
便利で心地よい和光の実現のために

【都市基盤】

１ 市街地整備

２ 道路・公共交通

３ 上・下水道

４ 公園・緑地

５ 住環境／住宅

Ⅰ



現況と課題

駅南口周辺は、ビジネスホテル等も新たに進出するなど近年にぎわいも増し、

中心市街地にふさわしい都市機能の集積が進んできました。今後は、和光らし

さがイメージできるようなまちづくりが課題です。そこで、駅南口から駅前通

りを経て市役所周辺までの通りが、名実ともに和光市のシンボルロードとなる

よう、電線類の地中化や商店街との連携などによる景観形成に努め、個性ある

市街地として整備していく必要があります。

また、駅北口周辺は、中心市街地としての整備と合わせて、良好な住宅地の

形成を進めるため、土地区画整理事業を推進していく必要があります。

一方、市内にある東京外かく環状道路上部や県営和光樹林公園などの公共施

設あるいは市街化区域内の生産緑地などは、本来の役割のほかに都市の貴重な

オープンスペースとしてさらなる有効活用が期待されており、本来機能との整

合性を図りながら、「和光市都市計画マスタープラン」★に基づき、効率的に

個性あるまちづくりを進めることが必要です。

１ まちの顔としての個性ある市街地の整備
（市街地整備）

Ⅰ
便利で心地よい和光の実現のために

【都市基盤】

★「和光市都市計画マ
スタープラン」
都市計画法に基づき、
市民・行政が一体とな
って地域に根ざした都
市づくりを進めていく
ための基本的な方針を
定めた計画。
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■区域区分別・用途地域別面積の構成比：平成１７年

区域区分・用途地域について

区域区分は都市計画法で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を

図るために定められるもので、「市街化を抑制すべき区域」を「市街化調

整区域」としている。

「すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ

計画的に市街化を図るべき区域」は「市街化区域」と呼ばれ、ほとんどの

場合、その土地利用のあり方に沿って用途地域が定められている。

用途地域は、大きく住居系、商業系、工業系から構成されており、容積

率や建ぺい率といった建築物の大きさや建築物の用途によって１２種類に細

分化されている。
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施策別計画内容

（１）中心市街地におけるにぎわいの創出

�駅北口周辺の都市基盤整備の推進

和光市駅北口地区における土地区画整理事業を推進し、駅前交通広場、

道路、公園などの都市基盤の整備に努め、駅南口周辺とともに、本市の

中心市街地としての形成を図ります。

�駅南口周辺における都市機能の整備

本市の中心市街地として、駅南口における健康的でにぎわいのあるま

ちづくりを推進するために、都市機能の整備や景観に配慮し、利便性の

向上、魅力ある都市空間の形成に努めます。

�駅周辺から市役所・市民文化センター周辺に至る景観整備

和光市駅周辺から市役所・市民文化センター周辺に至る道路において、
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本市の商業業務、行政、文化、レクリエーションの中核的な機能を結ぶ

交流空間の主軸となるシンボルストリート★の整備を図ります。

�個性あるまちづくり

住民が主体となり、個性あるまちづくりを形成するため、まちづくり

条例★による地区計画★や建築協定★などの市民参加のシステムを活用し、

にぎわいのあるまちづくりを促進します。

（２）土地の有効活用による各地区の特性を生かしたまちづくりの推進

�県営和光樹林公園の活用

県民のさまざまなニーズに対応するため、都市の貴重なオープンスペ

ースである当公園を活用し、公園本来の機能との相乗効果の発揮できる

施策を推進します。

�東京外かく環状道路上部の活用

東京外かく環状道路の上部は、貴重な公共空間であり、周辺地域の特

性や環境を考慮しながら、公共施設の有効活用が図られるよう努めます。

�水辺空間と緑の保全による水と緑のまちづくりの推進

河川、湧水などの水辺空間と公園、斜面林、街路樹などの緑の保全に

努めるとともに、これらを基盤整備に活用することで、憩いと安らぎの

ある水と緑のまちづくりを推進します。

★シンボルストリート

市全体のイメージを象

徴し、魅力を高める役

割を持つ通り。

★まちづくり条例

自治体が、市民の合意

や協力を得ながら、良

好なまちづくりを進め

ていくことを目的とし

て策定する条例。内容

は都市によって異なる。

★地区計画

地区の特性に応じ、公

園、街路など地区施設

の配置、建築物の用途

・敷地・形態等の制限

など総合的な計画を定

め、市街地の良好な環

境の維持、形成を目指

す制度。土地の所有者

等の意見を聞き、市町

村が都市計画の一つと

して決定する。

★建築協定

建築基準法に基づく条

例により、一定の区域

について住宅環境の維

持や改善のために建築

規制を行える住民協定

のこと。区域内の住宅

の敷地や構造、形態、

デザインなどを決め、

これに違反する住宅を

排除することができる。
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■バス利用者数の推移�

現況と課題

本市では、東京外かく環状道路をはじめとする１５路線、延長２３，４８０mが幹

線道路として都市計画決定されており、その整備率は平成１７年４月現在で約

６７．３％となっております。既存の幹線道路には歩道等の幅も狭く整備の必要が

あるものもあります。また、未着手の幹線道路については、土地区画整理事業

と併せて整備を進める必要があります。

市民の日常生活に身近な生活道路においては、地域によって安全性や快適性

が損なわれているものもあり、安全の確保を図るため、バリアフリー化をはじ

め、「和光市道路整備基本計画」★に基づいた、計画的、段階的な整備を図る

必要があります。

また、和光市の内と外をつなぐ幹線道路の整備とともに、市内での往き来を

より便利にするためのバス路線網など公共交通の充実を望む声も高まっていま

す。市民の日常生活を支援するという最も基本的な認識の上に、生活者の視点

から関係公共交通機関への協力依頼を含めた整備を進めることが必要です。

２ 生活者の目線に合わせた道路・公共交通の整備
（道路・公共交通）

★「和光市道路整備基

本計画」

道路の現状や道路整備

に対するこれまでの取

り組みを踏まえた体系

的な道路網の整備を進

めるための計画（平成

１８年４月策定予定）。
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施策別計画内容

（１）幹線道路整備の計画的な推進

�都市計画道路★の整備

都市計画道路は、土地区画整理事業区域内を優先しながら、計画的な

整備を進めます。また、駅周辺の渋滞の解消策について検討します。

�広域幹線道路との連携による利便性の向上

都市計画道路のうち、一般国道２５４号和光富士見バイパスについては、

関連機関に対して早期整備促進と延伸を要望します。

★都市計画道路

都市計画法に基づいて、

都市施設として都市計

画決定された道路。
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（２）すべての市民のための生活道路の総合的整備

�生活道路における安全確保

市民の安全を第一に考え、通過交通と生活交通の分離を検討するとと

もに、生活道路の拡幅や歩車道の分離、街路灯の設置を計画的に進める

とともに、放置自転車対策を充実します。

�市道の整備・維持管理

市民生活における利便性と安全性の向上を第一に考え、道路整備基本

計画に基づいた市道の計画的な整備・維持管理を行います。

�道路・公共交通のバリアフリー化の推進

「チャレンジドプラン（第二次和光市障害者計画）」★（平成１６年３月）

に基づき、バリアフリー化を推進します。

（３）市民ニーズに基づく市内公共交通網の改善・充実

�市内循環バスの充実

安定的な運営のもとで市民の利便性の向上を図ります。

�関係機関との連携によるバス路線網の充実

主に和光市駅を起点として運行しているバス路線網について、市内だ

けでなく近隣の鉄道駅への乗り入れなどを促進します。

★「チャレンジドプラ

ン（第二次和光市障

害者計画）」

障害のある人の地域生

活を重視し、より快適

に、よりいきいきと地

域で暮らせるための施

策をまとめた計画。
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現況と課題

本市の水道事業は、平成１６年３月末現在給水人口７１，６４１人、一日最大配水量

２８，３５０�、年間給水量は９，１５４，１００�、普及率は１００％となっています。今後は、

災害対策の観点からも、老朽化した配水管や浄水施設の更新整備を積極的に推

進し、より安全な水を安定的に供給できる体制の更なる構築が求められます。

公共下水道については、平成１６年３月末現在下水道の整備率は汚水が９０．８％、

雨水が２５．９％となっています。汚水整備については、土地区画整理事業の進捗

や周辺の状況に併せた整備とともに市街化調整区域★への対応が課題です。ま

た、供用開始区域における水洗化率は、同年３月末現在で９４．８％となっており、

周知活動による一層の普及を進める必要があります。また、都市化に伴う雨水

対策の充実に引き続き努めることが重要となっています。

■水道拡張事業の概要

資料：水道部

３ 上・下水道サービスの提供 （上・下水道）

区 分 認可年月日
事業期間 計 画

給水人口

１日１人最大
給 水 量
（�）

１ 日 最 大
給 水 量
（�）着工 竣工

創 設 S３３．３．３１ S３３．９ S３４．３ ５，０００ １５０ ７５０

第１次拡張 S３５．７．２０ S３５．５ S３５．７ ８，０００ ２５０ ２，０００

第２次拡張 S３５．１２．２８ S３６．４ S３９．８ ２７，０００ ２００ ５，４００

第３次拡張 S４０．３．３１ S３９．６ S３９．９ ４２，０００ ２２５ ９，４５０

第４次拡張 S４１．３．３１ S４１．２ S４１．３ ４２，０００ ２２５ ９，４５０

第５次拡張 S４２．１．２８ S４２．１ S４７．１２ ５８，０００ ３００ １７，４００

第６次拡張 S４７．３．３１ S４７．４ S５２．３ ６０，０００ ６００ ３６，０００

第７次拡張 S６１．１２．１１ S６３．２ H２．３ ６３，０００ ５４１ ３４，１００

第８次拡張 H１２．３．３１ H１２．４ H２３．３ ７５，０００ ４６７ ３５，０００

第８次拡張 H１７．３．２９
H１２．４ H２８．３ ８５，０００ ４１２ ３５，０００

第１回変更 （届出）

★市街化調整区域

都市計画法に基づく都

市計画区域のうち、市

街化を抑制すべき区域。
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■公共下水道人口の推移�

■下水道整備状況

※平成１７年は９月末現在 資料：下水道課

年 度
行政人口
（人）

処理区域
面 積
（ha）

処理区域内
人 口
（人）

処理区域内
世 帯 数
（世帯）

普及率
（％）

水洗化人口
（人）

雨水整備率
（％）

平成３年 ５５，４１５ ５０６．８７ ４７，５７７ １７，６６３ ８５．９ ４２，１２８ １０．８

５年 ５８，０８７ ５４９．３１ ５０，２４２ １９，５６０ ８６．５ ４４，７１９ １１．６

７年 ６１，２２１ ５６６．７２ ５２，７７０ ２１，３９３ ８６．２ ４８，３３１ １２．３

９年 ６４，０８９ ５９０．３４ ５７，２４５ ２３，８３９ ８９．３ ５２，４６２ １３．３

１１年 ６６，７３４ ６０１．２４ ６０，０５７ ２５，５６９ ９０．０ ５６，０１５ １４．６

１３年 ６８，８９１ ６１３．５９ ６２，９８５ ２７，４１１ ９１．４ ５９，２７６ ２４．０

１５年 ７１，６４４ ６２５．５９ ６７，４３１ ２９，９２６ ９４．１ ６３，９２５ ２５．９

１７年 ７２，７９０ ６２１．２０ ６９，２４６ ３１，３４１ ９５．１ ６６，２１１ －第
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施策別計画内容

（１）安全で安定的な水の供給

�既存施設の更新整備及び維持管理

老朽化した配水管（石綿セメント管など）の布設替えを積極的に進め、

災害に強い管網整備を実施します。

�安定給水体制の構築

県水の安定供給を要請するとともに、災害時に備えて自己水源の保全

に努め、渇水時には井水に対する依存割合を高めます。

�第８次拡張事業の推進

第８次拡張事業（計画給水人口８５，０００人、一日最大給水量３５，０００�）

を積極的に推進し、水需要の増加に対応した施設を整備します。
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�市民の節水意識の向上

広報活動やイベントを通じて、水道事業に対する市民の理解を促進す

るとともに、日常的な節水の意識を啓発します。

（２）下水道整備による快適な暮らしの確保

�既存設備の維持管理

公共下水道施設の調査・修繕・改良など、引き続き維持管理を実施し

ます。

�水洗化の普及

既に供用開始している地域で未水洗化の市民に対して、訪問、広報な

どで水洗化の PRを充実します。

�未整備地区への公共下水道の整備

未整備地区については、土地区画整理事業の進捗状況に併せて整備す

るとともに、市街化調整区域への対応に努めます。

（３）雨水対策の充実

�雨水排水施設の整備

大量降雨による浸水を防止するための雨水排水施設の更なる整備を実

施します。
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現況と課題

本市の魅力である武蔵野の面影を伝える緑は、急速な宅地開発、市街化によ

って分断され、減少を続けています。同様に、この地域の貴重な生態系を涵養

してきた湧水も数か所を残すのみとなっています。

このような地域の姿を伝える斜面林、屋敷林、社寺林、湧水などの保全に努

めるとともに、これらの資源が形づくる“ふるさと”としてのイメージを連続

させるための公園や緑地の整備により、和光らしい景観を再生、創出すること

がまちづくりの上でも重要です。さらには、道路や河川、公共・公益施設周辺

だけでなく、私有地においても、快適な生活環境を保全するため、市民と行政

の連携による緑化推進活動を進めることが必要です。

また、本市の人口は増加を続けており、災害対策としても、市民の健康的な

生活を支援するためにも、都市公園（平成１７年４月現在、一人当たり５．７８�）

をより積極的な整備を進めていく必要があります。

４ 都心に近いふるさとを演出する公園・緑地整備
（公園・緑地）
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施策別計画内容

（１）市民と行政の連携による水と緑の保全と創出

�計画的な水と緑の保全と創出

「和光市緑の基本計画」★の緑化推進目標に基づき、環境保全、レク

リエーション、防災、景観形成の四つの緑の機能を一体的に保全、整備

します。また、市の玄関口である和光市駅周辺から市役所・市民文化セ

ンター周辺に至るシンボルストリートの緑地保全に努めます。

�多様な制度の活用による緑地保全と緑化の推進

市内に残る貴重な自然環境を保全するとともに、市民の利用に供する

ため、市民緑地制度★の活用に努めます。また、保全の必要性が高い区

域や箇所で、担保性を高める必要がある場合には、「和光市緑の保護お

よび緑化推進に関する条例」★を積極的に活用し、緑の保全に努めます。

★「和光市緑の基本計画」

市内の緑の保護育成の

ための基本理念と将来

像を定めた上で、緑の

持つ多様な機能（環境

保全、レクリエーショ

ン、防災、景観形成）

を踏まえて、緑地整備

の基本方針や施策など

を設定した計画。

★市民緑地制度
都市における緑地を保

全し、良好な都市環境

を確保するために、土

地の所有者と地方公共

団体などが契約した上

で、地方公共団体など

が施設を整備し、市民

緑地としての一定の期

間管理し、住民に公開

する制度。

★「和光市緑の保護お

よび緑化推進に関す

る条例」

市内の良好な自然環境

を保護育成するため、

樹木の保存、植樹、草花

の植栽などを積極的に

行い、市内の緑の保護

および緑化を推進する

ことを目的とした条例

（昭和４９年条例第１４号）。
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�湧水や緑地に関するPRと市民活動に対する支援

広報「わこう」などを活用し、湧水や緑地の保全について PRしなが

ら、緑化についての話題や情報の提供を充実します。また、緑化に対す

る相談・助言や苗木（記念樹、住民緑化事業苗木）の配布などを行うと

ともに、貴重な緑地（保全地区、ふれあいの森）の保全活動を行う団体

に対する支援等を行います。

（２）健全な市民生活のための適正な都市公園・緑地の配置

�都市公園の整備

一人当たり７．５�を都市公園の整備目標と定め、市民に身近な憩いの

場として利用できるよう、積極的に整備を推進します。このため、土地

区画整理事業などによる整備のほか、終末処理場★上部（アーバンアク

ア広場）を利用した公園を整備します。

�水辺空間の創出

水生生物の生息環境を改善するため、水辺環境の整備、水質浄化の促

進、多自然型護岸★による河川空間づくり、河川の堤内地側への植栽な

どを通じて、ビオトープ★の形成を関係機関に要望してまいります。

�緑道・並木道のネットワーク整備

道路新設の際は、植栽に努めるとともに、既存の緑道や並木道を活か

しながら、緑地と緑地をつなぐ緑道・並木道整備を促進し、身近な緑あ

ふれるまちづくりに努めます。

★終末処理場

下水を最終的に処理し

て、河川その他の公共

の水域、または海域に

放流するために下水道

施設として設置される

処理施設。

★多自然型護岸

単なる自然保護だけで

なく、自然を積極的に

再生しながら水辺の環

境づくりを進めるとい

う考え方に基づいて、

自然材料（石材、木材、

植物）を使って進める

護岸整備。

★ビオトープ

ドイツ語で「地域の野

生生物の生息空間」の

意味。具体的には、池

沼、湿地、草地、雑木

林など。
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現況と課題

都心へのアクセスに優れ利便性の高い本市は、年々人口も増加しており、住

宅開発も盛んです。しかし、狭隘道路も多く、必ずしも良好な住環境を呈して

いるとはいえません。

また、本市の特徴である人口の激しい流動性は、活力をもたらしている一方、

地域の連帯感や愛着の希薄さにつながっています。

さらに、近年は災害に強いまちづくりが強く望まれており、こうしたさまざ

まな課題を解決するうえでも、土地区画整理事業を中心とした都市基盤整備を

推進し、良好な住宅地の形成を図り、安全で安心な市民の住環境を整えるとと

もに、民間活力を活用した良質な住宅供給に努めることが必要です。

５ 和光らしい快適な住宅地整備 （住環境／住宅）
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施策別計画内容

（１）住民と地区の個性に応じた住環境の整備

�住民主体の協働によるまちづくり

住民が主体となり、地区の特性に応じた良好な住環境を形成するため、

まちづくり条例による地区計画や建築協定などの市民参加のシステムを

活用し、協働によるまちづくりを促進します。

�民間開発の適切な誘導

民間開発については、市民と事業者の理解と協力を得ながら、地区の

個性を活かしつつ周辺環境に配慮し、安全で良好な居住環境の形成、維

持ができるよう、開発指導などにより適切に行います。

�集合住宅のネットワークの構築

集合住宅をめぐる問題に対する市民の取り組みを支援するため、ネッ

トワークの構築を促進します。

（２）良好な宅地・住宅の計画的な供給の促進

�土地区画整理事業などの面的整備の推進

既に実施中（中央第二谷中、越後山）及び、今後実施していく予定（駅

北口、北インター周辺）の土地区画整理事業などの面的整備を計画的に

推進していくため、説明会や広報活動を通じ、市民の理解と協力を得る

とともに、計画的に良好な宅地の供給を図ります。

■土地区画整理事業施行状況 平成１７年７月現在

資料：都市整備課

事 業 名 施行者 施 行 年 度
面積
（ha）

中央第二谷中土地区画整理事業 組合 平成４年～平成２６年 ２５．５

越 後 山 土 地 区 画 整 理 事 業 組合 平成１７年～平成２３年 １４．９
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