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都市計画変更素案に対しての主な意見

■都市計画変更素案について
・近隣商業地域に変更しても地区の賑わいには寄与しないのではないか？
・地区にある県道沿道の既存商業施設は大事な買い物の場所である。その商業施設が県道が広
がった後でも存続できる都市計画の内容としてほしい。
○市では、霞ケ関駅周辺は駅の利便性が高いと考え、まちの活性化を期待しています。今
回提案したものは、県道が広がる事により第一種住居地域の幅も広げ既存商業施設が現
状と同じ土地利用を可能とするように配慮した案となっています。
・昔ながらの静かな雰囲気がこの地区の特徴なので、その雰囲気を守り、住環境を悪化する建
物を建てさせないことが大事なのではないか？
・子どもや高齢者が暮らす地区なので、住環境や安全性を守ることを重視してほしい。
〇用途地域の変更により、土地利用が図られるようにする一方で、地域に相応しくない店
舗等や高い建物が建たないように、地区計画で細やかなまちづくりのルールを定め、住
環境の悪化を防ぐ事を考るとともに、準防火地域の指定をし、地区の防災性を高めて行
きたいと考えています。
・市の提案では、駅北口アクセス道路・市道 9343 号線・県道川越越生線に囲まれた街区が
第一種住居地域となっているが、どのような基準で区域境を設定しているのか？
〇用途地域の境界は地形地物（道路、鉄道、河川など）や、道路境界から 25 メートルのラ
インで定めることが一般的です。勉強会では道路を基本に定める案を示しましたが、今後
皆さまと意見交換しながら案を固めていきたいと考えています。

■都市計画変更の進め方について
④ 都市計画変更の進め方

霞ケ関駅北口周辺地区まちづくり通信
発行：川越市都市計画部都市計画課

平成 28 年 11 月

第２回霞ケ関駅北口周辺地区まちづくり勉強会を開催しました！
昨年の 3 月から、霞ケ関駅北口周辺地区で
は、生活利便性の向上を図る土地利用や住環
境との調和を図るまちづくりを展開するため
に、この地区の今後のまちづくりの在り方に
ついて検討してきました。
みどり会自治会、上戸自治会の皆さま、北
口周辺の土地建物をお持ちの方々にお集まり
いただき、市の考えやこれまでの意見交換、
土地建物所有者へのアンケート調査の結果を
踏まえた都市計画（用途地域・準防火地域・
地区計画）の変更案を議論する勉強会を平成
28 年 9 月 24 日（土）に、みどり会自治会
館にて開催しました。
当日は 35 名の住民の方々がご参加くださ
いました。
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会場の様子

内 容
■前回勉強会までのおさらい
・用途地域等指定状況
・まちづくり検討の経過
■市が検討した霞ケ関駅北口周辺地区の都市
計画変更素案の提示
■意見交換

これまでの検討の経過

平成 28 年 3 月

意見交換会：参加住民数 20 名（場所：川越西文化会館）

平成 28 年 5 月

土地・建物所有者アンケート：回答数 58 人（配布数 167 人、回答率 34.7％）

平成 28 年 6 月

第１回勉強会：参加住民数 22 名（場所：川越西文化会館）

【用途地域等指定現状】

【検討のポイント】
〇駅北口の駅前広場やアクセス道路沿道、県道沿道の

・地区の皆様や土地建物所有者の方々から意見を伺い、都市計画的な整理をして、変更案
を提示させていただいています。今後も皆さまと意見交換を行いながら、変更内容につ
いて検討していきたいと考えています。勉強会を重ね、皆さまにご理解をいただければ、
一番早いスケジュールで来年度に都市計画変更手続きを進めていく予定です。

生活利便性の向上
〇高齢者や子育て世代にとって住み良い住環境の創出
■「用途地域の変更」により、店舗等
の立地を可能にする。

■今後の勉強会の日程（予定）

■建替えに合わせて防災性を向上す
るために「準防火地域を指定」する。

次回勉強会は 12 月 3 日(土）に行います。ご参加お待ちしております！
・平成 28 年度～：都市計画の案を検討（第３回：１２月、第４回：年明け１月下旬頃）
・平成 29 年度末：都市計画の変更手続きを予定
お問い合わせ：
所 在 地 ：
連 絡 先 ：

川越市 都市計画部 都市計画課 都市計画担当
川越市元町１丁目３番地１ 川越市役所 5 階
049 – 224 – 5945（直通）／toshikeikaku@city.kawagoe.saitama.jp

■住環境を維持するために、きめ細か
いまちづくりのルールを定めた「地
※現在、霞ケ関駅周辺では地区計画、防火地域、準
防火地域は指定なし

区計画を策定」する。
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都市計画変更素案

霞ケ関駅北口周辺地区での用途地域変更及び準防火地域指定の素案 ※提案させて頂いたのは案であり決定ではありません。
■用途地域の変更による影響とデメリットへの対応
メリット
デメリット

事業の目的

建築物の用途制限の緩和

建築物の形態の緩和

・店舗等の立地により、地区

・形態に関する自由度が高まり、土地を有

の発展が期待されます。
・遊戯施設や工場等も建築が

効に活用できるようになります。
・より大きな建物が建築可能と

可能となってしまいます。

■県道川越越生線の整備について(参考）

なるた

め、建詰まり、景観や日照を脅かす建物
が建つ可能性が生じます。
・ 新たな土地の可能性が生まれるため、

県道川越越生線の霞ケ関駅周辺は、歩行者や自転車の通行が
多いのにも関わらず、十分な歩道整備がなされていない状況
となっています。また平成 18 年には駅北口が開設されるな
ど、通勤、通学等の利用者の安全確保が急務となっておりま
す。そこで、当事業において、県道川越越生線の両側に歩道
を設ける整備等を行い歩行者や自転車等の安全の確保を目
指します。

敷地を細分化し、
水準を下げてでも開発
する動向が出てくる可能性があります。
デメリットへの対

・地区計画で建築物の用途の

応（新たな建築に

・地区計画で敷地面積の最低限度、壁面の

制限を設けます。

位置の制限、
建築物の高さの最高限度の

対して）

表

制限を設けます。

主な建築物の用途制限の緩和
第一種低層住居専用地域

近隣商業地域

店舗・事務所等

×

床面積 3,000 ㎡以下まで

○

ホテル・旅館

×

床面積 3,000 ㎡以下まで

〇

遊戯施設

×

一部床面積 3,000 ㎡
以下まで

○

工場

×

危険性や環境を悪化さ
せるおそれが非常に少
なく、作業場の床面積
が 50 ㎡以下

危険性や環境悪化
のおそれが少なく、
作業場の床面積が
150 ㎡以下

50%

60%

80%

100％

200％

200％

建築物の用途制限

○都市計画変更の方針
・駅北口の駅前広場やアクセス道路沿道、拡幅後の県道沿道の生活利便性の向上を
図る土地利用を誘導
・県道拡幅による用途地域拡大により市道 9343 号線西側区域も含めた土地利用の
区域を拡大
○用途地域変更の設定
・駅前広場およびアクセス道路内側を近隣商業地域に変更
・県道沿道では拡幅後の道路境界から 25ｍ以内の範囲を近隣商業地域や第一種住
居地域に変更
・アクセス道路東側の道路境界から 25m 以内の範囲、アクセス道路北側と市道
9343 号線西側に囲まれた第一種低層住居専用地域を第一種住居地域に変更
○準防火地域の設定
・用途地域の変更部分及び東武東上線から五差路までの県道川越越生線の沿道を準
防火地域に指定

第一種住居地域

指定建ぺい率
指定容積率

○準防火地域指定の理由
・建ぺい率が増加する事で建物が密集する恐れがあるので防災性を高める必要があります。
・準防火地域は、阪神淡路大震災以降、全国的に指定が推進されており、用途地域の変更に
合わせて指定する事が多くなっています。

事業の概要
事業内容
延
長
幅
員
進捗状況

歩道整備・踏切拡幅・交差点改良
４９５ｍ
現況８．７ｍ ⇒ 計画１４．０ｍ（標準部）
⇒ 計画１７．０ｍ（交差点部）
用地取得率 ２７．０％(平成２８年９月現在）

標準断面図

歩 道

車

道

歩

道

現在の進捗
・現在、用地取得が進捗している踏切以南の用地取得を集中
して実施しております。
・一連区間の用地が確保できた箇所から先行して歩道整備を
埼玉県にて実施していきます。

霞ケ関駅北口周辺地区での地区計画の素案 ※提案させて頂いたのは案であり決定ではありません。 ※地区計画の内容は、策定後に地区内で新たに行われる建築行為に対する制限事項になります。
地区計画策定の目的：主に用途変更に伴う住環境の悪化を防ぐために、建築物等に関する事項の制限を補完する。
定めることができる事項
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

①駅前広場周辺地区（駅前広場・アクセス道路内側・県道川越越生線整備区間）

②住商共存地区（アクセス道路外側・県道川越越生線整備区間）

建築物の用途の制限

地区に適した店舗を誘導するために、遊戯施設（麻雀屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス等）・工場等の立地を制限

建築物の敷地面積の最低限度

敷地面積の細分化を防ぎ、水準の高い住環境を維持
→最低敷地面積は駅前広場周辺地区では 130 ㎡（約 40 坪）、住商共存地区では 100 ㎡（約 30 坪）を目安に設定

壁面の位置の制限

ゆとりある市街地環境を形成するために壁面の位置を制限
→隣地境界までの距離 0.5m 程度を目安に設定

建築物の高さの最高限度

既存の建物が建築可能でありつつ、かつ地区の住環境を脅かす高層建築物
を防ぐ
→20m 程度（６階建て程度）を目安に設定

かき又はさくの構造の制限

圧迫感のないまち並みを形成するために、かき又はさくの高さの制限
→1.5m 程度を目安に設定

周囲の低層住宅地の住環境に影響を及ぼさない高さを設定
→16m 程度（５階建て程度）を目安に設定

