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平成２４年度第２回都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２４年１２月１７日（月）午後２時～４時２０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、     白石委員（欠席）、   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（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）、 

  中村まちづくり推進部副部長兼開発指導課長（以下まちづくり推進部副部長） 

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）、鈴木みどり公園係長、 

濱島主任技師、田中主事 

まちづくり事業課：三瓶課長（以下まちづくり事業課長）、 

城津課長補佐（以下まちづくり事業課長補佐）、鈴木主査 

開発指導課：   若木開発指導係長、成島主査 

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）、 

岩間技師、渡邉主事 

 

４ 議 題 

議案第１号 草加都市計画用途地域の変更について  

（三郷吉川線沿道地区、新三郷ららシティ地区：三郷市決定）  

議案第２号 草加都市計画防火地域及び準防火地域の変更について  

（三郷吉川線沿道地区：三郷市決定）  

議案第３号 草加都市計画地区計画の変更について  

（三郷吉川線沿道地区、新三郷ららシティ地区：三郷市決定）  
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議案第４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）  

 

５ 報 告   市街化調整区域の計画開発における地区計画の取り扱い方針（案）

及びガイドライン（案）について  

 

６ 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］ 

●（都市計画課長） 

［委員１５名中、１３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、篠田浩委員と鈴木邦男委員を指名］ 

●（都市計画課長） 

［傍聴者が０名であることを報告］ 

 

（３） 議 題 

議案第１号 草加都市計画用途地域の変更について 

議案第２号 草加都市計画防火地域及び準防火地域の変更について 

議案第３号 草加都市計画地区計画の変更について 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案第１号「草加都市計画用途地域の変更について」、議案第２号 「草

加都市計画防火地域及び準防火地域の変更について」、議案第３号「草加都市計画地区

計画の変更について」以上３議案につきましては、関連する議案でございますので、一

括して議題に供するものでございます。 事務局より説明を求めます。 

●計画景観係長 

［議案第１号～３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。 
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●苗村委員 

まず最初に、吉川線沿道地区の方でお聞きをしたいんですけども、２ページ目の変更

理由についてですけども、第一種住居地域にするということで、店舗、事務所あるいは

ホテルなども立てられるという括りになるわけですね、用途で。先ほどの話にあったよ

うに、地区計画を変えたとしても用途地域で区分ができるので、今までの変更前と変わ

らないのかどうかをお聞きしたいんですけれども。 

●都市計画課長補佐 

今回変えたことによって、どのような建築物が新たに建てられるようになるとか、新

たに建てられなくなるというようなご質問だと思うんですけれども、最終的に用途地域

を第一種住居地域にしまして、その上で、今回地区計画でできないものを増やしており

ますので、結局、新たに建築できなくなるものはないんですけど、新たに建築できるよ

うになるものというのは、店舗が今までのときは５０㎡までのものしかできなかったの

が、床面積３０００㎡までの店舗ができるようになるというようなことが主な内容にな

ります。 

●野澤委員 

１１ページ目をお開きいただきたいんですけども、沿道地区の方の地区計画の変更で、

要するに第一種低層から第一種住居になるっていうことで、店舗が立地するわけですけ

れども、ここで、建築物の高さの最高限度を１２m としたのは、どのような理由からな

んでしょうか。もともと第一種低層だったということを鑑みて、高いマンションとかが

建たないように意図して１２m にしたというような理解でよろしいでしょうか。 

●都市計画課長 

本地区は、変更する以前は第一種低層住居専用地域で、建築基準法の５５条だったと

思うんですけども、１０m か１２m かどちらか選べるようなことで、制限がまずかかっ

ていたんですね。今度、第一種住居地域になることによって制限が省かれることになり、

そのへんを考慮して１２m ということで、制限を設けました。また、北側の隣地の日照

の悪化を防ぐために、北側の斜線についても設けてございます。 

●野澤委員 

要するに第一種低層住居専用地域時代の建物を建てられるボリュームはさほど変わ

らないっていうことで、たまたま用途だけは店舗に近隣の人たちの生活利便性のために

店舗が可能という理解でよろしいでしょうか。もともと１０m じゃなくて１２m だった

んでしょうか、第一種低層時代は。 

●都市計画課長補佐 

もともとは高さ１０m ということで、それから、建ぺい率５０％から６０％、容積率
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８０％から２００％に変わりますので、多少建てられるものっていうのは変わりますが、

現状、第一種低層住居専用地域の住宅が建っている中で、今回用途地域を変えるという

ことで急に高い建物が建ちますと、もともとある住宅にお住まいの方に影響が大きいと

いうことで、店舗ができるという条件の中で、住環境に配慮した形にさせていただいた

というような趣旨でございます。 

●野澤委員 

ありがとうございました。 

●苗村委員 

同じく吉川線沿道の問題でお聞きしますが、この地区計画の変更については、近隣の

住民などに対しての説明会が行われたか否か。それから、もし、行われていたのであれ

ば、そこで出た意見などございましたらお知らせください。 

●都市計画課長補佐 

三郷吉川線の変更に関しましては、地元の地域の方を対象に説明会の方を開催して案

の作成を進めてきております。具体的に言いますと、今年の６月２９日の金曜日の夜７

時からと、その翌日６月３０日の土曜日１０時からということで、２回にわたりまして

彦成公民館の方で説明会を開催させていただきました。出席人数は２回の説明会で合計

１１名出席していただきました。こちらの中で説明をさせていただきまして、意見とい

たしましては、今回の変更理由は何なのかですとか、もう少し北側が市街化調整区域で

すから、そちらの方の変更はどうなのかというようなご質問があったんですが、今回は

市街化区域の変更ですという話をさせていただいたということがございます。特に反対

のご意見というのはございませんでした。 

●堀切委員 

沿道なんですけど、変更後の道路の両端２５m っていうのはこういう図面上で引くに

は引けると思うんですけど、実際に現場へ行ったときには２５m だと、その画地がです

ね、いろいろ分筆するとかなんとかっていうことが生じるだろうと思うんですよね。こ

の２５m っていうのはその開発する面積のところの敷地等は考慮するとかある程度含

みのあるものなんですか。もうぴったり２５m で、越えた場合にはそっちはダメなのか、

どのような考え方してるんですか。 

●都市計画課長補佐 

沿道用途を変更するような場合には、主に、１宅地分の２５m か２宅地分の５０m と

いう基準があるんですけども、その範囲の中である程度地形地物に沿って、わかりやす

くラインをとるっていうやり方もあります。ただ、そうしますと、基準にしている道路

などが変わったときには、その範囲がわからなくなってしまうので、それであれば、県
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道の境界から２５m のラインで引いた方が将来的に間違いがないということと、制限内

容は、敷地面積の過半の部分の都市計画が適用になるということで、今回このようにさ

せていただきました。 

●鈴木深太郎委員 

新三郷ららシティ地区についてお伺いしたいんですけども、前回駅前が変更されて今

回また変更ということで、ららシティは民間開発ということで、ほぼこれで変更はない

のかなと思っているんですが、その点いかがでしょうか。 

●都市計画課長 

今回が最後にしたいとは思っております。 

●鈴木深太郎委員 

土地利用が未利用っていうのはないと思うんですが、いかがですか。 

●都市計画課長 

今回変更しようとする区域が最後で、あとはありません。 

●苗村委員 

先ほどの沿道の方と同じような理由でお聞きしますけども、この生活利便地区という

ものであったのが、業務利便地区という形になるわけなんですけども、具体的に言うと

どのようなものが建つようになるのか具体的にお話していただけると助かるんですが。 

●都市計画課長補佐 

内容的に言いますと、第二種住居地域から準住居地域に変更するということで、さら

に地区計画の方も変更しますので、わかりづらいんですけども、簡単に申し上げますと、

これまでは第二種住居地域ということで、例えば、戸建住宅なども建つような住宅に配

慮しながら、その他の利便性に供するような施設も建つような用途地域でしたが、今度

は準住居地域ということで、現状、建っているものが自己用倉庫とか事務所と同じよう

なもので、土地利用されるということが望ましいという考え方から、主に倉庫とか事務

所に限定するような形で、用途地域と地区計画を組み合わせて、そういうものを誘導す

るような内容になっております。準住居地域ということで、住宅をできないようにする

のは難しいのですが、地区計画の中で最低敷地面積を２００㎡から５００㎡に変更して

おりますので、そちらの方で戸建住宅が実際にはできないようにしてるというような形

で、倉庫等を誘導していきたいというような内容でございます。 

●篠田進委員 

ここの場所は第二種住居地域でずっと変更しないから今までああいう形になってる

んですけど、今度変更するとまた企業も入りやすいだろうし、これは是非やるべきだと

思いますよね。あそこだけが空いてるわけだから。他はだいたい埋まって、放っておく
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といつまでもなかなか土地が埋まらない。相手も困るだろうし、三郷市も困るっていう

ことがあるから、是非、早く進めてできるような方向に持っていった方がいいと思いま

すので、是非お願いします。 

●都市計画課長 

今回変更する地区につきましては、今まで複合的な生活利便施設を誘導する地区であ

る程度大きい枠の中での地区でしたが、実際、今立地しているのが事務所と自己用倉庫

になっているので、都市計画的にもそのようなものをなるべく純化するというのが今回

の大きな理由でございます。それと、今新和吉川線が去年あたりから県道の草加流山線

のところまで工事をしているところなんですが、その延伸も考えているところでして、

そこに行き着くところで流通系の土地利用を図っていくということも一つ視野の中に

入っております。 

●篠田進委員 

いかに早くやるか、だいぶ経つからね、ここが一番最後に残ってるわけだから、本来

であれば、病院っていう話も出てたんだけど、なかなか面積の方が少なくて、土地が高

いとかでなかなか入り込めなかった。最後までここが残っちゃったから、変更してもら

いたい。三郷市としても十分にメリットはあるわけだからいいと思いますね。是非よろ

しく頼みます。 

● 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１号「草加都市計画用途地域の変更について」、議案第２号「草加都

市計画防火地域及び準防火地域の変更について」、議案第３号「草加都市計画地区計画の

変更について」以上３議案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、３議案について一括して採決いたします。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 

〔賛成多数〕 
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● 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。  

 

議案第４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） 

続きまして、議案第４号「草加都市計画生産緑地地区の変更について」議題に供しま

す。事務局より説明を求めます。  

●みどり公園課長 

［議案第４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。 

●鈴木深太郎委員 

今回は生産緑地の追加ということで、良好な都市環境の形成づくりということで、今

回筆数もたいへん多いんですけども、前回もお話をさせていただきましたけども、どう

してもですね、所有者の様々な理由によって生産緑地の解除と、これだけ増やしても何

年後かすると減ってしまうという部分では前回提案させてもらってますけども、市とし

てはどういう対応策を考えているのか伺います。 

●みどり公園課長 

ご指摘のとおり、いろんな事情により、解除ということがありえますが、そういうふ

うになった場合にはなるべく生産者と親密なお話をさせていただいて、農地として保全

していただくような対応をとっていきたいと思います。 

●鈴木深太郎委員 

そこが問題なんです。言葉尻ではそういうふうに話しますけど、実は、所有者は自分

の土地を今後どうしようかということを先に考えているわけですよ。だからこそ何かを

つくってくださいと、この前相談窓口とか自分が計画をする前にまずは市に相談をして、

こんだけの金額で買えますよと、そうすれば公園は生産緑地の部分を公園にするとか、

残すことはできるんですけれども、何もしなければ、やっぱり１０年もしたらまた少し

ずつ減っていくというそういう繰り返しになると思うんで、そのへんをきちっと考えて

ほしいってことを前回もお話をしたんで、その点についてお願いします。 

●みどり公園課長 

現状ですと、先般申し上げたんですけど、買取は非常に難しい状況にございます。で

すので、借地方式とかですね、そういう方法で維持していくような形で検討していきた

いと思います。 
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●鈴木茂行委員 

新規の指定ではなくて、既に指定されている隣地に指定をする場合には、面積の制限

というのはないんでしょうか。例えば、何㎡以上とか今のところ全然ないわけですか。 

●みどり公園課長 

指定要件が５００㎡以上ということになっているので、その隣と合わせて５００㎡以

上であれば、可能でございまして、上限というのはございません。 

●鈴木茂行委員 

例えば、以前に指定してここ何年間のうちにいろんな理由で解除して、今回追加指定

をするというようなケースっていうのはあったんでしょうか。参考までに伺いたいんで

すが。 

●みどり公園課長 

それらについては認めておりません。 

●苗村委員 

生産緑地を指定するというのは、様々な経緯があって、営農していくという気持ちが

相当なければ、できないものだと思うんですけれども、その中で、これだけの追加がで

きたというのは、土地をお持ちの農家の方と様々なお話をする中で、先ほどのルールを

お聞きした申請の問題などあったと思うんですけれども、その中で、やはり三郷の場合

っていうのは、いわゆる近郊の農家で非常に大変な部分というのはとてもあると思うん

ですけども、決断をされたと思ったわけなんですけれども、そのへんの中で、要望とか

なかったのかどうか聞かせてください。 

●みどり課長 

要望というのは追加にあたっての要望でよろしいでしょうか。 

●苗村委員 

はい。 

●みどり公園課長 

生産緑地の追加指定は行っておりませんでしたが、農業委員会からの要望がございま

して、それに基づいて、今回追加指定という形を取らせていただきました。 

●村上委員 

先ほどから農地として保存してほしいっていうことで生産緑地として、農業委員会か

らの要望もあったということは、三郷市の農業というものに対して、ある程度明確な方

向性がない限りはですね、農地として保存してください、農業やってくださいと言えな

いと思うんですね。そこらへんのところを農業委員会に対して説明ってあるんですか。

とりあえず農地を保全してくださいじゃ、生きていってるわけですから、畑作であれ、



 9 

水田であれ。そういうところの説明っていうのは、こういう指定するにあたってあるん

ですか。 

●みどり公園課長 

一回指定を受けますと、３０年間というですね、長期にわたって縛りがございますの

で、そのへんを所有者に対して説明をさせていただいて、それらをご理解いただいて、

今回の指定をとらせていただいております。 

●村上委員 

ですから、地権者の意向に委ねてますから、ご判断くださいっていうようなご答弁の

ような気がするんですけども、こちらとしては農地がある意味準公園的なものがあって

ほっとする空間というのがあるんですけども、実際、地権者で農業やっている人たちが

今後３０年間縛りかけられてね、やはり、三郷市の農業っていう、食べるだけの畑って

いうには面積が多いんじゃないかと思うんですね。本当に農業者と生きる施策を合わせ

てね、やはりそういうことで農地として保存してくださいというにはね、それなりの農

業委員会というか農業政策担当課とのね、意思を図っていかないと無責任なような気が

するんですね。ですから、生産緑地にした後、３０年間縛りかけられますから、じゃな

くて、その土地を活かして農業としてどういうことができるのかっていうことも含めた

誘導の仕方をしていくべきだと思いますので、みどり公園課さんの担当じゃないと思い

ますけども、それは市として、一体的な政策の誘導みたいなものを図っていただきたい

という意見というか要望なんですけど、よろしくお願いします。 

●議長（横張会長） 

この生産緑地の問題は、みなさんご承知のとおり、相続に際して、手放さざるを得な

くなって指定解除になるというケースが非常に多いかと思うんですね。一方で、９４年

ですか、生産緑地法の改正があって、その段階で向こう３０年間という縛りの中で生産

緑地とされた箇所というのが随分あったんですが、それが３０年ですから、あと１０年、

ほぼ１０年経ちますと、ちょうど魔法が切れて馬車がかぼちゃに戻っちゃうというよう

な時が訪れようとしてるわけですね。何も先行的に手を打たないと、先ほどご懸念のよ

うに大量に３０年間が来たんだということで、買取申請がくるということが懸念されて

いるということでして、これは三郷市だけでなく、全国的にどうするんだという議論が

今後非常に切実な問題として起こってこようとしております。まだ１０年あるというこ

ともできますけども、先ほどのご指摘のように、１０年後を見越して先行的にどうする

んだという施策を早いうちから手を打たないととてもたいへんなことになってしまう

危険性がそこにあるということかと思いますので、なかなか税金の問題ですから難しい

んですが、是非、いろいろな方策をお考えいただきたいなというふうに私からもお願い
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しときたいと思います。 

●篠田進委員 

生産緑地の追加指定とか解除とかありますよね。三郷の場合で、農業従事してる人た

ちが私は営農するんだって形でやってる人は追加指定とかあると思うんだけども、３０

年というのは長いね。気持ちはわかるけども、そのへんもよく相談して、今三郷の場合

は、従事できなければ、例えば、医師の診断があって、農業に従事できなければ、解除

はできますよ、という規定をつくったじゃないですか。だからやれる間はやってもらっ

て、これから後継者の問題でいろいろあるから、そのへんもよく追加指定の申請があっ

た時には、例えば、何年後にはこのへんには道路ができちゃうとか、道路計画が入って

ますですとか、そういった場合も細かく説明してあげて、丁寧にね、してあげるべきだ

と思うんですよ。どうしても３０年って言ったけども、ここで、どうしても後継ぐ人も

いなくなっちゃったからできないんです、というそれだけじゃ解除できないじゃないで

すか。だから、例えば、手が悪くなる、足が不自由になったとかいって、どうしても営

農継続できないというような場合には、三郷も何年前だったかな、私強く言ったんです

けども、解除してやらなかったらかわいそうだっていうね。だから、これからの指定す

るやつもそういう面もよく説明してやらないと。ただ３０年はできませんよっていうこ

とじゃなくて、今後、担当は農業の人たちのことよく考えて、営農する人は営農する、

できるような環境づくりもしていかなくちゃならないことだから、ただ、そういうもの

が都市計画の中で決定されたものがあるわけだよね。例えば、道路にしろ、ここに何か

を作りたいなという計画があるんであれば、こういうものあるんですよ、ということも

考えて行かなくちゃならないですよね。道路の場合は認めてもらえるから解除は出来る

けどもね、市の施設とか建物は解除できないから、そういうところをよく説明して、是

非、担当で丁寧な説明して、指定を受けるなら受ける方法でやってもらいたいなって思

うんですね。そのへんはどうですか。 

●みどり公園課長 

指定にあたりまして、道路とかそれらの計画について説明いたしまして、それらを了

解いただいて、同意書をいただきまして、今回の認定に至っております。そのへんの説

明をいたしまして、了解しました、それでも生産緑地として指定を受けたいですという

ことに基づいて今回指定しております。 

●篠田進委員 

それ一番大事だと思うんですよ。私は３０年も受けたんだから、市の計画には賛同し

ないよ、とかならないように、こういう契約が既にされていれば、１０年後、１５年後

にはあるかもしれないというやつをね、その時には是非協力してくださいというような
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こともね、よく説明しとかないと、相手に理解してもらえなくなるから。これから、そ

ういうことがあった時にはよろしく頼みます。 

● 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４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 

〔異議なし〕 

● 議長（横張会長） 

それでは、議案第４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 

〔全員賛成〕 

● 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。これをもちまし

て、本日の議案の審議を終了いたします。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。 

 

報告事項 市街化調整区域の計画開発における地区計画の取り扱い方針（案）及び

ガイドライン（案）について 

● 議長（横張会長） 

 続きまして、報告事項に入らせていただきます。「市街化調整区域の計画開発における

地区計画の取り扱い方針（案）及びガイドライン（案）について」事務局より説明を求

めます。 

●まちづくり事業課長補佐、都市計画課長補佐 

［報告事項について、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。 

●堀切委員 

これ読ませていただいて、只今説明を受けたんですけど、ほんとに上手にできている
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なと。実質的にやはり良い街を作るためには土地区画整理法による区画整理を行うこと

がやはり将来的に良い街ができるんだろうと思っております。新しくできた三郷吉川線

の端はかならず開発したいという一般の企業が来ると思うんです。あの道路は都市計画

がおそらく昭和４０年代に決められていて、おそらくこの近いときに実施計画ができて

きて、今年開通になったんだろうけども、何年か前にあの道路ができるってことがもう

大体確実になってきたときに、どうしてみなさん区画整理をやらないんですかと。これ

を聞いてると、役所は事業者の金で全部やってもらいたいというような気持ちが見える

んですね。あと役所の人が結局汗をかかないじゃないですか。これで将来良い街ができ

るのかと思ったわけですね、これ読ませてもらった時に。そこらへんやむを得ない、こ

れだけ都心に近くてどんどん商業者が進出してやりたいのはわかるんですけど、その前

に土地を持っている人たちに対して、行政が主導的に地域の計画的な開発というのを提

案してですね、逆に早く道路つくると同時にあの周辺も土地利用ができるような区画整

理事業が行われれば良かったのかなと思っておりますね。そういうような意味で、本当

に事業者のお金でみんなやってもらってますよ、人のふんどしでやろうということなん

ですよ。それはもう見え見え。だから、それは財政的には大変だろうと思うし、私もや

むを得ない、こういうものができるのはやむを得ないなぁというようなことはあるんで

すけど、もう少し役所自体も汗をかいてもらいたい。その前にいろんな計画をつくった

り、そのような道路が通るような地域には提案して、まずそれでもなおかつみんな協力

しないということであればこういうことでいいんだと思うんですけど、おそらくそうい

うものはあっちにも事業者が開発した、こっちにも開発した、こうやってできてって、

結果的には計画的な街じゃなくて、活きた地所と死んだ地所ということで得にはならな

いんじゃないかなと思うことがあるんですけど、それらについてどういうふうに考えて

いるのかとお尋ねしたい。 

●まちづくり事業課長 

只今ご意見のございました区画整理事業でやるというのが王道だということで、お話

をいただきました。まったくごもっともなところなんですけれども、市街化編入要件、

それから区画整理事業を行っていく上での規模要件を勘案するとですね、例えば、三郷

吉川線沿いに仮に商業系を貼り付けるとして都市計画を動かすとすると、大規模な商業

系の開発になるということで、まずそこの計画開発が認められないというのが今の県の

スタンスになってます。そういったものだとか、住専系の隣に大規模な区画整理を計画

してもやはり産業系のみではダメだということで、じゃあ住宅系でいいんじゃないかと

いうことになるんですけども、それについては、市街化編入自体を県の方は認めていな

いという状況もございまして、なかなか王道の土地区画整理事業を動かしていくには、
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入口論で難しい地域が多いということになります。それでは、市街化調整区域で何もや

らないでということになりますと、先ほども申し上げたとおり、利便性の高い地域、要

は道路が１２m のところですとか、国道、県道が三郷市の場合かなり入っておりますの

で、そういったところで、資材置き場だとか残土置き場という土地利用される懸念は非

常に高まっているということで、これについてはなんとかしなくちゃいけない。そうい

うところから、産業立地ゾーンというものを発意したというのが経緯でございます。民

間がやって市が何もやらないんじゃないかということでございますが、これにつきまし

ても、地区計画手法を用いることによりまして、都市計画を動かすということで、企業

と一緒に計画的な街並みを創造していくということで、やりたい民間にやっていただく

ということが前程になりますので、民間活力の導入にもなるということで考えておりま

す。 

●都市計画課長補佐 

様々な手法がある中で、区画整理をやらないということではなくて、その手法の一つ

として市街化調整区域の地区計画というものも使えるようにというか、ガイドラインと

して策定して、手法の一つとして活かせるようにしていこうという考え方でやっており

ます。 

●堀切委員 

南部も相当進捗も良いし、私の A 地区のところも進捗はいいし、中央地区も。ただ、

区画整理もね、本当ね、そうやって街がこういうふうに変化していくという部分では非

常に良かったなと思うんですけど。ただ、こういうことでですね、あういう道路の周辺

の開発までは、これは商業だとか産業でいいと思うんですけど、今度その隣接するとこ

ろだの開発されないところを将来どういうふうに活かすか、死なないようにするかとい

うのは、一つの開発があるっていうようなことで、その地域の人たちにですね、説明な

り議論なりしてこれからしていただきたいなと。やったところはいいけど、やらなかっ

たところが結局後で、あまり価値のない、こういう東京に近い立地でありながら、価値

のない土地になっちゃうというふうに考えるので、そういう意味では是非とも検討して

いただきたいし、ほぼ両方とも目処がついたんで、次にまた手をつける区画整理事業を

やるように行政も努力をしてもらいたい。続いてやってるってことが街がどんどん変わ

っていって、計画的なまちづくりができるのかなと思うんで、是非ともそういう部分で

検討、考慮していただきたいという意見でございます。 

●野澤委員 

まず都市計画法３４条１２号で区域指定できるわけですけども、そこにこの３４号１

０号の調整区域の地区計画を立てる、ガイドラインをつくるというのは関係性というの
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はどのように考えられているのかということなんですけども。 

●まちづくり推進部副部長 

まちづくり推進部副部長の中村と申します。今のご質問にお答えをさせていただきま

す。既に当市では都市計画法３４条１２号の区域指定を行えるべく条例整備等を行いま

して、今年度６月末に区域指定の第１段ということで、仁蔵地区において区域指定を行

っております。今回、改めまして都市計画法３４条１０号の地区計画の運用をするため

の取り扱い方針（案）及びガイドライン（案）を策定をするということで検討を進めて

いるところです。１０号と１２号の使い分けにつきまして、１０号の地区計画について

は複数区画のまとまった計画を誘導するエリアということで考え方を整理させていた

だいております。具体的には概ね５ｈａ以上、複数区画ということで考えているところ

でございます。 

●野澤委員 

そうすると、３４条１２号で結局区域指定できないところで、調整区域の地区計画を

使ってなんとかしようというそういう趣旨じゃないんでしょうか。 

●まちづくり推進部副部長 

当市では、総合計画において産業立地ゾーン６箇所位置づけをさせていただいており

ます。将来都市像に向かって鋭意まちづくりを進めているところでございますが、それ

ぞれ区域の特性等ございますので、開発を誘導すべくエリアとして市の方で検討させて

いただいた場所につきまして、それぞれの地区の特性に応じて最適な誘導手法を運用し

ていきたいということで、今回新たに１０号の地区計画の開発誘導手法の検討を進めて

いるところでございます。 

●野澤委員 

もう一点、地区計画は、今同意じゃなくて協議になっているんですけど、協議方針と

の関連性というか整合性というのは考えられているのでしょうか。というのも埼玉県は

基本的に調整区域の地区計画は原則としてやりたくないというのがずっと方針だった

と思うんですけれども、ここに来て同意が協議になったことで、独自でやるっていうこ

とで、三郷市さんが走られるのかなと思うんですが、そのあたり県の広域的な観点から

の方針に対する整合性というのは一市町村として守るべきものだと思うんですけれど

も、そのあたりとの整合性をどのように考えられているのでしょうか。 

●まちづくり推進部副部長 

埼玉県の方では、調整区域の地区計画の運用につきましては、原則、圏央道以北とい

うことで伺っているところでございます。先ほど委員の方でご指摘をいただきました通

り、地区計画につきましては、地方分権一括法に伴いまして、県同意から県協議に変わ
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ったという状況でございます。そういった経過も含めまして、市の方ではこちらのガイ

ドライン（案）、その取り扱い方針（案）につきまして県の方に既にご相談させていた

だいているところでございます。あくまでも、今回は方針及びガイドラインということ

で、骨格となる部分について定めさせていいただくということで協議をしているところ

でございます。具体的に地区が選定をされて動かすという段になりましたら、地区計画

について、埼玉県としっかりと議論、協議をさせていただきたいと考えております。 

●野澤委員 

そうしますと、私は全国的に調整区域の地区計画系を調査したことがございまして、

このガイドラインなんですけど、技術基準のところの６ページ目なんですけれども、こ

こは産業系（産業立地ゾーン開発型）ということで捉えられているんですけど、その中

の建築物等の用途の制限の中に商業系用途が入っているんですけれども、産業立地をし

ようというところになぜ商業系用途を入れるのかと、特にまちづくり３法改正で大規模

集客施設延床面積１００００㎡を超えるものについては、市街化区域の商業地域、近隣

商業地域、準工業地域に限ると都市計画法で変わっておりまして、都市計画の方針もそ

うなっている中で、調整区域に特に建築物の敷地面積の最低限度１ｈａ以上と、区域面

積は５ｈａ以上と、大規模に調整区域で開発しようというときにわざわざ商業系用途を

入れているのはどのような意図があるのかと。根本的に１００００㎡を超えるものにつ

いては、もう無理だと思うんですけども、例えば一体として、敷地を割ってですね、地

区計画としては５ｈａですけど、足し算して、道路入れて区域を割るっていう形で延床

面積はそれぞれ９９９９㎡となって、足し算したら５００００㎡だよというような商業

系開発になると、本来の都市計画の市がやろうとしている総合計画とかマスタープラン

の位置づけはよく理解できるんですけど、やはり、その都市計画法の趣旨との整合性と

かそのあたりを加味されて、このような基準を作られたのかなというのが、一点疑問に

思っております。また、高さの最高限度も２５m 以下と相当高い建物でして、調整区域

っていうと一般的には６０の２００で建てられないということはないんですけども、例

えば、流通業務系ということで、北本市で先日問題になったように、最近流通系の宅配

業者さんが活発になっている関係で、壁のような建物がどんどん沿道に建っていくとい

うことも懸念されるので、そのあたり、技術基準の中にこのように書いてしまって本当

にいいのかっていうのが、私はとても疑問に思っています。そのあたり、何か運用指針

でそうなっているとかあるんでしょうか。二点お伺いしたいんですけども。 

●まちづくり推進部副部長 

まず、質問の１点目、６ページの建築物の基準の表の２段落目、建築物等の用途の制

限、こちらのご指摘かと思いますが、産業立地ゾーンにつきましては、原則、工業、流
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通業務系の施設を誘導するということで総合計画の中に記載をさせていただいている

ところでございます。ただし、１箇所三郷吉川線沿道につきましては商業系用途につい

ても誘導できるということが総合計画上記載されておりますので、こちらの部分にその

旨を記載させていただきました。また、先ほどご質問がありました商業系用途の建築物

の規模の規定でございますが、既に３４条１２号の運用にあたりましては、延床面積３

０００㎡以下と規定をさせていただいております。同様に、地区計画で運用した際につ

いても、３０００㎡以下と規制をかけていきたいと考えているところでございます。続

きましてその下の建物の高さの最高限度、２５m は高すぎないかとご指摘の部分でござ

いますが、３４条１２号の運用するにあたりまして、運用基準等を定めさせていただい

た中で２５m 以下ということを規定させていただきました。１０号を運用するにあたり

まして、同程度の基準、強化が必要だろうということから２５m 以下に設定させていた

だいたところでございます。以上です。 

●野澤委員 

そうしますと、地区計画なので、周辺の住民の人との協議とかある程度の説明会など

での賛同が得られない限り、都市計画審議会としても決定できない、採択できないとい

う状況の中で行くと、１２号との関連で、高さ２５m 以下と書いてありますけども、業

者さんがそのあたりの協議しながら折り合いの付くような高さで揉めないようにして

いくという希望というか、地区計画なら可能なので、それはありかなと思います。もう

１点、７ページの道路の一番下のところに行き止まり道路の禁止と書いてあるんですけ

ど、概念的にはとってもわかるんですけど、全国的に調査しますと、近隣の人たちから

流入して欲しくないという意見の方が大半なんですね。そうすると、要件にこれを入れ

てしまうことによって、行き止まり道路にはなってないけど、現実上、行かさないとい

うような中途半端な道路が結構あってですね、わざわざ書く必要があるのかなという疑

問が１点です。そのあたりはご検討された方がいいのかなと思います。それと、先ほど

堀切委員から業者任せじゃないかというのがあるんですが、私の意見としては調整区域

で地区計画をちゃんと立てて、周辺との折り合いをつけながらやっていくっていうのは、

１２号で勝手に開発できるようにするよりはまちづくりとしてはすごく良いと思って

いる立場なんですけども、その中で、都市計画提案制度を利用されるということなんで

すが、やはり事前協議で、道路の行き止まりにするのか、通り抜けにするのかとか、あ

るいは、緩衝帯をどこに持っていくっていうところは、地区計画だからこそ、業者に指

導することができる。つまり、地区計画は三郷市さんが策定主体なので、策定しない限

り開発できないということなので、業者さんは比較的柔軟に対応してくださることが全

国的に見ても多いので、そのあたりの都市計画提案に最後のページに手続きの案があり
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ますけども、市との十分な協議とか、住民と事業者だけに任すのではなくて、そこに市

が積極的に関与して、より良い地区計画案というのを作れるように、もう少し関係各課

との協議、調整とかもこの中にちゃんと入れて、提案者が一気に進めて、市は受け取っ

て、事前相談とは書いてありますけど、そのあたりを市の姿勢として書いておいたほう

がいいのではないかと思います。最後にあともう１点だけ。ちなみに産業立地ゾーン以

外のところで調整区域で地区計画の都市計画提案があった場合っていうのは、基本的に

ガイドラインに即して受け付けないってことなんでしょうか。 

●まちづくり推進部副部長 

３点ほどご意見とご質問をいただいていたかと思います。まず７ページの行き止まり

道路の禁止、道路部分につきまして、ご意見を踏まえまして改めて検討させていただき

たいと思っております。こちらの記載させていただいた意図といたしましては、地区施

設として位置付ける道路等については、現道を活かした形で拡幅されるものと認識して

おります。ですので、現況通行できる部分については、最低限の幅員で通行できるよう

な現状の機能を確保させたいというのが一点と、あと、行き止まり道路に１２m 道路の

拡幅を求めた場合には、そこに他からの車が入ってこないことから違法駐車が増えてく

るだろうということを想定させていただきまして、違法駐車のないように行き止まり道

路の禁止ということを規制をさせていただいたところでございます。ご意見を踏まえま

して、書き方について検討させていただきたいと思います。あと、２点目といたしまし

て、地区計画を立てることは周辺住民又は地区住民の意向が十分反映されるという部分

のご意見につきまして、当市の方でもそのとおりであると認識をしております。特に、

この地区計画の取り扱いの方針の骨格となる方針（案）の７番にあえてその旨を大きく

記載をさせていただきました。地区計画が地区及び周辺住民等の意向を適切に把握し、

それに配慮したものであることと大きく明文化をさせていただきまして、その地区住民

のみならず、周辺住民等の環境、意向を十分に把握して、それに適切に配慮された計画

をお持ちいただきたいということで方針の骨格としてあえて記載をさせていただいた

ところでございます。これに基づきまして、市と開発事業者と地域の住民の方々が連携

したまちづくりとなるよう進めてまいりたいと考えているところでございます。それか

ら、各課連携につきましてのご意見でございますが、ガイドラインの最後に地区計画の

開発の流れを記載をさせていただいております。開発事業者の方から事前にご相談いた

だいた際には、関係各課、先ほど別表に関係各課一覧がございましたが、庁内の関係各

課で十分な議論を踏まえた上で、事前相談に乗っていきたいと考えております。３点目

の産業立地ゾーン以外の部分の地区計画の運用につきましては、提案があった場合は、

現段階では受けられないということで考えております。 
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●野澤委員 

了解しました。ありがとうございます。 

●篠田進委員 

今、地区計画の案でいろいろみなさんから意見が出てました。この地区指定３４条１

２号の三郷市条例は、私が議長の時につくったやつなんですよ。市長提案で。堀切委員

が言うように、区画整理が難しい、区画整理っていうのは１０年、１５年、２０年って

かかるのが区画整理。まちづくりの基本なんですね。だけども、面積が少ないとかで区

画整理できない地域が三郷はこれからでてくるわけですよ。だから、区画整理が難しい

ところで、開発できるところはないかってつくったのが３４条１２号の区域指定で、う

ちの土地利用をさせましょうじゃないかっていう理解の元でできたところは、３４条１

２号でやろうということでつくったんですよ。今、地区計画案にね、地区計画やったほ

うがよりよくなるっていうのは、それはいいと思うんです。概ね５ｈａでやるってこと

ですから。あとは行き止まりの道路とかそういうのとかは、市の負担なしでまちづくり

をするんだってのが基本だったんですよ、条例作ったときは。市の負担なしで企業に出

してもらって、例えば水路の切り廻しとか道路の切り廻しとかっていうのはね、一切を

企業に出してもらう。出せるような立地を持ってるっていうのが基本だったんですね。

企業が自分たちで整備してでも三郷に来たいという企業があったら、呼び込むためにつ

くろうっていうことでつくったのが３４条１２号。ただ、色づけして開発して、例えば

１２ｍ道路からとば口をやっちゃって奥ができなくなっちゃった。例えば、色づけして

も道路がないから奥ができないってことがあるから、必ず１２ｍ道路は確保しときなさ

いよ。そういうのをやるべきだっていうのが、我々議会からの要望で、そういう提案で、

例えば、その会社が道路際につくって、その奥に色付けしてあるのにね、なおかつ今度

は土地利用したいっていったときにできなくなるから、道路は必ず確保してください、

道路確保する代わりに行き止まりになっちゃいますから、次の開発入るまではね。それ

で、行き止まりで通行ができないように標識をつけろっていう話をしてるんでしょうけ

ど、いずれにしても６箇所色づけしてあるわけですから、そこだけの問題じゃなくて、

その色づけしたエリアどこまでかっていうのが、はっきり色づけしてないと思うんです

ね。これからの都市計画の案を見てもね。でも、地権者のみなさんがおそらくこれから

土地利用をしたいってときには、ここまで色づけしてあるんだから、うちの分も土地利

用したいんだけどって相談あると思うんです。だから、営農する人はする人で、できる

ような環境をつくってあげるっていうのももちろんしなくちゃならない。ただ、土地利

用したいって人たちには、土地利用しやすい方法つくっていくにはこの開発だと思うん

ですよ。区画整理については堀切委員の言うとおりですよ。基本は区画整理だからまち
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づくりは。だけども、できないところもあるから、小さいエリアだったら区画整理難し

いって。半田の方は協議会進めているから、進んでいくかもしれませんけど、それ以外

のところはやっぱり開発でいくしかないのかなと、そしたらやっぱり区画整理と同じよ

うに区画をつくって、水路整備をしてもらう、道路もちゃんと切り廻しはしてもらう、

奥へ入る道路はちゃんと確保しろ、そういうのは私は条件として条例つくるときに提案

してあるから、今市の担当がちゃんとしたそういう整備をね、乱開発にならないように、

仕上がったときは区画整理と同じようなものができあがるようにね、そして、あとは三

郷市は必ず周りには緑を入れるという条件だけつけて、後はお金は企業に使ってもらう。

そして、そこから雇用が生まれる、税収も入るっていうそれがいいんじゃないかってつ

くったのがその条例なんですね。だから今回地区計画もはめるっていう、担当が今言っ

てますけど、いかに早く取り上げるかっていうのが地区計画案だと思うんですよ。高さ

の問題だって、物流系の倉庫とか流通系であれば、最低２５ｍなかったら三郷に来ない

ですよ。南部だっておそらく３０ｍですから、こっちでつくるやつだから２５ｍに制限

してると思うんですよね。そういうことだから、やっぱり三郷の立地に合ったまちづく

りを今後担当でもやっていただく。三郷に来たい企業はいっぱいいますよ。だけども条

件が整わなかったら三郷に来られないわけだから、そのへんを今後よく十分ね、担当で

も検討してもらって、良いまち、開発でいくんであれば開発でも区画整理と同じような

道路もできて、水路もちゃんと整備されて、それでインフラ整備を全部やってもらって

認可を認めていくっていうのが、三郷市の方針で、三郷市は一石二鳥ですよ。そこでお

金ださなくて建ててもらって、税金払ってもらって、そこに雇用が生まれるわけですか

ら、そういう手法を今後も私はやっていっていただきたいなと。よその街いったら絶対

ね、自分でインフラ整備して、おそらくそのまちに向いていく企業なんかないですよ。

三郷だからあるんだから。担当も是非三郷の将来のために、良い指導しながらね、進め

て、いかに良い企業を押さえていくかっていうのがね、遅れれば延びていくわけですか

ら、結局はどこか飛んでいきますよ、良いところへ。そのへんを踏まえて是非たいへん

だろうけど、頑張っていただきたいなと思います。 

●議長（横張会長） 

本件につきましては、私の司会進行のまずさもあろうかと思いますが、いろいろなご

意見が出尽くしてないと思うんですね。しかし、本日はもう時間も過ぎてございますの

で、私自身としてもいろいろ申し上げたいことがあったんですが、もう一回これは、案

件として、この案をご提示いただいて、十分な審議をさせていただきたく思います。よ

ろしいですか。 

●まちづくり推進部長 
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はい。 

●議長（横張会長） 

次回の都市計画審議会において、もう一度議論をする機会をいただきたいというふう

に思います。 

●まちづくり推進部長 

今のご意見よくわかりましたので、報告という形で、もう一回やらせていただきます。 

●議長（横張会長） 

 それでは、時間もだいぶ超過しておりますので、この件につきましては、今日は以上

にさせていただきたいと思います。それでは、本日の審議は以上ということにさせてい

ただきまして、ここで事務局の方に司会進行をお返ししたいと思います。 

 

（４） 閉 会 

●（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。本日につきましては、これで終了とさせて

いただきたいと思います。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。 

●（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。 


