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平成２５年度第３回三郷市都市計画審議会 
 

１ 開催日時：平成２６年１月２０日（月）午後３時～４時３０分 

 
 
２ 開催場所：三郷市役所 ６階 全員協議会室 

 

 
３ 出席者       １４名（委員総数１５名） 

 （委 員） 
  礒田委員、鈴木深太郎委員、苗村委員、村上委員、横張委員（欠席）、 

前田委員、不破委員、成川委員、篠田委員、鈴木邦男委員、吉田委員、 

堀切委員、鈴木茂行委員、榎本委員、野副委員 

 
 （事務局） 

  豊賀まちづくり推進部長（以下まちづくり推進部長）、 
恩田まちづくり推進部副部長（以下まちづくり推進部副部長）、 

秋本まちづくり推進部参事兼都市計画課長（以下都市計画課長）、 

都市計画課：松本副参事兼課長補佐（以下都市計画課長補佐）、 

小林計画景観係長（以下計画景観係長）、 

岩間主任技師、青山主任 

みどり公園課：美田みどり公園課長（以下みどり公園課長） 
矢野課長補佐、 

      鈴木係長、田中主事 

下水道課：島村下水道課長（以下下水道課長） 

大森課長補佐、 

川端計画管理係長（以下計画管理係長） 

武田主事 
４ 議 題 

議案第１号 草加都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

について（埼玉県決定）  

議案第２号 草加都市計画区域区分の変更について 

        （大場川河川改修地区：埼玉県決定） 
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議案第３号 草加都市計画用途地域の変更について 

        （大場川河川改修地区：三郷市決定） 

議案第４号 草加都市計画下水道の変更について 

        （大場川河川改修地区：三郷市決定） 
議案第５号 草加都市計画生産緑地地区の変更について 

        （三郷市決定） 

 

 
５ 議事内容 

 
（１）開会 

●（まちづくり推進部副部長）   司会挨拶 

 
（２）あいさつ 

●（前田会長職務代理） 

〔開会のあいさつ〕 

 
●（まちづくり推進部副部長） 

〔資料確認〕 

●議長（前田会長職務代理） 

〔委員の出席状況の報告を求める。〕 

●（都市計画課長） 
［委員１５名中、１４名が出席していることを報告］ 

●議長（前田会長職務代理）    

〔会議録の署名委員について、苗村委員と村上委員を指名〕 

●（都市計画課長） 

［傍聴者が１名であることを報告］ 

● 議長（前田会長職務代理） 
それでは、本日の議題に入る前に、傍聴者がおりましたので、非公開議案についての

審査をいたします。 

●（都市計画課長） 

説明をいたします。会議は、三郷市都市計画審議会公開内規によりまして、原則公開

となってございます。ただし、会長が三郷市情報公開条例に規定いたします非公開情報
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に該当すると認められる事項、また会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運

営に支障が生じられると認められる事項と判断した場合には、非公開とできるとしてお

ります。事務局といたしましては、本日の議案は非公開情報には該当しないこと、また

公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるとは認められないので、非公開議案ではないと

考えてございます。以上でございます。 

● 議長（前田会長職務代理） 

ありがとうございます。委員の皆様いかがでしょうか。公開、非公開について何かご

意見ありますか。 

● 委員      

［意見なし］ 
● 議長（前田会長職務代理） 

非公開議案はなしと判断し、公開いたしたいと思います。傍聴者に入場していただく

よう、お願いします。 

 
〔傍聴者が入場する〕  

 
（３）議 題 

 
議案第１号 草加都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更につ 

いて  

● 議長（前田会長職務代理） 

それでは、議案の審議に入ります。議案第１号「草加都市計画都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針の変更について」審議をお願いします。まず、資料について事務局

より説明をお願いいたします。 

●（都市計画課長補佐） 

［議案第１号について、資料に基づき説明する］ 

● 議長（前田会長職務代理） 

ありがとうございました。それでは議案第１号、整備、開発及び保全の方針の変更に

ついて、ご意見、ご質問あったら挙手をお願いします。 

●（吉田委員） 

 １８ページのロ、下水道及び河川の都市計画の決定の方針、（二）整備目標、＜雨水＞ 

のところを質問させていただきますけども、時間雨量５０ｍｍ程度の降雨を安全に流下

させるとなっていますけど、最近の状況ですと、1 時間に５０ｍｍを超えるような大雨
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が三郷市内でも多いと思うんですよね。場合によっては８０ｍｍ、１００ｍｍを超える

ような報道もされておりますけども、５０ｍｍで大丈夫なんでしょうか。 

● 議長（前田会長職務代理） 

はい。事務局の方、いかがですか。 
●（都市計画課長） 

 草加都市計画全体として、５０ｍｍということで設定させていただいておりまして、

三郷市では５０ｍｍでも溢れてしまう状況だと思うんですけれど、さらに委員おっしゃ

るように、ゲリラ豪雨とかいうのがございまして、それの対応ということだと思うんで

すけれども、そちらにつきましては、こちらの都市計画の目標でございますけど、その

他治水担当とか、建設部局のほうにおきましてもゲリラ豪雨対策等を現在進めていると

ころでございますので、そちらと合わせて検討して参りたいと考えてございます。 

 ですから、ここで言う５０ｍｍで絶対大丈夫かと言われますと、ゲリラ豪雨が来たら

わからない部分もありますけど、市としましては、全体的に対策ができるように検討し

て参りたいと考えてございます。 

●（吉田委員） 

 他の部分と合わせて対応するということですけども、他の部分と合わせて対応して 
５０ｍｍで大丈夫ということでいいんでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 やはり、吉田委員おっしゃったように、ゲリラ豪雨ですと１００ｍｍとか降る場合が

あると思いますので、こちらの都市計画区域全体の整開保で三郷市が全部大丈夫なのか

と言われますと、急なゲリラ豪雨ですと５０ｍｍをクリアすれば全部が対応出来るとい

うことではないと思いますので、その辺は合わせて治水対策として市全体でやっていく

ものと考えてございます。 

● 議長（前田会長職務代理） 

 今の話は、今日の審議対象である、県が定める整備、開発及び保全の方針では、５０

ｍｍのオーダーという風な記述にしてあるんですけども、三郷市の場合は、局所的、あ

るいは地勢的な問題で、今のような大きな雨量が発生するものに対する対策を、三郷市

独自でやっていくと理解していいですか。 
●（都市計画課長） 

 他の市でも、ゲリラ豪雨はあると思いますので、みなさんそれなりにハザードマップ

を作ったりして対応策を検討していると思います。 

●（吉田委員） 

昨年、10 月 16 日だったと思うんですけど、台風の影響で夜明け前くらいから物凄く
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降りまして、朝起きてみたら結構あちこち冠水してるという状況だったんですね。私は

新和 1 丁目、中央区画整理地内の住民を代表させていただいてますけど、新和小学校の

北側に大規模な県の調整池があるんですけど、初めて見たんですが、あれが満杯になっ

たんですね。第二大場川から、普通はあそこに落として、一時水の流れを抑制するとい

う機能だと思うんですけど、逆にあちらから第二大場川の方に流れるのを初めて見たん

ですね。隣の新和小学校の校庭も一時調整池の機能を持たせるために校庭の全面に水が

溜まってるというのも見たんですけども、ああいうような状況と、それからあの時は、

床下浸水なども各地であったと思うんですけども、５０ｍｍというのが、県の方針で、

基本になるというのが、いいのかなという心配はあるんですけども、どうなんでしょう

かね。 
●（まちづくり推進部長） 

 この５０ｍｍなんですが、三郷市の場合の雨水計画は 5 年確率ということで、5 年に

1 回くらい降る雨ということで、それに対応してます。それは５５．５ｍｍなんですが、 

これは多分近隣市町村も同じような確率で、5 年に 1 回くらい大雨が降るよという確率

で、下水道、雨水を整備しているわけなんです。当然、100 年に１回の大雨に耐えられ

るような下水道管となると今度は過大投資ということもございますので、先程都市計画

課長のほうからもありましたが、例えば三郷には放水路とかございます。大場川上流排

水機場、下流排水機場につきましても、建設部と連携して、ある程度台風のように雨量

が予測される場合、早目に汲み出してもらい、事前に大場川の水位を下げておくとか、

あと三郷放水路の汲み出す水位も国交省と検討しておりまして、もうちょっと低い水位

で稼働をお願いできないか交渉もしております。確かに、ゲリラ豪雨については難しい

ところもありますが、５０ｍｍというので、ある程度の対応はできるのかなと思ってい

ます。 

●（苗村委員） 

今の同じ１８ページでお伺いいたしますが、先程お話のあった別添資料を少し読ませ 

ていただいたんですけど、これは現行のということで、下水道の問題ですと、１７ペー

ジに、整備水準の目標ということで、おおむね２０年後に実現を目指す整備水準と書か

れておりまして、ここには下水道と河川の問題、特に下水道のことでは市内にかかわる

高州、東町地区、それからおおむね２０年後には、市街地のほぼ全域において下水道の

整備を図るとありますし、雨水の方も、中央地区との問題もありますが、全域において

下水道の整備を、とあります。こういった明確にされているわけなんですけれども、今

回の中身ですと、そこまでは明確になってないんですけれども、今後こういう書きかた

されるのか、その辺をお知らせいただきたいのと、それと、１０ページの方に少し戻ら
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せていただきますが、区域区分の方針ということで、配置されるおおむねの人口、これ

も別添の資料を見ますと、平成 12 年と平成 22 年というふうに書かれているんですけど

も、これは 3 市合同の問題になってると思うんですけど、市としてはどの程度を見込ん

でいるのか、イとロについてお答えをいただきたいと思います。 
● 議長（前田会長職務代理） 

 事務局いかがでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 1 点目の下水道の関係なんですけども、さきほど 1 番始めにご説明させていただきま

したけども、権限委譲の関係で、地方のことは地方に任せるという考え方の元に今回の

整開保の変更ということになってございまして、地区ごとにこうする、ああするという

のが今までの整開保だったわけですけれども、今回の変更につきましては、基本的な方

針というだけで、整開保に載せることは今後も無くて、それは、たとえば都市マスです

とか、下水道整備計画ですとか、そういうところに詳細を載せさせていただいて、市の

ほうで責任を持ってやるというかたちで考えてございます。 

●（都市計画課長補佐） 

人口につきましては、平成２７年の数字なんですけども、こちらは県のほうで国立社

会保障・人口問題研究所の推計人口を使っております。埼玉県全体の推計人口を、都市

計画区域ごとに割り振ったような数字になってございますので、それぞれの市の数字ま

では聞いてないような状況になってございます。ちなみに、平成２６年 1 月現在の 3 市

の人口ということになりますと、草加市で 244,289 人、八潮市 84,889 人、三郷市で

135,610 人ということで、現在の数字でいきますと、人口は 464,788 人になります。で

すからちょっとこの数値は低い値になっております。それから、産業の規模のほうなん

ですけれども、こちらにつきましても、県のほうの推計になっておりますので、3 市の

人口までは把握してないんですけど、三郷市の数字ということで、平成１７年が、製造

品出荷額が１２３７億円、平成２７年が２７９２億円、商品販売額につきましては、平

成１７年が１５７５億円、平成２７年が１３５６億円というふうに県から聞いておりま

す。 

●（苗村委員） 
 １８ページについては、おっしゃっている中身については了解いたしました。そうし

ますと、さきほどの話ですと、基本的なことを決めるということですので、将来的には

また市内の状況が変化することによって、数字についても変化していく可能性があると

いうことで理解してよろしいでしょうか。 
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●（都市計画課長） 

 こちらの数字につきましては、都市計画課長補佐からご説明させていただきましたよ

うに、あくまでも人口については推計人口で出してございますので、現在もすでに超え

ているということもございますので、ただこの数字が整開保の数字として変更されるの

かというのはわかりませんけども、三郷市としては、総合計画に出てる前期と後期の人

口で考えてございます。 

●（苗村委員） 

はい。了解しました。 

●（村上委員） 

 １０ページのその下の、市街化区域における、というところで、市街化区域の面積が

5,264ha、全体としては 7,561ha ですから 60％くらいですか。ただ、２４ページの区域

からみますと、三郷市は調整区域が大変多いですよね。どういうふうな位置付けで三郷

市は市街化を抑制する区域がこういうふうな形で決められていくんですか。地の利とか、

まちの形態からいって、調整区域を保全しなくちゃいけないっていうことになっていく

んですか。これはちょっと納得できないです。 

●（都市計画課長） 
 委員おっしゃられましたように、今三郷市では市街化調整区域が 50％以上ございまし

て、この絵を見ても、八潮、草加が９０％近くございますので、スカスカに見えるかと

思いますけれども、ただ単に市街化調整区域は全くそのままにするという意味ではござ

いません。さきほど市街化調整区域の土地利用の方針というのが１５ページにございま

すけれども、当然、農地との健全な調和ですとか秩序ある土地利用ということを検討し

た上で、区域区分の変更にかかる基準とかもございますので、そちらに合致したものに

ついては土地利用していくというような形になると考えてございます。 

●（村上委員） 

つまり、それは三郷市の都市マスとか、そういう形では市街化が現状のとおり、この

ままであるとは限らないと。三郷市独自の、市街化を構成していくような施策が取れる

ということですか。 

●（都市計画課長） 
例えば、市街地開発事業、区画整理事業とかもございますけども、現在、例えば半田

地区ですと協議会がございますけれども、そういうところが進んでいって、ある程度の

大きな面積で開発が行われると、市街化になっていくという形でございます。 

●（村上委員） 

だから、ちょっとわからないのが、県の全体の計画として、草加のエリアの中でそれ
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を決めてしまうということは、おおむね都市の形としては、市街地が現状のままで県と

してのバランスが取れるということなんですか。 

●（都市計画課長補佐） 

これは、あくまでも県の広域的な計画となっておりまして、おおむね、基準年の１０

年後の数値ということであるんですけど、今の時点で 10 年後までにこの区域でこれだ

けの市街化区域を拡大しますとここに計画上想定することはむずかしいというか調整が

整った段階で市街化区域に入れていくというようなこともございます。現時点では、現

状の数字を入れてあって、だからといって全然できないということではなくて、それぞ

れの課題とか必要な調整が整った段階で市街化区域に入れていきますので、その時点で、

こちらの整備開発保全の方針も併せて市街化区域の編入に合わせて内容も変更していく

という埼玉県の考え方でやっております。今の時点で、ここで１０年後これだけ市街化

区域が増えるよというような数字を入れることはむずかしいということで入れていない

ということでございます。 

●（村上委員） 

 やはり、こういう都市近郊の利便性が高い土地で、半分が調整区域ということは、街

としての価値というか、そういうものを考える上でもちょっとネックになるような気が

するんですね。県としてはそういう計画であるが、三郷市の全体のバランスからいうと、

どうするかはまちが考えるべきことだと、課題として与えられたというふうに思ってよ

ろしいんですか。 

● 議長（前田会長職務代理） 

今の、市街化区域を拡大するという話は、もちろん都市によって状況は異なるんです

けども、日本の人口が減じる傾向にあって、産業規模もそれほど大きくならないという

全体のトレンドの中で大きくするということは、どこの自治体もなかなか難しいと思い

ます。それでここに書かれている１５ページのように、良好な開発であれば市街化調整

区域の中でもやっていくという形の、開発許可制度的な方向があるのかなと思います。

市街化区域に入れちゃうと、どんな開発もせき止めることができなくなってくるわけで

すから、そういう考えだと思います。 

他にございますでしょうか。 
●議長（前田会長職務代理） 

 よろしいでしょうか。私から最後に 1 点なんですが、先程苗村委員も質問されたよう

に、変更前の整開保に比べて今回提案されているものは、2 つ比べただけであれば規制

を緩和するというか、厳しい言い方を緩めていることになります。その分は、市のほう

で都市計画マスタープラン等でしっかり引き受けるという役割分担のプロセスの中で今
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回の審議内容が出てきたと思いますので、ぜひ、事務局というよりも、三郷市の市役所

の方には、県の定める都市計画は、やや柔軟性のある、あいまいなものに審議の結果な

ったとして、今までのいろいろ書いてある方の整開保の内容については、市の都市計画

マスタープラン等でちゃんと引き受けて、精査して、実施すべきものは実施する、規制

を緩めないでほしいというのが、今回の審議ではないですけど、付帯事項というか、皆

さんの念に押しといて欲しいということです。 

よろしいでしょうか。 

● 委員 

〔意見なし〕 

それでは、意見なしということですので、採決に入りたいと思います。 
それでは、議案第１号「草加都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

について」採決いたしたいと思います。 

賛成の方、挙手をお願いいたします。 

● 委員 

〔全員挙手〕 

● 議長（前田会長職務代理） 
はい、全員賛成ということで、議案のとおり決定いたしたいと思います。 

 
議案第２号 草加都市計画区域区分の変更について 

議案第３号 草加都市計画用途地域の変更について 

議案第４号 草加都市計画下水道の変更について 

● 議長（前田会長職務代理） 
続きまして、議案第２号「草加都市計画区域区分の変更について」、議案第３号「草加

都市計画用途地域の変更について」、議案第４号「草加都市計画下水道の変更について」 

関連性がありますので、一括して説明をお願いします。ただし、採決については、３つ

の議案それぞれに行いますので、そのつもりで説明を聞いてください。よろしくお願い

いたします。 

●（計画景観係長） 
［議案第２号、議案第３号について、資料に基づき説明する］ 

●（計画管理係長） 

［議案第４号について、資料に基づき説明する］ 

●議長（前田会長職務代理） 

２、３、４号について、説明はこれで終了でしょうか。 
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●（計画管理係長） 

 はい。 

●議長（前田会長職務代理） 

 それでは、委員の皆様、ご意見あるいは質問があれば挙手をお願いします。 
●（鈴木深太郎委員） 

２号から４号まで共通するんですが、私の認識不足かもしれませんけども、理由の中

に、１級河川大場川の河川改修によりとなっておりまして、説明ですと昭和４５年から

５年ごとに変更案をやってきてるという部分では、最近５年の間に大場川が改修された

のかなと思っているんですが、その点について詳細にお聞かせ願いたいと思います。 

●議長（前田会長職務代理） 
 はい、お願いします。 

●（都市計画課長） 

 鈴木委員ご指摘の通り、大場川の河川改修については、昭和６０年頃に終了している

のかなと確認しております。当然河川改修後速やかに都市計画の変更を行うことが適切

であるというふうに考えてございます。当然県のほうの考え方もございますけれども、

定期見直しにおいて、県との協議の中では、定期見直しする時に、例えばインター南部

の区域区分の見直しが入ったので、一緒にはやらないで後にしましょうとか、そういう

経過もございまして、今回の見直しの時になってしまったという経過がございます。 

●（鈴木委員） 

 今の説明で納得したんですが、議案書を配られた時に、なんで今頃なのと全く意味が

通じなかったんですけど、まあ置いておかれたということだったと思うんですが、大場

川の区域なんですけども、大場川に側道がございますよね、その道路は含まれるのか含

まれないのか。 

●（都市計画課長） 

 確認しましたところ、県道草加流山線の北と南で分かれてるような状況がございまし

て、北側につきましては、区画整理の事業線がありまして、その時に河川改修の線が入

ったものですから、区画整理事業の時に一緒にやったということで、現況６ｍの道路が

あると思うんですけど、その道路がそのまま出来ております。それで、管理用道路の部

分が３ｍと区画整理で作った部分がございます。県道の南側については、区画整理の換

地が昭和５７年だったと思うんですけど、それの後に工事をやっておりまして、区画整

理で作った道路からさらに東側の民地を用地買収しておりまして、そこまで河川断面の

関係で拡幅をしております。それで河川区域の中に６ｍの今ある道路を作ってございま

す。 
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●（鈴木深太郎委員） 

 ということは、さきほどそれに応じて下水道も面積を合わせて増減したということで

よろしいんでしょうか。 

●（計画管理係長） 
  委員ご指摘の通り、整合性を持たせるために削ったものでございます。 

●議長（前田会長職務代理） 

他にいかがでしょうか。 

●委員 

〔意見なし〕 

●議長（前田会長職務代理） 
それでは、１つずつ採決を取りたいと思いますが、よろしいですね。 

それでは、議案第２号「草加都市計画区域区分の変更について」、採決いたします。 

原案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

● 委員 

〔全員挙手〕 

● 議長（前田会長職務代理） 
全員賛成とみなします。本案は原案のとおり決定いたします。 

続きまして、関連する議案第３号「草加都市計画用途地域の変更について」採決しま

す。原案の通り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

● 委員 

〔全員挙手〕 

● 議長（前田会長職務代理） 
全員挙手とみなします。 

続きまして、議案第４号「草加都市計画下水道の変更について」、原案の通り決定する

ことに賛成の方は挙手をお願いします。 

● 委員 

〔全員挙手〕 

● 議長（前田会長職務代理） 
全員挙手とみなします。 

 以上３つ、河川改修に伴う議案を全て採決いたしました。 

 
議案第５号 草加都市計画生産緑地地区の変更について 

●議長（前田会長職務代理） 
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 続きまして、議案第５号 草加都市計画生産緑地地区の変更について、説明をお願い

します。 

●（みどり公園課長） 

 ［議案第５号について、資料に基づき説明する］ 
●議長（前田会長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。ではこの第５号議案について、質問、ご意見ありまし

たら挙手をお願いいたします。 

●（鈴木深太郎委員） 

 ここでは１点要望をいたします。５６ページの変更概要図、これ随分昔の地図じゃな

いですか。できればこういう場合は、最新の地図に落としてください。実際問題、右側

のちびっこ広場は無いですよね。住宅地になってますよね。私これ見て住宅地図見たら、

あれ、全然違うなということで、できればこういう場合は新しい地図でお願いします。 

それと、相続によってとございました。以前にも提案をさせていただきましたけども、

みどり公園課なのか、農業委員会なのかわかりませんけども、生産緑地を解除する場合

に、相談窓口のようなものを設置してはどうかと。当然市では買えないような値段提起

をしてきますので、その前に、例えば市としてはこの辺に公園やちびっこ広場も必要だ

し、どうでしょうかということも言えると思うんで、それは具体的には、相談窓口、農

協には農協の窓口があるし、市でもあってもいいんではないかと思いますけども、その

点についてはどのように検討されているのか、お伺いをします。 

●（みどり公園課長） 

 相談窓口については、農政当局と検討して参ります。また、みどりの基金というのが

あるんですけど、なかなか基金の積み立てが進みませんが、それがある程度積み立てが

できれば、市で買収というのも考えられます。 

●（鈴木深太郎委員） 

 実際問題、区画整理で、北部地域、インターA 地区とか中央地区も区画整理をすれば

きちっと公園も整備されますけど、どうしてもやっぱり戸ヶ崎地区は民間開発なもので

すから、こういうものを利用しない限りは公園は一切できないと思うんですね。その辺

十分配慮すべきだと思うし、今後の土地利用にも、こういう方がいらっしゃれば市の方

で買うとか借りるとかそんな方法も考えられると思いますので、ぜひご検討をお願いし

ます。 

●（まちづくり推進部副部長） 

 戸ヶ崎地区に、昨年戸ヶ崎１丁目地区で戸ヶ崎中央公園を開園したんですが、そこが

生産緑地地区の指定を受けて、それを解除して公園として借りてやっておりますので、
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今後もそのような形も含め進めて行きたいと考えております。 

●議長（前田会長職務代理） 

よろしいでしょうか。 

●委員 
〔意見なし〕 

●議長（前田会長職務代理） 

もしご意見が無いようでしたら、採決に進みたいと思います。 

議案第５号「草加都市計画生産緑地地区の変更について」、賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

● 委員 
〔全員挙手〕 

● 議長（前田会長職務代理） 

全員賛成とみなします。よって本案は原案のとおり決定いたします。 

 以上をもちまして、本日の議案は全て審議を終了します。ご決定いただいた審議事項

は、市長にすみやかに答申いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それではここで傍聴者の方には退場していただきます。 

 
〔傍聴者が退場する〕 

● 議長（前田会長職務代理） 

本日は慎重な審議をいただきありがとうございました。進行を事務局にお返しいたし

ます。 

●（まちづくり推進部副部長） 
 前田会長職務代理、議事進行ありがとうございました。以上で本日の議案の審議を終

了します。 

 

 
（４）その他 

● （まちづくり推進部副部長） 
 続きまして、次第の４番、その他でございますが、事務局から何かございますでし

ょうか。 

● （都市計画課副参事） 

  〔事務局から報告〕 
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（５）閉 会 

● （まちづくり推進部副部長） 

 それでは、これをもちまして本日の都市計画審議会を終了させていただきます。本

日はどうもありがとうございました。 

 


