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１ 三郷市の状況 

（１）位置 

本市は、埼玉県の南東部、都心から約２０ｋｍ圏内に位置し、市域は東西約５．

６ｋｍ、南北約９．５ｋｍと南北にやや細長い地形である。市内には三郷インタ

ーチェンジを結接点として首都高速６号三郷線や常磐自動車道、東京外環自動車

道といった高速道路網が整備されており、県内でも有数の広域道路アクセスに恵

まれている。 

また、ＪＲ武蔵野線に加え、平成１７年につくばエクスプレスが開通するなど

公共交通機関も充実しており、東京都心部や周辺都市との人・もの・情報・文化

の交流により、今後も産業経済や市民生活への波及効果が期待されている。 

 

 

 

○三郷市の位置図 
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（２）地区ごとの市街地像 

三郷中央駅周辺地域については、土地区画整理事業などによって都市基盤が整

備され、商業、業務、サービス機能などの多様な都市機能の集積が図られている。

また、つくばエクスプレスによる都心への交通利便性を活かし、魅力ある都市景

観を備えたふれあいとにぎわいのある商業業務地とともに、住民ニーズの多様化

や高齢社会の到来などに配慮した魅力的でゆとりある住宅地を形成している。 

三郷インターチェンジ周辺については、広域交通の利便性を活かし、土地区画

整理事業を施行し、商業、流通、工業などの多様な機能が複合する産業基盤とと

もに、快適な居住環境を備えた住宅地を形成している。 

三郷駅周辺地域については、商業・業務機能の集積などにより、生活の利便性

の向上や地域の活性化を図るとともに、緑が地域にいきづく景観を備えた良好な

住宅地の維持及び形成を進めている。 

新三郷ららシティ地区ついては、武蔵野操車場跡地である広大な敷地を活用し、

新三郷駅を中心に商業、業務、流通などの産業基盤とともに、ゆとりある街区構

成と緑豊かな居住環境を備えた住宅地を形成している。 

これらの周辺地域については、伝承されてきた自然や田園環境の特性を活かし、

環境と調和した土地利用を図っている。また、その他、江戸川や中川などの自然

環境や農村集落が広がる地域については、農地を含めた自然環境と生活環境との

調和・共存を図るとともに、のどかさとゆとりある居住環境を維持・保全してい

る。 

また、第４次三郷市総合計画の将来都市構造において、市街化調整区域の一部

で幹線道路に面するなど非常に利便性の高い地区６か所を産業立地ゾーンとし

て位置付けて、産業の活性化に資する土地利用の誘導を進めている。平成２４年

６月に第１号の案件として仁蔵地区約１．４ｈａを都市計画法第３４条第１２号

の規定に基づき区域指定を行っており、平成２６年３月に第２号の案件として上

彦川戸地区約４．１ｈａを都市計画法第１２条の５の規定に基づき地区計画を定

めている。仁蔵地区については建築工事が竣工し、上彦川戸地区については予定

建築物の建築工事が進められている状況である。
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２ 区域指定の方針 

（１）区域指定の目的 

平成２２年３月に策定した第４次三郷市総合計画「２ まちづくりの理念」に

おいて、本市の恵まれた交通立地条件を活かし、社会的、経済的に自立できるま

ちづくりを目指すと位置付けており、産業の活性化に資する工業・流通系の土地

利用の誘導を図っていくことが求められている。 

本市の土地の状況については、市街化区域の面積が１，４７６ｈａ（都市計画

区域の４８．８％）、うち工業・流通系の立地が可能となる工業系用途地域（工

業地域、準工業地域）は２２５．３ｈａとなっている。工業系用途地域の位置は、

既成市街地内と土地区画整理事業地内に大別できる。既成市街地内に位置する工

業系用途地域は、小規模な未利用地が点在するものの、ほぼ全域で土地利用され

ているため、まとまった土地利用を図ることは困難である。土地区画整理事業が

施行された２地区（三郷インター南部地区、三郷インターＡ地区）においても、

それぞれ平成２７年２月、平成２７年５月に換地処分を迎えており、工業系用途

地域の土地利用が概ね完了している。 

また、県内有数の交通利便性を有する広域道路網については、平成２９年度に

東京外環自動車道三郷南インターチェンジ以南の開通が予定されている。また、

この開通にあわせて、三郷インターチェンジ南側に第２インターが整備される予

定であることから、更なる交通結節点機能の向上が見込まれ、今まで以上に産業

集積が期待されている。 

このような状況の中、産業の活性化に資する工業・流通系の土地利用を適時・

適切に誘導するためには、市街化調整区域を含めた市内全域を対象とする将来都

市構造を踏まえた総合的なまちづくりを進めていく必要がある。 

そこで本市では、土地利用誘導方策の一つとして都市計画法第３４条第１２号

に基づく区域の指定を行うため、平成２３年４月１日に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を改正し、総合計画の土地利用構想に基づき、

市街化調整区域の土地利用の整序を図ることとした。 

 

（２）区域指定の考え方 

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第３条第１項第１

号に基づく産業系区域指定の導入にあたっては、第４次三郷市総合計画における

基本構想の土地利用方針との整合及び既存の社会基盤施設の整備状況を踏まえ、

５つの拠点の整備状況や地域住民との調整状況等を総合的に判断して、市長が予

定建築物の用途を限り区域を指定するものとする。 

区域の指定に当たっては、企業の立地動向等を慎重に見極めながら、必要最小

限の面積を指定していく。 

また、指定手続き等は、「三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関す

る条例第３条第１項第１号」に係る運用方針等に基づき行うものとする。 
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３ 上位計画等との関係 

（１）まちづくり埼玉プラン 

   埼玉県の都市計画の基本指針である「まちづくり埼玉プラン」における「第１

章 まちづくりの課題と目標」の「第４ まちづくりの目標」の「まちづくりの

目標２：地域の個性ある発展」において「<産業応援まちづくり> 充実した高速

道路網や地理的な優位性を活かし、戦略的に産業を集積します。」としている。 

 

（２）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

   「草加都市計画（草加市、八潮市、三郷市）都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針（平成２６年３月２８日告示）」の「土地利用に関する主要な都市計画

の決定の方針」の「ホ 市街化調整区域の土地利用の方針 （４）秩序ある都市

的土地利用の実現に関する方針」において「市街化調整区域については「市街化

を抑制する区域」という基本的な考え方のもと、秩序ある土地利用を図る」とし

ている。 

   また、「市の土地利用に関する基本構想等に基づいて市街化を促進するおそれ

がないと認められる地域として産業系の施設の立地を可能とする土地の区域の指

定にあたっては、災害防止の観点から市街化を抑制する土地の区域、自然環境形

成の観点から保全すべき土地の区域を原則として含まないものとし、農林漁業と

の健全な調和を図りつつ、都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障

がないよう定める」とされている。 

 

（３）第４次三郷市総合計画 

「第４次三郷市総合計画（平成２２年３月策定）」基本構想における「５ 土

地利用」の「（１）将来都市構造」の「③ 水と緑のゆとりあるまちの形成」にお

いて、「市街化調整区域の一部では、幹線道路に面するなど、非常に利便性の高

い地区について産業立地ゾーンとして位置付け、周辺の農地との調和、拠点の整

備状況や周辺住民の調整状況を勘案して産業の活性化に資する土地利用を誘導し

ます。」としている。 

また、「（３）土地利用の方針」の「③ 工業・流通系」において、「工業・流通

系は、三郷インターチェンジ周辺や三郷南インターチェンジ周辺に誘導します。 

産業立地ゾーンでは、拠点の整備状況や周辺の用途を勘案しながら、これらの土

地利用を誘導します。既成市街地内については、周辺環境との調和に配慮し良好

な操業環境の形成を図ります。」としている。 

当該指定区域は、産業の活性化に資する工業・流通系の土地利用を誘導する産

業立地ゾーンの一角に位置付けられている。（図.1 将来都市構造図参照） 
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（４）三郷市都市計画マスタープラン 

三郷市都市計画マスタープラン（平成２２年３月改定）における「２．めざす

べき将来都市像」の「（３）将来都市構造」の「１）将来都市構造」の「③水と

緑のゆとりあるまちの形成」において、「市街化調整区域の一部では、幹線道路

に面するなど、非常に利便性の高い地区について産業立地ゾーンとして位置付け、

周辺の農地の性格、三郷インター南部地区をはじめとする拠点の整備状況、周辺

住民の調整状況を勘案し、周辺環境との調和を図りながら、産業の活性化に資す

る土地利用を誘導します。」としている。 

また、「３．部門別まちづくりの方針」の「（１）市街地整備の方針」の「２）

自然環境と調和したまちづくりの推進」の「①緑を活かした土地利用の創造」の

「ａ）田園創造地」において、「将来都市構造の産業立地ゾーンにおいては、周

辺の農地の性格、三郷インター南部地区をはじめとする拠点の整備状況、周辺住

民の調整状況を勘案し、周辺の環境との調和を図りながら、工業施設、流通業務

施設など産業の活性化に資する土地利用を誘導します。」としている。 

当該指定区域は、周辺の農地の性格、拠点の整備状況等を勘案し、周辺の環境

との調和を図りながら、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

ンとして位置付けられている。 

 

（５）その他の計画 

〈埼玉県圏央道・外環道ゾーン地域産業活性化基本計画〉 

地域の強みを活かした産業振興を図ることを目的として、企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、埼玉県と市

町村の共同により「圏央道・外環道ゾーン地域産業活性化基本計画」（平成２５

年４月策定）が定められている。この基本計画において、地域の立地特性、整備

された交通網の優位性を活かした流通加工業等の集積が位置付けられており、三

郷市は集積区域に指定されている。 

当該指定区域の予定建築物は物流倉庫であり、当該基本計画と整合が図られて

いる。 

 

 〈産業立地ゾーン基本方針〉 

   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位置付け

た産業立地ゾーンについて、計画的な土地利用誘導の具現化を図ることを目的と

して、中期的な施策目標、施策効果、及び土地利用誘導方策を示した方針を平成

２７年６月に定めている。 

当該指定区域は、土地利用誘導方策及び施策目標について当該方針と整合が図

られている。 
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４ 指定区域の選定及び指定の考え方 

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、施行規則、運用方

針に基づき、以下の事項を勘案した上で区域の選定及び指定を行う。 

 

① 第４次三郷市総合計画との整合について 

本市の総合的かつ計画的な行政運営を行うための第４次三郷市総合計画の将

来都市構造図において、産業立地ゾーンの位置付けがある地区を選定対象とす

る。 

 

② 建築物用途について 

 第４次三郷市総合計画及び三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関

する条例に基づき、工業・流通業務施設とする。 

 

③ 除外区域について 

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施行規則に基づき、

農地法第４条第２項第１号ロ及び同法第５条第２項第１号ロに掲げる農地及び

採草放牧地を指定の除外区域とする。 

 

④ 既土地利用について 

市街化区域の準工業地域及び工業地域において、概ね１０分の８の土地が建

築物の敷地等として利用されていること及び近い将来に利用されることが明確

であること。 

市内全域の工業系用途の利用率については約９４％（１６０／１６９ｈａ（私

道、生産緑地含み道路等公共用地を除く））となっている。なお、未利用地につ

いては点在しており、１ｈａ以上のまとまった規模の土地はない状況である。 

 

⑤ 公共施設、地元調整について 

道路、給排水などの公共施設が一定水準、整備されている区域として、地権

者の意向や現在の土地利用状況を踏まえて選定する。 

 

⑥ 区域の面積について 

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施行規則、運用方

針により、指定に係る予定建築物の土地の区域の面積は２０ｈａ未満としてい

る。また、指定に係る一の区域の面積は、接する道路等を除く予定建築物の土

地の区域の面積は１ｈａ以上とする。 

 

⑦ 区域の境界について 

 区域の境界は、原則として道路、水路等の地形・地物とする。 
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５ 指定区域 

（１）指定区域概要 

 （図.2 区域指定位置図参照） 

 

（２）予定建築物の用途について 

予定建築物の用途については、企業立地動向を勘案すると物流倉庫が想定され、

工業・流通業務施設に該当し基準を満たす。 

 

（３）農地区分について 

   当該指定区域内の土地利用状況としては、多くが農地（稲作、一部畑作）であ

るが、農地区分については第２種農地であるため、除外区域には該当しない。 

 

（４）指定区域及びその周辺区域における公共施設等の状況について（図.3 土地利

用計画図参照） 

① 道路の状況 

幹線道路は国道２９８号（５５ｍで整備済み）となり、指定区域は国道２９

８号側道を介することで接続している。 

 

② 区域指定に伴う発生交通量の円滑な処理に向けた道路、交通施設の検討 

当該指定区域は国道２９８号に接続している。東京外環自動車道の高架下に

沿って整備されており、川口方面では国道４号及び国道４号バイパス（東埼玉

道路）と交差し、東京方面では国道６号と接続している。 

当該指定区域には、国道２９８号側道を介して車両の流入、流出することが

可能である。また、当該区域への車両も周辺市道を通行せずに、国道２９８号

の交差点部においてＵターンを行い、それぞれ国道２９８号の内回りまたは外

回りに向かうことが可能な立地となっている。 

なお、当該指定区域に接している国道２９８号側道の交通量は、現状の交通

量からして少ない状況であり、指定区域が開発されても、全体の交通量への影

響は発生しないと考えられる。 

 

③ 排水の基準 

排水については、指定区域の東側に水路があり、当該水路は下流で下第二大

場川へ流入する経路となる。 

 地区名 基本構想に基づく区域 所在地 規模 

新規 栄地区 
産業立地ゾーン 

（外環沿道ゾーン） 

三郷市栄四丁目 

７２番１他 
約１．４ｈａ 

既存 仁蔵地区 
産業立地ゾーン 

（草加流山線以北） 

三郷市仁蔵字深田、 

仁蔵字目小沼通の一部 
約１．４ｈａ 

計 約２．８ｈａ 
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施設管理者、水路底地管理者の協議を行い、理解を得ている。 

なお、公共下水道への区域外接続ではなく、合併処理浄化槽による処理が想

定される。 

 

④ 上水の基準 

指定区域西側の国道２９８号側道部分の歩道に配水管３００ｍｍが布設さ

れているため、引き込み工事を行うことで水道供給は可能である。 

 

（５）地元調整状況について 

区域内及び区域周辺の土地・建物所有者に対しては説明会を実施済みであり、

周辺環境への配慮を求める意見があったものの、反対意見はなかった。 

 

（６）指定区域の境界について 

当該指定区域については、北側は水路、西側は国道２９８号側道、南側は市

道５０２５号線、東側は水路を境界としている。 
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６ 周辺への影響 

当該指定区域の周辺は、資材置き場等での土地利用が主となっている。また当該

指定区域の北東には栄中学校がある。 

 

当該指定区域に接する東側の道路は栄中学校の通学路に指定されているが、当該

区域に係る業務車両については、国道２９８号側道を介すと共に、本線交差点部に

おいてＵターンを行う事で、国道２９８号の内回り・外回りに向かうことが可能な

ため、当該指定区域へ立地する企業に対しては、周辺の通学路となっている市道を

利用しないよう十分な配慮を求めていく。 

 

周辺農地については、指定区域の北側及び南側に水田が残存することとなる。 
これらの農地への影響について、日影については数時間程度となる見込みであり、

水稲作付けに対する影響は小さいものと評価できる。 
通風及び通作については、予定建築物が農地を囲う状態とはならないこと、また、

指定区域周辺に新たな市道が十分な幅員で整備されることから、支障はないと考え

られる。 
農業用水の供給についても、現存の国道２９８号横断管の機能維持を図ることで

影響はないと考えられる。 
  その他、指定区域内への緩衝緑地帯の設置などにより、周辺環境との調和とあわ

せて営農環境の保全が図られている。 
 

指定区域で生じる汚水については合併処理浄化槽を、また、雨水については雨水

流出抑制施設を経由して既存水路への放流となる。放流先水路は、土地改良事業に

より整備された既存排水路となり、当該水路は、放流先河川である下第二大場川ま

での区間、農業用水の落としとしての機能と併せ、十分な排水能力を備えた施設規

模で整備されているため、排水機能上の支障はないと考えられる。 

 

このように、当該指定区域の場所、指定面積の規模、及び現在の区域周辺の土地

利用状況等を勘案すると、今後、指定区域に工業・流通業務施設が参入した場合で

も周辺環境への影響は低いものと考えられる。 

なお、当該指定区域へ立地する企業に対しては、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、施行規則、運用方針、三郷市開発事業等の手続き等に

関する条例に基づき、周辺への過大な影響が生じないよう十分な対応を求め、良好

な周辺環境の維持に努めていく。 
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７ 進行管理計画 

（１）区域指定スケジュール 

 

内容 時期 

協議書類作成 平成２７年 ８月 

関係機関協議 平成２７年 ８月下旬 

住民説明 平成２７年 ８月下旬 

三郷市都市計画審議会 平成２７年１１月中旬 

開発審査会幹事会 平成２７年１２月上旬 

開発審査会 平成２７年１２月下旬 

区域指定告示 平成２８年 １月上旬 

 

  

 

（２）土地利用の管理計画 

区域指定後の土地利用転換に合わせて、余剰地や区域内のスプロール化等の問

題が起こらないよう、適切な土地利用の管理を行って行くこととする。 

また、同区域内における開発行為の進捗や経済・社会情勢の変化に応じて適宜

区域指定の変更又は廃止を行うこととする。 
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【栄地区】土地利用計画図

国道２９８号

（Ｗ＝５５ｍ）

至 川口

栄中学校

至 下第２大場川

至 東京
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