
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(花井課長)  ただ今から、第１回久喜市都市計画審議会を始めたいと存じま

す。 

 現在、出席者は、１３名、久喜市都市計画審議会条例第６条第２

項の会議開催要件を満たしていることをご報告いたします。 

 申し遅れましたが、私は、本日司会を務めさせていただきます、

都市計画課長の花井と申します。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、さっそく会議に入らせていただきますが、はじめに、

配布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全部で８点ございます。 

第１回久喜市都市計画審議会の次第、資料１といたしまして久喜

市都市計画審議会条例・運営規則、資料２といたしまして久喜市都

市計画審議会委員名簿、資料３といたしまして生産緑地地区の指定

（変更）内容について、資料４といたしまして清久工業団地地区地

区計画の変更内容について、資料５といたしまして鷲宮産業団地・

青毛線の都市計画道路の変更内容について、資料６といたしまして

建築基準法第５２条第８項第１号の規定に基づく区域の指定につい

て、８点目として傍聴要領、それから審議会の資料といたしまして

都市計画図と都市計画マスタープランを配布してございます。 

 ただし、市議会の議員さんにつきましては、議会事務局を通じま

して配布済みですので、配布資料には入っておりません。 

また、都市計画マスタープランにつきましても、昨年に引き続き

の方につきましては、配布資料の中には入っておりませんのでご了

承ください。 

 それでは、本日は、初めての会議でございますので、事前に、皆

様にいくつか、ご了承を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、傍聴要領を作成し、会議は、原則公開としております

ので、この審議会においても、公開としたいと存じます。 

 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当

たりましては、議長から非公開の宣言のもと、部分的に非公開とさ

せていただきますので、ご了解をいただきたいと思います。 

 また、本日の会議の記録のため、テープへの録音、写真の撮影に

つきまして、ご了解をお願いしたいと存じます。 

 会議につきましては、条例第４条の規定により、会議録を作成し

なければならないことになっております。 

 この会議におきましても会議を録音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。 

 会議録の作成形式は、基本的には全文記載方式としたいと考えて

おります。 

 なお、会議録の確認、署名については、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。 

 ホームページ等への委員名簿の掲載につきましては、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ので、ご

了承をよろしくお願いいたします。 

 今までの件で、何かご質問はありますでしょうか。 

（質問なし） 

 それでは、早速ではございますが、次第に従いまして、会議を進

めさせていただきます。 

 続きまして、次第２の市長あいさつでございます。 

 田中市長より、ごあいさつを申し上げます。 

 市長 【挨拶省略】 

 司会(花井課長)  ありがとうございました。 

 続きまして、次第３の委員及び事務局等職員の紹介に移らせてい

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、自己紹介をお願いしたいと存じます。 

 今まで、都市計画にかかわった経歴とか、市の審議会や委員会な

ど経験など添えていただけると、今後の参考となるのではないかと

考えております。 

 それでは、始めに新井委員からお願いいたします。 

（自己紹介） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、事務局の職員を紹介したいと思います。 

（事務局を紹介） 

 それでは、議題に入らせていただきます。 

 本日、この委員会は、第１回目の会議でございます。 

 会長・副会長につきましても、まだ、決ってございませんので、

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。 

 田中市長よろしくお願いします。 

 仮議長（市長）  それでは、会長、副会長が選出されるまでの間、私の方で議長を

務めさせていただきます。 

 それではさっそく議事に入ります。 

 次第４の、会長、副会長の選出でございます。 

 本審議会条例第５条の規定によりまして、委員会には、会長及び

副会長それぞれ１人を置くこととし、委員の互選によってこれを定

めることになっております。 

 それでは、まず、会長の選出でございます。 

 どのようにお取り計らいしたらよろしいでしょうか。 

 平井委員  推薦がいいのではないかと思います。 

 先程の自己紹介の中で、高沢委員さんから、県の元職員でいらし

て、都市計画課の方にも関わっていらしたということで、大変知識

も豊富だと思いますので、ぜひ、高沢委員さんが適任かと思い推薦

させていただきます。 
 仮議長（市長）  他に意見はありますか。 

 河西委員  私も先ほど皆さんの紹介のなかに、高沢さんのほうから、都市

計画行政に大変明るいと感じました。 

会長にはぜひ、高沢さんを推薦いたします。 



 仮議長（市長）  ただ今、平井委員さん及び河西委員さんから、会長に高沢委員さ

んがよろしいのではないかという、ご発言がございましたが、いか

がでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、会長に高沢委員さんと決定させていただきま

す。 

 続きまして、副会長の選出でございます。 

 いかがでしょうか。 

 長谷川委員  高沢会長に一任がよろしいと思います。 

 仮議長（市長）  ただいま、長谷川委員さんから、高沢会長さんに副会長の選出に

ついて一任がよろしいのではないかとのご意見がございました。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、高沢会長さんご発言をお願いいたします。 

 高沢会長  先ほど自己紹介を拝見させていただきまして、都市計画法の第２

条に、都市計画の基本理念というものがございまして、中には農林

漁業関係との調整というものがございます。 

 先ほどお配りいただきました都市計画マスタープランの策定委員

として、長年ご苦労された、坪井茂様にお願いしたいと思います。 

 仮議長（市長）  ただ今、高沢会長から、副会長に坪井委員さんがよろしいのでは

ないかという、ご発言がございましたが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認め、副会長には、坪井委員さんと決定させていた

だきます。 

 それでは、会長には高沢清史委員、副会長には坪井茂委員という

ことで決定させていただきます。 

 お陰をもちまして、無事、会長・副会長を選出することができま

した。 

 これをもちまして、仮議長の任を解かせていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

 司会(花井課長)  ありがとうございました。 

 お陰さまで、会長・副会長が決まりました。 

なお、市長は、ここで、所用がございますので、退席させていただ

きます。 

（市長退席） 

 それでは、会長、副会長が決まりました。 

 会長の高沢委員さんに置かれましては、席を前の方にお移り下さ

い。 

 それでは、会長・副会長が決まりましたので、それぞれ就任のご

挨拶をいただきたいと存じます。 

 高沢会長、よろしくお願いいたします。 

 高沢会長 【挨拶省略】 

 司会(花井課長)  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、坪井副会長、よろしくお願いいたしま

す。 

 坪井副会長 【挨拶省略】 

 司会(花井課長)  ありがとうございました。 

 それでは、引き続き、議題を進めてまいりたいと存じます。 



会議の進行につきましては、審議会条例第６条の規定によりまし

て、高沢会長に「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。 

 よろしくお願いいたします。 

 議長（会長）  それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきますので、宜し

くお願いいたします。 

 議事が円滑に進行いたしますよう、皆様方の特段の御協力をお願

い申し上げます。 

 それでは、次第５その他の（１）としまして、「平成２６年度の

都市計画審議会の予定」について、担当から説明願います。 

 田口主任  都市計画課の田口と申します。よろしくお願いします。 

 着座にて失礼いたします。 

 平成２６年度の都市計画審議会の予定につきましてご説明させて

いただきます。 

 次回第２回の都市計画審議会の開催につきましては、生産緑地地

区の指定（変更）及び清久工業団地地区地区計画の変更を議題とし

まして、１１月４日（火曜日）午後２時から、久喜市役所４階 大

会議室にて開催とさせていただきます。 

 なお、詳細な内容が決定次第、追ってご連絡申し上げます。 

 また、久喜市都市計画道路の変更、鷲宮産業団地・青毛線につい

ては、第３回の議題とさせていただきます。 

 日程については、１２月以降と考えていますので、決まり次第、

ご連絡申し上げますので、よろしくお願いします。 

 平成２６年度の都市計画審議会の予定についての説明は以上で

す。 

 議長（会長）  ただ今、事務局のほうから、第２回都市計画審議会の予定、第３

回都市計画の予定の説明がありましたが、このことについて何か質

問ございますでしょうか。 

（質問なし） 

 それでは、次に次第５その他の（２）としまして、「生産緑地地

区の指定（変更）内容」について担当から説明をお願いいたしま

す。 

 田辺担当主査 【配布資料３「生産緑地地区の指定（変更）内容について」に基づ

き説明】 

 議長（会長）  何か質問ございますか。 

（質問なし） 

 それでは、次に次第５その他の（３）としまして、「清久工業団

地地区地区計画の変更内容」について担当から説明願います。 

 植竹係長 【配布資料４「清久工業団地地区地区計画の変更内容について」に

基づき説明】 

 議長（会長）  何か質問ございますか。 

（質問なし） 

 それでは、次に次第５その他の（４）としまして、「鷲宮産業団

地・青毛線の都市計画道路の変更内容」について担当から説明願い

ます。 

 飯島主任 【配布資料５「鷲宮産業団地・青毛線の都市計画道路の変更

内容について」に基づき説明】 

 議長（会長）  何か質問ございますか。 



 高橋委員  直接は関係ないのかもしれませんが、道路標準横断図を見て思っ

たのですが、久喜西停車場線について、「久喜駅西口」から「さい

たま栗橋線」まで、１～２年前から道路の両側にブルーの舗装があ

り、自転車をそこに導くようになっています。 

市民の立場としてご提案したいことがありまして、ブルーの舗装

が所々細い部分があり、道路交通法が改正されてから、自転車が加

害者の立場としてかなり厳しい罰則が適用されつつあることはご承

知のとおりですが、それに対して、道路の構成はあまりにも適切で

はなく、自転車が通る幅が狭くなっているところがございます。 

 これに関連して申し上げますと、新しい道路の計画については、

そのあたりを配慮願いたいと思いますし、今の久喜西停車場線につ

きまして、自転車が加害者にも被害者にもなりかねない状況にある

ことを提言いたします。 

 議長（会長）  今のご質問に対しての回答は、ご要望ということでよろしいで

しょうか。 

 高橋委員  はい。 

 議長（会長）  他に質問はございますか。 

 冨田委員  いまの道路に関しての意見に付け加えさせていただきますと、私

も自宅が近いので、現状では自転車が歩道を走っていますし、学生

などは２列で自転車に乗っています。 

 車道にはベルトの細い部分が確かにあり、夜間には早いスピード

を出す車が多いので、ブルーの所を自転車で走るのは危険に感じま

す。 

 正直、ブルーの所を自転車が走っているのを見ません。 

 議長（会長）  他にご質問、ご意見はございますか。 

（質問なし） 

 それでは、次に次第５その他の（５）としまして、「建築基準法

第５２条第８項第１号の規定に基づく区域の指定」について担当か

ら説明願います。 

 水野課長  建築審査課長の水野と申します。次第５その他の（５）について

説明いたします。 

 この内容は、建築基準法の中では都市計画審議会への付議を位置

づけているものでございますことから、今回、報告をさせていただ

きます。 

 資料６でございます。建築基準法と都市計画法の間には密接な関

係がこざいます。 

 建築基準法の中で建物を建てるときに必要な手続きとして、建築

確認申請手続きというものがございますが、その審査の中では都市

計画法で定められた制限について審査する内容のものもございま

す。 

 それでは、資料６に基づきまして説明させていただきます。 

 平成２６年４月１日から、久喜市は建築基準法に基づく特定行政

庁へ移行いたしました。 

 特定行政庁といいますのは、先ほど申し上げました建築確認及

び、建物の工事が終わった後に完了検査を行います建築主事という

職員を置いた、地方公共団体のことでございます。 

 これまで久喜市では建物を限定してこの業務を行う、限定特定行

政庁という位置づけでございましたが、今年度からは建築基準法に



基づく特定行政庁となりました。 

 この特定行政庁への移行によりまして、久喜市内で埼玉県が行っ

ておりました建築に係る許可ですとか、区域の指定等につきまして

は全て久喜市で行うことになりました。 

 この移行に伴いまして、平成２６年４月１日付けで、建築基準法

第５２条第８項第１号の規定に基づく区域の指定の告示を行いまし

たので、本日はその内容について報告いたします。 

 この告示につきましては、資料６の一番最後の４ページにありま

すが、まずはこの法律の内容につきまして、資料に基づいて順に説

明させていただきたいと存じます。 

 資料６の１ページをご覧ください。 

 建築基準法第５２条第８項には都市計画で定められた建築物の容

積率の緩和について定められています。ここでいう容積率とは建築

物の床の面積の合計を延べ床面積といいまして、その延べ床面積の

敷地面積に対する割合でございます。 

 つまり、この容積率の値が大きいほど敷地に対して大きな建築物

が建てられるということになります。都市計画では制限無く建築物

が建てられることがないように、地域ごとに容積率の上限を指定し

まして、建築可能な規模を定めております。 

ただし、建築基準法第５２条第８項に基づき、資料６の（１）及

び（２）に該当する建物全部または一部を住宅の用途に使用する建

築物については、容積率が都市計画に定められた値の１．５倍を上

限として、緩和されることとなっております。 

 （１）条件の一つ目は、用途地域が第一種住居地域、第二種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域のいずれ

かの地域内にあることです。 

 次に（２）条件の二つ目は、敷地内に一定の空地を有し、敷地面

積が一定規模以上であることです。 

 その下の図につきましては、容積率の緩和のイメージになりま

す。 

 左側の通常の建築物に対して、右側の緩和を受けた建築物は、緩

和による容積率の割り増しを受けて、大規模なものになっておりま

す。 

 通常の建築物を横に倒して、その上に割り増ししたようなイメー

ジとなっております。 

 ただし、この規定につきましては、資料の矢印の下になります

が、建築基準法第５２条第８項第１号に基づきまして、特定行政庁

が都道府県都市計画審議会の議を経て指定した区域では、適用が除

外されます。 

 つまり、この適用除外の区域では、法律に定められた容積率の緩

和を受けることができないということになります。 

 その下でございますが、東京都、大阪府、横浜市などの一部の区

域では、容積率の緩和が認められていますが、多くの特定行政庁は

適用除外の区域に市域全体を指定して、容積率の緩和を認めていな

いという状況です。 

 埼玉県内におきましては、全ての特定行政庁、つまり埼玉県及

び、１２の市町村が適用除外の区域を指定しており、県内では建築

基準法第５２条第８項に基づく容積率の緩和は認められていない状

況でございます。 



 次に資料６の２ページは、建築基準法第５２条第８項条文になり

ます。こちらは今説明した内容になりますので、説明を割愛させて

いただきます。 

 次に資料６の３ページをご覧ください。先ほどご説明申し上げま

したとおり、埼玉県は県都市計画審議会の議を経て、３ページの告

示によりまして県内全域を適用除外の区域に指定しております。な

お、３ページの告示では建築基準法第５２条第７項と記載されてお

りますが、法改正により現在は８項となっております。 

 この埼玉県の告示では、下から３行目に効力の及ぶ範囲につきま

して法第４条第１項または第２項の規定により、建築主事を置く市

町村区域となっております。 

 この法第４条第１項または第２項の規定により建築主事を置く市

町村というのは、先ほどご説明申し上げました特定行政庁のことで

ございます。 

 このため、本市が新たに特定行政庁に移行することに際しまして

は、改めて区域の指定を告示する必要がございます。 

 資料４ページをご覧ください。本市といたしましては建築基準法

第５２条第８項に基づく容積率の緩和については、その他の特定行

政庁と同様に、県が定めた適用除外の内容を継続していくこととし

ております。 

 理由といたしましては、この規定を適用除外にいたしますと急激

な緩和となります。都市計画法の適用除外というのは特定行政庁の

許可を得て除外を受ける場合が多いのですが、この適用除外につい

ては法律の本文の対応になっておりますので、民間の確認検査機関

ですとか、建築主事の確認申請の中で審査されるということになり

ますことから、全国的にも慎重に対応されているところでございま

す。そういったことから本市といたしましても、県が定めた適用除

外の区域指定を継続したいと考えております。 

 最後に、平成２６年４月１日の特定行政庁への移行にあわせまし

て、建築基準法第５２条第８項第１号の規定による区域の指定につ

いて、資料６の４ページに記載しておりますとおり告示いたしたと

ころでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 議長（会長）  何か質問ございますか。 

 並木委員  規制緩和をしないということについて説明願えますか。 

 水野課長  基本的には、規制の緩和を外すということは、急激な変化をする

ことになります。 

 それまでは一定の容積率をかけておりますが、外されると確認申

請の手続きだけで、それよりも大規模な建物が建てられるというこ

とになり、そういった急激な変化により、周辺への影響が懸念され

るため、地域の実状に合わせ、本当に地域を外す必要があるのか、

慎重に議論して外す必要があるということです。 

 もう一点につきましては、一般的に都市計画に定められている内

容について、適用除外する場合には、特定行政庁の許可が必要にな

ります。 

 ただし、この緩和制度につきましては、建築主事または民間の確

認検査機関による建築確認の手続きの中でも認められるものになっ

ております。通常、特定行政庁の許可を得てから、確認申請の手続

きになるところを、この法の内容といたしましては、建築主事また



は民間の確認検査機関の建築確認一本でいけるということになって

おりまして、全国的に区域の指定を外すことには慎重な対応がとら

れております。 

 久喜市といたしましても特定行政庁の移行と同時に、区域の指定

を外すということは行っていないということです。 

 並木委員  土地の有効利用よりも、町並みを乱さないようにとういことでよ

ろしいのでしょうか。 

 水野課長  基本的には、都市計画で定められている容積率というものがあり

まして、それを外すことについては、非常に慎重になる必要がある

のではないかという立ち位置をとっております。民間の確認機関等

が審査しただけで、それを外して制限を超えた建物を建てられるよ

うにしていいのか、慎重に対応する必要があると考えております。 

 冨田委員  弊社の実例でお聞きしたいのですが、ロヂャースのそばに営業所

を移転させていただいたときに、店舗はだめ、ショールームもだ

め、事務所は１００㎡など制限がありましたが、そういうことが関

わるということでしょうか。 

 水野課長  この容積率の緩和については、事務所とかではなく、住宅系の建

物になります。 

 建物の全部または一部を住宅として使っている場合、容積率の緩

和を都市計画で定めた値よりも、１．５倍まで認めるというもので

す。 

 用途として住宅が入っていない場合には緩和は認めないもので

す。 

 議長（会長）  この他に質問はありますか。 

 高橋委員  今のテーマではありませんが、資料３番の生産緑地に無理やりこ

じつければ、幸手久喜加須線のアリオの丁字路のところに、農地法

の改正に伴って、２年ほど前に梅田議員が質問したと記憶しており

ますが、農地が買収されて、完全に商業施設になるような形で、耕

作放棄地風に雑草が繁茂しているところがございます。市の方が農

地法をなんとかして有効活用できないかという趣旨の質問があった

かと思います。後ほど個人的にでもご教示いただければ有り難いと

いうことでございます。 

 議長（会長）  今のご質問に対しましては、後日、事務局からご説明に伺うとい

うことでよろしいでしょうか。 

 この他にご質問はありますか。 

 （質問なし） 

 これをもちまして、本日予定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。 

 これを持ちまして、議長の任を解かせていただきます。 

 司会(花井課長)  ありがとうございました。 

 大変お疲れ様でした。 

 それでは、全体を通しまして、ご質問ございましたらお受けした

いと思いますが。 

 無いようでしたら、この辺で閉会とさせていただきます。 

 閉会のごあいさつを坪井副会長からお願いいたします。 

 坪井副会長 【挨拶省略】 
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