■ 熊谷市都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定

【課題～将来都市像・目標～将来の都市構造（案）
】

１．市民ワークショップ等の結果から見る都市計画上の課題（１／２）
分野

強

※は別紙用語解説を参照

み

現況整理より

弱
市民アンケート･WS より

位置・
地形

ア：市民アンケートＷ：ワークショップ

◇広範囲が低地で平坦な地形
Ｗ晴天率が高い
◇中山道の宿場として発展し、現在も交
Ｗ平坦で歩きやすい
通の要衝

現況整理より

み
市民アンケート･WS より

ア：市民アンケートＷ：ワークショップ

分野別の課題

◆：“強み”を伸ばす視点

◆：“弱み”を克服する視点

Ｗ「暑さ」の知名度の高さが、イメージアッ ◆緩やかな高低差による徒歩・自転車等の利用
プにつながっていない
のしやすさを生かした移動環境形成

―

人口

◇籠原駅周辺など区画整理地は、将来
◇将来的に更なる人口減少・少子 Ｗ人口減少に伴う「小中学校の統廃合」 ◆住みやすさを生かした移住・定住促進
「若者の流出」が課題
的な人口減少率が低い
Ｗ将来は「若者が増えるまち」が
高齢化の予測、地域でばらつき
◆局所的な人口減少・世代構成バランスの改善
魅力のまちに
あり（中心部・北部等で大幅に人 Ｗ将来は「少子化、若者等の流出」を特に
◇社会動態は、転入者の微増により減
◆若者が住み続けられる住環境整備
口減少、高齢化が進行）
少幅が小さくなる傾向
解決すべき

土地利用・市街地整備

◇自然・農地・住宅地・商業用地・産業
用地等のバランスがよい、落ち着いた
住環境
◇地域毎で特性の異なる住環境があり、
様々な暮らし方を選択できる
◇市街化区域内 ※は良好な都市基盤 ※
が整備（各地域中心部など 26 地区で
土地区画整理事業※を完了・実施
中、市街化区域内の約 7 割が下水道
供給済み）
◇熊谷駅東口周辺は、市街地再開発
事業 ※ によって老朽木造住宅の密集
が改善され、広域圏を対象とした複合
施設を整備

ア 全エリアとも、約９割が「住み
続けたい」と評価
ア「生活のしやすさ・住環境」「自
然環境」の満足度が特に高い
ア約５割が「地域又は市全体に
魅力・誇り」を感じている
Ｗ「ちょうど良い田舎感」が魅力
Ｗ将来は「暮らしやすさ」を大事
に

◇住宅地が郊外部へ拡大傾向
◇市街化調整区域※の農地が住宅
に転用、中央エリア等は散在傾
向
◇駅に近接し、都市機能の利便性
も高い市街化調整区域（市街化
区域境界部）では、農地の宅地
化が進行
◇準工業地域 ※ は、大規模店舗・
住宅の占める割合が高く、混在し
ている
◇将来的に大幅な人口減少･高齢
化が予測される中心部･北部の
市街化区域内は空き家が多い

都市機能

◇人口減少が見込まれるエリアで
の都市機能の撤退の懸念
◇概ねの市街化区域内は生活利便性
◇少子高齢化によって求められる
が高い（医療・商業・高齢者福祉施設
都市機能の変化が想定される
へ徒歩でアクセス可能）
Ｗ「何でも揃う利便性」が魅力
※
※工業系や第一種低層住居専用地域 を除く Ｗ将来は「コンパクトシティ」が魅 ◇第一種低層住居専用地域は、
法規制が要因で徒歩圏内の都
◇中心市街地は、県北部の中心地とし
力のまちに
市機能の利便性が低い
て百貨店・個人店・宿泊施設・業務施
◇中心市街地は、小規模な未利
設など多様な都市機能が集積
用地・空き店舗も多く点在し、賑
わいが低下傾向

アコンパクト＋ネットワークのまちづくりでは
「市街地にある空き家・空き地の積極的
な利活用」を特に重視
ア土地利用の施策は「空き家・空き地など
の有効活用の推進」「市街化調整区域」
における優良農地の保全、耕作されなく
なった農地の有効活用」を特に重視
Ｗ担い手の高齢化による「田畑の荒廃」が課題
ア公共施設の施策は「土地区画整理事業
などによる道路・公園等が整った住環境
の充実」を特に重視
Ｗ「中心市街地の衰退」「農地の宅地化」
が課題
Ｗ将来は「住環境」を特に解決すべき

◆都市と自然が調和した住みやすい環境を維持
する土地利用誘導
◆様々な暮らし方を選択できる地域性を生かした
住環境の維持・充実
◆地域の魅力･誇りが維持され、人口動向等の変
化に対応した持続可能な土地利用の規制･誘
導
◆企業等の農業参入
◆準工業地域内や市街化区域境界部での秩序
ある土地利用の誘導
◆土地の有効利用・中心市街地の活性化に向け
た、都市基盤、交通アクセス、空き家・空き地
等の積極的な活用

◆自転車や歩いて暮らせる便利なまちを支える、
各都市機能の維持・充実（主に市街化区域内
ア公共施設の施策は「生涯学習に利用で
や中心市街地）
きる文化施設等の充実」を特に重視
◆中心市街地における県北部の中心地としての
ア福祉の施策は「医療サービス・高齢者福
拠点性維持・強化
祉施設の充実」を特に重視
◆人口減少下でも維持される都市機能誘導（市全域）
Ｗ「駅周辺以外の商業施設の少なさ」が
◆高齢者や子育て世代、障害者など様々な人の
課題
暮らしの利便性確保
Ｗ「地域間移動・買物の利便性」が課題
◆第一種低層住居専用地域での小拠点の形成
の可能性検討

交通

◇中山道の宿場として栄え、現在でも新
ア今後のまちづくりでは「交通環境の利便 ◆利便性の高い鉄道利用環境と、駅周辺の良好
幹線、高崎線や秩父鉄道の各鉄道路
性・安全性の向上」を特に重視
な都市基盤を生かしたまちづくりの推進
線が通過する交通の要衝
◇鉄道・路線バス・市内循環バスに アコンパクトプラスネットワークのまちづくりで
◆広域道路網の維持・充実
よって人口の約７割強をカバーし
◇広域道路網が充実し、市外・県外へ Ｗ「新幹線駅」「始発駅」「都心
は「持続可能な公共交通」が特に重視さ ◆中心市街地の活性化や徒歩・自転車で暮らせ
ているが、市内循環バスの利便
のアクセスが良好
アクセス」「高速道路アクセス
れている
る便利なまちを支えるための、自転車利用環境
性は高くない（所要時間 等）
の良さ」など交通アクセスが魅
◇市内の主要拠点間の移動、市外への
ア交通の施策は「身近な生活道路や通学
の充実
力
◇人口減少に伴い公共交通の利
移動は、鉄道・路線バスによって一定
路等の安全確保と維持管理」「街路灯・ ◆人口・都市機能配置を考慮した、人口減少下
便性低下の懸念
の利便性が確保されている
Ｗ買物や健康づくり等を目的に
防犯灯の充実」を特に重視
でも維持される公共交通ネットワークの形成
自転車を利用する方が多く、
◇都市計画道路の未着手区間の
◇鉄道駅周辺への人口集積も見られ、
ア福祉の施策は「交通手段の充実」を特に重視 ◆高齢化に対応した市内循環バスの見直し
高齢の方ほど自転車の利用
整備推進
公共交通利便性を生かしたまちづくり
Ｗ「歩道の整備」が課題
◆道路ネットワークの確立に向けた都市計画道路
頻度が高い
に適している（籠原駅周辺の区画整理
◇集落内に狭あい道路があるエリ
の整備率の向上
Ｗ高齢化に対応する「公共交通の充実」
地、ひろせ野鳥の森駅周辺）
アの存在
◆安全性の向上に寄与する生活幹線道路や狭あ
が課題
◇中心市街地では自転車利用環境を
い道路の改善
Ｗ将来は「交通」を特に解決すべき
整備
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１．市民ワークショップ等の結果から見る都市計画上の課題（２／２）
分野

強

※は別紙用語解説を参照

み

現況整理より

弱
市民アンケート･WS より

ア：市民アンケートＷ：ワークショップ

現況整理より

み
市民アンケート･WS より

ア：市民アンケートＷ：ワークショップ

分野別の課題

◆：“強み”を伸ばす視点

◆：“弱み”を克服する視点

産業

◇農業産出額と年間商品販売額では県
内第 5 位、製造品出荷額等では県内
ア今後のまちづくりでは「産業振興によ ◆広域交通機能や新技術等を生かした産業振興
Ｗ将来は「先端都市（ICT・AI
活
の推進
第2位
るまちの活力向上」を特に重視
◇他市から従業に来る人よりも、他市へ
用、テレワークしやすい環境）」
従業する人の方が多い
◇広域交通機能を生かした産業振興が
Ｗ人口減少に対応する「働く場づくり」 ◆働く場づくりによる都市の活力の維持
が魅力のまちに
進行（ソシオ流通センター駅周辺の産
が課題
◆高齢者の就労機会の確保
業拠点、道の駅くまがや）

水と緑

◇市街化区域※内の緑被率が低い
◆既存都市公園の維持、新たなニーズに対応し
◇荒川・利根川など水に恵まれた肥沃
ア 公園・緑地の施策は「高齢者が利
た機能充実
な大地
◇市街化区域内で緑を感じながらスポ
Ｗ「豊かな水（荒川・利根川）」
用しやすい公園の充実」「防犯機能
ーツ・レクリエーション等を楽しむ空間
◆市街化区域内の緑の創出（公園、生産緑地、
◇市民一人当たりの都市公園面積は、
「緑の多さ」など自然が魅力
を備えた公園・緑地の充実」を特に
敷地内の緑等）
が少ない
国の標準・県平均を大きく上回ってい
重視
Ｗ「ラグビータウン」「スポーツイ
る
◇水に親しめる空間は限られている
◆市街化区域でもスポーツ・レクリエーションを楽し
ベントが多い」などスポーツが
ア公共施設の施策では「健康増進の
める空間整備
◇市街化調整区域 ※ を中心に、スポー
◇市街地内のまとまった緑である生産
魅力
ためのスポーツ施設等の充実」が特
ツ･レクリエーションを楽しみ、多様な余
緑地周辺は開発圧力が高く、減少傾
◆豊かな水辺を生かし、多様な余暇活動を可能
に重視されている
暇活動を可能にする公園が多く存在
向
とする空間整備

防犯・防災
景観
行財政

◇自主防災組織での地域住民自らの防
災・減災へ向けた取組み、意識の高ま
り（震災前 43%（Ｈ23 年）⇒71%（Ｈ30
年）に上昇傾向）
◇自主防災組織に対する支援策の充実
Ｗ「自然災害が少ない」が魅力
◇各主体が状況ごとにとるべき行動の目
Ｗ将来は「防災」を大事に
安をわかりやすくするため、洪水対応
タイムラインを作成
◇市による防災対策に加え、民間事業
者等との災害時応援協定を締結（57
組織）

◇市域の広範囲が浸水想定区域※
◇熊谷駅周辺や妻沼・大里地域などの
市街化区域・34 条 11 号区域※内に
◆災害リスクを踏まえた、望ましい土地利用の規
も浸水深 2ｍ以上のエリアが存在、避
制・誘導のあり方検討（まちづくりの中心的箇
難所が含まれるケースもあり
所、災害リスクが特に高い箇所 等）
◇久下地区の市街化区域内や妻沼地 ア防災・防犯の施策は「集中豪雨によ ◆河川の氾らん等に伴う災害リスクへのハード・ソ
る洪水・浸水対策」「防災拠点とな
域の 34 条 11 号区域にも、水害によ
フト両面の対応、関係者（行政・企業・住民等）
る市庁舎・避難所の防災機能の強
る危険性が特に高いエリア（家屋倒
の総力を結集した対応
化」を特に重視
壊等氾濫想定区域※）が存在
◆自主防災組織の活動を支える支援の継続と充
◇江南・大里地域の 34 条 11 号区域 Ｗ「洪水等への対策」「防災の市民意
実
識」が課題
にも、土砂災害による危険性が高い
◆住宅地内や公園等における周囲からの見通し
エリア（土砂災害警戒区域、土砂災
の改善、建物等の適切な維持管理、地域コミュ
害特別警戒区域※）が存在
ニティの維持・充実 等
◇犯罪等の発生状況は１０年前より減
少傾向にあるものの、侵入盗などは
近年微増する状況も見られる

ア「イベント・祭事」の満足度が特
に高い
◇自然系、歴史系、近現代系、活動・生
Ｗ「祭り」「歴史的建築物」「寺社
活系の景観資源が多数存在
仏閣」など歴史文化が魅力
Ｗ将来は「文化」を大事に

◆地域特有の景観資源の維持に向けた土地利用
◇自然系景観資源の減少
ア 景観・観光の施策は「歴史文化資
の規制・誘導
◇商業地の空き店舗や駐車場等による
源の保全」「各種イベント・キャンペ
◆イベント・祭事の舞台となる空間の景観形成
景観阻害
ーンの推進」を特に重視
◇隣り合う景観の阻害
Ｗ「山林を切り拓いての太陽光発電」 ◆商業地のにぎわいの連続性を維持するための、
都市機能の維持・誘導、空き家・空き地等の有
が課題
◇住宅地内の緑の減少
効活用

◇アセットマネジメントの推進による計画
的な行財政運営

◇高齢者数の増加等での扶助費急増
による、将来的な新規インフラへの費 Ｗ「財源（税収）の確保」
用の更なる限定化
「ふるさと納税の活用推進（魅力向
上）」が課題
◇最大限に活用しきれていない公有
地・公共施設の有効活用

市民活動

◇市民団体自らの公共施設の美化活動
（公園サポーター制度 等）
◇日々の地域活動の基盤となる自治会
の活動

―

―

◇自治会加入率が低下傾向
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◆義務的経費の増加に伴う新規インフラ投資
の限定化の中での持続可能な都市運営
◆公有地・公共施設の有効活用と適正化

◆暮らしやすさを支える地域コミュニティの維持、
コミュニティ形成を支える施設機能の維持
Ｗ将来は「集落やコミュニティ維持」を
特に解決すべき
◆多様な市民活動の更なる発展によるコミュニテ
ィ力の強化

※は別紙用語解説を参照

課題の類型化
「利便性」に関すること（都市機能、交通）
【都市機能の利便性の高さを魅力として維持・充実】
◆自転車や歩いて暮らせる便利なまちを支える、各都市機能の維持・充実（主に市街化区域※
内や中心市街地）
◆中心市街地における県北部の中心地としての拠点性維持・強化
◆高齢者や子育て世代、障害者など様々な人の暮らしの利便性確保
◆第一種低層住居専用地域での小拠点の形成の可能性検討
【自立性、持続可能性を確保】
◆人口減少下でも維持される都市機能誘導（市全域）
◆人口・都市機能配置を考慮した、人口減少下でも維持される公共交通ネットワークの形成
◆高齢化に対応した市内循環バスの見直し
◆土地の有効利用・中心市街地の活性化に向けた、都市基盤、交通アクセス、空き家・空き地
等の積極的な活用
◆公有地・公共施設の有効活用と適正化

【交通アクセスの利便性の高さを魅力として維持・活用】
◆利便性の高い鉄道利用環境と、駅周辺の良好な都市基盤
を生かしたまちづくりの推進
◆広域道路網の維持・充実
◆道路ネットワークの確立に向けた都市計画道路の整備率の
向上
◆中心市街地の活性化や徒歩・自転車で暮らせる便利なまち
を支えるための、自転車利用環境の充実
◆緩やかな高低差による徒歩・自転車等の利用のしやすさを
生かした移動環境形成

「楽しみ・愛着」に関すること（水と緑、景観）
分野別の課題

【生活を楽しむ空間の充実】
◆既存都市公園の維持、新たなニーズに対応した機能充実
◆市街化区域でもスポーツ・レクリエーションを楽しめる空間整備
◆市街化区域内の緑の創出（公園、生産緑地、敷地内の緑等）
◆豊かな水辺を生かし、多様な余暇活動を可能とする空間整備
◆商業地のにぎわいの連続性を維持するための、都市機能の維持・誘導、空き家・空き地等の有効活用

【愛着のある地域資源の保全・活用】
◆地域特有の景観資源の維持に向けた土地利
用の規制・誘導
◆イベント・祭事の舞台となる空間の景観形成

※Ｐ１・
Ｐ２参照

「生活」に関すること（土地利用・市街地整備、市民活動）
【暮らしやすさを魅力として維持】
◆住みやすさを生かした移住・定住促進
◆都市と自然が調和した住みやすい環境を維持する土地利用誘導
◆様々な暮らし方を選択できる地域性を生かした住環境の維持・充実
◆準工業地域※内や市街化区域境界部での秩序ある土地利用の誘導
◆安全性の向上に寄与する生活幹線道路や狭あい道路の改善
【持続可能なインフラ】
◆地域の魅力・誇りが維持され、人口動向等の変化に対応した持続可能な土地利用の規制・誘導
◆義務的経費の増加に伴う新規インフラ投資の限定化の中での持続可能な都市運営

【時代に合ったコミュニティ強化】
◆暮らしやすさを支える地域コミュニティの維持、
コミュニティ形成を支える施設機能の維持
◆多様な市民活動の更なる発展によるコミュニ
ティ力の強化

「安全」に関すること（防犯・防災）
【災害リスクを受容し、被害を軽減（インフラの強化、避難体制の充実）】
◆河川の氾らん等に伴う災害リスクへのハード・ソフト両面の対応、関係者（行政・企業・住民等）の総力を
結集した対応
◆自主防災組織の活動を支える支援の継続と充実
【災害による被害対象の減少（危険な場所に住まない居住地選択へのシフト）
】
◆災害リスクを踏まえた、望ましい土地利用の規制・誘導のあり方検討
（まちづくりの中心的箇所、災害リスクが特に高い箇所 等）

「働く」に関すること（産業）
【新しい時代・働き方への対応】
◆企業等の農業参入
◆高齢者の就労機会の確保

【若者が将来設計を描ける環境】
◆広域交通機能や新技術等を生かした産業振興の推進
◆若者が住み続けられる住環境整備
◆働く場づくりによる都市の活力の維持
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【犯罪の起こりにくい都市づくり】
◆住宅地内や公園等における周囲からの見通し
の改善、建物等の適切な維持管理、地域コミュ
ニティの維持・充実 等

「人口」に関すること（すべての類型に関連）
◆住みやすさを生かした移住・定住促進
◆局所的な人口減少・世代構成バランスの改善
◆若者が住み続けられる住環境整備

２．将来都市像・都市づくりの目標・各計画の方針
（１）前提となる各種の考え方
課題の類型化

※は別紙用語解説を参照

社会潮流

上位計画

市民意向

【第２次熊谷市総合振興計画】

【まちづくりの将来を考えるワークショップでの意見】

※特に関連性の強い項目として

「利便性」
に関すること
■ 都市機能の利便性の
高さを魅力として
維持・充実
■ 交通アクセスの
利便性の高さを魅力
として維持・活用
■ 自立性、持続可能性
を確保

「楽しみ・愛着」
■ 生活を楽しむ空間の充実
■ 愛着のある地域資源
の保全・活用

「生活」
に関すること
■ 暮らしやすさを
魅力として維持
■ 持続可能なインフラ整備

✓人生 100 年時代の到来、ライフスタイルの
多様化
✓ゆとりあるオープンスペースや身近な公共
空間の充実へのニーズの高まり
✓緑豊かな都市環境の生成：都市農地の保
全、グリーンインフラ※の推進等
✓地域や民間が主体の取組みの推進（地方
創生の深化、エリアマネジメント等の地域主
体のまちづくり、民間活力の導入）
✓生物多様性・地球温暖化対策への貢献

■将来都市像（基本構想）

◇利便性

子どもたちの笑顔があふれるまち 熊谷 ～輝く未来へトライ～
地域資源を生かした独自性と自立性の高い持続可能なまちづくりを進める
とともに、子どもたちが郷土愛を育みながら健やかに育つ都市を目指す。

⇒交通・医療の充実、子育てしやすい

◇楽しみ・愛着
⇒祭り・イベント、ラグビー、遊べる場所

◇既存施設やインフラの適切な維持管理、更新、高度化、集積
◇「多核連携型コンパクト＆ネットワークシティ※」を形成
◇広域ネットワークを生かし主要都市との対流が起こす
＊長期的視点での都市機能の集積や適切な居住誘導、都市拠点である
熊谷駅周辺と各地域を道路網や公共交通網でネットワーク化

■リーディングプロジェクトと政策（基本計画）

⇒都市と自然の共存、子供の声が聞こえる
⇒誰もが安心して暮らせる、バリアフリー

■ 災害リスクを受容し、被
害を軽減（インフラの強
化、避難体制の充実）
■ 災害による被害対象の
減少（危険な場所に住
まない居住地選択への
シフト）
■ 犯罪の起こりにくい都市
づくり

「働く」
に関すること
■ 新しい時代・働き方
への対応
■ 若者が将来設計を
描ける環境

✓働き方改革
✓テレワークや職住近接へのニーズの高まり
✓広域交通機能や位置特性等を活用した県
全体での戦略的な企業誘致の推進

など

◇働く
⇒産業、若い世代が住める、特区

など

◇共通
⇒失敗を恐れない、熊谷発・日本初、市民参加

など

■将来のまちづくりのキーワード










若い世代が住める
子育てしやすい
誰もが安心して暮らせる
交通、医療の充実
バリアフリー
都市と自然の共存
遊べる場所
子どもの声が聞こえる

住んでみ
たい
住み続け
られる

※次ページへ

に関すること

など

◇安全

✓空き家・空き地問題への対応
✓社会資本（インフラ）の老朽化・維持管理
✓持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ※）の推進
✓超スマート社会（Society5.0※）への変革

✓多発する大規模災害を契機とした防災意
識の高まり
✓浸水想定区域 ※ の見直し（想定最大規模
の降雨に拡大）
✓激甚化する自然災害に対応した法改正
（災害レッドゾーンにおける自己業務施設の
開発を原則禁止、市街化調整区域 ※の浸
水ハザードエリア等における開発許可の厳
格化、災害ハザードエリアからの円滑な移
転を支援する制度の拡充）
✓防災の観点を取り入れたまちづくりの加速

など

◇生活

■土地利用構想（基本構想）

■ 時代に合った
コミュニティ強化

「安全」

など

【熊谷都市計画区域
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針】
■都市づくりの基本理念
◇コンパクトなまちの実現
◇都市と自然・田園との共生

キーワード

◇地域の個性ある発展

地域
特性の
活用

■地域毎の市街地像
◇中心拠点（熊谷駅周辺）
⇒商業業務施設、公共施設、医療・福祉・子育て支援施設など
多様な都市機能を集積し、まちの顔となる拠点を形成
◇地域の個性ある発展生活拠点（籠原駅、江南行政センター周辺）
⇒商業施設、公共施設、医療・福祉・子育て支援施設などが
充実した地域生活を支える拠点を形成
◇産業拠点（熊谷工業団地、吉岡工業団地、妻沼西部工業団地、平戸
地区、船木台地区、江南中央工業地区、熊谷流通センター地区）
⇒産業を集積
◇観光・交流拠点（妻沼聖天山歓喜院周辺）
⇒門前町の歴史と観光資源を活かし、地域活性化やにぎわいの創出
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祭り、イベント
音楽
歴史、文化遺産
ラグビー
宿泊させる仕組
産業

挑戦
参加
協力






将来都市像・都市づくりの目標

に関すること

✓人口減少・超高齢化社会への対応
✓コンパクト・プラス・ネットワークの推進
✓ポストコロナ社会や高度情報技術の進展
✓新たなモビリティサービス（MaaS ※ 等）の推
進
✓シェアリングエコノミー ※ 、電子商取引の普
及

特区
失敗を恐れない
熊谷発、日本初
庁内で協力して進める
市民参加

２．将来都市像・都市づくりの目標・各計画の方針
（２）将来都市像・都市づくりの目標
将来像・目標
設定の視点

「生活」
に関すること
■ 暮らしやすさを
魅力として維持
■ 持続可能なインフラ整備
■ 時代に合った
コミュニティ強化

に関すること
■ 災害リスクを受容し、被害
を軽減（インフラの強化、
避難体制の充実）
■ 災害による被害対象の減
少（危険な場所に住まな
い居住地選択へのシフト）
■

「働く」
に関すること
■ 新しい時代・働き方
への対応
■ 若者が将来設計を
描ける環境

～ 輝く未来へトライ ～

「安全」

子どもたちの笑顔があふれるまち 熊谷

■ 時代の変化に応じて
生活を楽しむ空間の充実
■ 愛着のある地域資源
の保全・活用

※暫定的に総合振興計画を踏襲（最終的に計画全体を表現したものに差替え）

に関すること

都市づくりの目標（＝都市計画マスタープランの方針）
目標１ 積み重ねてきた資源を生かした「多核連携型コンパクト＆ネットワーク」の都市づくり

に関すること

「楽しみ・愛着」

※は別紙用語解説を参照

将来都市像

「利便性」
■ 利便性、交通アクセス
を魅力として維持
■ 新技術等に対応
■ 自立性、持続可能性
を確保

【３計画共通】



県北部の中心地として、市内外から人々が集まる都市機能を集積し、利便性の高い拠点を維持します。



各地域での特色あるライフスタイルを自由に選択できる都市を維持するため、人口減少･少子高齢化の中でも地域の生活支援機能を維
持します。



子どもたちの笑顔があふれるまちに向けて、子育て関連機能を充実させます。



市外への良好なアクセスを維持し、そのメリットを市全体で享受できる市内交通ネットワークを形成します。



ポストコロナ社会や高度情報技術の進展など、時代の変化に柔軟に適応し、ニーズに対応した都市機能を配置できる都市を形成します。

目標２ スポーツ・観光・文化で「生活を楽しみまちへの愛着を育む空間」をつくる


都市の中で生活を楽しむ空間として、スポーツ・文化・健康拠点を形成します。



人が集まり、歴史・文化などの独自の魅力を感じ・楽しむ空間として、観光交流拠点を形成します。



自然の中で活動する楽しみを感じられるよう、公園緑地や水辺に親しむ空間の維持充実を図り、自然環境を保全します。



魅力的な店舗や歴史の積み重ねでできた街並み・文化など、地域特有の良さを生かしながら、都市の中で新しい楽しみ方を感じられる空
間を創出します。

目標３ やすらぎ・ゆとり・快適の調和した「暮らしやすい環境をまもる・つくる」
暮らし
やすさを
まもる
つくる



身近な自然によるやすらぎや、敷地の広さなどの空間的なゆとり、交通利便性がもたらす快適さが調和するまちづくりを推進します。



自然と共存する暮らし方、利便性を重視する暮らし方、双方をバランスよく享受する暮らし方などライフスタイルに応じて選択可能な住環
境を形成します。



ＡＩやＩｏＴ※などの新技術や自然資源を活用し、暑さと共存する快適で持続可能な住環境を形成します。



今後の社会情勢の変化や人口減少・少子高齢化等に対応した持続可能な都市施設を形成します。



子どもから高齢者まで安心して暮らし続けられる住環境を形成するため、様々な観点から多くの人が参加できる地域コミュニティづくりを行
います。

目標４「安心して暮らせるように安全性を高める」
安全性を
高める

働く場を
まもる
つくる



これまでに取り組んできたハード対策とともに、生命を守る情報提供・避難体制等のソフト対策を推進します。



災害リスクの低いエリアに居住を誘導する「防災の観点からのコンパクトな都市構造」にシフトさせていきます。



自然資源を生かした環境保全と防災・減災対策、犯罪の起こりにくい都市づくりを行います。

目標５ 広域交通ネットワークの優位性を生かした「産業の振興・育成」


都市の活力を生み出すため、産業を活性化します。



広域交通ネットワークやＡＩ・ＩｏＴなどの新技術を生かした働く場の形成を目指します。



多様な働く場と良好な住環境の形成により、職住近接のメリットを生かした働き方を支えます。
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２．将来都市像・都市づくりの目標・各計画の方針
（３）立地適正化計画の方針、市街化調整区域の整備及び保全の方針

※は別紙用語解説を参照

■ 立地適正化計画の方針
■ 都市づくりの目標
(＝都市計画マスタープランの方針)
※前ページより

方針１ 地域の特性に応じた都市機能の維持・充実による魅力やにぎわいのある拠点づくり
都市機能
誘導

目標１
積み重ねてきた資源を生かし
た「多核連携型コンパクト＆
ネットワーク」の都市づくり
利便性を維持する
時代に柔軟に適応する

生活を楽しみまちへの愛着を
育む空間をつくる

目標３
やすらぎ・ゆとり・快適の
調和した「暮らしやすい
環境をまもる・つくる」
暮らしやすさをまもる・つくる

目標４
「安心して暮らせるように
安全性を高める」
安全性を高める

 地域の中心的な役割を担う拠点では、住み慣れた地域で暮らし続けられる住環境を形成するため、商業機能・医療機能・高齢者福祉機能
など、日常の暮らしを支える都市機能施設の維持・充実を図ります。

方針２ 既存の都市基盤や生活利便性の高さを生かし、誰もが安全で快適に暮らせる住環境づくり
居住誘導
と防災

目標２
スポーツ・観光・文化で
「生活を楽しみまちへの愛着
を育む空間」をつくる

 市の中心的な役割を担う拠点には、広域からの利用が想定される高次都市機能※をはじめとした都市機能施設の維持・充実を図るととも
に、官民連携での公共施設の集約化・再配置等による新たな交流の場を創出することにより、都市の魅力やにぎわいの向上を図ります。

 良好な都市基盤※や生活利便性の高さを生かして、人口密度の維持や新たな居住の誘導を図ります。
 浸水想定区域※などの災害リスクを適切に把握し、人命や財産が失われる可能性が低いエリアへ居住を誘導することにより、誰もが安全に暮
らせる住環境づくりを図ります。なお、誘導に当たっては、リスクに応じたハード及びソフト対策をあわせて進めていきます。

方針３ 拠点間をつなぐ利便性の高い公共交通ネットワークの維持・充実
公共交通

 基幹的公共交通路線※の鉄道駅やバス停の周辺に都市機能施設や居住を誘導することで、自動車に過度に依存しない生活が可能な公共
交通ネットワークの維持・充実を図ります。

■ 市街化調整区域の整備及び保全の方針
方針１ 日常の暮らしを支え
集落の活力を維持する拠点の形成
 人口減少・少子高齢化においても、活力のある集落を維持するた
め、商業や医療などの都市機能施設が集積し公共交通の利便性の
高いエリアを中心として、市街化調整区域※での暮らしを支える拠点
の形成を図ります。

方針２ 災害リスクに適応した安全・安心な
居住環境づくり
※

目標５
広域交通ネットワークの
優位性を生かした
「産業の振興・育成」

 市街化調整区域の開発要件である 34 条 11 号区域 や 34 条 12
号区域から、人命や財産を失うリスクの高い浸水想定区域を除外す
ることにより、誰もが安全・安心に暮らし続けられる居住環境づくりを
進めます。
 また、市街化調整区域に残存する災害リスクに対しては、ソフト・ハ
ード施策の実施により、地域の安全性の向上を図ります。

働く場をまもる・つくる
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方針３ 大規模な公園等を生かした
スポーツ・文化・健康拠点の形成
 スポーツ・文化の振興や健康増進を支える施設である、熊谷スポー
ツ文化公園、くまぴあ、さくら運動公園を中心として、スポーツ・文化・
健康の核となる拠点を形成し、機能向上を図ります。

方針４ 優れた道路交通網を生かした産業振興
による地域活力の維持・充実
 熊谷バイパスや国道 125 号などによる道路交通網を生かし、幹線道
路沿道における産業系開発の促進により、産業の核となる拠点や創
業の場の形成を図ります。

方針５ 農業振興を支える優良農地の保全
 34 条 11 号区域から、農用地区域※を除外することを徹底するととも
に、住宅を居住誘導区域内へ誘導することにより、優良な農地の保
全を図ります。

３．将来の都市の骨格構造

※は別紙用語解説を参照

目標１（多核連携型コンパクト＆ネットワーク） を実現する都市構造

（将来都市構造図：目標１）

◇ 人口減少・少子高齢化等の状況変化の中でも、各地域の利便性を維持するため、生活圏域単位で日常生活を支
える地域の拠点を配置し「多核型の都市構造」を形成します。
◇ 優れた交通結節点である熊谷駅周辺に中枢の拠点を形成し、アクセス性を生かして市全域に好循環を生み出して
いきます。
◇ 地域の拠点に不足する機能を、拠点間で連携・補完し、また鉄道による広域交通アクセスの利便性を市内の誰も
が享受しやすい住環境にするため、各地域から駅につながる公共交通のネットワークを構築し、「連携型の都市構
造」を形成します。
◇ 拠点は、これまでの各種施設の集積、都市基盤※の整備状況、公共交通によるアクセスのしやすさなどの地域特性
に応じて、担う役割を分担します。

都市拠点
【設定箇所】
①熊谷駅周辺
【方針】
◇市内外から多くの人が訪れ、活発な都市活動や交流が行われる場として、多様な都市機能が集積し、
市内各地域とも公共交通により繋がる交通結節機能が充実した拠点です。
◇ＡＩ・ＩｏＴ※などの先進技術を活用し、ポストコロナ社会や暑さ等に柔軟に対応した快適な環境を創造する
スマートな市街地を形成する拠点です。

副都市拠点
【設定箇所】
①籠原駅周辺
【方針】
◇ＪＲ高崎線の始発駅があり、公共交通結節点として利便性の非常に高い拠点です。また、ＡＩ・ＩｏＴなど
の先進技術を活用し、ポストコロナ社会や暑さ等に柔軟に対応した快適な環境を創造するスマートな市
街地を形成する拠点です。
◇日常生活に必要な商業・金融・医療・福祉・行政等の都市機能が集積した拠点です。

地域拠点
【設定箇所】
①妻沼行政センター周辺

②江南行政センター周辺

【方針】
◇日常生活に必要な商業・金融・医療・福祉・行政等の都市機能が集積した拠点です。

公共交通軸（鉄道）

生活拠点

公共交通軸（バス）

【設定箇所】
①鉄道、②基幹的な路線バス等

【設定箇所】
①大里行政センター周辺

【方針】
◇公共交通軸（鉄道）は、広域圏の移動を可能とし、広く人を受け入れる軸です。
◇公共交通軸（バス）は、市の魅力である鉄道による広域交通アクセスを市内の誰もが享受しや
すくし、拠点間の機能連携・補完を円滑にする日常生活に必要な軸です。

【方針】
◇日常生活に身近な拠点として、行政サービス等の都市機能が集積する拠点です。
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３．将来の都市の骨格構造
目標２（生活を楽しみまちへの愛着を育む空間） を実現する都市構造

（将来都市構造図：目標２）

◇ 熊谷駅周辺の中心市街地の拠点、各地域に点在するスポーツ・観光・文化の拠点は、市内外から多くの人・モノが
あつまりやすく、生み出される活気・にぎわいが市全域に相乗効果として波及する都市構造を形成するため、駅につ
ながる公共交通のネットワークを構築し、「連携型の都市構造」を形成します。
◇ スポーツ・観光・文化を通して、生活を楽しみながらまちへの愛着を育むと同時に交流人口の拡大を図る空間をつく
るため、地域資源が持つ様々な特色を生かした拠点を形成します。
◇ 荒川・利根川等の河川についても、軸状にのびるスポーツ・観光・文化を楽しみ・愛着を感じられる空間として、都市
構造の一部に位置づけます。

スポーツ・文化・健康拠点
【設定箇所】
①熊谷スポーツ文化公園周辺

②熊谷さくら運動公園周辺

③熊谷スポーツ・文化村「くまぴあ」

【方針】
◇市民のスポーツ・文化活動の支援に加えて、スポーツツーリズムの推進により交流人口の拡大を図る
拠点です。
◇日常生活でスポーツ等を楽しみ、地域に愛着を感じる空間でもあります。

観光交流拠点
【設定箇所】
①妻沼聖天山周辺
【方針】
◇国宝など歴史的な建造物を有することから、これらの資産を生かした景観まちづくりを推進するとともに
公共交通アクセスの向上により、交流人口の拡大を図る拠点です。

都市拠点

※再掲

【設定箇所】
①熊谷駅周辺
【方針】
◇魅力的な店舗や歴史の積み重ねでできた街並み・文化など、中心市街地特有の良さを生かした、都
市の中で新しい楽しみ方を感じられる空間です。
◇市民体育館や、拠点周辺の荒川や熊谷スポーツ文化公園などの資源とも連携した一体感のある空間
であり、一層の魅力向上を図る拠点です。

水辺の軸
【設定箇所】
①荒川 ②利根川
【方針】
◇水辺の軸は、自然に親しみながら潤いや解放感を感じ、スポーツ・観光・文化を楽しむことができる空間です。
◇日常生活でスポーツ等を楽しみ、地域に愛着を感じる空間でもあります。

公共交通軸（鉄道）

公共交通軸（バス）

＊再掲

【設定箇所】
①鉄道、②基幹的な路線バス等
【方針】
◇公共交通軸（鉄道）は、広域圏の移動を可能とし、広く人を受け入れる軸です。
◇公共交通軸（バス）は、市の魅力である鉄道による広域交通アクセスを市内の誰もが享受しや
すくし、拠点間の機能連携・補完を円滑にする日常生活に必要な軸です。

スポーツ・文化・健康の連携軸（自転車道）
【方針】
◇水辺やスポーツ・文化・健康拠点及び観光交流拠点間をつなぎ、自転車での周遊を楽しむ軸です。
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３．将来の都市の骨格構造

※は別紙用語解説を参照

目標３（暮らしやすい環境をまもる・つくる） を実現する都市構造

目標４（安心して暮らせるように安全性を高める）を実現する都市構造

◇ 都市的利便性・自然との近接性等の特性に応じて類型分けしたゾーンを位置づけ、望むライフスタイルを
選択可能な都市構造を形成します。

◇ 災害リスクの低いエリアに居住を誘導する「防災の観点からのコンパクトな都市構造」を形成します。
◇ 災害時に、避難・救助・物資供給等の活動を可能にするため、各地域の防災の拠点間を結ぶ緊
急輸送道路ネットワークの形成をはじめ、地域内の避難経路や避難所の確保など災害時における
安全な都市構造を形成します。

◇ 人口減少下においても各地域の拠点を維持するため、一定の人口密度を維持するゾーンを公共交通と
一体的に位置づけ、持続可能な都市構造を形成します。
◇ 市街化調整区域に多く分布する自然・農地等の魅力を維持するため、それらの担い手の生活基盤として
形成されてきた集落を、都市構造に組み込んでいきます。

（将来都市構造図：目標３・４）

利便性の高い市街地ゾーン
【設定箇所】
立地適正化計画に定める居住誘導区域 ＊詳細は今後検討予定
【方針】
◇都市的利便性や公共交通の利便性の高さを重視するライフスタイルをおくることができるゾーンです。

その他の市街地ゾーン（仮）
【設定箇所】
市街化区域のうち、利便性の高い市街地ゾーン以外（居住誘導区域外） ＊詳細は今後検討予定
【方針】
◇暮らしやすさと地域コミュニティ維持の両立を図るゾーンです。

農住共生・樹林ゾーン（仮）
【設定箇所】
市街化調整区域
（農地、自然林、まとまりある集落（都市計画法 34 条 11・12 号区域※及び田園地区まちづくり条例の区域※）
＊都市計画法 34 条 11・12 号区域の詳細は今後検討予定
【方針】
◇まとまりある優良農地や自然林等の自然環境が保全されるゾーンです。
◇農地や自然林等と共生しながら、自然を身近に感じ空間的なゆとりを重視するライフスタイルをおくること
ができるゾーンです。

公園緑地ゾーン
【設定箇所】
①妻沼運動公園
②別府沼公園
③利根川総合運動公園
④荒川大麻生公園
⑤江南総合公園
⑥熊谷スポーツ文化公園
⑦熊谷さくら運動公園
⑧熊谷荒川緑地
⑨桜リバーサイドパーク
⑩大沼公園
⑪武蔵丘陵森林公園
【方針】
◇市民生活にうるおいとやすらぎを提供するために、積極的に保全及び活用を図るゾーンです。

道路軸

道路軸（計画・構想）

【設定箇所】
主要な国道・県道・市道
【方針】
◇市内の地域間や広域都市間を結び、円滑な移動によって住みやすさを支える道路です。
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３．将来の都市の骨格構造
（将来都市構造 総括図）

目標５（産業の振興・育成） を実現する都市構造
◇ さらなる産業振興の受け皿となる産業拠点を、広域交通ネットワーク沿いに形成し、人口減少・少子高齢化の中
でも都市の活力が維持される都市構造を形成します。
◇ 複数の鉄道・バスの結節点で、最も広域交通アクセス性に優れた熊谷駅周辺の拠点を業務の拠点としても位
置づけ、新しい産業創出や、ポストコロナ社会に順応した働く場を形成し、住みやすい都市構造を形成します。

産業拠点
【方針】
◇各種開発事業などによる面的な整備手法をはじめとし、計画的に産業集積を目指す拠点です。

東部重点産業拠点
【方針】
◇国道 17 号バイパスをはじめとした広域道路網や秩父鉄道ソシオ流通センター駅など優れた交通アクセ
スを有し、新たな産業用地の創出や既存施設の再整備を推進する拠点です。

産業立地ゾーン

（将来都市構造図：目標５）

【方針】
◇すでに産業立地が果たされてお
り、今後も操業環境の保全を図
るゾーンです。

産業誘導ゾーン
【方針】
◇個別の開発行為を中心に、比
較的短い期間で産業の誘致を
図るゾーンです。

都市拠点

※再掲

【設定箇所】
①熊谷駅周辺
【方針】
◇複数の鉄道・バスの結節点であ
り、広域交通アクセスに優れた
特性を生かし、新しい産業創出
や、ポストコロナ社会に順応した
働く場が形成される拠点です。

道路軸 ※再掲
道路軸（計画･構想）＊再掲
公共交通軸（鉄道）＊再掲
公共交通軸（バス）＊再掲
【方針】
※前頁参照
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