
 

 １ 

平成２９年度第１回三郷市都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成２９年１１月３０日（木）１０時００分～１２時１０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１４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、 後藤委員、 森委員、 

戸邊委員、 大久保委員、 鈴木邦男委員、 吉田委員、 澁谷委員、 横内委員、 岡田委員 

（事務局） 

木津市長（以下、市長） 

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） 

  みどり公園課：矢野みどり公園課長(以下、みどり公園課長)、 川端みどり公園課長補佐、 

         大山花とみどりの係長、 杉浦主任、 藤後技師 

都市デザイン課：中村都市デザイン課長補佐(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）、 日暮主任、 岩間主任技師、  

野副主事 

 

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【諮問】 

(三郷市決定) 

その他 

地域地区指定の基本的な考え方について 

 

５ 議事内容 

（１）開 会 

●（都市デザイン課長補佐） 

[開会] 

 

（２）委嘱式 

●（市長） 

[各委員に委嘱書を交付] 

 

（３）市長挨拶 

●（市長） 

[市長挨拶] 
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●（都市デザイン課長補佐） 

[資料確認] 

 

（４）会長及び会長職務代理の選出 

●（都市デザイン課長） 

[三郷市都市計画審議会条例による会長及び会長職務代理の選出について説明] 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

[仮議長に市長を指名し、議事を進行]  

 

●仮議長(市長） 

[委員の出席状況を求める]  

 

●（都市デザイン課長） 

[委員１４名中１４名が出席していることを報告]  

 

●仮議長(市長） 

[条例第５条第２項の規定に基づき会長を選出] 

 

[遠藤委員が会長に立候補し、会長の就任が決定] 

 

[遠藤会長に会長職務代理について指名を依頼] 

 

●（遠藤会長） 

[後藤委員を会長職務代理に指名] 

 

●（後藤委員） 

[会長職務代理を了承] 

 

●（遠藤会長） 

[会長挨拶] 

 

（５）諮問書の提出 

[市長より会長に諮問書を提出] 

 

[市長退席] 

 

[遠藤新会長が議長となり、議事を進行] 
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●（遠藤会長） 

[会議録の署名委員について、岡庭委員と篠田委員を指名]  

 

●(遠藤会長） 

[公開、非公開の取り扱いについて説明を求める]  

 

●（都市デザイン課長） 

[議事内容が非公開情報に該当しないことについて報告] 

 

●(遠藤会長） 

[傍聴者の有無について報告を求める]  

 

●（都市デザイン課長）  

[１名の傍聴者がいることを報告] 

 

[傍聴者入場]  

 

●(遠藤会長） 

[傍聴者へ傍聴上の注意事項を伝える]  
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(６) 議案 

「議案第１号 草加都市計画 生産緑地地区の変更について」【諮問】 

 

●（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] 

 

●（遠藤会長） 

議案の説明ありがとうございました。 

只今事務局からありました説明に関しまして、委員の皆様のご意見ご質問を伺いたいと思

います。いかがでしょうか。 

はい、工藤委員お願いします。 

 

●（工藤委員） 

すみません、ご説明ありがとうございます。 

いくつか質問なのですけども、聞き漏らした点もあるかと思うのですが、２点ございます。

一つはですね、お亡くなりになって変更廃止になった生産緑地地区の号数は１１号、１４６

号、４号でよろしかったのでしょうか。 

それから二つ目ですけれども、１２ページの１１号の生産緑地地区についての削除面積が

０．２６ヘクタールというふうにおっしゃったかと思うのですけども、地図上で赤く記載さ

れた数値を合計して０．２６ヘクタールというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

何ページをご覧になっているのでしょうか。 

 

●（工藤委員） 

１２ページです。地図上に三郷第１１号生産緑地地区０．２３ヘクタールというふうに数

字が載っていたのが、いわゆるこの１１号地区の削除面積というふうに理解してしまったの

ですけども、ご説明ですと０．２６ヘクタールというふうにおっしゃったと思うのですが、

そこが分からなかったので、確認をさせていただきたいと思います。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

今二つありましたが、一つ目は４号、１１号、１４６号についてお願いいたします。 

説明をお願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

 ２点質問がございました。 

１点目の死亡に関わる部分ですが、２ページをご覧いただけますでしょうか。２ページに

今回、変更廃止いたします生産緑地の番号が記載してございますが、死亡による理由で解除

いたします案件が三郷第１１号生産緑地地区と第１４６号生産緑地地区になります。 
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●（遠藤会長） 

二つ目お願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

２点目の１２ページにございます東町の生産緑地地区なのですが、１２ページと合わせて

３ページをご覧いただけますでしょうか。こちらの表の中段部分に三郷第１１号生産緑地地

区がございます。第１１号生産緑地地区につきましては、当初は０．５ヘクタールございま

した。１２ページで言いますところの黄色く塗られた部分とその斜め左下に赤枠がございま

す。これが第１１号生産緑地地区一体として指定されていましたが、今回、黄色の部分とし

ての０．２６ヘクタールを削除して、左下の赤枠で囲った０．２３ヘクタールが生産緑地と

して残る形となってございます。 

 四捨五入の関係によって端数処理でズレが生じておりますことを報告させていただきます。 

 

●（遠藤会長） 

よろしいですか。 

 

●（工藤委員） 

了解いたしました。 

 

●（遠藤会長） 

他はいかがでございましょうか。 

お願いします。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

今回の変更と廃止の７つの地区において、市役所に買い取り申請を出された申請日を教え

てください。 

 

●（遠藤会長） 

買い取り申請の申請日ですね。では、事務局お願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

今回は主たる従事者が４名ございました。それでは２ページをご覧ください。 

先ほどの変更内容の番号をご覧いただきながらご説明させていただきます。三郷第３号、

４号、５号、１４１号生産緑地につきましては、主たる従事者の方が故障による理由で、昨

年になりますが、平成２８年の１２月１３日に買い取りの申し出がございました。続きまし

て、三郷第１１７号生産緑地につきましては、故障による理由で平成２９年の１月１６日に

買い取りの申し出がございました。続きまして、三郷第１１号生産緑地地区です。こちらに

つきましては死亡による理由で、平成２９年６月２１日に買い取りの申し出がございました。

最後に三郷第１４６号生産緑地地区ですが、こちらにつきましては、死亡による理由で平成

２９年６月２９日に買い取りの申し出が提出されております。以上です。 
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●（遠藤会長） 

よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

今確認したのはですね、第１１７号の生産緑地地区の解除について、私も早稲田方面に住

んでおりますので、この道路のそばをいつも通っていて、生産緑地なのに、「あれっ」アパー

トが出来てしまった。あれはおかしいなというふうに思っていて、今回は廃止ということで

出てきたので、実際問題、今回の都市計画審議会に諮問して、生産緑地の解除変更というの

はちょっとおかしいかな。なぜ聞いたかというと、要するに平成２８年に買い取り申し出が

あって、この７つのうちの平成２８年の４ヶ所で、何でいま都市計画審議会に諮問されるの

ということが大変不思議でなりません。 

市への買い取り申込み期間は一か月しかございませんので、なかなかその一か月間の間に

行政の方で会議を開き、また都市計画審議会に諮問するということは大変な忙しい時期とは

分かるのですが、諮問会議で皆さんのような専門家がたくさんいらっしゃいます。あくまで

も個人の財産なので、なかなか意見があっても言えない部分がございますけども、あくまで

も諮問会議で、先ほど市長からも一名一名名前を呼ばれまして、委嘱をされたわけですので、

今後においては生産緑地の議題について、もうちょっと考える必要があるのではないかと思

います。 

また２０２２年問題ももう間近に迫っております。そういう部分では、都市計画審議会の

なかでこの生産緑地を議題として、審議することは大変重要かと思いますので、生産緑地地

区の変更のあり方を、今後考えていく必要があるのではと思っているのですが、その点事務

局はどうでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

鈴木委員のおっしゃられたとおり、買い取りの申し出で早い案件では平成２８年の１２月、

また１１７号については平成２９年の１月にございました。 

確かに買い取りの申し出が出た時点で、仮にこうした審議会を開くということもひとつ考

えられます。ただし、その場合は買い取りの申し出が出た時点では、市や農業従事者への斡

旋がございますので、場合によってそこで買い取りの調整が図られた場合においては、生産

緑地としての都市計画を変更する必要性がなくなってしまう可能性もありますことから、生

産緑地法の手続きとして、買い取りの申し出があって、買い手がつかず三か月が経過して、

行為制限が解除されたのちに、都市計画の手続きのなかでこういった審議会を開かせていた

だいているというのが、現状でございます。 

通常は生産緑地が指定されますと、税金面におきましても、生産緑地は市街化調整区域に

あります一般農地と同じ扱いですけども、生産緑地が解除されますと、今度は宅地並みの課

税、市街化区域内農地としての課税がかかってくるものですから、その課税の評価が変わる

１月１日に向けて、例年１１月にまとめて審議をさせていただいております。 
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確かに早い時期において、審議会を開くというのも建物等が建っていない段階でご意見伺

えるという状況にはなろうかと思いますけども、申し上げましたとおり、生産緑地法とこの

都市計画としての手続きが定められている都市計画法、これらの整合が図れない部分もござ

いまして、このような手続きになっているということをご理解いただきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

鈴木委員いかがでしょう、どうぞ。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

事務局の事情も分かっております。 

しかし、元々生産緑地法という法律ができた理由も、多分事務局も分かっていらっしゃる

と思います。そういう部分で審議会に議案としてかけることも大変重要なので、先ほどの三

郷２丁目地区、またインター南部地区さらには中央地区の解除については区画整理地内で、

すぐそばに公園とかもございますので、大丈夫というのはおかしいですけど、他については

市内南部地区、西部地区においても公園が欲しいという市民要望がたくさんございます。 

元々はまちづくりのなかで雨が降ったら、一旦は保水するというそういう役目も果たして

いるし、まちづくりのなかで公園、要するに公共施設に供するという部分もございますので、

ただ単に日にちがないから、結果だけをこの審議会に諮って終わりというのはいかがなもの

かと。先ほどもお話ししましたけども、専門的な知識を持った方がたくさんいらっしゃるの

で、その辺をもうちょっとね、なんとかならないのかね。今後のあり方について考えていた

だきたい。あと５年後には大変なことになりますので、２０２２年問題もございますので、

ぜひですね、議論をしていただいて、一番いい方法で、審議会に生産緑地を議題とする場合

はよくその点を考慮してほしいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

●（遠藤会長） 

事務局、このご意見に対して何か説明ありますか。はい、どうぞ。 

 

●（都市デザイン課長） 

生産緑地地区に関しては鈴木委員がおっしゃるとおり、今後一斉に解除申請が出てくると

いう問題もありまして、いろいろ国の方でも検討されているようなこともあるようですので、

おっしゃられたように今後はより良い都市計画審議会の運営ができるように努めてまいりた

いと思います。 

 

●（遠藤会長） 

２０２２年問題に向かって検討事項ということですね。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

いや、その前にお願いします。 
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●（遠藤会長） 

そうですね、これは構造的にこうなっていましてね。 

はい、お願いいたします。 

 

●（工藤委員） 

変更の１４６号の生産緑地地区についてなのですけども、これは買い取りの申し出があっ

て、不調に終わったというご報告だと思いますけれども、不調に終わってしまった経緯とか

理由について詳細にお答えいただきたいのと、それから１４６号というのは、いわゆる三郷

市の緑の基本計画においての緑化重点地区に指定されているインター南部地区のことだと思

うのですけど、そういった意味ではできる限り緑を残したいということが行政としての役割、

使命ではないかなというふうに思うのですけども、この買い取りの申し出にあたってですね、

市が買い取りを検討する際の具体的な基準とか、それから考え方、これはどのようになって

いるのか、改めてお伺いしたいのですけども。 

 

●（遠藤会長） 

１４６号に関する不調の経緯と一般論としての判断基準ですね。 

事務局お答えいただけますか。 

 

●（みどり公園課長） 

只今のご質問の不調の理由、経緯ですが、平成２９年６月２９日に買い取りの申し出がご

ざいまして、まずは市役所庁内におきまして、関係各課にこの土地の利用に関して、買い取

りを希望する部署があるかどうかの照会をさせていただいたところでございます。特にこの

照会のなかではこの土地を使って何かを考えたいという部署がなかったことから、次いで農

業従事者の方々、農業委員会やＪＡさいかつに農業をこちらで希望する方へ斡旋をしたとこ

ろでございます。こちらについても、農業従事者の方からこちらを買い取って、ここで農業

をしたいというようなご意向がなかったことから不調に終わったものでございます。 

それとここの土地について、市として何か緑を残すべき対応があってもよかったのではな

いかというご質問ですけども、インター南部地区については、ご存じのとおり区画整理を実

施したところでございまして、区画整理法のなかでも定めます緑地の面積につきましても、

確保されているエリアでありましたことから、特に我々みどり公園課サイドとして、ここを

公園として整備するといった方策をとらなかったものでございます。 

 

●（遠藤会長） 

一般的にはどんな基準かという点では、照会をし、農業委員会さんの方に諮るということ

なのですね。 

 

●（みどり公園課長） 

順序といたしましては、まず行政側で公共施設としての土地利用が考えられないかという

ことが第一優先としてございます。あとは関係部署の方でどういった立地計画があるかどう

かの判断によるものでございます。 



 

9/31 

●（遠藤会長） 

はい、工藤委員お願いいたします。 

 

●（工藤委員） 

１４６号については了解いたしました。 

二つ目の質問の買い取りを検討する際の基準や考え方はどういうふうになっているかとい

うことなのですけども、先ほど鈴木委員の方からもですね、２０２２年問題を指摘されまし

て、一気に生産緑地がいわゆる土地利用に流入していくわけですけども、いまお話がありま

したようにですね、その手を挙げる部署がなかったということになりますと、２０２２年問

題にどう対応していくのかしらというふうにとても不安になるのですね。ですので、計画的

にみどりを残していくことは、当然これは行政としての役割だと思うのですけども、今の段

階で構わないのですが、その基準、考え方、これはどのように定めているのかをお答えいた

だきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

はい、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

どう緑を残していくかというところのお話ですけども、生産緑地に関わる話といたしまし

ては、買い取りの申し出がいつ起こるか分からないというところでは、緑の基金等をなるべ

く活用しながら、買い取りの申し出があった際には緑地にしていきたいと考えてはいるので

すけども、なにぶん土地を購入するまでの基金がまだ積み立てができていないことから、な

かなか買収ができていないという状況でございます。 

 

●（遠藤会長） 

工藤委員お願いします。 

 

●（工藤委員） 

最後にですね、緑化率。これは、緑の基本計画では平成３２年度で２２パーセントという

目標値が示されておりますけれど、現在どういう状況になっていて、その２２パーセントの

目標値に達するためにどういう手立てを踏んでいくのか、この点についてお伺いしたいと思

います。 

 

●（遠藤会長） 

平成３２年度に２２パーセントというのは緑のマスタープランに定められているのですか。

はい、それではお願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

現時点での緑化率ですが、現況での緑化率を示した資料が手元にないものですから、そこ

の点について、のちほどご回答させていただきます。 
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目標に向けてというところでは、現在も半田運動公園や上口調節池の公園等で、計画的に

都市公園の整備を図っておりますので、そういった緑化率の確保であったり、あるいは民地

の買い上げが難しいという現状がございますので、借地での公園の確保等を図りながら、目

標達成に向けて努めてまいりたいと考えております。 

 

●（工藤委員） 

ご努力の積み重ねにかかってくると思います。 

 

●（遠藤会長） 

すみません、篠田委員お願いします。 

 

●（篠田委員） 

皆さんがいろいろ１４条の話してましたけど、基本的には生産緑地法が出来た時に、３０

年間は手をつけられませんよというスタートがあって、でも３０年間ということは農業が専

農できるかどうか、途中でもし亡くなったり、例えば体が故障して農業ができなくなったり

したらどうするんだという話を、私は３０年も議員をやっていますから、最初から知ってい

ますよ。そういう条件があれば変えるべきでないかということが発端で、政府もそれを決定

して、亡くなった人たちの生産緑地を変更できると、それがこの１４条の指定だと思うんで

すよね。そこに緑地を入れるとかそういう問題は別の問題だと思うのですよ。小さい面積に

緑地を入れるというのは、開発の場合は緑地面積を何平方メートルいれなさいと。大きい開

発の場合とか区画整理の場合は緑地帯を作らなくちゃならない。これは別問題だと思います。

これは個人的に市の方に買い取り申し出をして、それで市がどうしても買うことができない

ということになれば、専農できる人に買ってもらうしかないわけですよ。でも農家の人たち

は、うちはもういらないと言われれば、もう他の第三者の人に売るしかないわけだから、売

れればそこは土地利用できることになるという法律になっているわけだからね。緑地をそこ

に入れなくちゃならないというのは開発と違うのだから、そこら辺の勘違いしない方がいい

と私は思いますけどね。そういう意味で解除される法律ができたわけですから、だから委員

長、その辺をはっきりとしておいてくださいよ。これを解除したから緑地を入れるとかそう

いうことではないから、これは。まずは農業に従事できない、亡くなってできないとか、体

が悪くて従事できないという人たちのために作られた法律であって、そこに解除したからと

いって、緑地を入れるとかそういうことじゃないと思うのですよ。これをはっきりしてもら

わないと、みんな勘違いするといけない。 

 

●（遠藤会長） 

鈴木委員、これに関連するご意見ですか。 

 

●（鈴木邦男委員） 

関連はしていないのですけども。 
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●（遠藤会長） 

ちょっとお待ちください。 

まず生産緑地法の趣旨とみどりのマスタープランの趣旨について説明を求めます。 

事務局お願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

生産緑地法の趣旨なのですけども、要は農地の緑部分の機能に注目して、例えばまちづく

りでいうところの防災面での役目であったり、住宅地とその農地が調和したまちを確保しよ

うというところで計画的に農地を保全するため、宅地化する農地と保全する農地をきちんと

線引きをしようというところでできた制度でございます。解除にあたりましては、当初指定

の段階から特に緑、公園を作ることを前提にしたものではなく、将来的に公共施設としての

活用に適している土地、大きく公共の用途に供する土地に適していることと面積要件をもっ

て、指定をしているのが生産緑地でございます。必ずしも将来的な緑の確保に結びつけるた

めの法律ではございませんので、そこをご理解いただきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

緑に必ずしなければならないものではないのですが、機会を捉えて緑化については努力す

るという趣旨の法律ですね。 

 

●（篠田委員） 

必ず緑にしなければならないということではないじゃないですか。 

例えば、５０坪、１００坪の土地を解除して、住宅地で亡くなって農業できないのだから、

収入がないから、それを売却して、そこに家を建ててもらうと、買った人が緑を入れるか入

れないかの問題であって、それを市が強制はできないと思うのですよ。 

 

●（遠藤会長） 

強制はできないというところは皆さん認識していると思います。 

 

●（篠田委員） 

入れるのであれば、入れてもらいたいという話はできるかもしれないけど、強制はできな

いと思う。 

 

●（遠藤会長） 

そこの認識は皆さん同じで共通だと思いますが、そこに誤解はないと思いますよ。 

それではお願いいたします。 
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●（鈴木邦男委員） 

１６ページ、１７ページの１４６号の土地の件なのですが、生産緑地の解除の申し入れが

地主さんからありますよね。その時にどのくらいの期間をもって、役所のいろんな部署で、

この土地が必要か、買い取りの協議をされるわけでしょうけれど、もし難しいということに

なると、農業委員会とかさいかつ農協さんに、他の買いたい農家の方がいないかというよう

なことですけど、その期間はどのくらいとっていらっしゃるの。 

 

●（遠藤会長） 

はい、期間について説明をお願いいたします。 

 

●（みどり公園課長） 

我々行政サイドでの買い取り申し出に対する処理期間としては一か月をみています。 

 

●（鈴木邦男委員） 

ちょっと短いのではないでしょうか。決まっているのですか。 

 

●（遠藤会長） 

一か月はどこかに定められた期間でしょうか。 

すぐに分かりませんか。 

調べてもらって、あとでご回答いただきましょうか。 

いまは分かりませんね。 

 

●（みどり公園課長） 

はい。 

 

●（会長） 

はい、分かりました。あとでお願いいたします。 

 

●（鈴木邦男委員） 

こちらは私のところから近いものですから、よく通るのですけど、もう既に貸地の募集の

看板が出てしまっているのですよね。この土地についてはね。 

 

●（遠藤会長） 

もう少し長くとるということができるのでしょうか。 

どうぞお願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

生産緑地法のなかでは買い取りの申し出があってから、三か月以内にその買取り手が見つ

からないと、行為制限を解除することは明文化されていますので、この三か月のなかで我々

行政は農業従事者さんへの斡旋の処理をしなければいけないことになっております。 
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●（遠藤会長） 

三か月は全国同じなのですね。 

 

●（みどり公園課長） 

はい。 

 

●（遠藤会長） 

はい、どうぞ。 

 

●（篠田委員） 

この法律はね、ルールだと思うのですよ。まず所有者が解除したいのだけど、市が買って

くださいということがひとつのルールだ。あとは市で買えなければ、農業に従事している人

に買っていただくと。そうすると農地として残りますけども、でも農家の人もいらないよと。

ルールだからなっているだけのことであって、実際にはもうその人は土地を利用したいわけ

ですよ。解除したい人はね。これからまたどんどん出てくると思いますよ。だから今までは

できなかったものができるようになったのだから、体壊したり亡くなったりすれば農業がで

きないのだから、そこが荒地になってしまって、それでも解除駄目ですよというと、本当に

荒地になってしまうという可能性があるわけですから、逆に言ったら、家を建ててもらって、

きれいにして、税金を納めてもらってというのが、それが一番いい話だと思うのですよ。そ

れが駄目だと押してしまったら、もう本当にそういう土地が残ってしまって、やる人もいな

い、荒地になってしまう。そういうことがあるので、この法律を早く作るべきだと、私はだ

いぶ騒いでいた方だから。 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございます。 

整理しますが、三か月以内に処理しなければいけないということはルールですね。法律で

すね。 

はい、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

先ほど申し上げましたけれど、三か月以内に次の所有者が見つからないと、行為の制限が

解除されてしまいます。 

先ほど質問にありました我々行政サイドでのその土地活用に関する答えを一か月以内とい

うお話をさせていただきましたけれど、こちらについても生産緑地法の第１２条に市長は申

出があった際に一か月以内に回答しなければならないと明文化されたものがございます。 

 

●（遠藤会長） 

そういうことになっております。 

後藤委員、はいどうぞ。 
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●（後藤委員） 

三、四つ質問があるのですけども、１点目が３、４、５というのが割と近接、隣接して立

地しているのですが、単純な質問で所有者さんは同じなのかどうかというのが一つと、それ

にも若干関係するのですけども、廃止ではなくて変更というのが四つあるのですけども、少

し面積を減らすというお話ですが、これはどういう理由なのかなということを教えていただ

きたくて、全く農業はできないけど、これぐらいの面積ならできますよという話なのかどう

か、その背景を教えてください。あと、先ほどの皆さんの議論とも関係するのですけども、

三郷市ですから、今まで歴史的な背景からしても、市街化区域のなかに農地が数多く残って

いて、今後もこれをずっと農地として残していくということは、すべては難しいかとは思う

のですが、今後市としてどうしていくのがいいかというのは継続的に議論をしていく必要が

あるのではないかなと思っていまして、いくつか国の方でも議論は進んでいて、例えば市民

農園として進めていくニーズとか、実際にいまやっていたりしないのかということや、あと

は生産緑地の地区内でも規制が緩和されて、直売所ですとか、農家レストランができやすく

なっているのですけども、そういった方策をしながら、少しでも緑を残していくことは考え

ていらっしゃらないのかということを教えてください。 

 

●（遠藤会長） 

３点ありましたが、もう全部続けていいですか。 

それでは事務局、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

１点目にございました生産緑地の３号、４号、５号は所有者が同じなのかということです

が、こちらについては、所有者は同じでございます。 

続きまして、変更についてのご質問ですけども、例えて申しますと、議案書の１０ページ

をご覧いただけますでしょうか。こちらの生産緑地１４１号は変更しているのですけども、

いま赤枠で残っている部分と今回削除する部分があるのですが、生産緑地としては、一団の

土地として指定をしていますが、所有者が異なっております。今回、黄色い部分について、

故障による理由で解除されておりますが、赤枠の部分については、別の所有者の生産緑地と

なっております。必ずしもその敷地一つ一つに生産緑地番号が振られているわけではなくて、

違う地権者さん同士が一団地となっているケースもございますので、面積が減ってくるよう

なケースがございます。 

 

●（遠藤会長） 

２点目ですみません。 

他の変更で縮小になったものも同じような理由でしょうか。 

 

●（みどり公園課長） 

そうです。 
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●（遠藤会長） 

そうですか。 

それでは３点目をお願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

３点目のなるべく農地、緑を残そうというところでは、今回も買い取りの申し出があった

時に担当者が先方に出向いて、先ほどお話がありましたように市民農園の活用等については、

提案はさせていただいておるところではございます。しかしながら、それが現実に結びつい

ていないというところが現状でございます。 

 

●（遠藤会長） 

はい、どうぞ。 

 

●（後藤委員） 

実際に市民農園というのは、三郷市にはあるのでしょうか。 

 

●（みどり公園課長） 

はい、ございます。 

 

●（後藤委員） 

けっこうニーズはあるのですか。これが高まってくるのではないかと思うのですけど、ど

うですか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

市内にも市民農園は多くございます。マンション住まいの方などには、特に人気で市民農

園を利用されている方のニーズは多いようでございます。 

 

●（遠藤会長） 

最初の質問で所有者は同じという回答でしたが、それに対して何かありますか。 

 

●（後藤委員） 

大丈夫です。どういう理由なのかと気になって、すみません。 

 

●（遠藤会長） 

他にご意見ございますでしょうか。 

はい、どうぞ。 
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●（戸邊委員） 

いろんな先生方からご説明いただいて、よく勉強できました。 

それで確認したいのはですね、買い取りの話が出ていたのですけども、今までで買い取り

はあったのかないのかですね。 

あとこの方達の生産緑地はですね、いつごろから生産緑地なのか。 

先ほど篠田先生が言った３０年の約束ということですけども、３０年近くですけど、４７

年ですか。生産緑地は何年からですか。この１点とそれとですね、あと農地を守る、農家を

守るということが農業の育成かなと思います。 

三郷市は４００ヘクタールぐらいしかないのかなと、耕地面積が。もうちょっとあるのか

な。 

農家さんと農業従事者は違うのですけども、農業従事者で、一世帯二人で農業に従事して

いる方は少ないのかなと思います。ですから、千人もいないのかなという想定はしています

ね。そういった方を守るにはですね、やはり農地を確保する生産緑地ですので、農家をやり

たい人は必ず生産緑地を受けていただきたいということになります。税金でも千円くらいず

つ支払えると思うのですけども。あとは農家をできない方にですね、やはり農地を変更する

のはなかなか難しいので、売却か農転でやっていく以外ないかなと思います。そういった点

を考えるとですね、生産緑地の条例でやるのか、法律でやるのかわかりませんけども、改正

は近日中にあるのかどうか教えていただきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

あの２点目までは分かりましたけども、３点目のご指摘は生産緑地法の改正があるかない

かを答えればよいですか。 

 

●（戸邊委員） 

そうです。 

 

●（遠藤会長） 

事務局いいですか。 

買い取りの実績が今までどうだったかということと、それぞれがいつ指定になっているの

かということと、生産緑地法の改正の見通しです。お願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

まず１点目、今までの買い取り申し出に対して買い取った実績があるのかということなの

ですけども、残念ながら行政として買い取った実績はございません。 

２点目のいつから生産緑地の制度が運用されているのかということなのですけども、生産

緑地法の改正がございましたのが、平成３年でございまして、市として、それを受けて生産

緑地の指定を始めたのが、平成４年からでございます。 

 

●（戸邊委員） 

今回変更するもので、一番古いものは。 
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●（みどり公園課長） 

それでしたら平成４年からです、平成４年が一番初めの生産緑地の指定になります。 

 

●（遠藤会長） 

平成４年から始まってそのあたりに集中はしているのですよね。 

 

●（みどり公園課長） 

生産緑地の指定については、まず平成４年の当初の指定が一つと、あと区画整理等によっ

て、いままで調整区域だったところが市街化区域に編入するにあたって、生産緑地を指定す

るケースが２点目となります。３点目といたしまして、毎年のように指定の解除の案件が増

えてきた背景を踏まえて、平成２４年に追加の指定をしております。当初指定の平成４年か

ら２０年経った平成２４年に追加の指定をしました。平成２４年の追加指定にあたりまして

は、今後は３年おきに追加指定を定期的にやったほうがいいというご意見もいただきました

ので、平成２４年、平成２７年に追加指定をしまして、また３年後の平成３０年に追加指定

の計画をしているところでございます。 

 

●（遠藤会長） 

ご質問の趣旨は今回あがってきているものが、２０２２年問題に引っかかるのかどうかと

いうことですね。どうもそのあたりに問題が出そうということではありますね。よろしいで

すか。 

 

●（戸邊委員） 

この方達が何年もったかということが聞きたいのですが。 

 

●（遠藤会長） 

  ３０年くらいに差し掛かっているということですかね。 

はい、どうぞ。 

 

●（みどり公園課長） 

今回の案件については、平成４年の指定ですので、もう既に２５年間営農を続けられた土

地でございます。 

 

●（遠藤会長） 

それから３点目なのですが、これは三郷市として答えられるかどうかというところではあ

りますが、情報がありましたらお願いします。 

 

●（みどり公園課長） 

はい、情報として本年の６月１５日に生産緑地法の改正がございました。そのなかでこれ

まで生産緑地に指定できる土地は、面積要件としては５００平方メートルだったのですが、

その要件が３００平方メートルまでに緩和がされております。 
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ただし、その３００平方メートルまで規制緩和をするにあたっては、各市の条例を定めた

うえで対応しなさいという条件が付けられております。したがって、今後減っていく生産緑

地の確保といった観点で、要件としての面積を下げるか否かについて、現在、農業振興課と

調整を図っているところでございます。また、指定できる土地として、建物が建っている場

合ですと、農業用の倉庫しか認められていなかったのですが、先ほどありましたけれども、

そこで採れた野菜を使ったレストランなども、今後生産緑地として指定できるような規制が

緩和されております。国の方としてもなるべくその辺の規制を緩めて、都市農地の確保に努

めていこうという流れではございます。 

 

●（遠藤会長） 

今の説明でよろしいでしょうか。 

 

●（戸邊委員） 

はい、分かりました。 

 

●（遠藤会長） 

活発なご審議をお願いしたいわけですが、時間も押しておりまして、他にございますでし

ょうか。はい、事務局どうぞ。 

 

●（みどり公園課長） 

先ほど工藤委員の方から現在の緑地率についてご質問がありまして、資料が届きましたの

でご報告をさせていただきたいと思います。 

平成２８年度末現在での三郷市の緑化率なのですが、２１．７パーセントの緑化が確保さ

れているところでございます。現在、半田地区におきまして、半田運動公園を新たに都市公

園とすべく整備を進めるほか、インターＡ地区内にございます県が管理している上口調節池

を、都市公園として整備を進めております。我々の方で手掛けている都市公園の整備が、目

標として今年度末完了したことを想定いたしますと、緑化率ではなくなってしまうのですが、

一人あたりの都市公園面積が４．１３平方メートルで、三郷市内には都市公園の他にも、ち

びっこ広場等の法律の網のかかっていない広場もございまして、そういった広場的な公園も

含めますと、一人あたりの公園等の面積は７．３１平方メートルになります。参考までに埼

玉県平均の都市公園の一人あたりの面積が６．８６平方メートルございますので、まだまだ

都市公園自体の面積では県平均に届かない状況ではありますけども、ちびっこ広場等の補完

的な広場を合わせると、県平均を上回るような公園、広場整備が進められている現状である

ことをご報告させていただきます。 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

正確な数字のご報告がありました。工藤委員いかがですか。 
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●（工藤委員） 

緑地率、緑化率のその緑地の定義、これをお話していただけるとありがたいのですが。 

 

●（遠藤会長） 

はい、どうぞ。 

 

●（みどり公園課長） 

緑地率に含まれる緑地の定義ですが、いまお話した公園はもちろんなのですが、民地の部

分でも開発行為に伴って、とっていただいている緑地もトータルで含めたうえでの緑化率に

なっております。二郷半緑道などすべての緑を換算したうえでの数値として取り扱っており

ます。 

 

●（遠藤会長） 

はい、よろしいですか。 

他にご意見ございますでしょうか。 

それではご意見出尽くしたようでございます。 

 

それでは、議案第１号「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。 

それでは、議案第１号について、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いたします。 

 

[全員挙手] 

 

はい、ありがとうございました。 

全員賛成ということであります。 

よって本案は原案のとおり決定いたします。 
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「その他 地域地区指定の基本的な考え方について」 

 

●（都市デザイン課長） 

[その他の事項について、資料に基づき説明する] 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。 

これは意見をお伺いするということです。議決ではなくて、意見をお伺いするということ

ですね。 

それでいつ頃の決定に向けているのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

本日の意見を伺って、その後に修正事項があれば修正いたしまして、速やかに決定をして、

できれば次の審議会の時にご報告させていただきたいと考えております。 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございます。 

はい、どうぞ。 

 

●（森委員） 

森です。はじめまして、よろしくお願いいたします。 

このなかで用途地域の指定の基本的な考え方というところであるのですが、４ページの一

番上の１―３、こちらには幹線道路沿いの沿道の問題なのですが、三郷市におかれましては

こちらに記載のとおり、幹線道路の脇に第一種低層住居専用地域が連なっている場所がござ

います。そちらをこちらに出ています第一種住居地域に定めることを検討しますということ

はすごくいいことだと思うのですが、この現状を見ますと、もう一歩踏み込んで、個人的な

意見としてなのですが、準住居地域ぐらいまで上げたほうがいいのではないかという、現状

に合わせまして、主要幹線道路の端ということを考えますと、交通量も多いですし、大型車

も通りますし、そちらももう少し踏み込んで考えてもいいかなと思います。 

それともう一つなのですけども、この３ページのほうでこれの第一種低層住居専用地域な

のですが、こちらは緩和されるということはすごくいいことだと思います。ただこの状況で

いくと、たぶん北側斜線の問題とかで小さい土地ですと、建てられるものが相当また限られ

てきてしまって、容積率を上げるには地下部分にもっていかないと無理とかいう話も出てく

るかと思います。ですので、地域に応じてこの容積率の緩和ではなく、指定の用途地域の変

更のほうの考えをもう少し入れていった方がいいのではないかと思いますので、提案させて

いただきます。 
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●（遠藤会長） 

これは伺っておけばよろしいですか。 

基本的な考え方でどうしてもこれは譲れないとかあると思うのですよね。 

それでは市としてお願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

ご意見ありがとうございます。 

１点目は幹線道路沿道に第一種住居地域ではなくて、準住居地域等の指定がいいのではな

いかというご意見でした。 

今のところの考えとしては、あくまでも第一種低層住居専用地域のなかの沿道の指定とい

うことになりますので、後背地や隣接する場所は住環境の整った地域となりますので、あま

りあげてしまうと、大きめの倉庫とかができるという悪い影響も考えられますので、基本的

には第一種住居地域ということで考えているという方針です。また、実際にやる時にはいろ

んな方のご意見を聞いて、決めていくというふうに考えております。 

それから２点目の建蔽率と容積率ということで北側斜線等の関係もあるので、用途の変更

をしていった方がいいのではないかというお話です。確かに第一種低層住居専用地域につき

ましては、高齢化社会等を踏まえると、規制が建蔽率５０パーセント、容積率が８０パーセ

ントで厳しいということで、なかなか住宅の多様なニーズに応えられないということもあり

まして、はじめに建蔽率・容積率を少し緩和して、そのなかで地元の方のご意見等も伺いな

がら、進めていくのですが、建蔽率・容積率を緩和したあとに、さらに幹線道路の沿道の用

途等も含めまして、今後検討していきたいと考えております。 

 

●（遠藤会長） 

今後、検討というのは用途地域の変更ですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

幹線道路沿道の(用途地域の)変更です。 

 

●（遠藤会長） 

第一種低層住居専用地域の変更ということはあまり考えられないですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

全体の変更ですか。 

いまのところは考えてはいないのですが、良好な住環境の地域になっていることもありま

すので、一気に用途地域を変えるということよりも、今の段階では幹線道路のところに利便

施設が建つような用途地域に変えていきたいと考えております。 
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●（鈴木邦男委員） 

今の森委員さんの提案に伴いましてね、県道沿いとか、幹線道路沿いで第一種低層住居専

用地域がけっこう三郷市内でありますよね。その場合に、そこ全体を緩和するのではなくて、

沿道から奥行５０メートルとか、そういうふうな規制でもって用途地域をその部分だけ変え

ていく。もしくはまた大きい倉庫ということであれば、床面積で規制していけばいいわけで

すよね。そういうようなことで土地活用といいますかね。もう少し考えられたほうがよいか

と思いますけどね。 

 

●（都市デザイン課長） 

今おっしゃられたような形で、今後幹線道路の用途地域を沿道から何メートルという形で、

検討していきたいということは考えております。 

 

●（遠藤会長） 

はい、どうぞ。 

 

●（篠田委員） 

この地区指定の用途指定は今までよりだいぶ緩和されるよね。この考え方を変えていった

ら、だいぶ緩和されると思うのですよ。すごくいいことだなと私は思いますよ。今までも、

したくてもできないというのがいっぱいあるし、変えたいという町会もいっぱいありますか

ら、そういう重要なところを基本的に先行して、変えていくのは大事だなと思うので、こう

いう案はすごくいいと思いますよ。まったく今までの縛りでいくと、やろうと思ってもでき

ないとけっこう聞いていますから、こういう考えをこれから持っておくと、すごくいい地域

ができるし、皆さんがまとまれば、そこはできるわけだから、それはいいと思いますよ。そ

の考え方を推し進めていってもらって、今後、次はどうするかということはまた検討しても

らえればいいことですから。 

 

●（遠藤会長） 

今のは篠田委員の応援であって、どこかさらに緩和するところがあるのではないかという

ことではないですね。 

 

●（篠田委員） 

じゃないです。この緩和はいままでの容積率を上げたり、そういうのはすごくいいと思う。

それをやりたくてもできないという現状の場所がいっぱいありますから、市内にも。 

 

●（遠藤会長） 

そうしますと、今回のこの基本的な考え方について、特に焦点となるのが、第一種低層住

居専用地域の容積率が８０から１００ですね、こういったニーズが多いということですね。 

これに関してはお伺いしておけばよいですか。はい、どうぞ。 
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●（都市デザイン課長） 

こちらについては、用途地域の指定等について、市に権限移譲で下りてきたということも

ございまして、市で大きな方針を掲げて、今後取り組んでいきたいということでございます。 

それから第一種低層住居専用地域の件につきましては、具体的には地元の勉強会とかも予

定しておりますので、その辺を踏まえて、今後進めさせていただきたいと思っております。 

 

●（遠藤会長） 

私から一つ質問なのですが、２ページの「住宅ニーズの多様化など」というのは特にどの

ニーズに応えようとしているというのはありますか。２ページの第一種低層住居専用地域の

ところです。 

 

●（都市デザイン課長） 

一つには二世帯住宅が建てられるような形で、子世帯に地元に戻ってきていただいて、二

世帯住宅で住んでいただけるように、少し建蔽率・容積率を緩和するということと、高齢化

社会になってきていますので、なるべく一階に少し面積の広い住宅が建てられるようにとい

うことで、建蔽率５０パーセントから６０パーセントにして、二階建てよりは平屋の住宅で

少し面積が確保できるような住宅が建てられるようにした方がいいのではないかということ

があります。 

 

●（遠藤会長） 

ご説明がありましたが、ご意見ございませんでしょうか。この点についていいですか。 

 

それではすみません。 

結局、同じ面積建てるために敷地がせまくて済むということを言っているわけですので、

その点についてはどういうお考えをお持ちかということについて、説明をしておいていただ

けますか。 

つまり容積率だけが増えても面積は増えないのですよ。これだけですとね。それを条例か

何かで補強しているはずなので、そこも説明しておいていただけますか。 

かつての建蔽率の規制緩和の時代にですね、建蔽率を緩和しろとすごい声が上がったんで

す。木材をいっぱい使って貿易摩擦を緩和するという動きだったと思うのですけど、何が起

こったかというと敷地が狭くなっただけなのですよね。全国的にね。そこを説明しておいて

ください。 

 

●（篠田委員） 

     二世帯住宅も作りたいけど、できないという人がいっぱいいるわけですよ。 

 

●（遠藤会長） 

ですから、そういう方にはいい面もあるかもしれませんが、これだけですと、副作用もあ

りますよというのに対して。 
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私から言ってしまいますね。条例で１２０平方メートルという最低敷地面積の制限があり

ますので、単に敷地がどんどん割られて狭くなるということはないということでございます。

ということでいいですね。 

はい、今の点について、ご意見は他にございませんか。 

はい、どうぞ。 

 

●（鈴木邦男委員） 

それですと、第一種低層住居専用地域の場合は建蔽率が５０パーセントから６０パーセン

ト、容積率が８０パーセントから１００パーセントにということでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

それで規模が大きいものができるようにして、二世帯住宅を促進するということですね。 

 

●（都市デザイン課長） 

あくまでもこちらに掲げておりますのは、今の段階での基本的な大きな方針ということで、

考えておりますので、実際にやるときにはまた皆さんや地元の方の意見を聞きながら、最終

的な案を決めていくということになります。 

 

●（遠藤会長） 

これを基準としますと書いてありますが、一斉に全部をこれに変えるという意味ではない

ですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

そういう意味ではございません。 

 

●（遠藤会長） 

他にご意見ございましたら、お願いします。 

はい、どうぞ。 

 

●（工藤委員） 

その地区の指定の変更で、その中身の変更ということですと、今おっしゃったようにです

ね、十分に住民の方々のご意見を聞く必要があるかと思うのですけども、具体的なこのスケ

ジュールですね、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。どれくらいの期間で、都

計審にも、もう一度議案としてあがるというお話でしたけども。 

 

●（都市デザイン課長） 

こちらの地域地区指定の基本的な考え方につきましては、都市計画決定の内容ではないの

で、市の方針ということで、市で検討させていただいて、決めさせていただくということに

なるのですが、そのなかで都市計画審議会の意見を聞いて決めていきたいという流れになり

ます。 
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本日の意見を聞いて、その後に市で手続きをとりまして、決定という形にさせていただい

て、次の都市計画審議会の時にこのように決まりましたということで報告させていただくと

いうことで予定しております。 

 

●（工藤委員） 

パブリックコメントを何か期間を設けてやるとか、考えているのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

具体的に先ほどからお話が出ているような第一種低層住居専用地域の内容を変えていく時

には、都市計画変更の手続きが入ってきますので、そこで皆さんの具体的な意見を聞いて、

実際にどういう形で変更していくかということを固めていくという考え方でございます。実

際に先ほどの第一種低層住居専用地域を変えていくという場合においては、地元の勉強会に

入って、その後の都市計画の手続きをしていくということで考えております。 

 

●（工藤委員） 

だいたいの期日みたいなものはないのですか。スケジュールについて聞いているのですけ

ど。 

 

●（都市デザイン課） 

第一種低層住居専用地域の変更につきましては、地元の勉強会等を予定しておりまして、

ある程度年度内に案を固めまして、来年度に都市計画変更の手続きをしていくことを考えて

おります。 

 

●（遠藤会長） 

案が固まるのが今年度中を目指していて、固めるのが今年度中で、決定といいますか、用

途地域の変更というのは来年度以降ですかね。 

 

●（都市デザイン課長） 

来年度に手続きを予定しております。 

 

●（遠藤会長） 

他にご意見ございますでしょうか。 

はい、鈴木委員お願いいたします。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

地区区域の指定ということで、土地の利用の規制を緩和とか、土地の利用を規制していく

わけなのですけども、まちづくりのなかで緩和することは、大変いろんなご意見が出てきて、

利用者にとっては利便性向上ですごくよろしいのでしょうけれど。三郷市もまちづくりが進

展するなかで、土地利用がどんどんと増えてくればくるほど、ひとつ大きな問題があるよう

に阪神淡路・東日本大震災のことも考えるとね。道路が狭すぎるのではないかと。 
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ですから全体的に考えないと、用途ばかり住宅地の建蔽率・容積率をあげて、道路はその

まま。建築基準法４メートルという部分もございます。また開発の４メートルというものも

ございます。だけども、周りにいっぱい住宅が建ってきてね。いざというとき道路が狭くて、

車も緊急用の車も入れないようなまちづくりだと、この用途地域は土地利用の規制というこ

とではございますけども、全体的に考えていかないと、部分的に用途地域だけ変更して、あ

とはまったく検討していませんよということでは良好なまちづくりは、将来の三郷の都市像

という部分では、いまひとつ問題かなと思っているのですが、その点を事務局はどのように

考えていらっしゃるのか。 

 

●（遠藤会長） 

ちょっとお待ちください。 

後藤委員、今のご意見に何か関連するところがありますか。 

 

●（後藤委員） 

関連していないです。 

 

●（遠藤会長） 

それではお願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

只今の用途地域を変更するのはいいけれども、道路について、もう少しというご意見だと

思いますが、道路に関しましては、開発行為の時の基準が決まっておりまして、都市計画法

や県の基準がございます。その県の基準に沿うような形で市も基準を定めているわけなので

すが、住居系の場合は開発面積が何平方メートルの場合は何メートルとなっておりまして、

例えば０．３ヘクタール未満の場合は、幅員が４メートル以上という基準がございます。そ

の基準をある程度緩和していくというようなことが必要になってくるわけなのですが、県と

の整合性や土地の所有者の方や開発事業者の方への影響もかなり考えられますので、少し今

の段階では難しいと思っておりますが、検討課題ということで今のところ考えております。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

検討課題ということで捉えていただきましたので、基準ということで無視されたら、もう

少し意見を言おうと思っていました。 

 

●（遠藤会長） 

それでは後藤委員、お願いします。 
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●（後藤委員） 

いいですか。 

そもそものところで確認というかお伺いしたいのですけども、これまで埼玉県の用途地域

の考え方を運用していたということなのですけども、今回策定された案はどのあたりが今ま

でのものと大きく変わっているのか、その市らしさというのはどのあたりから読みとったら

よいのかというのをお伺いしたくて、先ほどの第一種低層住居専用地域の話があるのかと思

うのですが、その他に今までの県の方針との違いで大きく変えたところがあれば教えてくだ

さいということが一つです。 

あと少し関連するのですが、例えば指定していないような第二種低層住居専用地域であっ

たり、最近新しくできた田園住居地域は指定がないと書いてあるのですが、今後将来的に指

定する予定があるのかどうか、先ほどの生産緑地の話とも関連するのかもしれませんが、そ

の辺りも教えてください。 

あともう１点、先ほどの話があって、沿道の用途地域が緩和されるという話があったかと

思うのですが、その沿道に沿って第一種低層住居専用地域があるよりは確かに利便性のこと

とか考えると、少し用途を緩和するということも必要だと思うのですが、現状の市街地の様

子を先日見させていただいた時に景観とか、看板のコントロールとかが、ちょっとひどいと

ころがけっこうあったりするので、総合的に用途だけではなくて、緩和するときに合わせて、

景観形成とかそのあたりも一緒に検討して、いい都市づくりをしていただきたいと思います。

以上です。 

 

●（遠藤会長） 

ありがとうございました。３ついただきましたが、はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

まず県の考え方との大きな違いという点なのですが、先ほどから１点出ているのが第一種

低層住居専用地域の話で、もう一つは説明のなかでも触れたのですけども、防火・準防火地

域の関係で、６ページになるのですが、埼玉県の考え方として、用途地域全域に防火・準防

火地域を検討していくという方針が出ましたので、三郷市としても、今後用途地域全域に防

火・準防火地域の指定を検討していくということを位置づけたというのが大きなところとな

ります。 

それから、今指定していない用途地域である第二種低層住居専用地域や田園住居地域の今

後の指定の予定があるかというお話だと思うのですが、今のところはないのですが、基本的

に都市計画マスタープランに方向性を載せて、用途地域を変えていくという流れになります

ので、次の都市計画マスタープラン等の策定の時に、その土地利用の考え方をいれて、具体

的に変えていくという流れになると思います。 

最後の沿道の用途地域の利便施設ができて、景観的にもというお話ですが、そちらについ

ては景観も含めまして、よりよいまちづくりに努めていきたいと考えております。 
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●（遠藤会長） 

これは基本的な考え方ですから、今の言い方をここに文章として載せるというわけにはい

かないのですか。景観形成について配慮しながら変更する場合は変更していくということで

すね。 

 

●（都市デザイン課長） 

それはできますので、変更を検討させていただきます。 

 

●（遠藤会長） 

はい、それではお願いします。 

 

●（篠田委員） 

基本的には地域地区指定のね、決定する件は容積率を上げたりなんかするのは、地域の人

たちのそのエリアで、三郷全体からそういう話を聞いているけど、希望のあったエリアから

まず説明会を開いて、住民の意見を聞いて、それはそこを指定するという形にするわけでし

ょ。市が勝手にここだからこうするのではなくて、地域の人たちの意見を聞いてやるという

ことでしょ。そういうことですよね。 

 

●（遠藤会長） 

よろしいですか、それで。そういうことでよろしいですか。 

１６条、１７条の都市計画に書かれている手続きということですね。 

 

はい、他にご意見ございませんでしょうか。 

戸邊委員お願いします。 

 

●（戸邊委員） 

地域の意見を聞いていくということで、やっていただきたいということがお願いでござい

ます。 

一つはですね、うまく言えないのですけども、やはり土地利用をするときにはですね、先

ほど鈴木先生が言った道路がですね、４メートル以上ないと交差できないということが調整

区域ではあるのですね。昭和二十何年ぐらいの土地区画整理の区域がかなり残っています。

それで道路指定がないから家も建たない、何にもできないという地域がありますよね。この

道路指定をですね、はやく排除していただかないと困るという地域があるのですよ。 

 

●（遠藤会長） 

道路指定を解除するのですか。 

 

●（戸邊委員） 

道路を道路にしてくださいと、認定して下さいということです。 
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●（遠藤会長） 

指定しないといけないということですね。 

 

●（戸邊委員） 

沿道沿いは家が建ちます。その奥に２０メートル入ると、農家もできない、トラクターも

入り口でぶつけるような状況の土地があります。水路も占用できないと。昨今では高齢化社

会で分家を近くに出したいというのが多いのですよ。分家も建てられないと、親の面倒も見

られない。ですから、やはりとにかく家を建てるにはですね、入口から２メートル建った家

を、２メートルを後退してくれないといけないということなので、奥に行きますと、農地農

作もできなくなる。家も建たないというのがありますので、昭和４２年の指定に家も何にも

なかったところは、これは道路じゃないよということになっていると思いますけど、これは

早めにですね、議員の先生方にもお願いをして、排除していただきたいと思います。 

 

●（遠藤会長） 

道路は４メートル未満でもいいのではないのかということですか。 

 

●（戸邊委員） 

いやいや。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

農地に道路認定していない道路があるんですよ。 

 

●（戸邊委員） 

それをはやく道路として、認定するということです。 

 

●（遠藤会長） 

道路として認定して、はやく建てられるようにしようということですね。 

 

●（戸邊委員） 

道路に認定してくれないと、家が建ちませんよということです。 

家も農家もできないということです。 

 

●（遠藤会長） 

これは伺っておけばよろしいでしょうか。 

 

●（戸邊委員） 

ぜひぜひこれはですね、地域の要望として意見が強いですので、ぜひお願いしたいと思い

ます。いいですか。 
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●（都市デザイン課長） 

ご要望ということで伺わせていただきます。 

 

●（戸邊委員） 

至急ね。 

 

●（都市デザイン課長） 

検討させていただきます。 

 

●（遠藤会長） 

だいぶ時間が経過しまして、進め方もまずいところもございまして、申し訳ありませんで

した。ずいぶん長い時間ご討議いただきました。 

他にご意見がなければ、それでは、その他の事項「地域地区指定の基本的な考え方につい

て」ですが、本日の意見を取り入れながら決定していただきたいと思います。 

これをもちまして、本日の審議を終了いたします。 

 

ご決定いただいた「生産緑地地区の変更について」につきましては、私の方から市長に速

やかに答申いたしますので、ご了承をお願いいたします。 

 

それでは傍聴者の方は事務局の指示に従ってご退場ください。 

 

[傍聴者の退場] 

 

●（遠藤会長） 

委員の皆様、慎重なご審議ありがとうございました。 

事務局へ進行をお返しいたします。 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

遠藤会長、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。 

次に今後の予定について、事務局から説明をしたいと思います。 

 

●（計画景観係長） 

都市デザイン課浦川と申します。 

次回の都市計画審議会の予定についてのみ、ご報告させていただきます。 

次回の都市計画審議会はまだ日程は確定しておりませんが、来年一月の末頃、午前中の予

定で開催を予定しております。内容といたしましては、２点ほどございまして、１件目が区

域区分の変更について、草加市の柿木地区ですけども、市街化編入がございますので、この

区域区分の内容と、あと地区計画の変更ということで、上彦川戸地区、インター南地区にお

ける保育所の立地制限の解除に関するもの、その二案件でございます。以上でございます。 
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●（都市デザイン課長補佐） 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、都市計画審議会を閉会と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。 


