
第９１回川崎市都市計画審議会議事録 

 

１ 開催日時 令和４年７月１３日（水）午後１時３０分～午後２時４５分 

 

２ 開催場所 川崎市スポーツ・文化総合センター１階大会議室２・３ 

 

３ 出 席 者  

〇委 員 

中村会長、雨笠委員、井口委員、浦田委員、各務委員、大沢委員、水庭委員、宮下委員、村上委員、

岩山委員、小川委員、中尾委員、渡部委員、郡委員、佐々木委員、庄委員、廣瀬委員（代理三條） 

〇事務局 

まちづくり局計画部 吉原部長 

都市計画課 佐々木課長、久木田担当課長 

管理担当 山口担当係長 

企画調整担当 砂田担当係長 

都市調査担当 張戸担当係長 

都市基盤担当 市橋担当係長 

まちづくり局指導部建築管理課 松井担当課長、玉木担当係長 

建設緑政局緑政部みどりの保全整備課 矢口課長、上澤担当係長、小林主任、森田職員 

 
４ 議 題  

〇都市計画議案 

 諮問第４３９号 川崎都市計画緑地の変更（９号菅生緑地の変更） 

諮問第４４０号 川崎都市計画用途地域の変更（菅生緑地の変更） 

諮問第４４１号 川崎都市計画高度地区の変更（菅生緑地の変更） 

諮問第４４２号 川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更（菅生緑地の変更） 

〇その他議案 

土地区画整理法第５５条の規定に基づく意見書の審査手続きにおける口頭意見陳述の実施方法に

ついて 

〇その他（報告） 

  川崎都市計画地区計画の変更（長尾２丁目地区地区計画）について 
 

５ 傍聴者数 １名 
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第９１回川崎市都市計画審議会議事録 

 

（吉原部長） 

 定刻前ではございますが、委員の皆様、おそろいですので、ただいまから川崎市都市計

画審議会を始めさせていただきます。 

本日は、大変お忙しい中、審議会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

 私は、当審議会の庶務を務めさせていただきます川崎市まちづくり局計画部長の吉原で

ございます。よろしくお願いいたします。 

では、失礼して着席して進めさせていただきます。 

本日の審議会につきましては、新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に行った上で

開催させていただくことに当たりまして、委員の皆様方の御理解、御協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

委員の皆様におかれましては、引き続きマスクの着用など感染症対策に御協力をくださ

いますようお願いいたします。 

また、マスクを着用している関係で、若干、発言等お聞き苦しい場面もあろうかと存じ

ますが、御理解いただきますよう併せてお願いいたします。 

また、川崎市では、５月１日から１０月３１日までの間、省エネルギー対策を推進する

ため、ノーネクタイ、ノー上着による夏の軽装勤務を実施しております。 

本日の出席職員の服装につきましても、そのようにさせていただいておりますので、あ

らかじめ御了解いただきたく存じます。 

本日の審議会は、川崎市審議会等の公開に関する条例に基づき公開とさせていただきま

す。 

 また、会議録には個々の発言者氏名を記載することを、あらかじめ御了承願います。 

次に、川崎市都市計画審議会委員の皆様を御紹介させていただきます。本審議会の委員

は２年の任期でございまして、本年は改選期となり、公募委員以外の皆様は、前期から継

続されている方も含めまして、本年５月１日付で新たに委員の委嘱をさせていただいてお

り、また公募の市民委員の皆様につきましては、６月１日付で新たに委嘱をさせていただ

いております。 

本日は、委員委嘱後初の審議会でございますので、議事に入ります前に、お手元にお配

りしてございます新しい委員名簿の順に、まちづくり局長の藤原から委嘱状をお渡しいた

します。 

委員の皆様方はそのまま自席でお待ちください。よろしくお願いいたします。 

初めに、市議会議員の皆様でございます。 

市議会議員、雨笠裕司委員でございます。 

 

― 委嘱状交付―  
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（吉原部長） 

井口真美委員でございます。 

（井口委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

浦田大輔委員でございます。 

（浦田委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

各務雅彦委員でございます。 

（各務委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

 次に、学識経験者の皆様でございます。 

日本大学教授、大沢昌玄委員でございます。 

（大沢委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

日本大学教授、中村英夫委員でございます。 

（中村委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

東京農業大学教授、水庭千鶴子委員でございます。 

（水庭委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

拓殖大学教授、宮下量久委員でございます。 

 

― 委嘱状交付―  
 
（吉原部長） 

芝浦工業大学教授、村上公哉委員でございます。 

（村上委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

川崎商工会議所副会頭、岩山眞士委員でございます。 
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（岩山委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

川崎市農業委員会会長、小川耕平委員でございます。 

（小川委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

神奈川県宅地建物取引業協会副会長、中尾健治委員でございます。 

 

― 委嘱状交付―  
 
（吉原部長） 

川崎地域連合議長、渡部堅三委員でございます。 

（渡部委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

次に、市民委員の皆様でございます。 

郡麻里委員でございます。 

（郡委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

佐々木良司委員でございます。 

（佐々木委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

庄惠三委員でございます。 

（庄委員） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

次に、関係行政機関といたしまして、国土交通省関東地方整備局長、廣瀬昌由委員でご

ざいます。本日は、代理といたしまして、川崎国道事務所副所長、三條様に御出席をいた

だいております。 

（廣瀬委員 代理 三條副所長） 

 よろしくお願いします。 

（吉原部長） 

なお、川崎市全町内会連合会副会長、間宮鉦二委員、神奈川県警察本部交通部長、川名
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愛司委員につきましては、本日欠席でございますので、御紹介だけとさせていただきます。 

このほか、東京都立大学教授、市古太郎委員、千葉大学教授、村木美貴委員につきまし

ては、臨時委員として委嘱させていただいておりますので、併せて御紹介させていただき

ます。 

今期の川崎市都市計画審議会委員の皆様は、以上でございます。委員の皆様におかれま

しては、２年間の任期につき、よろしくお願いいたします。 

 ここで、まちづくり局長の藤原から一言御挨拶を申し上げます。 

（藤原まちづくり局長） 

 改めまして、まちづくり局長の藤原でございます。 

本日は、委員の皆様におかれましては、御就任いただきまして大変ありがとうございま

す。また、お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

本来ですと、福田市長から直接御就任をお願いするとともに、御挨拶を申し上げるとこ

ろでございますが、他の公務と重なりましたことから代わりまして私が代理にて委嘱状を

お渡しさせていただきました。本日委嘱状をお渡しいたしました委員の皆様には、本年５

月１日及び６月１日から今後２年間にわたりまして、本市の都市計画について御審議をお

願いするものでございます。新しく委員に御就任いただいた委員の皆様、また継続して委

員をしていただける皆様には本市都市計画の御協力に対しまして、改めて感謝申し上げま

す。 

本審議会は、平成１２年に第１回が開催されて、本日で９１回目を迎えております。長

きにわたりまして、皆様の御支援、御協力を賜りまして、深く感謝申し上げます。本年は、

総合計画第３期、実施計画の初年度に当たります。ＳＤＧｓ未来都市として、持続可能な

都市であり続けるためにまちづくりの基本目標である「安心のふるさとづくり」また「力

強い産業都市づくり」に向けた取組を推進し、成長と成熟の調和による持続可能な「最幸

のまちかわさき」の実現を目指してまいります。今後、こうした本市の方針に基づきまし

て、市街地再開発事業の決定であるとか、また地区計画の決定、特別緑地保全地区の指定

など、様々な件につきまして、本審議会に諮問させていただく予定でございます。また、

令和６年度には、本市の根幹的な都市計画に関する基本的な方針、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針の見直しを予定しております。また、本市の特性を生かした中で持続

可能で安全安心な都市づくりを目指す立地適正化計画の策定も予定しているところでござ

います。そうした中、今後は各段階に応じて委員の皆様の御意見をいただきながら取り組

んでまいりたいと考えております。委員の皆様には、引き続き御指導と御鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。 

以上、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。 

（吉原部長） 

 それでは、最後になりますが、本審議会の庶務を務めます職員を紹介させていただきま

す。 
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まちづくり局計画部都市計画課長、佐々木でございます。 

（佐々木課長） 

よろしくお願いします。佐々木でございます。 

（吉原部長） 

同じく、都市計画課担当課長の久木田でございます。 

（久木田課長） 

久木田です。よろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

改めまして、まちづくり局計画部長の吉原でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここで、定足数の報告をさせていただきます。委員総数１９名中１７名の出

席を得ており、過半数の委員に御出席をいただいておりますので、川崎市都市計画審議会

条例第６条第２項の規定により、本審議会は成立していることを御報告いたします。 

続きまして、「会長の選出」の議事に入らせていただきます。 

 川崎市都市計画審議会では、都市計画審議会運営要領第３条におきまして、会長の任期

は委員の任期とすると定められております。 

 このため、前回の都市計画審議会まで会長を務めていただきました中村会長が、本年４

月３０日付にて任期満了となったことから、今回新たに会長を選出するものでございます。 

 このため、現在は会長不在となっておりますので、会長選出等開会までの間、大変せん

えつではございますが、このまま事務局にて進行を務めさせていただきたく存じますが、

よろしいでしょうか。 

 

― 異議なし―  
 

（吉原部長） 

ありがとうございます。 

それでは、会長選出に入りたいと存じます。 

会長の選出につきましては、川崎市都市計画審議会条例第５条第２項の規定に基づき、

学識経験者の委員の中から、選出することとなっております。どなたか、立候補または御

推薦をいただけますでしょうか。 

 

― 村上委員挙手―  
 

村上委員。 

（村上委員） 

 村上です。私からは、中村委員を会長に推薦します。よろしくお願いします。 

（吉原部長） 
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ありがとうございます。 

そのほか、いかがでしょうか。 

 

― 水庭委員挙手―  
 

水庭委員、お願いいたします。 

（水庭委員） 

 水庭です。同じく、中村委員を推薦したいと思います。 

（吉原部長） 

 ありがとうございます。 

ただいま２名の委員の方から中村委員とのお声がありましたが、いかがでございましょ

うか。 

 

― 異議なし―  
 
（吉原部長） 

異議なしとのお声がございましたので、会長は中村委員に決定させていただきたいと思

います。 

それでは、ただいま会長に選出されました中村委員には、会長席のほうへ移動をお願い

いたします。 

それでは、早速ではございますが、会長から一言御挨拶を頂戴したいと存じます。 

（中村会長） 

 改めまして中村でございます。前会期に引き続きまして、今期も当審議会の会長を仰せ

つかりました。当審議会、皆様も御承知のように都市計画の決定、変更を中心としまして、

この川崎市の都市づくり、まちづくりに関する極めて重要な役割を担った審議会というふ

うに考えてございます。ぜひとも、皆様方の御意見等をいただきながら、しっかりとした

審議を行っていくといったことで運営を務めてまいりたいと思います。どうぞよろしく御

協力いただきますようにお願いをいたしまして、簡単でございますけれども、御挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（吉原部長） 

 ありがとうございました。 

続きまして、会長から、職務代理をお願いする委員を指名していただきたいと存じます

ので、恐れ入りますが、どなたか御指名をお願いいたします。 

（中村会長） 

 ちょっとお待ちください。 

失礼いたしました。職務代理者でございますけれども、大沢委員にお願いをしたいと思
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います。大沢委員、よろしいでしょうか。 

（大沢委員） 

 承知いたしました。 

（吉原部長） 

 ありがとうございます。大沢委員、よろしくお願いいたします。 

次に、小委員会の委員の指名についてでございます。 

当審議会では、川崎市都市計画審議会条例施行規則第３条第１項及び川崎市都市計画審

議会運営要領第９条第１項の規定によりまして、小委員会を設置してございます。 

小委員会に属するべき委員につきましては、川崎市都市計画審議会条例施行規則第３条第

２項の規定によりまして、会長が指名することとなっております。通常であれば、本日の

審議会終了後に会長と御相談させていただいた上で、次回の都市計画審議会までにお示し

させていただいているところでございます。しかしながら、本日は本審議会終了後に都市

計画マスタープラン等小委員会の開催を予定しておりますことから、当小委員会の委員に

つきましては、ここで指名していただく必要がございます。会長からの指名をお願いいた

します。 

（中村会長） 

前期の指名状況はどのようになっておりますでしょうか。 

（吉原部長） 

都市計画審議会の委員のうちから、学識経験者の皆様と市民委員の皆様を指名いただい

ております。 

（中村会長） 

分かりました。それでは、今期につきましても、同様に学識経験者と市民委員の委員の

方で指名をしたいと思います。 

（吉原部長） 

ありがとうございます。ただいま指名がありました委員の皆様におかれましては、本審

議会終了後、引き続き都市計画マスタープラン等小委員会の出席をお願いいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

審議会の委員の改選に伴います議事は、以上でございます。 

ここで、局長の藤原は所用がございますので、退席をさせていただきます。 

また、関係職員の入室がございますので、しばらくお待ちください。 

それでは、これからの司会進行につきましては会長にお願いしたく存じます。中村会長、

よろしくお願いします。 

（中村会長） 

それでは、ただいまから、第９１回川崎市都市計画審議会を開会いたします。 

 本日の議事につきましては、お手元にございます議事次第に従いまして進めてまいりま

す。 
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 本日の議事録署名人には、岩山委員と郡委員にお願いをいたします。よろしくお願いい

たします。 

傍聴の申出はございますか。 

（事務局） 

ございます。 

（中村会長） 

 それでは、事務局で傍聴者を入室させてください。また、引き続き傍聴の方がお見えに

なりましたら、以後、事務局で適宜入室させてください。 

 

― 傍聴人入室―  

 

（中村会長） 

それでは、議事についてでございますが、次第に従いまして、本日付で川崎市長から諮

問を受けております、菅生緑地に関する議案として、諮問第４３９号「川崎都市計画緑地

の変更（９号菅生緑地の変更）」、諮問第４４０号「用途地域の変更」、諮問第４４１号「高

度地区の変更」、諮問第４４２号「防火地域及び準防火地域の変更」につきまして、一括し

て審議を行いたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

（久木田担当課長） 

それでは、諮問第４３９号「川崎都市計画緑地の変更（９号菅生緑地の変更）」、諮問第

４４０号「川崎都市計画用途地域の変更（菅生緑地の変更）」、諮問第４４１号「川崎都市

計画高度地区の変更（菅生緑地の変更）」、諮問第４４２号「川崎都市計画防火地域及び準

防火地域の変更（菅生緑地の変更）」について、御説明いたします。 

これらの案件は、全て菅生緑地の変更に伴う案件となりますので、一括して御説明いた

します。 

初めに、菅生緑地の状況について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。 

今回御説明する菅生緑地は、緑色の枠で示す、約１３．４ヘクタールの区域でございま

す。 

次に、周辺の位置関係について、御説明いたします。 

今回変更する菅生緑地は、赤色で示す区域でございます。方位はスクリーン上が北とな

ります。お手元の資料では、１ページでございます。市域全体の中での位置関係について

は、左下の図でお示ししております。 

次に、周辺の位置関係について、御説明いたします。 

菅生緑地は、スクリーン、青色の点線で示す、川崎市宮前区と横浜市青葉区との市境付

近に位置しております。周辺の都市計画道路等との位置関係でございますが、こちらが都
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市計画道路尻手黒川線、横浜生田線、梶ヶ谷菅生線、稗原線でございます。 

また、菅生緑地北側には、中央卸売市場、北部市場がございます。 

それでは、各案件について御説明いたします。 

初めに、諮問第４３９号、川崎都市計画緑地の変更（９号菅生緑地の変更）でございま

す。 

スクリーンを御覧ください。 

一般的に緑地とは、自然環境を有し、環境の保全、災害の防止、景観の向上などを目的

とする公共空地でございます。そこで、緑地として、自然環境の保全と活用を行うために

必要な区域を明確にする。長期的視点から、計画的に保全、整備を進めるなどを目的とし

て、都市計画法に定める手続を経て、決定したものが都市計画緑地でございます。 

続きまして、菅生緑地の都市計画の経緯について御説明いたします。 

菅生緑地が都市計画決定されたのは、昭和５１年４月であり、当時は高津区に位置して

いたことから高津緑地という名称で決定されました。その後、高津区からの分区による宮

前区誕生に伴い、緑地区域の所在地が高津区から宮前区へなったことをきっかけに、昭和

５８年１０月に菅生緑地へと名称のみの変更を行っております。なお、区域と面積につい

ては、昭和５１年４月の都市計画決定時のまま現在に至っております。 

次に、計画図でございます。 

 お手元の資料では、２ページでございます。 

方位はスクリーン上が北となります。 

菅生緑地は、都市計画道路梶ヶ谷菅生線を挟んで約７.１ヘクタールの東地区と約６.３

ヘクタールの西地区の２地区で構成されている緑地となります。本市の具体的な緑に関す

る施策の方向性を示す「川崎市緑の基本計画」において、菅生緑地の整備方針は、緑地の

回遊性確保が期待できる東西地区の結節点部分について、用地の取得に努めますとしてお

ります。 

今回の都市計画変更はこちらの結節点部分において区域の編入を行うものです。 

また、菅生緑地は、一部未整備区域を残したまま長期にわたって事業を行っている緑地

になります。 

このような長期未整備緑地における緑地区域の見直し等の計画の方向性を示す、「長期

未整備緑地の対応方針」において、菅生緑地の対応方針は計画区域と地形・地物に不整合

が生じている場合は、区域の整正を検討しますとしております。 

現在の菅生緑地には、現に計画区域と地形・地物に不整合が生じている区域の境が存在

しております。 

また、界線表示が現況と一致していない箇所も存在しているため、区域の編入に併せて、

界線表示の変更を行い適切な明示へとするものでございます。 

それでは、初めに、結節点部分における変更について御説明いたします。 

東西地区の結節点部分につきまして、赤色で示した区域を都市計画緑地として区域に編
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入しようとするものです。 

結節点部分の航空写真はスクリーンのとおりでございます。 

現在のおおむねの都市計画緑地の区域がこちらになります。 

そして、今回編入する区域は、現在、建物が建っている赤色の部分でございまして、緑

地のエントランス機能の拡大及び回遊性の確保を図るためのものでございます。 

全体の緑地面積としては、現在の約１３.４ヘクタールから、変更後は約１３.５ヘクタ

ールとなり、約０.１ヘクタール増加します。 

続きまして、編入部分の周辺状況でございます。 

写真は結節点部分における矢印付近の状況でございます。現在のおおむねの緑地区域が

こちらになります。そして、赤色の部分が緑地区域に編入しようとするおおむねの区域に

なります。 

次に、界線表示の変更について御説明いたします。 

菅生緑地西地区の北側の一部は昭和５１年の都市計画決定時に、整備を予定していた道

路を基準に緑地区域の境を定めております。しかし、道路の整備計画は中止となり、現在

は道路を基準に区域を定めているという明示のみが残されており、計画区域と地形・地物

とで不整合が生じております。 

また、区域南側についても、界線表示が現況と一致していない箇所が３か所ございます。 

今回の都市計画変更は、区域の編入に併せて、不整合が生じている箇所について、界線

表示の変更を行い、適切な明示へとするものです。 

続きまして、計画書について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。お手元の資料では、３ページ左側でございます。 

９号菅生緑地、面積は今回の変更により、約１３.５ヘクタールになります。 

次に、変更する理由ですが、右側の理由書を御覧ください。今回の変更は菅生緑地のエ

ントランス機能の拡大及び回遊性確保のために必要となる東西地区の結節点部分について、

都市計画緑地として区域を編入するとともに、区域と地形・地物において不整合が生じて

いる箇所について、界線表示の変更を行うものです。 

諮問第４３９号、川崎都市計画緑地の変更（９号菅生緑地の変更）に関する御説明は、

以上でございます。 

続きまして、諮問第４４０号、川崎都市計画用途地域の変更について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。用途地域とは、良好な市街地環境の形成や、都市における

住居、商業、工業などの土地利用の適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的とし、

土地利用の現況や動向を勘案して定め、建築できる建築物の用途を制限するもので、全部

で１３種類ございます。 

また、用途地域の指定区域の境界は、原則、道路・鉄道・河川などの地形・地物により

「道路界」や「鉄道界」等により区分するとともに、地形地物で定められない部分は、座

標により「現地杭界」として区分しております。 



 11

それでは、今回の変更内容について、御説明いたします。 

スクリーンには、菅生緑地周辺の用途地域図をお示ししております。 

現在、赤色の枠で示す菅生緑地の区域は、第一種低層住居専用地域、容積率６０％、建

蔽率３０％に指定しており、これは、昭和５１年に高津緑地として都市計画決定した際に、

緑地区域を当時の第一種住居専用地域として指定し、その後、都市計画法等の改正により、

現在の用途地域である第一種低層住居専用地域として指定しているものでございます。 

続きまして、スクリーンには、計画図をお示ししております。お手元の資料では、４ペ

ージでございます。 

 今回の変更は、赤色で示す用途地域の境界線について、これまで都市計画緑地を界線根

拠としていましたが、緑地区域が編入され、当該箇所に不整合が生じることから、用途地

域の境界線を「緑地界」から「現地杭界」へと変更するものでございます。 

なお、今回、緑地区域の編入に併せて、編入部分の用途地域を現状の第一種中高層住居

専用地域から第一種低層住居専用地域へ変更することも検討いたしましたが、当該地には、

黒色で示す建築物が複数現存しており、緑地として整備するまでの期間は現状の土地利用

を継続することから、用途地域変更により規制内容が厳しくなり、既存不適格建築物とな

ってしまうことを防ぐため、当面は界線の位置変更は行わないことといたしました。 

なお、お手元の資料５ページには、新旧対照表をおつけしておりますが、今回の変更に

よる面積の増減はございません。 

諮問第４４０号、川崎都市計画用途地域の変更に関する御説明は、以上でございます。 

続きまして、諮問第４４１号、川崎都市計画高度地区の変更について、御説明いたしま

す。 

本市では、用途地域と連動し、それぞれの用途地域の市街地環境を維持し、または増進

を図るため、建築物の高さの最高限度などを定めることとしており、４種類の高度地区を

指定しております。 

スクリーンには、計画図を映しております。お手元の資料では、７ページでございます。 

ただいま御説明したとおり、高度地区は用途地域と連動していることから、今回の変更

は、用途地域の変更と同様に、赤色で示す高度地区の界線表示の名称について、「緑地界」

から「現地杭界」へ変更するものでございます。 

なお、お手元の資料８ページには、新旧対照表をおつけしておりますが、今回の変更に

よる面積の増減はございません。 

諮問第４４１号、川崎都市計画高度地区の変更に関する御説明は、以上でございます。 

続きまして、諮問第４４２号、川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更について御

説明いたします。 

防火地域及び準防火地域は、市街地を火災の発生や延焼の危険から守るため定めるもの

で、耐火建築物などの火災に強い建築物の建築を促進するため、防火上の観点から指定し

ております。本市では用途地域や容積率等に応じて、防火地域及び準防火地域の指定をし
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ております。 

スクリーンには、計画図を映しております。お手元の資料では、１０ページでございま

す。 

今回の変更は、用途地域の界線位置の変更を行わないことから、用途地域や高度地区と

同様に、赤色で示す防火地域及び準防火地域の界線表示の名称について、「緑地界」から「現

地杭界」へ変更するものでございます。 

なお、お手元の資料１１ページには、新旧対照表をおつけしておりますが、今回の変更

による面積の増減はございません。 

諮問第４４２号、川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更に関する御説明は、以上

でございます。 

ただいま御説明いたしました、用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域の変更は、

適切な区域の明示を行うために界線表示を変更するもので、これによる土地に係る規制内

容の変更はございません。 

最後に、今回の都市計画案の策定に関する経緯について、御説明いたします。 

本日、御説明した全ての案件につきまして、令和４年５月１７日から５月３１日までの

２週間、都市計画法第１７条に基づく縦覧をいたしましたが、意見書の提出はございませ

んでした。 

諮問第４３９号「川崎都市計画緑地の変更（９号菅生緑地の変更）」ほか、関連案件の説

明は、以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

（中村会長） 

御説明ありがとうございました。 

 議案の内容につきましては、以上のとおりでございます。 

それでは、諮問第４３９号から４４２号までにつきまして、御審議をお願いいたします。

御質問、御意見等のある方、どうぞ挙手をいただければと思います。 

どうぞ、雨笠委員。 

（雨笠委員） 

 基本的なことをちょっと確認したいのですけれども、現地杭界という形で現存の建物が

既存不適格にならないように配慮していくという中で、この地権者とのこれまでの協議経

過というのはどういう形になったのですか。それで、今後それがどういうふうな形で担保

されるのか。 

それが１点と、そもそもこの緑地部分の活用としてこの緑地のエントランス部分という

ふうになっているのだけれども、これはどういう計画、マスタープランとか、そういう形

の中でなっているのか。どういう計画、上位計画に基づいてこれがエントランス機能とし

て拡大をするということは決まったのか。その二つ、教えてください。 

（中村会長） 
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 ２点、御質問がございましたので、事務局、御返答のほうをお願いいたします。 

（矢口課長） 

 みどりの保全整備課、矢口でございます。御質問いただきましてありがとうございます。 

１問目の、まず現地杭界のほうから、今回の変更をするということで地権者の方々との

お話ということですけれども、それぞれ皆様、今この菅生緑地の計画線の内外にまたがっ

て土地をお持ちでいらっしゃるというところでございますが、将来的に菅生緑地の区域に

編入していくということにつきましては、御理解をいただいておりまして、行く行くはそ

のような形で御協力をしていくことに御賛同をいただいているところがございます。それ

につきましても、やはり現在のラインで計画線を切られていますと、残った土地の活用と

いうものがやはりできませんので、今回のような線引きを変えるということについて、御

賛同いただいてきているというところでございます。 

２点目でございますが、エントランスの部分についての上位計画でございますけれども、

菅生緑地につきましては、これまで東地区と西地区という地区二つございまして、東地区

のほうはまとまった広場空間を有しているというところ、西地区につきましては里山の景

観を生かしていくというところで、現存ある環境を生かしながら整備を進めてきていると

ころでございます。また、このエントランス機能の具体的な整備対応につきましては、こ

れからどういった形が好ましいか、いろんな方々の御意見を聞きながら整備を進めていき

たいと考えておりますけれども、その地区それぞれをばらばらで管理するのではなく、一

体的な緑地として整備をしていきたいということは緑の基本計画のほうを踏襲しておりま

すが、具体なエントランスの絵というのはこれからという形になってまいります。 

 以上でございます。 

（雨笠委員） 

 結構でございます。 

（中村会長） 

 どうもありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ、各務委員、お願いいたします。 

（各務委員） 

 今の結節点のお答えに関係するのですけれども、御存じの方もいらっしゃると思うので

すけど、東地区は結構公園的機能でお子さんたちが滑ったり足で遊んでいるところで、西

地区のほうは緑の保全で市民団体さんとかも緑を守る活動をしているところなので、西と

東では大分様相が違います。今のお話にあったように、結節点としてエントランス機能が

本当に必要かどうかというところで、この計画自体が昭和５１年ですかね、４６年ぐらい

前にできている計画ですので、そもそもこの先にどういうふうにしていくのかというのを

もうそろそろ一回見直しをしていってもいいのではないのかなというふうに思っています。

計画区域圏内には東も西も両方とも住居が建っていたりしますので、じゃあ実際そこを立

ち退きしていただいて所有するかも含めて、目先のことだけではなくて、最終的にどうし
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ていくかというのを１度議論していただく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

（中村会長） 

 ありがとうございます。それでは、お答えを、よろしくお願いいたします。 

（矢口課長） 

 引き続きまして、みどりの保全整備課矢口でございます。今、委員のほうから御質問に

ありました将来的な形というのをきちんと考えていく必要があるのではないかという御意

見ですけれども、そこにつきましては、全くそのとおりというふうに思っているところも

ございます。菅生緑地としましては、保全、活用というように進めてきた部分でございま

すが、市街化に伴ってやはりどこに重点を置いて整備をすべきなのかというところと、あ

と東西をどのようにつないでいくのか。その辺につきましては、今後検討が必要だと認識

しております。具体的な都市計画の今後の考え方、どの時期に行うかということにつきま

しては、今後庁内の中でもしっかり議論を進めながらやっていきたいと思います。貴重な

御意見をありがとうございます。 

（各務委員） 

 ありがとうございました。 

（中村会長） 

 ありがとうございます。 

それでは、庄委員、手が挙がってございますので、どうぞお願いいたします。 

（庄委員） 

 最初の雨笠委員の質問に関連することになりますが、ここの今拡張するところに民間の

施設が建っておりますけれども、これは将来、例えばほかの人に売却をするようなケース

も考えられると思うのですが、そこはこの都市計画のそういう担保がどうなっているかと

いうことの質問もあったかと思いますが、これは将来どういうふうな対応をされるおつも

りなんでしょうか。 

（中村会長） 

 では、事務局、お答えをお願いいたします。 

（矢口課長） 

 今、御質問いただきました建物が建っている場所の将来形というところですけれども、

まずこちらのほうを具体的に事業を進めていくに当たりましては、この都市計画区域の変

更後、具体的な事業の計画をつくり、事業認可区域というものに編入をして、そこから地

権者の方々と具体的な用地買収の交渉等を行っていくことになります。もちろん、その間、

すぐにそこが進むわけではないものもございますので、今所有されている方々の所有権の

移転まで、しばれるわけではございませんが、現在のところ、ここで長らく御商売をやっ

ていらっしゃる方々等がこちらの土地をお持ちでございます。今の皆様には、この都市計

画の緑地に入れていくということは御理解をいただいておりますので、私たちも今後時間

がかかるかもしれませんが、この方々との交渉を切らず、引き続き御協力をいただけるよ
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うにお話を持っていきたいと思っております。 

（中村会長） 

 よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

ほかにございますでしょうか。 

 

― なし―  

 

（中村会長） 

 それでは、出尽くしたようでございますので、御質問等はこれまでとさせていただきま

して、これより採決に入りたいと思います。 

それでは、諮問第４３９号「川崎都市計画緑地の変更（９号菅生緑地の変更）」、諮問第

４４０号「川崎都市計画用途地域の変更（菅生緑地の変更）」、諮問第４４１号「川崎都市

計画高度地区の変更（菅生緑地の変更）」、諮問第４４２号「川崎都市計画防火地域及び準

防火地域の変更（菅生緑地の変更）」につきまして、菅生緑地に関する議案でございますの

で、一括して採決させていただきます。 

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

― 総員挙手―  
 
（中村会長） 

 ありがとうございます。総員の賛成をもちまして、原案どおり可決をされました。 

本日付で、市長宛て答申をいたします。 

ここで、関係職員の退室がございますので、しばらくお待ちください。 

それでは、続きまして、その他議案といたしまして、「土地区画整理法第５５条の規定に

基づく意見書の審査手続における口頭意見陳述の実施方法について」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 

（佐々木課長） 

それでは、その他議案といたしまして、「土地区画整理法第５５条の規定に基づく意見書

の審査手続における口頭意見陳述の実施方法について」、御説明させていただきます。 

スクリーンを御覧いただくとともに、お手元の「別冊資料１」を御覧ください。 

最初に、表紙をおめくりいただきまして、１ページの左上１番を御覧ください。 

本議案の概要でございますが、平成３０年４月１日の地方自治法施行令の一部改正を受

け、指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に対する意見書の付議先が、県の都

市計画審議会から市の都市計画審議会に変更となりました。 

本市審議会では、意見書審査において実施する口頭意見陳述は、取扱要領により「審議

会の事務局の職員のうち、会長が指定する者が審議会を代行する者として行う。」としてい
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るところです。 

今年度、登戸土地区画整理事業におきまして、事業計画変更が予定されていることから、

その実施方法の見直しを議案としてお諮りするものでございます。 

まずは、指定都市施行の土地区画整理事業における、事業計画の決定・変更手続におけ

る市都市計画審議会の役割について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。お手元の資料では１ページ左側の２番になります。 

 土地区画整理法第５５条の規定により、指定都市が土地区画整理事業の事業計画を定め

ようとする場合、事業計画案を２週間、公衆の縦覧に供しなければならず、また利害関係

者はその縦覧に供された事業計画について意見がある場合、縦覧期間満了日の翌日から起

算して２週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができます。 

 意見書の提出がなかった場合は、土地区画整理事業の事業計画案が確定いたします。意

見書の提出があった場合には、市長はこれを都市計画審議会に付議しなければならないと

されております。 

 都市計画審議会において、意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべき

であると議決した場合においては、市長は、定めようとする事業計画について、自ら必要

な修正を加え、その修正に係る部分について再び縦覧から手続を行うべきものとされてお

ります。 

 一方、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合にお

きましては、その旨を意見書を提出した者に通知をし、土地区画整理事業の事業計画案が

確定いたします。 

 都市計画審議会が行う手続は、スクリーンでは赤の二重線の枠内、お手元の資料では黒

の二重線の枠内でございます。 

次に、都市計画審議会における意見書の内容審査について、具体的に御説明させていた

だきます。 

スクリーンを御覧ください。お手元の資料では１ページ左側の二重線の枠内になります。 

 都市計画審議会における意見書の内容の審査につきましては、土地区画整理法第５５条

第５項の規定により、行政不服審査法第２章第３節の規定を準用し、審理員を都市計画審

議会と読み替えることとされています。 

 この準用する行政不服審査法の条項では、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理

手続の計画的な進行を図らなければならないとされており、また口頭意見陳述、証拠書類

等の提出、物件の提出要求、参考人の陳述及び鑑定の要求、検証等の各手続が規定されて

おり、これらの規定により意見書の審査を行います。 

 なお、これらの各手続の中で、口頭意見陳述は、意見書を提出した方から申立てがあっ

た場合は、その機会を与えなければならないとされております。 

 また、都市計画審議会は期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集するとされて

おり、さらに「補佐人の出頭許可」、「陳述の制限」、「質問の許可」を行うこととなってお
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ります。 

 以上が、法で定められた意見書の内容審査になります。 

続いて、本市審議会における口頭意見陳述の実施方法について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。 

現行の実施方法につきましては、平成３０年４月１日の地方自治法施行令の改正後、平

成３１年３月１９日の第８１回都市計画審議会にて「土地区画整理法第５５条の規定によ

り都市計画審議会に付議された意見書の審査における口頭による意見の陳述等に係る取扱

要領」として決定しており、口頭意見陳述の聴取については「審議会の事務局の職員のう

ち、会長が指定する者が審議会を代行する者として行う。」と定めており、口頭意見陳述を

市職員のみで実施することとしております。 

また、録取書の作成及び「補佐人の出頭許可」、「質問の許可」の各審理手続も市職員が

代行することとしております。 

今回の議案は、この市職員が代行して行うとしている現行の口頭意見陳述の実施方法に

ついて見直しをお諮りするものでございます。 

次に、見直しを行った背景と目的について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。お手元の資料では１ページ右側の４番になります。 

改正の背景でございますが、まずは現行の口頭意見陳述の実施方法を決定した第８１回

審議会での審議の際に、「審議会委員が直接申立人の意見を聞くことなく、市職員のみで口

頭意見陳述を代行すること」について、審議会委員の出席の必要性等の議論があり、最終

的に「まず、代行で要旨を伺い、審議会委員が直接聞くべきとの意見があった場合は、再

度お話を審議会で伺うということを前提として要領は決定するが、具体的な運用に関して

は慎重に取り扱うこと。」との会長意見が附され、決定した経過がございます。 

以上の経過で要領が決定いたしましたが、その後は実際に口頭意見陳述の開催はござい

ませんでした。このような中、今年度に登戸土地区画整理事業の第６回目の事業計画変更

が予定されていることを機会として、要領決定時の会長意見を鑑み、「より公正な審査手続

と簡易迅速性の両立」を目指し、実施方法の再検討を行いました。 

続いて、改正のポイント及び主な内容について御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。お手元の資料では１ページ右側の５番と６番になります。 

 改正の主な内容でございますが、要領決定時の審議会での意見を受け、現行では市職員

が代行して行うこととなっている口頭意見陳述の聴取は、川崎市都市計画審議会小委員会

が実施することとし、申立人の陳述を直接委員が聴取できる体制といたしました。これに

より、より公正な審理手続の確保を図ります。 

 また、法の規定どおりであれば都市計画審議会の開催となるところでございますが、こ

れを都市計画審議会の小委員会とすることにより、口頭意見陳述の招集や開催等における

柔軟性の確保を図ります。 

なお、小委員会で口頭意見陳述の聴取を実施することに伴い、口頭意見陳述の招集を小
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委員会の委員長が行うこととし、「補佐人の出頭許可」、「陳述の制限」、「質問の許可」につ

いては小委員会の委員が行うことといたします。 

続いて、今回の改正による口頭意見陳述に係る各種手続の主体について、新旧対照表で

御説明いたします。 

スクリーンを御覧ください。お手元の資料では１ページ右下の表になります。 

 口頭意見陳述の聴取については、改正前は「審議会の事務局の職員のうち、会長が指定

する者が審議会を代行するものとして行う」としておりましたが、改正後は「川崎市都市

計画審議会口頭意見陳述実施小委員会が行う」としております。 

口頭意見陳述の聴取を小委員会で行うことにより、関連する各審理手続についても、改

正前は「代行者が行う」としておりましたが、改正後は「小委員会の委員長又は委員が行

う」として整理をしております。 

次に、今回の改正に伴う新たな小委員会の設置案でございますが、お手元の資料では７

番でございます。名称は「川崎市都市計画審議会口頭意見陳述実施小委員会」、委員構成は

「学識経験者委員５名」で、事務局といたしましては、大学の先生である委員の皆様を想

定し、御提案させていただいております。 

 最後に、要領の案でございますが、お手元の資料２ページに取扱要領の改正案、３ペー

ジから５ページに新旧対照表、６ページに新たな小委員会の運営要領（案）を添付してご

ざいます。 

 また、お手元の資料の７ページ以降には、関係法令等を添付してございますので、適宜

御確認いただければと存じます。 

 なお、現在手続中の登戸土地区画整理事業の変更に係る状況でございますが、７月４日

から１７日までが縦覧期間、８月１日までが意見書の提出期間となっており、本日正午ま

での状況でございますが、意見書の提出は１件、うち口頭意見陳述の申出は０件でござい

ます。 

口頭意見陳述の申出があった場合の今後想定される日程でございますが、８月後半頃、

口頭意見陳述実施小委員会を開催して聴取を行い、次の１０月頃開催予定の都市計画審議

会で意見書の内容審査を実施するといった流れとなります。 

口頭意見陳述の実施方法についての説明は、以上でございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

（中村会長） 

どうもありがとうございました。 

ただいま議案の内容につきましては、御説明のとおりでございます。 

それでは、その他議案に関しまして、御審議をお願いいたします。御質問等ございます

方は、どうぞ挙手をお願いいたします。 

非常に手続的な堅い話といいましょうか、そういった内容だったので少し分かりづらい

点もあったかと思いますけれども、どうぞ。 
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それでは、雨笠委員、よろしくお願いいたします。 

（雨笠委員） 

改正のポイントのところはよく理解できるのですけれども、この新たな小委員会の設置

案で委員構成が５名となっていますが、構成の要件というのでしょうかね、これは何人で

成立するというのは想定されているのですか。 

（中村会長） 

御答弁、お願いいたします。 

（佐々木課長） 

小委員会の要領のほうでは特に人数は記載してございませんが、５名の、学識経験者５

名ということで御提案をさせていただいています。この構成につきましても、御意見等ご

ざいましたら、御審議いただければと考えております。 

（吉原部長） 

 会長。 

（中村会長） 

どうぞ。 

（吉原部長） 

補足させていただきますと、委員が御質問の内容は、定足数に関することだと思うので

すけれども、定足数については今回あえて定めてございません。それはなぜかといいます

と、今回委員の皆様に直接お話を聞いていただくという形を取るのですが、迅速な開催で

すとか、開催自体が関係者をかなり集めなければいけないということで、手間がかかると

いうことで、委員の皆様はお忙しい中でなかなかスケジュール調整に時間がかかってしま

うということが考えられますので、少なくとも複数人というのは考えているのですけれど

も、過半数とか絞らず、例えば２名でも出ていただければその方々に聴取をしていただく

と、そういう方法を考えております。そこで、先ほどの資料の中で各手続ですが、例えば

補佐人の出頭許可ですとか、陳述の制限について、ここは委員長ではなく、委員が行うと

しておりますのは、必ずしも委員会の開催に当たりまして委員長が出席されないこともあ

り得るということでこういう形で整理させていただいております。 

以上でございます。 

（雨笠委員） 

よく分かりました。私がちょっと危惧していたのは、学識経験者の先生方が一番スケジ

ュールが合わないところがあって、それを作為的に、作為的というとちょっと言葉がおか

しいですけれども、事務局があえてスケジュールを遅延するみたいな形に受け取られるよ

うな、これまで委員会というよりもそういう審議のものがあったものですから、そこのと

ころで心配しておりました。むしろ、これはそういう意味では、フレキシブルにやって速

やかに口頭意見陳述を実施できることのほうが開かれた会議、開かれた手続になると思い

ますので、そのことで結構だと思います。 
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（中村会長） 

どうもありがとうございました。ほかに御質問等ございますでしょうか。 

 

― なし―  

 

（中村会長） 

ないようでございますか。 

これは、私から、確認的な質問ですが、今日の冒頭に都市計画マスタープラン等の小委

員会で会長が指名をしたように、今日これが通ればですけれども、今の予定ですと、学識

経験者の５名の方を、後日、小委員会の委員として指名をさせていただいて、それでメン

バーとしては一応固まり、その中で、実際にこの口頭意見陳述の申出があった際には、先

ほど８月下旬頃とおっしゃいましたか。一定の頃に日程調整をして、この小委員会が意見

陳述の場を設けて意見陳述を聴取すると、そういった流れになっていく。その際に五人そ

ろわなくても、例えば過半数の三人でなくても二人でも実施できるようにするという、今、

雨笠委員が御質問されたようなフレキシブルな運営をしていくという形でということです

ね。分かりました。 

基本的には、代行者という、その責任者が若干不透明な部分があったところをしっかり

と法の趣旨に立ち返ってこの審議会、審議会の中の小委員会委員が行うといったような形

で行うという内容でございますので、よろしいかと思うのですけれども、特に、委員の方

からこれ以上御質問等なければ、ここまでとさせていただきたいと思いますが、よろしゅ

うございましょうか。 

 

― 異議なし―  

 

（中村会長） 

それでは、これより採決に入りたいと思います。ただいまの「土地区画整理法第５５条

の規定に基づく意見書の審査手続における口頭意見陳述の実施方法」につきまして、賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

 

― 総員挙手―  

 

（中村会長） 

ありがとうございます。 

総員の賛成をもちまして、原案どおり可決をされました。ありがとうございます。 

それでは、続きまして、報告事項といたしまして、「川崎都市計画地区計画の変更（長尾

２丁目地区地区計画）について」、事務局から報告をお願いいたします。 
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（佐々木課長） 

それでは、その他の報告事項といたしまして、川崎都市計画地区計画の変更（長尾２丁

目地区地区計画）について、御説明させていただきます。 

「別冊資料２」と記載されたＡ３横長の資料を御覧ください。 

今回の報告は、本年４月７日に都市計画決定の告示を行いました、「長尾２丁目地区地区

計画」につきまして、地区計画の内容に一部誤りがあることが判明したため、その経過と

今後の対応等について、御報告するものでございます。 

それでは、ページを１枚おめくりいただき、１ページ目の、「川崎都市計画地区計画の変

更（長尾２丁目地区地区計画）について」を御覧ください。 

まず、「１、経過」でございますが、本年３月２４日の都市計画審議会で当地区計画の決

定について諮問し、４月７日に決定の告示を行いました。 

その後、地区計画で定めた建築物等に係る制限に法的拘束力を持たせるため、建築基準

法に基づく「地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例」にその制限内容

を追加すべく、関係部署と条例化に向けた協議を行う中で、一部数値に誤りがあることが

判明した次第でございます。 

「２、誤りの部分」でございますが、具体の部分について、地区計画の計画書で御説明

いたしますので、ページを１枚おめくりいただき、２ページの右側を御覧ください。 

Ａ－２地区及びＢ地区の建築物等の高さの最高限度の欄の中ほどに四角囲みで「５」と

記載している部分でございます。 

この部分は、建築物の高さ制限における階段室やエレベーター塔等の屋上に一部突出し

ている部分についての取扱いに関する規定でございます。 

今回、地区計画で定めた三つの地区のうち、Ａ－２地区及びＢ地区は第一種低層住居専

用地域という用途地域の中でも最も制限が厳しい地域となっており、低層住居専用地域の

高さ制限を定めた建築基準法第５５条の制限では、階段室等の部分の高さは５メートルま

では、当該建築物の高さに算入しないとなっております。 

本来ならば、この建築基準法の制限に合わせ、「５メートルを限度として算入しない」と

規定すべきところ、誤って１２メートルとしたものでございます。 

それでは、１ページ目にお戻りください。 

ページ中段の「３、今後の対応について」でございますが、この数値が誤っている部分

について、１２メートルを５メートルに修正する都市計画の変更を速やかに行うこととい

たしました。 

「４、都市計画手続き想定スケジュール」を御覧ください。 

速やかな変更に向け、既に都市計画手続に着手してございます。 

今回の変更手続は、「川崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に基づく地区計画

の変更原案の縦覧から開始しており、通常地区計画の決定や変更手続で実施している素案

説明会と公聴会は行っておりません。 
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今回の変更は、数値の誤りの修正のみであり、かつ建築基準法の規定に合致させること

により現在の都市計画決定の内容に比較してより厳しい制限となる変更であることから、

「川崎市都市計画公聴会規則」及び「川崎市都市計画公聴会運営要領」に基づき、「都市計

画の軽微な変更であって、変更する当該区域及びその周辺の都市環境に著しい影響を及ぼ

すおそれがないもの」として取り扱い、公聴会等は実施せず、都市計画の原案の縦覧から

手続を開始いたしました。 

原案縦覧と意見書の募集は６月２８日に既に終了いたしましたが、意見書の提出はござ

いませんでした。 

次の手続である、都市計画の案の縦覧は今月中に予定しており、手続が滞りなく進めば、

１０月に予定している都市計画審議会にお諮りすることを予定しております。 

最後に、このたびは都市計画案の誤りに気がつかず、決定後すぐに数値の誤りの修正と

いう都市計画の変更をすることになり、審議会委員の皆様には、多大な御迷惑と御心配を

おかけすることになり、大変申し訳ございませんでした。 

このようなミスは、市民の皆様からの本市の都市計画行政や市政に対する信頼にも関わ

ることであり、今後このようなミスのないよう、例えばチェックリスト等の活用や、チェ

ックする職員の体制の見直し等の対応を行うなど、真摯に取り組んでまいりたいと存じま

す。 

報告は以上でございます。 

（中村会長） 

説明、ありがとうございました。 

ただいまの報告事項につきましては、議案ではございませんので、委員の皆様方に御審

議をお願いする案件ではございませんけれども、御意見、御質問等がございましたらば、

ぜひお願いしたいと存じます。ございますでしょうか。 

 

― なし―  

 

（中村会長） 

よろしゅうございましょうか。 

最後に御説明ございましたように、人間がやることですので、誤りというのはどうして

も生じるわけですけれども、やはりこの信頼に関わる部分がございますので、しっかりと

チェック体制等を、今後構築していただきますように改めてお願いしたいと思います。 

それでは、本件につきましては、以上とさせていただきます。報告事項は以上でござい

ます。 

それでは、本日の審議は全て終了いたしました。 

以上をもちまして、第９１回川崎市都市計画審議会を閉会といたします。 

皆様、大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。 
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事務局から何かございますでしょうか。 

（吉原部長） 

皆様、大変お疲れさまでございました。 

事務局から事務連絡として、３点ございます。 

まず、１点目でございますが、本日この後、都市計画マスタープラン等小委員会を予定

しております。 

続けての会議で恐縮ですが、該当する委員の皆様は、お残りいただくようにお願いいた

します。 

休憩と準備の時間をいただきまして、審議会終了後から１０分後ですね。４５分ぐらい

から始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

続いて、２点目でございますが、本日会長から御指名いただきました都市計画マスター

プラン等小委員会以外の小委員会に属する委員につきましては、この後改めて会長と御相

談をさせていただきます。次回の都市計画審議会までには該当される委員の方にはお示し

していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

続いて、３点目でございますが、次回の都市計画審議会につきましては、１０月頃の開

催を予定しております。 

詳細につきましては、改めて御案内申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

事務連絡は以上でございます。 

本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

  


