
令和３年度第３回さいたま市都市計画審議会 会議録

 １ 会議の日時及び場所 

  （１）日時：令和４年３月２４日（木曜日） 午後 ２時３０分から 

  （２）場所：ときわ会館５階大ホール 

 ２ 出席した委員の氏名

１号委員 ２号委員 ３号委員 臨時委員 

永田 喜雄 会長 出雲 圭子 委員 阿部 俊彦 委員 

(代理 山田 寧氏) 石井 依子 委員 久保 美樹 委員  

岩田 真由美委員 玉井 哲夫 委員 吉澤  隆 委員  

上田 真弓 委員 西沢 鈴子 委員 池上 憲二 委員  

川越  晃 委員  澤口 清貴 委員  

久野 美和子委員    

深堀 清隆 委員    

 ３ 欠席した委員の氏名 

１号委員 ２号委員 ３号委員 臨時委員 

足立  文 委員    

伊藤 義夫 委員    

 ４ 議題及び公開又は非公開の別 

  意見聴取 

  （１）特定生産緑地の指定について…公開 

  報告事項 

  （１）都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同報第19条第１項の 

     規定による「さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区域区 

     分」の見直しについて（さいたま市決定）…公開 

  （２）さいたま市都市計画審議会のＷｅｂ開催について…公開 

  （３）令和３年度第２回さいたま市都市計画審議会（令和３年11月２日）答申案件の結果につい 

     て…公開 

  その他 

  （１）さいたま市都市計画審議会高度地区委員会について…公開 

  （２）事務連絡…公開 

 ５ 傍聴者数 

   ０名 



 ６ 問合せ先 

  さいたま市 都市局 都市計画部 都市計画課 

  〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6－4－4  電話：048－829－1409 
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〔午後２時30分 開会〕 

○事務局（桑原） それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和３年度第３回さいたま市都

市計画審議会を開会いたします。 

  本日、司会を務めさせていただきます都市計画課の桑原と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

  今回、学識経験のある委員、市民公募委員の皆様の任期満了に伴いまして、令和３年12月３日付

で改選がございました。本来であれば、委嘱状を直接交付させていただきたいところではござい

ますが、コロナの関係で接触の機会を減らし、感染拡大防止のため机上に配付させていただきま

した。そちらにつきましては、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 

  それでは、委員の改選により今回が初めての方もいらっしゃいますので、ここで全ての委員の皆

様からお名前と所属などを、自己紹介を簡単にお願いしたいと存じます。 

  まず、石井委員様より順に反時計回りでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○石井委員 このたび都市計画審議会委員を拝命いたしました石井と申します。今回が２期目となり

ます。職業は不動産鑑定士をしておりまして、関田不動産鑑定事務所のさいたま事務所をさいた

ま市内に開業しております。この委員会で何ができるかというところでございますが、専門的な

知識を生かして、少しでも尽力できたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○岩田委員 このたび、初めて都市計画審議会の委員に任命していただきました岩田と申します。よ

ろしくお願いいたします。私は、水津正臣法律事務所というところで弁護士として勤務しており

ます。この都市計画審議会というのは、そうですね、市民のまちづくりのために非常に重要な意

義を有する委員会であると思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○上田委員 石黒技術士事務所の上田と申します。前回と、それからその前と、その前も拝命させて

いただいたと思うんですけれども、またこちら拝命いたすことになりました。ありがとうござい

ます。私は、石黒技術士事務所で主に都市計画とかまちづくりを担当しております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○川越委員 このたび、初めてさいたま市の都市計画審議会委員を拝命いたしました川越でございま

す。埼玉県庁のＯＢでございます。主に都市計画だとか、都市再開発だとか、住宅行政等々を経

験してまいりました。さいたま市が合併したときに、実はさいたま市のほうにも私は、都市計画、

あの当時は都市整備部だったですかね、次長としてこちらのほうに出向もしておりましたので、

そのような経験も踏まえまして、審議会の審議を一生懸命やりたいと思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○久野委員 電気通信大学の久野美和子と申します。私は、もともとは経済産業省、それから関東経

済産業局に来ましたときに、さいたま新都心のほうにそこの拠点がありましたので、その関係で

埼玉県の方、さいたま市の方、それからこの地域の方々と様々な政策とかあるいはプロジェクト

で一緒にやらせていただいております。電通大というか、調布のほうに移っても、やはりいろい

ろな意味でさいたま地域には関心を持っておりまして、この地域が医工連携というのも、この地

域から生まれたというか、最初の頃に皆さんで一緒に取り組んだということがありまして、さい

たま市、埼玉県がこの激動の日本の中でですね、ぜひ先進グループでいろいろご活躍いただいて、

住みよい未来のいい地域、この都市政策ももちろんそうなんですけれども、活躍していただきた
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いなと思っております。私もできるだけ尽力させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○永田委員 こんにちは、皆さん。永田喜雄と申します。私も、先ほど川越さんからお話がありまし

た埼玉県職員を終わりまして、その後、ふじみ野市の副市長を２期８年務めまして、現在に至っ

ているところでございます。さいたま市との関りはですね、生まれも育ちもさいたま市でござい

まして、ちょうど見沼田圃開発の頃に先祖が来たというふうに聞いておりまして、お墓を見まし

たら1620年頃の墓がありましたが、家は小さな農家で、豪農じゃございませんので細々としており

ますが、何か市のお役に立ちたいということでですね、今回、委員という大役を仰せつかりまし

た。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○深堀委員 埼玉大学の深堀と申します。主に土木・建設・環境を扱う学科で、地域の景観づくりや

まちづくりに関することをやっております。よろしくお願いいたします。 

○澤口委員 澤口と申しまして、今回、引き続きお世話になります。どうぞよろしくお願いします。

私は、ふだん介護付き老人ホームでホーム長として働いています。正直、こういう知識はあまり

持ち合わせていない一般市民にはなりますけれども、少しでもさいたま市をよいまちにしていき

たいという気持ちは変わらないつもりでおります。なので、私は、一般市民の目線ということに

はなりますけれども、頂いた資料をよく読み込んでこの場に臨んで、市民の目線で何かお手伝い

できることがあればうれしく思います。どうぞよろしくお願いします。 

○池上委員 こんにちは。今回から市民公募委員として参加させていただきます池上憲二と申します。

よろしくお願いいたします。私は、さいたま市内で植木屋、これの役員をやっております。です

から、畑違いといえば畑違いなんですけれども、ただ、やっぱり今回の例えば生産緑地だとか緑

に関しては、やはりいろいろ関心もございますので、少し的外れなご質問だとかご意見があるか

と思いますけれども、素人ということで免じて許していただければと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○吉澤委員 皆さん、こんにちは、お世話になります。行政機関、吉澤隆と申します。埼玉県さいた

ま県土整備事務所長でございます。昨年の４月からさいたま市の都計審の委員としてここに来て

おります。さいたま県土整備事務所でございますが、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市の４市

を管轄しておりますが、さいたま市さんは政令市でございますので、私どもの事務所としまして

は、河川ですかね、河川の整備をやって、道路はさいたま市さん、政令市のほうが管理をしてい

ると、このような形です。都市計画には、将来のまちづくりですか、非常に重要な計画でござい

ますので、勉強方々このようなことに参加させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。 

○山田代理 皆さん、こんにちは。私も、関係行政機関として参加させていただいております国土交

通省関東地方整備局大宮国道事務所長の阿部の今日は代理ですね、私は山田と申します。よろし

くお願いいたします。さいたま市さんのまちづくりに貢献できればと思っています。よろしくお

願いします。 

○西沢委員 こんにちは、昨年より委員をさせていただいております市議会議員の西沢鈴子と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○玉井委員 同じく市議会議員の玉井哲夫と申します。よろしくお願いいたします。 

○久保委員 同じく市議会議員の久保美樹と申します。よろしくお願いいたします。 

○出雲委員 皆さん、こんにちは。同じくさいたま市議会議員の出雲圭子と申します。どうぞよろし
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くお願いいたします。 

○事務局（桑原） 皆様、ありがとうございました。 

  続きまして、幹事を紹介させていただきます。 

  都市局長の土屋でございます。 

○都市局長（土屋） 土屋です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（桑原） 都市局理事の小泉でございます。 

○都市局理事（小泉） 理事の小泉です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（桑原） 都市局都市計画部長の篠崎でございます。 

○都市計画部部長（篠崎） 篠崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（桑原） 都市局都市計画部次長の古市でございます。 

○都市計画部次長（古市） 古市でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（桑原） どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、会長の選任に移らせていただきます。 

  さいたま市都市計画審議会条例の規定に基づきまして、会長につきましては、学識経験のある者

につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定めるとありますので、初めに、

会長の選任をお願いしたいと思います。 

  それでは、会長についてご推薦がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  お願いいたします。 

○深堀委員 元ふじみ野市の副市長のご経験のある永田委員さんがいいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○事務局（桑原） よろしいでしょうか。 

〔拍手〕 

○事務局（桑原） ありがとうございます。 

  ただいま永田喜雄委員をご推薦するご発言がございましたが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○事務局（桑原） ありがとうございます。拍手をいただきましたので、異議なしということで、こ

れより、さいたま市都市計画審議会会長は永田喜雄委員にお引受けいただくことということでよ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○事務局（桑原） ありがとうございます。 

  皆様のご賛同をいただきましたので、さいたま市都市計画審議会の会長として永田喜雄委員が選

任されました。 

  それでは、永田喜雄委員には会長席のほうにお移りいただきたいと存じます。よろしくお願いい

たします。 

〔永田会長 会長席に着く〕 

○事務局（桑原） それでは、早速ではございますが、永田会長より会長就任のご挨拶を頂戴したい

と存じます。よろしくお願いいたします。 

○永田会長 ただいま、さいたま市都市計画審議会の会長に就任いたしました永田でございます。こ

のような大役で責任の重大さに身の引き締まる思いでございます。 
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  私は、先ほどもお話ししましたとおり、地元さいたま市生まれで、さいたま市育ち、また埼玉県

庁の職員でございました。市との関りにつきましては、さいたま新都心の建設に新駅とか区画整

理ですね、省庁移転等々に関わりまして、個人名はどうかと思いますが、土屋局長さんとも私は

一緒にやってきたところでございます。また、埼玉スタジアムというのがございますが、埼玉ス

タジアム周辺の区画整理は300ヘクタールでございまして、この300ヘクタールの区画整理のちょう

ど先駆け、都市計画決定するときに農林協議をするんですけれども、都合５年ぐらいかかりまし

たね。農林協議に大分関わったところでございます。 

  このような縁でございまして、さいたま市の発展を見てきたところでございますが、最近見ます

と、直近の住みやすいランキングということで大宮が３位、浦和が５位ということで、すばらし

い発展をしているなというふうに感じているところでございます。これからもどのように発展し

ていくのか、大いにさいたま市に楽しみと申しますか、期待をするところでございます。 

  このように皆様とこの都市計画審議会の場におきまして、一丸となってまちづくりを進めていく

ことにつきまして大いに議論をいただきまして、今よりももっとよいまちへと共に進めていきた

いというふうに考えておりますので、委員の皆様におかれましては、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 

  簡単ではございますが、以上で就任の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○事務局（桑原） ありがとうございました。 

  次に、さいたま市都市計画審議会条例の規定に基づきまして、会長の職務代理を永田会長より指

名していただきたいと思います。 

○永田会長 それでは、さいたま市都市計画審議会条例第４条第３項の規定によりまして、会長の職

務代理を私から指名させていただくことになっておりますので、川越委員、久野委員、深堀委員

の３名を指名したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（桑原） 川越委員、久野委員、深堀委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、審議に入ります前に、本日の会議資料を確認させていただきます。 

  本日の会議資料は、配付資料一覧表のとおりとなっております。事前に郵送しているものではご

ざいますが、資料の不足等がございましたらお知らせください。よろしいでしょうか。 

  それでは、これより審議に入っていただきたいと思います。 

  審議に当たりましては、さいたま市都市計画審議会条例の規定により、これから会議進行を永田

会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田） それでは改めまして、委員の皆様方には、大変お忙しい中審議会にご出席いただき

まして、誠にありがとうございます。 

  審議に当たっては、慎重かつ能率的に進めさせていただきますので、ご協力をいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、事務局より委員の出席状況の報告をお願いいたします。 

○事務局（桑原） それでは、委員の出席状況についてご報告させていただきます。 

  本日は、委員定数17名のうち15名のご出席で、足立委員及び伊藤委員よりご欠席のご連絡をいた

だいております。 

  したがいまして、さいたま市都市計画審議会条例の規定による、委員の２分の１以上の定足数に

達しておりますので、本日の会議は成立いたしますことをご報告いたします。 
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○議長（永田） 事務局の報告のとおり、本日の会議は成立いたします。 

  次に、会議録の署名委員を決めたいと思いますが、さいたま市都市計画審議会条例施行規則の規

定によりまして、私から指名させていただきます。 

  石井委員、玉井委員、以上お二人にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

○議長（永田） ありがとうございます。 

  それでは、石井委員、玉井委員、後日、事務局が会議録を作成の上、お持ちいたしますので、ご

署名をよろしくお願いいたします。 

  今回、本審議会へ諮問のありました案件は、お手元の案件一覧にございますとおり、意見聴取１

件でございます。 

  今回の審議の流れについて事務局より説明をお願いします。 

○事務局（桑原） それでは、本日の審議の流れについてご説明させていただきます。 

  お手元の案件一覧をご覧ください。 

  本日の審議では、意見聴取１件、報告事項３件となっておりますが、事案ごとに説明とさせてい

ただきたいと思います。 

  審議の流れの説明については以上となります。 

○議長（永田） 事務局の説明のとおりとなりますので、よろしくお願いします。 

  では、次に、非公開事項に該当する案件があるかどうか、事務局に伺います。 

○事務局（桑原） 本日の会議で、非公開事項に該当する案件はございません。 

  以上でございます。 

○議長（永田） それでは、本日の非公開事項についての審査をいたします。 

  ただいま事務局から、本日の案件は非公開事項に該当しないとの報告がありましたが、委員の皆

様にお伺いいたします。 

  さいたま市都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要綱第２条に基づき非公開事項に該当する

案件がございましたら、ご提案をお願いします。よろしいですか。 

  それでは、本日は非公開とする案件はなしということで進めさせていただきたいと存じます。 

  つきましては、当審議会を公開するものといたしますので、傍聴希望者の入室を認めることとい

たします。 

  また、本日の配付資料及び後日作成する会議録につきましても公開となりますので、この場で委

員の皆様にはご了承いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、事務局は、傍聴者がおりましたら入室させてください。 

○事務局（桑原） 本日は、傍聴者はおりませんので、このままご審議をお願いいたします。 

〔意見聴取〕 

（１）特定生産緑地の指定について 

○議長（永田） それでは、ただいまより令和３年度第３回さいたま市都市計画審議会の議事に入り

ます。 

  本審議会で審議する案件は、お手元の案件一覧にありますとおり、意見聴取が１件でございます。 
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  これより説明に入ります。 

  意見聴取１、特定生産緑地の指定についてご説明をお願いします。 

  みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） それでは、意見聴取１関係、特定生産緑地の指定についてご説明をいた

します。 

○議長（永田） おかけになってご説明ください。 

○みどり推進課長（飯野） ありがとうございます。着座にてご説明させていただきます。 

  生産緑地地区は、良好な生活環境の確保に効果があり、かつ公共施設等を予定する敷地として適

した都市農地を保全するため、都市計画で決定された地区でございます。 

  資料１－１をご覧ください。 

  特定生産緑地制度は、指定から30年を経過する生産緑地について、買取りの申出が可能となる期

日を10年延長する制度でございます。 

  生産緑地法第10条の２第３項の特定生産緑地に指定をしようとするときは、都市計画審議会の意

見を伺わなければならないという規定に基づき、委員の皆様に指定の内容をご確認いただくとと

もに、ご意見を伺うものでございます。 

  スクリーンをご覧ください。初めに、特定生産緑地制度が創設された背景として、都市農地に関

する動向についてご説明をさせていただきます。 

  従前、市街化区域内農地は、「宅地化すべきもの」との位置づけのもと、生産緑地は、緑地機能

のほか、将来の公共施設用地として評価し、保全に取り組んできたものでございます。 

  このような中、都市農地の持つ農作物の供給機能、防災、景観形成、環境保全、農業体験等の機

能が評価され、平成28年に都市農業振興計画が閣議決定されました。新たな政策の方向として、担

い手の確保、土地の確保、農業施策の本格展開が位置づけられたところです。また、都市農地に

関する動向の変化に合わせ、都市農業振興基本法だけでなく都市緑地法及び生産緑地法について

も改正されておりますので、次のスライドにてご説明をさせていただきます。 

  都市農業振興計画の制定を受け、都市緑地法、生産緑地法が改正されました。スクリーンの左下

をご覧ください。平成29年５月の都市緑地法の改正では、都市農地の位置づけの変化に伴い、緑地

の定義に農地が含まれることを明記し、都市緑地法の諸制度の対象に位置づけるとともに、緑の

基本計画においては、農地を緑地として施策に取り込む等の記載事項が拡充されました。本市に

おきましても、現在策定中の「緑の基本計画」の中で、生産緑地を含む農地の保全、都市農地の

有効活用の支援をしていくことを定める予定でございます。また、平成29年４月の生産緑地法の改

正では、生産緑地地区の面積要件の引下げや生産緑地地区内での行為制限の緩和等、都市農地の

保全に向けた改正がなされております。 

  さらに、指定から30年を経過する生産緑地について、指定が解除される不安があったところ、所

有者等の同意のもと、生産緑地の買取りの申出可能期日を10年間延長することを可能とした特定生

産緑地制度が新たに創設されました。 

  特定生産緑地制度とは、指定から30年が経過する生産緑地について、所有者等の同意を得て特定

生産緑地として10年指定する制度です。特定生産緑地に指定した場合は、引き続き税の優遇が受け

られます。指定しない場合は、引き続き生産緑地法の適用を受けることとなりますが、従来の税
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に関する優遇措置が受けられなくなります。この特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定から30年

が経過するまでに行うこととされており、以降、10年ごとに更新可能なものとなっております。 

  次に、本市の生産緑地の現状及び特定生産緑地の指定対象となる地区数についてご説明をいたし

ます。 

  本市における生産緑地は、令和４年１月１日時点において市全体で1,261地区、面積は298.63ヘ

クタールでございます。そのうち令和４年に指定から30年が経過する生産緑地は1,004地区、面積

は229.69ヘクタールであり、市全体の生産緑地のうちの約８割に当たります。平成４年指定の生産

緑地については、令和２年度、令和３年度の２回に分けて受付を行っており、令和２年度の受付

分につきましては、令和３年３月に開催した都市計画審議会にて意見聴取を行い、特定生産緑地

に指定を済ませたところでございます。 

  次に、令和３年度の特定生産緑地指定の主な経緯をご覧ください。 

  これまで対象となる全ての所有者から特定生産緑地への指定の希望を確認するため、制度の周知

や理解向上を図ることを目的に、説明会や個別相談会を関係部局と連携して実施してまいりまし

た。令和３年７月には、所有者宛てに特定生産緑地の指定に係る書類を送付し、個別相談会を適

宜開催しながら関係書類を受領し、現在に至っております。 

  それでは、資料１－２の１ページをご覧ください。 

  特定生産緑地に指定する内容の一覧を記載しております。315地区、約60.96ヘクタールを特定生

産緑地に指定するものでございます。 

  ８ページをご覧ください。 

  ８ページが総括図、以降９ページから44ページが特定生産緑地に指定する範囲について図示した

詳細図となっております。 

  ９ページをご覧ください。 

  赤と緑の枠で示している箇所が平成４年指定以外も含む全ての生産緑地地区、赤の斜線で塗られ

ている箇所は、生産緑地地区のうち今回特定生産緑地に指定する区域、赤で塗られている箇所は、

昨年特定生産緑地に指定した箇所となっております。 

  前回の都市計画審議会においてご質問がありました土地区画整理事業地区内における生産緑地地

区の地図上の表示につきまして、９ページ右下の岩槻90号生産緑地地区を例にご説明をいたします。

詳細は45ページをご覧ください。 

  土地区画整理事業では、地権者から土地の一部を提供してもらい、新たに道路や公園等の公共施

設を整備するため、従前の土地と施行後の土地では形状、面積、位置等が変化いたします。従前

の土地に対して新しく置き換えられる土地を「仮換地」といいます。本市では、生産緑地の指定

は登記情報・公図を基に「従前の土地」で行っているところでございますが、実際の生産緑地の

使用については、仮換地指定先が整備された後、「仮換地」を生産緑地として使用できることと

なります。そのため、現状の土地の形状と生産緑地の形状が一致しない場合がございます。 

  図１が、換地前の従前の土地である生産緑地の指定状況を示した図、図２が、仮換地後の生産緑

地を示した図でございます。図１と図２を重ね合わせると、図３に示したように地図上では住宅

などの上に生産緑地が位置するかのような表示となりますが、土地区画整理事業の換地処分後は、

青で囲われた仮換地で生産緑地の指定がされることとなります。９ページから44ページまでの詳細

図につきましても、土地区画整理施行地内の場合であっても、従前地のみの表示となっており、
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建物の上に生産緑地が指定されるような表示になっております。 

  最後に、特定生産緑地の指定状況についてご説明をいたします。 

  現在指定されている生産緑地のうち、平成４年に指定された生産緑地は229.69ヘクタール、令和

２年度に指定した特定生産緑地は141.08ヘクタールでございます。そして、今年度に特定生産緑地

に指定する面積は60.96ヘクタールでございます。なお、こちらには申請書の不備で補正中や未申

請のもの約1.70ヘクタールも含みます。こちらは、申出基準日が令和４年12月になりますので、そ

れまでに補正が間に合えば、特定生産緑地として指定をいたします。 

  また、昨年度、特定生産緑地の指定した生産緑地について、所有者からの申出等により特定生産

緑地指定の取消申請が0.68ヘクタールございましたので、本市における特定生産緑地の面積は、昨

年度と今年度の特定生産緑地の指定受付分から取消分を除外した201.35ヘクタールとなり、平成４

年指定の生産緑地のうち面積比で約88％が特定生産緑地の指定がされることとなります。 

  説明は以上となります。ご意見のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  それでは、ただいま説明がありました意見聴取１について、ご質問や意見のある方はお願いいた

します。 

  川越委員。 

○川越委員 すみません、１点、確認をさせていただければと思うんですが、特定生産緑地の指定に

当たっては、所有者のご希望ということと関係権利者の同意ということが条件になっていますけ

れども、もう一つ、農地として適正に維持管理されているのかという、経時的な問題ですよね、

その場所のですね。その部分について、何か確認というんでしょうか、現地で確認されているの

か、いろいろな確認の方法があろうかと思うんですが、その辺はどういうふうにされて確認され

たのかを、ちょっと確認のためにお伺いいたします。 

○議長（永田） 事務局。 

○みどり推進課長（飯野） お答えをいたします。 

 例えば耕作を休んでいたとか、そういった状況では、一見すると必ずしも農作物を生育していると

見受けられないケースもあります。そういったものに関しては、いろいろな方から情報をいただ

くことがあり、個別に調査をしています。砂利を敷いたり等不適切なものが万が一あった場合は、

法の手続に基づき指導をすることとなります。 

  個別に現地のチェックという形に関しては、書面で審査をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永田） よろしいですか。 

  川越委員。 

○川越委員 数も多いですから、いろいろご苦労されているのかなというふうに行政経験者として思

いますけれども、ぜひ適正な緑地、空地として維持管理されるように、引き続き指導、もちろん

大部分がそうされているということだと思いますけれども、大事な点だと思いますので頑張って

いただければというふうに思います。 

○議長（永田） 事務局、みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えいたします。 

  ただいまのご意見を承りまして、現地の調査等に関しても、ほかの生産緑地も含めまして、情報
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の収集や関係部署との連携によって情報をつかんでいきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（永田） よろしいでしょうか。 

  ほかにご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。 

  池上委員。 

○池上委員 池上です。今、プロジェクターに映されている表の一番下のほうです。今回、特定生産

緑地に指定しないというのが28.34ヘクタール、これは指定しない理由は何かあるのかということ

と、そうすると市のほうに買取り申請というのが出てきているのかどうか、この辺をまずお聞き

したいんです。 

○議長（永田） 事務局、みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えいたします。 

  こちら28.34ヘクタールについては、明確に特定生産緑地に指定しないというお答えをいただい

ているところでございます。主な理由としては、高齢化や農業後継者不足、もしくはほかの土地

活用に使いたいといったことが主たる理由ということで認識しております。 

  なお、こちらに関しましては、経過30年申出基準日以降になれば、随時買取申出が可能になりま

すが、現時点においては農業従事者の死亡もしくは故障以外に買取申出をすることはできない状

況でございます。 

  なお、公共用地の使用としては使える状態でございます。 

  以上でございます。 

○議長（永田） 池上委員、よろしいでしょうか。 

○池上委員 先に質問してしまったんですが、市民から言うと、やはり市街化区域内に200ヘクター

ルを超える空間が残されるというのは、非常に大切なことなんですね。今、私は、さいたま市の

北区に住んでいるんですが、空き地だったり古い工場だったりだとか、あるいは駐車場、これが

軒並み宅地に変わっていっているんですね。そうした中で、今後こういう農地が少なくとも10年間

は担保されるというのは、市民としては非常にありがたいということですので、ぜひこうしたも

のは進めていただきたいというふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（永田） 事務局、みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えいたします。 

  北区につきましても、特定生産緑地に移行される方は少なからずいる状況でございます。今の委

員のご指摘を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  ほかにご意見、またご質問。 

  久保委員。 

○久保委員 今回、この今映し出されているのを見ますと、指定割合が88％ということですけれども、

目標として何％の目標でやっていたのかということをお聞かせください。 

○議長（永田） 事務局、みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えをいたします。 



－10－ 

  市として明確な目標水準ということに関しては想定はしていなかったところですが、少なくとも

全国平均よりは上回るということを期待していたところでございます。国土交通省からの資料を

確認したところ、全国平均の割合というのが約86％と出ております。埼玉県に限定しても85％とで

出ていますので、それを踏まえますと、全国水準よりは若干上回っているということが確認がで

きます。 

  なお、こちらは、恐らくですが、東京都ですと92％ぐらい、やはり固定資産税の高いところに関

しては、比較的指定される意向の高い人がいたのではないかと分析をしているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永田） 久保委員。 

○久保委員 ありがとうございます。平均を上回ったということでいいのかなと思いますけれども、

100％が一番望ましいわけで、東京なんかは90％を超えているということで、もう少し頑張って、

やはり残していってほしいなという気持ちはございます。農業を続けていかなきゃならないとい

うことで、特段の引き続きご努力、そしてご支援をお願いいたします。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

  玉井委員。 

○玉井委員 すみません、生産緑地に関しては2022年問題ということでよく問題に上がっていました

けれども、それを受けて特定生産緑地の制度というのは、まだ新しい制度かなというふうに認識

をしています。その中で、今そこにも出ていますが、指定割合が88％、残りが指定しないという、

そういう令和４年度に関してはそういう数字ということになっておりますけれども、去年の７月

から８月にかけて、この資料によりますと個別相談会を開催しているというふうに記載されてい

ますけれども、所有者の方の例えば生産緑地に対する意向ですとか、ご意見ですとか、何かその

辺のことで特別なことがあればお知らせをいただきたいというふうに思います。 

○議長（永田） 事務局、みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えをいたします。 

  所有者に対し、令和２年度もしくはその前から、生産緑地に指定する目的、理由、もしくはしな

い目的、理由、どういったことでお困りなのかということに関して、アンケートを取っていると

ころでございます。指定する主たる理由といたしましては、相続税納税猶予のかかった土地とい

うのが、全体の５割程度はあるのではないかという認識の中で、そちらの関係で生産緑地を継続

していかなければならないという方が比較的多かった認識がございます。一方、指定しないとい

う方に関しても、高齢であるとか農業の従事に行き詰っているとか、そういうことで指定ができ

ないといったことも見えてきたところでございます。 

  先ほど制度改正に関してご説明をさせていただく中で、生産緑地を貸しても相続税納税猶予が適

用できる場合があることを踏まえまして、最近、特定生産緑地に指定した所有者に、その土地を

お貸しいただけるかどうかという具体的なアンケートを取っているところです。回答待ちの状況

ですが、相続税納税猶予に関して、他人に貸しても適用できる場合があるということに関して新

たな情報として入ったところで、所有者からもある程度の反響をいただいている認識です。そう

いったものに関して、農政部局からも、例えば農業の法人とか、そういったところから生産緑地
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を活用したいという話をいただいている中で、マッチングができればと考えているところでござ

いまして、随時進めさせていただきたいと考えております。 

  あとは、公共用地として特に公園への活用に関しては、今まで以上に都市公園課とは連携をして、

事実、今回、見沼区で買取申出が出た生産緑地を都市公園に転換するということで、進行中のと

ころもあり、そういったことで極力所有者の意向に沿った形で、生産緑地の継続をできるように

努力してまいりたいと考えています。 

  以上でございます。 

○議長（永田） 玉井委員。 

○玉井委員 今までの皆さんのご意見の中でも、やはり市街地の中で非常に貴重なスペースであると

いうご意見もあったかと思いますが、非常に条件も若干そういう意味で緩やかになっている部分

もあるのかなというふうに思いますが、ぜひ有効的に利活用できるように取り組んでいただけれ

ばというふうに思います。ありがとうございます。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  お話のありました、挙手のありました深堀委員さん、先ほど挙手いただきましたが、いかがでし

ょうか。 

○深堀委員 すみません、今、活用のお話がありましたのであれですけれども、ちょっと今回の指定

で資料を見て心配だなと思ったことの１つが、88％がこの節目のところで特定生産緑地に移行され

たということでよかったんですけれども、いろいろなところで話を聞きますと、やはりこの生産

緑地に対して市街地の中で市民の目につくということもあって、印象がよくない場所も一部ある

という話を聞きます。ちゃんと農地としての環境が望ましくない状態であるというような、そう

いう印象をお持ちの方もいて、先ほど、一時、一定期間その耕作をお休みになっているところも

あると思うんですけれども、こういったところについては、もう少し市民の皆様と所有者の方に、

生産緑地の今ちょうど転換点で、様々な多面的な機能が求められているということについては、

啓発を進めていかないと、印象はよくないという面が残ってしまうのかなという気もいたしまし

た。農地で営んでいると、いろいろなちょっと都市環境の中では違った土地利用になりますので、

そういう意味で、防災面でもあるいは景観面でもいろいろな効用があるということについて知っ

ていただくということと、それからちょうど今節目なので、営農の意欲というのはおありだとい

うふうに思いますが、10年間の期間の中で、これからいい環境を維持していただくために何ができ

るのかということで活用の話があると思うんですが、基本的には優遇があるところなので、土地

所有者の努力ということになると思うんです。ただ、そういうところで、一定の景観的な印象を

よくするために何らかの支援をする、一時お休みになっているところでも、例えば草刈りだとか、

農地としての環境を整える、それから景観作物を使ったらどうかとか、そういうような在り方の

共有ということを進めることで、どこから見ても、そういうグリーンインフラとしていいものが

まちの中にあるというふうに見ていただけるようになるのかなというふうに思っています。とい

うことで、そういうことを期待したいという話です。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えいたします。 

  生産緑地に関する指導は当課の所掌事務でございます。委員からいただいたお話につきましても、
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例えばの話ですけれども、近隣住民、都市化の中で新たに住んできた方から見ると、農地に関し

て、グリーンインフラの副作用になると思うんですが、例えば虫が出たりとか、種が飛んでくる

とか、そういったことでのクレームというのは結構な頻度でいただいているところです。そうい

ったものに関しても、所有者はもともと所有されていたということで、その辺の認識のずれとい

うところはあるところですが、我々もそうしたことに関しては、所有者に丁寧に説明をさせてい

ただいて、対応をしていただきたいということで、その都度、職員が赴いて改善を行っていただ

くよう進めているところでございます。 

  そういったことも含めて、今まで以上にグリーンインフラの機能として十二分に発揮できる生産

緑地について注目をしていき、適切に運営できるように努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（永田） よろしいでしょうか。 

  久野委員さん。 

○久野委員 すみません、それほどこの分野に強くないんですけれども、皆様からのご意見を伺って

いて非常に、ちょっと一言だけね、非常にいい、今のこの時代にとても重要な取組だなと、特定

生産緑地というか、生産緑地ですね、それは１つは、日本がうまくすれば農業を１次産業という

か、農業の分野でどこまである程度成長できるかというか、そういう自給自足も含めて重要なこ

とということと、もう一つは、もう既にご案内のというか、皆さん当然承知の地球環境との共生

とか、そういう意味で緑地、それからもう一つ、こういう地区をこの領域を利用して都市の住み

やすい都市、地域づくりという、そういう観点からも非常に多くの目的を持った重要なところだ

というふうに思いますので、今ちょっと申し上げたいのは、ここが今おやりになっているのはみ

どり課ですが、例えば市の中で、さいたま市の中でまちづくりのところだとか、あるいは農業生

産どうするんだとか、産業のセクションとか、そういったところもあると思うので、そういった

ところとの横連携と言ったらおかしいんですけれども、全体としての生産緑地ですか、この制度

を守りながら、トータルとしての成果を出していく、そういったところへのさいたま市の中の横

軸連携みたいなところで総合的に取り組んでいくという、こういうことを施行していかれるのは

非常に重要なことだなと思いまして、感想なんですけれども、思った次第でございます。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えいたします。 

  委員ご指摘の事項につきましては、緑の基本計画というのが、都市緑地法に定められた本市の緑

に関する最上位計画になるのですが、この改定をしている中で、昨今のグリーンインフラの機能、

そういったものに関しては生物多様性や防災、安全、住民等の憩い、農作業の体験、食物の育

成・収穫、そういったものを機能の中に導入をして、素案の作成をしているところでございまし

て、今年中には改定版として策定できる見込みとなっています。 

  様々な取組をしていく中で、農と触れ合う機会の創出というのは、基本的な方針の中に含まれて

おり、例えば農環境の保全や市民農園、栽培・収穫体験農園の推進、都市農地の活用、農を通じ

た交流の場づくりとか、こういったものに関しても、その基本計画の中で策定をしていくという

ことを想定しているところでございます。 

  また、他部局との連携ですが、これは農業部局と密接な連携をしていく必要があると認識してい
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まして、生産緑地の活用をしたいという農業法人、農業団体とのあっせん、そのために我々は、

その所有者の生のデータを活用するために、約570名の所有者にアンケートを行い、具体的にどこ

の土地であればお貸しいただけるかとか、もしくは活用させていただけるかと、そういったこと

に関して、収集中でございます。そういったものでつないでいくという役割は、我々が担う責務

だということは十分認識しております。そういう形で進めてまいりたいと考えています。 

  以上でございます。 

○久野委員 大変ありがとうございました。 

  それで、ほかの地域も割とあるんですけれども、その計画をしたこと、やろうとしていることを

市民にどんどん公表というかＰＲしていく、そうすると市民意識が変わってきて、またその賛同

意識が高まってきて効果が出るというところ、ほかにもこういう取り組んでいる地域がありまし

て、そういった市民への公開というか、そこら辺についてもぜひぜひ、こんないいことをやって

おられますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（永田） みどり推進課長。 

○みどり推進課長（飯野） お答えをいたします。 

  農地のみならず、今、緑の施策展開ということの中で、市民や市民団体もしくは企業も含めた、

その持続可能な緑づくり、そういったものに関してまさしく検討をしているところでございまし

て、一部においては、その先導的取組として既に大宮駅周辺地区で官民連携で緑の拠点づくり、

そういったものを取り組んでいくという動きをまさしく今進めていたりしているところでござい

ます。当然この生産緑地に関しても、そういった取組、将来的には、そのパッケージの一つとい

う形での、その種地としての使い方ということも十分想定はされるのかなと認識していますので、

そういった展開も将来的な展開としては考えていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○久野委員 ありがとうございました。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  ほかにご質問やご意見ございますでしょうか。特にございませんか。 

  それでは、他にご質問やご意見ないようですので、意見聴取、特定生産緑地の指定について、審

議会としては、今まで大きくご意見がございましたところを全体的にまとめてみますと、この生

産緑地につきまして、他の横断部局、農林部を含めまして公園にするとか農地との連携だとか、

他の横断部局との連携を取って進めていただきたいと。また、かつ住民への周知等もぜひ十分に

お願いしたいということが大きな点であったと思います。あと、数字につきましては、おおむね

全国平均や県平均よりも上回っている指定があるということで、特にそれは確認事項であったと

いうふうに取扱いさせていただきます。 

  意見としましては、先ほど横断部局、それから周知ということで、この審議会といたしましては、

このような意見をつけまして、これらを踏まえて進めていただくということで取り扱ってよろし

いでしょうか。 

  では、これはこの議事のとおり進めさせていただくということでよろしいですね。 

  ありがとうございました。 

  それでは、この案件につきまして終了いたします。 
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〔報告事項〕 

（１）都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定

による「さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区域区分」の見直

しについて（さいたま市決定） 

（２）さいたま市都市計画審議会のＷｅｂ開催について 

（３）令和３年度第２回さいたま市都市計画審議会（令和３年11月２日）答申案件の結果について 

○議長（永田） 続きまして、報告事項１、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお

いて準用する同法第19条第１項の規定による「さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」及び「区域区分」の見直しについて（さいたま市決定）のご説明をお願いいたします。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（石瀬） 続きまして、報告事項の１になります。 

  さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分の見直し（さいたま

市決定）について、今後の法手続に入るに当たりまして、概要並びにスケジュールについてご報

告をいたします。 

  それでは、前方のスクリーンをご覧ください。 

○議長（永田） おかけになって説明してください。 

○都市計画課長（石瀬） ありがとうございます。 

  まず、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について、以後、整備の整、それから開発の開、

保全の保の３つの文字を取りまして、整開保と呼ばせていただきます。整開保は、都市計画法第

６条の２におきまして、都市計画の目標、区域区分の方針、主要な都市計画の決定の方針を定め

るものとされております。また、区域区分は、同法の第７条に基づき都市計画区域に市街化区域

と市街化調整区域の区分を定めるものとされてございます。 

  今回は、第８回の定期見直しになりまして、令和４年度11月の都市計画審議会の付議を予定して

いる案件でございます。整開保は、都市の発展の動向それから当該都市計画区域におけます人口、

産業の現状及び将来の見通し等を勘案しまして、都市計画の基本的な方向性を示すものでござい

ます。今回、第８回の定期見直しを行う理由としましては、５年ごとに実施してございます国勢

調査、それから都市計画基礎調査の結果など、社会情勢の変化を踏まえまして適宜適切な都市計

画の見直しとしまして、区域区分の定期見直しを行うものでございます。その基本方針を示す整

開保についても併せて定期見直しを行うものでございます。 

  なお、地方分権一括法によりまして、平成27年６月、策定権限が埼玉県から本市に移譲されたこ

とを受けまして、前回の第７回の定期見直しから本市のほうで都市計画の手続を行っております。 

  次に、見直しの全体像をご説明いたします。 

  基本的な考え方としましては、令和２年度に策定されましたさいたま市総合振興計画で示します

都市づくりの将来目標との整合を図りつつ、本市の根幹的な都市計画に関する事項を定めます。

原則として、市街地の拡大は抑制する方針としまして、総合振興計画に位置づけのございます産

業集積拠点などにつきましては、必要と見込まれる市街化調整区域面積を産業フレームとして確

保いたします。なお、今回の見直しでは、基準年を平成27年とし、区域区分につきましては、目標

年次を令和７年とさせていただいております。 
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  整開保の主な変更点としましては、国、埼玉県、本市の各種計画の更新に伴う見直し、そして市

の政策による見直し、産業集積拠点などの整備予定地につきまして、編入方針の記載や主要な都

市計画の決定の方針の見直しとして、各都市施設それから市街地再開発事業の整備の目標を記載

してございます。 

  また、区域区分の決定の有無及び方針としましては、将来市街地として必要と見込まれる面積で

ございます人口や産業フレームを見直しいたします。区域区分につきましては、定期見直し時点

での区域の変更は行わず、産業集積拠点などにつきましては、将来市街地として必要と見込まれ

る面積であるフレームを確保しまして、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった時点で、

随時、市街化区域のほうに編入してまいります。 

  最後に、今後のスケジュールになります。 

  令和４年４月に原案の閲覧、それから５月に公聴会を開催いたします。10月に17条縦覧、11月に

都市計画審議会への諮問、それで国土交通大臣の同意をいただいた後に、令和５年２月に告示す

る予定としております。 

  以上でご説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  それでは、ただいま説明のありました報告事項１について、ご質問のある方はお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

  ご質問、ご意見ないようですので、続きまして、報告事項２、さいたま市都市計画審議会Ｗｅｂ

開催についてご説明をお願いします。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（石瀬） それでは、報告事項の２になります。 

○議長（永田） おかけになって説明してください。 

○都市計画課長（石瀬） ありがとうございます。着座にてご説明いたします。 

  それでは、報告事項の２、都市計画審議会におけるＷｅｂ会議についてご報告いたします。 

  すみません、資料のスクリーンを準備しますので、ちょっとお待ちください。お待たせいたしま

した。 

  それでは、ご報告させていただきます。 

  現在、本市の都市計画審議会は、このように委員が一堂に会しまして臨場形式で開催させていた

だいております。しかし、第１回の都市計画審議会の際にＷｅｂ会議の開催について委員よりご

提案がありましたので、本市でもＷｅｂ会議が可能かどうか、他市の状況も踏まえながら検討し

てまいりました。その結果なんですけれども、今後、新型コロナ感染症に限らず、地震等の災害

によって交通網が遮断され、それから委員全員が出席する臨場形式で開催できないことも想定さ

れることから、本審査会もＷｅｂ会議での開催を可能とする方向と決定させていただきました。 

  一方、他の政令指定都市の状況ではございますが、Ｗｅｂ会議に必要なパソコン等の機材につい

て、事務局を含む参加者全員の環境が整っていると言えないというような状況ですとか、Ｗｅｂ

会議では闊達な議論が控えられてしまうというようなこと、それから回線トラブル等の懸念とい

うこともございまして、Ｗｅｂ会議を開催したことがある８都市全てが臨場で開催しながらも、

一部の参加者がＷｅｂ会議に参加する形式であることが分かりましたので、さいたま市におきま

しても、原則臨場での開催を基本としながら、ウェブでの参加を認める取扱方針を今回新たに定
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めて運用するということとさせていただきました。 

  それでは、取扱方針を示す前に、他の政令市の開催状況についてご報告させていただきたいと思

います。 

  １、Ｗｅｂ会議の開催状況についてでございますが、20政令指定都市中、８都市が開催したこと、

または開催する予定があるというような回答がございました。 

  ２番目としまして、Ｗｅｂ会議での開催の形式につきましてですが、Ｚｏｏｍが４都市、Ｗｅｂ

ｅｘが２都市、Ｔｅａｍｓが１都市、Blue Jeansが１都市となってございます。 

  なお、ウェブ開催を行った８都市全てが、参加者、傍聴者を含め会場に招集しまして、参加者の

一部、傍聴者を含まないがＷｅｂ会議で参加して、開催したと回答されております。これにより、

委員全員がＷｅｂ会議で参加した都市はなく、会場開催をしながらＷｅｂ会議を同時に行ってい

ることが分かりました。傍聴者におきましては、いずれの都市もＷｅｂ会議での参加を認めてお

りませんという形になってございます。 

  次に、４、Ｗｅｂ会議を開催した、または開催する予定と回答した８都市に対し、Ｗｅｂ会議を

開催できると判断した根拠法令等を確認したところ、５都市は根拠法令等がなく、３都市がスク

リーンに示しましたとおり、ハンドブック等を開催根拠としたというような回答でございました。 

  また、（５）全都市に対しましてＷｅｂ会議を開催した、またはする上での課題を確認したとこ

ろ、ほぼ全ての都市で、何らかの課題があると回答しております。具体例を申し上げますと、17都

市で審議会の途中で回線が途絶えるなどの回線トラブルが発生するおそれがあると、13都市が、回

線トラブルによる出席予定者が出席できず、会議成立要件の人数を下回るおそれがあるといった

こと、13都市が、闊達な意見交換に支障があるといったもの、７都市が、傍聴者の取扱いが煩雑に

なると、最後６都市が、Ｗｅｂ会議の参加者による情報漏えいのおそれがあるというような回答

がございました。 

  そこで、本市では、他都市の開催状況ですとか課題を踏まえまして、資料３のとおり、さいたま

市都市計画審議会Ｗｅｂ会議の開催に関する取扱方針（案）を作成いたしました。資料３を併せ

てご覧ください。 

  さいたま市の都市計画審議会の開催につきましては、委員が一堂に会し、十分な議論が行われる

環境を確保したく、原則は臨場で行うこととしまして、Ｗｅｂ会議の開催につきましては、あく

までも非常時の対応とし、必要最低限の規定を本取扱方針において定めることとしてございます。 

  開催要件は、感染拡大予防防止等の理由だけではなく、被災による交通障害によって委員が参集

困難な場合も含めてございます。 

  その他、第３条におきましては、参加者の制限といたしまして、審議会は臨場形式の参加人数だ

けでも確実に成立できるようＷｅｂ会議の参加人数を２分の１を超えない程度とし、傍聴者につ

きましては、当日の審議会の中で公開または非公開が決定するということから、公開であった場

合の参加者のタイミングですとか、資料の配付事務が煩雑になることから、臨場のみの参加を認

める方針でございます。 

  第４条では、Ｗｅｂ会議への参加要件、第５条では、報酬及び通勤に要する費用の取扱い、第６

条では、参加条件、第７条では、通信トラブルの取扱いを定めてございます。 

  また、取扱方針が必要最低限の規定とさせていただいておりますことから、第８条は、検討が必

要な事項が生じた場合には、会長と相談をさせていただきながら運営を実施可能とするような条
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文とさせていただいてございます。 

  以上が取扱方針となってございます。現段階では、Ｗｅｂ会議開催に当たって様々な課題も考え

られますことから、Ｗｅｂ会議を通常の開催手段としておりませんが、今後、社会情勢等を鑑み、

開催手段や本取扱方針について柔軟に対応していきたいと考えております。 

  今後の流れについてご説明をいたします。 

  本審議会後、必要な修正等を行いまして、３月までに都市局長の決裁を取りまして、令和４年４

月１日から運用を開始していきたいと考えてございます。 

  以上でご報告を終わりにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  それでは、ただいま説明のありました報告事項２について、ご質問のある方はお願いいたします。 

  出雲委員。 

○出雲委員 ありがとうございました。Ｗｅｂ会議の開催についてご検討いただき、取扱方針として

まとめていただいて大変ありがたいなというふうに感じております。 

  １点質問させていただければと思うんですけれども、このＷｅｂ会議に変更したいというふうに

なった場合、どのような形で実行できるのかどうか、何日前までに会長に伝えるとか、事務局の

ほうに依頼をするということはご検討されていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（永田） 都市計画課長。 

○都市計画課長（石瀬） お答えいたします。 

  基本的には、冒頭で申しましたように、緊急事態宣言等それから災害等が発生したときの開催手

段というふうに考えてございます。皆様のほうには、開催通知等を送らせていただいております

ので、その段階でウェブで出席されるのか、そういったものの出欠を取りたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永田） 出雲委員。 

○出雲委員 ありがとうございました。ということですと、開催通知が届くのが１週間ぐらい前です

か。資料は届くときにということですか、それとも結構事前に開催の通知が届いていたかなと思

うんですけれども、時期的にはいつ頃になるんでしょうか。 

○議長（永田） 都市計画課長。 

○都市計画課長（石瀬） 開催通知については２か月前に送らせていただいておりますけれども、出

欠については、当然、緊急事態宣言等が発令する時期、タイミング等もございますので、その辺

はある程度臨機応変に対応していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（永田） 出雲委員、よろしいですか。 

  ありがとうございました。 

  ほかにご質問やご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、報告事項３、令和３年度第２回さいたま市都市計画審議会答申案件の結

果についてご説明をお願いいたします。 

○事務局（桑原） それでは、事務局より報告事項３、令和３年度第２回さいたま市都市計画審議会

答申案件の結果についてご報告いたします。 

  お手元の資料４をご覧ください。 
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  令和３年11月２日開催の令和３年度第２回さいたま市都市計画審議会での答申案件につきまして

は、資料記載のとおり告示しております。 

  以上でございます。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  報告事項については、以上でよろしいでしょうか。 

  それでは、以上で報告事項につきましては終了とさせていただきます。 

〔その他〕 

（１）さいたま市都市計画審議会高度地区委員会について 

（２）事務連絡 

○議長（永田） 次に、次第の４、その他になります。 

  さいたま市都市計画審議会高度地区委員会の委員の指名を行いたいと思います。 

  まずは、高度地区委員会の位置づけに関しまして、都市計画課長より説明をお願いいたします。 

○都市計画課長（石瀬） それでは、さいたま市都市計画審議会高度地区委員会についてご説明をさ

せていただきます。 

  着座にて失礼いたします。 

  本市では、市街地環境を維持するため、建築物の高さの最高限度を定めます高度地区を平成25年

８月に決定してございます。高度地区で定めました最高限度を超える建築物でも、一定の基準を

満たすものにつきましては、あらかじめ都市計画審議会から同意をいただくことで、市長は特例

による許可をすることができるということとされてございます。 

  本市の都市計画審議会は、常務委員会としまして、高度地区委員会を設置し、先ほどの同意につ

いて委任をしております。なお、同意等の回答をしたときは、その内容や審議の経過等について

審議会への報告が義務づけられてございます。 

  このたびは、任期満了に伴う審議会の委員の改選がございましたので、高度地区委員会の委員に

つきましても、改めて会長よりご指名いただきたいと思います。 

○議長（永田） ありがとうございました。 

  ただいま都市計画課長からご説明のありましたとおり、高度地区委員会は、さいたま市都市計画

審議会の常務委員会として設置されるものです。委員につきましては、私から指名させていただ

きたいと思います。 

  足立委員、岩田委員、上田委員、川越委員、久野委員、深堀委員、以上の委員に私を加えた７名

でお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（永田） ありがとうございます。 

  それでは、私を含めた７名の委員につきまして、高度地区委員会の委員として指名させていただ

きます。なお、本日欠席の足立委員につきましては、事務局よりご説明をお願いいたします。 

  特にほかにご意見等がなければ、今回の審議会で予定しておりました内容は全て終了いたしまし

た。 

  皆さん、ご協力ありがとうございました。 



－19－ 

  それでは、最後に、事務局から事務連絡があるようですので、お返しいたします。 

○事務局（桑原） それでは、事務局より事務連絡をさせていただきます。 

  次回の審議会でございますが、令和４年８月を予定しております。 

  詳細が決まりましたら、事務局より改めてご連絡させていただきます。 

  事務連絡は以上となります。 

  それでは、本日は、委員の皆様方には熱心なご審議をいただきまして、誠にありがとうございま

した。 

  これをもちまして、令和３年度第３回さいたま市都市計画審議会を閉会とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

〔午後３時46分 閉会〕 


