
富士見都市計画下水道の変更の概要説明  
 

１．はじめに  
 本市の下水道全体計画は昭和４７年に策定され、数度の変更を経て現在は、汚

水予定処理区域 1,508ha、雨水予定排水区域は 1,823ha となっています。富士見

都市計画下水道の区域は、その内の 744ha（汚水、雨水共）について、昭和４８

年、当時の市街化区域全域を決定しました。その後、幾度かの変更を経て、現在

は、汚水面積 1,275ha、雨水面積 1,192ha が区域決定されています。  
今回は、①排水区域の追加、②下水管渠の表示、③その他の施設の追加につい

て、下記の理由により変更しようとするものです。  
 
２．変更の理由  
 ①排水区域について、市役所北側の大規模商業施設（都市計画法 34 条 14 号）

の開発による施設を開業時に公共下水道に接続するために、周辺区域を合わせた

区域（汚水  19.7ha、雨水  26.3ha）を追加するものと、特定環境保全区域の新河

岸第 14 処理分区における事業計画区域界道路への管渠整備が完了となることか

ら、整備効果を促進させるため隣接区域（汚水 4.3ha）を追加するものです。ま

た、雨水管渠整備済となっている市民文化会館、市民体育館の区域（雨水 6.6ha）
を追加し、整備率･事業効果促進を図るものであります。  
 ②下水管渠については、都市計画に定める下水管渠の範囲変更（下水排除面積

が１，０００ha 以上の管渠）により、一部の汚水幹線を都市施設として位置づけ、

他の路線を廃止するものです。  
 ③その他の施設については、近年の農地改良（盛土）による雨水湛水能力低下

や上流域の開発などにより、既存排水路に対する著しい負荷が加わってきている

ことから雨水ポンプ場を追加するものです。  
 
３．変更の内容  
 排 水 区 域  汚水面積  約１，２７５ha を  約１，２９９ha に変更  

雨水面積  約１，１９２ha を  約１，２１８ha に変更  
 下 水 管 渠  江川第 4 ノ 1 汚水幹線を都市施設として位置づけ、新河岸第

12‐2 ノ 1 汚水幹線他８路線を廃止  
その他の施設  尺地雨水ポンプ場を追加  
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２． 排水区域

　「排水区域は総括図表のとおり」

　　　（備考）　　　汚水　面積　　約　1,299 ha

　　　（備考）　　　雨水　面積　　約　1,218 ha

３． 下水管渠

「区域は計画図表示のとおり」

４． その他の施設

理由

富士見都市計画下水道の変更（富士見市決定）

　富士見都市計画下水道「２．排水区域」を次のように変更し、「３．下水管渠」を次のように変更
し、新河岸第12-2ノ1汚水幹線他9幹線を廃止し、「４．その他の施設」を次のように変更する。

内訳
位　　　置

備考
起点 終点

江川第4ノ1汚水幹線 富士見市大字鶴馬字出口 富士見市大字鶴馬字前谷 変更

内訳 位　　　置 備考

　排水区域について、市役所北側の大規模商業施設（都市計画法34条14号）の開発区域と周辺区域を合
わせた区域と、事業計画区域界の管渠整備が完了となる箇所の隣接区域を追加する。下水管渠につい
ては、都市計画に定める下水管渠の範囲変更により、一部の幹線を都市施設として位置づけ、他の路線
を廃止する。また、尺地雨水ポンプ場については、既存排水路に対する著しい負荷が加わってきているた
め、これを追加するものです。

別所雨水ポンプ場 富士見市水谷東三丁目 雨水

尺地雨水ポンプ場 富士見市大字鶴馬字内谷 雨水
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理 由 書 

 

 本理由書は、富士見都市計画下水道の変更についての理由を示したものです。 

 

Ⅰ 富士見都市計画区域における位置等 

 富士見都市計画区域に含まれる土地の区域は、富士見市の行政区域の全域です。 

 

Ⅱ 変更の理由 

 排水区域について、市役所北側の大規模商業施設（都市計画法 34 条 14 号）の

開発による施設を開業時に公共下水道に接続するために、周辺区域を合わせた区

域（汚水 19.7ha、雨水 26.3ha）を追加するものと、特定環境保全区域の新河岸

第 14 処理分区における事業計画区域界への下水管渠整備が完了となることから、

整備効果を促進させるため隣接区域（汚水 4.3ha）を追加するものです。また、

雨水管渠整備済となっている市民文化会館、市民体育館の区域（雨水 6.6ha）を

追加し、整備率･事業効果促進を図るものであります。 

 下水管渠については、都市計画に定める下水管渠の範囲変更（下水排除面積が

１，０００ha 以上の管渠）により、一部の汚水幹線を都市施設として位置づけ、

他の路線を廃止するものです。 

 その他の施設については、近年の農地改良（盛土）による雨水湛水能力低下や

上流域の開発などにより、既存排水路に対する著しい負荷が加わってきているこ

とから雨水ポンプ場を追加するものです。 

 

Ⅲ 変更の内容 

 排 水 区 域  汚水面積約１，２７５ha を約１，２９９ha に変更 

雨水面積約１，１９２ha を約１，２１８ha に変更 

 下 水 管 渠  江川第 4 ノ 1 汚水幹線を都市施設として位置づけ、新河岸第

12‐2 ノ 1 汚水幹線他８路線を廃止 

その他の施設  尺地雨水ポンプ場を追加 

 

Ⅳ 関連する都市計画 

 ありません。 
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新旧対照表（参考）

２．排水区域 ２．排水区域

雨水 雨水

３．下水管渠 ３．下水管渠

「区域は計画図表示とおり」 「区域は計画図表示とおり」

４．その他の施設 ４．その他の施設

「区域は計画図表示とおり」 「区域は計画図表示とおり」

廃　止

新河岸川第一ノ 富士見市 富士見市

廃　止

一号雨水幹線

雨水幹線　 水谷東三丁目

雨水幹線　 大字鶴馬字前谷 鶴馬一丁目 廃　止

富士見市

　柳瀬第9ノ1 富士見市 富士見市

汚水幹線　 大字水子字神明 大字水子字神明 廃　止

　江川第4ノ2 富士見市 富士見市

　汚水幹線 大字水子字山崎 大字水子字新田下 廃　止

富士見市

　汚水幹線 大字鶴馬字出口 関沢一丁目

廃　止

　新河岸第12-2ノ2 富士見市 富士見市

廃　止

　新河岸第14ノ1

汚水幹線　 大字南畑字竹ノ内 大字南畑字道場

廃　止変　更

廃　止

変　更

富士見市 富士見市

富士見市

約1192ha

― ― ―

旧

汚水

内　　訳 位　　置 備　　考

別所雨水ポンプ場

新

汚水

約1218ha

富士見市水谷東三丁目 約2560㎡

水谷東三丁目

一号雨水幹線 大字勝瀬字寺山 山室一丁目

山室二丁目

　江川第4ノ1

（2）雨水

汚水幹線　 山室一丁目

　別所 富士見市 富士見市

　権平川 富士見市

新河岸川第一ノ 富士見市 富士見市

大字鶴馬字内谷 大字鶴馬字山室前

汚水幹線　 山室一丁目 山室一丁目

（1）汚水

　新河岸第12-2ノ1 富士見市 富士見市

名称
位置

備考
起点 終点

　公共下水道 約1275ha

　富士見

名　　称 面　　積 備　　考

備　　考

約305㎡

富士見市水谷東三丁目 約2560㎡別所雨水ポンプ場

尺地雨水ポンプ場 富士見市大字鶴馬字内谷

内　　訳 位　　置

（1）汚水

　江川第4ノ1

　汚水幹線

富士見市 富士見市

大字鶴馬字出口 大字鶴馬字前谷

名称
起点 終点

位置
備考

　公共下水道

備　　考

　富士見

名　　称 面　　積

約1299ha
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排水面積 （ 変更前 ） 排水面積 （ 変更後 ）
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