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１．基本⽅針の⽬的や位置付け                 
市街化調整区域まちづくり基本方針を策定する目的や、上位・関連計画における位置付け等を示

します。 

１－１．基本⽅針策定の背景と⽬的 

（１）策定の背景 
八潮市（以下、「本市」という。）の市街化調整区域※は、都市計画マスタープラン※におい

て田園都市ゾーン※及び公園・緑地ゾーン※として位置付けられていますが、現状においては、

都市計画法に基づく開発許可※が不要であった社会福祉施設や建築行為を伴わない資材置場

及び駐車場の立地、許可により立地可能となる墓地の計画など、様々な形態の土地利用の状況

がみられます。 

一方、北部では、東埼玉道路（国道４号）をはじめとする複数の広域幹線道路が整備され、

また、（仮称）外環自動車道八潮パーキングエリア※等の整備が予定されているなど、良好な交

通利便性を有した土地利用の可能性が高い地域であることから、周辺環境に配慮した計画的な

土地利用として産業拠点の形成を図るため、「北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画※」

が策定されました。 

また、中川周辺地域では、貴重な農地景観の保全を目的とした取組が展開されるなど、市街

化調整区域の土地利用は多様化しています。 

これらのことから、本来の目的となる市街化を抑制すべき市街化調整区域のあり方について、

地域の実情を踏まえた上で整理し、地域ごとのまちづくり方針に基づき、施策を展開していく

必要があります。 

（２）策定の⽬的 
市街化調整区域まちづくり基本方針（以下、「基本方針」という。）では、市街化調整区域の

あり方及び今後の土地利用の方向性を明らかにし、施策の展開による計画的な土地利用の保

全・規制・誘導を図ります。 

 

１－２．基本⽅針の位置付け 

 基本方針は、都市計画マスター 

 プランの市街化調整区域編として 

 位置付け、都市計画マスタープラ 

ンをはじめ、県や本市の上位・関 

 連計画に即して定めます。 

 

  

 

マスタープランに即した都市計画等 

都市計画の決定・変更 

・区域区分 ・市街地開発事業 

・地域地区 ・地区計画 

・都市施設        等 

八潮市総合計画 

基本構想 

県の都市計画等 

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針 

まちづくりの実践 

土地利用の誘導/道路や公園の整備/土地区画整理事業 等 

各部門のマスタープラン 

・景観基本計画 

・緑の基本計画 

・住生活基本計画   等 

■基本方針の位置付け 

八潮市都市計画マスタープラン 

基本計画 

市街化調整区域編 

（今回の基本方針の位置付け） 
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１－３．基本⽅針の対象区域と計画期間 

（１）対象区域 
基本方針の対象区域は市街化調整区域全体とし、都市計画マスタープランにおいて田園都市

ゾーン及び公園・緑地ゾーンとして位置付けられている区域を基本とします。 

なお、市民の意向把握は、田園都市ゾーンを北部拠点まちづくり推進地区、北部地区東側地

域、幸之宮・和耕地域、鶴ヶ曽根地域の４地域、公園・緑地ゾーンを中川周辺地域、大場川周

辺地域、綾瀬川周辺地域の３地域にそれぞれ区分した上で実施しています。 

 

 

  

※ワークショップ実施地域 

■対象区域図 

資料：八潮市都市計画マスタープラン「土地利用方針図」 

綾瀬川周辺地域 

大場川周辺地域 

中川周辺地域 

鶴ヶ曽根地域※ 

幸之宮・和耕地域※ 

北部地区東側地域※ 

基本ゾーニング 詳細土地利用ゾーニング 

北部拠点まちづくり推進地区 

【まちづくり計画策定済】 
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（２）計画期間 
基本方針の計画期間は、都市計画マスタープランの目標年次に合わせ、平成 37 年度（2025

年度）とします。なお、基本方針は、第 5 次八潮市総合計画の見直しや、社会経済状況の変化、

各種計画の進捗などにより見直しが必要となった場合には、都市計画マスタープランとあわせ

て見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４．基本⽅針の構成 

基本方針は、社会経済状況を考慮し「市街化調整区域の現況」と「市民の意向把握」から、「市

街化調整区域のまちづくりの課題」を整理し、課題解決に向けた「市街化調整区域のまちづくり

方針」を示します。また「市街化調整区域のまちづくり方針の実現に向けて」、基本的な考え方を

示します。 

 

 

 

 

考慮すべき主な社会経済状況 

市街化調整区域の現況 市民の意向把握 

市街化調整区域のまちづくりの課題 

市街化調整区域のまちづくり方針 

市街化調整区域のまちづくり方針の実現に向けて 

■計画期間 

■基本方針の構成 
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２．基本⽅針策定にあたり考慮すべき主な社会経済状況      
基本方針の策定にあたり、考慮すべき主な社会経済状況を示します。 

 

◆人口構成の変化や人口減少の進行 

我が国は、少子高齢化・人口減少により、人口構成が大きく変化しており、世界的にも類を見

ない超高齢社会※を迎えています。 

また、平成 20 年に我が国の総人口が減少に転じてから 10 年近くが経過し、今後も長期的な

人口減少が見込まれています。なお、これには地域差があり、特に地方都市において急激な進行

が予想されています。 

こうした少子高齢化・人口減少の進行は、我が国の経済や社会に極めて大きな影響を与えるこ

とが予想されており、社会経済活動の担い手の確保や、地域社会のコミュニティ機能の維持など

の幅広い課題に対応していくことが求められています。 

 

◆地域の活力低下、農地や緑地の減少 

市街化調整区域では、市街化区域※に比べて急激な少子高齢化・人口減少の進行により、農地

や森林等の自然環境の荒廃、地域の活力低下につながっている事例が多く見られます。 

また、農地や緑地については、後継者不足や維持管理の担い手不足により、土地利用の転換が

進み、面積が減少するとともに、建築行為を伴わない資材置場や駐車場等の土地利用が、周辺環

境と調和しない景観となっている事例も多く見られます。 

こうした中で、市街化調整区域では、農業振興や自然環境の保全を図りつつ、既存の地域社会

のコミュニティ機能や生活環境を維持することが求められています。 

 

◆厳しい財政状況下での持続的な都市経営 

我が国では、高度経済成長期を中心に整備された公共施設やインフラ資産が更新・改修時期を

迎えており、建替えや改修等の費用の増大が懸念されています。 

今後、自治体の厳しい財政状況下において、各種サービスを効率的に提供し、持続可能な都市

経営を行うため、維持管理コストの増大につながる無秩序な市街化を抑制し、都市機能※の集約

によるコンパクトシティ※への転換が求められています。 

なお、埼玉県のまちづくり埼玉プラン（都市計画の基本指針）※では、埼玉のまちづくりの現

状と課題として、市街地の低密拡散化への対応が必要であり、コンパクトなまちの実現をまちづ

くりの目標の一つとしています。 

 

◆交通利便性の向上による土地利用の可能性の向上 

市街化調整区域においても、広域的な幹線道路や高速道路のインターチェンジ開設等といった

広域交通の利便性の向上を背景に、土地利用の可能性が高まる事例が見られます。 

こうした交通利便性の向上による都市的土地利用の要請に対しては、工場・倉庫・資材置場等

の無秩序な立地に繋がることのないよう、地域の実情に応じて計画的な土地利用の規制・誘導を

進めていくことが望まれています。 
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３．市街化調整区域の現況                   
基本方針の策定にあたり、前提となる本市の市街化調整区域の人口や土地利用等の現況等を示します。 

３－１．概況 

本市は、市域全体が都市計画区域※に指定されており、このう

ち、市街化区域は 1,308ha（72.5％）、市街化調整区域は 495ha

（27.5％）となっています。市街化調整区域は、本市の北部と中

川、綾瀬川、大場川の沿岸部に位置しています。 

かつては江戸の穀倉地帯で、米や野菜の生産を中心とする純農

村として栄えるとともに、市域を南北に縦貫する道は下妻街道※

と呼ばれ、江戸時代に日光道中の脇往還※や物資の輸送路として

利用されてきました。昭和 60 年に都市高速道路三郷線、平成 4

年に高速外環状道路（東京外環自動車道）及び外環状道路（国道 298 号）、平成１６年に東埼玉

道路が開通すると、東京都心に近く、交通利便性にも恵まれた立地条件を有する本市の市街化調

整区域の産業系土地利用の需要が高まり、近年では農地が資材置場や駐車場に転用されるなど、

土地利用に変化が見られます。また、中川においては、新堤防の整備が進められています。 

一方で、高速外環状道路の休憩施設となる（仮称）外環自動車道八潮パーキングエリアや（仮

称）外環自動車道八潮スマートインターチェンジ※の整備が予定されており、広域的な交通利便

性の更なる向上に伴って、新たな土地利用の可能性が高まることが想定されます。 

３－２．⼈⼝・世帯数 
都市計画基礎調査※によると、市街化調整区域の人口は平成 27 年で 3,890 人と、市全体の

4.5％を占めています。人口の推移を見ると、平成 22 年から平成 27 年にかけて、市街化区域で

3,991 人（5.1％）増加しているのに対し、市街化調整区域では 251 人（6.1％）減少していま

す。世帯数の推移を見ると、平成 22 年から平成 27 年にかけて、市街化区域では 3,286 世帯

（10.6％）増加しているのに対し、市街化調整区域では 10 世帯（0.6％）増加しており、ほぼ横

ばいとなっています。また、市街化調整区域における 15 歳未満人口は 10.8％、65 歳以上人口

は 30.1％で、市街化区域に比べて少子化・高齢化が進行している状況です。それに伴い、八條北

小学校、八條小学校ともに、児童数は減少傾向となっています。 
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(95.0%)
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13.3%

10.8%

64.0%

59.1%

22.6%

30.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市街化区域

市街化

調整区域

15歳未満 15～64歳 65歳以上

（11,004人） （52,816人） （18,645人）

（1,166人）（2,290人）（418人）

■人口・世帯数 

■八潮市位置図 

■年齢３区分別人口構成比 

資料：都市計画基礎調査（平成 22,27 年） 資料：都市計画基礎調査（平成 27 年） 
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３－３．⼟地利⽤ 

（１）⼟地利⽤現況 
平成 27 年の都市計画基礎調査によると、土地利用の現況は、農地等の自然的土地利用が

51.0％、住宅用地や商業用地等の都市的土地利用が 49.0％となっています。都市的土地利用

のうち、8.5％を占める「その他の空地」の中で、田園都市ゾーンは 26.4ha で、その内訳は

駐車場 9.4ha（35.6％）、資材置場 6.3ha（24.0％）の割合が高くなっています。また、中

川沿いには、良好な緑地や農地が広がっています。 

（２）⼟地利⽤の変遷 
平成 22 年から平成 27 年にかけて、都市的土地利用は 3.1％増加し、その主な内訳は公共・

公益用地が 2.7％、工業用地が 1.1％増加しています。自然的土地利用は 3.1%減少し、その

主な内訳はその他自然地が 2.5%、農地が 1.0%減少しており、また、未耕作である農地が多

くなっています。 

  平成 23 年から平成 27 年までの建築動向を見ると、その内訳は住宅の割合が高くなってい

ます。また、平成 23 年から平成 27 年までの農地転用※件数を見ると、その内訳は公共用地、

その他（駐車場、資材置場等）の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積 割合 面積 割合 増減
自然的土地利用 267.5ha 54.2% 252.0ha 51.0% -3.1%

農地（田・畑） 106.8ha 21.6% 101.7ha 20.6% -1.0%

山林 1.9ha 0.4% 1.5ha 0.3% -0.1%

水面 87.1ha 17.6% 89.4ha 18.1% 0.5%

その他の自然地 71.7ha 14.5% 59.4ha 12.0% -2.5%

都市的土地利用 226.5ha 45.8% 242.0ha 49.0% 3.1%

住宅用地 47.2ha 9.6% 46.3ha 9.4% -0.2%

商業用地 10.4ha 2.1% 10.8ha 2.2% 0.1%

工業用地 28.2ha 5.7% 33.4ha 6.8% 1.1%

その他の空地 44.4ha 9.0% 42.2ha 8.5% -0.4%

公共・公益用地
（道路用地・公共施設用地・公共空地等）

96.2ha 19.5% 109.3ha 22.1% 2.7%

494.0ha 100.0% 494.0ha 100.0% 0.0%合　　　　計

平成22年 平成27年
土地利用分類

資料：都市計画基礎調査（平成 27 年） 

■土地利用分類別面積表 

■農地転用件数 ■建築件数 

住宅用地 工業用地 公共用地
工業 その他

住宅 集合住宅 商業

その他（駐車場、資材置場等）
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  ■土地利用現況図 

八潮市役所 

八潮駅 

資料：都市計画基礎調査（平成 27 年） 
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３－４．道路・交通 
 （１）道路 

  田園都市ゾーンは広域的な道路条

件は良好で、高速外環状道路や東埼

玉道路等があり、（仮称）外環自動車

道八潮パーキングエリアや、そこに

接続する（仮称）外環自動車道八潮

スマートインターチェンジの整備

が予定されています。 

  道路幅員は、住宅が集積するエリ

アでは幅員 6ｍ未満の道路が多くな

っています。また、東西方向の道路

は多い一方で、南北方向の道路は少

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 （２）公共交通 
鉄道については、八潮駅のほか、

周辺市を含めて鉄道駅が 10 箇所開

業していますが、田園都市ゾーンは、

いずれの鉄道駅からも 2ｋｍ以上離

れていることから、公共交通はバス

が主体となっています。 

バスについては、特に、北部拠点

まちづくり推進地区及び北部地区東

側地域では、定時性や採算性の観点

からコミュニティバス以外のバス路

線が無く、バス利用の利便性が低い

状況となっています。 

一方で、八潮団地から草加駅や八

潮駅へ至るバス路線は 1 日 80 本以

上あり、鶴ヶ曽根地域や幸之宮・和

耕地域の西側については、草加駅や

八潮駅へのアクセスは確保されてい

ます。 

■道路現況図（田園都市ゾーン） 

資料：八潮市内バス路線図 

■バス路線図（田園都市ゾーン） 

資料：八潮市都市計画図、平成 28 年道路台帳 

ＰＡ：（仮称）外環自動車道八潮パーキングエリア 

ＳＩＣ：（仮称）外環自動車道八潮スマートインターチェンジ 

東埼玉道路 

浦和流山線 

柳之宮木曽根線 

高速外環状道路 

草加彦成線 

ＳＩＣ 

ＰＡ 
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３－５．⽣活環境 

鶴ヶ曽根地域、幸之宮・和耕地域では、コンビニエンスストアや病院が立地し、隣接する市街

化区域に立地するスーパーマーケットも利用可能です。 

一方で、高速外環状道路以北にはコンビニエンスストアや病院は立地しておらず、生活サービ

ス施設※に関する利便性が低い状況となっています。 

３－６．農業 

本市の農業は、都市化の進展により、農地の転用や農家の兼業化が進み、農業の担い手不足も

深刻化しており、農家戸数及び耕作面積も年々減少しています。また、近年では農産物直売所や

スーパーマーケットなど地産地消※による農業経営を主とした農家も増加し、農業経営も変化して

います。 

一方で、市街化調整区域においては、北部地区では米の生産、中川周辺地域では野菜の生産が

盛んですが、農家の高齢化や担い手不足等により営農の継続が難しく、農地以外の土地への転用

が見られます。 

３－７．景観 

中川沿いにまとまった農地や、中川等の河川敷に水辺や河畔林、ヨシ原等があり、自然景観が

残っています。また、和井田家住宅・太田家住宅や八條殿社古墳等の文化財や八條八幡神社とい

った歴史的な建造物等があり、歴史の面影を感じることができます。 

一方で、既存集落や農地の周辺では、建築行為を伴わない資材置場や駐車場等が随所に見られ、

周辺の良好な景観と調和が図れていない状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

３－８．歴史・⽂化資源 

和井田家住宅・太田家住宅や久伊豆神社の祭り等の 14 の指定文化財※がある他、八條渡し、

庚申塔といった様々な歴史・文化資源を有しています。 

一方で、市民にその価値が十分に認知されていないものもあります。 

 

 

 

 

 

 

不法投棄が周辺の良好な 
景観を阻害 

良好な河川景観 ⼿⼊れの⾏き届いた 
良好な⽔⽥ 

屋敷林に囲まれ、茅葺の 
⻑屋⾨が⽴派な和井⽥家住宅 

江⼾時代からの河岸問屋で 
商家の意匠が残る太⽥家住宅 

⼋條の鎮守として市北部に⽴地
する⼋條⼋幡神社 
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３－９．防災 

八潮市洪水ハザードマップ※では、周囲の中川や綾瀬川、元荒川が１００年に１回程度の大雨

によってはん濫した場合、市街化調整区域のほぼ全域が浸水し、場所によっては水深が 2.0ｍ～

5.0ｍ未満と想定されています。 

また、八潮市内水ハザードマップ※では、台風や大雨の際に、北部地区東側地域と鶴ヶ曽根地

域の一部や、幸之宮・和耕地域の広範囲で浸水被害が見られます。なお、中川においては、新堤

防の整備が進められています。 

 

資料：八潮市洪水ハザードマップを基に一部加工 

■中川・綾瀬川・元荒川浸水想定区域図 

注：図中の①～㉕は八潮市洪水ハザードマップにおいて避難場所に付された番号で、 

基本方針の内容を反映したものではありません。 
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４．市⺠の意向把握                      
基本方針の策定にあたり、協働によるまちづくりを推進し市民の意向を把握するため実施した、

アンケート調査及びワークショップ※の結果をまとめました。 

 

４－１．市街化調整区域のまちづくりに関するアンケート調査 

 （１）アンケート調査概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

（２）居住地域の現状の満⾜度について 
居住環境について、「通勤・通学に便利」や「鉄道やバスなどの公共交通機関の利用のしやす

さ」、「大雨や台風などの自然災害への対応」に関する満足度が特に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5%

7.0%

11.0%

10.0%

6.0%

6.0%

5.5%

5.0%

4.0%

4.5%

4.0%
3.0%

2.5%

3.5%

1.0%

28.5%

27.5%

23.0%

22.5%

22.0%

17.0%

15.0%

14.5%

9.0%

8.0%

8.5%

8.5%

8.0%

5.0%

7.0%

22.5%

26.5%

23.5%

17.5%

33.5%

39.5%

21.0%

11.0%

19.0%

12.5%

29.5%

23.5%

16.0%

25.0%

24.5%

17.0%

14.0%

22.0%

18.5%

15.5%

16.5%

30.5%

24.5%

31.0%

24.0%

26.5%

27.0%

21.5%

16.0%

28.5%

6.5%

20.5%

18.0%

28.5%

17.0%

17.5%

24.5%

40.5%

35.0%

47.5%

28.0%

35.5%

48.5%

48.0%

36.0%

3.0%

4.5%

2.5%

3.0%

6.0%

3.5%

3.5%

4.5%

2.0%

3.5%

3.5%

2.5%

3.5%

2.5%

3.0%

身近に自然が多い

公共施設（図書館・楽習館など）が利用しやすい

自動車を利用しやすい道路環境がある

身近に広場や公園がある

保育園や幼稚園、学童保育所などが利用しやすい

町会自治会などの地域活動が充実している

街並みや周辺環境が良い

買い物に便利

歩道などの安全な歩行環境がある

通勤・通学に便利

歴史・文化資源が多い

街路灯や防犯灯などの防犯対策により、安全性が高い

鉄道やバスなど公共交通機関が利用しやすい

大雨や台風などの自然災害に強い

医療施設や福祉施設などが利用しやすい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う やや

そう思う

どちらとも

言えない

あまり

そう思わない

そう思わ

ない

無回答

調査地域 本市の市街化調整区域 

調査対象 本市の市街化調整区域にお住まいの満 18 歳以上の方 

（平成 29 年４月１日現在） 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

対象者数（配布数） 600 人 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

有効回収数 199 人 

有効回収率 33.2％ 

実施期間 平成 29 年 6 月 9 日～6 月 26 日 

身近に自然が多い 

公共施設（図書館・楽習館など）が利用しやすい 

自動車を利用しやすい道路環境がある 

身近に広場や公園がある 

保育園や幼稚園、学童保育所などが利用しやすい 

町会自治会などの地域活動が充実している 

街並みや周辺環境が良い 

買い物に便利 

歩道などの安全な歩行環境がある 

通勤・通学に便利 

歴史・文化資源が多い 

街路灯や防犯灯などの防犯対策により、安全性が高い 

鉄道やバスなど公共交通機関が利用しやすい 

大雨や台風などの自然災害に強い 

医療施設や福祉施設などが利用しやすい 
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（３）現在の場所での、今後の居住意向について 
  今後の居住意向について、「今の場所に住み続けたい」が 49.0％、「別の場所に引っ越した

い」が 36.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の市街化調整区域のまちづくりにおいての重要度について 
今後のまちづくりにおいて重要だと思うものについて、「道路・水路などの生活基盤施設の維

持管理を向上させるべき」や「買い物など居住の利便性を向上させるべき」に対する重要度が

高いと思う人の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.0%

53.5%

36.5%

36.0%

36.0%

26.0%

24.5%

26.0%

21.0%

14.5%

26.0%

28.5%

31.0%

30.0%

30.0%

27.0%

24.5%

21.5%

23.5%

17.0%

9.0%

14.0%

17.0%

24.0%

21.0%

34.5%

34.0%

28.0%

36.0%

45.5%

1.0%

2.0%

10.5%

3.5%

6.0%

4.0%

8.5%

8.5%

8.5%

10.0%

0.5%

1.0%

2.5%

3.5%

3.0%

5.0%

5.5%

13.0%

7.5%

9.5%

3.5%

1.0%

2.5%

3.0%

4.0%

3.5%

3.0%

3.0%

3.5%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う やや

そう思う

どちらとも

言えない

あまり

そう思わない

そう思わ

ない

無回答

49.0%

36.0%

10.5%

4.5%

住み続けたい

別の場所に引っ越したい

その他

無回答

【住み続けたい主な理由】 

・先祖の土地であるため。 

・持ち家だから引っ越せない。 

・住み慣れた土地だから。 

等 

【別の場所に引っ越したい 

主な理由】 

・不便なため。 

・騒音がひどいため。 

・駅周辺や都内など利便性の 

高いところに移りたい。 

等 

道路・水路などの生活基盤施設の維持管理を向

上させるべき 

買い物など居住の利便性を向上させるべき 

中川などの地域資源を活用した観光やレクリエ

ーション施設（運動場など）の整備を進めるべ

き 

自然環境を保全するべき 

自然環境と調和した景観の街並みにするべき 

歴史・文化資源を保全・活用するべき 

住宅の立地を進めるべき 

農地はできる限り保全するべき 

自然環境を守る地域と建物を建てられる地域を

分けるべき 

建物の立てられる地域を集約していくべき 
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４－２．市⺠ワークショップ 

地域特性や土地利用状況等を踏まえ、「北部地区東側地域」「幸之宮・和耕地域」「鶴ヶ曽根地

域」の 3 地域に区分し、ワークショップを実施しました。 

（１）地域の「良いところ」「良くないところ」 
  ワークショップでは地域の「良いところ」「良くないところ」を話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雨が降ると浸水する。 

トラックの行き来が激しい。 

センターラインをはみ出して

通行する車がいる。 

用水路に転落する危険性がある。 

楽習館前の桜が 

きれい。 

コンビニが多く、日常

の買い物に便利。 

安心して歩けるため散

歩コースに最適。 

不法投棄が多い。 

夜になると人がおらず、ごみ

を捨てやすい環境にある。 

中川河川敷の広い緑地

空間が良い。 

管理を充実させ、さら

に活用してほしい。 

病院や消防署があるこ

とで安心感がある。 

スクールゾーンに歩道が

なく危険。 

中川がきれいになった。 

（昔はゴミだらけ） 

土手沿いは景観が良い。 

富士山が見える。 

高速のインターが近く

て便利。 

この辺の農地は自作している

方が多く、手入れが行き届い

ている。 

交通量が多く、店舗の立地や

集客などの可能性がある。 

よく冠水する。 

事故が多い。 

ガードレールがない。 

大型車が通るには細い道だ

が、大型車のう回路になって

いる。 

通過する車からのゴミが

散乱している。 

買い物渋滞が発生。抜け道

にもなっており、迷惑。 

景色が良く、市外

からも歩きに来

る人がいる。 

渋滞回避の抜け道に 

なっている上、歩道が 

ないところもあり、危険。 

浸水被害が特に

ひどいエリア。 

桜並木が綺麗。 

花見に良い。 

外環道が分断要素になっていて

地域が孤立してしまっている。 

資材置場 

大型車の通行で路面の

傷みが激しい。 

渋滞が多い。 

地域の北側は耕地整理がされている

ため、地域内道路が通りやすい。 

地域内道路が通行しにくい。 

■北部地区東側地域 

■幸之宮・和耕地域 

■鶴ヶ曽根地域 

 
 

 

良いところ 

良くないところ 
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（２）地域の将来像や良くする⽅法 
地域の「良いところ」「良くないところ」を踏まえ、「良いところを残し、良くないところを

改善する」という視点で『地域の将来像や良くする方法』について検討しました。３地域共通

で「安心して暮らせる」「選ばれる」といった趣旨の将来像が掲げられました。その具体的な方

法案として、良好な環境形成に向けた地域のルールづくりや地域資源を活用した魅力づくりな

どの意見が挙がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域の将来像や良くする方法 

 
 

≪10〜15 年後の将来像≫ 
北部地区東側地域 

 徹底的にきれいなまちづくり 
⇒徹底的にゴミを無くすこと等

により、景観を良くする。 
⇒景観・道路のルールづくり。 

 農地の活用 
⇒田んぼアートなど農業観光と

しての魅力づくり。 
⇒農機具の貸出の仕組みをつく

る。 

 地域資源の活用 
⇒「良いものを残す」「これ以上

悪くしない」を視点に住みた
いまちの形成を目指す。 

⇒八潮ブランドを確立させる。 

≪⽅法≫ 

 
 

≪10〜15 年後の将来像≫ 
鶴ヶ曽根地域 

 コミュニティの維持 
⇒祭事の継続、町会活動の活性化。

 交通・インフラ対策 
⇒バス路線の充実。 
⇒貯水機能の整備などで浸水 

被害を軽減させる。 

 安心して暮らせる生活環境の創出 
⇒生活に必要な施設を歩いて 

行けるところに立地させる。 

 地域資源の活用 
⇒用水路や中川など水辺環境を活かす。

 農地の活用 
⇒空き農地を活用して公園にす

るなど、資材置場以外の使い
道の選択肢を増やす。 

≪⽅法≫ 

 
 

≪10〜15 年後の将来像≫ 
幸之宮・和耕地域 

 にぎわいの創出 
⇒綾瀬川放水路などを活用した

コミュニティの拠点づくり。 

 子育て・教育環境の整備 
⇒保育施設、教育施設等を充実

させる。 

 交通・インフラ対策 
⇒スクールバスと乗合バスの併

用による公共交通の利便性向
上。 

 土地活用（資材置場を増やさない） 
⇒土地利用のゾーニング。 
⇒駐車場・資材置場の周辺緑化

などに関するルールづくり。 

≪⽅法≫ 
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５．市街化調整区域のまちづくりの課題             
基本方針の策定にあたり、社会経済状況や市街化調整区域の現況、ワークショップやアンケート

調査による市民の意向を踏まえ整理し、まちづくりの課題を示します。 

 

（１）⼟地利⽤に関する課題 

 資材置場等の土地利用の規制や周辺の農業環境等との調和 

周囲を鉄パイプや塀等で囲んだ資材置場や駐車場等、未耕作地※により、雑然とした景観

が見られるため、こうした土地利用の規制や周辺の農業環境、既存集落との調和が望まれま

す。 

 (仮称)外環自動車道八潮パーキングエリア等周辺での良好な交通利便性を活かした都市的土地利用の検討 

今後、整備が予定されている（仮称）外環自動車道八潮パーキングエリアや（仮称）外環

自動車道八潮スマートインターチェンジ、そして北部拠点まちづくり推進地区のまちづくり

と合わせて、周辺の農業環境との調和を図りつつ、交通利便性を活かした都市的土地利用の

検討が望まれます。 

 既存集落の活力維持 

少子高齢化・人口減少の進行により、八條北小学校・八條小学校等の児童生徒数の減少等

や地域社会のコミュニティ機能が低下しつつあるため、農地を通じた住民間の交流機会の創

出や教育への活用といった日常的な暮らしの充実等による既存集落の活力維持が望まれま

す。 

 

（２）道路・交通に関する課題 

 日常生活に必要なサービスの維持や公共交通の利便性向上 

市街化調整区域の全域が鉄道駅の徒歩圏※外であり、高速外環状道路以北等ではコミュニ

ティバス以外のバス路線が無く、生活サービス施設に関しても徒歩圏外となっています。 

そのため、住民の高齢化が進む中でも日常生活に必要なサービスが享受できる生活環境の

維持や、生活サービス施設等にアクセスできる公共交通の利便性の向上が望まれます。 

 地域内道路・交通環境の改善 

平方東京線や八潮団地通り（市道 0110 号線）、下妻街道においては、大型車を含め交通

量が多いにも関わらず歩道整備が十分でない他、生活道路を抜け道として利用する大型車も

見られます。また、既存集落内では幅員４ｍ未満の道路が見られる等、南北方向の道路ネッ

トワークが十分でないことから、地域内道路・交通環境の改善が望まれます。 
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（３）⽔と緑・景観に関する課題 

 良好な農地の保全・活用や農業の担い手の確保 

美しい景観の形成や保水機能による水害の防止、自然環境学習の機会創出等といった多面

的機能を有する良好な農地が残る一方で、高齢化や農業の担い手不足等により営農の継続が

難しく、未耕作地や農地以外の土地への転用が見られることから、農業の担い手の確保や農

地の保全・活用が望まれます。 

 河川沿いの土地の適切な維持管理 

中川等の河川沿いでは、不法投棄等が見られるため、良好な河川環境の保全に向けて、国

等の計画に基づいた適切な土地の維持管理が望まれます。 

 歴史・文化資源や豊かな自然環境を活かした地域の魅力向上 

和井田家住宅や太田家住宅、久伊豆神社、下妻街道等の歴史・文化資源や、中川等の河川

沿い、綾瀬川放水路八条さくら堤等の豊かな自然環境が残っており、これらを保全・活用し、

地域の魅力向上に活かしていくことが望まれます。 

 

（４）防災に関する課題 

 水害対策の検討 

市街化調整区域の周辺における宅地化の進展や農地の減少等による保水機能の低下等に

より浸水被害が見られるため、水害対策の検討が望まれます。 



17 

６．市街化調整区域のまちづくり⽅針               
まちづくりの課題等を踏まえ、本市における市街化調整区域のあり方を整理し、今後のまちづく

り方針を示します。 

まちづくり方針では、市街化調整区域全体の方針とエリア別の方針を定めます。 

６－１．⼋潮市における市街化調整区域のあり⽅ 

本市の市街化調整区域では、人口減少や高齢化等による農地転用等の結果、都市的土地利用が

進んでおり、今後暫くは継続するものと考えられます。そのような中でも、緑地や農地等の自然

と親しめる空間は貴重な存在であり、今後も保全・活用していく必要があります。 

そのため、市街化調整区域でのまちづくりにあたっては、市街化調整区域の法規制を遵守しつ

つ、人の交流等による地域活力の維持や適正な土地利用の規制・誘導等、地域の課題解決に向け

て優先度の高い取組をはじめ、市街化調整区域の特性を活かす観点から、実現が可能な取組等を

基本方針に位置付け、具体の展開を図ります。 

また、本市の地域核である北部拠点については、市街化調整区域であることを踏まえた、自然

や周辺環境に配慮した計画的な土地利用を行います。 

このほか、本市の南北方向の交通利便性の向上を図るため、地下鉄８号線※が早期に導入され

るよう関係機関とともに積極的に活動します。また、地下鉄８号線が事業化される場合には、新

たなまちづくりの方向性について検討します。 

６－２．市街化調整区域全体のまちづくり⽅針 

市街化調整区域全体のまちづくりの方向性と、その実現に向けたまちづくり方針を示します。 

（１）⼟地利⽤に関する⽅針 
建築行為を伴わない資材置場や駐車場等の都市計画法で規制できない土地利用への転換に

対する適正な規制・誘導方策や地域の意向を踏まえた検討を進め、周囲と調和した景観・環境

の維持を図ります。 

また、地域の意向を踏まえた適正な土地利用の実現に向けた規制・誘導のためのルールとな

る、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例（以下、「まちづくり条例」という。）に基づ

く「まちづくり計画等※」について、地域住民等が自主的かつ自発的に進めるための支援を行

います。 

（２）道路・交通に関する⽅針 
地域住民等の暮らしを支える地域内の移動や、周辺主要駅・観光資源へのアクセスの円滑化

等、公共交通の利便性の向上を図るため、市全体における計画の見直しに併せて、さらに利用

しやすい公共交通ネットワークの構築に向けて検討します。 

また、（仮称）外環自動車道八潮スマートインターチェンジの開設により、幹線道路の混雑

が予測されるため、今後の道路網構想※の見直しに併せて、平方東京線や八潮団地通り等の市

内の南北方向の道路・交通の整備方針について検討するとともに、地域内の生活道路に進入す

る大型車の通行規制や歩車分離※、まちづくり計画等による土地利用の規制・誘導に応じた車

両出入口の設置等、安全な交通環境の整備を検討します。 
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（３）⽔と緑・景観に関する⽅針 
本市の貴重な緑である農地では、良好な景観や保水機能による水害の防止、自然環境学習の

機会創出等といった多面的機能を維持・発揮するため、都市農業振興基本計画※に基づく都市

農業の振興方策の検討を進め、相談体制の充実や、人・農地プラン※に基づき、農地の保全・

活用を図るとともに、国等の動向を踏まえ取組を推進します。 

また、古くから関東と奥州を結ぶ主要道の一つであった下妻街道や、和井田家住宅、太田家

住宅をはじめとする様々な歴史・文化資源等を活用し、訪れた人の憩いの空間づくりや地域内

を回遊するルートづくり等を検討します。 

６－３．エリア別のまちづくり⽅針 

それぞれの土地利用状況等を踏まえ、９つのエリア等に区分し、地域の特性に応じたまちづく

りの方向性と、その実現に向けたまちづくり方針を示します。 

また、９つのエリア等では、大別して以下のまちづくりを目指していきます。 

 

  既存の住環境保全や農地の保全・活用、

中川の河川環境と連携した価値向上に

よるまちづくり 

沿道環境を活かした適正な土地利用の

規制・誘導によるまちづくり 

現行計画等や既存施設等を活かしたま

ちづくり 

Ａ：まとまりのある農地を保全・活用するエリア

Ｂ：農住共生を目指すエリア 

Ｃ：公共施設の利便性を活かした住環境の保全

エリア 

Ｄ：産業系施設を許容するエリア 

Ｅ：土地利用の整序を図るエリア 

Ｆ：環境調整を図るエリア 

Ｇ：公共施設エリア 

Ｈ：観光資源周辺・下妻街道周辺 

Ｉ：現行計画等に基づいてまちづくりを進める

エリア 
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Ａ：まとまりのある農地を保全・活⽤するエリア 

◆ まとまりのある農地の保全・活用 

農業経営の安定化を図り、生産性の高いまとまりのある農地を保全・活用するため、都市

農業振興基本計画に基づき、みどりの学校ファーム※や食育活動の推進、体験農園の開設支

援等の農地の活用に向けた都市農業の振興方策等の検討を進め、相談体制の充実や、人・農

地プランに基づく取組を推進します。 

また、農地を保全し、有効活用できるよう、農地利用円滑化事業により、農地の集約化等

を推進します。 

◆ 都市計画法で規制できない土地利用の適正な規制・誘導 

建築行為を伴わない資材置場や駐車場等の都市計画法で規制できない土地利用への転換に

対する適正な規制・誘導方策の検討を進め、周囲と調和した景観・環境の維持を図ります。 

特に中川沿いの、二丁目、木曽根、南川崎の一部においては、優良な農地が残る地域とし

て、農地景観を守り育てていくため、農地の保全・活用を図ります。 

 

Ｂ：農住共⽣を⽬指すエリア 

◆ 農地の保全・活用に向けた都市農業振興基本計画に基づく農業施策の推進 

貴重な緑である農地の保全・活用を図るため、都市農業振興基本計画に基づき、みどりの

学校ファームや食育活動の推進、体験農園の開設支援等の農地の活用に向けた都市農業の振

興方策の検討を進め、相談体制の充実や、人・農地プランに基づく取組を推進します。 

◆ 交流人口※の増加による既存集落の活力維持 

人口が減少している既存集落では、空き家等に関する情報等を周知するとともに、良好な

環境形成に向けた地域のルールづくりや地域資源である下妻街道等を活かした魅力あるまち

づくりによる交流人口の増加を図ることで、既存集落の活力維持を図ります。 

◆ 排水施設の維持管理、平時からの地域防災体制の強化 

浸水被害が多発している箇所においては、水路整備や排水ポンプ施設の増強等の治水対策

を検討するとともに、防災訓練やハザードマップ等による防災知識の普及啓発を行い、平時

からの地域防災体制の強化を図ります。  
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Ｃ：公共施設の利便性を活かした住環境の保全エリア 

◆ 排水施設の維持管理、平時からの地域防災体制の強化 

浸水被害が多発している箇所においては、水路整備や排水ポンプ施設の増強等の治水対策

を検討するとともに、防災訓練やハザードマップ等による防災知識の普及啓発を行い、平時

からの地域防災体制の強化を図ります。 

◆ 公共施設の利便性の高さを活かした、住環境の保全 

やしお生涯楽習館や八潮高校、草加八潮消防組合八潮消防署等の公共施設が集積するエリ

アに隣接した住宅地は、市街化調整区域の中でも人口が多いことから、公共施設の利便性の

高さを活かしつつ、住環境の保全を図ります。 

 

Ｄ：産業系施設を許容するエリア 

◆ 周辺環境との調和に配慮した産業系施設等の許容・誘導 

既存の産業系施設等が集積しているエリアにおいては、周辺環境との調和等、景観に配慮

しつつ、引き続き産業系施設等を許容・誘導し、雇用創出や地域経済の活性化を図ります。 

◆ 都市計画法で規制できない土地利用の適正な規制・誘導 

建築行為を伴わない資材置場や駐車場等の都市計画法で規制できない土地利用への転換に

あたっては、周囲と調和した景観・環境を維持するための規制を行いつつ、産業系施設等の

土地利用を誘導する方策の検討を進めることで産業振興を図ります。 

 

Ｅ：⼟地利⽤の整序を図るエリア 

◆ 都市計画法で規制できない土地利用の適正な規制・誘導や周辺の農地との調和 

建築行為を伴わない資材置場や駐車場等の都市計画法で規制できない土地利用への転換が

特に進んでいるエリアにおいては、周囲と調和した景観・環境を維持するため、土地利用に

係る規制・誘導のためのルールとなる、まちづくり条例に基づく「まちづくり計画等」につ

いて、地域住民等が自主的かつ自発的に進めるための支援を行います。 

◆ 一般廃棄物最終処分場の今後の活用等 

一般廃棄物最終処分場の今後の活用については、将来を見据えた、地域における良好な環

境の確保のため、公園や緑地の創出等について、地域住民等と話し合いを行いながら検討しま

す。 

◆ 日常生活に必要な店舗等の立地の許容・誘導 

八潮団地通りの沿道では、現在の制度の活用により、自動車交通の利便性を活かしたコン

ビニエンスストアや飲食店等小規模な店舗の立地について、地域性を考慮し許容・誘導する

方策を検討します。  



21 

Ｆ：環境調整を図るエリア 

◆ 都市計画法で規制できない土地利用の適正な規制・誘導 

平方東京線の西側の「北部拠点まちづくり推進地区」において、今後、産業系施設等の立

地が考えられます。これに伴う資材置場や駐車場等の需要の増加に対して、周辺環境や隣接

する「農住共生を目指すエリア」との調和を図るため、（仮称）外環自動車道八潮スマートイ

ンターチェンジの整備時期や、「北部拠点まちづくり推進地区」のまちづくりの進捗状況等を

考慮し、地域住民等とともに検討します。 

◆ 日常生活に必要な店舗等の立地の許容・誘導 

平方東京線の沿道では、現在の制度の活用により、自動車交通の利便性を活かしたコンビ

ニエンスストアや飲食店等小規模な店舗の立地について、地域性を考慮し許容・誘導する方

策を検討します。 

 

Ｇ：公共施設エリア 

◆ 防災機能を有する公園等の整備の検討 

やしお生涯楽習館や草加八潮消防組合八潮消防署等の公共施設が集積するエリアでは、八

潮市緑の基本計画※等において、大地震や大雨等による自然災害の発生などを踏まえ、八潮

高校西側周辺に防災機能を有する公園等の整備が位置付けられていることから、今後、地域

住民等の意向を反映しつつ整備に向けた検討を進め、防災対策等の充実を図ります。 

 

Ｈ：観光資源周辺・下妻街道周辺 

◆ 歴史・文化等を観光資源として活用した交流や憩いの空間づくりや、地域内の回遊性向上 

和井田家住宅や太田家住宅、久伊豆神社等をはじめとする様々な歴史・文化等を観光資源

として活用し、観光・交流の活性化に向けた憩いの空間づくりや歩いて楽しめる歩行環境の

創出等により、地域内を回遊するルートづくり等を検討します。 

◆ 文化財や旧集落の面影を活かした景観形成 （下妻街道周辺地区） 

下妻街道周辺では、現存する文化財や旧集落の面影と調和した景観形成に向けた規制・誘

導方策を検討します。 

◆ 交流人口の増加による既存集落の活力維持 

下妻街道沿道の既存集落では、地域資源を活かした魅力あるまちづくりによる交流人口の

増加を図ることで、既存集落の活力維持を図ります。 
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Ｉ：現⾏計画等に基づいてまちづくりを進めるエリア 

◆ 国や県の事業・その他一体的な整備計画に基づく整備 

市が決定した「北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画」や国、県の計画等に基づい

て一体的に整備・検討を進めている地区については、その計画等に基づいてまちづくりを進めま

す。 

[現行計画等] 

国：■「中川・綾瀬川流域整備計画※」 

 

県：■「中川・綾瀬川ブロック河川整備計画（県管理区間）※」 

  ■「市街化区域と市街化調整区域との区分に関する見直し要領※」 

 

市：■「北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画」      等 
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まちづくり⽅針図（市街化調整区域）
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まちづくり⽅針図（⽥園都市ゾーン）
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まちづくり⽅針図（公園・緑地ゾーン）
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７．市街化調整区域のまちづくり⽅針の実現に向けて       
都市計画マスタープランでは、計画の推進に向けて、「協働によるまちづくりの推進、個別計画

の策定と多様な手法によるまちづくり、計画の推進に向けた検討テーマ」の３つを設けています。

これを踏まえ、市街化調整区域のまちづくり方針の実現に向けた基本的な考え方を以下に示します。 

（１）協働によるまちづくりの推進 

まちづくりは、市民が主役であり、市民、事業者及び市の相互の信頼、理解及び協力のもと、

協働により行われる必要があります。そして、本市に残る貴重な自然環境を保全・活用するとと

もに、自然と都市的景観が調和した美しい景観形成に努めます。 

（２）まちづくり条例に基づく市⺠参加のまちづくり 

本市では、市民が主役のまちづくりを推進するため、協働によるまちづくりを目指した「まち

づくり条例」を平成２３年に制定しました。この条例では、八潮の特性を活かして、市民等及び

市による参加と協働のまちづくりを推進するための「まちづくり計画」や、市民等が身近な地域

を対象に、自主的・自発的にまちづくりに取組む「自主まちづくり活動」の仕組みにより、地域

の特性に応じたまちづくりの活動やルールを作成できる等、市民主体のまちづくりが可能となっ

ています。 

市街化調整区域のまちづくりでは、都市計画法で規制できない土地利用の適正な規制・誘導や

維持管理に関するルールが重要になります。そのためには、市民等は、地域の課題解決や魅力づ

くり等の目的に応じて、地域住民等との協働により「まちづくり計画等」を策定するとともに、

自主的・自発的にまちづくりを進めていく必要があります。また、市は、市民等が自主的・自発

的にまちづくりを進めるため、必要な情報の提供や総合的な観点からまちづくりを調整するなど、

必要な支援に努めます。 

（３）まちづくり⽅針の実現に向けた取組 

 資材置場や駐車場等に対する適正な土地利用の規制・誘導 

「北部拠点まちづくり推進地区」における（仮称）外環自動車道八潮パーキングエリアや

（仮称）外環自動車道八潮スマートインターチェンジ及び産業系施設等の立地に伴い、今後、

平方東京線や八潮団地通り等の沿道では、資材置場や駐車場等の需要の増加が想定されます。 

このため、沿道環境を活かしつつ、周辺環境と調和した土地利用の実現に向けて、これら

の立地に対する適正な土地利用の規制・誘導を優先的に進めます。 

 都市計画法等の適切な運用や、まちづくり条例等の多様な手法の活用の検討 

まちづくり方針の実現にあたっては、都市計画法や農地法等の関係法令の適切な運用によ

り土地利用の規制・誘導を図ります。また、限られた財源と人材を有効かつ効率的に投資し

ていくため、整備の必要性や緊急性、事業化への熟度や効果などあらゆる角度から検討する

とともに、まちづくり条例や景観法等に基づく制度・手法の活用の可能性を検討し、個性と

魅力あるまちづくりを進めます。 
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 現行計画等に基づいたまちづくり 

市街化調整区域では、「北部拠点まちづくり推進地区」や中川周辺地域の農地等において、

地域住民等との協働によるまちづくりが進められています。今回のまちづくり方針を踏まえ、

これらの地域については、目標とするまちづくりの課題を解決するため、引き続き、地域住

民等との協働により、積極的に取組を進めます。 
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参考資料                              

【策定体制】 

基本方針の策定に当たっては、協働によるまちづくりを推進する必要があることから、ワーク

ショップやアンケート調査により市民の意向を把握し、庁内関係課の職員で構成する八潮市市街

化調整区域まちづくり基本方針庁内検討会議（以下、「庁内検討会議」という。）における内容検

討、市民・識見者・関係団体推薦者で構成する八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針策定委

員会（以下、「策定委員会」という。）における調査審議を行い、策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市⺠ 

●ワークショップ（3 地域） 

  北部地区東側地域 

  幸之宮・和耕地域 

  鶴ヶ曽根地域 

●アンケート調査 

  市街化調整区域居住者（600 人） 

⼋潮市市街化調整区域 
まちづくり基本⽅針庁内検討会議 
【構成】 

  庁内関係課長 

⼋潮市市街化調整区域 
まちづくり基本⽅針策定委員会 

【構成】 

 公募により選出された市民 

まちづくりに関する識見を有する者 

関係団体が推薦する者 

都市計画課（事務局） 
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【策定経緯】 

日付 事項 内容 

平成２９年 ２月 ９日 
第１回市民ワークショップ 
（幸之宮・和耕地域） 

・地域の良いところを考えよう 

平成２９年 ４月 １日 策定委員会設置  

平成２９年 ５月１８日 第１回庁内検討会議 

・策定スケジュール 
・市街化調整区域の現状 
・市民ワークショップ 
・市民アンケート 

平成２９年 ５月２２日 
第１回市民ワークショップ 
（鶴ヶ曽根地域） 

・地域の良いところを考えよう 
平成２９年 ５月２４日 

第１回市民ワークショップ 
（北部地区東側地域） 

平成２９年 ５月２５日 
第２回市民ワークショップ 
（幸之宮・和耕地域） 

・地域の良くないところを考えよう 平成２９年 ６月１９日 
第２回市民ワークショップ 
（鶴ヶ曽根地域） 

平成２９年 ６月２１日 
第２回市民ワークショップ 
（北部地区東側地域） 

平成２９年 ７月１９日 
第３回市民ワークショップ 
（北部地区東側地域） 

・地域の将来像や良くする方法を考え
よう 

平成２９年 ７月２０日 
第３回市民ワークショップ 
（幸之宮・和耕地域） 

平成２９年 ７月２４日 
第３回市民ワークショップ 
（鶴ヶ曽根地域） 

平成２９年 ８月２３日 第２回庁内検討会議 
・市民ワークショップ及び市民アンケ

ートの結果 
・市民意向と現状を踏まえた主な課題 

平成２９年 ８月２５日 第１回策定委員会 

・市街化調整区域の現状 
・市民ワークショップ及び市民アンケ

ートの結果 
・市民意向と現状を踏まえた主な課題 

平成２９年 ９月２７日 第３回庁内検討会議 ・将来像と基本方針検討に向けて 
平成２９年１１月 １日 第４回庁内検討会議 ・基本方針（素案）検討① 

平成２９年１１月２７日 第２回策定委員会 
・市街化調整区域のあり方 
・市街化調整区域全体のまちづくり方針 
・エリア別のまちづくり方針 

平成３０年 １月２５日 第５回庁内検討会議 ・基本方針（素案）検討② 
平成３０年 ２月１４日 第３回策定委員会 ・素案の取りまとめ 
平成３０年 ３月２２日 都市計画審議会 

諮問 
平成３０年 ４月２７日 まちづくり・景観推進会議 
平成３０年 ５月１０日 
    ～ ６月１１日 

基本方針（素案）に対する意
見募集 

意見提出者数：1 人 
意見提出件数：3 件 

平成３０年 ５月２４日 
基本方針（素案）説明会 

参加者数：13 人（八條公民館） 
平成３０年 ５月２７日 参加者数： 3 人（八潮メセナ） 

平成３０年 ６月２７日 第６回庁内検討会議 
・意見募集、説明会での意見への対応

検討 
平成３０年 ８月２９日 まちづくり・景観推進会議 

答申 
平成３０年 ９月２５日 都市計画審議会 
平成３０年１１月 １日 庁議 基本方針の付議、決定 
平成３０年１１月３０日 基本方針策定 市長決裁 
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【市街化調整区域のまちづくりに関するアンケート調査 調査票】 
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【市⺠ワークショップの概要】 
■北部地区東側地域：コミュニティセンター 

 開催日 人数 
第 1 回 平成 29 年 5 月 24 日（水） 15 名 
第 2 回 平成 29 年 6 月 21 日（水） 13 名 
第 3 回 平成 29 年 7 月 19 日（水） 8 名 

    

 

■幸之宮・和耕地域：八條公民館 

 開催日 人数 
第 1 回 平成 29 年 2 月  9 日（木） 20 名 
第 2 回 平成 29 年 5 月 25 日（木） 15 名 
第 3 回 平成 29 年 7 月 20 日（木） 15 名 

    

 

■鶴ヶ曽根地域：やしお生涯楽習館 

 開催日 人数 
第 1 回 平成 29 年 5 月 22 日（月） 16 名 
第 2 回 平成 29 年 6 月 19 日（月） 14 名 
第 3 回 平成 29 年 7 月 24 日（月） 14 名 
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【⼋潮市まちづくり・景観推進会議への諮問及び答申】 

 

八 潮 都 発 第 ４ ０ 号 

                     平成３０年４月２７日 

 

 八潮市まちづくり・景観推進会議 

 会長 松 本  昭 様 

 

                    八潮市長 大 山  忍    

 

八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針について（諮問） 

 

  このことについて、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２に規定する「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」の一部として定めるにあたり、八潮市みんなでつくる

美しいまちづくり条例（平成２３年条例第９号）第６条第２項の規定により、貴会議の意見を

求めます。 

 

 

 

八潮まち推収第６号 

平成３０年８月２９日 

 

 八潮市長 大 山  忍 様 

 

八潮市まちづくり・景観推進会議 

 会 長  松 本  昭    

    

八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針について（答申） 

 
平成３０年４月２７日付け八潮都発第４０号で諮問のあったことについて、当会議の意見は

下記のとおりです。 

 
 

記 

 

  １ 意 見   原案のとおりで異議ありません。 
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【⼋潮市都市計画審議会への諮問及び答申】 

 

           八潮都発第３８１号 

                         平成３０年３月２２日 

 

 八潮市都市計画審議会 

 会長 荒 井  歩 様 

 

                       八潮市長 大 山  忍    

 

八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針について（諮問） 

 

  このことについて、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条の２に規定する「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」の一部として定めるにあたり、次のとおり審議に付し

ます。 

 

 

 

 

                八潮都審収第 ６ 号 

                   平成３０年９月２５日 

 

 八潮市長 大 山  忍 様 

 

                 八潮市都市計画審議会    

                   会 長  荒 井  歩    

    

八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針について（答申） 

 

平成３０年３月２２日付け、八潮都発第３８１号で諮問のあった このことについて、当審

議会の意見は下記のとおりです。 

 
 

記 

 

   １ 賛   否    賛 成 

 

   ２ 意見の要旨    な し  
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【⼋潮市市街化調整区域まちづくり基本⽅針策定委員会規則】 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、八潮市附属機関設置条例（昭和５７年条例第１５号）第３条の規定に基づ

き、八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針策定委員会（以下「委員会」という。）について

必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 公募により選出された市民 

⑵ まちづくりに関する識見を有する者 

⑶ 関係団体が推薦する者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、委嘱の日から八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針を策定するまで

の期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、第２条第２項第２号に掲げる者として市長が委嘱した委員のうちから市長が指名

する者とし、副委員長は、委員長が指名する者とする。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その

意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市デザイン部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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【⼋潮市市街化調整区域まちづくり基本⽅針策定委員会委員名簿】 

※敬称略 

区   分 所   属 氏   名 

第１号委員 公募により選出された市民 

 内海 孝幸 

 大熊 久江 

 戸代谷 伊禰男 

第２号委員 
まちづくりに関する識見を 

有する者 

東京都市大学 教授 ◎明石 達生 

日本大学 教授 大沢 昌玄 

東京農業大学 准教授 福岡 孝則 

第３号委員 関係団体が推薦する者 

八潮市農業委員会 大塚 一宏 

八潮市町会自治会連合会 鈴木 孝一 

八潮市町会自治会連合会 髙橋 秀夫 

八潮市商工会 ○吉田 準一 

◎：委員長  ○：副委員長 
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【⼋潮市市街化調整区域まちづくり基本⽅針庁内検討会議設置要綱】 

 

平成２９年４月２８日 

市 長 決 裁 

 

（設置） 

第１条 市街化調整区域まちづくり基本方針（以下「基本方針」という。）の策定及び取組に関し

必要な事項を検討するため、八潮市市街化調整区域まちづくり基本方針庁内検討会議（以下「庁

内検討会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

 ⑴ 基本方針の調査及び研究に関すること。 

 ⑵ 基本方針に関する庁内の連絡及び調整に関すること。 

 ⑶ その他基本方針の策定及び取組に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 庁内検討会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 庁内検討会議に、議長及び副議長を置き、議長は都市デザイン部副部長の職、副議長は市民

活力推進部都市農業課長の職にある者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 庁内検討会議は、必要に応じ議長が招集する。 

２ 議長は、庁内検討会議の会務を総理する。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を庁内検討会議に出席させることができ

る。 

（庶務） 

第５条 庁内検討会議の庶務は、都市デザイン部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、庁内検討会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。 

   附 則（平成３０年７月１３日市長決裁） 

この要綱は、平成３０年７月１３日から施行する。
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別表（第３条関係） 

                     ◎議長 〇副議長 

八 潮 市 市 街 化 調 整 区 域 ま ち づ く り 基 本 方 針 庁 内 検 討 会 議 委 員 

 

 ◎都市デザイン部副部長 

 

  企画経営課長 

 

  環境リサイクル課長 

 

  交通防犯課長 

 

  商工観光課長 

 

 ○都市農業課長 

 

  道路治水課長 

 

  都市計画課長 

 

  公園みどり課長 

 

  開発建築課長 

 

  文化財保護課長 
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【⽤語解説】

◇か◇ 

開発許可 

市街化区域または市街化調整区域内におい

て開発行為（建築物の建築などのために行う土

地の区画形質の変更）をしようとする者が、あ

らかじめ受けるべき許可。（都市計画法第 29

条） 

公園・緑地ゾーン 

八潮市都市計画マスタープランの土地利用

の方針において、中川及び大場川沿いについて

は、やすらぎとうるおいを与える貴重な水辺空

間として積極的な保全を図るとともに、公園や

遊歩道(歩行者、自転車)の整備を推進するゾー

ンとして位置付けている。 

洪水ハザードマップ 

洪水、氾濫に関する情報と避難方法などを住

民に提供することにより、日頃から水害のリス

クを認識するとともに、防災意識を高め、いざ

という時に安全かつスムーズな避難行動につ

なげ、被害を最小限にすることを目的とした地

図。 

交流人口 

通勤、通学、買い物、観光などさまざまな目

的で、地域外から訪れる人の数のこと。 

コンパクトシティ 

都市の無秩序な拡散（スプロール化）を防止

するとともに、中心市街地に計画的に都市機能

を集めた、環境負荷の少ない、高齢者などにも

暮らしやすい活力あるまち。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇さ◇ 

市街化区域 

市街地として積極的に開発・整備する区域で、

既に市街地を形成している区域及びおおむね

10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る

べき区域のこと。本市では、全市域中、72.5% 

(1,308ha)が市街化区域に指定されている。 

市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域のこと。本市では、

全市域中、27.5%(495ha)が市街化調整区域

に指定されている。 

市街化区域と市街化調整区域との区分に関す

る見直し要領 

埼玉県が策定している市街化区域と市街化

調整区域との区分の見直しに関する考え方及

び技術基準を定めた要領。最近では、第 7 回の

見直しとして、平成 27 年 9 月に策定してい

る。 

指定文化財 

文化財保護法や条例等により、保護の対象と

して指定されている文化財。 

下妻街道 

関東と奥州を結ぶ主要道の一つであった街

道で、江戸時代には江戸と下妻間を結ぶ物資の

輸送路として利用されてきた。本市を南北に縦

貫している。 

スマートインターチェンジ 

高速道路の本線または、サービスエリアやパ

ーキングエリアなどから一般道に出入りでき

るように設置するＥＴＣを搭載した車両専用

のインターチェンジ。 

生活サービス施設 

住宅の周辺にある、生活に必要な施設のこと

（商店街、スーパーマーケット、コンビニエン

スストア、飲食店、クリーニング店、銀行、郵

便局など）。 
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◇た◇ 

地下鉄８号線 

埼玉県和光市の和光市駅から東京都江東区

の新木場駅までを結んでいる東京メトロ有楽

町線のこと。 

交通政策審議会による平成 28 年 4 月 20 日

の答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり

方について」において、地下鉄８号線の豊洲か

ら住吉、押上から野田市までの延伸について位

置付けられている。 

地産地消 

「地域生産地域消費」の略語で、地域で生産

された農産物をその地域で消費すること。 

超高齢社会 

対象区域の全人口のうち高齢者（65 歳以上）

が 21％を超える人口構造となった社会のこと。 

田園都市ゾーン 

八潮市都市計画マスタープランの土地利用

の方針において、農地や河川・樹林地を活用・

保全し、自然や歴史文化と住環境の調和した良

好な田園都市の形成を図るゾーンとして位置

付けている。 

道路網構想 

広域的な交通体系の整備動向に配慮しつつ、

おおむね 20 年後の交通体系の基本的なあり方

を明らかにした道路の整備構想。本市では、平

成 2 年度に策定し、平成 23 年度に見直しを行

っている。 

都市機能 

都市に住む人々が快適な暮らしを営むこと

ができるための、さまざまなサービスの総体。 

都市計画基礎調査 

都市計画法に基づき、人口規模、産業分類別

就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交

通量などの都市計画全般に関する状況につい

て、おおむね 5 年ごとに実施する調査のこと。 

都市計画区域 

自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用、

交通量等の現況とその推移を考慮して、一体の

都市として、総合的に整備し、開発し及び保全

する必要のある区域。 

都市計画マスタープラン 

都市計画法に基づいて市町村が定める、都市

計画に関する基本的な方針のこと。本市では、

平成 21 年４月に「八潮市都市計画マスタープ

ラン」を策定している。 

都市農業振興基本計画 

平成 26 年度から平成 30 年度の 5 ヵ年を計

画期間として、「環境にやさしい魅力ある農の

活力が実感できる」都市型農業の実現を目指し

て、平成 26 年 3 月に策定した、本市の農業政

策を定めた計画。 

徒歩圏 

国土交通省の「都市構造の評価に関するハン

ドブック」においては、一般的な徒歩圏として

800m 圏内と定義している。 

 
◇な◇ 

内水ハザードマップ 

水路やポンプ場などの排水施設の能力を上

回る大量の降雨が生じた場合に、河川等に雨水

を排水できないことにより発生する浸水を対

象として、過去に浸水が発生した区域の情報、

避難場所などの情報を記載した地図。 

本市では、近年の浸水被害（平成 25 年の台

風 26 号）において、職員のパトロール、町会・

自治会ごとの被害調査を基に、平成 27 年 3 月

に作成している。 

中川・綾瀬川ブロック河川整備計画（県管理

区間） 

河川整備計画は、河川法に基づき、河川の整

備や管理における具体的な目標や内容を定め

ている。 

河川整備計画では、県が管理する河川を対象

として、今後おおむね 30 年間で行う河川の整

備や管理における具体的な目標や内容を示し

ており、時間雨量 50mm 程度の降雨による洪
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水を安全に流下できるような治水施設の整備

を目指すとともに、河川環境について、多種多

様な環境を有する流域の特徴を踏まえて、整備

と保全の考え方や方向性を示している。（同ブ

ロックについては、平成 18 年 4 月に埼玉県が

策定） 

中川・綾瀬川流域整備計画 

治水施設の整備・流域開発による洪水流出量

の抑制や河川流域が従前より有していた保水・

遊水機能の維持・増大を図る方策を関係機関の

合意のもとに推進し、総合的な治水対策を講じ

ることを目的とした計画。（平成 12 年 7 月に

中川・綾瀬川流域総合治水対策協議会が改定） 

農地転用 

農地を宅地や駐車場など、農地以外の用地に

転換すること。 

 
◇は◇ 

パーキングエリア 

高速道路や有料道路などにおおむね１５㎞

間隔に設置される比較的小規模な休憩施設。 

人・農地プラン 

地域の高齢化や農業の担い手不足が心配さ

れる中、5 年後、10 年後までに、誰がどのよ

うに農地を使って農業を進めていくのか、地域

の話し合いに基づきとりまとめるプラン。 

本市では、平成 26 年 3 月に、中川周辺地区

（二丁目・木曽根・南川崎地区）の内、約 30ha

の市街化調整区域を「人・農地プラン」の策定

地域と定めている。 

北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画 

都市計画マスタープラン等において地域核

に位置付けられている北部拠点の形成に向け、

八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例

に基づき、八條地内の約 44ｈａのまちづくり

について、市民等と協働で検討し、平成 28 年

7 月に策定した計画。 

当地区のまちづくりの目標である「生活環境

や教育環境などに配慮した産業を主体とした

拠点」を形成するためのまちづくりのルール等

を定めている。 

歩車分離 

歩行者専用道路等を整備し、自動車専用道路

や自転車専用道路と分離する考え方。 

 
◇ま◇ 

まちづくり計画等 

「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり

条例」に基づき、八潮の特性を生かし、市民等

と市との協働によるまちづくりを推進するた

めのまちづくりのルール等を定める計画及び

活動。 

まちづくり埼玉プラン 

埼玉県 5 か年計画及び埼玉県都市計画審議

会からの提言を踏まえ、今後 20 年間のまちづ

くりの目標等を示す、埼玉県が策定した都市計

画の基本指針。平成 20 年 3 月の策定後 10 年

が経過し、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 3 月に改

定している。 

未耕作地 

 耕作放棄地や遊休農地等、農地ではあるもの

の、耕作されていない農地。 

みどりの学校ファーム 

学校単位に農園を設置し、心身共に発育段階

にある児童・生徒が農業体験活動を通じて、生

命や自然、環境や食物などに対する理解を深め

るとともに、情操や生きる力を身に付けること

をねらいとした仕組み。 

緑の基本計画 

都市緑地法に基づいて市町村が定める、緑地

の保全や緑化の推進に関する総合的な計画の

こと。本市では、平成 28 年４月に「八潮市緑

の基本計画」を策定している。 
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◇わ◇ 

ワークショップ 

参加者全員がお互いに教えたり、学びあった

り、意見交換をしたりしながら、話しあう方法

のこと。本基本方針の策定にあたっては、平成

29 年２月～7 月に北部地区東側地域、幸之宮・

和耕地域、鶴ヶ曽根地域の３地域で、それぞれ

３回開催した。 

脇往還 

江戸時代、五街道（東海道、中山道、日光道

中、奥州道中、甲州道中）などの本街道以外の

支街道。 
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