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草加都市計画地区計画の変更（三郷市決定） 

（案） 

草加都市計画地区計画（上彦川戸地区）を次のように指定する。 

 

名  称 上彦川戸地区 地区計画 

位  置 三郷市上彦川戸、上彦名の各一部 

面  積 約４．１ｈａ 

地 区 計 画 

の 目 標 

本地区は、第４次三郷市総合計画において定められた産業立地ゾーンに位置する。 

また、外環三郷西 ICから約２ｋｍに位置し、県道草加流山線に面している。 

当地区計画は、周辺の住環境などに配慮しながら、新たな流通業務系の土地利用を  

誘導することを目標とする。 

区域の整備、 

 

 

開発及び保全 

 

 

に関する方針 

土 地 利 用 

の 方 針 

 本地区は、三郷 JCTのポテンシャルを活かすため、流通系施設の土地

利用を図る地区とする。 

地区施設の 

整備の方針 

当地区から発生する交通に配慮した道路の整備を行い、道路の機能を

保全するため、三郷市が適切に維持管理するものとする。 

また、周辺の住環境などを保全するため、緩衝緑地帯の整備を行い、

その所有者または管理者が適切に維持管理するものとする。 

なお、地区施設道路に面する緩衝緑地帯を除き、その幅員の１/２以

上を高木植栽空間として設けるものとする。 

建築物等の 

 

整備の方針 

建築物等の整備の方針については、周辺の住環境などを保全すると

ともに、流通系施設の誘導を図るため、以下の建築物等の規制誘導を

行う。 

１．建築物の用途の制限 

２．建築物の敷地面積の最低限度 

３．建築物の高さの最高限度 

４．壁面の位置の制限 

５．建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

６．垣又はさくの構造の制限 

その他 

当該地区の 

整備、開発 

及び保全 

に関する方針 

形成された地区環境を保全するため、緩衝緑地帯の保全を図るため

の制限を定める。 

 

地区整備計画（地区施設の配置及び規模） 

道   路   区画道路１号、幅員１２ｍ、延長 約２６０ｍ 

緩衝緑地帯 

緩衝緑地帯１号、幅員１５ｍ、延長 約１４５ｍ 

緩衝緑地帯２号、幅員１５ｍ、延長 約  ５０ｍ 

緩衝緑地帯３号、幅員１５ｍ、延長 約  ５０ｍ 

緩衝緑地帯４号、幅員１０ｍ、延長 約１６０ｍ 

緩衝緑地帯５号、幅員１０ｍ、延長 約  ３５ｍ 

緩衝緑地帯６号、幅員１０ｍ、延長 約  ６０ｍ 

緩衝緑地帯７号、幅員１０ｍ、延長 約  ５０ｍ 

緩衝緑地帯８号、幅員  ５ｍ、延長 約１００ｍ 

緩衝緑地帯９号、幅員  ５ｍ、延長 約１５５ｍ 

ただし、各敷地の出入口は除く。 
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地区整備計画 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

１ 倉庫又は荷さばき場 

２ 前号に掲げる事業を営む者が業務の用に供する事務所 

３ 物資の流通の過程における簡易な加工をおこなう施設 

４ 前各号に掲げる施設に関連する自動車車庫又は自転車駐車場    

５ 第１号から第３号までに掲げる施設に関連する自動車に直接燃料を供給

するための施設、自動車修理工場又はこれらの事業の用に供する事務所 

６ 前各号に掲げる施設に関連する建築基準法施行令第１３０条の９第 1 項

の表（３）項又は（４）項に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

で、準工業地域において建築できるもの。 

７ 前各号に付属する建築物 

建築物の敷地面積

の最低限度 
１０，０００㎡  

建築物の高さの 

最高限度 
２５ｍ 

壁面の 

位置の制限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面、又は高さ２ｍを超える門若しく

は塀の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は３ｍ以上とする。 

ただし、次に掲げるものはこの限りではない。 

１ 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが２．３ｍ以下

で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

２ 自転車駐車場の用に供するもので、軒の高さが２．３ｍ以下であるもの 

３ 出窓で、床面からの高さが３０㎝以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平

距離が５０㎝以下のもの 

４ 法令及び条例に特別の定めのあるもの 

建築物等の形態 

又は色彩その他の 

意匠の制限 

１ 三郷市景観条例に適合するものとする。 

２ 建築物等の色彩は、周囲の景観に配慮し、周囲と調和のとれたものとする。 

３ 建築物等の壁面の分節化や色彩による分節化などにより、周辺への圧迫感

を軽減するものとする。 

４ 特に、緩衝緑地帯 1 号、2 号、3 号に面する建築物等の部分は、上記に加

えデザインの工夫等により、周辺への圧迫感を軽減するものとする。 

５ 突き出し広告物は、自己の利用に供する建築物で、突き出し幅が１．２ｍ

以下かつ、表示面積２㎡以下のものとする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路及び隣地に面する側に設ける垣又はさくの構造は次に掲げるものとす

る。ただし、ゴミ集積所の囲い、門柱等においてはこの限りではない。 

１ 生垣、竹垣（基礎を設置する場合は、宅地の地盤面からの高さを 0.6m   

以下とする。） 

２ 宅地の地盤面からの高さが 0.6m 以下の基礎部分の上に、植栽又は透視可

能なフェンス等を施したもの 

３ 法令及び条例に特別の定めのあるものはその例による 

土
地
利
用
に
関
す
る
事

項 

緩衝緑地帯の 

保全を図る 

ための制限 

緩衝緑地帯には緑化を施し、その保全に努めるものとする。 

特に、緩衝緑地帯 1号、2号、3号は、以下のとおり周辺環境に配慮して 

緑化するものとする。 

１ 四季の移ろいを感じることができる樹種を選定する。 

２ 高木の常緑樹については、成木時の樹高が１０ｍ以上の樹種を選定する。

また、植栽時の樹高は４ｍ以上とする。 

備    考  

｢区域及び地区整備計画は、計画図表示のとおり｣ 

理 由  本地区は、第４次三郷市総合計画及び三郷市都市計画マスタープランにおいて、産業立地ゾーンに位置付け

られた地区です。また、県道草加流山線に面し、外環三郷西 ICから２ｋｍに位置するなど、非常に利便性が

高い地区であることから、流通系の土地利用を図るために地区計画を定めるものです。 
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理 由 書 

（案） 
 

本理由書は、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に 

基づき、草加都市計画地区計画（上彦川戸地区）の指定についての理由を示したものです。 

 

Ⅰ．草加都市計画区域における位置等 

 草加都市計画区域は、草加市、八潮市及び三郷市の行政区域全域で構成されています。 

 本地区は、都心から約 20km圏にあり、三郷市の北部で三郷ＪＣＴから 1.5kmに位置し、

都市計画道路浦和流山線に面しています。 

 

Ⅱ．変更の理由 

本地区は、第４次三郷市総合計画及び三郷市都市計画マスタープランにおいて、産業立

地ゾーンに位置付けられた地区です。また、県道草加流山線に面し、外環三郷西 IC から  

２ｋｍに位置するなど、非常に利便性が高い地区であることから、流通系の土地利用を図

るために地区計画を定めるものです。 

 

Ⅲ．地区計画の考え方 

土地利用の方針については、三郷 JCTのポテンシャルを活かすため、流通系の土地利用

を実現し、市街地の形成及び維持・保全を図ります。 

地区施設の整備の方針については、当地区から発生する交通に配慮した道路の整備を行

い、道路の機能を保全するため、三郷市が適切に維持管理するものとする。 

また、周辺の住環境などを保全するため、緩衝緑地帯の整備を行い、その所有者または

管理者が適切に維持管理するものとする。 

なお、緩衝緑地帯については、緩衝緑地帯幅の１/２以上を高木植栽空間として設けるも

のとする。 

建築物等の整備の方針については、建築物の用途の制限、建築物の高さの最高限度、  

建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠

の制限、垣又はさくの構造の制限を定めます。 
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議案第１号 草加都市計画地区計画の変更について（三郷市決定） 
 

位置図（上彦川戸地区） 

上彦川戸地区 
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資料 

議案第１号 

草加都市計画地区計画の変更について 

（上彦川戸地区：三郷市決定） 
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上彦川戸地区地区計画に関わる経過について（概要） 

 

●提案者による説明会等の実施 

 

 

 

○地区計画の都市計画提案受付  

○計画提案の適合通知 

 

 

●さつき平住民からの署名提出 

 

 

●さつき平住民主催の説明会へ市が参加 

 

 

●さつき平住民から市へ文書による質問 

 

 ●提案者から賛成意向書の報告 

 

 

○都市計画提案評価委員会の開催  

 

 

●さつき平住民とのミーティング 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

●都市計画法第１６条に基づく縦覧 

（区域内の所有者、利害関係人対象）  

 

 

 

 

 

・提案者による地元、周辺住民説明会 

≪上彦名町会、北美町会対象≫５月１１日（10 名） 

≪さつき平地区対象≫３月２３日（25 名）、５月１１日

（91 名）、２５日（69 名） 

 

・７月４日 都市計画提案提出（都市計画課受付） 

・７月19 日 計画提案者に通知（都市計画課） 

 

・さつき平の４自治会から物流倉庫建設反対の署名提出

（４５１世帯、１１０６名） 

 

・産業立地ゾーンについて、地区計画について 

７月28 日（135 名）  ８月11 日（120 名） 

  

・質問（8 月28 日）→回答（11 月 1 日） 

 

・提案者から周辺地権者等の地区計画提案に対する賛成意

向書の報告（７０世帯、８８名） 

 

・１１月６日開催  地区計画提案に対する「都市計画提案

評価委員会」による都市計画必要性の判断 

 

・１１月２３日（場所：参加者8 名）、１１月２７日、 

１２月１３日（場所：市役所、参加者各４名） 

質問の回答に対する再質問等 

 

 

・平成 26 年 1 月 10 日（金）開催 

公述申出 ３４名（反対３３名、賛成1 名） 

公聴会  １０名（反対９名、賛成1 名） 

  2 月4 日公述に対する回答 

 

・平成 26 年 1 月２１日（火）から 

            ２月３日（月）まで 

意見書提出期間２月１０日（月）まで 

縦覧者及び意見書の提出はありませんでした。 

 

 

●公聴会の開催  
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●「草加都市計画地区計画（上彦川戸地

区）」に関する請願書が議会へ提出 

 

 

 ●「三郷市草加都市計画地区計画（上彦

川戸地区）」に対する要望と意見書が市

へ提出 

 

 

 

●都市計画法第１７条に基づく縦覧 

（住民及び利害関係人対象）  

 

 

 

 

○三郷市都市計画審議会の開催   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

・２月２０日 地方自治法第１２４条の規定により、地区

計画の手続きの凍結を求める請願書が提出 

 ３月１８日 本会議において不採択 

 

・２月２６日 三郷市自治基本条例を守る会から草加都市

計画地区計画（上彦川戸地区）に関する反対署名簿（署

名数2,291 名分）を別添として、要望と意見書が提出 

 

 

 

・平成 26 年２月２０日（木）から 

       ３月６日（木）まで 

 意見書提出 反対２７名２７通 

       賛成３８名３８通 

 

・平成２６年３月２８日 
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上彦川戸地区地区計画案作成の経緯 

 
 
１．平成２５年７月４日     ●地区計画の都市計画提案提出（土地利用計画書） 
               ・地区計画の案を作成する際に必要なものとし      

て土地利用計画書が提出されています。 
 
 
 
 
２．平成２５年１２月１３日～  ●公聴会に向けた地区計画構想案の作成 
       １２月２６日   ・都市計画提案を受けて、市で地区計画の構想案を

作成し閲覧を行い、その後平成２６年１月１０日

に公聴会を開催しています。 
                                
 
 
 
３．平成２６年２月２０日～   ●公聴会の意見により修正した地区計画案での都 

３月 ６日     市計画法第１７条に基づく縦覧 
                 ・上記の公聴会での意見を踏まえ、一部修正して地

区計画案を作成しています。 
 
                 ※公聴会の意見により、周辺環境への配慮や圧迫

感の軽減を図るための修正点 
                 ①緩衝緑地帯の幅員の変更 

②建築物の壁面の分節化等やデザインの工夫を行

う方針の追加 
                 ③幅員を広げた緩衝緑地帯の緑化基準の強化 
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上彦川戸地区「地区計画」の構想案の公述申出書（３４名） 

に対する検討結果 

項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

高
さ
の
最
高
限
度 

○建物の最高高さの制限基準の強化について

の再考要望。 

○建築物の高さの最高限度 25m を 12m 以下に。 

○建築の高さの最高限度を半減に。 

○建築物の高さ制限を道路境界線 50m までの

範囲で 10m 以下とする。 

○建築物の高さの制限は 30m 位が良い。 

○建築物の高さの最高限度は、周辺環境

との調和を検討して定めております。 

 

そ
の
他
の
建
築
制
限 

○構想案では巨大な壁を建築することが可能、

慣れ親しんだ環境・景観をぶち壊すことは 

許されない。急激な変化を軽減する建築制限

の強化を。 

○異様な建築物の縮小及び外環デザインの 

スマートさ等住民側に立った視点で考えて

いただきたい。 

○計画の縮小（高さ・建築面積・配置）等の 

再検討を求める。 

○市の発展は人口増となり、雇用を含め対応が

求められることは承知しているが、多くを 

失う住民がいることも事実。居住している側

に寄り添える方策はないか。設置者側と話し

合っていただきたい。 

○巨大物流倉庫の建設規模を大幅に縮小し、 

悪影響が住宅地域に及ぶことを避ける。 

○壁面の位置の制限（境界から 3ｍ）は必要 

ない。 

 

 

 

○住環境に対する影響が軽減される 

よう、色彩による分節化などデザイン

の工夫を行うように地区計画を変更

します。 

○壁面の位置の制限は、緩衝緑地帯が 

設置されていない敷地境界には必要

な制限と考えています。 

○ 
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項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

緩
衝
緑
地
帯 

○離隔距離、緩衝緑地帯の制限基準の強化に 

ついての再考要望。 

○緩衝緑地帯を拡充し、倉庫の圧迫感の緩和

を。 

○緩衝緑地帯を拡充し圧迫感の緩和を求む。 

緩衝緑地帯の幅員を広げ、建物高さの 1/2

以上の常緑樹を主体に落葉樹もミックス 

させて鎮守の森的な緑地を作りだして欲し

い。 

○緩衝緑地帯を２０ｍ以上とする。 

○緑地帯の拡大及び手入れ義務の対策を。 

○緩衝緑地帯の植栽は高木でなく低木が良い。 

○緩衝緑地帯の幅員１０ｍは、私有財産への 

制限としては大きすぎる。 

 

 

 

 

○住環境に対する影響が軽減される 

よう、東側の緩衝緑地帯について、 

幅員を広くする地区計画の変更を 

行います。 

○東側の緩衝緑地帯の樹種及び樹高に

ついて地区計画に追加します。 

○緩衝緑地帯の手入れ義務は、所有者 

または管理者が適切に維持管理する

ことを地区計画に明記しております。 

○ 

 

 

 

○ 

調
整
池 

○調整池が設置されていない。 

○田がなくなることで、雨水調整機能が失われ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○埼玉県の条例により、当該地区に 

おいて開発がおこなわれる際には、 

雨水流出抑制施設が設置されます。 
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項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

住
環
境 

○巨大な倉庫建築による圧迫感・閉塞感の苦し

みを覚える。 

○外観デザインの強化についての再考要望。 

○建築物の制限は、隣接した住宅地を巨大な壁

が遮る住環境を無視した計画である。 

○目の前に巨大な倉庫の壁が出現することに

精神的苦痛・圧迫感を感じる。 

○精神的負担・圧迫感により健康障害が生じ

る。 

○住民の生活環境に配慮した政策は見当たら

ない。安易な税収増ではなく、住みよい街づ

くりを。 

○景観権・眺望権・日照権（日影）を失う。 

○ビル風による影響が懸念される。 

○想定される住環境の悪化は深刻な問題で、 

資産価値低下に直結する大きな問題。流通・

工場・倉庫等の誘致は、住宅地に隣接しない

エリアに集約すべき。 

○団地・学校・病院等に近接する大型倉庫は 

不調和である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○住環境に対する影響が軽減されるよ

う、東側の緩衝緑地帯について幅員を

広くする地区計画の変更を行います。

また、色彩による分節化などデザイン

の工夫を行うように地区計画を変更

します。 

○東側の緩衝緑地帯の樹種及び樹高に

ついて、地区計画に追加します。 

○産業立地ゾーンは、資材置き場などの

土地利用によるスプロール化を防止

し、本市の交通利便性を活かした活力

ある産業振興のために位置付けて 

おります。 

○ 

 

 

 

 

 

○ 
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項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

交
通
環
境 

○発生する交通渋滞は著しい環境汚染を招く

許しがたいものである。 

○市内道路を渋滞させないと判断しうる根拠

が専門的・客観的に評価されておらず、地区

計画の策定は妥当ではないと考える。 

○児童への交通安全面への危惧。 

○交通渋滞の解消に対し、巨額の費用が投入さ

れる。 

○道路渋滞が慢性化しており、地区計画で倉庫

を建てることは交通渋滞がより重症化し 

深刻な状況となり、道路環境が悪化し、 

住環境が保全されない。 

○渋滞の情報が広まり商業施設のイメージ 

ダウンのおそれあり。 

○現在でも激しい渋滞が頻発している草加 

流山線から、さつき平団地や柳通りに迂回す

る車両が増えることへの対策が見られない。 

○交通対策の根本的改善がなく、絶対反対。 

○発生交通量の削減と迂回車両の制限を。 

○三郷市のウィークポイントは交通事情。草加

流山線という細い血管に新たに大きな腫瘍

を作るようなもの。緊急車両が動けず命を 

落とすことも懸念される。 

○交通量の増大による排気ガス・騒音・振動・

路上駐車等の環境破壊・交通安全・健康な 

生活に影響を及ぼす。 

○現在でも激しい渋滞が頻発している草加 

流山線からさつき平へ迂回する車両の対策

が見られない。 

 

 

 

○市としては、円滑に移動できる道づく

りを目指して都市計画道路の整備を

進めており、平成２６年度中には県道

草加流山線から三郷中央地区まで 

新和吉川線の開通を予定しておりま

す。また、今後は、駒形線の整備を 

予定しており、県道の交通の分散が図

られると考えております。 

○県道草加流山線の渋滞については、 

流山橋の渋滞緩和に向けて埼玉県・ 

千葉県の両県が、吉川市境の江戸川 

にかかる新橋を含む都市計画道路 

三郷流山線の整備を進めており、用地

買収に向けた測量に取り組んでおり

ます。 

○休日や朝夕の渋滞のピーク等を勘案

し、時差による配送など出来る限り 

配送時間等について配慮するよう 

事業者に強く要請します。 
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項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

上
位
計
画
・
土
地
利
用 

○用途倉庫計画に対し再考を求める。 

○産業立地ゾーンを白紙に戻し、この住宅エリ

アにふさわしいまちづくりの再検討を。 

○「きらりと光る田園都市みさと」はどこへ？ 

 ・故郷は人を育み、故郷を失う人は拠り所を

失う。まちづくりの方向性を再考していた

だきたい。 

 ・住宅地の真中に緑と土を潰して大型倉庫を

建設する理由は。 

○「三郷市都市計画マスタープラン」の産業 

立地ゾーンは地域の特性が極めてあいまい

で具体的な隣接地との関係が不明確。 

○平成２２年度改定時の北部地域・さつき平地

区のまちづくりの方針が反故される。 

○建築物の用途の制限について、商業施設や 

住宅用途物ではなく、物流倉庫が望ましいと

思うため、賛成。 

 

 

○本市では市街化圧力が高いため、資材

置き場などによるスプロール化の懸

念が高いと考えております。 

  産業立地ゾーンは、このようなスプ

ロール化を防止し、本市の交通利便性

を活かした活力ある産業振興のため

に位置付けております。 

○今回の地区計画の構想案は、第４次 

三郷市総合計画及び都市計画マスタ

ープランの産業立地ゾーンに則し、 

周辺環境との調和を図りながら策定

するものです。 

 

自
治
基
本
条
例 

○自治基本条例に基づいていない。（市民参加） 

○自治基本条例を鑑みて、反対。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地区計画の構想案に対する公聴会は、

自治基本条例の参加と協働の理念に

則り、市民の方の意見を聴くために 

開催したものです。 
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項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

手
続
き 

○市の都市計画提案評価委員会がどのような

観点から判断されたのかが明確になってい

ないため、都市計画提案制度上、妥当ではな

い。 

○市民に対して十分な説明がされておらず、 

周辺住民の強い反対がある状況では、当該 

地区計画を策定することは妥当ではない。 

○当該地区計画は、都市計画法第３４条並びに

三郷市開発許可等の基準に関する条例上、 

妥当ではない。 

○本地区計画と景観条例、緑条例との関連が 

わからない。 

○さつき平周辺を産業立地ゾーンへ指定した

経緯・手続きは到底納得できない。 

 

○提案内容については、提案者の説明に

より、周辺住民に対し、周知されたと

理解しております。市としては、都市

計画提案を受けて、三郷市都市計画 

提案に関する手続き要領第６条の 

評価基準を総合的に判断し、都市計画

の必要性があるとしています。 

○地区計画は都市計画法第１２条の４

に規定される都市計画です。地区計画

が告示された場合は、地区計画の内容

に適合する開発行為が、三郷市開発許

可等の基準に関する条例によって 

許可されます。 

○開発行為時に景観条例やみどりの 

条例を遵守することになります。 

○第４次三郷市総合計画及び都市計画

マスタープランは、パブリックコメン

トなどにより、市民の皆様のご意見を

いただき策定されて おります。 
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項目 公述申出書要旨 市の検討結果 
構想案 

の変更 

そ
の
他 

○医療・薬品倉庫に不安がある上、将来的に 

転用・転売されれば縛りが効かなくなり、 

中長期的に信用できない。 

○市街化調整区域の開発は、市街化区域での 

開発余地がない場合に限られるはず。 

○市街化を抑制すべきとの考えをもとに、市街

化調整区域における開発行為は周辺地区や

市全体の産業活動に影響を及ぼさないよう

に策定すべき。 

○事業者と周辺住民の皆さんとコミュニケー

ションを計れる行事等を検討していただき

たい。 

○地区計画で定められた事項は、土地や

建物の権利移転により変わるもので

はありません。 

○市街化区域内における工業系土地 

利用の状況及び市街化の動向を勘案

し、市内産業の活性化に資する土地 

利用を誘導しています。 

○事業者と地域住民の皆さまとのコミ

ュニケーションについては、提案者に

十分に伝えてまいります。 
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上彦川戸地区 地区計画案に対する意見書の要旨 

（賛成 ３８名３８通） 

意見書の要旨 

・物流倉庫等の誘致は、兼業農家にとって、自分の田畑の近くに働ける場所がある事が大きな 

メリットとなる。 

 

・第４次総合計画、都市計画マスタープランにおける産業の活性化に資する土地利用を誘導して 

行くことと合致しているため、物流倉庫が望ましいと考える。 

 

・将来的に税金等の負担増が懸念される中、住宅より物流倉庫等の方が税収の増加による財政への

貢献が期待できるため、物流倉庫等が望ましい。 

 

・500 名程度の雇用が見込まれ、雇用創出の効果が大きい。 

 

・三郷市は県内でも有数の広域道路アクセスに恵まれており、交通利便性を最大限活かせる施設は、

物流倉庫であると言える。 

 

・本地区に商業施設が誘致された場合、更なる交通量の増加が見込まれるため、用途については 

商業施設より物流倉庫等が望ましい。 

 

・「パークフィールドみさと」が開発された当初も環境破壊を危惧したが、市の将来を考え開発を 

受け入れた。現在では、正しい選択であったと考えている。 

 物流倉庫誘致に関しても、市の将来を考えると、誘致を受け入れるべきであると考える。 

 

・緩衝緑地帯について、周辺住民への圧迫感や閉塞感等を緩和する形での具体的な制限が追記され

たことにより、周辺環境への配慮が伺える。 

 

・近接する高層マンションと比較して、それを下回る高さ 25m に設定されており、周辺への影響は

少ないと考える。 

 

・意匠の制限について、景観条例の適合にとどまらず、周辺環境への圧迫感緩和への配慮が伺える。 

 

・自治基本条例について、市民参加に基づいて決定されており、条例に則った手続がなされている

と思う。引き続き本計画を推進していただきたい。 

 

 

27



上彦川戸地区 地区計画案に対する意見書の要旨と市の見解 

（反対 ２７名２７通） 

 

 意見書の要旨 市の見解 

地
区
整
備
計
画 

用
途 

・流通業務系の土地利用の誘導としている 

ことについて、地域の実情（社会環境）に

全くそぐわない用途である。 

本地区は、さつき平地区に近接するととも

に、広域交通を処理する草加流山線沿道 

地域でもあり、産業の活性化に資する土地

利用を誘導する産業立地ゾーンに含まれて

おります。これらを踏まえ地区計画では、

用途を制限し、騒音、振動、大気汚染など

の環境負荷が高い工場を規制するなど一定

のルールを定め適正な土地利用誘導をはか

ることとしており、流通系の倉庫など比較

的環境負荷の小さな業種に限定して進める 

こととしております。 

さらに地区計画では、区域周辺への緩衝 

緑地帯の設置、周辺への圧迫感の軽減を目

的とした建築物の分節化やデザインの工夫

を行うこととしています。 

 

規
模
・
高
さ 

・なぜ市街化調整区域に２５ｍの建築物が 

許されるのか。 

・巨大倉庫の規模を大幅に縮小すべき。 

・巨大建築物の高さ、敷地を半減する等、 

大幅に規模を縮小すれば、出入り車両が 

減ずる。 

規模を縮小しなければ、住環境の保全は 

不可能。 

・建築物の高さの最高限度２５ｍを妥当と 

する根拠が示されていない。 

・当該地区計画が第一種中高層住居専用地域

であるさつき平に近接していることから、

高さを最高でも「１８ｍ」に制限する必要

性がある。 

 

市内の市街化区域内の流通工業系の用途

地域では高さ制限をしておりませんが、 

市街化調整区域のため、周辺環境との調和

と土地所有者等の財産権の保障を両立させ

る高さとして決めています。 
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形
態
意
匠 

・建物の壁面の分節化や色彩による分節化、

デザインの工夫で圧迫感は軽減されるの

か。 

住民は新たに建設されることで圧迫感を

感じる。 

・建築物等の形態又は色彩その他の意匠の 

制限の内容が抽象的すぎる。 

建築物の形態・意匠の制限は、公聴会で

の皆さまから圧迫感の軽減に対するご意見

を検討し、建築物の形態・意匠の制限で 

出来る限りの内容として追加しており 

ます。建築の際には、景観条例への適合が

必要になり、景観アドバイザーにより専門

家の意見を取り入れます。 

 

緩
衝
緑
地
帯 

・緩衝緑地帯の幅員については、従来の優れ

た環境との落差を最小限にとどめるため、

工夫配慮が必要。 

・緩衝緑地帯を道路側に５ｍ、住宅地側を 

１５ｍに変更した理由は。 

・緩衝緑地帯１号の幅員は少なくとも「６０

メートル以上」が必要。 

緩衝緑地帯の幅員は、「三郷市市街化調整

区域の計画開発における地区計画ガイド 

ライン」により定められております。公聴

会における周辺住民からのご意見や地区の

状況を勘案し、一律１０ｍから東側の住宅

地側の幅員を１５ｍに広げて、西側を５ｍ

にして近接する住宅地への周辺環境に配慮

したものです。これにより、圧迫感の軽減

や建築範囲が西側に移動することにより 

東側への日影の軽減も図れることになり 

ます。 

 

調
整
池 

・生産緑地であるこの地区は、大雨排水の 

調整を助けていたが、大型倉庫などで雨水

が直接排水されることで、道路冠水は 

ひどくなることが予想される。 

 

埼玉県の条例により、当該地区において

開発が行われる際には、雨水を一時的に 

貯留する機能として、雨水流出抑制施設の

設置が義務付けられています。 

公
園
・
緑
地 

・上彦川戸地区には良好な自然環境に適合 

した緑地（都市緑地法）のある建物が 

望ましい。 

・大規模開発を行うことから提供公園又は 

緩衝緑地の提供が都市計画上からも景観上

からも必要であるため、「６０メートル 

以上」の緩衝緑地帯とは別に設定すべき。 

予定建築物の用途が住宅でかつ開発区域

が３０００㎡以上の場合は、「三郷市開発事

業等の手続きに関する条例」により、公園

整備が必要になりますが、工場、倉庫等の

場合は該当しません。 

また、緑地は、埼玉県の「ふるさと埼玉

の緑を守り育てる条例」により設置される

ことになります。 
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都
市
計
画
法 

・調整区域内における地区計画制度は、本来、 

積極的に開発を誘致するためのものではなく、

沿道に無秩序な開発が乱立することを防ぐため

の制度。 

・市街化調整区域の法解釈から市は開発を促進 

する企業誘致活動をできない。 

よって、地区計画そのものが違法行為。 

・産業立地ゾーン設定から地区計画ガイドライン

などの条例を含めたその運用が都市計画法 

違反。 

・「市街化調整区域では、開発行為は原則として 

行わず、都市施設の整備も原則として行わな

い。」ことになっている。 

・本計画は、他の自治体においても同様な「乱 

開発を誘発する抜け道となる危険性が高い 

もの」である。 

 

 

・都市計画法第３４条第１項１号に「公益性」と

あるが、「公益性」について論じられていない。 

・都市計画法第３４条の何号に該当するのか。 

 

 

 

 

 

 

・多数の反対意見があるという状況は、「周辺住民

の調整状況を勘案し」とする基本方針に則して 

いないことから都市計画法第 18 条の 2 第 4 項

上、妥当ではない。 

 

 

市街化調整区域における地区計画の立地

条件については、都市計画法第１２条の５

第１項２号において、指定できる区域が 

３つの基準で示されており、今回の地区 

計画は、そのうちイの建築物若しくは敷地

の整備に関する事業が行われる土地の区域

において指定する案となります。 

産業立地ゾーン設定は、平成２２年当時

の地方自治法第２条第４項に基づく三郷市

の基本構想である第４次三郷市総合計画に

位置付けられました。また、「三郷市市街化

調整区域の計画開発における地区計画ガイ

ドライン」は、都市計画法第２１条の２に

基づく都市計画の決定等の提案のうち、 

市街化調整区域における地区計画の提案に

対し、適正な土地利用の誘導を図るため 

市として一定の指針を示したものです。 

 

 地区計画は都市計画法第１２条の４に 

規定される都市計画で、開発行為ではあり

ません。 

 ただし、本地区計画が告示された場合 

かつ今回の敷地において、本地区計画の 

内容に合致した開発行為を行う場合は、 

都市計画法第３４条第１項１０号の基準に

該当します。 

 

公聴会において、３４名（うち反対意見

は３３名）から公述申出書をいただき、 

都市計画法第１６条の手続きでは意見が 

ありませんでしたが、都市計画法第１７条

の手続きでは、６５名（うち反対意見は 

２７名）から意見書の提出をいただきまし

た。このような状況を勘案し、今回の地区

計画案を策定しております。 
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取
扱
い
方
針
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど 

・提案要領の第６条（２）「周辺住民などへの説明

が行われており、概ねの理解が得られている」

とは言えない。 

・「周辺住民の概ねの理解」を得られていない現状

は、手続き要領、ガイドライン上、妥当では 

ない。よって、周辺住民の調整状況を勘案した 

と判断する妥当性と根拠を示す必要がある。 

 

 

 

 

 

・地区計画ガイドラインには、指定道路の沿道の

地域となっていることが要件であるが当該用地

は草加流山線に面さず区域指定に問題がある。 

・本地区計画は、接道条件を満たしていない。 

法令の条件を満たしている開発とは言えない。 

 

・区域面積の４．１ｈａでは「ガイドライン」 

「取扱い方針」の「区域の規模は概ね５ｈａ 

以上」を満たしていない。 

提案内容及び本案は、提案者の説明など

により、提案内容について周辺住民に対し、

周知されたと理解しております。 

また、公聴会では、３４名（うち反対意

見は３３名）から公述申出書をいただき、

都市計画法第１６条の手続きでは意見が 

なく、都市計画法第１７条の手続きでは、

６５名（うち反対意見は２７名）から意見

書の提出をいただきました。このような 

状況を勘案し、今回の地区計画案を策定し

ております。 

 

「指定道路の沿道」とは、「指定道路に 

面している」ではなく、沿道であることが

基準となります。 

 

 

 

「ガイドライン」「取扱い方針」の「概ね

５ｈａ以上」の概ねは８割として、運用 

しております。 
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住
環
境 

・高層、大型の物流センターの建設によって、 

景観・眺望の悪化、ビル風、道路の冠水、日影

問題等などの影響がある。 

・見上げねばならぬ圧迫感、失われる外光や眺望、

倉庫の車両によって引き起こされる住環境の 

悪化は日常生活を脅かされる極めて深刻な不安

要因である。 

・長大で高い建物による景観、住居環境等への 

重大な影響、火災発生による有害性、火災発生

時における甚大な被害等々の諸々の問題が生じ

る。 

・圧迫感に対し、市民の苦痛を「自分ごと化」 

した検証がなされていないこと。 

 

・「周辺環境への影響の検討に関する資料」をみる

と、現実に則した検討や現況調査も評価もして 

いない。 

・環境影響評価を行い、その結果に基づき、本地

域の環境の保全に向けた適正な配慮と措置が 

講じられた地区計画に是正し、再提示していた

だきたい。 

・「周辺住民の調整状況や周辺の環境との調和」の

観点から、専門的・客観的視点から妥当性を 

慎重に評価・審議すべき。 

 

・排水は、合併処理浄化槽方式とのことだが、 

合併処理は悪臭の問題が発生する。 

 

周辺住環境への影響を軽減するために、

第一種中高層住居専用地域側の緩衝緑地帯

の幅員を１５ｍにしました。この変更案に

より日影及び圧迫感は軽減されると考えて

おります。 

また、壁面の色彩を分節する等、視覚的

効果により圧迫感の軽減を図ります。 

雨水排水については、埼玉県条例により

雨水流出抑制施設が設置されます。 

 

 

 

 

 

騒音及び振動については、「周辺環境への

影響の検討に関する資料」に騒音規制法、

振動規制法、埼玉県生活環境保全条例等の

基準を満たすとあり、騒音においては昼間

５５デシベル以下、振動においては昼間 

６０デシベル以下に抑えることを意味して

おり、この値は住居地域と同等の制限と 

なります。 

 

 

 

汚水については合併処理浄化槽で処理い

たします。なお、浄化槽には保守点検義務

があります。 
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交
通 

・車両の出入りはさつき平側の道路を使用しない

とあるが、大和小田急建設は北側からも出入り 

すると言っている。 

・インター周辺にも大渋滞が引き起こされること

が確実に予見される。 

 

・消防署、警察署など市民生活を守る重要な公共

施設が存在しており、緊急車両が渋滞で動け 

ないことになる恐れが高くなる。 

 

・膨大な貨物自動車の出入りによる住居専用地域

であるさつき平団地の環境悪化等の問題が生じ

る。 

 

・本計画は草加流山線に、大幅な交通渋滞の悪化、

迂回車両による生活道路の混雑、通学児童や 

医療施設の患者等への交通事故被害の予測、 

緊急車両等への運行上の弊害、騒音、排気ガス

の影響が発生する。 

 

・出入り口前だけの交通量調査を行ったようだが、

点だけの交通量調査ではシミュレーションに 

ならない。 

・交通渋滞の悪化に対しては、ピーク時の時差に

よる配送を業者に要請するとあるが、説得力に 

欠ける。 

・交通環境がさらに悪化することに対し、交通 

処理（対策）に関する具体的な検討が何ら 

示されていないこと。 

・地区施設道路の接続先が、片側１車線の道路と

いう極めて不十分な道路基盤状況であり、今後、

市内の至るところで、このような開発が行われ

かねず、三郷市の将来に禍根を残すことから、 

当該地区計画の策定は、周辺地区及び市全域の

住環境・産業環境への影響が大きく、妥当では

ない。 

 

県道草加流山線の地区施設道路が接続 

する交差点の現況交通量は、約８９百台で、

今回の地区計画区域内で発生する交通量の

予測は、約１４百台です。（７時～１９時の

１２時間における台数） 

草加流山線の交通容量は、約１万５百台

であるため、混雑度は 1.0 以下となり、 

この地点のみでは渋滞が発生しないという

ことになります。 

しかし、平成２２年度の交通センサスで

は、草加流山線の三郷駅北口付近において、

混雑度が１．３９という値が示されており、

「ピーク時間を中心として混雑する時間帯

が加速度的に増加する可能性が高い状態」

にあります。ここに今回の交通量が加わる

と渋滞は、悪化することになります。今後

は、事業者に対し、ピーク時間に配慮した

配送計画等について要請してまいります。 

また、埼玉県では、江戸川を渡る新橋 

（都市計画道路 三郷流山線）の整備に着手

しており、渋滞の軽減に努めております。 
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・接続先の県道草加流山線の混雑度は 1.39 である

ことから渋滞路線である。公述意見に対する 

市の検討結果は「埼玉県が都市計画道路三郷 

流山線の整備を進めている。」であるが、本路線

は事業決定されていない。よって、渋滞緩和の

答えとすることは適切ではない。 

・現況道路の混雑度からみた開発による周辺道路

に渋滞を生じさせないと判断しうる根拠が専門

的・客観的に評価されていないため、当該地区

計画の策定は妥当ではない。 
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手
続
き 

説
明
に
つ
い
て 

・三郷市は十分な説明責任を果たしていない。 

・これまでの一連の手続きの流れは、不誠実

で、さつき平住民の切実な要望をないがし

ろまたは無視している。 

・都市計画法の基本理念からみて、市は市街

化調整区域における地区計画の「公益性」

と、その地域で暮らす市民等に与える 

「不利益」とのバランスを慎重に検討し、

その結果を市民等に十二分に説明して合意

を得たうえで行うべき。 

・市民が危惧している問題や疑問に対し、 

納得のいく説明回答ができずに強行突破し

ようとする独善的な姿勢には共感も信頼感

も芽生えない。 

・当地区は「産業立地ゾーン」の一点張りで、

丁寧な説明や質問に対する明確な回答が 

ない。 

 

・付近の学校に通う学生の両親、先生に何の

説明もない。 

・周辺住民等の意向の把握、それへの配慮が

不十分である。 

・三郷市主催の説明会が開催されていない 

状況からして、周辺住民の概ねの理解が 

得られていないことは明らか。 

・市が説明責任を回避し誠意あるコミュニ 

ケーションに努めていないことに問題が 

ある。 

・都市計画手続きにおいて、都市計画決定 

ありきでスタートしていること。 

 

これまでの経緯をご説明した通り 

○提案前の事業者による説明会 ×４回 

○住民主催による説明会への参加×２回 

○さつき平住民から市への質疑応答×１回 

○さつき平の代表者とのミィーティング  

×３回 

○公聴会の開催 ×１回 

と法の定めによる手続きの他に、地区計画

などの内容について、十分説明を行って 

きました。 

また、公聴会において、いただいた意見

を参考に緩衝緑地帯及び形態意匠の制限内

容を修正いたしました。 

 

 

 

 

 

 公聴会や都市計画法第１６条及び１７条

に基づく縦覧では、市の広報及びＨＰに 

案を掲載し、意見を求めました。 

 市主催の説明会については、公聴会の 

開催でより多くの方からご意見をいただき

ながら地区計画案を作成していくことが、

有効と考えたためです。 
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提
案
制
度 

・地区計画において農地転用がすみ所有権 

移転が終わってから本来地区計画にあげら

れるものではないか。そうでなければ、 

他人の土地を自身の都合で地区計画に組み

入れられることになる。 

 

・提案制度を活用した場合には、周辺住民を

全く無視した流れがまかり通っている。 

・周辺住民への対応や開発コスト、リスク等

を民間企業に負わせる変則的で安易な 都

市計画提案制度の陰に隠れている三郷市に

問題が多い。 

今回の提案は、区域内の現地権者の全員

から同意を得たものです。 

 

 

 

 

都市計画提案制度は、都市計画法第２１

条の２に基づき、土地所有者等が都市計画

の決定又は変更を提案することができる 

制度です。「三郷市都市計画の提案に関する

手続き要領」により、提案前に提案者が 

周辺住民と調整を図るよう規定している 

ため、提案者が最初に周辺住民への対応を

行っています。 
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評
価
委
員
会 

・行政内部の職員のみの組織による「都市 

計画評価委員会」で採用を決定し、強硬 

推進しようとしている。 

・専門家又は第三者をいれない身内だけ評価

委員会の採用採決は受け入れられない。 

 

 

 

・「反対署名があり、近隣住民の理解が得られ

ていないなかでは、概ねの理解が得られて

いると考えるには難しい状況であり、評価

委員会には進めない。」とした後、状況が 

大きく変わっていないにもかかわらず、 

「総合的判断により」評価委員会が開催 

された。  

 

 

 

 

 

 

・都市計画提案評価委員会が具体的にどの 

ような観点で判断したのか明確にされて 

おらず、正当性に重大な瑕疵がある。 

 

都市計画提案評価委員会は、都市計画法

第２１条の３に基づき、市として都市計画

の決定又は変更をする必要があるかどうか

を判断する機関です。よって、委員に専門

家又は第三者を招いていませんが、この 

判断を受けて、ご意見を伺いながら都市 

計画法に基づく手続きを行っています。 

  

評価委員会の開催について「評価委員会

には進めない」と申し上げた点については、

現状では進めないとしたものです。都市計

画提案には、申請内容に不備がないことか

ら手続き上、評価委員会を開催しました。 

また「総合的判断により、手続きを 

進める」とは、周辺住民から賛成状況が 

把握されたことや、資材置場・残土置場等

のリスクがあり、緩衝緑地帯の配置など、

周辺環境との調和を図りながら、産業立地 

ゾーンとしての土地利用を進めるため、 

評価委員会に進めました。 

 

都市計画提案評価委員会では、三郷市 

都市計画提案に関する手続き要領第６条の

評価基準に基づき判断しています。 

区
画
整
理 

・土地区画整理事業を行い、基盤整備をした上で

「公益性」を踏まえた地区計画を進めるべき。 

・巨大な倉庫は住宅地に隣接しないインター南部

のような地区に集約するなど、区画整理事業で

開発すべき。 

土地区画整理事業は、都市計画法第１３

条１３号において、市街化区域に編入され

ることが前提となりますが、区域区分の 

権限を所掌する埼玉県では、産業系の編入

条件は、市街化区域と隣接する区域では 

５ｈａ以上、隣接しない区域では２０ｈａ

以上が条件の一つとなります。  

当該地区は、市街化区域に隣接しておら

ず、また区域面積が４．１ｈａであること

から、土地区画整理事業を行う条件に合致

しません。 
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経
済
効
果 

・今回の計画によって、正規雇用はほぼ見込め 

ない。どのような経済効果があるか明らかに 

すべき。 

・市は都市計画提案をした開発業者の利益を 

最優先し、市が守るべき市民の権利・環境・ 

資源・資産をはじめ、市全体の公益性をないが

しろにしている。 

・市民の「不利益」に対して、余りある「公益性」

があることを客観的なデータなどを用いて、 

納得の得られる形で示していただきたい。 

 

当該地区計画に伴う税収は、固定資産税で

約８～９千万円を想定しております。 

また、雇用については、６００人程度を見

込んでおります。 

そ
の
他 

・当該地区の隣接する住民が危惧している圧迫感、

景観の毀損、日照、交通渋滞・事故、危険な 

薬品の貯蔵等へ目を向け、地区計画の撤回を 

具申する。 

・優遇された会社に私達のまち（環境）を壊させ

るのではなく、全市民がワクワクするような 

まち（環境）、世界中から注目され、全市民が 

誇りに思えるまち（環境）に変えていく「環境

創造型」の建物しか建てさせない地区計画へ 

全面的に変更してもらいたい。 

 

産業立地ゾーンは、資材置き場などの 

スプロール化を防止し、本市の交通利便性

を活かした活力ある産業振興のため、必要

な施策であると考えております。 

今後、この地に進出する企業に対して、

さつき平及び周辺住民の要望を考慮する 

よう伝えてまいります。 
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