
戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表の解説

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

木造老朽家屋の密集地における建替え促進と共同化や協
調建替えの誘導

P44 0502-05 住環境整備事業 まちづくり推進室 着手継続 ◎

防災のための細街路整備や緑道整備、隅切り整備 P44 0502-05 住環境整備事業 まちづくり推進室 着手継続 ◎

P44 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

P44 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討 P44 0801-01 浸水対策事業 下水道施設課 完了 ◎

水害時における安全な避難場所の確保 P44 0101-02 防災意識開発等事業 危機管理防災課 着手継続

工業地における環境整備強化（緩衝緑地等） P44 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

産業施策と連携させた住工共存地における土地利用純化
の誘導や土地利用転換時の適正な誘導方策の検討

P44 0501-02
都市マスタープラン推進事
業

都市計画課 調査検討 ○

美しい景観形成のためのルールづくりの推進 P44 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

地区計画等によるまちづくりの推進 P44 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

下戸田地域

災害に強い安全な基盤と居住
環境づくりの推進

オープンスペースの創出と敷地内緑化の推進

快適な生活を営める住工が調
和した環境の形成

地域：該当する地域（下戸田地域、上戸田地域、新曽地域、笹目地域、美女木地域）を記載

地域整備の基本方針：第２次戸田市都市マスタープラン（地域別構想）に位置付けられている地域整備の基本方針を記載

具体的な取り組み：第２次戸田市都市マスタープラン（地域別構想）に位置付けられている具体的な取り組みを記載

第２次都市マス該当ページ：第２次戸田市都市マスタープラン（冊子）に該当するページを記載

事業コード：事業概要シートとの関連コード記載

事業名：具体的な取り組みを実施するための事業名（事務事業名）を記載
担当部署：事業を担当する部署名を記載

進捗状況：調査検討、着手継続、完了、打ち切りから選択（※）
※進捗状況の概要は次のとおりです。

調査検討 該当期間内に調査研究を行い事業化の検討をする。
着手継続 該当期間内に事業に着手または引き続き事業を継続する。
完 了 該当期間内に事業が完了する

打ち切り 当期間内に事業を打ち切りする
Ｈ２５～Ｈ３２：各年度について着手継続、完了（予定）については着色する。併せて着手（予定）時に「○」、完了（予定）時に「◎」、打ち切り時に「×」を記
載
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地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
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31

Ｈ
32

木造老朽家屋の密集地における建替え促進と共同化や協
調建替えの誘導

P44 0502-05 住環境整備事業 まちづくり推進室 着手継続 ◎

防災のための細街路整備や緑道整備、隅切り整備 P44 0502-05 住環境整備事業 まちづくり推進室 着手継続 ◎

P44 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

P44 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討 P44 0801-01 浸水対策事業 下水道施設課 完了 ◎

水害時における安全な避難場所の確保 P44 0101-02 防災意識開発等事業 危機管理防災課 着手継続

工業地における環境整備強化（緩衝緑地等） P44 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

産業施策と連携させた住工共存地における土地利用純化
の誘導や土地利用転換時の適正な誘導方策の検討

P44 0501-02
都市マスタープラン推進事
業

都市計画課 調査検討 ○

美しい景観形成のためのルールづくりの推進 P44 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

地区計画等によるまちづくりの推進 P44 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

災害に強い安全な基盤と居住
環境づくりの推進

快適な生活を営める住工が調
和した環境の形成

下戸田地域

オープンスペースの創出と敷地内緑化の推進

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

- 1 -



戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
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Ｈ
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Ｈ
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○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

利用者のニーズに応じた公園・緑地の整備及び更新 P45 0403-03 公園施設整備・改修事業 公園河川課 着手継続

広場・空閑地の整備 P45 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

P45 0403-03 公園施設整備・改修事業 公園河川課 着手継続

P45 0403-02 公園維持管理事業 公園河川課 着手継続

保存樹木や地域のまとまった緑の指定と保全 P45 0401-01 保存樹木補助金事業 環境政策課 着手継続

地域における緑化の促進 P45 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

P45 0403-07 河川総務事務費 公園河川課 着手継続

P45 0403-09 河川維持管理費 公園河川課 着手継続

親水護岸や生態系護岸等の整備 P45 0403-07 河川総務事務費 公園河川課 着手継続

歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備） P45 0701-01 文化財保護事業 生涯学習課 着手継続

自転車が通行しやすい空間形成 P45 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

歩行空間の改良等 P45 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

コミュニティバスの利便性向上 P45 0301-04 コミュニティバス運行事業 防犯くらし交通課 着手継続

商業環境整備の推進 P45 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

商店街の魅力向上 P45 0404-02 商業振興事業 経済産業振興課 着手継続

交差点の改良 P45 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

違法駐車の削減対策（夜間違法駐車規制、歩道に乗り上げ
させない工夫など）

P45 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

P45 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

P45 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

無電柱化の推進 P45 0503-06
（仮称）都市計画道路整備
事業

道路課 調査検討

円滑で安全性の高い道路ネッ
トワークの形成

生活道路への通過交通の進入抑制の検討

河川の水質向上対策

ふれあいの場となる公園・緑
地などの充実と緑地や水辺空
間等の既存資源を活かした水
と緑のネットワークの形成

下戸田地域

住民参加型の公園・広場等の整備と管理運営

誰もが利用しやすい交通環境
の整備と身近な商業の振興
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

駅前商業・サービス機能、交流機能や居住機能等の複合機
能が集積した拠点地域の形成

P52 0502-09
（仮称）戸田公園駅周辺建築物
等整備事業 まちづくり推進室 調査検討

戸田公園駅周辺におけるまちづくりの推進 P52 0502-09
（仮称）戸田公園駅周辺建築物
等整備事業 まちづくり推進室 調査検討

市役所周辺の文化・行政中心拠点における文化・行政機能
の強化

P52 0501-03 地域地区等見直し事業 都市計画課 完了 ◎

市役所周辺及び専用住宅地における緑豊かな住環境の創
出

P53 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

住工共存地における工場周りの環境整備や土地利用転換
意向に基づく土地利用純化の検討

P53 0501-02
都市マスタープラン推進事
業

都市計画課 調査検討 ○

P53 0404-02 商業振興事業 経済産業振興課 着手継続

P53 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

良好な景観形成のためのルールづくり推進 P53 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

地区計画等によるまちづくりの推進 P53 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

未整備都市計画道路の整備 P53 0503-06
（仮称）都市計画道路整備
事業

道路課 調査検討

交差点や歩道橋の改良 P53 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

安全で快適な中央通り整備の検討 P53 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

沿道を含めた都市軸の整備 P53 0503-06
（仮称）都市計画道路整備
事業

道路課 調査検討

歩行空間の改良等 P53 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備） P53 0701-01 文化財保護事業 生涯学習課 着手継続

P53 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

P53 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

違法駐車の削減対策 P53 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

自転車が通行しやすい空間形成 P53 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

P53 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

P53 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

魅力ある既存商業地の形成

生活道路への通過交通の進入抑制の検討

生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮
した基盤整備

賑わいのある商業とうるおい
のある住宅地が調和する市及
び県の南の玄関口にふさわし
い魅力ある市街地の形成

人や自転車にやさしい都市基
盤づくりへの転換と安全性の
向上

戸田公園駅周辺の基盤整備
及び都市機能の誘導と文化・
行政中心拠点におけるさらな
る機能の強化

上戸田地域
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
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マス該当
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
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Ｈ
28

Ｈ
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Ｈ
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○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

本格的大公園としての戸田公園の整備（機能充実） P53 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

河川の水質向上対策 P53 0403-10 上戸田川改修事業 公園河川課 着手継続

荒川河川敷の整備構想の実現化の促進 P53 0403-08 河川将来像事業 公園河川課 完了 ◎

新しい公園・緑地整備のあり方検討（住民参加型整備や生
態系への配慮等）

P53 0403-03 公園施設整備・改修事業 公園河川課 着手継続

公園都市の特徴づけのためのイベント開催 P53 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

親水護岸や生態系護岸整備、川沿い散策路整備 P53 0403-10 上戸田川改修事業 公園河川課 着手継続

良好な環境づくりに向けた環境空間の有効活用 P53 0403-05 環境空間暫定整備事業 公園河川課 着手継続

地域における緑化の促進 P53 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

P53 0403-05 環境空間暫定整備事業 公園河川課 着手継続

P53 0501-07 サイン整備事業 都市計画課 着手継続

避難路の安全性向上 P53 0501-03 地域地区等見直し事業 都市計画課 完了 ◎

安全な避難場所の確保 P53 0101-02 防災意識開発等事業 危機管理防災課 着手継続

防犯活動の推進 P53 0301-01 犯罪抑止対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

既存道路や環境空間を活用した駅から戸田公園へのアクセ
スの改善

戸田公園等を活かした公園都
市として特徴的な環境の創出

上戸田地域

災害に強い、安全で安心して
暮らせる居住環境の形成
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◎：事業完了年度（予定）を示す

P60 0502-03 駅周辺建築物等整備事業 まちづくり推進室 着手継続

P60 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P60 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P60 0502-03 駅周辺建築物等整備事業 まちづくり推進室 着手継続

P60 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P60 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P60 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P60 0502-04
新曽中央地区都市整備事
業

まちづくり推進室 着手継続

既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の充実 P60 0404-03 工業振興事業 経済産業振興課 着手継続

P60 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P60 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

建築物の高さ制限による景観の保全 P60 0501-03 地域地区等見直し事業 都市計画課 完了 ◎

北戸田駅・戸田駅前にふさわしい景観づくり P60 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

北戸田駅・戸田駅前における駐輪場整備の検討 P60 0301-05 自転車駐車場管理事業 防犯くらし交通課 着手継続

教育文化施設集積地を文教ゾーンとして位置づけ良好な市
街地環境の保全

P61 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

健康福祉関連施設集積地を健康福祉ゾーンとして位置づけ
特徴ある地域イメージの形成

P61 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

地域の誇れる資源としての文
教ゾーンや健康福祉ゾーンの
育成

戸田駅周辺における教育文化機能や居住機能等が充実し
た商業業務地の形成

新曽地域

北戸田駅周辺における産業機能や居住機能などの各種機
能が充実した商業業務地の形成

２つの駅周辺における賑わい
と活力のある拠点地域の形成
と東西方向の都市軸による賑
わい空間の形成

東西都市軸の歩道整備や街路樹整備、及び沿道型近隣商
業地・沿道型複合地における商業施設の適正誘導

各世代が交流できる場の創出
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

P61 0503-05
都市計画道路前谷馬場線
整備事業

道路課 着手継続

P61 0503-06
（仮称）都市計画道路整備
事業

道路課 調査検討

P61 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P61 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

交差点や歩道橋の改良 P61 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

安全で快適な中央通り整備の検討 P61 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

P61 0503-05
都市計画道路前谷馬場線
整備事業

道路課 着手継続

P61 0503-06
（仮称）都市計画道路整備
事業

道路課 調査検討

P61 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P61 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

歩行空間の改良等 P61 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

自転車で通行しやすい空間整備 P61 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備） P61 0701-01 文化財保護事業 生涯学習課 着手継続

市街地開発事業等に併せた下水道整備 P61 0802-03 汚水整備事業 下水道施設課 着手継続

雨水排水施設の整備推進 P61 0801-02 雨水整備事業 下水道施設課 着手継続

P61 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

P61 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

違法駐車の削減対策 P61 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

防犯活動の推進 P61 0301-01 犯罪抑止対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

未整備都市計画道路の整備

都市基盤の整備による安全で
快適な都市の骨格づくり

新曽地域

無電柱化の推進

生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮
した基盤整備
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

P61 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P61 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

スプロール市街地の居住環境の改善 P61 0502-04
新曽中央地区都市整備事
業

まちづくり推進室 着手継続

住工共存地における住宅と工場が共存できる環境づくりの
検討

P61 0501-02
都市マスタープラン推進事
業

都市計画課 調査検討 ○

中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討 P61 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

良好な景観形成のためのルールづくり推進と公共施設の景
観向上

P61 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

P61 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P61 0504-02
新曽第二土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

P61 0502-04
新曽中央地区都市整備事
業

まちづくり推進室 着手継続

P61 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

河川の水質向上対策 P61 0403-12 水路維持管理費 公園河川課 着手継続 ◎

生態系護岸整備や自然に近い河川への修復 P61 0403-10 上戸田川改修事業 公園河川課 着手継続

せせらぎや親水性散策路の整備 P61 0504-01
新曽第一土地区画整理事
業

土地区画整理事務所 着手継続

生物多様性の確保の視点からの水や緑の環境保全 P61 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

新しい公園整備のあり方検討（住民参加型整備や生態系へ
の配慮、特徴のある公園等）

P61 0403-03 公園施設整備・改修事業 公園河川課 着手継続

公園の適正配置、地区公園の整備 P61 0403-03 公園施設整備・改修事業 公園河川課 着手継続

戸田公園の機能の充実 P61 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

荒川親水公園へのアクセスの強化 P61 0403-01 公園事務費 公園河川課 着手継続

良好な環境づくりのための環境空間の有効活用 P61 0403-05 環境空間暫定整備事業 公園河川課 着手継続

新曽地域

既存の良好な資源を保全し、
かつ全体として居住環境の向
上を目指した、戸田市の新し
い住まい方の提案

地区計画等によるまちづくりの推進

豊かな水資源を活かした親水
空間の整備と公園の充実等に
よるうるおいややすらぎを感じ
る環境の形成

多様なニーズに対応した便利で暮らしやすい新しい住宅の
誘導
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

サイクリングロード、散策路、桜堤整備等の荒川河川敷利
用の検討

P68 0403-08 河川将来像事業 公園河川課 完了 ◎

さくら川における休憩所整備、橋の修景など市民に親しめる
川づくり推進

P68 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

河川の水質向上対策 P68 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

生態系護岸や散策路の整備、川沿い緑化の推進 P68 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

緑の拠点の立体利用による広場化や、駐車場、高密度緑
化等の整備促進

P68 0403-04
荒川水循環センター上部
利用計画事業

公園河川課 着手継続 ◎

利用者のニーズに応じた公園・緑地の整備及び更新 P68 0403-03 公園施設整備・改修事業 公園河川課 着手継続

農地・緑地の保全 P68 0501-04 生産緑地地区事業 都市計画課 着手継続

P68 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

P68 0403-04
荒川水循環センター上部
利用計画事業

公園河川課 着手継続 ◎

P68 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備） P68 0701-01 文化財保護事業 生涯学習課 着手継続

歩行空間の改良等 P68 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

工場・倉庫等の敷地外周における修景緑化の促進 P69 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

工業地内における道路の安全性の向上 P69 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

歩行者等の安全性向上に向けた違法駐車の削減対策 P69 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

住工共存地における住宅と工場等が共存できる環境づくり
の推進

P69 0501-02
都市マスタープラン推進事
業

都市計画課 調査検討 ○

中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討 P69 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

地区計画等によるまちづくりの推進 P69 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

北戸田駅前からの連続性のある都市景観の形成 P69 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

戸建て住宅を中心とした緑豊かな専用住宅地の維持 P69 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

敷地内緑化や花によるまち並み演出 P69 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

良好な景観形成のためのルールづくり推進 P69 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

笹目地域

住・商・工が調和する緑豊かで
快適な居住環境の形成

川に囲まれ、公園が多いとい
う地域特性を活かした、水と緑
のうるおい空間の形成と回遊
性の確保

地域資源の充実と各資源をつなぐ緑道・散策路の整備
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

水害時における安全な避難場所の確保 P69 0101-02 防災意識開発等事業 危機管理防災課 着手継続

震災時の安全な避難路の確保 P69 0501-03 地域地区等見直し事業 都市計画課 完了 ◎

延焼防止のため防火地域、準防火地域の検討 P69 0501-03 地域地区等見直し事業 都市計画課 完了 ◎

防犯活動の推進 P69 0301-01 犯罪抑止対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

東西都市軸の歩行者空間の充実及び街路樹整備 P69 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

自転車で通行しやすい空間整備 P69 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

西電話局通りにおける緑の回廊整備の検討 P69 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

交差点の改良 P69 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

P69 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

P69 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

P69 0301-04 コミュニティバス運行事業 防犯くらし交通課 着手継続

P69 0301-03 交通対策事務費 防犯くらし交通課 着手継続

P69 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

P69 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

幹線道路沿道における騒音・排気ガス・振動対策の充実 P69 0402-04 環境質調査事業 環境クリーン推進課 着手継続

交通の影響に配慮した北大通り沿道の沿道型複合地にお
ける沿道型商業施設の適正誘導

P69 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

身近な買い物の場となる商店街の活性化と生活利便の向
上

P69 0404-02 商業振興事業 経済産業振興課 着手継続

既存の工場や倉庫が市外に転出しないための支援の充実 P69 0404-03 工業振興事業 経済産業振興課 着手継続

地域の生活を支える道路交通
環境の改善

地域活力の源泉となる地域産
業の活性化

笹目地域

生活道路への通過交通の進入抑制の検討

生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮
した基盤整備

安全性・防災性の高い市街地
の形成

公共交通の利便性向上
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

市街地における緑化の促進 P76 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

住工共存地における住宅と工場が共存できる環境づくりの
検討

P76 0501-02
都市マスタープラン推進事
業

都市計画課 調査検討 ○

既存商業地における商業環境と住環境の調和検討 P76 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

良好な景観形成のためのルールづくりの推進 P76 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

地区計画等によるまちづくりの推進 P76 0501-05 地区計画推進事業 都市計画課 着手継続

大規模地震等に起因する火災延焼防止に対する防火地
域・準防火地域の検討

P76 0501-03 地域地区等見直し事業 都市計画課 完了 ◎

安全な避難場所の確保 P76 0101-02 防災意識開発等事業 危機管理防災課 着手継続

冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討 P76 0801-01 浸水対策事業 下水道施設課 完了 ◎

大規模水害に対応した高所における防災備蓄等設置の検
討

P76 0101-01 防災施設等整備事業 危機管理防災課 調査検討 ○

県道朝霞・蕨線や西電話局通りにおける緑の回廊整備の検
討

P77 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

P77 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

P77 0504-03
（仮称）北部第二土地区画
整理事業（向田地区）

土地区画整理事務所 調査検討

歩行空間の改良等 P77 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備） P77 0701-01 文化財保護事業 生涯学習課 着手継続

P77 0501-06 景観形成推進事業 都市計画課 着手継続

P77 0401-04
水と緑のネットワーク推進
事業

環境政策課 着手継続

防音対策の要望 P77 0402-04 環境質調査事業 環境クリーン推進課 着手継続

違法駐車の削減対策 P77 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

自転車で通行しやすい空間整備 P77 0503-03
歩行者自転車道路整備事
業

道路課 着手継続 〇

P77 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

P77 0301-02 交通安全対策事業 防犯くらし交通課 着手継続

道路の安全性の向上 P77 0503-01 道路維持管理補修事業 道路課 着手継続 〇 ◎

生活道路への通過交通の進入抑制の検討

緑豊かで安全な道路空間の
形成

生物多様性、ユニバーサルデザイン、景観、防災等に配慮
した基盤整備

美女木地域

いつまでも住み続けたいと感
じられる、安全安心で快適な
地域環境の形成

交差点の改良と隅切り整備の推進
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戸田市都市マスタープラン（地域別構想）事業進行管理表

地域 地域整備の基本方針 具体的な取り組み
第2次都市
マス該当
ページ

事業コード 事業名 担当部署 進捗状況
Ｈ
25

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｈ
31

Ｈ
32

○：事業着手年度（予定）
◎：事業完了年度（予定）を示す

河川の水質向上対策 P77 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

生態系護岸や散策路の整備、川沿い緑化の推進 P77 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

さくら川における絵になる風景づくり P77 0403-11 さくら川整備事業 公園河川課 着手継続

P77 0401-05 緑化事務費 環境政策課 着手継続

P77 0403-02 公園維持管理事業 公園河川課 着手継続

良好な環境づくりのための環境空間の有効活用 P77 0403-05 環境空間暫定整備事業 公園河川課 着手継続

住民とともに考える都市基盤未整備地区における良好な市
街地整備のあり方の検討

P77 0504-03
（仮称）北部第二土地区画
整理事業（向田地区）

土地区画整理事務所 調査検討

住工が共存する地区における緩衝緑地の適切な配置整備 P77 0403-06 街路樹等維持管理事業 公園河川課 着手継続

周辺住宅に調和した緑豊かな環境とクリーンな産業導入等
による産業拠点の充実

P77 0404-03 工業振興事業 経済産業振興課 着手継続

民間活力を活かした高度な広域物流拠点としての充実 P77 0404-03 工業振興事業 経済産業振興課 着手継続

既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の充実 P77 0404-03 工業振興事業 経済産業振興課 着手継続

美女木地域

彩湖・道満グリーンパークを代
表とする市民に親しまれる憩
いとうるおいの水辺空間や緑
空間の充実

将来の適切な土地利用や地
区まちづくりのあり方の検討

環境にやさしい新たな産業の
導入や既存産業の活性化な
どによる産業拠点の形成

大規模公共施設の高密度緑化推進と敷地内緑化や花によ
るまち並みの演出
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