
 

 

作成者 都市整備部長 小野 康平 作成日 令和３年５月１７日 

■ 将来都市像 ■  

『このまちで良かった』 みんな輝く 未来共創のまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
都市整備部は、総合振興計画で掲げる将来都市像の実現に向けて、道路環境の整備を含む都市基盤整備の

推進や景観の調和、公共交通の利便性の向上などにより、市民生活の快適性を確保する役割を担います。 

このため、戸田市第５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「安全な暮らしを守

るまち」や「快適に過ごせる生活基盤が整備されたまち」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」などの諸計画に基づいて、地域の特徴を活かした都市基盤整備、

魅力的なまち並みの創出、快適で秩序ある市街地の形成を目指し、施策、事業を推進していきます。 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
【外部環境】 

・安全で快適な道路環境の創出  

・道路や橋梁などの社会資本ストックの老朽化に伴う維持管理と更新  

・交通安全施設などの整備及び修繕  

・地区の特性を考慮した都市基盤整備の推進 

・誰もが円滑に移動できるバリアフリーの推進 

・駅周辺にふさわしいまちづくりの推進 

・計画に基づいた良好な景観の創出 

・空き家対策の推進と良好な住環境づくり 

・公共交通の利便性の向上  

・安全な通行区間の維持 

【内部環境】 

・国の動向(制度改革など)等を的確に把握し、資源の有効活用及び人材育成 

・質の高い事業を推進するため、横断的で効率的な業務体制の構築 

・民間活力の有効活用 

【問題点】 

・効果的・効率的な事業推進のために必要な国の交付金などの財源確保 

■ 令和３年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

・質の高い行政サービスの提供、効率的な事業推進が図れるよう、適切な人員の配置に努めるとともに、職

員の育成、組織の活性化に努めます。 

・施策・事業の実施に当たっては、効果的・効率的な事業推進のため、積極的な財源確保、コストの縮減に

努め、中長期的な視点を考慮しながら適切な予算確保に努めます。 
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令和３年度 都市整備部が中心となる施策及び考え方の方針 

施策番号 

及び 

考え方 

施策名 

及び 

考え方 

目 的 
令和３年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

施策１９ 
浸水対策

の推進 

河川整備により治水機能の

強化を図るとともに、集中豪雨

に対応した下水道施設を整備

することにより、水害に対し安

全・安心に生活できるまちづく

りを推進します。 

・新曽第一・第二土地区画整理

事業地内で調整池の整備を進

め、維持管理します。 

水安全部 

施策２０ 

安全な道

路環境の

整備・推

進 

市民が安全に生活を送るこ

とができるように、暮らしの基

盤となる道路の整備を行うと

ともに、交通安全意識の普及啓

発を行うことで、誰もが安心し

て通行できる道路環境の実現

を目指します。 

・都市計画道路前谷馬場線につ

いては、権利者などの理解と協

力を得ながら用地買収を進め、

第１工区の電線共同溝を整備

します。 

・安全・安心かつ快適な道路通

行を確保するため、約 2.6ｋｍ

区間の舗装補修工事を実施す

るとともに、市民が安心して橋

梁を利用できるよう、戸田市橋

梁長寿命化修繕計画に基づき、

3橋の補修工事を行います。 

・第２次戸田市歩行者自転車道

路網整備計画に基づき、約

0.9km の自転車通行空間整備を

行い、歩行者の安全確保のた

め、交差点に車止めなどの交通

安全施設を設置します。 

・快適な道路環境整備を進める

ため、（仮称）戸田市無電柱化

推進計画の策定を進めます。 

市民生活部 

施策２１ 

快適で秩

序ある美

しい市街

地の形成 

地域の特徴を活かした都市

基盤整備を進めるとともに、地

区計画等の制度を活用した土

地利用の規制・誘導を図ること

により、快適で秩序ある市街地

の形成を目指します。また、戸

田市の特色を活かした美しい

魅力的なまち並みの創出によ

り、次世代につながる良好な景

観の形成を目指します。 

・第２次戸田市都市マスタープ

ランの推進については、持続可

能な都市の実現に向けた取り

組みを、引き続き推進します。

また、美女木向田地区において

は、市民生活の向上を図るた

め、令和３年１１月の施行を目

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。 

・景観形成の推進については、

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、地域

 



資源を活用したまち並みの創

出を進めます。また、「三軒協

定制度」の普及・啓発に努めな

がら、景観法や戸田市都市景観

条例に基づき周辺景観と調和

した公共施設、大規模建築物等

の景観形成を進めます。 

・新曽中央地区については、地

権者などの理解と協力を得な

がら道路及び公園の用地を確

保するための取組を実施しま

す。 

・バリアフリーの推進について

は、整備の連続性の確保を図る

ため、促進方針を踏まえた基本

構想を策定します。 

・戸田公園駅西口駅前地区につ

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係る

支援を実施します。 

・川岸２丁目地区については、

密集市街地の改善に向け、通り

抜け広場の用地を確保するた

めの取組を実施します。 

・土地区画整理事業について

は、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

交通広場を整備し（、新曽第二

地区おいては、３号橋の設計を

進め）ます。 

施策２２ 

安心して

生活でき

る住環境

の充実 

既存住宅ストックの適正管

理・活用を促進するとともに、

市営住宅を供給することによ

り、市民が安心して生活できる

住環境を整備します。 

・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。管理不全の空き家は、

所有者に適正な管理を求め、倒

壊の危険性のある特定空き家

については適切に対応します。 

・分譲マンションについては、

管理の適正化に向け実態調査

を実施します。 

・市営住宅については、適切に

維持管理を行い、絶え間ない住

 



宅供給を図ります。 

施策２４ 

公共交通

が利用し

やすい環

境 の 整

備・推進 

市内外を結ぶ公共交通の利

便性を高め、市民の誰もが公共

交通機関を利用して、快適に移

動できる環境を整えます。 

・路線バス運行事業者を支援す

ることで市内路線バスの安定

的な運行及び路線を維持して

いくとともに、コミュニティバ

スの運行により、路線網の補完

に努めます。 

・ＪＲ埼京線については、ホー

ムドア設置や戸田公園駅への

通勤快速停車の実現に向け、直

接的な働きかけを行います。 

 

施策２５ 

自然に親

しむ空間

の整備・

推進 

良好な緑地の保全などを通

じて、生物多様性に配慮した自

然空間を創出するとともに、既

存の緑地・水辺とのネットワー

ク化を図り、市民が緑や土、水

辺といった自然を身近に感じ、

親しむことができる環境を整

備します。 

・強風による倒木等の恐れがあ

る街路樹を適切に維持管理す

るため、緊急輸送道路などにお

いて、街路樹健全度調査を実施

します。 

 

 

 

環境経済部 

水安全部 

 
 

参 考 
令和３年度 都市整備部が関係する施策 

施 策 番 号 施策名 目 的 

施策１７ 防犯体制の強化 
市民の誰もが安全で安心して暮らせるよう、

地域と連携した防犯対策を推進するとともに、

防犯体制の強化を図ります。 

 



 
 

令和３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 

都市計画推進事業 

〇 都市計画法で規定する生産緑地地区について、所有者等が営農を継続する

意向がある場合、申出基準日（当初指定告示日から３０年経過する日）ま

でに生産緑地法の規定に基づき特定生産緑地として指定することができる

制度に基づく事務を行い、緑化の保全に努めます。 

景観形成推進事業 
〇 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。 

住宅政策事業 

〇 定期的な空き家の巡回を実施し、必要に応じて空き家所有者に対し適切な

管理を促すとともに、分譲マンション実態調査を実施し、適正なマンショ

ン管理に必要な支援・対策の検討を進め、良好な住環境の維持・保全に努

めます。 

市営住宅管理費 
〇 市内に８棟ある市営住宅について、「戸田市市営住宅長寿命化計画」に基づ

き大規模改修工事を計画的に進め、各住宅を適正に管理してゆくことによ

り、入居者へ快適な住環境の提供を行います。 

道路補修事業 
〇 道路巡回パトロール等に基づく応急的な修繕や計画的な補修工事等を実施

し、道路を良好な状態を保つことにより、沿道環境の保全をはじめ、交通

の安全や車両の快適な走行を維持します。 

道路施設維持管理事業 
〇 美観に優れ、緑陰効果のある豊かな緑や花を継続的に確保し、道路を潤い

のある安全で快適な空間とするため、道路清掃、除草、排水施設や街路樹

の維持管理を行います。 

自転車駐車場管理事業 
〇 市内３駅の市営自転車駐車場の整備や指定管理者制度の導入による利用者

サービスの向上を図ることによって、自転車の利用を推進し、環境負荷の

軽減を図ります。 

コミュニティバス運行

事業 

〇 市内５路線を運行するコミュニティバス tocoにより、公共交通のアクセス

不便地域の解消と、駅、病院、公共施設への利便性を図ることで、私的自

動車利用の抑制を行います。また、コミュニティバスの新規車両への入れ

替え時には、電気自動車や燃費性能等に優れた最新型エンジンを搭載した

車両とし、環境負荷の軽減を図ります。 

道路整備事業 
〇 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。 



新曽第一、第二 

土地区画整理事業 

〇 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。 

 


