
第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）　地域別構想　①下戸田地域　進行管理シート（令和３年度）

R3 R4 R5 R6 R7 全体（％を記載する。）

川岸・美女木向田地区都市
整備事業 まちづくり推進課 〇

緑化事務費 みどり公園課 ○

浸水被害軽減事業 下水道施設課 ○

防災施設等整備事業 危機管理防災課 ―

緑化事務費 みどり公園課

都市計画推進事業 都市計画課 ―

工業振興事業 経済戦略室 ○

景観形成推進事業 都市計画課 ○

川岸・美女木向田地区都市
整備事業 まちづくり推進課

公園施設整備・改修事業 みどり公園課 ○

公園事務費 みどり公園課 ○

公園維持管理事業 みどり公園課 ○

緑化推進事業 みどり公園課 ○

河川維持管理費 河川課 ○

該当事業なし —

道路整備事業 都市交通課 ―

道路施設整備事業 都市交通課 ○

コミュニティバス運行事業 都市交通課 ○

都市計画推進事業 都市計画課 ―

商業振興事業 経済戦略室 ○

道路整備事業 都市交通課

交通安全対策事業 都市交通課 ―

交通安全対策事業 都市交通課

道路整備事業 都市交通課

第５次総合振興計画
事務事業名

担当部署　

実施状況（令和３年度実施分）

（１）災害に強い安全な都市基
盤と居住環境づくりの推進

P70

72.22%

（２）快適な生活を営める住工
が共生した環境の形成

P70

再掲

再掲

再掲

P71

地域整備の基本方針 該当ページ

○ …該当事業を実施
― …当該年度は未実施

再掲

―

（４）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

P71

（５）円滑で安全性の高い道路
ネットワークの形成

P71

再掲

（３）ふれあいの場となる公
園・緑地等の充実と緑地、水
辺空間等の既存資源を



第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）　地域別構想　②上戸田地域　進行管理シート（令和３年度）

R3 R4 R5 R6 R7 全体（％を記載する。）

駅周辺整備推進事業 まちづくり推進課 ○

都市計画推進事業 都市計画課 ○

緑化事務費 みどり公園課 ○

都市計画推進事業 都市計画課 ○

都市計画推進事業 都市計画課

商業振興事業 経済戦略室 ○

景観形成推進事業 都市計画課 ○

道路整備事業 都市交通課 ○

道路施設整備事業 都市交通課 ○

水と緑のネットワーク推進事
業 みどり公園課 ○

交通安全対策事業 都市交通課 ―

公園事務費 みどり公園課 ○

河川維持管理費 河川課 ○

公園施設整備・改修事業 みどり公園課 ○

上戸田川整備事業 河川課 ○

公園維持管理事業 みどり公園課 ○

緑化事務費 みどり公園課

該当事業なし ー

景観形成推進事業 都市計画課

都市計画推進事業 都市計画課

防災施設等整備事業 危機管理防災課 ―

犯罪抑止対策事業 くらし安心課 ○

実施状況（令和３年度実施分）

―

再掲

（１）戸田公園駅周辺における
都市基盤整備及びうるおいあ
る中心拠点の形成

P78

88.23%

（２）にぎ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

P79

再掲

（５）災害に強い、安全で安心
して暮らせる居住環境の形成

P79

再掲

再掲

地域整備の基本方針 該当ページ
第５次総合振興計画

事務事業名
担当部署　

○ …該当事業を実施
― …当該年度は未実施

（３）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

P79

（４）戸田公園等いかした公園
都市として特徴的な環境の創
出

P79



第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）　地域別構想　③新曽地域　進行管理シート（令和３年度）

R3 R4 R5 R6 R7 全体（％を記載する。）

新曽第一土地区画整理事業
調査設計費 土地区画整理事務所 ○

新曽第二土地区画整理事業
調査設計費 土地区画整理事務所 ○

駅周辺整備推進事業 まちづくり推進課 ○

新曽第一土地区画整理事業
宅地整備事業 土地区画整理事務所 ○

新曽第二土地区画整理事業
宅地整備事業 土地区画整理事務所 ○

都市計画推進事業 都市計画課 ―

景観形成推進事業 都市計画課 ○

工業振興事業 経済戦略室 ○

新曽第一土地区画整理事業
調査設計費 土地区画整理事務所

新曽第二土地区画整理事業
調査設計費 土地区画整理事務所

新曽第一土地区画整理事業
宅地整備事業 土地区画整理事務所

新曽第二土地区画整理事業
宅地整備事業 土地区画整理事務所

都市計画道路前谷馬場線整
備事業 まちづくり推進課 ○

道路整備事業 都市交通課 ―

道路整備事業 都市交通課 ―

道路施設整備事業 都市交通課 ○

交通安全対策事業 都市交通課 ―

汚水整備事業 下水道施設課 ○

雨水整備事業 下水道施設課 ○

浸水被害軽減事業 下水道施設課 ○

水と緑のネットワーク推進事
業 みどり公園課 ○

犯罪抑止対策事業 くらし安心課 ○

新曽中央地区都市整備事業 まちづくり推進課 ○

都市計画推進事業 都市計画課

景観形成推進事業 都市計画課

工業振興事業 経済戦略室

河川維持管理費 河川課 ○

上戸田川整備事業 河川課 ○

水と緑のネットワーク推進事
業 みどり公園課

公園施設整備・改修事業 みどり公園課 ○

公園事務費 みどり公園課 ○

公園維持管理事業 みどり公園課 ○

実施状況（令和３年度実施分）

地域整備の基本方針 該当ページ
第５次総合振興計画

事務事業名
担当部署　

（１）２つの駅周辺におけるに
ぎわいと活力のある中心拠点
の形成と東西方向の都市軸
によるにぎわい空間の形成

P86

83.33%

（２）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

P87
再掲

再掲

（３）都市基盤の整備による安
全で快適な都市の骨格づくり

P87

再掲

再掲

（４）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

P87

○ …該当事業を実施
― …当該年度は未実施

再掲

再掲

再掲

（５）豊かな水資源をいかした
親水空間の整備と公園の充
実等による潤いや安らぎを感
じる環境の形成

P87
再掲



第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）　地域別構想　④笹目地域　進行管理シート（令和３年度）

R3 R4 R5 R6 R7 全体（％を記載する。）

公園維持管理事業 みどり公園課 ○

さくら川整備事業 河川課 ○

河川維持管理費 河川課 ○

事業完了 —

公園施設整備・改修事業 みどり公園課 ○

都市計画推進事業 都市計画課 ―

水と緑のネットワーク推進事
業 みどり公園課 ○

道路整備事業 都市交通課 ○

道路施設整備事業 都市交通課 ―

緑化事務費 みどり公園課 ○

交通安全対策事業 都市交通課 ―

都市計画推進事業 都市計画課

景観形成推進事業 都市計画課 ○

防災施設等整備事業 危機管理防災課 ―

都市計画推進事業 都市計画課

犯罪抑止対策事業 くらし安心課 ○

道路整備事業 都市交通課

水と緑のネットワーク推進事
業 みどり公園課

交通安全対策事業 都市交通課

環境質調査事業 環境課 ○

都市計画推進事業 都市計画課

商業振興事業 経済戦略室 ○

工業振興事業 経済戦略室 ○

実施状況（令和３年度実施分）

地域整備の基本方針 該当ページ
第５次総合振興計画

事務事業名
担当部署　

75.00%再掲

―

（２）住・商・工が調和する緑豊
かで快適な居住環境の形成

P95

（１）川に囲まれ、公園が多い
という地域特性をいかした、
水と緑のうるおい空間の形成

と回遊性の確保

P94

（３）安全性・防災性の高い市
街地の形成

P95 再掲

（４）地域の生活を支える道路
交通環境の改善

P95

再掲

再掲

再掲

○ …該当事業を実施
― …当該年度は未実施

（５）地域活力の源泉となる地
域産業の活性化

P95

再掲



第２次戸田市都市マスタープラン（改定版）　地域別構想　⑤美女木地域　進行管理シート（令和３年度）

R3 R4 R5 R6 R7 全体（％を記載する。）

（１）北戸田駅周辺における活
気あふれる中心拠点の形成

P102 都市計画推進事業 都市計画課 ―

都市計画推進事業 都市計画課

緑化事務費 みどり公園課 ○

景観形成推進事業 都市計画課 ○

川岸・美女木向田地区
都市整備事業

まちづくり推進課 ○

防災施設等整備事業 危機管理防災課 ―

雨水整備事業 下水道施設課 ―

防災施設等整備事業 危機管理防災課

道路整備事業 都市交通課 ○

道路施設整備事業 都市交通課 ○

水と緑のネットワーク推進事
業 みどり公園課 ―

環境質調査事業 環境課 ○

交通安全対策事業 都市交通課 ―

道路補修事業 道路管理課 ○

河川維持管理費 河川課 ○

さくら川整備事業 河川課 ○

緑化事務費 みどり公園課

公園維持管理事業 みどり公園課 ○

都市計画推進事業 都市計画課

緑化事務費 みどり公園課

（６）環境にやさしい新たな産
業の導入、既存産業の活性化
等による工業拠点の形成

P103 工業振興事業 経済戦略室 ○

実施状況（令和３年度実施分）

地域整備の基本方針 該当ページ
第５次総合振興計画

事務事業名
担当部署　

68.75%

（２）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

P103

再掲

再掲

（３）緑豊かで安全な道路空間
の形成

P103

（４）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

P103

○ …該当事業を実施
― …当該年度は未実施

再掲

（５）適切な土地利用や地区ま
ちづくりのあり方の検討

P103
再掲

再掲


