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佐賀市都市計画審議会（委員辞令交付式及び勉強会） 

議 事 概 要 

 

１．開催日時  平成３０年８月７日（火）１４：００～１６：３０ 

 

２．開催場所  （所在地）佐賀市栄町１番１号 

        （会場名）佐賀市役所 本庁４階 大会議室 

 

３．出席委員  １３名出席（全委員１９名、欠席６名） 

        荒牧軍治、川浪安則、後藤隆太郎、中野美和子、福島和代、 

        久米勝也、中村宏志、川原田裕明、 

        前田常明、德永浩、式町郁子の各委員 

 

４．勉強会案件 

       ・都市計画審議会及び都市計画について 

       ・今後の都市計画の案件について 

       （１）用途地域の変更について 

       （２）新工業団地開発に係る地区計画について 

 

５．配布資料 

      ・佐賀市都市計画審議会（委員辞令交付式及び勉強会）次第 

      ・佐賀市都市計画審議会条例 

      ・佐賀市都市計画審議会委員及び幹事名簿 

      ・資料１：都市計画審議会及び都市計画について 

      ・資料２：総合運動場等整備事業について、佐賀県総合運動場等整備基本計画 

      ・資料３：用途地域の変更について 

      ・資料４：用途地域による建築物の用途制限概要 

      ・資料５：新工業団地開発に係る地区計画について 

 

６．議事概要 

勉強会 

【都市計画審議会及び都市計画について】 

○会長 

  それでは、勉強会ということで都市計画審議会及び都市計画について事務局の方から

説明を求める。 

○事務局（都市政策課） 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT資料１P01：都市計画審議会とはどういうものなのか簡単に説明する。 
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  PPT資料１P02：都市計画法と佐賀市都市計画審議会条例に基づいて、佐賀市が都市計

画を定める際、都市計画の案を調査審議する機関が都市計画審議会である。市長の諮問

を受けて開催される。今回は勉強会のため、市長からの諮問はない。 

  都市計画は都市の将来を決定するためのもの。市民生活へも大きく影響を及ぼすた

め、都市計画を定めるときは行政機関だけで判断するのではなく、幅広い市民の意見を

反映するように都市計画審議会の調査審議を経て都市計画を決定することとなってい

る。 

  都市計画法第19条第１項に、「市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て、都市計

画を決定するものとする。」とある。 

  PPT資料１P03：都市計画を決定しようとするとき、市で都市計画の素案をつくる。そ

の素案について市民へ説明会を行う。そこでの意見などを経て、都市計画の原案をつく

る。説明会、公聴会を経て、さらに都市計画の案をつくる。これを公告・縦覧し、それ

らの意見を踏まえて、都市計画審議会に諮問する。その審議会の議を経て都市計画の決

定・告示となる。 

  PPT資料１P05：都市計画とは、土地の使い方や建物の建て方についてのルールなど、

まちづくりに必要な多くのことを決める仕組みのこと。都市計画法には、土地利用、都

市施設の整備、市街地開発事業に関する計画のことと定義されている。 

  PPT資料１P06：都市計画制度の体系について説明する。都市計画を進めていくには、

都市計画を定める都市の範囲を明らかにする必要がある。この都市の範囲を都市計画区

域という。次に、広域的かつ長期的な視点に立って、佐賀県が策定される「都市計画区

域マスタープラン」に基づいて区域区分、いわゆる線引きを決定する。さらに、都市計

画区域マスタープランと佐賀市が策定する都市の将来像や土地利用の基本方針である、

「市町村マスタープラン」、に従い、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業の計

画を定める。今回、本日の勉強会の案件から、重点的に①の土地利用について説明す

る。 

  PPT資料１P07：都市計画を進めるには、都市計画を定める都市の範囲を明らかにする

必要がある。この都市の範囲のことを都市計画区域という。法律では一体の都市として

総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域のことを都市計画区域という。こち

らは佐賀市全域を示したもの。ピンク色の範囲が都市計画区域。それ以外の部分を都市
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計画区域外という。 

  PPT資料１P07：都市計画区域の中は、２つの区域に区分される。１つは都市化を優先

させる区域、市街化区域という。もう一つが農地等の保全を優先させる区域、市街化調

整区域という。オレンジ色の部分が市街化区域、それ以外の白い部分が市街化調整区域

となる。 

  PPT資料１P10：市街化区域の土地の使い方、ルールを決めている用途地域ついて説明

する。市街化区域内にある土地は、住居の環境の保護、商業、工業などの業務の利便の

増進を図るため、建築できる建築物の用途、規模によって13種類に区分する。現在、佐

賀市は12種類ある。 

  PPT資料１P12：用途地域以外で佐賀市が定めているルールについて、特別用途地区や

高度地区がある。 

  PPT資料１P13：他にも高度利用地区、風致地区、防火地域及び準防火地域、地区計画

がある。地区計画は地区ごとに定めるまちづくりのルールである。建築物の用途、形

態、建築物の高さなど、きめ細かく規制や緩和などを行うことができる制度である。 

  PPT資料１P14：一番下が、都市計画を具体的に行う範囲としての都市計画区域。都市

計画区域は市街化区域と市街化調整区域の２つに分けられる。市街化区域の中は用途地

域を定めることができる。さらに、地区計画はその中にさらに細かくルールを設定でき

る。その他、都市施設の整備で、都市計画道路や都市計画公園などがある。それから、

市街地開発事業で、土地区画整理事業などがある。今回、時間の関係上、割愛するが、

案件があるときに詳しく内容等を説明する。以上で説明を終わる。 

○会長 

  今の説明に対し質問、意見があればお願いしたい。（質問なし） 

  簡単な説明で、個別具体的なところで話を聞かないと、なかなか理解できないかもし

れないが、大枠で理解して欲しい。 

 

【今後の都市計画の案件について（１）用途地域の変更について】 

○会長 

  それでは、今後の都市計画についての(1)用途地域の変更について、事務局の方から説

明を求める。 



- 4 - 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

【ＰＤＦにより説明】 

  PDF資料２P01：ＳＡＧＡサンライズパーク（仮称）整備事業について説明する。最初

に事業の目的、次に事業の中身、どのような工事があるのかといったこと、次に、新設

するＳＡＧＡアリーナについて、最後に全体のスケジュールについて説明する。 

  PDF資料２P02：2023年、これから５年後、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大

会が佐賀県で開催される。県では、これに焦点を合わせ、昨年３月に、佐賀県総合運動

場等整備基本計画を策定した。Ａ４横で資料を配布している。この計画の中で、県を代

表するスポーツ施設が集まるＳＡＧＡサンライズパーク（仮称）の施設を、国スポ・全

障スポ（略称）に向けて再整備する方針を打ち出した。また、新たにアリーナを整備す

ることとした。さらに、テナント等の整備も行う。 

  PDF資料２P05：個々の施設整備について説明する。次ページに施設の配置計画をつけ

ている。①老朽化施設の改修や国スポ基準に合った施設の再整備。一番上のポツ、総合

体育館については、エアコンの改修を行っている。次の、ボクシング・フェンシング場

とエアーライフル場は、エリア内の別の場所にそれぞれ建てかえを行う。３番目の陸上

競技場は、国スポに向けて、老朽化したトラック、フィールドの全面改修。また、スタ

ンドも修繕等を行う。50メートルプールは、今の屋外プールとほぼ同じ場所に屋内プー

ルにして、改築する。テニスコートは、老朽化したコート面を全てつくり直す。最後の

球技場、補助競技場は、一昨年、昨年の２カ年で再整備を終えたところ。 

  次に、②新たに整備する施設。アリーナは、後ほど詳しく説明する。次に、駐車場

は、エリアの中の最も広い駐車場が、アリーナの建設地となるため、その代替として、

２カ所の駐車場を新たに整備する。場所は、次のページの一番上、駐車場Ａ。それと駐

車場Ｂ。この２カ所にする。これら駐車場への出入りや、出入りする道路について佐賀

市と一緒に検討している。次に、テナント棟は、警察学校の西側になる。次に、歩行者

専用の上空通路。アリーナの北の色が尐しついているところ。アリーナや50メートル

プール、テナント、陸上競技場を２階の高さでつなげる歩行者用の専用動線、通路。大

勢の来場者が、安全に各施設を利用できるように設けたい。 

  ③は、①、②とあわせて、アリーナで大規模イベントを行う時、公共交通機関の利用

促進や、シャトルバスの運行、佐賀駅から三溝線を会場まで歩いてもらうような取り組
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みを検討。ちなみに、アリーナ、プール、テナント、ペデストリアンデッキは、現在、

基本設計の最中である。 

  PDF資料２P07：これは、先月整備が完了した補助競技場と球技場の写真である。下の

画像は、オープニングセレモニーのときのもの。 

  PDF資料２P09：アリーナについて説明する。普通の体育館と違い、アリーナには相当

の数の観覧席を設置する。ちなみに、今回建設するＳＡＧＡアリーナには、約8,000席の

観覧席を設ける予定。この観覧席があることで、アリーナでは、ＢリーグやＶリーグな

どのプロスポーツ、スポーツの全国大会、コンサート、展示会など、多目的な利用がで

きるようになる。 

  PDF資料２P10：次に、なぜＳＡＧＡアリーナを整備するのかだが、現在の総合体育館

には、約2,000席の観覧席がある。（現在も）毎年バレーボールのＶリーグが開催されて

いるが、座席数も不足し、「観る」スポーツとして十分に対応できていない状況にあ

る。また、競技に必要なロッカールーム、ウォーミングアップスペースなども確保され

ていない。「観る」スポーツに対応したアリーナを整備することで、一流のスポーツ、

試合を見た県民、市民が、いつかは自分もこの場でやってみたいと思えるような、トッ

プアスリートを志す機運の高まりや、日常的なスポーツを楽しむことの広がりに寄与す

ると考えている。 

  PDF資料２P11：次に、なぜこのエリアにアリーナを建設するのかだが、このＳＡＧＡ

サンライズパークは、県のほぼ中央部に位置し、佐賀駅、九州佐賀国際空港、高速道路

からも非常にアクセスしやすい場所である。このような環境は、国内外からキャンプに

来たスポーツ合宿のチームからも常に高い評価をいただいている。今回、さらにスポー

ツエリアとしての機能拡充を図ることにより、県内外から、スポーツの一大拠点エリア

として認識してもらい、その結果、このエリアの求心力がさらに高まることが重要と考

えている。また、総合体育館、佐賀市文化会館とアリーナが隣接するので、各施設の連

携が図られることで、複合型のイベント等にも対応できるようになる。 

  PDF資料２P12：最後に、ＳＡＧＡアリーナを整備することで県が実現したいことを２

つの画像で表した。左はプロスポーツの利用状況。右はコンサートの様子、アリーナツ

アー、大規模なコンサートの様子である。いずれも、これまで佐賀県では実現できな

かったシーンである。数年後、アリーナの整備により現実のものになると思われる。以
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上が、ＳＡＧＡアリーナの説明である。 

  PDF資料２P14：最後に、スケジュールを説明する。下から４項目、テニスコートやエ

アーライフル場、ボクシング・フェンシング場、陸上競技場は、本年度から工事を行う

予定である。上のアリーナやプールは、来年の秋以降、工事にかかる予定である。ＳＡ

ＧＡサンライズパークの事業説明は以上。 

○事務局（都市政策課） 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT資料３P01：引き続き、用途地域の変更について説明する。 

  PPT資料３P02：説明の流れとして、まず都市計画の用途地域について説明し、用途地

域の変更について、今後のスケジュールについて、説明する。 

  PPT資料３P07：先ほどのおさらいとして、この四角で囲んだ部分が都市計画区域で、

その中は、市街化区域と市街化調整区域に分けられている。そして、その上に用途地域

が乗っているという説明をした。これがイメージ図。用途地域とは、住居の環境の保

護、商業、工業などの業務の利便の増進を図るため建てられる建築物の用途や規模に

よって、土地を13種類に区分するルールのこと。佐賀市では、現在12種類に区分してい

る。 

  PPT資料３P09：用途地域は、建物の環境の保護、商業・工業などの業務の利便の増進

を図るため、建てられる建物の用途や規模によって、土地を13種類に区分するルールで

ある。用途地域は、そこに住む住民、商業や工業を営む方々にとって、土地に大きな制

限をかけてしまうため、長期的な視点に立って、安定的に定めることが基本である。た

だ、以下のような場合、変更ができる。以下に３点代表的なものを挙げている。まず、

①定期的な変更。これは５年に１度、都市計画の現状、その変化の様子などについて、

幅広くデータを集め、調査を行っている。これにより、現況や将来の見通しなどに変更

があれば、それに合わせて都市計画を変更していく。それから、②土地利用計画の変更

に伴う変更。これは、土地利用計画という中にマスタープランというものがある。この

マスタープランが変更になった場合や、その位置づけに合った都市計画に変更するとい

うもの。それから、③土地利用の現況、動向に伴う変更。こちらは、当初想定した土地

の使い方から異なり、それが将来にわたって続くと見られる場合や、新しい使い方への

転換が必要になった場合、に該当する。例えば、住宅地に集客施設などが多く立地して
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いるような場合、それが将来的にわたってその状態が続くと見られるときが該当する。 

  PPT資料３P10：今回、なぜこの用途地域を変更するのか、その変更の理由について説

明する。まず、佐賀都市計画区域マスタープランに「県立総合グラウンドをスポーツ・

レクリエーション拠点と位置づけ、県民の健康増進やレクリエーション活動を推進す

る。」と書かれている。現状は、陸上競技場、総合体育館であるスポーツ施設が既に多

くの方に利用されている。それから、今後もスポーツ・レクリエーション拠点として、

佐賀県からの説明のとおり、拠点として拡充される計画もある。そういったことから、

将来にわたってスポーツやレクリエーションを主とした集客施設が立地できるような土

地利用に変更する必要があるため、今回の提案となった。 

  PPT資料３P11：具体的に現在の総合運動場周辺の用途地域が、こちらの図である。陸

上競技場、総合体育館、市文化会館が黄色い部分で示されており、第一種住居地域とい

う。第２補助競技場が黄緑色で第一種中高層住居専用地域という。どちらも一般的に住

居の環境を守るための地域となっている。 

  PPT資料３P12：では、これをどう変更したいのか。こちらが総合運動場周辺の用途地

域の変更案である。陸上競技場、総合体育館、市文化会館の部分と、第２補助競技場の

部分を近隣商業地域に変更したいと考えている。陸上競技場などの施設は、観覧場を備

えたスポーツ施設となっている。 

  PDF資料４：資料４とあわせて確認して欲しい。黄色で印をつけている中に観覧場とい

う表記がある。この部分に該当する。赤枠で囲っている近隣商業地域なら建築が可能で

ある。 

  PPT資料３P13：近隣商業地域で建築できる建築物を抜粋したのが、この表である。住

宅などは第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域も近隣商業地域も、どれも建てら

れるという意味である。店舗は、第一種中高層住居専用地域では500平方メートル以下の

ものなら建築が可能。第一種住居地域であれば3,000平方メートル以下なら建築が可能で

ある。近隣商業地域では、建築が全てできる。事務所、ホテル、旅館は、表のとおりで

ある。遊戯施設等で、先ほど説明した観覧場が含まれている地区になる。第一種中高層

住居専用地域では建築ができない。第一種住居地域でも建築が不可だが、一部例外あり

で、水泳場などで3,000平方メートル以下であれば建てられる。近隣商業地域であれば建

築が可能となっている。以上が用途地域の変更案の説明である。 
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  PPT資料３P15：今後のスケジュールについてだが、関係自治会への説明会が７月下旪

から８月下旪、今回は該当地区が高木瀬校区と若楠校区が関係自治会。７月25日に高木

瀬校区で説明会を行い、10名ほどの参加があった。今後、８月18日に若楠校区での説明

会を予定している。そして、その下が本日の佐賀市都市計画審議会（勉強会）である。

その後、説明会などでいただいた意見をもとに、変更原案を作成し、３週間縦覧する。

説明会も同時に行う。それから、公聴会も開催を予定しているが、公述申し出がなけれ

ば開催は中止になる。さらに、この説明会などでいただいた意見をもとに都市計画の案

を作成し、公告縦覧を２週間行う。こちらも意見書の提出ができるので、それらの結果

を都市計画審議会に諮問する。賛同がいただける場合、都市計画の決定・告示となる。

以上で説明を終わる。 

 

≪ご意見・ご質問≫ 

○会長 

  ゆっくりしたスケジュールではない。次回の都市計画審議会で決定することになる。

今日が非常に大きな機会なので、疑問点あるいは意見があれば、今日のうちにお聞かせ

願いたい。今の説明に対し質問、意見があればお願いしたい。 

○委員 

  県からの説明の中で、アリーナ建設に当たって、キャンプや合宿等の誘致も考えてい

るとのこと。プロや企業のキャンプであればホテルでもいいと思うが、大学生や高校生

の合宿であれば、宿泊施設はどう考えているのか。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  キャンプなどの合宿所の話だが、現在、総合運動場の中に一部、高校生などが使える

ところはあるが、今後それでは足りないため、ホテルも含めて、５年後に向けて、整備

するとかどういう方向に持っていくのかの検討を進めたいと思っている。いまのところ

ここに何を整備するという絵はない。 

○委員 

  今のところないとのことだが、国体のみではなく、将来的にこれを有効に使っていく

ためにキャンプや合宿等の誘致をしなければならない。どうしても宿泊施設が必要にな

るのではないか。市へも、常々言っているが、将来を見据えた計画を持ってやることが
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非常に大事ではないか。今回アリーナの建設に当たって、ある程度の将来設計が見えて

きたが、キャンプの誘致や合宿の誘致となれば、まずは宿泊施設に泊まってもらうこと

になる。これはスポーツばかりでなく、佐賀に来てもらい、佐賀にお金を落としてもら

うためには、泊まってもらわないとお金は落ちない。そういうところまでしっかり考え

て、やっていただきたい。 

  そして、もう一点、アリーナでいろんなイベントを考えているようだが、実際にＶ

リーグは佐賀に久光製薬がある。かなり昔から続いているし、私たちも携わってきた。

果たして、Ｂリーグを引っ張ることができるのか。コンサートに有名な人が来てくれる

のか疑問がある。県のお考えを伺いたい。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  バスケットのバルーナーズの話はご存じかと思う。今、佐賀でもアリーナが完成する

ころまでにはトップリーグに上がると思っている。また、コンサートや催事のイベント

等について、我々は相当勉強している。福岡のマリンメッセに負けないようなものをつ

くろうとしている。日本中のいろんなイベントの事業者の意見を聞きながら、最高のも

のをつくろうとしている。期待していただきたい。 

○委員 

  承知した。期待しておく。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  大きな施設ができると、周辺の道路の混雑が心配。今でも総合運動場等で大きなイベ

ントがあると、高架下の交差点が混む。左折、右折して入ろうとする車が交差点の中に

渋滞で取り残されているのを時々見る。事前に設計しておかないと危なくてみんな困る

のではないか。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  １つ目の交通量については、交通量調査を行い、263号線の特に南行きがよく渋滞して

いるので、車線をふやすことも含めて、34号線と263号線の交差点の北側を、総合運動場

側に拡幅することを計画中である。 

  それと、アリーナにたくさんの人が来るという話だが、今回、アリーナのために一般
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の来場者用の駐車場は増やさない方向で考えている。例えばコンサートのチケットに

「駐車場はありません」「公共交通機関で御来場ください」と書いたり、シャトルバス

とか、そういう取組を佐賀市と歩調を合わせてやっていきたい。 

○委員 

  地元の人が車で来ると思う。遠くの人は電車とバスで来ても、地元の人が何としても

車で入ろうとするのが危ないと思った。いろんな方向から来ることを考えて、危なくな

いように計画していただきたい。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  基本的なことを伺いたい。行政がこのような施設をつくるとき、都市計画法上の制限

を受けるのか。この都市計画の変更をしないと、アリーナの建築はできないのか。 

○事務局（都市政策課） 

  当然、行政機関も都市計画の制限は受ける。用途地域の変更をしなければアリーナが

建てられないというのも事実。ただ今回の変更は、上位計画であるマスタープランに基

づいて、そういう土地利用にかえていくのが本来の趣旨である。 

○会長 

  では、もともと総合文化会館なども基本的にはだめなのか。ああいう集客型は第一種

住居地域には建てられないのか。 

○事務局（都市政策課） 

  建てた当初は適法に建てられている。ただ、平成８年に用途地域の変更されたときに

用途が第一種住居地域となり、現在の状況になった。 

○会長 

  現状は不適格なのか。あそこを全部一緒にやるのは、今度は適格にするということで

よろしいか。文化会館、総合体育館まで含めて全体が適格になる。今度から違法なやつ

はゼロになる。 

○事務局長 

  既存不適格ですね。 

○会長 
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  既存不適格は、今回のあれ（変更）をやれば、ゼロになるということでよろしいか。 

○事務局（都市政策課） 

  そうである。補足すると、平成８年に、都市計画法が改正になり、今まで８種類だっ

た用途地域が12種類となっている。そのとき佐賀市でも法律の改正に基づいて、用途地

域の張り直しをしているが、その際に、第一種住居地域を張り、既存不適格になってい

る。今回の変更案が通れば、既存不適格が解消されるものである。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  今の話に関連する確認だが、恐らく平成８年当時、第一種（住居地域、中高層住居専

用地域）にしていた考え方がある。そこから近隣商業（地域）にする。基本的に用途地

域を変えていく流れは理解しているが、総合体育館、文化会館、エアーライフル場に関

しては、近隣商業（地域）にしなくてもよいのではないか。特にアリーナの両サイドに

近隣商業（地域）を張るという考え方について尐し補足をお願いしたい。 

○事務局（都市政策課） 

  今の質問は、第２補助グラウンドを近隣商業地域にしなくてもいいのではないかとい

うことと、あとは道路（国道263号）より東側ですね。 

○委員 

  そうです。総合体育館も文化会館も、既存不適格のままという考え方もないわけでは

ない。 

○事務局（都市政策課） 

  確かに、既存不適格のままにするという考え方もある。まず、第２補助グラウンドに

ついて、用途地域を変更する場合、国の指針において、ある程度面的に整備を図るよう

にとある。その目安となるのが、５ヘクタール以上となっている。第２補助グラウンド

が約２ヘクタール。将来的にこの土地がスポーツレクリエーション施設の拠点として県

で拡充されるため、一体的に整備をしたいと考えている。東側も同じような考えであ

る。一体的に近隣商業地域したいという案を提示している。 

○会長 

  ほかにないか。 
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○委員 

  二、三点伺いたい。１番目に、平成８年の用途地域の変更で不適格になった施設があ

るとのことだが、総合文化会館とか体育館は建築基準法に基づく例外的な許可をとった

ものではなかったか。今回はそうではなくて用途地域を変えるという方針。検討された

結果、その経過を伺いたい。 

  それともう一つ、用途地域を緩めると、当然、周辺の方々に対する影響が出てくる可

能性がある。そういったことに対しては十分対応をしてほしいし、具体的な計画があれ

ば、次回でも、ご説明願う。 

  それともう一点、今回アリーナと、東側の文化会館、総合体育館との連携が今後必要

だという。どの施設もかなりの収容人数なので、263号の道路については、人の行き来が

かなり多くなる。横断歩道を何百人の人間が行くと非常に危険度も高い。今回そういう

連携が必要であれば、道路の東側のエリアと西側のエリアを安全につなぐような計画が

必要ではないか。考え方を聞きたい。 

○事務局（都市政策課） 

  ご指摘のとおり、市の文化会館は建築基準法の第48条の許可をとって建築をされてい

るため、現状は既存不適格ではない。 

○建築指導課 

  今回、文化会館と同様にアリーナ等も許可ではなく見直しで対応するという判断に

なったところを説明する。 

  建築基準法上は用途地域に不適格だとしても、許可制度がある。許可基準があり、建

築審査会の同意を得て、近隣の方々に話をして行政庁として判断をするという形にな

る。これはあくまでも例外許可。その土地が都市計画上望ましい用途地域になることが

重要と考え、用途地域の見直しを提案した。 

○会長 

  多分、今議論されていることは、何回か議論をしてきたことの一つだろう。例えば公

は、こういう都市計画の用途地域があっても、特例で逃れられると思って計画を立てて

くる。公共機関ほどちゃんと守りなさいという意見も片一方にあるが、片一方はやっぱ

り、そうは言ってもというのがある。 

  今回は、佐賀市はこういう状況だから、全体が合格になるような仕掛けでやりましょ
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うという提案だと思う。いろんな意見があることは十分あり得ると思いながら聞いてい

る。 

  大体こういう方向で（佐賀市は）今考えている。多分これが提案されてくると思う。

１１月にはそれについての結果を出さなければいけないということを理解しておいて欲

しい。きょうあらかじめ皆さんに意見をお聞きするということにしている。 

  最終的に、この委員会は採決を行う。すなわち、多数決で決定する。そのことを頭の

中に入れて検討して欲しい。だから、今のうちに聞いておきたいことは、きょう十分聞

いていただくと助かる。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  先ほどの２番目と３番目の質問に答えたい。 

  （佐賀県総合運動場等整備基本計画）概要版をごらんいただきたい。最後（のペー

ジ）に、整備イメージをつけている。１つ目（２番目の質問）が、周辺の住宅地に対す

る配慮。アリーナは２つの大きな国道の角に建てる（予定な）のだが、住宅地には隣接

していない。住宅地沿いの整備も、十分に配慮しながら工事を進めたいと思っている。 

  もう一つ（３番目の質問）、大きい施設の連携だが、今、総合体育館のほうに歩道橋

みたいな計画がある。これは、（佐賀県総合運動場等）整備基本計画時点での構想図で

ある。この一番北の端に歩道橋を設けるか、もう尐し位置を考えるべきかという話もし

ている。国道263号線の拡幅とか、地下道など今、県の道路課、佐賀市と一緒になって検

討を行っている。 

○委員 

  歩道橋を計画しているのか。 

○佐賀県スポーツ課総合運動場等整備推進室 

  はい。 

○会長 

  どうやって人を運ぶのかが非常に大きなテーマである。城内でも駐車場の問題で今一

番苦労している。どう駐車場を配置するのかと。池田学さんという画家の展覧会のとき

に（渋滞で）車が全く動かなくなってしまった。そこに合わせて駐車場をつくろうとす

ると、城内を全部駐車場にしてしまわないと間に合わないだろう。 

  ここでも同じように駐車場の問題が起こると思う。ここに停めさせないというのが原
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則だそうだから、どこかに停めて来てもらうということになる。 

  久保田町ではバルーンのときに（渋滞で）車がほとんど動かなくなるが、ＪＲの駅、

佐賀市内の小学校とかを駐車場にしてシャトル（バス）を動かしている。ちょうどその

逆で駐車場を嘉瀬川河川敷にして、そこからシャトル（バス）をこっちに向かって動か

す。それくらいのことを考えないと、公共交通機関が発達していないので、（駅から

の）バスだけではとても難しいだろう。 

  そういうことも考えて、今度は駅と総合運動場との間をどうやってつなぐかを、今、

駅前構想計画の中の三溝線を自転車道とかバスが走るのか、どっちから通すかというこ

とも今検討課題としてやっている。多分一体としてやることになると思う。今、国
こく

スポ

（国民スポーツ大会）と、日常的な使い方が話題になってくるだろう。 

  次回でも構わないので、こういうことはどうなるのかを質問していただければと思

う。大きな枠組みはこういう形で進めたいという提案である。ご理解をいただきたい。 

  ほかにないか。 

○委員 

  テニス場は今回、用途変更の地域に入っていないが、エアーライフル場は用途変更の

範囲に入っている。そういうところの問題をよく見たい。この地図ではちょっとわかり

づらい。住宅地図のもう尐し大きな地図で隣接用途地域の住宅がどのような住宅が建っ

ているのかをもう尐し見たい。できればその辺の資料を次回準備していただきたい。 

○事務局（都市政策課） 

  はい、次回準備をさせていただきたい。 

○会長 

  先ほどの計画にあったように、11月ごろ最終的な諮問が出て、答えを出すことにな

る。もしわからない点があれば、事務局にあらかじめ質問するなり、今のようにこうい

う資料が欲しいというようなことを申し出ていただきたい。 

 

【今後の都市計画の案件について（２）新工業団地開発に係る地区計画について】 

○会長 

  それでは、次の議論に移る。次の議題は、２番目、(2)新工業団地開発に係る地区計画

について、事務局の方から説明を求める。 
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○事務局（工業振興課） 

  資料５に従って、新工業団地（東山田地区）開発に係る地区計画について説明する。 

  佐賀市では新しい工業団地として、大和町東山田地区に工業団地開発の計画を進めて

いる。その中で、今後、地区計画という開発上の土地利用に関する計画を策定していく

こととなる。その概要について説明する。 

【パワーポイントにより説明】 

  PPT資料５P02：このような内容で説明する。 

  PPT資料５P03：新工業団地開発地の概要である。 

  PPT資料５P04：新工業団地事業概要として、開発地区は大和町東山田である。写真を

見ていただくと、上のほうが長崎自動車道、右のほうが嘉瀬川、下のほうに県道が走っ

ており、これが県道の佐賀外環状線になる。真ん中の下のほうに大和中学校があり、住

宅地を挟んだ北側が開発エリアになる。規模は約7.7ヘクタール。場所は、佐賀大和イン

ターから約３キロメートルに位置する交通アクセスも非常によいところであると認識し

ている。過去、住宅開発の予定地として開発が進行するところだったが、開発業者の事

情により中断している。 

  工業団地開発のこれまでの経緯は、平成28年11月に地元からここを工業団地として開

発できないか調査をしてほしいという要望があった。佐賀市としても、企業進出に関す

る引き合いはあるが、その一方で分譲可能な土地がない状況だったため、適地調査を平

成29年１月開始した。これを３月まで行った上で、地元と調整し、29年８月にここを工

業団地として開発したいという方針を決定した。それから、地元に入り、基本設計を29

年11月に開始し、ことしの９月までかかる予定である。 

  PPT資料５P05：続いて、今後のスケジュール。基本設計がもうすぐ終わる。続いて実

施設計を今年度の後半で予定している。それから、法制度関係は、まず農政関係で、農

振除外の手続が今後本格化する。これに続いて、農地転用の手続を行う。これを31年３

月には許可をもらいたいと思っている。 

  一方、開発関係は、今回の勉強会のメインである地区計画の策定を今年度進めている

ところ。それから、最終的に開発許可を、今年度末、31年３月にできたらというような

スケジュールで臨んでいる。 

  一方、用地関係は、地権者の方との用地の売買契約を今後予定している。それから、
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用地を取得し、法制度関係の手続が終わったら、31年度から造成工事にかかる予定であ

る。31年度から32年度までかかると思う。分譲開始も32年度中何とかできればと考えて

いる。 

  PPT資料５P06：今回、新工業団地を開発するに当たり、コンセプトを考えた。現地を

俯瞰してみると、北に既存の工場、川上テクノ協同組合という工場がある。南には閑静

な住宅街が広がっている。この地域全体としては落ちついた農村地域である。そこで、

ここに立地する工業団地は、「周辺の農村環境と調和した、みどり豊かでゆとりある工

業団地」、これをコンセプトに掲げたい。 

  このコンセプトを実現するため、１つは農地制度の観点から農村地域産業導入実施計

画を策定したい。一方で、開発制度の観点から地区計画の策定をしたい。 

  この農村地域産業導入実施計画を簡単に触れさせていただきたい。 

  PPT資料５P07：大きな２番になる。根拠法は、農村地域への産業の導入の促進等に関

する法律（農村産業法）である。これに基づく計画である。 

  PPT資料５P08：佐賀市では、この農村産業法によって開発した工業団地が、今まで６

件市内にある。今回の大和町東山田地区が７件目の農村産業法に基づく工業団地という

ことになる。 

  PPT資料５P09：この農村地域産業導入実施計画とは何かというと、開発予定地が農地

であることから、土地の選定は、周辺の農業への影響を最小限にとどめなければならな

い。 

  そこで、②の計画地において土地利用に関して農用地等と調整して配慮する事項を定

めることになっている。こういうことを主に記載したのがこの計画。 

  具体的には、この地域が過去の住宅開発が中断した地域を中心に用地選定しているこ

と。集団的な農業には極力影響しない場所を選んでいること。工業団地として運用する

に当たり、事業用途に最小限の面積を設定していること。既存の周辺の農業には影響が

ないように配慮していること。この地域では面的整備（区画整理、農用地の造成等）の

実施は過去にないこと。この地域において高齢化が進行する中、集落に雇用の場を創出

したいということを記載するものである。 

  PPT資料５P10：計画の中では、導入すべき産業の業種・規模を定める。まず、導入す

べき業種として、製造業を想定している。中分類、小分類で、現状の案として細かく記
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載をしているが、簡単に言うと自動車関連産業、バイオマス関連産業を中心に業種とし

て想定しているところである。 

  導入すべき産業の規模も、現状の予定として記載している。誘致する企業の数は８企

業程度。ここに創出する雇用者数は、350人程度雇用が生まれればいいと思っている。 

  以上が農地制度の観点からの土地利用計画である。 

  次からは説明者を交代して説明する。 

○事務局（都市政策課） 

  PPT資料５P11：では引き続き、市街化調整区域の開発について説明する。 

  PPT資料５P12：東山田地区はちょうど佐賀市の中央付近になる。 

  PPT資料５P13：市街化調整区域は農地等の保全を優先させる区域である。農地を保全

するため、基本的に開発が難しい土地である。原則、建築物を目的とした開発は許可が

必要となる。 

  では、どういった場合に許可ができるのかが、下に書いている都市計画法第34条で列

記されているものである。これらの基準に該当すれば建築できる。今回、新工業団地開

発地を開発するに当たって、第10号、地区計画で定められた内容に適合で基準を満たし

たいと考えている。 

  PPT資料５P14：地区計画とはどんなものだったかが次のページである。 

  PPT資料５P15：地区計画は、地区の特性に応じて、建物の建て方や街並みのルールを

細かく定めることができる制度である。選択できるメニューが全部で11種類あり、その

地区に必要な内容を選んで決めることが可能となる。 

  代表的なものを挙げると、一番下の建築物の用途（使い方）の制限で、建物の使い方

を制限したり、用途の混在を防ぐことができるもの。 

  PPT資料５P16：一番下、建築物の壁面の位置の制限で、壁の位置をある程度下がらせ

たりとかすることにより、道路や隣地への圧迫感をやわらげ、ゆとりある空間をつくる

ことができる。 

  PPT資料５P17：下から２番目の垣又はさくの構造の制限を決めることができる。垣や

さくの素材や形を決めることにより、良好な「街並み」の形成ができるというもの。 

  PPT資料５P18：東山田地区は、赤で塗ったところが新工業団地の予定地で、全体的に

は農村地域である。北側には既存の工場があり、南側には閑静な住宅街が広がってい



- 18 - 

る。北の高速道路などの交通条件が非常にいい土地である。 

  PPT資料５P19：こういった条件を踏まえ、地区計画の案は、11種類の中から８種類の

メニューを選んだ。 

  コンセプトは、東山田地区の周辺の良好な住環境の保全や営農環境等に配慮しつつ、

ゆとりある良好な工業団地を形成し、かつ維持していくことを目的とするため、これら

８種類のメニューを選んでいる。 

  PPT資料５P20：この８種類について、１つずつ説明する。 

  PPT資料５P21：最初の①建築物の用途の制限で、どういったものがこの地区に建てら

れるのかを列記している。 

  基本的には、(1)製造業である。製造業の中には火薬を使ったり、危険物を製造したり

するものがあるから、この製造は除く。 

  それから、(2)で保育所等、(3)休憩所、(4)公衆便所、(5)工業団地の維持管理に必要

な施設で、例えば、掃除用具などの倉庫などを想定している。 (6)は(1)～(5)に附属す

るもので、例えば、製造業の建物を建てれば、その近くに倉庫などを建てるのが通常で

あるため、こういったものまでは建築ができる制限となっている。 

  PPT資料５P22：②容積率の最高限度で、通常、市街化調整区域は容積率100％となって

いる。周りの住環境に配慮し、100％で制限したいと考えている。 

  PPT資料５P23：③建蔽率の最高限度で、市街化調整区域では建築物を建てる際、建蔽

率が60％に制限をされている。建て詰まりなど、ゆとりある良好な環境を維持するた

め、最高限度を60％にしたいと考えている。 

  PPT資料５P24：④建築物の敷地面積の最低限度で、ゆとりある街並みをつくり、適正

な事業活動を確保するために建築物の敷地面積の細分化を防止するもの。最低限度が3,0

00平方メートル、製造業の建築物のみなので、例えば、掃除用具の倉庫などは入ってい

ない。 

  PPT資料５P25：⑤壁面の位置の制限で、建築物の外壁等から道路境界線までの距離が

５メートル以上、隣地境界線までは２メートル以上後退して建てさせる制限である。建

て詰まりなどを防ぎ、ゆとりある工業団地を目指して、制限を設けている。 

  PPT資料５P26：⑥建築物等の高さの最高限度で、南側に閑静な住宅街が形成されてい

るため、そちらに配慮し、高さ15メートルを限度としたいと考えている。 
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  PPT資料５P27：⑦建築物等の形態又は意匠の制限で、建築物等の色彩は、良好な景観

形成に資するため、周辺環境に配慮した色彩とする。例として、鍋島商工団地、久保泉

第２工業団地の例を挙げている。周りの住環境にも配慮した色彩とした工業団地をつく

りたいと考えている。 

  PPT資料５P28：⑧垣又はさくの構造の制限で、道路に面する部分に垣又はさくを設置

する場合、生け垣又は透視可能なフェンス等で。記憶に新しいと思うが、最近、大阪北

部で発生した地震により通学路にあったブロック塀が倒壊した事故があった。そういう

悲劇を繰り返さないために、道路に面する部分には撤去が可能な生け垣や透視可能な

フェンスなどを建ててもらい、ブロック塀などはつくれないような工業団地にしたいと

考えている。 

  以上が８種類、今回の地区計画に制限を設けたい項目である。 

  PPT資料５P29：今度は都市計画決定に至るまでのスケジュールである。 

  PPT資料５P30：手続としては、関係自治会への説明会を７月上旪から下旪にかけて、

行っている。川上校区の川上自治会、東山田自治会、サングリーン大和自治会、クロー

バータウン自治会の住民、地権者へ説明を行っている。 

  川上自治会では22名、東山田自治会では19名、サングリーン大和自治会では24名、ク

ローバータウン自治会では47名の参加をいただいている。 

  その下が本日の都市計画審議会（勉強会）である。 

  地区計画にいては、地権者、土地の所有者、土地の利害関係を有する者から意見書な

どの提出をいただき、その意見をもとに、今度は広く市民を対象とした都市計画の内容

を縦覧して意見書の提出をいただく。 

  これらの意見を踏まえ、こういった意見があったという内容も含めて、この都市計画

審議会で審議いただくことになる。 

  この審議の結果、承認されれば、都市計画の決定・告示という流れになる。 

  地区計画の場合、地権者にまず意見をいただくところが、先ほどの用途地域の説明と

尐し違うところである。 

  以上で都市計画の内容の説明を終わりたい。 

 

≪ご意見・ご質問≫ 
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○会長 

  今の説明に対し質問、意見があればお願いしたい。 

○委員 

  大きく２点。１点目、PPT資料５P14に原則的に市街化調整区域は開発が禁止されてい

るが、都市計画法第34条に該当する分については市街化調整区域であっても開発が可能

だという根拠で、地区計画で定められた内容に適合している分については、この34条の1

0号で可能だという。この工業団地を地区計画で定めることで市街化調整区域に開発が可

能とするわけだが、現在まで佐賀市内、あるいは県内で、こういった工業団地で、地区

計画を定めることにより、市街化調整区域の開発許可を取ってある、地区計画で開発が

認められたケースがあるかどうかわかれば教えてほしい。 

  もう一つが、既に計画がかなり進んだ状況である。基本設計もされているし、地元の

説明も近々されている。もう既に事業は進んで、ここ（都市計画審議会）でノーが言え

ない状況である。こういう勉強会をするタイミングは非常に難しく、早過ぎても、遅過

ぎてもいけない。いつ都計審に説明するかというのは非常に難しいと思うが、タイミン

グをもう一回検討していただければといった意見を持っている。 

○事務局（都市政策課） 

  １点目の質問について、市内で工業団地を地区計画を使って開発をした例は、今回が

初めてである。 

○会長 

  久保泉（工業団地）はやっているでしょう（地区計画を使って工業団地を開発してい

るでしょう）。 

○事務局（都市政策課） 

  もちろん佐賀市ではないが、ほかの自治体では例がある。 

○委員 

  では、現に今あるやつ（工業団地）は、どういうことで調整を、整備したのか。 

○建築指導課 

  久保泉第２工業団地については、都市計画法第34条第14号の開発審査会に諮って許可

ができるという基準があり、そちらを使って開発許可がなされている。 

○会長 
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  開発計画について概要を教えて欲しい。 

○建築指導課 

  第34条第14号について、佐賀市久保泉第２工業団地は、当時佐賀県の開発審査会の議

を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないということで許可して

いる。 

○会長 

  ほかにはどんな手法があるのか。工業団地をつくろうとするとき、第34条第10号と第1

4号と、それ以外にはどんな方法が考えられるか。 

○建築指導課 

  調整区域の工業団地の許可の基準は、第10号の地区計画、第14号の開発審査会の議を

経て個別に許可をする２つの方法になる。今回は、都市計画法で地区計画を決定して開

発をする形で計画している。 

○会長 

  開発審査会は佐賀市でできるのか。 

○建築指導課 

  開発審査会は、平成26年から佐賀市が特例市になっているため、開発審査会を設け

て、必要に応じて許可をしている物件もある。 

○会長 

  それは審査する常設の委員会があるのか。 

○建築指導課 

  ある。都市計画法の第14号の基準に基づいて議を経る審査会である。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  質問の１つ目が、佐賀市が持っている工業団地はあとどのくらい残っているのか。 

  もう一つは、何か工業振興課の企業誘致のほうで（誘致企業の）情報等があればお願

いしたい。 

○事務局（工業振興課） 

  まず、現在分譲できる物件だが、久保泉の第２工業団地は28年度中に完売をしてお
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り、分譲できる物件は現在ない。特に佐賀市を中心とした佐賀県中部地域には、現在、

分譲できる物件はない状態である。 

  それから、製造業を中心に、特に自動車関連の製造関係の企業の引き合いが数社あ

る。 

○委員 

  現状では（具体的な企業について）なかなか言えないというところなのか。 

○事務局（工業振興課） 

  はい。具体的に交渉に入ることができない状況であるため、（具体的な）企業（名）

は申し上げることができない。 

○委員 

  わかった。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  工業団地のつくり方には２つ方法があり、都市計画法にのっとった地区計画の選択メ

ニューなどもあって、近隣の住宅に配慮した工業団地になるということは地域住民とし

ては大変喜ばしいことだと思っている。 

  PPT資料５P26の５で、建築物等の高さの最高限度が15メートルと書かれているが、建

物の例で15メートルというのを教えて欲しい。 

○事務局（都市政策課） 

  大体15メートルというと、一般の建物で４階建てを指している。ただ、このほかの制

限で、敷地から道路に面する部分は５メートル、隣地では２メートル引いて建ててもら

うため、見え方としては、大分離れたところに最高でも４階建てが建てられるというよ

うな制限になっている。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  この辺は遺跡とかがたくさんあるところだと思うが、この地域はそういう遺跡調査は

あったのか。 
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○事務局（工業振興課） 

  文化財調査は終わっており、埋蔵文化財はないということが確認できている。 

○委員 

  もし出てきたら（工事を）ストップするのか。（遺跡は）もうないということか。 

○事務局（工業振興課） 

  調査で、もうないということが確認できている。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  PPT資料５P04に、最初は分譲住宅用地として、開発許可、文化財調査も完了と書いて

いる。その下に、工業団地開発の場合、再申請が必要というのはこのとおりだと思う。 

  本来の目的が進められないまま、違った形で次のプロジェクトが進められる、この辺

がこの審議会の大きな意味もあるのではかと思う。 

  しかし、この地域の方々の要望で今回、地域開発の決定が望まれたのであれば、こう

いう形で工業団地の開発が法的に適法化されて進められることは基本的にいいことだと

思う。 

  では、この分譲住宅用地としての最初の全ての調査開発の区域と、今回、工業団地開

発の区域は、全て同じエリアなのか。 

○事務局（工業振興課） 

  現在、示している区域というのが、7.7ヘクタールで、民間の住宅開発で予定されてい

た広さは約5.3ヘクタールである。この開発を進めるに当たり、拡充して開発することと

している。 

○委員 

  地域の方々の要望に沿うような形で、進められて結構だと思う。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  PPT資料５P09の②の一番上に、過去の住宅開発が中断して、工業用地にするのは、理

屈がわからない。住宅開発は住宅開発、ここでは工業団地なので、中断したからここが
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いいというのは、ちょっと理屈に反する気がする。 

  つまり、住宅地が隣接しているため、ここに工業（団地がくること）が必ずしもいい

のかという議論は近隣の方々にとってはあるのではないか。現在お住まいの方々のこと

は十分配慮する必要がある。 

  一方で工業団地が佐賀市にとって大事だということは認識されるが、佐賀市の土地開

発公社の工業化、団地化する用地がないとのことだが、佐賀市域全体、公社以外でも工

業に適当な土地というのはないのか。 

  工業（振興課）側の要請で、市街化調整区域に工業団地を持ってきたいという理屈や

データを示していただきたい。次回でも構わない。 

○会長 

  確かに、これは理屈が合わない。住宅地として許可したのと違うのと。地元の人たち

が工業団地でもいいと言ったのか。住宅が無理で、工業団地のような公的な誘致可能な

やつで、何らかの形で埋めてくださいと言ったのか。 

○事務局（工業振興課） 

  昨年から１年間かけて、近隣を含めて説明している。住宅開発の計画が中止されたの

が10年前、現場が耕作放棄地となっており、このまま放っておくより何らかの開発をお

願いしたい（という要望があった）のが１点である。 

  そして、（その）要望は、民間の工業団地をつくるより、行政が中に入ったほうが住

民としては安心感があるというのが２点である。そうであればということで、我々（行

政）が入って工業団地として管理をさせてほしいと申し出をさせていただいている。 

○会長 

  ここは地区計画をつくらずに民間で工場を建てようとすると、多くの制限がかかる。

地区計画をちゃんとつくって、きちっとした容積率、建蔽率を掛けて、いろんなものを

やっていけば、よりレベルの高いものがつくれるということは事実か。 

○事務局（都市政策課） 

  民間でやっても、行政がするに当たっても地区計画の策定が必要になる。 

○会長 

  これは地区計画をつくってやらないと、所有者がここに工場をつくることはあり得な

いのか。 
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○事務局（都市政策課） 

  そうである。 

○会長 

  ほかにないか。 

○委員 

  PPT資料５P30に今後のスケジュール（案）があるが、関係自治会への説明会での反応

とか様子を知りたい。 

  それと上から３つ目、地権者への縦覧及び意見書の提出、地権者というのは土地の所

有者だから、農地法の許可がおりて転用許可がおりて開発業者が取得した状態であるの

か、それとも、もとの許可はおりているが、所有権移転まで入っていないから、代金決

済が入っていなくて、もとの農家の方が持っている状態なのか。 

  地権者とは所有者だけで、近隣の住民は含まれないのか。 

○事務局（都市政策課） 

  １点目の関係自治会（への説明会）での都市計画に関する質問については、高さの部

分である。高さが15メートルというのが具体的にわからない、どのくらいなのか、高過

ぎるのではないかという内容の質問はいただいたが、それ以外に、この地区計画の内容

で何か指摘をいただいたものはなかった。 

  それから、２点目、地権者とは法律上は地権者及び土地の利害関係者というふうに

なっている。土地を持っていらっしゃる方、またはその土地に権利などが発生している

方が含まれている。周りの住民は含まれていない。また、土地の所有は、まだ土地の所

有者、今現在の農家さんなど、のままである。 

○会長 

  ほかにないか。 

  先ほど委員さんが言ったことは、実は根本的な話で、この勉強会をどの時期にやるか

というのは。ちなみにこれ（工業団地）は議会で議論するのか。 

○委員 

  議論する。 

○会長 

  それはいつごろか。 
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○委員 

  ３月議会のときに。 

○会長 

  どこを先に議論を始めるか、地元の人なのか、議会なのか、我々（都市計画審議会）

ということか。この順番が行政の方々が多分一番気を使われることと思う。この時期、

すなわち関係自治会の説明会が済んで、公聴会あるいは意見書の提出をやる前というよ

うな時期が妥当なのかどうかは、非常に重要なことだと思う。 

○委員 

  この用途地域の計画も含めて、タイミングが果たしていいのかどうか。 

○会長 

  議会との関係とか、地元との関係とか、どっちが先行して議論をするか、常に考えな

がらやっていく。ただし、ここ（都市計画審議会）が否決すれば、全て止まるというこ

とだけは確実である。しかもそれは多数決で決まる。そういう権限を持ったところ、最

終的な判断をする場所になる。今の間だったら意見がいろいろ言えて、変更的なことも

可能である。 

  今８月で、（次の都市計画審議会の予定が）11月だから、意見を出しておいていただ

ければ助かる。 

○会長 

  ほかにないか。 

○会長 

  では、私から。これは堤防のところから、嘉瀬川の堤防はもう完成しているのか。堤

防が、未完成な部分と完成の部分とある。もうあそこの（嘉瀬川の）堤防は完成形に

なっているのか。 

○事務局長 

  整備計画上、堤防はもう既に完成しているという認識である。７月豪雤のときに相当

雤が降って、嘉瀬川ダムからも放流があり、1,000ｔ／秒ぐらいの、結構大きい放流も

あったが、浸水等はしていない。 

○会長 

  防災上の問題が、すぐ横にあるため、非常に重要なことである。現在、左岸側のアマ
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ンディのところが、無堤区間の工事を始めている。あそこが完成すると、どこで（堤防

が）壊れるかがわからなくなる。現状ではあそこのところから越流することがわかって

いる。もうすぐ完成するので、今度はどこで切れるかがわからない。例えば、モグラが

穴を掘っていただけでも壊れる可能性がある。どこが切れるかがわからなくなるといっ

たときに、これだけ堤防から近いと、そのことは十分あれ（考慮）しておかないと、売

れなくなる可能性がある。鬼怒川のようなことが起こったわけだから、それを当然、企

業は考えてくるということも頭の中に入れておかないと、苦労することかもしれない。 

  ただし、土地をあげる（盛土する）と、周りの人たちが当然ノーと言うだろうから、

（遊水地を）つくって、地元の人たちにも役に立つようなことを考えるとか、いろんな

ことを考えていかないと、洪水との関係でうまくいかないこともある。そうすると、地

元の人たちに防災関係のところでも重要な拠点になるということも、何か計画の中に入

れておいたほうがいいかもしれない。 

  それをいつの時点で議論するかが、非常に重要なことだと感じている。 

 ほかにないか。 

○委員 

  今、（都市計画審議会の勉強会で議論するタイミングについて）考え方だけ、言って

もらっていいか。 

○事務局（都市政策課） 

  都市計画審議会の勉強会にかけるタイミングについては、都市計画審議会の委員に対

しては地元説明会での感触も含めて出したいと考えている。そういう意味で、今の時期

としている。 

  その前からということであれば、そこ（住民説明会）の感触抜きで、素案のみの説明

になる。ただ、今後のタイミングについては、会長にも相談をしながら検討したいと

思っている。 

○会長 

  これからもどんどん皆さん意見を言っておいて欲しい。きょうみたいに出ていると私

たちも緊張して、いつの時点にセッティングするのが正しいのかということを悩んでい

きたいと思う。行政側と私とで尐し調整させていただきたい。よろしいか。 

  それでは、きょうは勉強会であるので、議決は必要ない。これで２つの議題について
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終わった。 

  その他について、行政の側から何かあるか。 

○事務局（都市政策課） 

  事務局から、次回の審議会は、今回の勉強会を踏まえた審議になる。今のところ11月

ごろに開催したいと思っている。新規事項が決定次第、後日日程調整したい。 

○会長 

  その他、委員の方から何か都市計画上、何か問題にするようなことはないか。 

○委員 

  11月にみんなで決をとる。しかも重大な責務だと実感している。住民説明会、議会、

公聴会や意見書、ずっと議論が積み上がってきた中での最後の決定する機関である。そ

れらの積み上がってきた意見書、議会の質疑、説明会での状況、そういうものの資料が

そのとき出るのか。そのとき見て、我々が決定をする。積み上げられてきたものをいつ

の段階で我々は見て結論を出すのか。 

○会長 

  きょう言っておいてもらったほうがいい。例えば、地元説明会のやつを全部リストと

して挙げてくださいとか、それ以外のところでどういう意見が出たかを一覧表にして欲

しいとか。 

○委員 

  通常、（どうしているのか。）これまで過去の様子が全然想像つかないので。 

○会長 

  大体出てきている。そういうふうな要求をしておけば。 

○委員 

  要求してか。 

○事務局（都市政策課） 

  今回は勉強会だったため、当日資料を配布したが、都市計画審議会の審議になると、

２週間前までに委員に資料を送付する予定になっている。その中に、もし意見書などが

あれば、それも一緒につけてというところで考えている。 

○会長 

  そういうふうに言ってもらった方がいい、こんな資料が欲しいと。 
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○委員 

  流れがよくわかった。 

○会長 

  （過去に）この都市計画審議会で二、三回ペンディング（保留）したことがある。微

妙な問題であったため。こちらがまだ十分に審議できる状況にないということであれば

延期することは可能である。何が何でも11月に必ず議決するということを決めているわ

けではない。次回の正式な委員会（審議会）のときにはそういうふうに言ってもらって

構わない。意見が欲しい。必ずしもそこで決着をつけるということではない。よろしい

か。 

  それでは、時間が来たので、事務局にお返しする。 

○事務局（都市政策課） 

  それでは、これをもって佐賀市都市計画審議会を閉会させていただく。 

 


