
まちづくりの背景 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

アタルさん 博 士 

このコラムでは、大門地区に住むアタルさんと、まちづくりに詳しいハカ

セが登場し、アタルさんの疑問にハカセが答えていきます。こちらも併せて

ご覧ください。 

【地区計画って何？】 

アタル：この冊子は大門地区の「地区計画」の案だっていうけど、そもそ

も地区計画制度って何ですか。 

博 士：地区計画制度というのは、地区の特性に応じて、きめ細やかな規

制内容を定めることにより、よりよいまちへと誘導することを目

的とした制度なのじゃ。具体的にいうと、まちを今後どのように

育てていくかという基本的な方針やまちの将来像を定め、それを

実現させていくうえで必要となるまちづくりのルールを決めるも

のなのじゃ。このまちづくりのルールを地区計画という。 

アタル：なるほど。それで、地区計画を定めるとどうなるのですか。 

博 士：まちづくりのルール（地区計画）を定めた地区内で宅地を造成し

たり、建築物を建てるときは、このルールに従って行われること

になる。だから、地区の宅地化（市街化）や建物の建て替えが進

むにつれて、計画的に住みよいまちができていくのじゃよ。 

アタル：なるほど。 

【地区計画の内容って？】 

アタル：地区計画には具体的にどんなことが書いてあるのかな。 

博 士：地区計画のうち、具体的な事項を定める「地区整備計画」では下

の表の内容から必要な項目を選んで決めることができるのじゃ。

表中の赤字が大門地区で定めようとしている内容じゃよ。 

アタル：それぞれどんな内容なのだろう？ 

博 士：それは次ページ以降をチェックじゃ！ 

地区整備計画で定める内容のメニュー 

①道路・公園・緑地などの地区施設の配置および規模 

②建築物等の用途の制限 

③建築物の容積率の最高限度 

④建築物の建ぺい率の最高限度 

⑤建築物の敷地面積の最低限度 

⑥壁面の位置の制限 

⑦建築物等の高さの最高限度 

⑧建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

⑨垣又はさくの構造の制限 

など

平成 29 年 3 月 

まちづくり方針の作成 

・まちづくり方針（市民案）

をもとに、「大門地区まち

づくり協議会」が中心とな

って、市と協働でまちづく

り方針（素案）を検討・協

議しました。

平成 30 年 3 月 

まちづくりルールの

作成 

・平成 29年度に、地区

計画の基となる「大門

地区まちづくりルー

ル」を作成しました。

平成 31 年度以降 

地区計画地元素案

作成 

・平成31年度以降

に地区計画地元

素案を作成し、さ

いたま市に提出

する予定です。 

まちづくりルールを地区計画素案として取

りまとめるために、大門地区まちづくり協

議会が作成したのが、今回の「大門地区地

区計画協議会案（たたき台）」です。 

大門地区では、平成28年度に作成した「大門地区まちづくり方針」に従って、地区計画の策定

を目指してきました。 

平成 29年度には、「大門地区まちづくりルール」を作成し、アンケートを通じて地区の皆様のご

意見を伺いました。 

今後は、「大門地区まちづくりルール」を基に、地区計画地元素案を作成し、さいたま市に提出し

ます。さいたま市が地区計画素案を地区計画として都市計画決定すると、それに従い、建て替えが

進むにつれて住みよいまちができていきます。 

大門地区は地区計画の策定をめざしてきました 

この冊子は「大門地区地区計画協議会案（たたき台）」です。

昨年度に地区の皆様から頂いた意見を基に「大門地区まちづ

くりルール」を修正し、地区計画地元素案にするための最初

のステップになります。 

こちらに地区の皆様から意見を頂き、さらに磨き上げるこ

とで、地区計画地元素案を作成する予定です。 

「大門地区まちづくりルール」から「大門地区地区計画協議会案（たたき台）」へ 

これから作られて

いきます 

地区計画地元素案

を市に提出 

都市計画審議会等

を経て 

都市計画決定へ 

地区計画協議会案（たたき台）

赤字：大門地区で検討中
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用途地域内の建築物の用途制限 
第一種中高層 

住居専用地域 
第二種住居地域 備考 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 〇 〇 

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ床面積の1/2 未満のもの 〇 〇 

店
舗
等

店舗等の床面積が150㎡以下のもの ② 〇 
②日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋

等のサービス業店舗物品販売店舗、飲食店、

損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業の

サービス業用店舗のみ。2階以下。 

店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの ② 〇 

店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの 〇 

店舗等の床面積が1,500 ㎡を超え、3,000 ㎡以下のもの 〇 

店舗等の床面積が3,000 ㎡を超えるもの 〇 

事
務
所
等

事務所等の床面積が150 ㎡以下のもの 〇 

事務所等の床面積が150 ㎡を超え、500 ㎡以下のもの 〇 

事務所等の床面積が500 ㎡を超え、1,500 ㎡以下のもの 〇 

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000 ㎡以下のもの 〇 

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの 〇 

ホテル、旅館 〇 

遊
戯
・

風
俗
施
設

ボーリング場、スケート場、水泳場等 〇 

カラオケボックス等 〇 

麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券、車券発売所等 〇 

劇場、映画館、演芸場、観覧場 

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等、個室付浴場等 

劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等

に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000 ㎡を超えるもの 

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 〇 〇 

大学、高等専門学校、専修学校等 〇 〇 

図書館等 〇 〇 

巡査派出所、公衆電話所等 〇 〇 

神社、寺院、教会等 〇 〇 

病院 〇 〇 

公衆浴場、診療所、保育所等 〇 〇 

老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム等 〇 〇 

老人福祉センター、児童厚生施設等 〇 〇 

自動車教習所 〇 

工
場
・
倉
庫
等

単独車庫（附属車庫を除く） ▲ ▲ ▲300 ㎡以下 2 階以下 

建築物附属自動車車庫 

①②③について、建築物の延べ床面積の1/2、かつ、備考欄に記載の制限 
② ③ 

②3,000 ㎡以下 2 階以下  ③2 階以下 

※一団地の敷地内について別に制限あり 

倉庫業倉庫 

畜舎（15㎡を超えるもの） 〇 

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の

床面積が50㎡以下 
▲ 〇 原動機の制限あり ▲2階以下 

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 ① 

原動機・作業内容の制限あり 

作業場の床面積 ①50㎡以下 
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 

自動車修理工場 ① 
作業場の床面積 ①50㎡以下 

原動機の制限あり 

火薬、石油類、

ガスなどの危険

物の貯蔵、処理

の量 

量が非常に少ない施設 〇 

量が少ない施設 

量がやや多い施設 

量が多い施設 

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

：新たに制限する用途 

建築物等の用途の制限 

現在は、戸建て住宅を中心とした、低層のまちなみが広がる緑豊かで閑静な住宅地です。 

このまちなみを維持していくために、現在の制限内容では建築が可能な用途のうち、地区の

将来像に合わない用途や、住環境への影響が懸念される用途の建築物について、制限を追加し

ます。 

現在の制限内容に追加して、次の用途の建築物等について立地を制限します。 

①マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬

投票券売場その他これらに類するもの 

②ボーリング場、スケート場、水泳場その他

これらに類するもの 

③ホテル又は旅館 

④自動車教習所 

⑤店舗等の床面積が500㎡を超えるもの 

⑥畜舎 

⑦葬祭場 

⑧危険性や、環境への悪化のおそれがある工場 

（個人商店のパン屋や自転車店などは除く） 

⑨火薬、石油、ガスなどの危険物の貯蔵・処理す

る施設 

（地下で貯蔵する施設（ガソリンスタンド）は除

く） 

⑩自動車修理工場

制限の趣旨 

制限内容 

制限の対象区域 

国道122号沿道の区域（図中赤色の区域）において上記の制限を追加します。 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【地区計画の制限を守れば何を建ててもいいの？】 

アタル：左の制限内容を守れば、地区内に何を建ててもいいのですか？ 

博 士：実は、地区計画とは別に、地区内には「用途地域」として「第一種中高層住居専

用地域」と「第二種住居地域」が指定され、それぞれ建築ができる用途やできな

い用途が既に定められているのじゃ。下に表をのせておくぞ。 

アタル：なるほど。地区計画と用途地域、両方の用途制限を守ることが必要なのですね。

【制限の適用範囲はどうやって決まっているの？】 

アタル：「制限の対象区域」が国道１２２号沿道（第二種住居

地域）だけなのはどうしてですか？ 

博 士：「第一種中高層住居専用地域」では、ルールの制限内

容に書いてある①～⑩は既に制限されているのじゃ。

①～⑩の用途の建築が可能な第二種住居地域につい

て、地区計画によって新たに制限するのじゃよ。 

第一種中高層住居専用地域 

第二種住居地域 
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建築物の敷地面積の最低限度 

現在、地区にはまとまった農地が数多くあり、今後、住宅地開発の可能性があります。 

今後、住宅地開発がされた場合においても、ゆとりある低層住宅のまちなみとなるよう、大きな

敷地の細分化を防ぐために、敷地面積の最低限度を定めます。 

制限の趣旨 

制限内容 

制限の対象区域 

地区全体に制限を適用します。 

次の敷地面積以上でないと建築できないようになります。 

120㎡以上の敷地の場合 

敷地分割 

分割後が120㎡以

上であれば家を建て

ることができます。 

分割後が120㎡未満

となる場合は家を建て

ることができません。 

120㎡未満の敷地の場合 

敷地分割の例 

建替え 

制限が適用される前から建物

がある敷地では、建て替えが

可能です。 
※敷地を分割することはできません。 

※上記は代表的な例です。実際には他にも様々な場合が考えられます。 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【もともと敷地が 120 ㎡未満の場合は？】 

博 士：右の敷地分割の例を見ておくれ。この制限により、分割された後の敷地が 120

㎡未満になる場合は、原則として建築できなくなるのじゃ。 

アタル：なるほど。じゃあ、もともと120㎡未満の場合はどうなりますか。 

博 士：制限が適用された時点で建物がある敷地では、120 ㎡未満でもこれまで同様に

建て替えができるのじゃ。 

・120 ㎡ 

・ただし、以下の場合は敷地面積の最低限度を適用除外とします。 

①既に建築物の敷地として使用されている土地で、120㎡未満の場合 

②公益上必要な用途の建築物（交番・公衆用トイレなど）を建てる場合 

③地域のまちづくりに役立つ用途の建築物を建てる場合

敷地分割 

【適用除外になる用途があるのはなぜ？】 

アタル：制限内容に「以下の用途の建築物は敷地面積の最低限度を適用除外とします」とあ

りますが、どうしてですか。 

博 士：公益上必要な用途や、地域のまちづくりに役立つ用途の建築物には、小規模な敷地

のものがあるのじゃ。それらの建築物の建築を妨げないようにするためじゃよ。 

過去に同じような制限を定めた地区があったのだが、その制限のせいで、自治会の

所有地を分割して神輿蔵を建てることができなかったのじゃ。そこから学んだ結

果なのじゃ。 
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120㎡以上の敷地の場合 120㎡未満の敷地の場合 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

壁面後退や壁面後退区域の使い方の制限 （隣地境界からの後退） 

「大門地区まちづくり方針」では、ゆとりある低層住宅を基本としたまちなみを維持してい

くこととしています。 

そのため、敷地内に空間（ゆとり）を確保し、良好な日照・通風が得られるよう、隣地境界

線から建築物の外壁を後退する距離を設定します。 

・ 敷地面積が 120 ㎡以上の場合･･･隣地境界線から 0.75ｍ以上 

・ 敷地面積が 120 ㎡未満の場合･･･隣地境界線から 0.50ｍ以上 

・ただし、以下の付帯施設や出窓には適用しません。 

①建築物に附属する開放性の高い自動車車庫等で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 

②建築物に附属する物置その他これに類するもの（自動車車庫等を除く）で軒の高さ

が２.３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

③出窓（見付面積の2分の1以上が窓であり、天袋、地袋その他これに類するものを

設けていないものに限る）で下端の床面からの高さが30ｃｍ以上、かつ、出幅が

50ｃｍ未満であるもの 

・また、旗ざお上の敷地は、通路部分が幅4ｍ未満の場合は、通路部分を除いた敷地面積が

120㎡以上の場合に、後退距離を0.75ｍとします。

開放性が高い 

＝外壁がない 
2.3m 

以下 

カーポート 

柱 50㎝未満 

正面から見える出

窓の面積のうち、

1/2 以上は窓が

占める 

出窓 

床面から 

30㎝以上 

物置 

2.3m 

以下 

5㎡以内 

通路部分 

幅 4m未満の場合に、敷地面積に含めない 

通路部分を除く敷地面積が120㎡以上 

⇒後退距離：0.75m以上 

制限の趣旨 

制限内容 

制限の対象区域 

地区全体に制限を適用します。 

隣地境界線から建築物の外壁までの最低距離を、以下のように制限します。 

【制限がかからない工作物って？】 

博 士：下の「制限がかからない工作物等」を見ておくれ。カーポートや物置、出窓は「壁面」とはみなさないんじゃ。 

【制限が緩和される敷地って？】 

博 士：下の「制限が緩和される敷地」にある通り、旗ざお上の敷地

は、通路部分が4ｍ未満の場合は敷地面積に含めず、通路部

分を除いた敷地面積に対して制限が適応されるのじゃ。 制限がかからない工作物等

制限が緩和される敷地 

道路 

↑壁面の位置 

隣
地
境
界
線
 

隣地境界線 

道路 

↑壁面の位置 

隣
地
境
界
線
 

隣地境界線 

隣
地
境
界
線
 

隣
地
境
界
線
 

【制限内容は？】 

アタル：制限内容を図に示すと下のような感じですか。 

博 士：そうじゃな。ちなみに、120 ㎡未満の場合の 0.50m という数値は、民法の規定

と同じなのじゃよ。 

0.75ｍ以上0.5ｍ以上

【どうして敷地面積が１２０㎡以上と未満では、離す距離が違うの？】 

博 士：日照や通風を確保するためには、最低でも 50cm は隣地境界線からセットバック

したいものじゃ。 

大門地区ではゆとりあるまちなみを維持するため、最低敷地規模となっている

120㎡以上の敷地では、隣地境界線から75cmをセットバックするように制限す

るんじゃよ。 

敷地 

道路 
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↑壁面の位置 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【制限の考え方は？】 

博 士：大門地区の方ならご存知かと思うが、国道463号の歩道はちと

狭いな。すれ違うのは結構大変じゃ。この制限は、国道463号

沿道では壁面を後退していただき、さらに後退した空間には門

や塀などの工作物を設置しないようにすることで、歩行者がす

れ違う時などに待避できる空間を確保していくのじゃ。 

アタル：制限の内容を図にすると下のような感じですかね。 

博 士：その通りじゃ。 

壁面後退や壁面後退区域の使い方の制限 （国道 463 号沿道の道路境界からの後退） 

現状、国道463号は歩道が狭く、歩行者等のすれ違いが困難です。 

そのため、国道463号沿道では歩行者等のすれ違いに配慮して、道路境界線から建築物の外壁

を後退する距離を設定します。また道路境界線から壁面後退を行った範囲では、歩行者がすれ違

う際に待避できるよう、塀、柵、門、広告物、看板等の工作物等の設置制限を設定します。 

道路境界線から建築物の外壁までの最低距離を、以下のように制限します。 

・ 道路境界線から 0.5ｍ以上

・ 道路境界線から0.5m以内の壁面後退区域には、道路境界線に接する敷地の辺長の１／３

の長さを超えて、道路面との間に段差を生じる工作物、門、へい、柵、植栽、自動販売機等

の工作物を設置してはならない。 

制限の趣旨 

制限内容 

制限の対象区域 

壁面の位置の制限 

壁面後退区域における工作物の設置の制限 

壁面後退区域における工作物の設置を、以下のように制限します。 

国道 463号（下図の赤い範囲）に面する敷地に対して制限します。 

国道 463号 

1／3以内 

道路からの後退 

0.50ｍ以上 

道路境界線 

歩行者の敷地内への退

避を妨げるような工作

物は、道路境界線長の

１/3以内の長さ 

壁面後退区域 

【設置が制限される工作物って？】 

アタル：設置が制限される工作物について詳しく教えてください。 

博 士：まずは「制限内容」に書いてあるように、道路面との間に段差を生じ

る工作物じゃ。その他にも、門、へい、柵、植栽、自動販売機なんか

も設置が制限される工作物じゃ。これらは歩行者の待避の妨げになる

からな。 

アタル：「道路面との間に段差を生じる工作物」ってなんですか。 

博 士：例えば、家に入るための外階段（アプローチ）などじゃ。 

ちなみに、地下に設置しているものは制限の対象とはならないぞ。 
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アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【絶対高さ 10ｍ、12ｍってどれくらい？】 

アタル：絶対高さの制限ということは、右の図のよ

うなイメージですね。でも、10ｍとか12

ｍってどれくらいの高さなのだろう？ 

博 士：下の図を参考にしてほしい。 

一般的に、絶対高さ12ｍで3～4階建て

程度、10ｍで3階建て程度じゃ。 

現状の大門地区では、ほぼすべての建物

が10ｍ以下となっておるぞ。 

建築物等の高さの最高限度 （絶対高さ制限） 

現在、大門地区では、都市計画法第 53 条の建築制限注）により、3 階以下でなければ建築が認

められないため、低層のまちなみとなっています。 

今後土地区画整理事業の都市計画が廃止されると、都市計画法第53条の建築制限がなくなり、

15mの高さまで建築することができるようになってしまい、現状の低層のまちなみが維持できな

くなる恐れがあります。 

そこで、低層のまちなみを維持するために、地区にふさわしい高さの最高限度を設定します。 

注）都市計画法53条による制限 ･･･建築物の構造と階数についての制限です。 

・絶対高さ   国道 463 号の沿道区域・国道 122 号沿道区域    12ｍ 

第一種中高層住居専用地域（国道 463 号沿道区域を除く） 10ｍ 

3 階 

程度まで 

10m 

以下 

建
築
可
能
な
範
囲

絶対高さ制限のイメージ 

制限の趣旨 

制限内容 

・建築物の絶対高さを以下のように制限します。 
3～4階 

程度まで 

12m 

以下 

制限の対象区域 

・国道463号の道路境界線から25ｍ以内の沿道区域と国道122号の沿道区域（第二種住

居専用地域）（下図の赤い斜線の範囲）の絶対高さを12ｍとする。 

・上記以外の区域（下図の青色の範囲）の絶対高さを10ｍとする。 

【絶対高さ 10ｍと 12ｍの制限、2種類あるのはなぜ？】 

アタル：左の「制限の対象区域」の図をみると、国道 463 号と国道 122 号の沿道区

域だけ絶対高さが12ｍになっています。どうして地区内で絶対高さが違う区

域があるのですか？ 

博 士：国道沿いには、生活に役立つ商業施設が立地する可能性があるじゃろ？そのよ

うな施設が立地する際に、敷地の容積率を最大限に使えるようにするために、

絶対高さを12ｍにするのじゃ。 

アタル：容積率？ 

博 士：敷地面積に対する建物の延べ面積の割合じゃ。大門地区では最大で 200％と

定められておる。敷地が面する道路の幅員によって 200％まで建てられない

場合があるのじゃが、国道 463 号や国道 122 号は他の道路より幅が広いじ

ゃろ？沿道の敷地では200％まで使うことができる。 

下の図のように、200％の容積率を使い切ろうとすると一部 4 階建ての建物

となる。これが可能となるように、地区の一部で絶対高さ12ｍまで認めてい

るのじゃ。 

国道463号の道路境界線

から25ｍ 

大門地区 建蔽率60％ 容積率200％

絶対高さ10ｍ 

60％ 

60％ 

60％ 

3 階建てが限度

なので、容積率

180％までしか

使えない

絶対高さ12ｍ 

60％ 

60％ 

60％ 

一部 4階建てと

することが可能に

なり、容積率

200％とするこ

とができる。

20％ 

国道 122号の沿道区域

（第二種住居専用地域） 
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アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【北側斜線って？】 

博 士：北側斜線というのは、南側にある建物の

高さを制限して、北側の敷地の日照や通

風を確保するための制限じゃ。 

アタル：「制限内容」の「7m+勾配 1.25」とい

うのはどういう意味ですか。 

博 士：右の図を見ておくれ。隣地境界線の地上

面から7ｍの点を基準として、敷地境界

線からの壁面後退距離に応じて勾配

1.25対 1で制限するということじゃ。

アタル：7ｍの時点でだいたい2階建てくらいの

高さなのですね。 

建築物等の高さの最高限度 （北側斜線） 

絶対高さにより低層のまちなみを維持しつつ、北側の隣地での日照の確保に配慮し、また、できる

だけ圧迫感を与えないようにするためのルールを設定します。 

7m 

1.25 

1 

▲
敷地境界線 
または道路の反対側の境界線 

１階 

２階 

軒 

・北側斜線  7m+勾配 1.25 

・ただし、階段室などの建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積

の8分の1以内のものは、12mの高さまで北側斜線にかかわる高さに参入しない。階段室

などとは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類するものである。 

・敷地の北側が道路の場合、道路に面する隣地境界線は道路の反対側の境界にあるものとみな

す。 

・敷地の北側が水路の場合、水路に接する隣地境界線は、水路の幅の1/2だけ外側にあるもの

とみなす。 

・制限が適用された時点で、120㎡未満の敷地にある既存の３階以上の建築物を建て替える場

合は、制限の対象としない。 

北側斜線 

階段室等 

建築面積の1/8以内 

道路の反対側の 

境界線 

敷地 道路 

北

水路の幅の1/2 

だけ外側 

敷地 水路 

北

階段室等の不算入 

道路・水路に面した敷地の制限の緩和

制限の趣旨 

制限内容 

建築物の北側斜線を以下のように制限します。 

制限の対象区域 

地区全体に制限を適用します。 

【適用除外と緩和について教えて！】 

アタル：この制限には、制限の緩和や適用除外がありますね。教えてください！ 

階段室等の不参入 

博 士：左の図を見ておくれ。時々ビルの屋上などに階段やエレベーターのための部

屋があったりするじゃろ。あの階段室などの内、面積の合計が建築面積の

1/8以下のものは、北側斜線の制限には含めないようにしているのじゃ。 

道路・水路に面した敷地の制限の緩和 

博 士：また左の図を見ておくれ。北側の敷地が道路や水路だった場合には制限の緩

和をしているのじゃ。 

 敷地の北側が道路の場合は、道路に面する隣地境界線は道路の反対側の境

界にあるものとみなし、水路の場合は、水路に接する隣地境界線は、水路の

幅の二分の一だけ外側にあるものとみなすのじゃよ。

既存 3階建ての敷地の適用除外 

博 士：既存の住環境をまもるために、既に120㎡未満の敷地にある既存の３階以

上の建築物を建て替える場合は、制限の対象としないんじゃ。 

壁面後退

距離 

12mまで 

高さに不参入 
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建築物等の形態又は色彩、意匠などの制限 

低層住宅を中心としたまちなみに調和した景観とするため、色彩や屋外広告物について制限

します。 

さいたま市景観色彩ガイドライン 

・建築物等の色彩は、「さいたま市景観色彩ガイドライン」の色彩基準に配慮する。 

・屋外広告物は、道路境界線を越えないものとする。 

道路境界線 道路境界線

○ 

○ 

× 

× 

○道路に面する側のさく又は垣の構造は、景観、防災や防犯に配慮した次のいずれかに該当す

るものとする。ただし、門柱・門扉等はこの限りではない。 

①宅地地盤面からの高さが 0.6ｍ以下の基礎の上にフェンス等の透視可能な材料で造られた

もので、宅地地盤面からの高さが 1.5m 以下のもの。 

②生垣や植栽を中心とした材料で作られたもの。 

垣又はさくの構造に係る制限 

安心して住み続けられる住宅地として、防災性を高めていく必要があります。 

震災時等のブロック塀の倒壊を防ぐとともに、見通しの確保による防犯性の向上や、緑化の

促進に向け、垣又はさくの構造について制限します。 

制限の趣旨 

制限内容 

建築物等の色彩や屋外広告物の設置について、次のように制限します。

制限の対象区域 

地区全体に制限を適用します。 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【「色彩基準に配慮する」って？】 

アタル：「制限内容」の「『さいたま市景観色彩ガイドライン』の

色彩基準に配慮する」ってどうすればいいのですか？ 

博 士：さいたま市には、「景観色彩ガイドライン」という建物な

どの色彩を決める際の手引書がある。このガイドライン

では、外壁や屋根について最低限守るべき色彩の範囲を

「基準値」として定めておる。これを守るようにしたい

ものじゃな。 

【屋外広告物の制限って？】 

博 士：「屋外広告物は、道路境界線を

越えないものとする」という

のは、右の図をみると分かり

やすいぞ。 

アタル：屋外広告物が、道路にはみ出さ

ないようにするということで

すね。 

制限の趣旨 

制限内容 

道路に面する部分の垣やさくを以下のように制限します。 

制限の対象区域 

地区全体に制限を適用します。 

アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【基礎の高さはどこから？】 

アタル：道路の高さと敷地の高さが違う場合もあり

ますよね。そういう時は基礎の高さをどう

いう風に決めるのかな。 

博 士：右の図を見ておくれ。基礎の高さは、宅地

地盤面、つまり建築物が接している地面か

ら0.6ｍとなっておるぞ。 

アタル：なるほど。 ▲地盤面 

建築物 

フェンス等 

基礎の高さは 
宅地地盤面から 0.6ｍ 

道路 

【フェンスの高さはどうして 1.5ｍ？】 

アタル：フェンスの高さが、基礎を含めて高さ 1.5

ｍ以内となっているけど、この高さに意味

はあるのかな。 

博 士：フェンスには、プライバシーを守る役割や、人が敷地内に入ってくることを防ぐ

役割もある。1.5ｍはだいたい大人の目線ぐらいじゃな。この高さなら、見通し

も確保できるし、悪い人がフェンスを乗り越えづらいじゃろ。 

フェンスの高さは 
基礎を含めて 1.5m 
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アタルさんとハカセの地区計画協議会案コラム

【どうやって主要区画道路を整備するの？】 

主要区画道路を整備するための制限

現状で、大門地区の南側には、消防活動困難区域があります。 

消防活動困難区域を解消する主要区画道路整備の実現に向けて、建替え時に幅員 6ｍの主要区

画道路の空間を確保できるようなルールを定めることが考えられます。 

現在、主要区画道路沿道の権利者の方々からご意見をお伺いし、検討を進めています。 

制限の趣旨 

制限内容 

制限の対象区域 

下図の赤い点線を候補路線として、地区施設としての位置づけや、沿道の壁面位置と壁面後退区

域の工作物の設置を制限することを検討しています。 

【現在検討中のルール】 

・ 主要区画道路を地区施設として位置づけ 

・ 壁面後退         主要区画道路の中心から 3ｍ 

・ 工作物の設置制限 壁面後退区域については門、へい、柵、植栽、自動販売機等のほか、

道路面との間に段差を生じる工作物を設置してはならない。 

主要区画道路整備の実現に向け、沿道を以下のように制限することを考えています。 

制限に従ってセッ

トバックしていた

だきます。 

壁面後退の制限 

・幅員6ｍを確保できるように、

主要区画道路の中心から壁面位

置までの距離を定めます。 

道路中心線

既存道路民地 民地

セットバック部分

主要区画道路 計画幅員６ｍ

壁面後退区域の工作物設置の制限 

・後退している区域については、道

路空間として使用できるように、

工作物の設置について制限しま

す。 

壁面の制限される位置 壁面の制限される位置

地区施設として位置づけ 

・主要区画道路を法律に基づ

き位置づけます。 

（地区計画による地区施設） 

アタル：主要区画道路を整備するための制限ということだけど、具体的にはどう

いう過程で整備されていくのかな。 

博 士：下の図を見ておくれ。まず、主要区画道路を地区施設として位置づける

のじゃ。 

アタル：地区計画の地区施設としてですね。 

博 士：その上で、壁面後退の制限によって、主要区画道路沿道の建物の建替え

の際に、壁面後退をしてもらう。そして、後退してもらった空間を道路

として使うために工作物の設置の制限を行うのじゃ。 

アタル：壁面後退を行った区域はどうなるのですか。 

博 士：最終的には道路となる。そのために、幅員 4ｍまでを寄附していただ

き、幅員 4ｍから６ｍまでをさいたま市が買収することで道路用地を

確保することを検討しておる。 

しかし、細かい部分は市が今検討しているところなのじゃよ。 
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主要区画道路（候補路線） 


