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川口市社会資本総合整備重点計画（Ｈ２９～Ｒ３）
（第３回変更）



社会資本総合整備計画 令和1年12月18日

川口市社会資本総合整備重点計画（Ｈ２９～Ｒ３）
平成29年度　～　令和3年度　（5年間）

【全体目標】 計画的な土地利用を推進すると共に、公共下水道の普及・機能向上を図る。

【下水道事業】 いつでも安心して下水道を利用できる環境をつくるとともに、公共用水域も水質保全を推進する。

【市街地整備事業】 安全・安心な魅力と活力あふれる市街地を形成するために土地区画整理事業による市街地整備を実施する。

緑の基本計画において、緑の骨格として位置付けている緑地を保全することにより、市民に潤いと憩いの場を確保する。

【下水道事業】
１－２ 下水道整備率の増加

【市街地整備事業】
１－１ 土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数の増加
２－１ 対象地区内における地区内道路の整備率の増加
【都市公園・緑地等事業】　　
１－３ 特別緑地保全地区の指定の推進と、公有地化する緑地面積の割合増加
１－４ 都市公園の機能や配置の再編による公園利用者の増加

【下水道事業】 （H29当初） （R3末） ※中間目標は任意
１－２ 下水道整備率（%）

（汚水整備済み面積（ha））/（事業計画面積（ha））

【市街地整備事業】
１－１

現況値はH28当初

２－１

【都市公園・緑地等事業】

１－３ 公有地化面積割合の増加（％） 現況値はH30当初

＝（取得した面積/公有地化を予定している面積）

１－４ 公園利用者の増加（人）

＝(公園の１年間当りの利用者数)

Ａ　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 策定状況

1A-2-5-1 下水道 一般 川口市 直接 川口市 42

1A-2-5-2 下水道 一般 川口市 直接 川口市 1,145

1A-3-7-1 市街地（都再区画） 一般 川口市 直接 川口市 2,135

1A-3-7-2 市街地（都再区画） 一般 川口市 直接 川口市 1,383

1A-3-3-1 公園 一般 川口市 直接 川口市 562

1A-3-3-2 公園 一般 川口市 直接 川口市 500 策定中

合計 5,767

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 策定状況

合計

番号

　当初１つであった整備計画を切り分けたため、
計画を跨る成果目標については、事業評価を関連
する整備計画と一体的に実施する。

備考

都市再生区画　A=80.7ha 川口市

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　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

計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象 川口市
計画の目標

当初現況値 中間目標値 最終目標値

17,010人 18,168人
土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数（人）
＝（埼玉高速鉄道㈱がホームページ上で公表する戸塚安行駅及び鳩ヶ谷駅の１日当り利用者数）

78.0% 80.3%

【都市公園・緑地等事業２】

50.0% 53.8%

0% 68%

全体事業費
合計

5,767百万円 Ａ 5,767百万円
（うち提案事業分 効果促進事業費の割合

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 0百万円） （Ａ（提案分）+Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ｂ 0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ

里地区土地区画整理事業

0百万円

事業者 要素となる事業名(事業箇所）
事業内容

（延長・面積等）
全体事業費
（百万円）

0.0%

備考費用便益
比

交付対象事業

南部第３処理分区ほか汚水管渠整備（普及促進） Ｌ＝０．５ｋｍ 川口市

川口第３処理分区ほか汚水管渠整備（普及促進） Ｌ＝８．７ｋｍ 川口市

石神西立野地区土地区画整理事業 都市再生区画　A=99.1ha 川口市

市町村名

緑地等取得事業 用地取得　11,067㎡ 川口市

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

一体的に実施することにより期待される効果 備考

対象地区内における地区内道路の整備率（％）
＝Σ（対象地区内整備済み道路延長）／Σ（対象地区内計画道路延長）

備考

○

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

費用便益
比

地域のニーズを踏まえた新たな利活用を推進するため都市公園の機能や配置を再編し、市民の憩いの場として更なる活性化を図る。《第一期整備》

【都市公園・緑地等事業１】

477,000人 381,600人

現況値は過去10年間平均入園者数
目標値は(1-第一期整備(2.2㏊)/オープンヤード
(10.8㏊))×現況値※事業期間直後のため指標目標に表
れないもの。

グリーンセンター再整備事業 事業面積 2.2㏊《第一期整備》 川口市 事業全体面積 15.8ha



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

合計 0

番号

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

合計

番号

その他関連する事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 策定状況

2A'-2-5-1 下水道 一般 川口市 直接 川口市 1,181

2A'-2-5-2 下水道 一般 川口市 直接 川口市 2,073

合計 3,254

交付金の執行状況

備考

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

備考

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度）

Ｒ3

一体的に実施することにより期待される効果

事業者 要素となる事業名(事業箇所）

交付額
(c=a+b)

339 550 758

事業内容
（延長・面積等）

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益
比

備考

南部第３処理分区ほか汚水管渠整備（普及促進） Ｌ＝　４ｋｍ 川口市

川口第３処理分区ほか汚水管渠整備（普及促進） Ｌ＝　６．６ｋｍ 川口市

配分額
(a)

339 550 758

0 0 0

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2

前年度からの繰越額
(d)

0 56 33

計画別流用
増△減額

(b)

支払済額（見込みを含む）
(e)

283 573 612

翌年度繰越額
(f)

56 33 179

うち未契約繰越
額
(g)

0 0 138

不用額
(h=c+d-e-f)

0 0 0

未契約繰越＋不用額
(h=(g+h)/(c+d))

0.0% 0.0% 17.4%

未契約繰越＋不用率が
１０％を超えている場合

その理由

設計範囲及び補
償範囲の再検討
のため

備考


