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N 千葉柏道路



 

これまでの発展の経緯や市街化の動向などを踏ま

え、野田地域は、主に国道16号以西を市街地ゾ
口市街地ゾーン

一ンとして位置付け、豊かな自然環境や歴史的資

源と調和した市街地の形成を図リます。また、関宿

地域においては、関宿北部地区と関宿中部地区に

おいて面的な整備が行われている地域を市街地
ゾーンとして位置付けます。

野田地域は、主に国道16号以東を都市における
農業振興ゾーンとして位置付け、農業環境の保全

を図ることはもとよリ、市民の憩いの場の提供のた

農業振興 め、農地・緑地などの多様な自然資源をいかした

ゾーン みどリ豊かな空間形成を図リます。また、関宿地域

においては、河川沿いに広がる優良な一団の農地
の保全を図リます。

利根川、江戸川、利根運河沿いの広大な自然環境

緑地レクリ

エーション

の下、自然に親しみながら多様なスポーツ、レク

リエーション活動の場として位置付け、サイクリン

ゾーン グ道路などの整備充実を促進します。

南北方向の広域的な幹線道路である、国道16号
を南北軸として位置付け、交通混雑緩和のため、

機能強化（千葉柏道路の早期整備）を促進します。

あわせて、主要地方道結城野田線、我孫子関宿線
南北軸 及び市道山崎野田線を南北方向に形成された市

街地の各拠点を短時間で結ぶ移動の軸として形
成を図リます。

東西方向の広域的な幹線道路である、主要地方道

つくば野田線、越谷野田線、野田牛久線、境杉戸線

バイパス（都市計画道路台町元町線）及び一般県

道岩井関宿野田線を東西軸として位置付け、交通

東西軸 混雑緩和のため、機能強化を確保します。また、首

都圏ヰ央連絡自動車道の整備とあわせて、東西方

向の拠点や市街地を短時間で結ぶ移動の軸とし
ての道路の整備を促進します。

都市計画道路山崎吉春線、今上木野崎線及び市
道船形吉春線、主要地方道松戸野田線（一部の区

環状軸
間）、我孫子関宿線（一部の区間）などを環状軸と

位置付け、市街地内への通過交通を排除するとと

もに、地区間の移動の軸としての形成を図リます。

東武野田線を公共交通の軸として位置付け、連続
‘‘［コ■． 立体交差事業による高架化及びそれを契機とした

公共交通軸 複線化を促進します。また、市民の通勤、通学等日

（複線化の促遡 常生活の利便性の向上に向けて、東京直結鉄道の

整備を促進します。

利根川、江戸川及び利根運河の広大な水辺空間を

「水の軸」として位置付け、水の持つ潤いややすら
‘n‘‘n‘“‘ ぎを享受できる環境づくりを進めます。さらに、こ

水の軸 れらの河川と河［1敷が一体となってつくりだす開

放的な景観や分岐点付近の特徴的な水辺景観を
堪能することができる河川の保全に努めます。

禾1」根川、江戸川及び利根運河沿いの豊かな自然環

o：t・桓亘
境を始めとした大規模な緑地を大きな骨格として

中央の杜や国道16号沿道の山林などを相互に
みどりの軸 結びつける「みどりの軸」として位置付け、みどりの

保全や創出に努めます。
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野田市駅周辺は、既存の伝統産業を保全・活用し、

魅力的な景観形成を図るとともに、商業・業務など

各種サービス機能や駅前広場、駐輪場などの都市
機能の集積とあわせ、回遊性のある野田市の中心と

しての都市空間の形成を図ります。

愛宕駅周辺は、周辺の市街地整備と一体的な商業・

業務機能の集積と駅前広場や駐車場などの整備を
推進するとともに、誰もが快適に暮らせる市街地の
形成を図ります。

川間駅周辺は、駅前広場や駐輪場などの都市施設
の整備を推進するとともに、都市機能の集積による

利便性の高い拠点形成を図リます。

梅郷駅周辺は、南の玄関口として、駐輪場などの周

辺の市街地整備とあわせた商業集積を図るととも

に、都市機能の集積による利便性の高い拠点形成
を図ります。

関宿中央ターミナル・関宿支所周辺は、関宿地域の

中心として商業業務地の形成を図るとともに、土地

区画整理事業により落ち着きのある街並みと調和し

た住宅市街地としての拠点形成を図ります。

中里工業団地は、周辺の自然環境に配慮した産業
拠点とし、川間地区における職住近接のまちづくり

のために就業の場を確保しますe

南部工業団地、野田工業団地は、東京理科大学に隣

接する立地条件をいかし、産学官交流のある産業拠
点として形成を図リます。

泉地区は、国道16号沿道の利便性をいかした土
地利用を図り、良好な操業環境を創出しつつ、周辺

環境との調和に配慮した良好な産業拠点の形成を
図リます。

関宿はやま工業団地は、北関東及び東北方面への
アクセスに優れた立地性をいかし、産業基盤の充実
・ 強化や地域経済の活性化及び雇用の確保等を図
リます。

中央の杜を野田市のみどりのシンボルとして位置
付け、市民と行政の協働による山林の保全に努め
るとともに、市民の郷土意識の醸成を推進します。

野田市総合公園周辺を自然の中での多様なスポ

ーツ、レクリエーションの場として位置付け、施設の
整備を推進するとともに、周辺の山林などの自然
環境の保全・活用を図リます。

野田市関宿総合公園を多様なスポーツ、レクリエ

ーションによリ市民の交流を深める場として位置付
け、スポーツの振興を図リます。

野田市スポーツ公園を自然とふれあうことができ
るスポーツ、レクリエーションの場として位置付け、
自然の中での多様なスポーツや自然教育に対応し
た施設の整備を推進します。

関宿にこにこ水辺公園は、利根川、江戸川の分岐地
点に位置する関宿城博物館を中心とした広域的な
レクリエーション需要を満たす緑地として保全及び
利用を推進します。

こうのとりの里周辺をコウノトリをシンボルとした
生物多様性の取組等を充実、発展させ、自然環境
の保全、再生、利活用を推進します。



 

部門別方針

将来都市像の実現に向けて、土地利用、交通

体系、自然環境などの各視点からまちづくりの

方針を示したものです。

（1）自然環境と調和したコンパクトな市街地の形成

（2）ゆとりと落ち着きのある住宅地の形成

（3）にぎわいと趣のある商業地の形成

（4）新たなインパクトの活用による

　　　　　にぎわいや魅力を創出する土地利用の推進

（1）他都市へ自由にアクセスできる

　　　　　　　　　　　　広域的な交通体系の整備

（2）日常でのアクセスを便利にする交通体系の整備

（3）交通処理能力を高める交通機関相互の連携強化

（4）人や自然にやさしい安全で快適な道路整備



 

　示すもので、12種類の用途地域と対応するものではありません。

凡　例

［：］住環境の向上を図る地域

［：］ゆとりある住宅地を保全する地域

■■中心商業地

［］一般商業地

匡≡1工業地

・・・・・・… 幹線道路沿道開発誘導ゾーン

”‘’’’’” 既存工業団地連携誘導ゾーン

□霧脇工業地と酵’業務が共存■南北軸

呂罐罐開発と人材育成

口優良な農地を保全する地域

［：コ農地等と集落が共存する地域

＊　観光商業整備誘導ゾーン

＊　非住居系開発誘導ゾーン

匝］公共交通軸

巨ヨ河川
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福田地区

【地区の将来像】

水とみどりの豊かな自然環境の中で、

　　　　　人と自然との交流を育むまち

【まちづくりの基本目標】

◇水とみどりの豊かな自然環境を保全し、環
　境にやさしいまちづくりを目指します

◇優れた自然景観に配慮した、自然と共生す
　るまちづくりを目指します

◇良好な緑地空間を活用して、スポーツ・レク

　リエーションの拠点づくりを目指します

コウノ　　シン・ミル　しこ
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【凡　例】

■市民の憩いの場となる緑腔間

口　農地等と集落が共存する地域

、㌦’、㌦’、　優良な農地を保全する地域

［：：：コ　住環境の向上を図る地域

［：：：コ　ゆとりある住宅地を保全する地域

■　地区住民の日常購買を満たす商業地

一工業と住宅の共生を図る地域

一　エ業を主体とした地域

：：：：コ　緑豊かで良好なまちなみ景観を形成する地区

一広域幹線道路
一幹線道路
一補助幹線道路
コ0エ東武野田線（複線化の促進）

ζ：：：）　鉄道高架区間

一河川、調節池、水路
O
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地域・文化拠点

スポーツ拠点

小・中学校

公民館

福祉施設

その他の公共施設

歴史文化資源

自然資源

自然・歴史文化資源

一ゴルフ場
　＊　　　駅を中心としたサービス拠点

く：：：：’　　土地利用検討ゾーン

ー・一・一　地区界
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関宿南部地区

【地区の将来像】

歴史と自然を活用し、安心して

　　生活が営める人にやさしいまち

【まちづくりの基本目標】

◇阿部沼落堀沿いを中心とした治水対策を

　実施し、だれもが安心して生活できるまち

　づくりを目指します

◇野田市関宿総合公園、向ノ内森林公園、河

　川及び水田等のみどり豊かな自然や、歴史

　をもつ社寺を有効に活用し、みどりを重視

　したまちづくりを目指します

【凡　例】

■■■■■　市民の憩いの場となる緑地空間

［：：：］　農地等と集落が共存する地域

N：N：：・llN　優良な農地を保全する地域

［：：：コ　住環境の向上を図る地域

［：：：1ゆとりある住宅地を保全する地域

■地区住民の日常購買を満たす商業地

一　工業を主体とした地域

：：：：コ緑豊かで良好なまちなみ景観を形成する地区

■■■■■広域幹線道路

一幹線道路
■■■■■補助幹線道路

■■■■■河川、調節池、水路
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行政拠点

地域・文化拠点

スポーツ拠点

小・中学校

公民館

福祉施設

その他の公共施設

歴史文化資源

土地利用検討ゾーン

治水対策重点地区

地区界



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野田市都市計画マスタープラン 
 

平成 30 年２月１４日改訂 

 

野田市建設局都市部都市計画課 

〒278-8550 千葉県野田市鶴奉 7-1 

TEL  04-7125-1111 

FAX  04-7122-1558 

http：//www.city.noda.chiba.jp/ 

 

「野田市都市計画マスタープラン」の上位計画である「野田市総合計画」が平成 

２８年度からスタートし、また、千葉県により「野田都市計画 都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針」の見直しが行われました。このような背景を踏まえ、

基本的な都市構造等の継承を図りつつ、二つの上位計画との整合を図り、時点修正

を基本とする形で見直しを行いました。 


