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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

第４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

今回の勉強会では、これまでの参加者からのご意見や
都市計画を変更する想定区域内の地権者アンケートの回
答を踏まえた修正案を市から提示し、あらためてワーク
ショップ形式による意見交換を行いました。ご参加の皆
さまからは、修正案に対して疑問点など、多くのご意見
をいただきましたが、前提として、想定区域内地権者の
参加者が少ないことやアンケートの回答率が低いことな
ど課題も多くあげられました。
市としては、アンケートの回収率を上げるとともに、
計画案に対する意向確認を引き続き進めていく考えです
ので、ご協力をお願いします。

内 容
■都市計画変更修正案について
■意見交換

①平成 28 年度の振り返り（主な内容とご意見）
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）

【主な内容】
・北口周辺の現在の都市計画指定状況と今後のまちづくりの市の考え方
平成 28 年９月 第２回勉強会：参加住民数 35 名
（場所：みどり会自治会館）
【主な内容】
・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

・既存商業施設が存続できる都市計画変更と
してほしい。
・住環境や安全性を守ることを重視してほし
い。
・駅前を近隣商業地域に変更することで本当
に賑わい創出に寄与するのか。
など

平成 28 年 12 月 第３回勉強会：参加住民数 26 名 ・近隣商業地域の変更は理解できるが、第一種
住居地域は必要最小限で良いのではないか。
（場所：みどり会自治会館）
・乱立する状況でなければ遊戯施設が 1,2 軒あ
【主な内容】
っても良いと思う。
・駅前は
5,6 階建てがないと賑わいは生まれな
・修正した都市計画変更案の提示
い。周囲は 4 階建て程度で十分である。など
平成 29 年 1，2 月 土地・建物所有者アンケート：回答数 17 人（配布数 95 人、回答率 17.9％）

平成 29 年２月 第４回勉強会：参加住民数 19 名（場所：みどり会自治会館）
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②用途地域の変更案 （ 第４回勉強会での案 ）
■用途地域変更の目的と周辺住環境への配慮について
【 目的 】
市では今後予想される人口減少と超高齢化社会の進展を見据え、子育て世代や増加する高齢者
にとって、いつまでも住みよい環境を整えていくため、効果的な土地利用を図られるよう、駅周
辺の利便性向上を活かした生活拠点の形成を考えています。

用途地域の変更と区域について

①駅前広場およびアクセス道路の内側を近隣商業地域に変更
②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

③アクセス道路の道路境界から 25m 以内の範囲、県道から市道 9343 号線に
囲まれた範囲を第一種住居地域に変更
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変更後

③準防火地域の指定案 （ 第４回勉強会での案 ）
準防火地域は、建築物の種類・構造等に規制を加えることで、建物の不燃化を促進し、
密集市街地での防災性を高める都市計画の制度です。
埼玉県では、阪神淡路大震災の際の火災延焼による被害の拡大を教訓として都市計画の変
更に併せ積極的に市街地への指定に努めています。

変更案

在

○準防火地域の指定状況

○準防火地域の指定案

現在、霞ケ関駅周辺は準防火地域の

用途地域の変更部分及び東武東上線

指定はありません。

から７差路までの県道川越越生線の
沿道を準防火地域に指定します。
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④地区計画の指定案 （ 第４回勉強会での案 ）
区域設定の考え方

土地利用の方針

県道川越越生線の整備によって拡大
する近隣商業地域および県道川越越
（駅前広場・アクセス道路内
生線・アクセス道路・東武東上線に囲
側・県道川越越生線整備区間）
まれる近隣商業地域

周辺住宅地の利便性の向上を
推進するために、日常生活を
支える生活拠点機能の立地を
図る。

県道川越越生線の整備区間を含む東
武東上線踏切から７差路までの道路
境界から 25m 以内およびアクセス道
路の外側の道路境界から一街区もし
くは 25m 以内

県道川越越生線の拡幅に合わ
せて沿道の土地利用を促すと
とも に、周辺の住環 境の維
持・向上に資する土地利用を
図る。

①駅前広場地区

生線

②に含まれない第一種住居地域への 周辺の住環境の維持・向上に
変更箇所
資する土地利用を図る。
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越
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（アクセス道路沿道、県道沿道
の外側）
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幅線

（県道川越越生線整備区間沿
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地区整備計画
地区整備計画には、建物の建て替えの際に守るべき具体的なルールを定めます。
○：用途地域の規制上立地可能であり、特に地区計画の制限も設けない
×：地区計画で用途を制限

定めることができる事項
遊戯施設

カラオケボックス等
パチンコ屋、麻雀屋、射的

建築物 の用途 の制限

場、勝馬投票券発売所等

①駅前広場地区

B

用途地域の規制により立地不可

×

用途地域の規制により立地不可
用途地域の規制により立地不可

午前 0 時～
日の出

工場

×

風俗営業に関する県条例上、立地不可

倉庫業倉庫

○

用途地域の規制により立地不可

畜舎（15 ㎡を超えるもの）

×

×

×

工場

×

×

×

火薬、石油類、ガスなどの
危険物の貯蔵・処理施設

×

×

×

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

130 ㎡（約 40 坪）

建築物の高さの最高限度

隣地境界までの距離 0.5m 以上
既存建物の建築が可
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

県道川越越生線の道
路拡幅に合わせ、沿道
の土地利用を促すと
ともに、地区の住環境
を脅かす高層建築物
を防ぐ

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

20m

16m

12m

（６階建て程度）

かき又はさくの構造の制限

100 ㎡（約 30 坪）

ゆとりある市街地環境を形成

壁面の位置の制限

※

A

③住商共存地区

○

風俗施設
主に酒類を提
供する飲食店

②住商共存地区

（５階建て程度）

（4 階建て程度）

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
宅地地盤面から 1.5m（生け垣は除く）

地区計画が決定されると、地区内で新たに建物等を新築する時は、地区計画で定められている内容に合わ
せて建築する必要があります。ただし、地区計画決定前から建っている建築物等は、制限を受けません。
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⑤勉強会での主な意見交換の結果
用途地域の変更等について
・市道 9343 号線東側沿道は用途地域の変更は行わないのか。
道路沿道東側については、静かな住環境に配慮する為、用途地域は変更しない考えで提案してい
ます。
・既存スーパーが存続できるよう、用途地域を変更してもらいたい。
既存スーパーが従前の土地利用を図られるように、用途地域変更を提案しています。
・アンケートは継続的に回収を続け、より多くの方々の意見を踏まえて検討してほしい。
・まちづくりの事例を手厚く紹介してほしい。

準防火地域の指定について

・平成 28 年 12 月 22 日に新潟県糸魚川市で起きた大規模火災において、木造家屋が多い中で準防
火使用の建物の火災の延焼をおさえることが出来ました。当該地区においても防災性向上のため
に現在の案で検討を進めていきたいと考えています。

地区計画について
・②住商共存地区 A と③住商共存地区 B は前回まで一つの区分けであったが、分けたのはなぜか。
市道 9343 号線の西側まで第一種住居地域への変更を検討していますが、③住商共存地区 B の区
域は幹線道路沿道ではないため、②住商共存地区 A よりも厳しい建築物の高さ制限が必要である
と考え提案しています。
・市道 9343 号線沿道の住民の意向はしっかり把握してほしい。
・駅前で倉庫が増えるとさびしい雰囲気となってしまうので、地域に相応しくないのでは。

まちづくり全般について

・都市計画を変更するのであれば、駅前に病院や公共施設、子育て支援施設など、地域のための施
設が増えるようになってほしい。
・駅前広場には緑が少ない。緑豊かな潤いのある雰囲気づくりをお願いしたい。

⑥今後のまちづくり検討について
都市計画の変更を目指し、勉強会は平成 29 年度も継続的に開催します。
今後もご参加よろしくお願いいたします。
お問い合わせ：

川越市 都市計画部 都市計画課 都市計画担当

所

在

地 ：

川越市元町１丁目３番地１ 川越市役所 5 階

連

絡

先 ：

049 – 224 – 5945（直通）／toshikeikaku@city.kawagoe.saitama.jp
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