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事業コード 事業名 担当部署
0101-01 防災施設等設備事業
0101-02 防災意識開発等事業
0201-01 ファシリティマネジメント事業 資産管理課
0301-01 犯罪抑止対策事業
0301-02 交通安全対策事業
0301-03 交通対策事務費
0301-04 コミュニティバス運行事業
0301-05 自転車駐車場管理事業
0301-06 放置自転車対策事業
0401-01 緑化推進事業
0401-02 生け垣等設置奨励補助金事業
0401-03 屋上等緑化奨励補助金事業
0401-04 水と緑のネットワーク推進事業
0401-05 緑化事務費
0403-01 公園事務費
0403-02 公園維持管理事業
0403-03 公園施設整備・改修事業
0403-04 荒川水循環センター上部利用計画事業
0403-05 環境空間暫定整備事業
0403-06 街路樹等維持管理事業
0401-06 温暖化対策推進事業
0402-01 清掃総務事務費
0402-02 リサイクル推進事業
0402-03 蕨戸田衛生センター分担金
0402-04 環境質調査事業
0404-01 市民農園事業
0404-02 商業振興事業
0404-03 工業振興事業
0501-01 都市計画事務費
0501-02 都市マスタープラン推進事業
0501-04 都市計画推進事業
0501-03 地域地区等見直し事業
0501-04 生産緑地地区事業
0501-05 地区計画推進事業
0501-06 景観形成推進事業
0501-07 サイン整備事業
0502-01 開発指導事業
0502-02 開発許可事務費
0502-03 駅周辺建築物等整備事業
0502-04 新曽中央地区都市整備事業
0502-05 住環境整備事業
0502-06 川岸地区地区計画区域生け垣設置奨励補助金交付事業
0502-07 耐震診断・改修事業
0502-08 住宅政策事業
0502-09 (仮称)戸田公園駅周辺建築物等整備事業

危機管理防災課

防犯くらし交通課

環境課

経済政策課

都市計画課

事業概要シート一覧表（所属毎）

まちづくり推進課

みどり公園課



事業コード 事業名 担当部署
0503-01 道路維持管理補修事業
0503-02 橋梁整備事業
0503-03 歩行者自転車道路整備事業
0503-04 交通安全施設維持管理事業
0503-05 都市計画道路前谷馬場線整備事業
0503-06 (仮称)都市計画道路整備事業
0403-07 河川総務事務費
0403-08 河川将来像事業
0403-09 河川維持管理費
0403-10 上戸田川改修事業
0403-11 さくら川整備事業
0403-12 水路維持管理費
0504-01 新曽第一土地区画整理事業
0504-02 新曽第二土地区画整理事業
0504-03 (仮称)北部第二土地区画整理事業（向田地区）
0601-01 小学校施設整備事業
0601-02 中学校施設整備事業
0701-01 文化財保護事業 生涯学習課
0801-01 浸水対策事業
0801-02 雨水整備事業
0801-03 汚水整備事業

下水道施設課

道路河川課

土地区画整理事務所

教育総務課



事業
コード

0101-01 事業名 防災施設等設備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H26 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

全体構想

都市整備の方針 ５．安全安心まちづくりの方針（１）④

具体的な取り組み（新曽地域）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（下戸田地域）

具体的な取り組み（笹目地域）

具体的な取り組み（美女木地域）

・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

実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

具体的な取り組み（上戸田地域）

地域別構想

小中学校に配備する備蓄物資を上層階部分
に保管することについて、教育委員会と調整

を実施

事業概要シート

危機管理防災課

施策の展開 事業概要

防災力の強化

・荒川が洪水した場合、市内全域が浸水する想定がされていることから、
小・中学校等の敷地内に設置されている防災備蓄倉庫も同様に浸水す
ることが考えられる。このような状況を鑑みると、小・中学校の空き教室
や公共施設等の上層階部分に防災備蓄品の保管場所が確保できること
が望ましい。このことから、各施設管理者と、施設上層階部分の防災備
蓄品保管場所としての活用可否について調整を進める。

進捗状況
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事業
コード

0101-02 事業名 防災意識開発等事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H19 H32 ―

目標値（平成32年度）

①46自主防災会
②23自主防災会

地域別構想

全体構想

事業概要シート

危機管理防災課

施策の展開 事業概要

防災力の強化

・荒川が洪水した場合、市内全域が浸水し、地域によっては４ｍ以上浸
水すると想定されている。このような状況においては、市内には安全な避
難所は存在せず、浸水前に、浸水から身を守れる安全な場所（荒川洪水
時においても浸水しないと想定される北方面のさいたま市の避難所等）
へ避難する必要がある。しかしながら、全市民が理想的な避難行動をと
るとは限らず、避難開始の時期が遅れた市民は、犠牲となるおそれがあ
る。そこで、荒川が氾濫した場合でも、戸田市から犠牲者を一人も出さな
いことを目指し、町会単位で緊急一時避難場所（３階以上の高層建築
物）の確保、災害時要援護者の避難支援などの防災対策を推進する。
また、ワークショップの実施成果を検証する機会として、水害避難訓練を
実施する。

進捗状況

都市整備の方針 ５．安全安心まちづくりの方針（１）④

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

①ワークショップ実施自主防災会数
②水害避難訓練実施自主防災会数

①43自主防災会
②3自主防災会

①93  ②13
平均53

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・水害時における安全な避難場所の確保
水害ワークショップの実施及び地域における
３階以上の高層マンション等に対する「緊急
一時避難場所」としての利用協力要請

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・安全な避難場所の確保
水害ワークショップの実施及び地域における
３階以上の高層マンション等に対する「緊急
一時避難場所」としての利用協力要請

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

・安全な避難場所の確保
水害ワークショップの実施及び地域における
３階以上の高層マンション等に対する「緊急
一時避難場所」としての利用協力要請

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・水害時における安全な避難場所の確保
水害ワークショップの実施及び地域における
３階以上の高層マンション等に対する「緊急
一時避難場所」としての利用協力要請

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）
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事業
コード

0201-01 事業名
ファシリティマネジメント事
業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H25 H32 ―

目標値（平成32年度）

40件（Ｈ25～Ｈ29工事助言件数）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

２．都市施設の整備方針（６）⑤

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

改修工事等の際における施設所管
課への省エネ設備導入の助言

28件（Ｈ25～H27工事助言件数） 70.0

地域別構想

事業概要シート

資産管理課

施策の展開 事業概要

省エネルギー設備の設置

・低炭素都市づくりを推進するため、公共施設への省エネ設備の導入に
向けて施設所管課へ助言を行う。

進捗状況

都市整備の方針

全体構想
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事業
コード

0301-01 事業名 犯罪抑止対策事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

Ｈ15 Ｈ32 ―

目標値（平成32年度）

1,488回

・防犯活動の推進
毎月平均２回の町会等による自主防犯パト
ロールを実施した。

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・防犯活動の推進
毎月平均２回の町会等による自主防犯パト
ロールを実施した。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・防犯活動の推進
毎月平均２回の町会等による自主防犯パト
ロールを実施した。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・防犯活動の推進
毎月平均２回の町会等による自主防犯パト
ロールを実施した。

・防犯活動の推進
毎月平均２回の町会等による自主防犯パト
ロールを実施した。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

自主防犯パトロールの実施
回数

1,488回 100.0

事業概要シート

防犯くらし交通課

施策の展開 事業概要

警戒活動

・各町会・自治会が平成１５年から継続的に地域内の自主防犯パトロー
ルを実施している。このことにより、犯罪発生件数は、平成１５年の４，６
１０件をピークに年々減少傾向にあり、平成２７年は１，５９９件となってい
る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ５．安全安心まちづくりの方針（２）②
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事業
コード

0301-02 事業名 交通安全対策事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S60 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

・違法駐車の削減対策
・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

路面標示や啓発看板による注意喚起

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・工業地内における道路の安全性の向上
・歩行者等の安全性向上に向けた違法駐車の削減対策
・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

路面標示や啓発看板による注意喚起

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・違法駐車の削減対策
・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

路面標示や啓発看板による注意喚起

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・違法駐車の削減対策 路面標示や啓発看板による注意喚起

・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）
・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

路面標示や啓発看板による注意喚起

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

事業概要シート

防犯くらし交通課

施策の展開 事業概要

【A】交通安全対策
【B】自転車駐車場整備
【C】駐車場付置義務

・交通安全対策及び交通事故防止対策など交通環境にかかる全般的な
安全対策により、安心な生活環境の維持及び道路交通の円滑化を図
る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（１）①【A】、
２．都市施設の整備方針（６）②【B】、④【C】
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事業
コード

0301-03 事業名 交通対策事務費 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H19 H32 ―

目標値（平成32年度）

32台

・公共交通の利便性向上
平成25年度はノンステップ導入なし
平成26年度は2台の導入(ただし市全域にわたる)
平成27年度は5台の導入(ただし市全域にわたる)

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・公共交通の利便性向上
平成25年度はノンステップ導入なし
平成26年度は2台の導入(ただし市全域にわたる)
平成27年度は5台の導入(ただし市全域にわたる)

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・公共交通の利便性向上
平成25年度はノンステップ導入なし
平成26年度は2台の導入(ただし市全域にわたる)
平成27年度は5台の導入(ただし市全域にわたる)

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・公共交通の利便性向上
平成25年度はノンステップ導入なし
平成26年度は2台の導入(ただし市全域にわたる)
平成27年度は5台の導入(ただし市全域にわたる)

・公共交通の利便性向上
平成25年度はノンステップ導入なし
平成26年度は2台の導入(ただし市全域にわたる)
平成27年度は5台の導入(ただし市全域にわたる)

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

ノンステップバス導入車両台
数

28台 87.5

事業概要シート

防犯くらし交通課

施策の展開 事業概要

公共交通

・市の東西公共交通の根幹である路線バスの安定運行と路線バスへの
ノンステップバス導入の支援を行い、地域公共交通の充実を図る

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）①
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事業
コード

0301-04 事業名 コミュニティバス運行事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

Ｈ13 H32 ―

目標値（平成32年度）

297,500人

・公共交通の利便性向上

具体的な取り組み（上戸田地域）

具体的な取り組み（新曽地域）

喜沢・川岸循環に新規車両を導入(H26年
度)。さらに喜沢循環のルートを変更した(H26
年度)。

南西循環のルート変更（戸田公園駅周辺）と
喜沢・川岸循環のルート変更（あいパルと戸
田東中学校周辺)を検討した(H27年度)。

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・公共交通の利便性向上

南西循環に新型車両を導入(H27年度)。南西
循環のルート変更（さくらパル）を検討した
(H27年度)。

美笹循環の見やすいバス停表示について検
討した(H27年度)。

美笹循環の車両大型化を実施(H26年度)。

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・公共交通の利便性向上

具体的な取り組み（笹目地域）

・公共交通の利便性向上

具体的な取り組み（美女木地域）

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）①

・公共交通の利便性向上

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

利用者数の向上 344,520人 100.0

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

事業概要シート

防犯くらし交通課

施策の展開 事業概要

コミュニティバス

・市内5路線（喜沢・川岸循環、西循環、南西循環、美笹循環）により、公
共施設や駅、病院などへのアクセス性の向上と利便性の向上を図る。

進捗状況
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事業
コード

0301-05 事業名 自転車駐車場管理事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S60 H32 ―

目標値（平成32年度）

12,100台

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・北戸田駅・戸田駅前における駐輪場整備の検討
自転車駐車場の慢性的な満車状態の解消
に向け、北戸田駅北第２の新設、北戸田駅
北の２階化による増設をした。(H27年度)

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

自転車駐車場の収容台数増
加

10,800台 89.2

事業概要シート

防犯くらし交通課

施策の展開 事業概要

自転車駐車場整備

・駅や駅周辺施設を利用する自転車利用者に対し、自転車駐車場の満
車の解消と快適にりようできる施設の整備を行い、利便性の向上と駅周
辺の良好な環境を保持する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）②
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事業
コード

0301-06 事業名 放置自転車対策事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S61 H32 ―

目標値（平成32年度）

1,485台

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

放置自転車撤去台数 1,492台 99.53%

事業概要シート

防犯くらし交通課

施策の展開 事業概要

放置自転車対策

・駅前の放置自転車により、歩行者や自転車の通行の妨げになるばかり
でなく、緊急活動時の支障にもなることから、放置自転車を無くすことで
街の景観と公共の場所における良好な生活環境を保持する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）②
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事業
コード

0401-05 事業名 緑化事務費 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S49 H32 ―

目標値（平成32年度）

100%

事業概要シート

みどり公園課

施策の展開 事業概要

緑化推進

・（公財）水と緑の公社へ補助を行うことで、地域の緑化推進及び緑化思
想の普及啓発を図る。
・戸田市宅地開発等指導要綱に基づき、市内の開発行為に対する緑化
指導を行うことで、民有地の緑化推進を図る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（２）⑦

具体的な取り組み（上戸田地域）

・市街地における緑化の促進
・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

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

宅地開発事業等指導条例に基
づく、緑化指導の達成率

100.0% 100.0

―

宅地開発等における緑化指導を実施した。公社
が支援する「緑のボランティア」による環境美化を
実施した。

具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

―

具体的な取り組み（笹目地域）

・工場・倉庫等の敷地外周における修景緑化の促進
・敷地内緑化や花によるまち並み演出

具体的な取り組み（美女木地域）

宅地開発等における緑化指導を実施した。公社
が支援する「緑のボランティア」による環境美化を
実施した。

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

具体的な取り組み（新曽地域）

宅地開発等における緑化指導を実施した。公社
が支援する「緑のボランティア」による環境美化を
実施した。

宅地開発等における緑化指導を実施した。公社が支援
する「緑のボランティア」による環境美化を実施した。樹
木選定講習会を実施し、緑化の普及啓発を行った。

具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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
・地域における緑化の促進

・オープンスペースの創出と敷地内緑化の推進
・工業地における環境整備強化（緩衝緑地等）
・地域における緑化の促進
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事業
コード

0401-01 事業名 緑化推進事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S54 H32 ―

目標値（平成32年度）

①516本
②2,316m
③960m
④950㎡

事業概要シート

みどり公園課

施策の展開 事業概要

緑化推進
屋敷林の保全
生垣緑化助成

・良好な自然と生活環境を確保するため、樹木の保全とあわせて緑化を
推進し、緑あふれる住み良い街づくりを図る。
・苗木・草花の配布や緑化に関する補助金の交付を実施するほか、緑
化を推進する計画の策定や遂行を図る。
・規則に合致した樹木、樹林、竹林、生け垣に補助金を交付する。
・新たに生け垣、緑化フェンス、花壇、駐車場緑地帯を設置する者又は、
既存のフェンスの緑化を図る者に対し、補助金を交付する。
・建築物の屋上・壁面、駐車場等の緑化を行う者に対し、補助金を交付
する。

・H28から「保存樹木補助金事業」より「緑化推進事業」に名称変更した。
進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針(２)⑦、３．自然環境保全の方針②

・保存樹木や地域のまとまった緑の指定と保全
新規指定はなかったが既存の保存樹木等20
件の確認を行った。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

①保存樹木の本数
②生垣の延長
③補助金交付対象となる生
け垣の長さ（累計）
④補助金交付対象となる屋
上緑化等の面積（累計）

①522本
②3,217.99m
③1,080.89m
④891.51㎡

①100
②100
③100
④93.8

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―
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事業
コード

0401-02 事業名
生け垣等設置奨励補助金
事業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H12 H32 ―

目標値（平成27年度）

960m

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針(２)⑦、３．自然環境保全の方針②

施策の展開 事業概要

生垣緑化助成

・良好な自然と生活環境を確保するため、樹木の保全とあわせて緑化を
推進し、緑あふれる住み良い街づくりを図る。
・新たに生け垣、緑化フェンス、花壇、駐車場緑地帯を設置する者又
は、既存のフェンス、ブロック塀の緑化を図る者に対し、補助金を交付す
る。
・H27年度から緑化推進事業へ統合（H27に事業名「緑化普及啓発費」と
して統合し、H28から「緑化推進事業」に名称変更した。）

進捗状況

成果指標 実績値（平成25年度末時点） 達成度（％）

補助金交付対象となる生け
垣の長さ（累計）

925.99m 96.4

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0401-03 事業名
屋上等緑化奨励補助金
事業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H15 H32 ―

目標値（平成27年度）

950㎡

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針 ３．自然環境保全の方針②

施策の展開 事業概要

緑化推進

・緑豊かな景観の創出と都市環境の改善を積極的に推進するため、建
築物の屋上等の緑化を行う者に対し、補助金を交付する。
・H27年度から緑化推進事業へ統合（H27に事業名「緑化普及啓発費」と
して統合し、H28から「緑化推進事業」に名称変更した。）

進捗状況

成果指標 実績値（平成25年度末時点） 達成度（％）

補助金交付対象となる屋上
緑化等の面積（累計）

891.5㎡ 93.8

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0401-04 事業名
水と緑のネットワーク推進
事業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H19 H32 ―

目標値（平成32年度）

1,325人

事業概要シート

みどり公園課

施策の展開 事業概要

【A】自然再生・保全
【B】水と緑のネットワーク形
成

・自然と共生するまちづくりを市民など多様な主体とともに推進すること
を目的とする。
・水と緑のネットワーク形成プロジェクトの推進のため「戸田ヶ原」の自然
再生事業を展開する。また、行動計画に基づく関係各課との調整や推
進、国や県との連絡調整を行いながら水と緑のネットワーク形成プロ
ジェクトを推進する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針

１．土地利用方針⑨【A】、
２．都市施設の整備方針（２）④【A】、⑥【B】、⑦【A】
２．都市施設の整備方針（３）②【B】、
３．自然環境保全の方針③【A】、⑤【B】

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）
緑化に資する啓発又は実技を伴う内容
の講習会やイベントへの単年度参加者
数

1,139人 85.9

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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

庁内の推進委員会にて関係各課へ当該事業に
資する取組の実施を要請した。ボートコースにお
いて、イチョウ貝を用いた水質浄化事業を実施中

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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
・生物多様性の確保の視点からの水や緑の環境保全

庁内の推進委員会にて関係各課へ当該事業に
資する取組の実施を要請した。埼玉県と共同で
笹目川まるごと再生事業を実施した。

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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
・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

庁内の推進委員会にて関係各課へ当該事業に
資する取組の実施を要請した。戸田ヶ原自然再
生事業を実施した。緑の回廊については、道路
を所管する関係各所へ働きかけることを検討中。
外環道の壁面緑化について関係各所と調整を
行った。

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・地域資源の充実と各資源をつなぐ緑道・散策路の整
備
・西電話局通りにおける緑の回廊整備の検討
・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

庁内の推進委員会にて関係各課へ当該事業に資する
取組の実施を要請した。（仮称）荒川水循環センタ―上
部公園の整備を実施中。緑の回廊については、道路を
所管する関係各所へ働きかけることを検討中。
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事業
コード

0403-01 事業名 公園事務費 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H17 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（２）③【A】、【Ｂ】、
３．自然環境保全の方針④【A】

施策の展開 事業概要

【A】空閑地、信託地
【B】広場等の確保

・市街地における休耕地及び空地の環境保全と土地の効率的活用を目
的として、空閑地・市民緑地の確保を図る。
・戸田市宅地開発等指導要綱に基づき、市民の身近な利用に配慮した
広場等のオープンスペースを確保する。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・オープンスペースの創出と敷地内緑化の推進
・広場・空閑地の整備

―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・本格的大公園としての戸田公園の整備（機能充実）
・公園都市の特徴づけのためのイベント開催

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・戸田公園の機能の充実
・荒川親水公園へのアクセスの強化

―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―
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事業
コード

0403-02 事業名 公園維持管理事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S48 H32 ―

目標値（平成32年度）

10１公園

10１公園

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（２）②【A】、３．自然環境保全の方針④【A】
５．安全安心まちづくりの方針（２）①【B】

施策の展開 事業概要

【Ａ】公園管理
【B】公園管理（防犯配慮）

・町会やボランティア団体との連携を進めて、市民との協働による公園・
緑地の維持管理体制の構築を図る
・防犯への配慮として、公園外周植栽部の下枝を剪定することにより、
周辺からの見通しを確保する取り組みをおこなう。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【A】市民と協働で維持管理をおこ
なう公園数（町会委託含む）

100公園 99.0

【B】外周植栽の下枝を剪定し周辺
からの見通しを確保する公園

100公園 99.0

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・住民参加型の公園・広場等の整備と管理運営
地域住民との協働により開設した公園につ
いて、地元町会やボランティア団体が維持管
理をおこなっている。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

・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

―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）
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事業
コード

0403-03 事業名 公園施設整備・改修事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H19 H32 ―

目標値（平成32年度）

5公園

2公園

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針⑨【A】、２．都市施設の整備方針（２）②【A】、⑥【B】、
３．自然環境保全の方針①【A】

施策の展開 事業概要

【A】公園整備
【B】公園・緑地整備（生態系
への配慮）

・公園利用者の誰もが安心して安全に利用しやすい施設づくりと、快適
な公園づくりを目指す。
・公園利用者のニーズを的確に掴んでいく取り組みを実施しなから、個
性ある公園づくりを目指す。
・ふれあいの場となる公園・緑地の整備充実により、隣接する水辺空間
などの既存資源を活かしながら、水と緑のネットワーク形成に寄与する
取り組みを実施していく。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【A】市民との協働により整備をおこ
なう公園の数（緑地除く）

4公園 80.0

【B】実のなる木や池の設置など、
生態系へ配慮した公園整備数

1公園 50.0

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・利用者のニーズに応じた公園・緑地の整備及び更新
・住民参加型の公園・広場等の整備と管理運営

地域住民との協働により、メリーの花園を開
設した。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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）

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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）
・公園の適正配置、地区公園の整備

―

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・利用者のニーズに応じた公園・緑地の整備及び更新 ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）
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事業
コード

0403-04 事業名
荒川水循環センター上部
利用計画事業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H15 H30 ―

目標値（平成32年度）

24,004㎡

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（２）①【A】

施策の展開 事業概要

大規模公園・広場整備

・埼玉県が進めている「彩の国アーバンアクア広場計画」及び、平成１５
年に策定された「戸田市荒川処理センター上部利用計画」に基づき、新
たに現代の利用者ニーズと合致させるべく整理した施設物を含んだ、大
規模な立体利用による公園・広場の整備をおこなっていく。
・上部公園は首都圏の大動脈である外環道の美女木ジャンクションから
間近にあることの特徴を最大限に活かし、市街地ではあまり例をみない
１８ホールを有する本格的なパークゴルフコースの造成をおこなうことに
より、地域資源の充実を図る。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

上部公園の整備面積 15,142㎡ 63.1

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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
・地域資源の充実と各資源をつなぐ緑道・散策路の整

（仮称）荒川水循環センター上部公園整備工
事の実施。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―
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事業
コード

0403-05 事業名 環境空間暫定整備事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H12 H32 ―

目標値（平成32年度）

70.0%

70.0%

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針⑨【A】、２．都市施設の整備方針（２）④【B】、⑤【B】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）①【B】

施策の展開 事業概要

【A】環境空間の緑化
【B】環境空間整備

・ＪＲ有効活用で合意された環境空間を緑地・緑道として整備すること
で、緑の創出を図り、まちの顔としての景観形成や、良好な居住環境の
形成を図る。
・環境空間は、戸田・さいたま市を通過する新幹線高架の両側に確保さ
れた緩衝地帯であり、当時の地域住民による要望活動の成果により確
保された貴重な空間である。戸田市では平成12年3月に策定した「戸田
華かいどう21」計画に基づき整備事業を推進している。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【A】環境空間の有効活用による緑
化率（ＪＲによる利活用を含む）

67.24% 96.1

【B】環境空間の有効活用率（ＪＲに
よる利活用を含む）

67.24% 96.1

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・良好な環境づくりに向けた環境空間の有効活用
・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

環境空間（戸田22）603㎡の緑地・緑道整備
をおこなった。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・良好な環境づくりに向けた環境空間の有効活用 ―

・良好な環境づくりのための環境空間の有効活用 ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）
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事業
コード

0403-06 事業名 街路樹等維持管理事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S48 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

事業概要シート

みどり公園課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（１）④、
２．都市施設の整備方針（２）④

施策の展開 事業概要

街路樹等維持管理

・街路樹や植栽帯などの適切な管理を実施する。
・昭和54年に北部第一土地区画整理事業の施行により、工業地域と第
一種中高層住宅専用地域とを緑地帯で分離し空間距離を保つととも
に、樹木の持つ環境保全機能効果を期待して新曽美女木線沿に幅員
10ｍ、延長905ｍにわたって配置された緩衝緑地帯の樹木について、適
切な管理を実施していく。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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

緩衝緑地の機能を保つため枯損木の整理を
おこなった。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度まで実績）

・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

年間の維持管理契約により樹木の剪定をお
こなった。
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事業
コード

0401-06 事業名 温暖化対策推進事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

Ｈ17 H32 ―

目標値（平成32年度）

2,000件

事業概要シート

環境課

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）⑤

施策の展開 事業概要

省エネルギー設備の導入支
援

・環境への負荷の低減並びに環境の保全及び創出を推進するため、環
境配慮機器等（太陽光発電システム、太陽熱利用システム、高効率給
湯器等）の設置者に補助することにより、環境配慮機器を普及し、温暖
化対策を推進する。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

個人の補助金交付件数 1,477件 73.8

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0402-01 事業名 清掃総務事務費 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H16 H32 ―

目標値（平成32年度）

20件

事業概要シート

環境課

施策の展開 事業概要

３Ｒ活動の推進

・「家庭ごみの正しい分け方・出し方」等のパンフレットやホームページを
活用し、家庭ごみのリサイクルについて広く周知する。また、電気式やコ
ンポスト型等の生ごみ堆肥化容器の購入費の一部を補助し、もやすごみ
の減量化を推進する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（５）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

補助金交付件数 9件 45.0

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

22 / 66



事業
コード

0402-02 事業名 リサイクル推進事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H16 H32 ―

目標値（平成32年度）

1,200世帯

事業概要シート

環境課

施策の展開 事業概要

【A】３Ｒ活動の推進
【B】緑化推進

・リサイクルフラワーセンター（蕨戸田衛生センター内）において実施して
いる、生ごみの堆肥化事業を効率よく実施するため、参加家庭からの生
ごみバケツの回収業務を実施する。
また、ビンや布類、ペットボトルなどのリサイクル素材を使用したフェルト
ガーデン戸田（屋上緑化施設）やハンギングバスケットをＰＲすることによ
り、リサイクルを推進するとともに、公共施設等の屋上緑化を推進する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（５）【A】、３．自然環境保全の方針②【B】

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

生ごみ排出世帯数 997世帯 83

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0402-03 事業名
蕨戸田衛生センター分担
金

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H17 H32 ―

目標値（平成32年度）

25%

事業概要シート

環境課

施策の展開 事業概要

３Ｒ活動の推進

・戸田市及び蕨市における廃棄物処理に係る一部事務組合である「蕨戸
田衛生センター組合」に対し、両市の負担割合に基づき分担金を支払う
ことにより、両市の一般廃棄物を適正に処理する。
・同センターでは、リサイクルプラザにおいて缶・ビン・ペットボトルなどを
再資源化し、またリサイクルフラワーセンターにおいては、生ごみバケツ
と花苗交換事業を実施し、家庭から出る生ごみを堆肥化する事業を展開
している。
・これらの事業により、ごみの減量化・再資源化を推進し、循環型社会へ
の形成に向け、３Ｒ活動を推進する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（５）

具体的な取り組み（上戸田地域）

―

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

資源化率 20.5% 82

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

具体的な取り組み（笹目地域）

―

具体的な取り組み（美女木地域）

―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（新曽地域）

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

―
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事業
コード

0402-04 事業名 環境質調査事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H16 H32 ―

目標値（平成32年度）

20件

事業概要シート

環境課

施策の展開 事業概要

環境対策

・自動車騒音と道路交通振動について実態把握をし、要請限度を超え生
活環境が損なわれている場合、公安委員会と道路管理者に対して改善
を要請する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ６．住宅市街地の整備方針③

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

測定地点における要請限度
未満の件数

20件 100.0

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・防音対策の要望
自動車騒音と道路交通振動について、要請
限度を超えていないか実態の把握をした。

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・幹線道路沿道における騒音・排気ガス・振動対策の充
実

自動車騒音と道路交通振動について、要請
限度を超えていないか実態の把握をした。
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事業
コード

0404-01 事業名 市民農園事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S49 H32 ―

目標値（平成32年度）

15,000㎡

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

「土に親しむ広場」としての利用
面積

12,115㎡ 80.7

事業概要シート

経済政策課

施策の展開 事業概要

市民農園

・農地所有者から申し出のあった農地を市が借り受け、市民農園として
整備し、利用希望者へ区画を貸し出している。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ３．自然環境保全の方針④
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事業
コード

0404-02 事業名 商業振興事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H11 H32 ―

目標値（平成32年度）

年間20件

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（新曽地域）

喜沢１丁目街路灯のＬＥＤ化が完了すると共
に、中央商店会の積極的な事業活動を支援
した。

本町商店会街路灯のＬＥＤ化が完了すると共
に、上戸田商店会の積極的な事業活動を支
援した。

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・魅力ある既存商業地の形成

・商店街の魅力向上

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

具体的な取り組み（笹目地域）

・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

具体的な取り組み（美女木地域）

―

具体的な取り組み（上戸田地域）

―

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

商店会の活性化に資する取組
への支援数

年間1７件 85.0

―

―

事業概要シート

経済政策課

施策の展開 事業概要

商業振興

・地域の人に親しまれ、必要な物やサービスが身近で賄えるような活力
ある商店会となるように、商店会や個店の活動を支援する。
 また、進出する大規模小売店舗と、その周辺の中小小売業者の事業活
動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針③
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事業
コード

0404-03 事業名 工業振興事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H12 H32 ―

目標値（平成32年度）

年間２０件

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・民間活力を活かした高度な広域物流拠点としての充実
・既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の充実

域内において、年間で５事業所に対し、当該
補助金を交付した。
その他の取組事項については成果なし。

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の
充実

域内において、年間で３事業所に対し、当該
補助金を交付した。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・既存の倉庫・工場が市外に転出しないための支援の
充実

域内において、年間で２事業所に対し、当該
補助金を交付した。

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

産業立地推進事業補助金の交
付件数

年間1２件 60.0

事業概要シート

経済政策課

施策の展開 事業概要

工業振興

・工場、倉庫、運輸施設がすでに集積している地域においては、市の立
地条件を活かした都市型産業の立地や流通施設の受け皿など、工業と
流通機能の強化を図る。
 また、住宅等と工場・倉庫等が併存する地域においては、住宅等と工場
等の用途が調和した複合系の土地利用とし、かつ住環境及び操業環境
の向上に向けた事業を展開する。
 さらに、事業者が新技術や新製品の開発に際し支援を行うほか、技術
や製品を積極的に外部へ発信する際にも支援を行うなど、市内事業者
の競争力強化を図る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針④
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事業
コード

0501-01 事業名 都市計画事務費 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H16 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

地域別構想

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

事業概要シート

都市計画課

施策の展開 事業概要

他都市との連携

・埼玉県都市計画協会、埼玉県南４市まちづくり協議会等の活用により、
他自治体との情報共有や連携により、都市機能の向上に努める。
 

・Ｈ２８から「都市計画調整等事業」より事業名称変更
 

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針⑧
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事業
コード

0501-02 事業名
都市マスタープラン推進事
業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

Ｈ27 Ｈ32 ―

目標値（平成32年度）

7件

事業概要シート

都市計画課

施策の展開 事業概要

【Ａ】土地利用調整
【B】立地適正化計画
【C】地区計画

・住宅と商業業務施設、工場や倉庫等が併存する住工・住商混在エリア
における土地利用の課題に対応するため、土地利用調整を図るための
指針・制度づくりを策定し、今後の市域における土地利用の課題に対応
したまちづくりを推進する。
・市内３駅周辺の拠点づくりや土地利用の秩序づくり、さらに高次都市機
能の誘導や居住誘導を進めるために、改正都市再生特別措置法に基づ
く、立地適正化計画を策定します。
・都市マスタープランの実現に向けて、地区計画の積極的な活用が図ら
れるように、地区計画制度の住民への啓発活動を実施しながら、地区計
画によるまちづくりの推進を図る。そのため、「戸田市都市まちづくり推進
条例」を活用し、地区住民等が主体となる、地区まちづくりの普及を進め
る。

・Ｈ２８から「地区計画推進事業」を統合

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針⑤、６．住宅市街地の整備方針②【Ａ】
１．土地利用方針①、②、④、⑦、６．住宅市街地の整備方針③【Ｂ】

・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
・商業環境整備の推進

地区まちづくり推進団体に対する支援を実施

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・魅力ある既存商業地の形成
・地区計画等によるまちづくりの推進

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討
・地区計画等によるまちづくりの推進

地区まちづくり推進団体に対する支援を実施

【C】地区まちづくり推進団体
の認定件数

5件 71.4%

・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
・既存商業地における商業環境と住環境の調和検討
・地区計画等によるまちづくりの推進

―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討
・地区計画等によるまちづくりの推進
・戸建て住宅を中心とした緑豊かな専用住宅地の維持
・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

―
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事業
コード

0501-04 事業名 都市計画推進事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S43 H32 ―

目標値（平成32年度）

３回

4.07ha

6地区

【Ｄ】生産緑地地区の指定面積 4.07ha 100.0

・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
・地区計画等によるまちづくりの推進

住居・商業系用途地域に防火・準防火地域を
指定

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・建築物の高さ制限による景観の保全
・地区計画等によるまちづくりの推進

【E】地区計画の指定地区（総数） 4地区 66.6

・延焼防止のため防火地域、準防火地域の検討
・震災時の安全な避難路の確保
・農地・緑地の保全
・地区計画等によるまちづくりの推進

住居・商業系用途地域に防火・準防火地域を
指定

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・避難路の安全性向上
・地区計画等によるまちづくりの推進

市役所周辺を都市機能の強化を図るため、近隣商業地
域に用途地域を変更
住居・商業系用途地域に防火・準防火地域を指定

新曽第二土地区画整理事業区域内に高度
地区を指定

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・地区計画等によるまちづくりの推進 川岸地区地区計画の届出事務の実施

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【Ａ】用途地域（一般見直し）の都市
計画変更回数

１回 33.3

【A】用途地域
【B】高度地区
【C】防火・準防火地域
【Ｄ】生産緑地地区
【E】地区計画

・土地利用の現況等を精査し、土地利用の転換の可能性がある地区は、
現状を踏まえつつ望ましい土地利用への誘導を行うため、用途地域の変
更を実施する。
・高度地区の指定することで、　市街地環境を維持を図る。
・建物の密度が高い地域における火災延焼拡大の危険性を防止するた
め、火災延焼の規模が比較的大きい地域については、防火地域及び準
防火地域の指定をする。
・自然環境保全・景観・防災等の観点から、都市計画上保全が必要な農
地について、すでに指定を行った生産緑地地区の保全をすることで、良
好な生活環境及び公共施設用地等の確保を図る。
・地区住民等が主体となる、地区まちづくりの普及を進め、地区計画によ
るまちづくりの推進を図る。
・Ｈ２８から「地域地区等見直し事業」と「生産緑地地区事業」を統合

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

都市計画課

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針①【A】、⑥【A】、⑦【A】、１．土地利用方針⑩【B】、３．自
然環境保全の方針④【Ｄ】、５．安全安心まちづくりの方針（１）①【C】

施策の展開 事業概要

31 / 66



事業
コード

0501-03 事業名 地域地区等見直し事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S43 Ｈ25 ―

目標値（平成27年度）

１回

334.7ha

1263.0ha

事業概要シート

都市計画課

施策の展開 事業概要

【A】用途地域
【B】高度地区
【C】防火・準防火地域

・５年毎に実施する都市計画基礎調査などを基に、土地利用の現況等を
精査し、土地利用の転換の可能性がある地区は、現状を踏まえつつ望
ましい土地利用に誘導を行うため、用途地域の変更を実施する。
・高度地区の指定することで、　市街地環境を維持を図る。
・建物の密度が高し地域における火災延焼拡大の危険性を防止するた
め、火災延焼の規模が比較的大きい地域については、防火地域及び準
防火地域の指定をする。

Ｈ２８から都市計画推進事業へ統合

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針①【A】、⑥【A】、⑦【A】、１．土地利用方針⑩【B】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）①【C】

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

成果指標 実績値（平成25年度末時点） 達成度（％）

【Ａ】用途地域（一般見直し）の都市
計画変更回数

１回 100.0

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・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
・避難路の安全性向上

市役所周辺を都市機能の強化を図るため、近隣商業地
域に用途地域を変更
住居・商業系用途地域に防火・準防火地域を指定

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・建築物の高さ制限による景観の保全
新曽第二土地区画整理事業区域内に高度
地区を指定

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・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

住居・商業系用途地域に防火・準防火地域を
指定

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・延焼防止のため防火地域、準防火地域の検討
・震災時の安全な避難路の確保

住居・商業系用途地域に防火・準防火地域を
指定

【C】防火・準防火地域の指定面積 739.8ha 100.0

【Ｂ】高度地区の指定面積 1263.0ha 100.0
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事業
コード

0501-04 事業名  生産緑地地区事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H18 H32 ―

目標値（平成27年度）

4.43ha

事業概要シート

都市計画課

施策の展開 事業概要

生産緑地

・自然環境保全・景観・防災等の観点から、都市計画上保全が必要な農
地について、積極的に生産緑地地区の追加指定を行うことで、良好な
生活環境及び公共施設用地等の確保を図る。

Ｈ２８から都市計画推進事業へ統合

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ３．自然環境保全の方針④

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

成果指標 実績値（平成25年度末時点） 達成度（％）

生産緑地地区の指定面積 4.13ha 93.2

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・農地・緑地の保全 生産緑地地区の追加指定の受付を実施
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事業
コード

0501-05 事業名 地区計画推進事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H13 H32 ―

目標値（平成27年度）

①202.0ha
②6件

事業概要シート

都市計画課

施策の展開 事業概要

地区計画

・都市マスタープランの実現に向けて、地区計画の積極的な活用が図ら
れるように、地区計画制度の住民への啓発活動を実施しながら、地区
計画にようまちづくりの推進を図る。そのため、「戸田市都市まちづくり
推進条例」を活用し、地区住民等が主体となる、地区まちづくりの普及を
進める。
・Ｈ２８から都市マスタープラン推進事業へ統合

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針①、②、④、⑦、
６．住宅市街地の整備方針③

・地区計画等によるまちづくりの推進
・商業環境整備の推進

地区まちづくり活動組織対する支援を実施
川岸地区地区計画の届出事務の実施

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

成果指標 実績値（平成25年度末時点） 達成度（％）

①地区計画の指定面積
②地区まちづくり推進団体の認定件数

①137.0ha
②5件

①67.8　②83.3
平均75.5

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・魅力ある既存商業地の形成
・地区計画等によるまちづくりの推進

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討
・地区計画等によるまちづくりの推進

―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・既存商業地における商業環境と住環境の調和検討
・地区計画等によるまちづくりの推進

―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

・中央通りにおける商業環境と住環境の調和検討
・地区計画等によるまちづくりの推進
・戸建て住宅を中心とした緑豊かな専用住宅地の維持
・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

―
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事業
コード

0501-06 事業名 景観形成推進事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H11 H32 ―

目標値（平成32年度）

178件

35地区

・良好な景観形成のためのルールづくりの推進
・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

―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・北戸田駅前からの連続性のある都市景観の形成
・良好な景観形成のためのルールづくり推進
・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

笹目川左岸沿川における景観づくり推進地区につい
て、助言・指導を実施

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・良好な景観形成のためのルールづくり推進
・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

戸田ボートコース周辺、市役所南通り沿道における景
観づくり推進地区について、助言・指導を実施
庁舎外壁の塗り替え、上戸田地域交流センター新築、
こどもの国新築、南小学校体育館外壁の塗り替えに伴
い景観アドバイザーの実施

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・北戸田駅・戸田駅前にふさわしい景観づくり
・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
・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

北戸田駅周辺、戸田駅西口周辺における景観づくり推
進地区について、助言・指導を実施
新曽小学校体育館外壁に塗り替え、水辺のスポット・
シンボル道路整備工事に伴い、景観アドバイザーの実
施

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・美しい景観形成のためのルールづくりの推進
喜沢南保育園外壁の塗り替えに伴い景観アドバイ
ザーの実施

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】、【B】、【C】景観アドバイ
ザーの相談件数

154件 86.5

【E】三軒協定の認定地区数 31地区 88.5

【A】景観形成
【B】ユニバーサルデザイン
【C】景観に配慮した整備
【D】景観重要建造物・樹木
【E】景観普及啓発

・市民・事業者・市のパートナーシップのもと、都市景観条例や各種ガイ
ドライン等に基づき、良好な景観の形成を進めていく。また、各種届出制
度の適切な運用を図ることで、魅力あるまち並みづくりを誘導する。
・市が重点的に景観誘導を推進する「景観づくり推進地区」の指定を順
次検討する。
・市民にとって身近な景観づくりとなる「三軒協定」制度等の普及・啓発
を進めることにより、自主的な景観づくりの推進を図っていく。
・公共施設等は、地域の景観形成に大きな影響を及ぼすことから、新設
や改修を行う際には、景観に配慮した対応をしていくため、計画段階か
ら担当課と綿密な調整を行うとともに、景観アドバイザー制度の活用を
図っていく。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

都市計画課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（１）②【A】、２．都市施設の整備方針（６）③【B】、
４．都市景観の形成方針①【A】、②【A】、③【C】、④【A】、④【D】、⑤【E】、
６．住宅市街地の整備方針③【A】、⑤【B】

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0501-07 事業名 サイン整備事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

Ｈ14 Ｈ32 ―

目標値（平成32年度）

72件

60件（年間）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】公共サイン設置総数 62件 86.1

【B】屋外広告物許可件数 67件 100.0

【A】サイン整備
【B】屋外広告物

・良好な景観形成に寄与する公共サインの整備・管理を通じた景観づく
りを推進するとともに、市独自の屋外広告物条例を制定し、運用するこ
とによって、美しいまち並み景観づくりを目指す。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

都市計画課

全体構想

都市整備の方針 ４．都市景観の形成方針③【A】、④【B】

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0502-01 事業名 開発指導事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S49 H32 ―

目標値（平成32年度）

100%

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事前協議適合率
（適合件数/申請件数）

100％（H27は34件/34件） 100.0

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

宅地開発等指導要綱

・宅地開発事業に対して、指導要綱に基づく事前協議や関係各課の指
導を行い、無秩序な宅地開発等の防止と公共施設の整備を図っていく。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針②
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事業
コード

0502-02 事業名 開発許可事務費 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H14 H32 ―

目標値（平成32年度）

100%

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

開発許可事務

・宅地開発事業に対して、開発許可の基準に基づく公共施設の整備を
図っていく。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針②

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

開発許可適合率
（許可件数/申請件数）

100％（H27は18件/18件） 100.0

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0502-03 事業名 駅周辺建築物等整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H6 H32 ―

目標値（平成32年度）

100%

1地区

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・戸田公園駅周辺におけるまちづくりの推進

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・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

地区まちづくり協定（戸田駅西口駅前地区および
北戸田駅前地区）に係る届出件数は11件あり、
全てが適合であった。
北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業によ
り、居住機能が充実した施設建築物が完成した。

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【A】 地区まちづくり協定に係
る届出における適合率

100% 100.0

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

【A】駅周辺整備
【B】用途地域
【C】地区計画

・戸田駅及び北戸田駅周辺において、地元地権者等の理解と協力を得
ながら官民協働により、快適性と利便性に配慮した賑わいのある駅周辺
市街地の形成を目指し、計画的なまちづくりを推進していく。
・戸田公園駅周辺において、地元地権者等の理解と協力を得ながら官民
協働により、快適性と利便性に配慮した賑わいのある駅周辺市街地の
形成を目指し、計画的なまちづくりを推進していく中で、本地区の将来像
を定め、必要なルール等についての合意形成を図っていく。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針③【A】①【B】 【C】

【C】地区計画の策定 0地区 0.0
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事業
コード

0502-04 事業名
新曽中央地区都市整備事
業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H13 H32 ―

目標値（平成32年度）

100%

100%

1,722.7㎡

1,540.0㎡

100%

【C】新曽中央地区公園・広場整備
面積 570㎡ 33.0

【B】新曽中央地区地区計画の都市
計画決定に係る進捗率 100.0% 100.0

【E】新曽中央地区防火・準防火地
域の都市計画決定に係る進捗率 100.0% 100.0

【D】新曽中央地区道路整備面積 1,540㎡ 100.0

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

【A】用途地域
【B】地区計画
【C】区画整理等
【D】歩道整備
【E】防火・準防火地域

・安全で快適な住環境を目指し、地区の将来像「水に親しみ緑あふれ
る、歩いて楽しいまち」の実現に向けて策定した「地区まちづくり協定」に
基づき、都市基盤施設の整備・改善を図ると共に、同協定に規定した内
容の一部を地区計画として定め、運用することにより、地区住民等と市
がまちづくりの役割を分かち合い、互いの責務を履行する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針①【A】、【B】、②【C】、２．都市施設の整備方針（１）①【D】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）①【E】、６．住宅市街地の整備方針④【C】

具体的な取り組み（上戸田地域）

―

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）
【A】新曽中央地区用途地域の都市
計画決定に係る進捗率 100.0% 100.0

・東西の軸となる旭町沖内線沿道について、
賑わいのある土地利用を図るため、用途地
域を変更すると共に、良好な住環境を整備す
るため、新曽中央地区地区計画を平成２７年
３月２３日付けで都市計画決定した。
・地区の西側にある「水辺のスポット」及び東
西を結ぶシンボル道路の一部を平成27年度
に整備した。

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・スプロール市街地の居住環境の改善
・地区計画等によるまちづくりの推進

具体的な取り組み（笹目地域）

―

具体的な取り組み（美女木地域）

―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（新曽地域）

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

―
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事業
コード

0502-05 事業名 住環境整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H9 H32 ―

目標値（平成32年度）

年間2件

909㎡

40.0%

年間0件 0.0

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

・防災のための広場や道路の整備
・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

・道路広場用地として130㎡を取得するとともに、
生活道路B路線の整備を行った。
・特に建て替えを促進すべきと考えられる区域に
おいて、個別建替え相談を実施した。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【C】建替促進に係る事業進
捗率

15.0% 37.5

【B】住宅市街地総合整備事業による
公共施設用地の取得面積 643㎡ 70.7

【A】生け垣設置推奨補助金
の交付件数

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

【A】生垣緑化助成
【B】防災小空地の拡大
【C】協調建替・共同化

・緑化の推進を図るため、地区計画区域内の地権者が生け垣を設置す
る場合にその費用の一部を補助する。
・災害に強い安全な居住環境の向上のため、住宅市街地総合整備事業
により地区施設の改善・整備を図る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（２）⑦、３．自然環境保全の方針②【A】
５．安全安心まちづくりの方針（１）②【B】、③【C】
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事業
コード

0502-06 事業名
川岸地区地区計画区域生け
垣設置奨励補助金交付事業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H7 H32 ―

目標値（平成27年度）

年間2件

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成25年度までの実績）

成果指標 実績値（平成25年度末時点） 達成度（％）

生け垣設置推奨補助金の交
付件数

年間0件 0.0

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

生垣緑化助成

・緑化の推進を図るため、地区計画区域内の地権者が生け垣を設置す
る場合にその費用の一部を補助する。
・Ｈ２６年度から住環境整備事業へ統合

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（２）⑦、３．自然環境保全の方針②
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事業
コード

0502-07 事業名 耐震診断・改修事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H19 H32 ―

目標値（平成32年度）

年間7件

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

耐震化促進

・昭和５６年以前に建築された住宅の耐震診断・耐震改修に対して、補
助金を交付することにより、耐震化の促進を図っていく。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ５．安全安心まちづくりの方針（１）③

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

耐震診断補助金交付申請の受
理件数

年間1件 14.2

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0502-08 事業名 住宅政策事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H24 H32 ―

目標値（平成32年度）

2回、100人

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

住宅関連イベント等の開催回
数及び参加人数

3回、80人 80.0

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

住宅ストックの形成

・選択制のある良質な住宅ストックを形成するため、国や県が実施するさ
まざまな住宅施策について、市民に周知する。
・分譲マンションの管理不全や、管理問題を抱えるマンション管理組合の
増加が危惧されるため、マンション管理に関するイベント（セミナー・相談
会・意見交換会等）を実施していく。
・近年増加している空き家等の適正管理に向けて、実態調査・空き家等
管理システムの構築を行い、今後、市内に存在する空き家等の除却や
利活用に向けた施策を検討する。また、本市の住宅政策の指針となる、
空き家等対策計画・住生活基本計画を策定し、さらに空き家バンク制度
を立ち上げ、住替え希望者や事業者に対するマッチングの実施を検討し
ていく。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ６．住宅市街地の整備方針①
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事業
コード

0502-09 事業名
(仮称)戸田公園駅周辺建
築物等整備事業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

― ― ―

目標値（平成32年度）

―

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・戸田公園駅周辺におけるまちづくりの推進

―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

事業概要シート

まちづくり推進課

施策の展開 事業概要

【A】用途地域
【B】地区計画
【C】駅周辺整備

・戸田公園駅周辺において、地元地権者等の理解と協力を得ながら官民
協働により、快適性と利便性に配慮した賑わいのある駅周辺市街地の
形成を目指し、計画的なまちづくりを推進していく中で、本地区の将来像
を定め、必要なルール等についての合意形成を図っていく。

平成29年度より事業化のため駅周辺建築物等整備事業へ統合

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針①【A】、【B】、③【C】
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事業
コード

0503-01 事業名 道路維持管理補修事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H25 H32 ―

目標値（平成32年度）

2地区

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組み（新曽地域）

ｿﾞｰﾝ30指定の2地区において、車線幅を狭める区画線
や歩道の設置により、歩行者の安全確保と速度超過・
通過交通の抑制を図った。

区画線設置や路側帯のカラー化により、生活
道路での通行車両の速度抑制を図った。

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・交差点や歩道橋の改良

具体的な取り組み（笹目地域）

・生活道路への通過交通の進入抑制の検討

具体的な取り組み（美女木地域）

区画線設置や路側帯のカラー化により、生活
道路での通行車両の速度抑制を図った。

具体的な取り組み（上戸田地域）

・交差点の改良と隅切り整備の推進
・生活道路への通過交通の進入抑制の検討
・道路の安全性の向上

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

ｿﾞｰﾝ30指定の2地区の交通安
全施設整備

2地区 100.0

区画線や視線誘導票の設置により、交差点
の安全対策を図った。

区画線や視線誘導票の設置により、交差点
の安全対策を図った。

事業概要シート

道路河川課

施策の展開 事業概要

コミュニティ道路整備

・生活道路における通過交通の排除など、快適な生活環境の創造をもた
らすために、自動車の速度を抑制する措置により交通事故を防止し、歩
行者にとって安全かつ安心な道路空間の創出する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（１）①
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事業
コード

0503-02 事業名 橋梁整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H20 H32 ―

目標値（平成32年度）

43 橋

事業概要シート

道路河川課

施策の展開 事業概要

橋梁整備

・河川によって分断されている地域を結ぶために、パイプの役目を果た
す橋梁を整備することにより、地域間交流の促進、通勤・通学時の利便
性の向上、災害時の交通連絡網（緊急輸送路）として、橋梁利用者の安
全性、快適性の確保を図る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（１）①

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

補修を実施すべき橋梁 43橋 23 橋 53.4

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）
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事業
コード

0503-03 事業名
歩行者自転車道路整備事
業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H25 H32 ―

目標値（平成32年度）

10 km

10 km
【B】自転車道路網の総延長
28.7km

3.9 km 39.0

事業概要シート

道路河川課

施策の展開 事業概要

【A】歩道整備
【B】自転車道整備

・歩行者と自転車が関連する交通事故の発生割合が増加している傾向
にあることから、安全な歩行空間の確保を第一義とした道路空間の再配
分を行い自転車レーンの整備や交差点改良を実施し、歩行者・自転車・
自動車のそれぞれの安全性と円滑性を高める。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（１）①【A】、
２．都市施設の整備方針（１）①【B】

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【A】歩行者道路網の総延長
47.8km

3.9 km 39.0

・自転車が通行しやすい空間形成
・歩行空間の改良等
・交差点の改良

鬼沢橋交差点にて交差点改良、戸二小通り
にて自転車レーンを整備。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・交差点や歩道橋の改良
・安全で快適な中央通り整備の検討
・歩行空間の改良等
・自転車が通行しやすい空間形成

戸田公園駅交差点から上戸田福祉センター
（南）交差点までの区間にて自転車走行位置
を示す路面標示（ピクトグラム）を実施。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・安全で快適な中央通り整備の検討
・歩行空間の改良等
・自転車で通行しやすい空間整備

戸田翔陽高校（南）交差点の南側を交差点
改良、市役所南通りに自転車レーンを0.4km
整備。

・歩行空間の改良等
・自転車で通行しやすい空間整備

美女木東の県道（ダブルウェイ）にて歩道改
良および自転車レーンの整備を実施するよう
県へ要望。

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・歩行空間の改良等
・東西都市軸の歩行者空間の充実及び街路樹整備
・自転車で通行しやすい空間整備
・交差点の改良

笹目北町にて自転車レーン整備および交差
点改良を実施。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）
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事業
コード

0503-04 事業名
交通安全施設維持管理事
業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H26 H32 ―

目標値（平成32年度）

5,056（基）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

既存道路照明灯5,387基をLED
灯道路照明に更新

2652（基） 52.5

事業概要シート

道路河川課

施策の展開 事業概要

ＬＥＤ照明の導入

・地域住民の暮らしの基盤となる道路において、夜間の円滑な交通と安
全な通行のため、照度が水銀灯相当ながら使用電力量が削減されるＬＥ
Ｄ灯道路照明への更新を進め、道路照明灯の充実を図ると共に低炭素
な都市づくりに寄与する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）⑤
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事業
コード

0503-05 事業名
都市計画道路前谷馬場
線整備事業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H21 H32 ―

目標値（平成32年度）

240

2,040.84

未定

未定

未定

240【F】共同溝整備延長 0 0.0

【E】透水性舗装整備延長 0 0.0

【C】交通安全施設の設置数 0 0.0

【D】沿道植栽の配置数 0 0.0

【A】歩道整備延長

【B】用地買収取得面積

0 0.0

1,665.17 81.5

事業概要シート

道路河川課

施策の展開 事業概要

【A】歩道整備
【B】都市計画道路整備
【C】交通安全施設の新設
【D】沿道植栽の適正配置
【E】透水性舗装
【F】電線地中化

・都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市
街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与
する。
・本事業は、戸田駅のアクセス道路として、また市中央部の南北を結ぶ
幹線道路として整備を実施する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針

２．都市施設の整備方針（１）①【A】、③【B】、④【C】、
２．都市施設の整備方針（２）④【D】、２．都市施設の整備方針（４）②【E】、
２．都市施設の整備方針（６）③【F】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）①【B】

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・未整備都市計画道路の整備
・無電柱化の推進

道路整備に向け順次用地買収を実施。

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）
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事業
コード

0503-06 事業名
（仮称）都市計画道路整備
事業

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

― ― ―

目標値（平成32年度）

―

事業概要シート

道路河川課

施策の展開 事業概要

【A】歩道整備
【B】駅前広場整備
【C】都市計画道路整備
【D】交通安全施設の新設
【E】沿道植栽の適正配置
【F】透水性舗装
【G】電線地中化

・都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街
地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与す
る。
・前谷馬場線整備事業が終了後に、沿道状況、交通事情などを十分考
慮したうえで整備路線を選定し、事業化を図る。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（１）①【A】、②【B】、③【C】、④【D】、
２．都市施設の整備方針（２）④【E】、２．都市施設の整備方針（４）②【F】、
２．都市施設の整備方針（６）③【G】、５．安全安心まちづくりの方針（１）①【C】

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

・無電柱化の推進 ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・未整備都市計画道路の整備
・沿道を含めた都市軸の整備

戸田公園駅西口駅前通り２号線の整備を実
施。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・未整備都市計画道路の整備
・無電柱化の推進

新曽第一・第二地区を区画整理事務所にて
整備中。

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）
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事業
コード

0403-07 事業名 河川総務事務費 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S51 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・河川の水質向上対策
・親水護岸や生態系護岸等の整備

―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】沿道・河川沿いの緑化
【B】河川整備

・平成１５年３月に荒川水系菖蒲川・笹目川水環境改善緊急行動計画
（清流ルネッサンスⅡ）が策定された。この計画に基づき、県は管理する
菖蒲川、笹目川のヘドロ浚渫を実施した。今後、県管理河川でのヘドロ
浚渫が実施されるよう県と調整を図る。また、未改修の県管理河川につ
いては、整備が実現されるよう県と調整を図る。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

道路河川課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（２）④【A】、
２．都市施設の整備方針（３）①【B】

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0403-08 事業名 河川将来像事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H8 H25 ―

目標値（平成32年度）

―

・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

国が推進計画を策定した。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・荒川河川敷の整備構想の実現化の促進 国が推進計画を策定した。

― ― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】広域サイクリングロード
整備
【B】荒川河川敷の整備・活
用

・荒川の将来を考える戸田市民会議において整備方針等の研究を行
い、地区別計画を策定する。計画の実現化に向け、緩やかな土地利用
誘導を図って行く為、市民や関係機関と調整を図る。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

道路河川課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（２）①【A】、
２．都市施設の整備方針（３）②【B】

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0403-09 事業名 河川維持管理費 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S51 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・河川の水質向上対策 本市が管理する河川の汚泥を浚渫した。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

浄化施設

・平成１５年３月に荒川水系菖蒲川・笹目川水環境改善緊急行動計画
（清流ルネッサンスⅡ）が策定された。この計画に基づき整備された上
戸田川浄化施設（平成１８年２月完成）、荒川からの導水施設（平成１８
年７月完成）を稼働させ、継続的な水質浄化に努める。また、河川に堆
積した汚泥を浚渫し、水質改善を図る。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

道路河川課

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（３）③

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0403-10 事業名 上戸田川改修事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

S56 H32 ―

目標値（平成32年度）

１，１８２ｍ

1002m

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・河川の水質向上対策
・親水護岸や生態系護岸整備、川沿い散策路整備

菖蒲川との合流点付近において、汚泥の浚
渫を実施した。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・生態系護岸整備や自然に近い河川への修復
将来の河川整備に向けた計画検討に着手し
た。

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】整備総延長 １，００２ｍ 84.8

【B】浚渫延長 1002m 100.0

【A】河川整備
【B】浚渫

・現況流下能力が小さく、しばしば浸水被害が生じている新曽第二土地
区画整理事業地内を流れる上戸田川について、治水安全度の向上を
目指し、河川整備を実施する。河川整備は、自然環境、景観に配慮し、
市民が水辺に親しみ、安心して生活できる環境を目指す。また、河川に
堆積した汚泥を浚渫し、水質改善を図る。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

道路河川課

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針⑨【A】、２．都市施設の整備方針（３）①【A】、
２．都市施設の整備方針（３）③【B】、３．自然環境保全の方針①【A】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）④【A】

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0403-11 事業名 さくら川整備事業 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H12 H32 ―

目標値（平成32年度）

1,660ｍ

・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
・河川の水質向上対策
・生態系護岸や散策路の整備、川沿い緑化の推進
・地域資源の充実と各資源をつなぐ緑道・散策路の整
備

護岸整備に向けた計画を策定した。
同地区内の護岸整備を実施した。

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・河川の水質向上対策
・生態系護岸や散策路の整備、川沿い緑化の推進
・さくら川における絵になる風景づくり

護岸整備に向けた計画を策定した。
同地区内の護岸整備を実施した。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

整備総延長 1,240m 74.7

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】河川整備
【B】沿道・河川沿いの緑化

・笹目川との合流点からさいたま市境まで、治水安全度の向上を目指
し、河川整備を実施する。河川整備は、自然環境、景観に配慮しつつ、
市民が水辺に親しみ、安心して生活できる環境を目指す。
・荒川水循環センターの処理水を毎秒0.025㎥放流中であるが、放流水
の増量や新たな水質改善方法を調査検討し、水質改善を図る。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

道路河川課

全体構想

都市整備の方針
１．土地利用方針⑨【A】、２．都市施設の整備方針（２）④【B】、
２．都市施設の整備方針（３）①【A】、３．自然環境保全の方針①【A】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）④【A】

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0403-12 事業名 水路維持管理費 担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H17 H32 ―

目標値（平成32年度）

5.0 mg/L以下

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・河川の水質向上対策
通年で上戸田川浄化施設を稼働した。上戸
田川等への浄化導水を週５日(月～金)実施
した。

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

水質改善効果として、生物化学
的酸素要求量(BOD)

2.7mg/L ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

水質管理

・平成１５年３月に荒川水系菖蒲川・笹目川水環境改善緊急行動計画
（清流ルネッサンスⅡ）が策定された。この計画に基づき整備された上
戸田川浄化施設（平成１８年２月完成）、荒川からの導水施設（平成１８
年７月完成）を稼働させ、継続的な水質浄化に努める。また、　水環境
(水質・流量・水環境)の状況を把握する為、モニタリング調査を定期的に
実施する。
　

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

事業概要シート

道路河川課

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（３）③、
３．自然環境保全の方針①

施策の展開 事業概要
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事業
コード

0504-01 事業名
新曽第一土地区画整理事
業

担当部署

着手
完了

（予定） 打ち切り

H8 H32 ―

目標値（平成32年度）

1回

1件

93.0

―

具体的な取り組み（上戸田地域）

具体的な取り組み（新曽地域）

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

区画整理事業により、宅地の適正配置と公
共施設の整備により、調和のとれた良好な住
宅地としての基盤整備を促進し、平成28年3
月末の総事業費進捗率で69.6％となった。

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・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
・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
・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
・未整備都市計画道路の整備
・無電柱化の推進
・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
・地区計画等によるまちづくりの推進

具体的な取り組み（笹目地域）

―

具体的な取り組み（美女木地域）

全体構想

都市整備の方針

１．土地利用方針①【A】、①【B】、②【C】、１③【D】、
２．都市施設の整備方針（１）①【E】、②【F】、③【G】、④【H】、
２．都市施設の整備方針（２）⑦【I】、２．都市施設の整備方針（４）②【H】、【J】、
２．都市施設の整備方針（６）③【K】、
３．自然環境保全の方針②【I】、５．安全安心まちづくりの方針（１）①【G】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）②【L】、④【M】、
６．住宅市街地の整備方針④【C】

―

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）
【A】用途地域の変更の実施
回数

1回 100.0

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

事業概要シート

土地区画整理事務所

施策の展開 事業概要

【A】用途地域　【B】地区計画
【C】区画整理等　【D】駅周辺整備
【E】歩道整備　【F】駅前広場整備
【G】都市計画道路整備
【H】透水性舗装
【I】生垣緑化助成
【J】調整池等
【K】電線地中化
【L】防災拠点整備
【M】雨水流出抑制]

・土地区画整理事業は、土地区画整理法を根拠法として、公共施設の整
備改善や宅地の利用増進を図るため、換地方式の手法により行われる
土地の区画形質の変更、及び道路・公園など公共施設の新設、または
変更に関する事業である。
・新曽第一土地区画整理事業は戸田駅西口に位置した91.2haの区域
で、平成8年1月に事業計画決定を行い、平成25年12月に10年間の事業
期間延伸のため事業計画の変更を実施した。

進捗状況

【C】使用収益開始率 75.2 80.8

【B】地区計画の策定件数 1件 100.0
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事業
コード

0504-02 事業名
新曽第二土地区画整理事
業

担当部署

着手
完了
（予定） 打ち切り

H15 H32 ―

目標値（平成32年度）

1

1

28.0

事業概要シート

土地区画整理事務所

施策の展開 事業概要
【A】用途地域　【B】地区計画
【C】区画整理等　【D】駅周辺整
備
【E】歩道整備
【F】コミュニティ道路整備
【G】駅前広場整備
【H】都市計画道路整備
【I】透水性舗装
【J】生垣緑化助成
【K】調整池等　【L】電線地中化
【M】防災拠点整備
【N】雨水流出抑制

・土地区画整理事業は、土地区画整理法を根拠法として、公共施設の
整備改善や宅地の利用増進を図るため、換地方式の手法により行われ
る土地の区画形質の変更、及び道路・公園など公共施設の新設、また
は変更に関する事業である。
・新曽第二土地区画整理事業は戸田駅東口に位置した40.5haの区域
で、平成15年12月に事業計画決定を行い、平成28年1月に道路計画等
の見直しと事業期間延伸のため事業計画の変更を実施した。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針

１．土地利用方針①【A】、【B】、②【C】、③【D】、
２．都市施設の整備方針（１）①【E】、①【F】、②【G】、③【H】、④【I】、
２．都市施設の整備方針（２）⑦【J】、
２．都市施設の整備方針（４）②【I】、【K】、
２．都市施設の整備方針（６）③【L】、３．自然環境保全の方針②【J】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）①【H】、②【M】、④【N】、
６．住宅市街地の整備方針④【C】

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【C】使用収益開始率 19.2 68.5

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・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
・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
・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
・未整備都市計画道路の整備
・無電柱化の推進
・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
・地区計画等によるまちづくりの推進

工業系が大半をしめている区域の用途地域
を、駅前環状道路内と旭町沖内線沿道につ
いては、近隣商業地域、その他の大部分に
ついては、第一種住居地域に変更し、併せ
て地区計画を策定した。
また、区画整理事業により、宅地の適正配
置と公共施設の整備により、調和のとれた
良好な住宅地としての基盤整備を促進し、平
成28年3月末の総事業費進捗率で19.8％と
なった。

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

【A】用途地域の変更の実施
回数

1 100.0

【B】地区計画の策定件数 1 100.0
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事業
コード

0504-03 事業名
（仮称）北部第二土地区画
整理事業（向田地区）

担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

― ― ―

目標値（平成32年度）

―

事業概要シート

土地区画整理事務所

施策の展開 事業概要

区画整理等

・向田地区については、一定の道路網及び街区が構成され、公共下水
道が完備されていることから、区画整理事業については、第四次総合振
興計画（１０年間）においては事業を見合わせるものとし、今後は、地域
の実情や経済情勢等を見極めながら、事業手法等の変更も視野に入れ
て検討を行う。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 １．土地利用方針④

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

― ― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・交差点の改良と隅切り整備の推進
・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

―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―
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事業
コード

0601-01 事業名 小学校施設整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H23 H31 ―

目標値（平成32年度）

芦原小を除く全11校

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

事業概要シート

教育総務課

施策の展開 事業概要

省エネルギー設備の設置

・老朽化した小学校の設備について、省エネルギー設備の設置を含めた
改修工事を順次行っていく。
・経年劣化により稼働効率が落ちた圧送ポンプや受変電設備等を更新
し、また末端機器についてもＬＥＤ照明等の最新の高効率機器を導入す
ることで、建物全体の環境負荷を抑制する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）⑤

―

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

工事完了学校数 10校 90.9

―

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―

具体的な取り組み（笹目地域）

―

具体的な取り組み（美女木地域）

―

具体的な取り組み（上戸田地域）

具体的な取り組み（新曽地域）

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―
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事業
コード

0601-02 事業名 中学校施設整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H23 H28 ―

目標値（平成32年度）

戸田東中を除く全5校

事業概要シート

教育総務課

施策の展開 事業概要

省エネルギー設備の設置

・老朽化した中学校の設備について、省エネルギー設備の設置を含めた
改修工事を順次行っていく。
・経年劣化により稼働効率が落ちた圧送ポンプや受変電設備等を更新
し、また末端機器についてもＬＥＤ照明等の最新の高効率機器を導入す
ることで、建物全体の環境負荷を抑制する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（６）⑤

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

工事完了学校数 5校 100.0

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）
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事業
コード

0701-01 事業名 文化財保護事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H17 H32 ―

目標値（平成32年度）

―

事業概要シート

生涯学習課

施策の展開 事業概要

文化財保存

――

全体構想

都市整備の方針 ４．都市景観の形成方針①

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

笹目地域の文化財説明版の劣化状況について
調査を行った。

・市内に所在する文化財の調査を通し、既設の歴史散歩道に新しい地域
資源を取込む。また、歴史散歩道コースの変更等を含めた検討を行うと
ともに、文化財説明板の設置や修繕、歴史散歩道案内図（史ある記マッ
プ）の発行を行う。

進捗状況

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備）

具体的な取り組み（笹目地域）

・歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備）

具体的な取り組み（美女木地域）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備）

・歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備）

新曽地域の文化財説明版の劣化状況について
調査を行った。

美女木地域の文化財説明版の劣化状況につい
て調査を行った。

・歴史の道の活用推進（歴史資源のサイン整備）

具体的な取り組み（上戸田地域）

具体的な取り組み（新曽地域）

文化財説明板の修繕を１件実施した。
下戸田地域の文化財説明版の劣化状況につい
て調査を行った。

文化財説明板の新設を１件実施した。
上戸田地域の文化財説明版の劣化状況につい
て調査を行った。
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事業
コード

0801-01 事業名 浸水対策事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

H21 H32 ―

目標値（平成32年度）

17か所

毎年30か所【B】浸透雨水桝設置数 30か所 100.0

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討 ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―
平成27年度までに、合流地区に100か所に浸
透雨水桝を設置した。

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

・冠水被害の軽減に向けた基盤整備・検討
平成27年度までに、合流地区に100か所に浸
透雨水桝を設置した。

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

【A】雨水一時貯留施設設置
数

17か所 100.0

事業概要シート

下水道施設課

施策の展開 事業概要

【A】雨水一時貯留施設
【B】雨水流出抑制

・雨水一時貯留施設：学校に雨水を貯留する1㎥のタンクを設置し、集中
豪雨時に一時的に雨水を溜め、学校内から雨水流出を抑制する。
（Ｈ21年度芦原小学校を除く小学校11校、H24年度中学校3校、H25 美笹
中学校、笹目中学校、新曽中学校の3か所で実施し、市内の小中学校で
の全校設置が終了。事業が完了した。
・雨水流出抑制：合流地域のゲリラ豪雨による一時的な浸水被害対策と
して、浸透雨水桝を設置する。（合流地区に、H24年度に8か所、H25年度
に 30か所、H26年度32か所、H27年度30か所 を設置）

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（４）②【A】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）④【B】
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事業
コード

0801-02 事業名 雨水整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S63 H32 ―

目標値（平成32年度）

421ha

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（笹目地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（美女木地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

― ―

具体的な取り組み（新曽地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・雨水排水施設の整備推進 平成27年度は、0.9haの整備を行った。

― ―

具体的な取り組み（上戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

整備面積 405ha 96.2

事業概要シート

下水道施設課

施策の展開 事業概要

【A】公共下水道整備
【B】雨水流出抑制

・近年の都市型豪雨にも、市民が床上浸水などに対して必要以上の不
安を抱かず安心して暮らせる街を目指して、市内の分流地域747haに雨
水管を整備する。
・新曽地区は、新曽第一区画整理の雨水排水不良個所の軽減を図るた
め、雨水管を整備する。美女木地区は、浸水シュミレーションで床上浸水
の恐れのある地域の軽減を図るため、雨水管を整備する。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針
２．都市施設の整備方針（４）①【A】、
５．安全安心まちづくりの方針（１）④【B】
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事業
コード

0802-03 事業名 汚水整備事業 担当部署

着手
完了

（予定）
打ち切り

S44 H32 ―

目標値（平成32年度）

①1,226ha
②93.3%

地域別構想

具体的な取り組み（下戸田地域） 具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

事業概要シート

下水道施設課

施策の展開 事業概要

公共下水道整備

・市民の生活環境の改善や公衆衛生の向上公共用水域の水質改善を
図るため市内の公共下水道（汚水）未整備地区208haを整備を行う。
・新曽第一・新曽第二区画整理地内は、区画整理の進捗に合わせ、新
曽中央地区内は、地区計画の合意した地区より整備を行う。

進捗状況

全体構想

都市整備の方針 ２．都市施設の整備方針（４）①

―

成果指標 実績値（平成27年度末時点） 達成度（％）

①整備面積
②整備率

①1,180ha
②89.7％

①96.2②96.1
平均96.1

平成27年度は、10.8haの整備を行った。

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

・市街地開発事業等に併せた下水道整備

具体的な取り組み（笹目地域）

―

具体的な取り組み（美女木地域）

―

具体的な取り組み（上戸田地域）

具体的な取り組み（新曽地域）

―

―

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

具体的な取り組みの成果（平成27年度までの実績）

―
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