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平成２５年度第２回三郷市都市計画審議会 
 

１ 開催日時：平成２５年１１月２５日（月）午後３時～４時２０分 

 
 
２ 開催場所：三郷市役所 ６階 第１委員会室 

 

 
３ 出席者       １３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、前田委員、  

不破委員、成川委員、篠田委員、鈴木邦男委員（欠席）、吉田委員、 

堀切委員、鈴木茂行委員（欠席）、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）、 

三瓶まちづくり事業課長（以下まちづくり事業課長） 

開発指導課：千代田主幹兼建築指導係長（以下建築指導係長）、 

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 

 
４ 議 題 

議案第１号 草加都市計画地区計画の変更について 

        （三郷中央地区：三郷市決定） 
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５ 議事内容 

 
（１）開会 

●（まちづくり推進部副部長）   司会挨拶 

 
（２） 委嘱書の交付 

●（市 長）              

〔各委員に委嘱書を交付〕 

（３） 市長あいさつ 

 
〔 市長退席 〕 

 
●［事務局出席者紹介］ 

●〔資料確認〕 

 
（４） 会長の選出 
●（都市計画課長）  

 三郷市都市計画審議会条例による会長の選出について説明 

●仮議長として、豊賀まちづくり推進部長を選出。 

●仮議長（まちづくり推進部長） 

    〔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、１３名が出席していることを報告］ 

●仮議長（まちづくり推進部長） 

〔条例第５条第２項の規定に基づき会長を選出〕 

〔横張委員が推薦され、候補者が一人につき無投票で会長の就任が決定〕 

●（横張会長）        

〔前田委員を会長職務代理に指名〕 
●仮議長（まちづくり推進部長） 

〔会長職務代理が前田委員に決定〕 

 
●議長（横張会長） 

   〔就任のあいさつ〕 
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●議長（横張会長）    

〔会議録の署名委員について、礒田委員と鈴木深太郎委員を指名〕 

●（都市計画課長） 

［傍聴者が２名であることを報告］ 
● 議長（横張会長） 

それでは、本日の議題に入る前に、傍聴者がいらっしゃるということですので、非公

開議案についての審査をいたします。本日は、お手元の次第にございますとおり、議案

が１件でございますけれども、まず、事務局より非公開の扱いについて、説明をお願い

いたします。 

●（都市計画課長） 
ご説明いたします。会議は、三郷市都市計画審議会公開内規がございまして、原則公

開でございます。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に該

当すると認められるもの、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

支障が生じると認められる場合には、非公開とする事ができるとなってございます。事

務局としましては、本日の議案につきましては非公開議案ではないと考えております。

以上でございます。 
● 議長（横張会長） 

ありがとうございました。ただいま、事務局より非公開の扱いについて説明がありま

した。委員の皆様から、本日の議案について非公開に該当するかどうかご意見がござい

ましたらお願いいたします。 

● 委員      

［意見なし］ 
● 議長（横張会長） 

では、非公開議案はなしということで、進めていきたいと思います。ただいまから傍

聴者の方に入場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。 

 
〔傍聴者が入場する〕  
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（５） 議 題 

 
議案第１号 草加都市計画地区計画の変更について 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。議案第１号「草加都市地区計画の変更

について」ということで、ご審議をお願いしたいと存じます。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（横張会長） 

ありがとうございました。今回初めて、という委員の方もいらっしゃいますので、全

て全体をご説明いただいたわけでございますけれども、前回より特に持ち越しというこ

とにつきましては、４点ご説明があった内の、葬儀場・セレモニーホールの規制の部分

であるというふうに認識しております。言い方を変えますと、それ以外の、誘導容積の

適用区域の指定解除、１号緑地の面積の減少、さらに畜舎、この３点につきましては、

前回特にご異議は無かったというふうに記憶してございます。ただ、前田先生を始め、

初めてという方もいらっしゃいますので、ご説明いただいた４点どれでも結構でござい

ますので、まずは皆様方のご意見ご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

●（鈴木深太郎委員） 

 説明の中で追加説明資料の２番、三郷中央地区に隣接した東西に民間の葬儀場、セレ

モニーホールが載ってるんですが、右側の民間のはわかりますが、左側の民間の部分は

葬儀場、セレモニーホールがあるんですか、現実に。 

● 議長（横張会長） 

はいどうぞ。 

●（都市計画課長） 

 今、ご指摘ありましたように、東側の東京葬祭は、セレモニーホールの式場を持って

おります。西側のトーサイセレモは、実際式場ではなくて、遺体の安置ですとか、そう

いうのができる施設になっております。また、私どもの調査では、祭式の出来る施設は、

市の斎場を含めまして８か所ほどございます。中央地区周辺には市の斎場が大きくござ

いまして、また先程担当からも説明がございましたが、市の斎場の充実を図ってまいり

たいと考えております。 
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●（鈴木深太郎委員） 

 質問に対して答えてください。余計なことはいいですから。これが葬儀場、セレモニ

ーホールなんですかということを聞いているんですよ。 

●（都市計画課長） 
 トーサイセレモは、遺体の安置とかをできる施設でございます。 

●（鈴木深太郎委員） 

それが葬儀場、セレモニーホールって呼ぶんですか。 

●（都市計画課長） 

 祭式のところではございません。 

●（鈴木深太郎委員） 
誤解されるといけないんで、左側の部分の○印が、市としては民間の葬儀場、セレモ

ニーホールとして取り扱ってるわけですね。 

●（都市計画課長） 

 市としては、ここをセレモニーホールという取り扱いではなくて、遺体の安置とかを

できる施設ということで考えています。 

●（鈴木深太郎委員） 
 それではおかしいじゃないですかね、資料としては。立地の必要性の中に、説明書に

載っていて印がしてあって、これはセレモニーホールではありませんというのはおかし

いんじゃないですかという事です。 

●（都市計画課長） 

 それは本当に申し訳ございません。トーサイセレモは名前をセレモと書いてあります

けど、施設としては遺体の安置等をできる施設ということでご理解いただきたいと思い

ます。 

● 議長（横張会長） 

はい、他にご質問ご意見等はございますでしょうか。 

●（苗村委員） 

 前回の議論の中で、先程、何が問題になったのかははっきりさせていただいたと思う

んですけど、その後、私の記憶では、地域の町会長さんを始めとしまして、住民の中か

ら出てきた話だったということでしたので、その辺のご説明等がされたかなと思ってい

るんですけど、その辺を教えていただければと思います。 

●（都市計画課長） 

 前回の審議会の後ということでよろしいですか。 
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●（苗村委員） 

はい。 

●（都市計画課長） 

地区の方にもお話をさせていただきまして、やはり、ご要望としては強いものがござ

いました。 

 まちづくりコンセプトにもありますように、市としても十分に検討させていただきま

して、中身としては同じかたちで提案をさせていただいているところでございます。 

●（苗村委員） 

 前回の中では、商業地については、あってもいいのではないかという話もされたわけ

なんですけれども、そういった中身もお知らせになった後で、ここのコンセプトからは

そぐわないだろうということで同じ中身ということなったという理解でよろしいでしょ

うか。 

●（都市計画課長） 

 お知らせしてございます。 

● 議長（横張会長） 

他にいかがでしょうか。 
すいません、先程の件、もう１回伺うようで恐縮ですけども、この西側にある施設は 

遺体の安置等が出来る施設であって、葬儀場、セレモニーホールではない、という理解 

なんですか。 

●（都市計画課長） 

はい。 

●議長（横張会長） 
 とすると、今回の地区計画の変更の中で、この西側の施設のようなものは設置しても

良いことになる、ということでございますね。 

今回の変更の案を拝見しますと、葬儀場、セレモニーホールという表現になっており

ますね。もし、それが違うということであれば、それは作っても良いことになっちゃい

ますね。 

●（都市計画課長補佐） 
 今回の規制の内容というのは、葬儀とかセレモニーを営むような施設に関してという

ことでやっておりますので、資料の作りが不適切だったことは申し訳ありませんけど、

西側のような施設はできるということになります。 

●議長（横張会長） 

 はい。わかりました。 
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●（堀切委員） 

 遺体の安置所って、葬儀場扱いでいいんじゃないの。安置して、家族の人がそこにい

て、人がいっぱい来ないだけで。そういうような枠組みにして規制しないと、どこでも

できますよということになってしまう。遺体安置所も結局はどこの部類に入るか、抜か

しちゃっていいのか。葬儀一般をやるんだったら遺体安置も葬儀の中に入っているとい

う事でしょ。そういう解釈じゃないですか。 

●（鈴木深太郎委員） 

文面だと、葬儀場、セレモニーホールその他に類するもの、と載っているから、だめ

なんでしょうね。 

●議長（横張会長） 
 そこら辺の解釈はどういうふうにお考えなのかなと思ったんですけどね。 

●（都市計画課長） 

 鈴木委員おっしゃったように、その他これらに類するものがどこまでかという考えは

あると思うんですけども、さきほど私がご説明申し上げたのは式典をやる施設はありま

せんということでお話差し上げたんですけども、その他類するものとしてどこまで広く

取るかというお考えは当然出てくると思いますけれども、ある程度遺体を安置したり、

葬祭にかかわること、というのはこちらに含まれるのかなと考えてございます。 

●（鈴木深太郎委員） 

 その判断は、今きちっとしておかないと、まちづくりの方で、その他類するものをき

ちっと判断をしておかないと、あやふやな回答が出てくるんではないですか。 

●（都市計画課長） 

 用途を決めた時に、建築基準法上の用途の読み方がございますので、市として考えて

るものと、また今このように遺体安置所というのを考えても、また、新たに、いろいろ

なかたちのものが、今想定できないようなものが出てくる可能性もございますので、そ

れは建築の方と協議をして、解釈をしていきたいと考えてございます。 

●（苗村委員） 

 今の話ですと、もし同じようなものが出来る時には、規制がかかるかどうかの、こう

した都計審でなくても、なにかの形で諮られることができるのかどうか。 
もし今、西側の施設のように、セレモニーホールという、葬祭ができるものであれば

はっきりする訳ですけど、それ以外の時には都計審を含めてなにか諮られることができ

るのかどうか。 

●（建築指導係長） 

建築基準法上の解釈ですけど、さきほどの遺体安置所という話があったと思うんですけ
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ど、遺体安置所の中になにか付属するものがあれば、今回のセレモニーホールその他類

するものに該当するのかなと思うんですけども。西側の施設がどういう施設が入ってい

て、ただ遺体を安置してるだけなのか、それに付属した事務所だったり、お客さんが来

たりする場所があれば、セレモニーホールその他類するものというふうに建築基準法上

解釈できるのかなと思います。 

●議長（横張会長） 

他にご意見いかがでしょうか。 

●（成川委員） 

セレモニーホール、葬儀場といいますけど、だいたい葬儀というのはどういうのを想

定して言ってるんでしょうか。今はもう家族葬とか直葬とか、せいぜい５～６人の葬儀

が当たり前で、私が知ってる葬儀屋さんもばたばた潰れてるんですけどね。だから、こ

んな大規模な何十人も集まる三郷の斎場でやってるようなのは、逆に珍しくなってると

思うんですけども、そうすると遺体安置所と言われたのは、これからの中心の葬儀だと

思うんですけど、どのようにとらえて規制していくんでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 葬儀につきましては、大きさうんぬんではなくて、セレモニーホールその他これらに

類するものにつきましては、お亡くなりになった方を葬る儀式を行うものと考えてござ

います。 

●（吉田委員） 

 こちらの資料の中に、地区の意向ということで、各町会長さんの要望の関係での関わ

りを持たせていただいてます。皆さんご発言いただいたものは三郷中央地区にそういっ

たものが来ては困るという趣旨でのご発言だろうと私は解釈しておりますけども、地区

の皆さんの意向としては、今後の三郷中央地区は三郷市の顔として益々発展してもらい

たいという強い希望がありますので、一生を終えられた方の最後のセレモニーを行うの

は非常に大事な場所ですけど、こちらの方にはすでに三郷市の斎場があります。民間の

ホールもございます。そこに、中央の商業地区であればいいんではないかという意見も

確かにございましたけれども、まちづくりのコンセプトの上ではちょっとそぐわないの

ではないかと思いますので、地権者の方々のこれからの土地利用を考えましても、ぜひ

規制を入れていただきたいと思います。 

●議長（横張会長） 

 はい。他にご意見いかがでしょうか。 

●（前田委員） 

 セレモニーホールの定義は置いといたとして、手続き上はっきりさせておかないとい
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けないと思います。まず、三郷市が定める地区計画であれば、さきほど言った定義とか、

市域の中でセレモニーホールがどのように配置されて、ここにはもう不要であるという

計画論は整理してほしいと思います。一方で、住民の方々が、中央地区にはそぐわない

んじゃないか、町会がそれぞれ賛成した。もし、それを住民提案型の地区計画という制

度に乗せるんだったら、そちらをしっかりする。僕もこの中央地区にはかなり思い入れ

が、数年前関わった形であるんですけど、それがかならずしも肯定化されていないとこ

ろで、それに頼って、町会が全部ハンコを押したから今回は規制するとなると、例えば

今出来ている三郷中央地区は、このプランの通りになってるのかと、あるいは、これか

ら、セレモニーホール以外で別のものが出来たときに、それもアウトにするのか、とい

うような問題も生じますので、もし住民発意でやるんだったら、そこらへんの手続きを

踏んだほうがいいんじゃないかと。あるいは、冒頭に言ったように、市のほうで都市計

画を定めるんでしたら、配置論をしっかり整理して理由を掲げるべきではないかと思う。 

もちろん、三郷中央駅の周りは特別扱いという、地区計画の中で文言があるのなら、そ

れをしっかりと理由書に入れるべきである。手続きは、審議会の場での審議であればあ

るほど、ちゃんと踏んだほうがよろしいんじゃないかと思う。 

●議長（横張会長） 
 はい、ありがとうございます。今のご意見に対して、いかがでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 市といたしましては、市内のセレモニーホール配置状況等は、把握してございます。

また、地域の方が要望すれば全てなんでも行うということではなくて、今回も再度慎重

に検討させていただきましたけども、まちづくりのコンセプト、目標がございますので、

今はまだそこまで出来てないかもしれませんけども、それに向かって地域の方々ががん

ばってらっしゃるということで、こちらについては、今回のようにさせていただきたい

と考えてございます。 

●（前田委員） 

 それで、中央地区以外の方も納得されるんだったら、それはいい。 

●（都市計画課長） 

 さきほど説明しましたように、17 条縦覧においても、ご意見いただかなかったことと、 
他の地区計画においても、セレモニーホール等はなじまないとうことで規制していると

いう現状もございます。  

●（村上委員） 

 前田委員のおっしゃった、住民発意の地区計画と、行政の方で全体を見た地区計画と

いうのは、どういう違いがあるんですか。 
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●（前田委員） 

 提案型というのがあります。地権者が提案して、地区計画を提案して、それを法定と

して都市計画を定めるという制度はあります。ただ、今回は変更ですので、そこが微妙

なところです。 
●（村上委員） 

 住民といったら、その地区計画内にお住まいの方ということなんですか。関係者です

か。 

●（前田委員） 

 地区計画の区域内です。 

●（村上委員） 
 ということは、外からの意見があった時にはどうなんですか。 

●（前田委員） 

 提案した通りに都市計画として定めるわけじゃないですから。提案を受けて、それか

都市計画としてはどうかという判断は、行政側でしなくてはいけない。 

●（村上委員） 

 はい、わかりました。 
●（榎本委員） 

 都市計画図を見せていただいたんですけども、市の斎場がおおむね１Km くらいの所

にあるわけですか。だとすると、他の地域といいますか、他の市町村に比べても、現状

の斎場を充実させる方が 1 番良いと私は思います。 

●議長（横張会長） 

 はい。今のご意見に対して市のほうとしてはいかがでしょうか。 
●（都市計画課長） 

 私共も、充実を図るべく、所管のほうで計画を持ってございますので、当然予算の関

係で議会の関係もございますので、現時点で必ずとは断言できませんけども、そちらの

方をいただければ早急に進めたいという所管の考えでございます。 

●議長（横張会長） 

 他にご意見はいかがでしょうか。 
●（野副委員） 

 三郷市内の他の地区における葬儀場・セレモニーホールの制限というのはどうなって

いるのか。 

●（都市計画課長補佐） 

地区計画を定めているインターA 地区においては、全域で葬儀場・セレモニーホール
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は出来ないようになっておりまして、それから、新三郷ららシティ地区においても規制

をしています。中央地区だけが規制をしていなかったという状況でございます。 

●（野副委員） 

 新三郷地区は全域じゃないですよね。 
●（都市計画課長補佐） 

 全域ではありません。 

●（成川委員） 

 三郷の、今の葬式、セレモニーの状況なんですけども、今ある民間の施設や市の施設

を使って、どのような人がそれを利用して、また足りてるか足りてないとかもっとあっ

た方がいいとか、利用者の意見というのはどうなんでしょうか。ここに作らなくても足

りてるから、町会の要望を受けて作らない方に進みましょうというのか、我々ここに住

んでて身近にホールが無いから、自分の身内が亡くなった場合には近くで葬儀がしたい

から欲しいというのか、そういう意見があるのかないのか、その辺ちょっとお聞かせく

ださい。 

●（都市計画課長） 

 亡くなったご親族の方のご意見というのは直接伺ってございませんのでわかりません

けども、斎場として、現在別館というのがあるんですけど、そちらが不便をきたしてい

るものですから、充実を図っていただきたいというご意見はございます。 

●（吉田委員） 

 今、成川委員のご発言がありましたけども、1000ｍ以内にセレモニーホールが現状 2

か所ございますけども、仮に無くても、地元の地権者としては中央地区のセンターエリ

アに作ってほしいとは思っておりません。ですから、各町会長、住民を代表する町会長

の名前で要望書を出させていただいてますので、その辺はご理解いただければありがた

いです。 

●（まちづくり事業課長） 

 参考で、私、区画整理事業を所掌しておりますので、お話をさせていただきます。土

地区画整理審議会の会長の方にも実は確認を取っております。審議会の会長としても、

今回の規制につきましては、歓迎するというお話もあります。 
●（堀切委員） 

 インターA 地区の時に、地域指定をいただく時に会議をして、排除したのは、まちづ

くりの区画整理の組合の理事さんがその時にやって、ホテルは建ってもいいんじゃない

のということで建ててもいいように、地域の人が地区計画として要望したのが通ってる

わけです。中央地区の場合は、その時に見落としちゃったって言ってはいけないんでし
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ょうけど、それも必要だと思って通したのかわからないですけども、結局は、今現在進

行中で、その地域の人たちの要望が出たということで、区画整理地内で、セレモニー 

ホール・葬儀場というのは出来ないようにするんですね。ホテルをやっと入れるくらい

ですね。 
そういう流れにはなってますから、それに、三郷市斎場は大きいのが拡充していただけ

れば、近所ですから、今回の提案でよろしいんじゃないでしょうか。 

●議長（横張会長） 

他にいかがでしょうか。 

● （鈴木深太郎委員） 

 どうしても納得いかないのは、インターA 地区、あるいはららシティには葬儀場・セ

レモニーホールはありません。もう１個、パチンコ屋もございません。インターA 地区

無いですよね。 

●（堀切委員） 

 パチンコ屋は、建たなかっただけですね。住宅地と商業地域だけですから。結局その

時に、パチンコ屋さんが出てこなかっただけですね。 

● （鈴木深太郎委員） 
ららぽーとも無いですよね。三郷駅に関しては早稲田地域の区画整理ということで、昔

の区画整理なんでありますけども、中央地区の場合、駅のど真ん中に大変大きなのがあ

って、まちづくりのコンセプトとして、パチンコ屋が良くて、葬儀場がだめというのが、

どうしても納得がいかないんですよね。文言からいっても、「公共空間が快適で楽しい街」 

パチンコ屋さんが出来て楽しいの？セレモニーホールはそんなにイメージが悪いの？ 

ということで、その辺がどうも私自身が納得いかない。市のほうでどうしても規制をし

たいというんであれば反対するものではないんですけども、その部分が、パチンコ屋が

良くて、セレモニーホールがだめというコンセプトがよくわからないんですけども、ど

うなんでしょうか。 

●（都市計画課長） 

鈴木委員おっしゃるように、パチンコ屋ですと風紀上の問題とかそういうこともお考

えなのかなと思うんですけど、中央地区では、楽しむイコールというものがございまし

て、例えば、喜怒哀楽に例えますと楽しみ、喜び、セレモニーホールは哀しみという風

に分けられるのかなと感じておりますので、なじまないものと考えております。 

●（村上委員） 

私も鈴木委員と一緒なんですね。まちづくりづくりのコンセプトというのは、市民が

楽しみ、憩い、誇れる場所ということですよね。やっぱり人の一生の中には死は向き合
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わなくちゃいけないものだと思うんです。ですから、排除する、要するに都市デザイン

であればパチンコ屋があるように、一見パチンコ屋さんと見えないような素敵な建物で

出来ているんで私も驚いたんですけど、そういうことも視野に入れたらここまで規制し

た方がいいのかっていうのは、さきほどお話がありましたように、今、もう高齢社会で

すので、葬儀の形も家族葬みたいにさりげなく行う場所が欲しいというようなものがい

ずれ出てくるような気がするんです。それでも規制掛けられたら、それは一切だめとい

うことになるわけですよね。まちづくりのコンセプトが、地元の方たちが排除したいと

いうことにはそれなりのお考えがあるんだと思うんですけども、駅近くで非常に利便性

が高いところに、こういうものがあってもいいのではないかというのがあったものです

から、私の意見として述べさせていただきます。 
●議長（横張会長） 

他にご意見等いかがでしょうか。 

●（苗村委員） 

 追加説明資料のほうの、地区の意向というところで、規制を要望している町会名が書

かれておりますが、これは、地区外のところも含まれておりますよね。確認なんですけ

ども。 
● 議長（横張会長） 

 そうすると、今回規制を要望している町会の中には、中央地区に入っていない町会も

あるってことですか。 

●（吉田委員） 

 町会がそっくり入ってるというわけじゃないですよね。その地域内の地権者もいるし、

ということです。それは必ず入ってます。全く関係ない町会の方が要望してる訳ではな

いです。この中でそっくり全部入ってる町会っていうのは、逆に少ないです。私ども新

和一丁目町会でも分かれてますので。 

● 議長（横張会長） 

 他にご意見ご質問等いかがでしょうか。 

 だいぶいろんなご意見が出ておりまして、正直、市のほうとしてはいかがですか。や

はり今日採決をしたいということでよろしいですか。 
●（都市計画課長） 

 お願いしたいと思います。 

● 議長（横張会長） 

それでは、他にご意見ご質問等がございませんようでしたらば、さきほど冒頭にも申

しましたように、葬儀場・セレモニーホール以外の３点も含めてということになります
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けども、一括した議案となっておりますので、一括しての採択をさせていただくという

ことになります。他の件に関してはよろしいですか。 

●（前田委員） 

道路幅が６ｍから７．５ｍになったその理由はここに記載されてますか。、 
●（まちづくり事業課長） 

 公園緑地が減る要因といたしましては、ここに信号を設置するということで、道路幅

が６ｍから７．５ｍに拡幅をすることで、公安の方から指導がありまして、土地利用に

合わせてという形になります。 

● 議長（横張会長） 

よろしいですか。他にはよろしいですか。 
●（鈴木深太郎委員） 

できれば、今後も都市計画審議会何度かあると思うんですけども、１議案１件でお願

いをしたいと思います。今回４件入ってるものですから、前回も１議案は再度もう１回

やろうということになってしまいましたので、出来れば、今後については１議案１件と

いうことで、たぶんそれが基本ルールになってるとは思いますけど、よろしくお願いい

たします。 
●（村上委員）  

でも会長、本当にこういうふうにまとめられると、採決の時に、全部がノーだという

ふうな形っていうのは。そうなると、答申の文言としては、採決の場合、ゴーサインが

出るということだけで、プランであれば、答申の中に意見を出せるんですけども、採決

で決めていかなきゃいけないというのは、とても大変なんです。鈴木委員がおっしゃっ

たように、議案の出し方は、市としても審議したうえで反映できるかたちにしていただ

きたいと思います。 

● 議長（横張会長） 

了解いたしました。次回以降につきましては、慎重に拝見させていただきたいと思い

ます。ただ、今回の件に関しましては、４件一括した議案というふうになってございま

すので、４つのうち１つでも問題ありということであれば、それは問題ありということ

になろうかと思います。 
それでは、議案第１号でございますけども、草加都市計画地区計画の変更についての

採決をいたしたいと思います。 

すみませんけど、事務局の方でカウントはお願いできますでしょうか。 

●（都市計画課長） 

はい。 
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● 議長（横張会長） 

それでは、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

● 委員 

〔全員挙手〕 
● 議長（横張会長） 

はい、以上全員賛成でございますので、議案のとおり決定といたします。 

 
● 議長（横張会長） 

それでは、本日の議題は１件でございましたので、これをもちまして、本日の議案の

審議を終了といたします。ご決定いただいた審議事項につきましては、私から市長に速

やかに答申いたしますので、ご了承をお願いいたします。それではここで、傍聴者の方

につきましては、事務局の指示に従いまして退場をお願いいたします。 

 
〔傍聴者が退場する〕 

 
● 議長（横張会長） 

それでは、皆様方には慎重なご審議をいただきまして、大変ありがとうございました。 

ただ、先程ございましたように、議案を提出する際には、今回のようなことがないよ

う慎重にお願いにしたいという件が１つと、さきほど前田委員のほうからご指摘がござ

いましたけども、正直、手続き的に私もいまひとつ釈然としない所がないわけではない

という気がいたしますので、それは私自信も事前に拝見しておきながら指摘しなかった

私の責任ではございますが、次回以降少し宿題が残った案件であったのかなと思います。 
それでは、事務局に司会進行をお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

 
●（まちづくり推進部副部長） 

横張会長、ありがとうございました。以上をもちまして、本日の議案の審議を終了い

たします。なお、今後の予定でございますが、次回の都市計画審議会は１月の開催を予

定しております。これで、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。 

 
（７） 閉 会 

 


