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平成２４年度第３回都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２５年２月１日（金）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       １５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、     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）、 

  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）、 

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：   浅井課長補佐、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 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  
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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］ 

●（都市計画課長） 

［委員１５名中、全員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、吉田委員と堀切委員を指名］ 

●（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、報告が１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］ 

● 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
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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 

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） 

それでは、報告事項といたしまして、「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 

産業立地ゾーン６箇所指定されております。今まで、産業立地ゾーンについて、対象

者に工業系と商業系ができる地域がありますが、区画整理事業によるまちづくりができ

るというような働きかけというのは何箇所かしたことはありますか。 

●まちづくり事業課長 

ただいまのご意見ですが、基本的には産業立地ゾーンに位置づけをした６箇所につき

ましては、お声がけ等は具体的にはしておりません。今後、必要性があると認められれ

ば、そういうことも必要なのかなというふうには考えています。ただ、区画整理事業の

規模要件２０ｈａなどがありますし、用途地域が住専系に隣接していると、産業系をそ

のまま直で貼り付けられないとか、あるいは、市街化区域編入に際して、住居系の新規

の市街化区域編入はいろいろ条件が難しくなっていますので、そういったことも勘案し

て、お声がけをする必要性があれば、お声がけをしていきたいと考えております。 

●堀切委員 

今度新しく県道できましたよね。ああいう場所を見ても、三郷から吉川へ入ると、ま

るっきりまちづくりができているというようなことで、できればああいう道路ができる

ときに一緒に周囲の関係地権者を集めて、ただ物流ができる、商業ができるというだけ

ではなくて、それに乗じて一体に整備したほうが、市長がおっしゃっているように将来

のために選ばれるまちだとか、きらりとひかるまちだとかって言っているのであれば、

そういう点、商業の点だとか物流の点だとかで終わったらそんな良いまちにならないと

思うので、できるだけそういう働きかけをして一体としてまちづくりしてできるのがい
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いのかなと、我々が区画整理やった経験からすると、そう思います。それができない場

合にこの拠点的な開発をやらざるを得ないのかなという感じを持っていましたから、で

きれば、そこの点だけじゃなくて、関係者に説明して、声も聞いてあげて、面的な開発

をしたほうがいいと考えておりますけど、いかがでしょうか。 

●まちづくり事業課長 

貴重なご意見としてお受けいたします。特に、今お話にありました三郷吉川線沿線の

開発につきましては、面事業も有効な手法というふうに考えておりますので、そういう

面事業、産業立地ゾーンでの今回審議していただきます調整区域の地区計画、どういっ

た手法が一番いいのかということも含めまして、是非参考に事務を行ってまいりたいと

思います。 

●白石委員 

開発面積が５ｈａ以上ということですが、大きいのか小さいのかがわかりません。吉

川に向かう道路にはそのぐらいの面積があると思いますが、他の産業立地ゾーンではな

かなかこの５ｈａを開発するというのは大変なのではと思いますが、どうお考えでしょ

うか。やはり、５ｈａ以上まとまらないと開発ができないということでしょうか。 

●まちづくり事業課長 

まさにそのとおりでございまして、今回調整区域の地区計画ということで、ある程度

まとまったエリアに限定して、調整区域の地区計画で開発をしていこうという事です。

そうじゃないところ、あまりないようなところにつきましては、もう既に開発手法とし

て確立されております区域指定の方法、面積要件では１ｈａ以上ということで、実際に

運用を開始しておりますので、そちらの手法を取り入れてやっていくのかなと思ってお

ります。 

●白石委員 

１ｈａ以上の開発もできるということですね。 

●まちづくり事業課長 

別の手法ですけれども、今回の地区計画手法とは別に、区域指定手法ということで、

既に仁蔵地区で１件、１．４ｈａやらせていただいておりますので、そのような手法に

なるのかなと思っております。 

●苗村委員 

もともと市議会に土地利用の問題で提案をされたのが、平成１９年の９月議会かと思

います。そのときには、都市計画法そのものの条文がおそらく３４条１２号ではなくて、

３４条８号の４になっていたと思いますが、その後、様々な経緯で変わってきた中で、

そのときに、それまでは市議会がかなり介入していた中身についても、市長の勘案に基
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づいてということになったと思います。今回のガイドラインなどを見てみますと、そこ

をどう具体化していくのかという中身になっているのかなと思いました。パブリックコ

メントの結果について見てみますと、意見等の概要の中に、次々と開発されることにな

るのではないかというのが１つありますが、私どもも議会に提案されたときにこの点に

ついて非常に心配をしてきた部分の１つです。先ほど説明があったように、１ｈａ以上

の開発行為の可能な未利用地が存在しなければならないというのと、それから、いわゆ

る田んぼや畑、優良農地については、手をつけないということがはっきりしている、と

いう理解でよいのかどうかお答えお願いいたします。 

●まちづくり事業課長補佐 

優良農地の方からいきますと、取り扱い方針の５ページで集団的優良農地など開発が

不適当とされる土地を含まないことを原則としております。ただ運用方針の中で、区域

に含める場合は、ということで断りをしておりまして、国や埼玉県と事前に、見込みが

あるような場合については、地区計画がかけられるような考え方を持っております。原

則としては含まないという前程を持っております。それと、１ｈａ以上の未利用地とい

う縛りがありますが、区域指定または地区計画をかけると、その時点で調整区域の中で

開発行為が可能になりますので、１つの区域指定なり地区計画の指定により、その中で

空き地がある状態では新たな区域指定や地区計画の指定は行わないことと、地区計画の

制度そのものを、調整区域については、産業立地ゾーンに限定してまいりますので、ど

こもかしこもということにはならないような考え方をしております。 

●まちづくり事業課長 

ご質問の中で、次々と開発されるのでは、とのお話がありましたが、今ご説明したよ

うに優良農地につきましては、農地法の関係がクリアできないので、次々と開発される

ということはありえないというような状況でございます。また、区域指定あるいは地区

計画のエリア取りの手続きに入った段階で、他の地区は協議にすら入れないということ

ですので、次々と開発されるという懸念は、これだけ縛りをかけるとかなり払拭される

のかなと考えております。 

●苗村委員 

ガイドライン（案）の８ページで伺います。上の方の表で、産業立地ゾーン審査委員

会による事前審査ということが先ほどお話がありましたが、市の内部組織を考えている

ということですが、ある程度の計画などありましたら教えていただきたいと思います。 

●まちづくり事業課長 

産業立地ゾーン審査委員会につきましては、既に組織化しておりまして、企画調整課

が事務局となっております。委員は庁内の関係する部長職をあてるというふうになって
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おります。 

●成川委員 

吉川地区では農振地域ということで強行的に開発はストップされていますが、優良農

地の定義がよくわからないので、その説明と開発の関係を教えてください。 

●まちづくり事業課長補佐 

農地法の中で農地区分というものがございます。この農地区分については、その都度

確認しながら進めていくことになります。先ほども申し上げましたが、三郷市内には農

振地域はありませんが、１種農地という区分だろうと思われる場所がございます。この

１種農地につきましては、基本的には開発ができないと認識をしておりまして、それ以

外のところからまずは産業立地ゾーンの中で土地利用の誘導を図っていくということ

になります。 

●村上委員 

産業立地ゾーンによって開発された地区というのは、固定資産税とか都市計画税は調

整区域のままなのでしょうか。それから事業者は、地権者から土地を買い上げるのか、

あるいは借地でもどちらでも選べるのかどうかってことですね。それと、用途を複合的

に組み合わせて事業者が開発してもいいのかっていうこと。それから、こういうご時世

ですので、事業者が撤退するということになった時にはその土地は一体どういうような

ことが考えられるのか伺いたいのですが。 

●まちづくり事業課長 

まず固定資産税の関係ですが、調整区域であっても市街化並の課税をされるというこ

とで、土地も家屋もほぼ市街化並ということになります。それから、事業者が買うのか

借りるのかということですが、これはどちらでも対応できるのかなと考えております。

それから、用途を複合的に開発できるかという点ですが、基本的に産業立地ゾーンの中

で、商業系と工業系の用途ができるような仕組みは作ったんですが、実際にこの両方が

可能なのは三郷吉川線の沿道の１地区のみということで、他は全部工業のみということ

になります。複合的にということですけれども、先ほど商業の関係で前回の都市計画審

議会のご意見の中で、商業の縛りを入れるべきというような話がありましたので、その

商業が３，０００㎡とか大規模小売店舗立地法の絡みで規制がかかっておりますので、

それと複合的に残った区域を工業系にしないと、いずれにしても三郷吉川線沿道につい

ては成立しません。基本的には複合的にできるのは、三郷吉川線沿道限定ということに

なっています。それから、事業者が撤退した場合ですが、地区計画の手続きが未了の場

合については、まだ指定になってないので、利用ができないので問題ありません。地区

計画を指定した後に撤退した場合ですが、開発行為が開発手法の前程になりますので、
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その地位継承というような手続きがありますので、新しい事業者にやっていただくこと

になります。継承されない場合がもしある場合は、最悪の場合、ストップすることにな

るのかなと思います。また、都市計画税はかかりません。 

●村上委員 

私が一番危惧するのは、他の駅前の商業地域が撤退しているというのはここ近年地方

都市では多くなっています。そういう意味で産業立地ゾーンの工業系であれ、商業系で

あれ、世の中の移り変わりの中で、地区計画で営業始めた後に撤退っていうことも可能

だと思います。そのとき市がどれくらい関与するのかというのがあるんです。そうじゃ

ないと、地権者にとっては良い話だと思ってそうなったけれども、廃屋が残るだけにな

るようじゃ返ってそんなのやらなければよかったということだって、２０年や３０年後

には起こりうるじゃないですか。だから、その先のところに市はどういうふうな形で関

与するのかなと。新たな事業者が継いでくれればいいけれども、世の中の景気が悪くな

ったり、経済の仕組みが変わったりすると、いろいろな問題が想定できると思います。

そのとき、まちづくりの観点からすると、そのエリアを放置しておくことがあってはな

らないと思うので、その点について対応をお伺いしたい。 

●まちづくり事業課長 

三郷市の今の企業誘致の状況としては、特に優遇税制を入れてとか、補助金を入れて

とか誘致している状況にはございません。今後、経済の変調とか事業者の問題とかで撤

退する場合には、補助金ツールなども導入しながらなんとか新しい企業に入っていただ

くとか、企業立地の関係で誘致の体制も整っておりますので、その部門で誘致活動をし

ていくということで、体制は今の時点でも整っていると認識しております。 

●村上委員 

事業者が儲けるために企業活動するのはいいですよ。ただ、まちづくりの観点から、

区画整理であればそのエリアの中での対応だから、１つ２つがどうなっても対応できる

と思います。大きいエリアとはいえ、こういう産業立地ゾーンみたいなところが荒れた

エリアになってはならないと思います。先を見越した形で、誘致とか説明とか対応とか

っていうのを、今はこうだからというのももちろん大切だと思いますが、２０年先、３

０年先のまちのビジョンみたいなものの位置づけというところまで考えて、慎重な対応

をしていただきたいなと思います。 

●まちづくり事業課長 

まさにそのとおりだと思っております。引き続き、そういう場面になっても対応でき

る考え方、あるいはビジョンを構築していきたいと思っております。 
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●鈴木茂行委員 

ある程度本気で工場なり倉庫なりを誘致しようということであれば、例えば５ｈａの

開発をした場合、建物高さが２５ｍでは低いのではじゃないかと。現実に南部地区に来

ている大型の倉庫ですと３０ｍを超していますので、２５ｍで制約をかけると、半端に

なってしまうのではないかという気がしますが、そのへんはどういうふうにお考えです

か。面積が小さければ２５ｍでもいいのですが。 

●まちづくり事業課長 

まさにそのとおりでございまして、企業の視点で考えますと、高さは高いほうがいい

ということになります。ただ、２５ｍの根拠としては、なるべく周辺の環境に配慮しな

がらというような部分があります。企業面でどうなのかなっていう部分では、企業の方

にヒアリングをしておりまして、２５ｍだと３層が可能ということでなんとか企業とし

てもいけるのではないかなと、ちょうど中庸をとったような位置づけになっております。 

●鈴木邦夫委員 

面積に関係なく、２５ｍっていうことですよね。 

●まちづくり事業課長 

はい、２５ｍが上限となります。 

●野澤委員 

今の高さの話ですが、前回質問した時は２５ｍの高さは３４条１２号との整合を図っ

ているという話だったと思いますが、一応確認です。 

●まちづくり推進部副部長 

今の高さのご質問につきまして、補足をさせていただきたいと思います。まず、既に

運用を開始しております都市計画法３４条１２号の運用に準ずるという形で、３４条１

０号につきましても２５ｍという設定をさせていただいているところでございます。２

５ｍに設定させていただいた経緯を簡単に申し上げますと、１２号を運用するにあたり

まして、当初、市の方から３１ｍという高さの提示をさせていただきました。パブリッ

クコメントをさせていただいた中で、高さが高すぎるのではないかというご意見をいた

だきまして、２５ｍに変更させていただいたところでございます。そういった考え方を

継承するということで今回につきましても、高さについては２５ｍ以下と設定をさせて

いただきました。 

●野澤委員 

他の市町村のガイドラインを見ても２５ｍというのが多いので、そんなに厳しい制限

ではないと私も思います。逆に言えば、三郷は市街化調整区域といっても、周辺に農地

と住宅地が混在しているようなところが多いので、２５ｍっていうと８階建てのマンシ
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ョンが立つというようなイメージで捉えていただければと思うんですけども、そういっ

たものが農地だったところに突如、あるいは周辺がごちゃごちゃ住宅も張り付いている

ところに建つということの方が、地元のまちづくりにとってかなり揉め事を起こしてし

まうのではないかと思いますので、私の個人としての意見としては、２５ｍでも相当調

整をしないと、地区計画の策定まで至らないというような気がしております。それは三

郷の市街化調整区域の状況がそのような状況だからそのようなことになるのかなと思

っております。もう１点質問というか意見ですが、ガイドラインの８ページに産業立地

ゾーン審査委員会による事前審査があって、地元の説明会等の実施があって、地区計画

の原案作成となっておりますが、３４条１０号の調整区域の地区計画っていうのは地区

計画が立っていると、すぐ開発が連動して OK になってしまうので、地区整備計画の内

容がすごく大事になってくるかと思います。ですので、この地区計画の原案作成がかな

り後になって、そこからいきなり都市計画審議会にかかってくると、地区整備計画の内

容そのものがとても大事で、道路のネットワークはどうなのかとか、周辺の農地に日陰

をあまり起こさないような配置になっているのかとか、そういった周辺の生活環境に配

慮がなされた地区整備計画になっているかどうかのチェックがかなり後になっていま

すよね。それは担当課が事前協議をされて指導していくというふうには思いますが、こ

のあたりのフローをもう少し丁寧に検討されて、産業立地ゾーン審査委員会にかける時

には、地区整備計画そのものと一緒になって、よいかという判断を庁内で協議していた

だくという方がいいかと思います。後々、都市計画審議会にあがってきたら、地区整備

計画の内容がすごい内容で、周辺の住民から意見書がどんどん出て、それをどう判断し

ていいかと都市計画審議会に突然出されても、余計大変なことになると思うので、きっ

ちりと、手続きを丁寧にされていったほうが最終的にはスムーズに地区整備計画と地区

計画が策定されて、より良いものになるのではないかと思いますので、８ページのフロ

ーを地区整備計画との連携という観点から少し見直されてはどうかという意見です。 

●議長（横張会長） 

今のご意見に関連してお伺いしたいのですが、地区計画の取り扱い方針（案）の７ペ

ージ等で、自然環境や生活環境の保全に十分配慮されたという表現があるんですが、自

然環境や生活環境に対する配慮が十分であるとか、そもそも配慮として何をするのかと

いうのは、ガイドラインの８ページのどこでなされるということになるのでしょうか。

今、野澤委員がおっしゃったことを私も同じ懸念を持ちまして、こうしたことがあまり

きちんと明確に議論されない中で、いきなり都市計画審議会の方に持ってこられて、こ

れで十分かと都市計画審議会で判断してくださいと言われても、それは待ってくれとい

うことにもなりかねないと思いますので、こうしたことが一体どこでなされるのかとい
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う点についてご説明をお願いしたいと思います。 

●都市計画課長補佐 

まず、野澤委員からご質問のあった点についてお答えします。８ページの流れの中で

地区計画の原案作成と書いてはございますが、その左から３番目に都市計画提案の事前

相談という内容がございます。ここでは、必要な書類といたしまして都市計画の素案も

入っていますので、地区計画の原案も入っているという内容にはなっております。こち

らの表現がわかりづらくなっておりますので、詳細な内容に検討させていただければと

思います。それからもう１つ、会長からご質問がありました件ですが、そちらにつきま

しても都市計画提案の事前相談の書類の中に都市計画を定めるにあたって、周囲の環境

への配慮を書く様式がございます。その書類を必要書類として出してもらって、産業立

地ゾーン審査委員会で審査をいたしまして、内容が適切でなければ差し戻すというやり

方を考えております。 

●議長（横張会長） 

８ページを拝見しますと、都市計画提案の事前相談というボックスの上に、周辺住民

等との調整というボックスがございまして、その両者が両矢印で繋がっているわけです

が、今おっしゃったように周辺の環境に対する配慮を記載したものがベースになって周

辺住民との調整がなされるという理解でよろしいわけですね。 

●都市計画課長補佐 

順番として周辺住民との調整をした後に、どのように周辺に配慮したかということを

書いてもらって提案していただくというような流れになります。審査委員会で計画内容

についてある程度承認した後に、地元説明会等を実施します。 

●議長（横張会長） 

そういうことですと、十分配慮という十分の判断は審査委員会でなされるものであっ

て、住民が判断の形成に加わることはないという理解でよろしいでしょうか。 

●都市計画課長補佐 

産業立地ゾーン審査委員会でその内容について審査をしてある程度これでよいとい

うことになった場合には、地元説明会である程度確定した内容についてきちんと地元住

民に対して説明をして、ちゃんとそれについてご理解いただいて先に進んでいくという

ことを考えております。 

●議長（横張会長） 

提案の事前相談の段階においては、住民との調整ということについては、今言った原

案は入っていないということですね。 
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●都市計画課長補佐 

書類に基づいた調整という意味では、この段階では入っていないということになりま

す。 

●議長（横張会長） 

あくまで意見ですが、アセスメントという観点からすると、今おっしゃったようなや

り方というのは事業アセスのやり方ですけれども、計画アセスということが国のアセス

法の中でうたわれています。計画アセスでは、住民との調整の段階で既に案ができてい

て、それを提示しながら最終的な案を絞っていくというふうにすべきであるというのが

アセス法にも定められている手続きです。今おっしゃたのは事業アセス的な手続きであ

って、それはアセスという観点からいうと、既に時代遅れであります。そういうものだ

とご認識いただきたいと思います。 

●都市計画課長 

素案の話が野澤委員からありましたが、具体的にはその他の資料というのがありまし

て、後ほどご説明します都市計画提案に関する手続き要領の中で、計画提案の理由及び

その概要、都市計画の図書を提出していただきますので、ある程度のものが提出される

ということになります。 

●野澤委員 

とはいえこのフローがわかりにくいのと、会長がおっしゃったように計画アセスの観

点でやっていくべきだと私も思いますので、周辺住民等との調整とか地元説明会の実施

というところをもう少し明確にして、もう少し前にも行うべきだと思います。私が産業

立地ゾーン審査委員会の委員だったら、地元との調整がどのくらい図られているのかと

いうことがわからない限りですね、なかなか判断しようがないと思うので、産業立地ゾ

ーン審査委員会による事前審査の後に地元説明会等の実施とありますが、このあたりが

本当にこれでよいのかをもう少し庁内で検討されてはどうかと思います。先ほどのご説

明で、産業立地ゾーン審査委員会による事前審査に通過すると、この下の地区計画の都

市計画提案を受け付けると聞こえましたが、そうなると、地区計画の都市計画提案を受

け付けてそれが本当に都市計画決定の遡上に挙げるかどうかを判断していくことにな

ります。その前に、その計画がそもそも地権者とかではなくて、地元としてどのように

受け止められているのかということがデータとして上がってこない限り、後で揉めてい

くよりも先にちゃんと説明して意見をいただくという姿勢で臨んだ方がいいのではな

いかと思います。なので、８ページ目のフローを整理して、計画アセスの観点をもう少

し盛り込まれた方がいいのではないかと思います。 
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●まちづくり推進部副部長 

手続きの流れについて、補足でご説明させていただきます。市街化調整区域において

地域住民の皆様方の合意の下に地区計画の提案を出せるという考え方をベースとして

おります。８ページのフローでございますが、地元説明会がだいぶ後半に来ているとい

うご指摘ですが、表記がわかりづらいというご指摘そのものだと認識しております。当

市では、地域、区域の決定をした後、地元の意向を十分に事業者で把握をした後、土地

利用計画素案等を作成して事前相談を受けるようにという流れで基本的には考えてお

ります。地元の皆様のご意向を把握するというところには十分な説明は当然あるべきだ

というふうに理解をしておりますので、こちらの流れについて、会長、野澤委員からご

意見いただきました事項を踏まえて、よりわかりやすい表現に修正したいと考えており

ます。 

●成川委員 

優良農地が適用外だとか、幹線道路から奥行２５０ｍで５ｈａだという話だが、実際

に対象とする土地はどこなのか。三郷の地図に落としてだいたいこの地域を念頭におい

て議論をしている、という具体像が浮かばないのでお願いします。 

●まちづくり事業課長 

まず、本日の会議の趣旨ですが、開発手法の多様化ということで、今のところ、区域

指定しか産業立地ゾーンではできないことになっておりますので、地区計画の手法でも

できるように、まず、その骨格となる取り扱いと具体的なガイドラインでどういったも

のを定めるのかということをご審議いただいています。具体的な位置がわからないとい

うご意見ですが、産業立地ゾーンにつきましては、平成２３年度に決定した６箇所にな

っておりまして、１箇所目が三郷吉川線沿道です。ここについては、三郷吉川線の沿道

から２５０ｍ以内の沿道ということで全線において対象となっております。２箇所目が

草加流山線の沿道から北側に２５０ｍかつ三郷団地入口のやなぎ通りから常磐道側道

までのかなり広いエリアを対象としております。３箇所目がスマートインターチェンジ

周辺ですが、三郷流山線という都市計画道路が未整備でありますので、実際には適用は

今のところできない地区になっています。４箇所目が三郷インター南部地区の南側エリ

アです。ここについては、条件は満たしている状況になっています。５箇所目が国道２

９８号の栄３、４丁目地区となっています。６箇所目が新和高須線沿いですが、こちら

は将来形で道路ができていませんので、今のところできない地区ということですが、道

路網ができればできる地区となります。本日は、個別具体のエリアというよりは開発手

法になりえるかどうかでご審議いただければと思ってご報告させていただいておりま

す。 
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●篠田進委員 

住民の人達と１００％同意をとるように努力しなさいというのはいいと思いますが、

どんな事業だって反対者はつきものですよ。１００人に理解してくださいといって同意

を求めるのは難しいです。あんまり細かく入れちゃうと細かい人はそういうところをつ

いてきますから。産業立地ゾーンは最初に地権者の同意をとらないとならないですよね。

企業が産業立地ゾーンで事業をしたい、三郷に来たいって場合は、地権者との話し合い

をして、その土地が買えるのか、借りられるのかって話をしなくてはならないでしょ。

話がある程度ついたら、企業が１ｈａの区域指定でやるのか概ね５ｈａ以上でやるのか

っていうのは、土地がなければできないわけだから、企業は地権者との話し合いを十分

にすると思います。その条件にあっていれば、市は許可をせざるを得ない。地域住民へ

の十分な説明は必要かもしれないけど、あれもやれ、これもやれと言われた条件通りに

は企業はできないですよ。市は、ある程度の条件が整えば、許可出さなくちゃならない

から、地域の意見を全面的に聞いて、それから許可出しなさいっていうのは難しいです

よ。企業が地域住民の人とうまく同意を取れるように折衝をしていって、産業立地ゾー

ン審査委員会の方で整ったら地元説明会に入る、そういう手順でいいと思いますよ。事

前協議が整わないのに説明会なんてできないですし、そういうところも含めて考えてい

った方がいいと思いますけどね。 

●まちづくり事業課長 

ご意見ありがとうございます。ただいまのご意見につきましてもフローの検討という

部分で参考にさせていただきたいと思います。 

●堀切委員 

市は、土地区画整理事業をやる気あるのですか。去年の審議会で区画整理事業は合意

形成が非常に難しいからということでしたが、今、社会的に状況も変わってきています。

三郷の農家のみなさんも後継者がいなくなる。土地を持っていても利用できない。だか

らおそらくこれから区画整理法によってまちづくりが可能だというふうに思っている

んですね。みんな土地を持っていたって利用できない土地を持っていてもしょうがない

わけですから。そういう意味で、行政側が積極的にやっていただければいいのかなと思

います。こういう産業立地ゾーンっていう点で行くのと全体として開発するのとでは、

将来のまちの価値が全然違います。さっきも言ったように通ってみればわかるので。そ

ういう意味では、もう少し積極的にみなさんの姿勢を示していただければと思います。 

●まちづくり事業課長 

貴重なご意見ありがとうございます。都市計画マスタープランと総合計画に位置づけ

ています新三郷駅周辺の複合都市機能拠点、それから、三郷南インターチェンジ周辺の
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地域拠点、あるいは、三郷インターチェンジ周辺の商業・業務・流通・工業拠点という

ことで、位置づけがあるところは、当然、区画整理事業手法で今後も未整備の地区につ

いては、検討して是非区画整理事業を推進していきたいと考えております。 

●篠田進委員 

今、堀切委員から、たしかにまちづくりは区画整理だとありましたが、それは私も区

画整理が基本だと思います。それをわかっていて、私らは議会で今の開発行為でできる

ような条例を作ってくださいと、前の市長の時に提案しました。なぜかと言うと区画整

理するには１０年、２０年かかって、すごく難しくてできないところがあるだろうとい

うのが前提で、この開発手法の条例を、当時は３４条８号の４でしたか、今１２号です

けれど、それを作りました。まちづくりの基本は区画整理ですけれど、できないところ

や難しいところがあるから、そこは開発行為しかないのではないかというところがこの

３４条１２号の区域指定です。そういう意味でつくった条例です。 

●堀切委員 

わかります。ただ、その後、区画整理を立ち上げようというような話が聞こえてきま

せんし、農地を持っている人たちが参加してくれるような時代に変わってきていますか

ら、もう少し役所も積極的にやっていただきたいなというだけです。 

● 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） 

ご意見が無いようですので、この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）については、本日委員の皆様から頂いたご意見

を踏まえて、進めていただくようにお願いいたします。 

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） 

皆様方には大変貴重なご意見をいただきありがとうございました。これをもちまして

事務局へ司会進行をお返しいたします。 
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（４）その他 

●（計画景観係長） 

〔事務局より報告〕 

 

（５） 閉 会 

●（都市計画課長補佐） 

これをもちまして本日は終了となります。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。 


