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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 70.8 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

棟 平成23年度 平成29年度

％ 平成23年度 平成29年度

人 平成24年度 平成29年度

都道府県名 埼玉県 東松山市 高坂駅東口地区

計画期間 交付期間 29

大目標：豊かな自然と活気ある人々が共生し、安心・安全で住み続けられるまちづくりの形成
　目標１：安心安全な住環境の確保
　目標２：市民の交流の場の提供

　・東松山市は、東京都心から北西に約50km、埼玉県のほぼ中央に位置し、総面積は65.35k㎡であり、現在も緑豊かな武蔵野の面影を色濃く残している。
　・市内には、豊かな自然環境とともに、多くの河川が存在し、豊かな水辺環境も有している。
　・本地区は、東松山市の南部に位置し、東武東上線高坂駅東口に隣接した地区である。また、地区付近は、地区東側の低地に比べ台地となっており、その地に市街地が形成されてきている。
　・本地区は、地区付近を国道407号線が縦断するなど恵まれた交通条件にあるため、旧来より、市街地化されており、東松山市の第2の中心市街地として発展を遂げてきた。近年においても、地区内農地の宅地化が進んでいる。
　・地区内において、高坂駅東口第一土地区画整理事業（東松山市施行）が進められ、また、地区東側に隣接して、高坂駅東口第二特定土地区画整理事業（都市再生機構施行）が進められている。
　・本地区の土地利用状況としては、住居系を主体とし、東武東上線高坂駅周辺、国道407号沿道には商業施設及び一部工業系の土地利用がなされているが、他は、住居系及び農地で占められている。

　・本地区内は交通条件等が好立地であり、農地の宅地化が進んでいるが、道路等の公共施設が未整備である箇所が多い。
　・本地区内の道路としては国道、県道及び主要な市道が数路線のほか、土地区画整理事業により街区道路の整備が進んできているが、幅員4m未満の未整備道路も残っている。
　・このため、駅前交通広場、都市計画道路等の根幹的都市施設に併せて区画道路等の公共施設を整備し、健全で良好な居住環境を有する宅地の造成と既存宅地の環境改善が求められている。
　・併せて、居住環境の整備とともに公園等の賑わいや市民の交流の場も不足しているため、それらを地区内に増やすことにより地区の活気を取り戻すことも必要となる。

　・第4次東松山市基本構想において、この高坂駅を中心とした地域は、本市の副次的な拠点として位置付けており、駅周辺には商業地を、その外側の区域には住宅地を配置し、そのための実現策として土地区画整理事業を実施するとしている。
　・東松山市都市計画マスタープラン・地域別構想においては、高坂駅周辺を駅前シンボル拠点として位置付け、駅前広場の整備や人々が集い生活することができる環境整備などを進めることにより、本市の”顔”にふさわしいにぎわいのある景観形成を
行い、拠点への都市機能集積と魅力の創出に努めていくとしている。
　これらの主要な施策の実現に向けて、この都市再生整備計画において具体化する。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

1150

２．狭隘道路率 地区内の総道路延長における４m未満の道路延長割合
区画整理事業での狭隘道路の解消による安心・安全なまちづくり
環境を目指す。

25 5

１．地区内の建物棟数 地区の建物棟数
区画整理事業による都市基盤及び宅地の整備による住宅などの
建物の増加を目指す。

1001

250３．公園づくりへの住民参加人数 地区内の公園づくりに係る住民の参加人数（５カ年の累計）
住民参加の公園ワークショップ等を開催し、公園に対する愛着を
高めてもらうと共に、地域の交流の活性化を目指す。

0



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
○街並み形成の誘導を図るための方策について
　当該地区においては、高坂駅東口第一土地区画整理事業を実施しており、駅前広場やその周辺における道路網整備及び景観なども併せて検討していきます。また拠点に必要なにぎわいの施策や活動について、市民参画による共同作業の取り組み
の中で実施します。

○交付期間中の計画の管理
　交付期間中においては各種の事業を円滑に進め、目標に向かって確実な効果をあげるために、事業成果についての評価や事業の進め方の改善を行う。

方針に合致する主要な事業
整備方針１（安心・安全な住環境の確保）
 ・道路、公園等の公共施設の基盤整備を行い、安心安全なまちを構築する。また、併せて無秩序な市街化進行を防止し、防災性や居住環境の誘導を
　行う。

土地区画整理事業（高坂駅東口第一土地区画整理事業）
公園（４号・６号・７号公園）
関連事業（高坂駅東口第一地区地区計画）

整備方針２（市民の交流の場の提供）
 ・高坂駅周辺において玄関口にふさわしい賑わいある空間形成を目指す。そのため駅前広場及び駅周辺街区（近隣商業地域）における道路の整備によ
り、交流を誘導する空間整備を図る。
・公園整備にあたっては、ワークショップ等を実施し、協働による交流の場づくりを行う。
・シンボルロードである高坂駅前通線（駅周辺部）における緑化活動を進め、まちづくりへの参加意識の向上を図る。

公園（４号・６号・７号公園）
高質空間形成施設（駅前広場、区12-2・3・4号線）
地域創造支援事業（高坂駅前通線沿道のにぎわい創出活動の支援）



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

道路

公園 東松山市 直 1,400㎡ H26 H27 H26 H27 29 29 29 29

東松山市 直 1,800㎡ H25 H26 H25 H26 36 36 36 36

東松山市 直 3,400㎡ H25 H26 H25 H26 67 67 67 67

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 東松山市 直 4,000㎡ H29 H30 H29 H29 128 128 128 128

東松山市 直 515m H28 H29 H29 H29 10 10 10 10

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業（中心拠点誘導施設）

土地区画整理事業 東松山市 直 70.8ha H6 H30 H25 H26 2,479 123.5 123.5 123.5

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,749 393.5 393.5 0 393.5

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0

合計(A+B) 393.5
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
東松山市 国土交通省 70.8ha ○ H6 H30 17,295

東松山市 国土交通省 70.8ha ○ H27 H29

東松山市 70.8ha

高坂中央通線の立体交差化 埼玉県 国土交通省 233m ○ H24 H26

東松山市 国土交通省 100m ○ H29 H29

合計 17,295

0.4

第７号公園

第６号公園

交付対象事業費 393.5 交付限度額 157.4 国費率

交付期間内事業期間
細項目

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

第４号公園

駅前広場

区12-2・3・4号線

高坂駅東口第一地区

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

まちづくり活
動推進事業

事業活用調
査

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

地区計画 高坂駅東口第一地区

道路

規模

土地区画整理事業 高坂駅東口第一地区

都市再生区画整理事業 高坂駅東口第一地区

地域創造支援事業 高坂駅前通線沿道



都市再生整備計画の区域

　高坂駅東口地区（埼玉県東松山市） 面積 70.8 ha 区域 大字高坂の全部及び大字毛塚、大字正代、大字宮鼻、大字大黒部の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都

計の場合は、適宜下図を作成すること。

・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ず

スケールバー・方位を記入すること。

・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りとし、

地区名、区域面積を記入すること。

・地区の相対的な位置関係が明確になるように、

国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマー

クとなるような施設（市役所、文化会館等）につ

いては、必ず図示すること。

【記入要領】

・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

高坂駅

東
武
東
上
線

国
道
４
０
７
号

高坂駅東口第一土地区画整理事業

H6～H30

高坂駅東口地区

（70.8ha）

関
越
自
動
車
道



地区内の建物棟数 （　棟　） 1001 （23年度） → 1150 （29年度）

狭隘道路率 （　％　） 25 （23年度） → 5 （29年度）

公園づくりへの住民参加人数 （　人　） 0 （24年度） → 250 （29年度）

　高坂駅東口地区（埼玉県東松山市）　整備方針概要図

目標
豊かな自然と活気ある人々が共生し、安心・安全で住み続けられるまちづくりの形成

　目標１：安心安全な住環境の確保

　目標２：市民の交流の場の提供

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業(土地区画整理事業)
高坂駅東口第一土地区画整理事業

■基幹事業(公園)
第４号公園、第６号公園、第７号公園
の整備等

■基幹事業(高質空間形成施設)
駅前広場、区１２－２号線、区１２－３号線、区１２
－４号線の整備

○関連事業（地域創造支援事業）
高坂駅前通線沿道のにぎわい創出活動の支援

○関連事業
高坂中央通線と東武東上線の立体交差化事業

○関連事業
・高坂駅東口第一土地区画整理事業
・地区計画
・都市再生区画整理事業


