


 

「みんなが主役の生活環境・交流拠点都市・桶川」をめざして 

                

 地方の時代が到来し、この国のあり方が大きく変わろうと

しています。改革のもと制度改正が行われ、国から地方へさ

まざまな決定権限が移譲されています。また、東日本大震災

など自然災害やエネルギーに対する意識の高まり、少子高齢

社会の進展、循環型社会への転換など、さまざまな国民的課

題に直面しています。 

本市においても、自然環境の保全や安心・安全に暮せるま

ちづくり、首都圏中央連絡自動車道（以下、圏央道）におけ

る桶川北本インターチェンジ開設に伴う広域化など、市が抱  

えるさまざまな諸課題に対処するため、平成２３年４月に第五次総合振興計画を策定し、

この度、桶川市都市計画マスタープランを改訂いたしました。 

この都市計画マスタープランは、都市計画法の規定に基づくもので、都市計画を決定

する際の基本方針となります。本市では、平成９年５月の策定から１５年余りが経過し、

その間、第三次総合振興計画は、第五次となり、市を取り巻く環境も大きく変化いたし

ました。 

このため、第五次総合振興計画や関連諸計画との整合を図り、将来におけるまちづく

りの方向性について検証し、見直しを行いました。 

具体的な土地利用方針としては、少子高齢社会の進展を踏まえ、高齢者をはじめ、若

者や子育て世代が安心して住み続けることができる「歩いて暮せるまちづくり」を推進

し、「広域交通網をいかしたまちづくり」として、圏央道や上尾道路の事業化に合わせ、

広域交通結節点としての優位性を活かした産業、商業の集積や企業誘致に取り組んでい

きます。 

また、本市には、荒川などの河川、雑木林、農地など多種多様な自然資源があります。

豊富な自然環境を保全し「水辺と農が調和するまちづくり」を醸成していきます。 

なお、これら計画の実現にあたりましては、市民の皆様の積極的な参画と協働が不可

欠ですので、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

改訂にあたり、市民説明会やパブリックコメントを通じ、貴重なご意見をいただきま

した市民の皆様に対し、心から感謝申し上げます。 

平成２５年３月 

 

桶 川 市 長  
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序章 計画の前提 
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１．都市計画マスタープランの見直しの背景 

 

平成４年（１９９２年）６月に都市計画法（以下「法」という。）が改正され、新し

く市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村マスタープラン）が創設されました。

（法 第１８条の２） 

これは、住民に最も近い立場にある市町村が、住民の意見を反映した上で定める「ま

ちづくりの基本方針」です。 

桶川市では、この改正を受けて、平成７年（１９９５年）から８年（１９９６年）に

かけて市民と市職員からなる「まちづくり協議会」が主体となって素案を作成し、学識

経験者からなる「策定検討委員会及び市都市計画審議会』の審議を経て、平成９年（１

９９７年）５月に「桶川市都市計画マスタープラン」を策定しました。 

桶川市都市計画マスタープランは、策定から１０年以上が経過し、これまでの間に、

総合振興計画をはじめとする市の政策的計画や、関連する諸法令の改正が行われたこと

により、整合が図れていない箇所が出てきました。 

そのため、「桶川市第五次総合振興計画」などの上位計画や関連する諸法令の改正、

既往事業の動向などを踏まえ、時点修正を行うことにしました。 

なお、今回の改訂にあたっては、庁内の修正検討委員会での検討後、パブリックコメ

ントを実施し、市都市計画審議会での審議を経て決定しました。 

 

 

２．都市計画マスタープランの目標年次 
 

本都市計画マスタープランの目標年次は、平成３７年（２０２５年）とします。 

なお、目標人口フレームは、桶川市第五次総合振興計画と整合を図るものとし、総合

振興計画が見直される場合には、当計画の目標人口フレームも連動させるものとします。 
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３．都市計画マスタープランの構成 

 

本都市計画マスタープランは、「序章」「本編（Ⅰ章～Ⅳ章）からなり、本編の構成

およびその概要を下図に示します。 

 

 

 

本市の都市づくりの理念を示し、Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ章の基本的な方向性を定めます 

Ⅰ章－将来都市像 

Ⅱ章－全体構想 

本市全体に係る現況と課題を整理し、それ

を踏まえた項目別の都市整備方針を立案し

ます 

市域を 4 つの地域に区分し、地域の

特性を踏まえた地域整備の方針を立

案します 

Ⅲ章－地域別構想 

川田谷 

桶川東 

加納 
桶川西 

Ⅳ章－計画の推進 

Ⅱ・Ⅲ章の具体的な整

備方針を受け、計画の

実現化に向けた方策を

提示します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ章 将来都市像 

 ◆ 基本理念 

 ◆ 将来都市像  

 都市づくりの基本理念とそれに基づく

将来都市像を示します 
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第一節 基本理念 

 
＜都市のつくり方＞ 

市民一人ひとりがまちづくりの担い手として積極的に参加し、市民、市民公益活動団

体、企業及び事業者などと市（行政）が協働のまちづくりを進めます。また、桶川市の

歴史や文化など、まちの個性や魅力をいかした都市づくりを進めます。 

 

＜目指す都市の質＞ 

市民の視点による生活環境を大切にするとともに、広域幹線道路の結節点という地域

特性をいかした、人・モノ・情報などあらゆる交流の拠点となる都市づくりを進めます。 

 

この二つの視点を、これからの桶川市における都市づくりの基本理念とします。 

 

本市の都市計画マスタープランにおける将来都市像は、「都市づくりの基本理念」に

基づき「桶川市第五次総合振興計画」の将来像をふまえ、次のように定めます。 

 

「みんなが主役の生活環境・交流拠点都市・桶川」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、本市の都市計画マスタープランは、平成７～８年（１９９５~１９９６年）に

行われた市民と市職員の協働作業により策定したものを基本とし、平成２５年（２０１

３年）に改定しました。 

みんなが主役の 
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第二節 将来都市像 

 

１．都市のつくり方 ～参加と協働～ 

 

本市の都市づくりの目標は、桶川に暮らす人々、桶川で働く人々、桶川を訪れる人々

みんなが使いやすく、快適に過ごせる環境をつくりだすことにあります。そのためには、

市民、市民公益活動団体、企業及び事業者などと市（行政）をつなぐ情報提供の仕組み

を整え、様々な立場の人々が積極的に都市づくりに参加し協働する「みんなが主役の都

市づくり」を実践していかなければなりません。 

ここでは、参加と協働による都市づくりを進める基本的考え方として、＜桶川らしさ

を生みだす都市づくり＞と＜持続的に進めるまちづくり＞の二つの目標を示します。 

 

（１）桶川らしさを生み出す都市づくり 

様々な立場の人々が桶川という一つの都市に集まり、桶川らしさを感じられる、快

適な環境をつくるためには、相互理解と相互扶助の精神を育てるためのコミュニティ

の形成が必要です。 

そこで、生涯学習や郷土学習、環境学習などの充実を通じて、地域社会や市政、ま

ちづくりに対する市民の理解と関心を高め、参加の気運を育てます。 

 

①市民が地域社会への参加意識を醸成するために、共有できる桶川のシンボルを育て、

桶川のアイデンティティを確立し、桶川らしさを育てるまちづくりを進めます。 

②市民相互の交流、市内の芸能や行事はもとより市内で生産した農産物、工業製品な

どの情報を提供し、「職・遊・住・学」の各分野で桶川らしさを生み出す都市づくりを進

めます。 

③農業者を中心とした市民交流により、都市における農業の役割や農業の将来に対す

る相互理解を深め、都市近郊農業の振興を図ります。 

④身近なまちづくり計画やまちの維持・管理の主体となり、高齢者や障がい者などの生

活支援や災害への備え、青少年の健全育成などを担うコミュニティ活動を支援しま

す。 

⑤ボランティアの活動拠点づくりを進めます。 

 

（２）持続的に進めるまちづくり 

生活環境に対する市民の要望にこたえるためには、従来の縦割り行政の枠にとらわ

れない柔軟な取り組みが必要です。 

そこで、生活環境の整備にあたっては、地域住民の参加によって十分に関係者の合

意形成を図り、地区計画や建築協定、緑地協定、都市計画の提案制度などを活用し、

道路の改良や建物の建て替えなどの機会をとらえ、少しづつ問題点を改善していく持

続的なまちづくりを進めます。 
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①現在住んでいる生活環境の改善を優先し、将来のための市街地開発は、社会動向を

見極めつつ、段階的に進めます。 

②桶川市全体の生活環境の質を確保できるよう、自然環境の保全とバランスのとれた開

発を誘導します。 

③社会経済の動向に配慮した計画の管理と計画の見直しを的確に行います。 

 

２．目指す都市の質 ～生活環境・交流拠点都市～ 

 

本市の豊かな歴史的資源や水と緑に恵まれた自然環境、交通の結節点としての立地条

件をいかし、活気ある産業や地域文化を育て、２１世紀にふさわしい住みやすく働きが

いのある「生活環境・交流拠点都市」を目指します。 

ここでは、本市の目指す都市に求められる質として、「歩いて暮らせる安心・安全の

まちづくり」、「広域交通網をいかしたまちづくり」、「水辺と農が調和するまちづくり」

の三つの視点から、将来都市像の実現のための基本的考え方を示します。 

 

（１）歩いて暮らせる安心・安全のまちづくり 

少子高齢化の進行、人口減少社会の到来など、高齢者、障がい者、若者、子育て世

代などが安心して住み続けられる、安全で利便性の高い住環境の整備が求められてい

ます。 

そのため、日常的に歩いて行ける範囲を基礎的な地域コミュニティととらえ、日常

生活に不可欠な商業機能や公共サービス機能、福祉・医療機能、防災機能、公園緑地

などを地域ごとにバランス良く配置していきます。 

さらに、各地域コミュニティ間の連携を図るためバスなどの公共交通網の充実や環

境に配慮した自転車の利用促進により、だれもが安心して住み続けられ、歩いて暮ら

せるまちの実現を目指します。 

 

（２）広域交通網をいかしたまちづくり 

数年後、首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」という）及び上尾道路の開通

が予定されており、広域交通網が大きく改善されます。本市の発展にとって、広域交

通の結節点による利便性をいかした製造業や流通業務施設などの産業立地を誘導す

る良い機会になります。また、広域交通網の充実に伴い、都市近郊農業や宿場町の文

化と歴史を持つ本市の特性をいかした観光まちづくりの推進による交流の活性化な

ど、幅広い産業振興に取り組んでいきます。 

今後は、圏央道インターチェンジ周辺の土地利用については、田園都市産業ゾーン

基本方針に基づき整備を進めるとともに、上尾道路などの広域幹線道路の沿道では周

辺環境に配慮しつつ沿道型サービス施設の充実、川越栗橋線及び西側大通り線の交差

部では広域交通網をいかした商業施設などの都市機能の充実を進めます。 

また、桶川駅周辺の中心市街地においては、ターミナル機能を充実させ都市拠点の

形成、広域幹線道路沿道などに道の駅などの観光のまちづくり拠点を整備し、人・モ
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ノ・情報が行き交う交流拠点都市として、市全域に活力を生みだすための計画的な土

地利用を進めます。 

 

（３）水辺と農が調和するまちづくり 

本市境には、東に元荒川、西に荒川が流れ、市内には中小河川の源流地があります。

こうした豊富な水辺環境を有する本市の郊外では、農業生産の継続とともに自然環境

を保全し、再生していくことが求められています。 

なかでも農地は、農産物を生産する空間であり、安全な食料供給と潤いのある都市

生活への役割は大きいものがあります。また、農業や自然環境に親しむことができる

身近な場として、あるいは健康づくりの場として、市民の農地への期待が高まってい

ます。 

今後は、新規農業者の就労支援や地産地消など、農業振興を積極的に行い、耕作放

棄地を健全な農地に活用する支援を行っていくとともに、本市の郊外においては、多

くの市民の参加を促進しながら、水辺と農が調和する土地利用を進めます。 
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３．将来都市構造 ～集約型の都市構造～ 

 

「１．都市のつくり方～参加と協働～」及び「２．目指す都市の質～生活環境・交流

拠点都市～」を受け、桶川市の将来都市構造を「集約型の都市構造」とします。 

 

（１）将来都市構造の基本的考え方 

 

① 市街地と田園地域で構成 

本市の都市構造は、桶川駅や中山道周辺を中心とする既成市街地と、坂田地区、日

出谷地区の中には、良好な基盤整備を進めている新市街地があります。一方、市東西

の市街化調整区域には、農村と住宅が調和した景観を保持する田園地域があります。 

本市は、既に少子高齢化が進んでおり、日常生活のコミュニティにおいては、地域

福祉・医療・買い物サービスが可能な、安心して住み続けられ、歩いて暮らせる地域

社会の形成が重要になります。そのためには、中心市街地の都市拠点と市東西の地域

生活拠点からなる集約型の都市構造を実現をしていくことが必要です。 

② 中心市街地の都市拠点化 

桶川駅周辺の中心市街地を本市の都市拠点と位置づけ、市の文化・交流機能の中心

として充実します。この中心市街地では、拠点性を確保するため、桶川駅東口のター

ミナル機能を確立し、人・文化などのさまざまな交流や業務機能の充実を図ります。   

そこで、駅東口・西口の商業環境の向上と合わせて、中山道をいかしたまちづくり

やまち並みの創出により、人が集まる魅力をもつ都市拠点としての活性化を推進しま

す。 

③ 東西の地域生活拠点の形成 

本市の市街地は、桶川駅及び中山道周辺を中心とした既成市街地と東西の新市街地

からなります。本市においては、１万人程度の小学校区域のコミュニティを日常の生

活圏とし、２つの小学校区域を合わせた中学校区域程度を地域生活圏と位置づけ、東

側の坂田地区及び西側の日出谷地区の新市街地には、歩いて暮らせるまちの中心とし

て地域生活拠点を形成します。 

また、地球温暖化対策として、日常の生活圏、地域生活圏内の移動手段を徒歩また

は自転車を利用するライフスタイルの確立を目指します。 

④ 身近なコミュニティ拠点の充実 

コミュニティ拠点は、地域福祉や集会施設、診療所などが立地する既存集落の中心的

な区域であり、地域生活拠点との連携を図ります。少子高齢化、価値観の多様化、プラ

イバシーの配慮などから地域の結びつきが希薄化する中、世代間を越えた交流やさまざ

まな活動の場として、公民館などを中心にだれもが安心して住み続けられる地域づくり

を目指します。 

⑤ 市内をつなぐネットワークの充実 

高齢者を含む多くの市民が容易に生活移動できるよう、公共交通機関のネットワー

クの整備・充実が必要です。桶川駅周辺の既成市街地を中心とした都市拠点と坂田地

区及び日出谷地区に位置づけた２つの地域生活拠点、そして、新市街地の外に広がる

東西の田園地域との間を結ぶ公共交通網の充実を図ることにより、市内での移動や地
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域間の交流が容易になることを目指します。 

 

（２）将来都市構造～集約型の都市構造～ 

 

本市の都市構造を踏まえ、市街地、田園、工業系、商業系のゾーンに土地利用を区

分します。その上で、計画的な誘導エリアを設定し、都市拠点、地域生活拠点、コミ

ュニティ拠点、観光まちづくり拠点、公園・みどりの拠点からなる５つの拠点の形成

を図るとともに、緑・水辺軸及び沿道サービス軸からなる２つの軸を位置づけます。 

【ゾーン】 

① 市街地ゾーン 

桶川駅周辺の中心市街地では、東口駅前広場、駅東口通り線などの整備に合わせて、

若い世代や高齢者など多様な世代が住める利便性の高い住宅地を目指します。既成市

街地の基盤整備が整った地域では、良好なまち並みを維持保全するとともに、基盤が

未整備な地域では、生活道路やオープンスペースなど生活環境の改善に取り組んでい

きます。また、坂田地区や日出谷地区においては、計画的な市街地整備を進め、質の

高い居住環境を創出します。 

② 田園ゾーン 

郊外に広がる田園地域では、優良農地の保全や土地改良事業などによる農業基盤の

確立、観光農業・直売所などの推進を図り、都市近郊農業のための営農環境を保全し

ます。米、路地野菜、花・鉢物、果樹、畜産など多様な都市農業の展開を目指します。 

また、田園風景の維持とともに生垣や屋敷林などを保全し、既存集落や住宅地の生

活環境の向上を図ります。なお、（仮称）桶川インターチェンジ北西の加納北部地区

については、敷地規模にゆとりある優良な田園型住宅地として農住調和地区と位置づ

けます。 

③ 工業系ゾーン 

既存工業団地や工業地では、企業の操業環境を維持し、製造・流通加工などの生産

活動が活性化するように努めます。土地利用転換の機会には、住宅地化を未然に防止

し、生産・流通活動の高度化・情報化に伴う業種転換を促し、生産・研究開発活動の

場であることを維持します。 

④ 商業系ゾーン 

桶川駅周辺では、都市拠点として商業施設、業務施設、文化施設、都市型住宅など

が連続し、歩いて暮らせる快適で利便性の高い都市空間の形成を目指します。特に、

駅東口では、まちの顔となる駅前広場や駅東口通り線の整備を進めるとともに、旧桶

川南小学校跡地の利活用と合わせて、商業環境の充実や街なか居住の推進を図ります。

また、中山道沿道では、歴史、文化をいかしたまち並みの保全・創出や景観誘導など

を図り、基盤整備と連携した街なか観光に力点を置き、旧郵便局跡地や中山道宿場館

などの利活用により、回廊性を高める魅力ある観光まちづくり拠点を形成します。さ

らに、新市街地における地域生活拠点と位置づける日出谷地区には、最寄り品のみな

らず買回り品を含む商業地の形成を誘導します。 
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【計画的な誘導エリア】 

① 複合開発エリア 

首都圏中央連絡自動車道による交通利便性の向上をいかし、周辺環境と調和した土

地利用を進めるエリアとして、（仮称）桶川インターチェンジ周辺地域では、製造業

や流通業務などの工業系の土地利用を進めます。既に開通している桶川北本インター

チェンジ周辺地域については、資材置き場などの乱開発抑止に努め、物流・業務サー

ビス、製造業、情報、研究などの産業施設の誘導を図ります。 

 

【拠点の形成】 

① 都市拠点 

桶川駅周辺の中心市街地では、本市の都市拠点と位置づけ、駅東口、西口を一体的

な中心市街地としての形成を図り、拠点性を確保していきます。駅東口は、都市機能

の充実を図るため、駅前広場及び駅東口通り線の整備を促進し、あわせて文化・交流・

業務機能を充実させます。また、旧桶川南小学校跡地については、都市拠点にふさわ

しい利活用を図ります。さらに、中山道沿道は、歴史・文化をいかしたまち並みの保

全・創出を図ることにより、旧郵便局跡地や中山道宿場館などの観光資源をいかした

魅力あるまちづくりを進め、活性化を図ります。 

② 地域生活拠点 

東西の新市街地では、歩いて暮らせるまちの中心として２つの地域生活拠点を形成

します。坂田地区には、日常生活に必要な公共施設、医療・福祉施設などの生活利便

施設、また、日出谷地区には、坂田地区の施設に加え、広域的交通網をいかした商業

施設などを集約した地域生活拠点を形成し、利便性の高い安心して住み続けられる、

歩いて暮らせるまちづくりを進めます。徒歩、または自転車を利用するライフスタイ

ルを、市街地において実現することにより地球温暖化防止にも貢献します。 

③ コミュニティ拠点 

コミュニティ拠点では、地域の住民が集い交流し、文化・伝統の継承や、コミュニ

ティの充実を図ります。また、集会施設や学校、公園、広場を活用し、日常生活に必

要な機能の充実に努め、地域の活性化を図ります。 

④ 観光まちづくり拠点 

観光まちづくり拠点については、中山道の歴史やべに花ふるさと館の農文化など、

地域の固有な歴史と文化をいかし、それらを継承するイベントの開催、中心となる施

設の充実などを図ります。また、川田谷の旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場については、

その利活用に努めるとともに、荒川沿川のサイクリングロードとのネットワーク化を

図ります。さらに、道の駅など地域の活性化施設を川田谷地区の交通利便性が優れる

広域幹線道路沿道に整備し、観光まちづくり拠点の形成を進めます。 

⑤ 公園・みどりの拠点 

公園・みどりの拠点については、荒川、元荒川の上流から下流に連続する緑・水辺

軸の水辺環境を保全するとともに、遊歩道、サイクリングロード、休憩スポットの整

備の促進を図ります。さらに、子ども公園わんぱく村、駅西口公園、城山公園周辺な

どで公園・みどりの拠点の充実を図ります。 
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【軸の形成】 

① 緑・水辺軸 

荒川流域では、貴重な生態系の保全・再生のために、自然再生推進法に基づく取り

組みを市民と行政が一体となって進めています。綾瀬川、元荒川、赤堀川、江川、石

川川などの中小河川の水辺をいかし市民が憩い、安らぎを得ることができる水辺環境

を創出するとともに、桜堤、サイクリングロードの整備を促進します。さらに、公園・

みどりの拠点と市民緑地、街区公園、公共施設などの緑のネットワークの形成を図り

ます。 

 

② 沿道サービス軸 

市街化区域内の県道川越栗橋線は、４車線道路となり、沿道型商業施設や物流・業

務サービス施設の集積が期待されます。 

さらに、広域幹線道路である上尾道路沿道においては、交通利便性をいかし、沿道

型サービス施設の立地が可能になることから、周辺の田園環境や生活環境、景観形成

に配慮した適切な土地利用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ章 全体構想 

 ◆ 都市の現況と課題 

 ◆ 都市整備方針 

 都市全体の現況・課題と都市整備方針

を示します 
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第一節 都市の現況と課題 

 

１．現況 

 

 本市域は、中央部の台地とその東西に広がる低地と台地が入り組んだ地形によって

構成されています。台地上には麦や紅花など農産物の集散地や中山道の宿場として栄

えた中心市街地が、その東西には太古から人が暮らし、農産物の生産地でもあった、

豊かな郷村が組み合わされた、安定した地域環境が形成されていました。しかし、高

度経済成長期以降、首都圏の住宅供給地として急激な都市化による市街地の拡大が進

み、現在に至っています。 

 現在の都市軸は、ＪＲ高崎線及び中山道などの主要道路に沿って南北方向の都市軸

が主軸となっていますが、都市計画道路滝の宮線などの東西軸が整備されつつありま

す。さらに、中心市街地や初期に開発された住宅地では、人口の高齢化や空洞化、建

物や道路などの老朽化が進行しています。 

 また、市街化調整区域

においては、過去に行わ

れた既存宅地の細分化

や農地の埋立、裸地化が

進み、良好な集落環境や

田園風景が失われ始め

ています。 

 さらに、数年後には、

圏央道の県内全線開通

が予定されており、上尾

道路の事業化も進んで

いることから、本市を取

り巻く交通条件が大き

く変化することが予測

されます。 

 

 

 

 

 

0     500  1,000 1,500 2,000      3,000m 

35～30ｍ        20～15ｍ 
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25～20ｍ        10～5ｍ 

□地形図 



 - 12 - 

 

 

 

資料：国勢調査 

資料：市統計資料 

資料：2010 農林業センサス 

□人口・世帯数の推移 

□高齢化の状況 

□農家・農業就業人口及び耕地の推移 
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事業所数
（箇所）

人口1万
人あたり

年間商品販売
額（100万円）

人口1万
人あたり

売場面積
（㎡）

人口1万
人あたり

桶川市 510 69.2 52,825 7,169.8 65,885 8,942.4 73,677

鴻巣市 771 64.5 85,633 7,160.3 129,100 10,794.9 119,594

上尾市 1,105 50.2 277,171 12,585.4 214,843 9,755.3 220,232

北本市 413 58.9 66,259 9,448.6 80,749 11,514.8 70,126

さいたま市 7,028 59.7 1,260,944 10,719.5 1,178,523 10,018.8 1,176,314

埼玉県 44,573 63.2 6,337,840 8,984.4 6,928,355 9,821.5 7,054,243

人口（Ｈ17）

小売業計（Ｈ19）

＜周辺市との比較＞ 

資料：経済産業省「商業統計表」（6 月 1 日現在） 

資料：県統計課 HP「工業統計調査」（Ｈ22） 

資料：全国大型小売店総覧 2012 

資料：国勢調査 

資料：道路管理課 

□小売業の状況 

□工業の状況 

□市道整備の状況 

□ＤＩＤ地区の状況 

□大型小売店舗数 
（新規予定店含む） 
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２．課題 

 

 都市整備方針の立案に先立ち、ここでは、計画の背景としてふまえられるべき課題

を、基本理念に沿って、＜都市のつくり方に係る課題＞と＜目指す都市の質に係る課

題＞、さらに都市整備方針の前提となる＜市街化の状況に対応する課題＞の三項目に

まとめて整理します。 

 

（１）都市のつくり方に係る課題 

 

 将来都市像で掲げた「みんなが主役」の都市づくりに係わる課題を整理します。 

 

■ コミュニティ・市民意識 

 東京のベッドタウンとして人口が増加してきた経緯もあり、市民の地域に対する愛

着や地域活動への参加、市民間の交流が少ないなどの課題があります。 

 

◇新たに転入してきた人も、暮らしの中で郷土愛とコミュニティを育める都市づく

り 

◇市民共有のシンボル、桶川らしさの確立 

◇平成２３年４月に策定された「みんなでつくる 愛着のもてるまち おけが

わプラン桶川市協働推進計画」にもとづいた、市民・企業・行政が各自の

特性をいかした協働のまちづくりの実現 

◇市民が参加しやすい情報の公開と、意見が反映される仕組みづくり 

◇市民が主体的に都市づくりや都市施設の管理・運営などに参加できるような仕組

みの充実 

◇ゴミの不法投棄や放置自転車、自転車利用者・歩行者の交通マナーなど市民の公

共モラルの改善 

 

 

■ 活性化 

 多くの市民の就労・消費・レクリエーション活動が市外へ流出しており、市の活性

化をいかに図るかが課題となっています。 

 

◇通勤者層と自営者層、世代間、地域間、広域間などの多様な市民交流の促進 

◇消費やレクリエーションなどの市民活動の市外流出をくい止め、市域内部の物質、

経済、情報などの循環を高める都市づくりの推進 

◇体験農園など都市型農業の幅広い振興の推進 

◇都市近郊農業の活性化を支援する仕組みづくり 

◇イベントなどの開催の受け皿となる空間の整備や管理・運営の検討 

◇広域幹線道路網の整備を受けた都市づくりの具体化に向けた取組みの推進 

◇中心市街地活性化基本計画などの基本理念を受けた中心市街地活性化の実現に向

けた取組みの推進 

 



 - 15 - 

 

■ 少子高齢化・ライフスタイル 

 本市でも、出生数は低下傾向にあり、市域全体の高齢化率が高くなりつつあります。

また、経済の低成長や通信技術の発達に合わせ、ライフスタイルも変化してきており、

そのような社会的変化への対応が課題となっています。 

 

◇高齢者や障がい者などに配慮した都市形成に向け、公共交通の拡充、道路や建物

のバリアフリー化、歩道の充実などの推進 

◇余暇時間の増大や女性の社会進出、高度情報化社会や国際化の進展など、ライフ

スタイルの変化に対応する都市づくり 

◇安心して子育てのできる都市環境の整備 

 

 

■ 行政 

 市民との協働に対応するため、市民への情報の発信と共有及び、行政の各分野の枠

を越えた連携が求められています。 

 

◇低成長時代の社会動向をふまえた行政の効率化 

◇縦割り行政の枠にとらわれない柔軟な組織づくり 

◇都市計画における、隣接市町および広域圏の連携と調整 

◇県南と県北の広域行政圏に挟まれた中での特長ある地域整備の目標設定 

◇国、県への要請、役割分担と連携を明確化した上での広域行政による効果的な都

市づくり 

 

 

（２）目指す都市の質に係る課題 

 

 将来都市像で掲げた「生活環境・交流拠点都市・桶川」の実現に係わる課題を整理

します。 

 

■ 地域特性・緑の保全 

 中山道沿いの史跡や民俗芸能、河川環境、斜面林をはじめとして、多くの貴重な地

域資源が残されており、また、低炭素都市づくりの観点からも、今後の都市づくりに

おける保全・活用が課題となっています。 

 

◇地形や現存する動植物、史跡など貴重な地域資源の保全・活用 

◇社寺林、斜面林、平地林、屋敷林などの緑の保全・活用 

◇生産緑地をいかした緑の保全・活用 

◇荒川・江川の自然・生態系の保全・再生に向けた取組の推進 

◇低炭素社会の実現のため、集約型都市構造への転換、交通流対策の推進、公共交

通機関の利用促進 
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■ 都市基盤・都市施設 

 土地区画整理事業などにより計画的に基盤整備が行われている地区以外では、道路、

公園などの都市基盤が不足しています。また、首都圏中心部への交通や市内の交通網

の整備など、急激な都市化に対応した都市基盤・施設整備が課題となっています。さ

らに、都市基盤が未熟なまま、市街化区域内農地の宅地化が進行しています。 

 

◇桶川駅周辺の都市拠点、東西の地域生活拠点において、将来像の実現に向けた土

地利用の検討 

◇歩いて暮らせるまちづくりの実現に向け、コミュニティバスなどの公共交通によ

る各拠点間のネットワークの強化や安全な歩行者空間の確保 

◇都市基盤が不足している地域における生活環境の整備 

◇市民ニーズや地域バランスに配慮した都市基盤・都市施設の整備 

◇南北方向の都市軸の充実と東西方向の都市軸の整備 

◇沿道土地利用やコミュニティ形成をふまえた道路の段階的な構築 

◇市街化区域内農地の宅地開発による敷地の細分化を防止し、農と住の調和のとれ

た、かつ、防災面でも安全性の高い、良好な住環境を形成するための計画的な土

地利用の推進 

◇ＪＲ高崎線の混雑緩和 

◇利用者の動向を検証し、市内循環バスのルート、運行本数などの見直しの検討 

◇地形的に平坦である特性をいかし、環境にやさしい交通手段としての自転車利用

の促進と自転車ネットワークの充実 

 

 

■ 景観 

 中心市街地での建物の老朽化、緑の減少、広告物の氾濫、郊外部での宅地化、耕作

放棄など、都市化の進行が地域景観に影響を与えており、今後の都市づくりに合わせ

た景観形成が課題となっています。 

 

◇大規模工作物などによる景観阻害 

◇看板・広告物類のルール化の検討 

◇幹線道路沿道の景観誘導 

◇住宅地のまちなみの改善 

◇公共施設の緑化やデザインの改善による景観形成 

◇景観を阻害する要因となっている、ゴミなどの不法投棄への対応 

◇良好な景観の誘導を進めるため、桶川市景観計画を策定 
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■ 防災・防犯 

 狭幅員道路が多く公園が少ないなど、中心市街地をはじめとする既成の市街地の一

部で、災害への備えが課題となっています。また、地域における防犯組織の強化など、

地域の防犯体制の充実や市民の防犯意識の向上が求められています。 

 

◇防災対策、災害対応を考慮した道路や公共空地のネットワークなど、防災に配慮

した都市基盤・都市施設の整備 

◇防災対策、災害対応を考慮したコミュニティによる地域防災組織の更なる充実と

行政との協調体制の確立 

◇老朽化した公共施設の防災機能の強化や耐震構造への改善 

◇防火・準防火地域の指定による不燃化の促進 

◇防犯パトロールや防犯教室の開催などによる防犯意識の高揚と防犯組織の強化 

◇街路灯の整備や自治会との協力による防犯灯の適正配置の推進 

◇犯罪に強い都市環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身近で貴重な自然環境 大規模工作物による景観阻害 
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（３）市街化の状況に対応する課題 

 

都市整備方針の背景を明確化するため、市街化の状況に対応した課題を整理します。 

 

■ 既成の市街地 

 既成の市街地では、公園や緑などによるゆとりや快適性、安全性が不足しています。

特に中心市街地では、活性化と基盤整備の遅れや都市施設の不足への対応が課題とな

っています。 

 

◇既成の市街地の一部にみられる脆弱な都市基盤の改善 

◇中心市街地（特に桶川東地域）での緑とオープンスペースの確保 

◇中山道沿道地域での歴史と文化をいかしたまちづくりの推進 

◇旧桶川南小学校跡地を活用した、駅前の交通環境及び商業環境の充実 

◇都市デザイン（中山道沿道、駅周辺）の推進 

◇人口が集中する地区における防災対策 

 

 

■ 新しい市街地 

 新しい市街地では、身近な自然を保全・活用する快適なまちづくりや、農地と住宅

が調和したまちを実現する手法が確立していないことが課題となっています。 

 

◇緑とオープンスペースの整備水準の向上 

◇計画的な基盤整備がなされないままに市街化が進行した地区においては、地区計

画などの規制誘導手法によるまちづくりの推進 

◇計画的な基盤整備（土地区画整理事業など）に合わせた地域資源の保全・活用策 

◇土地区画整理事業後の良好なまちなみの誘導 

◇住宅と工業の計画的な分離 

◇施行中の土地区画整理事業の推進 

 

 

■ 市街化調整区域 

 市街化調整区域では、農地を保全しつつ、適正な土地利用のコントロールが求めら

れています。 

 

◇都市計画法の適切な運用に基づく市街化調整区域の宅地開発 

◇低地、河川敷をはじめとする田園地域における身近な自然環境の保全 

◇冠水することが多い地区での遊水機能の保全 

◇圏央道のインターチェンジやジャンクションからの市街化圧力に対応した、計画

的な土地利用の誘導 
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第二節 都市整備方針 

 

 本節では、＜土地利用の方針＞と、＜市街地整備の方針＞、＜交通体系整備の方針

＞、＜河川およびその他施設の整備方針＞、＜緑豊かな都市整備の方針＞、＜景観形

成の方針＞、＜都市防災の方針＞の、７つの都市整備の分野別方針をまとめます。 

 

１．土地利用の方針 

 

 全市的な土地利用の目指すべき方向として、安心して住み継ぐことのできる生活環

境・交流拠点都市としての土地利用を目指します。 

 また、市域中心部や郊外地域それぞれの身近な生活圏の中心となる「地域生活の核

（地域生活拠点・コミュニティ拠点）」を形成し、日常生活の利便性を高めるとともに、

安心して住み続けられる、歩いて暮らせるまちづくりを進めます。 

 市域中心部では、主体となる住居系土地利用における住環境の整備や活力ある商業

業務地区の形成を図るとともに、工業流通系用地や市街化区域内農地の計画的な規

制・誘導により、住環境と様々な土地利用との調和を図ります。 

 東西の郊外地域では、それぞれの地域特性を活かす土地利用を展開します。特に、

圏央道のインターチェンジ周辺地区を「複合開発エリア」に位置づけ、交通利便性の

向上をいかした土地利用を進めます。 

 

■ 市街化区域と市街化調整区域の線引きの方針 

 急激な人口増加により、都市基盤が未整備なまま拡大した現在の市街地の生活環境

整備を優先して進めます。 

 その上で、（仮称）桶川インターチェンジ周辺地域及び桶川北本インターチェンジ

周辺地域を、「複合開発エリア」と位置づけ、交通利便性をいかして、製造業、物流・

業務サービス、研究・情報などの産業施設の誘導を図り、周辺環境と調和した土地利

用を進めます。 

 更に、上尾道路や圏央道、北本市のＪＲ高崎線新駅誘致の動向などを見定めながら、

地権者の合意形成を踏まえた土地利用を図ります。 

 

（１）市街化区域の方針 

 市街化区域内の土地利用の方針を、用途地域区分に準じて＜住居系＞、＜商業系＞、

＜工業系＞の３項目にまとめます。 

■ 住居系土地利用の方針 

①原則として桶川駅周辺に利便性の高い集合住宅などの都市型住宅を誘導し、その

周囲には戸建て住宅などの低密度のゆとりある低層住宅を誘導します。 

②広幅員道路沿いの第一・二種住居地域や準住居地域などでは、後背地の住環境と

の調和やコミュニティ形成に配慮しつつ、日常生活に必要な商業機能の立地など

住環境とのバランスを考えた土地利用を誘導します。 

③住居系土地利用の中の生産緑地や既存林を積極的に評価し、良好な住環境を形成
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するための資源として活用します。 

 

■ 商業系土地利用の方針 

①駅周辺の商業地域では、東口周辺の整備を推進し、西口周辺地区と一体的な市の

中心商業地区の形成を目指します。 

②大規模店舗主体の西口側と、歴史的まちなみの商店街主体の東口側とのそれぞれ

の商業地の魅力づくりを支援します。 

③商業系土地利用と住宅、店舗、事務所などによる商業・居住・文化などの諸機能

が組み合わされた、歩いて暮らせる商業市街地の形成を目指します。 

④日出谷地区の地域生活拠点において、広域的な交通網をいかした商業施設などを

集約した商業系土地利用を誘導します。 

 

■ 工業系土地利用の方針 

①市街化区域中央北部に位置する工業専用地域について、当面は隣接する住居系土

地利用の環境との調整を図り、工業専用地域内での緩衝空間の整備を進めます。 

②準工業地域では土地利用の無秩序な混在化が懸念されるため、適正な都市基盤整

備とともに地区計画などを導入し、秩序ある土地利用を目指します。 

 

（２）市街化調整区域の方針 

 市街化調整区域では、原則として農業振興地域などの環境特性をいかした土地利用

を図ります。 

①農業振興地域を基本としつつ、都市公園や教育施設等の公共施設などの土地利用

を、環境特性をいかしながら展開します。 

②上尾道路沿道や圏央道インターチェンジ周辺など、交通利便性が高まる地区では、

乱開発防止に努め、地権者合意の上に良好な開発を誘導し、保全と開発のバラン

スのとれた土地利用と地域の活性化を図ります。 

③河川敷では、首都圏近郊緑地保全法や河川法に定められた規制の枠内で、河川環

境と調和のとれた土地利用を図ります。 

④複合開発エリアとして位置づけている（仮称）桶川インターチェンジ周辺地域で

は、製造業や流通業務などの工業系の土地利用を進め、桶川北本インターチェン

ジ周辺地域については、資材置き場などの乱開発抑止に努め、物流・業務サービ

ス、製造業、情報、研究などの産業施設の誘導を図ります。 
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土地利用方針図 
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２．市街地整備の方針 

 

 原則として既成の市街地の生活環境整備を優先します。 

 また、市街化区域内農地を、良好な住環境を形成する地域資源として都市計画的に

評価し、将来にわたり保全する農地（公共の空地的役割を果たす農地、公共の空地の

予定地としての農地）と、計画的に市街化を進める農地の位置づけを明確にします。

その上で、計画的な都市基盤整備に合わせた集合換地などによる農地の再配置を進め、

営農の利便性と市街地における地域資源としての役割を高めます。 

 以下、＜市街化区域における方針＞と、上尾道路、圏央道への対応などによる将来

的な開発を想定する＜市街化調整区域における方針＞をまとめます。 

 

（１）市街化区域の方針 

 市街化区域内の市街地整備の方針を、＜中心市街地＞、＜既成の市街地＞、＜新し

い市街地＞の３項目にまとめます。 

■ 中心市街地の方針 

①駅周辺地区：駅東口、西口を一体的な中心市街地としての形成を図り、拠点性を

確保します。都市拠点として、商業施設、文化施設、都市型住宅などが連続し、

歩いて暮らせる快適で利便性の高い都市空間の形成を目指します。 

②駅東口周辺整備検討地区：駅東口は、都市機能の充実を図るため、駅前広場及び

駅東口通り線の整備を促進し、旧桶川南小学校跡地の利活用と合わせて、文化・

交流・商業・業務機能を充実させます。また、中山道沿道は、歴史・文化をいか

したまち並みの保全・創出や景観誘導などを図り、基盤整備と連携した街なか観

光に力点を置き、旧郵便局跡地の利活用により、回廊性を高める魅力ある商業環

境を創出します。 

 

■ 既成の市街地の方針 

①既成市街地：本市の既成の市街地の多くは、都市基盤が未整備なままに市街化が

進行し、土地区画整理事業などの面整備が困難な状況であり、地区計画などの制

度を活用し、地区住民の参加により少しずつ都市基盤の改善を進めます。 

②市街地改善誘導地区：既成の市街地の中でも、特に道路やオープンスペースなど

防災面に問題がある地区を「市街地改善誘導地区」と位置づけ、重点的に都市基

盤の改善を進めます。 

 

■ 新しい市街地の方針 

①土地区画整理事業地区：土地区画整理事業により計画的な市街地整備がなされる

地区では、良好な宅地規模、用途地域に準拠した適正な建物の立地、民地の緑や

街路樹など緑とオープンスペースの充実、良好なまちなみ景観などの上物の誘導

のため、地区計画や各種協定などを活用し、市民と行政の協働により良好な市街

地の形成を進めます。また、土地区画整理事業などの面整備にあたっては、予め

保全すべき斜面林などの既存の緑地に配慮し、開発と身近な自然環境などの保全

との両立を目指します。 
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②市街化促進地区：計画的に市街化を進める農地と生産緑地が混在し、土地区画整

理事業などの面整備が困難な地区を「市街化促進地区」として位置づけ、農地の

集約化などにより、良好な宅地化と農地の保全のバランスのとれたまちづくりを

進めます。 

 

（２）市街化調整区域の方針 

①（仮称）桶川インターチェンジ周辺地区：圏央道による交通利便性の向上をいか

し、工業系の土地利用を進めます。 

②川田谷開発地区：上尾道路と川越栗橋線の交差部南西側を複合開発エリアに位置

づけます。 

③上尾道路沿道地区：交通利便性をいかし、周辺の田園環境や生活環境、景観形成

に配慮しながら、適切な土地利用を図ります。 

④桶川北本インターチェンジ周辺地区：製造業、物流・業務サービス、研究・情報

などの産業施設の誘導を図り、資材置き場などの乱開発抑止に努め、周辺環境と

調和した土地利用を進めます。 

 

 

 

 

 

 

市街地整備方針図 
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３．交通体系整備の方針 

 

 交通体系の整備にあたり生活者に配慮し、歩行空間の整備や道路緑化の充実、地域

特性をいかした道路整備、日常生活の利便性を高める公共交通網の充実を図ります。 

 また、高齢社会の進展や余暇時間の増大などの社会の変化に対応し、ユニバーサル

デザインを踏まえた道路づくりや街路灯の整備、主要な公共施設への交通手段の確保

を図ります。 

 さらに、道路の防災機能に配慮し、適切なネットワークや道路緑化による防災機能

の強化を図ります。 

 以下、＜道路交通網の整備方針＞と、＜鉄道・バスなど公共交通網の整備方針＞の

２項目にまとめます。 

 

（１）道路交通網の整備方針 

広域間を移動する通過交通と地域の交通が混在しないよう、広域幹線道路、地域幹

線道路、生活幹線道路、区画道路からなる道路の役割分担を明確化し、交通安全と歩

行者に配慮された暮らしやすいまちをつくります。 

また、住環境における道路空間の役割を重視し、街路樹などによる緑化の充実や環

境対策、街路灯の整備などを進めます。さらに、幹線道路の整備では避難路や防災生

活圏との整合性、街路樹の防火機能などに配慮します。 

以下、道路の役割別の整備方針をまとめます。 

■ 広域幹線道路（広域通過交通を処理する国、県道） 

①国や県などの広域幹線道路を建設・管理する機関に、次の事項について要請しま

す。 

◇新規路線の建設にあたり、計画の初期的段階から市民の意向を尊重すること 

◇建設時から供用開始後を通じ、沿道の地域環境への影響に配慮し十分な環境対

策を図ること 

◇広域幹線道路の建設による地域分断に対し、地域の生活道路の連続性を担保す

ること 

◇供用開始後の広域幹線道路について、環境への影響を追跡調査する体制をつく

ること 

②沿道のロードサイド型土地利用や道路景観に対する適切な誘導を行います。 

 

■ 地域幹線道路（地域間交通を処理する県、市道） 

①地域の外郭を構成し、地域間交通を処理する骨格道路を位置づけます。 

②地域幹線道路沿いでは、沿道利用を高めると同時に後背地の住環境を良好に保つ

ように規制・誘導を図ります。 

③仲仙道線などの都市計画道路の一部については通過交通を排除し、駅前通りなど

とともに歩行者を優先する道路に位置づけます。 



 - 25 - 

■ 生活幹線道路（地域内の住区を形成する市道） 

①防災生活圏を構成する道路として、人口密度に合わせ、バランス良く整備します。 

②歩車分離と街路樹整備を進め、身近な生活空間の質と防災機能の強化を図ります。 

③土地区画整理事業地区内などの地域幹線道路網の一部について、沿道の住環境に

配慮し歩行者を優先する生活幹線道路に位置づけます。 

 

■ 区画道路（宅地への進入交通を処理する市、私道） 

①歩行者と車輌が共存できる安全な道路の構造に配慮します。 

②土地区画整理事業などによる計画的な都市基盤整備を推進し、適切な区画道路を

整備します。 

③既成市街地の一部に見られる区画道路が未整備な地区は、「市街地改善誘導地区」

として位置づけ、地権者参加による持続的なまちづくりを誘導し、接道不良宅地

や袋小路の解消を図ります。 

④区画道路と宅地が接する部分の生け垣や花壇、プランターなどによる民地の緑化

やコミュニティによる沿道の環境美化活動を支援します。 

 

■ その他 

①駅前広場の整備にあたり、景観に配慮して駅前広場の中央部をバスやタクシーで

占有しないような構造を検討するとともに、高齢者や障がい者などを例外として、

駅前広場への自家用車の乗り入れの抑制を図ります。 

②駅周辺の整備などに合わせ、公営の駐車場、駐輪場の整備を検討します。 
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（２）鉄道、バスなど公共交通網の整備方針 

集約型の都市構造及び歩いて暮らせるまちづくりの実現に向け、今後一層の充実が

求められる鉄道やバスなどの公共交通網の整備方針を以下にまとめます。 

■ 循環バス「べにばな GO」 

①行政サービスと福祉的視点から、公共交通、公共施設への足として路線の充実を

図ります。 

②停留所以外でも乗り降りできるシステムなど、自由度の高い運用を検討します。 

③バス停でのベンチの設置や点字・音声案内など、高齢者や障がい者などに配慮し

ます。 

 

■ 路線バス 

主に通勤、通学の足として、市外の主要な利用施設も含め、民間事業者に対し路

線の拡充を働きかけます。 

 

■ 高崎線輸送力増強 

高崎線の通勤時間帯の混雑改善を関係当局に要請します。 

 

■ その他 

①上尾道路、圏央道の建設に合わせ、高速バスの路線開設を要請します。 

②観光と防災の観点から、荒川を利用した水上交通の開設を提案します。 

 

 

 
交通体系整備方針図 
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４．河川およびその他施設の整備方針 

 

 河川およびその他施設の整備にあたっては、生活に身近な立地と規模で地域特性を

踏まえた特徴ある施設づくりや、多目的利用できる柔軟な管理・運営など、市民が利

用しやすく親しみやすい施設づくりを進めます。 

 さらに、市民参加による施設づくりを推進して市民に愛される施設とし、管理運営

を行政と市民が協力して進めます。 

 以下、＜河川・水路＞、＜供給処理施設＞、＜その他施設＞の 3 項目をまとめます。 

 

（１）河川・水路の整備方針 

■ 河川改修の整備方針 

治水機能の確保を前提に、多自然川づくりの採用などによる環境保全と親水機能

に配慮した河川改修を関係機関との連携のもと進めます。 

 

■ 水路、調節池の整備方針 

①集中豪雨に伴う市街地での溢水など、都市型水害を防ぐため、市街地整備に合わ

せ適切な水路や調節池の整備を図ります。 

②都市における貴重な水辺空間として、平常時は散策や水辺の自然に親しめる空間

として活用します。 

 

（２）供給処理施設の整備方針 

■ 下水道などの整備方針 

①平成３６年度完了予定の公共下水道計画に基づき、公共下水道の整備を推進しま

す。 

②市街化調整区域では、合併浄化槽への転換を進め、河川の水質浄化を図ります。 

 

■ ゴミ処理対策 

①ゴミの再利用、減量化を進めます。 

②ごみ処理経費の可能な限りの抑制を図るため、広域的にごみ処理を共同で行う「廃

棄物処理の広域化」を進めます。 

 

■ 水資源の確保 

①安定給水するための水資源の確保、給水設備の保守、管理に努めます。 

②防災的視点も含め、貴重な資源である地下水の保全に努めます。 

③雨水貯留槽の設置などによる雨水の有効利用や雨水浸透を促進し、水資源の効率

的利用と環境への負荷の少ないまちづくりを進めます。 
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（３）その他施設の整備方針 

市民からの要望が高い公共施設の整備について、広域での調整を図りながら検討し

ます。また、これら公共施設の整備においては、ユニバーサルデザイン、自然エネル

ギーの利用などに配慮します。 

■ 新市庁舎 

市民の利便性の向上を図るため、防災機能やコミュニティ機能などを備えた新し

い市庁舎の建設を進めます。 

 

■ 福祉施設 

①高齢社会の進展により、福祉施策との連携が都市計画行政の最重要課題の一つで

あることを認識し、福祉の部門計画に則った福祉施設の整備を進めます。 

②日常生活の延長で福祉サービスを受けられるような施設づくりを進めます。 

③全市的な拠点機能を果たす施設として、医療と一体化された福祉施設づくりを検

討します。 

 

■ スポーツ施設 

現在不足している屋外スポーツ施設を整備します。 

 

■ 医療施設 

医療施設は、広域圏で調整を図る中で市民の利用のしやすさを確保します。 
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５．緑豊かな都市整備の方針 

 

 これからの都市づくりでは、公園整備や緑の保全について行政と市民が一体となっ

て取り組むことが最重要課題の一つとなります。そのため、公園・緑地などの「点的」

施策に加えて、緑豊かな住宅地や潤いのある中心市街地、郊外の良好な環境など、市

域全体の空間の質を高めることを目指します。 

 また、緑豊かな都市整備に係る基本的な視点として、地域特性に応じた整備の視点

と教育・文化を踏まえた整備の視点に留意します。 

 

（１）緑の整備方針 

公共が主体となる緑豊かな都市づくりの方策として、＜都市公園・緑地などの整備

方針＞、＜地域制緑地の整備方針＞、＜その他の緑の整備方針＞の３項目にまとめま

す。 

■ 都市公園・緑地などの整備方針 

①市民のスポーツ・レクリエーション需要に対応する施設整備を図ります。 

②中心市街地では、防災機能を考慮した身近な緑とオープンスペース（街区公園、

緑道など）の整備を推進します。 

③土地区画整理事業において、既存の緑の保全と創出の組み合わせによる緑とオー

プンスペースの整備を進めます。 

④郊外地域では、環境保全と一体となった公園・緑地の整備を進めます。 

⑤伝統文化の伝承や史跡、歴史的建造物などの保全策の一つとしての公園などの整

備を図ります。 

⑥新たな文化を創造する舞台としての公園などの整備を図ります。 

⑦環境教育や郷土学習、生涯学習など、教育の場として活用できる公園などの整備

を図ります。 

⑧将来にわたり公共の空地（都市公園や市民農園など）として保全すべき生産緑地

や市街化区域内農地の一部を「桶川市緑のまちづくり基本計画」などで位置づけ

ます。 

⑨生態系や湧水などの調査に基づき公園・緑地の整備を検討し、地域特性をいかし

た環境保全の施策展開を図ります。 

⑩公園づくりなどへの市民参加、コミュニティ管理の促進を図ります。 

 

■ 地域制緑地の整備方針 

①土地利用の方針を踏まえ、建築物などの立地が適さない地区では、積極的に地域

制緑地の指定を検討します。 

②農業を振興すべき区域では、農地と保水機能を保全する観点から、地域制緑地の

指定を検討します。 

③緑のベルトを構成する斜面緑地や田園地域の環境保全の核となる既存林など、都

市計画的に重要な緑について地域制緑地の指定を検討します。 

④環境保全の施策展開にいかすため、生態系や湧水などの調査に基づき地域制緑地

の対象区域を検討します。 
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■ その他の緑の整備方針 

①緑とオープンスペースが不足する中心市街地では、都市公園の他に道路残地や公

有宅地などを活用したポケットパークなどの公共空地を整備します。 

②道路や駅前広場、公共施設まわり及び公共建築物の緑化の充実を図ります。 

③街路樹を防災、景観、環境などの多目的で重要な緑として位置づけ、樹種の選定

や管理方法の検討を行います。 

④桶川駅の東西の駅前通りをシンボル軸とし、緑をいかした道路づくりを進めます。 

⑤市街化調整区域における既存の緑の保全・活用を図ります。 

 

（２）全市的規模の公園・緑地などの位置づけ 

今後、行政と市民が協力して整備の実現を目指す、近隣公園以上の都市公園と地域

制緑地を位置づけます。 

■ 既設の都市公園（近隣公園以上） 

◇城山公園（総合公園） 

◇子ども公園「わんぱく村」（近隣公園） 

◇駅西口公園（近隣公園） 

 

■ 新たに位置づける公園・緑地など 

◇江川下流域の保全・活用：ビオトープ（河畔林）などの整備 

◇荒川河川敷の保全・活用：良好な河川敷空間の形成、自然再生推進法に基づく

荒川太郎右衛門地区自然再生事業の配慮 

◇既成の市街地とその周辺の近隣公園：生産緑地の公有地化や宿場町の歴史と関

連づけた「市（いち）」の立つ公園などによる、人口集積の高い地域における公

園の整備 

◇土地区画整理事業に合わせた公園の整備 

◇備前堤周辺の環境整備による公園など：綾瀬川、赤堀川などの水辺環境や景観

をいかした、スポーツ・レクリエーションの健康活動ができる公園などの整備 

◇インターチェンジ隣接部の公園など：市民と行政の協力により既存林を保全し、

べに花ふるさと館と一体となった、文化・交流機能をもった公園などとしての

活用 

 

■ 既指定地域制緑地 

◇荒川近郊緑地保全区域 

◇市民緑地（５箇所） 

◇保存樹林（６箇所） 

 

■ 新たに位置づける地域制緑地 

◇江川流域への適切な制度の導入（近郊緑地保全区域の拡大、風致地区や都市緑

地保全地区の指定など） 

◇斜面林、既存林、屋敷林の緑地保全（特別緑地保全地区の指定など） 
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（３）緑のネットワークの形成方針 

市域全体の空間の質の高まりを市民一人一人が実感するためには、公園・緑地など

が点的に展開するにとどまらず、様々な形での緑のネットワークの形成が必要となり

ます。 

本計画では、＜川＞、＜レクリエーション系統＞、＜防災・環境保全系統＞、＜歴

史資源系統＞の４つのネットワークの形成を目指します。 

■ 川による広域ネットワークの形成方針 

①桶川（興川・おきかわ）から、河川改修における環境への配慮や上・下流自治体

の交流による広域ネットワークの形成を提案します。 

②上・下流自治体と連携した荒川河川敷の保全・活用を図ります。 

③上尾市との連携による芝川をいかした緑道整備を図ります。 

④綾瀬川、元荒川の景観をいかした環境整備と広域ネットワーク整備を提案します。 

⑤赤堀川については、埼玉県による水辺再生検討委員会での検討を踏まえ、整備を

進めます。 

 

■ レクリエーション系統のネットワークの形成方針 

①レクリエーション農業（市民農園～農業体験施設の検討）によるネットワークの

形成を図ります。 

②サイクリングロードと広域の散策ルートによるネットワークの形成を図ります。 

 

■ 防災・環境保全系統のネットワークの形成方針 

①幹線道路の街路樹により、防災機能と道路緩衝機能を有するネットワークの形成

を図ります。 

②街区公園やポケットパークなど身近な公園を緑道などで結ぶことにより、ネット

ワーク化を図ります。 

③上尾道路、圏央道の環境施設帯、工業地区での緩衝緑地の整備により、緩衝緑地

帯のネットワーク形成を図ります。 

④斜面緑地や生産緑地、屋敷林などの保全緑地をつなぐネットワーク（緑のベルト）

の形成を図ります。 

 

■ 歴史資源系統のネットワークの形成方針 

史跡や文化財をめぐる散策ルートの形成を図ります。 

 

（４）市民の協力による緑豊かな都市づくり 

市域全体の空間の質を高める緑豊かな都市を実現するためには、市民の協力が欠か

せません。ここでは、＜生産緑地の方針＞、＜民有緑地などの方針＞、＜計画的に緑

の保全・創出を進める工夫＞の３項目にまとめます。 

■ 生産緑地の方針 

①生産緑地は、都市における貴重な緑地として保全・活用を図ります。 

②生産緑地を貸し農園や紅花の花畑にするなど、市民の身近な緑地空間として活用

します。 
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■ 民有緑地などの方針 

①民地の緑化（生け垣化、宅地内緑化、遊休地緑化など）を支援します。 

②用地の取得が困難な中心市街地の公共空地を補完するものとして、借地などによ

る公共的オープンスペースの確保を図ります。 

③都市の地域資源として重要な民有林について保存樹林や市民緑地制度などを推進

し、借り上げや税優遇などで所有者の負担を軽減し一般市民への開放を進めます。 

④市内に立地する企業敷地及び民間建築物の緑化を支援するとともに、企業や民間

が、公共的オープンスペースを開放できるよう誘導します。 

 

■ 計画的に緑の保全・創出を進める工夫 

①公園の建設、緑地保全の支援や買い上げ、管理・運営の充実を図るための基金の

拡充を図ります。 

②緑や公共の空地の管理・運営を市民で担う仕組みを検討します。 

③樹木の銀行（不要になった樹木を集めて植栽樹として斡旋する制度）を検討しま

す。 

④生産緑地や空地を活用した公園・緑地の計画的な整備について、制度化を含め検

討します。 

 

 

 

 

 

緑豊かな都市整備ならびに景観形成方針図 
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６．景観形成の方針 

 

 景観形成は、市民と行政が協力して将来都市像を目に見える形で実現するための目

標となり、子供たちが桶川を誇りに思い、よりよい桶川をつくる意識を育む原風景と

なります。また、法制度面においても景観法が施行されるなど、景観に対する意識は

高まりつつあります。 

 地域それぞれの景観特性をいかし、既存林、屋敷林、史跡、文化財などの重要な地

域資源を抽出し、計画的な保全策を検討します。特に、市街地と田園が接する境界部

分の景観形成に留意します。 

 また、駅周辺の都市拠点及び新市街地の地域生活拠点を「景観形成重点地区」に位

置づけ、地域ごとの個性を創出します。 

 

（１）市街地景観形成方針 

市の中心となる＜景観形成重点地区の方針＞と、市街地景観の基調となる＜住宅市

街地の景観形成方針＞の２項目にまとめます。 

なお、市街地については、現状の街並み景観に配慮するため、建築物に一定の高さ

制限を設ける「高度地区」の指定に向けた検討を行います。 

■ 景観形成重点地区の方針 

①駅周辺地区：駅周辺のまちづくりやシンボル道路づくりにあたり、都市デザイン

の調和に配慮するとともに、歴史ある建造物や既存樹などをいかし、市の先進性

と歴史性を誇れる景観を創出します。また、電線類の地中化や建築デザインの誘

導、広告物の規制・誘導についても検討を行います。 

②坂田地区（地域生活拠点）：日常生活に必要な施設などが集積する地区では、道路

や公共空間の整備にあたって、都市デザインの調和に配慮し、地域個性の創造を

図ります。 

③日出谷地区（地域生活拠点）：商業施設や日常生活に必要な施設が集積する地区で

は、舗装、街灯、街路樹などの修景整備を図るとともに、人々の憩いの空間の整

備などにより、美しさと活気ある景観形成を進め、地域個性の創造を図ります。 

 

■ 住宅市街地の景観形成方針 

①民地の緑化の充実に向け、支援策を検討します。 

②ブロック塀の排除、生け垣化の促進による景観と防災の両立を図ります。 

③地域幹線道路と広域幹線道路の歩車の分離と、街路樹整備による景観形成と防災

軸としての強化を図ります。 

④生活関連の身近な公共施設の緑化などによる景観形成を図ります。 
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（２）田園景観形成方針 

 郊外地域の良好な景観を評価し、田園景観を損なわないように開発との調和を図

ります。 

①集落地区の景観形成を進め、無秩序な開発による景観の荒廃化の抑制を図ります。 

②周辺の田園景観と調和する郊外道路の作り方を検討します。（歴史的な道の線形を

いかし、沿道の家屋や屋敷林などの沿道の景観資源を活用します。） 

③公共施設における地域の景観特性への配慮を図ります。 

④遊休農地での不法投棄や野立て看板など、田園景観を阻害する要因の規制・誘導

策を検討します。 

 

７．都市防災の方針 

 

 「災害に強い都市」とは、被害を受けない、被害を最小化した都市です。「避難しな

くてよいまちづくり・都市づくり」を目標に、ハードおよびソフトの両面から見直し

を行います。 

以下、＜防火地域・準防火地域の指定＞、＜防災基盤整備＞、＜防災生活圏の形成＞、

＜防災マネージメント＞の４項目にまとめます。 

 

（１）防火地域・準防火地域の指定 

①建築物などの防火性能を集団的に向上させ、火災の延焼拡大を抑制するため、商

業系の用途地域では、防火・準防火地域の指定を進めます。 

②住居系の用途地域においても、市街地の集積状況に応じ、土地利用転換などに際

しては、市民の合意形成のもとに準防火地域の指定を進めます。 

 

（２）防災基盤整備 

①公園緑地などの公共の空地の配置とそれらを結ぶ道路によるネットワークを防災

的に検討し、広幅員道路などによる防災力の強い都市基盤の整備や、広域の防災

活動に対応した都市空間の形成を進めます。 

②共同溝の整備など防災力の強いライフラインの形成を図ります。 

③公共建築物、土木施設の耐震性の強化、耐火建築物の建設による不燃化の促進、

耐震性貯水槽などの消防水利、消防資機材などの整備促進を図るなど、壊れない・

燃えない都市づくりを進めます。 

④通学路を中心に避難道路を選定し、道路形態やブロック塀などの危険個所の改善

を進めます。 

⑤本市が広域的な防災拠点の立地に適していることをアピールし、市の防災機能整

備にいかします。 
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（３）防災生活圏の形成 

①生活の広がりに応じた身近な生活圏から全市域にいたる段階的な防災生活圏を設

定し、各段階ごとに市民と行政の防災活動の役割分担を明確化します。 

②日常的なコミュニティ活動を支援し、非常時には自主防災、救援活動の母体とな

る地区の人々のつながりをつくります。 

③地震・洪水ハザードマップを活用し、市民への周知を推進します。 

④災害発生時の機動性確保、徒歩による防災活動を可能にするため、地域に防災活

動拠点を整備します。 

 

（４）防災マネージメント 

①防災主体育成・教育・訓練などの人づくりを進めます。 

②常時、行政と市民をつなぐ双方向の情報提供の仕組みを確立し、物資の備蓄や井

戸の分布など災害時に必要な情報をあらかじめ行政と市民が共有しておきます。 

③救援活動や緊急輸送を速やかに実施できるように、緊急輸送道路の選定と適切な

活動体制の確立、県・防災関係機関との連携体制などの充実を図ります。 

④地震情報、被害情報を市民に正確かつ迅速に提供できる災害情報（広報）体制を

整備します。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ章 地域別構想 

 ◆ 将来地域像 

 ◆ 地域の現況と課題 

 ◆ 地域整備の基本的考え方 

 ◆ 地域整備の方向性 

 ４つの地域の将来像の提示と、各地域の

個性を示す現況と課題を踏まえた地域及

び地区ごとの整備方針を示します 
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地域別構想の構成 

 

 本市の都市計画マスタープランの地域別構想は、市の歴史的経緯や現在の市街地の状

況、市街化区域と市街化調整区域の線引きや土地区画整理事業の実施状況など既往の都

市計画を踏まえ、川田谷地域、桶川西地域、桶川東地域、加納地域の４地域区分による

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域別構想は、地域ごとの特性をいかす身近な生活環境からの発想を大切にするた

め、冒頭部分に地域独自の個性が感じられる＜将来地域像＞を示します。また、地域

の現況と課題を、実際の都市整備における手法のタイプの違いを考慮する「保全」、「改

善」、「創造」の三つの観点からまとめます。さらに、＜地域整備の基本的考え方＞で、

地域全体の土地利用と生活環境整備、および道づくりの方向性を示し、＜地区整備の

方向性＞では、地域内に設定する地区ごとのより具体的な整備のあり方を示します。 

 

 なお、地域別構想は、一地域を一節に割り当て、各地域の基本的な構成を統一しま

した。各地域、各項目に必要な事項を記載するため、構想全体としては重複する事項

を含みます。 

地域区分図 

■川田谷地域：江川の西側 

■桶川西地域：江川からＪＲ高崎線の間 

■桶川東地域：ＪＲ高崎線から旧桶川町と旧加納村境の間 

■加納地域 ：旧桶川町と旧加納村境の東側 
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第一節 川田谷地域 

 

１．将来地域像 

川川川川とととと谷谷谷谷をををを守守守守りりりり独自独自独自独自のののの文化文化文化文化をををを発信発信発信発信するするするする桶川桶川桶川桶川ののののオアシス オアシス オアシス オアシス 

 

 古代から近年にかけて、江川や荒川周辺などに地元住民が培ってきた田圃、畑、林そ

して用水や河川や鎮守の杜、これらすべてを包みこむ空間こそが川田谷の自然です。そ

して、このような日々の営みによって手入れされた身近な自然は、日本人の原風景とし

て最も安心のできる風景であるといわれています。 

 将来的にこの川田谷らしい風景を守り育てるには、適所で、農業を継続できるための

基盤整備を進めるとともに、産業や環境としての農業の活性化を図る必要があります。

農家が野菜を持ち寄る産地直売、市民農園や生産者と消費者のネットワーク化、休耕田

を花畑などにする景観形成、雑木林の管理のためのボランティア活動、ホタルが棲める

川の清流化や子供たちへの自然遊びの伝承などを積極的におこない、文化歴史を残しな

がら農業の活性化を図る中で、各所で「自然公園、鎮守の杜、屋敷林」などの原風景を

保全したいと思います。 

 川田谷の文化は、農村の風土から発する活発なコミュニティによってつくりあげられ

てきました。川と田と谷という地形・地名によって表される地勢が風土やコミュニティ

の形成に強力に作用し、有形・無形の文化を育んできました。例えば熊野神社古墳、原

山古墳群、三田原・前領家・松原のささら獅子舞、八幡原の花火の復活などの他、磨け

ば光を発する多数の貴重な文化が川田谷らしさを発信し、さらに富士山や秩父連山を見

晴らす荒川河川敷には、西に米・麦畑、牧草地が広がり、そして飛行場などがあります。

この多彩で他には見られない雄大な背景をも川田谷の将来の魅力づくりにいかしたい

と思います。 

 市全体の中でも、身近な自然の多く残るオアシス川田谷地域では、川田谷らしいとい

える計画的なまちづくりを考えたいと思います。 

 桶川北本インターチェンジ周辺地域については、資材置き場などの乱開発抑止に努め、

物流・業務サービス、製造業、情報、研究などの産業施設の誘導を図ります。広域幹線

道路である上尾道路沿道については、周辺環境に配慮し、沿道型サービス施設の充実を

図ります。 

 また、川田谷地域の中心部に、集会施設や学校、公園、広場を活用し、地域の人々が

集い交流し、文化・伝統の継承や日常生活に必要な機能の充実を図るコミュニティ拠点

の形成を図ります。 

 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場については、その利活用に努めるとともに、荒川沿川

のサイクリングロードとのネットワーク化を図ります。さらに、上尾道路沿道を候補地

として道の駅の整備を進めます。 
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２．地域の現況と課題 

 

（１）現況 

 川田谷地域は西に荒川、中央に石川川、東に江川が流れ、川に刻まれた台地が入り

組んだ微地形を形づくっています。台地上や河川周辺では、農地や斜面林、屋敷林、

平地林などの緑や、史跡や社寺などの地域資源が豊かで、良好な田園環境を持つ反面、

近年は、一部で遊休農地やゴミの不法投棄などの問題が生じています。 

 全域が市街化調整区域ですが、戸建て住宅が多く分布しており、人口は、約 7,000

人台で推移しています。また、高齢化も進んでいます。 

 広域幹線道路である圏央道と上尾道路が事業化されており、両道路のジャンクショ

ン部にあたる圏央道桶川北本ＩＣまでが平成２２年３月に開通、上尾道路も県道川越

栗橋線から県道さいたま鴻巣線までの延長２．１km が暫定２車線で同時に開通しまし

た。 

 

（２）課題 

 

■ 保全的に対応すべき課題 

 圏央道や上尾道路の整備、後継者

不足などによる遊休農地の増加、小

規模な宅地開発などにより、身近な

田園環境が失われつつあります。 

 

 

■ 改善的に対応すべき課題 

 日常生活に必要な商店や公共施設

などの身近な生活利便施設や農作物

を介した市民交流の場などが不足し

ています。 

 

■ 創造的に対応すべき課題 

 民俗芸能や、サクラソウなど

の貴重植物をはじめとする地域

資源が残されており、これら地

域資源の保全・活用が求められ

ています。 

 圏央道、上尾道路の建設に伴

い、自動車交通の利便性をいか

した様々な施設の立地や、高架

道路が田園環境の中に造られる

ことから、周辺の景観や環境へ

の影響が懸念されます。 

◇圏央道、上尾道路周辺土地利用の具体化の検討 

◇上尾道路沿道の適正な土地利用の誘導 

◇隣接市町境界部の道路、土地利用などの整合性の確

保 

◇レクリエーションやスポーツ活動に対する市民二一ズ

ヘの対応 

◇江川、荒川河川敷などの身近な自然環境をいかした

施設誘致や環境整備 

◇川田谷台地上に点在する神社、寺院などをめぐる散

策道の整備 

◇多様な生物の生息を目指し、荒川太郎右衛門地区自

然再生事業の推進 

◇上尾道路周辺地域における、観光まちづくり拠点とな

る道の駅などの整備 

◇地域資源としての旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の

活用 

◇都市近郊農業の保全、活性化を支援するまちづく

りの推進 

◇田園地域における斜面林、平地林、屋敷林の保全 

◇上尾道路や圏央道の整備などを受けた新たな土

地利用における生活環境への配慮 

◇地形や現存する動植物、史跡などの貴重な地域資

源の保全 

◇都市計画法の適切な運用に基づく市街化調整区

域の宅地開発 

◇江川周辺の残土による埋立地の環境改善 

◇江川などの河川、水路の水質改善 

◇公共施設の整備、行政サービスの向上 
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現況課題図 
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３．地域整備の基本的考え方 

 

（１）土地利用の方向性 

 川田谷地域では、全域で原則的に市街化調整区域を継続し、緑豊かな田園環境の保

全と圏央道及び上尾道路の整備などによる適正な開発との調和を図ります。 

①上尾道路沿道及び西側は、広域幹線道路の整備に伴い自動車交通の便が良くなるた

め、荒川の河川敷空間や江川流域の低湿地、川田谷の田園環境や地域資源をいかし、

北本市域の北本自然観察公園や北里研究所メディカルセンターなどとも連携を図

りながら、広域から人を招く新たな都市機能を誘導します。 

②上尾道路の東側は、良好な田園環境などを舞台に、市民の交流が図られる土地利用

を誘導します。 

③上尾道路沿道では、環境施設帯の適切な整備による営農環境の保全と、沿道に展開

する新たな都市機能との調和に配慮します。 

 

（２）生活環境整備の方向性 

①地域の特性をいかしつつ、集会施設や学校、公園、広場を活用し、地域住民が集い

交流するコミュニティ拠点の形成を図ります。 

②上尾道路や圏央道により、地域コミュニティが分断されることのないよう公的サー

ビス、側道建設、横断箇所の確保などに配慮します。 

③無秩序で狭小な住宅地の開発を抑制し、田園環境をいかす開発によって、緑に囲ま

れた良好な生活環境を創造します。 

④バスなどの公共交通機関の充実を図り、自家用車などの交通手段を持たない子供や

高齢者、障がい者などの生活を支援します。 

⑤合併浄化槽への転換や道路の改良など、農業振興地域と調和する生活環境の基盤整

備を推進します。 

⑥地域の歴史と伝統文化の継承を支援し、活発にコミュニティ活動が営まれる豊かな

生活環境を創造します。 

 

■ 道づくりの方向性 

①市街化調整区域における道づくりの原則として、既存道路の改良により地域特性を

いかした安全で良好な沿道景観の楽しめる道づくりを進めます。 

②上尾道路に並行して２路線の南北軸を補強するとともに、太郎右衛門橋の交通渋滞

を解消し荒川架橋による川越方面との連絡を強化するため、主要地方道川越栗橋線

に並行して２ ３路線の東西軸の広域幹線一般道路を確保します。（上尾市域、北

本市域を含めます） 

③幹線道路の街路樹整備や沿道の緑化を誘導し、緑の道路づくりを進めます。 

④県のふるさと歩道や市で設定している散策ルートをいかし、川田谷地域に点在する

地域資源や公園などをサイクリングや散策で巡り、通勤、通学による利用も考慮し

た田園の環境を楽しめる周遊ルートを設定し、歩道や案内サインの整備や休憩施設

の配置などの環境整備を進めます。 
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川田谷地域整備方針図 
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４．地区整備の方向性 

 

（１）コミュニティ拠点の形成 

①住環境の基盤が整わないままに既存宅地による開発が進行した川田谷地域では、上

尾道路沿道において集会施設や学校、公園、広場を活用し、地域住民が集い交流す

るコミュニティ拠点の形成を図ります。 

②上尾道路と川越栗橋線が交差する区域では、交通利便性を活かし、地域の人々が日

常的に利用するとともに、地域外の人々との交流の場となる、農産物などの地場産

品の販売促進を図ります。豊かな自然や

歴史、文化などの情報窓口にもなる観光

まちづくり拠点の形成を図ります。 

③狭あい道路の拡幅や適正な側溝整備など、

集約的に生活基盤を整備する地区としま

す。 

④川田谷地域の中でも、景観形成を重点的

に進める地区として、地域個性の継承と

創造を図ります。 

 

（２）上尾道路沿道の地区計画などによるルールづくり 

 沿道景観を阻害する開発等が進まないように、地権者合意に基づく条例や各種協定、

地区計画などによるルールづくりを誘導し、広域的な自動車交通利便性の向上により

開発の増加が予想される上尾道路沿道を、農地などの周辺環境と調和する土地利用や

景観形成などの展開を目指す地区とします。 

 

（３）桶川北本ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺地区（複合開発エリア）における拠点形成の方向づけ 

①交通利便性をいかして、物流・業務サービス、製造業、情報、研究などの産業施設

の誘導を図り、資材置き場などの乱開発抑止に努め、周辺環境と調和した土地利用

を進めます。 

②圏央道、上尾道路に対する環境対策を充実させ、周辺環境や、土地利用との調和を

図ります。 

③桶川北本インターチェンジ周辺地区の整備と点在する地域資源との連携を図り、川

田谷地域に広域からの来訪者を誘致します。 

 

（４）観光まちづくり拠点の形成 

荒川沿いのサイクリングロード、斜面林と一体となった地域資源としての旧熊谷陸

軍飛行学校桶川分教場を活用し、公園機能を含めた観光まちづくり拠点の形成に向け

た検討を行います。 

また、交通利便性が優れる上尾道路沿道において、道の駅などを配置する観光まち

づくり拠点の形成を図ります。 

 

【道の駅のイメージ】 
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（５）交流型農業の振興地区の形成 

①江川中・上流域を核として、台地上の一部を含む桶川西地域に隣接する地区を、交

流型の新しい農業を積極的に展開する地区に位置づけます。 

②都市近郊農業に必要な農業技術の研究開発、都市住民と農業者との交流、直売など

の流通改革など、様々な機能の強化を検討します。 

 

（６）荒川河川敷の保全・活用 

①河川環境との調和に配慮しながら、原則として現在の土地利用を継承・発展させま

す。 

②既存のホンダエアポートなどとの調和を図りつつ、良好な河川敷空間の形成を図り

ます。 

③自然再生推進法に基づく荒川太郎右衛門地区自然再生事業を推進します。 

 

（７）石川川流域の保全・活用 

城山公園の下流側の低地をいかし、身近な地域資源をいかした環境整備を含め、上

尾道路による地域分断を緩和する整備手法を検討します。 

 

（８）江川流域の保全・活用 

■ 江川流域全体 

江川や農業用水路の改修にあたっては、魅力的で多様な自然を育む水辺環境を創

出します。 

■ 上流地区（北本市境から川田谷泉線まで） 

 農業振興地域として、現状の農地としての土地利用を継承します。 

■ 中流地区（川田谷泉線から桶川西高校まで） 

現状の農地としての土地利用を継承する中で、都市近郊農業の振興および全市的な

コミュニティ形成のために市中心部の市民との農業体験交流などを促進します。 

■ 下流地区（桶川西高校から荒川合流点まで） 

①貴重な自然を残す低湿地の存在や、

残土や産業廃棄物の投棄がある現

況を踏まえ、環境の保全・改善策と

なる新たな土地利用を検討します。 

②上尾道路隣接部付近から荒川合流

点までは、現在低湿地となっており、

サクラソウの自生地など貴重な自

然も残されていることから、江川の

多自然川づくりによる改修と遊水

地（氾濫原）の確保を合わせて、環

境保全型の空間整備を検討します。 

 

 

【環境保全型の空間整備のイメージ】 



 - 44 - 

第二節 桶川西地域 

 

１．将来地域像 

四季四季四季四季のののの香香香香りあふれるふるさととりあふれるふるさととりあふれるふるさととりあふれるふるさとと呼呼呼呼べるまち べるまち べるまち べるまち 

 

 桶川西地域では、高崎線の西側に近年住宅地化が進んだまちに加え、現在、江川周辺

からこまやかに入りこんだ谷戸の微地形の上に新しいまちがつくられつつあります。そ

のようなまちで一番大切なことは、ベットタウンからふるさとと呼べるまちへ向けて、

人々が愛着とやすらぎを持って暮らせるまちを目指し、ともに手を携えて協働していく

ことだと思います。 

自分達が住んでいるまちだから、一人一人の希望を話し合い、自分達が思い描くおお

きなまちづくりへとつなげていく。そのためには、まず一人一人が気軽に楽しく参加で

きる独自の参加と協働のしくみをつくり、桶川西地域を、いろいろな形のコミュニティ

活動が活発に行われているまちにしていきたいと思います。 

自然・歴史・文化など足元のこまやかな地域資源や環境の容量に配慮しつつ、谷戸の

保全や緑の修景、コミュニティ施設の拡充を図り、更に、災害に強く高齢者や障がい者

などに優しく安全で、美しく清潔なまちなみをつくり、そうすることで、花と緑と鳥の

声の中で胸をはって暮らせるまちにしていきたいと思います。 

桶川駅周辺では、商業施設、業務施設、文化施設、都市型住宅などが連続し、歩いて

暮らせる快適で利便性の高い都市空間の形成を目指します。土地区画整理事業を進めて

いる日出谷地区では、日常生活に必要な公共施設、医療・福祉施設と広域的交通網をい

かした商業施設などを集約した地域生活拠点を形成し、利便性の高い安心して住み続け

られる、歩いて暮らせるまちづくりを進めます。地域の北側には、地域の住民が集い交

流し、文化・伝統を継承するコミュニティ拠点を形成します。 

また、地域の西側に広がる江川周辺の農地をふくむ身近な自然は、市民農園や生産者

と消費者のネットワーク化、雑木林の管理のためのボランティア活動などの農業の活性

化と農地・雑木林の保全のための市民参加の支援活動を展開し、緑の風や美味しい空気

の供給地と、せせらぎと緑が息づく身近な生態系を次代に伝えていきたいと思います。 

地域のコミュニティ活動の核となる公共施設やオープンスペースは、地域の景観づく

りのモデルとして整備し、コミュニティ活動により使い込まれ、手入れのされるまちの

財産として、愛され使い続けられるものへと徐々にかえていきたいと思います。特に、

市役所や駅前はまちの玄関であり、何処にでもあるようなものとせず、個性的に美しく

整備し、また、住宅や産業施設もまちなみをつくる大切な要素として、住まい手や働き

手の顔の見えるような楽しく快適な景観形成を心がけたいと思います。 

そしてまちづくりもフローからストックへ、さらにふるさと意識を育む心のストック

として、快適さの交歓できるまちをつくっていきたいと思います。 
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２．地域の現況と課題 

 

（１）現況 

駅周辺に駅前広場、商業、公園、文化施設、集合住宅などの機能が整備されていま

す。また、歩道や街路樹のある道路が整備され、駅前広場での朝夕の通勤・通学時間

帯の交通混雑は改善しつつあります。 

 地域の市街化区域の大半で土地区画整理事業が行われていますが、一部で団地開発

やミニ開発による宅地化が先行し、生活基盤整備が十分でない地区が見られます。土

地区画整理事業が施行中の地区では、農地や屋敷林、斜面林などの田園景観が失われ

つつあります。 

 地域のほとんどは住居系土地利用が位置づけられており、北本市域にまたがり工業

専用地域、上日出谷北部には市街化調整区域があります。 

 地域の人口は、やや増加傾向にあり、概ね 33,000 人台で推移しています。また、高

齢化も進んでいます。 

 

（２）課題 

■ 保全的に対応すべき課題 

 今ある身近な自然を保全

することによる快適なまち

づくりや、農地と住宅との調

和したまちが望まれており、

それらへの対応が課題とな

っています。 

 

■ 改善的に対応すべき課題 

 一部の既成の市街地で、

公園が少ない、道路の幅員

が狭いなど、都市基盤が十

分でない地区があり、改善

が求められています。 

 

 

■ 創造的に対応すべき課題 

面整備が実施されている

ところでは、都市基盤は整う

ものの田園景観は失われつ

つあり、新たに良好な都市景

観を構築していくことが求

められています。 

◇斜面林、屋敷林や地形をいかした計画的な基盤整備 

◇土地区画整理事業の推進と整備後のまちなみの誘導 

◇新市街地の下日出谷地区に地域生活拠点の配置 

◇上日出谷南特定土地区画整理事業施行地区内の公園の

配置・規模の検討 

◇広域幹線道路沿道周辺での商業機能や公園緑地機能な

どを備えた土地利用の誘導 

◇地域の良好な景観形成をリードする公共施設や公共空間

の在り方の検討 

◇駅西口の良好な都市景観の形成 

◇朝日地区における生産緑地地区をいかした、良好な住環

境づくり 

◇江川流域や生産緑地地区における都市近郊農業の保全、

活性化を支援する仕組みづくりの検討 

◇市街化区域内農地の宅地開発による敷地の細分化を防

止し、農と住の調和のとれた、防災面でも安全性の高い、

良好な住環境を形成するための計画的な土地利用の推進 

◇計画的な基盤整備に合わせた地域資源の保全策の展開 

◇斜面林、平地林、屋敷林の保全 

◇低地、河川敷の身近な自然環境の保全と改善 

◇鴨川、泉など土地区画整理事業区域に含まれない地区にお

ける道路、公園などの基盤施設の整備 

◇下日出谷東特定土地区画整理事業施行地区から除かれた

地区の道路、公共下水道などの整備 

◇新しい市街地での緑とオープンスペースの整備水準の向上 

◇官民境界の緑化など住宅地の良好な環境形成 

◇住居系用途地域と工業専用地域との間の緩衝空間の整備 

◇駅西口周辺の交通処理の見直し 
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現況課題図 
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３．地域整備の基本的考え方 

 

（１）土地利用の方向性 

桶川西地域では、住環境の整った良好な住居系土地利用を基本とします。 

①住居系土地利用とその中に立地する工業系土地利用や農地、幹線道路沿道型の土地

利用などとの調和を進めます。 

②桶川駅周辺では、都市拠点として東口側の整備と連携させつつ、商業施設、業務施

設、文化施設、都市型住宅などが連続し、歩いて暮らせる快適で利便性の高い都市

空間の形成を目指します。 

③広域幹線道路である滝の宮線と地域幹線道路の西側大通り線が結節する地域は、日

常生活に必要な公共施設、医療・福祉施設と広域交通網をいかした商業施設などを

集約した地域生活拠点を形成し、利便性の高い安心して住み続けられる、歩いて暮

らせるまちづくりを進めます。 

 

（２）生活環境整備の方向性 

①地域の大半が土地区画整理事業の対象地区である中に、基盤整備が不十分な既成の

市街地があり、それらの計画的な保全、整備により、生活道路などの生活基盤を整

えます。また、建物用途の混在化などによる生活環境の劣化を招かないよう、地区

計画などによる規制・誘導を推進します。 

②バスなどの公共交通機関の充実を図り、公共施設の利便性を高めるとともに、駅周

辺の自家用車などによる混雑の緩和を進めます。 

③身近な自然である小河川や水路をいかし、豊かな生活環境を創出します。 

④地域コミュニティの形成のための交流が促進されるよう、地域の住民が集い交流し、

文化・伝統を継承しつつ、コミュニティの充実を図るコミュニティ拠点を形成しま

す。 

⑤緑豊かな生活環境づくりとして、道路緑化や公園の整備、既存林の保全などととも

に、宅地規模の誘導と合わせた民地の緑化（生け垣化、庭木の充実、遊休地緑化な

ど）を進めます。 

⑥計画的な生活基盤の整備にあたり、地域本来の地形をいかすことを念頭に置き、道

路緑化や公園の整備、斜面林の保全、民地の緑化などを組み合わせて緑の連続性を

創出します。また、斜面林保全にあたっては、公園化も含めて検討します。 

⑦災害に強い都市基盤づくりを進めるとともに、日常の生活の充実が非常時の備えに

もなるよう、緑豊かな環境づくりや地域コミュニティ形成にあたり、災害への備え

を考慮します。 

⑧圏央道沿道では、環境施設帯の適切な整備により、住環境の保全を図るとともに、

一体的な地域コミュニティが分断されることのないよう配慮します。 

 

■ 道づくりの方向性 

①幹線道路で歩車分離を誘導するとともに、駅周辺や地域生活拠点などでは、交通処

理の円滑化と歩行者環境の整備を推進します。 

②駅前通りの広幅員の都市計画道路を、広域通過交通を排除し歩行者を優先するシン
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ボル道路に位置づけるなど、桶川駅から地域生活拠点に至る経路の歩行者環境と景

観を整備します。 

③幹線道路の街路樹整備や沿道の緑化を誘導し、緑の道路づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

桶川西地域整備方針図 
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４．地区整備の方向性 

 

（１）地域生活拠点の整備 

①日出谷地区では、桶川西地域の地域生活拠点として、日常生活に必要な公共施設、

医療・福祉施設と広域的交通網をいかした最寄り品のみならず買回り品を含む商業

施設などを集約し、利便性の高い安心して住み続けられる、歩いて暮らせるまちづ

くりを進めます。 

②環境にやさしい市民に親しまれるまちづくりを推進します。 

③桶川西地域の中でも、景観形成を重点的に進める地区として、地域個性の創造を図

ります。 

④駅西口から安全でスムーズに地域生活拠点に到達できる歩行者空間や公共交通機

関、高齢者や障がい者などの利用にも配慮した案内システムなどの整備を図ります。 

 

（２）コミュニティ拠点の形成 

 上日出谷南特定土地区画整理事業施行地区内の都市計画道路西側大通り線と川田

谷泉線の交差部周辺をコミュニティ拠点として位置づけ、コミュニティ活動を支援す

る機能をもった施設を整備します。 

 

（３）駅周辺地区の整備 

①多くの人々が往来する市の玄関口となる地区であることから、ユニバーサルデザイ

ンを踏まえ、ゆとりある歩行者空間整備や緑化の充実を図り、高齢者や障がい者な

どに配慮された、市の顔を形成します。 

②駅周辺のまちづくりやシンボル道路づくりにあたり、都市デザインに配慮し、市の

顔として誇れる景観を創出します。 

 

（４）既成の市街地、市街地改善誘導地区、土地区画整理地区の整備 

①地区計画、建築協定、緑地協定、まちづくり協定などの制度を導入し、市民と行政

が協力して住環境の保全に努めます。 

②今後も道路緑化や公園の緑を充実させるとともに、苗木配布、生け垣助成などによ

る民地の緑化を推進します。 

③公共の緑や公園を地区住民が共同で管理するなど、非常時の自主防災組織の下地づ

くりも考慮したコミュニティを育成します。 

④雨水浸透への配慮、エコ住宅の普及など、環境と共生するまちづくりを進めます。 

⑤防災生活圏の形成を念頭に置いた適正なオープンスペースの配置や緑化の充実な

ど、災害に強いまちづくりを進めます。 

■ 既成の市街地の持続的な改善 

①個別の団地開発により宅地化され、他の地区との道路の接続や公共公益施設、公園

などの整備が不十分な場所については、道路の改良や建物の更新などの機会を捉え、

少しづつ問題点を改善していく持続的なまちづくりを進めます。 

②適正な宅地面積の誘導、借地による公共用地の確保など、地区特性をふまえた柔軟

な対応による住環境の整備を進めます。 
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■ 市街地改善誘導地区の整備 

①既成の市街地の中でも特に道路や公園、公共下水道などの基盤整備が遅れている地

区では、上記の持続的なまちづくりに加え、主要な道路用地の買い上げやポケット

パークの整備、公共下水道の整備などを推進します。 

②整備に際して地区住民が主体的にまちづくりを考える協議会の組織化を誘導する

など、市民と行政が協力してまちづくりを推進します。 

③狭あい道路や建て詰まりによるオープンスペースの不足など、防災面に問題を抱え

る地区では、それぞれの地区ごとの地域住民の参加による防災基準づくりや組織的

対応を検討します。 

■ 土地区画整理地区の整備 

①土地区画整理事業により基盤整備が行われ、公共公益施設や道路、公共下水道など

の基本的な住環境は整備されるため、適正な建物の配置や宅地面積の誘導など、基

盤整備後のきめ細かなまちなみの誘導を図ります。 

②保全林や生産緑地など、基盤整備に合わせ計画的に保全する緑をいかし、潤いのあ

るまちづくりを進めます。また、今後の土地区画整理事業では、斜面林などのまと

まった規模の緑地を継承してい

くことなどを検討します。 

③地域生活拠点及びその周辺にお

いては、それぞれが機能的に調和

のとれた土地利用を誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）既存工業地区の改善 

①北本市境に位置する工業専用地域では、工業専用地域内での緩衝空間の整備を進め、

隣接する住居系土地利用の環境との調和を図ります。 

②企業の操業環境を維持し、製造・流通加工などの生産活動が活性化するように努め

ます。 

 

（６）上日出谷北部地区の土地利用 

①圏央道の側道や西側大通り線などの整備に伴い乱開発が懸念されることから、適正

な土地利用を誘導します。 

②市街化区域との境界部にある緑地については、田園景観の背景として貴重であるこ

とから公園・緑地として位置づけを行うなど計画的に保全・活用します。 

 

【整備されたまちなみのイメージ】 
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（７）江川流域の保全・活用 

■ 江川流域全体 

①江川東側の斜面林を江川流域と一体的に捉え、緑の連続的な保全とその活用策を検

討します。 

②江川や農業用水路の改修にあたっては、魅力的で多様な自然を育む水辺環境を創出

します。 

■ 上流地区（北本市境から川田谷泉線まで） 

 農業の振興地域として、現状の農地としての土地利用を継承します。 

■ 中流地区（川田谷泉線から桶川西高校まで） 

①都市近郊農業の振興および全市的なコミュニティ形成のために市中心部の市民と

の農業体験交流などを促進します。 

②江川東側斜面林の緑のベルトは、江川中流域の田園景観の背景として、また、市民

交流による農地運営に使用する堆肥などの供給源として保全・活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民参加による農地運営のイメージ】 
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第三節 桶川東地域 

 

１．将来地域像 

新新新新しいしいしいしい賑賑賑賑わいとわいとわいとわいと旧旧旧旧くからのくからのくからのくからの活気活気活気活気のののの出会出会出会出会うまち うまち うまち うまち 

 

駅前はまちの玄関です。何処にでもあるようなものとせず、個性的に美しく整備し、

商店と住まいが共生し活気に満ちあふれ、広場や公園に人々が集い、祭やイベントが催

され、交流が育まれる心地よい空間であって欲しいと思います。 

桶川駅周辺では、商業施設、業務施設、文化施設、都市型住宅などが連続し、歩いて

暮らせる快適で利便性の高い都市空間の形成を目指します。 

商店街は人々が快適に歩きまわり買い物を楽しめるように、商店の協力で店先を美し

く魅力あるまちなみとし、夜もショーウィンドウの明かりでウィンドウショッピングも

楽しめるようにしたり、ショッピングの途中で立ち寄れる、人々の溜まりとなる小広場

に面したカフェやしゃれた食事処、地域の仲間と飲み会を楽しめるホールを持つ空間も

必要です。また、休日や勤め帰りのひととき、読書にふける図書館や自習室なども設け

たいと思います。 

この地域には中山道桶川宿として栄えた歴史や、稲荷神社をはじめとする史跡、まち

の記憶が数多く残っています。中山道の歴史など、地域の固有な歴史と文化をいかし、

それらを継承するイベントの開催、中心となる施設の充実などを図ります。かつての桶

川宿にはあちこちで市（いち）が開かれていたということなので、まちの人々が集う小

さな市やフリーマーケットでまちの文化を継承した魅力あるコミュニティにしたいと

思います。 

また、芝川がこの地で起こり、流れています。そもそも桶川の地名の由来が川の起こ

るところ「興川」から発しているという説もあるため、まちづくりに川をいかして親水

遊歩道を設けたり、景観や防災に配慮した水と親しめる地域としたいと思います。史跡

と自然を融合させた楽しい散策コースを整え、コース途中にはポケットパークを設け、

休みながらの散策や散策途中の会話の場を提供し、歩道には自然石を使った石畳などを

用いて時代の経過に耐えられる景観に配慮したいと思います。 

さらに、まちぐるみで防災や地域福祉を考えて、今後整備する公園などには大小に関

わらず非常用の水を確保し、道路内の電柱が車いすなどの走行の障害にならないように

し、夜間の歩行者にとって快適な照明にも配慮したいと思います。 

地域全体に生活環境の改善を進め、駅周辺の住宅密集地は一部中高層化も念頭におき、

便利な都市型住宅を整備して、若い世代や高齢者など多様な世代が住める利便性の高い

住宅地を目指します。周辺部は低層の住宅地としてコミュニティ参加により快適なまち

づくりを進めたいと思います。 

バス網などの市内の公共交通を充実させて駅周辺の自家用車による送迎を減らし、み

んなが歩きたくなるまちをつくりたいと思います。 
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２．地域の現況と課題 

 

（１）現況 

駅から中山道一帯には桶川宿を起源とする商店街が残されています。駅前広場や駅

前通りが未整備であることから、駅前としての交通機能が不十分であるため駅周辺地

区の整備が検討されています。 

 商業系市街地をとりまく形で既成の住宅市街地、さらに外縁部に、農地と小規模な

宅地開発が混在する地区、土地区画整理事業により整備された地区など多様な土地利

用となっています。 

 地域の人口は約 17,000 人台で推移しています。また、高齢化が進んでいます。 

 

（２）課題 

■ 保全的に対応すべき課題 

 この地域では、中山道沿いに桶川宿

のまちの記憶をとどめる町家や貴重な

史跡などが残されており、都市づくり

にいかしていくことが求められていま

す。 

 

■ 改善的に対応すべき課題 

 駅周辺地区整備の具体化が遅れ、駐

車場や歩道など商業機能を支援する基

盤が整わず、地区人口の高齢化や建物

の老朽化、商業の近代化の遅れなど、
商店街の魅力が薄れています。既成の

市街地の多くでは、公園や道路などの

基盤整備が遅れていることから、公共

の緑とオープンスペースが少なく、木

陰や子育ての場が不足しています。加

えて、歩道の不足や、歩行者空間を狭

める広告物、電柱、さらに、ブロック

塀は、防災や日常の安全面で問題とな

っています。 

 

■ 創造的に対応すべき課題 

地域外縁部では、基盤

整備が不十分なまま、宅

地化が進行しており、住

宅と他の用途との混在

が見受けられます。また、

建物などの色・形態、緑

の減少、広告物などによ

り、地域の景観の調和が

とれていません。 

◇駅東口のターミナル機能や文化・交流機能、商業・業務機能の
充実 

◇駅舎や駅前広場など、駅周辺地域でのバリアフリー化の推進 
◇旧南小学校跡地を活用した駅前の交通環境及び商業環境の

充実、街なか居住の推進 
◇旧郵便局跡地の活用により、回廊性を高め、魅力ある商業環

境を創出するなど商店街の活性化の推進 
◇中山道を中心とした歴史的なまちなみの形成や広告規制など、

地区の歴史性をいかした個性的な景観の誘導および都市デザ
インの推進 

◇稲荷神社などでの市(いち)の復活など市民参加によるまちの活
性化のあり方の検討 

◇市街化区域内農地の開発による敷地の細分化を防止し、農と
住の調和のとれた、防災面でも安全性の高い、良好な住環境を
形成するための計画的な土地利用の推進 

◇中山道の町家や歴史的資源、民地に散在す

る大木などの保全・活用 

◇住宅地との調和を考慮した、有効な空地とし

ての生産緑地地区の保全・活用 

◇宿場町中山道の町並み保全のための町屋

の修理の支援 

◇東口駅前広場や駅東口通り線の整備の推進 

◇駅周辺の道路および、中山道、生活道路の歩

行者空間の確保 

◇中心市街地の公園、道路などの都市基盤の強

化 

◇老朽化した住宅、商店の改善 

◇基盤整備が行われないままミニ開発などによる

市街化が進んでいる地区における、都市基盤

の改善手法の検討 

◇準工業地域の一部地区に見られる、工業と住

居との用途混在による住環境の混乱の改善 

◇芝川などの河川、水路の水質改善 

◇広域幹線道路によるコミュニティの分断や、沿

道の環境の改善 
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現況課題図 
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３．地域整備の基本的考え方 

 

（１）土地利用の方向性 

桶川東地域では、商業業務や住居、都市農業などが適度に組み合わされた多様な魅

力に満ちた土地利用の展開を図ります。 

①桶川駅周辺では、都市拠点として商業施設、業務施設、文化施設、都市型住宅など

が連続し、歩いて暮らせる快適で利便性の高い都市空間の形成を目指します。 

②駅東口では、まちの顔となる駅前広場や駅東口通り線の整備を進めるとともに、商

業環境の充実や街なか居住の推進を図ります。 

③中山道沿道では、歴史、文化をいかしたまち並みの保全・創出や景観誘導などを図

り、基盤整備と連携した街なか観光に力点を置き、旧郵便局跡地や宿場館などの利

活用により、回廊性を高める魅力ある観光まちづくり拠点を形成します。 

④幹線道路沿道型の土地利用や流通業務の立地を計画的に誘導し、他の土地利用との

調和を図ります。 

 

（２）生活環境整備の方向性 

①駅周辺の都市デザインや中山道の歴史をいかしたまちなみ整備を進め、人情味と生

活感の感じられる商業業務地区の生活環境を創出します。 

②基盤整備が不十分な既成の市街地の生活道路や公共下水道などの生活基盤を整え

ます。 

③バスなどの公共交通機関の充実を図り、公共施設の利便性を高めるとともに、駅周

辺の自家用車などによる混雑の緩和を進めます。 

④子育てや地域活動のための身近な場を整備し、ファミリー世帯の地域内居住を誘導

し、子供から高齢者まで安心して生活できるコミュニティ環境を整えます。 

⑤不足するオープンスペースや公共施設用地を補うものとして、既存の公共施設の多

目的利用や市街化区域内農地の活用とともに、社寺の境内の公的利用や民有地の借

地などの柔軟な対応を検討します。 

⑥緑豊かな生活環境づくりとして、道路緑化や公園の整備、既存林の保全などととも

に、宅地規模の誘導と合わせた民地の緑化（生け垣化、庭木の充実、遊休地緑化な

ど）を進めます。 

⑦雨水浸透への配慮やエコ住宅への転換など、環境と共生するまちへの改善を進めま

す。 

⑧水質浄化や親水緑道の整備による小河川や水路の活用など、豊かな自然が身近に感

じられる生活環境を創出します。 

⑨地区計画や建築協定、緑地協定、まちづくり協定などの制度の導入により、市民と

行政が協力して生活環境の整備を進めます。 

⑩災害に強い都市基盤づくりを進めるとともに、防災生活圏の形成を念頭に置いた適

正なオープンスペースの確保や緑化の充実など、災害に強いまちづくりを進めます。 

⑪公共の緑や公園を地区住民が共同で管理するなど、非常時の自主防災組織の下地づ

くりも考慮したコミュニティを育成します。 
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■ 道づくりの方向性 

①幹線道路で歩車分離を誘導するとともに、駅周辺や中山道商店街などでは、商業業

務地区にふさわしい交通処理の円滑化と歩行者環境の整備を推進します。 

②駅前通りや中山道などの広幅員の都市計画道路を、広域通過交通を排除し歩行者を

優先するシンボル道路に位置づけます。 

③ポケットパークの設置など、道路空間を積極的に環境整備に活用します。 

④幹線道路の街路樹整備や沿道の緑化を誘導し、緑の道路づくりを進めます。 

⑤芝川や水路、廃川敷をいかした水辺の緑道を整備し、ポケットパークのネットワー

ク化を図ります。 
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桶川東地域整備方針図 



 - 58 - 

４．地区整備の方向性 

 

（１）駅周辺地区（都市拠点）の整備 

①商業業務機能と居住環境が調和する活気あるまちづくりを目指し、東口駅前広場、

駅東口通り線やオープンスペース、駐車場、駐輪場などの整備とともに、多世代居

住や商住共存を考慮した建て替えの促進を図り、地区人口の減少や高齢化、商業の

停滞、防災面の課題などを改善します。 

②駅東口は、都市機能の充実を図るため、駅前広場と駅東口通り線の整備を促進する

とともに、旧南小跡地については、都市拠点にふさわしい利活用を図ります。 

③多くの人々が往来する市の中心地区として、ユニバーサルデザインを踏まえ、ゆと

りある歩行者空間を整備し、高齢者や障がい者などに配慮した市の顔を形成します。 

④駅周辺のまちづくりやシンボル道路づくりにあたり、都市デザインの調和に配慮す

るとともに、歴史ある建造物や既存樹などをいかし、市の先進性と歴史性を誇れる

景観を創出します。 

 

（２）中山道宿場町周辺の整備 

①中山道沿道は、歴史・文化を感じられるまち並みの保全・創出や景観誘導などを図

り、基盤整備と連携した街なか観光に力点を置き、回廊性を高める魅力ある観光ま

ちづくり拠点を形成します。 

②地区人口の減少や高齢化、防災面の課題などに対応するため、買い上げや借地によ

る道路やオープンスペースの整備に併せ、多世代居住や商住共存を考慮した共同建

て替えなどにより、住み続けることのできるまちへの改善を進めます。 

③将来に向けても市の商業の中核と位置づけ、歩行者空間や駐車場の整備を進めると

ともに、イベントの開催、中

心となる施設の充実などによ

り活気ある商店街の振興を図

ります。 

④ユニバーサルデザインによる

中山道の歩道整備やポケット

パークを結ぶ緑道整備と併せ

て、高齢者や障がい者などに

も歩きやすく、安全で魅力的

な商店街とします。 

 

 

 

 【中山道宿場町の商店街のまちなみイメージ】 
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■ 駅東口周辺 

①交通処理の円滑化と優れた景観を備えた

駅東口広場の整備や、商業業務機能と居

住機能が調和する中高層建築物など、市

の中心としての機能の充実を図ります。 

②駅東口周辺の整備に合わせ、適正な規模

の駐車場や駐輪場が確保されるよう配慮

します。 

③防災上、適正なオープンスペースの配置

や緑化の充実など、災害に強いまちづく

りを進めます。 

 

 

 

 

 

（３）既成の市街地、市街化促進地区、土地区画整理地区の整備 

①地区計画、建築協定、緑地協定、まちづくり協定などの制度を導入し、市民と行政

が協力して住環境の保全につとめます。 

②道路緑化や公園の緑を充実させるとともに、苗木配布、生け垣助成などによる民地

の緑化を推進します。 

③公共の緑や公園を地区住民が共同で管理するなど、非常時の自主防災組織の下地づ

くりも考慮したコミュニティを育成します。 

④雨水浸透への配慮、エコ住宅の普及など、環境と共生するまちづくりを進めます。 

⑤防災生活圏の形成を念頭に置いた適正なオープンスペースの配置や緑化の充実な

ど、災害に強いまちづくりを進めます。 

■ 既成の市街地の持続的な改善 

①耕地整理などによる基盤の上に宅地化が進み、道路や公園などの整備が不十分な場

所が多いため、少しづつ問題点を改善していく持続的なまちづくりを進めます。 

②既成市街地の中で残されている希少なオープンスペースをポケットパークとして

位置づけ、道路の歩道や歩行者専用道路で結ぶ緑と散策のネットワークの形成を進

めます。 

③狭小な敷地をまとめることによる適正な宅地面積の誘導、借地による公共用地の確

保など、地区特性をふまえた柔軟な対応による住環境の整備を進めます。 

④準工業地域に指定されている地区の一部について、住居系土地利用が大部分を占め

ている区域については、用途地域の変更や地区計画の導入による良好な住環境の保

全を検討します。 

【商業と住居が調和した活気あるまちのイメージ】 

上層階を住居として利用 

ショッピングを楽しめる 
ゆとりある歩行者空間 
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■ 市街化促進地区の整備 

①耕地整理などによる基盤の上に宅地化が進み、生産緑地や既存林と宅地が混在し、

道路や公園などの整備が不十分な場所が多いため、基盤整備を検討し、農地の集約

化や市民農園の設置など、住環境と農地が共存する緑豊かなまちづくりを目指しま

す。 

②加納地域との境界部に生産緑地の公有化などによる公園の整備を検討するととも

に、加納地域や北本市域と連続する道路整備を進めます。 

③準工業地域および周辺地区を、今後良好な環境に誘導していくため、用途地域の変

更や地区計画の導入などを検討します。 

■ 土地区画整理地区の整備 

①土地区画整理事業完了地区については、既に地区計画を導入しており、今後もこの

地区計画に基づき、良好な住環境の保全を図ります。 

②生産緑地など、基盤整備に合わせ計画的に保全する緑をいかし、潤いのあるまちづ

くりを進めます。 

 

（５）国道１７号沿道地区の誘導 

①沿道土地利用の秩序化、沿道景観の改善、隣接地区の環境保全、歩行者環境の改善

などを目的とした、沿道地権者の合意に基づく地区計画や各種協定などの締結を働

きかけます。 

②印象的な街路樹整備を道路管理者に要請し、広域幹線道路を通行する人々に本市の

良好な景観をアピールします。 

 
生垣や板塀によるやわらかい
イメージの官民境界 

防火用水として利用できる井戸や
防火樹を備えたポケットパーク 

ポケットパークや 
水路の名碑 

ネットワークされた 
水辺の緑道 

【水辺の緑道とポケットパークのイメージ】 
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第四節 加納地域 

 

１．将来地域像 

緑緑緑緑とととと水水水水・・・・文化文化文化文化のののの香香香香りりりり高高高高いいいい田園都市 田園都市 田園都市 田園都市 

 

加納地域は多様性と可能性に富み、一概に地域の特性を語ることはできません。坂田

地区では現在、新しいまちづくりが進められており、自然林と調和したまちの出現が期

待されています。加納地区では、東側が農業振興地域であり農地が広がっていますが、

幹線道路が通り都市化の傾向がみられます。赤堀地区は工業団地として機能している一

方で、隣接する川辺・篠津・五丁台地区では純農村の面影が残り、自然堤防上に明治以

降栽培されている梨園に目がとまります。小針領家・倉田地区は西に住宅地区、南に伊

奈町の工業団地が接しているものの豊かな自然の宝庫となっています。更に、圏央道の

（仮称）桶川インターチェンジの整備が進められています。 

このような多様な地域性をつなぎあわせ、加納の地域らしさを育むものとして、森と

川と地域文化があります。旧綾瀬川の谷筋の低湿地から出土した後谷遺跡からは、森の

恵みを暮らしにとりこんだ先人たちの工夫と当時の東日本全域にわたる広域的な文化

交流の跡を知ることができます。「畑 町にやま（雑木林）三町」という言葉が伝える

ように、人々は雑木林の落葉を利用して地味のやせた赤土の台地を耕し、地域文化を培

ってきました。また、綾瀬川がこの地で起こり高野戸川、赤堀川、元荒川などが流れ、

合流点に築かれた備前堤は治水の歴史を今に伝えています。 

加納地域に残る森と川をこれからのまちづくりにいかし、緑豊かな新しいまちと氷川

天満神社や明星院をはじめとする地域の文化遺産や公園、公共施設を結ぶ森や川辺の散

策路を設け、景観や防災に配慮した水と親しめる地域にしていきたいと思います。坂田

地区では、地域生活拠点を形成し、日常生活に必要な公共施設、医療・福祉施設などを

整備することにより、利便性の高い安心して住み続けられる歩いて暮らせるまちづくり

を進めます。また、河川・水路の清流化を図り、原風景を残しながら必要に応じて整備

し、市民の憩いの場とし、工業団地も水と緑で地域になじませ、公園は住民の屋外空間

として、また災害時の役割も考えて、野生生物と出会える森や暮らしの中に守られてき

た屋敷林や井戸の保全と融合した自然公園的なものをバランスよく配置したいと思い

ます。幹線道路は周辺の環境やコミュニティのつながりに配慮したやさしい道路とし、

生活道路は四季の感じられる緑化や沿道のふるさと景観の保全を図り潤いのある道と

し、住宅地の家々は生垣や宅地内の緑で地域にとけ込ませたいと思います。そして公共

交通機関とコミュニティに密着した公共施設を充実させ、川田谷方面から伊奈方面まで

高齢者や障がい者などが安全に交流を図れるようにしたいと思います。 

加納地域全体として住宅・産業・自然・文化がバランスよく調和した緑と水・文化の

香り高い田園都市をつくりあげたいと思います。 
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２．地域の現況と課題 

 

（１）現況 

 市街化区域には、団地単位で早くから市街化されている既成の市街地と土地区画整

理事業が進行中の地区、国道１７号付近には農地や倉庫、住宅の混在する地区があり、

また東部工業団地があります。 

 市街化調整区域の約半分は、農業振興地域で樹林も多く自然環境をいかした公園も

あります。綾瀬川の源流域にあたる低地周辺に処理施設などが立地していますが、水

辺などの自然環境は豊かです。高規格幹線道路である圏央道が事業化され、（仮称）桶

川インターチェンジの整備が事業化されています。また、倉田五丁台線が都市計画決

定されています。 

 人口は、約 17,500 人であり、４地域の中では最も増加していますが、一方、高齢化

も進んでいます。 

 

（２）課題 

■ 保全的に対応すべき課題 

 今ある身近な自然環

境を保全することによ

る快適なまちづくりや、

農地と住宅との調和し

たまちが望まれており、

それらへの対応が課題

となっています。 

 

■ 改善的に対応すべき課題 

計画的な基盤整備が行わ

れていない地区では、倉庫

と住宅の混在や、ミニ開発

の進行する中に農地が取り

残されるなど、生活環境整

備が困難になっています。 

 

■ 創造的に対応すべき課題 

民俗芸能や、備前堤をはじめ

とする貴重な歴史や自然の地

域資源が残されており、これか

らの都市づくりにいかしてい

くことが求められている一方、

大規模道路の建設に伴い土地

利用のあり方などが田園環境

の中に景観的・環境的影響を与

えることが予測されます。 

◇土地区画整理事業の推進と整備後のまちなみの誘導 

◇新市街地の坂田地区に地域生活拠点の配置 

◇圏央道沿道の田園都市産業ゾーンに該当する地域での

計画的な開発誘導及び田園空間に配慮した緑地の創出 

◇（仮称）桶川インターチェンジ整備に伴う周辺の道路網整

備の検討 

◇伊奈町の市街化区域、北本市の市街化区域拡大予定地

など隣接市町の土地利用との調整 

◇工業団地の企業と地域の交流の推進 

◇元荒川でのサイクリングロードの整備 

◇新小針領家グラウンドなどの活用 

◇生産緑地地区を保全するとともに、市街化区域内農地の宅地開

発による敷地の細分化を防止し、農と住の調和のとれた、かつ、

防災面でも安全性の高い、良好な住環境を形成するための計

画的な土地利用の推進 

◇土地区画整理事業施行地区に含まれる地域資源の保全や、広

い山林をいかした公園づくり 

◇圏央道の整備などを受けた新たな土地利用における生活環境

への配慮 

◇地形や現存する動植物、史跡など貴重な地域資源の保全 

◇赤堀川の桜堤の保全 

◇準工業地域での、住居、工場、倉庫の混在した環境の改善 

◇公共施設の整備、行政サービスの向上 

◇都市計画法の適切な運用に基づく市街化調整区域の宅地開発 

◇元荒川、綾瀬川、高野戸川、赤堀川などの河川、水路の水質改

善 

◇新幹線の高架、処理施設などの大規模施設の景観・環境への

配慮 

◇郊外部に広がる歴史や自然などの地域資源に親しめる環境づ

くり 
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現況課題図 
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３．地域整備の基本的考え方 

 

（１）土地利用の方向性 

加納地域では、住居系および工業系の土地利用を基本とする市街化区域と、田園環

境と新たな土地利用が調和する市街化調整区域における、秩序ある土地利用の展開を

図ります。 

①加納地域の地域生活拠点として、坂田地区において、日常生活に必要な公共施設、

医療・福祉施設などを集約します。 

②市街化区域では、住環境の整った良好な住居系土地利用と、都市農業や工業、幹線

道路沿道型の土地利用など他の土地利用との調和を図ります。 

③市街化調整区域では、農業の振興による田園環境の保全と、圏央道の整備に伴う広

域からの自動車交通の利便性の向上や伊奈モデルタウン地区との連携などを考慮し

た新たな土地利用を誘導し、地域の環境保全と活性化の調和を図ります。 

④農地と新たな土地利用との調和を検討するにあたっては、農地が担う環境保全や自

然災害の緩和、気候の緩和、レクリエーション機能など、多様な都市的役割を評価

し、都市と農地が共存共栄する地域づくりを目指します。 

⑤圏央道沿道では、環境施設帯の適切な整備により住環境の保全を図るとともに、沿

道の乱開発抑止に努めて営農環境や田園景観を保全します。 

 

（２）生活環境整備の方向性 

①生活道路や公共下水道の整備、河川改修など、土地区画整理事業をはじめとする計

画的な基盤整備を進め、良好な生活環境を創造します。 

②無秩序で狭小な住宅地の開発を抑制し、地域内に多く残されている森をいかすこと

によって、緑に囲まれた良好な生活環境を創造します。 

③地域活動と地域防災の拠点として、子ども公園わんぱく村周辺にコミュニティ拠点

を整備します。 

④圏央道の整備に伴い、一体的であるべき土地利用や地域コミュニティが分断される

ことのないよう配慮します。 

⑤緑豊かな生活環境づくりとして、道路緑化や公園の整備、既存林の保全などととも

に、宅地規模の誘導と合わせた民地の緑化（生け垣化、庭木の充実、遊休地緑化な

ど）を進めます。 

⑥バスなどの公共交通機関の充実を図り、自家用車などの交通手段を持たない子供や

高齢者、障がい者などの生活を支援します。 

⑦特産の梨園をいかした観光農業の振興や歴史、伝統文化の継承など、地域の個性化

を支援し、祭や農業体験などの様々な機会を通じ活発な交流が図られる豊かな生活

環境を創造します。 

 

■ 道づくりの方向性 

①市街化区域内の幹線道路では、歩車分離を誘導するなど歩行者環境整備を推進しま

す。 
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②市街化調整区域における道づくりの原則として、既存道路の改良により地域特性を

いかした安全で良好な沿道景観の楽しめる道づくりを進め、２ ３路線の東西軸と

１ ２路線の南北軸を補強します。 

③幹線道路の街路樹整備や沿道の緑化を誘導し、緑の道路づくりを進めます。 

④都市計画道路倉田五丁台線の整備あたっては、地域住民の意向が尊重されるよう要

請します。 

⑤土地区画整理事業地区内の都市計画道路の一部について、地域幹線道路網のバラン

スを考慮しつつ、沿道の住環境に配慮し歩行者を優先する生活幹線道路に位置づけ

ます。 

⑥加納地域に点在する歴史や自然の地域資源や公園などをサイクリングや散策で巡

り、通勤、通学による利用も考慮した田園の環境を楽しめる周遊ルートを設定し、

歩道や案内サインの整備や休憩施設の配置などの環境整備を進めます。 
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 加納地域整備方針図 
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４．地区整備の方向性 

 

（１）地域生活拠点の整備 

①坂田地区を加納地域の地域生活拠点に位置付け、日常生活に必要な公共施設、医

療・福祉施設など生活利便施設を集約するとともに、地域の防災機能を併せ持つ拠

点整備を進めます。 

②加納地域の中でも、景観形成を重点的に進める地区として、地域個性の継承と創造

を図ります。 

 

（２）コミュニティ拠点の形成 

子ども公園わんぱく村を含む一帯の区域

を、コミュニティ拠点として位置づけ、コ

ミュニティ活動を支援する機能をもった

施設を整備し、併せて周辺の斜面林や小河

川を保全します。 

 

（３）観光まちづくり拠点の形成 

べに花ふるさと館と周辺に広がる緑を

いかして観光まちづくり拠点の形成を進

めます。 

 

 

 

 

（４）既成の市街地、市街化促進地区、土地区画整理地区の整備 

①地区計画、建築協定、緑地協定、まちづくり協定などの制度を導入し、市民と行政

が協力して住環境の保全につとめます。 

②道路緑化や公園の緑を充実させるとともに、苗木配布、生け垣助成などによる民地

の緑化を推進します。 

③公共の緑や公園を地区住民が共同で管理するなど、非常時の自主防災組織の下地づ

くりも考慮したコミュニティを育成します。 

④雨水浸透への配慮、エコ住宅の普及など、環境と共生するまちづくりを進めます。 

⑤防災生活圏の形成を念頭に置いた適正なオープンスペースの配置や緑化の充実な

ど、災害に強いまちづくりを進めます。 

■ 既成の市街地の持続的な改善 

①個別の団地開発により宅地化され、他の地区との道路の接続や公園などの整備が不

十分な場所については、少しづつ問題点を改善していく持続的なまちづくりを進め

ます。 

②適正な宅地面積の誘導、借地による公共用地の確保など、地区特性を踏まえた柔軟

な対応による住環境の整備を進めます。 

【こども公園わんばく村周辺のイメージ】 
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■ 市街化促進地区の整備 

①耕地整理などによる基盤の上に宅地化が進み、生産緑地や既存林と宅地が混在し、

道路や公園などの整備が不十分な場所については、基盤整備を検討し、農地の集約

化や市民農園の設置など、住環境と農地が共存する緑豊かなまちづくりを目指しま

す。 

②桶川東地域との境界部に生産緑地の公有化などによる公園の整備を検討するとと

もに、桶川東地域や北本市域とつながりのある道路の整備を進めます。 

③準工業地域および周辺地区を、今後良好な環境に誘導していくため、用途地域の変

更や地区計画の導入などを検討します。 

■ 土地区画整理地区の整備 

①土地区画整理事業により基盤整備が行われ、公共公益施設や道路、公共下水道など

の基本的な住環境は整備されるため、適正な建物の配置や宅地面積の誘導など、基

盤整備後のきめ細かなまちなみの誘導を図ります。 

②公園の整備にあたっては、既存林などの自然をいかすように配慮します。 

③生産緑地など、基盤整備に合わせ計画的に保全する緑をいかし、潤いのあるまちづ

くりを進めます。 

 

（５）国道１７号沿道地区の誘導 

①沿道土地利用の秩序化、沿道景観の整序、隣接地区の環境保全、歩行者環境の改善

などを目的とした、沿道地権者の合意に基づく各種協定や地区計画などの締結を働

きかけます。 

②印象的な街路樹整備を道路管理者に要請し、広域幹線道路を通行する人々に本市の

良好な景観をアピールします。 

 

（６）（仮称）桶川インターチェンジ周辺地区（複合開発エリア）の土地利用の方向づけ 

圏央道の整備やＪＲ新駅構想をふまえ、（仮称）桶川インターチェンジ周辺地区の

無秩序な個別開発が進行しないよう、地権者との協働により、自然環境との調和と地

区の特性に応じた土地利用を図ります。 

①田園都市産業ゾーン基本方針に基づき、インターチェンジの開設の立地条件をいか

した周辺環境と調和する産業などの工業系土地利用を進めます。 

②圏央道と川越栗橋線に挟まれる既存林が豊かな部分は、べに花ふるさと館を含めた

公園などの整備や屋敷林の保全など、まとまった規模の緑地を継承するための保

全・活用策を展開します。 

③インターチェンジや広幅員道路の線形などから、道路建設の影響を強く受けると予

想される地区では、道路建設を受けた適正な土地利用が図られるよう、地区計画な

どに基づく土地利用の規制・誘導や、計画的な基盤整備などに向けた地権者の合意

形成が図られるよう働きかけます。 

④加納北部地区は、市街化調整区域としての環境をいかしつつ、広い敷地面積を有す

る住宅（既存の農家住宅を含む）や家庭菜園付住宅などが、周辺に広がる田園環境

と調和の取れたゆとりある生活空間を形成する農住調和地区とします。 

⑤既存林の優れた自然環境の保全を基本に、その環境を損ねない範囲での利活用を図

っていくものとし、市民と行政の協働により有効な施策・事業などを展開します。 
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（７）備前堤周辺の環境整備の方向づけ 

①備前堤周辺では、水辺の環境や景観をいかした環境整備に併せ、市民がスポーツや

レクリエーションを楽しめる公園などの整備を検討します。 

②環境整備にあたり備前堤の歴史性をいかすとともに、現在も担っている治水上の役

割に配慮します。 

③赤堀川については、埼玉県による水辺再生検討委員会での検討を踏まえ整備を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備前堤周辺のイメージ】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅳ章 計画の推進 

 ◆ 計画推進の手順 

 ◆ 計画推進のしくみ 

 計画の実現に向けた取り組み方針を示

します 
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第一節 計画推進の手順 

 

 本節では、計画の実行に際し、Ⅲ章までに提示した具体的な計画項目の中でも、実

現化の第一歩としてまず着手すべき＜早期着手事項＞と、どのような手順で進めるべ

きかという考え方を示す＜計画推進の流れ＞の２項目にまとめます。 

 

１．五つの早期着手事項 

 

 本計画の実現化の第一歩として早期に着手すべき事項には、現在直面している課題

への対応事項と、他に先駆けて取り組むことにより計画全体を推進する弾みとなる事

項とがあげられます。そのような観点に基づき、早期に着手すべき事項を五つの分野

にまとめ、実現化に向けての留意点を示します。 

 

①まちづくりへ
の市民参加の
しくみをつく
ります 

◇計画推進の前提となる都市づくりを参加と協働で進めていくため
の組織・体制や市民と行政の話し合いの場づくり、情報の共有化 

◇市民参加を継続していくための取り組みなど、計画推進の環境の
充実 

②コミュニティ
形成を促すま
ちづくりに取
り組みます 

◇交通対策と道路整備による基本的な都市機能の充実 
◇歩いて暮らせる安心・安全のまちづくりに向けた快適な歩行者空

間の整備 

◇参加と協働による都市づくりの場となる使いやすい公共施設づく
り 

◇地域・地区ごとの特性に応じた生活環境の整備による地域コミュ
ニティの強化 

◇地域の環境特性をいかす都市づくりによる地域の個性化とネット
ワーク化 

③災害に強い都
市づくりに取
り組みます 

◇防災基盤整備の方針の確立 
◇コミュニティに立脚した防災生活圏の確立 

◇市の防災拠点としての新市庁舎建設の早期着手 

④圏央道・上尾
道路整備に対
応する具体的
な計画づくり
に取り組みま
す 

◇圏央道、上尾道路に対応する環境面や土地利用の規制・誘導など
の対応策の具体化 

◇上尾道路の交通利便性の向上をいかした観光まちづくり拠点の具
体化 

◇桶川北本インターチェンジ及び（仮称）桶川インターチェンジ周
辺地区の新しい土地利用の対応策の具体化 

◇大規模道路建設後の影響予測に基づく、中心市街地の活性化策の
検討 

⑤駅周辺地区の
整備実施への
具体的な成果
をつくります 

◇東口駅前広場整備の着手 
◇実行可能な生活環境の改善への着手（小公園やポケットパークな

どのゆとりの空間整備など） 
◇防災対策や歩行者の安全対策など、当面の課題への着手 
◇具体的成果づくりに合わせた地域住民の合意形成の支援 

◇事業計画づくり 
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２．計画推進の流れ 

 

 「みんなが主役の都市づくり」には、計画の実行段階における行政、市民、企業市

民としての市内の企業の参加と協働の実現が重要です。 

 そこで初期的段階では、計画推進の前提となる様々な組織や体制を整え、参加によ

る理解と共感の得られやすい身近な課題や緊急課題に取り組みます。その上で、着手

した事項の成果や反省を踏まえながら次の段階へと進む、“計画－実行－確認”のサイ

クルを繰り返し、計画全体の実現化に向けて着実に歩むものとします。 

 そのプロセスは、参加と協働の試行錯誤を含めたトレーニングでもあり、長期計画

を状況の変化に柔軟に対応させながら実現に導くものです。 

 

 「桶川」の名称にちなみ、本計画の推進の流れを川の流れに沿った都市づくりの工

程に例え、モデルとして示すと、まず、行政、市民、市内の企業の参加と協働の体制

を整え、都市づくりの水源を確保します。次に、水源を守る環境としての資財や法制

度の充実によって上流域の市民ニーズに合う都市づくりの行程に進みます。さらに、

少子・高齢社会への対応や環境対策、基盤整備などの着実な都市づくりとしての下流

域の時代のニーズに合う都市づくりの行程を経て、やがて大きな流れとなり大海（将

来都市像の達成）へ至ります。 

 

小さな流れ（個別の課題への対応）からはじめ、大海（将来都市象の達成）へ至る 

「桶川」の都市づくりの流れ 

 

計画推進の前提整備 
計画推進の環境の充実 

緊急課題への対応 

着実な都市づくり 

市民のニーズに合う 

都市づくり 地域のニーズに合う 

都市づくり 

時代のニーズに合う 

都市づくり 
・公園整備 

・土地区画整理事業の促進 など 

・圏央道・上尾道路への対応 

・駅周辺地区の整備 

・新市庁舎の建設 

・防災対策 

・交通対策、道路整備 

・快適な歩行者空間整備 

・公共施設の利便性向上 など 

・条例（まちづくり条例、環境条例など）や

各種助成制度など法制度の整備 

・都市づくりに係わる第三者機関や基金

などの設立 など 

・都市づくりをパートナーシップで進めて

いくための人づくり、組織づくり、体制づ

くり 

・市民と行政の話し合いの場づくり、都

市づくりへの市民参加の継続 

・情報の共有化 など 



 - 72 - 

第二節 計画推進のしくみ 

 

 本市の都市計画マスタープランを推進していくためには、行政、市民、市内の企業

の相互理解と信頼関係を築くとともに、桶川のアイデンティティを確立し、目的意識

を共有化し、まちづくりを進めていくことが重要です。そのためには、第一に行政、

市民、企業市民としての市内の企業の参加と協働による主体の形成が必要です。また、

三者が常に情報を共有し意見を交換する中で、都市づくりの進路やスピードを定めて

いく必要があります。さらに、都市づくりのための資金、労力、土地、環境や景観と

いった地域資源などの資財を確保していくことも必要となります。 

本節では、計画推進のしくみとして不可欠な＜主体の形成＞、＜情報の共有＞、＜

資財の確保＞について、行政と市民と市内の企業の役割分担を示します。また、最後

に本計画を実施していくにあたって、留意すべき事項を＜計画の進行管理＞として示

します。 

 

◇主体の形成 市民、行政、企業市民としての市内の企業の参加と協

働による主体の形成 

◇情報の共有 都市づくりの進路やスピードを定めるため三者間の

情報共有と意見交換 

◇資財の確保 都市づくりの資金、労力、土地、環境や景観といった

地域資源などの資財の確保 

◇計画の進行管理 計画を適切に運用していくための体制づくりと計画

の見直しの考え方 

 

 

 

資材 

情報 
行政 市民 企業市民 
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１．主体の形成 

 

都市計画マスタープランを適切に運用し、都市

づくりを着実に進めていく主体を形成するために、

行政を中心とし、都市づくりに熱意を持つ個人や

市内の企業をつなぐ組織、そして様々な立場の違

いをこえて理解と共感を形成するための交流が必

要となります。 

 

（１）人づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織づくり・しくみづくり 

 

 

 

 

 

 

 

行政 
 

市民 

交流 交流 交流 交流 

【都市づくりの推進体制】 

市内市内市内市内のののの

企業 企業 企業 企業 

■行政は・・・ 

① 全ての職員が本計画の理念と方針を理解し、将来都市像の達成に向けた目的意識を持
って職務にあたります。 

② 都市づくりの専門家と呼べる職員を育成します。 
③ 生涯学習や郷土学習、環境学習などを通じて、子供から大人まで、市民や市内の企業

の地域社会や都市づくりへの関心を高めるように働きかけます。 

■市民は・・・ 

① 自ら都市づくりの主体であることを自負します。 
② 日常生活の様々な場面で地域社会とのかかわりを意識し、都市づくりに主体的に参加

する熱意を持ちます。 

 
■市内の企業は・・・ 

① 地域社会に貢献する市内の企業の役割と責任を意識し、都市づくりへの参加の熱意を
持ちます。 

② 業務の一環として地域社会に貢献できる就労や企業運営の体制を整えます。 
③ 都市づくりの一員として、技術提供、施設公開、資財拠出します。 

 

■行政は・・・ 

① 市を挙げて都市づくりを一体的かつ効果的に進めるため、従来の縦割り行政の枠にとら
われない柔軟な対応のできる組織とし、行政内部の合意形成や意思決定のシステム、
一元化した窓口などを整備します。 

② 市民と協働で都市づくりを進めるため、様々な場面での市民参加に適切に対応します。 
③ 市民と行政が協働で都市づくりを進めるためのしくみを裏付ける条例などの制定を図り

ます。 
④ 地域社会や都市づくりに貢献する市民組織を支援します。 

■市民は・・・ 

① 主体的にまちづくりを担うための組織をつくります。 
② 自治会活動など、地域社会や都市づくりに関する組織的な活動に積極的に参加しま

す。 
③ ボランティア団体や各種人材バンクに積極的に参加し、都市づくりに個々の能力をいか

します。 

 
■市内の企業は・・・ 

① 地域社会や都市づくりに関する業種間、異業種間交流に積極的に参加します。 
② 都市づくりに貢献する技術や施設の登録を積極的に行います。 
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２．情報の共有 

 

都市づくりに関しては、事業や制度が縦割りになりがちで、情報の流れも限られる

ことが多いため、情報の公開とその伝達や共有化に意識的に取り組む必要があります。 

また、都市づくりを進めるための様々な手法は、社会情勢の変化などに対応するこ

とが求められます。時節にかなった適切な都市づくりを進めるためにも、常に最新の

情報の中から都市づくりの手法を選択することが望ましく、情報収集力の強化と情報

の公開や共有化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．資財の確保  

 

都市づくりに関わる主体が行政、市民、市内の企業の三者であるならば、資金、労

力、土地、環境や景観資源などの都市づくりに関する資財も、市民、市内の企業の協

力を得ながら確保していくことが必要です。 

また、市民と行政が協働で都市づくりを進めていくためには、助成制度や財源の裏

付けとなる基金やその受け皿となる財団の設立、市民参加による都市づくりへの支出

を円滑にするまちづくり条例などの法制度の整備といった、市政全般にわたる対応が

必要となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

■行政は・・・ 

① 都市づくりに関する技術情報の収集力を高め、行政内の情報共有化を進めます。 
② 市民に都市づくりに関する情報を提供します。 
③ 市民意向の把握と結果報告により、市民と行政、市民相互の理解を深めます。 

■市民は・・・ 

① 都市づくりに主体的に参加する意識を持ち、身近な生活環境を評価し意向を伝える熱
意を持ちます。 

② 都市づくりに関する行政の呼びかけに積極的に応えるとともに、コミュニティ活動などを
通じた自主的な情報発信を図ります。 

③ 様々な交流機会を捉え、都市づくりへの理解を深めます。 

 
■市内の企業は・・・ 

① 都市づくりに役立つ情報を提供します。 
② 地域社会に貢献する市内の企業として、市民や行政との情報交流を促進します。 

 

■行政は・・・ 

① 必要な部門での経営意識の導入を図り、行財政のリストラを進めます。 
② 公共施設や公共空間の多目的利用や運営の充実による効率化を進めます。 
③ 計画の体系化と進行管理により、効果的で無駄のない施策を展開します。 
④ 財団や基金の設立、公債の発行、収益事業のあり方など、財政充実のための様々な手

立てを検討します。 
⑤ 公的サービスの受益者負担や寄付、借地提供の呼びかけ、人材バンクやボランティア

組織との連携など、市民や市内の企業の協力を仰ぎます。 
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４．計画の進行管理 

 

本計画は、長期にわたる都市づくりの基本方針を示すものですが、その実施にあた

っては、市民と行政の相互理解の上に計画を着実に進めるための進行管理と、社会の

変化や新たな市民のニーズに応じて適切に計画の見直しを図る体制が必要となります。 

以下に、計画の進行管理にあたり留意すべき事項をまとめます。 

 

■ 計画の適切な運用と見直しについて 

①緑のまちづくり基本計画や地域防災計画、環境基本計画、福祉分野の計画などの各

分野の個別計画に、本計画の考え方を反映させます。 

②進行管理の組織・体制を活用しつつ、早期着手事項の実施計画や短期・中期の目標

となる実行計画を策定します。 

③本計画の基本的な理念を継承しながらも、長期計画を硬直化させることのないよう、

今後も総合振興計画の見直しなどの機会をとらえ計画の見直しを検討し、社会の変

化や市民のニーズに適切に対応します。 

④都市計画決定を行った道路、公園などの施設についても、社会経済情勢の変化に対

応して変更を行う必要があるものについては、変更の必要性や関連する事業などへ

の影響を吟味し、都市計画の一定の継続性、安定性を考慮のうえ、適宜変更を行い

ます。また、整備にあたっては、整備計画を策定し、着実に進めていきます。 

 

■ 進行管理の組織・体制のあり方について 

①緑のまちづくり基本計画や地域防災計画、環境基本計画、福祉分野の計画などの各

分野の個別計画づくりや運用にあたり、行政内部の担当者間の障壁を取り除き、市

を挙げて都市づくりを一体的かつ効果的に進めるための組織・体制を整備します。 

②都市づくりに関する情報の公開と共有化を進め、行政、市民、市内の企業の交流を

促進し、相互の理解と協力の下地を整えます。 

③都市づくりに関する様々な活動の全市的なネットワーク化により、地域・地区の個

性を伸ばしつつ全市的な連携の図られる体制をつくります。 

④他都市の活動との交流を深め、都市づくりへの取り組みの中で連携していきます。 

⑤客観的な立場から計画の適切な進行を管理できるよう、市民が参加するモニター組

織の整備などを検討します。 

■市民は・・・ 

① 都市環境の負荷軽減を心がけ、ゴミの減量化や省エネルギーに努めます。 
② コミュニティ活動などを通じたマンパワーの提供に努めます。 
③ 借地提供の呼びかけや市民緑地への用地の提供などの協力に努めます。 

 
■市内の企業は・・・ 

① 都市環境の負荷軽減を心がけ、ゴミの減量化や省エネルギーに努めます。 
② 環境対策など地域社会に貢献するマンパワーや技術を提供します。 
③ 地場産業の振興や地域ブランドづくり、イベント開催などを通じた都市の活性化へ協力

します。 
④ 非常時の避難場所などの環境や空間の提供を行います。 



 

付章 計画資料 



- 76 - 

１．計画策定の経過（当初） 

 

  本計画の策定にあたっては、公募等による市民と市職員の５３名からなるまちづくり

協議会が主体となり、庁内審議機関と調整を図りながら素案を作成しました。その素案

を基に、検討委員会で討議を行い原案をとりまとめ、最終的に、隣接自治体や関係機関

との調整、および都市計画審議会の審議を経て都市計画マスタープランの決定を得たも

のです。 

 

（１）策定検討委員会名簿 

（敬称略） 

 

委員長 窪 田  陽 一 埼玉大学教授 

副委員長 松 本  暢 子 大妻女子大学専任講師 

委 員 加 藤  隆 司 埼玉県住宅都市部都市計画課長 

委 員 大 山   功 埼玉県住宅都市部住宅管理課長 

委 員 小 川   稔 三国コカコーラ（株）埼玉支社長 

委 員 保 坂   安 桶川ロータリークラブ 

委 員 山 田  善 信 桶川ライオンズクラブ会長 

委 員 野 口  高 明 桶川市農業協同組合長 

委 員 熊 井  純 子 桶川市女性会議 

委 員 中 村  弘 義 桶川市区長会副会長 

委 員 小 林  洋 一 一般市民（建築・文化関係） 

委 員 畠 山   武 まちづくり協議会会長 

委 員 加 藤  あや子 まちづくり協議会副会長 

委 員 小 林  昭 雄 まちづくり協議会副会長 

委 員 天 沼  正 志  桶川市都市計画審議会長 

委 員 田 口  寿 英 市議会総務常任委員長 

委 員 渡 辺  映 夫 市議会建設常任委員長 

委 員 西 井  安 雄  桶川市企画財政部長 

委 員 大 塚  一 雄 桶川市環境経済部長 

委 員 町 田  庄 蔵 桶川市建設部長 

 

（２）策定検討委員会審議経緯 

平成８年１０月 １日    第１回策定検討委員会 

平成８年１１月２６日    第２回策定検討委員会 

平成８年１２月１９日 

          委員個別ヒアリング 

平成９年 １月 ８日 

平成９年 ２月２０日    第３回策定検討委員会 

～ 
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【まちづくり協議会活動記録】  
 

（１）まちづくり協議会名簿 
(敬称略) 

地域班 氏 名 備 考 

専 門 部 会 

将来 
都市像 

交通 
大規模 
道路 

公園 
緑地 

住宅 

川 

田 

谷 

岡村 秋雄 (市民)  ○ 部会長  副部会長 ○ 

加藤 耕一 (市民) 地域班長 ○ ○ ○   

川辺 吉展 (職員) 広報委員 ○ ○ ○   

菊池  弘 (職員)  副部会長 ○ ○   

桜井 誠市 (市民)       

柴崎 正夫 (職員)  副部会長  ○   

高橋 武彦 (職員)  ○ ○ ○  副部会長 

高柳千恵子 (職員)    ○ ○  

長野 博行 (職員) 地域副班長  副部会長 ○  ○ 

林  英孝 (職員)     ○  

堀口理恵子 (市民)   ○ ○   

山中 市郎 (市民)  ○     

山中 敏正 (市民)  ○     

桶 

川 

西 

伊藤 嘉記 (市民)  ○     

今井 正文 (職員)       

小島 宮子 (市民) 広報委員   ○ ○  

小林 昭雄 (市民) 協議会副会長 ○    ○ 

斎藤 英人 (職員)       

嶋田  滋 (職員) 地域副班長    ○  

白石とも子 (市民)     ○  

新美 清志 (職員)       

畠山  武 (市民) 協議会会長      

松嶋 文雄 (市民)   ○ ○   

宮崎 光二 (職員)       

森田 克巳 (市民) 地域班長 ○    部会長 

和久津慶治 (市民)     ○  

桶 

川 

東 

井上 理恵 (職員)     副部会長  

岩間 文雄 (市民)  ○     

臼田 喜之 (市民)   ○ 部会長  ○ 

小沢 俊幸 (市民)   ○    

加藤あや子 (市民) 協議会副会長    ○  

小山 三郎 (職員)     ○  

郷  久博 (職員)       

志村  勉 (市民) 地域班長    ○  

関口 光男 (職員) 地域副班長     ○ 

粒良 紀夫 (職員) 広報委員   ○ 部会長  

中澤 義雄 (市民)       

福島  隆 (市民)  ○     

養松 信司 (市民)  部会長     

加 

納 

荒井  茂 (市民) 広報委員 ○  ○   

井上  悟 (職員) 地域副班長 ○     

岩崎 克浩 (職員)       

小野 英治 (市民) 広報委員  ○    

加藤 貴一 (市民) 地域班長    ○  

川村 勇生 (市民)     ○  

小宮山 勝 (市民)     ○  

西城 宏之 (市民)  ○ ○ ○ ○  

佐々木 茂 (職員)       

諏訪 悦男 (職員)  ○    ○ 

関根 昌美 (職員)       

高橋  宏 (職員)       

高山 麗子 (市民)  ○ ○ 副部会長  ○ 

藤村 健一 (職員)     ○  
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（２）まちづくり協議会活動経緯 

 

 公募等による５３名のメンバーからなるまちづくり協議会の活動は４期に分けられま

す。初動期の３ヶ月は、基礎学習と組織化に充て、実質検討前期の７ヶ月は、四つの地

域班に分かれ地域ウォッチングから地域別構想の検討を行い、実質検討後期の４ヶ月は、

地域別構想及び全体構想１次案に基づき、五つの専門部会に分かれ全市的な分野別の検

討を行いました。 

最後の３ヶ月は、２次案、３次案、素案と計画案の推敲に充てられました。 

 

平成７年 ２ 9/25 大規模道路部会 ３ 1/17 公園緑地部会 

１ 1/14  協議会委員一般公募  9/26 桶川西･加納班会議  1/20 第 15 回全体協議会 

 2/24 第１回全体協議会  10/ 2 大規模道路部会  1/24 加納班会議 

 3/15 第２回全体協議会  10/ 3 加納班会議  1/27 交通･将来都市像部会 

 3/25 第３回全体協議会  10/ 5 桶川西班会議  1/31 川田谷班会議 

 4/15 第４回全体協議会  10/ 6 川田谷班会議  2/ 1 住宅部会 

 4/26 第５回全体協議会  10/ 7 桶川東･加納班会議  2/ 2 公園緑地部会 

 5/10 第６回全体協議会  10/14 第 12 回全体協議会、  2/ 3 交通部会 

 5/27 第７回全体協議会   川田谷班会議  2/ 9 住宅部会 

２ 6/ 7 第８回全体協議会  10/17 桶川西班会議  2/10 将来都市像部会 

 6/10 川田谷班会議  10/21 桶川東班会議  2/13 大規模道路部会 

 6/13 桶川西班会議  10/23 大規模道路部会  2/17 第 16 回全体協議会 

 6/17 川田谷班会議  10/24 住宅部会  2/21 公園緑地部会 

 6/20 加納班会議  10/25 川田谷班会議  2/24 交通･将来都市像部会 

 6/21 桶川東班会議  10/28 加納班会議  3/ 1 公園緑地部会 

 6/24 桶川西班会議  10/29 市内視察  3/ 9 将来都市像部会 

 6/25 桶川西班会議  10/31 加納班会議  3/13 公園緑地部会 

 7/ 1 川田谷･桶川東班会議  11/ 2 桶川西班会議  3/16 第 17 回全体協議会 

 7/ 3 桶川西班会議  11/ 3 市民まつり  3/23 交通･将来都市像部会 

 7/ 8 川田谷･桶川東･加納班会議  11/ 4 先進市視察  3/26 住宅部会 

 7/ 9 加納班会議  11/11 第 13 回全体協議会  4/ 4 川田谷班会議 

 7/10 桶川西班会議  11/13 川田谷班会議  4/13 桶川東班会議 

 7/11 加納班会議  11/24 桶川西班会議  4/16 加納班会議 

 7/22 第 9回全体協議会  11/25 加納班会議  4/17 桶川西班会議 

 8/ 1 桶川西班会議  11/26 桶川西地域懇談会  4/20 第 18 回全体協議会 

 8/ 3 加納班会議  11/27 大規模道路部会 ４ 5/ 7 川田谷班会議 

 8/ 4 川田谷班会議  11/28 住宅部会  5/ 9 加納班会議 

 8/ 5 桶川東班会議  11/29 公園緑地部会  5/10 桶川西班会議 

 8/ 8 桶川西班会議  12/ 2 将来都市像部会、  5/13 川田谷班会議 

 8/19 第 10 回全体協議会   桶川東班会議  5/14 加納班会議 

 8/24 住宅部会  12/ 5 交通部会  5/17 桶川西班会議 

 8/29 桶川西班会議  12/ 7 川田谷班会議  5/18 桶川東班会議 

 9/ 2 桶川東班会議  12/ 9 第 14 回全体協議会  5/25 第 19 回全体協議会 

 9/ 5 桶川西班会議  12/11 大規模道路部会  6/ 8 市民シンポジウム 

 9/ 9 川田谷･桶川西･加納班会議  12/14 桶川西班会議  6/15 実現化方策検討会議 

2

5 
9/11 大規模道路部会  12/18 大規模道路部会  6/20 桶川西班会議 

 9/12 川田谷･加納班会議  12/19 住宅部会  6/21 加納班会議 

 9/13 桶川東班会議 平成 8年  6/29 第 20 回全体協議会 

 9/16 第 11 回全体協議会 ３ 1/13 交通･将来都市像部会  7/20 第 21 回全体協議会 

 9/21 住宅部会  1/16 住宅部会   （都市マス素案提出） 
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２．都市計画マスタープランの改訂経過 

 

  平成９年の策定から今日までの間、第三次総合振興計画は、第五次となり、関係する

法律なども新設や改正が行われています。今回の修正は、総合振興計画をはじめ関連諸

計画との整合を図り、既往事業や施策の進捗状況を踏まえ、時点修正を行ったものです。   

修正にあたっては、庁内からなる修正検討委員会を組織し、市民説明会などを実施し、

素案をまとめ、都市計画審議会の審議を経て決定しています。 

   

■経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成２２年度は、委託業務を発注しています。 

   〔受託機関〕 東日本総合計画株式会社 （旧）東武計画㈱ 

  〔業務期間〕 平成２２年５月２８日～平成２３年３月２９日 

 

日時 内容 

平成２２年８月２６日 
第１回 桶川市都市計画マスタープラン及び桶川市緑 

のまちづくり基本計画修正検討委員会（以下委員会） 

９月３０日 第２回 委員会 

１０月２６日 第３回 委員会 

１１月１８日 第４回 委員会 

１２月２１日 第５回 委員会 

平成２３年１月２４日 第６回 委員会 

２月１２日・１３日 市民説明会 

２月１４日～３月７日 パブリックコメント 

３月２２日 第７回 委員会 

平成２４年１１月１４日 第８回 委員会 

１２月２５日 桶川市都市計画審議会 
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■ 平成２２年度委員会名簿（第１回から第７回） 事務局：都市計画課 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■ 平成２４年度委員会名簿（第８回） 事務局：都市計画課 ※新任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 職 所属 

委員長 興 津  吉 彦 副市長  

副委員長 大 金  孝 夫 部長  市民生活部 

副委員長 川 辺  隆 浩 部長 都市整備部 

委員 関 根  昌 美 次長 総合政策部 

委員 小 此 木  雅 男 次長 総務部 

委員 加 藤  恒 夫 課長 市民生活部 環境課 

委員 廿 樂  和 彦 課長 同部 産業観光課 

委員 柴     栄 次長 健康福祉部 

委員 岩  田   泉 参事兼次長 教育委員会事務局 教育部 

委員 白  根   勉 課長 都市整備部 道路河川課 

委員 中  里   茂 課長 同部 大規模道路推進課 

委員 細  田   実 課長 同部 街路整備課 

委員 辻 本  博 行 副参事兼課長 同部 建築課 

委員 高 橋  武 彦 副参事兼課長 同部 区画整理課 

委員 新 美  清 志 課長 同部 下水道課 

委員 町 田  次 男 課長 同部 都市計画課 

氏名 職 所属 

委員長 興 津  吉 彦 副市長  

副委員長 柴    栄 部長  市民生活部 

副委員長※ 濱  川   敦 部長 都市整備部 

委員 関 根  昌 美 次長 総合政策部 

委員※ 藤 村  健 一 次長 総務部 

委員※ 斎 藤  勝 美 課長 市民生活部 環境課 

委員※ 枻 川  勲 夫 課長 同部 産業観光課 

委員※ 栗  原   茂 課長 同部  農政課長 

委員※ 嶋 根  健 治 次長 健康福祉部 

委員※ 新 井  孝 雄 次長 教育委員会事務局 教育部 

委員※ 角   裕  司 課長 都市整備部 駅東口整備推進課 

委員 新 美  清 志 課長 同部 道路河川課 

委員 白  根   勉 課長 同部 街路・大規模道路推進課 

委員 辻 本  博 行 副参事兼課長 同部 建築課 

委員 高 橋  武 彦 副参事兼課長 同部 区画整理課 

委員※ 沖 田  圭 一 課長 同部 下水道課 

委員 町 田  次 男 課長 同部 都市計画課 
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