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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） 【経過報告】資料「素案に対する意見と対応一覧」について報告 

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】 

素案の目次にしたがい審議します。序章、第１章についてはいかがでしょうか。

意見がなければ、第２章、第３章はいかがでしょうか。基本理念について合意

が得られれば、次に地区別の審議に進みます。基本理念について、副会長から

ご説明をお願いします。 

副会長（根岸） この委員会で揉んでこなかったところがあります。マスタープランの中で基本

理念と都市像は肝心なところであり、ここをもう少し考えるべきではと事務局

には話していたところです。マスタープランの総仕上げの部分として考えるべ

きだろうと思います。かつて、久喜や菖蒲でどのように表現してきたか、それ

らと調整して、もっと簡潔に言えないでしょうか。皆さんはどのように考えて

おられるのでしょうか。 

会長（吉岡） もう一度立ちかえって、４地区が相互に尊重し合えるものを、ただし、尊重し

すぎると新しい久喜市をつくりにくくなります。基本理念についてご意見をど

うぞ。 

青木委員 赤字で修正されたコメントは、それはそれで結構だと思います。地域特性に拘

れば、久喜市としてのまとまりがなくなります。では、表現方法について最終

的に誰が判断していくのでしょうか。 

会長（吉岡） 久喜市全体としてはどうでしょうか。 

青木委員 34 条 11 号の取扱いもひとつの前提としてありますが、久喜市全体としてどの

ように調整していくのかということがありますが、これはこれで良いと思いま

す。地区別での読み込む必要はあるとして、全体としてはこれでいけると思い

ます。 

副会長（根岸） お配りしたプリント（旧久喜市マスタープランの理念と都市像）では、理念の

中で何を基本に考えるかを表明しています。このように、理念はどうで、都市

像はどうか、もっとわかりやすくしていくべきだろうと思います。今回、理念

として市民が都市をつくるという考え方の上で、安心、共生などの都市像がう

たわれています。今回は、新市基本計画を受けてそれをフォローしていくもの



とすると、読む側にわかりにくいでしょう。まちづくりのイメージを喚起する

言葉が並べられて、市民それぞれの価値観と立場で理解できるもの、こういう

イメージでマスタープランは考えている、と言えるものが必要だと思います。

今回の案では難しすぎて、かつ、結論が先に来ています。わずかな違いだとは

思いますが、構成について検討する余地があると思います。 

会長（吉岡） ここに住みたいというものを表現することが基本になります。経済的なものが

強すぎると環境に影響があります。それらの調和も問題になります。 

津田委員 子供たちにとってどんなまちが良いのかという視点もありますし、働く人、高

齢者など、それぞれの住みやすさの像があると思います。 

会長（吉岡） 年代別に見ていった方が良いということでしょうか。 

津田委員 年代別に捉えてもらえるようなものもあれば良いかと思います。 

会長（吉岡） いかがでしょうか。 

副会長（根岸） 20年間という長期的な将来の方向性を考えていくものですので、子供が減少し

ていくという予測がありますが、しかし必ずしもそうなるとは限りません。私

たちの意図で変わりうるものですから。先々のもの、変化していくものがあり

ます、ただし、現状の傾向であきらめるのではなく、理想像を出して目指して

いくことが必要です。変化していくことを前提に考えられるような、より良い

視点を持つべきであり、固定化するべきではありません。計画内容が良い内容

なので、あとは市民にわかりやすい形で出せれば良いかと思います。 

冨田委員 プリント（旧久喜市マスタープランの理念と都市像）を見ると、こちらの方が

表現がわかりやすいと思います。 

会長（吉岡） 内容は変えないで表現を工夫していくということでしょう。 

鈴木委員 わかりやすいものには賛成ですが、全体構想で将来像から基本方針の流れを見

ながら整理していけることだと思います。年代については、細かく分ける必要

はないと思います。 

津田委員 年代別に細かく分けなくても、焦点を絞った時に、歳をとったらどうなるのか

想像をめぐらすことのできるプランはいかがでしょうか。 

坂田委員 パンフレットにするにはわかりにくいということでしょうか。市民全員に配る

としたらパンフレットになるのでしょうから、年代にも配慮するということで

あれば、子供でもわかるように優しい色使いや絵を使うということでよろしい

のではないでしょうか。 

副会長（根岸） （旧久喜市マスタープランの理念と都市像の）テキストについては、計画書の

ものがパンフレットにも使われています。 

会長（吉岡） 事務局に質問ですが、市民に配布するのでしょうか。 

市担当（酒巻） 全戸配布のような個々人への配布は考えておりません。マスタープランの市民

への提示方法としては、市ホームページでの計画書の閲覧、各公共施設に計画



書の配架、出前講座時等において計画書概要版の配布等を考えております。ひ

とつご提案ですが、基本理念については、再度わかりやすい案をつくるという

ことでいかがでしょうか。皆さん、基本理念のフレーズについてはご了解いた

だいているということで、都市像をこんな形で考えているというものをつくり

たいと思います。 

会長（吉岡） 日程的には６月にパブリックコメントがあり、それまでの間に委員会はありま

せんので、会長、副会長に一任いただければと思います。では、次に地区別構

想の審議に移ります。 

青木委員 修正一覧表の 19番、農業集落排水は困難ということですが、どういう意味でし

ょうか。 

市担当（酒巻） 市街化区域は公共下水道、市街化調整区域は農業集落排水で整備という考え方

でしたが、今後については農業集落排水の整備予定はなく、公共下水道を広げ

ていこうという考え方です。困難という表現は訂正させていただくとして、農

業集落排水の整備予定はありませんので、「公共下水道等」という表現をさせて

いただきたいと思います。 

副会長（根岸） 正確な情報ではありませんが、農業集落排水の利用者負担は当初の 10倍になっ

ているという話です。合併処理浄化漕の方が公共下水道よりもはるかに水質浄

化のレベルが高いということのようです。 

坪井委員 市が言っていることと違うようですが。 

市担当（酒巻） コストを考えると農業集落排水を設けない方が良いということと、公共下水道

が入らないところでは、合併処理浄化槽を導入すべき区域とそうでない区域が

あります。地域がまとまりにくくなったということで、農集集落排水をとりや

めて、公共下水道の拡張と合併処理浄化槽の導入を進めていこうということで

す。 

坪井委員 合併処理浄化槽は個々の家庭で取り入れることになります。農業集落排水は農

村地域で進めてきて、久喜地区では完遂していますが、菖蒲地区については全

体の 5分の 3 が終わっています。国の補助事業の関係で、市が事業をやりませ

んということになる前の段階で、予算的に無理があるため解散させられた地域

もあります。都市下水路にはつなげられないので、合併処理浄化槽で進めてい

くしかないでしょう。合併処理浄化槽の補助制度を市民にわかりやすく示して

もらうことと、制度の拡充を検討していただきたいと思います。 

佐藤（和）委員 42ページの 2番目のところで、誤植だと思うのですが、文中の語句「水資源」

を「水辺環境」と直した方が良いでしょう。 

青木委員 修正一覧表の 22 番、「緑のネットワーク」を「緑の回廊」と言い換えています

が、どのような違いがあるのですか。 

市担当（酒巻） 街路樹のある区間は景観的に優れていますが、落ち葉処理の問題がありますし、



市街地での街路樹の整備は望ましいですが、農村地域などでは街路樹がはたし

て必要なのかという議論があります。緑のネットワークと緑の回廊の違いは、

街路樹を例とした連続的なつながりなのか、あるいは、街路樹は部分的であっ

ても、その他の緑の要素を含めたつながりなのかといった違いです。 

青木委員 河川対策について、方針の位置づけでランクが下がっているような表現を修正

したはずですが反映されていません。 

事務局 見落としですので修正します。 

会長（吉岡） 次に、修正一覧表の 8 番のような修正案がありますが、これについてはいかが

でしょうか。34条 11号に関する表現で、「～緩やかな開発を誘導する」となっ

ている点です。 

坪井委員 結構だと思います。 

青木委員 良いと思いますが、全体構想でふれるのではなく、地域別構想に入れれば良い

のではないでしょうか。全体構想に入れると、菖蒲地区もある、栗橋地区もあ

るということになります。全体構想で言ってしまうと、地域での捉え方が問題

になります。 

坪井委員 ある程度、全体構想でも言っておいてもらわないと、地域での話が消されてし

まう恐れがあります。 

副会長（根岸） 市全体に関わることなので、全体構想に入れておくべきだと思います。 

稲生委員 34 条 11 号については各方面で問題になっています。菖蒲地区の農振地域につ

いて触れませんでしたが、全体構想に載せておくべきだと思います。 

青木委員 （34 条 11 号に関する）方針の上段は適宜見直すと言いながら、下段では緩や

かに誘導すると言っていますがよろしいのでしょうか。 

市担当（酒巻） 上段は適宜見直すという表現で、下段は見直し方なので矛盾ではありません。

全体構想の中にこのような文言を入れさせていただきたいと思います。 

青木委員 34 条 11 号で現に指定されているところは制限しますということで、下段につ

いては、指定がないところでは誘導しますというふうに読めないこともありま

せん。このままの案で行けそうです。 

会長（吉岡） 次に、修正一覧表 12番の歩行者中心の道路についていかがでしょうか。意見が

なければ原案通りとします。次に 18番はいかがでしょうか。 

津田委員 現在、生け垣について補助はありますね。 

市担当（酒巻） あります。 

敷樋委員 樹木などの確保はひじょうに良いことですが、現実にどう進めていくのか問題

です。観るのは良いですが、管理は難しくて伐採されているのが現状です。落

ち葉の処理の問題や、枝による家屋が破壊するケースもあります。 

津田委員 久喜の水道は地下水が使われているということですが。 

市担当（酒巻） 割合の数字は手元にありませんが、現在は地下水よりも表流水を多く使ってい



ます。理由として、地盤沈下の問題があり、県の条例で地下水の汲み上げが制

限されているというものです。 

津田委員 樹木を植えないと地下水にプラスということにならないのでしょう。 

敷樋委員 植樹をして地下水を涵養することで、地下水を水道として使うという話ではな

いと思います。 

坂居委員 住宅の敷地内の樹木は、高齢化で管理が難しくなって、どんどん切られていま

す。火災時に樹木による類焼防止効果も期待できるので、個人の持ち物ではあ

りますが市で「促進」するとなっています。保全をバックアップする考えが計

画の中に記載されていることには賛成ですが、主語は誰になるのでしょうか。

資金的なこともそうですが、啓発も含めて市民に訴える必要があります。 

市担当（酒巻） 表現は難しいですが、個人のもの、市民・企業の取組みは「促進」という言葉

使いを定義しています。マスタープランはあくまで整備の方向付けを示すもの

で個別具体の取組みを記載するものではありません。補助制度はありますが、

確かに市民の皆さんへのＰＲは足りないかもしれません。 

会長（吉岡） 次に、修正一覧表 23番ですが、先ほどの修正に加えて何かありますか。 

青木委員 「推進する」と修正すれば問題ありません。 

堀越委員 河川について、国・県の事業は入っているのでしょうか。 

飛澤委員 青毛堀しかなかった。 

稲生委員 あとは役所の方で計画があるかどうかです。 

市担当（酒巻） 個別具体の話は難しいですが、浸水対策については地域のお話を伺いながら県

と連絡をとって進めていきたいと思います。 

飛澤委員 地区別ワークショップの提案で重要なものを入れれば良いでしょう。 

市担当（酒巻） マスタープランの資料編に皆さんのご意見をまとめていきますので、そのよう

な形でご了解いただければと思います。 

敷樋委員 人口推計に関する表現のところで、人口減少の傾向としては確かに推計の通り

ですが、その傾向が「顕著に」続くと強調する必要はないでしょう。また、道

路整備の中で、生活道路の整備も地域コミュニティにとって必要であり、触れ

ておいてほしいと思います。 

市担当（酒巻） 38 ページの 2 段目のところで記載しております。「歩行者目線～」の箇所を捉

えていただければと思います。 

津田委員 先日、水戸に行った時に、交差点で「ポケットパーク」というものを見ました。

この言葉を使えないでしょうか。 

坂居委員 41ページに市街地のオアシス、街なか公園という提案があります。このような

ことではないでしょうか。 

市担当（酒巻） その記述の「～歩行者に憩いの場」の後ろに括弧書きで「ポケットパーク」と

入れます。 



佐藤（敏）委員 市民向けのパンフレットをつくるのであれば、震災を踏まえた要望も大きいの

で、そのあたりも触れてほしいと思います。主役は市民ではありますが、行政

と市民の意識の違いがあります。 

市担当（酒巻） マスタープランとは別にパンフレットをつくることは考えていません。計画書

をホームページで閲覧できるような形をとります。できれば計画書のダイジェ

スト版をつくりたいと考えています。 

佐藤（敏）委員 震災に対する市民の関心に配慮していただければと思います。 

敷樋委員 地区別構想で字句的なことですが、56ページの 2段目で、「ラベンダーや菖蒲」

とありますが、菖蒲は漢字だと「あやめ」と読めません。「しょうぶ」と「あや

め」は別々のものなので、「菖蒲」を「あやめ」と修正してください。また、農

業集落排水の記述のところで、「市街地」と「集落地」という区分がわかりにく

いので検討してください。それから、57ページの 3番のところですが、道路整

備の文章に「拡張整備」という語句がありますが、「拡幅整備」ではないでしょ

うか。 

飛澤委員 74 ページから 75 ページのところですが、委員名簿の肩書は、委員会と地区別

ワークショップで統一したほうがよいでしょう。74ページの肩書に合わせるべ

きです。 

会長（吉岡） 以上、議論が尽くされましたが、標題の「素案」を取り外し、「案」とさせてい

ただきたいと思います。 

会長（吉岡） 【議事：その他】 

議題のその他について、事務局よりお願いします。 

市担当（坂巻） ご指摘いただきました修正点については、会長、副会長と協議のうえとりまと

めたいと思います。今年度は本日の第８回の委員会で終了となります。来年度

ですが、６月に予定しておりますパブリックコメントで広く市民の皆さんから

意見をいただきます。意見をいただく期間は１か月程度で、その後あらためて

委員会にお集まりいただくことになります。来年度は２回ほど委員会の開催を

予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

副会長（根岸） 【閉会】 

長時間にわたり活発な議論をいただきありがとうございました。これで第８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。 

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 ４月２３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 



 


