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（１）国土利用計画の位置づけ 

 

 

第4条～8条

第5条 第8条

第9条～10条

第11条～27条

第28条～35条

町 計 画

個
別
法
に
お
よ
る
運
用

土地計画法

農業振興地域の

　整備に関する法律

自然公園法

自然環境保全法

1．町土の利用に関する基本構想
2．町土の利用目的に応じた区分ごとの
　　規模の目標及びその地域別の概要
3．目標達成のために必要な措置の概要

第9条

第7条

土地利用基本計画

県 計 画

1．土地地域

2．農業地域

3．森林地域

4．自然公園地域

5．自然保全地域

5
地
域
区
分

土地利用の調整等に
関する事項

国

土

利

用

計

画

法

土 地 利 用 計 画 法

全 国 計 画

土地利用基本計画

土 地 取 引 の 規 模

遊休地に関する措置

 

 

 

 

個

別

法

に

お

け

る
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（２）国土利用計画の策定手順 

 

総合振興審議会 （諮 問）

総合振興審議会 （答 申）

策 定 委 員 会

総合振興計画（基本構想）第3次埼玉県国土利用計画

住 民 意 向 調 査

ま ち づ く り 会 議

議 会原 案 の 策 定・ 公表

町 議 会 の 議 決

要 旨 の 公 表 住 民 （ 広 報 等 ）県 知 事 （ 報 告 ）

住 民 意 向 の 把 握

議 会 （ 意 見 聴 取 ）

住 民 （ 意 見 聴 取 ）

総合振興審議会（意見聴取）

策 定 委 員 会

基 本 方 針

概 況 調 査

分析及び将来予測

将 来 目 標 の 設 定

素 案 の 公 表
意 見 聴 取

 

 

 

 

ま ち づ く り 町 民 会 議
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（３）町土の利用区分の定義 

 

利用区分 定義・算定方法 資 料 

１ 農用地 

 

 

農地 

田畑 

 

 

採草放牧地 

・耕作の目的又は主として家畜の放牧目的若

しくは養蓄の業務のための採草の目的に供

される土地 

・農地とは、田及び畑の合計である。 

・田及び畑とは、埼玉農林水産統計年報の田

及び畑で、けいはんを含み、農道及び水路

を含まない。 

・採草放牧地とは、放牧の目的又は養蓄の業

務のため採草の目的に供される土地で、原

則として世界農林業センサス林業調査報告

書の林野等のうち採草放牧地に利用されて

いる面積（属地）のうち「森林以外の草生

地（野草地）」とした。 

 

 

 

・埼玉農林水産統計年報に

よる。 

 

 

・杉戸町には該当するもの

なし。 

２ 森林 ・国有林と民有林の合計から林道面積を控除

したもの 

・国有林 ア 林野庁所管国有林（国有林野

の管理運営に関する法律第２条

に定める国有林野から採草放牧

に利用されている採草放牧地を

除いたもの） 

イ 官行造林地（旧公有林野等官

行造林法第１条の規定に基づき

契約を締結しているもの） 

ウ その他省庁所管（上記以外で

国が所有している森林） 

・民有林 国以外の者が所有する森林で、森

林法第２条に定めるもの 

 

・杉戸町には該当するもの

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・固定資産概要調書の「山

林」とした。 

３ 原野 「世界農林業センサス林業調査報告書」の

「森林以外の草生地」から「採草放牧地」又

は国有林に係る部分を除いた面積である。 

原野面積は原則として世界農林業センサス

林業調査報告書から次式により算定する。 

原野＝ 

森林以外の草生地－林野庁所管の森林以外

の草生地－「採草放牧地に利用されている

面積」のうち「森林以外の草生地（野草

地）」＋林野庁所管採草放牧地 

 

・杉戸町には該当するもの

なし。 
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利用区分 定義・算定方法 資 料 

４ 水面・ 

河川・水路 

水面 

 

 

 

 

河川 

 

 

 

 

 

 

水路 

・水面・河川・水路の合計である。 

 

・水面とは、湖沼（人造湖及び天然湖沼）及

び溜池の満水時の水面をいい、天然湖沼は

面積10ha以上の天然湖沼、人造湖は堤高15

ｍ以上のダム、溜池は堤高15ｍ未満の農業

用溜池である。 

・河川とは、河川法第４条に定める一級河

川、同法第５条に定める二級河川及び同法

第100条による準用河川の同法第６条に定

める河川区域である。 

算定方法 流路延長に必要な区間ごとに把握

した平均幅員を乗じて算出した面積（水面と

重複部分を除く。） 

・水路とは、農業用の用排水路をいい、整備

済及び未整備の水田面積から算定する。 

水路面積＝（整備済水田面積×整備済水田の

水路率）＋（未整備水田面積×未整備水田の

水路率） 

 

 

・固定資産概要調書の「池

沼」とした。 

 

 

 

・河川面積は図上計測であ

る。 

 

 

 

 

 

・整備済水田の水路率 

        0.081 

 未整備水田の水路率 

        0.05 

５ 道路 

一般道路 

 

 

 

農道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林道 

・一般道路、農道、林道の合計である。 

・一般道路とは、国道、県道、市町村道に高

速自動車道を加えたものをいい、道路統計

年報基礎資料における延長に法面部分を含

めた敷幅を乗じて算出する。 

・農地面積に一定率を乗じたほ場内農道及び

「市町村農道台帳」の農道延長に一定幅員

を乗じたほ場外農道 

農道面積は以下の算定による。 

農道面積＝ほ場内農道面積＋ほ場外農道

面積 

ほ場内農道面積＝水田地域におけるほ場内

農道面積（Ａ）＋畑地域におけるほ場内農

道面積（Ｂ） 

Ａ＝（整備済水田面積×整備済水田の農道率）

＋（未整備水田面積×未整備水田の農道率） 

Ｂ＝（整備済畑面積×整備済畑の農道率）＋

（未整備畑面積×未整備畑の農道率） 

ほ場外農道面積＝「市町村農道台帳」の農道

延長×一定幅員 

・国有林林道及び民有林林道の合計で、次の

方法で算定する。 

 

・県道は県資料、町道は町

資料による。 

 

 

・杉戸町には該当するもの

なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・杉戸町には該当するもの

なし。 
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利用区分 定義・算定方法 資 料 

原則として、国有林及び民有林林道総延長

に、平均幅員を乗じて面積を算出する。 

 

６ 宅地 

 

 

住宅地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業用地 

 

その他の宅地 

・宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは

効用を果たすために必要な土地をいい、住宅

地、工業用地、その他の宅地に区分する。 

・住宅地とは、「固定資産の価格等の概要調

書」の評価総地積の住宅用地と非課税地積

のうち都道府県営住宅用地、市町村営住宅

用地及び公務員住宅用地を加えたもの 

以下に挙げるア、イの面積の合計である。

ア 「固定資産の価格等の概要調書」の

評価総地積のうち住宅用地の面積。村

落地区については地籍調査進捗状況、

地籍調査実施前後の宅地面積変動率及

び村落地区に占める住宅地割合を用い

補正した面積を加える。 

イ 都道府県営住宅用地、市町村営住宅

用地及び公務員住宅用地の面積 

・工業用地は、従業員30人以上の事業所の敷

地面積である。 

・その他の宅地とは、「住宅地」、「工業用

地」のいずれにも該当しない宅地、たとえ

ば事務所、店舗等用地である。 

その他の宅地＝宅地－（住宅地＋工業用地）

・固定資産税概要調書の

「宅地」である。 

 

・固定資産税概要調書の

「住宅地」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工業統計調査による。 

 

７ その他 ・町土面積から上記「農用地」「森林」「原

野」「水面・河川・水路」「道路」「宅地」

の各面積の総和を差引いた面積で、学校教

育施設用地・都市公園等の公共施設用地、

未利用地等である。 

 

８ 町土面積 ・全国都道府県市区町村別面積調（国土地理

院）による。 

・全国都道府県市区町村別

面積 調 

９ 市街地 

（ＤＩＤ） 

・国勢調査による「人口集中地区」である。 ・国勢調査 
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（４）主要指標の見とおし 

 

 

実数 構成比（％） 
年率

（％） 

区 分 

単位 
平成 

17 年 

平成 

32 年 

平成 

17 年 

平成 

32 年 

H32 年/ 

H17 年 

１ 総人口 人 46,646 45,277 100.0 100.0 △0.2 

  ０～14 歳 人 6,361 4,828 13.6 10.7 △1.6 

  15～64 歳 人 32,538 26,297 69.8 58.1 △1.3 

  65 歳以上 人 7,673 14,152 16.4 31.3 5.6 

２ 総世帯数 世帯 15,855 － － － － 

３ 就業者数 人 23,003 － 100.0 － － 

  第一次産業 人 788 － 3.4 － － 

  第二次産業 人 6,485 － 28.2 － － 

  第三次産業 人 15,331 － 66.6 － － 

※就業者数には分類不能を含む。人口、世帯、就業者数は国勢調査。 

※平成 32年の推計人口は、基本構想と同様に住民基本台帳人口を基に推計した結果。 

※世帯数及び就業者数の推計値は、基本構想で設定しないため、空白とする。 
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（５）利用区分ごとの規模の目標 

表 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

（単位：ha） 

構成比 
区  分 平成 20 年 平成 32 年

平成 20 年 平成 32 年
増減 

平成 32 年/

平成 20 年

農 用 地 1,407 1,315 46.9 43.8 △ 92 93.5 

農 地 1,407 1,315 46.9 43.8 △ 92 93.5 

    田 1,200 1,118 40.0 37.3 △ 82 93.2 

  畑 207 197 6.9 6.6 △ 10 95.2 

採草放牧地 0 0 0.0 0.0 0 －

森 林 21 23 0.7 0.8 2 109.5 

原 野 0 0 0.0 0.0 0 －

水面・河川・水路 267 269 8.9 9.0 2 100.7 

水 面 7 7 0.2 0.2 0 100.0 

河 川 152 152 5.1 5.1 0 100.0 

水 路 108 110 3.6 3.7 2 101.9 

道 路 267 274 8.9 9.1 7 102.6 

一 般 道 路 267 274 8.9 9.1 7 102.6 

農 道 0 0 0.0 0.0 0 －

林 道 0 0 0.0 0.0 0 －

宅 地 637 658 21.2 21.9 21 103.3 

住 宅 地 443 449 14.8 15.0 6 101.4 

工 業 用 地 8 20 0.3 0.7 12 250.0 

その他の宅地 186 189 6.2 6.3 3 101.6 

そ の 他 401 436 13.4 14.5 35 108.7 

合 計 3,000 3,000 100.0 100.0 0 100.0 

市 街 地 331 331 － － － －

※各土地利用面積については、端数処理（四捨五入）を行った数値を採用する。 

※目標年次の行政区域面積（合計）を規定値とした算出のため、「その他」にて調整し、その数値を採用す

る。 
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（６）利用区分別土地利用面積の推移（平成10年～20年） 

 

（単位：ha） 

  
平成

10 年

平成

11 年 

平成

12 年

平成

13 年

平成

14 年

平成

15 年

平成

16 年

平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19 年 

平成

20 年

農用地 1,482 1,484 1,475 1,476 1,453 1,452 1,441 1,444 1,430 1,411 1,407 

農地 1,482 1,484 1,475 1,476 1,453 1,452 1,441 1,444 1,430 1,411 1,407 

 田 1,330 1,330 1,320 1,320 1,290 1,270 1,230 1,230 1,220 1,200 1,200 

 畑 152 154 155 156 163 182 211 214 210 211 207 

  

採草放牧地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

森林 31 30 30 29 29 22 22 22 21 21 21 

原野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

水面・河川・水路 282 264 264 264 264 264 267 267 267 267 267 

  水面 22 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 

  河川 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

  水路 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

道路 222 248 250 252 257 258 258 259 265 266 267 

  一般道路 222 248 250 252 257 258 258 259 265 266 267 

  農道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  林道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

宅地 583 589 591 594 622 629 632 635 628 632 637 

  住宅地 413 419 421 425 426 428 430 432 435 440 443 

  工業用地 11 10 11 9 8 10 10 11 9 11 8 

  その他の宅地 159 160 159 160 188 191 192 192 184 181 186

その他 400 385 390 385 375 375 380 373 389 403 401 

合計 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
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（７）利用区分別土地利用面積の推移（構成比：平成10年～平成20年） 

 

（単位：％） 

  
平成

10 年

平成

11 年 

平成

12 年

平成

13 年

平成

14 年

平成

15 年

平成

16 年

平成

17 年 

平成

18 年 

平成

19 年 

平成

20 年

農用地 49.4 49.5 49.2 49.2 48.4 48.4 48.0 48.1 47.7 47.0 46.9 

農地 49.4 49.5 49.2 49.2 48.4 48.4 48.0 48.1 47.7 47.0 46.9 

 田 44.3 44.3 44.0 44.0 43.0 42.3 41.0 41.0 40.7 40.0 40.0 

 畑 5.1 5.1 5.2 5.2 5.4 6.1 7.0 7.1 7.0 7.0 6.9 

  

採草放牧地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

森林 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

原野 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

水面・河川・水路 9.4 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 

  水面 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

  河川 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 

  水路 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

道路 7.4 8.3 8.3 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 8.9 8.9 

  一般道路 7.4 8.3 8.3 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 8.9 8.9 

  農道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  林道 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

宅地 19.4 19.6 19.7 19.8 20.7 21.0 21.1 21.2 20.9 21.1 21.2 

  住宅地 13.8 14.0 14.0 14.2 14.2 14.3 14.3 14.4 14.5 14.7 14.8 

  工業用地 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 

  その他の宅地 5.3 5.3 5.3 5.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.1 6.0 6.2

その他 13.3 12.8 13.0 12.8 12.5 12.5 12.7 12.4 13.0 13.4 13.4 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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（８）農用地面積の推移と目標 

 

  農用地面積 

区分 農地 
採草 

放牧地 
計 

人口 
農業就業 

人口 

人口 

1人当たり

農用地面積

農業就業

人口 1人

当たり農

用地面積 

町面積に占

める農用地

面積の割合 

 ha ha ha 人 人 a/人 a/人 ％

平成 10 年 1,482 0 1,482 47,844 904 3.1 163.9 49.4 

平成 11 年 1,484 0 1,484 47,885 871 3.1 170.4 49.5 

平成 12 年 1,475 0 1,475 47,964 838 3.1 176.0 49.2 

平成 13 年 1,476 0 1,476 47,945 828 3.1 178.3 49.2 

平成 14 年 1,453 0 1,453 47,881 818 3.0 177.6 48.4 

平成 15 年 1,452 0 1,452 47,644 808 3.0 179.7 48.4 

平成 16 年 1,441 0 1,441 47,432 798 3.0 180.6 48.0 

平成 17 年 1,444 0 1,444 47,364 788 3.0 183.2 48.1 

平成 18 年 1,430 0 1,430 47,422 748 3.0 191.2 47.7 

平成 19 年 1,411 0 1,411 47,486 708 3.0 199.4 47.0 

基準年次 

平成 20 年 
1,407 0 1,407 47,518 667 3.0 210.8 46.9 

参考年次 

平成 27 年 
1,355 0 1,355 46,520 587 2.9 230.8 45.2 

目標年次 

平成 32 年 
1,315 0 1,315 45,277 514 2.9 255.8 43.8 

※農業就業人口は、農業センサスにより推計、按分した。 

※人口は、住民基本台帳（各年 12月１日）による。 

※町面積は 3,000ha である。 
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（９）森林面積の推移と目標 

 

    

区分 
森林 

面積 

人口 

人口 

千人当たり

森林面積 

町面積 

町面積に

占める森

林面積の

割合 

ha 人 ha/千人 ha % 

平成 10 年 31 47,844 0.6 3,000 1.0 

平成 11 年 30 47,885 0.6 3,000 1.0 

平成 12 年 30 47,964 0.6 3,000 1.0 

平成 13 年 29 47,945 0.6 3,000 1.0 

平成 14 年 29 47,881 0.6 3,000 1.0 

平成 15 年 22 47,644 0.5 3,000 0.7 

平成 16 年 22 47,432 0.5 3,000 0.7 

平成 17 年 22 47,364 0.5 3,000 0.7 

平成 18 年 21 47,422 0.4 3,000 0.7 

平成 19 年 21 47,486 0.4 3,000 0.7 

基準年次

平成 20 年
21 47,518 0.4 3,000 0.7 

参考年次

平成 27 年
23 46,520 0.5 3,000 0.8 

目標年次

平成 32 年
23 45,277 0.5 3,000 0.8 

※森林は「固定資産税概要調書」による。 

※町面積 3,000ha は、国土地理院「全国市区町村別面積調」による。 

※人口は、住民基本台帳（各年 12月１日）による。 
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（10）水面・河川・水路面積の推移と目標 

 

  

区分 

水面・ 

河川・ 

水路面積 

人口 

人口 

千人当たり 

水面・河川・

水路面積 

町面積

町面積 

に占める

割合 

 ha 人 ha/千人 ha ％ 

平成 10 年 282 47,844 5.9 3,000 9.4 

平成 11 年 264 47,885 5.5 3,000 8.8 

平成 12 年 264 47,964 5.5 3,000 8.8 

平成 13 年 264 47,945 5.5 3,000 8.8 

平成 14 年 264 47,881 5.5 3,000 8.8 

平成 15 年 264 47,644 5.5 3,000 8.8 

平成 16 年 267 47,432 5.6 3,000 8.9 

平成 17 年 267 47,364 5.6 3,000 8.9 

平成 18 年 267 47,422 5.6 3,000 8.9 

平成 19 年 267 47,486 5.6 3,000 8.9 

基準年次 

平成 20 年 
267 47,518 5.6 3,000 8.9 

参考年次 

平成 27 年 
269 46,520 5.8 3,000 9.0 

目標年次 

平成 32 年 
269 45,277 5.9 3,000 9.0 

※町面積 3,000ha は、国土地理院「全国市区町村別面積調」による。 

※人口は、住民基本台帳（各年 12月１日）による。 
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（11）道路面積の推移と目標 

 

  道路面積 

区分 
一般 

道路 
農道 林道 計 

町面積 人口 

町土面積

に占める

道路面積

割合 

人口千人

当たり 

道路面積 

ha ha ha ha ha 人 ％ ha/千人 

平成 10 年 222 0 0 222 3,000 47,844 7.4 4.6 

平成 11 年 248 0 0 248 3,000 47,885 8.3 5.2 

平成 12 年 250 0 0 250 3,000 47,964 8.3 5.2 

平成 13 年 252 0 0 252 3,000 47,945 8.4 5.3 

平成 14 年 257 0 0 257 3,000 47,881 8.6 5.4 

平成 15 年 258 0 0 258 3,000 47,644 8.6 5.4 

平成 16 年 258 0 0 258 3,000 47,432 8.6 5.4 

平成 17 年 259 0 0 259 3,000 47,364 8.6 5.5 

平成 18 年 265 0 0 265 3,000 47,422 8.8 5.6 

平成 19 年 266 0 0 266 3,000 47,486 8.9 5.6 

基準年次

平成 20 年
267 0 0 267 3,000 47,518 8.9 5.6 

参考年次

平成 27 年
274 0 0 274 3,000 46,520 9.1 5.9 

目標年次

平成 32 年
274 0 0 274 3,000 45,277 9.1 6.1 

※町面積 3,000ha は、国土地理院「全国市区町村別面積調」による。 

※人口は、住民基本台帳（各年 12月１日）による。 
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（12）宅地面積の推移と目標 

 

  宅地面積 

区分 住宅地
工業 

用地 

その他

の宅地
計 

町土面積 世帯 

町土面積 

に占める

宅地割合 

1世帯当

たり住宅

地面積 

 ha ha ha ha ha 世帯 ％ ㎡/世帯 

平成 10 年 413 11 159 583 3,000 15,220 19.4 271 

平成 11 年 419 10 160 589 3,000 15,704 19.6 267 

平成 12 年 421 11 159 591 3,000 15,922 19.7 264 

平成 13 年 425 9 160 594 3,000 16,059 19.8 265 

平成 14 年 426 8 188 622 3,000 16,257 20.7 262 

平成 15 年 428 10 191 629 3,000 16,385 21.0 261 

平成 16 年 430 10 192 632 3,000 16,553 21.1 260 

平成 17 年 432 11 192 635 3,000 16,779 21.2 257 

平成 18 年 435 9 184 628 3,000 17,119 20.9 254 

平成 19 年 440 11 181 632 3,000 17,419 21.1 253 

基準年次 

平成 20 年 
443 8 186 637 3,000 17,670 21.2 251 

参考年次 

平成 27 年 
445 20 187 652 3,000 － 21.7 － 

目標年次 

平成 32 年 
449 20 189 658 3,000 － 21.9 － 

※町面積 3,000ha は、国土地理院「全国市区町村別面積調」による。 

※世帯は、住民基本台帳（各年 12月１日）による。 
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（13）その他の面積の推移と目標 

 

  

区分 

その他の

面積 
町土面積

町土面積

に占める

その他の

割合 

 ha ha ％

平成 10 年 431 3,000 14.4 

平成 11 年 415 3,000 13.8 

平成 12 年 420 3,000 14.0 

平成 13 年 414 3,000 13.8 

平成 14 年 404 3,000 13.5 

平成 15 年 397 3,000 13.2 

平成 16 年 402 3,000 13.4 

平成 17 年 395 3,000 13.2 

平成 18 年 410 3,000 13.7 

平成 19 年 424 3,000 14.1 

基準年次 

平成 20 年 
422 3,000 14.1 

参考年次 

平成 27 年 
430 3,000 14.3

目標年次 

平成 32 年 
436 3,000 14.5

※町面積 3,000ha は、国土地理院「全国市区町村別面積調」による。 
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（14）市街地の人口と面積 

 

市街地人口 市街地面積 総人口 
市街地人口

／総人口 区分 

人 ha 人 ％ 

平成 12年 25,515 326 47,336 53.9 

平成 17年 25,561 331 46,646 54.8 

参考年次 

平成 27 年 
25,448 331 46,520 54.7 

目標年次 

平成 32 年 
24,330 331 45,277 53.7 

※人口：国勢調査  

 

 

 

 

 

 

 

 



杉戸町国土利用計画 

 

－  － 33

（15）地目転換マトリックス表 

区分 農 用 地 森 林 

水 面 ・

河 川 ・

水 路

道 路 宅 地 そ の 他 
合 計

（平成20年）

農 用 地 1,315 2 2 2 12 1 1,407

森 林 － 21 － － － － 21

水 面 ・ 河

川 ・ 水 路 
－ － 267 － － － 267

道 路 － － － 269 － － 267

宅 地 － － － 1 669 － 637

そ の 他 － － － 2 2 435 401

合 計 

（平成32年） 
1,315 23 269 274 683 436 3,000
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（16）用 語 解 説 

【あ 行】 

一般道路（いっぱんどうろ） 

道路法第２条第１項に定める道路。 

農道、林道、道路運送法にいう自動車道、港湾道路等の特定目的のための道路や私道、

里道は含まない。 

オープンスペース（おーぷんすぺーす） 

都市や敷地内で建物のない開放性を備えた空間 

温室効果ガス（おんしつこうかがす） 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。京都議定書では、二

酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、

六ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減対象となっている。 

【か 行】 

開発行為（かいはつこうい） 

建築物の建築、土石の採掘、開墾等の目的で行われる土地の区画形質の変更をいう。 

なお、建築物の新築、改築等は、ここでは含まない。 

環境衛生施設（かんきょうえいせいしせつ） 

上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設、共同墓地及び火葬場をいう。 

環境用水（かんきょうようすい） 

水質の浄化、親水空間の創出、修景、生態系の保護など自然環境、社会環境、生活環

境の維持改善を図ることを目的とする用水。 

基準年次（きじゅんねんじ） 

計画の基礎となる年次であり、通常、計画策定時において様々な実績値を網羅的に把

握できる直近の年次としている。 

原野（げんや） 

一般的には、人の手が加えられずに長年雑草や灌木類が生えるままの状態に放置され

ている土地。埼玉県国土利用計画では、「世界農林業センサス林業調査報告書」の「森

林以外の草生地」であって、「採草放牧地」又は林野庁所管の国有林以外の土地をいう。 

公園緑地（こうえんりょくち） 

公園、広場、墓園など、都市環境の改善と良好な都市環境の形成を図り、都市の健全

な発達と住民の心身の健康の保持増進など健康で文化的な都市生活を確保するための土

地である。 

公用・公共用施設（こうよう・こうきょうようしせつ） 

文教施設、公園緑地、厚生福祉施設、交通施設、防衛施設、官公署など公のために設

けられた施設をいう。 

工業用地（こうぎょうようち） 

一般には、工業生産を行うための土地。 

埼玉県国土利用計画では、住宅地との重複等を考慮して、従業員10人以上の事業所の

敷地としている。 
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耕作放棄地（こうさくほうきち） 

農林水産省の統計調査における区分であり、調査日以前１年以上作付けせず、今後数

年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地。 

なお、これに対して、調査日以前１年以上作付けしなかったが、今後数年の間に再び

耕作する意思のある土地は不作付地といわれ、経営耕地に含まれる。 

工場の立地動向（こうじょうのりっちどうこう） 

工場の新規立地及び移転の動向である。 

統計資料としては経済産業省「工場立地動向調査」がある。 

厚生福祉施設（こうせいふくししせつ） 

病院、保健所、福祉事務所など国民の健康で幸福な生活に資する施設をいう。 

交通施設（こうつうしせつ） 

道路、鉄道、空港、港湾など、交通の用に供される施設。ただし、埼玉県国土利用計

画の「その他」の利用区分で用いられる場合は道路を含まない。 

【さ 行】 

サービス化（さーびすか） 

経済社会諸活動における非物的価値の増大をいう。具体的には、第三次産業のような、

物的な価値ではなく主として行為に価値を置く業種が拡大する状況をいう。ただし、必

ずしも産業の分野に限るものではなく、あらゆる分野でこの傾向がみられる。 

災害（さいがい） 

暴風、豪雤、豪雪、洪水、渇水、高潮、地震、津波、噴火等の異常な自然現象や大規

模な火事、爆発、放射性物資の大量放出、船舶の沈没等の事故を原因として生ずる被害

のことをいう。このうち、暴風、豪雤等の異常な自然現象により生じる被害を「自然災

害」という。 

採草放牧地（さいそうほうぼくち） 

農地法第２条第１項に定める採草放牧地をいう。農地以外の土地で、主として耕作又

は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものである。 

なお、ここでいう耕作又は養畜の事業のための採草とは、具体的には肥料、飼料の材

料を得るための採草のことである。 

産業・物流インフラ（さんぎょう・ぶつりゅういんふら） 

産業集積を促進するための工場、事業場、人材育成施設、物流施設等の基盤をいう。 

市街地（しがいち） 

埼玉県国土利用計画では、国勢調査の定義による人口集中地区（ＤＩＤ）をいう。都

市計画関係では、都市計画法でいう既成市街地の意味で用いることがあるので注意を要

する。 

自然環境（しぜんかんきょう） 

日光、大気、水、土、生物等によって構成され微妙な系として国土に存在する植生、

野生動物、地形地質等を総称したもの。 

自然環境保全基礎調査（しぜんかんきょうほぜんきそちょうさ） 

自然環境の保全を図るため、国が自然環境保全法に基づいて実施する基礎的な調査。

これまでに、植生、野生動物、河川、湖沼、海岸等の自然環境に関する調査が行われて

いる。 



杉戸町国土利用計画 

 

－  － 36

自然的土地利用（しぜんてきとちりよう） 

農林業的土地利用に、自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水面、河川、

海浜等の土地利用を加えたもの。都市的土地利用以外の土地利用を総称したものである。 

町土（ちょうど） 

土地、水、自然等の町土資源及びこれに人間が働きかけ形成した蓄積の総体をいう。 

町土資源（ちょうどしげん） 

土地、水、自然等をいう。地表面そのもの又は地表面に展開し、人間にとって様々な

価値をもたらす素材である。 

町土保全（ちょうどほぜん） 

急傾斜地の崩壊や土砂流失、地すべり、洪水による浸食、堆積、海岸浸食、公害及び

鉱害による地盤沈下など、主として地表面における物質移動による土地形状の変化を抑

制又は停止させることをいう。 

町土保全施設（ちょうどほぜんしせつ） 

治山施設、治水施設、砂防施設、海岸保全施設、急傾斜地崩壊対策施設、下水道施設

等をいう。 

町土の利用区分（ちょうどのりようくぶん） 

埼玉県国土利用計画では、農用地、森林、宅地等の地目別区分及び公用・公共用施設

用地、レクリエーション用地、低未利用地、市街地の区分をいう。 

町土利用（ちょうどりよう） 

土地、水、自然という側面からみて、町土を利用することをいう。土地利用に比較し

て、町土利用は水や動植物等の利用を含むことから、より広範な概念である。 

住宅ストック（じゅうたくすとっく） 

既存のものあるいは新規に供給されることで蓄積される我が国の住宅全体をいう。 

住宅地（じゅうたくち） 

「固定資産の価格等の概要調書」において、評価地積のうち住宅用地及び非課税地積

のうち都道府県営住宅用地、市町村営住宅用地及び公務員住宅用地とされている土地を

いう。 

諸機能（しょきのう） 

生産機能、商業機能など人間が形成した社会的機能の総称したものである。一般的に

は、中枢管理機能など高次の機能を意識して用いられることが多い。 

人口（じんこう） 

当該地域に存在する人の数で、単に人口といった場合、常住人口（夜間人口）をさす。 

例えば国勢調査の場合、調査実施時に当該地域の住居に３か月以上にわたって居住し

ているか、あるいは３か月以上住むことになっている人口をいう。通勤・通学等によっ

て一時的に他地域に存在することになる人々も住居の存在する地域の常住人口とされる。 

人口集中地区（ＤＩＤ）（じんこうしゅうちゅうちく） 

国勢調査の結果に基づき、その調査区を基礎単位として用い、市町村の境域内で人口

密度の高い調査区（原則として人口密度が１㎢当たり約4,000 人以上）が隣接し連担し

た区域全体の人口が5,000 人以上となる区域をいう。 

親水空間（しんすいくうかん） 

地域住民等が河川、海岸、水路等の水に親しむことができる場を立体的・空間的に呼

称したもの。 

森林（しんりん） 

一般的には、集団となって生育している木竹及びその土地（林地）であるが、国土利

用計画では、森林法にいう国有林と民有林の合計である。 
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なお、現在木竹が生育していなくても、将来的に木竹の集団的生育に供される土地

（例えば植林前の伐採跡地）は森林に含まれる一方、農地や宅地等にある樹林地は森林

に含まれない。 

水面・河川・水路（すいめん・かせん・すいろ） 

一般的には、陸域において通年水面のみられる部分であるが、埼玉県国土利用計画に

おいては、水面は湖沼（天然湖沼及び人造湖）とため池の満水時の水域部分、河川は河

川法による一級河川、二級河川及び準用河川の河川区域、水路は農業用用排水路として

いる。 

生活環境（せいかつかんきょう） 

日常生活の安全性、住宅の快適性、自然の豊かさ、文化活動の活発さや交流機会の多

さなど、我々の日常生活をとりまく環境をいう。 

生活関連施設（せいかつかんれんしせつ） 

学校、病院、公民館、公園、図書館等の教育、厚生、福祉、文化施設、スーパーマー

ケット、食堂等の消費施設、交通施設、その他の都市基盤施設をいう。 

成熟化社会（せいじゅくかしゃかい） 

量的拡大のみを追求する経済成長が終息に向かう中で、精神的豊かさや生活の質の向

上を重視する社会をいう。 

生態系（せいたいけい） 

生物とそれを取り囲む環境を一つの物質循環系としてとらえたもの。生物群集と無機

的環境とが織りなす物質系の概念である。 

生態系ネットワーク（せいたいけいねっとわーく） 

多種多様な生息・生育空間の適正配置と連続性の確保に関するシステムのこと。動植

物の生息・生育に適した空間を体系的に保全することにより、遺伝子レベル、種レベル

及び生態系レベルにおける生物多様性の保全を図るために必要とされている。 

世帯（せたい） 

住居と生計を共にするか異にするかという観点からみた人間集団の単位をいう。一般

世帯と施設等の世帯に区分される。 

その他の宅地（そのたのたくち） 

埼玉県国土利用計画では、宅地のうち住宅地及び工業用地のいずれにも該当しない土

地をいう。事務所、店舗用地や家屋面積の10倍を超える部分の宅地等がこれに含まれる。 

ソフト化（そふとか） 

装置、施設（ハード）を主体とした追求から、その利用技術（ソフト）を主体とした

追求へと経済社会活動の目的が移っていく流れをいう。サービス化と併せて用いられる

ことが多い。 

【た 行】 

宅地（たくち） 

一般的には住宅地の意味で用いられることもあるが、埼玉県国土利用計画における宅

地とは、土地登記上宅地とされた土地、すなわち、建物の敷地及びその維持もしくは効

用を果たすために必要な土地をいう。したがって、住宅地以外に、工業用地、事務所、

店舗用地等が含まれる。 

地域整備施策（ちいきせいびせさく） 

地域の生活条件や生産条件、自然環境等を整備し、総合的な居住環境等の向上のため
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に行われる施策を総称したもの。 

低炭素社会（ていたんそしゃかい） 

生活の豊かさの実感と温室効果ガス排出削減が同時に達成できる社会。具体的には、

社会の隅々まで環境に対する配慮と技術が浸透し、従来からの技術や新しい革新的技術

の普及により、環境保全と両立しながら豊かな生活と経済成長が確保できる社会。 

低未利用地（ていみりようち） 

土地利用がなされていないもの、又は個々の土地の立地条件に対して利用形態が社会

的に必ずしも適切でないものをいう。特に、大都市においては、地価水準に比べてかな

り低い収益しか得られていない状態が一つの目安となる。 

都市（とし） 

人々が密集して生活、生産活動を展開している地域をいう。 

埼玉県国土利用計画では、おおむね市街地（人口集中地区）及び計画期間中に市街地

化すると考えられる地域を想定して用いている。 

都市的土地利用（としてきとちりよう） 

住宅地、工業用地、事務所、店舗用地、一般道路など、主として人工的施設による土

地利用をいう。 

都市福利施設（としふくりしせつ） 

中心市街地の活性化に関する法律の「都市福利施設」と同義であり、教育文化施設、

医療施設、社会福祉施設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施

設をいう。 

【な 行】 

二次的自然（にじてきしぜん） 

人間の働きかけと自然の循環システムとの相互関係によって形成された半人工的な自

然であり、農林業的土地利用が行われている地域の自然がその代表的なものである。 

農業生産基盤（のうぎょうせいさんきばん） 

農業生産に必要な農用地、農業用用排水施設、農道等の固定資本（土地に固定された

施設の蓄積）をいう。 

農業用用排水路（のうぎょうようようはいすいろ） 

農業用水を供給し、排水するための水路。かんがい時には堰上げにより水位を上昇さ

せ、排水時には堰をはずし、水位を下げるなど水位をコントロールしながら同一の水路

を用水、排水両方に用いる場合と、用水、排水を分離してそれぞれ専用の水路を用いる

場合がある。 

農山漁村（のうさんぎょそん） 

自然的地域のうち、人為的な影響が強く、また恒常的であるため、自然の循環システ

ムがやや変節した形で機能している地域をいう。またこの場合、住宅が密集している集

落等も農山漁村に含まれる。 

農地（のうち） 

広義には農業に用いる土地全般を指すが、埼玉県国土利用計画では農地法第２条第１

項に定める農地、すなわち耕作の目的に供される土地であって、畦畔を含み、作物統計

において「田」及び「畑」とされている土地をいう。 

農道（のうどう） 

農産物及び営農資材の輸送並びに営農活動の効率化のため、農村地域に設けられた道
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路。 

埼玉県国土利用計画では、ほ場内農道及びほ場外で「市町村道路台帳」に記載された

農道をさす。 

農用地（のうようち） 

農業生産に利用される土地で、埼玉県国土利用計画では、農地法第２条第１項に定め

る農地及び採草放牧地をいう。 

なお、農用地をその良好な環境形成機能に着目して表現する場合、これを生産緑地と

いうことがある。 

【は 行】 

文教施設（ぶんきょうしせつ） 

学校、図書館など国民の教育、文化の向上に資する施設をいう。 

【ま 行】 

街並み景観（まちなみけいかん） 

地形や自然環境、建築物、街路等の街並みの構成要素が総体として生み出す外観をい

う。 

水環境（みずかんきょう） 

水を中心にとらえた環境をいう。水質、水量、水生生物、水辺地を含む概念であり、

この場合の環境とは、特に人間に豊かな恵みをもたらすものとしてとらえている。 

水辺空間（みずべくうかん） 

川辺、湖畔、海岸など水際の空間をいう。 

目標年次（もくひょうねんじ） 

計画の最終目標を設定した年次。 

【や 行】 

優良農用地（ゆうりょうのうようち） 

土地生産力が高く、かつ、少なくとも数10ha以上の規模で集団化していて労働生産性

の向上に期待がもてる農用地、または農業に対する公共投資の対象となった農地をいう。 

【ら 行】 

ライフライン 

「生活の幹線、すなわち都市生活を含む上での命綱」（Duke、1975）と定義されるも

のであり①公共性が高い、②システムやネットワークが形成されている、③物資・情報

等の伝達機能を有している等の特徴を有している。 

具体的には、電気、ガス、上下水道、交通、通信といった狭義の施設と、これらに工

業用水道、廃棄物等の処理システム、農業用ため池、空港等を加えた広義の施設がある

が、埼玉県国土利用計画では、主として狭義の施設を対象としている。 
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緑地（りょくち） 

樹林地、草地、水辺地等が単独で、又は一体となって、良好な自然環境を形成してい

るものをいう。 

緑地帯（りょくちたい） 

環境保全等を目的として道路沿いや空港周辺等に設置されている、一群の樹林地をい

う。 

緑地・水辺景観（りょくち・みずべけいかん） 

緑地景観とは、都市公園、都市近郊林等の緑を中心とした空間により形成される景観を

いう。また、水辺景観とは、河川等の水辺を中心とした空間により形成される景観をいう。 

林道（りんどう） 

林産物の輸送など、森林の管理・経営の改善のために、森林の内外を通じて築設され

た道路。埼玉県国土利用計画では、国有林道及び民有林道のうち、林道規定（林野庁長

官通達）第４条に定める自動車道をいう。 

レクリエーション用地（れくりえーしょんようち） 

町民のレクリエーション活動に供される土地。埼玉県国土利用計画では、観光白書の

「公的観光レクリエーション地区」、「公的観光レクリエーション施設」及び「民間観

光レクリエーション施設」を用いている。 
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