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平成２８年度第２回都市計画審議会 会議録 

 

１．開催日時：平成２９年１月２６日（木）午前１０時～１１時４５分 

 

２．開催場所：三郷市役所 ６階 全員協議会室 

 

３．出席者 １２名（委員総数１２名） 

（委 員） 

遠藤会長、岡庭委員、篠田委員、鈴木深太郎委員、工藤委員、前田委員、 

石原委員、永塚委員、内田委員、鈴木邦男委員、吉田委員、野村委員 

 

 （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） 

松本まちづくり推進副部長兼都市デザイン課長（以下、都市デザイン課長） 

都市デザイン課 

 中村課長補佐兼都市政策室長（以下、都市デザイン課長補佐） 

 浦川計画景観係長（以下、計画景観係長） 

 岩間主任技師 

 野副主事 

まちづくり事業課 

 秋田まちづくり事業課長（以下、まちづくり事業課長） 

 小賀坂主幹兼まちづくり事業係長（以下、まちづくり事業課主幹） 

 松沢主任 

 小金井主事 

下水道課 

池田下水道課長 

大森課長補佐 

田中主事 

 

４．議 題 

議案第１号 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について（県決定） 

議案第２号 区域区分の変更について（県決定） 

議案第３号 用途地域の変更について（市決定） 

議案第４号 防火地域及び準防火地域の変更について（市決定） 

議案第５号 地区計画の変更について（市決定） 

議案第６号 下水道の変更について（市決定） 

議案第７号 土地区画整理事業の変更について（市決定） 
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５．議事内容 

（１）開 会 

●都市デザイン課長補佐 

[司会挨拶] 

 

●遠藤会長（以下、議長） 

[開会のあいさつ] 

 

●都市デザイン課長補佐 

[資料確認]  

 

（２）議事進行 

●議長 

[委員の出席状況を求める] 

 

●計画景観係長 

[出席状況を報告] 

 

●議長 

[会議録の署名委員について、前田委員と石原委員を指名] 

  [三郷市情報公開条例に基づき、審議会内容を公開とすることを確認] 

  [傍聴者の出席状況について報告を求める] 

 

 ●計画景観係長 

  本日、傍聴の申込みはございません 

 

●議長 

はい、傍聴者がおりませんでしたので、議事を進行いたします。 

それでは、議案の審議に入りたいと思います。 

本日の議案は議案第１号から議案第７号までとなっておりまして、   

議案第１号 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更については、

定期の見直し時期となっていることから変更を行う案件。 

また、第２号 区域区分から第７号 土地区画整理事業まで、三郷インター

南部南地区関連の案件となってございます。 

これより説明を求めますが、まず、はじめに、事務局から議案の説明方法

について、説明をお願いします。 
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●計画景観係長 

それでは、本日の議案説明の進め方についてご説明いたします。 

本日は７議案ございます。 

議案第１号につきましては、埼玉県決定の都市計画となりまして、昭和４

５年に区域区分の当初決定をしてから、おおむね５年毎に全体的な見直しと

して、この整備、開発及び保全の方針を定期的に見直しております。 

現在は７回目の見直しをしている状況でございます。 

また、議案第２号から議案第７号につきましては、今回の埼玉県の定期見

直し時期に併せまして、三郷インター南部南地区に関連した案件となってお

ります。 

つきましては、説明の順番でございますが、まず議案第１号 都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針の変更についてを説明させていただきたいと考

えております。 

その後、第２号から第７号につきましては関連が深いため、一括して説明

させていただきたいと考えております。 

また、説明者でございますが、第２号  区域区分の変更についてから   

第６号 下水道の変更についてまででございますが、都市デザイン課で説明

いたします。また、第７号 土地区画整理事業の変更についてですが、まち

づくり事業課で説明させていただきたいと考えております。 

なお、採決は議案ごとに行いたいと考えております。 

以上でございます。 

 

●議長 

ただいま事務局から説明がありましたが議案第１号の説明、その後、皆様

にご審議いただきます。それで採決といたします。 

その後、第２号以降は一括して説明したのち、審議後各議案について採決

という流れでございます。 

この方法でよろしいでしょうか。 

 

●委員 

[意見なし] 

 

●議長 

はい。 

それでは最初に議案第１号 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

変更について事務局より説明をお願いします。 
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●都市デザイン課長 

[議案第１号について、議案書及び別添に基づき説明] 

 

●議長 

はい。どうもありがとうございました。 

これは県決定の議案で、この場で意見があれば付すことができるんですね。 

採決ということで Yes か No かではないですよね。 

 

●都市デザイン課長 

基本的には、本日、意見をいただくのですが、最終的には採決ということ

になりますので、事務局といたしましては、賛成の場合は意見を付けるとい

うことはないと想定しておりますが、反対の場合は、反対の内容についてご

意見を付けさせていただきたいと考えております。 

 

●議長 

ちょっと皆さんを混乱させてしまって申し訳ありません。そういう扱いで

ございます。 

ということで、今の事務局からの説明に関して、ご意見、ご質問がありま

したらお願いします。 

はい、お願いいたします。 

 

●工藤委員 

はい。ご説明ありがとうございます。 

理由書の中で、変更内容のなかに都市計画の目標についてご説明がござい

ました。 

ここにある「コンパクトなまちの実現」、あるいは変更理由の中に「コン

パクトなまちづくりの方向性を明確化する」というふうにおっしゃってるん

ですけども、コンパクトなまちづくりの概念がちょっとよくわからないので

説明していただきたいのと、方向性を明確化するという明確化する進め方と

いいますか、それがちょっとイメージできないのでお伺いしたい。 

併せて、都市計画のマスタープランについては各自治体ごとの具体化にな

るのかというふうに受け止めたわけなんですけども、この変更理由の内容と、

それから三郷市におけるマスタープランとの整合性についてはどのように

考えていいのか、伺いたいと思います。 
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●議長 

３点ということで、コンパクトなまちづくりとはなんなのか、概念といい

ますか、これからお願いします。 

事務局、お願いします。 

 

●都市デザイン課長 

はい。それでは説明させていただきます。 

コンパクトなまちの実現というふうに今回、整開保の方に目標として掲げ

られております。これは、国の方でもそうなんですが、今後、人口減少の社

会になっていくということで、まちのつくりを拠点というか、例えば駅だと

か、そういうところに利便施設をまとめて、人をそこに集めていって、コン

パクトな社会というか、そういうまちづくりを行っていくということが効率

的ではないかという方針が出ております。それをこの整開保の中でも、先ほ

ど拠点の説明をさせていただきましたが、ある程度、拠点のところにまちを

集約していくといいますか、今後はそういう考え方で、まちづくりを行って

いきたいというようなことがコンパクトなまちの実現というような意味で

ございます。 

 

●議長 

ここにあった明確化ということも今併せて説明いただいたような気がしま

すが、それでよろしいですか。 

 

●都市デザイン課長 

そうですね。拠点を中心としたまちづくりということです。 

 

●議長 

そうすると、三郷市の都市計画マスタープランとの整合性という点ですが、

どうなってるかお伺いします。 

 

●都市デザイン課長 

はい。一応、何度か説明の中でも説明させていただきましたが、この整開

保につきましては、埼玉県が広域的な観点から大まかな方針を定めておりま

す。一方で、市の都市計画マスタープランは、住民に身近な市が、より密着

した見地で、市の創意工夫のもとに都市計画の方針を定めております。 

基本的にこの整開保につきましては、概ねの県の方針を定めているもので

ございますので、市の都市計画マスタープランの考え方と合わないというと

ころは、ないと考えております。 
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●議長 

はい。よろしいですか。 

はい、では今の事務局の説明に対して工藤委員、お願いします。 

 

●工藤委員 

はい。いわゆるコンパクトなまちづくりというのは、人口減少に対応した

まちづくりを進めていくということになるんだろうと思いますが、三郷市の

場合は、中心拠点の三郷中央を含めて、マンションができまして、人口も増

加傾向にあり、この間も人口が増え、三郷市としても、人口増になっていく

だろうという人口フレームも決めてるわけですけども、そうすると三郷市に

おいては人口減少に対応するまちづくりが、いわゆるこの整開保でいわれて

いる３７年度までのまちづくりとしての方針に合致するのかなというのが、

ちょっとあったものですから、伺ったわけですが、今のご説明ですとよくわ

からないんですよね。 

この計画そのものが広域的なものですから、双方合致するというふうには

なかなかならないと思いますが、もうちょっと詳しくお話ししていただける

とありがたいです。 

 

●議長 

事務局に、その辺り説明をお願いします。 

 

●都市デザイン課長 

今の三郷市のまちづくりにおきましては、現実、三郷市は未だ人口増加と

か、市街化区域も今回、拡大しようとしておりますので、今現在の時点では

なかなか人口減少に向けたまちづくりについて、市の都市計画マスタープラ

ンも含めまして、その辺の内容にはなっておりません。 

ただ、三郷市においても平成３０年代の中頃くらいから、人口が減少する

というような想定もございますので、今の都市計画マスタープランというの

は平成３２年が目標となってございますので、こちらの整備、開発及び保全

の方針を踏まえて、次の総合計画や都市計画マスタープランを作るときには、

少しこのコンパクトなまちづくりに向けての方針を入れていくというよう

になると考えております。 

 

●議長 

はい。 

野村委員お願いします。 

 

 



 

7/29 

●野村委員 

工藤委員と同じ考えを持ってるんですけど、やはりコンパクトという表現

が全然わからないです。ご説明ありましたけど、まだ、わかりません。 

それと、理由書の「第一 都市計画の目標」の中で「コンパクトなまちの

実現」、「地域の個性ある発展」、「都市と自然環境の共生」その三つあり

ますが、コンパクトの話は出ましたけども、個性ある三郷はなにかというこ

とですね。三郷でなにか個性があるんでしょうか。 

それと、事前に拝見させていただきましたが、議案書別添なんですが、３

ページのですね、コンパクトなまちの実現の中で、公共交通の利用促進、こ

れも具体的にどうなのか、それから緑の創出、それから低炭素社会の実現を

図ると全然わからないですね。なにを具体的にどうしたいのか。 

低炭素、ようは二酸化炭素をどうやって減らすのかというあれですよね。 

 

●議長 

ご指摘はそれでよろしいですか。 

 

●野村委員 

  はい。とりあえず。 

 

●議長 

重ねてコンパクトという概念についてのご質問だったわけですが、コンパ

クトというところからやりましょうか。 

事務局の方、よろしくお願いします。 

 

●都市デザイン課長 

説明がわかりづらくて申し訳ありませんが、これまで人口増加だとか、ま

ちが拡大というか、市街化区域が少しずつ外側に膨らんでいって、例えば郊

外でもお店ができたり、まちが膨らんできているというような、今まで右肩

上がりの社会だったわけですが、今後、人口減少という中で、基盤整備の面

で効率が悪いということがあります。人がいるところの道路などをなるべく

整備していくというまちづくりにしていかないと、今後社会自体がもたない

というようなことがございまして、なるべく駅に人や公共施設を集約して、

そこで人が暮らせるようなまちづくりを今後目指していくという、効率的な

まちづくりというのがコンパクトなまちづくりというような考え方になり

ます。 
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●議長 

それで、先程、工藤委員のご指摘については、まだ人口が増えているのに

ということだったんですけど、３０年がピークだと予想しているんですね。 

 

●都市デザイン課長 

平成３５年頃となります。 

 

●議長 

いずれ減りだすということですね。 

そういう事務局の説明で工藤委員よろしいですか。コンパクトという点は。 

 

●工藤委員 

要するに、都市計画マスタープランとの整合性がどうなっていくのかって

いうのが疑問だったので、３２年度で見直すというお話でしたから、コンパ

クトなまちづくりに、マスタープランがそういうふうに変更されていくのか

なと理解をしたわけですけども、ここ数年の間では、あまりコンパクトなま

ちづくりという方針については、三郷市の場合は、合わないのかなと思った

だけです。以上です。 

 

●議長 

前田委員、お願いします。 

 

●前田委員 

コンパクトの話は、人口とか事業数とか数の問題だけじゃないんですね。

たとえば高齢化して各所で、最近、高齢者の交通事故が多いですよね。もし、

仮に駅の近くに皆さんが住んでいたら、ありえないわけです。自動車使わな

いですから。あるいは環境の問題もそうですよね、どんどん自然を食いつぶ

していく。ですから人口とか産業の量的な問題を捉えて、コンパクトとは逆

方向ですというのは、ちょっと片面すぎるかなと思います。今回、お示しに

なっているインターチェンジの周りに、駅の周りじゃないですが、自動車を

使いやすい、トラックを使いやすいところに産業拠点作りましょうというの

は、方向性としては、私はコンパクトと言っていいんじゃないかと感じまし

た。 

ただ、一つ重要なのはコンパクトっていうのは、拠点に集めるのと、拠点

じゃないところを減らしていくのがセットなんですね。ですから、例えば市

内の人が住んでいるところ、住宅があるところに仮に、今後、工場を農転と

かで進出したいと、もしかすると市街化区域を拡大する要望があるかもしれ

ませんが、その時には明らかにストップをかけなければならないんですね。
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拠点で増やすんだから、拠点じゃないところを減らすというそういったとこ

ろを今回の審議とは関係ないですけど、それを以てコンパクトとしましょう

という決意がこの中に書かれていると、私はある意味、深読みしておりまし

た。その辺が今回の審議とは関係ないですけども、よく農転、一般的には首

都圏の郊外部では農転の話と市街化区域の拡大の話は必ず出てきますので、

そこらへんは行政側としてはセットで考えていただきたいなと思います。 

特に質問ではないです。 

 

もう１点ですけど、これはもしかすると議長に聞くべきかもしれません。 

この議案第１号の審議は、要は市街化調整区域を市街化区域に編入します

よっていう審議ですよね。 

 

●議長 

いえ、それは２号以降でやります。 

 

●前田委員 

２号以降でいいんですか。 

これはなにを審議するんですか。 

 

●議長 

これは県が示してきたこの計画、三郷市としてこれでよろしいかというの

に対して答えるという事になります。 

 

●前田委員 

ただ、しかしながら市街化区域の面積が増えるという数字が出ていません

でしたか。 

 

●議長 

はい、出ています。 

 

●前田委員 

これは今回の審議内容に審議する三郷市の市街化区域が増えることによっ

て、埼玉県全体の市街化区域が増えるということになると思います。 
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●議長 

では、事務局にお願いします。 

議案書の５ページの下の方の市街化区域の概ねの規模、三郷市のも含まれ

ているけども、県南として全体として増えるんですよね。説明をお願いしま

す。 

 

●都市デザイン課長 

こちらに書いてある市街化区域面積につきましては、今回のインター南部

南地区の市街区域編入後の面積が、反映されて入っております。 

 

●前田委員 

そうですよね。だから議案第２号以降と連動しているんですよね。 

 

●都市デザイン課長 

その辺が事務局としても検討したんですが、ただ、こちらの整備、開発及

び保全の方針というのは、インター南部南地区と連動はしているんですが、

県全体で定期的に見直している中の７回目の全体の見直しという７回定期

見直しをしています。その中に、今回、市が市街化編入するインター南部南

地区を併せているので、その内容も入っておりますが、定期見直しでなけれ

ばインター南部南地区のことだけなんですが、定期見直しで全体的な内容を

見直ししているものですから、こちらについてはあくまでも、整備、開発及

び保全の方針だけを議案１号として審議していただいて、２号以降はインタ

ー南部南に関する区域区分とか用途地域に関する内容として、議案第１号と

２号以降ということで、今回、分けさせていただいております。 

 

●前田委員 

わかりました。 

ちょっと私、違和感を感じたのは、市街化区域を拡大するときに地区計画

も全然付帯しないで変えるのかなっていうことを若干、１号では地区計画を

伴うと、新規計画を伴うということがなかったので、ちょっとこれは違うん

じゃないかなと思ったんですけど、一応２号から７号の間で、市街化区域を

拡大するに伴って、地区計画他を付帯するっていうことが連動しているそう

いう前提で、拝聴いたします。 
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●議長 

いいですか。 

そうしますと、ちょっと戻りますが、野村委員の方からコンパクトの次に

地域の個性、それから低炭素化ですか、自然との共生、それから緑の創出、

公共交通のネットワーク化、具体的にどういうことかというご質問でしたね。

事務局、これについては答えられる範囲でお願いいたします。 

 

●都市デザイン課長 

はい。 

あくまでもこの整開保につきましては、概ねの方針を示しているというこ

とで、具体的に何をやっていくというものではないんですが、個性あるまち

づくりの方なんですが、これは埼玉まちづくりプランに基づいて書かれてい

る内容で、中身を見ますと、例えば個性の中には産業の発展、産業応援のま

ちづくりというようなものも入っておりまして、三郷市の個性といたしまし

ては、高速道路のジャンクションがあるということで、広域道路網の強み、

ポテンシャルがあるということで、その辺を活かした、今回もそうですが、

流通系の市街地整備を図っていくというのも一つの個性あるまちづくりと

いうふうに捉えております。 

それから低炭素化の方なんですが、具体的な取り組みは難しいところなん

ですが、バス網ですとか公共交通を発展させることによりまして、車の使用

ではなく公共交通を使用していただくということで、低炭素化の方も進めて

いくということで、今はこのくらいの内容になってくるのかなと考えており

ます。 

緑の創出につきましては、区画整理事業に伴ってもそうですが、公園の整

備も進めておりますので、いろいろなまちづくりに伴って、公園整備等、あ

とそれから道路を造った場合には街路樹の整備等によりまして緑の創出を

図っていくというようなことで、考えております。 

 

●議長 

公共交通に関しては、今、併せて説明の中で触れたということでよろしい

ですか。 

三郷市としては都市計画マスタープランなり具体のプロジェクトなりのな

かで、これに対応していけばいいわけで、今日の議題としては何をやるとい

うのを決めるわけではないので、そこはお間違えないようにお願いします。 

ただいまの説明でよろしいでしょうか。 

はい。 

ほか、いかがでございましょうか。 

それでは、ご意見、出尽くしたようでございます。 
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議案第１号につきまして、採決いたしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、議案第１号 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針につい

きまして、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お願いします。 

 

[全員挙手] 

 

はい、ありがとうございました。 

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。 

ありがとうございました。 

 

続きまして、次の議題に入ります。 

議案第２号 区域区分の変更についてから議案第７号 土地区画整理事業

の変更についてまでは一括してご審議をお願いしたいと思います。 

なお、採決については議案毎にお願いします。 

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

●都市デザイン課長 

[議案第２号から議案第６号について、議案書に基づき説明] 

 

●まちづくり事業課長 

[議案第７号について、議案書に基づき説明] 

 

●議長 

はい、ありがとうございました。 

ただいま議案第２号から議案第７号まで一括して事務局からの説明を受け

ました。どの議案でも結構です。 

はい、お願いいたします。野村委員。 

 

●野村委員 

議案第４号の中で、１６ページをご覧いただければ。 

変更ということなんですが、理由の中に「当該地区内の建築物の不燃化を

図り」となってますが、延焼拡大を防止するということで、不燃化というこ

とは燃えないということですよね。なにかこの地区で差別化を図るんでしょ

うか。 
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●議長 

差別化というのはどういう事ですか。 

 

●野村委員 

差別化。ようは絶対燃えないという意味ですよね。そういう意味合いにと

れますけど。 

 

●議長 

準防火地域を指定する趣旨を説明してくださいという意味ですか。 

 

●野村委員 

不燃化を図りというのは、不燃化をどういうふうに図るのでしょうか 

 

●議長 

では、事務局お願いします。 

 

●都市デザイン課長 

はい、それではご説明させていただきます。 

準防火地域や防火地域に指定されますと建築確認の際にその指定の条件に

合った建物を建てるというようなことをしないと建築確認がおりないとい

うことになります。 

その内容ですが、建物の規模に応じて、条件が変わってくるんですが、あ

る程度大きな建物になりますと、必ず耐火建築物にしなければならないとい

うことになります。 

耐火建築物というのは、鉄筋のコンクリート造りだとか耐火構造をした鉄

骨造りなどの建物にするという必要がでてくるので、燃えにくくなるという

ことでございます。 

 

●野村委員 

だいたい火事になるときは、なかの紙類や木造類が燃えて火事になるんで

すよね。でも、建築物はすべからく鉄筋コンクリートに今、なってますよね。

ほとんどが、そういう基準でないと作れないですよね、ビルというのは。あ

とはスプリンクラーを取り付けるとか。だから、ここの不燃化を図るという

のは、あまりよくわからないです。 

 

●議長 

耐火建築物でも中が燃えるということをおっしゃてる。 
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●野村委員 

火事というのはだいたい中が燃えるので、耐火性を個別にどうにかしてや

るのかなと。 

 

●議長 

それでは、都市計画ないしは建築行政の中でどういう対応ができているの

かということを質問されている。 

 

●野村委員 

はい。市民目線からです。 

 

●議長 

はい、わかりました。 

なにができてるのか、どういう対応があるのか、ここは特に他と違うこと

をしているのかということですね。 

では、その点について。 

 

●都市デザイン課長 

はい。この地区で特別なことをするということではないのですが、全て新

たに建物が建てられるということになりますので、建物を建てる時に先ほど

の条件でいくことになりまして、防災上、安全な地区を造るために今回の準

防火地域を指定するという考え方になります。 

その他、特別なことをやるということではありません。 

 

●議長 

議長の立場でいうのもなんですが、燃え広がるのを何とか食い止めようと

いうのが都市計画の趣旨です。中が燃えるとこまでは、そこまで、都市計画

や建築行政では対応してないですね。 

 

●野村委員 

一般的なことなんですね。 

 

●議長 

一般的なことですね。よろしいでしょうか。 

はい、では、他にご意見はございますでしょうか。 

はい、お願いいたします。 
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●鈴木深太郎委員 

何点か数字的なことを確認したいのですが、まず、４ページ。 

区域区分の変更でですね、今回、南地区が８．４ヘクタール、市街化へ編

入ということで、市街化の面積が８．４ヘクタール増えていますよね。 

ところが備考欄の下のところですね。調整区域の面積も増えてるんですが、

これはどういうことか。普通は調整区域から市街化区域に編入するわけです

から調整区域が減るんではないかと単純な思いで数字を見たんですけど、こ

れですと市街化調整区域の面積も１７ヘクタール増えていて、市街化区域は

８．４ヘクタール増えているという、ちょっと数字が合わないなというふう

に思っております。 

 

●議長 

これはどういうことでしょうか。お願いします。 

 

●都市デザイン課長 

市街化区域と市街化調整区域の合計が７５６１ヘクタールになるんですが、

このうち三郷市の面積がここでは３０１６ヘクタールになっております。 

この違いは、三郷市の全域の面積が左側では３０１６ヘクタール、変更後

では３０４１ヘクタールになっております。この扱いが国土地理院の計測修

正等で市の面積が変わっている関係で、基準をいつにしているかで、全体の

面積が変わっていることになり、全部その違いを市街化調整区域に当て込ん

でいるというような内容になります。 

 

●鈴木深太郎委員 

すいません。市街化区域面積５２７２ヘクタールというのは、草加都市計

画の中の草加、三郷、八潮の面積ですよね。その下の調整区域も３市の面

積ではないんですか。 

 

●都市デザイン課長 

３市の面積です。 

 

●鈴木深太郎委員 

それをごちゃまぜにしたらおかしいですよね。要するに地理院で面積が変

わったからといって整合性が合わないじゃないですか。どっかで違うところ

で変更しなければ、整合性がなくて、片方は８．４ヘクタール増えて、こっ

ちは市街化調整区域で、それは面積でやったから違いますよってのは、参考

資料としておかしいんじゃないですか。 

まったくこれでは、誰が見ても「えっ」て思いますよね。 
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●都市デザイン課長 

意味合いとしては、前回の定期見直しの時の第６回定期見直しの時の面積

から今回第７回の定期見直しの面積に変わりましたという扱いなんですが、

前回の定期見直しというのが平成２５年にやっております。今回の定期見直

しの基準日が平成２２年ということでなっておりまして、その時の面積の扱

いが三郷市は３０４１ヘクタールだったということで、その合計が参考値と

して入れているのが、かえってわかりにくくなっている状況になってしまっ

ております。 

 

●鈴木深太郎委員 

だったら、逆にいれない方が誰が見てもわかりやすいのかなと、先程の市

街化区域面積は８．４ヘクタール分だけ増えますよとすぐ理解できるんです

けども、下を見たらなんで増えるのと単純に考えて、誰が見てもそんな理由

は頭の中にありませんので、本市の面積も今現在は３０２２ヘクタールとい

うことで変更されましたので、それは理解できます。だけども、それとこれ

といっしょにしてやっちゃうと、まったく訳が分からなくなってしまいます

ので、これは今後については取り扱いを考えてください。 

 

●議長 

今後でよろしいですか。 

これはルール通り変更を書いていますよね。確かに非常にわかりにくいで

すけども、８．４ヘクタールの出し入れは正確にここに含まれております。 

では、二つ目の数字をお願いします。 

 

●鈴木深太郎委員 

先程、第６号議案までは南地区の面積が８．４ヘクタールという説明がご

ざいました。最後の議案第７号にいきまして、７．９ヘクタール、約５，０

００平方メートル減っているのは、これはまた矛盾している状況なんですが、

この辺の数字の取扱はいかがでしょうか。 

 

●議長 

はい。お願いします。 
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●まちづくり事業課長 

市街化編入の面積と土地区画整理の事業面積が違う理由なんですけども、

北にあるインター南部地区の区画整理事業におきましては、二郷半領用水の

整備も併せて行っております。その協議の中で二郷半領用水も区画整理事業

の中で含めましょうとなったんですが、南部南地区の対象となります二郷半

領用水は、もう整備が完了してございます。今回、二郷半領用水は、土地区

画整理事業の面積に含めないということで、葛西用水土地改良区と協議をい

たしまして、今回施行区域に含めてございません。 

その差が０．５ヘクタール出てございます。 

 

●議長 

ただいまの説明でよろしいでしょうか。 

 

●鈴木深太郎委員 

決定した時期が違うからこういう現象が起きるということでよろしいんで

しょうか。 

 

●議長 

お願いします。 

 

●まちづくり事業課長 

二郷半領用水がもう整備済みですので、区画整理事業のなかで整備を要し

ないということで、区画整理事業の施行区域からはずしてございます。 

 

●鈴木深太郎委員 

そういうことではなくて、議案第６号までは８．４ヘクタールということ

で、でも、それまでは決定されてないですよね。理由書見るとインター南部

南地区が区画整理を行う、そういうことが住民の意見もあって、やるってこ

とになって変更しているわけですよね。 

二郷半をいれるか、いれないかというのは南部地区の時もそうでした。  

当初、南部地区も二郷半をいれて面積を算出して、あとから二郷半を抜いた

経緯がございますよね。 
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●まちづくり事業課長 

最初の南部の方につきましては、施行区域に入ってございます。二郷半領

用水の整備もしております。 

その後、国の整備で南部南のところもあわせて整備が完了しておりますの

で、今回の区画整理事業では整備を行わなくて済むということで、区画整理

事業から外しております。 

 

●議長 

用水の分を含めて、市街化区域への編入とか一連の６号までの変更なりが

必要なんですね。そこは区画整理区域ではないけれども６号までは該当する

わけですね。 

 

●まちづくり事業課長 

はい。 

 

●議長 

そういうことですね。だから５，０００平方メートル違うわけですね。 

はい。 

 

●鈴木深太郎委員 

最後にもう１点なんですが、６号以前のことにも絡んでくるんですが７号

にも絡んでくるんですが、区域の一番南側に歩行者専用道路、緑道一号とい

うことで、幅員が１０メートル、緩衝地帯として幅員が約５メートルとあり

ます。 

それは、先ほど説明があったように住宅地と隣接する関係上という理由が

ありましたけれど、この一番南側って水路があるんではないかと思いますけ

ども。その辺どうですか。 

 

●議長 

南側に水路が走ってるということですか。 

お願いします。 

 

●まちづくり事業課長 

はい。南側に水路がございます。 

 

 

 

 



 

19/29 

●鈴木深太郎委員 

そうしますと、幅員が水路ですから２メートル以上あるのかなと、歩道が

１０メートルですから、住宅地から１２メートルになるわけですよね。さら

に５メートル緩衝地帯つくりますから、１７メートル離れるということです

よね。だから緩衝帯５メートルというのはあまりこだわる必要がないのかな

と、現状の水路分が２メートルくらいあって、歩道が１０メートルあるんで、

既に１２メートル離れてるっていう部分では、緩衝帯の５メートルというの

はどういう、３メートルでもいいのかなと、道路から３メートルという規定

もありましたよね。それでもいいのかなって思ったんですが。 

 

●議長 

緩衝緑地帯５メートルの根拠を説明お願いできますか。 

 

●都市デザイン課長 

今回の開発にあったって、開発許可の時の基準を参考にしておりまして、

開発の面積に応じて、例えば事業の区域が５ヘクタール以上１５ヘクタール

未満の場合には１５メートルの緩衝緑地帯を設けなさいという基準がござ

いますので、そちらを参考にいたしまして、１５メートルの確保に努めたと

いうことでございます。 

 

●鈴木深太郎委員 

こちらの地区整備計画の概要ですね。道路から３メートルというふうに出

ていますので、水路部含めますとそこまで必要ないのかなという、３メート

ルでもいいのかなという気もしないわけでもないんですけど。 

それは、水路が地区外だからという考えからでしょうか。 

 

●議長 

水路を含める含めないに関して、説明できますか。 

事務局、お願いします。 

 

●都市デザイン課長 

今回の場合は、地区計画において地区施設ということで指定しております

ので、都市計画でこれを担保しているという扱いになります。水路は将来ど

うなるかわからないということもありますので、あくまで都市計画として、

１５メートルの幅を確保したいというような考え方でございます。 

 

●議長 

いかがでしょう。 
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●鈴木深太郎委員 

最後にもう一点ですけども、この一番南側に歩道１０メートルとった理由

について。 

 

●議長 

歩行者専用道路１０メートルですね。 

はい、いかがでしょうか。 

 

●都市デザイン課長 

先程の説明の中で１５メートルというのがまずありまして、そのなかで１

０メートルと５メートルを併せる中で、緑道については１０メートルという

割り振りをしたということになります。 

 

●議長 

よろしいですか。 

 

●鈴木深太郎委員 

議案第７号では、歩行者専用道路となっておりまして、その前は緑道とい

う名前になっておりまして、中央地区にも東京都の水道局に江戸川から水を

引っ張ってくるのに市役所の前に緑道ってございますよね。ああいう形にな

るのかまるっきり１０メートル歩道なのか。緑地も含めた遊歩道のような形

をイメージしたらいいのか、どういう形なんでしょうか。 

 

●議長 

はい、お願いします。 

 

●まちづくり事業課長 

基本的には緑地帯を設ける予定でございますが、今後事業計画の中で、具

体的な設計を決めていきたいと思っております。基本的には緑地を設ける予

定でございます。 

 

●鈴木深太郎委員 

はい。わかりました。 

 

●議長 

ほか、ご意見いかがでしょう。 

はい、前田委員お願いします。 
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●前田委員 

はい。今のところに関連するので、差し込まさせていただきますけど、私

の解釈はですね。まず、最初に前提としましては、ここに住んでいる方、３

３ページの用途地域、黄色の住宅系地域、濃い緑の低層住宅系地域に住んで

いる方々にとってみれば、言葉は悪いですけど、今回の用途変更は後出し的

なところですね。自分たちのすぐ隣には市街化調整区域があって、割と環境

が守られたところで住まいをお持ちになったと、都市計画がそう定められて

いるところに三郷市の発展とかインターチェンジの意義が認められて、今回、

市街化区域に入れて開発しようということなので、本文にもありましたけれ

ども、南側の住宅系に対しては、かなり手厚い配慮が必要だと思います。 

それが先ほどの緑地の位置、緑道と緩衝緑地の位置、別に区域の中であれ

ば、３パーセントどこにとってもいいんですけども、おそらくこの計画をさ

れた方は、ちょっと偏るけれども南側の住宅系用途地域の方に寄せて、少し

離してあげようというような意図だったのかなと私は解釈しております。 

それからですね、その上ですね、今回、緩衝緑地は地区施設なんでしたっ

け、これは地区施設ですか。 

 

●都市デザイン課長 

地区施設です。 

 

●前田委員 

ということは、道路境界から３メートル以上というのは、さらにセットバ

ックする、それともこの場合は０．７５メートルセットバックすればいいん

ですか。 

この緩衝緑地に対する建物を建てる場合はどうなりますか。 

 

●議長 

事務局、お願いします。 

 

●都市デザイン課長 

緩衝緑地帯は建築物ではないので、壁面後退の対象にはならないです。 

あくまで、道路境界からの距離となります。 

 

●前田委員 

この場合の境界は緑道ですか。 

 

 



 

22/29 

●都市デザイン課長 

そうですね。境界は緑道からとなります。 

 

●前田委員 

なるほど、地区施設だとここからのセットバックでもいいんじゃないかな

と思ったんですけど、先ほどの鈴木委員の質問と重なってますけど、僕はも

っとセットバックした方がいいという立場です。 

それから、もう一つなんですけども、最後の議案の区画整理に関係します

が、図面としては３７ページが分かりやすいと思うんですが、これの流通業

務地区その５、一番右の緩衝緑地帯が設けられる街区なんですけども、これ

は外環の下の側道から地先をとってもいいんでしょうか。 

 

●議長 

側道から車が入ってもいいということですか。 

その点いかがですか。 

 

●まちづくり事業課主幹 

国道の方は国の方で管理しておりますので、今後、ここでどういったもの

を造るかによって、間口を開けるか開けないかというのは、国の方で決める

と思いますが、区画整理事業を予定している組合の方では、今のところ外環

の下の国道からの出入りは考えておりませんので、中の８メートルの道路を

セットさせていただいて、こちらの方からの出入りを想定しております。 

 

●前田委員 

であると、圧倒的に地先が弱いですね。この流通業務地区その５だけ、他

に比べて弱い。 

これをたとえば、他の水準に合わせるんだったら、例えば１２メートルと

か１４メートルくらいにしないと他は全部、８メートルであれば前と後ろあ

りますし、もうほとんどが１２メートル以上の道路を片側に接道しています

から、小さいとはいえ、ここはちょっと再考した方がよろしいのではないで

しょうか。 

 

●議長 

いかがでしょうか、これは今、地区計画と土地区画整理事業を都市計画決

定するともう幅員が決まってしまうんですよね。 

併せて、組合の認可ですから地元もそれで納得していると。 
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●まちづくり事業課主幹 

もともとこの絵に関しては、組合の意向もある程度、考慮して決めさせて

いただいておりますので、今のところ区画整理を進めていく組合の方から特

段支障はないとのことで、お話はいただいておりますので、このまま進めさ

せていただければと考えております。 

 

●前田委員 

ただ、仮にその５の区画を一事業者がそこをやるんだと一事業者で一つの

建物、一つの事業をやるんであれば、街区の中で車回しを工夫して、８メー

トルを補うようなことはできるかと思いますけども、細分化は制限していな

いわけですよね。 

 

●まちづくり事業課主幹 

今のところ、話を聞いているのは、今は大きな街区を二つ設けているんで

すが、細分化で細かく土地利用するのは想定しておりませんで、大街区で、

一社で全部使うような形の要望もあると聞いておりますので、一社で使うと

いうのも想定しております。 

 

●前田委員 

今の回答を前提に審議させていただきたいと思います。以上です。 

 

●議長 

他、ご意見いかがでしょうか。 

 

●鈴木深太郎委員 

インター南部地区もそうだったんですが、中央地区と違って物流系の区画

整理という分では、国も東京都もいよいよ本気になってきました電柱の地中

化という分では、今日のニュースを見ても東京都知事も東京都も補助金を出

すから電柱の地中化をやっていこうと、国も首都直下型地震に備えて、やっ

ていこうというような前向きな方向を出しておりますけども、ある意味では

やりやすいんではないかと、金銭的な問題もございまして、市が一方的にや

ろうということにはいかないと思いますし、事業的な組合との協議もござい

ますので、一般的な中央地区よりも物流系の方が電柱の地中化はやりやすい

のかなと思います。話を聞いた上では、二つの街区しかないというのはもっ

ともっとやりやすくなるのではないかと思ってはいるんですが、その辺の議

論というのは全くされてこなかったのでしょうか。 
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●議長 

お願いします。 

 

●まちづくり事業課長 

電柱の地中化につきましては、計画の中では入ってございません。 

組合の方でも今、事業計画を立てておりますけどもその中では検討されて

いないというところでございます。 

 

●鈴木深太郎委員 

できればですね、ちょっと話題にしていただいて地中化することによって

どれだけの費用対効果でね、それが一番、組合とすれば問題になると思いま

すけども、ないほうがすっきりとしてよろしいかと思いますので、国の方が

どれだけ補助を出すのかそれによっても変わってくると思いますので、ちょ

っと頭の片隅に入れて、組合からあったら是非参考におっしゃっていただけ

れば幸いでございます。 

 

●議長 

はい。都市計画決定しなくても地中化はできますよね。 

都市計画決定してないからできないということはないので、本日のところ

は片隅に入れていただくということで。 

はい、篠田委員お願いします。 

 

●篠田委員 

面積が広ければ、それだけの保留地とかできて、お金ができてくるけど、

８ヘクタールくらいでは、保留地つくって、そういう地中化は費用がかかる。

保留地を売っただけで事業費を出すのに、精一杯なところに地中化しろと言

っても、市が出してくれっていう話になるから、面積が小さいとそれは難し

いと思いますよ。 

 

●議長 

はい。頭の片隅に入れていただくということで。 

他にご意見いかがでしょうか。 

はい、お願いします。 
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●鈴木邦男委員 

インター南地区ですよね。これ、図面見ると道路の本数が少ないような気

がしましたんですけども３５ページの方みますと、ほとんど、緑色の地域と

水色の地域なんですね。３９ページの方でいうと、流通業務地区その３とそ

の５ですよね。最低敷地面積が５００平方メートル以上でしょ。それは地権

者で作られてる組合さんの意向なんでしょうけども、そういう大きな区画で

の土地利用、もうそれがだいたい決まっているんでしょうか。 

 

●議長 

換地計画ですか、これからなんでしょうけども答えていただける範囲でど

うでしょう。 

はい、お願いします。 

 

●まちづくり事業課長 

区画整理の実現性というところで、進出企業とかのヒアリングで企業から

こういった街区が欲しいというようなところを組合の方では含んでの街区

割というように聞いております。 

そのような形で大街区を設定しているというような形です。 

 

●議長 

もちろん、最低敷地面積の５００平方メートルというのも含めて、地元の

方々はお考えなんですね。ただ、換地がそれより小さければその面積になっ

てしまうんですよね。 

それでも、皆さんそういうことを前提に大街区にしようということのよう

です。 

 

●鈴木邦男委員 

地権者の皆さんが共同で賃貸しましょうとか、そういうふうな土地利用と

か、あとは個別で利用される方とかはやはりあれですよね、そういう大きい

面積を持ってる方はいらっしゃらないでしょうから。当然、減歩受けてます

からね。 

 

●まちづくり事業課長 

大半の地権者が、共同売却もしくは共同賃貸を望んでいるということです

ので、大街区で皆さんで一緒に売却・賃貸をという計画と聞いております。 
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●議長 

よろしいでしょうか。はい。 

他いかがでしょうか。 

 

ご意見を意見書としていただいているんですけども、これについても。 

緩衝緑地帯のところで、随分、議論はされたと思いますが。 

説明の中で、三郷市としての対応も公安協議とか説明していただきました

ので、それでよろしければということですね。 

 

ほか、ご意見いかがでしょうか。 

はい。お願いします。 

 

●野村委員 

これ以外なんですけども、別添の１３ページなんですが、下水道及び河川

の都市計画の決定の方針の中にですね。市街地の浸水被害を解消するため、

河川改修との整合を図りながら雤水環境との整備を進めるという文言がご

ざいます。たまたま私の知り合いで三郷市の高州三丁目にお住まいの方がで

すね、大雤の時に、バス通りなんですが、よく冠水するらしいんですよ。そ

こで困ってるんだと、何年も困り続けているという状況なんですがなにか対

策はないんでしょうか。 

 

●議長 

高州三丁目はこの区域に隣接しているとか、そういうことではないですか。 

 

●野村委員 

そういうことではないです。 

 

●議長 

議決事項ではありませんので、すいません。 

 

２号～７号に関して、ご意見は出尽くしたと思います。 

それでは、順次採決をいたしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

[異議なしの声あり] 

それでは始めに議案第２号区域区分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お願いします。 

[全員挙手] 

はい。ありがとうございます。 

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。 
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つづきまして、第３号用途地域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お願いします。 

[全員挙手] 

はい。ありがとうございました。 

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。 

 

第４号防火地域及び準防火地域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お願いします。 

[全員挙手] 

はい。ありがとうございました。 

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。 

 

第５号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お願いします。 

[全員挙手] 

はい。ありがとうございました。 

全員賛成であります。よって第５号、本案は原案のとおり決定いたします。 

 

つづきまして、第６号下水道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お願いします。 

[全員挙手] 

はい。ありがとうございました。 

全員賛成であります。第６号、本案は原案のとおり決定いたします。 

 

最後に議案第７号土地区画整理事業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お願いします。 

[全員挙手] 

はい。ありがとうございました。 

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。 

 

以上をもちまして、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市長に速やかに答申いたし

ますので、ご了承お願いいたします。 

皆様方、慎重なご審議をありがとうございました。 

それでは、事務局に司会進行をお返し、あっ前田委員、お願いします。 
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●前田委員 

今日の議案については、手を挙げたところですけども、今日の議案は過去

の都市計画審議会に出されましたか。記憶があいまいだったら大変失礼なん

ですが、今日は審議の場ですけども、その前にこういったことを今、検討し

ていますとか、途中案って出されましたか。 

 

●議長 

都計審にはじめて出てきた内容ということですか。 

はい、お願いします。 

 

●都市デザイン課長 

事前の案件説明をやったかということでしょうか。 

 

●前田委員 

個別の相談ではなくて、審議会にということです。 

 

●都市デザイン課長 

審議会に審議・検討は初めてになります。 

 

●前田委員 

ちょっと言いたいんですけども、すごくこれは重要というか、都市計画を

変更して、しかも線引きを変えるというのはすごく重い課題だったと思うん

ですね。今日の話は。 

例えば、先ほどの質問に対しても、もう組合の方で同意してますと言われ

て、ほとんど技術的な諮問はできないスケジュールになってますね。 

ですので、これは三郷市さんのお考えかもしれませんけども、すごく重要

な課題については少しステップを踏んでですね、これだけメンバーが揃って

いるわけですから、いろんな意見もありましょうし、もちろん都市計画を開

発側に変えるのは、税収が増えて市にとっても大変良い面があるわけですよ

ね。そこら辺、もうちょっとステップを踏んで、具体的に言えば、審議の場

を設ける前に何回か審議会の場で、意見を聞いた方がよろしいんじゃないで

しょうかというのが最後、余分なことかもしれませんが感じました。特に今

日の内容はすごく重かったように感じます。 

 

●篠田委員 

組合、協議会と担当レベルである程度決めて、こうしたいんだってやつを

審議会に出てくるのが審議会だから、審議会では事前に議論する必要はない

と思いますよ。 
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●議長 

議長預かりにさせていただきませんか。地方公共団体によっては、このよ

うな形のところと、少し慎重にされているところがありますので、議長預

かりでどうするかお返しいたします。 

 

今日は、ご審議ありがとうございました。 

司会進行を事務局にお返しいたします。 

 

●課長補佐 

遠藤会長、議事進行ありがとうございました。 

以上で、本日の都市計画審議会を終了いたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 


