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平成２５年度第４回三郷市都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２６年３月２８日（金）午前１０時～１２時２０分 

 

 

２ 開催場所：三郷市役所 ６階 全員協議会室 

 

 

３ 出席者       １５名（委員総数１５名） 

 （委 員） 

  礒田委員、鈴木深太郎委員、苗村委員、村上委員、横張委員、前田委員、  

不破委員、成川委員、篠田委員、鈴木邦男委員、吉田委員、堀切委員、 

鈴木茂行委員、榎本委員、野副委員 

 

 （事務局） 

  豊賀まちづくり推進部長（以下まちづくり推進部長） 

恩田まちづくり推進部副部長（以下まちづくり推進部副部長） 

秋本まちづくり推進部参事兼都市計画課長（以下都市計画課長） 

都市計画課：松本副参事兼課長補佐（以下都市計画課長補佐） 

      小林係長、岩間主任技師、青山主任 

まちづくり事業課：三瓶まちづくり事業課長（以下まちづくり事業課長） 

         城津課長補佐 

開発指導課：志村参事兼開発指導課長（以下開発指導課長） 

      浅井課長補佐、千代田主幹 

みどり公園課：美田課長、矢野課長補佐、鈴木係長 

下水道課：島村下水道課長（以下下水道課長） 

道路治水課：中島副部長兼道路治水課長（以下道路治水課長） 

 企画調整課：清水参事兼企画調整課長 

クリーンライフ課：國枝課長 

交通課：戸賀﨑参事兼交通課長 

農業委員会事務局：島根事務局長（以下農業委員会事務局長） 

産業振興課：黒川参事兼産業振興課長 
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４ 議 題 

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） 

 

５ 議事内容 

 

（１）開会 

●（まちづくり推進部副部長）   司会挨拶 

 

（２）挨拶 

●（横張会長） 

〔開会の挨拶〕 

 

●（まちづくり推進部副部長） 

〔資料確認〕 

●議長（横張会長） 

〔委員の出席状況の報告を求める〕 

●（都市計画課長） 

〔委員１５名全員出席していることを報告〕 

●議長（横張会長） 

〔会議録の署名委員について、前田委員と不破委員を指名〕 

●（都市計画課長） 

〔傍聴希望者７名のうち抽選で５名決定したことを報告〕 

●議長（横張会長） 

 では、本日の議題に入る前に、傍聴者がおるということでございますので、非公開議

案についての審査をいたしたいと思います。本日は、お手元の次第にございますとおり、

議案が１件でございますけれども、この１件につきまして、事務局より非公開の扱いに

ついて説明をお願いいたします。 

●（都市計画課長） 

 ご説明申し上げます。 

 審議会の会議は原則公開でございます。ただし、三郷市情報公開条例に規定いたしま

す非公開情報に該当すると認められる場合、また会議を公開することによりまして、公

正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる事項と会長が判断した場合には非公
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開とすることができるとされてございます。事務局としましては、本日の議案はこれら

の事項には該当せず、非公開議案ではないと解釈をしております。 

 なお、議案資料、参考資料にございます個人名ですとか印影につきましては、本日黒

塗りとさせていただいております。 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございます。ということで、事務局のほうとしても黒塗り等のご配慮をい

ただく中で、本日の議案に関しては非公開に当たらないと、つまり公開できるというふ

うにご判断いただいているということでございますけれども、また私のほうで非公開と

判断した場合には非公開にすることもできるということでございますが、私としても非

公開ということはないと思いますので、ただ皆様方のご意見をこの場では伺いたいと思

いますが、非公開に該当するかどうか、ご意見がもしございましたらいただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

〔意見なし〕 

●議長（横張会長） 

 よろしいですか。では、非公開議案はないと、つまり公開してよいということで進め

させていただきたいと思いますので、ではただいまから傍聴者を入場させたいと思いま

す。 

 事務局のほうで傍聴者につきまして入場していただくようにお願いいたします。 

 

〔傍聴者が入場する〕 

 

●議長（横張会長） 

 傍聴の方、ご着席いただけますでしょうか。 

 傍聴の方へ、傍聴上の注意を私のほうより申し上げたいと思います。事務局より傍聴

要領というのがお配りになっているというふうに思いますけれども、それをお読みいた

だきまして、それを遵守いただきたいと思います。万が一、傍聴要領に反する行為があ

った場合には、私の判断で退場ということも場合としてはございますので、何とぞその

傍聴要領に従いまして、それを遵守していただくようによろしくお願いしたいと思いま

す。 
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（３）議 題 

 

議案第１号 草加都市計画地区計画の変更について 

●議長（横張会長） 

 それでは、議案の審議に入りたいと思います。お手元にありますとおり、本日は議案

第１号、１件でございまして、「草加都市計画地区計画の変更について」ということでご

ざいますが、この点につきましてご審議をお願いしたいと存じます。 

 では、事務局よりまずご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

●（都市計画課長補佐） 

〔議案第１号について、資料に基づき説明する〕 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございました。 

 ちなみに、この参考資料について、この厚いほうですね。これはどういう扱いですか。 

●（都市計画課長補佐） 

 参考資料につきましては、事前に配布させていただいておりますので、特にこれにつ

いては本日説明するということはちょっと予定していないんですけれども。 

●議長（横張会長） 

 これを事前に配付いただいた市の側の意図としては、どういうことであったでしょう

か。 

●（都市計画課長補佐） 

 内容を委員の皆さんに事前に見ていただきたいということで、配付させていただいて

おります。こちらの要旨について議案書資料のほうに整理してございますので、この両

方を見て審議いただきたいという趣旨でございます。 

●議長（横張会長） 

 わかりました。という趣旨のもとにこの参考資料については事前に皆様方にお配りし

たということでございます。 

 あと、すみません、中身に入る前に一つ確認させていただきたいんですが、これは確

認になりますけれども、本日、この都市計画審議会において私どもで皆さんにこれから

御議論いただくことになりますが、最終的にはできれば採決というところまで持ってい

くということになるんですが、その採決の結果ですね、それが成になるにせよ否になる

とせよ、それが持つ意味というのは、今後についてはどういうことになりますでしょう

か。 
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●（都市計画課長） 

 いただきました答申につきましては、市長が最終的に都市計画を決定するに当たって

考えさせていただく答申と考えております。 

●議長（横張会長） 

 そうすると、最終的な判断は市長に委ねることになるけれども、市長としては、我々

に諮問をした以上は、その答申の結果というのに対して十分なご配慮があるかもしれな

いと、そういうことですね。 

●（都市計画課長） 

 はい。 

●議長（横張会長） 

 了解しました。そういう位置づけにあるものとして、本日これから本件につきまして

皆様方より御意見を頂戴しながら議論をいただき、もし可能ならば最終的には採決とい

うところに持っていくというのが本日の我々のミッションということになろうかと思い

ます。 

 まず、皆様方にお伺いしたいんですが、そうした性格のものであるということにつき

まして、何かご質問、ご意見等ございましたらば、まずここでお受けしたいと思います

が、内容に入る前にですね。まず私どものこれから議論いたします事柄がどういう性格

のものであるかと、あるいはその結果がどういうふうに受けとめられるかということに

ついて、何かご質問、ご意見等ございましたらと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 じゃ、まず鈴木委員。 

●（鈴木深太郎委員） 

 今、改めて会長が申すこと自体が私、当初、都市計画審議会はこういう審議会である

ということは皆さん御存じであるはずですよね。そこをあえて会長がそのような、その

ことについてなぜどうするんだということを聞くこと自体が、私何かこれから議論する

ことが、この審議会の結果によって大きく変わるような意にも思えたんですけれども、

逆に会長の趣旨をお聞きしたいんですけれども。毎回、今までずっと審議会をやってき

ましたんで、それもいつも会長が市長のほうに審議会の意見としてこういう意見があり

ましたということで報告をしているはずですけれども、あえて今回そのように会長から

言われた意図を確認したい。 

●議長（横張会長） 

 はい、わかりました。今、ご説明があったことにしましてもそうですし、それからま

た参考資料につきましてもそうですが、いろいろと反対のご意見が非常に多い今回の案

件であろうかと思うんですね。したがいまして、その反対が多いといった案件を私ども
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が議論をしながら、最終的な判断を下していくということになるとするならば、もちろ

んこれまでもそうでございましたけれども、再度慎重にといいますか、よく内容を吟味

いただきながらご議論いただきたいと。そういうことを確認させていただく意味で、今

申しましたような点につきまして再度確認させていただいたと、そういうことでござい

ます。 

●（鈴木深太郎委員） 

 前回もそうでしたけれども、例えば中央地区の地区計画に関しても、皆さんからいろ

いろなご意見が出て、最終的には集約をして、賛成か反対かというふうなことでやって

きましたんで、何か今回に関してはね、会長がそうやって改めて何かお話をしましたん

で、あれっとちょっと私は思ったものですから。 

●議長（横張会長） 

 ああ、そうですか。そうですね、前回につきましても、そういった意味では本来であ

れば確認すべきことがあったかもしれませんけれども、私自身のある種の反省といたし

ましても、前回のことに関しましても、一旦は審議を未了ということでもって再審議を

させていただきましたが、できる限り、そうした議論が長引いたり、それから余り論点

がシャープにならない中で、本来すべき議論が拡散してしまったりということがないよ

うに私としては議論を誘導したいと、そういう意味で確認させていただいた次第でござ

います。 

●（村上委員） 

 私は、この資料とか経過を見ていくとね、やはり周辺住民がそういう請願を出したり、

市長への要望書とかというんで、今この都市計の審議会の中でね、一応予定としては１

０時から１２時という期間なんですけれども、どうしても要するに最終的に賛否で決め

るという時間の制限というのは、余り設けるべきじゃないような気がするんですね。で

すから、十分に審議ができた後に、なろうことなら賛否の採決をとらなくちゃいけない

というその判断を余り早急にしていただきたくないなというのが私の意見です。 

●議長（横張会長） 

 私個人の判断といたしましては、やはり審議を尽くすというのがまさに審議会の役割

でございますので、例えば国会であっても、法案が提出された中で十分な審議がなけれ

ば審議未了というような選択肢もあるわけでございますので、決して拙速な判断を、時

間にしてこれから１時間半ぐらいの中でもってするということを強引に誘導しようとい

うふうに思っているわけではございません。ただし、もちろん十分な審議がし尽された

というふうに皆さんがご判断いただいた場合には、当然これは採決ということになりま

すので、その際にはご協力をいただきたいと思いますし、また採決の結果として当然挙
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手等によって皆さん方の賛否を伺うわけですが、多数決という中で最終的な議決がなさ

れるということも、当然そういうことにはあろうかと思うんですね。したがいまして、

拙速な判断をしたいわけではございませんが、かといって、だらだらと延ばすことをす

るということでもないというふうに認識しております。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〔意見なし〕 

●議長（横張会長） 

 よろしいでしょうか。じゃ、全体の大枞といたしましては、そうした認識を共有いた

だいたということで、では今事務局よりご説明いただきましたこの議案書資料の中身に

つきまして、ご質問をお受けするのでも結構でございますし、あるいは内容についての

ご意見を頂戴するのも結構でございますので、ぜひ活発なご議論をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

●（鈴木深太郎委員） 

 すみません、ちょっと確認をしたいんですけれども、３ページの地区施設の整備の方

針の中で、一番下から２行目ですね、「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２分の１以上を」となっているんですが、これは７ページでいいますと、ど

のことを言っているのか。 

●議長（横張会長） 

 お願いいたします。 

●（都市計画課長） 

 ７ページの図面で申し上げますと、一番左側、地区施設の道路を入れますところに接

して設けますこの５ｍの緩衝帯につきましては、幅が狭いということと、道路がござい

ます。そのためにこちらは特にこの高木の指定をしてございませんで、そのほかの１０

ｍ、１５ｍの緩衝帯につきましては、その幅の２分の１以上を高木の植栽空間とすると

いうものでございます。 

●（鈴木深太郎委員） 

 はい、わかりました。 

●議長（横張会長） 

 よろしいですか。そうですね、８号、９号というふうに７ページで記されている部分、

ここを除きということですね。よろしいですか。 

●（堀切委員） 

 この間の新聞ですと、パチンコ屋さんの出店を阻止するために隣に図書館をつくって、

行政が２億か３億の損害賠償ありますね。これは、結局は申請書類の中に瑕疵がなけれ
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ば、損害賠償対象になるかということですね。 

 あと、大和小田急さんは、あそこの土地は７、８年ぐらい前から残土置き場として申

請があって、４、５年ぐらい前から、たしか南部地区の資材置き場として大和小田急さ

んは農業委員会の許可が出ていると思います。あの地区の許可案件において、この立地

ゾーンが平成２２年ということで、ちょうど合致するということで、どっちが早いかお

そいかも含めまして、結局はさつき平というのは三郷市の２万７，０００人、５分の１

の人口を有する地区の前にその産業立地ゾーンを設けた意図ですね。あと、そういうふ

うな企業が進出して許可を取ろうとしているときに産業立地ゾーンが指定されたのか。 

 あと、そういうふうに見た感じ、ほかの市は２、３０年って市施工の区画整理をずっ

とやっていますよね。三郷市はここの何十年で市施工の区画整理はしていないと思うん

ですけれども、あの地区を一体としてさつき平の継続として区画整理する気はないのか

ということですよ。 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございます。ということで、今のご質問、主には２点、最初の点も含める

と３点ということになろうかと思いますけれども、市のほうから。 

●（都市計画課長） 

 １点目の訴訟リスク等について私のほうからお答えしまして、産業立地ゾーン区画整

理関係は、まちづくり事業課のほうからお答えをさせていただきます。 

 先ほどご意見いただきましたのは、恐らく国分寺市とか三鷹市とか何か、あちらのほ

うの関係だと思うんですけれども、民事訴訟というのはどういうものが起こるかという

のはわかりませんけれども、恐らく手続をずっと止めたりして、不作為の状態があった

りとか、そういうのについては当然訴訟の対象にはなるのかなということとは考えてお

ります。当然相手がおりますので、それが起こされるかどうかというのはわかりません

けれども、対象にはなるのかなというふうには考えてございます。 

●（まちづくり事業課長） 

 まちづくり事業課の三瓶です。よろしくお願いいたします。 

 土地区画整理事業を実施する気はないのかという、最後のほうでそういうご質問があ

ったかと思うんですけれども、これにつきましては、本日の議案資料の３７ページ、区

画整理というところで、規模要件が合致しないということで記入させていただいており

まして、産業系の区画整理につきましては２０ｈａ以上が該当ということになりますの

で、今回の地区については４．１ｈａなので区画整理は該当しない、要はできないとい

う判断をしております。 
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●（堀切委員） 

 あと、よろしいですか。あの周りは調整区域だらけだと思うんですよね。この資料を

見て、白い部分ばかりですよね。だから２０町にするのも簡単だとは思うんですよね。

だから結局はやろうと思うかやろうと思わないかで、私が思うのは、さつき平の隣に大

規模公園をつくって、この倉庫が建つのはしようがないと思うんですよ。ちょっとずら

したり、町の総合開発としてまちづくりをしたほうがいいんじゃないかという意見なん

ですけれどもね。 

●議長（横張会長） 

 いかがでしょうか。 

●（まちづくり事業課長） 

 今回の産業立地ゾーンにつきましては、草加流山線沿道の２５０ｍの区域というふう

に限定しておりますので、それをトータルすると２０ｈａはないのかなというふうに考

えております。ということで、区画整理の規模要件には合致いたしません。 

●（堀切委員） 

 いや、だからその途中ですね、産業立地ゾーンをした経緯を先に教えていただければ

そっちに落ちると思うんですけれども、どうでしょうか。 

●議長（横張会長） 

 先ほどのご質問の２点目の内容ですね。 

●（鈴木深太郎委員） 

 すみません、私の考えでいいですか。堀切さんも吉田さんもインターＡ地区、あと中

央地区、またインター南部地区ということで区画整理やられていますよね。本当は皆さ

んのご協力で、このさつき平地域も区画整理をすればそれは一番いいんでしょうけれど

も、区画整理をすれば必ず新しい道路を作成するために減歩が発生しますよね。３割、

４割と。 

●（堀切委員） 

 発生しますよ、当たり前じゃないか。よい町には減歩発生しますよ。 

●（鈴木深太郎委員） 

 ところが、それが住民の皆さんが４割、５割ということが理解していただければ、そ

れは可能性はあると思いますけれども、なかなかこれがうまくいかないから市としても

先導をしてできないという部分はあるんじゃないですかね。と私は思っています。 

●（堀切委員） 

 だって、減歩もなしで特異体質でまちづくりしていたら、これから尐子化になって、

最後に残ったのは倉庫で、住民はいなくなったという話にならないですか。 
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●（村上委員） 

 最初の質問の趣旨のときにね、区画整理事業の同時期ぐらいにあそこが資材置き場に

なったというところの関係性もお尋ねしていませんでしたか。 

●（堀切委員） 

 そうそう、しています。 

●（村上委員） 

 していましたよね。お答えになっていませんよね。 

●議長（横張会長） 

 お願いいたします。 

●（まちづくり事業課長） 

 農転の関係と産業立地ゾーンの関係なんですけれども、産業立地ゾーンが総合計画に

位置づけられましたのが平成２２年３月ですね。その前段の２１年の１２月議会で総合

計画の議決をいただいております。農転につきましては、それ以前に既に大和小田急の

ほうで農転申請等をやっていたということですので、その総計の後に農転は最終的には

許可になっていますので、事実関係はそういうことで、産業立地ゾーンは大和小田急の

ためにやったんじゃないかというような趣旨では全くないということですね。市内６カ

所、沿道で、なおかつ利便性の高い地域を位置づけまして、産業立地ゾーンということ

で区域指定だとか地区計画でその土地利用を誘導して、資材置き場、残土置き場等の環

境の負荷があるような土地利用を規制していきたいという、そういう趣旨で産業立地ゾ

ーンは位置づけられております。 

●議長（横張会長） 

 という今の市のご説明ですけれども、はい、どうぞ。 

●（堀切委員） 

 一応市は、市施行の区画整理は絶対やらないということでよろしいですか。三郷の真

ん中に調整区域がずっとありますから、道路沿いの開発といえば立地ゾーンで開発する

という趣旨ですか。 

●（まちづくり事業課長） 

 この地区に限ってのきょうは案件だと思っておりますので、この地区につきましては

区画整理はやらないと。ほかの地区につきましては、総計等で位置づけがあれば、当然

区画整理も視野に入れて、区画整理だとか区域指定、それから地区計画等、いろいろな

手法で、できるものを選択して計画して実行していきたいというふうに考えております。 

●（堀切委員） 

 市施行で何年ぐらい区画整理、三郷はやっていませんかね。 
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●（まちづくり事業課長） 

 早稲田地区で昭和５７年に換地処分をやっておりますので、その後は市施行はやって

おりません。 

●（堀切委員） 

 ３０年やっていないということか。ほかの市へ行きますと、２０年、３０年とまちづ

くり、土地区画整理している地域が多いんですけれども、まあ会長さんのほうが詳しい

からね、何とも言えないですけれども、まあその気はないって感じですかね。 

●議長（横張会長） 

 今も確認がございましたけれども、本日のこの議案に関しましては、あくまで今回の

この地区計画の提案に関することであると。ですから、この提案を判断するに当たって、

産業立地ゾーンのあり方であるとか、あるいは市の総合計画のあり方ということが、そ

の関係において確認するということにつきましてはお受けしたいと思うんですけれども、

そもそも産業立地ゾーンがどうであるという話はきょうのこの議案の中には入っていな

いということについてはご理解いただきたいと思います。 

●（鈴木茂行委員） 

 まず、参考資料の１００ページですか、その請願の中に、「倉庫だらけのつまらない町」

という表現がございますが、倉庫というのはそんなにいけないものなのかというのがね。 

 それから、具体的にこのさつき平のマンション群からこの建物の東面までは何ｍ離れ

ているのかちょっとわからないので、その点をちょっと伺いたいなと。 

●議長（横張会長） 

 最初のご質問はどなたに行くべきかな、しかし。２番目のご質問については、すみま

せんが市のほうで、事務局のほうで。 

〔資料配付〕 

●議長（横張会長） 

 では、皆さん資料行き渡ったようですので、これに従いまして、ではご説明お願いで

きますでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 １点、まず倉庫だらけということで、倉庫がいいのか悪いのかというお話がございま

したけれども、三郷市といたしましては、先ほど申し上げましたように、地域特性を生

かしまして、交通利便性の非常に高いところについて、現在需要が非常に高くなってお

ります物流、工業系を誘致していきたいということでございます。 

 それと、建物敷地間の寸法でございますが、ただいま図面のほうをお配りさせていた

だきましたけれども、下のほうの図でごらんいただきたいのですが、建物とマンション
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のこちらバルコニーの部分になりますけれども、こちらで約６３．３ｍという離れでご

ざいます。以上でございます。 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございます。 

 お願いいたします。 

●（鈴木茂行委員） 

 その地区、産業立地ゾーンの設定云々というのはとりあえずさておきましてね、６０

ｍ、７０ｍも離れていて一体何が問題なのかというのがちょっと私の考えです。 

 それから、この「倉庫だらけのつまらない町」という表現をされている、ちょっとイ

ンター南部から来ている者としては、非常にこれはちょっと抵抗がありますね。申しわ

けないけれどもね、このインター南部に関しては、確かに倉庫だらけですよ。ただ、今

後数十年間、かなりの税収アップを市にもたらすと。この現実は市会議員の先生方も十

分了承してもらって、この文面、はっきり言えば取り消していただきたい。 

 以上です。 

●（苗村委員） 

 区画整理でやったところじゃないという意味での倉庫ということです。 

●（鈴木茂行委員） 

 それはわかりました。ただね、今言った６０何ｍも離れていて、一体何が問題なのか

私はわからないって、まあそういうことですね。それで、全然住宅地がないわけじゃな

いんです。現実には西側にお住まいの方も、私のインター南部も現実にはおります。そ

れだけは誤解のないように。 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

●（鈴木深太郎委員） 

 今、鈴木委員のほうからもお話しございましたけれども、このインターＡ地区が区画

整理される前は、本当に私もあちこち行くたびに、三郷、ああ、残土置き場の三郷かと。

高速道路から見ると、あのインターＡ地区は残土置き場が本当に多くて、そういう印象

をほかの人たちに与えておりました。今回も、もしもこれが利用できないとなれば、も

しかしたら残土置き場になるかしれませんし、資材置き場になるかもしれないんで、あ

る部分では倉庫という、今回は倉庫というふうになっていますけれども、まあいいのか

なというふうには思っています。 
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●議長（横張会長） 

 はい、どうぞ。 

●（堀切委員） 

 だから、そうやって区画整理をしてちゃんとやるのがまちづくりで、２２年にはもう

できているんですから、４年間あれば楽勝だと思うんですけれどもね。 

●（鈴木茂行委員） 

 ただ、それに関していいですか、一つ。 

●議長（横張会長） 

 はい。 

●（鈴木茂行委員） 

 市誘導の区画整理というのは、申しわけないですけれどもね、数十年、楽にかかりま

すよ。 

●（堀切委員） 

いや、だからやったことがないこと自体が問題なんです。 

●（鈴木茂行委員） 

それはもちろんわかるけれどもね、時間との戦いになっちゃう可能性が非常に高いと思

いますね、これは。その証拠に、このインターなんかはあっという間に終わりますんで。 

●（苗村委員） 

 究極の選択としておっしゃっているんですか。 

●（鈴木茂行委員） 

 それはそうですよ。それは当然ですよ。 

●（鈴木深太郎委員） 

 ちょっと農業委員会事務局長にお聞きしたいんですけれども、農家の方が、ここは市

街化調整区域というふうになっていますけれども、ここは十何人地権者がまとまって土

地利用をしようという形で今回出ていますけれども、まとまらぬ場合、例えば１反、２

反、２、３千㎡で土地利用をするときにはどういう許可が必要なんですか。 

●（農業委員会事務局長） 

 一般的には、集合してそれで土地利用をするわけですから、地域の方皆さんでもって

意見の周知を図る、それを指導していくというのがこちらの立場でございます。 

 以上です。 

●（鈴木深太郎委員） 

 わかったようなわかんないような。いやいや、地権者がまとまって、例えば今回４．

１ｈａという土地の面積になるんですけれども、例えば個人の方が、いや自分の田んぼ
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ね、２反ぐらい、２，０００㎡ぐらい何かやりたいといったときには、農業委員会とす

れば、それは農転からずっとかけてやるんでしょうけれども、それの土地利用の仕方と

いうのは何か順番があってね、これがだめだとか、いいとかって何かないんですか。何

でも土地利用できちゃうんですか。農家の方の例えば田んぼが２反あって、そこを土地

利用するときに、何でもできちゃうんですか。 

●（農業委員会事務局長） 

 そういうことではありません。例えば、一般的にはここのところの農地については、

駐車場であるとか、それから資材置き場とか、そういうふうな土地の利用しかできませ

ん。 

●（鈴木深太郎委員） 

 残土置き場もできるということですね。 

●（農業委員会事務局長） 

 残土置き場もできます。 

●（堀切委員） 

 この４．１ha は、残土置き場と資材置き場と許可出て、名義が大和小田急さんとかほ

かの企業になって、大和小田急さんが４．１ｈａをまとめたんで、この倉庫ができるわ

けですね。それで、真ん中に今までは２ｍ道路で、小田急さんが砂利道みたいなのをつ

くって入っていたんですけれども、これ１５ｍ道路が真ん中に入ると、その反対側は自

動的に、農業委員会によると資産の保全とかで、結局は反対側は絶対駐車場、資材置き

場が、結局は大型ダンプとかが簡単に１５ｍを入ることによって中に資材置き場等、全

部が開発できるということなんですよね。あの１５ｍの反対側は一応調整区域の農地で

すから、その開発ができるということですね。だから、今小田急さんがやっていること

を反対側にそのまま持ってきてやって、やれるということですよね。倉庫は建つけれど

もね。だから、反対側も大型倉庫が建つような共同賃貸とか、誘導とかをするんだった

らいいと思うんですよ。だから、反対側の許可は農業委員会が、１５ｍの道路ができた

ら簡単に、だって大和小田急さんは入り口２ｍで、水路で４ｍで資材置き場の許可が出

たわけですから、１５ｍの道路ができた瞬間、あの倉庫街に今あるのが、反対側に簡単

に資材置き場等ができるということですよね。だから、反対側の地権者だったら賛成し

ます。 

●（鈴木深太郎委員） 

 今回の申請地の東側に、仁蔵のところに倉庫ができましたけれども、このときはどん

な意見があったのかお伺いをします。 
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●（開発指導課長） 

 開発指導課長の志村と申します。 

 仁蔵の倉庫では、近隣の学校の通学路に対して安全上の配慮をするべきだという意見

がありました。 

●（鈴木深太郎委員） 

 今回のような資産価値が落ちるとか、景観が悪くなるとか、そういう意見はなかった

んでしょうか。 

●（開発指導課長） 

 景観に対する意見は無かったのですが、当初、建築物の高さの最高限度を３１ｍとい

う案を出していたのですが、それに対して意見が出て、２５ｍとしました。 

●議長（横張会長） 

 よろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

●（苗村委員） 

 私自身はもともと、前にもお話ししたとおり、この産業立地ゾーンができる以前の都

市計画法３４条の１２ですかね、それ自身に賛成の立場ではないというのを前提にしな

がらお話をしますけれども、実際に今お話が出た、もう一つの産業立地ゾーンとして初

めて建ったのが２４ｍぐらい、大体これと同じぐらいかなと思うんですけれども、それ

以外に、市街化調整区域に幾つかやはり実際には建っておりますよね。例えば半田のエ

フローレというマンションだとか、あるいは武蔵野倉庫などもその形かなと思うんです

けれども、あの大きさだとどの程度の、何ｍの高さになるのか、わかったら教えていた

だきたいんですけれども。 

●（開発指導課長） 

 委員がおっしゃられた調整区域のマンションが８階建てだと思いますので、階高が３

ｍぐらいだと思いますので、２５ｍ弱だと思います。 

 武蔵野倉庫はわかりませんので、申しわけございません。 

●（苗村委員） 

 倉庫のほうは、実はエフローレが建つときにいろいろ話を聞いて、ちょうどそのぐら

いということで大体２５、６ｍかなというふうに思っていたんですけれども、そうする

と大体そのくらいの高さのものができるということですよね、高さ的に言うと。わかり

ました。そのことについては了解です。 

●（前田委員） 

 添付資料というよりもこの本資料ですね、議案書と書かれている、ものすごく重たい
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と思って聞いていました。それで、２０ページ以降ですかね、地区計画案に対する意見

書で賛成と反対、それぞれ要旨が書かれていて、それで反対をまとめたものの中の大体

半分ぐらいが地区計画の内容、きょう審議する内容の質問、答えなんですけれども、後

半の半分は市街化調整区域でこういった建築開発行為をすることに対する質問だと思う

んですね。ですので、あえてそれで質問をしたいんですけれども、やはり産業立地ゾー

ンという総合計画の中の位置づけと市街化調整区域の中でこういった大規模な開発を許

容する条件みたいなものは、きっと明文化されているからこそ都市計画提案評価とか、

そこを通過して今ここに来たと思うんですが、そのあたりをちょっと説明なり資料で示

していただきたいんですけれども、例えば地区計画を定めたから、市街化調整区域の中

で大規模な建築開発が行われてもいいという何かお墨つきになっちゃうといけないと思

いまして、どういった文言で、やっぱり普通の市民、我々学者も、市街化調整区域の中

で物をつくるときはかなり慎重にならなくちゃいけないというふうに感じておりますが、

いかがでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 今尐し資料のほうをお配りさせていただきたいと存じます。 

〔資料配付〕 

●議長（横張会長） 

 では、どうぞ。 

●（都市計画課長） 

 ただいまお配りさせていただきました２つの資料でございますが、１つ、開発許可等

に関する手引き（立地基準）というのがございますが、こちらにつきましては、市街化

調整区域は原則市街化を抑制する地域となっておりますが、都市計画法のここに書いて

ございます法第３４条第１号から１３号ということで、市街化調整区域の中で開発がで

きるという許可の基準が書いております。その中で、これは後でごらんいただいても結

構ですけれども、１０号というところで地区計画を用いた開発というものが指定されて

おります。それともう一つ、１２号というのが先ほど仁蔵地域での開発ということで、

市がその区域を指定して開発できるという、この許可の基準がございます。 

 それと、もう１点お配りさせていただきましたのが、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、こちらにつきましては、調整区域内の地区計画、今

お話を申し上げました３４条１０号に関しまして、特定の詳細な基準がなかったことか

ら、市のほうでこの地区計画のガイドラインを定めたものでございます。こちらに準拠

して提案なりが出されて、審査をしているということでございます。 
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●議長（横張会長） 

 ガイドライン、尐し中身をごらんいただくのに時間を必要とされますか。 

●（前田委員） 

 重点事項があれば。 

●（都市計画課長） 

 本案で申し上げますと、初めの開発許可等に関する手引きでございますが、１１ペー

ジにございますが、中段下になります四角で囲ってあるところでございますが、法第３

４条１０号と記載されてございます。こちらの中に、地区計画内において当該地区計画

に定められた内容に適合する建築物を建設する目的で行う開発行為という形で、都市計

画法上位置づけられているものでございます。 

 もう１冊のガイドラインにつきましては、技術基準等について細かく、道路の基準で

すとか高さの基準、敷地の最低限度の基準等の技術基準について主に記載されているも

のでございます。 

●（前田委員） 

 これは、きょう見せられた地区計画案は、これはこちらのガイドライン全て満たして

いると。 

●（都市計画課長） 

 とりあえずこのガイドライン、基準ということで、全て全部これを飲み込んでいると

いうことではなくて、地区計画につきましてはその地域の特性、産業立地ゾーンにつき

ましても地域別に６つの地域がございますので、その特性を生かしたように、例えば今

回でありますと、緩衝緑地帯につきまして、例えば１０ｍ一律というふうにガイドライ

ンではなっておるんですけれども、こういうものにつきましても、ご意見等を伺った上

で、片方を１５ｍにして、片方を５ｍにしているというようなこともございます。５ヘ

クタールまででございますので、開発許可基準においても緩衝帯は５ｍ以上というよう

な法的な位置づけもございますので、それらの運用も、ともに的確なほうを選択して進

めているところでございます。 

●（前田委員） 

 すみません、ちょっと今、目についたんで言うんですけれども、例えば産業立地ゾー

ン内、おおむね５ｈａ以上と明文化されているんですけれども、この４．１ｈａ、そう

いったものは。 

●（都市計画課長） 

 おおむね５ｈａにつきましては、これは取り扱いで、もう既に８割ということで運用

しております。「おおむね」をですね。 
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●議長（横張会長） 

 ほかいかがでしょうか。きょうこれ初めてご覧になられた方も大勢いらっしゃるかと

思いますので、今この場ですぐに中身について、どうと言われても困ってしまうという

こともあろうかとは思いますけれども。 

 はい、どうぞ。 

●（村上委員） 

 私は、この参考資料の１０ページの景観についてというところでお尋ねしたいんです

けれども、まず最初に出たのが、提案者による説明会等の実施ということで、それ以前

に提案者のほうから市に対しての何らかのアクセスみたいなものがあったと思うんです

ね。要するに、ここで初めて住民の人たちは、え、こんな計画がと事業者側から受けた

んですが、やはりこういう都市計画の最終的な判断者というか、それは行政、市だと思

うんですね。だから、事業者がぽーんと住民に説明会以前に、事業者から行政に対して

何らかの提案とか相談とかというのがあったのはいつごろなのかというのをまず１点聞

きたいんです。 

 それともう一つ、いろいろ住民に対して説明会を開いていますけれども、先ほど申し

ました最終的には市がやはり都市計画決定の責任者であるということからすれば、どう

して行政から住民に対しての説明会、公聴会云々くんぬんじゃなくて、住民から要望が

あって説明会じゃなくて、なぜそういう要するに説明責任という意味でもね、丁寧な説

明を行えなかったのか、その２点お尋ねしたいんですけれども。 

●（まちづくり事業課長） 

 産業立地ゾーンの関係で、企業立地推進室というのがまちづくり事業課内にございま

す。そこにおいて、企業のほうから事前に相談等はいただいていたということはござい

ます。 

●（村上委員） 

 時期をお尋ねしているんですが。 

●（まちづくり事業課長） 

 おおむね１年ぐらい前ぐらいからはあったのかなというふうに記憶しております。 

 あと、市からの説明がというようなお話、ご質問なんですけれども、今回は都市計画

の提案制度を活用してということですので、説明責任があるのは当然に提案者でござい

ますので、まず提案者が説明をしてということで考えております。 

●（村上委員） 

 その時系列はわかるんですけれども、最終的な決定は市ですよね。市が決定するんじ

ゃないんですか、都市計画というのは。だから、事業者からあったとしても、公聴会が
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あったとしても、いろいろなことで疑問点があるというんであればね、なぜ行政側から

の説明会が、先にじゃなくていいですけれども、なかったのかというのが不思議でなら

ないんですけれども。 

●議長（横張会長） 

 はい、どうぞ。 

●（都市計画課長） 

 先ほど仕組みの話とかをさせていただいたんですけれども、当然１２号の指定の場合

は、市が区域を指定しますので、市が説明をするということになりますけれども、今回

は提案制度ということで、当然今回は地区計画についてを都市計画決定するんですけれ

ども、実際このエンドユーザーがどのような方が来る、どういう倉庫が建つ、どういう

工場が建つというのは、基本的にはそんなに詳しいことはわからないというのが通常で

す。要は地区施設を定めて、地区計画を定める、これが都市計画の目的でありまして、

その後に当然開発許可とかがございますので、そういうところで入られる方とか利用さ

れる方が決まって、説明をされるというのが順番だと考えております。 

 また、都市計画の提案制度につきましては、地権者の方々とかがイニシアチブをとっ

て、都市計画にかかわる機会をふやそうということで活用されるべき制度として都市計

画法上、平成１４年だったと思いますけれども、創設されたものでございます。ですか

ら、提案に当たりましては、計画内容がもしあるのであれば、それを提案者の方がまず

内容を説明をしていただいて、それが都市計画の手続に進むに当たって市がご意見をい

ただいていくというのが正しい流れなのかなと考えております。 

●（村上委員） 

 なるほどね。そうすると、そういう提案制度による開発を今回行おうとしているのが

彦川戸ゾーンということですよね。そこに行政というのはどういう位置づけになるんで

すか。はっきり言ったら、住民にとっては事業者というのは見えないわけですよね。何

とか薬屋さんとか、何かとしても。見えないわけですから、やはりそういう疑問とか不

安は行政のほうに、市のほうにぶつけてくるんだと思うんです。それに対して、行政側

はどういうふうな要するに位置づけになるんですか。知りませんと言えるわけじゃない

ですよね。 

●（都市計画課長） 

 もちろん、さつき平の方が開催した説明会のほうに２回ほど出させていただきました

けれども、やはりそのときにも、基本的には地区計画の制度ですとか、都市計画マスタ

ープランですとか総計の関係をお話しさせていただきましたけれども、その提案の内容

についてというのは、まだ市が前面に出てお話をするという立場ではないものと考えて
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います。 

●（村上委員） 

 だから、その範囲として、事業者を呼んでとかね、そういう手段というのはあるんだ

と思うんです。それは内容は提案者じゃないとわからないこともたくさんおありになる

と思うんです。ただ、やっぱり住民、事業者だけじゃなくて、そこには行政が入って初

めて市民と行政との関係性みたいなものというのはそこにあるんだと思うんですよ。で

すから、自分たちが内容が十分に把握できなかったとしたら、事業者に説明を願ったと

しても、そのほかにやっぱり行政が主催で住民が納得できるような説明会を開いていく

というのが大事だったんじゃないかなと、この手続というか経過の中で、それが見えな

いというのは、ちょっと不信を持つんじゃないかなって思ったものですから。 

●（都市計画課長） 

 今の貴重なご意見として受けさせていただきますけれども、なかなか市と事業者がど

ういう立場でどういう説明に入るかというのは難しい部分もございまして、市と事業者

が一緒に入っていくと、もうありきでやっているんじゃないとかですね、そういう御意

見をいただく場合もございます。やはりそういうところも配慮して、考えてやらせてい

ただいているところでございます。 

●（村上委員） 

 ただ、やっぱりこういう調整区域の開発というのは、市民にとっては非常になじみが

ない、まあ私たちもそうなんですけれども、なじみのないものをやろうとしているとき

にね、誤解がいっぱいあったとしても、やはり行政が見るべきものは市民だと思うんで

すよ。事業者じゃなくて、やっぱり市民のほうが６で、事業者４くらい、こういう提案

制度においてもね。やっぱりそういう姿勢をきちっと示さない限り、やっぱりクエスチ

ョンマークがずっと残って、あらぬ疑いじゃないけれどもね、そういうこともなるんだ

と思うんですね。これから産業立地ゾーン６カ所も指定しているし、農地がたくさんあ

る三郷の中で調整区域というものがどうなっていくかという上において、地権者ももち

ろん大事ですけれども、やっぱり住んでいる市民に対してもね、ちゃんとわかるような

説明、納得できるような説明をして進めていかなければ、もう言われたくない倉庫だら

けの町になりかねないという不安がやっぱりあるんだと思うんですよ。そこら辺のやっ

ぱり丁寧な説明がこの経過の中ではちょっと見えないかなというのがあったんで、今後

のこともあると思いますので、そういうところは丁寧にすべきじゃないかなと思いまし

た。 

●議長（横張会長） 

 お願いいたします。 
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●（苗村委員） 

 先ほども話をしたとおり、私はやっぱり市街化調整区域というのは、開発をしていく

というのは、こういう近隣の住民からのいろいろな反対意見が出てくるというのはもう

もともとわかっていたことじゃないかなというふうに思っているんです。今回の公述の

要旨を見てみましても、私、全部一応目を通させていただきましたけれども、住んでお

られる方にとっては、やはりどういう町に住んでいるのかというのはとても大きなこと

だというふうに思っていて、この中身については、やはり１回話をしました、これでオ

ーケーですというのにはなかなかならない問題だと思うんですね。先ほども村上委員が

言われたように、すぐに開発できるのはこの地域だけということになっているようです

けれども、今後、他にまだ５つあるわけで、そこでも同じようなことというのは必ず起

こってくるというふうに思っています。それで、意見書の要旨に対して市の見解という

形でさまざま出ているんですけれども、これで住民の皆さんのご意見に対しては大体酌

み取られたというか、もう大丈夫だということできょうの審議会というのは実際開かれ

ているわけですよね。その辺のところ、どのようにお考えなのか、もう一度お願いしま

す。 

●（都市計画課長） 

 まず、１点目で最初に、開発できるのがさつき平地区だけというような今お話をいた

だいたんですけれども、都市軸道路ですとか、道路ができていないところはまだ該当し

ないんですけれども、ほかの三郷吉川線ですとか、そういうところは道路要件等も整っ

ているのかなというふうに感じております。 

 それと、あと住民の方々のお話なんですけれども、例えば開発なり地区計画におきま

しても、当然地区の方、土地の権利者とか地区の方もいらっしゃいます。また、地区に

隣接している土地をお持ちの方もいらっしゃいます。それを囲うような地区の周辺の

方々もいらっしゃいます。やはりさまざまな状況とか立場の方がおられますので、手続

を進めるに当たりまして、当然その合意形成というのはもちろん一番でございますが、

全ての方までというのも当然難しい部分もあると考えております。このような中で、当

然、今回に当たっては事業者の説明会になりますけれども、それとか、私どももお邪魔

させていただいたりとか、構想案の縦覧ですとか、法的に位置づけはなかったんですけ

れども、公聴会でご意見をいただくというようなことを通して、ご意見をできる限り適

切に反映させながら進めさせていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

●（鈴木邦男委員） 

 市街化調整区域はね、皆さんご存じのとおり、市街化を抑えるという地域なんですけ
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れども、ずっと市街化調整区域のままでいいのかというふうな議論もあろうかと思うん

ですよね。やっぱりこういう産業立地ゾーン、やっぱり行政サイドとしては産業立地ゾ

ーンを指定して、企業を誘致して開発したいというふうなものはよくわかるんです。そ

れで、それが産業立地ゾーンみたいなものでなく、個々の各地主さんたちに任せると、

やれ残土置き場だ、資材置き場だ、駐車場だ、実際農業者が尐なくなってきていますよ

ね。そういう中にあって、土地を利用していこうというからには、個別的な開発になっ

ていっちゃうんですよね。そうなるとすごい乱開発で、それこそ周辺住民の方々、この

地域はどうなっているんだというようなものになりかねないと。一部そういう地域でも

あろうかと思うんですけれども、そういった中で、地区計画も見直しされておりますよ

ね。４．１ｈａ、まあ５ｈａ以上で８割だとありますけれども、実際緩衝地帯もかなり

幅を広く設けております。この分も土地利用すれば、事業者にとってはマイナスですよ

ね。これだけ緩衝地帯設けて、計画できないわけですから。私はそういうんで賛成です。 

●議長（横張会長） 

 ほかにご意見いかがでしょうか。 

●（篠田委員） 

 今回の倉庫において、２つばかりちょっと心配している部分がございまして、１点は、

日量１，６００台の車が出入りするというふうにお聞きしておるんですけれども、草加

流山線においてはいつも渋滞が発生して、しかも団地内の中でもららぽーとの施設だか

で何かイベントあると、かなりひどい渋滞が発生するという状況で、この地区施設の整

備の方針においての交通、道路を整備し、市が適切に管理するというんですけれども、

できました、渋滞しました、それで整備するのか、早目にもうそういうふうな設計でい

るのかをお聞きしたいと思います。 

 それから、もう１点なんですけれども、あの地区は、自分の小さいころからずっと思

っていたんですけれども、地形が低い、低地帯ということで、まだ今回の申請する西側

に田んぼとか畑がございまして、大雤が降ったときに、田んぼとかそういうやつは昔か

ら貯水池の役目をしているということで、大雤降ったときには、田んぼとかそっちのほ

うの排水、あるいはそういう整備はどうするのか、その２点をお伺いしたいと思います。 

●議長（横張会長） 

 お願いいたします。 

●（まちづくり事業課長） 

 まず、調整池の関係でございますけれども、大雤降ったときどうするんだというふう

なお話ですが、議案書の資料の２９ページですね、調整池という項目がございまして、

今回の場所ですね、４．１ｈａにつきましては、県の条例に基づきまして、雤水調整池
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をその敷地内に設けるということになっておりますので、この区域に対して現在以上の

負荷がかかるというようなことはないと。要は今回池ができるので、周辺にご迷惑かけ

ることがないようになっているというのが雤水調整池の考え方でございます。 

 それから、道路につきましては、今回地区施設道路ということで１２ｍ道路を地区の

中に配置しまして、そこから出入りをするというような計画になっております。今回、

自己用倉庫ということで事業者のほうが考えているということで、通常渋滞が起きるよ

うな倉庫というのは、貸し倉庫で渋滞が起きているのが現状でございますので、自己用

倉庫の場合は、例えば道路で滞留しているようなことがあれば直接事業者に注意したり、

あるいは慢性的にそういうことが起きれば、当然周辺の土地を借りるなりして駐車場と

して確保することによって道路の渋滞をなくす等、かなり市のほうの指導もできるとい

うふうに考えておりますので、道路についてはこの地区施設道路を活用していくような

方針になっております。以上です。 

●（篠田委員） 

 雇用が５００人から６００人というふうな人数で、全ての人が自転車で来るわけじゃ

ないと思います。中には車で通勤する方もいると思うんですね。そういうことも考えて

のことですか。 

●（まちづくり事業課長） 

 それも含めて、今回１，４００台ということで伺っております。 

●（村上委員） 

 今の交通渋滞なんですけれども、点みたいな道路、取りつけ道路には、これは右折は

しないように指導するんですか。右折もありなんですか。信号でもつけて右折も可って、

これが草加流山線ですよね。この道路からこの道路を通るわけですけれども、ここら辺

はどうなるのでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 発生交通の搬出入につきましては、県道からの出入り、右左折両方あると考えており

ます。これにつきましては、交差点の形状とかにつきましても警察との協議は行ってご

ざいます。信号の設置等につきましては、今現在まだその警察との協議までは行ってい

る段階ではございませんけれども、当然交通量調査の中で検討した中では、信号の必要

性はないということは出ておりますけれども、必要であれば、それは警察協議の中でつ

くようになっていくのかなというふうには考えております。 

●（村上委員） 

 じゃ、その交通量のことなんですけれども、特にやっぱり先ほどおっしゃったように、

草加流山線というのは消防署があったり警察署があったりとか、まあ養護学校もあるん
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ですけれども、やっぱり緊急車両も結構通る道路でもあるわけですよね。決して広くは

ないですよね。いずれ江戸川新橋が、ということも言っているんですけれども、特に今

三郷市がやっている新和吉川線の開通はね、もう２６年度中というんでめどがあるんで

すけれども、草加流山線の渋滞についてはというところの整備というのは、これは悪い

けれども、はっきり全然してないんじゃないですか。橋作るのにそんな１、２年ででき

るわけでもないし。 

 そういうところから言うと、時差による搬出、いろいろ考える、だけれども結果渋滞

が起きた、ああ失敗だったということになっちゃいけないわけですよね。そういうこと

ですよね。ららぽーともそうだったんですけれども、土日全然団地の人は車使えなかっ

たんです。そんなことはいろいろ駐車場とか誘導する、どうたらこうたらというふうに

言われて安心していたんだけれども、何これって。超迷惑っていう、ある一部でね、ど

うしても車で動かなきゃいけない人にとってはそういうことがあったんですね。だから

そうならないように努力するという、じゃ、なったらどうするのというようなことまで

やっぱり周辺住民は思うわけですよ。要は、今度バスが通ったりなんかすることもある

し、緊急車両もあるし、そういうところがやっぱりもっと緻密な丁寧さがちょっと欠け

るんじゃないかなというのが１点。 

 それからもう一つ、雇用のお話も出たんでお尋ねしたいんですが、この５００人とか

６００人というのは正規雇用になるんですか。結構ららぽーとあたりも何かパートとい

うか臨時とかそういう形で、生計を立てるに至らない報酬で働く、そういう方たちが多

いというふうに聞いているんですけれども、雇用雇用といっても、今やっぱり正規雇用

じゃないと人生設計も立たないようなところがあるんでね、雇用というところは正規雇

用はどれくらい含まれているかというところは伺っておりますか。 

●（まちづくり事業課長） 

 正規雇用については、多くないというふうに聞いております。 

●（村上委員） 

 多くないじゃなくて、何％とか。 

●（まちづくり事業課長） 

 それで、ほぼパートではないかということで。ただ、経済効果につきましては、パー

トであっても５００人から６００人ということで、かなり雇用が生まれますので、それ

によって地域経済への効果というのはあるのかなと。ちなみに、インター南部で同様の

規模の倉庫がありまして、そこは大体２０％から２５％が市内の方を雇用されておりま

すので、今回の場合ですと１００から１２０人は市内の方が雇用されるのかなと。そう

しますと、１人当たり１００万円と考えても、年間１億から１億２，０００万の経済効
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果があります。パート収入につきましては、ほぼその全額が消費に回る、あるいはいろ

いろな家庭に必要なお金ということで位置づけがあると思いますので、そういう部分で

考え得ると、かなりの経済効果は見込めるのかなというふうに考えております。 

●（都市計画課長） 

 交通の関係でお答えをさせていただきます。 

 まず初めに、発生交通の関係なんですけれども、その地区内で発生する交通につきま

しては、その地区施設道路を設けることと、その敷地内に施設を設けること、またこれ

は事業者の計画内容ですけれども、駐車場等なども計画があるということで、通勤車両

等も全部きちんと取り込んで処理をしたいというような計画をお持ちのようでございま

した。 

 草加流山線につきましては、先ほどご説明を申し上げましたけれども、交通量調査を

平日と土曜日と日曜日とやらせていただいておりまして、その中であそこの地域の前で

は混雑度が１というのが飽和状態になって渋滞時間が発生するということになっておる

んですけれども、そこまでには至らないということで、その発生交通量に関して、そこ

の部分では発生しないということなんですけれども、三郷駅のほうに行きますと、やは

りセンサスで調査した１．３９とかという混雑度があります。途中に交差点等もありま

すので、どういった車の配分がされるのかという詳細まではわからない部分もあります

けれども、実際混むおそれというのが、通常は大規模小売店舗が渋滞発生源というふう

に考えられておると思うんですけれども、今回においてもそういうのに影響がないとは

言い切れませんので、先ほど委員がおっしゃったように、ピーク時を避けた車両の出入

りとかそういうのについても強く要請してまいりたいと考えております。 

●（村上委員） 

 まず、雇用についてなんですけれども、あくまでそれは行政の見方ですよね。私は個

人としてね、ああ、雇用が生まれる、ああ、よかった、でも１００万円、そういう実感

として、行政側からだけの経済的効果云々よりかは、やはりそういう雇用をする側にも

一人一人の働き方みたいなことをも言えて、やっぱり雇用が生まれて暮らしよくなった

とかということをも視点としては忘れちゃいけないと思うんです。確かにおっしゃると

おりです。全体としての経済効果は上がるはずですよ。ですけれども、その働かされ方

みたいなものが非常に使い捨てみたいで、今はいいけれども、２年とか３年で切られた

とか、いろいろな要因が入った場合にどういうふうになるかというのはわからないわけ

じゃないですか。ですから、そういうときに、やっぱり働く者の、ほかの担当部署の方

もいるけれども、味方になれるような、そういう物言いがやっぱり事業者に対して言え

るということは大事じゃないかなと思うんです。 
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 それから、おっしゃるとおり、私はいつも統計とか数字とかというものと、実際あの

道路を利用している人の実感度っていうのは、違うんじゃないかと最近思うんですよ。

だから、特にやっぱり思うのは、緊急車両、消防車両であれ、救急車であれ、北消防署

のところから出入りして移動するわけですよね。そういうときにやっぱり寄せなくちゃ

いけないとか、そういう意味でもやっぱり草加流山線というのは、なろうことなら私に

とっては通りたくない道なんです。そこにやっぱり車両が入ってくるということは、や

っぱりかなり大きく渋滞が発生するであろうという予想のもとに、それでもというんで

あれば、それでものところをやはり警察署とちゃんと協議するとか、信号のこととかい

ろいろなことは、それはやっぱり一人一人の立場に立った物の言い方、見方をしてほし

いなというところがあるんで、あえて言わせていただきました。 

●（堀切委員） 

 一応雤水対策で調整池ができるといいますけれども、あそこの雤水はどっちに流れて

いるんですかね。あそこは雤水が結局流れにくいですよね、排水路としてね。排水路、

今でもちょっとあの残土置き場のときの許可のときちょっとでかくしましたけれども、

あれを何倍にもしないと、あんだけ降った水を貯蔵して流すには結構要るんじゃないで

すか。 

 あと、渋滞対策として、あの目の前の道路ありますけれども、ああいうのは倉庫業者

の駐車場にならないように駐車禁止とか、そういうのは考えているんですかね。 

 あと、倉庫が建ったときに、通過車両としてさつき平と団地の中は通らないとか。 

 あと、汚水対策としまして、汚水は合併浄化槽といいますけれども、さつき平までは

下水道が来ていますから、市役所は５００人の合併浄化槽をつくるということは、相当

な排水からつくらなくちゃいけないと思いますけれども、あそこに汚水についても下水

道を引っ張って建設に協力するという話もないんですかね。 

 どうぞ。じゃ３つ、一応。 

●（道路治水課長） 

 道路治水課長の中島と申します。 

 この雤水の排水先なんですが、さつき平の西側にございます第１排管から茂田井落と

しというのがありまして、ちょうど記念碑通りの反対にあるんですけれども、そこから

最終的に大場川のほうに放流する形になろうかと思います。 

 以上でございます。 

●（下水道課長） 

 下水道課長の島村といいます。 

 汚水の処理ということで、合併浄化槽というお話でしたけれども、ご存じのとおりこ
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こは調整区域でございますので、下水道の汚水については先行して市街化区域で整備し

ている状況でございます。それで、事業者側に対して下打合せの段階では、公共下水道

が近くに来ておりますので、事業者側の責任において施工していただけるんであれば、

受け入れることはやぶさかではないという回答をしております。その中で事業者側が判

断して浄化槽という選択をされたという状況でございます。 

●（堀切委員） 

 合併浄化槽ってどういう構造なんですか。それで排水で市役所が誘致して倉庫立てる

のに、都市計画で立てるのに、その周辺整備とか行わないで５００人の合併浄化槽って、

まあ見たことないんで、地方の工場行くと簡単なんでしょうけれども、相当な汚水が要

するに田んぼに流れ出ると思うんですけれども、そういうふうなことまで考えると、下

水道を市役所整備で引っ張ってやって、まあ９千万ももらえるんだったら、固定資産税

で考えたほうがいいんじゃないかと思うけれどもね。 

●議長（横張会長） 

 特に事務局、市のほうからは見解はございませんか、今のご指摘に対しまして。 

●（下水道課長） 

 浄化槽についてはちょっと私、存じ上げておりませんので、申し訳ないです。 

 下水道整備のことについては、先ほどお答えしましたように、あくまでも都市計画事

業として認可を受けておるのが市街化区域を優先してやるという形で進めておりますの

で、調整区域については区域外流入と、また別の制度がございまして、そちらについて

はあくまでも事業者側の選択において、自分で引っ張るのであればオーケーですという

お話はさせてもらったところでございます。 

●（鈴木茂行委員） 

 いろいろなご意見あると思うんですがね、最終的にはこの計画をつぶしちゃって、乱

開発、残土や産廃の積みかえ場、建設資材なんかのユンボやなんかの資材置き場、そう

いうものを許すか、いろいろな近隣住民の方々の意見を入れて、あと市役所の介入も含

めて、ある程度制約を設けてこれを認めるかの二者択一しか私はないと思います。今の

状態で田んぼをきれいに残すなんていうことは、この三郷の立地が許さないと思うんで

すよ。ですから、これは細かい議論はもちろんあるでしょうけれども、やはりある程度

枞にはめられるこういう開発を主導して、あと近隣住民の方々の意見を取り入れていく

ということのほうが、現実にインター南部は以前そうでしたから。あと、こっちへ来て

番匠免、あの辺もちょっとひどくなっている状態なんで、あれがいいのか、きちっとし

た、まあ壁ができるでしょうけれども、これがいいのかという選択に最後はなるんじゃ

ないかと私は思います。 



 28 

●議長（横張会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

●（礒田委員） 

 私も必要だと思っているんですけれども、やっぱり大事なのは、企業側とのスタンス

だと思うんですよね。俺んちの土地で何やったっていいじゃないかという企業さんじゃ

なく、やっぱりそうやって話ができてという、その後のスタンス、例えば渋滞の問題も、

例えばじゃ絶対に渋滞しません、じゃ渋滞したらどんなことしても市でそれを解消する

ために幾らでもお金使いますって、そういうこともやっぱり物理的に不可能だと思うし、

まちづくりに例えば渋滞だとか、特に三郷なんか成長中ですから、渋滞とかというのは

つきものですしね。それをそこに合ったまちづくりを同時にこうやってやっていくとい

うことのほうが大事だと思っているんで、やっぱり基本的に、例えばいろいろこの意見

の中にもありましたけれども、極端なね、例えば一切さつき平の中には車入るなとか、

そもそも公道ですから。余りにも行き過ぎた、例えば市民の要望だったり、行政指導だ

ったりというのは、やっぱりこれだけ企業さんのスタンスさえしっかり、一緒にいい街

作っていきましょうということであれば、倉庫でも何ら問題ないと思うし、そもそもや

っぱり三郷団地があって、それから今度さつき平ができるとき、三郷団地の人もそれな

りの思いがあったと思いますよ、きっと田んぼだったでしょうから。それでもみんなで

協力してすごくすばらしく成長して、渋滞の問題とか今もあるとは思いますけれども、

それはやっぱりみんなで理解していって、協力してやっていくのがまちづくりだと思う

んで、進めていってもらいたいなと。これは意見です。 

●議長（横張会長） 

 ほかに、きょうまだご発言をいただいていない委員の皆さん方もいらっしゃると思い

ますが、もしもよろしければ、ぜひこの場でご意見を頂戴したいと思うんですが、いか

ががでしょうか。 

 じゃ、まず吉田委員のほうから。 

●（吉田委員） 

 細かなことで何点かちょっと質問させていただきますけれども、交通に関して、篠田

委員もおっしゃっていましたけれども、もう渋滞がある程度予想されるのであれば、草

加流山線、県道ですよね、県との協議が必要だと思うんですけれども、事前に右折ライ

ンをつくるとかですね、そういった、まあお金はかかりますけれども、この機会に渋滞

を解消するためのものを事前に協議を始めるとか、そういうことができないのかという

ことと、もう１点は、進出企業と相談して、配送時間のピーク時をずらして配送すると
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いうことはどの辺まで協力のお願いができるのか。配送するものによってはピーク時に

どうしても運ばないといけないものも出てくる、それはこれから進出してみないとわか

らない点ではあろうかと思いますけれども、やはりあのピーク時の渋滞は相当長時間あ

の道路に拘束されるようなイメージがありますから、そこに新たな車両が入らないよう

にずらしてくれるんであれば、相当行政のほうからお願いできるものか、その辺ちょっ

とお願いします。 

●議長（横張会長） 

 では、今の２点につきましていかがでしょうか。 

●（開発指導課長） 

 地区計画が決定したその先の話なんですけれども、開発許可の中では、県道への道路

の取りつけについて正式に警察協議がございます。その事前の相談を警察とは行ってお

りまして、できるだけ垂直というんですか、県道に対して自動車が出やすい形での取り

付けについて相談をしております。実際、開発許可の申請の頃には正式に協議して決定

することになっております。 

●議長（横張会長） 

 もう１点のほうにつきましては。 

●（まちづくり事業課長） 

 もう１点の交通の関係でございますけれども、今回の倉庫での予測でございますが、

ピーク時につきましては１１時から１２時において２５８台、比率で３６．３％という

ことで、多分道路の渋滞のピークというのは朝だと思いますので、そことは若干時間的

なずれはあります。ただ、８時から９時について２６．３％、１８６台計画しているよ

うですので、ここの１８６台について分散化が図れるか今後お願いをしていきたいと考

えています。 

●議長（横張会長） 

 よろしいでしょうか。 

 榎本委員、お願いいたします。 

●（榎本委員） 

 この図面見せていただいた限り、また、この資料を見た限りでは、この開発は私的に

はいいと思いますので、賛成いたします。その立場で、７ページの図面なんであります

が、この白い部分の中に先ほどいただいた側面図といいますかね、それを配置図的に入

れていただいて、容積率２００％の中で最低限度面積１ｈａ、その配置を入れていただ

いたらもっとわかりやすいかなと思いまして。 

 それから、周りの住む人や周りの農業者に迷惑をかけないということであれば、基本
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的に三郷のためになるんであれば、こういう開発は、私なんかは調整区域の中でできる

ことは結構なことだと思っているんですが、周りに配慮してさえいただければね。 

 以上です。 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございます。 

 ほかにご意見まだいただいていない方もいらっしゃいますが、いかがでしょうか。 

 皆様方からのご意見につきましては、ほぼ出尽くしたというふうに申し上げてもよろ

しいでしょうか。 

 どうぞ。 

●（前田委員） 

 ちょっと今、中身の話で、断面図をここにつけたらいいかとかというご提案があった

んですけれども、ちょっと確認したいんですけれども、７ページの、これ多分僕の聞き

落としだと思うんですが、６ｍぐらいの幅でかぎ型に敷地の真ん中に横方向と、敷地の

一番右側に縦方向、多分６ｍじゃないかと思うんですが、これはもちろん今回の開発の

敷地内の、断面図を見るとそれは歩行者用通路と書いてあるんですが、ここはあれです

か、一般に開かれた道なのか。真ん中のグレーと右側のグレーは。 

●（都市計画課長） 

 今おっしゃられたのは６ｍの部分だと思うんですけれども、ここは地区計画内になり

ますけれども、建物の敷地外ということで、一番右側の灰色の部分になりますので、こ

ちらのつけかえの道路になります。 

●（前田委員） 

 ということは、ああ、赤い線は地区計画の区域ですか。 

●（都市計画課長） 

 はい、そうです。 

●（前田委員） 

 じゃ、建築の敷地はどこになるんですか。 

●（都市計画課長） 

 この緑の緩衝緑地帯の際になります。 

●（前田委員） 

 と、グレーとの間の線が境界線になるということですね。 

●（都市計画課長） 

 はい。 
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●（前田委員） 

 それと、先ほど鈴木委員ほかがおまとめになっていたのを聞きながら、地区計画のガ

イドラインというところを読んでいたんですけれども、１ページの２のところに市街化

調整区域におけるまちづくりの基本的な考え方とありまして、第２段落に相反するよう

なことが書かれているんですが、それを何とか目指そうと。この場合には、「周辺農地と

の調和や市街化区域内における整備の状況及び市街化区域内における整備の状況及び市

街化の動向等について検討を行い」と、先ほど鈴木委員が危惧されたことは多分ここら

辺に込められていると思うんですが、その後に点と点の間で「周辺住民などとの調整状

況を勘案して」というフレーズが入っておりますね。ですから、ここは、もちろんこの

開発を取りやめたら、また別の意味で反対意見も出てくるでしょうが、やはりきょう資

料に添えられていた反対意見というのは重く見て、地区計画の策定プロセスあるいは建

築計画を定めるプロセスでやっぱり理解を得ていかないといけないんじゃないかと。そ

のためにこの文章があるんじゃないかと思うんですね。やはり、じゃ資材置き場でいい

のか、ごみ置き場でいいのかという話も含めてちゃんと理解をしてもらわないと、禍根

を残すような気がします。特に明文化されていて、これは多分三郷市さんのスタンスだ

と思いますので、お願いしたいと思います。 

●議長（横張会長） 

 私も同じく学術の人間として一言申し上げたいと思うんです。私も今おっしゃった点

がやはり一番肝になるのかなというふうに思っております。まずそれについてお伺いし

たいんですけれども、周辺住民ということの定義は三郷市さんはお持ちなんでしょうか。

どこまでをもってして周辺住民と呼ぶと。 

●（都市計画課長） 

 埼玉県の中高層の指導要綱がございまして、建物の高さの敷地から２倍の範囲内とい

うのがございまして、それを利用させていただいております。 

●議長（横張会長） 

 そうしますと、その定義を使っているということがまずどこかに明文化される中で、

先ほど反対署名が２，０００名余りございましたけれども、その反対署名として署名さ

れている方の中のどこまでが今回のこの周辺住民という定義を満たす方々なのかという

ところを精査はされていますでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 ５０ｍで該当するのは、棟で言いますと３棟ほどございまして、ただ今回は敷地も広

いという部分もありますので、幅広くご意見はいただこうという形で進めてございます。 
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●議長（横張会長） 

 となりますと、今度は幅広くというのがどこまでのことを指すのかという基準が必要

だと思うんですね。 

●（都市計画課長） 

 それにつきましては、説明会等につきましては、たしかさつき平の方が自治会単位で

動かれていると思いますので、提案者が自治会のご意向等を伺って、それで説明会も開

催していると聞いております。 

●議長（横張会長） 

 繰り返しますが、こうした「周辺住民等との調整状況を勘案し」という一文がある以

上、これがどういう形でもって運用されているかというところがはっきりしないと、先

ほど前田委員がおっしゃったような禍根の原因になると思うんですね。つまり、意見を

おっしゃっている方にしてみれば、自分は「周辺」に入る人間であり、十分自分の意見

が尊重されるべきだとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、逆に、いや、進める側

としては、あなたは発言権がない、ないしはあなたの発言は軽いというふうに判断され

てしまうケースもあるんだと思うんですね。ですから、その辺がボタンのかけ違いにつ

ながってしまう危険性があるので、そこはやはりきちっとした基準の中で考えていく必

要があるんではないかというふうに思います。 

 それから、ついでに申しますけれども、この資料を拝見いたしますと、その住民の意

見に対する市の見解については、やや齟齬（そご）がございますねという気がするんで

すが、例えば３１ページをご覧いただきますと、ご意見のほうとしては、「おおむねの理

解が得られているとは言えない」ということをご指摘されているのに対し、市の見解は

「周辺住民に対し周知されたと理解している」と。あるいは、「このような状況を勘案し

ている」というような回答になっていて、おおむねの理解が得られているか否かという

ことに対する見解がここには記されていないということになってしまうと思うんですね。

それから、また同様に、後ろのほうに参りまして、３７ページもやはり「おおむねの理

解が得られているとは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

じゃないかというご指摘に対して、評価委員会としては、「都市計画提案には申請内容に

不備がないことから、手続上、評価委員会を開催した」というふうにされていて、ここ

もやはり論点がやや食い違ってしまっているという気がするんですね。ですから、この

辺やはり丁寧に整理をしながら、ご理解を得つつ事を進めないと、前田委員おっしゃっ

たような、そうした禍根を残すことにならないかということを私としては最も危惧する

点でございます。 

 その点につきまして、何かご意見ございますでしょうか。 
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●（まちづくり推進部長） 

 まず、さつき平自体の３月１日現在の入居人数ですが、７，５１３人、２，８１１世

帯でございます。今回２，０００幾らの署名がありましたが、そのうちさつき平に住ん

でいる方は１，８００人程だったと思います。議会のほうでもちょっとそのとき議論に

もなりましたが、じゃ他の、物を言わない５，０００人の方はどうなのとかという話も

ございました。それも踏まえ、また、あと私が８月１１日の２回目の説明会のときに、

評価委員会には進めないと言っているということですが、これは議事録に残っているん

ですが、現状では進めませんよということで、それは８月１１日でした。その時点で住

民の１２０名の方の何人か、１人の方がですね、やはり先ほどからおっしゃっているよ

うに、市が計画的なまちづくりをしてくれないと、資材置き場、残土置き場の懸念があ

るんだと、そういうのは怖いから、その辺をお願いしますと言われて、これはもう一番

最後だったんですが、そのとき拍手も何人もされておりました。それと、その後、賛成

の意見書の提出、それとやっぱり先ほどから言いますように、市にとって総合的に地域

貢献や市にとっての総合計画の位置づけもありましたので、これらを総合的に判断して、

やはりこれは進めるべきだということで、評価委員会のほう、８月１１日の説明だった

んですが、確か１１月６日、３カ月間はあったわけなんですが、それで丁寧に進めたと

いうことで、皆さんのご意見は十分伺い、目の前に大きな倉庫が建つというご意見は、

それはそれでよくわかる話で、そうはいっても、市の総合的な判断の中で今回は提案の

ほうは進めてまいりたいんだということでお話はさせてもらっています。 

●議長（横張会長） 

 わかりました。 

 すみません、予定の時間、既に１０分超過しております。それで、そろそろきょうの

会を締めなければならないという時間かと思うんですけれども、冒頭にも申しましたよ

うに、いたずらに判断を引き延ばすということはしたくございませんが、一方で、審議

が尽くされていない中で拙速な判断を形成してしまうということも本意ではございませ

んので、皆様方にここでお伺いいたしますけれども、ほぼ論点は出尽くし、これ以上何

か論点を明らかにしなければならないようなこと、あるいは疑問点を明らかにしなけれ

ばならないようなこと、これがあるようであれば、ぜひご指摘いただきたいんですが、

いかがでしょうか。あるいは手続の進め方として。 

 はい、どうぞ。 

●（村上委員） 

 やはり調整区域のまちづくりをどうするかというのは、三郷市にとってはすごい大き

な課題だと思うんですね。今、産業立地ゾーンによる区画整理というか、そういう形で
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土地利用を進めていこうというふうな形になっているわけですね。ただ、そこにはやは

りガイドラインとかそういうものが出ているように、周辺住民とか町全体のこの地区計

画の定め方みたいなところで、ちょっと私、今回の流れは、行政がちょっとやっぱりも

っと住民と向き合う、もっといろいろなことを向き合いながら定めていく方向じゃない

というところがすごく不満なんです。つまり、今のやり方みたいなものでいくと、ほか

の地区にもそれが及んでいくんじゃないかと。議案としてはこの彦川戸地区だというん

ですけれども、やはり似たような状況というのが起こるのが怖いんですね。ですから、

やっぱり周辺住民の定め方とか、「おおむねの了解」の「おおむね」というのは何なのか

とか、そういうものに対してもっと丁寧に向き合う市の姿勢みたいなものを確認したい

なというところが私の中ではまだ納得できていないというところを指摘させていただき

ます。 

●議長（横張会長） 

 了解いたしました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

●（野副委員） 

 私は基本的には賛成でございますが、周辺住民の方の反対といいますか、その辺がも

う尐し時間を置いて説明したほうがよろしいんじゃないかなというふうなのがちょっと

気がかりです。 

●議長（横張会長） 

 ありがとうございます。 

 ほかに、どうぞ。 

●（礒田委員） 

 やっぱりまちづくりって、鈴木委員がさっき大分頭に言ったように、やっぱり時間が

勝負だったり、いろいろな結果を出していく企業から注目されるとかという意味では、

出尽くしたかどうかって、それを言ったら、全員がもう何もありませんと言うまでとな

るのかという話もありますけれども、それも含めて、逆に今日、どうするかも含めて、

採決するかしないかも含めて例えば決をとるとか、それじゃないと切りがないのかなと。 

●議長（横張会長） 

 ほかにご意見いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

●（鈴木邦男委員） 

 ほかにも産業立地ゾーンで指定されている区域ございますよね。そこにつきましても、
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調整区域内で周辺の住民の方のこういったようなご迷惑がかかる部分もありますので、

これから出てくるんでしょうけれども、周知しておいたほうがよろしいかと思いますね。 

●議長（横張会長） 

 すみません、周知の内容といたしましてはどのようなものになりますか。 

●（鈴木邦男委員） 

 もっと周辺、地主、地権者だけじゃなくて、ゾーンを決めたその周辺の人たちにも、

産業立地ゾーンというのはこういうものだというようなものを具体的にですね。 

●（まちづくり事業課長） 

 今、鈴木委員のほうから御提案いただきましたように、周辺住民への周知という部分

では、ホームページ等により、今後はそういうふうなことをやっていきたいと考えてお

ります。また、今回の上彦川戸地区につきましても、さつき平住民の方と過去に、ここ

の議事にありましたように、接触をして、いろいろお話し合いをさせていただいている

中では、今後、住民の方とお話をしていきたいということで、私どものスタンスとして

は、この倉庫、物流施設を建築する中で、さつき平の方たちとお話合いを持ちたいとも

考えており、例えば緩衝緑地帯の解放だとか、そういったことも住民の方と一緒に今後

検討できればなと思っております。 

●議長（横張会長） 

 ほかに。どうぞ。 

●（成川委員） 

 もう決とってくださいよ、堂々めぐりだから。計画的に開発するとどうなのか、しな

いとそのまま、今の現状のままでいいのかどうか、結論はそこにいくと思うんで、お願

いします。 

●（鈴木深太郎委員） 

 先ほどからずっと意見が出てきましたんで、もうそろそろ皆さんね、細かいことは別

問題として、大きなことについては皆さん意見がもう出尽くしたのかなと思いますので、

多分今、会長の言葉も、また皆さんの意見を多分執行側は頭の中へ入れて、次のことに

関してはそういう部分も考慮されると思いますけれども、今回に関してはある程度もう

議論が尽くされているのかなと思いますので、やっぱりこのまま行っちゃうと、２時、

３時、何時までもかかってしまうので。 

●議長（横張会長） 

 いえいえ、そこまできょう持っていこうというつもりはございませんので。 

 ではよろしいですか。今もう、今日この場で採決をというようなご意見が多くござい

ました。そうではないというご意見もございまして、それから礒田委員のほうからは、
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まず採決を今日するか否かを聞いた上で、採決するとなればするというふうなご意見も

ございましたけれども、よろしいですか。 

 じゃ、どうしましょう。まず、礒田委員のご意見に従って、採決を本日するか否かと

いうことについて、つまり一応もう材料はそろったと考えるのか、いやいや、まだ材料

はそろっていないと考えるのか、その点につきまして皆様のご意見を伺いたいと思いま

す。よろしいですか。 

 それでは、本日採決に持っていってよいとお思いの方は挙手をお願いいたします。 

 事務局、カウントしていただけますか。 

〔賛成者挙手〕 

●議長（横張会長） 

 １０人でよろしいですね。 

 ということで、そうではないという方も何人かいらっしゃいますが。どうですか、よ

ろしいですか、採決に持っていって。 

●（村上委員） 

 町の姿勢がね、市民との協働によるまちづくりってやっているのに、こんな反対の署

名とかってある中でね、いいのかなというのは私やっぱりすごい大きいんですよ。今後

に禍根を残すなというのが私の中にあるんで、早急に採決することにはどうしても同意

できないんです。すみません。 

●（苗村委員） 

 私も２５日に議会が終わったばかりで、そこに提出された請願だったわけですよね。

それを、私は請願そのものに賛成をした立場だったわけなんですけれども、それでこう

やってこの場で採決していいのかっていうのは、非常にやっぱり気持ちの中では、まあ

いろいろな意見がありまして、というふうに思います。 

●（鈴木深太郎委員） 

 何のために１日しゃべったんだか。 

●（苗村委員） 

 だから意見ですよ、これは。 

●議長（横張会長） 

 以上のご意見があったということは議事録に残していただきながら、しかし１０人の

方が賛成されたという中で、では採決をさせていただきたいと思います。よろしいです

ね。 

 では、本件、議案第１号の「草加都市計画地域計画の変更について」、採決をいたしま

す。 
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 本件につきまして賛成という方につきましては挙手をお願いいたします。どうぞ。 

 カウントいただけますか。 

〔賛成者挙手〕 

●議長（横張会長） 

 １０人ですね。ということで、過半数でございますので、本件につきましては可決と

いうことにさせていただきたいと思います。 

 本日は議案１件でございますので、以上をもちまして、ちょっと超過してしまいまし

たけれども、審議を終了いたしたいと思います。 

 ご決定いただいた審議事項につきましては、市長に速やかに答申いたしますので、ご

了承をお願いいたしたいと思います。 

 では、ここで傍聴者の方は事務局の指示に従いまして退場をお願いしたいと存じます。 

 

〔傍聴者が退場する〕 

 

●議長（横張会長） 

 それでは、皆様方には慎重なご審議をいただきまして、どうもありがとうございまし

た。 

 では、私の役割は以上でございますので、事務局へ司会進行をお返ししたいと存じま

す。 

 

（４）閉 会 

●（まちづくり推進部副部長） 

 横張会長、議事進行ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして本日の都市計画審議会を終了とさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 


