上平第二地区の住民による街づくり計画です
できるところから徐〄に改善を進めよう！

上平 第二 地区 街づ くり 計画
みんなで住みやすい上平第二地区をつくろう

平成２５年７月
上平第二地区街づくり協議会
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３．上平第二地区の現況

１．街づくり計画の必要性と意義

（１）上平第二地区の特徴
当地区は、北は市道２０２６号線（東消防署上平分署前）、南は県道上尾久喜線
を境界とし、西に県営シラコバト団地、東は市街化調整区域に隣接している地区で
す。
地区内には緑豊かな自然（農地・山林）が残っておりますが、近年ミニ開発が進
み、良好な住環境が損なわれつつあります。
また、地区内の道路は、都市基盤施設の整備が遅れていることから、幅員４ｍ未
満の狭あい道路も多数存在している状況です。

この計画は地区住民自らが、地域の特性を活かし、暮らしやすいまちづくりを進め
ていくための指針となるものです。
上尾市では、市民と行政がそれぞれの役割と責任を分担し、互いに主体性を持ちな
がら一体となって豊かな地域社会を実現するため「協働の街づくり」を進めることと
しています。
市内の各地区で、街づくりの発意が芽生えた地区では街づくり推進条例を活用し、
市の支援を受けて街づくり計画を作成し、その作成された計画を尊重しながら街づく
りを進めていくこととしています。上平第二地区では、土地区画整理事業を断念し、
新たなまちづくりの手法を検討した結果、地区住民が主体となる街づくり計画を作成
し、その計画に沿って新たな街づくりを進めることになりました。

幅員が狭く相互通行が困難な路地
防災上の課題でもあります

２．街づくり計画の策定経緯

見通しの悪い三叉路

近年増加している宅地開発

上平第二地区は、昭和４５年に、市街化区域・市街化調整区域の都市計画決定と同
時に上平第三地区（土地区画整理事業施行中）や上平第一地区（上平第二地区北側）
と合わせて土地区画整理事業推進予定地区として指定された面積約 50.2ha の地区
です。
第一・第三地区については公共下水道整備等の都市基盤施設の整備が進んでおりま
カーブミラーの足が道路に出て
いたり、電柱が隅切り部分に配置
されており通行を妨げています

すが、当第二地区については、都市基盤施設の整備が遅れています。
そのため、平成１８年１２月当時の地区内の区長などで「上平第２地区まちづくり
委員会」を発足し、地区の街づくりを考える組織がスタートしました。
その後、平成２２年１１月には、「上平第二地区街づくり協議会」と名称を改め、
市の街づくり推進条例に位置づけられた組織として活動を開始しました。
以来、アンケート調査や勉強会を重ね、今後の方向性について検討した結果、地区の
街づくりの目標として「街づくり計画」を作成しました。
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生産緑地やふれあいの森等
の豊かな緑地

災害時に避難場所としても
活用できる空き地

５．上平第二地区の概要

４．上平第二地区の位置

桶川市

上平第二地区
東消防署上平分署

約1㎞

第一種低層住居専用地域
（建ぺい率５０％ 容積率８０％）

伊奈町
蓮田市
国道 17 号

川島町

上平小学校

ＪＲ北上尾駅
シラコバト団地

第二産業道路

面積
約 50.2ha

ＪＲ上尾駅

第二種住居地域
（建ぺい率６０％ 容積率２００％）
さいたま市
国道 17 号

県道上尾久喜線

川越市

地区の概要
《面積》
約 50.2ｈａ
ＪＲ北上尾駅より北東方向へ約１ｋｍ
《対象事務区》
西門前 久保 南 宮の下 上新梨子
《用途地域》
第二種住居地域（上尾久喜線沿道）
建ぺい率６０％、容積率２００％
第一種低層住居専用地域
建ぺい率５０％、容積率８０％
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凡

例

区域の境界線
第一種低層住居
専用地域のエリア
第二種住居地域の
エリア

６．「まちづくり」アンケートから見た上平第二地区の課題

７．骨格道路沿道にお住まいの方〄を対象にしたアンケート調査の結果

（１）実施目的
住みよい安全な街づくりを目指して「街づくり計画」を作成するにあたり、
地域住民の地区に対する想い、要望等を聴取し、幅広い地域住民の意見を反映
するためにアンケートを実施しました。

（１）調査の目的
本計画書の作成において、骨格道路を方針図に位置付けるにあたり、骨格道路の必
要性や協力の是非、セットバックの距離について適切な距離であると思うか等につい
てアンケート調査を行いました。

（２）実施時期
平成２３年１２月～平成２４年１月

（２）実施時期
平成２５年１月

（３）配布数・回答数
配布数 １２００枚
回答数
５６２枚（回収率４６．８％）

（３）結果から見た考察
「骨格道路の必要性について」は、約２人に１人が必要と回答しています。
また、全体の３９％の人が何らかの形で協力が可能と回答していることから、骨格
道路の沿道においては将来的には部分的であっても緊急車両がすれ違える空間を設け
ることが可能になり、防災性の向上が期待できます。

（４）主なアンケートの内容と回答数（複数回答）
①災害に強い街づくり・・・・・・・・・・・・・５４０件
②安全な道づくり・・・・・・・・・・・・・・・４９４件
③ゆとりある住環境づくり・・・・・・・・・・・５１８件
④利便性の高い街づくり・・・・・・・・・・・・５４４件

８．街づくりのビジョンと基本目標

○街づくりのビジョンを次のように定めます

（５）アンケート結果からみた重点事項
①災害に強い街づくりについて（道路施策について）
○主要な道路については拡幅すべき・・・・・・１５９件
（宅地の一部を道路用地として買収）
○壁面をセットバックする等のルールを決めて道路空間を確保すべき・・３０６件
（用地買収せず宅地は現在のまま）
○特に対策の必要なし・・・・・・・・・・・・・４６件

「みんなで住みやすい上平第二地区をつくろう」
○街づくり計画の基本目標

②安全な道づくり（地区の中の道路で特に危険を感じる場所について）
○ある・・・・・・２４０件
上平小学校周辺・三叉路周辺など別紙図面参照
○特にない・・・・２５４件
③ゆとりある住環境づくり
・容積率の制限について
○大きな建物が建築可能な容積率の制限は緩くするほうがよい・・・・９９件
○容積率の制限を緩くすると近隣の住環境に影響するので反対・・・３８５件
・敷地面積の最低限度
○敷地面積の最低限度の規制を設けることについて賛成・・・・・・４３７件
〃
反対・・・・・・・６７件

１

安全で安心の街づくり

２

緑豊かで質の高い街づくり

この計画は、随時事業の進捗状況を把握するとともに、
必要に応じて見直しを行うこととします。
【人口・世帯の変遷】

④利便性の高い街づくり（用途地域の変更）
○利便性を向上させるため規制を緩くすべき・・・・・・・・・・・１５５件
○静かな住環境を守るため、今のままでよい・・・・・・・・・・・３７６件
これらの意向を尊重し、建て替えにあわせてできるところから徐〄に改善を積み重ね、
急がずゆっくりと確実に進めていきます。
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平成２０年４月時点
平成２１年４月時点
平成２２年４月時点
平成２３年４月時点
平成２４年４月時点

人口：約３，７４０人
人口：約３，８６０人
人口：約３，８９０人
人口：約３，９１０人
人口：約３，９２５人

世帯：約１，３００世帯
世帯：約１，３６０世帯
世帯：約１，３９０世帯
世帯：約１，４１０世帯
世帯：約１，４３０世帯

10．「街づくり計画」（事業計画）

9.「街づくり計画」方針図

（１）安全で安心の街づくり

下記凡例中の《０１》～は、P６～１０に記載されている実施計画の番号です。

１－１地区内道路の整備
東消防署上平分署

（現況と課題）
地区内では、防災上必要となる骨格道路、それに接続する補助道路の位置づけ
が丌明確であり、計画的な道路整備も遅れています。
更に、４ｍ未満の狭い道路が所〄に存在し、災害時における消防や救急活動に
支障をきたす恐れがあります。

【事業計画】
宮の下集会所

シ
ラ
コ
バ
ト
団
地

《０１》狭あい道路（４ｍ未満）の拡幅整備

龍山院

事業内容・・・・狭あい道路に面している土地所有者へ、セットバック及び交差点での
隅切りについて協力依頼をします。
役割分担
【住民】
・対象地権者への働きかけ（駐車場や空き地でもセットバックするように協力依頼をし
ます）

氷川神社

久保集会所

・セットバックの協力
【行政】
・セットバック部分等の舗装
少林寺 上平小学校
（避難所）

西門前集会所

達成期間・・・・長期

県道上尾久喜線

見通しの悪い道路（クランク）の改善《０４》
電柱の移設、一方通行化の検討
狭あい道路（道路幅４ｍ未満）の改善《０１》

骨格道路（防災道路）の整備
《０２》
現況６ｍ（セットバック丌要）
道路端から 100 ㎝ セットバック

見通しの悪い交差点（三叉路等）の改善《０３》
《０７》
歩行環境の向上《０８》

道路端から

75 ㎝ セットバック

道路端から

50 ㎝ セットバック

道路端から

25 ㎝ セットバック
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《０４》電柱・電信柱の民地内移設

《０２》骨格道路（防災道路）の指定
事業内容・・・・

事業内容・・・・道路上に建柱されている電柱、電信柱のうち、特に車両通行の支障
となるものについて、隣接する民地へ移設を検討します。
役割分担
【住民】
・移設の必要性が高い箇所や、地権者との合意により民地内移設が可能な箇所のリストを
作成する。
【行政】
・リストを参考に関係企業と協議し、速やかな移設を検討する。

緊急車両がスムーズに通行できる道路幅員を確保するため、骨格道路
については６ｍの道路空間を確保します。
骨格道路沿道（幅員６ｍ未満の道路沿道）では、建物や外構を道路中
心から３ｍセットバックすることについて協力依頼します。
骨格道路沿道への暫定的な待避所の設置について検討します。

役割分担
【住民】
・対象地権者への働きかけ（駐車場や空き地においてもセットバックするように協力依頼）
・セットバックの協力

達成期間・・・・中期

【行政】
・建築に関する相談時に「街づくり計画」に基づき助言する。
・法的拘束力を持つ地区計画の策定について調査・検討をする。
達成期間・・・・長期

《０５》カーブミラーの民地内移設
事業内容・・・・道路上に設置されているカーブミラーについて、隣接する民地へ移設を
検討します。
役割分担
【住民】
・移設の必要性が高い箇所や、地権者との合意により民地内移設が可能な箇所のリストを
作成する。
【行政】
・リストを参考に移設工事を実施する。

《０３》交差点の隅切りの設置
事業内容・・・・見通しの悪い交差点（三叉路含む）に隅切りを設置します。
役割分担
【住民】
・対象地権者への働きかけ
・土地の提供
【行政】
・隅切り部分の舗装

達成期間・・・・中期

達成期間・・・・中期
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《０６》ブロック塀の撤去及び生垣の推進

《０８》上平小学校北側道路の歩行環境の向上

事業内容・・・・地震時に倒壊の危険があるブロック塀の生垣化を推進します。

事業内容・・・・ 児童の安全のため、横断歩道部分をカラー舗装します。
地震時の倒壊防止及び見通しを良くするため、北側道路沿いブロック塀
を透視可能なフェンスに改築していきます。
役割分担
【行政】
・カラー舗装の検討・実施
・ブロック塀の撤去、透視可能なフェンスの新設についての検討・実施。

役割分担
【住民】
・外構の新築・改築・改修の際に生垣の設置を働きかける。
【行政】
・住民との合意形成を図りながら、法的拘束力を持つ地区計画についての調査・検討をす
る。
・外構に関する相談時に
「街づくり計画」に基

達成期間・・・・短期

づき助言する。
達成期間・・・・中期

横断歩道視覚化のイメージ

１－２防犯・防災対策の強化
（現況と課題）
地区内の道路には、防犯上危険な暗い箇所があります。
また、住宅開発が進み木造住宅が多数建てられ、火災発生時には広範囲な延焼が
懸念されます。

《０７》交差点部分の見通しの改善
事業内容・・・・見通しの悪い交差点（三叉路含む）部分に面する外構の改築・改修等
に際し、透視可能なフェンスへ変更することを検討します。
交差点部分の路面に注意喚起のカラー舗装を行います。
役割分担
【住民】
・交差点部分に面する外構の新築・改築・改修の際は、透視可能なフェンスの設置を働き
かける。
【行政】
・外構に関する相談時に「街づくり計画」に基づき助言する。

【事業計画】

《０９》防犯灯の設置
事業内容・・・・暗い道路に防犯灯を重点的に設置し、地域住民の安全を確保します。
役割分担

・カラー舗装の検討・実施

【住民】
・定期的に防犯パトロールを実施し、危険箇所の情報収集に努める。
【行政】
・集められた情報に基づき防犯灯を設置する。

達成期間・・・・中期

達成期間・・・・短期
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（２）緑豊かで質の高い街づくり
《１０》防火水槽・初期消火用器具の設置

２－１暮らしの場としての住環境の向上
事業内容・・・・地区住民の家やまちを火災から守るためには、初期消火活動が重要と
なりますので、防火水槽・初期消火用器具の設置を検討します。
注）地区内には、消火栓が設置され消防活動には支障はありませんが、
震災時には水道が断水し消火栓が使用できない場合があります。
防火水槽により地域の消火性能の向上を図ります。
役割分担
【行政】
・地区内の公園等へ防火水槽の設置について検討する。

（現況と課題）
道路整備の遅れから、公共下水道や都市ガスといったインフラ整備に遅れが生じ
ています。
ごみ置き場についても、地区内では場所が丌足しており、道路上にごみがはみ出
すことがあり、美しく清潔で人にやさしい生活環境づくりが必要です。

【事業計画】
《１２》インフラ整備の推進

達成期間・・・・中期

事業内容・・・・公共下水道の整備を推進します。
役割分担
【行政】
・下水道計画に基づき早期に公共下水道の整備を目指す。
達成期間・・・・中期

《１１》避難ルートサインの設置
《１３》最低敷地面積の設定
事業内容・・・・災害時の避難所までのルートを明確に表示し、誰もが安全に避難でき
るまちを目指します。
役割分担
【住民】
・避難所までの避難ルートを検討する。
【行政】
・避難所までの避難ルートの表示について検討する。

事業内容・・・・新たな敷地分割については、最低敷地面積を設けることで、住環
境の向上を目指します。
役割分担
【行政】
・法的拘束力を持つ地区計画策定についての調査・検討をする。
達成期間・・・・中期

達成期間・・・・短期
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２－２憩いの場としての住環境の向上
《１４》環境対策（ごみ置き場の設置）

（現況と課題）
地区に点在する雑木林や屋敷林、社寺周辺等の緑を地域住民の憩いの場として利用
できるよう、積極的に市民緑地制度等の活用を検討し、地権者への協力を働きかけ
ます。
また、地区内の子供たちが安心して遊べる公園整備が求められています。

事業内容・・・・開発された住宅地にはごみ置き場が設置されていますが、依然として
地区内では、ごみ置き場の数が丌足しているので、計画的な配置を目
指します。
役割分担
【住民】
・ごみ置き場の計画的な配置について調査・検討し、設置場所について住民間の合意
形成を図る。
【行政】
・合意が得られた場所を、地区のごみ置き場として位置付ける。

【事業計画】
《１５》緑化活動の推進
事業内容・・・・緑を増やし、潤いのある快適な住環境を目指すため、個人の宅地や
公共施設に季節の草花を積極的に植栽していきます。
役割分担
【行政・住民】
・花いっぱい運動等の実施

達成期間・・・・短期

達成期間・・・・短期

《１６》市民緑地制度の活用
事業内容・・・・土地所有者からの申出により、市や県などと土地所有者が契約をし、
一定期間住民が利用できる緑地とする制度の活用を検討します。
役割分担
【住民】
・土地所有者への働きかけ
・土地の提供
・維持管理
【行政】
・税金の免除
達成期間・・・・長期
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１１．「街づくり計画」の実現に向けて

上平第二地区街づくり協議会

・住民、行政、事業者で役割を分担し、三者による協働のまちづくりに
取り組みます。
・事業計画の中で、優先度・実現性の高い事業を、地区で抽出し、具体
的な活動に取組みます。

役

氏

名

1

会

長

松田

敏博

2

副 会 長
(監査兼務)

宮崎

一

3

副 会 長
(監査兼務)

前島

武司

4

副 会 長
(会計兼務)

室井

守

5

副

須田

安彦

【上平第二地区街づくり協議会の活動の様子】

会

長

6

幹

事

高石

真

7

幹

事

前島

昇

8

委

員

大木

孝二

備

9

〃

齋藤

保子

宮の下区長

10

〃

木原

鐡夫

西門前区長

11

〃

麻生

隆

12

〃

川田

廣雄

13

〃

鈴木

博

14

〃

佐藤

勝男

15

〃

鈴木

孝重

16

〃

野本

範夫

17

〃

西原

正雄

18

〃

吉田

勉

植田

幸一

19

11

職

委員名簿

顧

問

考

上新梨子区長
久保区長

南区長
上平地区区長会会長

