
資料４－３ 

浦和東部第一特定土地区画整理事業 

 
１ 概要                   （平成２８年３月３１日現在） 

施行者 さいたま市 面積 ５５．９ ha 

施行期間 Ｈ１２～Ｈ３８ 事業費 ２２２億５，９００万円 

計画人口 
（現人口） 

５，５００人 
 （ ６４２人） 

権利者    ２８１人 

建物戸数 １１８戸（うち要移転数 ７７戸 ： 移転率 約６５.３％） 

減歩率 ３４．２１％（公共２２．６２％ ： 保留地１１．５９％） 

保留地 ５６，２３０㎡（２７年度末 未処分面積 50,311㎡） 

 
進捗状況 

 

総事業費進捗率    ６８．３％  仮換地指定率   １００.０％ 
公共施設整備費進捗率 ５１．４％   建物移転費進捗率 ８５．５％ 
使用収益率      １８．６％  一般保留地処分率  ０．０％ 

 

２ 平成２８年度の事業等（トピックス） 
 ・区画道路築造工事、美園２号線築造工事、電線共同溝工事、建物移転補償 

スマートホーム関連保留地処分 

 

３ 平成２８年度以降の予定（トピックス） 
 ・美園２号線開通（Ｈ３０年度）、大門中野田線開通（Ｈ３１年度）、保留地処分 

 

４ 課題等 
 ・保留地全体の約７割を集約保留地として設定しているため、計画的に処分を行う（スマ

ートホーム・コミュニティ立地予定地を含む） 

 ・工事進捗に伴うライフライン等関連事業の円滑な推進による早期使用収益の開始 

 ・オリンピック開催までに、主要道路等の基盤整備を行い、会場までのルートの安全性を

確保する 

 

５ 現況 



 

浦和東部第二特定土地区画整理事業 

 
１ 概要                   （平成２８年３月３１日現在） 

施行者 独立行政法人 
都市再生機構 

面積 １８３．２ ha 

施行期間 Ｈ１２～Ｈ３３ 事業費 ６７２億９，３００万円 

計画人口 
（現人口） 

１８，３００人 
 （４，７８３人） 

権利者     ８８４人 

建物戸数 １７０戸（うち要移転数７７戸 ： 移転率 ４５．３％） 

減歩率 ３９．００％（公共２６．５０％ ： 保留地 １２．５０％） 

保留地 約１９．３ha（２７年度末 未処分面積 約６．２ha） 

 
進捗状況 

 

総事業費進捗率    ９４．８％  仮換地指定率  １００．０％ 
公共施設整備費進捗率 ９４．５％   建物移転費進捗率 ８４．０％ 
使用収益率      ７８．８％  一般保留地処分率 ９５．９％ 

 

２ 平成２８年度の事業等（トピックス） 
 ・基盤整備完了、換地処分 

 

３ 平成２９年度以降の予定（トピックス） 
 ・精算業務、残事業処理 

 

４ 課題等 
 ・事業完了に向けた移管・引き継ぎ処理 

 

５ 現況 
 



 

岩槻南部新和西特定土地区画整理事業 

 
１ 概要                   （平成２８年３月３１日現在） 

施行者 独立行政法人 
都市再生機構 

面積 ７３．８ ha 

施行期間 Ｈ１２～Ｈ３３ 事業費 ３４５億７００万円 

計画人口 
（現人口） 

７，４００人 
  （８８７人） 

権利者  ３２２人 

建物戸数 １５０戸（うち要移転数９６戸 ： 移転率 約６４．０％） 

減歩率 ３９．５０％（公共２１．２０％ ： 保留地１８．３０％） 

保留地 約１１．５ha（２７年度末 未処分面積 約５．１ha） 

 

進捗状況 
 

総事業費進捗率    ９１．７％  仮換地指定率  １００．０％ 

公共施設整備費進捗率  ９６．１％   建物移転費進捗率 ９１．２％ 
使用収益率      ６０．７％  一般保留地処分率 ６２．２％ 

 

２ 平成２８年度の事業等（トピックス） 
 ・基盤整備完了、換地処分 

 

３ 平成２９年度以降の予定（トピックス） 
 ・精算業務、残事業処理 

 

４ 課題等 
 ・事業完了に向けた移管・引き継ぎ処理  

 

５ 現況 

 



 

大門上・下野田特定土地区画整理事業 

 
１ 概要                     （平成２８年３月３１日） 

施行者 大門上・下野田特定 
土地区画整理組合 

面積 ３６．３ ha 

施行期間 Ｈ６～Ｈ３３ 事業費 ９４億円 

計画人口 
（現人口） 

３，３００人 
（２，１４４人） 

権利者     ６７７人 

建物戸数 ２５４戸（うち要移転数１１３戸 ： 移転率 ４４．５％） 

減歩率 ２７．７４％（公共２３．３３％ ： 保留地 ４．４１％） 

保留地 １４，７３０㎡（２７年度末 未処分面積６，０８９．４㎡） 

 
進捗状況 

 

総事業費進捗率    ９２．９％  仮換地指定率    １００％ 
公共施設整備費進捗率  １００％   建物移転費進捗率 ９５．１％ 
使用収益率      ５２．３％  一般保留地処分率 ５２．４％ 

 

２ 平成２８年度の事業等（トピックス） 
 ・建物等移転補償等、整地工事、区８－５号線外道路築造工事 

 

３ 平成２９年度以降の予定（トピックス） 
 ・継続して道路築造、建物等移転補償を行う。 

 

４ 課題等 
 ・難航地権者の対応 

 

５ 現況 
 

 

 

 

 

 

 



 

大門第二特定土地区画整理事業 

 
１ 概要                     （平成２８年３月３１日） 

施行者 大門第二特定 
土地区画整理組合 

面積 ７６．３ ha 

施行期間 Ｈ４～Ｈ４２ 事業費 ２６６億４，０００万円 

計画人口 
（現人口） 

７，２００人 
（２，０８９人） 

権利者     ６６０人 

建物戸数 ２９７戸（うち要移転数２１７戸 ： 移転率 ７３．１％） 

減歩率 ２７．５５％（公共２１．９２％ ： 保留地５．６３％） 

保留地 ３９，６１７．２㎡（２７年度末 未処分面積３８，１００．０㎡） 

 
進捗状況 

 

総事業費進捗率    ４６．８％  仮換地指定率  １００．０％ 
公共施設整備費進捗率 ２５．２％   建物移転費進捗率 ８６．８％ 
使用収益率         ０％  一般保留地処分率    ０％ 

※H28.3.31に変更予定の事業計画書(第６回変更)に合わせて記載。 

 

２ 平成２８年度の事業等（トピックス） 
 ・建物等移転補償等、間宮大門線外道路築造工事、造成工事 

   上水道管布設工事、A調整池築造工事(2期) 

 

３ 平成２９年度以降の予定（トピックス） 
・継続して道路築造、建物等移転補償を行う。 

 

４ 課題等 
 ・事業が長期化しているため、事業資金の確保と計画的な事業の執行が必要。 

 

５ 現況 

 



 

大門下野田特定土地区画整理事業 

 
１ 概要                   （平成２８年３月３１日現在） 

施行者 さいたま市 面積 ３．６ ha 

施行期間 Ｈ２５～Ｈ３７ 事業費 １６億９，１００万円 

計画人口 
（現人口） 

３６０人 
 （２２人） 

権利者    ３９人 

建物戸数 １１戸（うち要移転数 ６戸 ： 移転率 約５４.５％） 

減歩率 ３５．０７％（公共１８．３９％ ： 保留地１６．６８％） 

保留地 ５，３００㎡（２７年度末 未処分面積 5,300㎡） 

 
進捗状況 

 

総事業費進捗率    ４．４％  仮換地指定率   １００％ 
公共施設整備費進捗率   ０％  建物移転費進捗率   ０％ 

使用収益率        ０％  一般保留地処分率   ０％ 

 

２ 平成２８年度の事業等（トピックス） 
 ・地盤改良工事、物件移転補償 

 

３ 平成２９年度以降の予定（トピックス） 
 ・建物移転補償、整地・盛土造成工事、埋蔵文化財調査、事業用地管理 

 

４ 課題等 
 ・隣接する鶴巻インターチェンジ整備事業や大門上・下野田特定土地区画整理事業との調

整 
 

５ 現況 

 


