
「杉戸屏風深輪地区産業団地内における建築物の制限案」（概要） 

 

 

杉戸屏風深輪地区については、平成２７年３月２７日をもって、市街化区域

になりました。今年度中に造成工事が始まる予定です。 

 

造成工事が終了すると、進出企業の建物や設備の工事が始まりますが、これ

らに先立ち、より良い産業団地となるよう、建物の用途などを規制、誘導する

ため、建築物に係る規定を条例化します。 

 

規制される主な内容は、下記のとおりです。 

 

・建物の用途、位置、高さ 

・敷地の大きさ、緑化 

・柵やフェンスの構造  など 

 

 

 

 

 

 

 

 



杉戸町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（素案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法(昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。)第６

８条の２第１項及び都市緑地法(昭和４８年法律第７２号)第３９条第１項の規定に基づ

き、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第１２条の４第１項第１号に規定する地区

計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用

途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全

な都市環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、都市緑地法、都市計画法及び建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「施行令」という。）の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている別表第１に掲げる

区域に適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 別表第１に掲げる区域内においては、別表第２（あ）欄に掲げる地区の区分に応

じ、同表（い）欄に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第５条 別表第１に掲げる区域内においては、建築物の敷地面積は、別表第３（あ）欄に

掲げる地区の区分に応じ、同表（い）欄に掲げる数値以上でなければならない。 

２ 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されて

いる土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、

その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する土地については、この限りでない。 

(1) この条例を改正する条例による改正後の前項の規定の施行又は適用の際、改正前の

同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地 



(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

３ 第１項の規定は、法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地

面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で

第１項の規定に適合しないこととなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権そ

の他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこと

となる土地については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

(1) 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した

際、当該敷地面積の減少がなくとも第１項の規定に違反していた建築物の敷地又は所

有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反す

ることとなった土地 

(2) 第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

（壁面の位置の制限） 

第６条 別表第１に掲げる区域内においては、建築物の外壁等の位置の制限は、別表第４

（あ）欄に掲げる地区の区分に応じ、同表（い）欄に掲げる数値でなければならない。 

２ 前項の規定は、別表第４（う）欄に掲げる建築物の外壁等の位置については、適用し

ない。 

（建築物の高さ及び各部分の高さの最高限度） 

第７条 別表第１に掲げる区域内においては、建築物の最高の高さ及び各部分の高さは、

別表第５（あ）欄に掲げる地区の区分に応じ、同表（い）欄に掲げる数値でなければな

らない。 

（緑化率の最低限度） 

第８条 別表第１に掲げる区域内においては、建築物の緑化率(建築物の緑化施設(植栽、

花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設

けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるも

のに限る。)をいう。以下同じ。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、

別表第６（あ）欄に掲げる地区の区分に応じ、同表（い）欄に掲げる数値以上でなけれ



ばならない。 

（緑化率の最低限度の特例） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する建築物等については、前条の規定は適用しない。 

(1) 新築又は増築する建築物であって、その敷地面積が別表第３（あ）欄に掲げる地区

の区分に応じ、同表（い）欄に掲げる数値未満であるもの 

(2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた建築工事 

(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行の日におけ

る当該建築物の床面積の合計の１．２倍を超えないもの 

(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障

を及ぼすおそれがないと認めて町長が許可したもの 

(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて町長が許可

したもの 

(6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その敷地

の状況によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの 

２ 町長は、前項第４号から第６号までに規定する許可の申請があった場合において、良

好な都市環境の形成に必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付すことができ

る。 

（緑化施設の管理の方法の基準） 

第１０条 都市緑地法第４４条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、町長が別に定

める。 

（かき又はさくの構造の制限） 

第１１条 別表第１に掲げる区域内においては、道路側の垣さく及び隣地側の垣さくは、

別表第７（あ）欄に掲げる地区の区分に応じ、同表（い）欄に掲げるとおりとしなけれ

ばならない。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１２条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建築物について、

次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第３条第３項第３号

及び第４号の規定にかかわらず、第４条の規定は適用しない。 

(1) 増築又は改築が基準時(法第３条第２項の規定により第５条の規定の適用を受けな



い建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第４条の規定(同条の規定が

改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築

後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第５

２条第１項、第２項及び第７項並びに法第５３条の規定に適合すること。 

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

(3) 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、

基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超えないこと。 

(4) 第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量によ

る場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時における

それらの出力、台数又は容量の合計の１．２倍を超えないこと。 

（違反建築物に対する措置） 

第１３条 町長は、第８条の規定又は第９条第２項の規定により許可に付された条件（以

下「許可建築物の附帯条件」という。）に違反している事実があると認めるときは、当該

建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、当該

違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

２ 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は適用しない。この場合におい

て、町長は、国又は地方公共団体の建築物が第８条の規定又は許可建築物の附帯条件に

違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通

知し、前項の措置をとるべき旨を要請しなければならない。 

（報告及び立入検査） 

第１４条 町長は、前条の規定の施行に必要な限度において、町長が別に定めるところに

より、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、第８条の規定若しく

は許可建築物の附帯条件への適合状況若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告

を求め、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入

り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。 

（適用の除外） 

第１５条 町長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造

上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内にお



いて、この条例の規定は適用しない。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

(罰則) 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

(2) 第５条、第６条、第７条又は第１１条の規定に違反した場合における当該建築物の

設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事をした

場合においては、当該建築物の工事施工者） 

(3) 法第８７条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合における当該建築

物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第２号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は工作物の築

造主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建

築主又は工作物の築造主に対して同項の刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して第１項の刑を科する。 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第１３条第１項の規定による命令に違反した者 

(2) 第１４条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(3) 第１４条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人

の業務に関して、前項各号の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して前項の刑を科する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

名 称 区 域 

杉戸屏風深輪産業団地地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された杉戸屏

風深輪産業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が

定められた区域 

 

別表第２（第４条関係） 

（あ） （い） 

地区の名称 建築物の用途の制限 

Ａ地区 １ 住宅 

２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 

３ 共同住宅、寄宿舎（当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に 

供する寄宿舎を除く。）、下宿 

４ 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 

５ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 

６ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

７ 保育所（当該地区内にて事業を営む企業の関係者の用に供する附属 

施設を除く。） 

８ 公衆浴場 

９ 診療所 

１０ 図書館、博物館その他これらに類するもの 

１１ 店舗又は飲食店（当該地区内の工場で製造、加工する製品を主に 

販売する附属施設で店舗等に供する部分の床面積の合計が２００平   方メ

ートル以内の建築物を除く。） 

１２ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

１３ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券 

売場その他これらに類するもの 

１４ カラオケボックスその他これに類するもの 

１５ 畜舎 

１６ 自動車教習場 

１７ 火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業の用に供する建築物 

１８ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に規定す

る一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 

１９ 建築基準法別表第２（ぬ）項第１号(1)から(22)、(29)から(31) 

までに掲げる事業を営む工場、レディーミクストコンクリートの製造 

を営む工場 

２０ 火薬類取締法(昭和２５年法律第１４９ 号)第２条に規定する 

火薬類の貯蔵又は処理に供するもの 

Ｂ地区 

 



別表第３（第５条関係） 

（あ） （い） 

地区の名称 建築物の敷地面積の最低限度 

Ａ地区 １０，０００平方メートル 

Ｂ地区 ３，０００平方メートル 

 

別表第４（第６条関係） 

（あ） （い） （う） 

地区の名称 壁面の位置の制限 適用が除外される建築

物、建築物の 

部分又は工作物 

Ａ地区 建築物の外壁又はこれに代わる柱（ベランダ、バルコニー、

屋根、軒、庇、階段、出窓及び建築基準法第２条第３号に規

定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く。）の面

の位置については、次に掲げるとおりとする。 

１ 計画図に表示する１号壁面線の道路境界線までの距離

は４．０メートル以上とする。 

２ 計画図に表示する２号壁面線の緩衝緑地帯境界線まで

の距離は、２．０メートル以上とする。 

３ 隣地境界線までの距離は、２．０メートル以上とする。 

門柱、門扉又は守衛所

その他これらに類する

安全上、保安上やむを

得ないもの。 

Ｂ地区 

 

別表第５（第７条関係） 

（あ） （い） 

地区の名称 建築物等の高さの最高限度 

Ａ地区 ２５メートル以下とする。 

ただし、敷地面積が６５，０００平方メートル以上かつ建築物の外壁等の面から

道路・隣地境界線までの距離が２０メートル以上及び緩衝緑地帯境界線までの距離

が５メートル以上のものは、高さの最高限度を４０メートル以下とする。 

Ｂ地区 ２５メートル以下とする。 

 



別表第６（第８条関係） 

（あ） （い） 

地区の名称 建築物の緑化率の最低限度 

Ａ地区 敷地の１０分の２の土地を緑化する。 

ただし、道路境界線から外壁等の面までの距離が４メートル以上の部分は２．５

メートル以上の緑地帯を確保する。 Ｂ地区 

 

別表第７（第１１条関係） 

（あ） （い） 

地区の名称 かき又はさくの構造の制限 

Ａ地区 次の各号のいづれかに掲げるものとする。 

ただし、基礎を構築する場合には、基礎の高さが宅地地盤面から６０センチメー

トル以下のものとする。なお、法令等に基づき設置する障壁その他これに類するも

のについては、この限りでない。 

(1) 生垣 

(2) 宅地地盤面からの高さが２メートル以下の金網その他これに類する透視可能

なフェンス 

Ｂ地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







杉戸町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則（素案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉戸町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成年

杉戸町条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（許可申請） 

第２条 条例第１５条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書（様式第１号）

に建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１項の表に掲げる

付近見取図、配置図、各階平面図、並びに２面以上の立面図及び断面図を添えて町長に

提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができ

る。 

３ 町長は、第１項の規定に基づいて許可したときは、許可通知書(様式第２号)により申

請者に通知するものとする。 

（建築主の変更届） 

第３条 建築主は、許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは名義変

更届（様式第３号）に許可通知書を添えて、速やかに、町長に届け出なければならない。 

（工事取りやめ届） 

第４条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届（様式

第４号）に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。 

（申請取下願） 

第５条 許可申請の取下げをしようとするものは、申請取下願(様式第５号)を町長に届け

出なければならない。 

２ 町長は、前項の申請取下願を承認したときは、申請取下承認通知書（様式第６号）に

より申請者に通知するものとする。 

（確認申請書に添付する証書等） 

第６条 建築主は、次に掲げる場合は、確認申請書に不適格建築物調書(様式第７号)並びに

基準時における建築物の配置図及び各階平面図を添付しなければならない。 



(1) 条例第５条の規定を適用しない敷地に建築物を新築し、増築し、又は改築する場合 

(2) 条例第１２条に規定する範囲において建築物を増築し、又は改築する場合 

（建築審議会） 

第７条 条例第１５条に規定する許可を公正かつ適切に行うため、建築審議会(以下「審議

会」という。)を置くことができる。 

２ 審議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。 

３ 会長は副町長、副会長は建築課長をもってこれに充てる。 

４ 委員は、町職員のうちから町長が任命する。 

５ 前項に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、当該許可申請に限り臨時に

委員を任命することができる。 

６ 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を

代理する。 

７ 建築審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

８ 建築審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

９ 建築審議会の庶務は、建築課において処理する。 

（緑化率の最低限度に関する証明の申請） 

第８条 都市緑地法施行規則（昭和４９年建設省令第１号）第２５条に規定する書面の交

付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書（様式第８号）を町長に提出するもの

とする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。 

(1) 周辺見取図 

(2) 計画平面図 

(3) 計画立・断面図 

(4) 緑化面積求積図 

(5) 面積算出表 

３ 町長は、第１項の規定による申請について条例第８条の規定に適合していると認めた

ときは、緑化率適合証明書（様式第９号）を交付する。 

４ 建築物の緑化率の最低限度を定めた地区計画区域内にあっては、町長が交付する当該



建築計画に係る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５８条の２第１項の規定に

基づく行為の届出書についての回答（当該届出の内容が地区計画に適合する旨のものに

限る。）をもって、緑化率適合証明書の交付に代えることができる。 

（緑化施設の工事の完了の届出） 

第９条 条例第８条の規定による制限又は第９条第２項の規定による許可に付された条件

の対象となる建築物の新築若しくは増築をしようとする者は、緑化施設の工事が完了し

た日から４日以内に緑化施設工事完了届（様式第１０号）を町長に提出しなければなら

ない。 

（緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定申請） 

第１０条 都市緑地法第４３条第１項の規定による町長の認定を受けようとする者は、緑

化施設に係る工事が完了できない旨の認定申請書（様式第１１号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。 

(1) 周辺見取図 

(2) 計画平面図 

(3) 計画立・断面図 

(4) 緑化面積求積図 

(5) 面積算出表 

３ 町長は、第１項の規定による申請について認定したときは、緑化施設に係る工事が完

了できない旨の認定書(様式第１２号)を交付する。 

（許可申請） 

第１１条 条例第９条第４号から第６号までに規定する町長の許可(以下「緑化率適用除外

許可」という。)を受けようとする者は、緑化率適用除外許可申請書(様式第１３号)を町

長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。 

(1) 理由書 

(2) 周辺見取図 

(3) 計画平面図 

(4) 計画立・断面図 



(5) 緑化面積求積図 

(6) 面積算出表 

３ 町長は、第１項の規定による申請について許可したときは、緑化率適用除外許可通知

書(様式第１４号)を交付する。 

（変更） 

第１２条 第８条の規定による証明、第１０条の規定による認定又は前条の規定による許可

を受けた建築物で、その工事完了前に緑化施設を変更しようとする者は、緑化施設変更

届(様式第１５号)に、緑化率適合証明書、緑化施設に係る工事が完了できない旨の認定

書又は緑化率適用除外許可通知書を添えて、緑化施設工事完了届を提出する前に町長に

届け出なければならない。 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。 

(1) 周辺見取図 

(2) 計画平面図 

(3) 計画立・断面図 

(4) 緑化面積求積図 

(5) 面積算出表 

３ 第１項の場合において、都市計画法第５８条の２第２項の規定による届出を要する場

合は、当該届出をもって、緑化施設変更届に代えることができる。 

（認定申請書の取下げ） 

第１３条 第１０条又は第１１条の規定により町長に申請書を提出した者は、町長がその認

定又は許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、申請取下届（様式第１６

号）により町長に届け出なければならない。 

（工事の取りやめ） 

第１４条 第１０条の規定による認定又は第１１条の規定による許可を受けた建築物の建

築主は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届（様式第１７号）に、

第１０条の認定書又は第１１条の許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。 

（認定等の取消し） 

第１５条 町長は、第１０条の規定による認定又は第１１条の規定による許可が虚偽の申請

その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その認定又は許可を取り消



すことができる。 

（緑化施設の管理の方法の基準） 

第１６条 条例第１０条に規定する管理の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 緑化施設は枯損状態で長期間放置してはならない。 

(2) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散や樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十

分配慮しなければならない。 

(3) 緑化施設の構造や建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理しなけれ

ばならない。 

(4) 施肥や農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に

配慮しなければならない。 

(5) 灌水に当たっては、雨水や空調の冷却水、中水の活用等により水資源の有効利用に

努めなければならない。 

(6) 地域の生態系に重大な影響を与えるおそれのある植物等をやむを得ず用いる場合

には、種子の飛散防止等生態系への影響の防止のために必要な措置を講じなければな

らない。 

(7) 街路沿いの敷地については、適切な整枝せん定を行うことにより、緑陰のある快適

な歩行者空間の形成に努めなければならない。 

(8) 生物の生息・生育空間の確保等を図るため、樹木のせん定や下草刈り、施肥、農薬

の使用について野生生物に対する配慮を講じなければならない。 

(9) 敷地内に既存の良好な樹林地等がある場合には、適切な下草刈りやせん定を行うこ

とにより、良好な状態の維持管理に努めなければならない。 

（改善命令等） 

第１７条 条例第１３条の規定による改善に必要な措置の命令（以下「緑化施設改善命令」

という。）は、緑化施設改善命令書（様式第１８号）により行うものとする。 

２ 建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者は、改善命令に基づき必要な措置を

行ったときは、その内容を緑化施設改善報告書（様式第１９号）により町長に報告する

ものとする。 

（報告立入検査） 

第１８条 条例第１４条の規定により報告を求められた建築物の新築若しくは増築又は維



持保全をする者は、緑化施設状況報告書(様式第２０号)を町長に提出するものとする。 

２ 建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者は、緑化施設の工事の完了の届出後

に緑化施設を変更しようとする場合は、前項の報告書を町長に提出するものとする。 

(委任) 

第１９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理 由 書 
 
 
 

本理由書は、幸手都市計画地区計画の決定についての理由を示したものです。（杉戸

町：杉戸屏風深輪地区） 
 
 

Ⅰ．幸手都市計画区域における位置等  

幸手都市計画区域に含まれる土地の区域は、幸手市、杉戸町、宮代町の行政区

域の全域の区域です。 
 
 

【杉戸町：杉戸屏風深輪地区】 

本地区は、幸手都市計画区域及び杉戸町の北東部に位置し、東武伊勢崎線東武

動物公園駅から約 6.5km、国道 4 号バイパスから東へ約 450m、国道 16 号か

ら北へ約 6kmにあります。また、整備中の首都圏中央連絡自動車道の幸手インタ

ーチェンジ〔平成 26年度開設予定〕から南東へ約 4.5km に位置しています。 

 

Ⅱ．変更の必要性 

【杉戸町：杉戸屏風深輪地区】 

本地区は、首都圏中央連絡自動車道の整備に伴う交通の優位性により、工業の

利便性の増進及び周辺環境と調和した工業地の形成を図るため、用途地域の変更

と併せて、以下の表のとおり地区計画を決定するものです。 

 

地区の区分 面積 

Ａ地区（工業地域） 約 7.9ha 

Ｂ地区（工業地域） 約 16.1ha 

合計 約 24.0ha 
 

Ⅲ．地区計画の区域及び建築物等の整備の方針 

【杉戸町：杉戸屏風深輪地区】 

本地区は、現在、地区計画は定められておらず、今回、新たに地区計画を定め

る予定です。 

地区計画の目標を達成するため、土地利用の方針を以下のとおり定めます。 

○本地区では、流通業・製造業をはじめとする企業の新たな工業地区として適

正な土地利用を誘導するため、建築物等の用途の制限により用途の混在を防

止する。また、建築物等に関する規制を行い、周辺の自然や田園風景との調

和に配慮した土地利用を図る。 

特に、周辺の自然や田園風景との調和に配慮するために、緩衝緑地帯には緑化

を施し、その保全に努めるものとします。 

また、建築物等の規制誘導の内容は以下のとおりです。 

・建築物等の用途の制限 



・建築物の敷地面積の最低限度 

・壁面の位置の制限 

・建築物等の高さの最高限度 

・建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

・建築物の緑化率の最低限度 

・かき又はさくの構造の制限



 

Ⅳ．関連する都市計画 

本地区の地区計画の決定と併せ、以下の都市計画を定める予定です。 
 
 

【杉戸町：杉戸屏風深輪地区】 

①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（県決定） 

首都圏中央連絡自動車道の整備に伴う交通の優位性により、工業の利便性を増

進することから、新たに工業地に位置付けます。 
 
 

②区域区分（県決定） 

工業の利便性の増進及び周辺環境と調和した工業地の形成を図るため、本地区

を市街化区域に編入します。 
 
 

③道路（県決定） 

都市計画道路深輪産業団地線について、起点部において接続する国道４号バイ

パスの計画変更に伴い、当該都市計画道路の接続部分の隅切りを変更し、区域を

縮小します。 
 
 

④用途地域（杉戸町決定） 

区域区分の変更と併せ、工業の利便性の増進及び周辺環境と調和した工業地の

形成を図るため、工業地域に定めます。 
 
 

⑤防火地域及び準防火地域（杉戸町決定） 

本地区における建築物の不燃化を促進し、火災の危険を防除するとともに延焼

火災から安全を確保するため、準防火地域を指定します。 
 
 

⑥下水道（杉戸町決定） 

区域区分の変更と併せ、工業の利便性の増進及び周辺環境と調和した工業地の

形成を図るため、下水道計画区域を変更します。 

 

 


