
会会会会    議議議議    録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（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２３２３２３２３年度年度年度年度    第第第第１１１１回回回回    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            

事事事事    務務務務    局局局局    

（（（（担担担担    当当当当    課課課課））））    
    都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部    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    

開開開開    催催催催    期期期期    日日日日    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年    ５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    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・・・・久久久久・・・・四谷四谷四谷四谷・・・・三輪三輪三輪三輪・・・・黒田黒田黒田黒田・・・・宮坂宮坂宮坂宮坂・・・・秋田秋田秋田秋田・・・・江見江見江見江見・・・・宮路宮路宮路宮路・・・・金井金井金井金井・・・・    

谷川谷川谷川谷川・・・・田中田中田中田中・・・・松岡松岡松岡松岡    

関関関関    係係係係    人人人人        道路整備課道路整備課道路整備課道路整備課    西田西田西田西田・・・・奥田奥田奥田奥田    

    

出出出出    

    

席席席席    

    

者者者者    
事事事事    務務務務    局局局局        竹田竹田竹田竹田・・・・芝芝芝芝・・・・廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬・・・・茨木茨木茨木茨木・・・・前田前田前田前田・・・・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・・・・不可不可不可不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可    傍傍傍傍聴者数聴者数聴者数聴者数    ８８８８名名名名    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可

のののの場合場合場合場合はそのはそのはそのはその理由理由理由理由    

    

    

会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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（（（（1.2.71.2.71.2.71.2.7 号第二名神自動車道号第二名神自動車道号第二名神自動車道号第二名神自動車道ほかほかほかほか１１１１路路路路

線線線線のののの変更変更変更変更））））についてについてについてについて（（（（兵庫県決定兵庫県決定兵庫県決定兵庫県決定））））        

((((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（（（（3.4.9173.4.9173.4.9173.4.917 号矢問畦野線号矢問畦野線号矢問畦野線号矢問畦野線のののの変更変更変更変更））））につにつにつにつ    

いいいいてててて((((川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定））））    

((((３３３３))))    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    

                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マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン改定改定改定改定にににに伴伴伴伴うううう素案素案素案素案のののの策定策定策定策定についてについてについてについて                    

((((４４４４))))    そのそのそのその他他他他    

①①①①    阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域（（（（川西市川西市川西市川西市））））のののの変更変更変更変更についてについてについてについて（（（（兵兵兵兵庫県決定庫県決定庫県決定庫県決定））））    

②②②②    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変更変更変更変更（（（（けやきけやきけやきけやき坂地区地区計画坂地区地区計画坂地区地区計画坂地区地区計画のののの変更変更変更変更））））    

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 川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直しししし検討結果検討結果検討結果検討結果についてについてについてについて    

    

    

    

会会会会    議議議議    結結結結    果果果果    

    

((((１１１１))))        議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    原案原案原案原案どおりどおりどおりど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    原案原案原案原案どおりどおりどおりど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。。。。    

((((３３３３))))        議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    原案原案原案原案どおりどおりどおりど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。。。。    

    

    



平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    第第第第１１１１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    審議結果審議結果審議結果審議結果    (H23. 5.18)(H23. 5.18)(H23. 5.18)(H23. 5.18)    

NO, 1NO, 1NO, 1NO, 1    

事事事事    務務務務    局局局局    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

会会会会        長長長長    

    

    

    

部部部部            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    

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２３２３２３２３年度年度年度年度    第第第第１１１１回回回回    川西市都市計画審議川西市都市計画審議川西市都市計画審議川西市都市計画審議

会会会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ににに先立先立先立先立ちましてちましてちましてちまして、、、、今回今回今回今回、、、、関係行政機関選出関係行政機関選出関係行政機関選出関係行政機関選出のののの委員委員委員委員がががが交代交代交代交代されておられますのされておられますのされておられますのされておられますの

でででで、、、、ごごごご紹介紹介紹介紹介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。。。。    

    国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    近畿地方整備局近畿地方整備局近畿地方整備局近畿地方整備局    猪名川河川事務所長猪名川河川事務所長猪名川河川事務所長猪名川河川事務所長のののの谷川委員谷川委員谷川委員谷川委員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、、、、川西警察署川西警察署川西警察署川西警察署    交通課長交通課長交通課長交通課長のののの松岡委員松岡委員松岡委員松岡委員でございますでございますでございますでございます。。。。    

    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いいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、古川会長古川会長古川会長古川会長よりよりよりより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、、、、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。。。。    

    古川会長古川会長古川会長古川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    挨挨挨挨    拶拶拶拶））））            

    

    またまたまたまた、、、、事務局事務局事務局事務局のののの担当部長担当部長担当部長担当部長がががが代代代代られていますのでられていますのでられていますのでられていますので、、、、挨拶挨拶挨拶挨拶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。。。。    

    

    ごごごご紹介紹介紹介紹介にあずかりましたにあずかりましたにあずかりましたにあずかりました都市整備部長都市整備部長都市整備部長都市整備部長のののの竹田竹田竹田竹田でございますでございますでございますでございます。。。。    

    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。。。。    

    都市計画都市計画都市計画都市計画というのはというのはというのはというのは、、、、川西市川西市川西市川西市のののの将来将来将来将来をををを決決決決めるうえでめるうえでめるうえでめるうえで重要重要重要重要なものであるとなものであるとなものであるとなものであると認識認識認識認識してしてしてして

おりましておりましておりましておりまして、、、、それをそれをそれをそれを審議審議審議審議していただくしていただくしていただくしていただく委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには重責重責重責重責をををを担担担担っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている

ということでということでということでということで、、、、大変感謝大変感謝大変感謝大変感謝しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    本日本日本日本日のののの審議審議審議審議会会会会におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、活発活発活発活発にごにごにごにご審議審議審議審議していただきますようしていただきますようしていただきますようしていただきますよう、、、、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。。。。    

    

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ごにつきましてごにつきましてごにつきまして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名名名名のののの内内内内、、、、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、【、【、【、【１４１４１４１４】】】】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条川西市都市計画審議会条川西市都市計画審議会条川西市都市計画審議会条

例第例第例第例第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告申報告申報告申報告申

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まいまいまいま

すすすす。。。。古川会長古川会長古川会長古川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いいいいいいたしますたしますたしますたします。。。。    

    

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。。。。    

皆皆皆皆さまのごさまのごさまのごさまのご協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、スムーズスムーズスムーズスムーズにににに進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと存存存存じますのでじますのでじますのでじますので、、、、よろしくよろしくよろしくよろしく

おおお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。。。。        

        

まずまずまずまず、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様におにおにお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、、、、議題議題議題議題のののの１１１１とととと２２２２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関関関関

連連連連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、、、、一括一括一括一括してしてしてして議題議題議題議題にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    

    

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

    



NO, NO, NO, NO, ２２２２                                                                                                                                                    

議議議議        長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事事事事    務務務務    局局局局    

        

    

        

関関関関    係係係係    人人人人    

    

    

    

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    

    

議議議議            長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委            員員員員    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号「「「「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（（（（1.2.71.2.71.2.71.2.7 号第二名神自動車道号第二名神自動車道号第二名神自動車道号第二名神自動車道

ほかほかほかほか１１１１路線路線路線路線のののの変更変更変更変更））））についてについてについてについて（（（（兵庫県決定兵庫県決定兵庫県決定兵庫県決定）」）」）」）」とととと議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号「「「「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（（（（3.4.9173.4.9173.4.9173.4.917 号矢問畦野線号矢問畦野線号矢問畦野線号矢問畦野線のののの変更変更変更変更））））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といたしといたしといたし

ますますますます。。。。    

なおなおなおなお、、、、本件本件本件本件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、、、、去去去去るるるる４４４４月月月月２０２０２０２０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、、、、兵庫県決定案兵庫県決定案兵庫県決定案兵庫県決定案

件件件件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諮問諮問諮問諮問をををを川西市決定川西市決定川西市決定川西市決定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付議付議付議付議をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ受受受受けておりけておりけておりけており、、、、そそそそ

のののの写写写写しをごしをごしをごしをご用意用意用意用意しておりましておりましておりましておりますのでごすのでごすのでごすので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。。。。    

またまたまたまた、、、、このこのこのこの議案第議案第議案第議案第１１１１号及号及号及号及びびびび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、、、、関係人関係人関係人関係人としてとしてとしてとして、、、、道路整備道路整備道路整備道路整備

課課課課のののの職員職員職員職員をををを出席出席出席出席させていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますので、、、、事務局事務局事務局事務局よりよりよりより紹介紹介紹介紹介をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま

すすすす。。。。    

    

それではそれではそれではそれでは紹介紹介紹介紹介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。。。。    

都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進室道路整備課長推進室道路整備課長推進室道路整備課長推進室道路整備課長のののの「「「「西田西田西田西田」」」」でございますでございますでございますでございます。。。。    

同同同同じくじくじくじく道路整備課主幹道路整備課主幹道路整備課主幹道路整備課主幹のののの「「「「奥田奥田奥田奥田」」」」でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

西田西田西田西田でございますでございますでございますでございます。。。。    

奥田奥田奥田奥田でございますでございますでございますでございます。。。。    

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、、、、このこのこのこの２２２２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からからからから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。。。。    

    

                            （（（（    事事事事    務務務務    局局局局    説説説説    明明明明    ））））    

    

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。。。。    

    

基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、切切切切りりりり盛盛盛盛りのりのりのりの関係関係関係関係、、、、縦断勾配縦断勾配縦断勾配縦断勾配のののの変更変更変更変更によりによりによりにより、、、、最終測量最終測量最終測量最終測量によるによるによるによる区域区域区域区域のののの変更変更変更変更がががが

主主主主なななな理由理由理由理由となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等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。。。。    

    

                            （（（（    「「「「なしなしなしなし」」」」のののの声声声声    ））））    

    

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（（（（1.2.71.2.71.2.71.2.7 号第二名神自動車道号第二名神自動車道号第二名神自動車道号第二名神自動車道ほかほかほかほか１１１１路線路線路線路線のののの変変変変

更更更更））））についてについてについてについて（（（（兵庫県決定兵庫県決定兵庫県決定兵庫県決定）」）」）」）」及及及及びびびび、、、、議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号「「「「阪神間都市計阪神間都市計阪神間都市計阪神間都市計画道路画道路画道路画道路のののの変更変更変更変更（（（（3.4.9173.4.9173.4.9173.4.917 号号号号

矢問畦野線矢問畦野線矢問畦野線矢問畦野線のののの変更変更変更変更））））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、、、、ごごごご異異異異

議議議議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。。。。    

    

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

    

    



NO, NO, NO, NO, ３３３３    

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    

    

    

    

    

    

議議議議            長長長長    

    

委委委委                員員員員    

    

    

    

    

    

    

    

    

議議議議            長長長長    

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号及号及号及号及びびびび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。。。。    

    

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市長川西市長川西市長川西市長にににに答答答答

申申申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））））をををを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しますしますしますします。。。。    （（（（    ※※※※    事務局配布事務局配布事務局配布事務局配布    ））））    

    

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３３３３号号号号「「「「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マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランのののの改定改定改定改定にににに伴伴伴伴うううう素案素案素案素案のののの策定策定策定策定につにつにつにつ

いていていていて」」」」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、、、、本件本件本件本件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、、、、本来法的本来法的本来法的本来法的にはにはにはには当審議会当審議会当審議会当審議会のののの議決事項議決事項議決事項議決事項ではございませんがではございませんがではございませんがではございませんが、、、、

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のののの根幹根幹根幹根幹となるものでもありとなるものでもありとなるものでもありとなるものでもあり、、、、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条例第条例第条例第条例第２２２２条第条第条第条第３３３３号号号号にににに

基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、４４４４月月月月２２２２1111 日付日付日付日付でででで市長市長市長市長よりよりよりより諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。    

おおおお手元手元手元手元のののの諮問書諮問書諮問書諮問書のののの写写写写しをごしをごしをごしをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明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。。。。    

    

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

    

議案第議案第議案第議案第 3333 号号号号のののの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。。。。    

ここでここでここでここで、、、、ごごごご質問質問質問質問やごやごやごやご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいのですがきしたいのですがきしたいのですがきしたいのですが、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ要素要素要素要素がががが絡絡絡絡んでいますのでんでいますのでんでいますのでんでいますので、、、、

まずまずまずまず、、、、改定改定改定改定のののの背景背景背景背景、、、、手法手法手法手法、、、、スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールにににに限定限定限定限定いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、質問質問質問質問やごやごやごやご意見意見意見意見をおをおをおをお願願願願いしたいしたいしたいした

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

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。。。。    

    

学識学識学識学識委員委員委員委員さんさんさんさん、、、、他市町他市町他市町他市町でもこんなでもこんなでもこんなでもこんな感感感感じでじでじでじで進進進進めておられるんでしょうかめておられるんでしょうかめておられるんでしょうかめておられるんでしょうか。。。。    

    

最近最近最近最近はははは、、、、地方分権地方分権地方分権地方分権のおりがらのおりがらのおりがらのおりがら、、、、かなりかなりかなりかなり色色色色々々々々なななな政策政策政策政策をををを出出出出されていましてされていましてされていましてされていまして、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、ワークワークワークワーク

ショップショップショップショップなどをなどをなどをなどを１１１１年間通年間通年間通年間通じてじてじてじて数多数多数多数多くくくく行行行行ってってってって、、、、翌年翌年翌年翌年にはにはにはには前年前年前年前年度度度度のののの母体母体母体母体ができていてができていてができていてができていていますのいますのいますのいますの

でででで、、、、それにそれにそれにそれに修正修正修正修正をををを加加加加えるといったえるといったえるといったえるといった方法方法方法方法がございますががございますががございますががございますが、、、、今回今回今回今回のののの改定改定改定改定にあたりましてはにあたりましてはにあたりましてはにあたりましては、、、、そそそそ

んなにんなにんなにんなに大大大大きなきなきなきな問題点問題点問題点問題点はははは出出出出てこないとてこないとてこないとてこない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味意味意味意味ではではではでは、、、、前回前回前回前回ののののものをものをものをものをベースベースベースベース

としてとしてとしてとして、、、、それにそれにそれにそれに修正修正修正修正をををを加加加加えていくということでえていくということでえていくということでえていくということで結構結構結構結構かかかかとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

他他他他のののの学識学識学識学識委員委員委員委員さんでさんでさんでさんで、、、、専門的専門的専門的専門的なななな意見意見意見意見としてとしてとしてとして何何何何かございますかかございますかかございますかかございますか。。。。    

    

先程先程先程先程、、、、委員委員委員委員がおっしゃっていただいたようなことでがおっしゃっていただいたようなことでがおっしゃっていただいたようなことでがおっしゃっていただいたようなことで、、、、私私私私もももも同同同同じようにじようにじようにじように思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

加加加加えましてえましてえましてえまして、、、、情勢的情勢的情勢的情勢的にににに申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、阪神間都市計画区域阪神間都市計画区域阪神間都市計画区域阪神間都市計画区域マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランがこのがこのがこのがこの前前前前、、、、平成平成平成平成

２１２１２１２１年年年年にににに出来出来出来出来ましてましてましてまして、、、、そのそのそのその上位計画上位計画上位計画上位計画にににに即即即即するするするする必要必要必要必要があるんですががあるんですががあるんですががあるんですが、、、、そちらのそちらのそちらのそちらの対応対応対応対応もももも加味加味加味加味しししし

ておておておて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うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、今新今新今新今新しいしいしいしい現象現象現象現象でででで人口減少人口減少人口減少人口減少にににに向向向向かっているというかっているというかっているというかっているという背景背景背景背景もあもあもあもあ

りますりますりますりますしししし、、、、先日先日先日先日のののの震災震災震災震災影響影響影響影響もどうもどうもどうもどう考考考考えるべきかえるべきかえるべきかえるべきかというというというということもありますのでこともありますのでこともありますのでこともありますので、、、、難難難難しいかもしれましいかもしれましいかもしれましいかもしれま

せんせんせんせん。。。。    

国際問題国際問題国際問題国際問題などもありますしなどもありますしなどもありますしなどもありますし、、、、改定改定改定改定するするするする計画計画計画計画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、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして新新新新しいしいしいしい考考考考ええええ

方方方方ををををどのようにどのようにどのようにどのように導入導入導入導入すべきかというのがすべきかというのがすべきかというのがすべきかというのが課題課題課題課題かなとかなとかなとかな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。。。。    



NO, NO, NO, NO, ４４４４    

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    

    

    

    

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    

    

    

    

    

    

    

委委委委            員員員員    

    

まだまだまだまだ、、、、他他他他のののの委員委員委員委員のののの方方方方々々々々にもおにもおにもおにもお聞聞聞聞きしたいんですがきしたいんですがきしたいんですがきしたいんですが、、、、時間時間時間時間のののの都合都合都合都合でででで、、、、改定改定改定改定のののの背景背景背景背景、、、、

手法手法手法手法、、、、スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについておについておについておについてお聞聞聞聞きしましたがきしましたがきしましたがきしましたが。。。。    

    

議長議長議長議長、、、、一言一言一言一言だけだけだけだけ。。。。    

    

どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。    

    

このこのこのこのマスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン、、、、川西市川西市川西市川西市ではではではでは市民参加市民参加市民参加市民参加でやるということになっているとでやるということになっているとでやるということになっているとでやるということになっていると思思思思うんでうんでうんでうんですすすすけけけけ

れどもれどもれどもれども、、、、50505050 年代年代年代年代からからからから 60606060 年代年代年代年代マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランのののの作成作成作成作成についてはについてはについてはについては、、、、地元地元地元地元ででででももももしてきたんですしてきたんですしてきたんですしてきたんです

けれどけれどけれどけれど、、、、再開発再開発再開発再開発やややや高架事業高架事業高架事業高架事業があってしてきたわけなんですががあってしてきたわけなんですががあってしてきたわけなんですががあってしてきたわけなんですが、、、、時代時代時代時代がががが変変変変わったからといっわったからといっわったからといっわったからといっ

てててて、、、、新新新新しいものにしいものにしいものにしいものに飛飛飛飛びびびび付付付付くんじゃなくてくんじゃなくてくんじゃなくてくんじゃなくて、、、、マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランをををを作作作作ったったったった以上以上以上以上はははは、、、、徹底的徹底的徹底的徹底的にそのにそのにそのにその辺辺辺辺

のののの整備整備整備整備がががが完完完完成成成成したうえでしたうえでしたうえでしたうえで次次次次にににに進進進進むということでむということでむということでむということでおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

現在現在現在現在でもでもでもでも色色色色々々々々とととと積積積積みみみみ残残残残しがありますしがありますしがありますしがあります。。。。    

そしてそしてそしてそして、、、、そうそうそうそういったもののいったもののいったもののいったもののおかげでおかげでおかげでおかげで周辺周辺周辺周辺のののの商業施設商業施設商業施設商業施設もももも活性化協議会活性化協議会活性化協議会活性化協議会におにおにおにお世話世話世話世話にならなにならなにならなにならな

いといいといいといいといけないというけないというけないというけないという風風風風なことになっておりますのでなことになっておりますのでなことになっておりますのでなことになっておりますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺ももうももうももうももう少少少少しじっくりとしじっくりとしじっくりとしじっくりと考考考考えていたえていたえていたえていた

だいてだいてだいてだいて、、、、新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを作作作作るうえでるうえでるうえでるうえで、、、、今今今今までのまでのまでのまでの積積積積みみみみ残残残残しがなかったかというしがなかったかというしがなかったかというしがなかったかという反省反省反省反省もしていただもしていただもしていただもしていただ

いていていていて、、、、確固確固確固確固たるたるたるたる川西川西川西川西のののの発展発展発展発展のためにのためにのためにのために市民参加市民参加市民参加市民参加でやっていただいたらありがたいとでやっていただいたらありがたいとでやっていただいたらありがたいとでやっていただいたらありがたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    

これはこれはこれはこれは意見意見意見意見だけですけれどもだけですけれどもだけですけれどもだけですけれども、、、、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しますいしますいしますいします。。。。    

    

これはこれはこれはこれは、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方もよくもよくもよくもよく聞聞聞聞いていただいていていただいていていただいていていただいて、、、、積積積積みみみみ残残残残しのしのしのしの事業事業事業事業もももも大分大分大分大分ございございございございますのでますのでますのでますので、、、、

それをそれをそれをそれを点検点検点検点検してしてしてして、、、、資料資料資料資料としてとしてとしてとしてあげていただいてあげていただいてあげていただいてあげていただいて整理整理整理整理しながらしながらしながらしながら、、、、次次次次のののの審議会審議会審議会審議会でででで実実実実をををを結結結結ぶようぶようぶようぶよう

にににに反映反映反映反映していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

古古古古いのはほっといていのはほっといていのはほっといていのはほっといて、、、、新新新新しいのがしいのがしいのがしいのが出来出来出来出来たらたらたらたら、、、、それだけということのそれだけということのそれだけということのそれだけということの無無無無いようにいようにいようにいようにおおおお願願願願いしたいしたいしたいした

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

それではそれではそれではそれでは、、、、他他他他にににに質問等質問等質問等質問等もももも無無無無いようでございますのでいようでございますのでいようでございますのでいようでございますので、、、、運営要領運営要領運営要領運営要領のののの質疑質疑質疑質疑にににに入入入入りたいりたいりたいりたい

とととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、何何何何かございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうかかございますでしょうか。。。。    

これについてはこれについてはこれについてはこれについては、、、、色色色色々々々々なななな見方見方見方見方ががががあるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいますけどけどけどけど、、、、一一一一つのひなつのひなつのひなつのひな形形形形としてとしてとしてとしてあげてあげてあげてあげて

おりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、このこのこのこの件件件件についてについてについてについて、、、、何何何何かございますかかございますかかございますかかございますか。。。。    

基本的基本的基本的基本的なななな背景等背景等背景等背景等がががが決決決決まればまればまればまれば、、、、自自自自ずずずずとこういうとこういうとこういうとこういう形形形形になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

    

    （（（（    「「「「なしなしなしなし」」」」のののの声声声声    ））））    

    

他他他他にごにごにごに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３３３３号号号号「「「「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マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランのののの改定改定改定改定にににに伴伴伴伴うううう素案素案素案素案のののの策定策定策定策定についてについてについてについて」」」」はははは、、、、

原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり当審議会当審議会当審議会当審議会でででで専門委員会専門委員会専門委員会専門委員会をををを設置設置設置設置しししし素案素案素案素案のののの策定策定策定策定をををを行行行行うことでごうことでごうことでごうことでご異議異議異議異議こざいませこざいませこざいませこざいませ

んかんかんかんか。。。。    

        

（（（（    「「「「    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    ））））    



NO, NO, NO, NO, ５５５５    

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    

    

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    

    

    

    

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    

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３３３３号号号号についてはについてはについてはについては、、、、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市長川西市長川西市長川西市長にににに答答答答

申申申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））））をををを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しますしますしますします。。。。                                            （（（（    ※※※※    事務局配布事務局配布事務局配布事務局配布    ））））    

    

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、、、、議題議題議題議題（（（（４４４４）「）「）「）「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。。。。    

それではそれではそれではそれでは、、、、①①①①「「「「阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域（（（（川西市川西市川西市川西市））））のののの変更変更変更変更についてについてについてについて」」」」をををを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

願願願願いますいますいますいます。。。。    

    

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

    

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。。。。    

「「「「阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域阪神間都市計画用途地域（（（（川西市川西市川西市川西市））））のののの変更変更変更変更についてについてについてについて」」」」のののの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、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等はございますかはございますかはございますかはございますか。。。。    

    

                    （（（（    「「「「なしなしなしなし」」」」のののの声声声声    ））））    

        

    特特特特にににに何何何何もないようですのでもないようですのでもないようですのでもないようですので、、、、②②②②「「「「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変更変更変更変更（（（（けやきけやきけやきけやき坂地区地坂地区地坂地区地坂地区地

区計画区計画区計画区計画のののの変更変更変更変更））））についてについてについてについて」」」」をををを事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    

    

                            （（（（    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、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等はございますはございますはございますはございますでしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。    

なおなおなおなお、、、、このこのこのこの案件案件案件案件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、、、、次回次回次回次回のののの議題議題議題議題となるものでございますとなるものでございますとなるものでございますとなるものでございます。。。。    

    

ごごごご質問質問質問質問ごごごご意見意見意見意見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。。。。    

    

                （（（（    「「「「なしなしなしなし」」」」のののの声声声声    ））））    

    

何何何何もないようですのでもないようですのでもないようですのでもないようですので、、、、続続続続きましてきましてきましてきまして③③③③「「「「川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直しししし検討結果検討結果検討結果検討結果にににに

ついてついてついてついて」」」」をををを事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    

    

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

    

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。。。。    「「「「川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直川西市都市計画道路網見直しししし検討結果検討結果検討結果検討結果についてについてについてについて」」」」のののの説明説明説明説明

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。。。。    

このこのこのこの案件案件案件案件についについについについてはてはてはては、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな案件案件案件案件ですのでですのでですのでですので、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。    

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、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等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。。。。    

    

    廃止廃止廃止廃止路線路線路線路線がががが 1111 路線路線路線路線、、、、南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線があがっていますががあがっていますががあがっていますががあがっていますが、、、、必要性必要性必要性必要性がががが低低低低いというこいというこいというこいというこ

とでとでとでとで、、、、周辺周辺周辺周辺にににに代替路線代替路線代替路線代替路線があるということなんですががあるということなんですががあるということなんですががあるということなんですが、、、、それはどこになるんですそれはどこになるんですそれはどこになるんですそれはどこになるんです

かかかか。。。。    



NO, NO, NO, NO, ６６６６    

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    

    

    

議議議議            長長長長    

    

委委委委        員員員員    

    南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線のののの約約約約 100m100m100m100m東側東側東側東側にににに、、、、市道市道市道市道 11111111号線号線号線号線がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、最明最明最明最明寺川寺川寺川寺川をををを越越越越ええええ

てててて、、、、アルテアアルテアアルテアアルテア橋橋橋橋でででで JRJRJRJRをををを抜抜抜抜けてけてけてけて、、、、国道国道国道国道 176176176176号線号線号線号線にあたるにあたるにあたるにあたる路線路線路線路線でででで、、、、既既既既にもうにもうにもうにもう完成完成完成完成しししし

ておりますておりますておりますております。。。。    

    このこのこのこの道路道路道路道路のののの現況幅員現況幅員現況幅員現況幅員はははは、、、、およそおよそおよそおよそ 11m11m11m11m確保確保確保確保されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、車道車道車道車道幅員幅員幅員幅員はははは南花南花南花南花

屋敷線屋敷線屋敷線屋敷線とととと同様同様同様同様にににに 6m6m6m6mのののの幅員幅員幅員幅員がががが確保確保確保確保されておりされておりされておりされており、、、、歩道歩道歩道歩道についてはについてはについてはについては、、、、若干狭若干狭若干狭若干狭いところいところいところいところ

もありますがもありますがもありますがもありますが整備整備整備整備されておりされておりされておりされており、、、、それにそれにそれにそれに対対対対しししし南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線はははは、、、、路肩路肩路肩路肩がががが各各各各 1m1m1m1mでででで、、、、代替代替代替代替

路線路線路線路線としてはとしてはとしてはとしては、、、、十分十分十分十分なななな機能機能機能機能をををを有有有有しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    そのそのそのその周辺周辺周辺周辺はははは大変家大変家大変家大変家がががが混雑混雑混雑混雑していてしていてしていてしていて、、、、東側東側東側東側にににに 100m100m100m100m 先先先先とととと言言言言われてもわれてもわれてもわれても、、、、真中真中真中真中のののの予予予予

定地定地定地定地についてはについてはについてはについては、、、、100m100m100m100m以上離以上離以上離以上離れているれているれているれている気気気気がするんですけれどがするんですけれどがするんですけれどがするんですけれど、、、、今今今今のののの 6m6m6m6mのののの道路道路道路道路

があってがあってがあってがあって混雑混雑混雑混雑しないというしないというしないというしないという理由理由理由理由からからからから廃止廃止廃止廃止にすることについてにすることについてにすることについてにすることについて、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民からからからから反反反反

対対対対はははは起起起起こらないのかこらないのかこらないのかこらないのか。。。。    

8m8m8m8mのののの道路道路道路道路をををを混雑混雑混雑混雑しないからしないからしないからしないから廃止廃止廃止廃止にするというのはにするというのはにするというのはにするというのは、、、、使使使使っているっているっているっている人人人人もいるんだもいるんだもいるんだもいるんだ

からからからから、、、、そのそのそのその人達人達人達人達はははは抜抜抜抜けれますかけれますかけれますかけれますか。。。。    

    

廃止廃止廃止廃止するするするする道路道路道路道路はははは、、、、現況現況現況現況がございませんがございませんがございませんがございません。。。。    

南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年にににに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おりされておりされておりされており、、、、当時当時当時当時はははは 4~6m4~6m4~6m4~6mのののの現況現況現況現況のののの

生活道路生活道路生活道路生活道路をををを利用利用利用利用されていたところですがされていたところですがされていたところですがされていたところですが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、代替道路代替道路代替道路代替道路でありますでありますでありますであります 11111111号線号線号線号線

がががが先先先先にににに整備整備整備整備されされされされたところでありますたところでありますたところでありますたところであります。。。。    

    

住民住民住民住民たちのたちのたちのたちの意見意見意見意見はははは、、、、これからこれからこれからこれから聞聞聞聞いてもらえるんですねいてもらえるんですねいてもらえるんですねいてもらえるんですね。。。。    

    

まずまずまずまず、、、、このこのこのこの後後後後、、、、自治会長自治会長自治会長自治会長にこのとおりにこのとおりにこのとおりにこのとおり説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げてげてげてげて、、、、そのそのそのその後後後後、、、、自治会自治会自治会自治会やややや周周周周

辺住民辺住民辺住民辺住民のののの方方方方々々々々にににに説明会説明会説明会説明会をををを行行行行うううう予定予定予定予定ですですですです。。。。    

    

それでいいんですけどそれでいいんですけどそれでいいんですけどそれでいいんですけど、、、、都計審都計審都計審都計審でででで了解了解了解了解もらったということでもらったということでもらったということでもらったということで、、、、言言言言ってもらっってもらっってもらっってもらっ

たらたらたらたら困困困困るのでるのでるのでるので、、、、そこのとこはしっかそこのとこはしっかそこのとこはしっかそこのとこはしっかりとりとりとりと頼頼頼頼みますみますみますみます。。。。    

    

他他他他にににに何何何何かございませんかかございませんかかございませんかかございませんか。。。。    

    

今今今今のののの南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線のののの部分部分部分部分なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、これからこれからこれからこれから市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様へのへのへのへの説明説明説明説明をしをしをしをし

ていくていくていくていく中中中中でででで、、、、先程先程先程先程のののの説明説明説明説明のののの中中中中にもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれどもにもありましたけれども、、、、車車車車のののの交通量交通量交通量交通量としてはことしてはことしてはことしてはこ

れかられかられかられから減減減減っていくであろうっていくであろうっていくであろうっていくであろう、、、、でもでもでもでも、、、、川西市川西市川西市川西市のののの状況状況状況状況をををを見見見見ればればればれば高齢化高齢化高齢化高齢化もももも進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく

というところでというところでというところでというところで、、、、住民住民住民住民のののの方方方方たちというのはたちというのはたちというのはたちというのは、、、、やはりやはりやはりやはり今今今今おおおお住住住住まいになられているまいになられているまいになられているまいになられている

おおおお家家家家でででで、、、、生活道路等生活道路等生活道路等生活道路等々々々々もももも含含含含めてめてめてめて利用利用利用利用なさっていなさっていなさっていなさっているるるる状況状況状況状況がありますよねがありますよねがありますよねがありますよね。。。。    

ですからですからですからですから、、、、これからのこれからのこれからのこれからの道路道路道路道路のののの考考考考ええええ方方方方というときにというときにというときにというときに、、、、車中心車中心車中心車中心にににに行行行行っていたっていたっていたっていた時代時代時代時代

とととと、、、、今今今今まさにそうではなくてまさにそうではなくてまさにそうではなくてまさにそうではなくて、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民をををを中心中心中心中心にしたまちづにしたまちづにしたまちづにしたまちづくりくりくりくり、、、、それからさそれからさそれからさそれからさ

っきっきっきっき出出出出ていましたていましたていましたていました、、、、総合計画総合計画総合計画総合計画、、、、マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランもももも含含含含めてめてめてめて考考考考えていくえていくえていくえていく時代時代時代時代になっになっになっになっ

てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うんですうんですうんですうんです。。。。    

そのところでそのところでそのところでそのところで、、、、今住今住今住今住んでいるんでいるんでいるんでいる家家家家にににに、、、、年年年年をををを取取取取ったときにったときにったときにったときに、、、、ふれあいがふれあいがふれあいがふれあいが無無無無くなっくなっくなっくなっ

てひとりぼっちになったときでもてひとりぼっちになったときでもてひとりぼっちになったときでもてひとりぼっちになったときでも、、、、住住住住みみみみ続続続続けられるまちづくりというようなけられるまちづくりというようなけられるまちづくりというようなけられるまちづくりというような方方方方

策策策策のののの部分部分部分部分をををを今回今回今回今回のののの廃止廃止廃止廃止をををを決決決決めるめるめるめるというというというという中身中身中身中身のののの整合性整合性整合性整合性なんかなんかなんかなんかはははは、、、、市市市市としてとしてとしてとして、、、、どうどうどうどう

考考考考えてえてえてえて行行行行かれるのかかれるのかかれるのかかれるのか。。。。    



NO, NO, NO, NO, ７７７７    

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    

    今今今今までまでまでまで、、、、先程先程先程先程もももも説明説明説明説明がありましたけれどがありましたけれどがありましたけれどがありましたけれど、、、、建築制限建築制限建築制限建築制限などもかけなどもかけなどもかけなどもかけてきたてきたてきたてきた地域地域地域地域、、、、

だからだからだからだから、、、、よりよりよりより、、、、住民住民住民住民のののの方方方方たちはたちはたちはたちは期待期待期待期待もあるだろうしもあるだろうしもあるだろうしもあるだろうし、、、、もっともっともっともっと今今今今のののの時代時代時代時代だからもだからもだからもだからも

のものものものも言言言言いたいいたいいたいいたい、、、、もっときちんともっときちんともっときちんともっときちんと整理整理整理整理をしてほしいというをしてほしいというをしてほしいというをしてほしいという願願願願いもいもいもいもあるとあるとあるとあると思思思思うんでうんでうんでうんで

すねすねすねすね。。。。    

    そのあたりもそのあたりもそのあたりもそのあたりも含含含含めてめてめてめて、、、、市市市市としてはとしてはとしてはとしては、、、、どのようにどのようにどのようにどのように考考考考えてえてえてえて行行行行かれるのかかれるのかかれるのかかれるのか。。。。    

    それとそれとそれとそれと、、、、具体具体具体具体としてどうしようとされているのかとしてどうしようとされているのかとしてどうしようとされているのかとしてどうしようとされているのか、、、、おおおお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。    

    住民住民住民住民のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見意見意見意見についてはについてはについてはについては、、、、十分得十分得十分得十分得られるようなられるようなられるようなられるような形形形形でででで地元地元地元地元にはにはにはには入入入入っていっていっていってい

きたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路のののの将来将来将来将来ああああるべきるべきるべきるべき姿姿姿姿、、、、川西川西川西川西のまちをどうしてのまちをどうしてのまちをどうしてのまちをどうして行行行行くかくかくかくか、、、、目標目標目標目標、、、、方針方針方針方針

をどうするかということでをどうするかということでをどうするかということでをどうするかということで、、、、川西川西川西川西のののの骨格骨格骨格骨格となるとなるとなるとなる道路道路道路道路がががが都市都市都市都市計画道路計画道路計画道路計画道路でございまでございまでございまでございま

してしてしてして、、、、今回今回今回今回、、、、必要性必要性必要性必要性とかとかとかとか色色色色々々々々なななな視点視点視点視点からからからから、、、、道路機能道路機能道路機能道路機能からからからから見見見見ましてもましてもましてもましても必要必要必要必要性性性性がががが低低低低

いといといといと言言言言うことになっておるんですけれどうことになっておるんですけれどうことになっておるんですけれどうことになっておるんですけれど、、、、周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民のののの方方方方がどうがどうがどうがどう望望望望んでおられるんでおられるんでおられるんでおられる

かというのはかというのはかというのはかというの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のののの生活道路生活道路生活道路生活道路、、、、今使今使今使今使われているわれているわれているわれている道路道路道路道路のののの機能機能機能機能をどうをどうをどうをどう

維持維持維持維持したりしたりしたりしたり管理管理管理管理してしてしてしていくかということがいくかということがいくかということがいくかということが重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えますえますえますえます。。。。全全全全てがてがてがてが都市計画道都市計画道都市計画道都市計画道

路路路路でででで補補補補うということではなくうということではなくうということではなくうということではなく、、、、市内市内市内市内にはにはにはには色色色色々々々々とととと生活道路生活道路生活道路生活道路、、、、4m4m4m4m なりなりなりなり 6m6m6m6m なりなりなりなり 8m8m8m8m

幅員幅員幅員幅員のののの一般道一般道一般道一般道もございますけれどもございますけれどもございますけれどもございますけれど、、、、やはりやはりやはりやはり一番生活一番生活一番生活一番生活にににに密着密着密着密着したしたしたした道路道路道路道路をををを今後今後今後今後どうどうどうどう

維持管理維持管理維持管理維持管理していくかというのがしていくかというのがしていくかというのがしていくかというのが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    これからこれからこれからこれから、、、、住民住民住民住民のののの方方方方々々々々のおのおのおのお声声声声をををを聞聞聞聞いていただくといういていただくといういていただくといういていただくという作業作業作業作業にににに入入入入られるとられるとられるとられると思思思思うううう

んですけれどんですけれどんですけれどんですけれど、、、、本当本当本当本当にににに今大事今大事今大事今大事なのはなのはなのはなのは、、、、色色色色々々々々なななな角度角度角度角度からからからから検証検証検証検証されてされてされてされて点数点数点数点数がががが付付付付いていていていて

いるといるといるといると思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、たとえばそのたとえばそのたとえばそのたとえばその土地土地土地土地土地土地土地土地のののの特徴特徴特徴特徴があるとがあるとがあるとがあると思思思思うんですねうんですねうんですねうんですね、、、、高高高高

齢化齢化齢化齢化であるであるであるであるととととかかかか、、、、子供子供子供子供たちのたちのたちのたちのスクールゾーンスクールゾーンスクールゾーンスクールゾーンのののの位置位置位置位置であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、住住住住んでおられんでおられんでおられんでおられ

るるるる方方方方でないとでないとでないとでないと分分分分かりにくいことかりにくいことかりにくいことかりにくいこと、、、、そういうことがまちづくりのそういうことがまちづくりのそういうことがまちづくりのそういうことがまちづくりの基本基本基本基本になるとになるとになるとになると思思思思

いますいますいますいます。。。。    

    ですからですからですからですから、、、、昔昔昔昔のののの車社会車社会車社会車社会ののののマイカーマイカーマイカーマイカー政策政策政策政策でやってきたでやってきたでやってきたでやってきた、、、、渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、本当本当本当本当にににに市民一人一人市民一人一人市民一人一人市民一人一人がががが大切大切大切大切にされるまちづくりをにされるまちづくりをにされるまちづくりをにされるまちづくりを、、、、これからこれからこれからこれから考考考考ええええ

ていきましょうというていきましょうというていきましょうというていきましょうというスタートスタートスタートスタートなのでねなのでねなのでねなのでね、、、、是非是非是非是非、、、、住民住民住民住民のののの方方方方がとうとうこのがとうとうこのがとうとうこのがとうとうこの路線路線路線路線

はははは、、、、廃廃廃廃止路線止路線止路線止路線になったなになったなになったなになったな、、、、これからもっとほったらかしになるんちゃうかとこれからもっとほったらかしになるんちゃうかとこれからもっとほったらかしになるんちゃうかとこれからもっとほったらかしになるんちゃうかといいいい

うことがうことがうことがうことが決決決決してしてしてして起起起起こらないようなこらないようなこらないようなこらないような、、、、これをこれをこれをこれをスタートスタートスタートスタートとしてもらってとしてもらってとしてもらってとしてもらって、、、、住民住民住民住民のののの方方方方

たちがたちがたちがたちが、、、、これはこれはこれはこれは廃止廃止廃止廃止になったけれどもになったけれどもになったけれどもになったけれども、、、、よりよりよりより、、、、今住今住今住今住んでいるんでいるんでいるんでいる家家家家でよりでよりでよりでより安全安全安全安全にににに機機機機

能的能的能的能的にににに穏穏穏穏やかにやかにやかにやかに住住住住んでいけるというようにんでいけるというようにんでいけるというようにんでいけるというように、、、、それをそれをそれをそれを具体的具体的具体的具体的にににに進進進進んでいけるようんでいけるようんでいけるようんでいけるよう

にににに。。。。    

    これはもうこれはもうこれはもうこれはもう意見意見意見意見でででで結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、十二分十二分十二分十二分にににに進進進進めていただくようにめていただくようにめていただくようにめていただくように重重重重ねておねておねておねてお願願願願

いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    委員委員委員委員のごのごのごのご意見意見意見意見はもっともなんですけれどはもっともなんですけれどはもっともなんですけれどはもっともなんですけれど、、、、先程先程先程先程のけやきのけやきのけやきのけやき坂地区坂地区坂地区坂地区のののの地区計画地区計画地区計画地区計画のののの

説明説明説明説明、、、、緑緑緑緑のののの表紙表紙表紙表紙のののの資料資料資料資料 2222----8888ののののところでところでところでところで、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく地区計画地区計画地区計画地区計画のののの内容内容内容内容がががが定定定定められていめられていめられていめられてい

ますけれどますけれどますけれどますけれど、、、、従来従来従来従来、、、、川西川西川西川西でもほとんどのでもほとんどのでもほとんどのでもほとんどの地区計画地区計画地区計画地区計画のののの内容内容内容内容はははは、、、、建築制限建築制限建築制限建築制限にににに限限限限られられられられ

ていましだがていましだがていましだがていましだが、、、、このこのこのこの中中中中をををを見見見見ていくとていくとていくとていくと、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画のののの地区整備計画地区整備計画地区整備計画地区整備計画のののの中中中中にはにはにはには、、、、道路道路道路道路、、、、

公園公園公園公園、、、、広場広場広場広場などのなどのなどのなどの配置配置配置配置などもなどもなどもなども定定定定められることとなっていましてめられることとなっていましてめられることとなっていましてめられることとなっていまして、、、、徹底的徹底的徹底的徹底的にににに地区地区地区地区

のののの方方方方がががが話話話話しししし合合合合われてわれてわれてわれて地区計画地区計画地区計画地区計画をををを進進進進められるというのであればめられるというのであればめられるというのであればめられるというのであれば、、、、道路事業道路事業道路事業道路事業ではなではなではなではな

くてくてくてくて、、、、このこのこのこの地区計画地区計画地区計画地区計画のののの中中中中でででで、、、、道路道路道路道路、、、、公園公園公園公園、、、、広場広場広場広場のののの位置位置位置位置をををを定定定定められるとなっていめられるとなっていめられるとなっていめられるとなってい

ますのでますのでますのでますので、、、、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの協力協力協力協力、、、、合意合意合意合意のののの基基基基でででで行行行行うといううといううといううという、、、、画期的画期的画期的画期的なななな計画計画計画計画もももも出来出来出来出来ますのますのますのますの

でででで、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの機運機運機運機運がががが盛盛盛盛りりりり上上上上がるようでしたらがるようでしたらがるようでしたらがるようでしたら、、、、総合的総合的総合的総合的なまちづくりのなまちづくりのなまちづくりのなまちづくりの話話話話をををを

していただいたうえでしていただいたうえでしていただいたうえでしていただいたうえで、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画のののの地区整備計画地区整備計画地区整備計画地区整備計画のののの中中中中でででで道路道路道路道路のののの位置位置位置位置なんかをなんかをなんかをなんかを定定定定

めていためていためていためていただくとだくとだくとだくと、、、、    



NO, NO, NO, NO, ８８８８    

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議議議議            長長長長    

    

    

川西川西川西川西のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりのモデルモデルモデルモデルになっていくとになっていくとになっていくとになっていくと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    是非是非是非是非、、、、ごごごご検討検討検討検討くださいくださいくださいください。。。。    

    

    それとはそれとはそれとはそれとは関係関係関係関係ないんですけどないんですけどないんですけどないんですけど、、、、ぶつぶつぶつぶつ切切切切りにされているのでりにされているのでりにされているのでりにされているので、、、、ここでここでここでここで言言言言うべきうべきうべきうべき

かどうかかどうかかどうかかどうか良良良良くわからないですけどくわからないですけどくわからないですけどくわからないですけど、、、、宝塚池田線宝塚池田線宝塚池田線宝塚池田線がががが出来出来出来出来ますよねますよねますよねますよね、、、、出来出来出来出来るるるる予定予定予定予定でででで

すよねすよねすよねすよね、、、、伊丹伊丹伊丹伊丹でででで詰詰詰詰まっているまっているまっているまっている道道道道、、、、あれがあれがあれがあれが伊丹伊丹伊丹伊丹かかかからららら早早早早くくくく計画道路計画道路計画道路計画道路としてほしいととしてほしいととしてほしいととしてほしいと

いういういういう中中中中でででで、、、、そのそのそのその場合場合場合場合、、、、当然当然当然当然、、、、桃源台線桃源台線桃源台線桃源台線にににに出出出出ていくわけだけれどていくわけだけれどていくわけだけれどていくわけだけれど、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、

これはこれはこれはこれは一一一一つのつのつのつの案案案案としてとしてとしてとして、、、、そこのそこのそこのそこの道路道路道路道路にににに出出出出したいというしたいというしたいというしたいという思思思思いもいもいもいも計画的計画的計画的計画的にはあるわにはあるわにはあるわにはあるわ

けけけけ。。。。それはどうなんですかそれはどうなんですかそれはどうなんですかそれはどうなんですか。。。。    

        

    今今今今、、、、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されていますのはがされていますのはがされていますのはがされていますのは、、、、宝塚宝塚宝塚宝塚からからからから伊丹伊丹伊丹伊丹まででございましてまででございましてまででございましてまででございまして、、、、

川西側川西側川西側川西側はははは、、、、まだまだまだまだ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されていませんがされていませんがされていませんがされていません。。。。ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその状況状況状況状況でででで私私私私がががが今今今今

後後後後どうするということはおどうするということはおどうするということはおどうするということはお答答答答えできませんえできませんえできませんえできません。。。。    

    委員委員委員委員がおっしゃったがおっしゃったがおっしゃったがおっしゃった桃源台線桃源台線桃源台線桃源台線はははは幅員幅員幅員幅員がががが 12m12m12m12mでございますでございますでございますでございます。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、宝宝宝宝

塚池田線塚池田線塚池田線塚池田線のののの道路道路道路道路のののの幅員幅員幅員幅員はははは 24m24m24m24m でででで、、、、それにそれにそれにそれに直接直接直接直接 12m12m12m12m をつなぐとをつなぐとをつなぐとをつなぐというのはいうのはいうのはいうのは、、、、川西川西川西川西

市市市市としてはとしてはとしてはとしては、、、、それはそれはそれはそれは困困困困るとるとるとると言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。一般的一般的一般的一般的にはにはにはには桃桃桃桃

源台線源台線源台線源台線のののの幅員幅員幅員幅員ではではではでは、、、、24m24m24m24mのののの道路幅道路幅道路幅道路幅のののの交通量交通量交通量交通量をををを捌捌捌捌けないということでございますけないということでございますけないということでございますけないということでございます。。。。        

    以前以前以前以前のののの将来的将来的将来的将来的なななな計画計画計画計画はははは、、、、池田側池田側池田側池田側までまでまでまで継継継継げるといったげるといったげるといったげるといった構想構想構想構想であったとであったとであったとであったと聞聞聞聞いていいていいていいてい

ますけれどますけれどますけれどますけれど、、、、今今今今のののの状況状況状況状況ではそのようなではそのようなではそのようなではそのような構想構想構想構想はははは持持持持ちちちち合合合合わせていないということでわせていないということでわせていないということでわせていないということで

すすすす。。。。    

        

    ここでこんなここでこんなここでこんなここでこんな議論議論議論議論はははは相応相応相応相応しくないとしくないとしくないとしくないと思思思思うんだけどうんだけどうんだけどうんだけど、、、、道路廃止道路廃止道路廃止道路廃止ということでということでということでということで関関関関

連連連連がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思うんですけれどうんですけれどうんですけれどうんですけれど、、、、宝塚池田線宝塚池田線宝塚池田線宝塚池田線がががが伊丹伊丹伊丹伊丹でででで止止止止まっているまっているまっているまっている状況状況状況状況でででで、、、、

県県県県からもからもからもからも早早早早くくくく川西川西川西川西がががが都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定をををを打打打打ってくれというってくれというってくれというってくれという話話話話がががが来来来来ているているているているはずなのはずなのはずなのはずなの

にににに、、、、一向一向一向一向にににに進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない。。。。川西川西川西川西がががが止止止止めるからめるからめるからめるから、、、、池田池田池田池田までまでまでまで継継継継がらないがらないがらないがらない。。。。そのそのそのその道路道路道路道路

をををを最悪最悪最悪最悪はそこまではそこまではそこまではそこまで継継継継ごかというごかというごかというごかという、、、、個人的意見個人的意見個人的意見個人的意見としてあったということはとしてあったということはとしてあったということはとしてあったということは事実事実事実事実だだだだ

しししし、、、、それをそれをそれをそれを池田池田池田池田までまでまでまで継継継継ぐぐぐぐというのはなかなかでというのはなかなかでというのはなかなかでというのはなかなかで、、、、とにかくそこまでとにかくそこまでとにかくそこまでとにかくそこまで継継継継ぐぐぐぐというというというという

話話話話はあるわけではあるわけではあるわけではあるわけで、、、、それをそれをそれをそれを廃止廃止廃止廃止したしたしたした場合場合場合場合にににに南北交通南北交通南北交通南北交通はいけるのかということもあはいけるのかということもあはいけるのかということもあはいけるのかということもあ

るしるしるしるし、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のことをよくのことをよくのことをよくのことをよく考考考考えてもらわないとえてもらわないとえてもらわないとえてもらわないと、、、、周辺周辺周辺周辺のののの計画計画計画計画というのがなってというのがなってというのがなってというのがなって

ないからないからないからないから、、、、一一一一つつつつ一一一一つつつつ切切切切ってってってって行行行行かれたらまずいとかれたらまずいとかれたらまずいとかれたらまずいと思思思思うううう。。。。    

宝塚宝塚宝塚宝塚池田線池田線池田線池田線はほっとくわけにははほっとくわけにははほっとくわけにははほっとくわけには行行行行かないとかないとかないとかないと思思思思うようようようよ。。。。伊丹伊丹伊丹伊丹のどんのどんのどんのどん詰詰詰詰まりでまりでまりでまりでストストストスト

ップップップップしているのだからしているのだからしているのだからしているのだから、、、、将来将来将来将来計画計画計画計画はどうはどうはどうはどうするねんということからするねんということからするねんということからするねんということから、、、、道路一本廃道路一本廃道路一本廃道路一本廃

止止止止するうえではするうえではするうえではするうえでは、、、、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なことだしなことだしなことだしなことだし、、、、このこのこのこの一本一本一本一本をををを廃止廃止廃止廃止したしたしたした後後後後にににに、、、、池田宝塚池田宝塚池田宝塚池田宝塚

線線線線がががが出出出出てきたてきたてきたてきたときにはときにはときにはときには、、、、混雑混雑混雑混雑してしまうでしょしてしまうでしょしてしまうでしょしてしまうでしょ。。。。    

南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線南花屋敷線をををを廃止廃止廃止廃止するうえではするうえではするうえではするうえでは、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のことものことものことものことも考慮考慮考慮考慮しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと

思思思思うううう。。。。    

個人的意見個人的意見個人的意見個人的意見としてとしてとしてとして聞聞聞聞いておいていておいていておいていておいて下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

    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。。。。    

今今今今のののの意見意見意見意見、、、、分分分分かっていただいてますねかっていただいてますねかっていただいてますねかっていただいてますね。。。。このこのこのこの廃止廃止廃止廃止案案案案のののの中中中中ににににはははは宝塚池田線宝塚池田線宝塚池田線宝塚池田線がががが考考考考

慮慮慮慮されていないされていないされていないされていない。。。。    

またまたまたまた、、、、時代時代時代時代にににに合合合合わせたわせたわせたわせた道路道路道路道路づくりということでづくりということでづくりということでづくりということで、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画のののの制度制度制度制度中中中中でででで、、、、常常常常にににに

道路整備道路整備道路整備道路整備がががが問題問題問題問題になっているになっているになっているになっている地域地域地域地域ではではではでは、、、、建築制限等建築制限等建築制限等建築制限等とととと併併併併せてせてせてせて、、、、道路整備道路整備道路整備道路整備についについについについ

てもてもてもても    



NO, NO, NO, NO, ９９９９    

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    

    

    

    

    

    

議議議議            長長長長    

    

    

    

    

    

    

    

委委委委            員員員員    

    

議議議議            長長長長    

    

    

    

決決決決めていただいてはいかがでしょうめていただいてはいかがでしょうめていただいてはいかがでしょうめていただいてはいかがでしょうかというかというかというかという提案提案提案提案をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。    

    本来本来本来本来、、、、都計審都計審都計審都計審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たものがされたものがされたものがされたものが、、、、変更変更変更変更されるというのはされるというのはされるというのはされるというのは我我我我々々々々非常非常非常非常

にににに辛辛辛辛いわけですけれどもいわけですけれどもいわけですけれどもいわけですけれども、、、、そういうそういうそういうそういう意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、進進進進めていっていただきためていっていただきためていっていただきためていっていただきた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

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

    

    一一一一つだけおつだけおつだけおつだけ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。。。。    

    今今今今のののの廃止路線廃止路線廃止路線廃止路線のところはのところはのところはのところは用途地域用途地域用途地域用途地域のののの境界境界境界境界になっていますねになっていますねになっていますねになっていますね。。。。１１１１中高中高中高中高とととと２２２２中高中高中高中高

のののの境目境目境目境目のところですのところですのところですのところですよねよねよねよね。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、道路道路道路道路のののの計画計画計画計画がががが無無無無くなることくなることくなることくなることによっによっによっによってててて、、、、用用用用

途区域界途区域界途区域界途区域界がががが変変変変わるんですかわるんですかわるんですかわるんですか。。。。推定推定推定推定としてとしてとしてとして境界境界境界境界ののののベースベースベースベースはははは、、、、里道里道里道里道とかとかとかとか市道市道市道市道とかとかとかとかがががが

あるんですかあるんですかあるんですかあるんですか。。。。    

どういうどういうどういうどういう用途地域用途地域用途地域用途地域のののの区域界区域界区域界区域界のののの考考考考ええええ方方方方になっているのでしょうかになっているのでしょうかになっているのでしょうかになっているのでしょうか。。。。    

    

                            ( ( ( ( 掲示図面掲示図面掲示図面掲示図面でででで図示図示図示図示しながらしながらしながらしながら具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明 ) ) ) )    

    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、、、、現在現在現在現在のののの用途区域界用途区域界用途区域界用途区域界はははは、、、、全全全全てててて現道現道現道現道によってによってによってによって区切区切区切区切られておりまられておりまられておりまられておりま

すすすす。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、委員委員委員委員ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、このこのこのこの路線路線路線路線がががが廃止廃止廃止廃止になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら、、、、用途地域用途地域用途地域用途地域のののの

境界境界境界境界についてもについてもについてもについても再検討再検討再検討再検討するするするする必要必要必要必要があるかもしれませんのでがあるかもしれませんのでがあるかもしれませんのでがあるかもしれませんので、、、、詳細詳細詳細詳細にににに調査調査調査調査いたしいたしいたしいたし

ましてましてましてまして検討検討検討検討いたしますのいたしますのいたしますのいたしますのでででで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。。。。    

    

    委員委員委員委員、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘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。。。。    

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

    無無無無いようですのでいようですのでいようですのでいようですので、、、、議題議題議題議題（（（（４４４４）「）「）「）「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わらせていただわらせていただわらせていただ

きますきますきますきます。。。。    

    せっかくおせっかくおせっかくおせっかくお集集集集まりいただいておりますのでまりいただいておりますのでまりいただいておりますのでまりいただいておりますので、、、、他他他他にににに何何何何かございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょうかございませんでしょう

かかかか。。。。    

    

    

                            （（（（    「「「「なしなしなしなし」」」」のののの声声声声    ））））    

    

何何何何もないようですねもないようですねもないようですねもないようですね。。。。    

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等議題等議題等議題等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。。。。    

議案議案議案議案のののの３３３３件件件件につきましはにつきましはにつきましはにつきましは、、、、本日付本日付本日付本日付をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、、、、市長宛市長宛市長宛市長宛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。。。。    

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、、、、ありがとありがとありがとありがとうございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

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２３２３２３２３年度年度年度年度    第第第第１１１１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をををを終終終終わらせていただきわらせていただきわらせていただきわらせていただき

ますますますます。。。。    

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。。。。    

        

 


