
 

 １ 

平成２９年度第２回三郷市都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成３０年１月２９日（月）１０時００分～１１時１０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１４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、 後藤委員、 森委員、 

戸邊委員、 大久保委員、 鈴木邦男委員、 吉田委員(欠席)、 澁谷委員、 横内委員、 

岡田委員 

（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） 

松本まちづくり推進副部長兼都市デザイン課長（以下、都市デザイン課長） 

  みどり公園課：矢野みどり公園課長(以下、みどり公園課長)、 大山花とみどりの係長 

都市デザイン課：中村都市デザイン課長補佐(以下、都市デザイン課長補佐)、  

浦川計画景観係長（以下、計画景観係長）、 岩間主任技師、 野副主事 

 

４ 議 題 

議案第１号 

草加都市計画区域区分[草加柿木地区]の変更について【諮問】 

議案第２号 

草加都市計画地区計画[上彦川戸地区]の変更について【諮問】 

議案第３号 

草加都市計画地区計画[三郷インター南地区]の変更について【諮問】 

議案第４号 

草加都市計画地区計画[新三郷ららシティ地区]の変更について【諮問】 

報告事項 

地域地区指定の基本的な考え方について 

その他 

生産緑地地区の行為制限の解除について 

 

５ 議事内容 

（１）開 会 

●（都市デザイン課長補佐） 

[開会] 

 

●（遠藤会長） 

[会長挨拶] 
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●（都市デザイン課長補佐） 

[資料確認] 

 

（２）議事進行 

●（遠藤会長） 

[委員の出席状況を求める]  

 

●（計画景観係長） 

[委員１４名中１３名が出席していることを報告]  

 

●（遠藤会長） 

[会議録の署名委員について、鈴木深太郎委員と工藤委員を指名]  

 

●（遠藤会長） 

[議事内容が非公開情報に該当しないことについて確認] 

 

●（遠藤会長） 

[傍聴者の有無について報告を求める]  

 

●（計画景観係長）  

[１名の傍聴者がいることを報告] 

 

[傍聴者入場]  

 

●（遠藤会長） 

[傍聴者へ傍聴上の注意事項を伝える]  

 

●（計画景観係長） 

[議案説明の進め方について説明する] 
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(３) 議題 

「議案第１号 草加都市計画区域区分[草加柿木地区]の変更について」【諮問】 

 

●（都市デザイン課長） 

[議案第１号について、資料に基づき説明する] 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

只今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いたします。 

はい、よろしくお願いします。 

 

●（後藤委員） 

すみません、後藤です。 

基本的には問題ないと思うのですが、説明を追加でいただきたいと思うのですけども、こ

の場所にした妥当性というか、何でこの場所なのかというところを分かる範囲で教えていた

だければと思います。国道４号線沿いという必要があるのかもしれませんが、もう少し南で

も良いのかなと思いますし、越谷の流通業務地区の南側でもいいのかなということもありま

すし、この場所にする妥当性というものをご説明いただければと思います。 

 

●（遠藤会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

まず、基本的には国道４号東埼玉道路の沿道ということで、有効な土地利用をしていきた

いということで検討されたというように聞いております。今回については草加市の開発にな

っておりますが、流通業務地区の面したところは市境が入っておりまして、そこは越谷市に

なりますので、草加市が検討するにあたって、草加市のなかで国道 4号線の沿道を活かして、

開発できる最小の面積ということで、ここを選んだというように聞いております。説明とし

ては弱いのですが、このような形というように草加市から聞いております。 

 

●（遠藤会長） 

よろしいですか、知り得る範囲ということで。 

 

●（後藤委員） 

知り得る範囲で大丈夫です。 

 

●（遠藤会長） 

はい、他いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 
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●（戸邊委員） 

この地区の立ち上げから今日までの年数は、どのくらいでこの諮問まで来たのでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

この草加柿木地区というのは、知り得る範囲では、草加市のなかでこのエリアだけが市街

化調整区域として残っているエリアでございまして、このエリアをどういった形で土地利用

していくかということを２０年以上前から区画整理などで検討していたというように記憶し

ておりますが、その後に県との協議を重ねて、県の企業局で開発を行うというような話が２、

３年前に持ち上がりまして、それからはスピードをもって実現するような形で進んできたの

ではないかというように聞いております。 

 

●（戸邊委員） 

なぜ聞いたかと申しますと、草加市は調整区域を残していきたいということで、なかなか

転用をさせないということを聞いていましたので、どのくらいの日数がかかったのかという

ことで質問させていただきました。 

条例において調整区域での転用の条件があるらしいということで聞いたのですけども、分

かりますか。調整区域の柿木地区は特に残したいということで聞いていましたので、よく転

用したなと思いましたので、質問させていただきました。 

 

●（遠藤会長） 

分かりますか、想像してもなんですが、何か聞いていますか。 

はい、どうぞ。 

 

●（都市デザイン課長） 

あくまで今回の開発のエリアよりもこの柿木地区は広いエリアなのですけども、そのなか

で今回の２２ｈaは市街化区域に編入するということで、そこは調整区域での転用ということ

ではなくなりますので、ここは開発していくということになります。その他、ある程度エリ

アのなかで環境を守っていきたいというところについて、転用を厳しくしているということ

はあると思います。 

 

●（遠藤会長） 

今のでよろしいですか、他の市のことですので。 

はい、他いかがでしょうか。 

 

それではご意見出尽くしたようですので、議案第１号につきまして、採決したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

それでは、草加都市計画区域区分[草加柿木地区]の変更について採決をいたします。 
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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。 

 

[全員挙手] 

 

はい、ありがとうございました。 

全員賛成です。 

よって本案は、原案のとおり決定いたします。 
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「議案第２号 草加都市計画地区計画[上彦川戸地区]の変更について」【諮問】 

「議案第３号 草加都市計画地区計画[三郷インター南地区]の変更について」【諮問】 

「議案第４号 草加都市計画地区計画[新三郷ららシティ地区]の変更について」【諮問】 

 

●（都市デザイン課長） 

[議案第２～４号について、資料に基づき説明する] 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

只今事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問、どの地区でも結構です。 

一括でやりますので、よろしくお願いいたします。 

いかがでしょう。 

はい、工藤委員。 

 

●（工藤委員） 

保育所の建築制限の解除について、上彦川戸とインター南地区は同じ内容だと思うのです

けども、三郷市の地区計画区域内における建築物の制限に関する条例というものがございま

すけども、この条例の一部改正ということになるのかどうか。 

それから保育所をこの地区に建築できるようにするということは、つまりそこにある企業

の方で保育所が必要なんだというようなことで、こういった解除が提案されているのかとい

う経緯がいまひとつよく分からないんです。そもそも三郷市の都市計画にですね、こういう

ものがございますよね(「みさとの都市計画」の冊子を掲げる)。このなかに用途地域の主な

建築物の用途制限の一覧表がございますよね。ここに保育所については、どの用途地域につ

いても丸になっている。制限はかかっていない。今までの三郷市のこの条例では、上彦川戸

とインター南地区については制限がかかっている。これはあえて制限がかかっていた理由が

あるわけですよね。それを解除してまでですね、ここの地区に保育所を建築できるように解

除するということになった経緯を説明していただきたいと思います。 

企業内保育所というのは、いわゆる地域で暮らすお母さん方、市内に在住の住民の皆さん

のお母さん方のお子さんを、そこに預けられる地域枠というものがあるのですけども、それ

を保証する、見込んでいるのかどうかということを伺いたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

ご質問は地域枠まで含めれば３つなのですが、順次お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

それではご質問にお答えさせていただきます。 

まず、条例改正になるのかということでございますが、今回の地区計画の変更は３地区ご

ざいますが、そのなかで上彦川戸地区が調整区域の地区計画で、それ以外の２つが市街化区

域で定められている地区計画になります。市街化区域で定められている地区計画につきまし

ては、建築条例によって条例を定めていますが、調整区域の地区計画については、開発の手
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続きによってその内容が担保されるものですから、条例化はしていません。ですので、三郷

インター南地区と新三郷ららシティ地区について、次の３月議会で条例改正していくことを

予定しております。条例については以上でございます。 

それから経緯でございますが、まずひとつには、やはり三郷市も待機児童がずっと過去か

らなかなかなくなってこないということがあります。三郷市の保育の担当課で、計画でこど

もにこにこプランという計画を立てているのですが、保育施設が不足しているということで、

民間も含めて保育施設の充実を今後進めていくという市の考え方があります。これに基づい

て、なるべく保育所が市内でも設備が整いやすいような形に環境を整えていくというような

ことで考えております。 

そもそも最初に、なぜ保育所を制限していたのかということなのですが、当時はまだ保育

所の不足が社会的な問題にはなっておりませんでした。都市計画の考え方としては、特に三

郷インター南地区などは、工業系、流通系の施設が操業しやすい環境にしていくということ

で、それ以外のものは制限していたということがございます。その後の社会情勢の変化に応

じまして、そのような場所においても保育所があった方が雇用の面でもやりやすいという意

見もあがってきておりますので、保育施設ができるように変更するというようなことでござ

います。 

特に今回は保育所ができるというようにしているわけですが、企業内保育所ができる場合

においても、その地域枠というのは当然出てきますので、企業の方だけではなく、地域枠が

あるような保育施設ができるというように考えております。 

 

●（遠藤会長） 

はい、よろしいですか、どうぞ。 

 

●（工藤委員） 

企業内保育所についてはですね、市内にも病院で企業内保育所を設置しているところもご

ざいますので、企業が企業内保育所を設置することについては、職員のニーズに対応したも

のですから、当然あってしかるべきですから、別にいいんですけどもね。 

企業内保育所というのは、いわゆる三郷市が認可している保育所とは保育基準が全然違っ

てきますよね。そこに地域の枠を入れ込むということについて、三郷市内のお子さんが認可

保育所で預けるお子さんと企業内保育所で預けるお子さんで、いわゆる保育基準に格差が生

じてしまうのではないかという懸念があります、それが一つ。今日は子ども未来部の部長さ

んがいらっしゃらないので、なんともお答えできないと思いますけども。 

それと工業系の地域のなかに保育所ができるということについては、保育環境に何らかの

影響が懸念されるのではないかと、大型トラックが行き来して、排気ガスがどうかとか、あ

るいは振動が昼寝のお子さんに対してどうなのかとか、そういった心配もあるんですけども、

その辺については子ども未来部との情報交換はなさっているのかどうか。 

 

●（遠藤会長） 

企業内保育所というのは。 
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●（工藤委員） 

認可外保育所になるわけです。 

 

●（遠藤会長） 

はい、わかりました。 

答えられる範囲でというか、子ども未来部がいませんのでね。 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

当然、子ども未来部とも調整をさせていただいておりますが、先ほどもお話しました計画

によって保育施設が足りないので、いろんな手段を講じて、数を増やして、足りないという

課題を克服していきたいということで、企業内保育所についても克服するなかのひとつの手

段として考えているので、それはぜひやってほしいというような話し合いもしております。 

それから企業のなかに保育所ができることに対して、環境などの面で問題があるのではと

いうことですが、保育施設を作ることによって、雇用の確保ができることになります。企業

の方から雇用の確保がなかなか難しいということも聞いておりますので、そのためには企業

の方が保育施設を作る際には、環境の面には十分配慮して、保育施設を作ってもらえるもの

というように考えております。 

 

●（遠藤会長） 

工藤委員、いいですか、今ので。 

 

●（工藤委員） 

じゃあ一言だけいいですか。 

要するにですね、認可保育所を作らないで、今のお話ですと、どうもですね、待機児童を

解消するための企業内保育所に聞こえてしょうがない。企業内で保育所を作ってほしいとい

うニーズが高まっていて、それで企業内保育所を設置するんだというふうにお話していただ

けるのであれば、そうかと、ストンと胸に落ちるのですけども。どうも市内の待機児童の解

消のために、その地区に企業内保育所を設置するように聞こえてしょうがないので、少し納

得がいかないのですが、企業内保育所を作ることについては、異議はないんです。 

待機児童解消のための企業内保育所はあってはならないというか、企業内保育所と認可保

育所の保育基準は全く違うものですからね。それは少し違うのではないのかなと思ったわけ

です。それは子ども未来部長が出席されていないのでね。聞けないのですけどもね。出席し

ていただければありがたかったのですけど、以上です。 

 

●（遠藤会長） 

篠田委員、ご意見ありますか、今のに関して。 

 

●（篠田委員） 

この待機児童の多い、働きたいけれども働けない、そういう流通系の企業が入ってきてい
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る。そこに作るということは大変良いことだと思います。 

今のね、工藤議員がいろいろ子ども未来部と話し合いをしているのかというのは、それは

もちろんしていますよ。している基準があってそのなかで作らせるわけだから。企業もいい

し、そこに働く人もいるわけですよ。子供を連れてそのまままっすぐ会社に行って、そこで

１日預けていただくという素晴らしいことじゃないですか。民間の保育所を増やすといって

も増やせないんですよ。今は、現状はね。だからこういう条件をつけてできるように、企業

で働く人達のために、雇用ももちろん大事だから、子供もいて働けないという人がいるから、

だからこれを作るわけだから。 

 

●（遠藤会長） 

ちょっと待ってください。 

分かりました。 

工藤委員ももちろん、そのことを理解されてご発言されている。そのことでの論点がどう

こうということではないです。 

 

●（篠田委員） 

だからしているのかということをね。担当に聞きたいんだけど、それはちゃんとすこやか

課との話し合いのなかで、基準をきちんとこうしてくださいよと、だったら作ってもいいで

すよというような方向でやっているわけでしょ。 

 

●（遠藤会長） 

ちょっと待ってください。 

論点がすれ違っていますから、企業内保育所自体は誰も進める分にはいいんですよね。 

それは誰も言っていませんから、大丈夫です。 

 

後藤委員、これに関することでしょうか。 

 

●（後藤委員） 

はい、質問というかコメントなのですけど、私自身２人子供がいまして、大学に企業内保

育所があって、そこに子供を預けていた立場からすると、本当にないと困ってしまうと言い

ますか、地元で入れるのが一番だけれども、ここに連れて来ざるを得ない親御さんもいらっ

しゃると思うので、そういう人のためにはありがたいと思いますし、良いことだと思います。 

ただ、子供の立場からすると、散歩する時間などがあると思うんです。先ほどの工藤委員

の話ではないのですが、保育園の周りを散歩する時間が１日１時間くらいあって、その時に

良い環境のところでお散歩や公園で外遊びをさせてあげたいと思っていて、良い環境の確保

をお願いしたいと思います。コメントです。 

 

●（遠藤会長） 

コメントですね。 

はい。 
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●（工藤委員） 

篠田委員から地域枠を設ける場合においては、その基準はちゃんと考えてくれているのだ

ろうというふうにお話があったと思うのですけど。 

 

●（遠藤会長） 

そういうことですか、失礼しました。 

 

●（工藤委員） 

それは大事なことだと考えておりまして、もしお答えいただけるのでしたら、お答えいた

だきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

少し私が早とちりしましたんでね。 

 

●（工藤委員） 

子ども未来部ときちんと連携して、地域枠を設けることについては基準を考えてくれてい

るのだろうというふうな篠田委員からの質問に対してはお答えいただけないですか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、分かりました。 

事務局、その点いかがでしょうか、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

子ども未来部との調整では、まず今回は都市計画において、建築を制限していた保育所を

できるというふうにするもので、その保育所の中身の基準についてはできるというようにし

たなかから、実際に設置する時に担当課の子ども未来部すこやか課との調整の中で検討して

いくということになると思います。 

 

●（工藤委員） 

はい、分かりました。ありがとうございます。 

 

●（遠藤会長） 

これで皆さんよろしいですね。 

 

他にご意見ありますでしょうか。 

はい、お願いします。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

一点だけです。提案ということで答弁があれば、ぜひお願いしたいのですけども。 
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以前から三郷市もまちづくりが進展して、インター南地区の開発が始まったころには、ま

だそんなに保育所も待機児童もそんなに多くなかったのかな。これは全国的な問題でござい

まして、まちづくりが三郷市では急激に進展してまいりました。そのなかで先ほどお話した

流通系も本当は預けられれば、働きたいという方がたくさんいる。先ほど事務局からお話が

あったように、当初はそういう要望もなかったので、工藤委員が言ったようにまちづくりの

なかでは全部保育所はできるようになっているけれども、あとは地区計画のなかで出来ない

ように規制をしたということだと思うので。まちづくりが進展するなかで、マンションもら

らシティ、市役所の前、さらには中央病院の前ということで、マンションもどんどん出来上

がってきています。あとは物流関係も出来ていますので、よくまちづくりだけではなくてで

すね、庁内全体でどういう人口増になるか、どういう人が引っ越してくるかということを、

よく協議をしてほしいんですよね。開発行為の事前審査のなかで全部出てくるわけですから。

まちづくりだけで協議をするのではなくて、各部各課において、どういう人口が増えて、ど

ういう世代が増えてきて、子供はどうなるのかと、じゃあどうしようかということを、よく

今後においてはですね、今度彦糸地区も区画整理されるという部分ではですね、大変重要な

部分だと思いますので、ぜひ事前協議のなかで各部においてよく協議をしてほしい。これは

やっているところはきちんと本当にやっていますので、うちは少し形骸化しているのかなと。

ただ図面だけ各部に渡して、はんこ押してもらってＯＫというようなことではないと思いま

すけどもね。ぜひよく事前協議のなかで、協議をしていただいて、将来的に学校はどうなの

か、保育所はどうなのか、道路はどうなのかということをですね、しっかりと協議をしてい

ってほしいなという私の考えではございますけども、事務局はどうでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、部長お願いいたします。 

 

●（まちづくり推進部長） 

はい、委員がおっしゃるとおりで、住居系のマンションの場合に、今後どういう建物が建

ち何戸できるということ、中央地区におけるマンションの場合は２０代、３０代の方が７割

ということ、また２人世帯と３人世帯が７割ということ、子供達がどのくらいの年齢層であ

るかということはすべて把握しております。それに基づいた形で、保育所の設置や小学校の

学区の振り分けなど、検討していきます。 

ただ、今回盲点だったのが、企業内保育ですが、特に上彦川戸の事業者の方からだったの

ですが、団地に住んでいらっしゃる奥さん方がどうしても働きたいんだという切実な願いが

あるなかで、やはり受け入れる保育所がないということで断念された方が何人もいらっしゃ

るということを企業の方に聞いております。やはり企業内保育所を設置することによって、

働きたいけど働けないというお母さん方の気持ちもどうにかできるんではないかということ

で、今後関係する課には情報提供も含めてやっていきたいと思っています。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

全般的な人口が増えていくという話は庁内で横断的にやっていただくとして、本日につい
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ては企業内保育所ということでございます。ご意見は頂戴したということでよろしいでしょ

うか、鈴木委員。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

はい。 

 

●（遠藤会長） 

ありがとうございます。 

 

はい、他にご意見はございませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

●（横内委員） 

今回計画を変更されようとしている地域において、お話が出たように個別企業さんの方か

ら具体的な要望なり希望なりがあったようであれば、例えば何件あったか、教えていただけ

ればと思います。 

 

●（遠藤会長） 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

先ほども部長から少しお話しさせていただきましたが、実際に上彦川戸地区のところに物

流系の企業が立地しておりますが、雇用を募集した際に、子供が預けられれば働けるという

お母さん方の話が非常に多かったということで、ぜひできるようにしてもらいたいというよ

うな希望がございました。その他については特には聞いてはいないのですが、市全体として

考えた時にインター南地区もできるようにすれば、市全体で流通系のところでは、出来ない

ところはないという状況になりますので、あわせて今回変更させていただくというようなも

のでございます。 

 

●（遠藤会長） 

よろしいですか。 

 

他はいかがでしょうか。 

はい、どうぞ 

 

●（鈴木深太郎委員） 

ちょっと確認をしたいのですが、今回の変更の内容のなかに、２．建築基準法の改正に伴

う文言の修正のなかで、建築基準法別表第２の(ち)項に田園住居地域に建築することができ

る建築物とあるのですけども、どんなものなのかと思って、インターネットで調べたのです

が、調べ方が悪いのか、建築基準法別表第２の(ち)項は全然違うものが出てきているのです
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けども、まだ法的に変わっていないから、インターネットも変わっていないのですか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

施行日が４月ということで、まだ資料の方は変わっていないと思います。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

内容をちょっと分かれば教えてください。 

 

●（遠藤会長） 

この(ち)項が何であるかですね。 

はい、お願いします。 

 

●（計画景観係長） 

簡単に説明させていただきますと、田園住居地域で建築できる建物とは何ぞやということ

だと思うのですが、用途地域では第二種低層住居専用地域というものがございまして、そち

らと同様の建築物ができることになります。例えば住宅とか１５０㎡以下の小規模な店舗、

あとは保育所とか低層住居にふさわしいものが建てられるというものと、あと田園住居地域

ならではですけども、農家レストランとか農家用の倉庫とか、そういったものが建てられま

す。話をまとめますと、第二種低層住居専用地域で建てられる建物とあと農家系のものが建

てられることになります。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

できればですね、まだ法的に変わっていないので、調べようと思っても出てこないので、

そういう資料があれば、皆さんに事前に参考資料ということで添付していただければよかっ

たのかなと思っているのですが。 

 

●（遠藤会長） 

今の説明で今日のところは代えさせてください。 

後日、配布でいいですか。 

実態としてずれただけで、こちらの地区計画区域のなかの用途制限が変わるわけではない

ですよね。ずれただけなのですよね、今回は。 

はい、いいですか、私の理解で。保育所を除いてね。 

はい、どうぞ。 

 

●（計画景観係長） 

ずれただけでございます。 

内容が変わっているものはございません。 
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●（鈴木深太郎委員） 

いやいや、追加をしたんでしょ。追加されたんでしょ。それで今回増えたわけでしょ。 

だからその新設したものが何か皆さんが分からなければ、それはいらないというわけでは

ないですから。 

 

●（計画景観係長） 

すみません。今回は用意しておりませんでしたので、何かしらの方法でこのように変わり

ますという形でご説明できればと思っております。 

 

●（遠藤会長） 

はい、すみません、そういうことで。 

はい、どうぞ。 

 

●（都市デザイン課長） 

誤解のないように(説明しますと)、新設というわけではなくて、法律に新しく文言ができ

たものですから、(い)(ろ)(は)(に)となっている間に田園住居地域が入ってきて、いろはに

ほへとの順番がずれてきたので、地区計画で(い)となっていたものが(ろ)になったというよ

うな事で内容は変わっておりません。 

 

●（遠藤会長） 

はい、他よろしいでしょうか。 

 

ご意見出尽くしたと思いますので、順次採決に入りたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

はい、それでは議案ごとに採決します。 

まず、第２号草加都市計画地区計画「上彦川戸地区」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します。 

 

[全員挙手] 

 

はい、ありがとうございました。 

全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり決定いたします。 

 

続きまして、議案３号草加都市計画地区計画[三郷インター南地区]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します。 

 

[全員挙手] 
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はい、ありがとうございました。 

全員賛成であります。 

本案は原案のとおり決定いたします。 

 

第４号草加都市計画地区計画[新三郷ららシティ地区]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します。 

 

[全員挙手] 

 

はい、ありがとうございました。 

全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり決定いたします。 

 

以上をもちまして、議案の審議は終了いたします。 

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

をお願いいたします。 
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「報告事項 地域地区指定の基本的な考え方について」 

 

●（都市デザイン課長） 

[報告事項について、資料に基づき説明する] 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問があればお願いいたします。 

 

よろしいでしょうか。 

 

ありがとうございました。 

それでは、本日の議題はすべて終了といたします。 

議題としてはここまでとなります。 

 

傍聴者の方に申し上げます。 

事務局の指示に従ってご退場していただきます。 

 

[傍聴者の退場] 

 

皆様、活発なご審議ありがとうございました。 

それでは事務局へ司会進行をお返しいたします。 

よろしくお願いします。 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

遠藤会長、議事進行ありがとうございました。 

 

●（みどり公園課長） 

[その他の事項について、資料に基づき説明する] 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

それでは以上をもちまして、平成２９年度第２回三郷市都市計画審議会を閉会いたします。 

本日はどうもありがとうございました。 


