
■＜意見募集の目的＞ ６．意見募集した計画
　　

　　

　　

■＜意見募集の実施概要＞ ■＜寄せられた代表的な意見（抜粋）とそれに対する市の考え方＞
１．意見募集期間

平成２３年７月１１日（月）～平成２３年８月１２日（金）までの１ヶ月間

２．意見提出件数
２７件 （内訳） 郵送５件、電子メール５件

ＦＡＸ８件、直接持参９件
３．意見項目数

１９６件 （うち、高度地区において反対意見１件）

４．公表方法
ホームページ、各区役所情報公開コーナー及び都市計画課の窓口

５．集計結果
属性 都市づくり （うち市外数） 道路網 （うち市外数） 高度地区 （うち市外数）

個人 14 0 6 0 9 0

団体 3 0 2 0 3 1

企業 0 0 0 0 1 1

合計 17 0 8 0 13 2 ※1 38

134 27 35

9 9 6

125 12 25

意見提出件数（件）

意見分類数（分類） －

意見項目数（項目） －

196

合計

意見提出元

29

8

1

持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市の都市計画のあり方（案）

～パブリック・コメントの実施概要と集計結果～

　都市計画マスタープランの改定にあたり、人口減少、少子高齢、地球温暖化による環境の問題など深刻
化している社会的問題に対応するため、「持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市の都市計画の
あり方」について検討を行い、都市計画の目標や将来都市構造のあり方を中心に「都市づくりの基本方針
（案）」としてまとめ、広く市民の意見を聴取するためパブリックコメントを実施したものです。　ま
た、「道路網計画づくりの指針（案）」と「高度地区の検討方針（案）」は、「都市づくりの基本方針
（案）」を実現するための分野別方針の主たるものであり、同時に意見募集を行ったものです。

【意見提出者の属性】

1
5

21

個人
団体
企業

（通）

図　各方針（案）の概要版

都市づくりの基本方針

道路網
計画づくり
の指針

高度地区の
検討方針

景観に関する
方針

防火・準防火
の指定方針

土地利用に
関する方針

【意見提出元の市内／市外別】

25

2 市内

市外

（通）

図　持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市の都市計画のあり方

   【都市づくりの基本方針】

（代表的な意見）
・防災の視点も加えて都市像を
示すと良い。

（市の考え方）
・震災への備えからも防災の視
点は重要と捉えています。防災
まちづくりの検討はこの方針と
は別に行い、都市マスタープラ
ンの改定に反映していきたいと
考えています。

  【道路網計画づくりの指針】

（代表的な意見）
・「道路の役割・機能」には、
「コミュニティの形成の場」と
いう視点もあっても良いのでは
ないか。

（市の考え方）
・人が多く集まり空間機能を必
要とする場所においては、「コ
ミュニティの形成の場」という
視点も今後の検討の参考とさせ
ていただきます。

    【高度地区の検討方針】

（代表的な意見）
・数値設定やその範囲は、現
況や地域住民の意向を把握し
て設定するとよい。
・高さ制限は資産価値の低下
につながりかねないので再考
すべきである。

（市の考え方）
・住居系用途地域において高
さを抑えて良好な住環境の形
成・維持をしていくことを目
的とし、頂いた意見を参考に
しながら、区域選定等の詳細
な検討を進めていきます。

※1  同一の方から、複数の方針・指針に対しご意見を頂いているため、実際の意見提出者は２７通

【都市づくりの基本方針】

　平成２２年度までに検討し
た「持続可能なまちづくりに
向けた都市計画のあり方（中
間とりまとめ）」を踏まえ、
・まちづくりの方向性
・都市計画の目標
・将来都市構造のあり方
・分野別の見直しの方向性
などの検討方針について提案
して、パブリックコメントを
実施し、
・将来都市構造のあり方
・防災のあり方
など幅広くご意見を頂きまし
た。

【道路網計画づくりの指針】
　
  都市計画道路の見直しに関
して、道路網計画づくりの指
針案として抜本的な見直し手
法として、
・新しい計画体系
・新しい路線類型
を提案し、道路網計画の検証
検討の視点と望ましい将来都
市構造を実現する道路網計画
の策定方法などについてパブ
リックコメントを実施し、
・計画づくりの基本方針
・評価の視点
などについてご意見を頂きま
した。

【高度地区の検討方針】

　良好な居住環境や景観を
保全するため、住居系の用
途地域に対し、
・５階建て（15ｍ）程度
・７階建て（20ｍ）程度
の２段階で高さの最高限度
を定める等の高度地区の検
討方針を提案してパブリッ
クコメントを実施し、
・数値設定やその範囲
・緩和措置の検討方針
などに対してご意見を頂き
ました。

  平成２３年度内に（改定）
都市計画マスタープラン
（素案）を作成し、平成２
４年度に素案に対するパブ
リックコメントを実施して
いく予定です。今後も、平
成２５年度の策定に向け市
民の皆様に意見を伺ってい
きます。

  平成２３年度末までに道路網計
画づくりの指針に基づき、望ま
しい将来都市構造を実現する道
路網計画と見直し候補路線を抽
出し、平成２４年度前半にはパ
ブリックコメントを実施しま
す。また、具体的な都市計画手
続きに関しては市民との合意形
成の状況を踏まえながら可能な
路線から着手する予定としてお
ります。

「高度地区」については、
今年度は高度地区指定案を
策定をし、平成２４年度は
住民説明会等で周知・理解
を図ったうえで、都市計画
決定に向けた手続きを進め
てまいります。

寄せられたすべての意見について検討した結果、素案のとおり変更等はございません。

第１９回都市経営戦略会議 資料 １
平成２３年１１月１０日
都市局 都市計画部 都市計画課



 

 

 

持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市の都市計画のあり方 

パブリックコメント意見募集の結果（都市づくりの基本方針（案）） 

 

意見提出者数      １７  名   （全体）２７名 

意見提出件数     １３４  件 

意見分類数         ９ 分類 

意見項目数      １２５ 項目 

 

意見分類 項目 ご意見 市の考え方 修正等の対応 

都市づくりの基本方針は良くできているが、具

体性にかける。 

都市づくりの基本方針（案）は、個別・具体の施策や事業

を検討する上での前提となる都市計画の基本方針という位

置付けです。具体的な計画については、今後、各事業単位で

検討していくことになります。 

まちづくりの 

目標・方向性 
10 

持続的に子育て世代が循環し定着できる街づ

くり、教育の視点からも、都市計画を検討するこ

と。 

子育て世代が定着できる街づくりは重要であると考えて

おります。多様な世代が暮らし続けることができる地域社会

の形成や、子どもたちの健全な成育空間の形成という観点も

含め、まちづくりのあり方を今後の都市計画マスタープラン

の改定の際、検討させていただきます。 

 

今後の検討の際の参考といたします。

 

まちの現状把握

とまちづくりの

課題 
6 

オープンスペースを増やしたり、市街地周辺の

農地を維持することが必要とあるが、高付加価値

型の市街地周辺の農業などの想定はあるのか。そ

のような考え方がなければ、不可能ではないか。

都市づくりの観点ではオープンスペースとしての農地の

価値を評価しています。なお、農地として維持していくため

には、農業政策からの視点も重要です。今後、都市計画マス

タープラン改定の際に、ご意見を検討させていただきます。 

 

今後の検討の際の参考といたします。

 

都市計画の目標 4 
経済に「骨格的交通網の形成及び広域的な交通

結節拠点の充実」とあるが、経済に載せる項目で

しょうか。 

 骨格的交通網の形成及び広域的な交通結節拠点の充実に

より、都心地区での広域的な商業業務機能が強化につながる

と考えています。機能強化によって、都心地区へ市内外から

多くの人が集まってくることが想定され、経済効果があると

考えます。 

 

今後の検討の際の参考といたします。

 

高密利用・土地の使いきりを見直す方向に、将

来、居住者の高齢化や居住環境が狭く日照も確保

されない悪条件の都市型住宅は、空室、スラム化

するおそれがある。 

悪条件での都市型住宅では、空室の発生、スラム化する恐

れについて認識しております。今後、都市計画マスタープラ

ン改定の際に、ご意見を検討させていただきます。 

将来都市構造 20 
現状での都心部の環境は決してよくありませ

ん。当面はまだ人口増はあっても、近い将来には

人口減に転ずることを考えると、ただ、そこを高

密、高層化しては、将来に負の遺産を残すことに

なると考えます。 

 都心空間を将来においてさらに快適、魅力あるものに改善

していくことが重要であると考えております。そのために

は、土地の有効・高度利用によりオープンスペースを創出し

ていくことが必要であると考えております。 

 

今後の検討の際の参考といたします。

 

住環境 2 

都心地域で住んで買って遊んで、仕事をして

と、様々なライフスタイルが展開されると思いま

すが、住居の隣が風俗店とならないような、きめ

細かな用途地域の指定をお願いします。 

 規制誘導のための用途地域の指定のみではきめ細かな建

物用途規制が難しく、地区計画などによる地域の特性に適し

た指定などを活用することが、有効であると考えられるた

め、今後、地域別のまちづくりにおいて検討していきます。 

今後の検討の際の参考といたします。

防 災 6 
東日本大震災以降、液状化が心配されますので

防災の視点も加えて都市像を示すと良いと思い

ます。 

 今後予想される震災への備えからも防災の視点は重要と

とらえております。防災のまちづくりの検討もこの方針とは

別に行い、都市計画マスタープラン改定の際に反映していき

たいと考えております。 

今後の検討の際の参考といたします。

市民意見の反映 3 
市民の意見を反映して基本方針を定めること

を明記すべきである。 

 基本方針（案）の策定にあたり、パブコメの実施や中間取

りまとめを公表するなど、市民の意見をいただきながら取り

組んでまいりました。また、基本方針は策定手段を定めるも

のではありませんので、記載は致しませんが、今後、都市計

画マスタープランの改定において、市民の皆様のご意見をい

ただきながら検討していきます。 

今後の検討の際の参考といたします。

記述表現 71 
「持続可能なまちづくり」とは何をさしているの

かよく理解できない。詳しい言葉の説明が欲し

い。 

人口減少・少子高齢社会を迎えても、地域社会や地域経済が

持続可能であること、また、地球環境も含めて、環境的にも

持続可能であることを目指すまちづくりを指しています。都

市計画マスタープラン改定の検討にあたっては、わかりやす

い表現等の工夫を検討していきたいと思います。 

１）今後の検討の際の参考といたしま

す。 

 

２）なお、一部については分かりやす

い表現に修正いたします。 

その他 3 
埼玉高速鉄道の浦和美園から岩槻までの延伸

で費用がまかなえるのでしょうか。大赤字は必定

です。 

埼玉高速鉄道の延伸については、所管課において慎重に検討

を進めております。 
所管課にご意見をお伝えいたします。

（まとめ）パブリックコメントで寄せられたご意見を踏まえての対応について 

都市づくりの基本方針（案）の対応についてはわかりやすい記述に一部修正を行なうものの本質的な内容についての変更は行なわず、原案どおりとする。

なお、今後の都市計画マスタープランの改定の検討において、いただいた貴重な意見は大いに参考にしたい。 

第１９回都市経営戦略会議 資料２－１ 

平成２３年１１月１０日 

都市局 都市計画部 都市計画課 



 

 

持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市の都市計画のあり方 

パブリックコメント意見募集の結果（道路網計画づくりの指針（案）） 

 

意見提出者数    ８名     （全体）２７名 

意見提出件数    ２７件 

意見分類数     ９分類 

意見項目数     １２項目 

 

意見分類 項目 ご意見 市の考え方 修正等の対応 

計画の背景に

関する意見 
１ 

環境問題や社会経済情勢の変化を考慮して「持

続可能なまちづくりの方向性」としたことは、進

歩と認める。 

昨今の社会情勢を踏まえると、持続可能なまちづくりを行

っていくことが必要との認識に基づいて検討を進めていき

ます。 

既に案に盛込んであると考えています。 

計画・整備の時

間管理に関す

る意見 

１ 

道路の計画・整備について、時間管理を取り入

れて路線類型を位置づけることは、市の考えを理

解しやすくなる。 

抜本的な見直しの視点として、必要性と事業性を考慮した

路線類型に区分し、時間管理をすることで、未整備路線に対

する概ねの時期を示していきます。 

既に案に盛込んであると考えています。

計画づくりの基本方針の「財政への配慮」につ

いて、田島大牧線もこの視点から検討してほし

い。 

田島大牧線に限らず未整備の区間に対しては代替案を検討

し、限られた財源でいかに効率的効果的な道路網が構築でき

るか検討していきます。 

既に案に盛込んであると考えています。
計画づくりの

基本方針に関

する意見 

２ 

都市づくりの基本戦略とはなにか。 
都市づくりの基本戦略は、都市計画の目標の実現に向けた都

市の形、将来都市構造を示したものです。 
ご意見として承ります。 

「道路の役割・機能」には、「コミュニティの

形成の場」という視点もあっていいのではない

か。 

都心や駅周辺など、人が多く集まり空間機能を必要とする場

所においては、「コミュニティの形成の場」という視点も今

後の検討の参考とさせていただきます。 

今後の参考とさせていただきます。 

大量の自動車交通を引き入れる広い幅の道路

が、地域における防災に有効か疑問である。 

広幅員道路は、緊急車両の通行を円滑にするなど一定の防災

機能を有すると考えます。なお、防災の機能などを具体的に

どのような視点とするかは、今後検討していく予定です。 

ご意見として承ります。 評価の視点に

関する意見 
３ 

どの住宅街にも一律に広幅員の都市計画道路

が決定されている。既存の道路を活用するなど、

地区の特性を考慮した計画に改めるべきではな

いか。 

道路網計画の策定にあたっては、既存の道路を活用するなど

の代替案を検討し、限られた財源でいかに効率的効果的な道

路網が構築できるか検討していきます。 

ご意見として承ります。 

計画策定プロ

セスに関する

意見 

１ 

諸外国の都市計画制度を参考として利害関係

に直結する住民が、都市計画のプロセスに直接か

かわれる仕組みをつくることが必要である。 

道路網計画づくりの指針の策定、道路網計画の検討、見直し

候補路線の選定や都市計画手続きなど、それぞれの段階にお

いて市民参画や意見聴取などにより、より開かれた計画づく

りを推進していきます。 

ご意見として承ります。 

住民参画の対

象者に関する

意見 

１ 
都市計画道路が抱える課題には「最も重要な住

民の声」が欠落している。 

都市計画道路が抱える課題を解消するために、抜本的な見直

しの考え方として、市民参画による、より開かれた計画づく

りを進めることとしています。 

ご意見として承ります。 

住民参画の方

法に関する意

見 

１ 

市民、住民の意見の取り入れ方には工夫が必

要。「対案の検討」などの具体的な手法も提案さ

れているが、効果があるのか。 

市民参画の具体的な手法については今後さらに検討してま

いりますが、計画の段階から市民・住民のみなさんと、地域

や市全体として望ましい案を協働により検討することがで

きると考えています。 

ご意見として承ります。 

見直しの時期

に関する意見 
１ 

路線類型に対する定期的な見直しの実施が必

要。 

道路網計画については概ね５年毎に時点更新を行い、概ね１

０年を目処に社会経済状況の変化や道路交通状況等、様々な

観点から路線の見直しを行い、改訂を実施する予定です。 

既に案に盛込んであると考えています。

都市計画全体

の住民参画方

法に関する意

見 

１ 
市民参画の実施について、今までの取組みと何

が違うのか。 

計画の段階から市民・住民のみなさんと、地域や市全体とし

て望ましい案を協働により検討することができます。 
ご意見として承ります。 

 
 

第１９回都市経営戦略会議 資料２－２ 

平成２３年１１月１０日 

都市局 都市計画部 都市計画課 



 

 

持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市の都市計画のあり方 

パブリックコメント意見募集の結果（高度地区の検討方針（案）） 

 

意見提出者数     １３名   （全体）２７名 

意見提出件数     ３５件 

意見分類数       ６分類 

意見項目数      ２５項目 

 

意見分類 項目 ご意見 市の考え方 修正等の対応 

高度地区の指定

に対する意見（賛

成意見） 

２ 
私権の制限と調和をとりつつ、速やかな制定

をお願いしたい。 

賛同のご意見として取組みの参考とさせていただき、早期の

指定に向けて、今後具体的な検討や手続を進めてまいります。 
今後の参考とさせていただきます。 

高度地区の指定

に対する意見（反

対意見） 

１ 

通風や採光に配慮した上で高さを抑えると

容積率充足率の低減が予想される。また、新

築・建替えにおいての事業推進の停滞、個人財

産権への影響、土地価格の下落、土地取引件数

の減少を引き起こし、さいたま市としての資産

価値の減少につながるため、この方針（案）は

再考すべきである。 

人口減少・少子高齢社会の到来や、財政的・環境的問題の深

刻化に対応するため、持続可能なまちづくりが必要と考えてお

り、その将来都市構造を実現することを目的に高度地区指定の

検討を進めております。中低層住宅を基調とする地域において

高度地区を指定し、メリハリのある土地利用を図った市街地を

形成することが良好な居住環境の形成・維持、ひいては持続可

能な都市構造につながると考えております。 

ご意見として承ります。 

住居系用途地域から先行して指定すること

はよいが、商工業地域でも実態を見た上で検討

を進めるべきである。 

商工業系用途地域については、目指すべき土地利用の方向性

が様々であり、住居系用途地域における高度地区指定を先行さ

せた上で、今後必要に応じて高度地区の指定を検討してまいり

ます。 

指定対象区域に

対する意見 
２ 

市街化調整区域でも無秩序な高層建築物の

立地防止が必要である。 

高度地区は、市街化調整区域では活用できない制度ですが、

都市計画法の開発許可等の基準の中で、建築物の用途によって

は、高さの規定を設けております。また、市域全体の土地利用

のあり方としては、市街化調整区域内においての無秩序な土地

利用転換を抑制していきます。 

今後の参考とさせていただきます。 

基本値２を設定する区域は、将来の高度利用

を図るべき範囲を基準とせず、現況や地域住民

の意向を把握して考慮してきめ細かく設定す

べきである。また、低層住居地域が少ないので

用途地域を見直すとともに、区域によっては、

基本値１より低い制限値を適用すべきである。

持続可能なまちづくりにおける将来都市構造のあり方や、現

在の高層建築物の分布状況、地域住民の皆さまの意向もお聞き

しながら、きめ細かい区域設定を検討してまいります。用途地

域の見直しについては、さいたま市が目指す持続可能なまちづ

くりの姿を踏まえて検討を進めてまいります。また、15ｍより

も低い制限値が望まれる一部の区域に対しては、地区計画等の

活用が有効と考えております。 
高さ制限値に対

する意見 
１１ 

良質な住宅ストックの形成や、安心・環境負

荷の低減等のための防災用備蓄倉庫や発電機

等のための機械室を設けることを想定して、高

さ設定をすべきである。 

高さ制限値については、良好な居住環境や景観を保全するこ

とを重視して検討を進めております。ご指摘の「良質な住宅」

や「安心・環境負荷低減」についても持続可能なまちづくりの

観点から検討してまいります。 

今後の参考とさせていただきます。 

建替の際には高度地区に適合することが義

務づけられるべきであり、既存不適格建築物の

建替えは適用除外とすべきではない。 

既存不適格建築物の建替緩和措置に関しては、長所と短所の

両面があるため、ご指摘の点も踏まえながら、今後詳細な検討

を進めてまいります。 

緩和措置に対す

る意見 
５ 

大規模敷地での緩和措置については、地域で

協議した上での特例許可対応とすべきである。

また、きめ細かな対応と明快な基準が必要であ

る。 

大規模敷地での緩和措置に関しては、ご指摘の点も踏まえな

がら、緩和の基準やそのプロセスについて、今後詳細な検討を

進めてまいります。 

今後の参考とさせていただきます。 

その他 ４ 
単に高さだけではなく、建築形態や景観も含

めて検討してほしい。 

景観・意匠の規制･誘導に関しては、地域の実態や住民の意

向等を踏まえてきめ細かく計画することが必要であり、景観協

定や地区計画、建築協定などにより対応することが効果的と考

えます。 

今後の参考とさせていただきます。 
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持続可能なまちづくりに向けた今後のさいたま市のあり方（案）スケジュール

年度 検討・手続き 市民など

持続可能な都市計画
のあり方

(都市づくり基本方針）
道路網計画づくり指針 高度地区検討方針

都市計画マスタープラン
改定（素案）

都市計画マスタープラン
改定の検討
・都市計画マスタープラン
改定調査委員会(学識経
験者及び関係団体有識
者）（３回開催・１０月～３
月）

パブリック・コメント実施
（７月～８月）

都市計画マスター
プラン改定（案）

道路網計画(案）
見直し候補路線の

抽出

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

道路網計画の策定
見直し路線の確定

高度地区指定の検
討　庁内検討委員会
（１１月～３月）
都市計画審議会に報
告・意見聴取（随時）

道路網計画の検討作業
開始
検討委員会（９月～３
月）
・学識経験者3名＋行政
委員
・委員長：埼玉大学　久
保田尚

年度

平成

25

年度

平成

24

年度

平成

23

高度地区指定（素案）

関係業界団体説明会
市民参画活動
・出前説明会

高度地区指定（案）

都市計画審議会報告

関係団体有識者
・まちプラン市民会議
・さいたま商工会議所
・埼玉新聞社
・東京ガス埼玉支局

・道路網計画（案）・見直し
候補路線の周知活動
・全１０区にて開催（各区１
～２回計２０回程度）
（９月～１２月に実施）

市民参画活動
・環境フォーラム
・区民まつり
・見直し状況に関するヒアリン
グの実施

都市計画マスタープラン
改定調査委員会
（計３回）

【都市計画手続き】
住民合意の状況を踏ま
えつつ可能な路線から
住民説明会・縦覧を開
始

都市経営戦略会議
（５月）

市議会議決（９月）

都市マス策定（１０月）

・高度地区指定原案を
 全戸配布し、周知
・区別説明会（計１０回）
（８月～１０月に実施）

・都市計画法第１７条縦覧
・都市計画審議会

・説明会、公聴会を開始
・都市計画法第１７条縦覧

都市経営戦略会議（５月）

決定・告示
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・まちプラン市民会議から
の意見聴取
・区別説明会（計１０回）
（８月～１０月に実施）

決定・告示


