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平成２６年度第１回都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２６年１１月４日（火）午前１０時～１１時００分 

 

 

２ 開催場所：三郷市役所 ６階 全員協議会室 

 

 

３ 出席者    １３名（委員総数１５名） 

 （委 員） 

  横張会長、礒田委員、鈴木深太郎委員、苗村委員、村上委員、前田委員、 

不破委員（欠席）、永塚委員、内田委員、鈴木邦男委員、吉田委員、堀切委員、 

鈴木茂行委員（欠席）、榎本委員、野副委員 

 

 （事務局） 

まちづくり推進部 

 豊賀部長（以下まちづくり推進部長）、 

恩田理事（以下まちづくり推進部理事）、 

秋本副部長兼都市デザイン課長（以下まちづくり推進部副部長）、 

みどり公園課 

秋本 みどり公園課長（以下みどり公園課長） 

矢野 みどり公園課長補佐兼運動公園プロジェクト室長（以下みどり公園課長補佐） 

鈴木 花とみどりの係長（以下花とみどりの係長） 

田中主事 

都市デザイン課 

長谷川計画景観係長（以下計画景観係長）、 

岩間主任技師 

中村主事 

 

４、議 題 

  議案第１号 草加都市計画生産緑地地区の変更について 

        （三郷市決定） 

 

 

 

 



2 

 

５ 議事内容 

（１） 開 会 

● まちづくり推進部副部長 

   ［司会挨拶］ 

   ［新委員紹介：永塚守利委員、内田和夫委員］ 

● 横張会長 （以下、会長） 

［開会のあいさつ］ 

● まちづくり推進部副部長 

   ［配布資料確認］ 

 

（２） 議事進行 

● 会長 

   ［出席状況確認］ 

● 計画景観係長 

［委員１５名中、１３名が出席していることを報告］ 

● 会長 

［会議録の署名委員について、永塚委員と内田委員を指名］ 

   ［傍聴者の確認］ 

●計画景観係長 

［傍聴者が０名であることを報告］ 

 

（３）議 題：議案第１号 草加都市計画生産緑地地区の変更について 

● 会長 

 それでは、議案の審議に入りたいと思います。議案第１号、「草加都市計画生産緑地  

地区の変更について」、ご審議願います。事務局より説明をお願いいたします。 

 

● みどり公園課長 

   [議案第１号について、資料に基づき説明する] 

 

● 会長 

では、ただいま事務局からご説明いただいた議案の１番ですけれども今のご説明に  

つきましてご質問ないしはご意見等があれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

はい、お願いいたします。 
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● 鈴木深太郎委員 

今回は、生産緑地地区の指定の解除ということですけども２か所、現場を確認させて 

いただきまして、一か所は現状のまま農地になっておりまして、もう一か所、生産緑地  

第８号の部分は、もう既に現場の方は開発されておりまして、宅地造成に向けて、今、  

進行している状況になっておりますけれども、ずいぶん順調に行ったのかなと。 

生産緑地解除から、今回の開発行為の申請までいって、ずいぶん順調にいったなと   

思いますので、本人から生産緑地の解除がいつ頃提出されて、いつ頃、生産緑地が解除  

されて、その辺の今日までのタイムスケジュールがわかれば教えてください。 

 

● 会長 

 はい、お願いいたします。 

 

● みどり公園課長 

今回の三郷第８号につきましては、買取り申出書の受付を平成２５年１２月１２日に 

しております。翌日の平成２５年１２月１３日に買取り意向の照会をいたしまして   

平成２５年１２月２７日に買い取らない旨の通知をいたしております。 

その後、生産緑地地区の斡旋依頼を農業委員会、さいかつ農業協同組合の方にしまして、

それぞれ斡旋不調となってしまったんですが、さいかつ農業協同組合の方は平成２６年 

２月２１日に、農業委員会の方は平成２６年２月２６日にそれぞれ不調ということで  

連絡をいただいております。 

その後、行為制限の解除ということで買取り申出から３か月間ということで、    

平成２６年３月１２日に解除をしております。 

その後、都市計画の変更に対する意見照会ということで、農業委員会に照会をかけ  

まして、それが平成２６年７月２５日になっております。同日に都市計画変更に対する 

回答をいただいております。 

その後、都市計画の変更に対する協議ということで、県と協議をいたしております。  

それが平成２６年８月６日となっております。それに対する回答の方が平成２６年８月 

２２日に回答をいただいております。 

その後、変更案の縦覧ということで、平成２６年９月１６日から平成２６年９月３０日

まで縦覧を行っております。 

そして、本日、都市計画審議会ということで開催している次第でございます。 

 

● 会長 

 はい、どうぞ。 
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● 鈴木深太郎委員 

 三郷市もまだ調整区域が約５割ですけども、やっぱり区画整理されたところは大変公園

が多くなっておりまして、以前から戸ヶ崎地区、彦成地区、ぜひ生産緑地の解除があった

ときは、市で買い取って、公園にしてほしいという要望は前から出ておりまして、この  

８号に関しては中央地区の隣接ということで、中央地区には公園がありますけども、この

９９号に関してみどり公園課での協議はどのようにされたのか。その点、お伺いを   

いたします。 

 

● みどり公園課長補佐 

 ただいまのご質問ですが、生産緑地の９９号と２０１２－５号につきましては、指定は

解除するんですけども、ご家族の方で引き続き営農を続けるというようなご意志が   

ございました。 

 

● 鈴木深太郎委員 

はい。わかりました。ありがとうございます。 

 

● 会長 

 はい。ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。どこでも結構でございますけどもご質問・ご意見を承ります。 

 はい、どうぞ。お願いいたします。 

 

● 村上委員 

はい。この間
かん

、都市計の審議会の中では、生産緑地の解除・廃止っていうのがどんどん

出てきて、先程、鈴木委員の方から意見としてありましたけども、三郷市は公園が少ない。

水と緑と言いながらは、その緑にあたる、ある程度、川辺の緑とか、あとは農地だと   

思うんですね。そういう所を標榜している割にはですね。やはり、営農者にとっては、  

あまりいい環境じゃないのかなっていうふうな感じもするんです。 

そこで、私がお聞きしたいのは、この改めてなんですけども、生産緑地の指定っていう

のが地権者あるいは行政にとって、どんなメリット、デメリットをもって推進しているか、

改めてお聞きしたいなと思います。 

 

● 会長 

はい、お願いいたします。 
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● みどり公園課長 

生産緑地に対するメリットといたしましては、固定資産税及び都市計画税につきまして、

市街化調整区域と同様の一般農地扱いとなります。また、相続税につきましても納税猶予

を受けることができるということが利点になると思います。 

 

● 村上委員 

 それで、ですからそれは地権者にとってですよね。じゃ行政というかまちづくりの  

面から言って、どうなんですか。 

 農業者を育てようなんて思っているわけではないでしょ。今までの話では。そうなら 

そうと言って下されば嬉しいんですけども。 

 

● みどり公園課長補佐 

行政サイドといたしましては、市街化区域内にある農地の、緑地という部分の機能に 

着目いたしまして、防災面あるいは減災というような機能であるとか、農業と調和した 

都市機能の確保というような観点で、生産緑地をとらえております。 

 

● 村上委員 

はい。そうであることを私も願っていたんですけれども、実際、地権者にとっては、  

主たる営農者っていうのかしら、その方が亡くなったりですとか、相続とか、それから、

継ぐ方がいらっしゃらないとかっていうのは、以前からずっとそういう形で、出てきて 

おりますので、これからもそういう傾向が続くと思うんですね。 

そしたら、先程、鈴木委員がおっしゃっていましたように、まちづくりの観点での緑地

の確保っていうことは、いったいどういう風に考えてらっしゃるのかなって、お金の問題

もあるかもしれませんけど、あるいは地権者にとって、もっともっと納税猶予とかじゃ 

なくて、もっともっと生産緑地として持っていたいと思うような方策みたいなものを検討

されることはないんでしょうか。 

 

● 会長 

どうぞ。 

 

● みどり公園課長 

 村上委員が仰られたように、解除が多くなっているというのが現状でございますが、 

それに対応する策というほどでもないんですけども、営農をいつでも再開できるように、

耕うんだけでもしていただければ、生産緑地指定を続けることができる旨を説明させて 

いただいたり他の方に農地を貸し付けたり、市民農園として活用していただくっていう 

お話もさせていただいているというのが現状でございます。 
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● 村上委員 

 私もそう思うんですよ。やはり私は団地なんですけれども、なんか土いじりしたいとか

ね。それで、それがちょっと本格的にやりたいっていう方、結構いらっしゃるんです   

けれども、市民農園がなんで増えないのというふうなあれがくるんです。 

ですから、お伝えするだけじゃ、その土地を持ってらっしゃる方がすごく手間暇かかる

わけじゃないですか。そういう所のサポートをして、提案するのであればね、考えること

もあると思うんです。だから、そのサポートの仕方をね、もっともっと一歩進んだ形で  

出さない限りは、やはり無理だと思うんです。それは行政の役割ではないかと思うんです

よ。 

緑地の確保とともに先程いったように避難場所になったりとかね。いろんな意味で今、

失われていっているものを、今、留めておかないと、まちづくりの観点から言っても   

ですね、水と緑っていうことを標榜していることに関してもですね、なんかちょっと  

違うんじゃないかと、だからもう一歩進んだサポートの仕方あるいはその生産緑地を  

続けたいと思う地権者への、なんていうのかな、中身ですよね。そういうのを充実させ  

ない限り、申出を受けました、誰も買取り希望いません、はいっていうふうになって   

いったらいかがなもんかなっていうのが私の心配なんです。そこらへんどんなふうに  

考えてらっしゃるのかお聞かせ願いたいんですけど。 

 

● みどり公園課長 

 市民農園の貸出につきましては、相続税の納税猶予等を受けてらっしゃる方、この方に

関しては、その時点で相続税を全額お支払いするような形になってしまうんですね。生産

緑地としてはとりあえず残るんですけども、相続税の猶予を受けている方に関しては、 

利子税を含めて納税をしなければならない。そういう形になってきちゃいますんで、  

そういったところもひとつのネックになってるのかなっていう感じはしております。 

 

● 村上委員 

 国税だから無理… 

 

● みどり公園課長 

 そうなんです。 

 

● 村上委員 

 なるほどね。いたしかゆしで、いろいろ検討しているけども、なかなか有効な手立てが

ない。見守っちゃう。生産緑地解除。悲しいですよね。 

 わかりました。これ以上、質問しても大変だと思うのでね。 
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● 会長 

 はい、どうぞ。 

 

● 苗村委員 

 私も今、お話が出た鈴木委員、村上委員と全くこの問題については、同じ意見なんです

けども、先程、少し出た減災の立場から言うと、今見てみますと畑は若干残っている   

ものの、田んぼは本当に少なくなってきたと、そういう意味では雨水の貯留の機能って 

いうのは、非常に三郷も少なくなってしまっているなというのが実感です。 

先程、お話が出たとおりやはりまちづくりの観点と市長の仰っている田園都市っていう

イメージがね、どんどんこの中で壊されていくっていうのが非常に残念でならないわけ 

なんですけれども、そうはいっても、この生産緑地地区の解除・廃止って問題は、ある  

意味、避けては通れないことでもあるわけですし、やはりここは行政がある程度、    

やっぱり力を尽くしていかなければならないという意味では私も同意見です。 

これについては意見ですので、回答は求めませんけども、今後、本当に私たちも含めて

ですが、考えていかなければならない問題だなっていうのを、毎回、この生産緑地地区の

解除や廃止っていう議題が出る度に心を痛めざるを得ないっていうのが状況かなと  

思っております。以上です。 

 

● 会長 

 はい、ありがとうございます。 

 ただいまのご意見何かございますか。事務局としては。 

 

● まちづくり推進部理事 

 田んぼの貯留機能の話がありましたが、生産緑地地区の割合からすると、あまり田んぼ

がなく、ほとんどが畑の状態ですので、その辺はあまり危惧しなくてもいいのかなと  

思っております。 

 

● まちづくり推進部副部長 

 すいません。ちょっとよろしいでしょうか。農地が減っているという話がございまして、

当然、市で定めております農業振興計画とか、みどりの基本計画がございまして、市街化

の農地については、拡大して保全を図っていこうというふうに記載がございます。 

市といたしましても平成２４年度に追加の指定をいたしまして、現在、平成４年当時に

指定した時よりも増えてございます。当然、区画整理によって、市街化になって増えた部

分もございますけども、それを差し引いても、現在はちょっと増えているような状況でご

ざいます。 
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 また、今後も追加指定を、農家の方々にお知らせして増やしていきたいと考えてござい

ます。以上でございます。 

 

● 会長 

 他にご意見等いかがですか。 

 はい。お願いいたします。 

 

● 榎本委員 

 ９９号の生産緑地地区ですけども、営農を続けるということで地権者はいるという  

ご説明がありましたけども、これについては市の税金とかは、農地扱いとかになっていく

のでしょうか。 

それともう一つは、市として今後、この方に公園とか市民農園にするような指導と  

いうか、なんといいますかね、そういうふうな導きがあるのでしょうか。 

 

● 会長 

 いかがでしょうか。 

 

● みどり公園課長 

 生産緑地を解除しておりますので一般農地、宅地並み課税になってしまいます。 

 

● 花とみどりの係長 

 後半のご質問について、お答えさせていただきます。 

継続される方からお話を伺ったんですけれどもとりあえず、貸出だとかそういうのは 

考えていなくて、とりあえず家族で営農していくというのは仰っておりましたので、  

とりあえず私どもの方としては営農していただけるのであればということで、お話して 

おります。以上です。 

 

● 会長 

 はい。ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。他にご意見・ご質問等ございませんでしょうか。 

 

● 前田委員 

 今のことについて、教えてほしいんですけど。そうなると、なにがメリットなんで   

しょうか。その営農されたいっていうのは。むしろ、解除しない方がいいですよという  

ふうに言った方がよかったのではじゃないでしょうか。 

 



9 

 

● 会長 

 はい。どうぞ。 

 

● 花とみどりの係長 

 おっしゃる通りでして、私たちも雑談まじりでそのようなお話をちょっと聞いて   

みました。ただ、とりあえず解除したいんだというお話で、そこまでしかお伺いしません

でした。そのご家庭の内情までよくわかりませんので、あちら様の意思としてはその  

ような形でとおっしゃっておりましたので。 

 

● 会長 

 はい。どうぞ。 

 

● 内田委員 

 ご家族の中で農家登録されている方は何人くらいおるんですか。 

 

● 花とみどりの係長 

 すいません。そこまでは、こちらでは資料いただいておりませんので、農家登録は把握

しておりません。 

 

● 村上委員 

 ちょっと私もお聞きしたいんですけど、つまり、生産緑地に指定されているということ

は、きちっとその営農者が、先ほど言った農家登録ですか、そういった方じゃないと   

できない。つまり、それに該当する方がいらっしゃらない場合には解除せざるを得ないと

いうこともあり得るということですよね。 

 それからもう一つは、解除するのに、この時系列から言うと一年くらい土地を処分する

のに、解除を申請してからかかるっていうのもこれも現実なんですか。とりあえず解除 

しておこうかなと。ちょっと税金が高くなっても。その方がのちの土地の処分に便利  

だからかなっていう考えもあり得るっていうことですか。 

 

● みどり公園課長補佐 

 生産緑地の解除につきましては、主たる従事者の死亡または故障が理由としてなければ、

解除ができないという点では、憶測になってしまうんですけども、今回、解除しなければ、

その引き継いだ方が、新たに主たる従事者になった場合にご家族の都合で、そういった 

土地利用ができなくなってしまうということで、とりあえずというわけではないんですけ

ども解除しておこうかというような判断された可能性もございます。 
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● 村上委員 

 わかりました。 

 行政の思惑のまちづくりとは、別なラインで物事は進んでいくということが多々あると

いうことでもありますよね。 

 

● みどり公園課長補佐 

 あくまで私有財産になってしまいますので、なかなかこちらの思い通りにはいかない 

部分も生産緑地に関してはございます。 

 

● 会長 

 はい。ほかにいかがでしょうか。 

 今の点、私の方からフォローいたしますと、生産緑地に指定されると土地に対して最低

３０年間、いわゆる営農継続が規定としてついてきてしまいますので、３０年間について

は、自分の事情で、勝手に指定解除ということはできないということですね。 

もしそれが、許されてしまいますとそもそも単なる減税対策になってしまうわけでして、

それを防ぐ意味で、３０年間という縛りが効いている。したがって、今回、生産緑地   

として継続してしまうと当初指定からの３０年間は、よほどの事情がない限りは続け  

なければならないということがついてまわってしまうということが大きな一つの理由 

だったと思います。 

ちなみに生産緑地法の改正がなされて、今ちょうど２０年くらいが経過したんです  

けれども、先ほど言いました３０年という時限まで、あと１０年くらいなんですね。 

ですので、あと１０年くらい経つと現在、生産緑地に指定されているところというのが、

大幅に見直される危険性というか、可能性があるということになっておりまして、これが

これから非常に大きな問題になるであろうというふうに言われております。 

埼玉県の場合には、さほど生産緑地指定された市街化区域内農地は多くないんですけど

も、東京都ですと、そもそも指定をされた時点で４割、現状では宅地化農地がほとんど  

なくなってきていますので、市街化区域内に残存している農地の８割から９割が生産緑地

であるといった、東京都の場合はですね現状でございまして、そうした東京都にあっては、

あと１０年くらいのうちに大幅な見直しが起きるとなると、これは一気に市街化区域内 

農地がなくなるということになってしまうので、大変由々しき問題であるということで、

今、私も実はちょっと噛んでいるんですけども、東京都の方では検討が始まっているとい

うところでございますね。 

それからちょっと余談でございますけども、都市内の農地に関しましては、今、国会の

方で議員立法で都市農業の振興に関わる法律が提案されようとしておりまして、予定通り

であれば、次の通常国会でおそらく成立するであろうというような動きにもなっており 

ます。 
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かなり国の方としても都市内農地どうするということがこれから大きく動こうと、  

ご存知のように都市計画法の中において、都市計画法そのものではありませんけども、 

都市再生特別措置法の改正で、コンパクトシティに関わる整備が今年度なされました  

けどもそれと連動するような形で、都市農業に関する法的な整備というのもこれから  

進もうとしているといったような状況がございますので、おそらくこれから１０年のうち

に、都市農業を巡る制度面に関しては大きな変化がもたらされるのではないかというふう

に思われますね。 

他にご質問・ご意見等ございませんでしょうか。 

はい。どうぞ。 

 

● 堀切委員 

 下なんですけども、２０１２－５号、２０１２年指定ですよね。下は。指定を受けてか

らすぐに亡くなられたということですか。 

 

● 会長 

 はい。どうぞ。 

 

● みどり公園課長補佐 

 ２０１２－５号につきましては、追加指定をした生産緑地でございますので、指定後に

お亡くなりになられたということです。 

 

● 堀切委員 

 これ相続財産で、延納がかかるとかいう話はないんですかね。延納がかかると自動的に

生産緑地じゃないですよね。 延納。納税猶予。 

 

● みどり公園課長 

 相続が発生しておりますので、その土地に対しまして相続税の納税猶予をたぶん受けて

らっしゃるのではないかと思います。相続された方に関しましては、相続人が亡くなる 

まで納税猶予という形で継続されます。相続人が万が一亡くなった場合には、猶予されて

いた相続税が免除という形になっております。 

 

● 堀切委員 

延納を受けて、生産緑地。延納も固定資産税安いんでしたっけ。はずしちゃうと高いん

でしたっけ。相続税の延納ということは農地扱いにして、生産緑地とはまた別の指定なん

でしたっけ。固定資産税、延納をかけると安いですよね。 
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市街化区域並みで農地として延納がでてるんだから結局は農地並み課税にしかとれな

いと思うんですよね。延納かけた場合は。かける予定もないんですよね。きっとね。そう

いう解釈ですよね。生産緑地を外すってことは。 

 

● まちづくり推進部副部長 

生産緑地につきましては、相続税と贈与税に関しましては納税猶予がございますけれど

も、生産緑地でなくなった場合は、その納税猶予ができませんので、それも当然なくなる

と、できないということになります。 

また、固定資産税と都市計画税につきましては、農地並み課税になるか宅地並み課税に

なるかということですので、生産緑地がはずれますと宅地並み課税になるということで 

ございます。 

以上でございます。 

 

● 堀切委員 

延納もしてないってことでよろしいですよね。はい。 

 

● 会長 

 よろしいでしょうか。 はい。 

 他にご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見も出尽くしたようでございますので、議案第１号 草加都市計画  

生産緑地地区の変更について、これにつきまして、採決をいたしたいと思いますが、   

よろしいでしょうか。 

 

● 委員 

〔異議なし〕 

 

● 会長 

それでは、議案第１号 草加都市計画生産緑地地区の変更について採決をいたします。

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。どうぞ。 

 

● 委員 

〔全員賛成〕 

 

 

 



13 

 

● 会長 

 はい、ありがとうございます。 

 では、採決の結果といたしまして全員賛成ということで、よって本案は原案のとおり 

決定いたしたいと存じます。ありがとうございました。 

それでは、本日の議案につきましては、ただいまの一件でございますので、以上を   

もちまして、本日の議案の審議を終了いたしたいと思います。ご決定いただきました審議

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

存じます。 

それでは、他にその他、何かございますでしょうか。 

 

● まちづくり推進部副部長 

 特にございません。 

 

● 会長 

 はい、では、以上で終了でございますので、司会進行を事務局の方にお返ししたいと  

存じます。 

 

● まちづくり推進部副部長 

 会長におかれましては、議事進行、大変お疲れ様でございました。 

 また、委員の皆様方におかれましては、ご貴重なご審議をいただきましてありがとう 

ございました。 

 以上をもちまして、平成２６年度第１回三郷市都市計画審議会を終わらせていただき 

ます。お疲れ様でございました。 

 

 


