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平成３０年度第２回三郷市都市計画審議会 

 

１ 開催日時：平成３１年２月４日（月）１０時００分～１１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  １２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(欠席)、  

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(欠席) 

（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参事兼みどり公園課長(以下、みどり公園課長) 

  みどり公園課：川端みどり公園課長補佐、染谷主査 

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） 

広瀬都市デザイン課長補佐(以下、都市デザイン課長補佐)、  

浦川都市計画係長（以下、都市計画係長）、 南雲主事、 中村主事 

 

４ 議 題 

議案第１号 

草加都市計画用途地域の変更について【諮問】 

議案第２号 

草加都市計画防火地域及び準防火地域の変更について【諮問】 

議案第３号 

草加都市計画道路の変更について【諮問】 

その他 

 

５ 議事内容 

（１）開 会 

●（都市デザイン課長補佐） 

[開会] 

 

●（遠藤会長） 

[会長挨拶] 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

[資料確認] 
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（２）議事進行 

●（遠藤会長） 

[委員の出席状況を求める] 

 

●（都市計画係長） 

[委員１４名中１２名が出席していることを報告]  

 

●（遠藤会長） 

[会議録の署名委員について、戸邊委員と大久保委員を指名]  

 

●（遠藤会長） 

[議事内容が非公開情報に該当しないことについて確認] 

 

●（遠藤会長） 

[傍聴者の有無について報告を求める]  

 

●（都市計画係長）  

[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]  

 

●（都市計画係長） 

[議案説明の進め方について説明する] 
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(３) 議題 

「議案第１号 草加都市計画用途地域の変更について」【諮問】 

「議案第２号 草加都市計画防火地域及び準防火地域の変更について」【諮問】 

 

●（都市デザイン課長） 

[議案第１～２号について、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。 

只今の事務局からの説明につきまして、ご意見、ご質問ございましたらお願いいたします。 

はい、どうぞ。 

 

●（工藤委員） 

１号、２号と関連しておりますので、質問させていただきます。 

いずれも理由については分かりましたが、いくつか教えていただきたいことがあります。 

 

一つは用途地域の変更のところでおっしゃった理由のところについて、４ページの中央の

部分です。準防火地域を指定することによる防火機能の充実によってソフト面の対策が整っ

たと記載があるのですが、このあたりの意味がよく分かりません。整うということではなく、

整ったと表現したことについて詳しくお伺いしたいと思います。 

 

先ほどの説明の中で説明会を二か所で行われたとありました。私も一か所参加させていた

だいたのですが、非常に説明の内容が分かりやすく、住民の方々もよく理解できたのではな

いかと思います。同時に個人的な質問等もありまして、それに対しても丁寧な回答をされて

おりましたので、個別の案件についても色々とご相談に乗っていらっしゃると思うのですが、

特徴的な相談内容があれば教えていただきたいと思います。 

 

それから、縦覧も含めてやってきていると思いますが、市民からのご意見が他には無かっ

たのか教えていただきたいと思います。 

 

最後に、準防火地域について、１０ページ、１１ページでご説明いただきました、三郷市

も準防火地域が広がるということですが、併せて草加都市計画の中において他の自治体で準

防火地域に指定している状況につきましても、お分かりであれば教えていただければと思い

ます。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。四つご質問いただきました。 

理由書４ページ内、ソフト面の対策が整うのではなく、整ったと表現したことについて。

これから整うのではないかというご指摘ですが、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 
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●（都市デザイン課長） 

４ページの理由について説明いたします。こちらにつきましては表現に改善の余地があっ

たと思います。 

 

●（遠藤会長） 

  整うという理解でよいですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

はい。今回は建蔽率・容積率の緩和と準防火地域の指定を併せて行うということになりま

す。 

 

●（遠藤会長） 

二つ目は相談の中で特徴的なものがあればということですが、これは説明会の中でという

ことでしょうか。 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

説明会の中で、建て替えを検討されている方がいらっしゃいまして、告示の時期と建て替

えの時期を気にされており、現行の基準と変更後の基準、どちらで建て替えを行った方がご

自身にとってよいのかというお悩みをお持ちでした。 

その方については説明会の中だけではなく、それ以外でもご相談くださいとお伝えいたし

ました。その他につきましては具体的な案件はほとんどないのですが、建築関係の事業者さ

んの方から、告示の時期や、手続きについてご質問をいただきました。 

 

●（遠藤会長） 

三つ目ですが、縦覧時にご意見は他にはなかったかという確認ということですが。 

お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

説明会から通じてということで説明いたします。 

説明会の参加者は多かったとは言えませんでした。参加者の方々はそれぞれが抱えている

問題についてご質問をされており、制度そのもののご意見というものはあまり無く、なぜ今

回の変更に至ったのかというご質問や、用途地域そのものを変更すべきではないかというご

意見がありましたので、今回説明させていただいたところです。 

 

●（遠藤会長） 

総じて建て詰まりや環境悪化を心配する声は無かったということでよろしいでしょうか。 
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●（都市デザイン課長） 

そういうことになるかと思います。工藤委員ともお話をさせていただく中で、ご意見等は

いただいておりますが、他の方からはそのようなご意見はございませんでした。 

 

●（遠藤会長） 

それでは四つ目にご質問いただきました準防火地域への変更についてですが、草加都市計

画区域の中の他市の状況が分かればとのことでしたが、いかがでしょうか。 

 

●（都市計画係長） 

     近隣市である草加市と八潮市の状況でございますが、草加市につきましては、ほとんどが

既成市街地ということもありまして、防火地域及び準防火地域を新たに指定するという話は

聞いておりません。 

     八潮市につきましても草加市同様に今後検討していくという状況でございます。 

     埼玉県内の市街化区域全域において、防火地域及び準防火地域の指定をしていくという方

針がありますので、各自治体はその方針に基づいて変更に備えているという状況です。 

     

●（遠藤会長） 

はい、ありがとうございました。ただいまの説明でよろしいでしょうか。 

 

●（工藤委員） 

告示予定日が平成３１年５月３１日ということですので、その間住民の方々からご意見や

ご質問等があるかもしれません。個別の相談も丁寧に対応していただきたいと思います。 

準防火地域については説明にありましたように糸魚川市や、明石市の商店街の火災等を考

慮して指定を行うこととなったのだと思いますが、県の方針ということであれば三郷市とし

ても指定しなければならないのではないかと思います。引き続きよろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

はい。個別相談や防火地域及び準防火地域の指定推進をよろしくお願いしたいとのことで

した。他にいかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

●（吉田委員） 

教えていただきたいのですが、今回の変更によって新しく準防火地域になった場合、指定

されれば準防火地域の基準が適用されることになり、これから建てられる建物は基準に適合

しなければ建築確認は許可されないと思いますが、既存の建物についてはどのような扱いに

なるのか教えていただければと思います。 
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●（遠藤会長） 

既存建築物が準防火地域の基準を満たさない場合はどうなるのか。 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

一定規模以上の増築、改築、移転を行うような際には準防火地域の基準に適合させる必要

がありますが、全ての建物が変更後すぐに何かしなければいけないというものではありませ

ん。 

 

●（吉田委員） 

そうしますと、準防火地域の指定を行っても、その基準を満たさない建物が周囲にある場

合、火災が発生した際に市として対策はあるのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

都市計画の観点から申し上げますと、既存建築物に対して遡って基準適用というのは住民

の方の負担が大きいと考えているのが一つと、住宅の耐用年数を３０年から５０年とすると、

建て替えや改修により、長期的に防火性能を持った町になっていくことが見込まれます。 

ご質問にありました、すぐに火災が生じた場合の対応については具体案をすぐにお示しで

きませんが、長い時間をかけながら安全なまちづくりをするのが都市計画ではないかと思い

ます。 

 

●（吉田委員） 

お話は分かりました。しかし、何か対策は無いものなのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

お示しできるものがないのが現状です。 

ご意見はお預かりいたしまして、関係部局と検討させていただきたいと思います。 

 

●（吉田委員） 

はい、ありがとうございます。 

 

●（遠藤会長） 

アイディアは中々無いのが実情で、建築物の既存不適格問題については、防火地域及び準

防火地域に関わらず、個人の負担が過大になるため、法律の変更に伴って遡及して適用する

ことは基本的にありません。 

事務局の回答の中で補足しますと、建築物の耐用年数は長くとも３０年であり、その中で

改修や建て替えは行われていくことになろうかと思います。それを少しでも促進するために

は周知徹底しかないかなと。検討はさらに進めていただく必要があると思いますが、説明は

そういう意味だったとご了承ください。 

他いかがでございますか。よろしいでしょうか。 
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他にご意見はございませんので、議案第１号、議案第２号の二議案につきまして順次採決

したいと思います。 

議案第１号 草加都市計画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。 

 

続きまして、議案第２号 草加都市計画防火地域及び準防火地域の変更について採決いた

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。原案のとおり決定いたします。 

 

それでは、次の議案に入ります。 

議案第３号 草加都市計画道路の変更について、事務局より説明をお願いいたします。 
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「議案第３号 草加都市計画道路の変更について」【諮問】 

 

●（都市デザイン課長） 

[議案第３号について、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。 

只今の事務局からの説明につきまして、ご意見、ご質問ございましたらお願いいたします。 

はい、お願いいたします。 

 

●（工藤委員） 

ご説明ありがとうございます。パーキングエリアの設置について、八潮のパーキングエリ

アを集約型にした背景について、他のパーキングエリアとの比較も含めて、もし分かれば教

えていただけますか。 

 

●（遠藤会長） 

はい、資料の３ページになりますが、集約型について。 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

八潮市から聞いている範囲でお答えいたします。足りないところもあるかもしれませんが、

よろしくお願いいたします。 

八潮市の方ではある一帯のエリアのまちづくりの構想を持っておりまして、パーキングエ

リアと連動させた構想であると聞いております。そういった面から機能面等総合的に考慮し

て集約型になっていると聞いております。 

 

●（遠藤会長） 

  今の回答でよろしいですか。 

  はい、どうぞ。 

 

●（工藤委員） 

このパーキングエリアに東埼玉道路からアクセスはできないという理解でよろしいのでし

ょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

東埼玉道路からのアクセスについてのご質問だったのですが、東京外かく環状道路からと

いうことでお答えいたします。パーキングエリアには高速道路経由でないと入場できないと

聞いております。 
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●（澁谷委員） 

今の工藤委員のご質問の話と関連すると思うのですが、縦覧の際に意見書等が７件あった

ということですが、その中に先ほどのお話のように、スマートインターチェンジを将来この

パーキングエリアに作ることについてご意見はあったかどうかお分かりになりますか。また、

そういう予定があるのかどうかも分かれば教えていただければと思います。 

 

●（遠藤会長） 

はい、お願いします。 

 

●（都市デザイン課長） 

縦覧時の意見につきましては詳細を聞いておりません。 

スマートインターチェンジにつきましては八潮市の将来的なまちづくりの構想に位置付け

ていると聞いてはおりますが、具体的な内容が定まっているということは聞いておりません。 

 

●（澁谷委員） 

なぜこのようなことをお聞きしたかというと、実際の通勤の時間帯において、外環三郷西

出口等はすごく渋滞しておりまして、このパーキングエリアの計画地もすぐ近くにあるので、

これが完成すると渋滞がよりひどくなるのではないかと。 

また、パーキングエリアから本線に合流するのも難しくなるのかなと思いまして。三郷市

から意見を述べることができるのであれば、パーキングエリアから外に出られるようにする

よう意見するのは有効なのではないかと思いました。以上です。 

 

●（遠藤会長） 

専門的な内容も含まれておりましたが、スマートインターチェンジにすると外への出入り

ができるということですよね。それが渋滞の緩和につながるということをおっしゃった訳で、

そうなれば三郷市としては非常に望ましいということですね。 

今回についてはパーキングエリアを集約型で作ることについての意見を言わなければなら

ないところではありますが、このままでは渋滞はさらに助長されるのですか。 

 

●（澁谷委員） 

     そうなるのではないかと思います。実際に見ていますと外回りで外環三郷西出口から出る

ためにはこのパーキングエリア計画地まで渋滞が延びていると思われるので、パーキングエ

リアに入った車も合流して、渋滞がさらに激しくなるのではないかと思いました。 

     

●（都市デザイン課長） 

     遠藤会長からお話がありましたが、今回はパーキングエリアの設置についての意見を伝え

る立場でございます。スマートインターチェンジの意見があったことについては八潮市の担

当者に伝えさせていただきます。 
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●（遠藤会長） 

今回の議案への意見として提出するということですか。 

 

●（都市デザイン課長） 

本件の意見とは離れたところでの整理をさせていただきます。 

 

●（遠藤会長） 

渋滞対策について気を付けてくださいとお伝えするということですね。 

 

●（都市デザイン課長） 

はい。都市計画審議会の中で委員さんから今回の話があったことを八潮市の担当者と共有

させていただきます。 

 

●（遠藤会長） 

はい。他いかがでしょうか。 

 

●（吉田委員） 

質問してよいでしょうか。パーキングエリアができることは非常に利便性が高くなるので

よいと思うのですが、いつ頃利用が開始されるのでしょうか。 

 

●（都市デザイン課長） 

伺っておりません。現在はまだ都市計画決定の手続きですので、決定してから具体的な話

が動いていくのだと思います。 

一般的な都市計画道路であっても決定から時間をかけて整備していくので、私の感覚的な

話になって申し訳ありませんが、相当な期間が見込まれると思います。 

 

●（遠藤会長） 

都市計画決定の内容として時期までは決定しませんので、分からないと思います。目標は

あると思いますが。 

他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは議案第３号について採決に入りたいと思います。原案通りではなく、意見を出し

たいと思います。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

  違う形で意見するというのだからよいではありませんか。 

 

●（篠田委員） 

意見書を付けるというのはおかしいですよ。 
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●（遠藤会長） 

整理させていただきます。 

原案のまま賛成というのは、市として意見なしで処理するということですよね。 

 

●（篠田委員） 

別でこういう意見も出ましたと報告すればよいのではないでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

スマートインターチェンジを作るべきという意見については今回の対象ではありませんの

でおっしゃったとおりです。渋滞対策をしっかりするようにと意見を出すか、言わないかと

いうことになるかどちらかだと思うのですが。 

 

●（篠田委員） 

担当者間で話をすればよいのではないでしょうか。 

 

●（遠藤会長） 

  そうしますと担当者レベルで話をすればよいと。意見書として出す必要はないのか、ここ

はしっかりと意見として言うかというのがこの場での判断になりますが、いかがでしょうか。 

 

●（鈴木深太郎委員） 

意見書を付して賛成するというのはあまり好ましくないと思います。 

原案のとおり賛成して、このような意見があったということを担当者間で共有すればよい

のではないですか。 

 

●（遠藤会長） 

今回の審議会において、本案について意見を求められているということですよね。事務局

いかがですか。 

渋滞対策をしっかりするようにということに賛成ではあるが、意見は出さないということ

ですよね。 

はい、どうぞ。 

 

●（まちづくり推進部長） 

今回都市計画審議会にかけられている内容は、都市計画区域内における道路区域の変更に

ついてです。 

説明上分かりにくいところもありますので、計画の中身について説明させていただきまし

たが、都市計画審議会としては区域以外の点については、別に八潮市の方に意見を伝えさせ

ていただければと考えております。 
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●（遠藤会長） 

この審議会での意見ということにはならないということですよね。事務局としてはそのよ

うに考えているということです。 

それでは然るべき場所で伝えてくださいねということでよろしいですか。 

 

●（澁谷委員） 

はい。 

 

●（遠藤会長） 

はい。それではご発言者に賛同を得られましたので、採決に入ります。 

位置についてですけれども、原案のとおり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することに賛成である旨、埼玉県に回答いたします。 

 

以上を持ちまして議案の審議は終了いたします。 

ご決定いただい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

をよろしくお願いします。 

 

傍聴者の方に申し上げます。 

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。 

 

[傍聴者の退場] 

 

皆様方には慎重なご審議をいただきありがとうございました。 

それでは事務局へ司会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、議事進行ありがとうございました。 

 

●（みどり公園課長） 

[その他の事項について、資料に基づき説明する] 

 

●（都市デザイン課長補佐） 

それでは以上をもちまして、平成３０年度第２回三郷市都市計画審議会を閉会いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 

 


