
 
 

様式第２号の２（第８条関係）  
（一面）  

 
三郷市景観計画事前協議書（一戸建ての住宅用）  

 
 

                               年  月  日 

  三郷市長 あて 

 

            協議者 住 所  

                氏 名                ○印  

                              連 絡 先      （    ）  
 
 三郷市景観条例第１４条第１項の規定により、下記の行為について協 議 し ま す 。 

 

行 為 の 場 所 
区域の別  

 □景観計画区域  
   □ときめき景観ゾーン   □まちなみ景観ゾーン  
  □ゆとり景観ゾーン    □駅景観拠点  
  □みず・みどり景観ゾーン □  
 □重点地区  
  □新三郷ららシティ地区  
  □三郷中央駅地区 

地名地番   三郷市 

行  
為  
の  
種  
類  

□建築物  

 □三郷市開発事業等の手続に関する条例に規定する開発事業の敷地内  

区分 □新築   □増築   □改築   □移転   □外観の変更 

 用途  
           

 高さ  
      ｍ  

 構造及び階数  
     造    階  

 敷地面積  
        ㎡  

 建築面積  
      ㎡  

 延べ床面積  
          ㎡  

□その他  □長期優良住宅   □  

彩色が施されている部分の色彩  
（マンセル値）  

 色相  明度  彩度  

屋根     

壁等  

 
 
 
 

  

色彩の配慮事項説明  
（周辺との調和など）  

 

 行為の期間   着手予定日      年   月   日   完了予定日      年   月   日  
備考  

１ 該当する□内に、レ印を付すこと。 

２ 彩色が施されている部分については各立面で使用されているすべての基調色

についての記載をすること。  

 

 

参考資料１ 



 
 

 

 

≪景観 完了届出用≫ 

外観の変更（塗り替えなど）を行う際には、景観形成基準に適合

するようにしてください。また、届出が必要になるかどうかを次の

フローチャートで確認してください。 

重点地区の場合は（   ）内の数値になります。 
 

                           ※開発事業については裏面参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷市 まちづくり推進部 都市計画課 048-930-7740（直通） 

※三郷市景観計画の内容は三郷市ホームページ（都市計画課）に掲載しています。 

http://www.city.misato.lg.jp/dd.aspx?menuid=4530 

次のいずれかに該当するか 

・延べ面積が５００㎡（２５０㎡）以上のもの 

・高さが１０ｍ（５ｍ）以上のもの 

各立面の外観の変更面積が次のいずれかに該当するか 

・壁において１／３（１／４）以上 

かつ４５㎡（２０㎡）以上のもの 

・屋根において１／３（１／４）以上 

かつ１０㎡（５㎡）以上のもの 

開発事業※ の敷地内のものに該当するか 

各立面の外観の変更面積が次のいずれかに該当するか 

・壁において１／３（１／４）以上 

若しくは４５㎡（２０㎡）以上のもの 

・屋根において１／３（１／４）以上 

若しくは１０㎡（５㎡）以上のもの 

届出が必要です 届出が必要です 届出は不要です 届出は不要です 

いいえ 

届出は不要です いいえ はい はい 

はい いいえ はい いいえ 

参考資料２ 



 
 

 

 

一戸建て住宅での 

樹種の選定と剪定方法 

について 
【三郷市植栽ガイドライン（平成１３年３月）より抜粋】 

 

 

 

１ページ・・・基本的な考え方について 

３ページ・・・樹種の選定について 

７ページ・・・剪定方法について 

三郷市役所 都市計画課 計画景観係 
〒３４１－８５０１ 埼玉県三郷市花和田６４８－１ 
電話：  ０４８－９３０－７７４０ 
ＦＡＸ： ０４８－９５３－８９８１ 

参考資料３ 
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住宅・住宅地 

 

１．基本的な考え方 

住宅や住宅地は、市民の生活の場であるとともに、緑豊かな街並みづくりを

進めるうえで基本となる空間です。また、身近な緑とのふれあいは、まちに対

する愛着やコミュニティを育むとともに、地域らしさを感じさせる良好な街並

み景観を形成することにつながります。したがって、住宅・住宅地は、うるお

いのある個性や多様性のある緑化によって、アメニティの高い生活環境を形成

することが期待されています。さらに、災害時における安全性の確保や環境面

などを含めて、居住環境の向上を図り、地域全体のイメージアップを図ること

も重要となります。 

このような点を踏まえ、市民のみなさんは、みずからが所有する樹木をまち

の緑としてとらえ、その成長する時間を楽しむ心のゆとりをもって、守り、増

やし、適切に維持することが大切になります。 

 

２．植栽のポイント 

●植栽スペース・植栽基盤づくり 

① 生き生きとした緑が生育するための十分な植栽スペースを確保します 

・樹木の生長を予測して、できる限り植栽スペースを確保する  

・植栽の支障となる電線類などについて調査検討を行い、それを避け

る位置に植栽する 

 

② 植栽地の有効土層厚を確保するとともに、土壌の過湿などの条件の緩和や

根が生長するスペースの拡大を図ります 

・樹木の生長に妨げとなるような、瓦礫などの撤去を行う 

・良質土による客土を行う。あるいは、土壌改良資材を用いて土壌改

良を行う 

・一団の住宅地の計画において、良好な表土が存在する場合は、表土

の保全及び活用を図り、生育基盤として積極的に利用する。また、

敷地に応じて表面排水（開きょ）や水位の上昇を防止するための地

下排水（暗きょなど）などの排水方法により、水はけを良くする 

・地下水の影響を受ける場合は、盛土や高植えをする 
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●配植 

① 集合住宅では、敷地面積に応じた計画的な配植を行います 

・みどりの条例の三郷市緑化指導基準により、計画面積に応じた植栽

地を設ける 

・植栽は、住人の生活環境、周辺との景観の調和を考慮し、基準によ

る植栽のみではなく、豊かな緑の確保に努める 

・植栽は、敷地内に可能な限りまんべんなく行う 

・ ごみ置き場など、周辺の景観を阻害する場所の修景緑化を図る 

※ 一戸建専用住宅の建築を目的とする場合は、敷地内を可能な限り植栽す

る（三郷市緑化指導基準） 

 

② 周辺とのかかわりに配慮し、地域住民が憩い、親しめるアメニティ豊かな

緑をつくります 

・外周部においては、できる限り生垣や植栽帯を確保し、四季折々の

表情が豊かで明るく開放的な緑を創出する 

・壁面の位置の工夫によって、まとまりのある緑地やスポット的な植

栽スペースを確保する 

・玄関周り・エントランスや敷地に余裕のある庭先においては、花木

などによるシンボルツリーなど、魅力ある表情を与える植栽を行う 

・将来の樹木の生長を考慮し、隣地に迷惑がかからない位置に配植する 

・一年草、多年草、球根などの草花を組み合わせた彩り豊かな庭づく

り（ガーデニング）を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緑のまちづくりの制度を活用します 

・新たに生垣をつくる場合は、市の生垣助成制度を活用する 

・地域が一丸となって緑を守り、育てる気運が高まっている場合は、

緑地協定制度*を活用する 

  
【緑地協定制度】都市緑地保全法に基づき、土地の所有者の合意によって締結される緑地の保全

または緑化の推進に関する協定。 
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●樹種の選定 

① 落葉樹と常緑樹の配置・使い分けを考慮します 

・落葉樹は、夏期に緑陰をつくり、冬期に日向を確保したい場合など

に用いる 

・常緑樹は、年間を通して緑量感がほしい場合、周辺に対して遮へい

したい場合などに用いる 

 

② 植栽場所や目的に応じた樹種を選定します 

・エントランスや接道部には、明るい表情をつくる樹種を選定する 

・住宅地が隣接している場合、外周部には延焼防止に配慮し、防火力

のある樹種を選定する（Ｐ.20 参照） 

・家庭に向いている樹種として、あまり樹高が高くならない、日陰に

適している、刈り込みや剪定に強いなど、管理に手間や経費がかか

らない樹種を選定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆管理に手間がかからない樹種 

常緑広葉樹 アオキ、アセビ、イヌツゲ、カクレミノ、キンモクセイ、ゲッケ

イジュ、ツツジ類、ヒイラギナンテン、モッコクなど 

落葉広葉樹 アジサイ、ウメ、カイドウ、コデマリ、ドウダンツツジ、ニシキ

ギ、ハナズオウ、ヒメシャラ、モクレン、モミジ、ユキヤナギ、

ライラックなど 
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③ 三郷らしい特色ある緑の表情をつくる樹種を選定します 

・シンボルツリーには魅力ある表情を与える花木や樹姿が美しい樹木

を植栽する 

・緑のつながりに配慮し、周辺の屋敷林や社寺林と調和する樹木を植

栽する 

・河川・水路に近接する場合は水辺を感じさせる樹木を植栽する 

・花を活かした表情づくりやガーデニングを積極的に行う 

 

◆花が楽しめる樹種 

常緑樹 カラタネオガタマ、キンモクセイ、タイサンボク、トキワマンサク、 

落葉樹 アカシア、エゴノキ、カイドウ、コブシ、ザイフリボク、サクラ、

サルスベリ、サンシュユ、ナツツバキ、ムクゲ、ネムノキ、ハナズ

オウ、ハナミズキ、ハナモモ、ハンカチノキ、マンサク、モクレン、

ヤマボウシ、ライラック、リョウブ 

 

④ 生垣に適した樹種を選定します 

・花が楽しめる樹種を選定する 

（アベリア、サザンカ、ムクゲ、レンギョウ、ユキヤナギ、カラタ

チ、ヤマブキ、クチナシ、ツルバラ、ツバキなど） 

・実が楽しめる樹種を選定する 

（ピラカンサ、カラタチ、ナワシログミ、イチイ、コムラサキシキ

ブ、シナヒイラギなど） 

・葉が楽しめる樹種を選定する 

（アスナロ、カナメモチ、ヒサカキ、メギ、ヒイラギモクセイ、マ

サキなど） 

 

◆生垣用樹木 

生長が早い （針）サワラ、スギ （常）ネズミモチ （常低）ピラカンサ、

マサキ （落低）ウツギ、カラタチ 

生長が遅い （針）イチイ、イブキ、イヌマキ、コウヤマキ （常）イヌツ

ゲ、カシ類、ツバキ 

刈り込みに耐

える 

（針）アスナロ、イチイ、イヌガヤ （常）カシ類、カナメモ

チ、キョウチクトウ、サンゴジュ、シイ類、ヒイラギ、モチノ

キ （常低）ハクチョウゲ、ハマヒサカキ、ピラカンサ、マサ

キ、マメツゲ、（落低）ドウダンツツジ 

高垣 （針）イヌマキ、クロマツ、スギ、ヒノキ （常）カシ類、サ

ンゴジュ、シイ類、タブノキ、ツバキ、マテバシイ  

棘のあるもの （常）ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、ヒイラギナンテン （常

低）バラ類、ピラカンサ （落低）カラタチ、ボケ、メギ 
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■モデルプラン 



 

 

 

多様な樹種によって

形成している。  

住宅地の駐車場に

街並みの魅力を高め

接道部に花を植栽

ものとしている。 

6 

 

敷地内に公園のような

る。         

て彩りが豊かな街並みを

      （佐倉市） 

ケヤキを効果的に配し、

めている。  （川崎市） 

住宅地のゴミ置き場を植

緑化を図っている。  

し、通りの表情を豊かな

      （佐倉市） 

玄関まわりを花で演出し

をつくり出している。 

な広場を確保してい

    （川崎市） 

植栽帯によって修景

    （神戸市） 

し、彩りのある表情

    （佐倉市） 
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Ｂ．樹種別の剪定方法 

◆主要樹木の剪定方法（針葉樹類 15 種類） 
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◆主要樹木の剪定方法（常緑広葉樹 25 種類） 
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◆主要樹木の剪定方法（落葉広葉樹類 44 種類） 
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◆主要樹木の剪定方法（特殊樹・竹類 15 種類） 

 

 


