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平成３０年度第１回三郷市都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成３０年１２月２１日（金）１０時００分～１０時４５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(欠席)、 吉田委員、 澁谷委員、 横内委員、 

岡田委員 

（事務局） 

松本まちづくり推進部長（以下、まちづくり推進部長） 

矢野まちづくり推進部参事兼みどり公園課長(以下、みどり公園課長) 

  みどり公園課：川端みどり公園課長補佐、染谷主査 

都市デザイン課：城津都市デザイン課長（以下、都市デザイン課長） 

広瀬都市デザイン課長補佐(以下、都市デザイン課長補佐)、  

浦川都市計画係長（以下、都市計画係長）、 南雲主事、 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【諮問】 

その他 

 

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] 

 

●（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]  
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●（都市計画係長） 

[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、後藤委員と森委員を指名]  

 

●（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]  

 

●（都市計画係長）  

[傍聴の申し込みがないことを報告] 
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(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」【諮問】 

 

●（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] 

 

●（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つきまして、ご意見、ご質問ございましたらお願いいたします。 

はい、後藤委員どうぞ。 

 

●（後藤委員） 

はい、後藤です。 

参考までに教えていただきたいのですけれども、今回追加された６地区について区域が変

更されて、少し拡大された地区についてはどういった理由で追加になったのか、これまで何

で生産緑地の指定を受けてこなかったのかというあたりを教えていただけますか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

はい。当初の指定が平成４年にございまして、それから平成２４年に初めて追加指定を行

いました。さらに平成２７年に追加指定があった訳ですが、それまで特に手を挙げることな

く、今回の平成３０年の追加指定で新たに６地区が手を挙げられたということです。 

その間なぜ追加指定をしなかったのかということにつきましては、地権者さんの方では土

地活用を予定していたのですが、特にその後の土地活用の予定が無いということで、このタ

イミングで新たな指定として申請をいただいたという経緯でございます。 

 

●（遠藤会長） 

よろしいですか、理由については。 

 

●（みどり公園課長） 

個々には細かく聞いてはいないのですが、土地活用の予定が無かったということで申請を

いただいているということです。 

 

●（遠藤会長） 

理由というのはそれでよろしいですか、後藤議員。 

 

●（後藤委員） 

はい。 
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●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

はい、お願いします。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

参考までに今回追加されます２０１８－１号から２０１８－６号までの申請者６人の年齢

を教えてください。 

 

●（遠藤会長） 

分かりますか。お願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

まず、２０１８－１号でございますが、申請者の年齢は６９歳です。続きまして、２０１

８－２号につきましては８０歳です。２０１８－３号につきましては６６歳です。続きまし

て、２０１８－４号につきましては３７歳です。続きまして、２０１８－５及び６号につき

ましては８４歳です。 

追加指定で区域の変更ですが２０１２－１８号につきましては７６歳です。最後になりま

す、２０１２－２１号、こちらも区域の変更の方での追加なのですが、こちらについては８

１歳になります。以上でございます。 

 

●（遠藤会長） 

参考までということで、よろしいでしょうか。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

すみません。ありがとうございます。 

このことについてはこれ以上結構です。 

もう一件よろしいでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、どうぞ。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

平成２４年から追加指定を行っているとのことですが、農業と調和した良好な都市環境と

いう部分と、もう一点生産緑地の大きな意味があったと思うのですね。今までも一度生産緑

地を解除すると市は絶対に買えないと。本来であれば区画整理地での生産緑地であれば公園

も整備されているので、解除されても問題はないのだと思いますが、市街化区域の中で生産

緑地として指定されてあって、公園も少ない、緑も少ないという状況の中では、できれば本

来の公園を増やしていく、市が購入を進めていくという、今まであまり例がないとは思うの

ですが、今後についても追加指定はするけれども、市は買い取って、地域の防災のための公
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園だとか、そういったことに活用していく等といった考え方は全くないのでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

はい。買い取りだとか、公園をどうするかという一般的なことでよろしいですか。 

お願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

確かに買い取り実績というのは今までない訳なのですが、一部戸ヶ崎の方で、借地で都市

公園を整備した事例が一件ございます。中々買い取りとなりますと資金的な問題もありまし

て、即実行に移せないところにはなるのですが、今後につきましては借地公園という切り口

で、公園が少ないエリアでの公園整備を進めていきたいと考えております。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

平成４年度から生産緑地というものが出てきて、２０２２年には３０年が過ぎてしまうと

いう部分では、当時指定した部分が全て解除になって、民間に売買される状況もあると思い

ます。農業を続けると固定資産税も上がってきますので。そういう部分では先に市の方で地

権者の方にそういう話をしておかないと、その時期になって話をしても地権者は地権者で将

来のことを考えてやっていると思いますので、あと数年でそういった状況になりますので、

できれば早めに所有者と話をしていただければ、まだ何とかなるのかなと。 

先ほど話されていた、買えなければ借りて公園にする、買えれば買ってしまうというよう

な方法で検討していくべきだと思いますけれども。部長どうですか。 

 

●（遠藤会長） 

はい。２０２２年に向けてですね、今お答えいただけることはありますか。 

 

●（まちづくり推進部長） 

そうですね。確かに２０２２年になると一斉に買い取り申し出ができるといった状況も見

込まれている中で、色々と地権者の方も意向があると思いますので、そのあたりは早めに意

向の確認をしながら、先ほどお伝えした借地公園もありますので、そこも含めて今後の生産

緑地について検討していきたいと考えております。 

 

●（遠藤会長） 

期間の延長という措置はないのでしょうか。 

お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

平成４年に指定を受けた方々は平成３４年に３０年を経過されるということで、昨年生産

緑地法の改正がございまして、３０年を迎える生産緑地につきましては特定生産緑地という

制度が新たに設けられました。これによって、現在３０年という区切りの中で生産緑地を管

理してもらっているのですが、これがさらにもう１０年延びると。さらに１０年経過した際
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には意向確認をした上でもう１０年延びると。今の生産緑地が引き続き継続されるような制

度が設けられましたので、これにつきましては３０年を経過する前年の平成３３年には、少

なくとも意向調査にて確認した上でさらなる指定を続けていきたいと考えております。 

 

●（遠藤会長） 

いずれにせよ早いうちから意向確認をすることが必要だという指摘があったということで

よろしいですか。はい。 

他いかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

●（後藤委員） 

今の話に少し関連するのですが、所有者の年齢の話がありましたが、８０歳の方ですとか、

８４歳の方ですとか、ご高齢で、おそらくご意向確認されていると思うのですが、次の世代

の方も巻き込んで議論をしていかないと、次の世代への持続性のようなものも併せてご検討

いただきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

指摘ということでよろしいでしょうか。 

 

●（後藤委員） 

はい。 

 

●（遠藤会長） 

では、よろしくお願いいたします。 

はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

●（吉田委員） 

今お話が出ておりましたので質問したいのですが、２０２２年に生産緑地３０年を迎える

ということで、基本的には各自治体が買い取るという意向で、地権者の方が市に買い取って

欲しいという要望があっても、今までの実績でほとんど買っていないということですから、

まとめてそういう土地が出てきた場合、当然買うことはできないのだろうなと思います。 

その生産緑地が一般の土地に戻った場合に土地活用を皆さん考えるわけですから、今お話

にありましたように１０年さらに継続するだとか、都市公園として貸すだとか、色々な方法

があるのだと思いますけれども、事前に地権者さんに継続されるのか、もしくはそういった

土地利用を考えていらっしゃるのかということについて、すでに個々に意向調査をされてい

るのか、それともアンケート調査のようなまとまった調査をすでに行っているのか、また、

されていなければこれからそういったまとまった調査をされるのか、それを伺いたいのです

か。 
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●（遠藤会長） 

はい、ではよろしくお願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

先ほどの特定生産緑地に制度が変わるというところでは、今のスケジュールでは平成３２

年度に地権者さんの意向確認をしようかと考えております。先ほど申し上げましたとおり、

中々公園として買い取るということができていない状況がありますので、特に三郷市の南の

方の地域には公園が少ないというところも多くございますので、意向調査と併せて、公園と

しての借地の意向確認についても、併せて実施ができればと今の段階では考えているところ

です。 

また、今回新たな制度ができたというところでは、今年の４月の段階で、特定生産緑地の

制度の概要を各地権者さんに郵送ではありますが、周知させていただいております。何人か

の方は直接窓口にいらして、より詳しい説明をさせていただいているところですけれども、

今の段階では各地権者さんに郵送で概要をお知らせしたところでございます。 

 

●（遠藤会長） 

よろしいですか。それで間に合うのかとかそういうご指摘ではないのですか。 

 

●（吉田委員） 

大丈夫です。まあ確かにそういう気持ちはありますね。はい。 

 

●（遠藤会長） 

はい。他よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

●（横内委員） 

今お話に出ていた２０２２年に３０年を迎える生産緑地の面積なのですけれど、今全体で

３０．１３ヘクタールになられたということで、ちなみに３０年迎えられる面積はこの内の

どれくらいにあたるのでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

すぐ出ますか。はい、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

現在指定されている面積の内、平成３４年に３０年を迎える生産緑地地区ですが、１０７

地区ございまして、面積にして約１９．４８ヘクタール、現在、今日の案件も含めてですが、

３０．１３ヘクタールの内、当初指定の面積は、繰り返しですが約１９．４８ヘクタールご

ざいます。 

 

●（遠藤会長） 

はい、どうぞ。 
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●（横内委員） 

行政としてはこの内どのくらい１０年継続する、もしくは売却すると考えている、そうい

った細かな意向調査というか可能性ですね、そのあたりはある程度把握できていますか。 

 

●（遠藤会長） 

それではお願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

現在把握はできておりません。今後の意向調査の中でそのあたりの実数を把握していく予

定でございます。 

 

●（横内委員） 

逆に地権者の方で、どうしたらよいかと悩んでいる方に対して行政として何か指針なり、

第４次総合計画ですとかマスタープランとか、まちづくりに関係することなので、こういう

方法がありますよということだとか、そういうものは示せるのでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

これは都市計画マスタープランだとか、そちらから話をしてもらった方がよろしいですか。 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

総合計画につきましては来年度以降に順次見直しに入っていく予定でございまして、先ほ

どみどり公園課長の方からもありましたけれども、意向調査からやっていくという話がござ

いました。そのあたりの状況を見ながら計画にどの程度反映させていけるのかしっかりと検

討させていただきたいと考えております。今後見直しの考え方等についてまとめていきます

ので、その中に検討の要素として組み込んでいければと考えております。 

 

●（遠藤会長） 

いずれ近いうちにこの場にも都市計画マスタープランなり、総合計画なりの案件があがっ

てくるということですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

いずれかの段階で審議会にはご提案差し上げて検討していくことになります。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

はい。現在は今の回答というところですが、よろしいですか。 
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●（横内委員） 

はい。 

 

●（遠藤会長） 

ありがとうございます。 

 

はい、他にいかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

●（後藤委員） 

解除の方なのですけれども、１３４号が解除されるということなのですが、赤で囲われた

地域全て持っていらっしゃって、その内黄色の部分を解除ということでよろしいのでしょう

か。なぜこの部分だけなのかということと、この後どのような土地活用をされるのかという

ことを教えていただいてよろしいでしょうか。現段階で決まっていれば。 

 

●（遠藤会長） 

２４、２５ページご覧いただいて、中抜きになってしまうこの土地のことについて。 

はい。お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

すみません。説明の方で足りていなかった部分かもしれませんが、こちら区画整理地区内

でして、何人かの土地所有者さんが集約されて換地をされておりまして、今回廃止された部

分につきましては、両隣にまだ赤枠で生産緑地が残っておりますけれども、そちらには合計

で３人の方の農地が混在しております。別の所有者の方が所持している生産緑地でございま

す。現在黄色く塗られた解除した土地なのですが、土地の活用を考えているようで、現地に

はその不動産を管理している会社さんの看板が既に建っている状況で、おそらく今後建築物

が建てられることが想定される土地となっております。 

 

●（後藤委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

やはり両隣が農地なので、お互いにとっていい環境になるような開発のあり方をぜひアド

バイスしていただけたらと思います。農地にとっても色々と影響があると思いますので、そ

のあたりは気にしていただけたらなと思います。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

これについて何か回答はいりますか。 

 

●（後藤委員） 

大丈夫です。 
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●（遠藤会長） 

分かりました。ではよろしくお願いいたします。 

他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

●（戸邊委員） 

生産緑地の関係ですね、農地を守る、農家を守るということで、生産緑地に関して八潮市

で１２月議会に提案したということをお聞きしているのですが、内容がどういったことで提

案されたのか、お分かりになれば勉強のためにお聞きしたいと思うのですが。 

 

●（遠藤会長） 

分かりますか、八潮市のことについて。 

はい、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

八潮市が今回１２月に議案をあげた内容が、生産緑地は現在面積要件５００平方メートル

となっているのですが、生産緑地法が昨年改正されて、５００平方メートルという面積を３

００平方メートルにまで緩和できるというような法改正がありました。３００平方メートル

に下げるのであれば各自治体の条例の中で面積要件を定めるようにということがありまして、

八潮市では今回１２月議会にかけております。八潮市は毎年生産緑地の追加指定を実施して

いるということもあるので緩和措置を行うこととなったということです。 

三郷市におきましても追加指定を３年おきに実施しておりますので、次の追加指定が平成

３３年、３年後ございますので、三郷市でも緩和措置を行うのか否かについては今後農業振

興課とも調整を図りながら、次の追加指定に間に合うような判断を今後していきたいと考え

ております。 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

よろしいですか。 

 

●（戸邊委員） 

はい。 

 

●（遠藤会長） 

国の方針としては３００平方メートルまで下げて、どんどん指定していこうということな

のですね。 

 

●（みどり公園課長） 

はい。なるべく残そうという意味合いがあろうかと思います。 
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●（遠藤会長） 

はい。いかがでしょう、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。それでは議案第１号について採決したいと思います。１件１件ではなくてまとめて

議案として採決をしたいと思います。 

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。 

 

本日の議案は１件でございまして、以上をもちまして議案の審議を終了いたします。 

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。 

慎重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。 

 

●（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。 

 

●（都市計画係長） 

[その他について、平成３０年度第２回都市計画審議会の日程及び内容について説明する] 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

それでは以上をもちまして、平成３０年度第１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。 


