
素案に対する意見と対応一覧

番号 素案に対する主な意見 意見出所 修正対応 該当頁

1

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。

委員会

現在策定中の総合振興計画と歩調を
合わせて考え方を調整中です。
なお、本マスタープランでは、人口推計
を踏まえ、人口減少社会を前提とした
都市づくりの方向性について記載しま
す。

10

2
交通渋滞の問題点を記載すべき。

事務局
交通体系の現況と課題に、渋滞箇所
の表記を加えます。

17
図

3

（34条11の区域指定について、調整区域の開発をコントロール
するという視点とは異なり、菖蒲地区では緩やかな開発が必要
だという意見があることに因んで、）
地域性の違いなど色々な要素がある中で、地域的なものを考
慮に入れて全体的なことを最後に調整した方が良いと思いま
す。

委員会

本マスタープランでは、「久喜・菖蒲・栗
橋・鷲宮の４つの地域性に配慮しつ
つ、地区それぞれが相互に尊重すべ
き特徴を活かしながら取り組む」旨に
ついて加筆します。

29

4
P31都市構造図の説明が必要。

事務局
素案に対する意見と対応一覧

30

5
「住宅供給と連動した商業環境の再生」という表現は、混在市
街地を招くイメージを与える。また、「都市型住宅」はわかりにく
い。

各課
標題を「駅周辺商業地の魅力向上」と
し、方針文も見直します。 33

6
P36方針図に対応した記載内容の見直しが必要。

事務局
国道122号及び国道125号沿道の土地
利用方針について加筆します。

33下段
～34上段

7
「子育て世代が減少する地域があらわれないよう」にすること
は、都市マスタープランで可能か。 各課

工業団地の保全と定住促進を主体とし
た方針文に見直します。

34
上段

8

34条11の区域指定について、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。

委員会

34条11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。
（この方針文案のまま位置づけます。）

35
上段

9

菖蒲地区の特に小林、栢山では、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。34条11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。 委員会

菖蒲地区の方針にある「～優良農地
の保全を基本とした緩やかな開発を誘
導し、開発にあたっては道路や排水な
どの都市基盤の整備を促進します。」
と整合を図ります。
「地域事情を踏まえた緩やかな開発の
誘導」を標題とする方針文案を加筆し
ます。

35
上段

10

生産緑地の追加指定や、遊休農地等の有効活用について位
置づけられないか。 各課

生産緑地指定による農地の保全と、農
地の有効活用について方針文の見直
しと追加をします。

35
下段

11
道路体系について再整理が必要。

事務局
道路体系に関する考え方について見
直します。 37

12

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。

委員会

「高齢社会に対応した歩行者道路の整
備」を標題とする方針文案に、「～歩行
者専用道路やコミュニティ道路の整備
～」を加えます。

38
上段

13

「地域商業等の活性化～」は、都市マスタープランの領域外で
はないか。また、「歴史資源等を活用した道づくり」とは、具体
的に何を整備するイメージなのか。 各課

「地域商業等の活性化～」は削除しま
す。「歴史資源等を活用した道づくり」
は「資源や景観と調和した道路整備」
に差替えます。

38
上段

14
公共交通検討の考え方と整合を図るべき。

各課
「循環バスの必要に応じた再編」という
記述に変更します。 39

上段

15
観光分野において、「消費・滞留」という言葉は一般的ではな
い。また、「開発動向を活かした」という表現も現実にそぐわな
い。

各課
「消費・滞留」、「開発動向～」という表
現を削除します。

39
下段

16

道路体系について再整理が必要。

事務局

川越栗橋線を広域幹線とするなど、道
路体系の見直しとともに方針図を修正
します。

40
図
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素案に対する意見と対応一覧

番号 素案に対する主な意見 意見出所 修正対応 該当頁

17
P44方針図の修正に伴い、「緑の回廊」を位置づける説明が必
要。 事務局

「緑の回廊」を位置づける方針文を加
筆します。

41
上段

18

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。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。

委員会

方針文案の一部を、「生垣の設置や屋
敷林の保全等を促進するとともに、緑
地協定に基づく緑地保全及び緑化に
取り組みます」と修正します。

41
下段

19
今後、農業集落排水整備の位置づけは困難。

各課
農業集落排水の記述は削除します。

42
下段

20
クリーンエネルギー自動車の普及は、都市マスタープランの領
域外ではないか。 各課

「環境対応型自動車の普及を支援する
施設の整備」として内容を見直します。 43

21

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、久喜市独自のものは考えられない
でしょうか。景観区域をつくったほうが独自のまちづくりができ
るのではないでしょうか。

委員会

本市では、県条例に基づいて指導して
いますが、市独自ということでは、その
方向性をマスタープランに位置づける
ことが可能です。
計画的で良好な景観を形成するため
には、景観計画区域を定め、景観計画
区域内の土地の所有者等は、景観協
定を締結することが考えられます。
これを踏まえ、「地域の特性を生かした
景観づくり」を標題とする方針文案を加
筆します。

44
上段

22

街路樹はこれほど必要なのか。

各課

街路樹に限らず、緑をネットワークする
概念を緑の回廊と位置づけ、緑の拠点
と市街地を有機的に結ぶネットワーク
に見直します。

44
図

23

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。

委員会

担当課と協議のうえ記載内容を再検
討します。 45

上段

24
軟弱地盤の地盤改良を促進できるのか。

各課
開発指導を通じた市街地耐震化の取
り組みとして記載します。 45

下段

25

交通安全対策について充実が必要。

事務局

指定区域内の生活道路を30キロ規制
とする「ゾーン３０」の導入について加
筆します。

46

26
今後、農業集落排水整備の位置づけは困難。

各課
農業集落排水の記述は削除します。

56下段
58上段

27

区画整理事業による公園整備も位置づけるべき。

各課

栗橋駅西土地区画整理事業地内にお
ける計画的な公園整備について加筆し
ます。

61
下段

28

国・県による河川整備、国の利根川堤防強化事業について触
れるべき。また、軟弱地盤の地盤改良を促進できるのか。

各課

国等の事業について加筆します。ま
た、軟弱地盤については、開発指導を
通じた市街地耐震化の取り組みとして
記載します。

62
下段

29

駅橋上化事業の実現性を踏まえ記述の見直すべき。

各課

「駅周辺整備事業」として記載するほ
か、高齢者等対応については東西口
で促進すべきものとします。

65
下段

30
鷲宮地区に公共下水道の記述が無い。

各課
「効率的な汚水処理及び雨水排水機
能の向上」について加筆します。

66
下段

31
市民参加を強調すべき。

事務局
市民参加の位置づけを強調的に表現
しなおします。

70
図

※上記一覧に整理していないその他の細かな語句修正等は、各課の意見や事務局でのチェックを踏まえ実施しました。
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