
用途地域変更の考え方（素案）
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• 第二種住居地域
（建ぺい率60%、容積率200％）

– 主に住居の環境を守るための地
域です。

– 店舗、事務所、ホテル、パチン
コ屋、カラオケボックスなどは
建てられます。

• 近隣商業地域
（建ぺい率80%、容積率200％）

– 近隣の住民が日用品の買い物を
する店舗等の業務の利便の増進
を図る地域です。

– 住宅や店舗のほかに小規模の工
場も建てられます。



用途地域変更の考え方（素案）
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①駅、駅前広場・アクセス道路
沿道の土地利用の促進
→駅、北側沿道25ｍ以内及び沿道南側
街区を近隣商業地域へ変更



用途地域変更の考え方（素案）
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①駅、駅前広場・アクセス道路
沿道の土地利用の促進
→駅、北側沿道25ｍ以内及び沿道南側
街区を近隣商業地域へ変更

②駅前広場・アクセス道路北側
エリアでのまち並みの連続性
→周囲と合わせて、近隣商業地域へ変
更



用途地域変更の考え方（素案）
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①駅、駅前広場・アクセス道路
沿道の土地利用の促進
→駅、北側沿道25ｍ以内及び沿道南側
街区を近隣商業地域へ変更

②駅前広場・アクセス道路北側
エリアでのまち並みの連続性
→周囲と合わせて、近隣商業地域へ変
更

③駅前広場・アクセス道路南側
エリアでの土地利用の可能性の
向上
→現状は住宅地だが、将来的な土地活
用の可能性を踏まえて近隣商業地域
へ変更



第二種住居地域からの用途地域変更による影響①
（主な建築物の用途制限の緩和）
• 第二種住居地域よりもさらに大規模な店舗や遊戯施設などが建築可能
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第二種住居地域 近隣商業地域

店舗等 床面積が10 ,000㎡以下まで 床面積が10,000㎡を超えるもの

遊戯
施設

カラオケボックス、麻雀屋、ぱちんこ屋、
射的場、勝馬投票券発売所は床面積
10,000㎡以下まで
劇場、映画館、演芸場、観覧場等は×

○

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

メリット ○規模が大きな店舗等が立地可能になり、地区の発展が期待
されます。

デメリット ○遊戯施設や工場等も規模の大きなものが建築可能となって
しまいます。 補完

地区計画で、新たに建築する場合に、建築物の用途の制限を設ける



第二種住居地域からの用途地域変更による影響②
（建ぺい率等の建築物の形態に関する緩和）
• 建ぺい率が高くなり、より大きな建物が建築可能となります。
（容積率は200％から変わらず）

• 斜線制限や日影規制が緩和されるとともに前面道路の幅員による容積
率の最高限度が高くなり、より高い建物が建築可能となります。
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○建築物の形態の制限が緩和され、形態に関する自由度が高
くなり、土地を有効に活用できるようになります。

○床面積を広くとれるため、建詰まりが生じやすくなります。
○新たな土地利用の可能性が生まれるため、敷地の細分化や
高層建築が出てくる可能性があります。

地区計画で、新たに建築する場合に、建築物の高さの最高
限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限を設ける

メリット

デメリット

第二種住居地域 近隣商業地域

建ぺい率 60％ 80％

補完



地区計画策定による住環境の保全の考え方
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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。

駅・駅前広場・アクセス道
路での、地区の賑わい形成
に寄与する用途の誘導

住宅地での環境の悪化を防ぎ、
住商が共存できるルール設定



建築物の用途の制限 敷地面積の最低限度

①商業業務地区A
（市道1319号線沿道）

－

・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100㎡
（30坪）を目安に設定

②商業業務地区B
（本川越駅）

③商業業務地区C
（駅前広場・アクセス道
路沿道）

・地区に適した店舗を誘導す
るために、住環境を悪化さ
せる恐れのある遊戯施設・
工場等の立地を制限

・駅周辺の賑わいに寄与する
土地利用を誘導するために、
アクセス道路及び駅前広場
に面する敷地については１
階部の用途を店舗とする

④商業業務地区D
（市道1311号線沿道）
⑤住商共存地区A
（市道1317号線沿道）

⑥住商共存地区B
（既存住宅）

地区計画策定による住環境の保全の考え方①
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◆建築物等に関する事項

※対象として想定される遊戯施設
・ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等



壁面の位置の制限 建築物の高さの最高限度

①商業業務地区A
（市道1319号線沿道）

－

・ぺぺの最高高さをもとに
設定
⇒４０ｍ程度（１３階建
て程度）を目安に設定

②商業業務地区B
（本川越駅）

③商業業務地区C
（駅前広場・アクセス道
路沿道）

・周囲の低層住宅地の住環
境への影響を考慮した高
さを設定
⇒2０m程度（６階建て
程度）を目安に設定

④商業業務地区D
（市道1311号線沿道）
⑤住商共存地区A
（市道1317号線沿道）

・住環境を保全する高さを
設定
⇒1６m程度（５階建て
程度）を目安に設定

⑥住商共存地区B
（既存住宅）

・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

地区計画策定による住環境の保全の考え方②
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◆建築物等に関する事項



かき又はさくの構造の制限

①商業業務地区A
（市道1319号線沿道）

－
②商業業務地区B
（本川越駅）

③商業業務地区C
（駅前広場・アクセス道
路沿道）

・道路に面する側にかき又
はさくを設置する場合
は、生け垣又は宅地地
盤面からの高さが１.５
ｍ以下の塀又はフェン
ス等とする。ただし、
門柱、門扉を除く。

④商業業務地区D
（市道1311号線沿道）
⑤住商共存地区A
（市道1317号線沿道）
⑥住商共存地区B
（既存住宅）

地区計画策定による住環境の保全の考え方③
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◆建築物等に関する事項



準防火地域の考え方（素案）
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 用途地域が変更されるエリアで
は、建ぺい率が大きくなること
で、建て詰まりが生じやすくな
ります。

 防災性を高め延焼による火災被
害の軽減を図るために、用途地
域変更部分及び市道1311号線
の東側に準防火地域を指定しま
す。
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（参考１）本川越駅西口周辺地区の市街地環境の現況 

○現況の建物利用 

 

○現況の建物階数 

 
○現況の道路幅員 

 

○現況の敷地面積 
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（参考２）用途地域の変更による建築物の用途、形態に対する制限の変化 

表 ⽤途地域変更により建築可能となる⽤途 
 第二種住居地域で建てられる

用途 
近隣商業地域で建てられる
ようになる用途 

商業地域で建てられるように
なる用途 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ 
兼⽤住宅で、⾮住宅部分の床⾯積が、50㎡
以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満の
もの 

○ ○ ○ 

店舗等 床面積が10 ,000㎡以下 床面積が 10,000㎡を超
えるもの 

床面積が 10,000㎡を超
えるもの 

事務所等 ○ ○ ○ 
ホテル、旅館 ○ ○ ○ 

遊
戯
施
設・
風
俗
施
設 

ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴ
ルフ練習場、バッティング練習場等 

○ ○ ○ 

カラオケボックス等 床面積が10 ,000㎡以下 ○ ○ 
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投
票券発売所等 

床面積が10 ,000㎡以下 ○ ○ 

劇場、映画館、演芸場、観覧場 × ○ ○ 
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴
場等 

× × ○ 

公共施設・病院・学校等 ○ ○ ○ 

工
場・
倉
庫
等 

単独⾃動⾞⾞庫（附属⾞庫を除
く） 

床面積が300㎡以下、２階
以下 

○ ○ 

建築物附属⾃動⾞⾞庫 
※一団地の敷地内について別に制限あり 

２階以下、建築物の延べ面
積の1/2以下 

○ ○ 

倉庫業倉庫 × ○ ○ 
畜舎（15㎡を超えるもの） ○ ○ ○ 
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋
服店、畳屋、建具屋、⾃転⾞店等で
作業場の床面積が50㎡以下 

○ ○ ○ 

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 

危険性や環境を悪化させる
おそれが少なく、作業場の
床面積が150㎡以下 

危険性や環境を悪化させる
おそれがやや多い工場 

⾃動⾞修理⼯場 作業場の床面積が 50㎡以
下 

作業場の床面積が300㎡
以下 

○ 

火薬、石油類、ガスなどの危険物の
貯蔵・処理の量 

量が⾮常に少ない施設 量が少ない施設 量がやや多い施設 

卸売市場、⽕葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内においては都
市計画決定が必要 

都市計画区域内においては
都市計画決定が必要 

都市計画区域内においては
都市計画決定が必要 

 
表 駐⾞施設が義務付けられる建築物（商業地域および近隣商業地域内での規制） 

 商業地域および近隣商業地域内で駐⾞施設が義務付けられる建築物 
乗⽤⾞駐⾞場 
および⾞いす⽤駐⾞場 

・特定用途※（非特定用途との混合用途の場合は、非特定用途の面積に2分の1を乗じて得た述
べ面積と特定用途の述べ面積の合計）に供する部分の延床面積が1,500㎡以上 
・非特定用途に供する部分の延床面積が3,000㎡以上 

荷さばき駐⾞場 ・特定用途に供する部分の延床面積が2,000㎡以上 
⾃動⼆輪⾞駐⾞場 ・特定用途に供する部分の延床面積が1,500㎡以上 

※特定⽤途とは、百貨店、劇場事務所その他⾃動⾞駐需要を⽣じさせる程度の⼤きい⽤途 

 表 前⾯道路幅員によって定まる容積率の最⾼限度（敷地の前⾯道路幅員が12m未満の場合） 

 第二種住居地域 近隣商業地域 商業地域 

前⾯道路幅員1mあたりに乗じる容積率の数値 40％ 60％ 60％ 

 
表 変更に関連する⽤途地域の建築物の形態の制限 

 第二種住居地域で係る制限 近隣商業地域で係る制限 商業地域で係る制限 

容積率200％ 容積率200％ 容積率400％ 

道路 

斜線制限 

勾配（a） 1.25 1.50 1.50 

適⽤範囲の距離（L） 20m 20m 20m 

隣地 

斜線制限 

勾配（a） 1.25 2.5 2.5 

勾配の起点となる高さ（H） 20m 31m 31m 

北側 

斜線制限 

勾配（a） なし なし なし 

高さ（H） なし なし なし 

絶対高さ制限 なし なし なし 

日影規制 敷地境界線からの⽔平距離が 5m を越
え10m以内で規制される日影時間 4時間以上 5時間以上 なし 

敷地境界線からの⽔平距離が 10m を
越える範囲での規制される日影時間 2.5時間以上 3時間以上 なし 

測定水平面（平均地盤面からの高さ） 4ｍ 4m なし 
規制される建築物 高さが10mを超える建築物 高さが10mを超える建築

物 なし 

 図 斜線制限の考え方 

 図 日影規制の概要 
 

 


