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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（関根） 【建設部長あいさつ】 

省略 

会長（吉岡） 【議事：パブリックコメントについて】 

都市計画マスタープランの原案について、パブリックコメントを実施しました。

いただいた意見と意見に対する市の考え方がまとめられています。こちらにつ

いて事務局から説明をお願いいたします。 

市担当（坂巻） 【説明】 

〇パブリックコメントについて （意見番号１～５） 

会長（吉岡） 今説明のありました１から５番までの内容について質問やご意見のある方お願

いいたします。 

飛澤委員 ２番について、久喜地区限定でサイクリングロードについて触れられている印

象があります。サイクリングロードについては、久喜地区に限らない内容であ

ると思います。 

稲垣委員 P.39（２）に自転車環境に関することが書いてあるので、久喜市全体のことと

しては計画案に書いてあると思います。久喜地区を中心とした内容ですが、こ

の意見を読むとサイクリングロードに対する意見としては、市全域に関わる内

容だと思います。市の回答がかみ合っていないように思えます。 

会長（吉岡） 久喜地区の意見として紹介されているが、市全域に関わることではないかとい

うご指摘と、市の回答がかみ合っていないのではないかというご指摘でした。 

鈴木委員 パブリックコメントの内容は公表されるものなのでしょうか。 

市担当（坂巻） いただいたご意見とともに市の考え方を公表します。 

鈴木委員 公開するのであればミスマッチは避けるべきです。１番については、２つの意

見を述べていると思います。回答は１か所のみについて示されていますが、P.54

もその回答にあたるのではないでしょうか。 

会長（吉岡） １番と２番についてご意見をいただきました。修正内容については、会長預か

りとさせていただきたいと思います。 

市担当（坂巻） 紹介したご意見のなかで、地区が記載されているものについては、意見者が地

区を限定して書いているものです。久喜地区と記載があったものについては、
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久喜地区に該当するものとして整理させていただきました。 

飛澤委員 意見の後半部分をみると、久喜地区に限定していない内容のように思えました。 

根岸委員 久喜市を中心とした広域的なものをニュアンスとして含まれていると思いま

す。市内全体を対象とした基本的な方針があるので、両方とも明記する方がよ

いと思います。 

襟川委員 両方併記したほうが丁寧だと思います。 

会長（吉岡） では、久喜地区に限定した内容だけでなく、市全体に関連した内容についても

考えとして整理したいと思います。 

引き続いて６から８番目までの意見について説明をお願いいたします。 

市担当（坂巻） 【説明】パブリックコメントについて （意見番号６～８） 

飛澤委員 ７番は、春日部菖蒲バイパスと上尾久喜バイパスとを同じ路線として考えられ

ている質問でしょうか。 

市担当（坂巻） どのような意図の質問なのかこちらも把握していません。２つのバイパスを混

同されているのかもしれません。どちらのバイパスも整備計画はございまして、

整備を促進することによって、久喜地区と菖蒲地区の体系を強化するという回

答（案）を作成しております。 

坂居委員 質問の意図がよくわからないということでしたが、質問者に逆質問することは

できないのでしょうか。 

市担当（酒巻） パブリックコメントは、お名前を書いていただくこととなっておりますが、そ

れでもお名前がわかる方と分からない方がいらっしゃいます。ある方だけに再

質問するのは難しい。回答は公表するものですので、質問者の意図と内容が異

なる場合には、改めてご意見がいただけるのではと考えております。 

稲垣委員 質問の意味が分からないという趣旨で記載するなどして、丁寧に対応した方が

よいと思います。 

津田委員 丁寧に対応した方がよいかと思います。 

佐藤（和）委員 この質問だけを読むと、記載する路線が異なるのではないかというご意見にし

か読み取れないように思えます。 

会長（吉岡） 質問の意図がわからないということを丁寧に書くということで対応いただくと

いうことでよろしいでしょうか。 

（特に意見なし） 

飛澤委員 ８番目のご意見は、マスタープランでどのように扱うべきか考えなければなら

ないのではないでしょうか。 

会長（吉岡） 私の立場上、公の場でコメントできる内容ではありません。また、大学移転に

ついては私が扱っているものでもないので、市として持ちえている情報を説明

していただいたほうがよろしいと思いますが、いかがでしょうか。 

市担当（酒巻） 大学の関係者として、コメントは難しいとのことですので、現段階で市が把握
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しております情報をお伝えいたします。移転等に関わる内容としては、概ねこ

ちらの意見に示されている通りとなっております。 

大学の移転の問題については、現段階では都市マスの対象であるとしておりま

すが、対象とするかしないのかを含めてご検討いただきたいと思います。 

坪井委員 学年の一部はこちらに残るということですが、敷地が余るということなのでし

ょうか。もし跡地利用というものを考える必要があれば、策定委員会で検討す

ることになるのではないかと思いますが、敷地が余剰となるということでなけ

ればこの場で検討することは難しいと思います。 

市担当（酒巻） 敷地に空きができるのか、空校舎が出るのかよく分からない状況です。一部に

は、学生を増やすという話も伺っております。今後どうなるのかまだ分からな

い状況ですが、大学としては市内に残るということです。 

冨田委員 この文章を読んでいると、大学を誘致したときだけに投資したという印象を持

ちます。誘致後、市と大学でどのような連携を図ってきたのかが重要なのでは

ないでしょうか。大学と連携しながらまちづくりを考えていくという視点では、

都市マスの対象だと思います。 

坂居委員 所有権は大学が持っていると思います。都市マスとは別で、今後も大学として

有効利用できるよう期待するしかないように思います。敷地も建物も現状のま

まということであれば都市マスとはなじまないと思います。 

鈴木委員 大学の運営に左右される内容なので、都市マスの対象外だと思いますが、市の

考え方については書くべきだと思います。 

市担当（酒巻） 大学の扱いについては、現在並行して策定している総合振興計画でもご意見を

いただいております。都市マスよりも上位の計画で扱うものとして、総合振興

計画に委ねるかたちでさせていただくのはいかがでしょうか。 

根岸委員 都市マスとは関わりはあると思います。まちづくりを考えていくうえで、大学

が今後どうなっていくのかというのは大きな要素だと思います。まちづくりに

資する情報として市民に明確に示すことが必要だと思います。結果については

また別の扱いとなるかと思いますが。 

篠原委員 特別講義で大学にうかがったときに、学生さんからご意見を聞きましたが、駅

前に娯楽施設もないという意見がありました。それが非常に鮮明な記憶として

残っています。今後について結論が出ているのであれば、この場で話し合って

もいいと思いますが、そうでないのであれば、扱うものではないと思います。 

佐藤（敏）委員 市内の文教環境を位置付けるうえで大きく左右する要素なので、位置づけるべ

きではないかと思います。 

敷樋委員 この方の意見としては、都市計画上の問題として反省すべきという意見であり、

そういった内容については、都市マスには書きづらいと思います 

青木委員 大学というボリュームを考えた場合、都市マスで扱わなくていいのかという疑
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問はあります。都市マスは将来どのように考えていくかということを扱うもの

だと思いますので。 

鈴木委員 大学側としても今後不明な点が多々あるようです。大学側の考えもあっての話

なので、都市マスとして扱うのはそぐわないと思います。都市づくりの課題で

もこれまで取り上げられていません。回答だけはきちんとすればよいのではな

いかと思います。 

会長（吉岡） 不確定要素が多いので、都市マスの対象とはしませんが、市の考え方について

は掲載するということにさせていただきたいと思います。 

続いて９～１３番について説明をお願いいたします。 

市担当（坂巻） 【説明】パブリックコメントについて （意見番号９～１３） 

飛澤委員 １１番について、意見に対する回答として参考資料を指していますが、何か新

しいものがないという意見に対して参考となるものがあれば、その部分を示し

たほうがよいと思います。 

冨田委員 都市マスは２０年後の久喜を想像して考えていきましょうというものでした。

今回、合併して初めての都市マスということで、まずは、現状を知ることが重

要で、その部分に時間をかけて検討をしてきたことをを強調してはいかがでし

ょうか。新しいものがないという意見ですがそれは違うと思います。 

青木委員 質問者は市が作っているものをそのまま委員が追認しているという印象を持っ

ているのかもしれません。 

冨田委員 初めのころは進め方などいろいろと戸惑っていましたが、ここまでいろいろと

段階を踏んでやっていたこともあると思います。また、都市マスは作って終わ

りというものではないと思っています。 

堀越委員 ＳＷＯＴ分析を行ったというのも新しい試みだったと思います。 

坂居委員 ここまで関わってきて、十分意見を言わせていただいたし、計画に反映してい

ただいた部分もあると感じています。ご質問者は、初めから市民参加とは言え

ないと書かれていますが、先入観があってこう書いているのではないかと思っ

ています。 

根岸委員 これまで、久喜市の課題を解決するために何をすべきか、今後のまちづくりに

どういうことが起こりうるのか、それに対してどういう方針を考えるかを議論

してきました。第４章を回答として示すことも必要だと思います。 

津田委員 前回の都市マスと比較すると、計画の構成が似ているので、同じように見える

のかもしれません。作り方については全くことなるものだということをわかっ

ていただくことが大事だと思います。 

会長（吉岡） この質問については、委員の皆さんと様々な検討してきたことを示したいと思

います。 

それでは引き続き１４から１７番についてご説明お願いいたします。 
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市担当（坂巻） 【説明】パブリックコメントについて （意見番号１４～１７） 

鈴木委員 １５番について、準工業地域を指定するということだが、準工業という言葉が

あるのでしょうか。 

市担当（坂巻） 都市計画で定められる用途地域には、工業に関するものとして、工業地域、工

業専用地域、準工業地域があります。 

津田委員 １４番についてですが、高齢者大学に今年度入学した人に菖蒲地区の人がいら

っしゃらなかったという話を聞いています。会場は駐車場がなく車では行けな

いためと考えられます。公共整備機関を整備することが必要なのだと思いまし

た。 

坂居委員 今のご意見は P58に含まれると思います。 

会長（吉岡） 本文にも書かれている内容ですので、そちらで対応とさせていただきたいと思

います。 

最後に１８、１９番をお願いします。 

市担当（坂巻） 【説明】パブリックコメントについて （意見番号１８、１９） 

会長（吉岡） 特にご意見がなければ、全体を通してもう一度見直していただき、ご意見があ

ればお願いいたします。 

佐藤（敏）委員 パブコメに寄せられたご意見をみると具体的な内容が多いと思います。それに

対する市の考え方が、少々そっけない印象があります。 

稲垣委員 パブコメを提出した経験がありますが、計画に反映されないものについては、

客観的で納得のいく内容のものでした。もう少し明確な回答が必要なのではな

いでしょうか。 

会長（吉岡） 会長、副会長、事務局で回答の修正について検討させていただきたいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

会長（吉岡） 【議事：都市計画マスタープランについて】 

都市計画マスタープランの案について、パブコメ等を踏まえた修正版とのこと

です。こちらについて事務局から説明をお願いいたします。 

市担当（坂巻） 【説明】都市計画マスタープランについて （主な変更点について） 

会長（吉岡） 全体的にみて、赤字で示された文言について、ご意見ご指摘をいただければと

思います。 

飛澤委員 将来人口推計が掲載されています、総合振興計画で示されているものとあって

いないと思います。 

市担当（坂巻） 総合振興計画と整合を図ります。まだ、総合振興計画でも精査されていない部

分があるそうです。 

飛澤委員 P.13に道路や下水道とありますが、河川も含めたほうがよいのではないかと思
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います。 

また、農地について、市街地では市民参加による農地の活用は見られますが、

農業振興地域では少なくなっているので、それを踏まえた内容としたほうがよ

いと思います。あえて、市民参加によるということで書くのであれば、市街化

区域では～としたほうがよいと思います。 

市担当（酒巻） 一部を指しているということも考えているので、こういう部分もあるというこ

とで“活用・保全も求められます”という表現に変えさせていただきたいと思

います。 

青木委員 P.2 に“本マスタープラン～と”とありますが、中・長期的なものも都市マス

には盛り込まれているので、目標年次を書くことですぐ取り組めるものも目標

年次まで実現しないのかと考えてしまうものもあります。 

根岸委員 概ね２０年後であるという書き方に問題があるのではないかと思います。２０

年間どのように進めていくかが、都市マスの趣旨であると思います。 

市担当（酒巻） 表現を改めることも可能です。趣旨はそのように考えておりますので検討した

いと思います。 

青木委員 旧久喜市の都市マスは、内容の見直しを行っていないように思います。この都

市マスについても今後２０年か何もしないのでしょうか。 

会長（吉岡） ２０年後に向けて段階的に進めていくという趣旨だと思います。 

根岸委員 旧久喜市の都市マスではどのようなまちづくりをしていくかを方針を定めてい

ました。その方針に基づき、まちづくりが進められてきた経緯があると思いま

す。これからの実現の方針で市民がどのように活動していくかによってまちづ

くりの方向が定まると思うので、ここで決めたから２０年間なにもできないの

ではなく、これから市民が細かいことをどう進めていくかがポイントになると

思います。 

青木委員 P.22 の図ですが、ハザードマップと表現があっていないのではないでしょう

か。 

市担当（坂巻） 出典の内容にあわせて修正させていただきます。 

飛澤委員 P.43の２のタイトルで“自然や農地”というのは変な感じがします。“農地等”

としたほうが伝わると思います。２点目、休耕田において栽培は行っていない

と思います。 

市担当（酒巻） 栽培できるかどうかという話ではなく、栽培してはどうかという提案をしてい

ます。 

飛澤委員 コスモスやレンゲに限定できないので、“コスモスやレンゲなどを導入する”と

いう表現でどうでしょうか。栽培するというのもなかなか難しいと思うので表

現を変えたほうがよいと思います。休耕田については、農地としての整備を先

に行うことが必要だと思います。 
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坂居委員 これまでの検討で、自然や農地という表現になったと思います。自然を削除し

てしまうと水辺環境について表現ができないと思います。 

根岸委員 わかりやすさからいえば、“自然や農地”のままの方がいいと思います。 

会長（吉岡） 会長あずかりとさせていただきたいと思います。栽培という表現については削

除したいと思います。 

敷樋委員 P.17の渋滞個所は何かデータに基づくものなのでしょうか。 

市担当（坂巻） 状況に基づいて作成しました。 

敷樋委員 菖蒲地域内でも発生しているところがあるので、反映していただきたいと思い

ます。P.38の生活道路の整備について、新市基本計画に定められているので、

ここにも織り込むべきではないかと思っています。 

会長（吉岡） 生活道路に関する記載については検討させていただきたいと思います。 

敷樋委員 いくつか意見を述べさせてください。 

P.43の公共下水道の整備に関して、水洗化率の向上とありますが、合併処理浄

化槽に繋がっていないから向上しないということもあるのではないでしょう

か。表現がよく分からないと思います。 

P.47に“市民などが避難困難とならないよう”とありますが、肯定的な表現と

なるように例えば“迅速に避難できるよう”としてはどうでしょうか。 

P.60（５）栢間赤堀の部分で、管理体制の検討を含めとありますが、どのよう

なことを想定しているのでしょうか。地域別のワークショップで一番問題にな

ったのは管理体制の部分でした。 

会長（吉岡） パブコメに対する意見、マスタープランへの意見については、会長、副会長、

事務局に一任させていただきたいと思います。 

（異議なし） 

市担当（坂巻） 次回９月２４日に市長への答申ということでご報告いただくことになります。

実質今回が策定委員会の最終回となります。これまで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８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 

 

 


