
施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【イラスト】駅北口土地区画整理事業完成イメージ

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名
駅北口土地区画整理事業

事務所
関係課名 都市整備課

No.

中心市街地にふさわしい駅北口周辺の整備１

和光市駅北口周辺の計画的な市街地形成を推進し、安全な歩行空間の確保、防災性の向上な

ど、安全で暮らしやすいまちづくりを進めます。

駅北口周辺は、駅へのアクセスとしての生活道路の整備が十分でなく、通勤、通学時におい

て安全が確保されているとはいえません。また、駅前広場もバスやタクシーなどの公共交通機

関の乗降スペースが狭く、歩行者と車両が交錯している状態です。

市民意識調査でも、市街地整備の満足度は、南地域の４２．４％に対して、北地域は３５％

と低く、さらに、市民まちづくり討議会や市民提案でも、駅北口の早期整備が望まれています。

平成１８年に現在の駅北口土地区画整理事業施行地区（優先施行地区）約１１．３ha を定め、
平成２０年１２月に事業計画を決定し、事業を推進しています。

平成２５年８月に、駅北口土地区画整理事業仮換地指定を行いました。

駅北口周辺は南口と比べて、駅前広場や都市計画道路が未整備なことから、商業集積や土地

の有効利用が停滞しており、駅前の魅力と安全性を向上させる必要があります。

また、駅北口周辺は、宅地の無秩序な開発や建物の老朽化により、防災性の低下も懸念され

ており、良好な市街地の形成が求められています。

駅北口土地区画整理事業については、市の北側だけの課題ではなく、全体の課題とし、最重

要課題として積極的に取り組むことが必要です。

主要課題 駅北口周辺の安全で快適な都市空間の確保

課題解決の考え方 体系的な道路網による歩行者の安全の確保

解決に向けた取組 道路・公園・駅前広場の整備

課題解決の考え方 住環境と防災性の向上

解決に向けた取組 良好な商業地・住宅地の形成

① 道路・公園・駅前広場の整備

駅前広場や都市計画道路などの公共施設の整備を積極的に進め、歩行者等の安全性を高めま

＊１ 地区計画とは、地区の土地利用と個々の建築物との調和を図り、地域の特性を生かした総合的なまちづくりを

行うため、地区の特性に応じた規制・誘導を行うことができるよう、住民の合意により、その地域の細街路、小公園

の計画、建築物の壁面後退・用途・形態などについて、制限すること。

７．施策指標

＊２ 使用収益開始済面積とは、建物、工作物などの移転や道路、公園等の工事により、仮換地が従前と同様の土地

利用ができる状態となった面積のこと。

＊３ 仮換地とは、土地区画整理事業において、工事のため必要がある場合など、従前の宅地に代えて仮に使用し、

収益することができる一定の土地のこと。

す。

また、駅前広場については、市民参加を取り入れ、周辺駅前商業地区などの魅力を高めるよ

う整備します。さらに、事業の推進に当たっては、民間の経営感覚を取り入れながら進めます。

② 良好な商業地・住宅地の形成

土地区画整理事業により、地域の防災性を向上させ、魅力ある住宅地を形成します。また、地

区計画＊１を活用し、良好な住環境と景観の維持・保全を進めます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

駅北口土地区画整理事

業 の 整 備 率

（％）

0 100 指標説明：使用収益開始済面積＊２／仮換地＊３指定面積

参考資料：駅北口土地区画整理事業事業計画書



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【地図】和光北インター地域土地区画整理位置図

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 都市整備課 関係課名

No.

交通の利便性を生かした産業拠点の整備２

東京外かく環状道路などの優れた交通条件を生かし、和光北インター地域に先端的な研究・

開発施設及び物流関連施設等の新たな産業拠点を整備します。

和光北インター地域土地区画整理事業は、新産業・物流業務地区の創出に向け、平成２１年

１２月に事業認可を取得し、施行を開始しました。

市民からは、早期整備を望む声が多くなっています。

和光北インター地域土地区画整理事業は、平成25年から工事着手し、平成27年度には造

成工事が完了します。

新産業・物流業務地区として整備を進めるため、企業誘致を進める関係機関や和光理研イン

キュベーションプラザとの連携を図ることが必要です。

土地区画整理事業による新たな産業拠点の整備に当たっては、近隣住民の生活環境に配慮す

る必要があります。

主要課題 優れた交通条件を生かした産業拠点の整備

課題解決の考え方 土地区画整理事業と地区計画による都市整備基盤整備

解決に向けた取組

①有効な土地活用の推進

②地区計画の活用による良好な環境形成

③関係機関との連携による都市基盤整備

① 有効な土地活用の推進

事業主体の土地区画整理組合に対して技術支援などを行いながら、計画的な整備を行い、産業

拠点としての有効な土地活用を推進します。

② 地区計画の活用による良好な環境形成

７．施策指標

地区計画を活用し、産業拠点として適切な土地利用の規制・誘導を行うとともに、隣接する地

域の生活環境に配慮した良好な環境の形成を図ります。

③ 関係機関との連携による都市基盤整備

新産業・物流業務地区として魅力を高めるため、関係機関や和光理研インキュベーションプラ

ザと連携して、都市基盤整備を進めます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

和光北インター地域土

地区画整理事業

整備率（％）

40.5 － 指標説明：使用収益開始済面積／仮換地指定面積

参考資料：和光北インター地域区画整理事業事業計画書



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】良好な景観が形成された風景（みどりの木かげ道）

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 都市整備課 関係課名

No.

良好な景観形成の推進３

まちの特色や地域の個性を生かした良好な景観を形成し次世代に引き継ぐことにより、まち

への愛着や誇りを育みます。

本市では、人口増加による都市化の進行に伴い、緑や良好な景観など快適な生活環境が失わ

れつつあります。市民提案でも、景観を損ねる派手な看板や建物への規制が必要という意見が

あるなど市の景観に対する市民意識が高まっています。

本市では、県の景観条例に基づく景観の規制誘導を行ってきましたが、平成２２年４月から

は、市独自の景観条例及び景観計画を施行し、今後は、同条例計画に基づき、景観の規制誘導

を進めていきます。

和光市景観計画に基づき景観10選を定めるとともに、新倉ふるさと民家園を景観重要建造

物に指定しました。

快適な生活環境を維持するためには、都市と自然の調和を図り、地域コミュニティ活動など

を生かしたまちづくりが必要です。

良好な景観を形成するためには、市民、事業者及び行政の協働による景観づくりが求められ

ています。また、地域の景観を損ねている既存の建物などについては、その対応が求められて

います。

主要課題 都市と自然の調和のとれた良好な景観形成

課題解決の考え方 都市化に対応した良好な景観形成の推進

解決に向けた取組

①地域性豊かな景観の形成

②都市と自然との調和を大切にする景観の形成

③生活・暮らしに根ざし、歴史・文化の伝承や地域の交流を通じた景観の形

成

④市民生活及び産業活動の活性化に資する景観の形成

課題解決の考え方 景観形成に係る関係者との役割分担

６．取組内容

７．施策指標

【地図】景観軸*1と景観拠点*2

＊１ 景観軸とは、景観の形成において主要となる軸のこと。

＊２ 景観拠点とは、景観の形成において主要となる拠点のこと。

解決に向けた取組 ⑤市民、事業者及び行政の三者の協議による景観の形成

① 地域性豊かな景観の形成

市独自の景観条例・景観計画に基づき、本市の特長を生かした良好な景観が形成されるように

誘導します。

② 都市と自然との調和を大切にする景観の形成

変化に富んだ地形の上にそれぞれの地域の個性的なまちなみの形成を図りながら、都市と自然

との調和を大切にする景観づくりを推進します。

③ 生活・暮らしに根ざし、歴史・文化の伝承や地域の交流を通じた景観の形成

地域でのコミュニティ活動や地域文化の保存活動、学習活動などを通じて、特徴的な自然や史

跡、文化財などの歴史的な資源を継承する景観づくりを推進します。

④ 市民生活及び産業活動の活性化に資する景観の形成

潤いのある豊かな生活環境の形成や産業の振興に寄与し、市民生活及び産業活動の活性化に資

する景観づくりを推進します。

⑤ 市民、事業者及び行政の三者の協議による景観の形成

地域での景観づくりの輪を広げ、市民、事業者及び行政がそれぞれの役割を果たしながら、三

者の協働による景観づくりを推進します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

市景観計画に基づく景

観重要建造物及び景観

重要樹木の指定件数

（件）

1 2

参考資料：景観計画

市景観計画に基づく景

観重要樹木の指定本数

（本）

0 1



施策内容修正シート（中間見直し前倒し対象施策）（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【地図】土地区画整理事業区域図

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 都市整備課 関係課名

No.

良好な居住環境の形成４

安心と安らぎを感じ、本市に長く住み続けたいと思うよう、計画的な土地整備を行い、良好

な居住環境を形成します。

計画的な住宅整備を行い、良好で災害に強い住宅地を形成するため、市内３地区で組合施行

による土地区画整理事業を進めています。

平成２２年３月３１日現在の事業費ベースの事業の進捗状況は、中央第二谷中土地区画整理

事業で８６％、越後山土地区画整理事業で２５％となっています。また、整備率は、中央第二

谷中土地区画整理事業は、６１．１％、越後山土地区画整理事業は、４０．２％となっていま

す。なお、白子三丁目中央土地区画整理事業は、平成２１年１１月に事業認可を取得し事業を

進めています。

市民意識調査では、「快適な住宅地が整備されている」という項目についての満足度が３７．

１％と低い水準にとどまっており、３地区の早期整備を推進し良好な居住環境を提供すること

が望まれています。

また、国道２５４号から南側の和光樹林公園にかけては、市役所・児童センター・保育園・

学校等の公共公益施設、住宅団地などにより構成された整った土地利用となっており、市の行

政・文化機能の中核として、シンボル的なゾーンとなっていることから、より一層の機能の充

実と良好な住宅市街地の形成が期待されています。

平成２７年３月３１日現在の事業費ベースの進捗状況は、中央第二谷中土地区画整理事業で

約９８％、越後山土地区画整理事業で約５７％、白子三丁目中央土地区画整理事業で約４５％

となっています。

土地区画整理事業を地域との協力により進めていくことが求められています。また、老朽化

した西大和団地の居住環境の改善が求められています。

主要課題 安心と安らぎを与える快適な居住環境の維持

課題解決の考え方 計画的な市街地整備と利用促進

解決に向けた取組
①快適な住宅地としての土地利用

②住宅市街地総合整備事業の推進

① 快適な住宅地としての土地利用

７．施策指標

中央第二谷中土地区画整理事業、越後山土地区画整理事業、白子三丁目中央土地区画整理事

業の３地区について、事業主体の土地区画整理組合に対して技術支援等を行いながら、土地区

画整理事業による計画的な整備を行うとともに、地区計画を活用した住宅地として良好な居住

環境を形成します。

② 住宅市街地総合整備事業の推進

西大和団地の再生に向けた事業を支援するとともに、市役所周辺の公共公益施設の計画的な

整備を推進します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

中央第二谷中土地区画

整理事業整備率

（％）

95.2 －
指標説明：使用収益の開始済面積／仮換地指定面積

参考資料：土地区画整理事業事業計画書

越後山土地区画整理事

業整備率（％）
49.0 －

指標説明：使用収益の開始済面積／仮換地指定面積

参考資料：土地区画整理事業事業計画書

白子三丁目中央土地区

画整理事業整備 率（％）
0 －

指標説明：使用収益の開始済面積／仮換地指定面積

参考資料：土地区画整理事業事業計画書



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【イラスト】

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 建築課 関係課名 都市整備課

No.

安心して暮らせるまちづくりの推進５

市民、事業者及び行政が協働でまちづくりを進めるとともに、安全に住める宅地・建物を増や

し、住みやすく安心して暮らせるまちにします。

平成１９年７月にまちづくり条例を施行し、市民、事業者及び行政との協働により安全・安心

で快適な活力のあるまちづくりを進めています。特に、事業者が行う開発行為等については、協

定の締結基準や開発許可の基準を設け、秩序あるまちづくりに努めていますが、開発行為等の計

画によって事業者と近隣住民などとの紛争が発生しています。

市内建築物の耐震化については、土地区画整理事業区域外では古い住宅の建替えを含めた耐震

化が進んでいない状況です。

築３０年を経過する市内分譲マンションは、６５棟となり、全体の約４割になります。平成２６年度に和光

市分譲マンション問題検討市民委員会を立ち上げ、今後建物の老朽化が及ぼす問題について、行政

がどのように関わるかを話し合っています。

地区まちづくり協議会の認定や建築協定の締結など地区住民主体のまちづくりに関する制度

が市民に十分に浸透していないため、制度の周知を図る必要があります。また、開発行為等の計

画によって発生する事業者と近隣住民などとの紛争への対応が求められています。

さらに、建築物の耐震化についても、その必要性が市民に浸透していないため、市の助成制度

などについて、情報提供を図る必要があります。

また、分譲マンションについては、建物の老朽化に対し、適正な資金計画、施設の維持管理等

の問題の把握が必要になります。

主要課題 住民主体の安心して暮らせるまちづくりの実現

課題解決の考え方 まちづくりに関する市民の理解の醸成

解決に向けた取組 ①市民主体のまちづくりに関する情報の提供

課題解決の考え方 開発行為等に伴う関係調整

解決に向けた取組 ②紛争の予防と調整の制度の充実

課題解決の考え方 住宅の安全性の向上

解決に向けた取組 ③住宅の耐震化の支援

解決に向けた取組 ④住宅の分譲マンションの支援

６．取組内容

７．施策指標

① 市民主体のまちづくりに関する情報の提供

地区住民が地区まちづくり協議会や建築協定の締結などのまちづくりに関する制度について十分

理解できるよう、広報紙や市ホームページなどによる情報提供のほか、自治会の集会等での勉強会

や説明会を通じて、周知を図ります。

② 紛争の予防と調整の制度の充実

紛争当事者の申出に応じ、相談やあっせんなどを行い、迅速かつ適正な解決を図ります。

③ 住宅の耐震化の支援

無料耐震診断や耐震化への助成などを行います。また、耐震化の必要性など耐震化の情報につい

て、広報紙や市ホームページなどにより周知を図ります。

④ 分譲マンションの支援

分譲マンション問題について、意見交換会の場や相談窓口業務等を設け、管理組合、居住者と行

政の意思の疎通を図ります。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

まちづくり条例に基づく協定

締結数（累計）
164 290

指標説明：まちづくり条例適用対象の申請手続は

平成 19 年 7月 1日から開始されました。

市 内 住 宅

診断・改修

助 成 件 数

（累計）

戸建て

住宅

診断 69 105

指標説明：平成 20 年度からの耐震助成累計件数

参考資料：既存建築物耐震改修促進計画

※国の政策に基づき平成２７年度完了の計画を平成 32 年度ま

で延長します。

改修 31 49

分譲

マンシ

ョン

診断 5 11

改修 0 1



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】削除 →【写真】市道４７５号線改良工事前・後

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 道路安全課 関係課名 都市整備課

No.

安全で快適な道路の整備６

市民の目線に合わせた道路の整備と歩道の段差解消を行い、市民が安心して歩けるようにし

ます。

本市は、狭あい道路が多く、歩行者のすれ違いができないなど、幼児、高齢者等に安全な歩

行空間の整備が遅れています。また、歩道と車道の段差があり、通行の障害となっています。

市民提案でも、道路に関する提案のうち６割近くが歩道の整備を訴えています。

このことから、平成１９年に中長期的な展望に立った計画的な道路整備を推進するため、道

路整備実施計画を策定しています。また、和光市駅南口広場については、駅利用者にとって公

共交通を利用しやすい環境を整えるよう、整備を進めています。

市の北側の地域については、土地区画整理区域でもあり、今後は宅地整備と一体となった道

路整備が求められています。

また、市では、市民ボランティアによる道路清掃や花壇の整備など、協働による管理を行っ

ています。

市道に隣接している土地の情報を収集し、取得可能な路線については、積極的に交渉してい

ます。

市道の路面性状調査等を実施し、支持力や劣化度等のデータにより、効率的かつ計画的な舗

装の維持修繕に努めています。

道路整備実施計画に基づく拡幅整備では、地権者の合意形成などを進めていくことが必要で

す。

交通量の増加により、市道の劣化の進行が速まっています。

国道や県道については危険箇所が多く、歩行者の安全性が確保されていない箇所があること

から、改善していくことが求められています。

主要課題 市民の目線に合わせた道路整備と歩行空間の確保

課題解決の考え方 安全で快適な道路整備

解決に向けた取組

①計画的な道路整備の推進

②環境に配慮した道路の整備

③駅南口周辺の整備・維持管理

６．取組内容

７．施策指標

*１ バリアフリーとは、障害者や高齢者の生活に不便な障害を取り除こうという考え方のこと。道路の段差をなく
したり、階段の代わりにゆるやかな坂道を造ったりするのがその例である。

課題解決の考え方 歩行者の安全の確保

解決に向けた取組
④歩道の拡幅整備・バリアフリー化の推進

⑤狭あい道路の歩行者の安全性確保

① 計画的な道路整備の推進

道路整備実施計画に基づきつつ、状況に応じて、柔軟に整備を進めていきます。また、計画

的かつ効率的な道路補修など適切な道路・水路の維持管理を行っていきます。

② 環境に配慮した道路の整備

環境保全技術による市道舗装補修工事を実施し、温室効果ガスの抑制を図ります。

③ 駅南口周辺の整備・維持管理

中心市街地としての賑わいあるまちづくりを進めるため、駅南口周辺の適切な整備・維持管

理を行っていきます。

④ 歩道の拡幅整備・バリアフリー化＊１の推進

歩道の拡幅整備や段差の解消などで、交通弱者にやさしい歩車道の整備を図ります。また、

同時に国道や県道についても、歩道未整備箇所があることから、歩行者の安全が図れるよう関

係機関に対し、要望を行います。

⑤ 狭あい道路の歩行者の安全性確保

自動車中心の道路整備から歩行者中心の道路整備を行っていきます。また、国道や県道につ

ながる市道の歩行者の安全性を確保します。

指標名
現状値 目標値

備考
H2６ H32

優先整備路線における

改良実施路線数（路線）
14 44 指標説明：優先整備路線総数 44 路線

緊急輸送路線の平均ひ

び割れ率（％）
－ 40 指標説明：レーザーにより機械的にひび割れを測定し数値化



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】放置自転車の状況・【写真】放置自転車撤去後の状況

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 道路安全課 関係課名

No.

交通安全対策の推進７

道路利用者の交通安全に対する意識を高め、安全に通行できる道路環境を整備します。

本市は、警察との連携により信号機の設置や路面標示などの交通安全施設の整備を行ってい

ます。

また、市内企業や交通関係団体の協力を得ながら、小学校新入学児童に対する交通安全教育

活動や交通安全啓発活動に取り組んでいます。しかしながら、県内の類似団体と比べて、市民

１，０００人当たりの交通事故件数が多くなっています。

また、和光市駅周辺における放置自転車が後を絶たず、通行する自転車や歩行者にとって、

危険な状況となっています。

街路灯のＬＥＤ化や、駅周辺自転車駐車場の整備、また、平成２８年度に開校予定の下新倉

小学校の交通安全対策が求められています。

交通事故については、高齢者や自転車の事故が多くなっており、国道、県道などの交通量が

多い道路における事故が多くなっています。

また、駅周辺における放置自転車の問題については、利用者のモラルの向上が必要です。

主要課題 交通安全意識の向上と安全対策

課題解決の考え方 交通安全意識の醸成

解決に向けた取組 ①交通安全意識の啓発

課題解決の考え方 関係機関との連携による交通事故の抑制

解決に向けた取組 ②交通安全施設の整備

課題解決の考え方 駅周辺の通行環境の改善

解決に向けた取組 ③放置自転車対策の推進

６．取組内容

７．施策指標

① 交通安全意識の啓発

小学校における交通安全教育を行うとともに、自転車利用者や高齢者への啓発活動を進めま

す。

② 交通安全施設の整備

警察、国道・県道管理者及び市の三者による道路診断を行い、事故の原因を把握し、事故の

再発防止を図ります。また、防護柵、反射鏡などの交通安全施設の整備・維持管理を行います。

また、コスト縮減のため、街路灯のＬＥＤ化を随時 実施します。

③ 放置自転車対策の推進

駅周辺の自転車等放置禁止区域の周知に努めるとともに、自転車などを定期的に撤去し、駅

周辺の交通事故防止のための環境を整備します。また、駅周辺に自転車駐輪場を整備し、放置

自転車対策を進めます。

指標名
現状値 目標値

備考H2６ H32

市内の人身事故発生

件数（件）
322 280 参考資料：交通事故統計資料（県警本部）

交通事故死傷者数

（人）
374 340 参考資料：交通事故統計資料（県警本部）

放置自転車撤去数

（台）
1230 1,000



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 都市計画道路とは、機能的な都市活動の確保や都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画法に基
づいて決定された、都市形成の骨格をなす道路のこと。
＊２ 跨線橋とは、道路と鉄道の線路を立体交差化して、線路をまたぐように架けられた橋のこと。

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】都市計画道路（南口駅前線）

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 都市整備課 関係課名

No.

都市計画道路の整備８

広域的な交通需要に対応できるよう、効率的な道路網を形成することで、市民の利便性を向

上します。

市民の利便性の向上を目指し、都市計画道路＊１を計画的に整備してきたことにより、整備

率は、平成２１年度末時点で７０％となり、県内の他自治体に比べると高くなっています。

また、諏訪越四ツ木線跨線橋＊２については、平成２１年６月に事業認可を取得し整備を進め

ていますが、土地区画整理事業区域外の都市計画道路については、整備が進んでいません。

市民意識調査では、道路・公共交通への不満の回答がやや多く、特に南地域に比べて北地域

の不満が多くなっています。

諏訪越四ツ木線跨線橋については「大和橋」と名称付与し、平成 25 年７月より供用開始し

ました。なお、平成 27 年 3 月 31 日現在の都市計画道路の整備率は、約 75％になります。

土地区画整理事業の区域外の都市計画道路の整備が進みづらくなっています。

また、市民の利便性向上のため、諏訪越四ツ木線跨線橋の整備を早急に進める必要がありま

す。さらに、県が整備主体の一般国道２５４号和光富士見バイパス線（志木和光線）の早期完

成が求められています。

その他、和光市駅から市役所に向かう都市計画道路である南口駅前線（シンボルロード）の

電線地中化の整備が遅れています。

主要課題 効率的な道路網の形成による利便性の向上

課題解決の考え方 土地区画整理事業区域内の優先的な道路整備

解決に向けた取組 ①計画的な都市計画道路の整備

課題解決の考え方 関係機関との連携による道路整備

６．取組内容

７．施策指標

【地図】都市計画道路図

解決に向けた取組

②諏訪越四ツ木線跨線橋の整備

③②広域幹線道路との連携による利便性の向上

④③電線地中化の整備

① 計画的な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。

② 諏訪越四ツ木線跨線橋の整備

諏訪越四ツ木線跨線橋整備については、関係機関と連携し、早急に整備します。

③② 広域幹線道路との連携による利便性の向上

一般国道２５４号和光富士見バイパス（志木和光線）については、国や県に対して早期整備

の促進と東京外かく環状道路和光北インター以南への延伸を要望します。

④③ 電線地中化の整備

南口駅前線（シンボルロード）の電線地中化を計画的に整備します。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

都市計画道路整備率

（％）
74.6 76.0

指標説明：都市計画道路の整備延長／計画延長

参考資料：都市計画現況調査

諏訪越四ツ木線跨線橋

整備進捗率（％）
50.0 － 参考資料：計画終了年度（平成２４年度予定）

電線地中化整備率（％） 40.1 100 参考資料：計画終了年度（平成32年度予定）



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

＊１ アーバンアクア公園とは、平成９年度に県が策定した「彩の国アーバンアクア広場計画」に基づき、荒川右岸

流域下水道終末処理場内下水処理場施設の上部を有効活用するため、平成１６年に公園の設置が都市計画決定された

公園のこと。

【写真】市内の公園（ワンパク公園）

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 都市整備課 関係課名

No.

計画的な公園の整備と維持管理の充実９

公園を利用する市民が、憩いや安らぎを感じられるようにします。

現在、市の北側に２５箇所、南側に２４箇所の公園があり、東京外かく環状道路上部を利用した

広場などが５箇所あります。市民一人当たりの公園面積は、近隣市と比べ広くなっています。

市民意識調査では、公園に関しての満足度は６３．０％と高い水準にありますが、地域別では、

南地域より北地域の満足度が低くなっています。また市民提案では、公園を設置してほしいという

要望が多くなっています。

各公園においては、経年劣化していく遊具が年々増加していることから、安全点検を行い、適正

な維持管理に努めています。

市の北側に 29箇所、南側に 24箇所の公園があり、東京外かく環状道路上部下部を利用した広場

などが 5箇所あります。また、経年劣化した公園遊具については、安全性を確保するための措置を

講じる必要があります。

平成１６年２月に都市計画決定したアーバンアクア公園＊１の整備については、平成２６年度か

ら工事着手していますが、社会資本整備総合交付金の配分状況を勘案して事業期間の延長も検討す

る必要があります。また、土地区画整理区域以外では、公園整備のための用地の確保が難しくなっ

ています。

その他、地域の連帯感が薄れていることから、地域の交流の場として、公園をより活用すること

が求められています。

主要課題 公園利用者の満足度の向上

課題解決の考え方 多様な手法による公園整備

解決に向けた取組
①計画的な公園の整備

②アーバンアクア公園の整備

６．取組内容

＊２ 公園サポーターとは、公園の安全で快適な利用を地域の中で実現するため、公園の見守りや維持管理、利用促

進などに協力・参画する市民団体のこと。

７．施策指標

【地図】公園位置図・公園名称一覧

課題解決の考え方 市民協働による公園の見守り体制の整備

解決に向けた取組 ③公園サポーター制度の確立・推進

課題解決の考え方 公園などの施設の安全な利用

解決に向けた取組 ④公園などの施設の安全性の確保

① 計画的な公園の整備

土地区画整理事業において計画的に公園整備を進めていきます。

② アーバンアクア公園の整備

市民ニーズや費用対効果などを踏まえ、関係機関と連携し、市民との協働により、スポーツ・

レクリエーションなどの憩いの場として整備していきます。

③ 公園サポーター制度の確立・推進

公園サポーター＊２制度を確立して、市民との協働による公園の見守りや維持管理を進めていき

ます。

④ 公園などの施設の安全性の確保

公園などの施設について、引き続き、定期的な点検及び修繕を行い、すべての施設が安全に利用

できるよう、整備、維持管理に努めます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

市民一人当たりの公

園面積（㎡）
4.5 5.0 指標説明：市内公園面積／人口

公園サポーター参画

公園数（箇所）
2 10 指標説明：公園サポーターが関与している公園数



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】県営和光樹林公園

５．課題解決の考え方と取組

６．取組内容

主担当課名 都市整備課 関係課名

No.

県営和光樹林公園の有効活用１０

市民が県営和光樹林公園を活用し、触れ合い、憩い、安らぎを感じられるようにします。

樹林公園は平成元年３月に開園し、これまで身近なオープンスペースとして市民に親しまれて

きました。また、本市が平成１８年４月から指定管理者として、維持管理を行っています。

市民意識調査では、本市に魅力や誇りを感じるものとして樹林公園をあげる人が２番目に多く

なっており、地域資源として思い浮かべるものとして、樹林公園をあげる人が最も多くなってい

ます。

樹林公園の指定管理業務受託については、平成 27年度をもって期間満了となります。

市民の公園利用の現状等を総合的に勘案すると、県民等を対象とする広域的かつ防災機能の役目

も兼ね備える県営公園を、市が引き続き指定管理業務の受託を継続することについて再考した結

果、受託しないこととしました。

樹林公園は、市民にとって身近な存在であり、有効的な活用、利便性の向上、適切な維持管理

が求められています。

主要課題 公園の有効活用と利便性の向上

課題解決の考え方 総合公園の有効活用

解決に向けた取組
①公園の特色を生かした有効活用

②公園利用者の利便性の向上

課題解決の考え方 憩いの場としての安心安全な公園利用

解決に向けた取組 ③適切な維持管理

① 公園の特色を生かした有効活用

オープンスペースを活用したロードフェスティバルや防災訓練の実施など、総合公園としての

特色を生かしたイベント等を行います。

７．施策指標

② 公園利用者の利便性の向上

市民ニーズに応えられるよう関係機関と協議を行い、利便性を向上します。

③ 適切な維持管理

市民が憩いの場として安全・安心に利用できるよう適切な維持管理に努めます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

樹林公園を公的なイベ

ントに活用した 数（件）
7 10

樹林公園に魅力や誇り

を感じる市民の 割合（％）
15.7 17.0

指標説明：本市に魅力や誇りを感じるものはとの設問で樹林

公園と答えた割合

参考資料：市民意識調査



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】給水量等の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 水道施設課 関係課名 水道業務課

No.

安全な水の安定供給１１

安心して飲める水を市民がいつでも利用できるようにします。

本市水道事業は、平成２２年３月３１日現在、給水人口７７，３９７人、年間給水量９，２

３２，９４０㎥、管路総延長１３０㎞普及率は１００％となっています。市民に安全な水を供

給するため、水道水質検査計画に基づき定期的に検査を行っています。

また、平成２１年度に策定した水道ビジョンに基づき、災害に強い管網整備と安全な管種へ

の変更、浄水場及び取水施設の改良・改修を計画的に行っています。

平成２７年３月３１日現在、給水人口８０，０８９人、年間給水量８，９９２，１００㎥、

管路総延長１３５㎞普及率は１００％となっています。

また、水道ビジョンに基づき、災害に強い管網整備と安全な管種への変更、浄水場及び取水

施設の改良・改修を計画的に行っています。

安全な水質の維持を期待する市民ニーズは高く、今後も安定的に供給を続ける必要がありま

す。しかし、大きな地震に対して弱い水道管が残っており、対策が求められています。

また、使用料の収納率を向上させるとともに、市民の水道水に対する意識の向上が必要です。

主要課題 市民への安全な水の供給

課題解決の考え方 水質の維持と自己水源の確保

解決に向けた取組 ①安全安心な水質の維持

課題解決の考え方 水供給施設などの耐震化

解決に向けた取組 ②安定した供給の堅持

課題解決の考え方 使用料金の収納率向上と外部委託の推進

解決に向けた取組 ③経営の効率化・合理化

課題解決の考え方 水道事業に対する市民理解の醸成

６．取組内容

＊１ アウトソーシングとは、業務や機能の一部または全部をそれを得意とする企業などに委託すること。

７．施策指標

解決に向けた取組 ④市民の水道に対する意識の向上

① 安全安心な水質の維持

水道ビジョン、水安全計画及び水道水質検査計画に基づき、水質の維持に努めます。また、

取水井戸の維持管理を定期的に行い、自己水源の確保に努めます。

② 安定した供給の堅持

水道ビジョンに基づき、浄水場や取水施設の計画的な改良・改修及び耐震管路への更新を行

い、南浄水場に第３配水池を築造し安定した給水を継続します。また、県企業局との連携を図

り、県水の受水体制を継続します。

③ 経営の効率化・合理化

水需要の減少により、料金収入の増加が見込めない傾向にあるため、積極的な収納率の向上

や引き続きアウトソーシング＊１に取り組むことより一層の効率化、合理化に努めます。将来

的な収支のバランスを見極め、適正な料金体系を検討します。

④ 市民の水道に対する意識の向上

水道週間などのイベントにおいて、ライフラインとしての水道事業に対する理解を深め、す

べての水を大切にするようＰＲします。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

断水日数（日） 0 0

収納率（％） 98.7 99.0 指標説明：収納額／料金調定額



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

＊１ 長寿命化とは、既存管きょを内面から補強し、管きょ施設の更生を図る技術のこと

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【グラフ】公共下水道人口の推移

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 下水道課 関係課名

No.

公共下水道利用の推進１２

公共下水道事業計画区域において、すべての市民が公共下水道を利用できるようにします。

本市は、公共下水道認可区域６７１ha に対して整備済み面積が６３３ha であり、３８ha の
区域（道路未整備地区）の住民は下水道施設を利用できない状況にあります。また、平成２１

年度末の公共下水道利用率は９７．０％であり、汚水処理開始公示区域において未接続の宅地

が存在します。

公共下水道着手から３０年以上が経過し、管きょの老朽化が進んでいるため長寿命化＊１を

推進しています。

現在では、公共下水道事業計画区域６７１haに対して整備済み面積が６４０haであり、３
１haの区域が未整備の状況にあります。また、平成２５年度末の水洗化率は９８．４％であ
り、汚水処理開始公示区域において若干の未接続宅地が存在します。

土地区画整理事業地区内等の新規下水道整備を早期に実施していくことや、既存の下水道施

設の老朽化への対策が重要です。

また、平成２６年度から公営企業化した下水道事業の経営安定化が求められています。

主要課題 下水道利用の促進

課題解決の考え方 他事業との連携による下水道整備

解決に向けた取組 ①着実な下水道の整備

課題解決の考え方 既存施設の老朽化対策

解決に向けた取組 ②既存公共下水道施設の維持管理及び長寿命化

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 下水道事業の経営強化

解決に向けた取組 ③整備区域拡大に伴う大型施設の接続推進

① 着実な下水道の整備

関係機関と連携し、着実な下水道整備を進めます。

② 既存公共下水道施設の維持管理及び長寿命化

既存公共下水道施設について定期的な調査及びメンテナンスを行います。また、老朽管に関

しては長寿命化を進めます。

③ 整備区域拡大に伴う大型施設の接続推進

整備区域の拡大を図り、県立学校など大型施設の接続を推進していきます。

指標名
現状値 目標値

備考
H26 H32

汚水整備率（％） 95.4 100 指標説明：整備済面積／事業計画区域面積

水洗化率（％） 98.4 100 指標説明：水洗化人口／処理区域内人口



施策内容修正シート（別紙１）

１．施策名

２．施策の目的

３．現状（平成２３年度策定時の現状）

3-2．平成２７年度の現状

４．課題

【写真】雨水対策施設（野川調整池）

５．課題解決の考え方と取組

主担当課名 下水道課 関係課名

No.

雨水対策の推進１３

集中豪雨などによる浸水被害を防ぎ、安心して暮らせるようにします。

雨水整備率は平成２１年度末において２６．４％に過ぎず、県平均３４．１％と比較しても

低くなっています。

また最近はゲリラ豪雨が頻発しており、一時的な降雨量の増加などが懸念されます。

宅地の雨水処理においては宅地内処理が基本（浸透桝など）ですが、昭和５６年以前の開発

に関しては適切な制度が施行されておらず、十分な宅地内処理がされていません。

また、一級河川新河岸川や越戸川など最終河川の認可計画改修工事の遅れによる排水比流量

の制限があり、河川への流出量の増加が認められない状況にあります。

公共下水道事業計画区域における雨水管きょ整備率は、平成２５年度末において２６．４％

となっており、これに道路側溝で排水する区域で整備済の箇所を加えた整備率は４５．５％と

なっています。

また最近頻発する局地的集中豪雨により、一時的な降雨量の増加などが懸念されているほ

か、宅地の雨水処理において、既存住宅などで十分な宅地内処理がされていない所が見受けら

れます。

雨水排水施設については、雨水管の流出先である一級河川新河岸川や越戸川などで改修が進

んできていることから、更なる管きょ整備に努めています。

雨水排水施設の整備は、莫大な費用を要することから進捗に時間がかかっているほか、既存

の雨水排水施設が老朽化しています。

また、宅地の雨水処理は、新築・改築の住宅では十分に対策がされているが、既存の住宅で

は宅地内処理が十分とは言いがたいのが現状です。

主要課題 集中豪雨などによる浸水被害の低減及び防止

課題解決の考え方 既存施設の老朽化対策

解決に向けた取組 ①雨水排水施設の維持管理及び長寿命化

６．取組内容

７．施策指標

課題解決の考え方 市民の協力による雨水処理

解決に向けた取組 ②雨水の宅地内処理の指導・啓発

課題解決の考え方 雨水排水施設の機能強化

解決に向けた取組 ③雨水排水施設の整備

① 雨水排水施設の維持管理及び長寿命化

既存雨水幹線及び雨水ポンプ場において定期的な調査及びメンテナンスを行います。また、

老朽管に関しては長寿命化を進めます。

② 雨水の宅地内処理の指導・啓発

宅地に降った雨水については、宅地内処理を行うよう指導・啓発します。

③ 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、雨水排水施設の更なる整備を進めます。

指標名
現状値 目標値

備考
H21 H32

雨水管きょ整備率（％） 26.4 28.0 指標説明：整備済面積／事業計画区域面積


