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平成２４年度第１回都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２４年８月３０日（木）午前１０時～１１時００分 

 

 

２ 開催場所：三郷市役所 ６階 全員協議会室 

 

 

３ 出席者       １４名（委員総数１５名） 

 （委 員） 

  横張会長、   篠田進委員、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、 成川委員、   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 

 

 （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参事兼都市計画課長（以下都市計画課長）、 

みどり公園課：   美田課長（以下みどり公園課長）、鈴木係長、濱島主任技師 

まちづくり事業課：井戸田主査（以下まちづくり事業課主査） 

都市計画課：   松本課長補佐（以下都市計画課長補佐）、 

安達計画景観係長（以下計画景観係長）、 

渡邉主事 

 

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 

        （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 

        （三郷インター南部地区：三郷市決定） 
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５ 議事内容 

（１） 開 会 

●（都市計画課長補佐）   司会挨拶 

 

（２） 会長あいさつ 

●（横張会長） 

［開会のあいさつ］ 

●（部長） 

［新年度あいさつ］ 

●（都市計画課長） 

［委員１５名中、１４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、白石委員と成川委員を指名］ 

●（都市計画課長） 

［傍聴者が２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件でございま

す。まず、事務局から非公開の扱いについて、説明を求めます。 

●（都市計画課長） 

それでは、ご説明いたします。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、原則公開となっております。ただし、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、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るとしております。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

められないので、非公開議案ではないと解釈しております。 

● 議長（横張会長） 

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。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。 

● 委員      

［意見なし］ 
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● 議長（横張会長） 

それでは、非公開議案はなしと判断し、進めていきたいと思います。ただいまから傍

聴者を入場させます。事務局の方、傍聴者を入場させてください。 

● 〔傍聴者が入場する〕 

 

（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 

● 議長（横張会長） 

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」、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（横張会長） 

ただいまの事務局からの説明に関して、ご意見、ご質問はございませんか。 

●（成川委員） 

 公図で見ますと６ページですね、８４５番地というのは神社か何かだと思いますが、

入口はどこにありますか。 

●（みどり公園課長） 

 この地図でいきますと、８４５番地はお宮になっておりますが、このお宮の下側に入

口がございます。 

●（村上委員） 

生産緑地は相続等の後継者の問題があって、三郷の場合はどんどん減っていくように

思うんですね。ある意味水と緑というコンセプトがある中で、公園も少ないんですけれ

ども、こういう生産緑地を公園に準ずるような、活用みたいなものを視野に入れること

はできないんでしょうか？ 

●（みどり公園課長） 

 担当課としましては、たしかに公園用地として必要ではございますが、なかなか予算

等の関係もありまして、それを買い取るということがちょっと難しい状況にございます。

ただ、今実施しているんですが、生産緑地の追加指定ということで、現在、申出期間と

いうことで実施しておりますので、それらを踏まえて検討していきたいと思います。 

●（村上委員） 

みどり公園課とは違うかもしれませんけれども、市民農園とか、市民が活用できる農
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作地みたいなものっていうのは無理なのでしょうか？ 

●（みどり公園課長） 

 市民農園は、個人がやる部分では、構いません。ただ、貸し農園とかになってしまい

ますと、相続税とかが影響してきますので、個人が市民農園として開放する分には、問

題はありません。 

●（村上委員） 

 意見なんですけども、そういう地権者の意向を大事にするっていうのと、ここは都市

計画審議会ですから、まち全体の緑地とのバランスみたいなところが合えば、やはりま

ちづくりの中で、公園も少ない、緑地も少ないということであれば、生産者と消費者が

一緒になる市民農園みたいなものを政策の中に、公園ともタイアップするような形で、

進めていくべきだということで、意見を言わせていただきます。 

●（堀切委員） 

 説明の中では、農業従事者が故障して農業ができないから生産緑地を外すというふう

に聞こえたんですけど、一部を外して一部を残して誰がやるんですか？ 

●（みどり公園課長） 

 所有者が二人いらっしゃいまして、それで一団の農地ということで認定しておりまし

て、もう一人の所有者の方がおりますので、その方が継続してやってまいります。 

●（堀切委員） 

 故障になった方が保有している生産緑地を外すということを言っているわけですか？ 

●（みどり公園課長） 

 はい。地番でいうと６３３番地と６３４番地の２筆を所有している方が故障になった

ので、今回その一部を解除するものです。 

●（堀切委員） 

 実際は、今まで出てきたら相続か何かになりますから、外すというのはわかるんです

けど、一部を外すというのは、まだ外さないものについては、耕作できるっていうふう

に考えると、整合性がないような感じするわけですね。まだそれだったら、一部はでき

るけど、一部はできないから外してくれっていうことであるとすれば、そこの線引きっ

ていうのは障害の程度によって全くできない障害だとか、多少動けるからこれだけ外し

てくれっていう理由なんですか？ 

●（みどり公園課長） 

 所有者の奥様も農業に従事してまして、ご主人が故障されたことにより、一人が従事

できなくなったということで、その担い手が減ったということで、一部を解除したいと

いう趣旨です。 
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●（篠田進委員） 

 この生産緑地の解除を認めるようになったのは、本来であれば相続の時にしか解除で

きないっていうことだったけれども、仕事に従事できない、医者の診断がついていると

いうことであれば一部は解除する、というようなことを、これはおそらく県と相談して

作ったと思うんですけど、何年経つだろうね。 

●（みどり公園課長） 

 生産緑地が当初平成４年に始まりましたので、丸２０年経っています。 

●（篠田進委員） 

 たしかに緑地を残すってことはすごく良いことだと思う。ただ、田んぼを持っていた

り、畑を持っていたりして、従事できなければ、それを解除するってことも、私は本当

に必要だと思うんです。できないやつを放っておいたら草ボーボー生えて、手をつけら

れないわけですから、それを何かの形で例えば材料置場とかで使用してもらえば、市も

税収が上がって良くなるわけだし、本人も売れて良くなるわけだから、三郷の場合は高

齢化していますから、これからそういうことがうんと出てくると思うんですね。ですか

ら、一部は駄目じゃなくて、その人のできる範囲では認めてあげるべきだと思います。 

●（みどり公園課長） 

 今回の案件ですが、奥様が農業を継続してやっていくというお話しですので、ただし、

担い手が減るんで、今回黄色の部分は解除してほしいということなので、一部農業の意

思があればですね、継続して認めていきたいと思います。 

●（篠田進委員） 

わかりました。 

●（苗村委員） 

生産緑地の指定っていうのは、先ほど平成４年からだったというわけなんですけれど

も、実際には、三郷のような都市近郊農家にとっては、継続したいと思われていても、

今回のようないわゆる故障という形っていうのが仕方ないのかなっていうふうには思い

ます。先ほど村上委員が言われたような、やはり、三郷市の中で水と緑っていうと、畑、

田んぼっていうものが必要なわけですけれども、どんどんやっぱり、今、増やすことの

方が少なくて減っていくことの方が多いわけですから、計画的な問題や農業に従事され

ている方が、致し方ないことはよくわかるんですけれども、趣旨などももう一度よくお

考えをいただくようなことが必要なのかなって思っています。先ほどのお話があったよ

うに、公園にしていくことなどもやはり視野に入れていく必要があるっていうことを、

これはもう要望で結構ですので、お願いします。 

●議長（横張会長） 
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 今、事務局の方からもございましたけれども、生産緑地法の改正が平成４年、１９９

２年にございまして、それに際して生産緑地の指定というのがなされるようになったわ

けでございますけれども、その際に、ご承知かと思いますが、３０年間営農継続という

のが条件になっていてちょうど今２０年が経過したと、言い方を変えますと、あと１０

年経つと、魔法が切れちゃうと言いますか、そこで縛りがいったん切れるわけですね。

ですので生産緑地をめぐっては、大きな変化があと１０年くらいのうちにはやってくる

ということでございまして、まだ１０年あるという言い方もできますけども、早くその

ときどうするのかと、あるいは、そのあとどのように考えていくのかといった議論は都

市計画審議会等の場でも継続的に今後していく必要があるのではないかというふうに私

も認識しております。 

●（鈴木深太郎委員） 

生産緑地が解除される前に農業従事者が市に相談する窓口というのはあるんですか。 

●（みどり公園課長） 

みどり公園課に来る前に農業委員会の方にご相談には行っているようです。最終的な

受付はみどり公園課になります。 

●（鈴木深太郎委員） 

どうしても、生産緑地を解除するにあたりましては、やっぱり後の土地利用を考えて

買い取り申出ってことで市の方に提出するわけなのですが、先ほど村上委員からお話が

あったように、例えば、農業従事者が先に、市のほうにこれだけの面積が農業従事でき

ないので解除したいと、そういう時に、事前に市の方に申請があれば、みどり公園課で

検討できると思いますが、いきなり農業委員会に行ってしまいますと、何も買い取りは

ありませんと常に買い取り申出ができてしまうので、市のほうとしては土地利用を図り

まして、買い取り申出では買えないということになってしまうので、事前に相談窓口が

あればもうちょっと土地利用ができるのではないかと思いますが、その点いかがでしょ

うか。 

●（みどり公園課長） 

生産緑地の解除の関係ですが、市長に対して、買い取り申出というのをします。そこ

で市のほうで、買い取るか買い取らないかを一カ月以内に回答いたします。それで買い

取らないということになりましたら、農業希望者のほうに、農業委員会さんとか農協を

通して斡旋をいたします。それでも、買い取りがなかったということになりますと、行

為制限解除されます。一定の期間を設けて斡旋を行っておりますので、どうしても買い

手がないということであれば、その方が開発とか宅地化とかできるようなシステムには

なっています。 
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●（鈴木深太郎委員） 

そういう意味ではなくて、買い取り申出が出る時点では、もう大体土地利用は決まっ

ているわけです。そうではなくて、買い取り申出を出す前にそういう相談窓口を設けて

おけば、もうちょっと市の方でも土地利用ができるのではないかと。買い取り申出の段

階では、その本人もある程度解除した後の土地利用は大枠で決まっているかと思うんで

すよね。買い取り申出というのは生産緑地が解除されますから、多額なお金もかかりま

すので、市では買えないってことになってしまうので、申出をする前にそういう相談窓

口を、実はこういうわけでこの部分を解除したいけど、市としてはどれくらいで買い取

りをできるかとか、そういう相談窓口があれば、もうちょっと生産緑地を残すことがで

きるのではないかとは思うのですが。 

●（みどり公園課長） 

その辺については、農地ですので農業委員会と検討してまいりたいと思います。 

●（堀切委員） 

今ちょっと感じたんですけども、いろいろなお話の中で、市内の中に、公園の位置付

け、こういう地区に欲しいとか、将来欲しいとか計画するっていうような構想はあるん

ですか。マスタープランだとかありますけど、そのなかで公園の位置付けというのはど

こかにしてあるんですか。 

●（みどり公園課長） 

みどりの基本計画というのがありまして、そちらのほうで計画をうたってあります。

この辺の地域に公園がないから必要だとか、そういうのはうたってあります。 

●（堀切委員） 

その辺がまだ生産緑地と計画でうたっている所が合っていかないということで今まで

全く買えないということが起きているということですか。 

●（みどり公園課長） 

はい。 

● 議長（横張会長） 

意見が出尽くしたようですが、他にご意見はございませんでしょうか。 

● 委員 

〔意見なし〕 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案第１号「草加都市計画生産緑地地区の変更について」採決したいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

● 委員 
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〔異議なし〕 

● 議長（横張会長） 

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願います。 

● 委員 

〔全員挙手〕 

● 議長（横張会長） 

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。 

 

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」、こちらは、三郷イ

ンター南部地区の地区計画になりますが、審議をお願いいたします。事務局より説明を

求めます。 

●（計画景観係長） 

［議案第２号について、資料に基づき説明する］ 

●（鈴木深太郎委員） 

１８ページの変更理由が何点か書いてありますが、一番初めに地区南西側に位置する

用水路沿いの区画街路については、現況の橋梁の長寿命化を図ることに重点を置くとい

うことから幅員が１０ｍから６ｍに変更されていると思いますが、逆に、１０ｍできち

っと新しい橋を作ったほうが、今後の耐震化においてはいいのではないかと。長寿命化

というのは、あくまでもその橋を長くもたせるために塗り替えたり、点検をしたりとい

うことではないんでしょうか。それは一体どうやって審議をされたのですか。 

●（都市計画課長） 

二郷半用水の橋はボックスカルバートになっていて、まだ１０年以内にやり変えたば

かりの橋でして、これをやり変えることによって費用もかかりますし、中川沿いの方の

彦江一丁目とか花和田地区でまだ計画があるわけではないので、１０ｍにしたからとい

って、こちらのほうにできるかというとできない。既存の道路に合わせた形が経済性も

含めて一番いいのではないかということです。もうちょっと付け加えますと、１０ｍに

拡げたとしても、こちらにいくところでガードレールとかポールとかで狭めてしまうだ

けで、効果としてどうなのかということを検討して、こういうような形となっています。 

●（鈴木深太郎委員） 

当初は、みなさんの意見を聞いて１０ｍというようなことになって、たぶん施行され
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たと思うんですね。南部地区の場合は、たいへん期間が短い、インターＡ地区とか中央

地区みたいに１０年単位であれば、その間考え方が変わったりしますが、あまり短い期

間ですぐ変わってしまうっていうのはいかがなものかとは思いますが、その辺はどうい

う形で協議されたのですか。 

●（都市計画課長） 

通常、区画整理事業というのは非常に長いスパンで施工していきますが、ここについ

ては非常にレアケースで、非常に短い期間である程度の決定がされてきて事業が進捗し

てきたという中で、当初の考えといたしましては、周辺もまた開発とかいろいろ区画整

理とかいろんな睨みで、このような形で計画されたのかと思うのですが、事業期間が平

成２７年度までという形で進んでいる中で、他の整備が見えてこないということから先

ほど言ったような形で変更していこうか、ということになりました。 

●（鈴木深太郎委員） 

区画道路８－２号線を９ｍにして９－１号線という形に１ｍ増えますけども、９ｍと

いう大変中途半端な幅員で、私が心配しているのは、今インターＡ地区においても倉庫

とか物流倉庫とかございまして、現在でもこの物流倉庫に入るトラックが、道路に駐車

をしているというような現状があります。９ｍが歩道付きの、片方に歩道が付くかどう

かわかりませんけども、大きな物流センターがくるという部分では、広げたということ

で今ご説明ございましたけども、８ｍを１０ｍにしてもいいわけですよね。９ｍにした

意味を教えてください。 

●（都市計画課長） 

開発をやるときなどには大きい敷地の中ではよく９ｍや１２ｍという基準がありまし

て、ここも当初大きい区画ではないというようなことで考えて８ｍということにしたと

思いますが、あれだけの大きい流通業務施設が来たことによってそれに対応するための

幅員ということで９ｍになったと聞いております。 

●（鈴木深太郎委員） 

悪いことを考えると、先ほどの二郷半の道路の面積を減らしたので、その分だけ調整

をしたのではないかと、思うんですが。 

●（都市計画課長） 

そういうことはございません。その状況に応じて大きな物流施設が来たということで

幅員を広くしたということですので、別の理由でございます。 

●（鈴木茂行委員） 

私インター南部の役員をやっている関係で、今、鈴木さんが言われた２３ページの流

通業務地区その２とその１の間の道路ですよね。８ｍの幅員がなんで９ｍになったかと
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いうご質問ですが、その２のところに仮換地を受ける方が大型トラックを持ってらっし

ゃって、８ｍだと曲がり切れないというような経緯がありました。それで、１ｍ拡幅し

たということです。 

●（苗村委員） 

南部地区の全体を見てなんですけれども、今のところですと、一番大きい地区にはい

くつか倉庫ができているという状況にあるかと思いますが、大雑把で結構ですので、現

況どうなっているのか、あと、公園と調整池が位置付けられるわけですけれども、この

へんはいつ頃になっていくのかお知らせいただきたいのと、それから先ほどまで出てい

ました橋梁の長寿命化と合わせて現況幅員のまま地区施設として道路を位置付けるとい

うふうになっているわけですけれども、地区施設というふうになることはいずれ何かあ

った場合には地区がやるのかどうか、市が関与するのかどうかそのへんについてお知ら

せください。 

●（まちづくり事業課主査） 

只今のご質問の地区内の企業進出状況についてでございますが、お手元の資料の２３

ページの詳細図をご覧いただきたいと思います。この中で現在、区９－１と書かれてい

る道路と区１６－１、また、区１４－１と書かれている道路を囲む街区については保留

地ということで計画されております。この保留地はすべて売却されております。この街

区につきましては、３つの建物が計画され、２棟が完成しておりまして、現在、物流施

設として稼働しております。また、残る一つの建物につきましては、現在建築中でござ

いまして、来年には建物が完成し、稼働をする予定と聞いております。また、区１４－

１と区１６－１と区２０－２と書かれている道路に囲まれた大きなブロックでございま

すが、このブロックにつきましては二つの建物が、現在建築着工中でございます。こち

らにつきましても、来年に稼働予定と聞いております。また、その南側、区２０－２の

道路の南側の流通業務地区その３、その４と書かれているブロックですが、こちらにつ

きましても、順次建築が着工中でございます。三郷インター南部地区につきましては、

事業がかなり速いスピードで進捗しており、また順調に企業も進出しているところでご

ざいます。また、その他の自己利用街区、小さな画地につきましても、企業の引き合い

が多いようであります。公園と調整池についてでございますが、現在、調整池につきま

しては、３分の２程度が暫定整備されており、平成２５年度中には完成する予定である

と聞いております。また、公園についてでございますが、こちらは市の事業となります

が、現在の事業計画における最終年度である平成２７年度までには整備していきたいと

考えておりますが、現在の市の財政状況を踏まえますと早くても、最終年度である平成

２７年度になると思います。 
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●（都市計画課長補佐） 

それからもう一点ご質問がございました地区施設は、市が整備するというようなご質

問だったと思いますが、地区施設につきましては、地区計画の中で位置等を確定させる

ために都市計画で定めているという内容でございまして、そこで事業者を定めていると

いうものではありません。この場合は、組合施行の区画整理地のところでございますの

で、原則として整備するのは組合ということになります。 

●（苗村委員） 

今もお話があったように誘致が進んでいるという状況の中で、今お話いただいた公園

については２７年度ということだと思うんですけど、だいたい地区内のほぼ完成に近い

形になるのかなと思うわけなんですけれども、今、市の方からの補助金等が入っている

かと思うんですけれども、これについては速く進んだとしても同じように導入するのか

どうか、そこについてもお知らせお願いします。 

●（まちづくり推進部長） 

先ほど、担当の方から公園の整備を平成２７年度と説明がありましたが、現在の事業

計画では組合は造成までで、整備については市が行うこととなってございます。市の現

在の財政状況等を踏まえますと場合によっては厳しいかもしれません。そうした中で、

現在、組合がまちのグレードアップを検討しており、公園整備についても地区の魅力あ

る施設として組合でお願いできないか、現在、組合と協議をしているところでございま

す。市の助成金につきましては、このようなことも踏まえた中で、このまま継続するの

か等も検討してまいりたいと考えております。 

● 議長（横張会長） 

意見が出尽くしたようですが、他にご意見はございませんでしょうか。 

● 委員 

〔意見なし〕 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案第２号「草加都市計画地区計画の変更について」採決したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

● 委員 

〔異議なし〕 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案第２号「草加都市計画地区計画の変更について」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願います。 

● 委員 
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〔賛成多数〕 

● 議長（横張会長） 

賛成多数であります。よって本案は、原案のとおり決定いたします。これをもちまし

て、本日の議案の審議を終了いたします。ここで、傍聴者の方は事務局の指示に従って

退場していただきます。 

 

〔傍聴者が退場する〕 

 

● 議長（横張会長） 

ご決定いただきました審議事項につきましては、私から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。皆様方には慎重なご審議を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いたします。 

 

 

（４） その他 

●（都市計画課長補佐） 

横張会長、進行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、その他でございますが、「地域主権一括法の施行に伴う都市計画法の改正」

について説明させていただきます。 

●（計画景観係長） 

〔地域主権一括法の改正について説明を行う〕  

●（都市計画課長補佐） 

   ただいまの事務局からの説明に関して、 ご意見、ご質問はございませんか。 

●（委員） 

［質問なし］ 

●（都市計画課長補佐） 

ご質問等が無いようなので、これで終了とさせていただきます。 

 

 

（５） 閉 会 

●（都市計画課長補佐） 

それでは、閉会にあたりまして、会長職務代理の堀切様より、ごあいさつをいただき

たいと思います。 
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●（堀切委員）  

 ［閉会のあいさつ］ 

●（都市計画課長補佐） 

ありがとうございました。これで、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。 


