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様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号    

会会会会        議議議議        録録録録    

    

会議名会議名会議名会議名    

（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））    
    平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    第第第第４４４４回回回回    川西市都市計画審議会川西市都市計画審議会川西市都市計画審議会川西市都市計画審議会    

事務局事務局事務局事務局    

（（（（担当課担当課担当課担当課））））    
    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり部部部部    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進室推進室推進室推進室    都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    内線内線内線内線（（（（２９２３２９２３２９２３２９２３））））    

開催時間開催時間開催時間開催時間        平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年    １１１１月月月月    ２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））    

開催場所開催場所開催場所開催場所        川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所    ４４４４階階階階    庁議室庁議室庁議室庁議室    

委委委委    員員員員    

（（（（敬称略敬称略敬称略敬称略））））    

古川古川古川古川・・・・古江古江古江古江・・・・四谷四谷四谷四谷・・・・黒田黒田黒田黒田・・・・宮坂宮坂宮坂宮坂・・・・秋田秋田秋田秋田・・・・土田土田土田土田・・・・江見江見江見江見・・・・宮路宮路宮路宮路・・・・金井金井金井金井・・・・    

米津米津米津米津・・・・田中田中田中田中    

関係人関係人関係人関係人    畑尾畑尾畑尾畑尾    

出出出出

席席席席

者者者者    
事務局事務局事務局事務局    菅原菅原菅原菅原・・・・芝芝芝芝・・・・廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬・・・・岡本岡本岡本岡本・・・・萩倉萩倉萩倉萩倉・・・・堀内堀内堀内堀内・・・・八尾八尾八尾八尾    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    可可可可    傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    ２２２２名名名名    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不一部不一部不一部不

可可可可のののの場合場合場合場合はははは、、、、そそそそのののの

理由理由理由理由    

    

    

会議次第会議次第会議次第会議次第    

    

議議議議    題題題題    

（（（（１１１１））））議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    

阪神間都市計画地区計画阪神間都市計画地区計画阪神間都市計画地区計画阪神間都市計画地区計画のののの決定決定決定決定（（（（満願寺町地区地区計画満願寺町地区地区計画満願寺町地区地区計画満願寺町地区地区計画のののの決定決定決定決定））））    

についてについてについてについて（（（（川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定））））    

（（（（２２２２））））議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    

                阪神間都市計画地区計画阪神間都市計画地区計画阪神間都市計画地区計画阪神間都市計画地区計画のののの決定決定決定決定（（（（多田高見台地区地区計画多田高見台地区地区計画多田高見台地区地区計画多田高見台地区地区計画のののの決定決定決定決定））））    

についてについてについてについて（（（（川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定））））    

（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他（（（（事前説明事前説明事前説明事前説明））））                                                                                                                                                                    

阪神間都市計画道路阪神間都市計画道路阪神間都市計画道路阪神間都市計画道路のののの変更変更変更変更（（（（新名神高速道路新名神高速道路新名神高速道路新名神高速道路ほかほかほかほか２２２２路線路線路線路線））））    

についてについてについてについて    

        

    

会議結果会議結果会議結果会議結果    

    

    

（（（（１１１１））））議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり可決可決可決可決されましたされましたされましたされました。。。。    

（（（（２２２２））））議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    原案原案原案原案ののののとおりとおりとおりとおり可決可決可決可決されましたされましたされましたされました。。。。    

    

    

    



 ２ 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    第第第第４４４４回川西市都市計画審議会回川西市都市計画審議会回川西市都市計画審議会回川西市都市計画審議会    議事経過議事経過議事経過議事経過    （（（（H23.1.21H23.1.21H23.1.21H23.1.21））））    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

    

古川会長古川会長古川会長古川会長    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

議議議議        長長長長    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

        おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。    

    本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ、、、、おおおお集集集集まりいただきましてまりいただきましてまりいただきましてまりいただきまして誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。    

    定刻定刻定刻定刻になりましたのでになりましたのでになりましたのでになりましたので、、、、ただただただただ今今今今からからからから、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    第第第第４４４４回回回回「「「「川西市都市計画川西市都市計画川西市都市計画川西市都市計画

審議会審議会審議会審議会」」」」をををを開催開催開催開催させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    開会開会開会開会にあたりましてにあたりましてにあたりましてにあたりまして古川古川古川古川会長会長会長会長よりよりよりより、、、、ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    古古古古    川川川川    会長会長会長会長    よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

        （（（（    会会会会    長長長長    あいさつあいさつあいさつあいさつ    ））））    

    

    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    それではここでそれではここでそれではここでそれではここで、、、、委員委員委員委員のののの出欠出欠出欠出欠につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、ごごごご報告報告報告報告をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。    

    委員委員委員委員１７１７１７１７名名名名のうちのうちのうちのうち、、、、本日本日本日本日ごごごご出席出席出席出席いただいておりますのはいただいておりますのはいただいておりますのはいただいておりますのは１２１２１２１２名名名名でございますでございますでございますでございます。。。。    

    したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、半数以上半数以上半数以上半数以上のののの出席出席出席出席をををを得得得得ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、川西市都市計画審議会川西市都市計画審議会川西市都市計画審議会川西市都市計画審議会

条例条例条例条例    第第第第６６６６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、本日本日本日本日のののの審議会審議会審議会審議会はははは成立成立成立成立いたしましたことをごいたしましたことをごいたしましたことをごいたしましたことをご

報報報報告申告申告申告申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、これよりこれよりこれよりこれより議事進行議事進行議事進行議事進行につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、古川会長古川会長古川会長古川会長におにおにおにお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。古川会長古川会長古川会長古川会長どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、本日本日本日本日のののの審議会次第審議会次第審議会次第審議会次第にににに従従従従いましていましていましていまして議事議事議事議事をををを進進進進めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。        

    議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定（（（（満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定

））））についてについてについてについて（（（（川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定）」）」）」）」をををを議題議題議題議題といたしますといたしますといたしますといたします。。。。    

    なおなおなおなお、、、、本日本日本日本日のののの議案議案議案議案、、、、第第第第１１１１号号号号・・・・第第第第２２２２号号号号につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、昨年昨年昨年昨年１１１１２２２２月月月月１３１３１３１３日付日付日付日付けでけでけでけで

川西市長川西市長川西市長川西市長よりよりよりより付議付議付議付議をををを受受受受けておりけておりけておりけており、、、、そのそのそのその写写写写しをおしをおしをおしをお手元手元手元手元にごにごにごにご用意用意用意用意しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、

恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが、、、、そのそのそのその都度都度都度都度ごごごご確認確認確認確認をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、議案議案議案議案についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局、、、、説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

        

（（（（    事務局事務局事務局事務局    説明説明説明説明    ））））        

    

    説明説明説明説明はははは、、、、終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    

    ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明についてについてについてについて、、、、ごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見等意見等意見等意見等はございませんかはございませんかはございませんかはございませんか。。。。    

    

        確認確認確認確認のののの意味意味意味意味もこめておもこめておもこめておもこめてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。基本的基本的基本的基本的にににに地区計画地区計画地区計画地区計画にににに賛成賛成賛成賛成ですですですです。。。。    

    宝塚市域宝塚市域宝塚市域宝塚市域のののの長尾台地区長尾台地区長尾台地区長尾台地区とふじとふじとふじとふじガガガガ丘地区丘地区丘地区丘地区のののの二二二二つのつのつのつの地区計画地区計画地区計画地区計画といっしょにといっしょにといっしょにといっしょに進進進進めてめてめてめて

きたとのことですがきたとのことですがきたとのことですがきたとのことですが、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市域域域域のののの地区計画地区計画地区計画地区計画とどのようにとどのようにとどのようにとどのように進進進進めてきたかおめてきたかおめてきたかおめてきたかお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

すすすす。。。。    

    

        まずまずまずまず、、、、ルールルールルールルールについてですがについてですがについてですがについてですが、、、、満願寺町満願寺町満願寺町満願寺町のののの戸建住宅地区戸建住宅地区戸建住宅地区戸建住宅地区とふじとふじとふじとふじガガガガ丘町丘町丘町丘町のののの隣接隣接隣接隣接



 ３ 

    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

    

するするするする地区地区地区地区ののののルールルールルールルールはははは同同同同じでございまじでございまじでございまじでございますすすす。。。。またまたまたまた、、、、沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区はははは、、、、長尾台地区長尾台地区長尾台地区長尾台地区とととと「「「「

建築物建築物建築物建築物のののの敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積のののの最低限度最低限度最低限度最低限度」」」」のののの制限制限制限制限がががが異異異異なるほかなるほかなるほかなるほか、、、、同同同同じじじじ内容内容内容内容としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    当地区当地区当地区当地区のののの地区計画策定地区計画策定地区計画策定地区計画策定にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、長尾台地区長尾台地区長尾台地区長尾台地区からからからから満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区へへへへ、、、、３３３３地地地地区区区区

一体一体一体一体でまちづくりをでまちづくりをでまちづくりをでまちづくりを行行行行おうとおうとおうとおうと声声声声かけがありかけがありかけがありかけがあり、、、、活動活動活動活動がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。行政区域行政区域行政区域行政区域がががが異異異異

なることよりなることよりなることよりなることより、、、、時期時期時期時期ととととルールルールルールルールのののの整合整合整合整合をををを図図図図りながらりながらりながらりながら進進進進めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。    

    

    川西市川西市川西市川西市のののの場合場合場合場合、、、、どこにどこにどこにどこに行行行行ってもってもってもっても山山山山やややや谷谷谷谷がありますがありますがありますがあります。。。。当地区当地区当地区当地区にないかもわかりまにないかもわかりまにないかもわかりまにないかもわかりま

せんがせんがせんがせんが、、、、急傾斜地急傾斜地急傾斜地急傾斜地やそれにまつわるやそれにまつわるやそれにまつわるやそれにまつわる危険地域危険地域危険地域危険地域についてについてについてについて把握把握把握把握はされていますかはされていますかはされていますかはされていますか。。。。    

    

    先先先先ずずずず、、、、砂防区域砂防区域砂防区域砂防区域ですがですがですがですが、、、、川西市域内川西市域内川西市域内川西市域内にはにはにはには指定指定指定指定されされされされていませんていませんていませんていません。。。。しかししかししかししかし、、、、川西市川西市川西市川西市

域域域域をををを除除除除くくくく、、、、宝塚市域宝塚市域宝塚市域宝塚市域はすべてはすべてはすべてはすべて指定指定指定指定がなされておりがなされておりがなされておりがなされており、、、、そのそのそのその範囲範囲範囲範囲はははは、、、、川西市川西市川西市川西市のののの湯山台湯山台湯山台湯山台

、、、、萩原台地区萩原台地区萩原台地区萩原台地区までまでまでまで指定指定指定指定がなされていますがなされていますがなされていますがなされています。。。。    

    またまたまたまた、、、、急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所、、、、土石流危険渓流土石流危険渓流土石流危険渓流土石流危険渓流のののの箇所箇所箇所箇所につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、川西市川西市川西市川西市

のののの防災計画防災計画防災計画防災計画にににに表示表示表示表示されておりされておりされておりされており、、、、市民市民市民市民のののの方方方方にににに認識認識認識認識してしてしてしていただけるよういただけるよういただけるよういただけるよう公開公開公開公開されていされていされていされてい

ますますますます。。。。    

    そのそのそのその他他他他としてとしてとしてとして、、、、宝塚宝塚宝塚宝塚市側市側市側市側ではではではでは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日にににに、、、、砂防災害警戒区域砂防災害警戒区域砂防災害警戒区域砂防災害警戒区域とととと

してしてしてして兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ににににおいておいておいておいて指定指定指定指定されていますされていますされていますされています。。。。    

    

    満願寺区域満願寺区域満願寺区域満願寺区域にかかわりますのでにかかわりますのでにかかわりますのでにかかわりますので、、、、指定指定指定指定されたされたされたされた区域区域区域区域についてについてについてについて、、、、前前前前のののの図図図図でででで示示示示してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。    

    

    （（（（スクリーンスクリーンスクリーンスクリーンのののの画面画面画面画面をををを示示示示ししししながらながらながらながら））））砂防区域砂防区域砂防区域砂防区域はははは、、、、川西市域川西市域川西市域川西市域をををを除除除除くくくく宝塚市域宝塚市域宝塚市域宝塚市域がががが全全全全

てててて入入入入っていますっていますっていますっています。。。。急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所とととと土石流危険渓流土石流危険渓流土石流危険渓流土石流危険渓流についてはについてはについてはについては、、、、渓流渓流渓流渓流にかにかにかにか

かっていますのでかっていますのでかっていますのでかっていますので明確明確明確明確にににに表現表現表現表現はははは難難難難しいのですがしいのですがしいのですがしいのですが、、、、部分的部分的部分的部分的にににに渓流渓流渓流渓流のあるこののあるこののあるこののあるこの付近付近付近付近にににに

かかっていますかかっていますかかっていますかかっています。。。。    

    

    当審議当審議当審議当審議のののの区域区域区域区域にはにはにはには入入入入っていないのですかっていないのですかっていないのですかっていないのですか。。。。    

    

    若干若干若干若干ですがですがですがですが、、、、急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所急傾斜地崩壊危険箇所のののの斜面地斜面地斜面地斜面地ではありませんがではありませんがではありませんがではありませんが、、、、危険危険危険危険のののの及及及及ぶぶぶぶ区区区区

域域域域がががが川西市域川西市域川西市域川西市域にもかかってまいりますにもかかってまいりますにもかかってまいりますにもかかってまいります。。。。    

    

    宝塚市域宝塚市域宝塚市域宝塚市域にににに砂防地域砂防地域砂防地域砂防地域があるとのことでがあるとのことでがあるとのことでがあるとのことで、、、、広域行政広域行政広域行政広域行政へへへへのののの意味合意味合意味合意味合いもありますいもありますいもありますいもありますがががが、、、、

住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが地区計画地区計画地区計画地区計画をををを定定定定めたということはめたということはめたということはめたということは、、、、安全安心安全安心安全安心安全安心にににに暮暮暮暮らしていきたらしていきたらしていきたらしていきた

いいいいというというというという意識意識意識意識からだからだからだからだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そういったそういったそういったそういった意識意識意識意識をををを受受受受けけけけ止止止止めればめればめればめれば、、、、市域市域市域市域のののの隔隔隔隔たりたりたりたり

なくしっかりなくしっかりなくしっかりなくしっかり地域地域地域地域をををを守守守守っていくようにしていただきたいっていくようにしていただきたいっていくようにしていただきたいっていくようにしていただきたいということをということをということをということを意見意見意見意見としとしとしとし

てててて申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

    意見意見意見意見ということでおということでおということでおということでお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。本日本日本日本日、、、、関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関としてとしてとしてとして田中委員田中委員田中委員田中委員がおられがおられがおられがおられ

ますのでますのでますのでますので、、、、意見意見意見意見があればおがあればおがあればおがあればお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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委委委委        員員員員    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    地区計画地区計画地区計画地区計画ということではということではということではということでは、、、、当地区当地区当地区当地区はははは市域市域市域市域をまたいでをまたいでをまたいでをまたいで同一同一同一同一ののののコミコミコミコミュニティュニティュニティュニティをををを形成形成形成形成

しているということですのでしているということですのでしているということですのでしているということですので、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり定定定定めてめてめてめて、、、、良好良好良好良好なななな環境環境環境環境をををを守守守守ってってってって

いければといければといければといければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。賛成賛成賛成賛成ということでおということでおということでおということでお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

    

    地元地元地元地元からのからのからのからの地地地地区計画区計画区計画区計画のののの提案提案提案提案がががが８８８８月月月月２２２２日日日日にありにありにありにあり、、、、縦覧縦覧縦覧縦覧がががが９９９９月月月月、、、、付議付議付議付議がががが１２１２１２１２月月月月といといといとい

うことですがうことですがうことですがうことですが、、、、短短短短いいいい期間期間期間期間でででで原案原案原案原案をどのようにをどのようにをどのようにをどのように、、、、またまたまたまた、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民ににににどのようにどのようにどのようにどのように説明説明説明説明

されてされてされてされて作成作成作成作成されたのでしょうかされたのでしょうかされたのでしょうかされたのでしょうか。。。。    

    

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月２２２２日日日日にににに地区計画地区計画地区計画地区計画のののの地元案地元案地元案地元案がががが提出提出提出提出されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、もともともともともともともともと平成平成平成平成１１１１

９９９９年年年年にににに長尾台長尾台長尾台長尾台からからからから声声声声かけがありかけがありかけがありかけがあり、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年度度度度、、、、２１２１２１２１年年年年度度度度とととと２２２２回回回回ののののアンケートアンケートアンケートアンケートをををを

行行行行うなどしてうなどしてうなどしてうなどして約約約約１８０１８０１８０１８０区画区画区画区画あるあるあるある住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いいいい内容内容内容内容をををを定定定定めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。まままま

たたたた、、、、そのそのそのその過程過程過程過程でででで宝塚市域宝塚市域宝塚市域宝塚市域のののの２２２２地区地区地区地区とととと合同会議合同会議合同会議合同会議をするなどしてをするなどしてをするなどしてをするなどして話話話話しししし合合合合いをいをいをいを行行行行いながいながいながいなが

らららら進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。    

    

    地域地域地域地域のののの総意総意総意総意でででで決決決決めるめるめるめる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。川西市川西市川西市川西市のののの職員職員職員職員がががが宝塚市側宝塚市側宝塚市側宝塚市側のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり協協協協

議会議会議会議会にににに出席出席出席出席しししし、、、、またまたまたまた、、、、満願寺町満願寺町満願寺町満願寺町のののの協議会協議会協議会協議会にはにはにはには宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市のののの職員職員職員職員がががが出席出席出席出席するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの地区地区地区地区のののの役員役員役員役員もももも隣接地区隣接地区隣接地区隣接地区のののの状況状況状況状況のののの把握把握把握把握するためそれぞれのするためそれぞれのするためそれぞれのするためそれぞれの協議会協議会協議会協議会へへへへ参参参参

加加加加するなどしてするなどしてするなどしてするなどして情報情報情報情報のののの共有共有共有共有にもにもにもにも努努努努めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。    

    

    満願寺町満願寺町満願寺町満願寺町のののの１８０１８０１８０１８０区画区画区画区画のののの住民住民住民住民のうちどれくらいがのうちどれくらいがのうちどれくらいがのうちどれくらいが賛成賛成賛成賛成でででで、、、、どのようなどのようなどのようなどのような経過経過経過経過でででで進進進進

められたかめられたかめられたかめられたか。。。。    

    

    満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区にはにはにはには約約約約１８０１８０１８０１８０区画区画区画区画にににに１６１１６１１６１１６１名名名名のののの代表権利者代表権利者代表権利者代表権利者がおられますがおられますがおられますがおられます。。。。総会総会総会総会でででで

はははは１１６１１６１１６１１６名名名名、、、、約約約約７２７２７２７２％％％％のののの賛成賛成賛成賛成のののの決議決議決議決議をををを取取取取っていますっていますっていますっています。。。。そのそのそのその結果結果結果結果としてとしてとしてとして地元案地元案地元案地元案をををを提提提提

出出出出していただきそれをしていただきそれをしていただきそれをしていただきそれを市市市市のののの原案原案原案原案としていますとしていますとしていますとしています。。。。またまたまたまた、、、、賛成賛成賛成賛成のののの決議決議決議決議をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた方方方方

以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターなどでなどでなどでなどで情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するなどのするなどのするなどのするなどの経過経過経過経過をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、総会総会総会総会のののの決決決決

議議議議にいたっていますにいたっていますにいたっていますにいたっています。。。。    

    

    ７２７２７２７２％％％％がががが高高高高いのかいのかいのかいのか低低低低いのがわかりませんがいのがわかりませんがいのがわかりませんがいのがわかりませんが、、、、短短短短いいいい期間期間期間期間でででで７２７２７２７２％％％％というのはどうというのはどうというのはどうというのはどう

かとかとかとかと思思思思うううう。。。。全員全員全員全員にににに意見意見意見意見がががが伝伝伝伝わっているのかわっているのかわっているのかわっているのか。。。。    

    

    住民案住民案住民案住民案がががが提出提出提出提出されてされてされてされて、、、、現在現在現在現在までまでまでまで半年半年半年半年ほどでございますがほどでございますがほどでございますがほどでございますが、、、、地元地元地元地元のののの協議協議協議協議としましとしましとしましとしまし

てはてはてはては平成平成平成平成１９１９１９１９年以降年以降年以降年以降、、、、３３３３年以上年以上年以上年以上のののの協議協議協議協議をををを行行行行ってってってってまいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。そのそのそのその中中中中でででで住民意見住民意見住民意見住民意見

がまとまったとがまとまったとがまとまったとがまとまったと考考考考えておりますのでえておりますのでえておりますのでえておりますので、、、、ごごごご理解理解理解理解いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    賛成賛成賛成賛成のののの決議決議決議決議がががが７２７２７２７２％％％％ということですがということですがということですがということですが、、、、住民住民住民住民のののの方方方方でででで、、、、賛成賛成賛成賛成できないとできないとできないとできないといういういういう方方方方のののの

意見意見意見意見にはどのようなものがありましたかにはどのようなものがありましたかにはどのようなものがありましたかにはどのようなものがありましたか。。。。    
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事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

委委委委        員員員員    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

議議議議        長長長長    

    満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区満願寺町地区においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画そのものにそのものにそのものにそのものに反対反対反対反対というというというという意見意見意見意見はははは特特特特にございまにございまにございまにございま

せんでしたがせんでしたがせんでしたがせんでしたが、、、、ただただただただ、、、、協議協議協議協議のののの中中中中でででで、、、、沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区のののの「「「「建築物建築物建築物建築物のののの敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積のののの最低限最低限最低限最低限

度度度度」」」」をををを１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡にするかにするかにするかにするか１２０１２０１２０１２０㎡㎡㎡㎡にするかについてはにするかについてはにするかについてはにするかについては意見意見意見意見がががが分分分分かれましたかれましたかれましたかれました。。。。それそれそれそれ

らについてらについてらについてらについて土地所有者土地所有者土地所有者土地所有者などとなどとなどとなどと話話話話しししし合合合合いがなされたうえいがなされたうえいがなされたうえいがなされたうえ、、、、当計画当計画当計画当計画となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

    

    戸建住宅地区戸建住宅地区戸建住宅地区戸建住宅地区はははは１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡でででで沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区はははは１２０１２０１２０１２０㎡㎡㎡㎡とのことですがとのことですがとのことですがとのことですが、、、、両地区両地区両地区両地区にににに

同一同一同一同一のののの制限制限制限制限をををを設設設設けなかったけなかったけなかったけなかった理由理由理由理由をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    

    

    前前前前ののののスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンのののの図面図面図面図面にもにもにもにも示示示示すとおりすとおりすとおりすとおり、、、、戸建住宅地区戸建住宅地区戸建住宅地区戸建住宅地区はふじはふじはふじはふじガガガガ丘地区丘地区丘地区丘地区とととと一体一体一体一体でででで

造成造成造成造成されておりされておりされておりされており、、、、全全全全てのてのてのての区画区画区画区画でででで１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上をををを確保確保確保確保されていますされていますされていますされています。。。。沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区沿道住宅地区

はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで川西市川西市川西市川西市のののの開発指導要綱開発指導要綱開発指導要綱開発指導要綱でででで１２０１２０１２０１２０㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上というというというという指導指導指導指導によりまちなみをによりまちなみをによりまちなみをによりまちなみを

作作作作ってきたってきたってきたってきた経緯経緯経緯経緯がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので１２０１２０１２０１２０㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上とさせていただきましたとさせていただきましたとさせていただきましたとさせていただきました。。。。    

    

    他他他他にににに、、、、ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

（（（（    「「「「    なななな    しししし    」」」」のののの声声声声ありありありあり    ））））    

    

ごごごご意見等意見等意見等意見等がないようですのでがないようですのでがないようですのでがないようですので、、、、質疑質疑質疑質疑はははは終結終結終結終結させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、採決採決採決採決にににに入入入入らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。    

    おおおお諮諮諮諮りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。    

        議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定（（（（満願寺町満願寺町満願寺町満願寺町地区地区地区地区    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定

））））についてについてについてについて（（（（川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定）」）」）」）」をををを、、、、原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定することとしてすることとしてすることとしてすることとして、、、、ごごごご異議異議異議異議ござござござござ

いませんかいませんかいませんかいませんか。。。。    

    

            （（（（    「「「「    異議異議異議異議なしなしなしなし    」」」」のののの声声声声ありありありあり    ））））    

        

    ごごごご異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。    

        議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。    

    つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、本審議会本審議会本審議会本審議会でででで決定決定決定決定されましたされましたされましたされました当該議案当該議案当該議案当該議案はははは、、、、原案原案原案原案どおりとしてどおりとしてどおりとしてどおりとして川西川西川西川西

市長市長市長市長にににに答申答申答申答申させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、答申答申答申答申（（（（案案案案））））についてはについてはについてはについては、、、、後後後後ほどまとめてほどまとめてほどまとめてほどまとめて事務局事務局事務局事務局よりよりよりより配布配布配布配布させていたさせていたさせていたさせていた

だきますだきますだきますだきます。。。。    

    

        続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号「「「「阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定（（（（多田高見台地区多田高見台地区多田高見台地区多田高見台地区

地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定））））についてについてについてについて（（（（川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定）」）」）」）」をををを議題議題議題議題といたしますといたしますといたしますといたします。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、議案議案議案議案についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局、、、、説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

        （（（（    事務局事務局事務局事務局    説明説明説明説明    ））））        

    

    説明説明説明説明はははは、、、、終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    
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委委委委        員員員員    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明についてについてについてについて、、、、ごごごご質問質問質問質問、、、、ごごごご意見等意見等意見等意見等はございませんかはございませんかはございませんかはございませんか。。。。    

    

    地区計画地区計画地区計画地区計画はははは賛成賛成賛成賛成でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、当該地区当該地区当該地区当該地区にににに行行行行くまではくまではくまではくまでは大変大変大変大変なななな道路状況道路状況道路状況道路状況でござでござでござでござ

いますいますいますいます。。。。そのそのそのその件件件件についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような考考考考えをおえをおえをおえをお持持持持ちかおちかおちかおちかお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

    道路道路道路道路についてはについてはについてはについては、、、、都市計画道路以外都市計画道路以外都市計画道路以外都市計画道路以外にににに県道県道県道県道、、、、市道市道市道市道、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの道路道路道路道路などもなどもなどもなどもありありありあり

ますますますます。。。。都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定されるされるされるされる道路道路道路道路についてはについてはについてはについては、、、、市市市市のののの総合計画総合計画総合計画総合計画やややや都市計画都市計画都市計画都市計画マスタープマスタープマスタープマスタープ

ランランランランなどになどになどになどにリンクリンクリンクリンクするようするようするようするよう位置位置位置位置づけられていますづけられていますづけられていますづけられています。。。。またまたまたまた、、、、地区地区地区地区のののの生活道路網生活道路網生活道路網生活道路網などなどなどなど

についてはについてはについてはについては、、、、整備計画整備計画整備計画整備計画などはなどはなどはなどは持持持持ちちちち合合合合わせていませんがわせていませんがわせていませんがわせていませんが、、、、今後今後今後今後、、、、歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全面安全面安全面安全面なななな

どどどど高齢者対策高齢者対策高齢者対策高齢者対策などもなどもなどもなども大切大切大切大切でありまでありまでありまでありますのですのですのですので、、、、委員委員委員委員からおからおからおからお伺伺伺伺いしたいしたいしたいした意見意見意見意見につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

はははは住民意見住民意見住民意見住民意見としてとしてとしてとして担当部局担当部局担当部局担当部局へおへおへおへお伝伝伝伝えさせていただきますえさせていただきますえさせていただきますえさせていただきます。。。。    

    

    意見意見意見意見だけだけだけだけ申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。来年来年来年来年、、、、総合計画総合計画総合計画総合計画がががが作成作成作成作成されるとされるとされるとされると聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。    

    皆皆皆皆さんさんさんさんははははまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり部部部部のののの職員職員職員職員でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、申申申申ししししあげますがあげますがあげますがあげますが、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画だけだけだけだけ

ではではではでは、、、、決決決決してしてしてして安心安全安心安全安心安全安心安全とはいえないとはいえないとはいえないとはいえない状況状況状況状況がありますがありますがありますがあります。。。。地区計画地区計画地区計画地区計画とはとはとはとは別途別途別途別途、、、、道路道路道路道路づづづづ

くりのまちづくりというくりのまちづくりというくりのまちづくりというくりのまちづくりという観点観点観点観点からのからのからのからの対応対応対応対応をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでいただきたいということんでいただきたいということんでいただきたいということんでいただきたいということ

をををを、、、、意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

    このこのこのこの地区地区地区地区にもにもにもにも１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡というというというという制限制限制限制限がかけられるわけですががかけられるわけですががかけられるわけですががかけられるわけですが、、、、当該地区当該地区当該地区当該地区のののの一戸一戸一戸一戸ああああ

たりのたりのたりのたりの敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積のののの広広広広さはどれくらいですかさはどれくらいですかさはどれくらいですかさはどれくらいですか。。。。    

    

    敷地敷地敷地敷地はははは広広広広いところでいところでいところでいところで２８０２８０２８０２８０㎡、㎡、㎡、㎡、狭狭狭狭いところでいところでいところでいところで１００１００１００１００㎡㎡㎡㎡程度程度程度程度のものもありますのものもありますのものもありますのものもあります。。。。

制限制限制限制限よりよりよりより狭狭狭狭いところについてはいところについてはいところについてはいところについては、、、、但但但但しししし書書書書きのきのきのきの規定規定規定規定によりによりによりにより制限制限制限制限がががが適用適用適用適用されないとしされないとしされないとしされないとし

ていますていますていますています。。。。    

    

    敷地敷地敷地敷地のののの狭狭狭狭いところのいところのいところのいところの対応対応対応対応はわかりましたがはわかりましたがはわかりましたがはわかりましたが、、、、筆筆筆筆をををを分分分分けるけるけるける場合場合場合場合、、、、２８０２８０２８０２８０㎡㎡㎡㎡のののの土地土地土地土地

をををを二筆二筆二筆二筆にににに分分分分けるとけるとけるとけると、、、、一筆一筆一筆一筆あたりあたりあたりあたり１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡にににに満満満満たないのでたないのでたないのでたないので、、、、将来将来将来将来、、、、二二二二つにつにつにつに分分分分けられけられけられけられ

ないということですかないということですかないということですかないということですか。。。。    

    

    新新新新たにたにたにたに敷地敷地敷地敷地をををを分割分割分割分割するするするする場合場合場合場合はははは１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上ということなのでということなのでということなのでということなので、、、、単独単独単独単独ではではではでは分筆分筆分筆分筆でででで

きないきないきないきないということになりますということになりますということになりますということになります。。。。ただしただしただしただし、、、、３３３３筆筆筆筆からからからから４４４４筆筆筆筆をををを合筆合筆合筆合筆してしてしてして新新新新たにたにたにたに分割分割分割分割しなしなしなしな

おすということおすということおすということおすということもももも想定想定想定想定していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、当地区当地区当地区当地区はははは建築協定建築協定建築協定建築協定がががが定定定定めめめめられておりられておりられておりられており、、、、

１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡のののの制限制限制限制限がこれまでもございましたがこれまでもございましたがこれまでもございましたがこれまでもございました。。。。    

    

    １５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上というというというという制限制限制限制限はははは、、、、住民住民住民住民のののの方方方方からからからから出出出出たたたた意見意見意見意見ななななのでしょうかのでしょうかのでしょうかのでしょうか。。。。３００３００３００３００㎡㎡㎡㎡

以上以上以上以上あればあればあればあれば分筆分筆分筆分筆できるということですができるということですができるということですができるということですが、、、、近隣近隣近隣近隣にににに都合都合都合都合よくよくよくよく隣地隣地隣地隣地にににに空空空空きききき地地地地があるこがあるこがあるこがあるこ

とはまれだととはまれだととはまれだととはまれだと思思思思いますいますいますいます。。。。そのことについてそのことについてそのことについてそのことについて住民住民住民住民のののの方方方方はははは理解理解理解理解しておられるのでしょしておられるのでしょしておられるのでしょしておられるのでしょ

うかうかうかうか。。。。    

    

    このこのこのこの案案案案はははは、、、、地元地元地元地元からからからから出出出出たたたたことはことはことはことは間違間違間違間違いございませんいございませんいございませんいございません。。。。当該地区当該地区当該地区当該地区はははは以前以前以前以前よりよりよりより建築建築建築建築
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事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

委委委委        員員員員    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

議議議議        長長長長    

    

    

委委委委        員員員員    

協定協定協定協定によりによりによりにより１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡のののの制限制限制限制限ががががありましたありましたありましたありました。。。。またまたまたまた、、、、画面画面画面画面のののの地図地図地図地図をををを見見見見ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい

のですがのですがのですがのですが、、、、地域地域地域地域のののの中中中中のこののこののこののこの位置位置位置位置にににに同一所有者同一所有者同一所有者同一所有者がががが４４４４区画所有区画所有区画所有区画所有しているところがありしているところがありしているところがありしているところがあり

ますますますます。。。。話話話話しししし合合合合いのいのいのいの中中中中でででで、、、、ここがここがここがここが細分化細分化細分化細分化されるされるされるされる恐恐恐恐れがあるということれがあるということれがあるということれがあるということもありもありもありもあり、、、、１５１５１５１５

００００㎡㎡㎡㎡のののの制限制限制限制限をををを継承継承継承継承することとなりましたすることとなりましたすることとなりましたすることとなりました。。。。    

    

補足補足補足補足させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。当該高見台地区当該高見台地区当該高見台地区当該高見台地区はははは第第第第２２２２種中高層住居専用地域種中高層住居専用地域種中高層住居専用地域種中高層住居専用地域でありでありでありであり

、、、、開発指導要綱開発指導要綱開発指導要綱開発指導要綱ではではではでは最低敷地面積最低敷地面積最低敷地面積最低敷地面積はははは１００１００１００１００㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上がががが制限制限制限制限となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。区画区画区画区画はははは

全部全部全部全部でででで８１８１８１８１区画区画区画区画ありありありあり多数多数多数多数のののの区画区画区画区画がががが１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上ありますありますありますあります。。。。１５０１５０１５０１５０㎡㎡㎡㎡未満未満未満未満はははは１７１７１７１７区区区区

画画画画でありでありでありであり、、、、それらについてはそれらについてはそれらについてはそれらについては但但但但しししし書書書書きできできできで救済救済救済救済されることとなっていますされることとなっていますされることとなっていますされることとなっています。。。。    

    

            他他他他にににに、、、、ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

（（（（    「「「「    なななな    しししし    」」」」のののの声声声声ありありありあり    ））））    

    

ごごごご意見等意見等意見等意見等がないようですのでがないようですのでがないようですのでがないようですので、、、、質疑質疑質疑質疑はははは終結終結終結終結させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    それではそれではそれではそれでは、、、、採決採決採決採決にににに入入入入らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。    

    おおおお諮諮諮諮りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。    

        議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号「「「「阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画阪神間都市計画    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決定決定決定決定（（（（多田高見台地区多田高見台地区多田高見台地区多田高見台地区    地区計画地区計画地区計画地区計画のののの決決決決

定定定定））））についてについてについてについて（（（（川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定）」）」）」）」をををを、、、、原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定することとしてすることとしてすることとしてすることとして、、、、ごごごご異議異議異議異議ごごごご

ざいませんかざいませんかざいませんかざいませんか。。。。    

    

            （（（（    「「「「    異議異議異議異議なしなしなしなし    」」」」のののの声声声声ありありありあり    ））））    

    

ごごごご異議異議異議異議なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。    

        議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、答申答申答申答申（（（（案案案案））））につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号とととと併併併併せましてせましてせましてせまして、、、、事務局事務局事務局事務局よりよりよりより配配配配

布布布布しますしますしますします。。。。                

    

議案議案議案議案はははは以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    

    続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、議題議題議題議題（（（（３３３３）「）「）「）「そのそのそのその他他他他」」」」にににに移移移移らせていただきますらせていただきますらせていただきますらせていただきます。。。。    

    議題議題議題議題（（（（３３３３））））はははは事前説明事前説明事前説明事前説明でありますでありますでありますであります。。。。    

それではそれではそれではそれでは、「、「、「、「阪神間都市計画道路阪神間都市計画道路阪神間都市計画道路阪神間都市計画道路のののの変更変更変更変更（（（（新名神高速道路新名神高速道路新名神高速道路新名神高速道路ほかほかほかほか２２２２路線路線路線路線））））についについについについ

てててて」」」」    事務局事務局事務局事務局、、、、説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

（（（（    事務局事務局事務局事務局    説明説明説明説明    ））））    

    

説明説明説明説明はははは終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。    

ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等をおをおをおをお受受受受けいたしますけいたしますけいたしますけいたします。。。。    

    

    今後今後今後今後のためにのためにのためにのために教教教教えてほしいのですがえてほしいのですがえてほしいのですがえてほしいのですが、、、、法法法法面構造面構造面構造面構造にににに変更変更変更変更がががが生生生生じたとのことですがじたとのことですがじたとのことですがじたとのことですが
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関関関関    係係係係    人人人人    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

委委委委        員員員員    

    

関関関関    係係係係    人人人人    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

関関関関    係係係係    人人人人    

    

    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

関関関関    係係係係    人人人人    

    

    

    

委委委委        員員員員    

    

    

関関関関    係係係係    人人人人    

    

    

    

委委委委        員員員員    

、、、、どのようなどのようなどのようなどのような変更変更変更変更がががが生生生生じたのですかじたのですかじたのですかじたのですか。。。。    

    

    矢問畦野線矢問畦野線矢問畦野線矢問畦野線のののの中中中中でででで、、、、今回今回今回今回、、、、法面法面法面法面のののの形形形形がががが変変変変わったわったわったわった箇所箇所箇所箇所についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、当初設計当初設計当初設計当初設計

でででで法面高法面高法面高法面高をををを仮仮仮仮にににに６６６６ｍｍｍｍとしてとしてとしてとして設計設計設計設計されていたものがされていたものがされていたものがされていたものが、、、、現地測量現地測量現地測量現地測量によりによりによりにより地形地形地形地形のののの形状形状形状形状がががが

明確明確明確明確となりとなりとなりとなり、、、、法面法面法面法面のののの長長長長さをさをさをさを７７７７ｍｍｍｍにするなどしてにするなどしてにするなどしてにするなどして変更変更変更変更がなされたものですがなされたものですがなされたものですがなされたものです。。。。    

    

    当初決定当初決定当初決定当初決定はははは最低幅員最低幅員最低幅員最低幅員でででで都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定されていましたがされていましたがされていましたがされていましたが、、、、土質調査土質調査土質調査土質調査やややや詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計をををを

行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、変更変更変更変更がががが生生生生じたとじたとじたとじたと聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。    

    

    当初当初当初当初はははは、、、、アバウトアバウトアバウトアバウトなななな計画計画計画計画だったということですかだったということですかだったということですかだったということですか。。。。    

    

    当初当初当初当初のののの都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定されたされたされたされた際際際際のののの地形地形地形地形のののの縮尺縮尺縮尺縮尺についてはについてはについてはについては、、、、２２２２，，，，５００５００５００５００分分分分のののの１１１１のののの地地地地

形図形図形図形図でででで都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定がなされましたがなされましたがなされましたがなされました。。。。今今今今回回回回、、、、現地現地現地現地のののの詳細測量詳細測量詳細測量詳細測量にににに入入入入りりりり、、、、２５０２５０２５０２５０分分分分のののの

１１１１というというというという高高高高いいいい精度精度精度精度でででで測量測量測量測量をををを行行行行ったところったところったところったところ、、、、それらのそれらのそれらのそれらの条件条件条件条件のののの差差差差によりによりによりにより誤差誤差誤差誤差がががが生生生生じじじじ、、、、

今回変更今回変更今回変更今回変更となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

    

    環境環境環境環境などをなどをなどをなどを配慮配慮配慮配慮してしてしてして、、、、近隣近隣近隣近隣のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに迷惑迷惑迷惑迷惑をかけないようにをかけないようにをかけないようにをかけないように変更変更変更変更するというもするというもするというもするというも

のではないのですかのではないのですかのではないのですかのではないのですか。。。。    

    

    周辺周辺周辺周辺のののの皆様皆様皆様皆様のののの環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮してしてしてして都市計画都市計画都市計画都市計画をををを変更変更変更変更したというものではありませんしたというものではありませんしたというものではありませんしたというものではありません。。。。

ただしただしただしただし、、、、施工施工施工施工にににに当当当当たりましてはたりましてはたりましてはたりましては、、、、住民住民住民住民のののの皆様皆様皆様皆様とととと設計協議設計協議設計協議設計協議をををを、、、、またまたまたまた、、、、実際実際実際実際にににに工事工事工事工事にににに

入入入入るるるる前前前前はははは工事説明工事説明工事説明工事説明をををを行行行行うなどうなどうなどうなどのののの工程工程工程工程でででで今後今後今後今後もももも事業事業事業事業をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    ちなみにちなみにちなみにちなみに、、、、東畦野東畦野東畦野東畦野地区地区地区地区、、、、石道地区石道地区石道地区石道地区についてはについてはについてはについては６６６６車線車線車線車線のののの設計協議設計協議設計協議設計協議のののの承認承認承認承認をいただをいただをいただをいただ

いておりいておりいておりいており、、、、西畦野地区西畦野地区西畦野地区西畦野地区についてもについてもについてもについても協議協議協議協議がまとまっていますがまとまっていますがまとまっていますがまとまっています。。。。    

    

    新名神高速道路新名神高速道路新名神高速道路新名神高速道路のようなのようなのようなのような途切途切途切途切れのないれのないれのないれのない長長長長いいいい道路道路道路道路のののの場合場合場合場合、、、、地下水路地下水路地下水路地下水路のののの水脈水脈水脈水脈をををを切切切切らららら

ないようなないようなないようなないような対応対応対応対応やややや調査調査調査調査はもちろんされていますよねはもちろんされていますよねはもちろんされていますよねはもちろんされていますよね。。。。    

    

    地下水地下水地下水地下水のののの調査調査調査調査についでですがについでですがについでですがについでですが、、、、ネクスコネクスコネクスコネクスコ西日本西日本西日本西日本（（（（西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社））））にににに

よりすでによりすでによりすでによりすでに行行行行われているとわれているとわれているとわれていると聞聞聞聞いていますいていますいていますいています。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、工事実施工事実施工事実施工事実施のののの際際際際にににに影響影響影響影響がががが予測予測予測予測

されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう、、、、継続的継続的継続的継続的にににに調査調査調査調査をををを進進進進めているとのことですめているとのことですめているとのことですめているとのことです。。。。    

    

    調査調査調査調査をされたをされたをされたをされたデータデータデータデータなどについてなどについてなどについてなどについて、、、、沿道沿道沿道沿道自治体自治体自治体自治体のののの方方方方へへへへデータデータデータデータのののの提提提提供供供供はなされてはなされてはなされてはなされて

いるのでしょうかいるのでしょうかいるのでしょうかいるのでしょうか。。。。    

    

    水質調査水質調査水質調査水質調査のののの情報情報情報情報についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、個人的個人的個人的個人的にににに井戸調査井戸調査井戸調査井戸調査などもなどもなどもなども行行行行っておりっておりっておりっており、、、、それらそれらそれらそれら

についてについてについてについて個人的個人的個人的個人的なななな問問問問いいいい合合合合わせにはわせにはわせにはわせには対応対応対応対応しているとのことであるがしているとのことであるがしているとのことであるがしているとのことであるが、、、、全全全全てをてをてをてを皆皆皆皆さんさんさんさん

におにおにおにお知知知知らせしているものではないとらせしているものではないとらせしているものではないとらせしているものではないと聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。    

    

    「「「「聞聞聞聞いているいているいているいている。」。」。」。」ということですがということですがということですがということですが、、、、ごごごご自身自身自身自身ででででデータデータデータデータをををを確認確認確認確認しているものではしているものではしているものではしているものでは
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委委委委        員員員員    

    

議議議議        長長長長    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

        

    

議議議議        長長長長    

    

    

ななななくくくく、、、、単単単単におにおにおにお聞聞聞聞きしているだけきしているだけきしているだけきしているだけということなのでしょうかということなのでしょうかということなのでしょうかということなのでしょうか。。。。    

    

    あくまであくまであくまであくまで、、、、事業主体事業主体事業主体事業主体のののの西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社（（（（ネクスコネクスコネクスコネクスコ西日本西日本西日本西日本））））がががが調査調査調査調査をををを行行行行

っておりっておりっておりっておりますのでますのでますのでますので、、、、市市市市のほうではのほうではのほうではのほうではデータデータデータデータをををを把握把握把握把握していませんしていませんしていませんしていません。。。。ただしただしただしただし、、、、どのようどのようどのようどのよう

なななな調査調査調査調査をををを行行行行っっっっているかているかているかているかなどについてはなどについてはなどについてはなどについては調整会議調整会議調整会議調整会議などでなどでなどでなどで説明説明説明説明をををを受受受受けてけてけてけていますがいますがいますがいますが、、、、市市市市

のののの方方方方でででで細細細細かいかいかいかいデータデータデータデータをををを把握把握把握把握しているものではございませんしているものではございませんしているものではございませんしているものではございません。。。。    

    

他他他他にににに、、、、ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

（（（（    「「「「    なななな    しししし    」」」」のののの声声声声ありありありあり    ））））    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、議題議題議題議題（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。    

    以上以上以上以上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、、、、本日本日本日本日のののの議題議題議題議題はすべてはすべてはすべてはすべて終了終了終了終了いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

    さてさてさてさて、、、、昨年昨年昨年昨年、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会のののの議議議議をををを経経経経てててて、、、、決定決定決定決定されましたされましたされましたされました「「「「中央北地区中央北地区中央北地区中央北地区    特定特定特定特定土地土地土地土地区区区区

画整理事業画整理事業画整理事業画整理事業」」」」についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、そのそのそのその後事業認可後事業認可後事業認可後事業認可にににに向向向向けてけてけてけて進進進進められているようですめられているようですめられているようですめられているようです

がががが、、、、このこのこのこの認可認可認可認可についてはについてはについてはについては、、、、当審議会当審議会当審議会当審議会のののの案件案件案件案件でなくでなくでなくでなく、、、、兵庫県都市計画審議兵庫県都市計画審議兵庫県都市計画審議兵庫県都市計画審議会会会会でのでのでのでの案案案案

件件件件になりますになりますになりますになります。。。。    

    そこでそこでそこでそこで、、、、皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお諮諮諮諮りしたいとりしたいとりしたいとりしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局

よりよりよりより説明説明説明説明をさせたをさせたをさせたをさせた方方方方がよいとがよいとがよいとがよいと思思思思われるでしょうかわれるでしょうかわれるでしょうかわれるでしょうか。。。。いかがいたしましょうかいかがいたしましょうかいかがいたしましょうかいかがいたしましょうか。。。。    

    

        （（（（    「「「「説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします」」」」のののの声声声声ありありありあり    ））））    

    

    よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、貴重貴重貴重貴重なななな時間時間時間時間でございますのででございますのででございますのででございますので、、、、要領要領要領要領よくよくよくよく事務局事務局事務局事務局よよよよ

りりりり説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

        （「（「（「（「中央北地区特定中央北地区特定中央北地区特定中央北地区特定土地土地土地土地区画整理事業認可区画整理事業認可区画整理事業認可区画整理事業認可」」」」のののの縦覧結果等縦覧結果等縦覧結果等縦覧結果等についてについてについてについて報告報告報告報告    ））））    

    

    

    長時間長時間長時間長時間にわたりましてにわたりましてにわたりましてにわたりまして慎重慎重慎重慎重なごなごなごなご審議審議審議審議をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

    これをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    第第第第４４４４回回回回「「「「川西市川西市川西市川西市都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会都市計画審議会」」」」をををを終終終終わらわらわらわら

せていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。    

皆皆皆皆さまどうもありがとうございましたさまどうもありがとうございましたさまどうもありがとうございましたさまどうもありがとうございました。。。。    

    


