
平成２７年度第一回都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２７年１１月１６日（月）午後２時～３時４０分 

 

２ 開催場所：三郷市役所 ６階 全員協議会室 

 

３ 出席者    １１名（委員総数１２名） 

 （委 員） 

  遠藤会長、岡庭委員、篠田委員、鈴木深太郎委員、工藤委員、前田委員、 

石原委員、永塚委員、内田委員、鈴木邦男委員、吉田委員（欠席）、野村委員、 

 

 （事務局） 

まちづくり推進部 

 豊賀部長（以下、部長）、 

恩田副部長（以下、副部長）、 

みどり公園課 

矢野 みどり公園課長（以下、みどり公園課長） 

南雲 みどり公園課長補佐（以下、みどり公園課長補佐） 

田中主事 

  まちづくり事業課 

   秋田 まちづくり事業課長（以下、まちづくり事業課長） 

   中村 企業立地推進室長（以下、企業立地推進室長） 

   石塚主事 

都市デザイン課 

 松本 都市デザイン課長（以下、都市デザイン課長） 

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 

  開発指導課 

   飛塚 開発指導課長（以下、開発指導課長） 

   秋本主事 

 

４、議 題 

  議案第１号 生産緑地地区の変更について（諮問） 

  議案第２号 都市計画法第３４条第１２号に基づく区域指定について（意見聴取） 

 



 

５ 議事内容 

（１） 開 会 

●副部長 

 [司会挨拶] 

 

（２）委嘱書の交付 

 ●市長 

 [各委員に委嘱書を交付] 

 

（３）市長あいさつ 

 ●市長 

 [あいさつ]  

 [市長退席] 

 

 ●副部長 

 [事務局出席者照会]  

[資料確認] 

 

（４）会長選出 

 ●都市デザイン課長 

 [三郷市都市計画審議会条例による会長の選出について説明] 

 

●副部長 

 [仮議長選出：部長を指名] 

 

 ●仮議長（部長） 

  [委員の出席状況を求める。] 

 

 ●都市デザイン課長 

  [委員１２名中１１名が出席していることを報告] 

 

 ●仮議長（部長） 

[条例第５条第２項の規定に基づき会長を選出] 

[遠藤委員が推薦され、候補者が一人につき無投票で会長の就任が決定] 

 



 

 ●仮議長（部長） 

[遠藤会長に会長職務代理について指名を依頼] 

 

 ●遠藤会長 

[前田委員を会長職務代理に指名] 

 

 ●前田委員 

  [会長職務代理を了承] 

 

 ●仮議長（部長） 

  [議事を新会長へ移行] 

 

 ●議長（遠藤会長） 

ただいま都市計画審議会長に指名されました遠藤でございます。 

よろしくお願いいたします。 

私は東京電機大学の特任教授ということでございますが、１年半たったところで 

ございまして、それ以前は３０年ほど UR都市機構に勤めておりました。 

UR となりますと昔の住宅公団時代から三郷早稲田団地、三郷団地をはじめ、いろ  

いろご縁があった三郷市ということになりまして感慨深く感じる次第でございます。 

最近では、なんといっても TXが開通しまして、これからは益々発展する要素もあれ

ば、一方で保全も問われる時代になっております。 

従いましてこういう場に挙がってくる議案というのは非常に微妙なところもある 

かもしれませんが、ご協力いただきまして審議の方を進めていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

（５）議事進行 

 ●議長（遠藤会長） 

まず、議題に入ります前に会議録の署名委員について、私の方から指名させて    

いただきます。 

名簿順ということで岡庭明委員と篠田進委員にお願いしたいと思いますので、   

よろしくお願いいたします。 

続きまして、当審議会は原則、公開で行うということになっております。 

本日は、次第に挙がっている議案が２件ございますが、まず、事務局より公開、    

非公開の取扱いについて、説明を求めます。よろしくお願いします。 

 



 ●都市デザイン課長 

それでは、ご説明いたします。 

当審議会は、原則公開となっておりますが、会長が三郷市情報公開条例第７条第１号

から第８号までに規定する非公開情報に該当すると認められる事項、この非公開情報に

つきましては本日お配りさせていただきました非公開情報資料というものに書かれてい

るものでございますが、これらの事項、また会議を公開することにより、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判断した場合は、非公開とする事ができ 

ます。 

 事務局としましては、本日の議案は非公開情報に該当しないこと、また、公正かつ  

円滑な議事運営に支障が生じると認められないことから、非公開議案ではないと解釈 

しております。以上です。 

  

 ●議長（遠藤会長） 

ありがとうございました。 

ただいま、事務局より非公開事項についての説明がありました。 

委員の皆様から、本日の議案について非公開に該当するかどうかご意見がございまし

たらお願いいたします。 

 

特段にご意見はないようですので、それでは、非公開議案はないと判断しまして、  

議事を進行してまいります。 

まず、傍聴者の申込み状況について、事務局より報告をお願いいたします。 

 

 ●都市デザイン課長 

本日の傍聴の申込みはございませんでした。以上です。 

 

 ●議長（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

本日は傍聴者がおりませんでしたので、このまま議事を進行いたします。 

後日、事務局が作成した会議録は公開されますのでご了承ください。 

 

  



―議案第１号 「生産緑地地区の変更について」― 

 ●議長 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。 

第１号議案 生産緑地地区の変更について ご審議願います。 

事務局より説明を求めます。 

 

 ●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] 

 

 ●議長 

はい、ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明に関して、ご意見、ご質問をいただく前に、私の方から

２８頁ですけど、計画図の方では道路まで黄色で塗られています。道路に接するまで。

２９頁の公図では一部除外されているように見えますが、この部分は道路ですね。 

 ●みどり公園課長 

黄色く塗られた部分の下に、枝番で 23-9という画地がございますが、その部分を含ん

で現状道路となってございます。 

 

 ●議長 

ですから、色の塗り方はこれでいいわけですね。 

はい、わかりました。ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明に関して、ご意見ないしご質問ございましたらよろしく

お願いします。 はい、工藤委員。 

 

 ●工藤委員 

都市計画審議会、はじめて委員になりますので、基本的な質問で恐縮ですけれども、

よろしくお願いします。 

一つ、2012-10号の生産緑地の廃止についてなんですけど。 

生産緑地として告示されてから３０年経過した場合、市町村に買取りを申出ることが

できるというふうになっておりますけれども、そうしますとここは３０年が経過した 

というふうに理解できるんですけども、先程ご説明があったように。でよろしいですよ

ね。その点とそれから不調に終わったというお話なんですけれども、その理由について

教えていただけますでしょうか。 

 

 ●議長 

では、このことで事務局から説明をお願いします。 



 ●みどり公園課長 

生産緑地地区の解除についてですが、指定を受けてから３０年、営農を続けるという

のが基本的な考えでございますが、それとはまた別に、主たる従事者が死亡あるいは  

農業生産活動ができなくなってしまうような病気等された場合には買取りの申出をする

ことができることになります。 

今回の 2012-10 号ですが、まだ指定をして３０年は経っておらず、今回は故障という

ことで医師の診断書をもとに農業活動ができない旨の申出がございまして、まずは市の

中で買取りについて照会をしたのですが、どこの部署におきましても買取りを希望する

部署がなかったということ。 

そして、次に、農業従事者への斡旋となる訳ですが農業委員会あるいは JAさいかつを

通して、従事者の方々に買取り希望の斡旋を行いましたが、そちらにおきましても買取

りを申し出る方がいらっしゃらなかったということで、今回、指定の解除に至ったわけ

でございます。 

 

 ●工藤委員 

今のご説明で理解できました。 

生産緑地はいわゆるまちづくりの視点から考えてみますと、市が買い取って例えば 

その公園にしてみたりだとか、あるいは災害時の減災を考えたうえでの場所づくりと 

いいますか、そういった意味でも生産緑地を、財政的に大変厳しい状況ではあります  

から、この辺の判断は大変重要かと思いますけども、市の方で買い取るという方向で  

いろいろ検討はされたかと思うんですけども、手が挙がらなかったという、その手が  

挙がらなかったその辺の内実と言いますか、その辺がわかればちょっと教えていただき

たいのですが。 

 

 ●議長 

事務局お願いします。 

 

 ●みどり公園課長 

工藤委員からお話しいただきましたように、まずは公園、あるいは緑地等への整備が

できればよかったという点は確かにありますが、ここの 2012-10 号生産緑地ですが、  

３０頁の変更概要図をご覧いただくと、今回の生産緑地のちょっと右下にさかえ北公園

という都市公園が既に位置付けられております。こういったところから今回の敷地に 

関しては大変魅力的な土地でありましたが、近くに公園があったということで、ここの

土地を買って公園整備をしようというところまでは至らなかった経緯がございます。 

 

 



●工藤委員 

了解しました。ありがとうございました。 

 

 ●議長 

よろしいですか。ありがとうございました。 

その他、ご意見・ご質問ありますでしょうか。 

 

 ●議長 

前田委員お願いします。 

 

 ●前田委員 

あの追加の方に質問があるんですけども、あの解除については農業ができなくなって、

ご家庭のご事情で仕方なくという説明だったんですけども、追加についてはその全部 

同じ理由ですよね。 

農業と調和した良好な都市環境を形成すると、で、今後もしその３年毎区切りがある

とおっしゃいましたが、追加したいという風に手を挙げたならばその方は無条件で、  

三郷市の場合は、追加していくんでしょうか。それともこの３年間の間にそれはダメよ

と、追加しませんよというふうな拒否をしたものはあるんでしょうか。 

 

 ●議長 

事務局お願いいたします。 

 

 ●みどり公園課長 

はい。無条件にということではなくて、追加指定するにあたっては、一応、指定要件

がございまして、大きく３つあるんですけども。 

１つは生活環境の保全に効用があるという前提の中で公共施設のように供する土地と

して適していることということが１つ。 

２つ目として面積要件がございます。面積要件といたしましては一団地の面積が  

５００平方メートル以上。 

それと現況の水路等の周辺環境を加味しまして農業の継続が可能であることという 

この３つの条件を満たした場合において、指定をしておりますので、なんでも指定する

ということではございません。 

 

 ●議長 

前田委員よろしいですか。 

 



 ●前田委員 

はい、結構です。 

 

 ●議長 

はい、ありがとうございました。 

他、ご意見・ご質問ございますでしょうか。 

はい、鈴木委員お願いします。 

 

 ●鈴木深太郎委員 

２６頁の追加ですかね。たぶんこれ、面積が小さいんでヘクタールに影響しないのか

なと。まったく同じ面積になっているんですが。詳細わかりましたら面積を教えてくだ

さい。どのくらいの面積か。 

 

 ●議長 

はい、事務局お願いします。 

 

 ●みどり公園課長 

はい。こちらの 2012-37 号生産緑地地区なのですが。５頁をご覧いただけますでしょ

うか。５頁の表の中段ほどに 2012-37号生産緑地地区の変更の内容が記されております。

文章で言うと中段下の部分、面積が 0.3ヘクタールだったわけですが、2959平方メート

ルの生産緑地に 32 平方メートルの追加となった案件でございます。32 平方メートルと

いうことでございましたので、面積のヘクタールの表記での変更がなかったというもの

でございます。 

 

●議長 

いかがでしょうか。 

はい。どうぞ。 

 

 ●鈴木深太郎委員 

先程、前田委員からの質問もありましたけども追加する場合はですね、農業に従事  

する方の年齢制限というのはどのようなふうに考えているのでしょうか。 

例えば、７０歳で申請してもいいのかどうか、８０歳で申請してもいいのかどうか、

そういう年齢制限の方をちょっと。 

 

 ●議長 

はい、事務局の方、お願いします。 



 ●みどり公園課長 

年齢制限につきましては、特に制限は設けてございません。 

中にはご家族で農業に従事されている場合もございます。主たる従事者の方が仮に何

らかの理由で農業に従事できなくなってもお子さん、あるいはお孫さんが継続して、  

営農ができる可能性もございますので、特に何歳以上だから指定はうけないという  

ような制限は設けておりません。 

これは三郷市だけではなくて、これは全国的な取組となっております。 

 

 ●議長 

はい、よろしいですか。 はい、では岡庭委員。 

 

 ●岡庭委員 

非常に素朴な質問ですけど。私、この委員会初めて入ったんですけどね。 

こう多くの変更とか廃止がありましたね。固有名詞は情報公開に基づいて出ないとい

うことですか。 

 

 ●議長 

固有名詞というのは所有者ということですか。これは事務局、お答えできますか。 

はい、事務局お願いします。 

 

 ●みどり公園課長 

個人情報に関わるということで個人名であったり、あとは詳しい解除の内容について

は控えさせていただきたいと思います。 

 

 ●岡庭委員 

わかりました。 

 

 ●議長 

よろしいですか。はい。ありがとうございました。 

では、その他ご意見ございませんでしょうか。 

 

ご意見出尽くしたようですので、議案第１号 生産緑地地区の変更につきまして採決

したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

―異議なしの声 複数あり― 

 



それでは、議案第１号 生産緑地地区の変更について 採決いたします。 

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。 

 

皆さんということで、全出席委員、私除きますと１０名の方の全員の賛成ということ

でございます。 

 

よって、本案は原案のとおり決定したいと思います。ありがとうございました。 

  



―議案第２号 「都市計画法第３４条第１２号に基づく区域指定について」― 

 

 ●議長 

つづきまして、議案第２号 都市計画法第３４条第１２号に基づきます区域指定に 

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。 

 

 ●都市デザイン課長 

はい。説明の前にですね。 

まず、私の方から本議案の取扱いについて、尐しご説明させていただきたいと思い  

ます。本議案につきましては三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

に係る運用指針によりまして、都市計画法第３４条第１２号の区域指定に当たっては、

当都市計画審議会に意見を聴取するものというふうになってございます。 

従いまして諮問事項ではございませんが、本案件に関しまして、意見聴取ということ

で忌憚のない意見をいただければというふうに考えておりますのでよろしくお願い  

いたします。以上です。 

 

 ●議長 

つづいて説明をお願いします。 

 

 ●まちづくり事業課長 

[議案第２号について、資料に基づき説明する] 

 

 ●議長 

はい、ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明に関しまして、ご意見・ご質問ございましたらお願い  

します。 はい、工藤委員お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ●工藤委員 

ご説明ありがとうございます。 

まず、４２ページの指定区域について、ちょっとお伺いしたいんですけれども、   

私どもそもそも３４条の１２号の区域指定については、反対の立場ではあるんですけど

も、この開発に至ってはですね、特に地元住民の皆さんがどういうふうにこの説明の  

中身に、あるいはその開発の今後の推移についてはどのように考えてらっしゃるのかと

いうことを、しっかり意見を受け止めたうえできちっとした説明が必要かなと思うんで

すけども、おおよそ物流倉庫が想定されるということで、物流倉庫の建造物については、

高さなんですけども、最大３１メートルまで大丈夫、OKということだと思うんですけど

もね。そういったことも含めて、２５メートルでしたっけ、では２５メートルという  

ことで、その建造物がこういったものに想定されるんだということも含めて、地元の皆

様への説明がされたのかどうか、その辺が気になるんですけども、反対意見はなかった

けれども周辺環境についてはいろいろとご意見があったということですが、その辺の 

中身について教えていただきたいと思います。 

 

 ●議長 

はい、事務局お願いいたします。 

 

 ●まちづくり事業課長 

はい。住民説明会では、こちら予定建築物については、物流施設等ということで、   

三郷市の都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、施行規則等の中にあり 

ます、先ほど言われました２５メートル、最大ですね、を上限とした建物を想定した  

上でのお話をさせていただいております。 

そこで、住民の方からの質問等ではですね。例えば、雨、雨水ですね雨水の処理とし

て、そこに開発された建物が建った場合、周りの方に流れて来るのではないかという  

ことでの心配した意見がございましたが、それについては先程ご説明させていただき 

ましたように雨水貯留施設に貯留いたしまして、放水するということで、敷地内の雨は

外に出さないということでご説明してご了解をいただいております。 

心配された意見としては、それぐらいの意見でございました。 

 

 ●議長 

それについて、いかがですか、工藤委員。 

 

 

 

 



 ●工藤委員 

はい。もう一つはですね。いわゆる物流ですから当然、搬送するトラックの往来が気

になるんですけれども、ここに書いてありますように側道を通って２９８号に出るんだ

というお話ですから、おそらく市道は利用しないということが前提に、これは物流倉庫

を建設される業者の方、企業の方にそのように厳重にですね、お願いしますということ

にしていただけるのかどうか。 

あわせてですね、側道も結構、学生の中学生などが通勤で利用したりするのではない

かなということで、側道で２９８号に出るのはいいんですけども、その辺の心配、ある

いは交通の安全対策についてはなにか配慮されるのかなっていうのが一つ。 

それから、Uターンなんですけども Uターンする交差点っていうのは、栄五丁目の交差

点と考えて…、どこで U ターンを想定されているのか、そこの U ターンの渋滞は、本当

に大丈夫なんでしょうかっていうのがちょっと心配なんですけども。 

 

 ●議長 

３つ質問事項ということで、まず１つ目、トラックの往来ですね。市道の利用の制限

ができるのかどうか。この点まずお願いします。事務局お願いします。 

 

 ●まちづくり事業課長 

トラックの市道の利用ですけども、施設内、国道からという原則があるんですが、  

施設の南北に付替えの道路等々が整備される予定、できるかなと思います。そちらは  

出入りには使えるかなと思っております。 

それで東側の栄中学校側の道路については、道路幅も狭くて通学路ということもあり

ますので、そちらは利用しないということで、最終的に企業が決まってきましたら、  

それを遵守してもらうということで、こちらの方から指導していきたいなと思っており

ます。 

 

 ●議長 

よろしいですか。では２点目、側道なんですけどもこれ歩道のことなんですか。 

側道っていうのは国道の脇の車道のことを言ってるんですか。 

まず、すいません、そこを。はい。 

 

 ●まちづくり事業課長 

側道にはですね。車道と歩道がございます。 

 

 

 



 ●議長 

歩道がついているんですか。わかりました。 

そこを学生さん達が通るかもしれない。通るだろうということについての安全対策を

どう考えるか。はい、事務局お願いします。 

 

 ●まちづくり事業課長 

はい。側道の歩道につきましてですね。一応、交通量の調査を平成２７年９月に２４

時間、失礼しました１２時間調査ですね。午前７時から１９時までの時間でやってござ

います。こちら平日でございますが、そこで側道を通ります歩行者・自転車の数でござ

いますが歩行者が５７人、自転車が３７２台通ってございまして、合計で４２９台   

通ってございます。それなりの利用はあるのかなということもございますので、事業者

の方に対しましては歩行者への配慮等々ですね。安全運転の遵守ということで、それは

お話をしていきたいと思っております。 

 

 ●議長 

はい、ありがとうございます。 

それから３点目、Uターンの場所。そこでの渋滞発生の恐れという点ですが、そこを。 

はい、お願いします。 

 

  ４８ページでそれはわかりますか。 

 

 ●まちづくり事業課長 

県道の谷口南の交差点というのが、三郷中央駅のちょっと北部に都市計画道路がある

んですけれども、その都市計画道路谷口幸房線が２９８号と重なるところ、そこが立体

交差になっているところです。それと三郷中央駅西という交差点になろうかと思います。 

南の方なんですが、南の方、２９８号をその三郷中央のあたりから下に下がっていた

だきまして、白い市街化調整区域の中で、都市計画道路と２９８号が重なっている   

ところがあるんですけれども、そこが立体交差になっている部分でして、そこが鷹野小

学校前という交差点になります。都市計画道路が赤いラインで引いてあると思うんです

が、白い市街化調整区域の南部の方で２９８号と都市計画道路の草加三郷線が交わって

いるところ、そこが立体交差になっておりまして、非常に広い交差点で交通量も尐ない

交差点でございます。こういった交通量が比較的尐ない交差点で広いところでの    

U ターンが可能であろうということで、警察等々の協議の中でこういった形で方向転換

するということで、協議を進めております。 

 

 



 ●議長 

はい。ありがとうございました。 

ご理解いただけましたでしょうか 

 

 ●工藤委員 

最後に、いわゆるこういう沿道沿いの開発、産業立地ゾーンなんですけども、これま

でも、上彦川戸だったり、仁蔵だったりということで、こうした物流の倉庫が立ち並ん

でですね。市民の皆さんは、倉庫の街になっちゃうんじゃないかというご意見もこの間

あったかと思うんですけれども、今後のですね、あと残り３カ所くらいになるんでしょ

うか、この産業立地ゾーンの開発の見通しみたいなものが、今の時点でわかる範囲で、

よろしくお願いします。 

 

 ●議長 

はい、事務局。今後、３カ所という点を含めて見通しがあるのであれば… 

 

 ●工藤委員 

ごめんなさい。３カ所かどうかわからないんですが。 

 

 ●議長 

では今後の見通しですね。 

はい、事務局お願いします。 

 

 ●まちづくり事業課長 

先程もご説明の中で申し上げたんですが、ちょっとお手元になくて申し訳ないんです

が、三郷市産業立地ゾーン基本方針というのを策定いたしておりまして、そこの中で、

現在６か所、先程のナンバー１からナンバー６の誘導方策が書いてあるんですが、そう

ですね４６ページをお開き願ってよろしいでしょうか。議案書の方ですね。そのうちで

すね、ナンバー３とナンバー６については、指定道路といわれる、その産業立地ゾーン

にはその沿道沿いということで、基幹となる道路の沿道沿いということなんですが、  

基幹となる道路がですね、まだ整備されておりませんので、こちらについては誘導方策

が決まっておりませんので、今後の予定は今のところ立っていない状況です。 

それでこの基本方針を立てた際にですね、ナンバー１のところ三郷吉川線沿道ゾーン

と今、説明申し上げましたナンバー５のところの外環沿道ゾーン、それとナンバー４の

ところですね、インター南部の第２ゾーンというところで、この３カ所について誘導  

方策を示してございます。 

 



そこで、ナンバー４につきましては、現在、地権者の方での合意が整ってまいりまし

て、土地区画整理事業でインター南部地区と同じような形で区画整理を進めていくと 

いうことで、決まってございます。こちらについては今のところ、その事業で進めて  

いくというような方向でございます。それでナンバー５につきましては目標量を   

３ヘクタールということで指定してございまして、現在のところ、今回のところが   

１．４ヘクタールございますので、もしまとまった土地が１ヘクタール以上あれば、  

まだここのエリアも誘導の対象にはなっているということでございます。 

あと三郷吉川沿道ゾーンにつきましては、今のところ目標量１９ヘクタールというで、

こちらは地区計画で誘導していこうということで、今後の予定されるエリアでは   

ございます。 

 

 ●議長 

はい、ありがとうございます。 

 

 ●まちづくり事業課長 

それとナンバー２につきましては、すいません。追加で。 

ナンバー２につきましては、目標の誘導を６ヘクタール、約６ヘクタールとしており

ますが、先程申し上げました仁蔵地区と上彦川戸地区がここにあたりまして、そこが  

あわせて５．５ヘクタールということで、約６ヘクタールのうち５．５ヘクタール、   

誘導済みということで、この地区についてはもう誘導は行わないという方針でござい 

ます。以上でございます。 

 

 ●工藤委員 

ありがとうございました。 

 ●議長 

よろしいですか。はい。 

その他、ご意見ございますでしょうか。 

はい、お願いします。 

 

 ●岡庭委員 

いまだいたいこの４８ページの図３の件で、ある程度、私も理解しているつもりです

けれども、この２９８号線の歩道と側道があるのは確かですけどもね。おそらくこれは

その側道もそんなに広い側道ではないんですよね。できましたらね、この側道の、側道

ってのは一方通行からすっとこの本線に出るというのが、この２９８号の道路の造りな

んですよね。これですとね、どこへこうちょっと本道に出るのか、ちょっとわかりにく

いんですよこの図がね。今日、帰りに通ってってみますから、わかると思うんですがね。 



でき得れば、この部分の詳細図。２９８号線の歩道、側道、本線のどういうところで

本線に出るのかわかれば、皆さんもわかりやすいんじゃないかなと思うんですよね。 

これ黒く２９８号線が歩道、側道、本線が全部塗りつぶしてあるということですから、

非常に私もわかってるつもりだけどわかりにくい。この詳細な図がね、あれば一番   

わかりいいのかなと思うんですけどね。その辺どうでしょうか。 

現場行って確認すればいいですか。 

 

 ●議長 

いま、断面図わかりますか。 

 

 ●岡庭委員 

あくまでそこは一方通行なんですよね。国道は。 

 

 ●議長 

今、ご理解いただくために、ここに横断の模式図書いてもらいます。 

 

  ―まちづくり事業課長前へでてホワイトボードに模式図を描く― 

 

 

 

 

●まちづくり事業課長 

こちらに、北側にこのちょっと太めの水路があるところの道路があるんですけども、

このちょっと先から、側道が入ってまして、ここに合流する手前で本線に入るような形

でございます。 

【説明：本線から側道の進入箇所については、栄中学校前交差点から約５０ｍ南側に

あり、側道から本線への合流地点については、栄５丁目（東）交差点から約５０ｍ北側

に位置する。】 

 

 ●岡庭委員 

この関東石材がここの道路を使っている。ここに来る企業がここを使わないことは 

あり得ない。 

【説明：当該指定区域外の北側に立地している関東石材が、市道５０３０号線を利用

していることから、指定区域に立地する企業が市道５０３０号線を利用しないという 

ことはあり得ない。】 

 

以下、ホワイトボードによる説明のため、わかりにくい表現が 

ございますので、説明を追加しています。 



 ●篠田委員 

こここ材料置場で、大型がバンバン入ってるんだよ。ここ使わせないってのが、おか

しい。でも、こっちから入るということだから 

【説明：当該指定区域外の東側において材料置場としての土地利用がなされている 

状況であり、市道５０３０号線で大型車の通行が多い。現状の利用を鑑みると、利用  

させないということはおかしい。しかし、側道を利用するということなので。】 

 

 ●議長 

岡庭委員すいません。 

ご指摘の箇所はどこのことですか。 

 

 ●岡庭委員 

交差点から栄中の西側だよね。 

 

 ●篠田委員 

そこの先、クランクになってるんじゃないの。 

【説明：側道から本線への合流地点はクランクになっている。】 

 

 ●議長 

どこですか。 

 

 ●篠田委員 

どんと突き当たって、そこクランクになって横堀の通りにでるんだよ。 

【説明：市道５０３０号線が側道に合流した後に、本線への出口のところはクランク

になって横堀の通りに出る。】 

 

 ●部長 

特に、今回の指定区域の出入りのことをおっしゃてるかと思うんですが、この範囲で

いうと、このあたりにですね。警察協議と国の協議の中で、ここを開いてもらっていま

す。 

【説明：当該指定区域の計画敷地への出入りについては、警察協議と国の協議におい

て、指定区域の中間あたりの歩道を切り下げることで話をしている。】 

 

 ●岡庭委員 

ここを開くのね。 

 



 ●部長 

はい。ええ。ここに８メートルと１２メートルの道路を造るんですが。ここに入って、

この部分で出て、こっちに行きます。 

先程から言っているように中学校のところには絶対通らないということで、やって 

います。 

【説明：当該指定区域の北側隣地に８ｍ道路、南側隣地に１２ｍ道路を造る。計画  

敷地への出入りについては、側道を介して北側の８ｍ道路から計画敷地に入り、計画  

敷地から南側の１２ｍ道路を介して側道に出る。先ほどからご説明しているように、  

栄中学校の通学路である市道５０３０号線を利用しないということで、やっている。】 

 

 ●篠田委員 

中学校のところ入らないっていうのは、それはね、いいと思うんだけど。 

右側のその道路から中学校のところからね、右側の材料置場へ入ってる大型とかダン

プとかバンバン入ってる。そこだけ、通るなってことはなんでそういう指定なんかしち

ゃうの。そっちから側道があるから別にさ。広い通りだから自由に通れるよ。 

【説明：市道５０３０号線を利用しないことはいいと思う。しかし、市道５０３０  

号線は現状として東側の材料置場への搬入経路として大型やダンプが利用している。 

なぜ当該指定区域に立地した企業だけ利用してはいけないという指定をするのか。市道

５０３０号線は自由に利用できる広い道路である。】 

 

 ●部長 

ここの区域指定については、側道からの出入りで全部完結します。 

 

 ●篠田委員 

だから、それはいいけど。それ、いいんだけど。 

僕は通っちゃいけませんよっていうのはね。こっちは大型なんかバンバン入ってるん

だよ。中学校のところ。 

【説明：利用しないということはいいのだが、利用してはいけないということがわか

らない。市道５０３０号線は大型の利用が多い道路である。】 

 

 ●議長 

こっちにも大型が流れるということですか。 

【説明：市道５０３０号線にも大型が流れるということか。】 

 

 

 



 ●篠田委員 

そうそうそう。入れるんだよ広い通りだから。 

だけども、指定してこっちから入るってお客さんが言ってるんだから、それはそれで

いいと思うんだけど。通学路になってるしね。 

【説明：広い通りだから大型も入れる。しかし、立地企業が側道から入るという事で

あれば、通学路にも指定されているため良いと思う。】 

 

 ●部長 

まっあえて国道を使うものですから、ほとんどの車両がそうすると、あえて、こっち

を通る意味もないんで、こちらからの全て出入りとなります。 

【説明：ほとんどの車両が国道を介することから、市道５０３０号線を利用する意味

がないので、側道からの出入りとなる。】 

 

 ●篠田委員 

こっちは通っちゃいけないっていうようなことをいう指示はしているんだろ。 

【説明：市道５０３０号線を利用してはいけないという指示はしているか確認。】 

 

 ●部長 

はい。今度、ここに進出する企業についてはそう話をいたします。 

 

 ●篠田委員 

工事とかなんかそうする時は別として、だってこっちが大型とかダンプとかバンバン

走ってるんだよ。 

【説明：工事中は別として、現状の利用として市道５０３０号線は大型やダンプが  

利用している状況である。】 

 

 ●永塚委員 

はい。じゃぁちょっとじゃいいですか。 

本線からですね。国道２９８の本線から側道に入る。そこのそのアールがありますよ

ね。そこのところは滞留しなくても、物流施設、例えばトレーラーとか入れるんですか

ね。そこに限定してしまうと。 

 

 ●まちづくり事業課長 

はい。一部、尐し隅切りを改良するということで、国道の方とは、北首都国道事務所

とは協議をしております。 

  



●永塚委員 

いわゆる一般道、市道を通らないで、国道から側道を通って、今の地区指定の用地に

入るときにですね。一番ネックなのは、やはり国道から側道に入るのがすごくきついん

ですね。で、大型車、一般の方は通れるでしょうけど、例えば、トレーラーのところと

なると、非常にそのなんていうんですか、内輪と外輪の差で、もっと幅をこう広く取ら

ないとですね、大型車は通れないと思うんですよ。現実的には。 

 

 ●部長 

はい。隅切りを改良するということで通れます。 

 

 ●永塚委員 

はい。そうですか、わかりました。 

 

 ●岡庭委員 

だから、うまく取り付け道路やるんだと思うんだけどね。 

２９８号はご存じのとおり、だいたい本線に来て、また本線を右に行く時はセンター

で皆回っているんですよ。鷹野、うちの方の四丁目のとこにしても。非常に本線来て、

また、向こうの本線行くに、U ターンするわけだよ。国道でね。非常に車が多くなった

から、その U ターン道路から外れている車が非常に多くなってるの。そこの市役所の  

ところもそうだけど、これを逆にもうだめだというものはいいんですが、そこから   

そっち行って、北首都のところ行って、向こうから信号いきゃ、おそらくこっちから  

来た車が北に行くと皆あそこで回ってて、センターラインくらいに来てしまう。 

 

 ●議長 

こういう交通がでるということですか。 

 

 ●岡庭委員 

ですからね、そこの敷地のところ見に行って、いけないということだとダメだけどね。 

非常に２９８号のセンターラインからまた右に曲がる車が非常に多いってこと。ここ

もそうでしょ。だからその辺が大きい車であると、乗用車だったら５台８台だったらい

いけど、本線から本線に Uターンする車が非常に多いってことよ。 

 

 ●部長 

今回の件では、警察協議の中でですね。３カ所の交差点ということでですね、そこで

の Uターンを指示されております。 

 



 ●岡庭委員 

まぁ努力はしてもらうんだろうけどね。 

 

 ●議長 

議案２号は意見をこの審議会としての意見を踏まえて処理してもらうという。ここで

の議決事項ではございません。ですので、意見を添えて、それを踏まえてという扱いに

なりますが、だいぶポイントは絞られて、とにかく車両と交通、くれぐれも交通に気を

付けてということの意見をこの審議会としてまとめたうえで、それを踏まえてという 

扱いにさせていただきたいと思いますが。気を付けませんとなにかと確かにこういう 

ところは何かと。ということでこの案件は… 

 

 ●前田委員 

議長、まだ意見をよろしいですか。 

 

 ●議長 

はい、どうぞ。前田委員。 

 

 ●前田委員 

すいません。４０ページの中程に、周辺の環境との調和を図りながらという一文が、

周辺の方々の意見を、協議をしたうえでということと併記されているんですけども、  

例えば先程おっしゃった２５メートル、高さ２５メートルっていうのは、開発許可の  

ルールというふうに理解したんですが、マンションなんかの２５メートルっていうのは、

８階くらいで、そこそこそんなに気にならないと思うんですけども、こういった物流  

施設の２５メートルって壁はですね、かなり大きいということでおそらく、私はその  

８月の住民協議の場にはいませんでしたけども、たぶん住民の方はあまりわかって  

いない可能性があるので、この周辺の環境との調和に関しては例えば、三郷市が景観  

計画をもっているのならば、そのもっとも厳しい部分でチェックするとかですね。景観

審議会に、我々の都市計画審議会に専門的な見地を求めたようにチェックをいれるとか

しないと、なかなか、普通の一般の方に数字だけ言ってその周辺との環境との調和が  

とれていますよっていうのは説明責任を果たしているとは言えないと思うんですね。 

その辺りはやはり、ちょっとオーバースペックかもしれませんけども、景観的な   

チェックを専門的な見地で入れた方が良いのではと、例えば、同じ２５メートルでも  

壁の位置で変わりますし、例えば、今、交通量が発生しない部分であれば、緑地を厚く

することは可能でしょうし、そういった細かいところを是非やっていただきたいなと、

これは質問ではなくて、コメントを自由にしていいっていうのでさせていただきます。 

 



 ●議長 

はい。それではコメントをいただきました。 

それについて、説明事項があれば事務局お願いします。 

 

 ●まちづくり事業課長 

まず、このエリアなんですが、先程も資材置場等、工業系用途地域が周りに多いと  

いったところなんですけども、周辺での住民というか居住者はいないような地域でござ

いました。ですので、それほど、定住している人がいないので意見がなかったのかなと

思っております。 

あと、三郷市の方ではですね、先程から申し上げている条例他、施行規則等々、これ

に関する運用方針の中で、緩衝緑地帯について規定しておりまして、開発区域の面積に

応じまして、緩衝緑地帯を設けて、先程の壁が近くにこないですとか、そういった   

ところでの配慮をするようにしてございます。 

 

 ●都市デザイン課長 

私の方からなんですけども。景観の関係なんですけども、三郷市の景観アドバイザー

というのを２人の方に委嘱しておりまして、建築関係の方と色彩の専門の方なんですが、

大規模な建築の時には景観のアドバイザーの方にアドバイスをいただいて、景観の届出

等頂いた中で指導というか、周辺の環境にも調和するようなものということで    

アドバイスをいただいておりますので、今回の案件についてもやるときにはアドバイザ

ーの意見を十分に取り入れてやっていきたいというふうには思います。以上です。 

 

 ●議長 

大規模ってどこから大規模ですか。 

アドバイスを求める規模は。 

 

 ●都市デザイン課長 

高さと建築面積で決めております。 

 

 ●議長 

２５メートルまでいくようであれば、あるいはそれに近い数字に行くようであれば 

アドバイスを求めなければいけないんですね。 

 

 ●都市デザイン課長 

そうですね。今回は必ずアドバイスを求めるような物件になります。 

  



●議長 

前田さん、これ審議会の意見としてというか、今の対応なのでよろしいですか。 

 

 ●前田委員 

今の言葉が議事録に残っていれば、必ずアドバイスをくぐるというふうに理解して 

おります。 

 

 ●議長 

はい、わかりました。 

それでは、その他、ご意見ございませんでしょうか。 

 

よろしければ、この議案につきましてはお出しいただいたご意見を踏まえて手続きを

進めていただくということをお返しします。 

ですから、２５メートルということから端を発しましたが景観ということについては、

今、議事録に残りますが景観アドバイザーのアドバイスを求めることになりますので、

これは特段、意見としてはつけません。 

それから交通安全という点については、トラックの往来ですとか、側道からどう入る

か、あるいは中学校の方にはトラックが行かないようにするというような点については、

この審議会の意見として、十分注意を払ってくださいと、こういう感じで意見として  

出したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

―異議なしの声 複数あり― 

 

ありがとうございました。 

そうしましたら、これらの意見を踏まえまして手続きを進めていただきたいという 

ことにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

これをもちまして本日の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は、私の方から市長に速やかに答申いたしますので、   

ご了承お願いしたいと思います。 

皆様には慎重なご審議いただきありがとうございました。 

事務局へ司会進行をお返しします。 

 

 

 

 



 ●副部長 

はい、遠藤会長ありがとうございました。 

以上で、本日の議案の審議を終了いたします。 

 

次に、次第の６、その他でございますが、何かございますか。 

 

 ●都市デザイン課長 

今後の予定でございますが、現在のところ、今年度の開催予定は今のところございま

せんので、今後、次年度等で開催が決まりましたら、またご連絡をさせていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

 

 ●副部長 

それでは、これをもちまして本日の都市計画審… 

 

 ●鈴木邦男委員 

あのですね。その他ということで産業立地ゾーン、三郷市で何カ所か設けられており

ますよね。今回の議題にもありましたが、幹線道路面でこういうスポット的な面積、  

ヘクタール、大規模開発、１ヘクタール以上２０ヘクタール未満でしたっけ、市街化  

調整区域で３４条による、もうちょっと広い面的な開発はできないんでしょうかね。 

 

 ●遠藤会長 

どうぞ。事務局にお返ししておりますので 

 

 ●部長 

先程も説明がありましたが、インター南部の南地区というのが今回の産業立地ゾーン

の一部に位置付けられておりますが、ここについては組合区画整理事業でやってもらい

たいということで、地権者の方で準備会ができております。 

それともう一つ、彦糸地区の方なんですが三郷吉川線のところなんですが、こちらに

つきましては１９ヘクタールを地区計画で面的な整備を行いましょうという方針で  

やっておりますので、今後、栄地区の方が終わり次第、またそちらの方は検討に入りた

いと思ってます。 

栄地区については、先程言いましたようにもうあまりまとまった土地がなかったもの

ですから１．４ヘクタールということで今回、区域指定ということで、ちょっと    

スポット的なイメージにとられますが、今後は、先程いった２カ所については区画整理

と地区計画で行いたいと考えております。以上です。 

 



 ●鈴木邦男委員 

三郷市内、結構、市街化調整区域の面積がございますよね。 

これから、面的な開発、スポット的なあれじゃなくてね、そうものを計画された方が

よろしいかと思いまして、こういう質問をさせていただいたんですが。 

 

 ●部長 

それにつきましては、半田、新三郷の駅の周辺で区画整理協議会というのがまず設立

されて、勉強会をしております。それとインター西部地区についても、議会の方でもい

ろいろ質問があるように、もし、地権者の方でですね、ある程度、合意形成というか、

是非ともやりたいんだというようなご意見があればですね、また、市の方も区画整理  

事業とかも考えたいと考えております。 

 

 ●鈴木邦男委員 

わかりました。よろしくお願いします。 

 

 ●副部長 

よろしいでしょうか。 

他に何かよろしければ。 

 

それでは、これをもちまして本日の都市計画審議会を終了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。 

 

 

 

 


