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日時：平成28年６月４日(土)18時～

場所：川越西文化会館

川越市都市計画部都市計画課

霞ケ関駅北口周辺地区
まちづくり勉強会
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本日の勉強会の概要

• 川越市は、霞ケ関駅北口周
辺地区における生活利便性
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、地
区の皆様や事業者の方々と
行政の協働による、この地
区の今後のまちづくりの在
り方について、考えていき
ます。
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近隣商業地域

第一種住居地域

第一種低層住居
専用地域
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本日の内容

１．前回の意見交換会の概要とアンケートの結

果について

２．今後のまちづくりについて

３．意見交換会

４．その他
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■前回の意見交換会について
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3月に行った意見交換会の概要

霞ケ関駅北口の駅前広場及びアクセス道路は平成18年7月

に開設され、それ以降も駅周辺の県道川越越生線の道路拡

幅事業が行われています。

市は、霞ケ関駅北口周辺地区の生活利便性向上を図る土地

利用や住環境との調和等について考え方をお伝えするとと

もに参加した皆様と意見交換会を開催しました。

内 容

■北口周辺の現況と整備の動向

■北口周辺の現在の都市計画指定状況

■北口周辺地区の今後のまちづくりの市の考え方

■意見交換
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■駅北口周辺の現状と整備の動向
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霞ケ関駅北口駅前広場・アクセス道路整備

• 平成18年７月に供用開始

7

霞ケ関駅北口駅前広場
：約4,300㎡

アクセス道路 延長140m
・幅員14m・歩道幅3.5m

霞ケ関駅北口周辺の現状の
街並み（住み良い環境が形
成されている住宅）
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①②戸建てや共同住宅が建つ住宅地
②①
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霞ケ関駅北口周辺の現状の
街並み（駅前広場周辺の土
地利用）
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③低層の共同住宅（アパート）の立地や駐車場が
多いアクセス道路沿道

霞ケ関駅北口周辺の現状の
街並み（県道川越越生線沿
道の状況）
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④現道（約幅員8～9m）では
歩道が十分でない箇所

⑤地区に必要な商業施設
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県道川越越生線の拡幅事業

• 角栄商店街入口交差点付近～霞ケ関駅北口交差点付近の区間を事業中
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延長500m･幅員14.0m･歩道幅3.5m
（右折帯設置部は17.0m）

霞ケ関駅北口
駅前広場

■駅北口周辺の現在の都市計画指定状況
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用途地域とは？

• 都市計画では都市を住宅地、
商業地、工業地などいくつか
の種類に区分し、これを「用
途地域」として定めています。
これにより、それぞれの環境
が守られ、効率的な土地利用
を行うことができます。
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用途地域に航空写真を重ねた図

14

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域
第一種住居地域

第一種住居地域

近隣商業地域

霞ケ関駅
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建物状況

15

・地区全体からみると２
階建の建物が多い。

・近隣商業地域・第一種
住居地域のエリア内で
は、３階以上の建物が
多い。

（平成24年建物現況調査より）
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【用途地域と建築規制】
・第一種低層住居専用地域
－建ぺい率：50％
－ 容積率 ：100％ 建物高さ10ｍ

・第一種住居地域
－建ぺい率：60％
－ 容積率 ：200％

・近隣商業地域
－建ぺい率：80％
－ 容積率 ：200％

霞ケ関駅北口周辺の現在の用途地域
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用途地域指定

• 第一種低層住居専用地域
– 低層住宅の良好な環境を守るた
めの地域です。

– 小規模なお店を兼ねた住宅が建
てられます。(兼用住宅で非住宅
部分の床面積が50㎡以下かつ建
築物の延床面積の2分の1未満で
なければならない。)
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北口周辺地区の建物利用現況
・専用住宅が多いが、共同住宅や
店舗兼用住宅なども立地
・県道川越越生線の沿道では、商
業施設が比較的多い

用途地域指定
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北口周辺地区の建物利用現況
・専用住宅が多いが、共同住宅や
店舗兼用住宅なども立地
・県道川越越生線の沿道では、商
業施設が比較的多い

• 第一種住居地域
– 住居の環境を保護するための地
域です。

– 床面積3,000平方メートル未満
までの店舗、事務所などは建て
られます。

• 近隣商業地域
– 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。
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■駅北口周辺地区の今後のまちづくりの市の考え方
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将来像の実現に向けた市の考え方

• 北口駅前広場およびアク
セス道路周辺での効果的
な土地利用による地区の
生活拠点の形成

• 拡幅する県道沿道での適
切な土地利用の展開

• 既存の低層住環境に配慮
したまちづくり

• 防災性の向上（準防火地
域の指定）
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防火・準防火指定

• 建築物の延焼を抑えたり、
延焼を遅らせて消火活動

を容易にすることで、火

災に強いまちにするため

の地域指定です。
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北口周辺地区の建築物の構造現況
・防火造が多く、耐火造、準耐火
造、木造も見られる
・県道川越越生線沿道では耐火造
が多くなっている

アンケートの集計結果について
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土地所有者等の方のアンケート集計について

♦駅北口周辺の土地・建物をお持ちの皆様を対象に

実施しました。（配布数１６７）

回答数

５８

回収率

３４%
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霞ケ関駅北口周辺地区におけるまちづくりアンケート調査 

 

回答は、「はがき」に記入する方式です。 
 

問１ あなたの年齢について、あてはまるものに○をつけてください。 

   （ご自身に当てはまる番号を選び、その番号を返信はがきに○印して下さい。） 

 

 １．20代未満   ２． 20代   ３． 30代   ４． 40代    

５．50代     ６． 60代    ７． 70代   ８． 80代以上 

 

 

問２ あなたと当地区の関係についてお答え下さい。 

     （ご自身に当てはまる番号を選び、その番号を返信はがきに○印して下さい。） 

 

 １．居住している ２．事業をしている ３．地区に不動産（土地・建物）がある 

   

 

問３ 「通信創刊号」をお読みになって、どのようなご感想をお持ちですか？ 

（ご自身に当てはまる番号を選び、その番号を返信はがきに○印して下さい。） 

 

 
そう思う 

どちら 

でもない 

そう 

思わない 

（ア）駅北口周辺地区に対する市の考

え方や地区住民の意見を知る

ことができた。 
１ ２ ３ 

（イ）駅前広場やアクセス道路沿道は、

店舗等がある方がよい。 １ ２ ３ 

（ウ）駅北口周辺地区では子育て支援施

設や地域コミュニティの場所が

必要である。 
１ ２ ３ 

（エ）今後、勉強会に是非参加したい。 

１ ２ ３ 

  

問４ 「通信創刊号」をお読みになり、ご感想やまちづくりに対するご意見などがございました

ら、自由意見をご記入下さい。 

はがきの「問４ 自由意見」欄にご記入ください。 

ご協力ありがとうございました。 

対象エリア

年齢について

24

・30代以上の方からご回答を得られ、60代、70代
の方を中心にご回答を頂きました。
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地区との関係について

25

・居住者の方が大半を占め、不動産所有者、事業者
の方からご回答を頂きました。

通信について
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・7割近くの方から市の考え方について「そう思う」
とのご回答を頂きました。
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駅前広場やアクセス道路沿道の店舗等の必要性に
ついて

27

・7割以上の方から「駅前広場やアクセス道路沿道に
は店舗等があるとよい」とのご回答を頂きました。

地域コミュニティ等について
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・7割以上の方から「駅北口周辺に地域コミュニティ
の場所が必要」とのご回答を頂きました。
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勉強会について

29

アンケートの結果（自由意見抜粋）
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• 駅前広場が出来たのにも関わらず、店舗が無く不便。
• 駅前に店舗があると良い。コンビニがあると簡単な買い物
が出来て便利である。又ポストもあれば。

• 地域発展の絶対条件であり、出来るだけ早期の実現を。
• 駅北口周辺を生活利便性向上の為の用途変更を。
• サミットが残れるように対応してもらいたい。
• 県道拡幅後になった時、3階建ての建物は建ってほしくな
い。

• 駅前には緑を増やしてほしい。防災面も考えてもらいたい。
• 勉強会に参加できない人も含め、住民の考えを汲み上げる
と共に、 計画的に進めて頂きたい。

• 駅北口に抜ける道路問題を何とかしてもらいたい。
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主なご意見からの考察（意見交換会及びアンケート）

• 駅前広場及びアクセス道路沿道では、店舗等の立地が
出来る規制緩和（用途地域変更）についての意見が多

く伺われ、市が考えるこの地区の将来像と皆様の考え

ている事が一致していることが考えられます。

・住み良い住環境づくりや、火災などに対する防災性の

向上について、又既存の商業施設が残るようにとの意

見に、今後の勉強会で都市計画制度の内容を正確に伝

え、皆様の疑問が無いようにすることが必要である。

・駅北口周辺の道路問題について考える必要がある。
31

本日の内容

１．前回の意見交換会の概要とアンケートの結

果について

２．今後のまちづくりについて

３．意見交換会

４．その他

32
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現状の用途地域の課題について

・用途地域（第一種低層住居専用地域）の規制によって、駅
北口広場やアクセス道路沿道に店舗が立地できない。

・既存商業施設の建て替えがきかなくなってしまう。

・生活利便性の向上を図る土地利用を誘導し、高齢者のみな
らず子育て世代にとっても住み良い住環境を創出するまち
づくりを展開するには、「用途地域の変更」や「防火準防
火地域」の指定が考えられます。さらに地区住民の方々及
び事業者の方々の意見を反映し、きめ細いルール作りを行
い「地区計画」の指定を同時に行うことが考えられます。

33

34

住環境と賑わいの調和したルール作りを実現した
例として・・・

『新河岸駅周辺地区地区計画』を
ご紹介いたします。
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地区計画の指定

35

地区計画とは・・・

・地区の課題や特徴を踏まえ、住民と行政とが連携しながら、地区の目

指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて

「まちづくり」を進めていく手法です。

地区計画で何を決めるの・・・

・地区の「目標」・「方針」を定め、それを実現するための「ルール」

を定めます。

具体的なルールの例

１．建築物等の用途制限 ４．垣又はさくの構造の制限

２．建築物等の高さの最高限度 ５．敷地面積の最低限度

３．壁面の位置の制限
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第一種住居地域

近隣商業地域

新河岸駅周辺の用途指定状況

第二種住居地域

地区の大部分は第一種住居地域に指定され、
新河岸駅周辺は近隣商業地域
国道沿道等は第二種住居地域に指定されている。

新河岸駅

これに、地区計画を
定めると・・・
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37

A

A

A

A

B-1

B-2 B-2

B-2

B-3

新河岸駅周辺地区地区計画の例

新河岸駅

駅前広場周辺

駅前通り国道沿道

区域を駅前広場周辺地区、駅前通り国道沿道地区、
住宅地区に分け、賑わいと住環境の両立を図っている。

住宅地区については地区をさらに４つに区分し、
駅前や国道等の沿道から離れるにしたがって、用途制
限及び高さ制限を厳しくすることで住環境に配慮して
いる。

20m

16m

12m

10m

10m

12m

12m

12m

12m

12m

10m

※地区内は住宅が
密集しているこ
とから地区全体
に準防火地域が
指定されている

きめ細かなまち
づくりの考えを
反映させること
が可能となる。

10m

本日の内容

１．前回の意見交換会の概要とアンケートの結

果について

２．今後のまちづくりについて

３．意見交換会

４．その他

38
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本日の内容

１．前回の意見交換会の概要とアンケートの結

果について

２．今後のまちづくりについて

３．意見交換会

４．その他
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勉強会の年間スケジュールについて

40

• 平成2８年６月４日(土)
– 霞ケ関駅北口周辺地区まちづくり勉強会（１回目）
（本勉強会）

（予定）
平成２８年９月（２回目）
具体的な都市計画の案を市が提示し、勉強会終了後、アンケート
を実施

平成28年１１月（３回目） 平成２９年１月（４回目）
勉強会形式でこの地区にふさわしい都市計画の案を検討

平成29年３月
これまでの勉強会の経緯、都市計画変更案について説明会の開催


