていた

だきます。 

 会長、副会長を選出することができましたので、これを持ちまして、仮議

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（田上） 

 

ありがとうございました。 

 会長、副会長が決まりましたので、今後の進行を会長にお願いたします。 

 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。 

（市長退席） 

 それでは、関根会長、並木副会長、席をお移りください。 

（関根会長、並木副会長が席を移動） 

それでは、会長、副会長からご挨拶をお願いしたいと思います。初めに会

長さんからご挨拶をお願いします。 

関根会長 【挨拶省略】 

並木副会長 【挨拶省略】 

司会（田上）  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題の進行をしたいと思います。 

 会議の進行につきましては、審議会条例６条の規定によりまして、関根会

長に議長に就任いただき、会議を進めていただきたいと存じます。 

 よろしくお願いします。 

議長（関根会長）  それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。 

 円滑に会議が進行できますよう、皆様のご協力をお願いします。 

 それでは、その他の事項としまして、久喜市の都市計画について担当から

説明願います。 
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鈴木担当主査  担当の鈴木といいます。 

 わたしの方からお手持ちの都市計画図を基に、久喜市都市計画の概要と資

料１の久喜市都市計画審議会条例、久喜市都市計画審議会運営規則について

ご説明します。 

 （資料１の説明省略） 

 続きまして、お手持ちの都市計画図を基に久喜市の都市計画の概要をご説

明します。スクリーンをご覧下さい。 

 まず、初めに、「市民の皆様が健康的文化的に生活するために適正な制限の

もと、土地の合理的利用をはかる。」このようなものが都市計画です。 

 本日、ご説明することは、都市計画で制限をかける主な４点で、市街化区

域・市街化調整区域、用途地域、地区計画、都市計画道路でございます。 

 まず、１点目としまして、市街化区域・市街化調整区域です。 

 市街化区域は、計画的に市街化を図るもので、一例としまして、久喜駅周

辺です。 

 市街化調整区域は、市街化を抑制するもので、一例としまして、田園風景

が続く菖蒲町上大崎です。 

 久喜市の市街化区域は、約１，９６７haで、久喜市の約１／４の割合を占

めております。 

 市街化調整区域は、約６，２７３haで、久喜市の約３／４の割合を占めて

おります。 

 久喜市全体の面積は、約８，２４０haです。 

 都市計画図をご覧下さい。黒いハッチの付いた内側が久喜市となっており

まして、着色している所が市街化区域で、着色のない白い所が市街化調整区

域となっております。 

 次に用途地域をご説明します。 

 用途地域は、地区における建築物や工作物の制限をかけるものです。 

 久喜市では、１２種類の用途地域がございます。 

 都市計画図をご覧下さい。 

 久喜市の市街化区域は、栗橋駅周辺、南栗橋駅周辺、鷲宮駅周辺、東鷲宮

周辺、久喜駅周辺、菖蒲の市街地と清久工業団地と久喜菖蒲工業団地等にな

っております。 

 概ね、駅等の市街地の中心に商業系の用途地域があり、その周りに住居系

の用途地域があり、郊外に工業系の用途がございます。 

 次に地区計画についてご説明します。 

 地区計画とは、近隣と調和した環境や良好なまちなみ等となるように具体

的な制限をかけるものです。 
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 久喜市では、１２箇所の地区計画があります。 

 代表的なものを旧市町毎に１箇所ずつご紹介します。 

 久喜地区の清久工業団地地区地区計画です。 

 この地区計画は、周辺の農地・既存集落等と調和する田園産業都市の形成

などを目標としております。 

 現在建築中のキッコーマンはこの地区にあります。 

 次に、菖蒲地区の菖蒲インター地区地区計画です。 

 この地区計画は、緑の多い産業流通団地を形成していくことなどを目標と

しております。 

 ＹＫＫＡＰがこの地区にあります。 

 次に、栗橋地区の豊田地区地区計画です。 

 ゆとりとうるおいのある良好な住環境の創出などを目標とした地区計画で

す。 

 次に、鷲宮地区の東鷲宮地区地区計画です。 

 こちらの地区計画は、敷地の再分化や用途の混在化を防止し良好な都市環

境を形成することなどを目標とした地区計画です。 

 次に、都市計画道路について、ご説明します。 

 久喜市の年計画道路につきましては、６３路線、延長約１０６ｋｍです。 

 代表的な都市計画道路をご説明します。 

 まず、首都圏中央連絡自動車道、通称圏央道です。 

 現在、久喜白岡ジャンクションから白岡菖蒲インターチェンジまで開通し

ております。 

 次に、ＪＲ宇都宮線南側で鉄道と立体交差する都市計画道路杉戸久喜線で

す。 

 次に、圏央道白岡菖蒲インターチェンジと接続している都市計画道路日光

東京線、国道１２２号です。 

 次に、東鷲宮駅北側でＪＲ宇都宮線と立体交差する都市計画道路幸手鷲宮

加須線、県道加須幸手線です。 

 次に、沿線に現在建築中のアリオがある都市計画道路幸手久喜加須線です。 

 現在事業中の、都市計画道路国道１２５号栗橋大利根バイパスです。 

 最後に、市で現在計画中の新市の一体性を促す道路計画についてご説明し

ます。 

 久喜市には、東北道や圏央道があり、多くの国道や県道があり交通の利便

性の高い都市です。 

 ただ、久喜地区から栗橋地区を南北に結ぶ道路は、ＪＲ宇都宮線西側に位

置します県道さいたま栗橋線しかありません。 
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 また、菖蒲地区の市街地と久喜地区を南北に結ぶ道路は、県道川越栗橋線

しかありません。 

 そのため、久喜市では、旧市町で途切れている既存の幹線道路を活用した

上で、交通の一極化や道路網の整備等できるように新市の一体性を促進する

道路を計画しております。 

 具体的には、ＪＲ宇都宮線東側で、久喜地区から栗橋地区を南北に結ぶた

めに、久喜地区の都市計画道路青毛下早見線、通称イチョウ通りから鷲宮地

区の都市計画道路産業団地線を結び、更には、この都市計画道路産業団地線

から栗橋地区の県道阿佐間幸手線を結びます。 

 次に、久喜地区と菖蒲地区の市街地を結ぶため、モラージュ菖蒲の西側で

既に整備されている道路を活用して、久喜地区の県道北中曽根北大桑線から

菖蒲地区の都市計画道路物見塚西堀線を結びます。 

 以上で久喜市の都市計画の概要の説明を終わります。 

ありがとうございました。 

議長（関根会長） ありがとうございました。 

何かご質問はありますか。 

坂本委員  都市計画マスタープランの参考資料として使いやすいと思いますので、説

明していただいた資料、例えば、市街化区域と市街化調整区域の面積、用途

地域の面積などをいただくことはできますか。 

議長（関根会長） 事務局お願いします。 

田上課長  本日お見せしましたスライドをそのままお渡しするか見やすいように加工

してお渡しするか中身を精査して、委員の皆様にお渡ししたいと思います。 

議長（関根会長）  よろしいでしょうか。 

坂本委員 はい。 

議長（関根会長）  他に、なにかございますか。 

（なし） 

 次に、現在策定中の都市計画マスタープランの概要についての説明願いま

す。 

坂巻担当主査  都市計画課の坂巻です。 

 私の方から都市計画マスタープランにつきまして、これまでの経過と計画

の内容を、スクリーンを用いてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、都市計画マスタープランとは何かということについてご説明させて

いただきます。 

 １つ目は、都市計画マスタープランは法律に基づく制度です。 

 具体的には、都市計画法第１８条の規定にしたがって定める市町村の都市
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計画に関する基本的な方針です。 

 ２つ目に、まちづくりの総合的な指針です。 

 市町村が、将来めざすべき都市の姿、都市像を展望し、それを実現するた

めの土地利用や都市施設等の総合的な指針となるものです。 

 ３つ目に、各種都市計画の根拠となります。 

市町村の各種の都市計画は、このマスタープランに即して定めるものとな

ります。ただし、個別具体の事業内容を決めるものではございません。 

 ４つ目に、住民参加で実現を目指します。 

 住民の意見を反映することとされており、住民の理解と協力のもとで将来

都市像の実現をめざしていく計画です。 

 次に、都市計画マスタープランの構成及び検討方法でございます。 

 都市計画マスタープランは、ご覧のように都市づくりの理念や将来の都市

像、都市づくりの方針などを定める全体構想と、地区ごとの現状や課題、ま

ちづくりのテーマ、地区の整備方針などを定める地区別構想で構成しており

ます。 

 そして、これら全体構想と地区別構想は、反映し整合をはかりながら策定

しております。 

 この全体構想につきましては、東京理科大学の吉岡会長を始め、合計２０

名で構成される都市計画マスタープラン策定委員会により内容の検討を進め

ていただきました。 

 また、その他、東京理科大学の学生の皆様にもご意見を伺い、検討してま

いりました。 

次に、地区別構想部分につきましては、策定委員会のほか、地区委員２６

名を迎えまして、総勢４６名の地区委員により、地区別ワークショップを実

施し、各地区のまちづくりの提言書を取りまとめました。 

それでは、計画の内容についてご説明いたします。 

まず、全体構想でございます。 

全体構想を４部門に分けて検討しました。 

その１つ目は、土地利用など都市生活の活力に関わる分野です。 

２つ目に、道路・交通など都市活動の交流に関わる分野です。 

３つ目に、公園・緑地など都市の快適性や持続性に関わる環境の分野です。 

２０名の策定委員が、この３つの分野に分かれてグループ作業を実施しま

した。 

それから、４つ目に、都市防災など安心の分野がありますが、これについ

ては、それぞれ３つのグループ共通の検討課題としました。 

続いて、３つのグループ作業をどのように進めたかということですが、Ｓ
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ＷＯＴ（スウォット）という分析手法を活用しましたので、ご紹介したいと

思います。 

この分析手法は、組織のビジョンや企業の経営戦略を描く際に利用する現

状分析手法のひとつで、ご覧のとおりそれぞれの頭文字をとってＳＷＯＴと

呼んでいます。 

このようにマトリクスに整理することによって、解決策を見つけやすくし

たり、意見を出し合いながら問題点を共有できるというメリットがあります。 

例えば、持っている強みを与えられた機会に活かそう、来たるべき脅威に

備えよう、弱みを強みに変えていこう、といったアイデアを出すことができ

ます。 

このような手法を使って、各分野の検討を行いました。 

このように検討しました全体構想について、策定委員会では、ワークショ

ップの一環として、東京理科大学で特別講演を行いました。 

この東京理科大学の特別講演は、検討している都市計画マスタープランの

全体構想について、多くの学生の意見を聞くことを目的に実施しました。 

当日の講義には、理科大学の学生３００名以上が出席し、策定委員会で検

討した全体構想、特に土地利用、道路交通、水と緑、防災などの部門別構想

についてグループリーダーがお話しました。 

その後、意見交換会でも大変貴重な意見をいただいたところです。 

次に、地区別構想は、栗橋地区、鷲宮地区、久喜地区、菖蒲地区と４つの

地区に分かれて作業をいたしました。 

各地区１０人程度で構成され、総勢４６名もの地区委員により、ワークシ

ョップ形式で行われ、地域に住む方々ならではの地域固有の意見が寄せられ、

地域の目指すべき姿の方針が示されました。 

また、今回は、地区委員に他地区の委員も加わり、客観的に地区を捉えた

意見も取り入れながら検討してまいりました。 

以上のように、全体構想と地区別構想の検討を行ってまいりまして、次の

ような結論を導きだしました。 

本市には、水と緑に恵まれた田園風景と良好な生活環境、歴史と文化、そ

れから、圏央道整備などによる交通利便性を活かした発展も期待されること

から、まちづくりの主役である市民との協働を基本として、市民が安心して

快適に暮らすことのできるまちづくり、そして、本市が未来に向けて永続的

に発展し続けていくことのできるまちづくりを展望し、基本理念を「市民の

力で魅力ある田園文化都市づくり」としました。 

そして、具体的には、ご覧いただいております３つのまちづくりの将来展

望として描くものでございます。 
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１つには、市民を主役として発展する協働のまちづくりです。 

２つには、地域の多様性が尊重され、都市が一つになるまちづくりです。 

３つには、将来の社会変化に順応し、持続可能なまちづくりです。 

このような、基本理念のもとで、久喜市の将来都市像をご覧のとおり定め

てまいりました。 

先ほどご説明させていただきました、本市が目指すべき将来の都市像を「活

力」、「交流」、「環境」、そして「安心」の都市づくりを展望することにより、

新市が一体となり、市民を主役とした豊かな未来を創造していくことのでき

る都市を実現しようとするものでございます。 

具体的に申し上げますと、１つ目は、土地利用など都市生活の活力に関わ

る分野となる、住と職が織りなす活力創造都市です。 

２つ目は、道路・交通など都市活動の交流に関わる分野となる、地域の魅

力を高める交流推進都市です。 

３つ目は、公園・緑地などの年の快適性や持続性に関わる環境の分野とな

る、ゆとりと潤いあふれる環境共生都市です。 

４つ目は、都市防災など都市生活の安心に関わる分野となる、人をまもり

人に優しい安心定住都市です。 

これら４つの将来都市像について基本方針を定め、それぞれの分野につい

て取り組みの方向性をご覧のとおり定めました。 

詳しくは、お配りしております久喜市都市計画マスタープラン（案）のと

おりでございます。 

都市計画マスタープラン（案）の概要についての説明は以上です。 

ありがとうございました。 

議長（関根会長）  ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、ご質問はございますか。 

並木副会長 都市計画マスタープランに（案）とついていますが、修正は可能ですか。 

議長（関根会長）  事務局お願いします。 

坂巻担当主査  お配りしました案につきましては、皆様のご意見をお伺いしまして、修正

を加えることは可能でございます。 

田上課長 

 

 補足で説明させていただきます。 

 都市計画マスタープランにつきまして、今後のスケジュールを説明させて

いただきます。本日第１回目の都市計画審議会ということで、事前に開催通

知と一緒に都市計画マスタープラン（案）を送らせていただきました。皆様

のご意見をお伺いしながら、修正を加えさせていただきたいと思います。 

 都市計画マスタープランは策定委員会を立ち上げまして、具体的な検討を
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してまいりました。 

 現在の予定ですと９月いっぱいで、策定委員会から市長にマスタープラン

の案の答申いただきますように考えております。 

 策定委員会で答申いただいた後に、改めて都市計画審議会の皆様にご審議

いただきたいと考えております。第２回の都市計画審議会でご審議いただき

たいと考えておりまして、日程としましては、１０月１日午前１０時で調整

させていただいております。 

 都市計画審議会で答申いただけましたら、１１月に開催されます市議会に

議決いただけますように都市計画マスタープランの策定の議案を出していき

たいと考えております。 

 今後のスケジュールにつきましては、このような流れで考えております。 

 先ほどお話しましたとおり、第２回目の都市計画審議会で議決いただきた

いと考えておりますが、内容が多岐にわたり、ボリュームも多いということ

がありまして、都市計画審議委員の皆様と意見交換ができますように都市計

画マスタープランに関する勉強会を実施したいと考えております。 

議長（会長） ご発言どうぞ。 

宮崎委員 事務局にお伺いします。 

並木副会長さんから内容に疑義が生じた時に調整ができるかというご質問

に調整できるという話がありましたが、１０月１日に都市計画審議会の議決

が欲しいということでした。これはちょっとやり方が違うように思います。 

今お話いただいた都市計画マスタープランの勉強会で、内容をもっと詰め

てご説明いただいて、都市計画審議委員のみなさまに納得いただいて議決に

もっていかないと後々問題となると思います。 

議長（会長） 事務局お願いします。 

田上課長  おっしゃるとおりでございます。 

 事前に資料をお渡ししたからいいという訳ではなくて、詳細な部分を含め

て事務局から説明させていただいた上で、委員の皆様と意見交換をさせてい

ただき、１０月１日に議決させていただきたいという希望をもっていますが、

状況等を見ながら、対応していきたいと考えております。 

 ですので、事務局としましても何が何でも１０月１日の審議会で議決いた

だきたいとは考えておりません。 

議長（会長）  他にございますか。 

 （なし） 

 それでは、本日予定しておりました議題を終了したいと思います。 

 ご協力ありがとうございました。 

ここで議長の任を解かさせていただきます。 



 11 

司会（田上課長） ありがとうございました。 

宮崎委員  勉強会はいつ頃やる予定ですか。 

坂本委員  尐なくとも９月中にやらなくてはいけませんよね。 

田上課長  勉強会については、報酬の方はおことわりさせていただきたいと思います。 

 会長と日程を調整させていただきまして、できれば、９月半ば頃には開催

したいと考えております。 

 開催のご案内は早めにお送りしたいと考えております。 

坂本委員  勉強会はどれくらいの時間を取る予定ですか。 

 かなりボリュームがあると思います。 

 説明の仕方ではございますが、かなりの時間がかかると思います。 

田上課長 半日程度を考えております。 

担当の坂巻から考え方、策定の経過、基本的な方針などの骨格となる所は

説明させていただきました。 

皆様には、お配りさせていただいております都市計画マスタープラン（案）

をお目通しいただいた上で、勉強会では、事務局からポイントとなる箇所を

ご説明して、皆様と意見交換をしたいと考えております。 

限られた時間となりますので、できれば、事務局からの説明に時間を費や

すのではなく、皆様と意見交換をする時間を取りたいと思います。 

宮崎委員  都市計画というのは難しい内容で、まちづくりの根幹をなすものです。 

 安易に考えないで、ゆっくり時間を費やして勉強したいです。 

 市街化区域については、拡大するのか縮小するのか。 

 また、用途地域は１２種類ございますが、この中身もこれでいいのか。 

 商業地域の問題、住居地域の問題、このようなものも大きな問題です。 

 また、都市計画道路はまちの根幹をなすものです。 

 このようなことから、委員の皆様とじっくり協議していかなければならな

いと思います。 

 事務局には、このようなことをご配慮いただきますようお願いします。 

田上課長 

 

わかりました。 

 宮崎委員さんから市街化区域、調整区域、用途地域、都市計画道路と具体

的なお話をいただきました。 

 都市計画マスタープランにつきましては、個別具体的な都市計画は、別

に定めるものです。２０年後を見据えたまちの将来像、都市計画の方針、そ

ういったところを定めるものでございますので、個別具体的な市街化区域・

調整区域、用途地域、都市計画道路など骨格となる部分がございますので、

これを都市計画マスタープランでどのように読み取っていくのかという基本

的な考え方は説明させていただきます 



 12 

坂本委員  勉強会の後で、よく見たら、新たに疑問点がでてくるかもしれません。 

 こうした場合、個別対応となると思いますが、文書で質問、回答をいただ

ければ、書面をみれば、委員の皆様が共通認識をもつことができます。 

 このような対応はできますか。 

田上課長  臨機応変に対応したいと思います。 

 勉強会の前に疑問点があった場合、事前に連絡をいただければ、勉強会で

そういった点についてもご説明ができます。 

 また、勉強会をやったからそれで終わりということではなくて、勉強会の

後でも気がついた点がありましたら、連絡頂ければ、ご説明を行うことも可

能です。できるかぎり丁寧な対応をしていきたいと思います。 

司会（田上課長） よろしいでしょうか。 

白石委員 市議会を通れば決定ということですか。 

田上課長  最終的にはそのようなこととなります。 

白石委員  あまりにも不親切です。 

 都市計画マスタープランというものは膨大な内容ですので、１回だけのチ

ェックで済ますということに疑問を感じます。 

司会（田上課長） 本日、皆様からいただきました意見を踏まえまして、勉強会で改めてご説

明させていただきたいと思います。 

他になにかございますか。 

（なし） 

それでは、長時間に渡りありがとうございました。 

これで、都市計画審議会を閉じたいと思います。 

それでは、並木副会長さんから閉会のご挨拶をお願いします。 

並木副会長 【挨拶省略】 

司会（田上課長） ありがとうございました。 

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２４年９月１１日 

久喜市都市計画審議会 

会長 関根剛 

 


