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用途地域、高度地区、防火地域の変更の案の概要 

地区計画の原案に関する説明会 
 

日時：令和 3年 10月 9日（土）10:00～ 

場所：市役所 第 2庁舎 301・302会議室 
 

◆ 参加者：３４名 

◆ 流山市：都市計画課職員 

 

～ 説  明（10:00 開始） ～ 

～ 質疑応答（10:17 開始） ～ 
 

Ｑ：市民Ａ 

・地区計画（資料４頁）の流山駅ロータリー部分の斜めの区域界は、なぜこのようなライン

になるのか。地権者が所有している土地の範囲ではないと思われる。 

Ａ：市職員 

・事業者は、今後の事業区域として、ロータリー部分（斜めの区域）まで拡げたいという意

向がある。 

将来の事業区域を見据え、３ｍの後退距離を確保するために２号壁面線を指定している。 

Ｑ：市民Ａ 

・市は承諾しているのか。 

Ａ：市職員 

・現在の意向であり確定ではない。 

Ａ：市職員 

・当該部分の土地は市が保有・管理している。 

現地では、オレンジのポールが立っていて実際には使えない土地であるが、土地を有効

活用するため、市の要望として、事業者には緑地として整備を依頼している。 

まだ決定ではないが、この用地と東側に歩道を設置する用地を入れ替えてもらえないか

という協議を事業者と市でこれから進める予定である。 

Ｑ：市民Ａ 

・市の判断で決定したのか。 

Ａ：市職員 

・これから協議する。 

Ｑ：市民Ａ 

・誰が協議をするのか。我々は入れないのか。 

Ａ：市職員 

・実際には道路管理課が協議する。 

Ｑ：市民Ａ 
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・納得はしていないが、内容は理解した。 

Ｑ：市民Ｂ 

・事業者が建物を建てるために用途変更を市に提案をしている。 

・市は、市の所有地であるロータリーの一部分を緑地として整備して欲しいと事業者に提

案をしているということか。 

Ａ：市職員 

・用途変更とロータリーの一部分の整備は手続きが異なる。 

・今回は、用途変更（赤い部分）の手続きである。 

・用途変更が実現したとして、その後に事業を進めていくとすれば、市と整備について協議

できないかということを話している。 

Ｑ：市民Ｂ 

・用途変更を業者が提案した。その手続きのなかで、当該地は流山駅周辺が商業地域に適し

ているから、市としては変更したい、ということが広報に書かれていた。 

しかし、ここを商業地にする意義はたった一者のためである。 

商業地への用途変更は、市民や旧街道の昔からの商業者にも沿ったものにするべきだ。

この流山駅の土地の高いところが、災害でも安全だからという理由で事業者の希望に応

じるのは、冗談じゃない。 

なぜ、市が用途を変更することになったかの経緯を知りたい。 

Ａ：市職員 

・事業者提案の内容としては、流山駅周辺の業務機能を充実させるということであった。 

それが、市のマスタープランの内容に沿っており、検討した結果、用途の変更に至った。 

Ｑ：市民Ｂ 

・おおたかの森地域、工業地域、流山地域が、都市計画図の商業地域である。 

市民はおおたかの森地域については、つくばエクスプレスが開通したため許容してきた。

おおたかの森を削られたが、いま、なんとか成り立ってきた。市民にも条件を言う権利は

ある。 

この平和台の小さな商業地域の変更について、もう少し前に提示するべきだったのでは

ないか。 

Ａ：市職員 

・都市計画提案の審査の手続きを行い、用途の変更に必要なものはしてきた。 

今回の住民説明会もそのうちの一つである。 

Ｑ：市民Ｂ 

・分かりました。 

Ｑ：市民Ｃ 

・事業者側の説明会（数回実施）の際に、これは用途地域の変更が争点になるから、市にも

同席して欲しいと要請した。しかし、民・民の話し合いだから市は介入できないというこ
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とで断られたと認識している。 

・事業主と近隣住民で協議を進めてきたがここ数ヶ月は膠着し、事業主からの連絡も途絶

えている状況である。なぜ、不介入と言ってきた市がこのタイミングで用途変更をしよう

としているのか、正直に話して欲しい。 

・用途地域は変更しなくても、事務所は立地することができる。マスタープランは実行でき

るはずだ。理由にならないと思う。なぜ用途変更をするのか。 

Ａ：市職員 

・事業主と住民の話し合いが数回されているのは承知している。 

事業者の土地利用や建築物の建設に掛かる計画であるため、事業者と住民で話し合って

くださいと申し上げた。 

・事業者からの提案を受け、市からは地域住民に十分に説明し、意見を聴くことを審査条件

とし、時間が掛かりながらも数回の協議の中で土地利用の図面が変更され、８月に事業主

から地区計画が提出された。その中で制限内容を確認できたので、用途を変更することと

なった。 

・確かに用途を変更しなくても事務所は建てられるが、このままの用途指定では、事業主の

希望する規模には応じられないため、用途を変更することとなった。 

Ｑ：市民Ｃ 

・それは事業者の要求のみに応じているのではないか。事業者に有利になる対応をしてい

るのが理解できない。事業者と住民の話し合いでは何も決定していない。市の立場を逸脱

している。用途の変更には戸惑っている。非常に不満である。 

Ａ：市職員 

・今回、用途の変更と事業の計画が同時に確定するように見えるが、土地利用の計画は事業

者と住民が続けるものである。 

また、建物は事業主が意見を取り入れるべきで、市にも相談いただき、話し合いを続けた

い。みなさんの意見は十分認識している。 

・審査の中で、このエリアを商業地域に用途を変更することを否定する理由もないため、住

民の意向も踏まえどうするべきかを検討し、ある程度の制限を設けた地区計画と合わせ

て、変更することとした。 

Ｑ：市民Ｃ 

・「店舗、飲食店でのその用途に供する部分の床面積の合計が 3000 ㎡以内のもの」の制限は

あるが、ホテルは建てられるだろう。 

そんな地区計画を勝手に市に容認されては困る。 

Ａ：市職員 

・地区計画は次のステップで案の縦覧を行い、意見をもらい、審議会に付議することになっ

ている。 

Ｑ：市民Ｃ 
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・今日来ているのだから意見として取り入れて欲しい。 

Ｑ：市民Ｄ 

・飛地山に関しては、これが３回目の事業者であるが、最初の事業者の時からから関わって

きている。最初の業者は商業施設を考えていた。併せて、マンション建設を計画していた。 

その時に大店法は県の許認可であったため業者は市への説明はしなかった。その業者も

大店法の許可を受けないままに、次の業者に転売した。 

それはさておき、今回（３番目）の業者は、はるかに大きな建物を建てようとしている。

いろいろな問題が起こる。そのなかにあって、市と住民の間で意見のやり取りがいまま

で一切なかった。窓口にいかないと対応してくれない。 

事業者とは盛んにされているのではないか、よく分からないが。なぜ、市は我々住民の意

見を聞かない。市民Ｃと全く同じ気持ちである。当該近傍に土地を所有している方は戦々

恐々である。アズベリーヒルズのお陰でどんな被害を受けているか。 

・市と我々住民の意思疎通はどうなっているのか。事業者の要求だけのんで、今回の変更を

行おうとするのか。 

Ａ：市職員 

・都市計画の変更を通常の手続きに則って実施している。 

しかし、事業計画が絡んできているため、ご意見を伺いながら、事業者に指導をしている

ものである。 

ただ、用途の変更は市が行うものであり、今回の住民説明会もその手続きの一つである。 

Ｑ：市民Ｄ 

・納得できない。 

Ｑ：市民Ｅ 

・結論からすると、我々の意見を聴いてほしいということが希望である。 

・時系列で調べると、市民Ｄさんからあったように、あの土地は、競売で平成 26 年の 1 月

に中小企業が抵当権 3.9 億円で売買された。 

その半年後に茨城の常陽エステートが購入した。その際に、資金力がなかったので半分

マンション半分商業施設で投資家を探してくる手法で、大規模都市開発の申請を行い、

調停まで進み、造成された。 

その際の土砂の搬出で、平和台２，３丁目自治会、流山２丁目自治会、近隣住民、エステ

ート、開発業者と協定して土砂の搬出工事をした。その際は、市もアドバイスして事業は

進んだ。その際に記憶相違でなければ、飛地山は市が購入することで議会も通っていた。

市がその用地を緑地にするか、行政施設にするためだったかは分からないが、その時の

市の判断は正しかったと思っている。 

・それが今回３社目で土地が値上がりしており、事業者としては利益を考慮したら規制を

緩めて売る必要がある。一番緩い用途変更をしようとしているのが腑に落ちない。 

流山市の方針を一事業者の要望に沿うのではなく、一番望ましいのは市が購入して、中
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核市（文化都市）として図書館などが立派に残っている。どなたがそういう発想をするか

は分からないが、一事業者の要請に応じて、用途の変更を行うことには賛成しかねる。 

<拍手> 

Ｑ：市民Ａ 

・ここにどんな建物が建てられるか。データセンターということだが、この用途の建物しか

建てられないのであれば土地を売買することになりましたというような、土地の転売に

加担することにならないか。 

・地区計画とは「その地区にふさわしい良好な環境の市街地をつくろうとするもの」と書い

てある。市はこれに合致していると思っているということか。この土地は、誰が見ても最

高の住宅地である。何をとっても最高である。その住宅地をつぶしてまで、採算性がある

か分からない事業者の計画を受け入れるのか。なぜ、市が加担するのか。地権者が出てこ

ないなんておかしい。 

・「データセンター」は、４頁の建築することができる建築物のどれにあたるのか。 

Ａ：市職員 

・「データセンター」は、事務所に分類される。 

・転売に市が加担しているのではないかということだが、そういったことはない。 

住宅地にふさわしい土地をなぜ？ということだが、地権者の意向であり、そこはコント

ロールしづらい。 

・「その地区にふさわしい良好な環境の市街地をつくろうとするもの」（資料３頁 3-1 地区

計画とは）については、商業地域にすることで建てられる用途は拡大するが、みなさんか

ら多数意見をいただいているので、地区計画とあわせて周辺環境を守るということで進

めている。 

Ｑ：市民Ａ 

・制限を解くのだろう。 

Ａ：市職員 

・今回の用途の変更に伴い、建てられる用途の制限は緩和される。そこで、地区計画を決定

し、地区計画で制限を掛けるものである。 

Ｑ：市民Ａ 

・職員は、腹の中では市民のために働くという気持ちでやってもらっているのでしょうね。 

Ａ：市職員 

・双方の立場に立っている。 

Ｑ：市民Ｄ 

・市が高度地区規定（H28.8）を策定したことから、事業者が途中で計画を断念した。 

この規定は、第一種住居地域を守ろうということで高さ 12ｍの制限を掛けた。 

20ｍ以上は無理ということで、エステートは撤退した。それが今度は 30ｍって冗談じゃ

ない。 
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なぜ、容認するのか。この時の市の方針と矛盾している。それを説明して欲しい。 

Ａ：市職員 

・今回の用途変更で商業地域にすると高さ制限がなくなるため、地区計画で高さ制限 31ｍ

とした。かつ、壁面後退も法的な担保として指定し、案をつくった。 

Ａ：市職員 

・エステートが共同住宅を建てるということで都市計画法第 29 条の開発許可を取り、共同

住宅で建築工事を始めれば高さ 31ｍの建設は可能だった。しかし、建築行為（工事）を

しなかったので、高度地区 12ｍの規制対象となった。既存不適格建築物で建てられたも

のである。 

・それをなんとかするために知恵を出して、用途地域の変更とした。今回、商業地域に変更

としているが、データセンターは第２種住居地域でも建てられる。 

しかし、今回の対象地では用途地域を変更するための敷地面積の要件に足らないため、

それを満たすものとして、西側の商業地域の滲みだし（拡大）という手法で用途を変更す

ることとした。 

・そして地区計画でさらに建物用途に制限をかけてコントロールするため、事業者に地区

計画の提出を求めた。 

Ｑ：市民Ｄ 

・エステートは大店法に抵触したのに市に言ってきてない。それを説明して欲しい。 

Ａ：市職員 

・大店法は今回の手続きには関係ない。 

Ｑ：市民Ｄ 

・県の認可であることは分かっている。 

Ａ：市職員 

・前計画では、そういったことがあったということは把握していないため、説明はできな

い。 

Ｑ：市民Ｄ 

・県に聞いてください。 

Ａ：市職員 

・大店法は今回とは関係ない。 

Ｑ：市民Ｄ 

・大店法に抵触した部分を継承しているのではないか。 

Ａ：市職員 

・継承していない。 

Ｑ：市民Ｄ 

・それであるなら、全部を商業地域にする必要があるのか。計画が矛盾している。 

Ａ：市職員 
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・今回の用途変更とは関係ないものである。 

 

Ｑ：市民Ｄ 

・県で確認してきてくれ。 

Ａ：市職員 

・それは今回の計画とは関係ないものである。 

Ｑ：市民Ｆ 

・市、事業者、住民の三者あって、市に対して意見を言う場がない。今日が初めてである。

事業者から３回説明会があって、私は全部出ている。出席者で彼らの計画に賛成している

人はいない。みんな反対である。 

・そういう意見が出たことを事業主が正直に市に報告すべきだが、事業者は意見としてと

りあげなかった。市の規模からすると出席者が少ないと判断された。事業者は言わないと

は思うが、事業主を経由しても、市に伝わっていてほしかった。そこで、今日初めて住民

と市の話し合いである。 

・さっきも話が出たが、反対意見がほとんどである。無関心の人も賛成の人もいる。だが、

大半は関係ない人であり、そういう状況である。市役所の都市計画課で法律に基づきとい

うような冷たいことをいわずに、市民のためのであるなら、我々の意見を真摯に受け止

め、意見を数回聞き、事業者の意見も聞いて欲しい。 

法律的には市の責任は有りませんということではない。法律に基づかなくても、市役所

は市民のために、事業者の提案書を見て意見を聴くとしても、市民の意見を聴くことも

当然である。法律になくても参考にすべき。住民の意見を大切にして聞いて欲しい。そう

いう風に、是非お願いしたい。 

<拍手> 

Ｑ：市民Ｇ 

・先日、この会議の前に市役所に行って、内容を聞いて、用途の変更が事務的に進んでいる

ことは知った。内容を聞いて不満を持った。誰が申請したのかと聞いたら、地権者である

一事業者が自分の権利を最大限利用するための提案をあげてきている。 

市との話の中で市民の意見をよく聞いて計画を進めていきたいといっている。今日も何

度も言っている。では、この説明会は何が目的か。意見を聴いているのか。反対意見しか

ない。それを、あなた方はどうしようとしているのか。 

Ａ：市職員 

・今日は都市計画の変更の説明会である。ここでいただいた意見は議事録として記録する。 

Ｑ：市民Ｇ 

・反対意見があることをきちんと伝えてくれるのか。 

Ａ：市職員 

・反対意見をいただいていることは議事録に残す。 
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Ｑ：市民Ｇ 

・縦覧の公告をしているだけでしょう。これだけで終わっているのではないか。 

手続きの流れを言っているわけじゃない。市民の意見を反映してといっている。 

この反対意見を聴いて、どうするのか。反対だけどやるということか。 

Ａ：市職員 

・都市計画の提案については、法令に基づき審査した。 

Ｑ：市民Ｇ 

・それは分かっている。市民は市を信頼している。一事業者とこっそり話し合って、勝手に

決めてはいけない。緑を守ろう、第一種住居地域を守ろうという住民の事業反対の意見を

市が無視している。市は誰の味方なのか。土地の要件は今回の話し合いはあったのか。 

・流山市民全員がこの土地のことを考えていると思うか。２，３日前に広報を回して、おお

たかの森やほかの地域の市民から意見が出ると思うのか。実際はこの１，２丁目の人たち

だけだ。誤解してはいけない。それで、みんなの意見を反映したと言えるか。この地域の

人は必死で考えている。これでは広報が徹底されていない。ばからしい。 

Ｑ：市民Ｈ 

・みなさんから大反対という意見をお聞きした。 

ところで、この案について、議会筋はどういう動きになっているか？重要な観点だ。市議

会はどう考えているか。住民のほとんどは大反対である。議会に働き掛けなければいけ

ないと考えているが、どうだろう。 

Ａ：市職員 

・今回の見直しは議会を通さないが、決定のプロセスの中で都市計画審議会に付議するこ

ととなる。審議会の委員の中に議員もいる。そこで報告する。 

Ｑ：市民Ｅ 

・市長は賛成しているのか。 

Ａ：市職員 

・市長に報告をし、手続きを進めてきている。 

Ｑ：市民Ｂ 

・市長はどのように受け止めているか。 

Ａ：市職員 

・案については、了承いただいている。 

Ｑ：市民Ｂ 

・冗談じゃない。市長は緑豊かなまちづくりをするからと私たちに約束をして、当選し

た。その流山の緑は 30％が 15％まで減っている。その策として、おおたかの森に緑豊

かな住宅をつくるといったが、数軒だった。何が緑豊かだ。 

飛地山は自然豊かな土地であった。それを、環境団体の意見も聞いて、３億の予算もた

てたから安心してくれといったのに、判断できずに土地を買えなかった。結果、土地転
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がしにあっている。本当かは分からないが１社目の転売も市が加担したと聞いている。 

・エステートの問題に関わったときに、当時の都市計画部長は、私を呼び、市長が控訴され

るようなことは止めてくれと言った。一市民にそこまで言った。そういった経緯を知って

いるか。 

私たちは、高さ制限の時は本当に感謝した。職員は市民に喜ばれてあるべき。都市計画課

職員は人の屋根の上に線を引く。だからこそ住民のことを考えて働くべき。 

今回、市は業者に高さ制限があるということでつっぱねるべきだった。なぜ言えなかっ

たのか。市が業者に指導できなかったのか。 

・飛地山を削られて、大規模な建物が建ったら、生活環境が悪くなる。 

おおたかの森もそうだった。コロナ禍で家の中で我慢している。散歩して緑に触れてホ

ッとしている。そこにおいて、あの巨大なものがくることがどうしても納得できない。 

職員みんなでよく考えて欲しい。いくらその土地が事業主のものであっても、もともと

は国の土地である。そういうことで、みんなが上手に利用していかないと生活が成り立

っていかない。 

Ａ：市職員 

・おおたかの森が開発で伐採されている。そういった苦情はお聞きしている。木を戻すわけ

にはいけないが、木を植えてくれという指導をしている。できる範囲で指導はしている。

いただいたご意見は課で共有し、今後の指導に反映していきたい。 

Ｑ：市民Ａ 

・今日のこの話をまとめて報告する内容（議事録）を自治会の責任者に提示すべきである。

極秘ではないはずだ。どれほど我々の気持ちを受け止めて書いているかを知りたい。 

Ａ：市職員 

・議事録は公開する。 

・今日の説明会を経て、10 月 30 日に公聴会がある。案の縦覧は 18 日まで行うので、意見

のある方は公述申出をしていただきたい。 

Ｑ：市民Ｄ 

・図面（資料２頁）が分かりづらい。なにより、変更前が間違えている。 

西側の商業地域とレベル差のある第一住居地域の段差がない。このレベル差のある地域

を一体で変更する理由はなんらない。商業地域と住居地域の境界が違うのではないか。 

Ａ：市職員 

・図面が小さくて分かりづらくて申し訳ないが、線路との境に擁壁があり、壁の高い位置で

線を引いている。 

・高低差があって一帯の開発はできないはずだとのことだが、土地の開発ではなく、土地利

用の方針である用途地域を決めるものである。 

Ｑ：市民Ｄ 

・要はどっちの味方だということ。一種住居を守りたい。 
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事業者の議事録は全員反対を一言も触れていない。反対があったことが伝わっていない。

市は、反対意見はなかったと思っているのではないか。事業者は必要な手続きをしたと

判断しているのではないか。 

事業者との協議に、市はなぜ来ないのか。住民がどんなに反対したか知らないだろう。 

Ａ：市職員 

・事業者の議事録では反対意見があったことは確認している。 

建物などの事業に関する話し合いについては、開発の協議の中で事業者と住民が話し合

いをする機会がある。 

・都市計画の変更は通常の手続きを行っている。 

Ｑ：市民Ｈ 

・なかなか情報が入ってきておらず、データセンターが高さ 31ｍでできるということを聞

いて、目の前に建つなんて考えられないと感じた。 

以前、飛地山の木が１，２日でなくなったことで涙が出そうだった。しかし、なくなった

ものは仕方がない。これから、住民にとっていいものができればそれが一番良い。 

・今日、説明会があるということで来てみた。もっともなことが書かれている。良好な市街

地をつくるとか、建物の用途の制限もあるとか、データセンターが事務所に入ると知っ

て、みなさんの話を聞いて、もちろん反対だ。 

私たちの意見はどうなっているのか？こんな一等地にあんな建物がふさわしいと思うか。 

私は、市が土地を購入し、文化的な施設（図書館、美術館）で市民が利用できる施設を建

てるべきだと思う。 

商業施設でも良いが、箱もの高さ 30m のものが建つなんて、もったいないと思う。 

この用途変更は事業者の後押しする説明会としか思えなかった。 

 

～ 質疑応答（11:34終了） ～ 


