
さいたま市では、人口減少、高齢化社会に対応し、低炭素型のコンパクトなまちづくりを実現する効率的
な道路ネットワークを構築するため、平成２４年１０月に「さいたま市道路網計画」を策定し、都市計画道路
の抜本的な見直しを進めております。
この道路網計画は、概ね５年ごとに、社会経済状況の変化や道路交通状況等、様々な観点から見直し

を行うこととしており、平成２９年度の見直しでは、これまでの取り組み状況等踏まえた結果、新たに廃止
候補となる路線は抽出されなかったことから、本道路網計画を継続し、道路の整備や都市計画の見直し
を進めていきます。

道路網計画の実現に向けて、未整備の都
市計画道路を類型化し、道路の整備や都市
計画の見直し等について時間管理するもの
です。

プ
ロ
グ
ラ
ム

（類型Ⅰ・Ⅱ） （類型Ⅳ） （類型Ⅲ・Ⅴ）

道路整備の
実施や多様な
実現手法を検討

廃止に向けた
取り組み

必要に応じて
都市計画決定を

検討

廃止候補存続候補 予定路線
未整備の都市計画道路

現在、都市計画決定している路
線のうち、未整備の路線を抽出し
ます。

類型化

未整備の都市計画道路を分類します。

都市計画道路の見直し

都市計画法に基づき、位置や規模などを定めた道路で、
さいたま市では162路線、総延長約371㎞（平成28年11月
時点）を決定しております。都市計画道路の計画区域内
では、一定の建築行為が制限されます。

都市計画道路とは

人口減少、高齢化社会に対応し、低炭素型のコンパクトなまちづくりを実現する効率的な道路ネットワー
クを構築するため、都市計画道路の抜本的な見直しを進め、「さいたま市道路網計画」を策定しました。

さいたま市道路網計画

持続可能なまちづくりに向けた考え方を踏まえて、個々の道路を評価し、交通流の検証や予定路線
の抽出を行いました。

評価の手順

評価結果を、さいたま市
が目指す都市を実現するた
めに必要となる道路網とし
ました。

目標年次
目指すべき都市構造や土地利

用を踏まえ、概ね２０年後
（平成４２年）の将来を見据
えた計画としました。

都市計画道路の見直し

道路網形成プログラム

類型Ⅰ：存続路線

類型Ⅱ：存続候補路線

現在、整備が完了している路線
です。

存続させる都市計画道路のうち、
さいたま市道路整備計画（第2期）
に位置づけられている着手予定路線、
先行整備交差点です。

整備済路線

整備中路線
現在、街路事業や土地区画整理事

業等により整備を進めている路線で
す。

存続させる都市計画道路で、今後
の整備手法を検討する路線です。な
お、今後事業着手見込みが生じた路
線については、道路網計画の見直し
に合わせて類型Ⅰに位置づけなおし
ます。

類型Ⅲ：廃止候補路線・予定路線

類型Ⅳ：廃止候補路線
（8路線：延長約17km）

類型Ⅴ：予定路線

都市計画の廃止に向けた取り組み
を実施していく路線です。なお、今
後の状況変化によっては、必要性を
主張し得る可能性があるため、道路
網計画では予定路線として位置付け
ます。

都市計画の廃止に向けた取り組み
を実施していく路線です。

現時点では構想路線であるが、道
路網計画において必要性が示された
路線です。

類型化

まちづくりの目標

将来の都市構造

対象路線：①都市計画道路 ②その他の道路（高速道路・国道・県道・市道）

都市計画道路見直しの考え方

より開かれた計画づくりを進めます

道路の必要性と事業性を考慮した
新しい『道路網計画』を位置づけます

財政計画と連動して、
道路の計画・整備を時間管理します

抜本的な見直しの考え方を整理しました。

さいたま市の都市計画道路は、総延長の約半分が未整備
のままです。また、未整備道路の約８割が４０年以上前に
計画決定した道路であり、社会情勢の変化に対応した見直
しが必要です。

現状

見直しの考え方

平成28年3月時点

鴻
沼

川

類型Ⅳ：廃止候補路線（廃止手続き済）
（15路線：延長約22km）

都市計画の廃止手続きが完了した
路線です。

類型Ⅳ：廃止候補路線（計画継続路線）
（2路線：延長約6km）

都市計画の廃止に向けて取り組み
を行いましたが、地元との協議によ
り、都市計画を継続する路線です。

この道路網計画の実現
に向けた都市計画道路
の見直しを進めていき
ます。

道路網図

評価結果

道路網
総路線数１９３路線、総延長
約５０７km

適切な市街地の誘導

都市の骨格に資するネットワークの形成

拠点の形成

市街地開発事業との整合性

拠点間の連携強化

周辺市との交流拡大

ボトルネック交差点の解消

移動時の安全性の向上

救急医療施設へのアクセス性

緊急輸送のためのネットワーク形成

鉄道駅周辺の歩行者、自転車の走行空間の確保

バスの移動性の向上

環境の観点から
優位性の高い路線

生活の観点から
優位性の高い路線

経済の観点から
優位性の高い路線

ネットワークパフォーマンスの検証

予定路線の抽出

都市構造の観点から
優位性の高い路線

環

境

自然環境の保全・活用

都市活動の低炭素化

良好な生活環境の形成

生

活

安全で安心な生活の実現

誰もが暮らしやすい都市空間の形成

誰もが都市的サービスを享受できる機会の充実

多様な地域性を生かした快適性の向上

経

済

広域的な商業業務機能の強化

産業力の強化

多様な集客資源を活用した活力・魅力の向上

健全な財政の維持

照合
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辻中央通り線

与野東口三室線

大間木丸ヶ崎線

美園西通り線

中川中央通線

御蔵中央通線

大宮中央通線

南大通東線
美園４号線 川口浦和線

堀崎蓮沼線

指扇宮ヶ谷塔線

大和田深作線

宮原駅前通線

指扇三橋線

南大通西線

与野西口駅前通線

赤山西線

里見通り線

吉野原駅

今羽駅

東宮原駅

宮原駅

東大宮駅

土呂駅

加茂宮駅
日進駅

西大宮駅指扇駅 鉄道博物館駅
大宮公園駅

北大宮駅

大和田駅

七里駅

岩槻駅

北与野駅

さいたま新都心駅

与野駅

与野本町駅

南与野駅
北浦和駅

浦和駅

南浦和駅

武蔵浦和駅

西浦和駅

中浦和駅

東浦和駅

浦和美園駅

東岩槻駅

大宮駅

中山道

蕨南浦和西口線

大谷場高木線

大谷場領家線

大谷場北浦和線

大谷場高木線

大谷場高木線

宮前三橋線

吉野原駅

今羽駅

東宮原駅
宮原駅

東大宮駅

土呂駅

加茂宮駅
日進駅

西大宮駅指扇駅 鉄道博物館駅
大宮公園駅

北大宮駅

大和田駅

七里駅

岩槻駅

北与野駅

さいたま新都心駅

与野駅

与野本町駅

南与野駅

北浦和駅

浦和駅

南浦和駅

武蔵浦和駅
西浦和駅

中浦和駅

東浦和駅

浦和美園駅

東岩槻駅

大宮駅

道場三室線・大谷場高木線

岩槻中央通り線

第二産業道路

第二産業道路

大宮岩槻線

産業道路

中山道

中山道

産業道路

道場三室線

南浦和前地線

本町通り線

天沼高鼻線

類型Ⅰ：存続路線

類型Ⅰに分類した存続路線は、さいたま市道路整備計画（第2期）などに着手予定年次を定
め、計画的に整備を推進していきます。

類型Ⅱに分類した存続候補路線は、都市計画を継続します。計画変更の必要性が生じたとき、道路機能
を維持しつつ、財源に配慮した実現しやすい計画への変更や、効率的な道路機能の確保など、道路整備
などを見据えた手法の検討を進めていきます。

類型Ⅱ：存続候補路線

道路整備の取り組み

手続きの流れ

都市計画の変更や廃止は、関係権利者や地元自治会等のご意見を伺いながら進めていきます。

類型Ⅲ・Ⅳ：廃止候補路線

廃止手続きの取り組み

類型Ⅲ・Ⅳに分類した廃止候補路線は、本市が目指す都市構造等を踏まえて、廃止候補
路線のご相談を開始する時期を定め、関係権利者や地元自治会等のご意見を伺いながら、
都市計画の廃止に向けた取り組みを進めていきます。

ご意見を伺う機会

着手予定
年次

路線名（工区名など）

平成26～
30年度

・産業道路（天沼2工区）(※1)

・産業道路（堀の内工区）

・産業道路（原山2工区）(※3)

・第二産業道路（東大宮工区）

・中山道（大栄橋(交)～裏参道通り(交)）(※2)

・岩槻中央通り線（本丸工区(岩槻橋)）(※5)

・南浦和前地線

（馬場先通り～（主）さいたま草加線）

・大宮岩槻線（大和田交差点）

・本町中央通り線（鈴谷交差点）

・大宮岩槻線（芝川2工区）

・産業道路（原山1工区）(※2)

・道場三室線・大谷場高木線

（栄和工区）

・第二産業道路（大和田工区）(※4)

・中山道（仲町(交)～浦和橋）(※2)

・道場三室線（本太工区）

・天沼高鼻線（東町交差点）(※6)

変更内容のお知らせ

都市計画法第16条に基づく説明会

さいたま市都市計画審議会

都市計画法第17条に基づく案の縦覧

都市計画変更（廃止）

ご相談の
開始時期

路線名

平成24～
25年度

・中川中央通線(※1) ・宮原駅前通線(※1) ・川口浦和線(※2) ・美園4号線(※2)

・美園西通り線(※2) ・大谷場領家線(※2) ・大谷場北浦和線(※2)

平成26年度
・与野西口駅前通線(※3) ・赤山西線(※3) ・里見通り線(※3)

・与野東口三室線(※4) ・大和田深作線(※4) ・堀崎蓮沼線(※4)

平成27年度
・大間木丸ヶ崎線 ・御蔵中央通線(※5) ・大宮中央通線 ・南大通東線(※5)

・辻中央通り線 ・指扇宮ヶ谷塔線

平成28年度
・大谷場高木線 ・南大通西線 ・指扇三橋線 ・宮前三橋線

・中山道 ・蕨南浦和西口線

類型Ⅰの対象路線図

類型Ⅲ・Ⅳの対象路線図

※1 平成25年 3月 1日 都市計画を廃止
※2 平成26年 5月 1日 都市計画を廃止
※3 平成27年 3月30日 都市計画を廃止
※4 平成27年 9月 2日 都市計画を廃止
※5 平成28年11月25日 都市計画を廃止

計画変更の手法の一例

②計画の幅員を変更 ③交差点計画の見直し①並行現道を活用

現在の計画内容を見直し、
車線数や幅員の縮小を検討し
ます。

周辺の道路への機能代替の
可能性を検討します。

交通処理を検討し、交差点計画
をコンパクトに見直します。

検討の流れ

近接する廃止候補路線の廃止手続きのときなど計画変更の必要性が明らかになったとき、関係権利者や
地元自治会等へ、検討をはじめることをお知らせします。

計画変更の検討をはじめます

都市計画の手続きへ （下記「手続きの流れ」）

説明会

説明会

計画見直しの取り組み

計画変更の手法を検討します

財源や事業性を考慮しながら、様々な手法により、計画の変更等の方向性を検討します。

計画変更の内容をお知らせします
検討の結果、計画の変更等が必要となった場合は、関係権利者や地元自治会等へ変更内容等をお知らせ

します。

計画変更の必要性が明らかになったとき、見直しに取り組みます。
例えば、 近接する廃止候補路線の手続きのとき…

都市計画道路の整備着手のとき…
計画変更等の要望があったとき… など

※1 平成27年4月 事業着手済
※2 平成26年4月 事業着手済
※3 平成28年1月 事業着手済
※4 平成29年7月 整備完了
※5 平成29年8月 事業着手済
※6 平成28年12月 事業着手済
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