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資料１ 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン策定経過 

 

【当初策定】 

《平成１３年度》 

平成１３年 

１１月 ８日 策定体制・策定の基本的な考え方の決定 

１１月２１日 第 1 回庁内調整会議 

１２月 １日 策定委員会の委員公募 

平成１４年 

  １月２２日 第２回庁内調整会議 

  １月２３日 平成１３年度第 1 回鶴ヶ島市都市計画審議会 

  ２月２１日 第１回策定委員会・第３回庁内調整会議合同会議 

  ３月２０日 第４回庁内調整会議 

  ３月２６日 第２回策定委員会 

 

《平成１４年度》 

平成１４年 

  ４月 １日 地区まちづくり市民会議（ワークショップ）の参加者募集 

  ５月 ８日 第５回庁内調整会議 

  ５月１３日 第３回策定委員会 

  ６月 １日 地区まちづくり市民会議（ワークショップ）（全 3 回） 

～７月 ６日  

  ６月１８日 中学生アンケート 

～７月１５日 

  ７月２５日 平成１４年度第１回鶴ヶ島市都市計画審議会 

  ８月２０日 第４回策定委員会・第６回庁内調整会議合同会議合同会議 

 １０月１０日 第７回庁内調整会議 

 １０月２２日 第５回策定委員会 

 １１月２０日 第８回庁内調整会議 

 １２月１７日 第６回策定委員会 

平成１５年 

１月２２日 第９回庁内調整会議 

２月２１日 第７回策定委員会 

３月２８日 平成１４年度第４回鶴ヶ島市都市計画審議会  
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《平成１５年度》 

平成１５年 

７月 ２日 第１０回庁内調整会議 

７月１７日 第８回策定委員会 

８月 ５日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン素案 市三役、部長説明 

９月 １日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン素案公表 

９月 １日 素案に対する意見提案募集 

～９月３０日 

１０月１４日 第１１回庁内調整会議 

１０月２８日 第９回策定委員会 

策定委員会から鶴ヶ島市都市計画マスタープラン原案の報告 

１１月１９日 平成１５年度第３回都市計画審議会（諮問・答申） 

１２月２６日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン市長決裁 

 

【一部改訂（平成２４年度）】 

平成２４年 

６月２９日 庁内検討会議① 

７月２５日 庁内検討会議② 

１０月２６日 議会政策説明会（都市計画マスタープランの内容、成果、課題及び今後の

方向性について説明） 

平成２５年 

１月 ９日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン改訂概要 市長説明 

１月１０日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン改訂概要 部長会議説明 

１月１７日 庁内検討会議③ 

１月１８日 平成２４年度第１回都市計画審議会（改訂概要の説明） 

１月２４日 議会政策説明会（改訂概要の説明） 

２月 １日 改訂素案に対する市民コメント募集 

～３月４日  

３月２８日 平成２４年度第２回都市計画審議会（諮問・答申） 

３月２９日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン一部改訂版市長決裁 
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【一部改訂（平成３０年度）】 

平成３１年 

２月１５日 平成３０年度第３回都市計画審議会（改訂概要の説明） 

２月１９日 改訂素案に対する市民コメント募集 

～３月２０日  

３月２６日 平成３０年度第４回都市計画審議会（諮問・答申） 

３月２９日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン一部改訂版市長決裁 

 

【第三次改訂（令和２年度）】 

令和２年 

７月 ７日 改訂概要の決定 

７月２０日 令和２年度第１回都市計画審議会（改訂概要の説明） 

９月２３日 第１回庁内調整会議 

１２月１４日 第２回庁内調整会議 

１２月２３日 令和２年度第２回都市計画審議会（素案の説明） 

令和３年 

１月２８日 全員協議会（素案の説明） 

２月 １日 改訂素案に対する市民コメント募集 

～３月 １日 

３月１５日 第３回庁内調整会議 

３月２２日 令和２年度第３回都市計画審議会（諮問・答申） 

３月２５日 鶴ヶ島市都市計画マスタープラン第三次改訂版市長決裁 
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資料２  鶴ヶ島市都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿 

     【当初策定】 

 

 

                        〔五十音順・敬称略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ◎印は、委員長。○印は、副委員長。 

 

 

  

選出区分 氏  名 

１号委員 

（学識経験者） 
岩 永 美 津 江 

髙 沢 公 男 

○ 髙 沢 啓 

髙 篠 勝 正 

髙 篠 順 一 

長 峰 巖 

◎ 惠   小 百 合 

栁 沢 誠 一 

山 本 真 由 美 

吉 澤 泰 而 

２号委員 

（各種団体の関係者） 

細 田 勝 実 

宮 部 文 子 

八 木 繁 

３号委員 

（公募による市民） 

小 澤 邦 彦 

松 本 勇 
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資料３   鶴ヶ島市都市計画マスタープラン地区まちづくり市民会議参加者【当初策定】 

                               〔五十音順・敬称略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※〇印は、各地区代表者。  

氏    名 担当地区 

粟生田 和明 東部地区 

五十嵐 久子 東部地区 

石川  和子 東部地区 

磯部  博子 東部地区 

伊東  栄治 北部地区 

 岩倉  恵利子 東部地区 

岩永  正彦  南西部地区 

○牛山  キイ子 北部地区 

小澤  邦彦  南西部地区 

岸沢  正男 東部地区 

北里  亜矢 北部地区 

清野  彰久  南西部地区 

 小池  由貴子 東部地区 

小林  陽子  南西部地区 

小松  和子 北部地区 

斉藤  勇司 東部地区 

○斉藤  芳宏5 東部地区 

○迫田  サダ子 東部地区 

高橋  敦5  南西部地区 

武田  和子  南西部地区 

田上  紀子 北部地区 

二瓶  春雄  南西部地区 

沼田  浩8  南西部地区 

橋本  紋8 北部地区 

平野  仁5 北部地区 

 藤井  美和子 北部地区 

藤掛  明5 東部地区 

町田  偉将  南西部地区 

○宮崎  和子4  南西部地区 

○山口  健一5  南西部地区 

 山下  すみ江  南西部地区 

 山本  すみ子 東部地区 

 吉牟田 ツル江 東部地区 

渡辺  葉子 東部地区 
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資料４    鶴ヶ島市都市計画マスタープラン策定庁内調整会議委員 

【当初策定】 

議長 都市計画課長 吉田 常男 

副議長 政策推進課長 高篠 正己（～平成１４年３月３１日） 

手塚 久徳（平成１４年４月１日～） 

 企画監 手塚 久徳（～平成１４年３月３１日） 

総務課長 内野 育男（～平成１５年３月３１日） 

新井 文彦（平成１５年４月１日～） 

総務課主席主幹 福島 義博（～平成１５年３月３１日） 

関口 博行（平成１５年４月１日～） 

財政課長 根本 正己（～平成１５年３月３１日） 

滝島 利明（平成１５年４月１日～） 

生活環境課長 片桐 正和（～平成１４年３月３１日） 

高篠 正己（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日） 

戸口 栄（平成１５年４月１日～） 

産業振興課長 柳川 幸忠（～平成１５年３月３１日） 

根本 正己（平成１５年４月１日～） 

社会福祉課長 小峰 正美 

高齢障害福祉課長 勝浦 信幸（～平成１５年３月３１日） 

高齢者福祉課長 勝浦 信幸（平成１５年４月１日～） 

障害者福祉課長 福島 義博（平成１５年４月１日～） 

都市計画課主席主幹 佐藤 孝 

道路建設課長 岩崎 秀己 

建築課長 矢部 政美（～平成１５年３月３１日） 

斉藤 芳男（平成１５年４月１日～） 

建築課主席主幹 関口 博行（～平成１４年３月３１日） 

吉原 正博（平成１４年４月１日～） 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 

警防課長 

高橋 誠 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務局次

長兼総務課長 

栁沢 弘（～平成１４年３月３１日） 

坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設課長 中河 渡（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日） 

新井 邦男（平成１５年４月１日～） 

事務局 都市計画課 主幹 

 

新井 順一（～平成１５年３月３１日） 

佐藤 浩一（平成１５年４月１日～） 

主査 小林 和男 

佐藤 浩一（～平成１５年３月３１日） 

主任 内田 昌宏 

北沢 直子 
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資料５  鶴ヶ島市都市計画マスタープラン見直しに伴う庁内検討会議・事務局 

【一部改訂（平成２４年度）】 

庁内検討会議 都市計画課長 山田 祐之 

都市計画課主幹 比留間 明吉 

秘書政策課主幹 河村 治人 

生活環境課主幹 吉田 昭宏 

産業振興課主幹 荻島 唯志 

道路建設課主幹 浅見 豊 

建築課主幹 酒谷 敏文 

区画整理課主幹 久保田 友久 

 

 都市整備部長 増森 幸八郎 

事務局 都市計画課長 山田 祐之 

都市計画課主幹 比留間 明吉 

都市計画課主幹 田村 智 

都市計画課主査 内田 孝二 
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資料６  鶴ヶ島市都市計画マスタープラン策定庁内調整会議・事務局 

【第三次改訂（令和２年度）】 

庁内調整会議 政策推進課長 伊東 栄治 

資産管理課長 吉田 昭宏 

安心安全推進課長 白井 克英 

生活環境課長 忍成 一博 

産業振興課長 平野 強 

都市計画課長 内野 雅彦 

都市計画課主席主幹 小久保 輝彦 

道路建設課長 後口 秀樹 

区画整理課長 斉藤 公昭 

 

 都市整備部長 笠原 修一 

都市整備部企画調整幹 佐藤 浩一 

事務局 都市計画課長 内野 雅彦 

都市計画課主幹 粟生田 和明 

都市計画課主査 望月 太樹 

都市計画課主任 佐藤 貴久 

都市計画課主任 神宮寺 優輝 

都市計画課主事補 山﨑 菜央 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴ヶ島市都市計画マスタープラン 

（鶴ヶ島市の都市計画に関する基本的な方針） 

〔第三次改訂版〕 

令和３年３月 

発 行  鶴ヶ島市 

〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木１６番地１ 

電 話  049-271-1111 

ＦＡＸ  049-271-1190 

ホームページアドレス 

     http://www.city.tsurugashima.lg.jp/ 

編 集  鶴ヶ島市 都市整備部 都市計画課 
 


