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第３回三郷市都市計画マスタープラン策定協議会 

 

１ 開催日時：令和２年８月２７日（木）１４時００分～１７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： １５名（委員総数１６名） 

（委員） 

後藤部会長、遠藤部会長代理、福岡委員、中村委員、堀切委員、吉田委員、 

澁谷委員（欠席）、横内委員、富岡委員、安晝委員、葛西委員（リモート出席） 

工藤委員（リモート出席）、渋谷委員、村岡委員、宮田委員、永塚委員 

 

（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副部長（以下、まちづくり推進部副部長） 

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） 

        浦川都市デザイン課長補佐兼都市計画係長 

（以下、都市デザイン課長補佐） 

        冨安主査（以下、都市デザイン課主査） 

南雲主事、齋藤主事 

（支援業者） 

国際航業株式会社（以下、支援業者） 

 

４ 議題 

① 策定スケジュールについて 

② 全体構想について 

 

５ 議事内容 

（１）開会 

●（都市デザイン課長補佐） 

〔開会〕 

〔リモートによる会議形式の採用について〕 

〔策定協議会委員の交代について〕 

 

●（後藤会長） 

〔開会挨拶〕 

  

●（都市デザイン課長補佐） 

〔資料確認〕 
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（２）議事進行 

●（後藤会長） 

〔委員の出席状況を求める〕 

 

●（都市デザイン課主査） 

〔委員１６名中１５名が出席していることを報告〕 

 

●（後藤会長） 

〔会議録の署名委員について、吉田委員と横内委員を指名〕 

 

●（後藤会長） 

〔議事内容が非公開情報に該当しないことについて確認〕 

 

●（後藤会長） 

〔傍聴者の有無について報告を求める〕 

 

●（都市デザイン課主査） 

〔傍聴者がいないことを報告〕 

 

（３）議題 

① 策定スケジュールについて 

 

●（都市デザイン課主査） 

〔議題①について、資料に基づき説明する〕 

 

●（後藤部会長） 

ご説明ありがとうございました。 

ではただいまの策定スケジュールとワークショップに関する事務局からの説明に

関して、いかがでしょうか。 

はい、富岡委員。 

 

●（富岡委員） 

ご説明のあったスケジュールが半年繰り上げる事はわかりました。 

前回も質問したかもしれないですが、ワークショップのイメージがよく分からな

い。各５つの場所に人を集めて、マスタープランをご説明になって、それに対する意

見を聴く会、というようなイメージですか。そのような感じでワークショップをして、

意見を集約して反映させるというような感じでしょうか。ワークショップというも

の自体がよく分からない。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 
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●（都市デザイン課長） 

今回までに検討を進めてきましたのが全体構想の内容で、まちづくりの目標を定

め、分野別・部門別に色々なまちづくりの方針について議論をしてきてました。 

資料２の目次をご覧いただきたいのですけれども、今回と次回で主に検討をさせ

ていただきたいのが第２章の全体構想までのところで、ワークショップでは、第３章

の地域別構想に入りますので、より地域の課題に応じた、地域独特のご意見をいただ

きながら、地域別の構想やまちづくりの方針を作っていきたいという事で進めてい

くものでございます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。 

 

●（富岡委員） 

そうしますと、全体の構想と、またこれを地域別に５つに分けた、その５つの中で

の構想というか、そこから出た意見をもう少しブレイクダウンして吸い上げるとい

う目的なのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

その通りでございます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ご質問ありがとうございました。 

その他の点につきましていかがでしょうか。 

 

●（福岡委員） 

ご質問があります。私の立場でワークショップに各地区の１０名程度の中の一人

としてエントリーはさせていただく事は可能なのですか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

可能でございます。 

 

●（福岡委員） 

ありがとうございます。 

 

●（後藤部会長） 

これは必ずしも住んでいなくても大丈夫という認識でよろしいでしょうか。 
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●（都市デザイン課長） 

ケースバイケースなのかと思います。これから募集をしていきますので、資料  

１－４に各回の日付と会場があるのですけれども、あまり人を集め過ぎてもどうか

と思っておりますので、定員として１０名程度という事で考えております。 

基本的には地域の方が、それぞれの地域の意見をいただきたいというのがござい

ますので、まずは抽選ということになりますが、抽選とは言ってもこれは事務局でし

っかりと検討をしていないので、私の発言ですけれども、地域の方が優先されるべき

なのかなと思っております。 

そこで定員枠の余りというのでしょうか、１０名のところを欠けているようであ

れば、来ていただいても問題ないのかなと思っておりますけれども、その辺り少し整

理しまして、タイミングを見てご案内できるようにしたいと思っております。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。 

では一つ目の議題、ワークショップと策定スケジュールに関して、意見は出尽くし

たと思いますので、ここまでにさせていただきたいと思います。 

今後また感染症の状況に応じて色々と変わってくる部分があるかと思いますので、

事務局からは何か変更点があればお知らせいただきたいと思います。 

では続いて、議題②に入る前に、事務局にてリモート接続の作業を行いますので、

一度進行をお返しします。 

 

●（都市デザイン課長補佐、南雲主事、齋藤主事） 

〔リモート接続について説明及び作業〕 

 

② 全体構想について 

 

●（後藤部会長） 

それでは会議を再開いたします。 

議題②全体構想について、事務局より進め方について提案があるとお聞きしてい

ますので、説明をお願いします。 

 

●（都市デザイン課主査） 

〔議題②の進め方について、資料に基づき説明する〕 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

事務局から提案のあった進め方でよろしいでしょうか。 

 

〔全員異議なし〕 

 

異議なしということですので、事務局より説明をお願いします。 
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●（支援業者） 

〔議題②全体構想の第１章、第２章１.目指すべき将来都市像について、資料に基づ

き説明する〕 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

ご説明いただいたのは、「第１章 都市計画マスタープランとは」と、「第２章 全体

構想 １．目指すべき将来都市像」のところだったかと思いますが、これに関しまし

て、委員の皆様のご意見やご質問を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

はい、村岡委員お願いします 

 

●（村岡委員） 

細かい話なのですけれど、１６ページの略年表をご覧ください。 

「みさと団地入居開始」、「さつき平地区入居開始」というのがあるのですが、早稲

田地区の早稲田団地は大規模な早稲田土地区画整理事業の一環として造成されて、

開発したと思うのですが、早稲田団地の記載がないのは何か理由があるのでしょう

か。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

今、正しい答えを持っておりませんが、過去の計画を踏襲していますので、その段

階で記載をしていないのかもしれません。確認し、対応を検討させていただきます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

その他の点について、ご意見、ご質問いかがでしょうか。はい、お願いします。 

 

●（富岡委員） 

会議の冒頭で部会長がおっしゃったような、前回の委員会から半年経ち、コロナ禍

となっているのですけれど、コロナ禍以降の都市計画ということはこの計画には入

っていないのでしょうか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ご指摘の通りでございまして、この案の中には、コロナ関係の対応等については記

載がありません。 
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●（後藤部会長） 

それについては積極的に盛り込んでいくか、例えば時代の潮流のところで、コロナ

に限らずコロナのような感染症は今後起きる可能性が十分にあるので、そういった

ことについても盛り込んでいくということでよろしいでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

今後の検討ということになろうかと思いますが、協議会でご意見をいただきなが

ら、都市計画にどのように記載していくのか、経験のない部分というところなのです

けれども、そのような取り組みを盛り込んでいけるのか、検討していきたいと考えて

おります。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

富岡委員、お願いします。 

 

●（富岡委員） 

そういう観点から言うと、例えば７ページ「社会・経済情勢」の中で、非常に大き

く影響しているような気もするのですけれど、この辺りの書き方が変わってこなく

ていいのかなと心配があるので、こういう事を述べさせていただきました。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

現状の把握ということで追記があって然るべきなのかなと考えます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

追記する必要があると思うのと、このタイミングでやっぱり出すので、そういう課

題認識はきちんとしておく必要があるなというふうに私自身も思っています。 

その他の点について、いかがでしょうか。 

 

●（遠藤委員） 

６ページの「まちづくりの視点」の中の、「まちの課題」は５つで、中の方を見て

みると課題の最後にインフラが入っています。１７ページ「まちの課題⑥公共施設や

インフラの長寿命化」。これは抜けているということですか。 

「まちの課題」としてインフラの長寿命化と言いますか、公共施設の統合再編とい

うのはどこの都市でも重要な課題となっているのですけれど、これは人口の動向と

の関係が色々とあって、単に長寿命化でいいのかってことなんですね。もっと積極的

に言うと、要らないものを捨てたらということかもしれない。三郷市さんではそこま

でいってないとか、つまりここは長寿命化だけでいいのかな、ということです。 
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●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

色々とインフラ担当が分かれておりまして、我々が把握していることとしていな

いことがございますけれども、例えば橋はだいぶ古くなってきています。三郷は川に

囲まれておりますので、河川、用水路、色々と橋がございます。長寿命化の取り組み

はやっているところなのですけれども、では無くしても良い橋があるかというと、な

かなかそういうことでもないので。例えば、私の経験の中で申し上げますと、橋など

がそういった議論になってくるのかなと思いました。インフラはたくさんあります

ので、そういったところもご意見をいただきながら、担当課へ持ち帰って色々と協議

をさせていただければと考えます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、遠藤委員よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。富岡委員、お願いします。 

 

●（富岡委員） 

色々と見ているとあるのですけれど、先ほどの「社会・経済情勢」の中で人口減少

と少子高齢化というのは、分かるのですけれども、地球環境問題と食料など、そうい

うのがやはり三郷市の計画の中で考えないといけないということなのでしょうか。 

問題意識が極めて大きいものというか、もう少しブレイクダウンしたもので特化

していいような気もするのですけれど。一般的にこういうことを言われているので

ここに書いてあるというようなイメージでよろしいでしょうか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ありがとうございます。７～８ページ「社会・経済情勢」のご質問だったのかなと

思います。ご指摘の通りですね、これは私たちだけの問題ではなくて社会、世界の問

題というところで記載しているところではございます。 

適切な答えができるか分からないのですけれども、計画書というのでしょうか、こ

のような記述があるのかなと感じております。大きく捉えて徐々に我々のまちの課

題に繋がっていくような形になっていくのかなと考えております。 

 

●（後藤部会長） 

富岡委員、いかがでしょうか。 

私の解釈ですと、私も上手に答えられると思ってないのですけれども、やはり環境

問題ですとか色々なエネルギーの制約なのかなと思っていて、それは三郷市とすご

く深く関係しているかなと思います。 
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例えば、全く計画なく開発していきますと、それは農地であったり自然環境にも影

響を及ぼして、ひいては地球環境問題とも繋がったりするので、関係ない問題ではな

いのかなと思いますし。シンク・グローバル、アクト・ローカルの観点から記載して

いく事は重要なのかなと思っております。 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

先ほどの遠藤委員の質問に回答の漏れがありました。６ページの「まちの課題」、

１７ページの方に「まちの課題⑥」ということで、「公共施設やインフラの長寿命化」

１７ページの⑥が６ページの６つ目ということで入ってくるようになりますので、

訂正をさせていただきます。 

 

●（後藤部会長） 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

計画の前提となる部分かなと思いますが。特にご意見やご質問はないでしょうか。 

 

●（福岡委員） 

質問ではなくて、感想でもよろしいですか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、是非お願いします。 

 

●（福岡委員） 

「社会・経済情勢」を含めて「まちの特性」、「まちの課題」というのは全て的確だ

と思います。なのですが、これから何をすればいいのかというのが漠然としすぎて、

私は何を考えればいいのか迷走しているという感想を提出させていただきます。 

 

●（後藤部会長） 

ありがとうございます。その点については、これがどの方針に繋がっているのかと

いうところも、後ほどご説明いただきますので、また最後に疑問に思うところがござ

いましたら、ご意見いただければと思います。 

では、続いて次の議題に入ります前に、事務局にてリモートの作業を行いますので

一旦進行を事務局にお返しします。 

 

〔事務局によるリモート接続作業〕 

 

●（後藤部会長） 

会議を再開したいと思います。 

続きまして、「第２章２.部門別まちづくりの方針」について、事務局より説明をお

願いいたします。 
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●（支援業者） 

〔議題②の第２章２.部門別まちづくりの方針について、資料に基づき説明する〕 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

続いて、意見交換に入る前に、またリモート接続の作業を行っていただきますので、

事務局にお返しします。 

 

〔事務局によるリモート接続作業〕 

 

●（後藤部会長） 

会議を再開したいと思います。 

ここからリモートの時間もあるのですけれども、各方針について、意見交換の時間

とさせていただきたいと思います。 

最初にやり方ですけれども、ご説明いただいた６つの方針について、全部まとめて

となると、とりとめもなくなりますので、１つずつ方針に基づいて、ご意見をいただ

きたいと思います。 

私から１点、事務局に確認させていただきたいのですけれども、スケジュールを見

ると今日が８月２７日で、もう一度１０月１６日に全体構想案を検討するタイミン

グがあると思うのですけれども、今日色々ご意見いただいて、また直したものを１０

月１６日での議論を踏まえて概ね決定という認識でよろしいでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

そのように考えております。 

 

●（後藤部会長） 

了解です。１２月から地域別の案の検討に入っていく理解でよろしいでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

その通りです。１点、補足いたしますと、あと２回で全てが完全になることも難し

いと思っておりますので、大きく方針を変えることは難しいのかなと思っておりま

すけれども、細部の欠けている情報などについては、盛り込んでいきますし、そのよ

うな視点で固めていきたいということでご理解ください。 

 

●（後藤部会長） 

ありがとうございます。そのような点も踏まえまして、各方針について細かいとこ

ろでも構いませんし、方針の大項目の名称といったところでも構いませんのでご意

見いただけたらと思います。 

それでは、ひとつ目の土地利用の方針について、委員の皆様のご意見やご質問を伺

いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

はい、福岡委員お願いします。 
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●（福岡委員） 

３４ページ「土地利用の方針図」の地図上に色々なカラーリングを用途的に塗って

いただいているものがあると思うのですが、これは確定をしていくと、向こう１０年

間は変わらない色決めだと認識してよろしいでしょうか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

そういったご理解で宜しいかと思います。 

 

●（福岡委員） 

ここの色をこうしてくれと言う権利は、この私にはあるのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

ご意見として賜ることができますので、是非お伝え下さい。 

 

●（福岡委員） 

「環境調整地区」というような名称で、薄水色と言うか灰色と言うか、この辺りと

いうのは、何か根拠はあるのですか。 

これ以外にも、色々な色を塗っていただいているのですけれど、この「環境調整地

区」、これに意義があるのですか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

「環境調整地区」と名称をつけましたが、ベースは「市街化調整区域」ということ

になります。例えば、スマートインターチェンジ周辺をご覧いただくと、「市街化調

整区域」で縦にオレンジの道路が通っていまして、その西側については水色で産業系

の土地利用が塗られています。東側については環境調整地区となっております。具体

的な計画というか、土地利用の構想があるものについては市街化調整区域について

もそれぞれ色を付けさせていただいたということです。 

反対に、市街化調整区域で具体的な動きを示す内容につきましては、表現といたし

まして「環境調整地区」という名前を付けてお示ししたというものでございます。 

細部をついていくと色々とあるかも分からないですけれども、このように考えて

おります。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。福岡委員。 
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●（福岡委員） 

先ほどもありましたように、地区で色々なご意見を出すような場面もあると思い

ますので、具体的に個々の「環境調整地区」を改善してもらえませんか、「市街化調

整区域」を撤廃してもらえませんかということを、違う場所からこちらに持って来る

ような方針にしたいと思っていますので、また具体的な方向性、場所など地域別ワー

クショップの１０名の中に入りましたらご提案をさせていただきます。 

 

●（後藤部会長） 

ありがとうございます。今日のご意見はご意見としてお伺いしますし、また後日、

シートに書き込んで下さっても検討いたしますので、是非積極的にご提案いただけ

たらと思います。 

 

●（福岡委員） 

では、遠慮なく。「市街化調整区域」の地主になっていますと、何にも使い道がな

いのです。例えば家を建てたいだとか、何かをしたいと言っても何もできないまま、

キープしている期間が非常に長くて、簡単に色を変えることは難しいと思うのです

が、あまりにも広大すぎるので、特に、もう調整する必要ないという場所もあると思

うのですけれど、逆に市がこの辺りはまだ色々な構想があるところで調整をするた

めに色を、あまり建築物が建たないようにすると言うのだったらあれなのですけれ

ど、逆に住んでいる方々がそこに地域性を持ったプロジェクトを考えるって言った

ら出るわけがないので、「市街化調整区域」は外していただきたいと。 

具体的に言います。鷹野の周辺で三郷南インターの上辺りです。そこに２９８号を

挟み広大な場所があると思うのですけれど、そこの「環境調整地区」を撤廃していた

だきたいなと提案しておきます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ご意見としてお預かりします。都市計画として動かしていきますので、全ての土地

利用が市街化していくのは難しいと思っておりますが、ご意見としてお預かりしま

す。 

 

●（福岡委員） 

ありがとうございます。 

 

●（後藤部会長） 

ありがとうございます。はい、吉田委員お願いします。 

 

●（吉田委員） 

今の「環境調整地区」の言葉について、ほぼ「市街化調整区域」にあるということ
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ですけれど、ここで使われている「環境調整地区」というのはこのマスタープランだ

けで使われる言葉なのか、「市街化調整区域」という名称が無くなるのか、それにつ

いて教えてください。 

 

●（後藤部会長） 

お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

呼び方につきましては、都市計画マスタープラン限定の呼び方になります。 

 

●（後藤部会長） 

はい、吉田委員お願いします。 

 

●（吉田委員） 

「市街化調整区域」ではダメなのですか。何か混乱するような感じがしますけれど、

いかがでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

以前も部会長だったと思いますが、同じようなご意見をいただいておりまして、検

討してきたところもございます。 

以前の都市計画マスタープランですと「田園創造地」というような言い方をしてお

りまして、それを色々な資料がある中で、これでいいのではないかというご提案をし

ているところがこの「環境調整地区」という呼び方になっておりまして、検討結果と

して我々が示しているのはそのような状態でございます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、よろしいでしょうか。その他いかがでしょうか。 

はい、村岡委員お願いします。 

 

●（村岡委員） 

「環境調整地域」は基本的には環境を維持するために必要と思われる土地だとい

う考え方なのですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

細かい話を申し上げますと、環境維持という維持のところが少し難しいのかなと

思っておりまして、資料の３３ページ、「ａ）環境調整地区」の３つめのところに、

調整区域の資材置き場のことに少し触れているのですが、これは資材置き場を決し

て否定するということではなくて、ルールの中でできるものはできるという事にな

ります。 

その辺りが維持に繋がるかというと、そこは違うと思っているのですけれども、市

街化調整区域もある程度色々なことができますので、その辺りのバランスを取りな
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がら環境調整していきたいという意思を込めて、このような名前を付けたと言うと

ころです。ですから、農地を保全していこうだとか当然そのような面もありますけれ

ども、様々なものを調整していくというような考え方でございます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

私から関連して考えていたので、先にお伝えすると、「市街化調整区域」や「環境

調整地区」に関して、「方針２自然環境と調和したまちづくりの推進」の文章を読む

と、若干矛盾を感じると思っていまして、「市街化調整区域」は一般的には開発を抑

制する地区として定められていると思うのですけれど、「農地の多様な機能の保全を

図るとともに、」というところはいいのですけれど、その後の「市街化の圧力に対し

て計画的に良好な市街地形成を目指します」というところと、かつ、「幹線道路沿道

を活かした土地利用の創造」というところにも矛盾を感じると思っていたら、先ほど

福岡委員がおっしゃったように、三郷市の色々な状況を考えると、「市街化調整区域」

において、今後、「市街化区域」に変えていったりとか、新しい都市機能を追加して

いったりというニーズはあるので、このようなことなのだろうなと思うのですけれ

ども、その「市街化調整区域」の理念に照らしたときに、矛盾がない方がいいのでは

ないかなと思っていて「市街化調整区域」の事を言っているのに「幹線道路沿道を活

かした土地利用の創造」と言うと、それで良いのだろうかと思ってしまうので、検討

いただけたらなと思っています。 

 

●（都市デザイン課長） 

はい、検討いたします。少し申し上げておきますと、「産業振興地区」がそれに当

たると思っておりますが、今回３箇所、色付けをしています。そこで何かをやるとき

に「市街化調整区域」のまま土地利用を誘導するのか、それとも「市街化区域」に入

れるのか、その辺りは具体化するときに改めて判断をさせていただくようになるか

と思います。 

今の状況では、「市街化調整区域」のまま「産業振興地区」の位置づけをしており

ますけれども、具現化していくときにはまた一回フィルターにかけると考えており

ます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。永塚委員、お願いします。 

 

●（永塚委員） 

３４ページの「土地利用の方針図」、これと３２ページの中に「ｆ）複合利用地」

の色分けがございます。先ほど質問がありました南部拠点のところと、あとは新三郷

駅の東側の部分ですね、これは用途地域を指していると思うのですけれどもこの地

域については現在、市街化調整区域で以前から面整備の計画があって、なかなか実現

しないために現在まで来ていると思うのですけれども、約３０年経過したにも関わ

らず市街化調整区域のままで、名称は「複合利用地」になっておりまして、その中に
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住宅も相当立地してございます。現実的には駅の直近でもあるし、３２ページに表示

されております「新三郷駅周辺や三郷南インターチェンジ周辺おいては、市民生活の

多様なニーズに対応した産業・生活機能の形成を図ります。」という事ですが、もう

少し具体的にイメージとして分かるような表現をされた方がよろしいのかなと感じ

ます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ありがとうございます。ご指摘の通りですね、「複合利用地」のまま時間が経って

いるという現状がございます。 

関連がございますので、３４ページの「土地利用の方針図」と、２７ページに「将

来都市構造図」がありまして、図面を並べてご覧いただければと思います。 

永塚委員からご指摘があった、例えば新三郷駅周辺につきましては、地域拠点とい

うことで少し大きめの丸を描いています。ここについては現状、市街化調整区域であ

っても今後のまちづくりが具体的になってきたときに、市街化区域に編入する部分

も出てくるかもしれませんし、そうではない部分も出てくるかと思います。 

そのようなことで新三郷駅周辺の東西については「複合利用地」として位置付けを

させていただいているところでございます。そこが我々も検討していて難しいとこ

ろではあるのですけれども、より具体的に書いていける部分と、まだ決めきれない部

分というのが現実的にございますので、今のような表現に既計画からなっているの

かと思っております。 

また、三郷南インターチェンジ周辺も地域拠点ということで、これは総合計画で昔

ファイブ・ハート・タウン構想というものがあったかと思うのですけれども、その頃

の計画を踏襲して現在に至っております。拠点の位置付けを外さず、今に至っている

訳ですが、それまでに三郷中央駅や三郷インターチェンジの周辺についてはファイ

ブ・ハート・タウン構想の頃からのまちづくりが整って進展しておりますので、次の

段階に入ってきて三郷南インターチェンジ周辺や新三郷駅周辺につきましても、ま

ちづくりが始まるのかなと捉えております。 

そのような背景もありまして、「複合利用地」が現在のような表現になっていると

ころでございます。 

いただましたご意見につきましては、持ち帰り検討していきますので、よろしくお

願いします。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。永塚委員よろしいでしょうか。 

その他はいかがでしょうか。 

会議の後に、言い足りなかった点ですとかお気づきの点がありましたら、意見シー

トを使って事務局に提出していただけたらと思います。 

続きまして、「（２）道路交通体系の整備方針」について、皆様からご意見いただき
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たいと思いますが、いかがでしょうか。 

はい、村岡委員お願いします。 

 

●（村岡委員） 

「方針３交通体系の確立」の「③駅前駐車場の確保」なのですけれども、前回の資

料では「駅前駐輪場の確保」になっていましたが、「駅前駐車場の確保」に変わって

います。 

その後の説明、具体的な方針の４２ページ「③駅前駐車場の確保」のコメントの中

で「円滑な道路交通を確保するため、事業所や店舗の協力を得ながら駐車場の確保に

努めます。」についてはどういうイメージで書かれているのですか。 

協力してと、民間やセブンイレブンの駐車場を使わせてというイメージですか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

私が間違えていましたら担当が訂正をしますので、お答えいたします。コンビニの

駐車場などの細かいところではなくて、例えば大きな商業施設等があったときに、そ

のようなところの大規模な駐車場の協力をイメージしていると考えております。 

 

●（村岡委員） 

大規模な施設を使わせてと言っても、例えば 1000 円以上の買い物をしなければ２

時間無料ではないという話になるから、極めて無理筋じゃないかと思うのです。 

言葉で書くのはきれいですけれども、具体的に駅前に駐車場を確保するというこ

とは今の三郷駅、新三郷駅をみてもなかなか。例えばパーキング、高層のビル型の駐

車場を確保しなければいけないという話になってくる。２月の段階では駐輪場だっ

たのに、それは議論をして駐車場に変えたということですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

駐輪場については、担当間でも意見が割れているところもありまして、今後ご意見

等賜って検討する必要があると考えております。 

また、駐車場について我々も非常に難しい問題だと思っておりまして、例えば市の

方で具体的に駅前に駐車場を整備するといった計画を持っていれば、書きやすいと

ころなのですが、そのような計画が具体的にはございません。ただ、何も書かない訳

にもいかないと、そういった苦しい部分を抱えながら、提案をしていくとこのような

形になっているというところがあるのですけれども、ご意見をお預かりして、この後、

松本の方から少し、補足をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

●（まちづくり推進部長） 

駐車場関係についてですが、新しい店舗や事業所の開発において、開発指導要綱と

いうものがありまして、規模によって、何台か駐車場を確保して下さいという指導を
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行っております。そのときに少しでも多く駐車場を確保して欲しいと協力を求めて

おり、方針として文章として書かせていただいているという趣旨でございます。 

 

●（村岡委員） 

一般市民が利用できるのかどうかという点じゃないですか。駐車場を１００台の

スペースで確保しますと言っても、利用者が誰なのかと。一般市民が駐車するスペー

スを確保するという基本的な考え方が必要じゃないかなと感じるのですけれど。 

 

●（まちづくり推進部長） 

確かにそういう意味からいうと、少し視点が欠けているのかなというところはあ

りますが、ここで書かれているのは路上駐車をしてお店に来た方が、交通に支障があ

るということで、そういう事がなるべくないように、お店にはお客さん用の駐車場を

確保してもらって、円滑な交通を図っていきたいという、そこを書いているのですが、

確かに村岡委員がおっしゃるような観点は抜けているのかなと思いますので、検討

させていただければと思います。 

 

●（都市デザイン課長） 

私の方から補足と訂正ということで、小さな店舗を抜くような話をしたのですけ

れども、開発指導課において、そういったところでもしっかり駐車場を設けてくださ

いと指導をしておりますので、訂正をさせていただきます。 

ご意見についてはお預かりして、検討してまいります。 

 

●（遠藤委員） 

村岡委員がおっしゃるのは、住民の駐車場を作れということですか。 

 

●（村岡委員） 

有料でもいい。コインパーキングでも。 

 

●（遠藤委員） 

それを店舗以外で作れということですか。 

 

●（村岡委員） 

作れということではなくて、駐車場の確保という「方針３交通体系の確立」の「③

駅前駐車場の確保」という整備方針があります。その説明の中に、「事務所や店舗の

協力を得ながら駐車場の確保に努めます」という表現がありますので、これはどうい

うことですかということから始まっているのです。 

 

●（遠藤委員） 

そうであればいいのですけれど。今まで日本の都市では、都市計画駐車場は散々な

目に遭ってきました。ろくに経営もできずに。本当に注意して作らないと、駐車体系

が狂ってしまうのですよ。本当にこれ、ぎりぎりのラインですね。 
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●（村岡委員） 

当初２月の段階では、「駐輪場の確保」だったわけです。それが「駐車場の確保」

に変わっていますので、それは間違いだったのか議論の末に駐車場にしたのかとい

うことです。 

 

●（遠藤委員） 

駐輪場は「④自転車交通の充実」で書かれている。 

 

●（村岡委員） 

当初案では「駐輪場の確保」になっていた。２月の段階では。それでご質問させて

いただいたので。 

 

●（都市デザイン課長） 

村岡委員のご指摘通りで、既計画でもそうなのですけれど、駐輪場と駐車場が併記

されていました。 

駐輪場についても、我々具体の施策を持っていなかったので、落としたというとこ

ろはあるのですけれども、その次に「④自転車交通の充実」というところがありまし

て、自転車交通を充実させるのであれば当然、駐輪場も必要だろうというような話は、

事務局でもしております。 

これが最終案ではないので、お示ししたものに駐輪場は入っておりませんけれど

も、今日いただいたご意見を参考にしながら、改めてその点については私どもで議論

して、ご説明を申し上げたいと思います。 

 

●（村岡委員） 

駐車場の確保にこだわっている訳ではなく、その点はご理解いただきたいと思い

ます。 

 

●（富岡委員） 

関連して私も感じているのですが、駅前にあの大きなスペースを持つというのは、

先生もおっしゃったようにあまりいい方ではないように思いますし、その前の「②バ

ス交通の確保」というのがあります。そうすると、駅前に駐車する必要が徐々になく

なるようなイメージもあるし、また少子高齢化の話になると、徐々に車を運転しなく

なる可能性もあって、かえって駅前に確保する必要もないかもしれないというのは

あります。なので、あえて駐車場を確保しなければいけないと書いてあるのは、それ

ぞれが少し矛盾しているような感じも受けます。駅前に駐車場を確保しましょうと

いうことを、どこかから協力を得るとか、停められるような場所を確保しなさいと入

れるイメージなのでしょうけれど、必ずしも入れる必要はないのではないかと私は

感じました。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。事務局、いかがですか。 
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●（都市デザイン課長） 

ありがとうございます。参考にさせていただきます。余談になるかもしれませんが、

バスと自転車を併記しているところもあるのですが、バスと自転車は割と被ってく

る、距離がですね。そういう方がいらっしゃると思います。その辺りも含めてその関

係は改めてしっかり議論してお示ししたいと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

リモート接続が切れてしまったので、質疑の途中ですが、接続の作業をお願いしま

す。 

 

〔事務局によるリモート接続作業〕 

〔葛西委員都合により退席〕 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

リモートの工藤委員、先ほどは失礼しました。電波が悪かったので一度切れてしま

ったのですが、再開いたしますのでよろしくお願いします。 

では、「（２）道路交通体系整備の方針」について、引き続きご意見をいただきたい

と思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

特にないようでしたら、私からひとつ言わせていただくと、「方針４魅力ある美し

い道づくり」について、今の時代、色々な試みがあるので、もう少し書き込めるのか

なと思っています。 

ストリート・デザイン・マネジメントの言葉に代表されるように、コロナ禍で屋外

のテラス席を積極的に使い、オープンカフェなどを積極的に行っている事例もあり

ますので、そのようなことも美しい道づくりや、魅力ある道づくりなのかと思ってい

ますので、コロナ禍ということも踏まえて、もう少し書き込んでもいいのかと思いま

した。国も積極的に道路占用許可をしていると思いますので。それについてコメント

させていただきますが、いかがでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

担当課と調整をして、検討を進めてまいります。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

では、次の方針に移ります。「（３）社会基盤施設の整備方針」について、皆様から

ご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

特にご意見ございませんでしょうか。では、何かお気づきの点がありましたら、後

日でも構いませんのでご意見いただけたらと思います。 

続きまして、「（４）防災・減災まちづくりの方針」について、皆様からご意見いた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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私から１点、お聞きしたいのですけれども、他の自治体の都市計画審議会に関わっ

ているのですが、「方針４災害を見据えたまちづくりへの取り組み」というところで、

復興マニュアルのようなものを作るイメージなのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

その通りでございます。マニュアルを作る事になりますが、すぐとはいかないので

すけれども、復興のための事前準備をどうやっていくかということを想定して、マニ

ュアルを作るような形を、今後、想定しているところです。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

では、またお気づきの点があれば教えていただけたらと思います。 

では、「（５）みどり・景観まちづくりの方針」について、続いて意見を伺いたいと

思いますがいかがでしょうか。 

はい、横内委員お願いします。 

 

●（横内委員） 

６８ページ「みどりのまちづくり方針図」の中に、「ふるさとの森」というのがい

くつかピックアップされていますが、これについて何かしら説明なり言及があるの

かどうかと、イメージ的に三郷は川に囲まれた低湿地帯ということで、森というイメ

ージが全然なくて、そういうものがあったのかという正直な感想なのですけれど、教

えていただければと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（まちづくり推進部副部長） 

「ふるさとの森」ですけれども、三郷市で緑を保存しようということで色々と民地

の中にある樹木、保存樹木とか保存生垣とか、まとまりのある緑を保存樹林という形

で、竹藪とかそういったものを指定して保存しているところがございます。 

今回のふるさとの森として表現させていただいているのが、今申し上げました、保

存樹林として指定しているエリアをこの丸印として落としてございます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。  

 

●（都市デザイン課長） 

「ふるさとの森」の説明が都市計画マスタープランにあるのかというと無いよう

ですので、「ふるさとの森」、またその他の点について、緑の基本計画の中から引用し

ていますが、引用するに当たって必要な記載は、今後行いたいと思います。 
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●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。横内委員、お願いします。 

 

●（横内委員） 

樹林ということなのですけれど、見に行くとそれなりに感じられる程度のものか、

ただ木が何本か立っているのか教えていただきたいです。 

 

●（まちづくり推進部副部長） 

指定要綱に、記憶が曖昧なのですけれども、何平米以上、確か２００平米だったか、

樹林を形成しているようなものを市内各所で指定している状況で、一般的には先ほ

ど申し上げた通り、竹林や屋敷林をこの中では指定している状況です。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。そこに行ったら「ふるさとの森」という看板があっ

たりするのですか。 

 

●（まちづくり推進部副部長） 

先ほど申し上げた指定樹木、保存樹林と保存樹木、保存生垣全てにおいて、登録番

号を書いた立て看板が現地には設置してございます。 

 

●（後藤部会長） 

ありがとうございます。 

はい、その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、方針の最後、「（６）生活充実まちづくりの方針」について、皆様からご意見

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

はい、村岡委員お願いします。 

 

●（村岡委員） 

意見と提案ですが、７０ページ「方針１すべての人にやさしいまちづくりの方針」

の中で、現況・課題が２点載せられているのですが、６９ページの表に「②子どもと

子育て世代の生活環境に配慮したまちづくり」と「③高齢者や障がい者が安心して生

活できるまちづくり」とありますが、その具体的な方針②と③に繋がる記述が必要で

はないかと考えているのですが、子どもと子育て世代における現状と課題が何であ

るのか、高齢者や障がい者の地域生活における現状と課題について、記述した方がよ

ろしいのではないかなと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

（６）の方針については、我々の専門と少し離れている部分になってきますので、
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今のようなご意見を賜れば、しっかりお預かりして検討してまいりますのでお伝え

くださいますようよろしくお願いします。 

案をいただいたものについては、持ち帰り検討いたします。 

 

●（村岡委員） 

続いて、「③高齢者や障がい者が安心して生活できるまちづくり」で、２点コメン

トがあるのですが、これは要望と言うか提案なのですが、具体的方針の３点目として、

「包括的支援体制」の言及が必要ではないかと考えております。 

ひとつは「安心して生活できる地域の暮らしの実現に向けて地域の拠点（居場所）

を整備・支援するとともに地域に生活するすべての人を対象とした包括的支援体制

の整備を推進します。」とか、このコメントがここに記載されると、練られた計画に

なるのではないかということと、７２ページに「就労支援などの取り組みの充実を図

るとともに、老人福祉センター等の福祉施設の維持・管理など安心して利用できる環

境整備を図ります。」とあるのですが、実際に我々が運営していると、以前はある人

が老人福祉センターを利用していて自転車で通っていたと。ところが徐々に足腰が

弱まってきて、もう行けなくなったということです。皆おいでよと言うよりは、それ

よりもっと、出張して行くというのですか、老人福祉センターは設置されているので

すが、その整備と言うか、その地域に拠点ではないのですけれども、居場所づくりを

推進するという観点から、この環境整備を図りますと。加えて、地域のサロン活動や

集会施設の維持管理等、民間支援と言うか「包括的支援体制」なので民間支援につい

ての言及も必要ではないかと。ひとつには「老人福祉センター、地区の公民館等の施

設の維持管理、地域のサロン活動や集会施設の設置支援等、安心して利用できる公民

での環境整備を図ります。」とこういう記載をすれば、ある意味では空き家対策です

か、空き家対策は見落としているかも分からないですが、そういう意味での空き家対

策にも繋がるのではないかと考えているのですが、言葉でずらずらと申し上げまし

たけれども、ペーパーにしてお送りしますので、よろしくお願いします。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。事務局、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

２点について、意見書を送っていただければと思っております。「包括的支援体制」

ということで今の高齢者福祉、課名が変わってしまっているかもしれないですけれ

ども、長寿いきがい課で同様に計画を策定しております。その計画の記載内容と連携

を取り、必要な区分けをしながら、どこまで書けるかというところで、１点目につい

ては検討してまいります。 

２点目の福祉利用の環境ということで、我々が書こうとしたところと、村岡委員の

意見とが少しずれているところもあったと思うのですけれども、ご意見の内容を含

めて検討し対応を考えていきたいと思います。 
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●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

工藤委員、お願いします。 

 

●（工藤委員） 

「４）公共施設を通じた魅力あるまちづくりの推進」の「①公共施設の有効活用」

について色々書いてあるのですけれど、今現在、コロナ禍で十分な活用ができない状

況です。それは致し方ないのですけれども、いつコロナが終息するか分からないもの

ですから、新しい生活様式に合わせた公共施設の利用方法等を、新しい方針を出して

いただきたいなという思いがあります。今、公共施設が使えず、住民の方々、子育て

中のお母さんや高齢者の方も非常に困っています。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。事務局、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ありがとうございます。コロナ関係ということで、冒頭も少しお話しに上ったと思

うのですが、どのように我々の計画の中で捉えていけばいいのか、その辺りも含めま

して施設の利用に関するところも点検をしていきたいと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

はい、富岡委員お願いします。 

 

●（富岡委員） 

「方針３ 定住性の高いまちづくりの推進」の「②多様なライフスタイルに対応し

た住宅・住宅地の環境」ということで、外国人等に対応した記述が７４ページにある

のですが、全体的に外国人が三郷の住民の中でも増えてきていると思われるのです

けれども、その方々に対する計画というか対策とかそういうものが住宅だけではな

くて、この間もアンケートに書きましたけれども、交通標識の多言語化とかそういう

ようなことを、ここに入れるものかどうか分かりませんけれども、外国人対策、外国

人が住みやすい住居に、それはそうするのがいいのか議論が割れるかもしれません

けれども、そこら辺のお考えはどうなのでしょう。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局からお願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ここは住宅の視点に少し寄っていますので、そういったご指摘だったのかなと思

います。同じ章の７０ページ「方針１すべての人にやさしいまちづくりの推進」のユ

ニバーサルデザイン全体のところで捉えているのですけれども、そことの関連付け
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を整理しながら対応できればと考えております。今後、整理してご提示したいと思い

ます。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

宮田委員お願いします。 

 

●（宮田委員） 

７７ページ「生活充実まちづくりの方針図（子育て支援施設）」、７８ページ「生活

充実まちづくりの方針図（福祉・文化・コミュニティ施設）」ですが、子育て支援施

設と、福祉・文化・コミュニティ施設とで分けてありますけれども、実際、コミュニ

ティ施設で子育てサロンを全世代に対応して施設等を活用していますので、分ける

べきなのか、それとも合体するなり、両方に載せるなり、考えていただけるといいか

なと。全世代対応のものがあるということを検討いただければと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。事務局から、いかがでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

ありがとうございます。ここは実は悩んだ部分でもございまして、最初に１枚の図

面にまとめましたら、ごちゃごちゃとしてしまったので、分けた方が良いだろうと判

断して、今のような図面になっております。 

皆さんの中に専門の方もおられますので、そのような目線から、こういう分け方が

いいのではないかとか、そういったご意見もいただけるとすごく助かると思ってお

ります。あと、図面でもう少しできたらと思っていたところが「地域包括支援センタ

ー」という事で、６圏域に分けてそれぞれに配置されているはずなのですけれども、

抜けているものがありますので、その辺の点検も含めながら図面をまとめていきた

いと思っております。もしお気づきの点があればお伝えくだされば助かります。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。この図は前の都市マスにはなかったですよね。私が

リクエストして作ってもらったので、良かったかなと思うのですけれど、これについ

て併せて質問で、タイトルが「方針図」ですけれども、方針というと既存ではないも

のも含まれているのか、それとも「現況図」なのか、どちらでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

図面を作るのに一生懸命になりまして、タイトルまで気が回りませんでした。これ

は「現況図」でございます。 

 

●（後藤部会長） 

「方針図」は出せるのですか。難しそうですよね。 
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●（都市デザイン課長） 

そのところまでは担当課とすり合わせをしておりませんので、将来の姿がもしあ

るのであれば、検討してみたいと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。 

はい、横内委員お願いします。 

 

●（横内委員） 

７８ページ「生活充実まちづくりの方針図（福祉・文化・コミュニティ施設）」で、

小さな三角がかなりたくさんポイントされているのですけれども、凡例を見ると「主

要な公共施設」という事で、具体的に何なのかなというのがひとつと、名前も分から

ないからこの図に入ってなくてもいいのではないかな、というような印象を持った

のですけれど、いかがでしょうか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、事務局お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

凡例で「主要な公共施設」をまとめたのですけれども、より分かりやすく修正をし

ていきたいと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。 

その他いかがですか。宮田委員お願いします 

 

●（宮田委員） 

追加ですが、「老人福祉センター」という名前が７２ページに出てきていますけれ

ど、図面に落ちていないです。できれば一緒に入れていただきたい。要望です。 

 

●（後藤部会長） 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

対応いたします。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

他いかがでしょうか。遠藤委員お願いします。 
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●（遠藤委員） 

いろいろ図面が充実してきたなということで、いいなと思ったのですけれど、これ

全部同じ縮尺で作ってますよね。 

 

●（都市デザイン課長） 

そのつもりで考えております。 

 

●（遠藤委員） 

いやいや、上北で縮尺がしっかりしているのなら、スケールが要るかなと思ったの

です。都市の図面ですから。スケールはいくらなのですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

１０万分の１くらいだろうと。 

 

●（遠藤委員） 

きっちりとしたスケールだとはみ出てしまうようでしたら、はみ出ない範囲でう

まくスケールを設定すればいいと思うのですけれど。 

 

●（都市デザイン課長） 

検討いたします。 

 

●（後藤部会長） 

お願いします。はい、事務局。 

 

●（都市デザイン課長） 

先ほど村岡委員から空き家関係の話があったかと思うのですけれども、今後、空き

家の関係は少し記述をしないといけないと思っています。地区サロンのお話があっ

たと思うのですけれども、委員としていらっしゃっているのですけれども、宅建協会

さんと空き家関係の協定を結び、利活用を検討しましょう、活用しましょうというこ

とで取り組んでおります。残念ながら何か出来たかというところまでいっていない

のですけれども、そのようなこともやっておりますので、少し記述を加えさせていた

だけたらと考えております。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

私もその関係で思うのですけれど、２つありまして、「方針３定住性の高いまちづ

くりの推進」の「②多様なライフスタイルに対応した住宅・住宅地の環境整備」のと

ころで、皆さんテレワークやリモートワークをしているので、今後もその兆候が続く

かなと思うので、そういったテレワークなどに対応した住宅志向というものも加え

ていただくといいのかなと思いました。 

あと「方針４公共施設を通じた魅力あるまちづくりの推進」のところで、「空き家



 26  

 

の活用」とあったと思いますけれど、公共施設だけではなくて民間の施設の活用をし

たまちづくりの推進をしていく必要があると思うので、かつ、市民のニーズを踏まえ

たところになるとそういった民間との連携が非常に重要になってくると思うので、

私の提案としては、タイトルを『多様な市民活動の拠点の形成』とかにして、公共施

設だけでなくて、空き家の活用とか、そのようなことも盛り込んでいただくといいの

かなと思っています。いかがでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

検討してまいりたいと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 

長くなりましたが、６番までいきましたので、それでは続きまして、先ほど事務局

から提案がありました、「まちづくりの目標」について、事務局に進行をお返ししま

す。 

 

●（都市デザイン課主査） 

〔まちづくりの目標について資料に基づき説明を行う〕 

 

●（都市デザイン課長） 

ここから進行を私の方でやらせていただいて構わないでしょうか。 

 

●（後藤部会長） 

はい、どうぞ。 

 

●（都市デザイン課長） 

先ほど事務局の説明にて、「第５次総合計画基本構想」の７つの「まちづくり方針」

を「都市計画マスタープラン」の４つの「まちづくりの目標」に対比させるようなご

説明を申し上げましたが、全体的に体系を整えるためにそれぞれ理念や将来都市像

を踏まえて、４つの都市像・目標を定めたというところになります。 

同じようなことを違う表現にすることになるので、我々がお示しをしました４つ

の「まちづくりの目標」の表現が、例えばもっとこれが良いだとか、そういったご意

見がいただけると、今後の検討に役に立つのかなと思っておりますので、お感じにな

ったことがあれば率直にいただければよいかと思います。 

では、村岡委員お願いします。 

 

●（村岡委員） 

これを見て感じた率直な意見、思いなのですけれど、「まちづくりの方針」と「ま

ちづくりの目標」は同じ表現というのはどうも違和感があるのです。 

方針というのは方向性とかで、目標というのはその方針を踏まえてよりブレイク

ダウンした形になると私は常々考えていて、これを見ると「まちづくりの目標」の「①
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都市基盤の充実した住みやすいまちづくり」と「③水と緑を活かした魅力的なまちづ

くり」は全く方針と同じ表現です。これはどうなのかなと。方針があって目標が方針

とイコールだというのは、どうなのかと率直な疑問です。もう少し「まちづくりの目

標」はより具体的に、方針をもっとブレイクダウンしたような形で。①は異論ないの

でもう少し。今案が浮かばないですけれども。 

 

●（都市デザイン課長） 

ありがとうございます。まずは時間もありますので、ご意見をお預かりして持ち帰

らせていただくということでお願いしたいと思います。また、方針ということでこの

参考資料１の作りがあまりよくないところがあったかもしれないですけれども、再

編成をしているようなイメージは確かに持っておりますが、内容的にカバーができ

ていればいいのかなと思っていまして、方針と目標で表現が違うのですけれども、

「都市計画マスタープラン」については、まちづくりの理念と将来都市像を意識して、

それを目標にしていこうというような考え方をしております。 

「第５次総合計画基本構想」では、理念と将来都市像を実現していくために方針を

立てたということになりますので、少し目標と方針は違ってきているのですけれど

も、そういった捉え方をしていただけると良いのかなと思っております。 

 

●（村岡委員） 

もう１点あります。「④すべての人にやさしいまちづくり」は非常に聞こえが良く

て誰も反対しないと思うのです。ただ、八方美人的な表現であまり好きでない、個人

的には。SDGs というか持続可能な社会を目指すのでしたら、やはりいつまでも住み

続けられる魅力あるまちづくりと言うか、何を言いたいのかというと、１つには若い

世代、子育て世代が三郷に移住したいということ。２つ目には高齢者が住んでいて良

かったと思えるようなまちづくりをイメージしているのですけれども。と言います

のは、三郷市の２０年後の人口がほぼ横ばいではないですか。実際には埼玉県の、ま

あ日本の総人口が２０年後１億２４００万人から１億１０００万人ぐらいに減る。

埼玉県も似たような人口減の予測資料があるわけですよね。その中で三郷市として

は魅力的な計画を挙げているのではないかと思うのですけれど、やはり究極にはい

つまでも住み続けたい魅力あるまちにしたいという思いが都市計画の中に、目標の

中にあった方がいいのではないかなという気持ちを持っていまして、４項目の中で

は少し次元の違う話なのかどうか、計画の目標のひとつの中に入れるのが妥当なの

かどうかというのは、今判断がつかないのですけれども、そういう思いで目標を設定

して欲しいという気持ちです。 

 

●（都市デザイン課長） 

全体を通してでしょうか。 

 

●（村岡委員） 

そうですね。 

 



 28  

 

●（都市デザイン課長） 

わかりました。お預かりして検討します。 

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、福岡委員。 

 

●（福岡委員） 

私も「④すべての人にやさしいまちづくり」だけに抵抗があります。やはりざっく

りしすぎているのと、どのような形でもいいのですけれど「子ども」というキーワー

ドは必ず入れていただきたいので、今はもう疲れ切って全然文章力がないのですけ

れど。キーワード的にはやっぱりしっかりと、少子高齢化なので少子の方を主に、小

さい子どものためのというキーワードだけは押さえておきたいと、提案いたします。 

 

●（都市デザイン課長） 

分かりました。 

他の委員の方、いかがでしょうか。 

 

●（横内委員） 

「（２）内容を踏まえた目標名の妥当性」というところで、「①都市基盤の充実した

住みやすいまちづくり」ですけれども、さすがに表現が全部方針の方と全く一緒で、

内容的に①が入っているその気持ちは分かるのですけれども、さすがに一言一句同

じなのは少し厳しいかなと。ですから、「まちづくりの目標①」に雇用創出だとかも

含まれているということですから、「まちづくり方針⑤魅力的で活力のあるまちづく

り」を付けるなりして少しは変えた方がいいのではないかと思います。 

 

●（都市デザイン課長） 

その意見が内部でも出ておりまして、助かります。ありがとうございます。 

その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは時間が足りなくて申し訳なかったのですけれども、意見シートの方、参考

資料１の２ページ目に付けておりますので、お感じになった事があれば、お使いいた

だいて、検討していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

では、後藤部会長に進行をお返しします。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございました。本日の議事は以上となりますが、全体を通してご

意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

はい、福岡委員お願いします。 

 

●（福岡委員） 

２点ほどございます。まず１点目、こちらの資料が送られてきた時に、分厚い封筒

で送られてきたのですけれど、送り主様の名前がなかったので正直言って捨ててし

まうところだったので、できれば三郷市役所のいつもの封筒で出していただければ

安心かなと。開けるのを本気でドキドキしました。何か怪しい品物だったらどうしよ
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うと。 

もう１点ですけれど、会議の案内で「午後２時から」と書いてあるのですけれど、

できましたら終わる予定時刻を書いていただけると。今日もまさか１７時までかか

るとは思ってなかったので。あと数回あると思うので、予定時刻を書いていただくと

非常に助かります。 

 

●（後藤部会長） 

皆さんお忙しいですからね。 

分かりました。事務局は気を付けてください。 

 

●（都市デザイン課長） 

申し訳ありませんでした。今後しっかりとやっていきます。終わりの時間について

も本当におっしゃる通りですので、今後時間の見積もりをしてお示ししていくよう

にしたいと思います。 

 

●（後藤部会長） 

はい、村岡委員。 

 

●（村岡委員） 

初回にも申し上げたのですが、資料が送られてくるタイミングですね、少なくとも

一週間以上前というか、出来上がっているのでしたら早めに送っていただきたい点

と、だいたいパターン的には２回に分けて送られてくる。ギリギリに。そういうこと

もないように、一発で送っていただければ。お忙しいでしょうけれど、よろしくお願

いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

反省しております。それを心掛けてやってきたのですけれども、なかなかできない

こともありましたので、今後しっかり対応したいと思います。申し訳ありませんでし

た。 

 

●（後藤部会長） 

最後まで調整していただいて、今回リモートにもチャレンジいただいたので、すご

く大変だったかなと思います。ご苦労様でした。ありがとうございました。 

では、「次第（３）その他」の今後の予定について、お願いします。 

 

●（都市デザイン課主査） 

〔その他の事項について、資料に基づき説明する〕 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。 

すみません。私が自分の議事を終了するのを忘れてしまいました。これを持ちまし
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て議事を終了したいと思います。 

最後、遠藤部会長代理から、締めの言葉をお願いします。 

 

●（遠藤部会長代理） 

お疲れ様でした。ありがとうございます。 

今日、コロナ、ウィズコロナと色々ご意見が出ました。実はこの事前の段階で、私

が一番気になりましてちょうど策定期限が半年伸びたこの期間を利用して、どうな

っていくのか考えていこうよと言ったのです。ただ、だいぶ落ち着いてきましたので、

最近コロナって。一説には集団免疫ができているのではないかとか、コロナ脳になっ

てしまったのが問題なのであって変に委縮しない方が良いよ、とか言っている人も

出てきました。ここで慌てて何か変なことを書き込んでしまうのもまずいかなって、

私は最近そのような気分です。だけれど、そういうことを議論して考えながらどうや

って盛り込んでいくのか、盛り込まないでおくのか、大事だなと思っていますので、

次回に向けてご意見賜りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

 

●（後藤部会長） 

はい、ありがとうございます。では、事務局にお返しします。 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

令和２年度第３回三郷市都市計画マスタープラン策定協議会を閉会させていただ

きます。本日は本当に長時間に渡りありがとうございました。 


