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平成２５年度第１回都市計画審議会 
 

１ 開催日時：平成２５年１０月２２日（火）午前１０時～１１時３０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、野澤委員（欠席）、  

白石委員（欠席）、成川委員（欠席）、篠田浩委員、鈴木邦男委員、吉田委員、 

堀切委員、鈴木茂行委員、川添委員、糸谷委員（欠席） 

 
 （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）、 
恩田まちづくり推進部副部長（以下まちづくり推進部副部長）、 

秋本まちづくり推進部参事兼都市計画課長（以下都市計画課長）、 

まちづくり事業課：中村係長（以下まちづくり事業課係長） 

開発指導課：志村参事兼開発指導課長（以下開発指導課長）、 

浅井開発指導課長補佐（以下開発指導課長補佐） 

都市計画課：松本副参事兼課長補佐（以下都市計画課長補佐）、 
小林計画景観係長（以下計画景観係長）、 

岩間主任技師 

藤島主査 

青山主任 

 
４ 議 題 

議案第１号 草加都市計画道路の変更について 

        （3・3・72 天神笹塚線及び 3・3・76 駒形線：三郷市決定） 

議案第２号 草加都市計画地区計画の変更について 

        （三郷中央地区：三郷市決定） 
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５ 議事内容 

（１） 開 会 

●（まちづくり推進部副部長）   司会挨拶 

 
（２） 会長あいさつ 

●（横張会長） 

［開会のあいさつ］ 

●（まちづくり推進部副部長） 

［新委員紹介：礒田誉博委員］ 

●［事務局出席者紹介］ 
●（都市計画課長） 

［委員１５名中、１１名が出席していることを報告］ 

● 議長（横張会長） 

［会議録の署名委員について、鈴木茂行委員と川添委員を指名］ 

●（都市計画課長） 

［傍聴者が３名であることを報告］ 
● 議長（横張会長） 

それでは、本日の議題に入る前に、傍聴者がおりましたので、非公開議案についての

審査をいたします。本日は、お手元の次第にございますとおり、議案が２件ございます。

まず、事務局から非公開の扱いについて、説明をお願いいたします。 

●（都市計画課長） 

ご説明申し上げます。審議会の会議は、三郷市都市計画審議会公開内規によりまして、

原則公開でございます。ただし、会長が三郷市情報公開条例に規定いたします非公開情

報に該当すると認められる場合、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場合につきましては、非公開とする事ができると定め

てございます。事務局としましては、本日の議案は非公開情報には該当しないこと、ま

た、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるとは認められなく、非公開議案ではないと

考えております。以上でございます。 
● 議長（横張会長） 

ありがとうございます。ただいま、事務局より非公開の扱いについて説明がありまし

た。原則公開、また事務局としては本日の議案２題につきましては公開で良いのではな

いかということでございました。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。 
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● 委員      

［意見なし］ 

 
● 議長（横張会長） 

それでは、非公開議案はなしということで、進めていきたいと思います。ただいまよ

り傍聴者の方に入場いただきたいと思いますので、事務局の方でお願いいたします。 

● 〔傍聴者が入場する〕 

 
（３） 議 題 

 
議案第１号 草加都市計画道路の変更について 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。議案第１号「草加都市計画道路の変更

について」、ご審議をお願いしたいと存じます。事務局より説明をお願いいたします。 

●（計画景観係長） 

［議案第１号について、資料に基づき説明する］ 
● 議長（横張会長） 

ありがとうございました。ただいま事務局からご説明いただきました議案１号につき

まして、ご意見、ご質問をお受けしたいと存じます。どこからでも結構でございますの

で、ご意見ご質問お願いいたします。いかがでしょうか。 

●（鈴木深太郎委員） 

 ３・４・７６駒形線について、お伺いいたします。さきほど、新和吉川線の交通量が

半減されるということで、車線も２車線に変更、また交通量も１万台を下回るというこ

とが理由としてありましたが、それは現時点での話であって、例えば来年から工事が始

まりますという状況であれば理由書も通用するかと思いますが、今現在、工事予定はい

つ頃と考えているのか、また、平成１０年に都市計画決定されてもうすでに１５年がた

っています。今後、どのような形でやるか工事計画をたて、いつ頃やると言わなければ、

また変更に変更が起こるのではないかと思いますけれども、そのことに対し、どのよう

に市としては考えているのか、お伺いします。 

● 議長（横張会長） 

はい。事務局いかがでしょうか。 

●（都市計画課長） 

 駒形線の整備の時期についてでございますが、今回都市計画の変更の手続きをお願い
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してございますので、当然その事業化に向けてということで進めて参りたいとは考えて

ございますが、今後、予算等の手続きもございますので、今ここではっきりいつからと

申し上げることはできませんが、事務局といたしましては進めていきたいと考えてござ

います。 
●（鈴木深太郎委員） 

２点、伺いますが、４車線から２車線に変更という、２７ｍから１９ｍに変更されて

いますが、１９ｍの幅員ですが、歩道が何ｍで車道が何ｍというのがわかれば教えてく

ださい。それからもう１点ですが、これは三郷団地とインターA 地区を結ぶ大変重要な

都市計画道路だと認識しております。そこで、これが出来上がると、現在でもさつき平

方面や団地の方から細い道を通ってインターA 地区の方へかなり車が来てますが、その

辺の交通量は本当に大丈夫なのかどうか、その２点についてお伺いします。 

●（都市計画課長補佐） 

 それでは、変更後の幅員の構成についてご説明させていただきます。概要といたしま

しては、車道部が１０ｍ、歩道部が９ｍということになりますが、その内訳としまして

は、車線の幅員といたしましては３ｍ×２、中央帯ということで１ｍ、停車帯というこ

とで１．５ｍが両側にあり、それから歩道部ですが、植樹帯も含めまして４．５ｍが両

側ということで全体の幅員構成が１９ｍとなります。 

●（都市計画課長） 

 交通量の関係でございますけれども、当初平成１０年度のパーソントリップ調査の数

字で、平成 3２年度を目標としたもので、検討を進めてございました。このたび、事業

を進める前提でございますので、最新の数値を使うというのが原則でございますので、

平成１７年度の交通センサスというものがございまして主に車の出入りを調査するもの

でございますけれども、それが平成２１年度を基準として、関東整備局のほうでおおむ

ね 20 年後という将来想定が道路構造令の中にございまして、平成４２年の想定の数量

というのが関東地整のほうで数字がございます。それらの伸び率を用いまして 

三郷市内の、決められたグリッドがあり、その中の将来道路網構想の道路、例えば新和

吉川線ですとか、そういうものが全て整備されたということが前提で 

それで調査した想定台数でございまして、新和吉川線の方にかなり流れるだろうという

ことがございまして、それで駒形線につきましては 9000 台という数字が出ているとこ

ろでございます。したがいまして、ここ数年でこの数字になるというものではない数字

でございます。 

●（鈴木深太郎委員） 

 もう 1 点だけ、これは将来のことなのでどのようになるのかわかりませんが、優先
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順位とすると、工事をやるのは天神笹塚線なのか、先に駒形線なのか、わかれば教えて

ください。 

●（都市計画課長） 

  天神笹塚線につきましては、インターA 地区から伸びて来てございますので、駒形

線を築造するにあたりまして、天神笹塚線の 1 部を延伸しなくてはなりませんので、L

字の形で先に進めるような形になると思います。その後新和吉川線の方に向かう天神笹

塚線については、その後という形になります。 

●（鈴木深太郎委員） 

 はい、了解いたしました。 

● 議長（横張会長） 
よろしいでしょうか、はい、どうもありがとうございます。では、他にいかがでしょ

うか。 

●（苗村委員） 

 今お話をお聞きしたところなんですが、近隣の道路ですね、３・４・３３号線の北側、

広い通りになっていると思うんですけれども、この部分との接続については、今の形状

のまま、若干東側の方に移動するという形で、今ズレているところですけれども、それ

がまっすぐになるといいますか、十字になるのか、教えてください。 

●（都市計画課長） 

 駒形線とその北側の団地の外周道路についてでございますが、このたび、中心線を合

わせるような形で検討をしてございます。 

●（苗村委員） 

 それから、両線にかかわることですけれども、さきほどお話があったように平成 10
年から計画がスタートしているということで、これまでに住民に対して説明会が行なわ

れてきたと思うんですけれど、その辺で出ていた特徴的なもので結構ですが教えていた

だきたいのと、今回の変更については、どのようなかたちでお知らせするのか教えてい

ただきたいと思います。 

●（都市計画課長補佐） 

 説明会につきましては、地元説明会ということで開催させていただいておりますが、

その中で出た主な話としましては、実際の道路が整備された時には周辺が通れるように

なるのかとか、どんな交通状況になるのかという質問が多かったのですが、１人の方か

ら、今回線形を変更したことによって、自分のところが道路にかかって分断されてしま

うということで、線形の再検討をできないのかというようなお話もございました。それ

について、市としても検討したんですが、安全上とか、また警察との協議との関係もご
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ざいまして、線形については変更しないで、今現在進めさせていただいております。 

それから、今後の手続きの関係なんですが、これで都市計画審議会を経て都市計画の

変更をさせていただいた後、またその後詳細な設計等に入る段階で説明会等を開催させ

ていただくような予定になると思います。 
● 議長（横張会長） 

よろしいですか。 

●（苗村委員） 

はい。 

●議長（横張会長） 

 ではお願いします。 
●（村上委員） 

 駒形線についてなんですが、県道と交差して十字路の形態になる、やなぎ通りですか、

団地の外周道路ですよね。そうしますと一体的な道路形状になるのかというのが気にな

るんですね。というのは、やなぎ通りは歩道があるんですけれど、狭くて、車道のとこ

ろに自転車専用道路を、青い色分けをしてやっていますよね。けっこう歩かれる方とか、

自転車を利用する方が多いんですね。今の駒形線もそうなんですけれど、狭いところも

けっこう自転車が多く走っているんです。ですから、今回新たに駒形線が出来たときに、

歩行者、自転車、車道という、そういう区別をちゃんと作られるのかどうか。というの

は、元気な高齢者を育てるためには歩くか自転車というのは結構大きいと思うんですよ

ね。そこらへんの形状についてはどのようにお考えなのかをお伺いしたい。 

歩道が４．５ｍで両側というのを考えますと、ちょっとどういう形かなというのが気に

なります。 
●（都市計画課長） 

 自転車道につきましては、今回歩道が広くなるわけなんですけれども、一概に、今、

自転車は、いろいろな問題が話題になってございますけれども、原則車道だということ

がございます。そういった中で、歩道が広いので、そこを、例えば一部自転車道にする

とか、通れるかというのは、警察との協議が生じて参ります。ですから、その中で自転

車を歩道の一部に通すのか、また確保してゾーンにするのかというのは、今後検討課題

でございます。 

●（村上委員） 

 あの、まちづくりの観点ということで、こんなフラットな三郷市の地形を考えたら、

自転車を促進するという政策があってしかるべきだと思うんです。ですから、協議の結

果あまり自転車が使いやすく無い形になっては、元も子もないような。ですから、まち
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づくりとしては、やはり自転車も使える、そういう道路形態を進めるための、ありとあ

らゆる方策を講じないと、結局は危ない車道を自転車で走るんだったら、怖いわよねと

いうことになるし、また、歩行者と自転車がいっしょでどこまで住み分けできるかとい

うことがあるので、かなり丁寧な政策の進め方というのが必要になると思いますので、

もう少し丁寧な計画というものが必要だと思います。それと、先程も鈴木深太郎委員の

ほうからもありましたけど、工事はいつなのっていうことが、できるだけ早く、いつも

お答えはできるだけ早くなんですよ。他の道路との兼ね合いもあると思うんですけど、

私の知り合いに、その地区で土地が掛かる方もいて、あれから何年っていう話なんです

ね。いったいこれから何年なの、およその目安は、住民説明会のときにはお話になられ

たのでしょうか。 
●（都市計画課長） 

 まず、さきほどご意見をいただきましたが、自転車の安全、これは先生おっしゃる通

りですので、今回、車線が２に減るということで、自転車が車の脇を通ることも考えら

れますので、そちらについては自転車のゾーンなり、歩道を使用するなり、きちんと明

確に検討して進めていきたいと考えてございます。それと、工事の時期につきましては、

地域の方の説明会の時には、出来る限り進めて参りたいということで留めさせていただ

いております。 

●（村上委員） 

 ですから、できるだけとか、まあ、明確に５年以内にとか言えないっていうのはわか

りますけれども、それでは幅を見て１０年以内にはなんとか、くらいなことは伝えられ

ないものなんでしょうか。 

●（まちづくり推進部長） 
この路線は、第二大場川の横を通るということで、県の河川整備との兼ね合いもあり

まして、県の河川整備がどういう状況にあるかということも情報を共有しておりますの

で、その整備と合わせて行うと、当然天端高が上がりますので、その天端に合わせて道

路高も決めますので、そちらの方の状況も見ながら、同じような答弁になりますが、な

るべく早く、せっかくここまで都市計画決定をするわけですから、やっていきたいと思

っております。これは、インターA 地区の理事長からも要望されている事業でもありま

すので、なるべく早くやっていきたいと思います。 

●（堀切委員） 

村上先生のほうからお話がありましたけれども、今、環境だとかそういうような問題

の中で、自転車道というのもきちっと位置付けしていかなくてはならない。そういうよ

うなことを考えると、今回の都市計画決定の中にはできる限り自転車道を含めた計画を



 8

入れていっていただきたい。今お話が出ましたように、第二大場川の改修、改修します

と道路ができますから、県と協議の上それを入れていっていただけるような計画にして

いただきたいなということと、今回気付いたのは、第二大場川の話が出たんで、我々区

画整理、まちづくりをしている関係から、早く第二大場川の改修をしないと、せっかく

街を作って調整池を造っても、その先が捌けないということで問題になっている。これ

は大至急やらないと、三郷市が、まちづくりは区画整理をやらせていたって、それと付

随する周辺の地域、この道路にしても同じで、我々が区画整理して、それと連たんして

いけばより以上に成果が上がる。上がってくるにもかかわらず、２６０ｍの道路がいつ

になってもできない。中央地区も同じですけど、そういう観点からもですね、できるだ

け、まちづくりが進んでいるところでは、それが終わる頃にはやっぱり関連する道路な

どは作っていただきたい。これは意見ですけどね。 

●（吉田委員） 

 意見とお願いで。直接この審議の質問ではないんですけど、よろしいでしょうか。 

●議長（横張会長） 

 はい、どうぞ。 

●（吉田委員） 
 三郷中央地区の審議会でお世話になっている吉田と申します。今お話の出ました自転

車道とか歩道に関して、お願いと意見を述べさせていただきたいんですけど。駒形線の

第二大場川左岸の東側が今回話題になっておりますけど、西側の道路のほうを、河川改

修するのであれば歩道なり自転車専用道路として、車道とは分けて反対側に整備してい

くというのを、もし考えていただければありがたいなあと思います。そして、アクセス

ということからいうと、この第二大場川ですね、ずーっと右岸側を歩行者、自転車道に

整備していただけると、そのまま中央駅に行けるんですね。ですから、南北の自転車な

り歩行者が安心して車道とは分離したかたちでぜひ整備していただくと、三郷がますま

す住みよく歩行者とかにいい街になると思うので、第二大場川がせっかく中央に流れて

いますから、三郷団地のほうからまっすぐ中央駅まで自転車で行けるような、そういう

道をぜひ考えていただければと思います。 

●議長（横張会長） 
 はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

●（苗村委員） 

天神笹塚線のほうなんですけども、車線がここまではっきりしていなくて、今回 4 車

線になるということを決定していくわけですけども、4 車線の道路の形態なんですけど、 

市内にある 4 車線の道路を見てみますと、大型のトラックなども含めて、けっこう停車
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している車が大変多くて、逆に広くなることによって危険が伴っているというのを非常

に感じるんですが、その点についてどのようにお考えなのか、お願いします。 

●（都市計画課長） 

現在、インターA 地区の中の天神笹塚線につきましても、4 車線でトラックが止まっ

ているというような状況がございます。さきほど堀切委員もおっしゃっていたように、

道路が止まっているような状況でございますので、交通量が増えないということでその

ような状況もあるのかなと考えております。これは、道路がつながることによって市内

の交通量が配分されますので、今の交通量が増えて、路上駐車が出来なくなるという 

ふうには考えてございます。 

●（苗村委員） 
 その点は十分留意していただいて、対策をしっかりとっていただきたいと思います。 

●議長（横張会長） 

 はい、ありがとうございます。では、どうぞ。 

●（鈴木深太郎委員） 

 調査不足で申し訳ないんですが、３・３・７２の天神笹塚線、今回交差点を極力直角

にという部分では、新たに道路になる区域、また除外される区域となっていますけど、 
確か、この辺に神社があって、神社を掛けないということで変更されたかと思うんです

が、その辺のことは大丈夫なんでしょうか。 

●（都市計画課長） 

駒形神社につきましては、線形がかからないようにというご要望も確かにございまし

た。そういった中で、駒形付近の、例えば町会からご要望いただくとか、全ての方がそ

れを望んでいるかというのもこの時点でははっきりしてございませんでしたので、やは

り基本といたしましては、当初都市計画決定した時に、交差点の形状が７９度くらいで

ぶつかっておったんですけど、それを今回ほぼ直角、８９度でぶつけることによって、

北側に線形が少し上がってきたと。それに伴いまして、現況の線形は駒形神社も避ける

ような形にはなってございます。 

●議長（横張会長） 

むしろ今回の線形の変更によって、駒形神社が外れたということですね。６ページを

ご覧いただきますと、ちょっと小さい字ですけど、駒形神社が外れたかたちで、出てい

ますね。以前の計画ですともろに上にかかってたということですね。 

あの、天、神、笹、の神と笹の丁度真ん中辺の真上ですね。 

●（鈴木深太郎委員） 

 はい、了解です。 
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●議長（横張会長） 

他にいかがでしょうか。 

あのー、私から一言だけ。１万台を超えるようですと４車線ということで、今回予測

として 9000 ということで２車線に減少ということですね。まあ、9000 という数字の根

拠は国交省の将来予測ということなんですけども、ご承知かと思いますけど、国交省の

将来予測ここまでピンポイントの精度を保証するものではないので、9000 という数字に

関しては、やや安全係数を見込む必要があるかもしれないという気がいたしますので、

1000 台との猶予ですね、あと 1000 台増えちゃうと 10000 台を超えて４車線の基準にな

ってしまうというあたりについては、やや不安が残らないわけでもない、という気が若

干いたします。というのが、さきほど数字を伺った時の若干の不安でございますね。そ

れから、あと、駒形線は、北から南へ入ってきて、天神笹塚線にぶつかる所について、

右折の専用車線は設けるんですか。 

●（岩間主任技師） 

右折車線は設けております。 

●議長（横張会長） 

設けるわけですね。そうすると、そこについては歩道部分の幅員は少し狭くなってし

まう。 

●（岩間主任技師） 

 いいえ、停車帯を設けて、停車帯をつぶすような形です。 

● 議長（横張会長） 

ああ、そうですか。わかりました。でしたらいいですね。あと、私見で恐縮でござい

ますけど、自転車に関しては私自身も専門に近いところもありまして、例えばデンマー

クとか、コペンハーゲン、私、向こうの大学と付き合いがあるもんですから、けっこう

その辺のことをやってる方と話をしたことあるんですが、その方に日本に来ていただい

たこともありまして、ご意見を伺ったところ、日本の場合、自転車が車両だという意識

が低すぎるということを指摘されていました。デンマークだと、車と歩行者とどっちに

近いかというと明らかに車に近いという扱いをするということです。ですから、歩道に

自転車が入り込むことはありえないんだと。あくまで自転車は車道を共有するものであ

るということを非常に明確におっしゃっていました。ですから自転車専用道を設けるん

であれば、車道を小さくして歩道はそのままに確保しなければならないんだというのが

デンマークでは大原則だということを明確におっしゃってました。ですから逆に言いま

すと、私も経験があるんですが、自転車専用道を歩行者がちょっと歩いてるとものすご

い勢いで自転車に怒られるんですね。おまえなに考えてるんだと。要するに車にクラク
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ションを鳴らされるのと同じような勢いで、歩行者が自転車道を歩いてると怒られると。

明らかに車両としての扱いを受けるということなんですね。その背景にあるのは、 

自転車の値段が日本に比べて圧倒的に高いんですよ。１万円を下回る値段で買えること

なんてありえないんですね。どんなにママチャリでも５万円は下回らないという金額の

自転車しか置いてないです。ですから、買う側にとっても、車両を買ってるんだと。使

い捨てで１万円しないようなのをそこらへんのスーパーで買ってくるなんてありえない

ということなんですね。それくらい意識が使う側にとっても、あるいは都市計画として

道路を整備する側にとっても徹底してるということが、あれだけ自転車が市民権を得て

ることの背景の１つにはあろうかと思います。ですので、自転車道の整備というのは 

大賛成なんですが、だったらきちんとしたものを作らないと、というふうに、途中から

いきなり歩道に入ってみて、また車道に出てみてとか、ああいうことを繰り返してる限

りは、自転車は市民権を得られないと私は思います。 

はい、という余計なことを少し申しました。 

他にご意見等ございますでしょうか。 

● 堀切委員 

 あの、さきほど苗村さんから、開発地域に車が停車しているという問題、これはおそ

らく三郷市の今までの都市計画の遅れ、どうしても開発するところは今言ったように行

き止まり道路だから。そこで、車を止めて、仕事をする人たちの駐車場的な。ちょうど

私の所は新三郷の開発、もう朝から何１０トンと積んだ車が並んでる。それが終わった

なと思ったら今度は南部の開発。またあそこへみんな。車は走ってれば道路は壊れない

んですよね。何１０トンと積んだ車が同じ時間ずーっといられると下がったり、都市計

画道路ですから相当高い道路構造で作ってるわけですけど、やっぱり止まってられると

壊われるんです。だから、後からの支出も道路の改修では出てきてます。我慢しなけれ

ばしょうがないんだろうけど、それだけ三郷に車が寄ってきて活発なんだけど、その半

面、そういう弊害があると。来る人もよく考えてだんだん中へ入れたりして、そのうち

に建物が出来て終わってるんですけど。続いてる道路なら止まれないんですけども。南

部でも同じだったと思うんですよ。みんなあそこに止まって次々、車が増えちゃって、 

危ないことも随分あったと。だんだん完成してくることによって減ってきてるのはわか

りますけど、まだ多いですね。それは産みの苦しみなのかなと考えてますけど。それは

うまくやってもらうしかないですね。 

● 議長（横張会長） 

それでは、もう１つ議案もございますので、特段に、他にご意見がございませんよう

でしたらば、議案第１号につきまして採決をいたしたいかと存じますけれども、よろし
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いでしょうか。 

〔意見なし〕 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案第１号「草加都市計画道路の変更について」採決をいたしたいと思い

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。 

〔全員挙手〕 

● 議長（横張会長） 

はい、ありがとうございます。全員賛成ということで、よって本案は、原案のとおり

決定いたします。どうもありがとうございました。 

 
議案第２号 草加都市計画地区計画の変更について 

● 議長（横張会長） 

続きまして、議案第２号「草加都市計画地区計画の変更について」ということで、ご

審議をお願いいたします。事務局よりご説明をお願いします。 

●（都市計画課長補佐） 

［議案第２号について、資料に基づき説明する］ 
● 議長（横張会長） 

はい、ありがとうございます。それではただいま事務局からご説明ございました件に

つきまして、ご意見、ご質問を賜りたいと思います。いくつか内容分かれておりますけ

ど、どこからでも結構でございますので、ご質問、ご意見等よろしくお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

●（鈴木深太郎委員） 
３７ページの１号緑地について、今回 UR も来てないので、状況的にどこまでわかる

かなんですが、１号緑地に関しては、ずっとこの都市計画審議会において何度も変更が

ございました。今回、道路が右折帯を設けたために６ｍから７．５ｍということなんで

すけども、この道路は、新和吉川線を横断できるのかどうか。何のために右折帯を設け

ているのか。その１点と、今までも１号緑地は何度も変更してきました。東京都の水道

管が入ってるということで変更して、さらに調査が甘かったということでまた変更して、

今回３回か４回目ですね。まあ、UR の体質なのかどうかね、そういうのも含めてちょ

っとお伺いします。まあ、市に聞いてもわからないかもしれませんけども。その２点に

ついてお伺いします。 

● 議長（横張会長） 

では、お願いします。 
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●（まちづくり事業課係長） 

こちらの交差点の所につきましては、新和吉川線の中央分離帯については無い形で交

差点形状を設けるかたちとなります。住宅の方から、緑地の南側から新和吉川線に右折

で出れるようにはなる形で警察との調整をして、このような形状になってるところです。 
ですので、区画道路の東西の道路については、横断ができるような形になります。 

２点目のほうにつきましては、鈴木先生の方からもご指摘ありましたように、こちら

の１号緑地の所については何回か変更ということでこれまでさせていただいているとこ

ろでございます。今回、再度精査したところ１部変更があったということで、これ以上

の変更はないかということで、施行者のほうからは聞いておりますので、よろしくお願

いいたします。 
●（鈴木深太郎委員） 

ということは、ここに右折帯ができるということは、ここに信号が出来るということ

でよろしいんでしょうか。 

●（まちづくり事業課係長） 

警察のほうとは、信号を設置するようなかたちで協議を進めておりまして、右折がで

きるような区画道路、６ｍから７．５ｍに幅員を拡幅することによって、信号も設置す

るような形で警察とも協議を進めていると聞いております。 

●（鈴木深太郎委員） 

今、係長さんの方から今後変更は無いだろうというような話もございました。松本さ

んのほうからも平成２６年３月の換地処分に向けて中央地区も進められているというこ

とでございましたけども、本当にもうこれ以上変更はないのか。よく話を聞いてると、

まだまだあるような話も聞いてます。要するに、堀切さんもいらっしゃいますけども、

組合施工と、UR が工事主体でやってますので、私が考えるには、私個人的には、随分

甘いんではないかと。住民の要望をあまりにも聞きすぎていて、まあ、聞くことは大事

なんですけども、すぐに変更してしまうということが感じとれるんですけども、市とし

てはどういうふうに思ってるのか。部長、どうですか。 

●（まちづくり推進部長） 

先程も言いましたように、工事の概成が２６年３月で終わりますので、工事に伴った

変更というもは生じるわけですが、現在のところ、工事竣工に向けて UR もやっており

ますので、これ以上の変更は、私は無いものと思っております。以上です。 

●（鈴木深太郎委員） 

わかりました。 

● 議長（横張会長） 
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はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

●（苗村委員） 

 はい、先程、吉田委員のほうからも少しお話がでたんですけども、今回、中身として

は変更の問題だけなんですが、水害対策としてですね、栄の調節池があるわけですけど

も、今回の台風で相当厳しいという状況、南の方はかなり雨水が溜まったという状況が

ありました。当然、区画整理をやってる区域内についてはそれほどのことは無かったと

思うんですけども、今後の状況として、区画整理をしている以外の地域に水が溜まって

いく、内水の排除がなかなか難しいという状況も生まれてくるんじゃないかと思ってる

んですけども、その点はどのようにお考えでしょうか。 

●（都市計画課長） 
ただいまの件につきましては、市内全体の治水対策ということでございますので、建

設部局のほうで検討していくものと考えております。 

●（苗村委員） 

ぜひ、よろしくお願いします。 

● 議長（横張会長） 

他にいかがでしょうか。 
すいません、私のほうから１つお伺いしたいんですけど、まず、畜舎の件でございま

すけど、さきほどのご説明の中で、E、F、G、H の４地区について、畜舎の記載が無い

のは、すでに動物病院やペットショップがあるからである、というご発言があったよう

に思ったんですけど、そういうことでよろしいでしょうか。 

●（都市計画課長補佐） 

そういうことではなくて、商業系の用途地域ということで、そういったペットショッ

プとか動物病院を認めている場所ということで、すでにあるということではなくて、今

後もそういうものがあってもいいということで、地区計画の制限の中に入れないという

ことでございます。 

● 議長（横張会長） 

はい。すいません。でしたら結構なんですが、さきほどのご説明を正確に聞けなかっ

たのかもしれませんけど、すでにあるからというようなことだとすると、それは変だな

と。 

都市計画というものは、既存がどうであれ、とにかく計画は計画としてどうあるべき

ということを定めるべきものですから。それでしたら結構でございます。どうもありが

とうございます。そうなりますと、準工に関して、畜舎を禁止していますけど、準工に

関しても禁止ということでよろしいんですね。 
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●（都市計画課長補佐） 

そうですね。今回準工につきましても入れさせていただきました。 

● 議長（横張会長） 

はい、わかりました。あと、セレモニーホール等の件に関しては、住民から非常に強

い要望があったというご説明でございましたけれども、具体に要望の理由については、

なにか要望の中に記載されていたんでしょうか。 

●（都市計画課長補佐） 

理由については、特に地区内の環境ですね、住環境等に影響を与えるということで、

そういったものを規制してほしいというような内容となっておりました。 

● 議長（横張会長） 
どういう影響があるというんですかね。 

●（都市計画課長） 

特にセレモニーホール等が有害施設であるとか、そういう考え方ではなくてですね、

やはり中央駅においては、駅の近くも住宅が結構張りついていてマンションも多くござ

います。多くの人が来ることに、一部の部分に来ることによって環境的なものとかとい

う意味でございまして、特にセレモニーだから有害施設だという考えではございません

でした。 

● 議長（横張会長） 

あの、もし人が特定の施設に集中してしまうとか、それによって様々な導線に対して

影響があるとかということであれば、まあ、こうした葬儀場、セレモニーホールという

ことを特出しするものではなく、むしろ一般的にそうした施設に対してそれを規制する

というふうにあるべき話なんではないかなというふうに思いますけど、いかがですかね。 
●（岩間主任技師） 

三郷市の、他の地区計画と比べたときにというお話も聞いてますので、他の地区計画

の中に葬儀場、セレモニーホールという記載があったのに、中央地区のほうには無い、

というような話は伺ってます。その中で、ぜひ中央地区の地区計画でも葬儀場、セレモ

ニーホールを記載してほしい、制限してほしいという内容を伺ってます。 

● 議長（横張会長） 
 あまりそれは、他にそのことが記載されていて、ここには無いからというのは、積極

的理由にはならないと思います。 

●（岩間主任技師） 

 地区計画ですので、住民の意見を反映させるという意図で…。 

● 議長（横張会長） 
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もちろん住民の意見を反映させるということは当然だと思いますし、けしからんとい

う話をしてるわけでももちろん無いんですが、ただ、一方で住民の強い要望があったか

らというだけのご説明で、だからこれを承認してほしいというのでは、都市計画審議会

としては、やや根拠に欠けるんではないかなというふうに思うんですけど。言い方を変

えれば、住民が強い要望をすればなんだって通るんですかって話になってしまいますね。

ですから、審議会としては、審議する以上は、どういう理由があるのかということが添

えられていて、その理由がもっともであるということであれば、それは当然住民の要望

であるからして、受けましょう、あるいはどうしましょうかということを審議するべき

なんだと思いますけども、ただ強いというだけでは、なかなかこれは、審議のしようが

ないんじゃないかなという気がするということですね。あるいは、他がそうだからとか

だけでは、なかなか、どうなんでしょうでというふうに思いますね。 

●（まちづくり推進部長） 

要望書そのものが６月１８日に送られておりまして、その中にですね、実は具体的な

動きとしまして、すでにアパートとかマンションが建ってる敷地の中に、一部工場とい

うか作業所があったのですが、そこに、居抜きでセレモニーホールを建てたい、進出し

たいということで、そういった動きがございました。当然、周りの住民の方、町会長も

含めて、このような環境の中にセレモニーホールが来るということは、今後の生活上も

支障あるし、当然これからの土地利用についても支障があるということで、強い要望と

いうことで前中央地区の中の町会長も含めて、そういったものを排除してくださいとい

うことで、今回、特にこれは動いたという経緯もございます。 

● 議長（横張会長） 

あの、いわゆる個別な案件としてそうしたものが問題であるということに対し、それ

をどうかと考えることと、都市計画審議会で、都市計画的な決定の中でこういう風に一

般論としてそういう施設については制限をかけます、という話は、ややニュアンスが違

うことだと思うんですね。従いまして、今ここで私たちが議論するのは個別案件ではな

く、都市計画上こうした地区に対して制限を掛けるべき施設の１つとしてこういうもの

を入れるかどうかということを議論してるわけですので、今のご説明のように個別案件

に関してどうかということとは、分けて考えるべきなんじゃないかと思うんですけどね。 
●（まちづくり推進部長） 

当然、それは先生おっしゃるとおりなんですが、やはりここまで中央地区のところも

住宅がかなり建っておりまして、そのような状況の中で、他の地区計画の中では、イン

ターA、インター南部、ららシティもそうなんですが、セレモニーホールというのは制

限しております。今回、こういった動きもある中で、住居環境、しかも区画整理とかや
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った所については、そういったものを排除すべきだろうということで、今回こちらの方

に議案を提出させてもらった経緯もございます。 

● 議長（横張会長） 

とすると、今後とも、三郷市としては今回の要望如何にかかわらず、こうした住居系

の地域に関しては、そういうセレモニーホールについては原則認めないという方針で行

こうということでよろしいですか。 

●（都市計画課長） 

さきほども申し上げましたけれども、中央地区は駅の近くも住宅が多くございまして、

中央地区全体が住宅地のようなかたちになってございます。都市計画的に、住宅との混

在を避けたいというご要望も当然ございましたし、地区計画でございますので、住民の

方の希望することを当然入れて、その地区ごとの実情に応じた街づくりを進めるという

手法の地区計画を生かしていきたいということでございます。 

● 議長（横張会長）  

 はい、わかりました。すいません、私ばかり発言いたしまして。まあ、今のような経

緯であるというご説明でございますけども、本件に関していかがでございますか。 

● 堀切委員 
 今の話を聞いていると、住居系ではまあそういう感じですが、商業であるとか近隣商

業では制限していくことは、だれしもが経験していかなくてはならない場所を、どこも

ないじゃないかという話になる。それらを一部の強い要望によって全部なくすのはおか

しい、どっかにないと住んでる人たちも困るし、街としての機能としても足りないとい

うようなことだと思うんですけど、いかがでしょうかね。 

●（まちづくり推進部長） 
 インターA 地区もセレモニーホールは排除しております。これは、組合からの強い要

望でやっております。あそこも商業地区があるわけなんですが。ただ、今後、会長もお

っしゃるように、また区画整理とか地区計画を定める場合は、住民の方のご意見も聞い

て、地区計画を策定するにあたっては、意見を伺いながら、本当に排除するのか、ここ

にあった方がいいのか、そういった議論は重ねて、地区計画の中でそういったことは 

住民の方との検討は続けて決定していきたいと思っております。全てが排除というわけ

ではないです。 

● 村上委員 

 私は、セレモニーホールは駅の近くだととっても便利なんですよね。ですからインタ

ーA 地区とか南部地区を同列に扱う必要はないと思います。三郷駅近くにもありますよ

ね。そういう意味での、超高齢社会の中でその需要は大きくなると思うんです。さきほ
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ど、畜舎といっても動物病院やペットショップは、このエリアに限っては排除してない、

というふうに思えば、お住まいの近くはちょっとという方も、さきほどおっしゃいまし

た商業地域とか、そこまで規制をする理由がわからないんですね。ペットショップや動

物病院を認めているのであれば、セレモニーホールは美しいものですから、商業施設の

中にあっても全然違和感なく受け入れられるのではないかなという感じはいたします。 

だから、一律にではなくて、少しは規制するエリアと、そうでないエリアも検討すべき

じゃないかなと思います。 

● 吉田委員 

 今回の要望書、私は当該の町会でお世話になっている者でもありますし、中央地区の

地権者の一人でもあるんですけど、中央地区の平均減歩率４０％近い減歩によって、今

換地作業進んでおります。来年には終わる予定になっていますけど、各地権者さんは減

歩によって土地面積が非常に狭くなっております。ただ、区画整理を行うことによって 

優良な地形になり、土地利用が促進されて、地積が減ってもその分価値が上がるという

ことで皆さん合意してやってるわけですけども、まあ、いろんなご意見あると思います

けど、セレモニーホール、非常に公共的なものですから絶対必要なものですけど、仮に

ご自分の土地の隣に来た時に、隣の地権者の利用制限、いろんな面で土地利用をやって

いく上で、当然、いろんな面で影響があるわけですよね。ですから、いい影響があるか

もしれませんけども、マイナスの影響も当然考えられますから、ですから、なるべくそ

ういうことは今回の中に入れてほしいというのが、我々地元の人たちの総意というか、

それで市の方にも要望をさせていただいたという経緯がありますので、ぜひご理解いた

だきたいと思います。 

● 議長（横張会長） 
 今のお話は、近隣商業地域に関してもということでいらっしゃいますか。 

● 吉田委員 

 そうですね。 

● 鈴木邦男委員 

吉田さんのほうからそういうお話がございましたが、私は、中央駅の近くに建つと、

セレモニーホールございますよね。やっぱり便利なんですよね。火葬場じゃないんです

から。やっぱり、せめて中央地区全域建てられないと。商業地域だけはいいような気が

しますけどね。みなさんお世話になるんだから、１度は。集まりやすいですし、駅近い

から。 

● 議長（横張会長） 

 他にいかがでしょうか。 
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 景観の方も担当させていただいている立場からしますと、セレモニーホール等につい

ては、デザインとかそうした面での検討をもう少しする余地というのもあるんではない

かなというふうに思いますけど。いかにもというような施設としてのセレモニーホール

はいかがなものかというご意見があるとするならば、そこらへんはもう少しデザイン的

な工夫の中で景観的なインパクトを和らげるとか、そういう配慮というのも１つにはあ

りえるのかなと思いますし、有名な例ですと、JR の名古屋駅の新幹線ホームから見え

る、駅に着く直前に非常に大きなセレモニーホールがあるんですけれども、あれは決し

て街の雰囲気を壊しているという話はございません。名古屋は景観条例が非常に厳しい

所でございますけども、随分前からきちんとした施設として位置付いているようなもの

ではあると思うんですね。ですので、そういった意味からしますと、みなさんご指摘の

ように、商業地域まで規制をかけるというのはややどうなのかなというふうに。もちろ

ん、繰り返しますが、個別の施設の問題として、あれは困るというようなものがあった

場合にはこれはまた別の議論だと思うんですが、いわゆる都市計画としての網を掛ける

という中にそれを明記してしまうのは、どうなのかなという気が私はいたしますけども。 

他にご意見いかがでしょうか。 

あの、そうですね。これちょっといろいろなご意見もございますので、今ここですぐ

に可否を皆さんに挙手をいただいて決定するというのは、ちょっと難しいのかなという

気がいたしますけど。ですから、もし事務局の方で皆さんのご意見をふまえる中で、少

し協議いただくようなお時間が頂戴できるようであれば、次回に持ち越しということも

あっていいのかなと思いますけども。あの、事務局の方としてはいかがですか皆さんの

今のご意見を伺った中で、それでも今ここで採決したいというふうにおっしゃいますで

しょうか。 
●（まちづくり推進部長） 

今回、署名出された方々、全町会長もございますし、そちらの方々と再度こういった

ご意見も出ましたという調整も含めて、次回の都市計画審議会の方でということで了解

しました。 

● 議長（横張会長） 

はい。では本件に関しましては、そのような形でまた次回に再度ご協議いただいて結

果を反映させながらこの場で審議という形にさせていただきたく思います。 

どうもありがとうございました。 

●吉田委員 

 ちょっといいですか。 

● 議長（横張会長） 
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あ、どうぞどうぞ。 

●吉田委員 

要望書の出ている各町会の方たちにも連絡を今回の結果をご報告ぜひお願いしたいと

思います。 
●まちづくり推進部長 

了解しました。 

● 議長（横張会長） 

もう１点ございましたね。先程のご説明の中で、誘導容積に関してのご説明がもう１

点あったかと思います。もう１回よろしいですかね。 

●（都市計画課長） 
４点合わせて次回送りということで。 

● 議長（横張会長） 

いえいえ、誘導容積に関してとこれ関連いたしますか。 

●（都市計画課長） 

関連はございません。 

● 議長（横張会長） 
 じゃ、誘導容積の問題と、１号緑地でございますね。この２点に関しましては、どう

しましょうか。議案は１個になっちゃってますからね。一応形式上は議案１個で掛けて

いただいてますので、分けちゃうというのはどうかなと思うんですが、もし急ぐという

ことがございますようでしたら、事務局の方からその辺ご提案いただければと思います

が。 

●（開発指導課長） 
誘導容積の認可の申請を受けてる者なんですけども、申請者の方にかなり負担を掛け

てるものでして、これが解除されることによってその申請が不要になりますので、出来

ればそれだけ早い方が地権者の方にとっては良いかなというふうに考えております。 

● 議長（横張会長） 

本来であれば、議案１個でさきほどの１号緑地の件も含めて全て可決かどうかという

話になっておりますので、そこだけ切り分けるとなると、いわゆる道義的な話になるの

かと思いますけれども、事務局の方としてそれでよろしいですか。 

●（都市計画課長） 

事務局といたしましては、１つの議案でございまして、切り分けることは出来ないの

かなと。告示の関係もございますので。そうしますと、１７条縦覧からそこだけ除いて

やり直しという形にもなると思いますので、一括あるいはやり直しという形で検討させ
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ていただきたいと思います。 

● 議長（横張会長） 

では、地権者の方に関しては申し訳ございませんけども、今回こうして一括議案で 

受けている以上、今この場で切り分けて審議と、あるいは可決というわけにはいかない

かと思いますので、次回に全て持ち越しという形にさせていただきたいと思います。 

他に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、以上をもちまして、本日の議案につきましては終了といたします。大変熱

心に様々なご意見を頂戴いたしまして、大変ありがとうございました。少なくても、第

１号の議案につきましては、皆様全員の賛成によりまして可決いたしましたので、本件

につきましては、私から市長に速やかに答申させていただく思います。それではここで、

傍聴者の皆様方につきましては、事務局の指示に従いまして退場いただきますように、

よろしくお願いいたします。 

 
〔傍聴者が退場する〕 

 
● 議長（横張会長） 

それでは皆様方には慎重かつ大変活発ななご審議をいただきまして、改めて御礼申し

上げます。ありがとうございました。では、事務局の方に司会進行をお返ししたいと思

います。よろしくお願いします。 

 
（４） その他 

●（まちづくり推進部副部長） 
横張会長、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。続

きまして、次第の４、その他でございますが、現在の都市計画審議会委員の任期が１０

月３１日までとなっておりまして、本日が最後の都市計画審議会となりますので、豊賀

部長より、委員の皆様に御礼のご挨拶をさせていただきます。 

 
[まちづくり推進部長挨拶] 

 
（５） 閉 会 

 


