
 

 
 

作成者 都市整備部長 小森 敏 作成日 令和２年５月１２日 

■ 将来都市像 ■  

みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに的確に対応した都市基盤整備の推進、心の豊かさを実感できる暮らし

やすく美しいまちの実現に向けて、各種施策を展開します。 

このため、戸田市第４次総合振興計画の将来都市像を実現するための基本目標である「緑と潤いのあるまち」や

「快適で過ごしやすいまち」の実現を目指し、「第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）」及び「戸田市立地適

正化計画」に基づきながら、良好な市街地の形成と都市の骨格づくり及び快適な生活環境の確保に向けた、質の高

い社会資本の整備を推進します。 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
社会情勢が変化する中、施策における事務事業の重要度や緊急度による優先性をより明確化し、これまで以上に

効果的・効率的に取り組む必要があります。 

また、市民からの行政需要（外部環境）を的確に捉え対応することが求められています。そのため外部環境を整

理し、それらに対応するために必要な課題（内部環境）を整理します。 

【外部環境】 

(1) 安全で快適な道路空間の整備や橋梁の長寿命化対策、環境に配慮した道路整備の推進 

(2) 駅周辺の拠点づくりや市街地整備の推進 

(3) 計画的な土地利用の規制・誘導や秩序ある機能的なまちづくり 

(4) 住まいの安定的な確保と良好な住環境づくり 

(5) 美しいまち並みの創出 

(6) 治水対策の推進と河川等の水質改善や親しまれる水辺空間の利活用の推進 

(7) 誰もが移動しやすい環境づくり 

【内部環境】 

(1) 国の動向(制度改革など)等を的確に把握し、時代の変化に即応できる人材の育成 

(2) 総体的に事務量が増加する中、部の役割や使命をしっかりと遂行するために、横断的で効率的な業務体制の

構築と外部能力の活用 

【問題点】 

(1) 事業推進のために必要な国の交付金などの財源の確保が必要です。 

(2) 部を超えた諸課題に対する相互理解と協力体制が必要です。 

■ 令和２年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

 高度化・多様化する市民ニーズに対応出来るよう、適切な人員体制と予算確保に努めるとともに、市民の立場に

立った事業を推進します。 

このため、施策・事業の実施に当たっては、事務事業の重要度や緊急度を踏まえた上で、市民との協働によるま

ちづくりを推進します。 

また、財源の確保、コスト縮減に努め、部内外における施策や事務事業に対する横断的な取組に協力しつつ、効

果的・効率的な事業推進を図ります。 
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令和２年度 都市整備部が中心となる施策の方針 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

令和２年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

４１ 水辺環境の整備 

河川・水路などの水質の改善

や環境の保全により、市民が水

の恵みを感じ生活ができるよ

う、水辺環境を整えます。 

清流ルネッサンスⅡ事業の水質

目標値に近づけるよう、引き続き

荒川からの浄化導水、上戸田川浄

化施設の稼働等により、市内河川

の水質改善に努めます。 

市民等との協働作業による河川

の利活用や維持管理活動を継続的

に推進するとともに、多くの人に

河川に興味や関心を持っていただ

くためのイベント等を行います。 

 

４７ 
都市マスタープ

ランの推進 

「戸田市都市マスタープラン」

に掲げている将来都市像であ

る「やさしさのまち・水と緑あ

ふれる美しい文化・産業・公園

都市」の実現に向け、各種関連

事業の適切な進行管理を図り

ます。また、社会情勢の変化や

上位計画の見直しに適切に対

応した都市マスタープランの

見直しを行います。 

第２次戸田市都市マスタープラ

ン（改定版）に掲げる持続可能な

都市の実現に向けた取組を、引き

続き推進します。また、戸田市立

地適正化計画に基づき、居住機能

や都市機能の適正な誘導を図ると

ともに、計画の進捗管理を行いま

す。 

 

４８ 
土地利用の秩序

づくり 

良好な市街地環境が形成さ

れ、市民が快適に生活できるよ

う、秩序ある土地利用の実現を

目指します。 

第２次戸田市都市マスタープラ

ン（改定版）の土地利用方針に基

づき、用途地域などの適正化を進

めるとともに、美女木東１丁目地

区の都市計画変更手続きを進めま

す。 

美女木向田地区においては、市

民生活の向上を目指し、わかりや

すい住所や所在地とするための住

所整理を進めます。 

 

４９ 
新曽中央地区の

整備 

新曽中央地区については、地

域の特性を活かしつつ、地区住

民が安心で住みやすく、仕事に

も便利で活気のあるまちとな

るよう、良好な住環境や基盤整

備の充実に努めます。 

新曽中央地区においては、関係

権利者の理解と協力を得ながら、

道路及び公園の用地取得を進めま

す。また、当該地区の将来像の実

現に向け、地区計画や地区まちづ

くり協定による、まち並みづくり

の誘導を図ります。 

 

５０ 

新曽第一、第二

地区の土地区画

整理 

都市基盤整備に併せて秩序

あるまち並みと計画的な土地

利用の推進により、安全で快適

な住環境を創出します。 

早期事業完了に向け、事業地区

内の建築物等の移転、道路や水路

等の整備など更なる事業の推進を

図ります。 

新曽第一地区おいては、戸田駅

西口駅前に係る電線類の地中化を

 



引き続き進めるとともに、駅前交

通広場の整備工事に着手します。 

新曽第二地区においては、引き

続き上戸田川の整備に必要な用地

の取得を進めます。 

５１ 

賑わいのある駅

周辺市街地の形

成 

商業業務環境と緑のある住

環境など、快適性と利便性に配

慮した駅周辺市街地の形成を

目指します。 

戸田公園駅西口駅前地区におい

ては、魅力ある駅前市街地を形成

するため、地区住民等によるまち

づくり協議会開催や、まちづくり

のルール検討に対する支援を実施

します。 

市内３駅周辺を中心に、バリア

フリーの連続性確保と持続可能な

共生社会の実現を目標とした「戸

田市移動等円滑化促進方針」を策

定します。 

 

５２ 
安全な生活道路

の整備 

地域住民の暮らしの基盤と

なる生活道路の整備により、市

民が安心して通行できる安全

で快適な道路空間の実現を目

指します。 

歩行者の安全を確保するため、

交差点に車止めなどの交通安全施

設を設置します。 

舗装損傷度が高い約 2.2ｋｍ区

間については、舗装補修工事を実

施し、安全安心かつ快適な道路通

行の確保に努めます。 

市民生活部 

５３ 
安全な橋梁の整

備 

市民生活の利便性や災害に

備えた交通路を確保し、構造的

にも安全でユニバーサルデザ

インを取り入れた整備を行う

ことにより、市民が安心して橋

梁を利用できるようにします。 

戸田市橋梁長寿命化修繕計画に

基づき、予防保全の観点から人道

橋３基の橋梁補修を行い、市民が

安心して利用できるようにしま

す。 

 

５４ 
道路網の整備・

充実 

道路の拡幅や道路ネットワ

ークの整備を進めていくこと

で、交通渋滞の緩和を図るとと

もに、市民が市内をより安全で

快適に移動できるようにしま

す。 

戸田市歩行者自転車道路網整備

計画の実行計画目標値の実現に向

け、約 1.6ｋｍ区間の整備を行う

とともに、本計画の見直しを行い

ます。 

戸田東小・中学校東側の東部セ

ンター通りにおいては、歩道拡幅

を実施し、通学路の安全性の確保

を図ります。 

都市計画道路前谷馬場線におい

ては、関係権利者の理解と協力を

得ながら用地取得を進めるととも

に、電線共同溝工事に着手します。 

 

５５ 治水機能の向上 

河川の整備を進めていくこ

とで、親水機能に配慮しつつ、

市民が水害に対して安心して、

安全に生活できるようにしま

す。 

上戸田川においては、新曽第二

土地区画整理事業により、必要な

用地取得を進めます。 

健康福祉の杜周辺においては、

浸水被害の軽減を図るため、水路

改修工事を実施します。 

 



さくら川においては、治水機能

の向上を図るため、引き続き護岸

改修を進めます。 

５６ 
住まいの安定的

な確保 

快適な住宅づくりをはじめ

とする住まいの安定的な確保

に努めることで、市民が安心と

安らぎを感じて生活できるよ

うにします。 

空き家対策については、専門家

団体と連携して各種相談に対応す

るとともに、空き家バンクや補助

制度の活用促進を図ります。 

管理不全な空き家については、

引き続き所有者に対して適正管理

を求めていきます。 

分譲マンションについては、適

正な管理に向けた実態調査を実施

します。 

 

５７ 
良好な住環境の

形成 

住環境の様々な整備を進め

ていくことにより、市民が快適

でいきいきと暮らし続けるよ

うにしていきます。 

戸田市宅地開発事業等指導条例

などの適切な運用により、良好な

都市環境の形成を図ります。 

川岸２丁目地区においては、密

集市街地の改善に向け、関係権利

者の理解と協力を得ながら、通り

抜け広場に必要な用地取得を進め

ます。 

美女木向田地区においては、地

区計画の運用によるまち並みづく

りの誘導を図ります。 

 

５８  

協働による地区

の景観形成の推

進  

市民とともに戸田市の特色

を活かした戸田らしい景観を

形成し、次世代までつながる美

しいおしゃれなまち並みを創

出することで戸田市への愛着

を育みます。 

第２次戸田市景観計画及び景観

指導指針（ガイドライン）に基づ

く景観誘導を推進し、まとまりの

ある美しいまち並み創出を進めま

す。また、景観づくり推進地区に

おいても引き続き、良好な景観誘

導を図ります。 

市、市民及び事業者の協働によ

る景観形成を推進するため、三軒

協定制度の普及・啓発活動を引き

続き実施します。 

 

５９ 
公共施設等の景

観形成の推進 

美しい景観を備えた公共施

設等の整備を進めることによ

って、市民や利用者が親しみを

持って公共施設を利用できる

ようにするとともに、率先して

おしゃれなまち並みを形成しま

す。 

景観法や戸田市都市景観条例に

基づく景観計画区域内行為等の届

出制度や、都市景観アドバイザー

を活用した景観届出の事前協議制

度等により、周辺景観と調和した

大規模建築物等の景観形成を進め

ます。 

景観に配慮した公共施設等の整

備を推進し、民間開発に対する先

導的な役割を担っていきます。 

 



６０ 
デザインによる

景観形成の推進 

景観デザインを向上させ、ま

ちの魅力を引き出し、市民に安

らぎや賑わい、親しみを与える

まち並みを創出します。 

景観法や戸田市屋外広告物条例

に基づく各種届出制度の適切な運

用を図ります。 

屋外広告物規制の運用の弾力化

や屋外広告物の安全管理の強化を

図るため、戸田市屋外広告物条例

の見直しを行います。 

 

 
 

参 考 
令和２年度 都市整備部が関係する施策 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

４５ 
ごみの減量と循環型

社会の構築 

「ゼロ・廃棄物」を目指すとともに、市民にとって潤いと安らぎのある環

境を次世代に引き継いでいくための持続可能な循環型社会の実現を目指しま

す。 

 



 
 

令和２年度 主要事務事業の環境配慮指針 

主要事務事業名 環 境 配 慮 指 針 

新曽第一、第二 

土地区画整理事業 

○ JR埼京線北戸田駅・戸田駅を中心とした健全な市街地の整備を図り、工事の

実施に当たっては騒音の低減等の環境に配慮した方法について検討します。

また、駅前交通広場を含む面的基盤整備（道路・公園・緑地等）を実施する

ことにより、まちとしての総合的な防災機能を高め、宅地利用の増進を図る

とともに緑の確保に努め、生活環境の質的向上を目指します。 

新曽中央地区都市整

備事業 

○ 新曽中央地区では、地区まちづくり構想の将来像として「水に親しみ緑あふ

れる、歩いて楽しいまち」を掲げており、地区計画で定めた緑化のルールに

より、住環境の向上と地域における緑づくりの促進に努めます。 

景観形成推進事業 
○ 市、市民及び事業者の協働による景観形成を推進するため「戸田市都市景観

条例」に基づく、市民による自主的な景観づくりに活用できる「三軒協定制

度」の普及・啓発に努めます。 

道路整備事業 
○ 歩行者・自転車・自動車のそれぞれが、安全・安心に通行できる道路環境の

整備を進めるため、自転車の通行空間の整備を推進し、環境負荷の軽減を図

ります。 

河川整備事業 

○ 上戸田川やさくら川について、浸水被害が軽減し、市民が水害に対して安心

して生活できる環境を創出するため、新設の河道整備や護岸の改修整備を計

画的に進めます。また、治水機能の向上と併せて、景観、自然環境にも配慮

した親しみ易い水辺環境の創出に努めます。 

 


