
令和 ３ 年 １ 月 ２９ 日

都市基盤が整備された良好な市街地の形成

平成２６年度　～　平成３０年度　（5年間）

密集市街地やスプロール市街地などの改善を図るため、道路事業並びに下水道、公園、駅前広場などの都市基盤整備事業を実施し、良好な市街地の形成を促進する。

① 都市基盤が整備された良好な市街地の比率の向上

①

特になし

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

１．交付対象事業の実施状況

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

4-A1 街路 一般 蕨市 直接 蕨市 区画 改築 2,549 △

4-A2 街路 一般 戸田市 直接 戸田市 区画 改築 859 △

4-A3 街路 一般 戸田市 直接 戸田市 区画 改築 5 △

4-A4 街路 一般 戸田市 直接 戸田市 区画 改築 1,657 △

4-A5 街路 一般 戸田市 直接 戸田市 区画 改築 0 △

4-A6 街路 一般 和光市 直接 和光市 区画 改築 3,212 △

4-A7 街路 一般 新座市 直接 新座市 区画 改築 3,820 △

4-A8 街路 一般 狭山市 直接 狭山市 区画 改築 34 ○

4-A9 街路 一般 富士見市 直接 富士見市 区画 改築 118 ○

4-A10 街路 一般 富士見市 直接 富士見市 区画 改築 2,811 △

4-A11 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 106 △

区画整理　A=22.5ha

鶴瀬駅東口地区((区)８－１線　外) 区画整理　A= 4.9ha

笠縫地区((都)双柳岩沢線) 区画整理　A=76.6ha

和光市駅北口地区((都)北口駅前線　外) 区画整理　A=11.3ha

鶴瀬駅西口地区 ((都)鶴瀬駅西通線　外)

区画整理　A=40.5ha

戸田市

戸田市

　　計画の成果目標（定量的指標）

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）　　　　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

狭山市

和光市

新座市

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

令和３年１月

埼玉県都市整備部市街地整備課のホームページに掲載

新座駅北口地区((都)新座駅北口通線　外) 区画整理　A=31.6ha

狭山市駅東口地区((都)狭山市駅加佐志線　外) 区画整理　A=16.2ha

備考
当初現況値

埼玉県、熊谷市、飯能市、加須市、東松山市、狭山市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、坂
戸市、鶴ヶ島市、日高市、白岡市、鳩山町、宮代町、北本市、羽生市

蕨市

戸田市

戸田市

中間目標値 最終目標値
（H26当初） （H28末） （H30末）

都市基盤が整備された良好な市街地の割合＝Σ（対象地区面積×使用収益開始率）／Σ（対象地区面積） 45.0% 55.8% 61.9%

事後評価

要素となる事業名

（事業箇所）

　　拠点施設・重点地区

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 45,461百万円 Ａ

交付対象事業

事業者
省略
工種

市町村名
全体事業費
（百万円）

　策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見
を聴取した。

45,459百万円 Ｂ 2百万円 Ｃ 0百万円

富士見市

富士見市

飯能市

錦町地区((都)蕨春日通線　外) 区画整理　A=85.1ha

新曽第一地区((都)芦原上原線　外) 区画整理　A=91.2ha

新曽第一地区((都)北戸田駅東口駅前通り1号線　外) 区画整理　A=91.2ha

新曽第二地区((都)小玉錦町線　外) 区画整理　A=40.5ha

新曽第二地区((都)戸田駅東口駅前通１号線　外)

Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
0.0%



4-A12 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 55 △

4-A13 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 95 △

4-A14 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 59 △

4-A15 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 367 △

4-A16 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 351 △

4-A17 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 690 △

4-A18 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 20 △

4-A19 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 50 ○

4-A20 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 900 △

4-A21 街路 一般 入間市 直接 入間市 区画 改築 220 △

4-A22 街路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 区画 改築 820 △

4-A23 街路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 区画 改築 8 △

4-A24 街路 一般 坂戸市 直接 坂戸市 区画 改築 210 △

4-A25 街路 一般 鶴ヶ島市 直接 鶴ヶ島市 区画 改築 387 △

4-A26 街路 一般 日高市 直接 日高市 区画 改築 2,201 △

4-A27 街路 一般 日高市 直接 日高市 区画 改築 32 ○

4-A28 街路 一般 東松山市 直接 東松山市 区画 改築 1,221 ○

4-A29 街路 一般 東松山市 直接 東松山市 区画 改築 92 ○

4-A30 街路 一般 鳩山町 直接 鳩山町 区画 改築 129 ○

4-A31 街路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 区画 改築 465 ○

4-A32 街路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 区画 改築 1,011 △

4-A33 街路 一般 熊谷市 直接 熊谷市 区画 改築 331 △

4-A34 街路 一般 深谷市 直接 深谷市 区画 改築 900 △

4-A35 街路 一般 深谷市 直接 深谷市 区画 改築 1,000 △

4-A36 街路 一般 加須市 直接 加須市 区画 改築 766 △

4-A37 街路 一般 加須市 直接 加須市 区画 改築 109 △

4-A38 街路 一般 草加市 直接 草加市 区画 改築 116 △

4-A39 街路 一般 草加市 直接 草加市 区画 改築 14 △

4-A40 街路 一般 越谷市 直接 越谷市 区画 改築 2,242 ○

4-A41 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 579 △

4-A42 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 295 △

笠縫地区((都)久下六道線　外) 区画整理　A=76.6ha

区画整理　A=48.5ha双柳南部地区((都)阿須小久保線　外)

西大袋地区((都)大袋駅西口線　外) 区画整理　A=125.9ha

八潮市

八潮市

加須市

区画整理　A=10.6ha

区画整理　A=19.8ha

籠原中央第一地区((都)籠原駅北口線　外) 区画整理　A=28.3ha

双柳南部地区((都)久下六道線)

越谷市

区画整理　A=48.5ha

岩沢南部地区((都)元加治駅南口駅前通り線　外) 区画整理　A=36.5ha

野中地区((都)松永琴寄線) 区画整理　A=63.5ha

草加市

草加市

深谷市

大瀬古新田地区((都)古新田線　外) 区画整理　A=52.3ha

大瀬古新田地区((都)八潮金町線) 区画整理　A=52.3ha

新田駅東口地区((都)新田停車場線　外) 区画整理　A= 6.3ha

区画整理　A=53.0ha

国済寺地区((都)駅通り工場団地線　外) 区画整理　A=38.6ha

中央地区((都)深谷駅通り線　外) 区画整理　A=23.3ha

野中地区((都)佐間北下新井線　外) 区画整理　A=63.5ha

新田駅西口地区((都)新田駅前旭町線　外)

深谷市

加須市

熊谷市

熊谷市

熊谷市

区画整理　A=18.3ha

日高市

日高市

東松山市

武蔵高萩駅北地区((都)別所通線　外) 区画整理　A=41.4ha

武蔵高萩駅北地区((都)高萩日高団地線　外) 区画整理　A=41.4ha

高坂駅東口第一地区((都)高坂駅前通線) 区画整理　A=70.8ha

飯能市

高坂駅東口第一地区((都)高坂駅東通線) 区画整理　A=70.8ha

今宿東地区((都)玉川坂戸線　外)

片柳地区((都)片柳中央西通線外) 区画整理　A=70.4ha

片柳地区((都)片柳石井線) 区画整理　A=70.4ha

入間市駅北口地区((都)黒須中央通り線　外) 区画整理　A=20.4ha

岩沢南部地区((都)阿須小久保線) 区画整理　A=36.5ha

飯能市

飯能市

飯能市

飯能市

入間市

入間市

入間市

入間市

入間市

坂戸市

坂戸市

坂戸市

鶴ヶ島市

東松山市

鳩山町

入間市駅北口地区((都)北口中央通り線　外) 区画整理　A=20.4ha

狭山台地区((都)狭山ヶ原中央通り線１外) 区画整理　A=81.2ha

扇台地区((都)富士見通り線　外) 区画整理　A=78.6ha

扇台地区((都)富士見通り線) 区画整理　A=78.6ha

上之地区((都)第2北大通線　外) 区画整理　A=53.0ha

上之地区((都)熊谷谷郷線　外)

関間四丁目地区((区)１６－１号線　外) 区画整理　A=16.9ha

若葉駅西口地区((都)共栄一本松線　外)



4-A43 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 1,156 △

4-A44 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 100 △

4-A45 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 142 △

4-A46 街路 一般 八潮市 直接 八潮市 区画 改築 91 △

4-A47 街路 一般 白岡市 直接 白岡市 区画 改築 590 △

4-A48 街路 一般 埼玉県 直接 埼玉県 区画 改築 4,588 △

4-A49 街路 一般 埼玉県 直接 埼玉県 区画 改築 9 ○

4-A50 街路 一般 宮代町 間接 ※一覧参照 区画 改築 152 ○

4-A51 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 676 △

4-A52 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 98 ○

4-A53 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 1,766 △

4-A54 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 223 ○

4-A55 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 46 ○

4-A56 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 34 ○

4-A57 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 725 △

4-A58 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 605 △

4-A59 街路 一般 埼玉県 間接 ※一覧参照 区画 改築 1,580 △

4-A60 街路 一般 新座市 直接 新座市 区画 改築 497 △

4-A61 街路 一般 北本市 直接 北本市 区画 改築 735 △

4-A62 街路 一般 飯能市 直接 飯能市 区画 改築 145 △

4-A63 街路 一般 羽生市 間接 ※一覧参照 区画 改築 595 △

45,459

45,459

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業進捗 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

4-B1 公園 一般 富士見市 直接 富士見市 - × R1以降に実施予定

4-B2 下水 一般 鳩山町 直接 鳩山町 2 ○ 完了

2

番号 備考

4-B1

4-B2

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 要素となる事業名 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30
4-C1 施設整備 一般 日高市 直接 日高市 - × 他事業で実施

合計 0

番号 備考

4-C1

川口市川口市戸塚東部地区((都)健康福祉村戸塚線　外) 区画整理　A=33.7ha

八潮南部東地区((都)八潮三郷東西線　外) 区画整理　A=88.1ha

白岡市

羽生市岩瀬地区((区)１２－１号線　外) 区画整理　A=113.2ha 羽生市

区画整理　A=48.7ha

宮代町

八潮市

八潮南部東地区((都)木曽根伊勢野線　外) 区画整理　A=88.1ha

飯能市

朝霞市朝霞市根岸台五丁目地区((都)岡通線　外) 区画整理　A=11.6ha

上尾市大谷北部第二地区((都)小敷谷今泉線　外) 区画整理　A=71.3ha

桶川市上日出谷南地区((都)西側大通り線　外) 区画整理　A=64.6ha

桶川市坂田西地区((都)坂田西通り線　外)

大和田二・三丁目地区（（都）志木大和田線　外） 区画整理　A=31.6ha

西袋上馬場地区((都)草加三郷線　外) 区画整理　A=39.0ha

八潮市

八潮市

八潮南部西地区((都)八潮三郷東西線　外) 区画整理　A=99.1ha

東武動物公園駅西口地区((都)中央通線　外) 区画整理　A=5.0ha

八潮市

白岡駅東部中央地区((都)白岡久喜線　外) 区画整理　A=30.4ha

八潮南部西地区((都)八潮三郷東西線　外) 区画整理　A=99.1ha

岩沢北部地区((都)双柳岩沢線　外) 区画整理　A=17.8ha

久保地区（（都）久保大通線　外） 区画整理　A=44.0ha 北本市

桶川市

羽生市

吉川市

上尾市上尾市大谷北部第四地区((都)上尾池袋線　外)

八潮市

西袋上馬場地区((都)西袋上馬場線) 区画整理　A=39.0ha

八潮市

上尾市

桶川市

桶川市

新座市

番号 事業者
省略

今宿東地区（(都)玉川坂戸線　外）

鶴瀬駅東口地区(１号街区公園　外)

鳩山町新築 下水道　L=132m

一体的に実施することにより期待される効果
道路事業(4-A26)と一体的に調整池を整備し、都市化・市街化の進捗により失われた保水・遊水機能を補完することで都市災害を未然に防ぎ、安心安全でより良好な市街地の形成を促進する。

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

新築 公園　A＝632㎡ 富士見市

要素となる事業名 事業内容 市町村名
地区名

小計（道路事業）

合計

合計

調整池築造

一体的に実施することにより期待される効果
道路事業(4-A10)と一体的に実施することにより、鶴瀬駅東口地区の安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな市民生活の実現を図る。

市町村名
地区名

全体事業費
（百万円）

道路事業(4-A30)と一体的に実施することにより、内水排除対策済みの道路延長が増加し、都市基盤が整備された良好な市街地の比率を向上する。

番号 事業者
省略

事業内容
工種

武蔵高萩駅北地区(調整池整備) 調整池３箇所、A＝0.9ha 日高市

区画整理　A=51.1ha

桶川市下日出谷東地区((都)滝の宮線　外) 区画整理　A=36.8ha

羽生市岩瀬地区((都)公園通線　外) 区画整理　A=113.2ha

吉川市吉川中央地区((都)越谷吉川線　外) 区画整理　A=74.8ha



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 事業進捗 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針）

※事業主体詳細一覧

番号

4-A50

4-A51

4-A52

4-A53

4-A54

4-A55

4-A56

4-A57

4-A58

4-A59

吉川市吉川中央土地区画整理組合

上尾市大谷北部第四土地区画整理組合

事 業

主 体

都市再生機構

川口市戸塚東部特定土地区画整理組合

朝霞市根岸台五丁目土地区画整理組合

上尾市大谷北部第二土地区画整理組合

桶川市上日出谷南特定土地区画整理組合

桶川市坂田西特定土地区画整理組合

桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合

羽生市岩瀬土地区画整理組合

最終実績値 59.00%

最終目標値

錦町地区ほか４５地区において、都市基盤整備が進み、都市計画道路（１３．４km）、区画道路（３１．５km）、駅前広場（３箇所）の整備が促進され
た。

61.90%

市町村名
全体事業費
（百万円）工種

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容

密集市街地や既成市街地等における都市基盤整備の再構築には、都市再生区画整理事業等の多様な交付金の活用を図る。
また、良好な市街地の形成を促進させるため、計画的に事業を進める。

目標値と実績値
に差が出た要因

事業費確保が難しかったため。

Ⅰ　定量的指標に関連する
　　　　交付対象事業の効果の発現状況

指標①
都市基盤が整備
された良好な市
街地の割合

Ⅱ　定量的指標の達成状況

番号 事業者
省略



計画の期間
　　都市基盤が整備された良好な市街地の形成
　　平成２６年度～平成３０年度（５年間） 交付対象 埼玉県、熊谷市、飯能市、加須市、東松山市、狭山市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、白岡市、鳩山町、宮代町、北本市、羽生市

計画の名称

事業箇所図

４－Ａ１

４－Ａ２、３

４－Ａ４、５

４－Ａ６

４－Ａ７

４－Ａ８

４－Ａ９

４－Ａ１３、１４

４－Ａ１５、１６

４－Ａ２０、２１

４－Ａ１９

４－Ａ１７、１８

４－Ａ２４

４－Ａ２２、２３

４－Ａ２６、２７

４－Ａ２５
区画整理

４－Ａ２８、２９

４－Ａ３０

４－Ａ３１
４－Ａ３２、３３
区画整理

４－Ａ３５

４－Ａ３４

４－Ａ３６、３７

４－Ａ４０

４－Ａ４７

４－Ａ４１、４２
区画整理

４－Ａ４３、４４

４－Ａ４５、４６

４－Ａ４８、４９

４－Ａ５１

４－Ａ５２

４－Ａ５３

４－Ａ５４

４－Ａ５６

４－Ａ５５
区画整理

４－Ａ５７、６３

４－Ａ５８

４－Ａ５０

４－Ａ５９

４－Ｂ２
下水

４－Ａ１０
区画整理

４－B１

４－C１

４－Ａ３８

４－Ａ３９

４－Ａ１１、１２

４－Ａ６０

４－Ａ６１

４－Ａ６２
区画整理


