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Ⅰ 上位・関連計画と都市計画の変遷 

１ 上位・関連計画 

（１）埼玉県 5 か年計画 -希望・活躍・うるおいの埼玉-  

 

1 計画期間 平成 29年度～平成 33 年度 

2 策定の趣旨 

 

時代の潮流に対応し、目指す将来像実現に向けて取り組む施策を体系化した県政

運営の基本となる計画 

(1) 埼玉県の目指す

3 つの将来像 

 

〇希望と安心の埼玉 

〇活躍と成長の埼玉 

〇うるおいと誇りの埼玉 

(2) 11の宣言 

 
時代の潮流に対応し、目指す将来像を実現するため、積極果敢に挑む 11 の取組

を抽出し、目標を達成することを県民に宣言 

 • 結婚・出産・子育ての希望実現 

 • 健康・医療・介護の安心確保 

 • 大地震など危機への備えの強化 

 • 地域をつなぐ社会基盤の整備 

 • シニアの活躍推進 

 • 次代を担う人財育成 

 • 女性が活躍する社会の構築 

 • 稼ぐ力の向上 

 • 儲かる農業の推進  

 • 新たなエネルギー社会の構築 

 • オリンピック・パラリンピックな 

  どを契機とした地域の活性化 

(3) 重点推進課題 

 
 • 活力ある超高齢社会の構築 

 • 埼玉の成長を支える投資 

 • ラグビーワールドカップ 2019及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック

の開催 

 • 子供の貧困の解決 

(4) 分野別施策  
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地域の施策展開 

「県南ゾーン」 

東部地域 

（春日部市、草加

市、越谷市、八潮

市、三郷市、吉川

市、松伏町） 

【課題】 

・子育て世代に魅力ある環境整備 

・急速に進む高齢化に対し、高齢者の健康づくりや、地域の中で安心して暮らせ

る環境づくり 

・様々な地域資源を有効に活用し、地域内外との交流を活性化し、地域の魅力を

発信 

・ゆとりある住環境や安全で快適な都市空間を形成するため、防災・治水対策や

水辺空間の活用、幹線道路網の強化など 

【地域づくりの方向性】 

〇子育てしやすい住環境の整備などを重点的に進めます。 

〇暮らしやすく魅力あるまちづくり、コミュニティの活性化などにより、地域に

対する愛着の醸成を図ります。 

〇市町と連携し、コミュニティ全体で高齢者が安心して暮らすことができる環境

づくりを進めます。仲間づくりや生きがいづくりを支援し、高齢者の社会参加

を後押しします。 

〇高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療、介護、介護予防、生

活支援、住まいを切れ目なく提供できる体制づくりを支援します。地域の特性

を生かした健康づくりの取組などを推進し、生涯にわたる健康の確保を図りま

す。 

〇首都直下地震などの災害に備え、過密な市街地における耐震化などの防災対策

を進めるとともに、企業、ＮＰＯなど多様な主体との連携による自助・共助の

取組を強化します。 

〇治水対策については、近年頻発する集中豪雨などに備えるため、地域全体で浸

水被害を軽減する取組を進めます。 

〇地域経済の活力を高めるため、経営革新や技術開発などを目指す中小企業への

きめ細かい支援とともに、東部地域振興ふれあい拠点施設などによる創業・ベ

ンチャー企業への支援を行います。 

〇旧日光街道の草加松原遊歩道や特産品などの地域資源を生かした観光振興に取

り組みます。 

〇担い手への農地集積・集約化や農業基盤の整備などを進め、水田経営の規模拡

大を支援します。 

〇こまつな、ねぎ、枝豆などの野菜、梨などの果樹の生産拡大や、くわいなどの

特産農産物の生産振興を図るとともに、観光農園の魅力向上を進めるなど農業

の収益性を高めます。 

〇防災や景観形成機能など都市農業が有する多様な役割を踏まえ、農業体験を通

じた地域住民との交流や地産地消の推進などにより、都市農業の振興を図りま

す。 

〇市街地を通過する幹線道路を中心に慢性的な渋滞が生じていることから、幹線

道路の整備とともに、交差点改良、歩道や自転車通行環境の整備などにより安

全で快適なまちづくりを進めます。 

〇線路で分断されている市街地の一体化を図る鉄道と道路の立体交差化などを進

めます。 

〇既存の市街地における道路整備や、オープンスペースの確保を進めるととも

に、駅周辺地域の市街地整備を促進し、快適で活力に満ちた都市空間を形成し

ます。 

〇河川や農業用水に囲まれた豊かな水辺空間を生かしたまちづくりを進めるとと

もに、河川の水質改善に引き続き取り組みます。 
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（２）まちづくり埼玉プラン 

位置づけ ・埼玉県の都市計画の基本指針とし

て、平成 20年 3⽉に策定 

・社会経済情勢の変化や新たな都市

計画の動きに対応するため、平成

30年 2⽉改定 

目標期間 
今後 10 年間を想定 

なお、新たな対応の必要性が生じた場合には、適時適切に見直す 

〇まちづくりの課題 

時代の潮流と課題 

 

(1) 人口減少・超高齢社会の同時進行 (2) 厳しい財政状況 

(3) 環境問題への対応 (4) グローバル化の進展 

(5) 身近に迫る災害への備え (6) 技術革新の進展 

(7) 県民ニーズの変化、多様化 (8) 地方分権の推進 

埼玉のまちづくりの

現状と課題 

(1) 市街地の低密拡散化 

(2) 交通環境の充実と幹線道路の渋滞 

(3) まちづくりへの参加意識の高まり 

〇将来都市像・まちづくりの目標 

埼玉の将来都市像 

『みどり輝く ⽉きがい創造都市』〜暮らし続けるふるさと埼玉〜 

 （1）暮らしやすく、ふるさととして愛着のもてる都市（まち） 

 （2）誰もがいきいきと働いている元気な都市（まち） 

 （3）地域の営みが未来につながる都市（まち） 

まちづくりの⽉標  
 （1）コンパクトなまちの実現   （2）地域の個性ある発展 

 （3）都市と⽉然・⽉園との共⽉ 

 

〇都市計画制度の運用 

土

地

利

用

の

基

本

方

向 

区域区分 ・区域区分制度を維持 

・区域区分の見直しについては、人口、世帯数、人口密度、地域特性

などを踏まえて総合的に判断 

・市街化区域の拡大にあたっては、計画開発方式を維持 

市街化区域の土地

利用 

・コンパクトなまちづくりと、これと連携した公共交通ネットワーク

の形成を進める 

・安全性、快適性、利便性などに十分配慮し、市街地の形成、交通体

系の整備、上下水道その他の都市施設の整備を計画的に進める 

市街化調整区域の

土地利用 

・市街化調整区域は市街化を抑制することが原則 

・開発許可制度などの適切な運用により、秩序ある土地利用を図る 

・土地利用にあたっては、農林漁業との健全な調和を図りつつ、農地

や自然環境、地域経済への影響などを考慮して進める 

都市施設の基本方向 ・円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するため必要な都

市施設の整備・更新・管理を進めます。 

・土地利用計画などと整合を図った都市施設の整備、活用を進める 

・社会経済情勢の変化に合わせ、計画の見直しを積極的に進める 

市街地開発事業の基本

方向 

・効果と効率の観点から事業の重点化を図り、まちの価値や安全性を

高める市街地開発事業を進める 
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自然的環境の整備･保全

の基本方向 

 

・多くの人の心身を癒やし、健康で文化的な質の高い生活を送ること

ができるよう、豊かな水辺や緑の空間を都市近郊や日常生活の身近

なところで保全・創出・再生します。 

 

〇まちづくりの進め方の例示 

１ 駅からはじまるまち

づくり 

【中心市街地の集中整備】 

・都市機能を集積し、誰もが暮らしやすい拠点づくりを進める 

・拠点間を効率的かつ効果的に結ぶ都市交通環境の整備を進める 

【医療・福祉・子育てのまちづくり】 

・医療施設、福祉施設及び子育て支援施設を駅周辺などの誰もが利用

しやすい場所へ計画的に誘導します。 

２ 地域の魅力を生かし

たまちづくり 

 

【景観まちづくり】 

・住みたい・訪れたいまちを実現するため、地域の特色を生かした統

一感のあるまちづくりを進める 

・県内には美しく豊かな自然が数多く点在しており、これらの魅力が

一層引き立つまちづくりを進める 

【観光まちづくり】 

・歴史的資源や自然環境などの地域資源を活用した観光まちづくりを

進める 

３ みどりと川のまちづ

くり 

 

・住みやすく環境にやさしいゆとりの田園都市埼玉を目指し、「みど

りと川の再生」を進める 

・住民・ＮＰＯ・企業などの地域と連携・協働し、これまでに培われ

た枠組みを生かし、自然環境の保全・創出・活用を継続 

・みどりや川の持つゆとりと安らぎをまちづくりに生かして、地域の

活性化を図る 

４ 環境と調和した産業

基盤づくり 

・充実した高速道路網などのポテンシャルを生かした産業基盤づくり

に取組み、活力を生み出すまちづくりを進める 

５ 地域ぐるみの防災ま

ちづくり 

・災害時の被害の軽減に向けて、個人、地域、行政などが一体となっ

て防災まちづくりを積極的に進める 

〇地域のまちづくり 

【県南ゾーン】 

(1) 主な特徴 

 

・人口は、増加傾向が続く 

・鉄道沿線に市街地が南北に連たん 

・連たんする市街地と市街地の間に貴重な緑地が残されている 

・東京に近接し、都市開発のポテンシャルが高い状況 

(2) 主な取組 ＜コンパクトなまちの実現＞ 

・拠点性の高い駅を中心に医療・福祉・子育て支援・商業などの多様な都市機

能の集積を図る 

・中心市街地へのアクセス性を高めるなど、生活の利便性の向上を図る 

・市街化区域の拡大は、人口増加や企業誘致に伴う産業基盤づくりへの対応な

ど、必要最小限の範囲とする 

＜地域の個性ある発展＞ 

・都市開発のポテンシャルを生かし、都市機能を集積し県の顔となるにぎわい

あるまちづくりを進める 

・高速道路インターチェンジ周辺や主要幹線道路周辺などで産業基盤づくりを

進め、雇用の場を確保し、地域の活力を高める 

＜都市と自然・田園との共生＞ 

・川を活用することにより「交流の場」や「憩いの場」を創る 

・身近な緑を保全・創出・活用 
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（３）草加都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

平成２９年 ３月３１日告示 

 

第１ 都市計画の目標 

１ 基本的事項 

当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、一の市町村を超える広域的見地から、広

域的、根幹的な都市計画に関する事項を主とし、本県の都市計画の基本指針である「まちづく

り埼玉プラン」に基づき定める。 

当該都市計画区域における土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業の都市計画は、当

該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即して定める。 

（２）目標年次 

おおむね２０年後の都市の姿を展望した上で、その実現のための方針を定めるものとする。

なお、区域区分については、平成３７年を目標年次とする。 

 

２ 都市計画の目標 

（２）当該都市計画区域の都市づくりの基本理念 

○ コンパクトなまちの実現 

○ 地域の個性ある発展 

○ 都市と自然・田園との共生 

 

３ 地域毎の市街地像 

○ 中心拠点 

草加駅、八潮駅、三郷中央駅の周辺は、環境との調和に配慮しながら、商業業務施設、公共

施設、医療・福祉・子育て支援施設など多様な都市機能を集積し、まちの顔となる拠点を形成

する。 

○ 生活拠点 

新田駅、松原団地駅、谷塚駅、三郷駅、新三郷駅の周辺、公共交通によるアクセスの利便性

が高い八潮市役所周辺やピアラシティ周辺は、商業施設、公共施設、医療・福祉・子育て支援

施設などが充実した地域生活を支える拠点を形成する。 

○ 産業拠点 

三郷ジャンクション周辺、草加八潮工業団地、木曽根地区は、産業を集積する拠点を形成す

る。 

○ 観光・交流拠点 

草加松原周辺は、宿場町の面影や歴史・文化資源を活かし、地域の活性化やにぎわいの創出

を図る拠点を形成する。 

 

第２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

１ 区域区分の決定の有無 

本区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されていることから、都市計画法第７

条第１項第１号のイに基づき、区域区分を定めるものとする。 
 
 

２ 区域区分の方針 

（１）都市計画区域及び市街化区域に配置されるべきおおむねの人口 
 

 
 

平成２２年 
 

平成３７年 
 

都市計画区域内人口 
 

４５８．２ 千人 
 

おおむね ４９６．８ 千人 
 

市街化区域内人口 
 

４２１．９ 千人 
 

おおむね ４３９．６ 千人 

上表の平成３７年には、県南広域都市計画圏における保留人口を含まないものとする。 
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（２）産業の規模 
 

 平成２２年 平成３７年 

規 

模 

総生産額（製造業＋物流業） ３，９１３ 億円 ４，６２２ 億円 

総生産額（卸売業＋小売業） １，３３８ 億円 １，１２７ 億円 

上表の総生産額（製造業＋物流業）の平成３７年には、県南広域都市計画圏における保留フレームに対

応する額を含まないものとする。 
 
 

（３）市街化区域のおおむねの規模 

本区域における人口及び産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向並びに計画

的市街地整備の見通しを勘案し、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 
 

年 次 平成３７年 

市街化区域面積 おおむね ５，２７２ ｈａ 

市街化区域面積は、区域区分における保留フレームに対応する面積を含まないものとする。 
 
 
 

第３ 主要な都市計画の決定の方針 

１ 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（１）主要用途の配置の方針 

住居、商業、工業等の各機能について、地域の特性に応じた用途を適切に配置する。 

なお、市境界の周辺においては、隣接地との調和に配慮した用途を配置する。 
 
 
 

（２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

主要用途ごとに、都市基盤の整備状況や土地利用の動向を勘案するとともに、市境界の

周辺においては、隣接地との調和に配慮する。 
 

住宅地 地域の特性に応じた密度の土地利用を図る 

商業地 中密度もしくは高密度な土地利用を図る 

工業地 中密度な土地利用を基本とする 
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（３）市街地における住宅建設の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）市街地において特に配慮すべき土地利用の方針 

①土地の高度利用に

関する方針 

・都市機能の集積、増進及び更新を図る地区については、都

市基盤の整備状況等を勘案し、土地の高度利用を図る。 

②用途の見直しに関

する方針 

・人口減少・超高齢社会の同時進行などの社会情勢の変化や

土地利用の動向等へ対応するとともに、目指すべき市街地

像の実現に向けた秩序ある土地利用を図るために必要な場

合は、適切な用途の見直しを行う。 

・空地、空き家等が散在している区域、工場の移転等により

空地化が進む区域については、地域の実情に応じて、適切

な土地利用が図られるように努める。 

③居住環境の改善又

は維持に関する方

針 

・良好な居住環境を維持すべき地区、新たな住宅市街地形成

に併せて積極的に良好な住環境の実現を図るべき地区、建

築物が密集した市街地などで市街地の改善又は建築更新の

誘導などにより居住環境の向上を図るべき地区等について

は、高度地区や地区計画などを活用し、良好な住環境と街

並みの維持、形成を図る。 

④特定大規模建築物

（大規模商業施設

等）の立地に関す

る方針 

・特定大規模建築物の立地については、商業地に誘導する。 

・市町村の建設に関する基本構想等に基づき、新たに特定大

規模建築物の立地を可能とする都市計画を定める場合は、

関係自治体との調整を図る。 

⑤産業集積に係る周

辺土地利用との調

和に関する方針 

・産業集積に必要な基盤整備にあたっては、緑地空間等のオ

ープンスペースを確保するなど、周辺環境との調和を図る。 

⑥都市防災に関する

方針 

・埼玉県地域防災計画を踏まえ、まちの不燃化・耐震化、安

全な避難行動や災害応急活動を円滑に行うことができる都

市空間の整備等により、防災都市づくりを推進する。 

・都市基盤の整備状況、緊急輸送道路の指定状況、建築物の

密集状況などを勘案し、防火地域又は準防火地域の指定を

推進する。 

⑦景観の形成に関す

る方針 

・都市として魅力を高める地区やまちの基幹となる道路の沿

道などでは、高度地区、地区計画、景観計画などを活用し、

景観の保全・創出を図るとともに、地域の特性を活かした

良好な景観づくりを進める。 

①安心と安全を支え

る住まいづくりに

関する方針 

・少子高齢化が進む社会においても、すべての県民が安心・

安全に暮らせる住まいづくり 

・高齢者の急激な増加に備えた居住の安定を確保するととも

に、身体能力の変化などに対応した住まいづくり 

・住宅・宅地の耐震化や防災性能の向上など住宅の基本的な

安全性の確保により、地震や火災への対応等、暮らしの安

全を支える住まいづくり 

②良質な住まいづく

りに関する方針 

・将来にわたって良好な住宅や住環境を維持し続けるため、

環境への負荷に対する配慮がなされた住宅など、次世代に

残せる良質な住まいづくり 

・子育て世代が魅力を感じる住宅となるよう、子育てしやす

い住まいづくり 

③活き活きと住まう

ための住環境の整

備に関する方針 

・住宅建設にあたっては、生活支援、子育て支援、医療、教

育等の様々な機能が充実し、犯罪や災害が少ない住環境の

整備 

・緑豊かで美しい街並みや、歴史・風土に育まれた地域固有

のまちの魅力などを活かした住環境の整備 
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（５）その他の土地利用の方針 

①優良な農地との健全な調和

に関する方針 

・集団的に存在する農地や生産性の高い農地などについては、

今後も優良な農地として保全に努める。 

②災害防止の観点から必要な

市街化の抑制に関する方針 

・溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある区域につい

ては、都市計画を活用して、新たな宅地化を抑制するなど、

地域の実情に即した方策を講じる。 

③自然環境形成の観点から必

要な保全に関する方針 

・江戸川や中川などの水辺やその周辺については、優れた自

然環境の保全を図る。 

④秩序ある都市的土地利用の

実現に関する方針 

・市町村の建設に関する基本構想等に基づき、計画的な市街

地整備を行う場合は、人口及び産業の見通し等を勘案し、農

林漁業との健全な調和を図りつつ、整備の実施が確実にな

った段階で、必要な規模を限度として市街化区域に編入す

る。 

・市街化調整区域内の既存集落や既に都市的土地利用が図ら

れている地区、無秩序な開発により不良な街区の環境が形

成されるおそれがある地区、都市機能の維持又は増進に著

しく寄与する事業が行われる地区においては、居住環境等

の維持・改善などを図るため、必要に応じて、地区計画制度

の活用に努める。 

⑤特定大規模建築物（大規模

商業施設等）の立地に関す

る方針 

・市街化調整区域内においては、広域的に都市構造に大きな

影響を及ぼすおそれがあるため、特定大規模建築物の立地

を抑制する。 
 
 

２ 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

（１）交通施設の都市計画の決定の方針 

① 交通体系の整備の方針及び整備目標 

・歩行者や自転車の通行環境を充実するとともに、公共交通機関の利用促進を図り、総合

的な交通体系を確立する。 

・広域的な交流・連携を強化するため、広域交通ネットワークの構築を図る。 

・建築物が密集した市街地においては、面的整備計画と調整を行い、都市防災の向上を図り

ながら道路等の整備を進める。 

・施設整備にあたっては、既存施設の有効利用を図りつつ、ユニバーサルデザインの考え方

に配慮し、計画的かつ段階的に整備を行う。 

・駐車場及び駐輪場については、既存駐車・駐輪施設の活用を図りながら、行政、住民及び

企業が一体となった総合的な駐車・駐輪対策を推進する。 

・火災延焼遮断帯及び避難路としての機能を併せ持つ広幅員の道路を、市街地に計画的に整

備するとともに、迅速な災害応急活動に資する道路網の整備を推進する。 

・長期間にわたり整備されていない都市計画道路については、定期的に検証を行い、必要

に応じて、適切な見直しを行う。 
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（２）下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

① 下水道及び河川の整備の方針及び整備目標 

下水道については、埼玉県生活排水処理施設整備構想に基づき、生活排水処理人口普及

率１００％を目指し、市街地の汚水管渠等の整備を進める。 

また、市街地の浸水被害を解消するため、河川改修との整合を図りながら、雨水管渠等

の整備を進める。 

河川については、「洪水等による災害の発生の防止又は軽減」、「河川の適正な利用及び

流水の正常な機能の維持」、「河川環境の整備と保全」の観点から整備を進め、時間雨量５

０ｍｍ程度の降雨を安全に流下させることのできる治水施設の整備や流域の雨水流出抑制

対策など、総合的な治水対策を進める。 
 
 

② 主要な施設の配置の方針 

下水道 
汚水 中川流域別下水道整備総合計画に基づき配置 

雨水 降水量、地形及び放流先の状況を勘案し配置。 

河川 河川整備計画等に基づき配置 

 
 

（３）その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

〇円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するために、必要な都市施設の整備。 

〇埼玉県廃棄物処理基本計画で目指す循環型社会の構築を推進。 

 

 

３ 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

〇建築物が密集した市街地や公共施設の整備を必要とする地区などで重点的に実施。 

〇小規模な面積での整備、地域にとって必要な公共施設の重点整備、民間主導の整備などによ

り、迅速な完了を目指す。 

〇長期間にわたり実施されていない市街地開発事業については、防災に配慮した安心・安全な

まちづくりに係る検証を行い、必要に応じて、適切な見直しを行う。 

 

 

４ 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 
 

（２）主要な緑地の配置の方針 
 

自然環境の保全 ・江戸川、中川、綾瀬川などの河川敷地など広域的な視点から必要な

緑地を保全 

・社寺林・屋敷林などの身近な緑の保全 

防災の機能 ・災害発生時に、避難者の安全確保と災害応急活動の円滑化 

・火災の延焼防止効果を高めるために必要な公園や緑地等を配置 

環境負荷軽減の機能 ・樹林地や公園、河川・水路や街路樹、公共施設や建物の壁面・屋上

等の緑化などにより、まちの低炭素化、大気汚染・ヒートアイラン

ド現象の緩和を推進 

景観形成の機能 ・田園や緑地、水辺空間などが形成する景観を保全・活用 

ふれあい提供の機能 ・公園や緑地等は、地域の状況を踏まえ、適切に配置し、整備するこ

とにより、レクリエーション機能の充実を図るとともに、緑とふれ

あう場を提供 
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（３）具体の公園・緑地の配置の方針 
 

街区公園 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、利用圏

域人口、土地利用状況及び将来の見通しなどを勘案して配置 

近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、利用圏域

人口、土地利用状況及び将来の見通しなどを勘案して配置 

地区公園 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、利用

圏域人口、土地利用状況及び将来の見通しなどを勘案して配置 

総合公園 都市住民全般の休憩、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを

目的とする公園で、利用圏域人口、土地利用状況及び将来の見通しなどを勘案

して配置 

その他 都市の状況に応じて、その他の公園・緑地等を配置。 

まとまりのある樹林地等については、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区等

の指定を検討し、維持・保全を図る 

 

 

草加都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針図 

 

 



12 
 

（４）第 4 次三郷市総合計画 

【基本事項】 

計画の位置づけ 本市では、まちづくりの手続等を示した「三郷市自治基本条例」を平成

21 年６月に制定しました。第４次三郷市総合計画は、この三郷市自治

基本条例第１６条に定められた「市長は、議会の議決を経て、市政運営

の指針となる基本構想を定めるとともに、基本構想、基本計画及び実施

計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営す

るものとする。」に基づいて策定 

計

画

の

構

成

と

計

画

期

間 

基本構想 

【H22 年度～H32年度】 

まちづくりの理念や本市の将来都市像を明らかにし、それを実現するた

めの基本的な施策の大綱を示すものです。各種の行政計画はすべて、こ

の基本構想に基づいて立案・実施されることになります。 

基本計画 基本構想に掲げる施策の大綱に基づき、根幹となる施策を具体的に示す

ものです。 

前期基本計画 

【平成 22年度（2010年度）から平成 27年度（2015年度）までの 6 年

間】 

後期基本計画 

【平成 28年度（2016年度）から平成 32年度（2020年度）までの 5 年

間】 

実施計画 

【毎 3カ年ローリング】 

基本計画に示された、施策の具体的な実施内容を明らかにするもので、

事業計画や予算編成の指針になるものです。 

【基本構想】 

まちづくりの理念 本市が有する優れた地域特性を活かして、社会的・経済的に「自立」で

きるまちづくりをめざす 

 自立都市みさと  交流都市みさと  活力都市みさと 

将来都市像 「きらりとひかる田園都市みさと」 

    ～人にも企業にも選ばれる魅力的なまち～ 

人口フレーム 計画人口 平成 27年 13万 6千人 

 平成 32年 14万人 

※平成 28年 1月 1日現在人口 137,656 人 

将 

来 

都 

市 

構 

造 

①拠点の形成  商業・業務機能、生活サービス機能、交流機能など、都市機能を持っ

た地域を形成し、市民が住み・働き・学び・楽しみやすい場所となる土

地利用の魅力づけを持たせながら、市民生活や都市活動の中心的な機能

を担う地区を「拠点」として位置づけ、バランスのとれた都市構造の構

築を図ります。 

 〇都市拠点 （三郷中央駅周辺） 

 〇商業・業務・流通工業拠点(三郷インターチェンジ周辺) 

 〇複合都市機能拠点 （新三郷駅周辺） 

 〇地域拠点 （三郷駅周） 

 〇地域拠点 （三郷南インターチェンジ周辺） 

②ネットワーク軸の

形成 

 

 拠点間及び拠点と周辺都市を結ぶ幹線道路の沿道に魅力と活力を与

え、市内外の活発な交流を促進する連続的な空間イメージをネットワー

ク軸（都市軸）として位置づけます。 

③水と緑のゆとりあ

るまちの形成 

 

 江戸川、中川、小合溜井、三郷放水路を自然環境とレクリエーション

機能を備えた水と緑の骨格軸として位置づけます。 

 また、江戸川河川敷、三郷スカイパーク、におどり公園、みさと公園

を水と緑のレクリエーション拠点として位置付け、生活にうるおいとや

すらぎを与える空間の形成をめざします。 
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施

策

の

大

綱 

6つのまちづくり

の方針 

１ 安全でいつも安心して住めるまちづくり 

２ 水と緑を大切にした環境にやさしいまちづくり 

３ 都市基盤の充実した住みやすいまちづくり 

４ 魅力的で活力のあるまちづくり 

５ 人が育ち活躍できるまちづくり 

６ 健やかで自立した生活を支え合うまちづくり 

3つの経営方針 

 

まちづくり方針に沿ってめざすまちを実現するために横断的に取り組

む４つの項目 

“三郷学の推進”、“地域力の醸成”、“参加・協働のしくみづくり”、

“行財政基盤の強化” 

を『経営方針』として定めます。 
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【後期基本計画】 

 

リーディングプロジェクト：後期基本計画を推進するにあたり、先導的に特に力を入れて取り組むプ

ロジェクト 

  

基本構想実現のための重点テーマ 

１ 「参加と協働のまちづくり」を進めるとともに、地域の個性を生かしたまちをつくります。 

２ 子どもからお年寄りまで安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

３ 自然と共生した快適な環境のまちをつくります。 

 

重点テーマを実現のために、次の 3点を後期基本計画におけるリーディングプロジェクトと位置づけ 

１ 魅力あるまち・地域創生プ

ロジェクト 

２ 支え合う未来の元気プロジ

ェクト 

３ 都市環境快適プロジェクト 

☆消防団の充実強化 

☆都市型農業の振興 

☆観光 PR・都市型観光の振興 

☆「日本一の読書のまち三郷推

進計画」の推進 

☆シティプロモーションによる

魅力発信 

☆参加の機会の拡充 

☆協働のネットワークづくり 

 

☆消防活動の推進 

☆安全・安心な学校づくりの推

進 

☆家庭の教育力の向上 

☆指導者・団体の育成及び次世

代を担う地元アスリートのた

めの支援 

☆多様な子育てサービスの提供 

☆生きがい活動の充実 

☆シルバー元気塾の推進 

☆在宅医療・介護連携推進 

☆災害に強い都市基盤の整備 

☆水と緑の創出 

☆便利で快適な道路網の整備 

☆スポーツ・レクリエーション

環境の整備 
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（５）三郷市版総合戦略 

平成２８年３月 
 
【趣旨】 

平成 26 年 11 月にまち・ひと・しごと創生法が制定され、これを受け、国の「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」が平成 26 年 12 月 27 日に閣議決定されています。市町村においても、国の長期ビ

ジョン及び国の総合戦略を勘案した、市町村における人口の現状と将来の展望を提示する「地方人

口ビジョン」及び、これを踏まえた今後５か年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめ

た「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定が求められています。 
本市においても、人口ビジョンによる長期的な人口動態の分析を踏まえ、「三郷市版総合戦略」を

策定します。 
【総合戦略の位置づけ】 

総合戦略は、本市の将来的な人口問題に向けた対策を重点的に取り続けるために策定するもので

す。最上位計画である総合計画では「きらりとひかる田園都市みさと～ひとにも企業にも選ばれる

魅力的なまち～」を将来都市像に掲げて施策を展開しています。総合計画との整合を図り、人口減

少対策のために戦略を構築した計画が総合戦略になります。 
【総合戦略の対象期間】 

平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度の５年間 
【総合戦略の基本的考え方】 

国の総合戦略並びに埼玉県が策定する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を勘案し、本市にお

ける人口の現状と将来の展望を踏まえた上で「三郷市版総合戦略」を策定します。本市の実情に応

じて、一定の政策分野ごとに、戦略の基本目標を設定し、計画期間（５年間）のうちに実施する施

策を盛り込みます。なお、各施策の内容は、第４次三郷市総合計画実施計画に位置づけられること

になります。 
 
【基本的な方針】 

基本目標 取り組みの方向性 

基本目標１ 

 

ひとにも企業にも選ばれる三

郷市 

■基本的方向１－１：企業に選ばれる産業基盤をつくる 

○子どもたちの成長を応援する環境づくり 

○外環の延伸や（仮称）三郷流山橋などを活かした産業立地 

○ＵＲ地域を子育て世代が快適な居住地域とする再生支援 

■基本的方向１－２：「ひと」に選ばれる「まち」をつくり発信する 

○三郷産農産物のブランド化（６次産業化） 

○観光ＰＲ・都市型観光の振興 

○シティプロモーションによる魅力発信 

基本目標２ 

 

住みやすさがきらりとひかる

三郷市 

■基本的方向２－１：出産・子育て環境を充実する 

○切れ目のない妊娠・出産・育児に対する社会的支援の強化 

○多様な子育てサービスの提供 

○子育て世帯が支え学びあう「場」の創出 

■基本的方向２－２：医療・福祉環境を充実する 

○高齢者の健康的なライフスタイルの実現 

○地域包括ケアシステムの構築 

○獨協医科大学と連携した学術・研究都市形成及び人材育成の推進 

■基本的方向２－３：環境保全・低炭素社会を構築する 

○水と緑のネットワークづくり 

○低炭素社会の構築 
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■基本的方向２－４：安心・安全な快適居住環境を整備する 

○災害に強い都市基盤の整備 

○消防活動の推進 

○地域の防犯・防災力の向上 

○公共交通の充実 

基本目標３ 

 

教育・スポーツ環境が充実し

ている三郷市 

■基本的方向３－１：ひとが育ち開花する環境を整備する 

○「日本一の読書のまち三郷」の推進 

○確かな学力をはぐくむ教育の推進 

○安心・安全な学校づくりの推進 

スポーツ・レクリエーション環境の整備（半田運動公園の拡張整備や上口

調節池を活用した陸上競技場など） 

○指導者・団体の育成及び次世代を担う地元アスリートのための環境

づくり 

■基本的方向３－２：地域の個性・資源を活用する 

○三郷学講座の推進 

○生きがい活動の充実 

○参加の機会の拡充 

○協働ネットワークづくり 

○家庭の教育力の向上 

 
 
【戦略の推進】 

１.進行管理と検証の体制 

定期的に重要業績評価指標(KPI)の成果を評価した上で、国・県の施策や取り組みも見据え、所要

の見直しを実施します。 
総合戦略の実施にあたっては、幅広い年齢層からなる市民をはじめ、産官学金労言等で構成する

進行管理と検証の体制を構築します。 
 

２.PDCA サイクルの確立、数値目標の設定 

総合戦略における理念の実現のため、実施した施策・事業の効果を検証し、改善を図る PDCAサイ

クル（計画策定（Plan）、推進（Do）、評価（Check）、改善（Act）のサイクル（※３））を確立しま

す。 

このうち、評価（Check）の部分に関して、盛り込む政策分野ごとに５年後の基本目標を数値目標

で設定しました。また、各政策分野の下に盛り込む具体的な施策については、客観的な重要業績評

価指標（KPI）を設定しています。これらにより、目標と評価指標を明確なものとした上で、PDCAサ

イクルを実施します。 
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（６）三郷市景観計画 

告示 平成２２年 ９月２２日 
施行 平成２３年 ４月 １日 
最終改訂 平成３０年 １月 ４日 
 
景観計画の目的 三郷市景観形成基本計画を景観法に基づいて具体化するもので、三郷市

景観条例の制定とともに良好な景観形成に向けた誘導等を行うために策

定します。 
景観計画の位置づけ 景観計画は、景観法及び景観条例に基づいた景観形成の指針として景観

の誘導等を行うためのものです。本市の総合計画を踏まえ、主な関連計

画及び埼玉県の景観アクションプランとの整合を図り策定するものとし

ます。 
景観計画区域 三郷市は、良好な景観形成を推進するため、市全域を景観計画区域とし

ます。 
 

【景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針】 

基本目標 

  『自然と街が調和し、 

     ほっとする景観づくり』 

■自然・田園とまちが係わる景観づくり 

■市街地全般の景観づくり 

■拠点における景観づくり 

■市民と事業者と市の協働による景観づくり 

■推進方策による景観づくり 

景

観

計

画

区

域 

面 

■ときめき景観 

ゾーン 

●三郷市の新しい街の表情を創出するとともに、ゆとりと賑わいのある景観

形成を図ります。住まい空間においては、落ち着きと潤いのある景観形成

を図ります。 

■まちなみ景観 

ゾーン 

●すでに、住居施設や商業施設、工業施設等により市街地として景観が形成

されている一定の区域を「まちなみ３景観ゾーン」とします。 

●住居施設は、落ち着きと潤いのある景観形成を図ります。また、地域らし

さを残すまち並みの育成を図ります。 

●商業施設は、ゆとりと賑わいのある景観形成を図ります。 

●工業施設は、親しみと潤いのある景観形成を図ります。 

■ゆとり景観 

ゾーン 

●農地、または農地の一部に住居施設や工業施設等が点在している一定の区

域を「ゆとり景観ゾーン」とします。 

●都市のゆとりや潤い空間として、農地景観の維持と一部土地利用されてい

る住居施設等との調和に配慮した景観形成を図ります。 

●都市計画マスタープランに位置づけられる将来都市構造の産業立地ゾーン

においては、その土地利用がされる周囲を緑化するなど、周辺環境の調和

に配慮した景観形成を図ります。 

■みず・みどり

景観ゾーン 

●水辺や緑のオープンスペースを有し、市民のスポーツや憩い等のレクリエ

ーション景観の区域を「みず・みどり景観ゾーン」とします。 

●水辺に親しみ、スポーツ、憩いの場として、水辺景観の維持と潤いのある

景観形成に努めます。 

線 

■水辺景観軸 

●市域の東西に位置する江戸川・中川と市内を縦横断する河川や用水路は、

三郷市景観の線的骨格を示すもので「水辺景観軸」とします。 

●身近な水辺として親しまれるとともに、水辺景観を保全し、育成し、良好

な水辺の景観形成を図ります。 

■道路・鉄道景

観軸 

●市内の遠景として印象強い常磐自動車道や東京外かく環状道路等の高規格

道路と、車や人の動線として市内をネットワークする主要道路、またＪＲ

武蔵野線とつくばエクスプレスを「道路・鉄道景観軸」とします。 

●まちなみ景観ゾーン及びゆとり景観ゾーンとの調和に配慮した大規模構造

物の景観形成を図り、人にやさしい、緑を考慮した景観形成に努めます。 

●また、道路軸においてはパブリックデザイン（ストリートファニチャー等

のデザイン）に配慮した景観形成を図ります。 
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点 

■駅景観拠点 

●都市の玄関口として、新たな街の顔づくりを行うべき点的区域を「駅景観

拠点」とします。 

●駅を中心に、賑わいや憩いづくりに配慮した景観形成を図ります。 

■みず・みどり

レクリエーシ

ョン景観拠点 

●水辺や緑のオープンスペースを有し、市民のスポーツや憩い等のレクリエ

ーション景観として重点を置く区域を「みず・みどりレクリエーション景

観拠点」とします。 

●水と緑の景観を保全し、ゆとりと潤いのある景観形成に努めます。 

重点地区 

重点地区は、景観計画区域のなかでも、特に良好な景観の形成を図る

必要がある地区とします。 

「新三郷ららシティ地区」、「三郷中央駅地区」を重点地区として定め

ます。 
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（７）三郷市地域公共交通網形成計画 

平成 30 年３月 

計画策定の目的  平成 26年に一部改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律」に基づき、将来に渡って持続的かつ安定的に公共交通が維持・発展さ

せ、まちづくりなどの地域戦略と一体となった公共交通の活性化、利用促進

を図るため、「三郷市地域公共交通網形成計画」を策定する。 

地域公共交通を取り

巻く課題 

①まちづくりと連動した地域公共交通網の構築 

②高齢化社会への対応 

③需要の変化に対応した路線バスの再編による拠点間の連携強化に資するネ

ットワークの形成 

④公共交通機関同士の乗継利便性向上 

⑤利用者目線に立った分かり易い・使いやすい情報提供と快適な利用環境の

展開 

⑥自家用車から公共交通への転換促進や走行環境の改善による速達性向上 

⑦地域との協働による持続可能な仕組みづくり 

公共交通の基本理念 まちとまちを結び、地域公共交通網の維持による利用しやすい公共交通サー

ビスの実現「三郷」 

地域公共交通に関す

る基本方針 

①公共交通機関が相互に連携した「使いやすい」「分かりやすい」公共交通サ

ービスを目指す 

②拠点間及び拠点と周辺都市を結ぶ公共交通ネットワークの構築を目指す 

③「地域が支え、育てる」持続可能な公共交通の確立を目指す 

計画期間 計画期間：平成 30（2018）年度～平成 37（2025）年度 

平成 30（2018）年度～平成 32（2021）年度の３年間を「前期」、平成 33

（2022）年度～平成 37（2025）年度の５年間を「後期」とする。 

 

【地域公共交通の目標と目標を達成するために行う具体的な事業】 

■基本方針１：公共交通機関が相互に連携した「使いやすい」「分かりやすい」公共交通サービスを目

指す 

目標 事業メニュー 

〇乗継拠点での機能強化の整備

箇所数の増加 

〇運行情報案内に対する市民の

満足度向上 

 

事業１：乗継拠点の機能強化 

事業２：待合環境の整備 

事業３：主要バス停の分かり易い停留所整備 

事業４：サイクルアンドバスライドの推進 

事業５：運行情報提供の充実・改善 

事業６：交通系ＩＣカードの導入検討 

■基本方針２：拠点間及び拠点と周辺都市を結ぶ公共交通ネットワークの構築を目指す 

目標 事業メニュー 

〇駅利用者数・バス利用者数の

増加 

〇鉄道・路線バスに対する市民

の満足度向上 

〇外出困難度の解消 

事業７：鉄道輸送の利便性及び安全性向上 

事業８：幹線公共交通軸の品質向上と維持・充実 

事業９：まちづくりの進捗等に合わせた路線バスの再編検討 

事業10：路線バスの走行環境の改善 

事業11：高速バスによる羽田・成田空港への運行検討 

事業12：バス運転手の確保･育成 

■基本方針３：「地域が支え、育てる」持続可能な公共交通の確立を目指す 

目標 事業メニュー 

〇地域公共交通利用促進活動事

業の実施回数増加 

〇商業施設との連携による利用

促進活動の導入件数増加 

事業 13：商業施設との連携事業 

事業 14：運転免許自主返納制度の導入検討 

事業 15：モビリティ・マネジメントの実施 
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(８)三郷市公共施設等総合管理計画 

（平成 28年度～平成 37年度） 

計画の目的 

 

 本市では、昭和 40～50年代急激に人口が増加しました。それに伴い、学

校・図書館・地区文化センターなどの公共建築施設、道路・橋梁・上下水道

などの公共インフラ施設が集中的に建設されました。これらの公共施設等

は、現在築 40～50年前後を迎えており、計画的に公共施設等全体を管理して

いかなければ、建て替え・修繕等の時期を一斉に迎えることとなります。 

 現在、つくばエクスプレス開通に伴う三郷中央地区の開発をはじめ、ピア

ラシティ・新三郷ららシティなどの開発により、減少していた人口が増加に

転じ、市内でも地域ごとに求められるサービスが変化し、公共施設等の適正

な配置の見直しが求められるようになりました。 

 このような現状や国の動きを踏まえ、総合的かつ計画的な公共施設等の管

理を推進するための基本的な方針等を明らかにすることを目的とし策定する

ものです。 

計画の対象施設 ＜公共建築物＞ 庁舎、教育施設、市営住宅など計 86施設 

＜インフラ施設＞道路（１・２級及びその他市道）、橋梁、上水道（管及び浄

配水場）、下水道（管きょ） 

計画の期間 平成 28 年度～37 年度までの 10年間 

（今後の関連計画や社会情勢などの変化に応じ、適宜見直し） 

今後の維持管理・運

営に向けた全市的な

課題 

 

１ 既存の施設サービスに対する需給バランスの不均衡の拡大 

２ 経年劣化の進行に伴う既存施設の機能の低下 

３ 既存施設の機能を適切に保つための更新費用の増大と充当可能な財源の

不足 

公共施設等の総合的

かつ計画的な管理に

関する基本的な方針 

基本方針 1 公共施設を有効活用し、平常時にはコミュニティを育む機能、

災害時には防災・減災機能を果たせることを目指します。 

基本方針２ 適正な施設を、適正な数、適正な場所に配置し、サービスのあ

り方を見直すことで、運営のコストを最小限に、サービスの質の

向上と持続を目指します。 

基本方針３ 施設の建替え・修繕方法を見直し、長い目で計画的に管理する

ことで、安全で快適な施設を、長く維持することを目指します。 

基本方針４ 経費の削減を図るとともに、施設の管理に必要な財源を確保す

ることを目指します。 

（１）公共建築物の基本的な方針 

基本目標１：質の向上に基軸を置いた行政サービスの持続的な提供 

基本目標２：将来にわたり安全・安心で快適な利用環境の維持・確保 

基本目標３：既存施設の維持管理・運営や更新のために充当可能な財源の確

保 

（２）インフラ施設の基本的な方針 

基本目標：安全・安心で快適な市民生活を支える施設機能の健全性の維持・

確保 

計画の推進に向けた

体制の構築方針 

 

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づく維持管理・運営の推進 

（２）施設の維持管理・運営等に関する情報の一元化 

（３）目標管理型の維持管理・運営の導入 

（４）全庁的に総合管理計画に基づく取組を推進するための庁内組織の構築 
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２ 三郷市都市計画マスタープラン(改訂)以降の主な出来事及び都市計画の変遷 

・三郷市の出来事：「みさと統計書平成 30年版」等より抜粋 

・国の都市計画制度等の動き：国交省 HP「都市計画運用指針」(参考)改正の動きより作成 

・三郷市の都市計画の動き：三郷市 HP「都市計画審議会」より作成(生産緑地地区の変更については省

略) 

 

 
三郷市の出来事 

国の都市計画制度等の

動き 

埼玉県の都市計

画等の動き 

三郷市の都市計画の動き 

(年月日は審議会開催日) 

H21

年度 

◇第４次三郷市総合

計画（H22.3） 

･･･目標年次令和 2

年度 

  H22.3 

・三郷市都市計画マスタープラ

ン(改訂)･･･目標年次令和 2 年

度 

H22

年度 

◇東北地方太平洋

沖地震（H23.3） 

H22.5 農地法等の一部

を改正する法律の施

行に伴い、遊休農地対

策の強化等 

H22.9 国土交通省成長

戦略の提言を反映し

た容積率の緩和制度

など 

 H22.12.28(告示日) 

・新三郷ららシティ地区を市街

化区域編入 

・用途地域の指定 

 

H23

年度 

◇県道葛飾吉川松

伏線バイパス

（三郷工区・吉

川工区）開通

（H24.3） 

H23.11 地域の自主性

及び自立性を高める

ための改革の推進を

図るための関係法律

の整備に関する法律

等による都市計画法

等の一部改正 

  

H24

年度 

◇三郷インターA地

区土地区画整理

事業完了 

H24.2 津波防災地域づ

くりに関する法律の

施行に伴い、一団地の

津波防災拠点市街地

形成施設制度の創設

等 

 H25.3.25 

･新三郷ららシティ地区の用途地

域変更 

･三郷吉川沿道地区の用途地域変

更 

H25

年度 

◇三郷中央一体型

特定土地区画整

理事業完了 

◇仁蔵地区開発事

業完了 

H25.8 大規模災害から

の復興に関する法律

の施行に伴う都市計

画運用指針の改正 

H26.1.20 

・都市計画区域

の整備、開発

及び保全の方

針の変更 (県

決定) 

・区域区分の変

更(県決定) 

（大場川河川改

修地区の市街

化調整区域へ

の見直し） 

H25.10.22 

・都市計画道路の変更（3・3・72

天神笹塚線及び 3・3・76 駒形

線の変更） 

H25.11.25 

・地区計画(三郷中央地区)の変

更 

H26.1.20 

・区域区分の変更関連区域の用

途地域の変更、下水道計画の変

更（大場川河川改修地区の市街

化調整区域への見直し） 

H26.3.28 
・地区計画（上彦川戸地区）の決

定 
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H26

年度 

◇都市計画道路新

和吉川線が開通

（H27.3） 

H26.8 都市再生特別措

置法等の一部を改正

する法律の施行に伴

い立地適正化計画制

度(居住誘導地域、都

市機能誘導地域等)の

創設 

H27.1 土砂災害警戒区

域等における土砂災

害防止対策の推進に

関する法律の一部を

改正する法律の施行

等に併せて、都市計画

運用指針の改正 

H26～  都市防

災総合推進事

業(国制度) 

H26.10 埼玉県

コンテナラウ

ンドユース推

進協議会設立 

 

 

 

H27

年度 

◇三郷インター南

部土地区画整理

事業完了 

◇第４次三郷市総

合計画後期基本

計画、三郷市版

人口ビジョン･総

合戦略策定

（H28.3） 

 H27年度(～R1年

度 )  埼玉県

まち・ひと・し

ごと創生総合

戦略 

H27.9  市街化

区域と調整区

域の  区分に

関する見直し

要領 

 

 

 

H28

年度 

 

◇上彦川戸地区開

発事業完了 

◇栄地区開発事業

完了 

 

H28.4 都市計画と農林

漁業との調整措置の

見直し 

H28.9 都市再生特別措

置法等の一部を改正

する法律の施行に伴

う立地適正化計画制

度の充実、低未利用土

地利用促進協定制度

等 

H29.1.26 

・都市計画区域

の整備、開発

及び保全の方

針の変更 (県

決定) 

・区域区分の変

更（県決定） 

（三郷インター

南部南地区） 

H29.1.26 

・区域区分の変更関連区域の用

途地域の指定、準防火地域の指

定、下水道計画の変更、土地区

画整理事業の変更 

（三郷インター南部南地区は、

土地区画整理事業の実施が確

実となり市街化区域に編入） 

H29

年度 

 H29.6 都市緑地法等の

一部を改正する法律

の施行に伴う都市農

業振興基本計画の反

映、生産緑地制度の運

用改善 

H30.3 都市緑地法等の

一部を改正する法律

の施行に伴う田園住

居地域(用途地域)の

創設（都市農地の位置

付けを「宅地化すべき

もの」から都市に「あ

るべきもの」へと転

換） 

H29年度（～R3年

度） 埼玉県 5

か年計画 -希

望・活躍・うる

おいの埼玉- 

H30.2  まちづ

くり埼玉プラ

ン 

H30.3 埼玉県震

災都市復興の

手引き（第５

版） 

 

H30.1.29 

・地区計画［上彦川戸地区］の変

更 

・地区計画［三郷インター南地

区］の変更 

・地区計画［新三郷ららシティ地

区］の変更 

・地域地区指定の基本的な考え

方について 

→田園住居地域の新設（用途

地域）に対応した運用方針 

→大災害の発生に対応するた

め、用途地域及び防火・準防

火地域についての基本的な

考え方 
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H30

年度 

◇東京外かく環状

道路（三郷南Ｉ

Ｃ～高谷ＪＣ

Ｔ）が開通

（H30.6） 

H30.7 都市再生特別措

置法等の一部改正に

伴う、立地適正化計画

の充実、低未利用土地

利用等指針等、都市施

設等整備協定制度、都

市のスポンジ化への

対応、誘導施設整備区

等 

H30.9 都市農地の貸借

の円滑化に関する法

律の施行に伴う生産

緑地制度の運用改善 

H30.11 農業経営基盤

強化促進法等の一部

を改正する法律の施

行に伴う田園住居地

域及び生産緑地制度

に関する運用改善 

H30.4  大規模

集客施設等の

立地を可能と

する都市計画

の決定及び変

更に係る広域

調整要綱 

H31.2.4  都 市

計画道路の変

更（県決定）

（1・3・2号高

速 外 環 状 道

路：一部区間

の線形変更・

車 線 数 の 決

定、1・1・3号

東埼玉道路：

一部区間の廃

止 

 

H31.2.4 

・用途地域の変更（第一種低層住

居専用地域(全域)の形態規制

の緩和） 

・防火地域及び準防火地域の変

更（（第一種低層住居専用地域

(全域) への防火地域または準

防火地域の指定） 

 

H31 

(R1)

年度 

◇第 5次三郷市総

合計画策定着手 

 R1.8.27 

・区域区分の変

更(県決定)公

聴会 

(三郷北部地区) 

R1.8.27 

・三郷北部地区約 24.6haについ

て、土地区画整理事業の実施が

確実となったことから市街化

区域に編入を予定、併せて「用

途地域」「防火地域及び準防火

地域」「下水道」「土地区画整理

事業」「地区計画」の指定案 
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３ 都市計画の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の地域地区 

特別用途地区 特別工業地区 約 142.5 ha 

防火地域又は準防火地域 防火地域 約 72.6 ha 

準防火地域 約 276.9 ha 

生産緑地 168 地区 約 30.1 ha 

地区計画 8 地区 約 345.6 ha 

 

  

区域区分及び用途地域の状況 令和元年5月現在

● 都市計画区域 約 3, 022. 0ha 100. 00%

● 市街化区域 約 1, 484. 0ha 49. 10%

● 用途地域

　 第１ 種低層住居専用地域 約 165. 9ha 5. 50%

　 第１ 種中高層住居専用地域 約 490. 6ha 16. 20%

　 第２ 種中高層住居専用地域 約 16. 1ha 0. 50%

　 第１ 種住居地域 約 388. 9ha 12. 90%

　 準住居地域 約 35. 1ha 1. 20%

　 近隣商業地域 約 58. 3ha 1. 90%

　 商業地域 約 59. 8ha 2. 00%

　 準工業地域 約 174. 8ha 5. 80%

　 工業地域 約 58. 9ha 1. 90%

合計 約 36. 0ha 1. 20%

● 市街化調整区域 約 1, 538. 0ha 50. 90%
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