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利用にあたって 
                       令和３年１０月発行 

 
趣 旨 

「埼玉の土地」は、埼玉県国土利用計画及び埼玉県土地利用基本計画の管理運営

に資するために、土地利用諸施策に関係する方々の協力を得て、毎年度作成してい

るものです。 

 
内 容 

埼玉県の県土利用の現況と土地利用に関する各種の施策を体系的にとりまとめ

ています。 
   また、本文に関連する各種資料等を掲載しています。 
    主に掲載されている内容は、以下のとおりです。 
 
  １ 県土の現況 
  ２ 土地に関する総括的施策 

  ３ 土地に関する個別的施策 

  ４ 土地利用調整 
 
資 料 

 原則として令和３年３月末時点、あるいは入手可能な最新データを掲載していま

す。各種資料の調査時点は、それぞれの資料をご覧ください。 
 
 
 
 
 
 

 

本資料に関する問い合わせ先 

 

埼玉県企画財政部土地水政策課 

土地政策担当 

 

〒330-9301 

さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

  

電 話 ０４８（８３０）２１８８（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

ＦＡＸ ０４８（８３０）４７２５ 
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第４ 土地利用調整 

 １ 土地利用計画調整会議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７３ 

 ２ ゴルフ場等の造成事業に関する指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７３ 

 

資料編 
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