
様式第2号(第5条関係) 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

（野口参事） 

 皆様、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただ今より平成３０年度第２回久喜市都

市計画審議会を始めさせていただきます。 

 本日は、公私ともにお忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありが

とうございます。私は本日、司会を務めさせていただきます都市計

画課長の野口でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上げま

す。 

 はじめに、現在の出席委員でございますが、委員定数１５人中、

出席委員１３人でございます。委員の半数以上の出席がございます

ので、久喜市都市計画審議会条例第６条第２項の規定によりまし

て、本会議が成立いたしますことを報告申し上げます。 

 続きまして、会議に入ります前に会議の公開と会議録の作成につ

いて、ご了解をいただきたいと存じます。 

 まず会議の公開についてでございますが、久喜市審議会等の会議

の公開に関する条例第３条の規定により、審議会等の会議は原則公

開とし、会議の傍聴を認めておりますことから、本会議につきまし

ても公開とさせていただきます。 

 また、同条例第９条の規定により、会議録を作成することとなっ

ておりますことから、記録のための録音及び写真の撮影につきまし

て、ご了承いただきたいと存じます。 

 会議録の作成形式は、全文記載方式とし、会議録の確認、署名に

つきましては、会長にお願いしたいと存じます。 

 なお、本日の傍聴者は、０名であることをご報告いたします。 

 それでは、次第に沿って会議を進めさせていただきます。 

 次第２の挨拶です。高沢会長、ご挨拶をお願いいたします。 

高沢会長 【 会長挨拶 】 

司会 

（野口参事） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、梅田市長より、ご挨拶を申し上げます。 

梅田市長 【 市長挨拶 】 

司会 

（野口参事） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、次第３の諮問でございます。 

 梅田市長から高沢会長へ諮問書をお渡しいたします。 

 【 梅田市長が諮問書を読み上げ、高沢会長へ手渡す 】 

司会 

（野口参事） 

 ありがとうございました。 

それでは、ここで事前に送付させていただきました配布資料の確

認をさせていただきます。 

 事前に配布させていただいた資料は、全部で３点でございます。 

 ①平成３０年度第２回久喜市都市計画審議会次第 

 ②平成３０年度第２回久喜市都市計画審議会資料一覧 

 ③議案第１号 久喜都市計画生産緑地地区の変更について 

となります。 

 なお、議案第１号の図面につきましては、カラーの図面２枚を

テーブルの上に配布させていただいております。 



 皆様、不足資料等はございませんでしょうか。 

各委員 【 資料確認 】 

司 会 

（野口参事） 

 それでは、次第４の諮問事項の審議に移らせていただきます。 

 久喜市都市計画審議会条例第６条第１項の規定により、会長が議

長になることとなっております。 

 それでは、高沢会長よろしくお願いします。 

議長 

（高沢会長） 

ただいま、梅田市長から諮問をいただきました事項につきまし

て、審議に入りたいと思います。 

議案第１号「久喜都市計画生産緑地地区の変更について」、公園

緑地課から説明をお願いします。 

事務局 

（吉羽課長） 

 公園緑地課長の吉羽でございます。 

 議案第１号「久喜都市計画生産緑地地区の変更について」、お手

元の資料に基づきましてご説明申し上げます。 

 はじめに、事前に資料を送付させていただいたところではござい

ますが、図面については、見やすいようにカラーに着色した資料を

ご用意させていただきましたので、そちらをご覧ください。 

 それでは、資料の久喜都市計画生産緑地地区の変更について（久

喜市決定）と変更概要書を併せてご覧ください。 

 本日、ご審議いただく案件につきましては、第９号、第１０号及

び第３９号生産緑地地区の変更についてでございます。 

 これらの生産緑地地区につきましては、相続の発生に伴い、相続

人である土地所有者から生産緑地法第１０条の規定に基づき、市に

対しまして、買い取りの申し出があった土地でございます。 

 この申し出に伴いまして、まず、公共用地として活用することを

検討したところですが、現時点において、具体的な土地利用の計画

がないことから、相続人である土地所有者に対しまして、買い取る

ことができない旨を回答したところです。 

 その後は、本市の農業委員会の協力を得て、農業従事者への土地

取得の斡旋等に努めたところですが、代わりの農業従事者が見つか

らなかったため、生産緑地法第１４条の規定に基づき、生産緑地と

しての行為制限が解除されましたことから、地区全体を廃止するも

のでございます。 

 続きまして、廃止する生産緑地地区の概要について、順次ご説明

いたします。資料の変更概要図の１枚目をご覧ください。 

 こちらは、生産緑地の位置や変更内容などを示した概要図でござ

いますが、黄色に着色した箇所が、今回廃止する第９号及び第１０

号生産緑地地区でございます。 

 これらの生産緑地地区は、久喜東５丁目と久喜東６丁目の境に位

置しておりまして、生産緑地の西側、図面の左の外側になります

が、久喜自動車学校がございます。 

 また、図面上において、右下から左側の中央部にかけて、二重線

で表示されている部分が東武伊勢崎線の線路でございますが、線路

の北側が、第９号生産緑地地区となっておりまして、面積は約 

０.１２ヘクタールでございます。 

 線路の南側が、第１０号生産緑地地区となっておりまして、面積

は約０.４２ヘクタールでございます。 

 次に、資料の変更概要図の２枚目をご覧ください。 

 こちらは、別の地域の概要図となっておりまして、この黄色に着



色した箇所が、今回廃止する第３９号生産緑地地区でございます。 

 この生産緑地地区は、青毛４丁目地内の私立あおば幼稚園の西側

に位置する土地でございまして、面積は約０.２ヘクタールとなっ

ております。 

 続きまして、当該生産緑地地区の変更に係る都市計画案の縦覧結

果をご報告申し上げます。 

 縦覧につきましては、平成３１年２月１２日から２月２５日まで

の２週間、都市計画法第１７条の規定に基づく都市計画案の縦覧を

行いましたところ、縦覧者、意見書の提出ともになしという結果で

ございました。 

 議案第１号の説明は以上でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議長 

（高沢会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質問を受付いたします。 

 議案第１号「久喜都市計画生産緑地地区の変更について」、皆

様、何か質問等はございますか。 

宮﨑委員  生産緑地地区の解除ですが、公共用地の利用はなかったという説

明でした。第１０号生産緑地は、約０．４２ヘクタールもあり、市

街化区域内の大きな空地となります。この土地について、久喜市も

しくはその他の公共用地の利用が本当になかったのか、もう一度確

認させていただきます。 

事務局 

（吉羽課長） 

 久喜市の内部組織に協議をしましたが、公共用地として、利用す

る所管課はありませんでした。 

宮﨑委員 このような大きな土地が出てくることは、あまりないので、公共

用地の利用がなかったか確認させていただきました。 

 ありがとうございました。 

議長 

（高沢会長） 

 その他、ご質問はありますか。 

 無いようですので、議案第１号「久喜都市計画生産緑地地区の変

更について」異議なしで答申することといたします。 

 それでは、答申書の案文をお配りいたします。 

 事務局、お願いいたします。 

 【 答申書（案）を各委員に配布する 】 

議長 

（高沢会長） 

 それでは、答申の準備ができました。 

 答申案について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 

（藤本係長） 

都市計画課計画係の藤本と申します。 

それでは、委員の皆様にお配りいたしました答申案の内容につき

まして、ご説明させていただきます。 

先ほど、梅田市長より久都第２２６６号で諮問させていただきま

した議案につきまして、久喜市都市計画審議会でご審議をいただい

た結果、異議なしという意見をいただくことができました。 

答申書には、賛否の別で賛成ということで、答申させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

議長 

（高沢会長） 

 ありがとうございました。 

皆様、この内容で答申してよろしいでしょうか。 

各委員 【 異議なし 】 

議長 

（高沢会長） 

 それでは、この内容で答申させていただきます。 

司会  それでは、次第５の答申に入りたいと思います。 



（野口参事）  梅田市長、高沢会長、その場にてご起立をお願いいたします。 

  【 高沢会長が答申書を読み上げ、梅田市長へ手渡す 】 

司会 

（野口参事） 

ありがとうございました。 

ここで、梅田市長から皆様へ一言御礼申し上げます。 

梅田市長 【 市長挨拶 】 

司会 

（野口参事） 

 ありがとうございました。 

 大変恐縮ではございますが、梅田市長におかれましては、この後

の公務がございますので、ここで退席させていただきます。 

 【 梅田市長退席 】 

司会 

（野口参事） 

それでは、次第６のその他です。事務連絡の前に参考資料を４点

お配りいたします。 

 【 参考資料配布 】 

司会 

（野口課長） 

 事務連絡の内容につきましては、１点目が用途地域変更につい

て、２点目が都市計画法第３４条第１１号区域の見直しについて、

３点目が平成３１年度久喜市都市計画審議会のスケジュールについ

てとなります。 

それでは、事務局からご説明いたします。 

事務局 

（藤本係長） 

 

私から、来年度予定している用途地域の変更につきまして、概要

を説明させていただきます。 

それでは、会場前に都市計画図を掲載させていただきました。席

が後ろの方は、地図が少し遠いと思われますが、都市計画図を使い

説明させていただきます。 

用途地域は、駅前など都市の中心的な役割を担う部分には赤色の

商業地域やピンク色の近隣商業地域を、その周辺の主に居住の用に

供する部分には、黄色や緑色の住居系の用途地域を、住居から離れ

た郊外の工業団地には青色の工業専用地域や水色の工業地域を指定

し、市街化区域の計画的な土地利用を誘導するものです。 

現在、２月議会において、平成３１年度予算案をご審議いただい

ておりますが、その中で用途地域検討事業を計上させていただいて

おります。 

この事業で用途地域の変更案を検討しようと考えております地区

は、参考資料１の用途地域検討地区の上段及び中段に記載がありま

す南栗橋地区と東鷲宮地区になります。 

上段の南栗橋地区につきましては、南栗橋８丁目を中心とした約

９ヘクタールの地区で、現在、用途地域は第二種中高層住居専用地

域が指定されております。現況は更地で、土地区画整理事業が完了

した平成１１年以降、土地活用が図られておりません。この地区の

整備構想は、久喜市都市計画マスタープランで「駅を中心とした商

業地と住宅地のバランスのとれた市街地の形成」としておりますこ

とから、戸建て住宅と中規模の商業施設の立地を誘導できるよう、

用途地域案を検討してまいりたいと考えております。 

次に、中段の東鷲宮地区につきましては、ＪＲ東鷲宮駅の西口駅

前の市街地で、現在、用途地域は主に第二種中高層住居専用地域が

指定されております。現況は、駅前広場の周囲に駐車場が多く広

がっており、駅前という土地のポテンシャルを活用できておりませ

ん。この地区の整備構想は、久喜市都市計画マスタープランで「駅

西口の商業誘致」としておりますことや、駅前という都市の中心的

な役割を担う地区でありますことから、駅前広場周辺や県道さいた



ま栗橋沿道に中規模な商業施設等の立地ができるよう、用途地域の

変更案を検討してまいりたいと考えております。 

また、この２地区と合わせて、平成２６年度から平成２７年度に

用途地域の見直しを検討した下段の菖蒲町菖蒲地区につきまして

も、用途地域の変更手続きを同時に進めてまいりたいと考えており

ます。 

この菖蒲町菖蒲地区につきましては、あやめ会館や埼玉りそな銀

行菖蒲支店などを含む菖蒲地区の市街地で、用途地域は商業地域が

指定されております。現況は、外周道路の沿道には商店が軒を連ね

ておりますが、中に入りますと低層の木造住宅が大半を占めており

ます。通常、商業地域には大規模な商業施設の立地が可能となりま

すことから、火災に対するリスクを最小限に留めるよう、防火地域

の指定などをすることとなりますが、この地区には指定されており

ません。 

そのような中、平成２８年１２月に新潟県糸魚川市で発生した火

災が記憶に新しいところでございますが、この地区のように、歴史

のある市街地は道路も細く木造住宅が密集しておりますことから防

火対策を検討する必要があります。 

しかしながら、防火地域や準防火地域の指定は、建築物の増改築

を行う際、防火性能の優れた建材を利用しなければならなくなりま

すことから、市民の皆様に過度な負担を強いることにつながりま

す。 

そこで、商業地域特有の高建蔽率、高容積率の用途地域を、土地

利用の現況や動向に一致する住居系の用途地域に変更することで、

木造密集市街地を緩やかに解消してまいりたいと考えているところ

でございます。 

この３地区の用途地域及び地区計画など関連する都市計画の変更

につきましては、変更案を検討していく中で、埼玉県など関係機関

との協議を経て、平成３１年度の秋ごろから法手続きに入り、年度

末の都市計画変更を目標に進めてまいりたいと考えております。 

そのようなことから、今から約１年後となる２０２０年２月また

は３月ごろ、久喜市都市計画審議会にお諮りし、ご審議いただきた

いと考えております。 

事務局 

（保渡山係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、都市計画法第３４条第１１号区域の見直しにつきま

して、ご説明させていただきます。 

都市計画課開発指導係の保渡山と申します。 

初めに配布させていただきました資料の確認をさせていただきま

す。 

配布させていただいた資料は、 

参考資料２ 久喜市区域指定図都市計画法第３４条第１１号に基

づく区域 

参考資料３ 都市計画法、都市計画法施行令抜粋 

参考資料４ 久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関す

る条例 

の３点でございます。 

それでは、お配りいたしました参考資料２の久喜市区域指定図都

市計画法第３４条第１１号に基づく区域をご覧いただきたいと思い

ます。 

本市におきましては、市全域の８，２４０ヘクタールを市街化区



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

域と市街化調整区域に区分しております。そのうち、緑色に着色し

てある箇所が市街化区域であり、面積は１，９７０ヘクタール、そ

れ以外の区域の面積は６，２７０ヘクタールとなっており、茶色に

着色されている箇所が、現在の都市計画法第３４条第１１号区域と

なっております。 

この都市計画法第３４条第１１号区域につきましては、配布させ

ていただいております参考資料３の都市計画法、都市計画法施行令

抜粋の２ページ目の上から３行目に規定しております市街化区域に

隣接し、又は近接する一定の地域のうち、政令で定める基準に従

い、市が条例で指定する区域において、環境の保全上支障があると

認められる建築物以外の用途に限り開発許可をすることができると

規定されております。 

本市におきましては、配布させていただいております参考資料４

の久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第３条

において、指定する区域について規定するとともに、第４条におい

て建築できる用途を居住の用に供する一戸建ての住宅であり、賃貸

の用に供するものは除くと限定して、運用を行っているところであ

ります。 

次に、都市計画法第３４条第１１号区域の指定状況でございま

す。本市におきましては、現在、約４７２ヘクタールを指定してお

り、地区毎の指定面積については、栗橋地区１７８ヘクタール、鷲

宮地区２９０ヘクタール、菖蒲地区３．７５ヘクタールとなってお

り、久喜地区については、区域の指定をしていないところでござい

ます。 

そのため、都市計画法第３４条第１１号区域につきましては、以

前から市議会においても議論がされ、見直しを求められてきたとこ

ろでございます。 

また、現在、埼玉県では、都市計画法第３４条第１１号区域の縮

小に向けて、指定運用方針の見直しを進めている状況でございま

す。 

そのような動きを受けまして、都市計画法第３４条第１１号区域

については、定住人口の確保につながる政策であり、本市としては

存続する考えでありますが、埼玉県の方針に配慮する形で見直しす

る必要があるとの結論に至ったところでございます。 

なお、見直しにあたっては、市内全域を統一した基準で見直しを

する必要があると考えております。 

具体的な検討内容を申し上げますと、久喜地区、菖蒲地区につき

ましては、既存の集落内のうち、農業振興地域の農用地区域で無い

区域、かつ、市街化区域から一定の距離の範囲内の区域について

は、新たな区域に指定することを検討しております。 

逆に栗橋地区や鷲宮地区につきましては、市街化区域から一定の

距離を越える範囲については、区域から除くことを検討していると

ころでございます。 

新たな区域の指定にあたりましては、既存の指定面積を超えない

範囲で、詳細について検討しているところでございますが、平成 

３１年５月末までに見直し案を作成し、６月頃に久喜市都市計画審

議会に説明をしてまいりたいと考えております。 

以上で、都市計画法第３４条第１１号区域の見直しについての説

明を終了させていただきます。 



事務局 

（藤本係長） 

続きまして、３点目、平成３１年度久喜市都市計画審議会のスケ

ジュールについて、ご説明させていただきます。 

平成３１年度久喜市都市計画審議会の開催予定については、先ほ

ど、事務局からご説明させていただきました用途地域変更、都市計

画法第３４条第１１号区域の指定変更について、皆様にご審議をい

ただきたいと思います。 

説明の中にもありましたが、６月頃に平成３１年度第１回久喜市

都市計画審議会の開催を予定しております。審議会の開催時期が近

づきましたら、委員の皆様にご連絡いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

それから、都市計画法第３４条第１１号区域の見直しについて

は、この後、市民の方へパブリックコメント等の手続きを行いま

す。パブリックコメントの手続きにあたり、委員の皆様への報告を

秋頃の１１月前後に、第２回久喜市都市計画審議会を予定しており

ます。 

それから、最初にご説明させていただきましたが、用途地域の変

更については、およそ今から１年後に都市計画の変更を予定してお

ります。このことから、第３回久喜市都市計画審議会は、２０２０

年の２月もしくは３月の年度末に開催ができればと考えておりま

す。 

委員の皆様には、ご協力をいただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

司会 

（野口参事） 

事務局からの事務連絡は、以上となります。 

その他の事務連絡につきまして、皆様、何か質問等はございます

か。 

宮﨑委員  １点ご質問させていただきます。 

 都市計画法第３４条第１１号の区域変更についてですが、現在、

約４７２ヘクタールが、鷲宮地区、栗橋地区、菖蒲の一部地区に都

市計画法第３４条第１１号の区域指定がされております。今後、埼

玉県の基準に基づき、区域の見直しを実施すると説明がありました

が、見直し後の都市計画法第３４条第１１号の区域は、現在の指定

区域から大幅に変更されるのでしょうか。それとも、約４７２ヘク

タールの範囲内で変更されるのか、ご質問させていただきます。 

事務局 

（保渡山係長） 

 都市計画法第３４条第１１号の区域変更は、約４７２ヘクタール

を越えない範囲内で区域の見直しを考えております。 

 現在、詳細を取りまとめているところであり、各地区のはっきり

とした面積は申し上げられないところであります。 

議長 

（高沢会長） 

 ありがとうございました。 

 以上で本日予定しておりました議事は終了いたしました。 

 久喜都市計画生産緑地地区の変更を本日市長に答申できましたこ

と、ご協力に感謝いたします。 

 これをもちまして議長の職を解かせていただきます。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

司会 

（野口参事） 

 ありがとうございました。 

 委員の皆様におかれましては、慎重なご審議をいただき誠にあり

がとうございました。 

 以上をもちまして、平成３０年度第２回久喜市都市計画審議会を

閉会とさせていただきます。 
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