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氷川参道歩行者専用化検討協議会の 

これまでの取り組み 

資料 1 

氷川参道の歩車分離の整備完了（H14～H21） 

氷川参道歩行者専用化検討協議会を平成 26年に設置 

◎平成 13 年に設定した長期目標（歩行者専用化）の実現に向けて検討を再開 

■歩行者専用化の実現に向けて、皆さんが感じている事（アンケート調査より）

・歩行者専用化が賛成であるという意見が 7割以上（中区間沿道居住者が最多） 
・幹線道路が渋滞、参道東側道路など生活道路の交通量増加、自転車と歩行者の共
存の可否などの懸念事項もあった 
◎歩行者専用化の実現には、当初想定どおりの懸念事項を解消することを再認識

懸念事項への対応

検討 

■氷川緑道西通線の相互通行化後、氷川参道への歩行者専用化がどこまで可能か
コンピューターの中で仮想のクルマを走らせて状況を確認 

・賛成意見が比較的多かった中区間を中心にそれぞれ車両通行止めとし
た場合を検証。
○ 中区間       ：周辺生活道路へのクルマの流入量増大への交通対策をすれ 

ば可能 
▲ 中区間＋北区間 ：中区間の対策に加え、一部一方通行規制を変更すれば可能 
× 中区間＋南区間 ：南大通東線以南の中山道の渋滞が悪化する懸念があるため、 

現状では不可能 
× 全区間       ：上記すべて 

■歩行者専用化は、いつ頃から実現可能かを確認

・氷川参道の 24時間交通量調査を実施 
平日１日にクルマが 4,446 台も通過していることが判明 
（大宮中央通りの半分） 

◎北方面へ向かう代替道路（氷川緑道西通線）が 
完成してからでないと歩行者専用化は難しいことを再認識 

氷川緑道西通線の整備イメージ 

結果は

南区間 中区間 北区間

■クルマ利用者にとって氷川参道はどのように利用されているのかを確認

・南大通り東線から流入するクルマが一番多く、ほぼ半数の車が中央通りまで通過
・ H20⇒H27 でクルマが増加しているため、自転車の大半は歩行空間を走行 

◎通過交通による参道利用が主となっていることから、樹木への悪影響が懸念 

平成 27年度に確認したこと



2 

■車両通行止め時の懸念事項解消を念頭に協議会にて考えてきた方向性

◎道路交通法の「歩行者専用（軽車両を除く）」とし、曜日・時間を限定しな
い終日規制とする。また、自転車は、左端を徐行 
［出入り口が歩行者専用化される部分に隣接している駐車施設を利用している車両（搬入車両も

含む）（但し、クルマは警察の許可が必要）や自転車・山車等の通行が可能となる。］ 

（スクールゾーンと同じ方法） 

◎参道の東西の横断は、規制をかけないので通常通りの通行が可能。 
◎参道の入り口部分に構造物を設置
［並木の保護や車の誤進入による歩行者への危険性を回避することが目的］ 

①参道周辺居住者を対象とした説明会の開催（周知の徹底） 

②中区間の歩行者専用化の最終意向のアンケート調査を実施 

③残りの懸念事項の検討（自転車などのルール、防犯対策としての

照明等の対策、ゴミ問題など） 

今後は

歩行者専用化するには周辺生活道路への交通対策の実施が必要

■交通対策の効果を検証（交通社会実験の実施）

・氷川参道の東側生活道路区間と吉敷町 2丁目北向き一方通行道路区間を実験対
象 
・啓発看板、狭さく、ハンプ、交通運用変更（右折抑制や一方通行規制変更）の計 4種
類を約 2か月間にわたって順次実施

【東側生活道路の主な特徴】 

・現状でクルマのスピードよりクルマの量に対する問題意識が高い（7 割以上）。 
・流入抑制策としての右折抑制ポールにより、南大通東線からの右折流入が減少

・全速度抑制策で効果を確認（狭さく 14.6％減、単路部ハンプ 15.5％減など） 
・ ハンプは、対象道路に隣接した居住者の約 7割が設置の意向

（単路部ハンプ＞交差点ハンプ） 
・右折抑制は、東町、浅間町１、２丁目居住者の 7割以上が設置の意向   
【吉敷町 2丁目北向き一方通行道路の主な特徴】 

・現状で交通問題についての認識は、「特になし」が３割

・一方通行規制変更により、交通量 28.6％減少

・啓発看板によりクルマの速度は、日中 4.5%減少、夜間 13.5％減少

・啓発看板の設置意向が最も高く、狭さく・一方通行規制変更への実施意向は低い

啓発看板 ハンプ 右折抑制 

『啓発看板』、『単路部ハンプ（東側生活道路のみ）』、 

『右折抑制』を対策案として検討をすすめることとなった。

平成 28 年度に確認したこと
交通対策案の検証へ

まとめ※今回吉敷町 2丁目の一方通行変更は実施しません。
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3-4アンケートの構成案 .......................................................................................................... 7
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平成２９年７月１０日（月） 

都心整備部 氷川参道対策室

資料 2 
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情報共有を図った上で、 

アンケートの実施 

1.情報共有の目的と方法、意向確認の方法について 

1-1情報共有の目的と方法について 

(１)情報共有の目的 

(２)情報共有の方法 

①-2「ひかわ参道だより」の発行 
理由：情報が十分行き届くよう、補完的にだよりを配布する。 

※回覧板へのご協力と事務局による戸別配布の両方を実施 

これまで、当協議会では、交通実態調査や交通シミュレーション、交通社会実験を実

施して、皆様方と議論を重ねてまいりました。 

今年度は、これらの内容をもう一度、誤解が無いよう氷川参道周辺の方々にご説明さ

せていただき、情報を共有することを目的としています。 

情報共有は、以下の２点の方法で進めていきます。 

①-1「説明会」の開催 
理由：直接事務局から正確な情報を伝え、誤解が無いようにする。 

※自治会館などで実施可能であれば、そこで説明させていただきたい。 

②-1アンケート調査結果報告会の開催 
理由：直接事務局から正確な情報を伝え、誤解が無いようにする。 

※市主催で実施 回覧板へのご協力と事務局による通知配布 

②-2「ひかわ参道だより」の発行 
理由：報告会の結果なども含め、補完的にだよりを配布する。 

※回覧板へのご協力と事務局による個別配布の両方を実施 
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2.説明会の開催について 

2-1開催趣旨等 

表 説明会の開催概要（案） 

対象 氷川参道沿道の 10自治会および自治会に属さない集合住宅 

開催期間 第 9回協議会の開催後から 8月中旬ごろまで 

形式 各自治会等にお伺いし、説明 

2-2主な説明事項 

主な説明事項 

③氷川参道歩行者専用化検討協議会での今までの取り組み内容 
（現況把握と歩行者専用化の実施に向けた議論） 

②歩行者専用化検討協議会発足前までの取り組み内容 
（歩車分離の社会実験および施工） 

①氷川参道の問題点 

説明会の開催概要は、以下を想定しています。 

主な説明事項は、以下の３点とする予定です。 



2017 年度 第 9 回 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

3 

3.アンケート調査の実施 

3-1目的 

3-2アンケート調査の内容の違いについて 

平成２７年度に実施したアンケート調査は、その時点で想定される問題点や歩行者専

用化に向けた課題など最小限の情報を提供した上で、皆さんが歩行者専用化につい

て、どのように感じているのかを把握するための調査でした。 

今回のアンケート調査は、協議会で議論した正確な情報をより多く氷川参道沿道にお

住まいの方々に示した上で、最終的な意向を把握することを目的として実施するもの

です。 

今回の調査 

・事前情報 
→歩車分離整備までの  

  取り組み 

→周辺道路への影響 

  検討結果 

→社会実験結果

・具体的に氷川参道

中区間と定めその

実施を問う 

平成 27 年の調査 

・事前情報
→歩車分離整備までの 

取り組み 

・具体的な実施区

間は定めずに歩行

者専用化の実施

を問う 
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3-3アンケート調査の概要 

表 調査方法（案） 

調査対象範囲 氷川参道沿道の 10自治会を中心とした範囲内（右図参照） 

調査対象 各世帯 

調査期間 
平成 29年 9月中旬～10月上旬予定 

※第 10回協議会の開催後 

配布方法 
ポスティング配布 

※事務局にて配布します。 

回収方法 郵送回収（料金受取人払い） 

配布物件 
アンケート調査票 

（依頼文・これまでの経緯・返信用ハガキ付、A3両面） 

想定配布枚数 5,100 世帯（平成 27年度実績より） 

想定回収数 2,040 世帯（平成 27年度の実績を踏まえ 40%と想定） 

調査対象や方法は、以下を想定しています。 
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図 アンケート配布予定地区 
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3-4アンケートの構成案 

(１)調査の協力依頼文 
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(２)今までの氷川参道の検討の経緯 
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(３)アンケート設問 
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4.歩行者専用化の実現に向けた進め方 

歩行者専用化の実現に向けた進め方は以下を想定しています。 

自治会等関係者事 務 局 氷川参道歩行者専用化検

討協議会 

H29.7月 

第９回協議会
・説明会 
・アンケート調査
の実施の承認 

説明会準備
アンケート調査 
の準備 

説明会に参画

８月下旬 

～9月中旬 
第 10回協議会
・地元説明会の結
果確認 
・アンケート調査
票の最終確認 

地元説明会の
結果整理 

アンケート調査票 
の修正 

報
告

９月中旬 

～10月上旬 
アンケート調査票の

配布 
アンケート票の

回答 

10月上旬～ 

1１月下旬 
アンケート調査票の
集計・分析 

H30. 

1 月下旬 
第 11回協議会
・アンケート調査
結果の確認 

回答 

意見聴取 

意見聴取 

開催 

配
布

12月上旬～

アンケート調査結果
報告会の開催 

開催 

各自治会で
要望書提出の判断 

回答 
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平成２９年７月１０日（月） 

都心整備部 氷川参道対策室 
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1.歩行者専用化区間の整備に関する整理 

歩行者専用化後の整備については、歩車分離時の考え方を踏まえ、以下の流れで整

理して行きます。 

歩車分離・歩行者専用化の共通の目標

氷川参道の樹木の保全

安全・安心な歩行空間の確保

整備の条件

現況道路敷き内（幅員 6.0m）のみを対象

歩車分離時の考え方 歩行者専用化後の考え方 

②東側 2.5m を歩行空間 

西側の 3.5m を車道とする 

（歩行者と自動車の分離） 

④歩行空間の明るさを確保するた

め、照明を設置 

（安心な歩行空間の確保） 

③車止めを設置 

祭事時の山車等の通行を考慮し

て、着脱式 

（安全な歩行空間の確保） 

①氷川参道の連続性を確保するた

め、グレー系に統一 

（参道らしさ） 

①神社の参道石畳色をイメージし、

歩行者空間はグレー系に統一 

（参道らしさ） 

②-1 歩行者空間と自転車空間の

検討 

（歩行者と自転車の分離） 

（自転車への配慮） 

②-2歩行者空間のバリアフリーへの

対応 

（誰もが歩ける空間づくり） 

③通過するクルマが限定的であるた

め、既存の車止めの撤去 

（空間の最大限の利用） 

④旧車道部分の明るさを確保 

（安心な歩行者空間の確保） 

新たな問題の懸念事項

・自転車の速度超過への対応 

・スケボーなどの騒音問題への対応 

・ゴミのポイ捨て等への対応 

・侵入車両（クルマ）の走行方向への
対応
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制約条件は？ 

2.歩行者専用化の整備目的と条件 

図 整備の対象空間 

整備の対象は、現況道路敷き内（幅員 6.0m）のみ

とする。 

歩車分離ならびに最終目標である歩行者専用化の整備目的は、氷川参道の樹木の

保全と安全・安心な歩行空間の確保としている。 

また、整備に向けては、現況道路敷き内（幅員 6.0m）のみを対象として、並木敷きとの

調和に配慮する必要がある。 

②安全・安心な歩行空間の確保 

①氷川参道の樹木の保全 

並木敷き 
整備の対象 

（幅員 6.0ｍ） 並木敷き 
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3.歩行者専用化の整備の方向性 

3-1舗装色について 

資料：氷川参道周辺地区まちづくり交通計画推進調査報告書（平成 20年 3月） 

写真 平成ひろば 写真 氷川参道 二の鳥居 

舗装色は、氷川参道の連続性を確保するため、 

グレー系として検討 

歩行者専用化後は？

歩車分離時の舗装色は、神社の参道石畳風をイメージし、歩行者空間をグレー系に

統一しました。 

歩行者専用化後は、南区間～北区間、平成ひろば、二の鳥居以北の参道としての連

続性を確保するため、歩車分離時と同様にグレー系を基本として検討します。 

歩車分離時の舗装色の考え方 

◎舗装色は、神社参道として 

「石畳」をイメージし、 

グレー系を基調とした。 

写真 現在の中区間の舗装色 
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3-2自転車の視覚的な分離の方法について 

資料：氷川参道周辺地区まちづくり交通計画推進調査報告書（平成 20年 3月） 

写真 中区間の歩行者空間 写真 平成ひろば その1 

写真 平成ひろば その2 写真 氷川参道 二の鳥居以北 

舗装ブロックは、歩行者の安全性の確保と 

自転車の走行空間の明示のため、 

歩行者空間と自転車空間で異なる形状を基本として検討 

歩車分離時は、『雨水を地中に還元することにより、氷川参道両側の樹木への水の供

給を行うこと』を目的として、透水性のブロックを採用しました。 

歩行者専用化後は、歩車分離時と同様に透水性ブロックを採用しますが、歩行者の

安全性、自転車の走行空間の明示のため、歩行者空間と自転車空間で異なる形状

を基本として検討します。 

歩車分離時の舗装ブロックの考え方 

◎歩道部舗装は、根への影響を 

考慮し透水性とした 

（透水性平板ブロック）。 

◎車両の乗り入れを考慮した舗装 

構成ととした。 写真 現在の中区間の舗装ブロック 

歩行者専用化後は？
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図 歩行者空間と自転車空間のイメージ 

写真 点字ブロック（中山道） 写真 点字ブロック（オーエム テラス） 

歩行者空間はさらに 

氷川参道は、バリアフリー主要経路として、 

位置付けられているため、歩行者空間に点字ブロックを 

設置するなど、ユニバーサルデザインに配慮 
（ただし、氷川参道の景観面に配慮した色合い） 

歩行者空間イメージ 

（平成ひろばとの連続性を確保） 

自転車空間イメージ 

（平成ひろば） 
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【参考】さいたま市バリアフリー基本構想（平成 26 年 3 月）より 

氷川参道は、さいたま市バリアフリー基本構想で、「主要経路」に位置づけられています。 

図 バリアフリー重点整備地区および主要経路 

氷
川
参
道
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【参考】自転車の走行位置の明示方法の事例より 

写真 看板の設置（甲府市） 図 看板の設置

（たかつき自転車まちづくり向上計画より） 

写真 ピクトグラムによる工夫（中央通り） 写真 矢羽による標示（中山道） 

写真 設えの違いによる工夫（京都市） 

※自転車通行可の歩道 

写真 設えの違いによる工夫（豊島区） 

※自転車通行可の歩道

自転車の走行位置を明示する方法は、①看板による自転車・歩行者空間の明示、②

路面標示による明示、③設えの違いによる工夫などが事例としてあります。 
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3-3歩行者空間と自転車空間の幅員について 

パ
タ
ー
ン
①
（
歩
行
者
空
間
最
大
）

［幅員］

歩行者：4.00m 自転車：1.00ｍ×2 

（自転車の占有幅のみを確保）

［概要］ 

○自転車空間を最小にし、歩行者空間の

幅員を最大にした案 

○二人組等が並行して歩いても、すれ違い

が容易 

○自転車は、法的な占有幅を確保

●L 型側溝部分を含めて、幅員 1.0m のた

め、自転車の走行は不便

パ
タ
ー
ン
②
（
中
間
案
）

［幅員］

歩行者：3.00m 自転車：1.50ｍ×2

［概要］ 

○自転車の走行が容易 

（側溝部分を含む） 

○現行の幅員より拡幅するため、すれ違い

が容易 

●二人組が並行して歩くと、すれ違いが不

便

パ
タ
ー
ン
③
（
歩
行
者
空
間
最
少
）

［幅員］

歩行者：2.50m（現行幅員）  

自転車：1.75m×2

［概要］ 

○自転車は歩行者を気にせず通行可能 

●歩行者は、現行と同等ですれ違いがしづ

らい。 

○：メリット、●：デメリット 

現行の歩行者空間の幅員より拡幅される 

「パターン①・②」が有力 
歩行者や自転車などの通行に支障が生じるため、 

既存の車止めを撤去が前提

道路幅員6.0m の限られた空間の中で、歩行者専用化後の「歩行者」と「自転車」のそ

れぞれの幅員は、以下の 3 パターンが考えられます。 

歩行者専用化後は？
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3-4照明設置について 

(１)歩車分離時の照明の設置の考え方 

＜参考＞

資料：氷川参道周辺地区まちづくり交通計画推進調査報告書（平成 20年 3月） 

設置位置は、樹木の根への影響を極力避け、歩行者・自転車の安全性を優先。

照明の照度は、「明るさの連続性」と「周囲とのバランス」に配慮。 

設置位置 

◎市道の端に設置し、歩行者・自転車の支障とならない位置 

歩車分離時の照明設置の考え方 

照明の照度（明るさの連続性） 

◎照度の変化が大きいと防犯上好ましくないことから、可能な限り連続させる。 

◎歩行者の安全を確保するための照度は、連続する空間相互の設計照度の比

で、１：２程度以内に押さえる。 

照明の照度（周囲とのバランス） 

◎景観照明の場合は、照明対象の反射特性も考慮する。 

◎周知の照度を控えめに設定すると景観照明効果が上がる。 

歩道用照明の基準 

◎歩道用照明の平均照度は、３ルクス以上を満足させるものとした。 

表 道路照明基準 JlS-ｚ-9111-1988（歩行者に対する道路照明の基準） 

H27 のアンケート結果では？
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(２)平成 27 年度の意向調査結果 

65.0%

43.7%

6.1%

48.0%

61.0%

13.0%

自転車の通行が

できるのか

車で参道を

横断できるのか

沿道店舗への

荷捌きができるのか

周辺の幹線道路が

混雑しないのか

周辺の生活道路が

危険にならないのか

その他

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

※ 割合については歩行者専用化に対する意見別の有効回答数で除算

（回答数=277）

図 「好ましいと思うが不安がある」 
の懸念事項 

50.0%

43.8%

14.5%

59.5%

50.4%

12.8%

自転車の通行が

できるのか

車で参道を

横断できるのか

沿道店舗への

荷捌きができるのか

周辺の幹線道路が

混雑しないのか

周辺の生活道路が

危険にならないのか

その他

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

※ 割合については歩行者専用化に対する意見別の有効回答数で除算

（回答数=242）

図 「今のままが良い」の懸念事項 

■その他の具体的な内容 

表 「好ましいと思うが不安がある」のその他の具体的な内容 

■「好ましいと思うが不安がある」のその他の具体的な内容 
・自転車が増えて、より危険な道になる ・沿道駐車場の配慮 

・ランナー優先は困る ・参道の防犯対策 

・スケボーなどで騒がしくならないか ・夜間暗さ 

・代替路線がない一の鳥居～南大通までの扱い ・犬を連れて良いのか 

・周辺道路の騒音悪化 ・歩行者が増加することによるゴミ問題 

表 「今のままが良い」のその他の具体的な内容 

■「今のままが良い」のその他の具体的な内容 
・自転車がスピードを出すようになり危険 ・夜間、軽犯罪が増えないか心配 

・事故が増える ・スポット化による周辺への悪影響 

・参道に面した車の出入りはどうなるのか ・変化が混乱を招く 

【参考 氷川参道とさいたま新都心周辺の水平面照度（着色は基準値 3.0 以上）】 

今回の歩行者専用化の対象である中区間は、現状の歩行者空間だけでなく、反対側の西
側の道路端でも、基準値以上の照度を確保できていました。 

【測定日】Ｈ29.7.6（木）19:45～20:15 

南区間 中区間 北区間 さいたま新都心 
歩行者空間 
（街路灯下） 

5.0 ﾙｸｽ 8.0～9.5 ﾙｸｽ 3.3 ﾙｸｽ
19.2～40.5 
ﾙｸｽ 西側道路端 

（L 型側溝部） 

1.3 ﾙｸｽ 
（交差点部
44.2 ﾙｸｽ）

5.0～5.2 ﾙｸｽ 2.1 ﾙｸｽ

歩行者専用化後は？

平成27年度9月に実施した意向調査では、歩行者専用化に対する意見別の歩行者

専用化の懸念事項を確認しました。 

歩行者専用化について、「好ましいと思うが不安がある」や「今のままが良い」の懸念事

項として、「夜間の暗さ」や「夜間の軽犯罪の増加」と指摘する声がありました。 

安心な歩行者空間の確保に向けて、 
旧車道部分の明るさを確保 

（さいたま新都心からムクドリが移動して糞害などを起こす可能性あり） 



2017 年度 第 9 回 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

11 

4.歩行者専用化後の懸念事項への対応 

4-1侵入車両（クルマ）の走行方向への対応について 

歩行者専用化後は？

クルマの走行ルールづくりの検討が必要 

（例えば北向き・左側通行など） 

現在の氷川参道は、北向きの一方通行であり、小学生などの登下校時にも既知の事

柄として周知されている。 

しかしながら、今回の歩行者専用化の交通規制により一方通行規制は解除されてしま

い、事故が発生の可能性が考えられるため、何らかのルール作りが必要です。 
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歩行者専用化後は？

4-2自転車の速度超過への対応について 

表 自転車の速度抑制（参考事例） 

分類 イメージ 内容 

事例① 

速度を 

抑制する 

路面標示 

図 路面標示例※1

［概要］ 

自転車の速度超過への注意喚起を示す路

面標示の設置 

［効果や参道への適用可能性（参道らしさ）］ 

○参道と同じグレー系基調に変更することに

より適用可能 

●自転車利用者のモラルに依存 

事例② 

自転車 

検知警報 

システム 

図 自転車検知警報システム例※2 

［概要］ 

予め設定した速度を超える自転車へ、回転

灯、LED 表示器による注意喚起 

［効果や参道への適用可能性（参道らしさ）］ 

●自転車空間内に機器の設置する必要があ

り、自転車との接触が懸念 

●自転車利用者のモラルに依存 

事例③ 

凸凹舗装 

図 凸凹舗装例※3 

［概要］ 

振動で通りにくくする凸凹舗装 

［効果や参道への適用可能性（参道らしさ）］

○物理的に速度抑制を図る 

○参道と同じグレー系基調に変更することに

より適用可能 

●連続設置するため、氷川参道の景観面に

課題あり 

事例④ 

自転車用 

ハンプ 

図 自転車用ハンプ例※4

［概要］ 

路面上に凸部を設置 

［効果や参道への適用可能性（参道らしさ）］ 

○物理的に速度抑制を図る 

○参道と同じグレー系基調に変更することに

より適用可能 

●歩行者が自転車空間を歩いた場合、つま

づく可能性あり 

○：メリット、●：デメリット 
※1国土交通省関東地方整備局平成 24年度事業報告より（埼玉県志木市） 

※2日本仮設株式会社 HP より   ※3 府中市内河川敷にて撮影   ※4 有限会社サンセルフ HP より

視覚的に歩行者と分離した場合であっても、自転車が早い速度で通行したり、歩行者

空間へ入ってしまうなど自転車利用者のマナー違反が考えられます。 

そのため、参道らしさを考慮しつつ、自転車の速度抑制を図る必要があります。 

氷川参道の景観面に配慮した自転車の速度抑制方法 

を考えることが必要 
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道路交通法上は？ 

4-3スケボーなどの歩行者・自転車以外への対応について 

［P10 再掲］ 

表 「好ましいと思うが不安がある」のその他の具体的な内容 

■「好ましいと思うが不安がある」のその他の具体的な内容 

・自転車が増えて、より危険な道になる ・沿道駐車場の配慮 

・ランナー優先は困る ・参道の防犯対策 

・スケボーなどで騒がしくならないか ・夜間暗さ 

・代替路線がない一の鳥居～南大通までの扱い ・犬を連れて良いのか 

・周辺道路の騒音悪化 ・歩行者が増加することによるゴミ問題 

（禁止行為） 
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに
設置してはならない。 
２ 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 
３ 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 
４ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 
一 道路において、酒に酔ってて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまっててい
ること。 

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類す
る行為をすること。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、
又は発射すること。 

五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降
り、又はこれらに外からつかまること。 

七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危
険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 

※ただし、「交通のひんぱんな道路」に関する具体的な交通量の明文化なし

歩行者専用化後は？

歩行者・自転車交通量の多い氷川参道では、 

スケボーなどの利用禁止を啓発する看板や街路灯にシールを 

設置するなどの方法を検討 

平成27年9月に実施した意向調査では、歩行者専用化の懸念事項を確認しました。 

歩行者専用化について、「好ましいと思うが不安がある」の懸念事項として、「スケボー

などが騒がしくならないか」と指摘する声がありました。 

（道路交通法上では、「交通のひんぱんな道路」での利用は禁止されています。） 
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4-4ゴミのポイ捨てへの対応について 

+ 

写真 路上喫煙禁止の路面標示（中区間） 写真 街路灯のポイ捨て禁止シール（中区間） 

弁当やペットボトルなどの 

ポイ捨てを禁止する 

歩行者専用化後は？

氷川の杜まちづくり協議会や地域の方々と市が連携し、 

ゴミとタバコのポイ捨て禁止の環境美化や景観保全を図っていくこ

とが必要 

歩行者専用化後には、歩行者が増加することが予想され、それに伴い弁当やペットボ

トルなどのごみが、植栽帯にポイ捨てされてしまうのではないかとの懸念があります。 

前回のアンケート結果では、「好ましいと思うが不安がある」の回答の中で「歩行者が増

加することによるゴミ問題」と回答されている方もいらっしゃいました。 
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【参考】 

資料：さいたまの環境通信（Vol.20 2013.9.1 発行） 

図 路上禁煙推進モデル地区の位置図 

氷川参道は、たばこの吸い殻については、2016 年 7 月 1 日から「路上禁煙推進モデ

ル地区」に位置づけられており、地域団体が清掃活動や、路上喫煙者等への喫煙マ

ナーを呼びかける啓発活動を行い、環境美化や景観保全を図っています。 
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5.歩行者専用化後の方向性のまとめ 

歩行者専用化後の中区間の整備の方向性のまとめは以下の通りです。 

歩行者専用化の整備目的 

①氷川参道の樹木の保全 

②安全・安心な歩行空間の確保 

整備の対象は、現況道路敷き内（幅員 6.0m）のみ。 

整備に向けた方向性のまとめ 

◎舗装色は、氷川参道の連続性を確保するため、グレー系を基本

◎舗装ブロックは、歩行者の安全性の確保と自転車の走行空間の明示のため、 

歩行者空間と自転車空間で異なる形状を検討 

◎氷川参道は、バリアフリー主要経路として、位置付けられているため、 

歩行者空間に点字ブロックを設置するなど、ユニバーサルデザインに配慮 

（ただし、氷川参道の景観面に配慮した色合い） 

◎現行の歩行者空間の幅員（2.50m）より拡幅される「パターン①（歩行者空間：

4.00m）または②（歩行者空間：3.00m）」が有力 

◎安心な歩行者空間の確保に向けて、旧車道部分の明るさを確保

（さいたま新都心からムクドリが移動して糞害などを起こす可能性あり） 

◎クルマの走行ルールづくりの検討が必要 

◎氷川参道の景観面に配慮した『自転車の速度抑制方法』を考えることが必要 

◎歩行者・自転車交通量の多い氷川参道では、スケボーなどの利用禁止を啓発する看

板や街路灯にシールを設置するなどの方法を検討。 

◎氷川の杜まちづくり協議会や地域の方々と市が連携し、タバコのポイ捨てとゴミの

ポイ捨て禁止の環境美化や景観保全を図っていくことが必要 
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参考 歩行者専用化区間の前提条件の整理 

法的な位置づけ 

◎道路交通法の「歩行者専用（軽車両を除く）」とし、自転車は、左端を徐行

◎出入り口が歩行者専用化される部分に隣接している駐車施設を利用している

車両（搬入車両も含む）や自転車・山車等の通行が可能となる。 

◎ただし、クルマは警察の許可が必要（スクールゾーンと同じ方法） 

歩行者専用化区間の前提条件 

参道の横断 

◎参道の東西の横断は、規制をかけないので通常通りの通行が可能。 

止め方の方法 

◎曜日・時間を限定しない終日規制にし、入り口部分に構造物を設置

◎並木の保護や車の誤進入による歩行者への危険性を回避することを目的と

する。 

歩行者専用化区間の通行止めの方法として、第8回協議会（H28.1.30）では、以下の

3点について方向性を定めました。 



事 務 局 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

平成 29年度 

平成 26年度 

平成 27年度

第１回協議会(H26.12.16) 

第２回協議会(H27.2.24) 

第３回協議会(H27.8.10) 

・氷川参道のこれまでの経緯 
・交通実態調査の実施に向けて 
・アンケート調査票（案） 

第４回協議会(H27.12.22) 

・氷川参道周辺実態調査結果報告 
・交通シミュレーションの進め方（案） 

第５回協議会(H28.3.9) 

・氷川参道周辺実態調査結果報告 
・周辺道路への影響評価 
・交通社会実験の提案 

平成 28年度

交通実態調査の実施 
（埼玉大学と協働） 

交通シミュレーションの実施 

これまでの検討の再整理 

アンケート調査の実施 

第６回協議会(H28.6.22) 

・昨年度の協議会の意見と対応 
・交通社会実験の実施計画 
・歩行者専用化の実施方策案の検討 

・交通社会実験に向けた調整 

・歩行者専用化に向けた詳細な 

意見収集 

【周辺居住者、交通・道路管理者等】 

結果報告 

結果の反映 

第８回協議会(Ｈ29.1.30) 

・交通社会実験の結果報告について 
・歩行者専用化の検討 

第７回協議会(H28.8.17) 

・交通社会実験の実施計画（最終） 
・歩行者専用化の実施方策案の検討 
・歩行者専用化後の検討 

意見の反映 

実験準備 
交通社会実験の実施（９月～11月） 

第 9回協議会(H29.7.10) 

・周辺居住者との情報共有 
（説明会の開催、アンケート案の提示） 
・歩行者専用化の設えの検討 
（基本的考え方の提案） 

・説明会の開催【周辺居住者】 

・アンケート調査の準備 

第 10回協議会(H29.8.28) 

・歩行者専用化の実施方策の検討 
（アンケート最終案の提示、説明会の
開催結果と管理者調整状況の報告） 

・歩行者専用化の設えの検討 
（イメージ図の提示） 

第 11回協議会(H30.1.29) 

・アンケート結果報告 
・歩行者専用化の設えの検討 

・アンケート調査の実施 

【周辺居住者】 

意見の反映・報告 

平成 30年度 

以降 協議会開催予定 

意見の反映・報告 

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールは、概ね次のように考えています。引き続き、ご協力のほどよろしくお願いします。 

資料 4 
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暫定整備に向けた取り組み 氷川参道の問題点と基本理念・基本方針 

今までの氷川参道の検討の経緯（平成７年～平成２６年まで） 
さいたま市における歴史・文化的資産であり、都心部に残された貴重な緑の空間である氷川参道の環境を将来にわたり引き継ぐため、地域住

民と行政が一体となって並木の保全、交通問題への対応を図りながら取り組んでまいりました。ここで、これまでの取り組みと今現在、どのような取

り組みを行っているかご紹介します。 

平成 7年 氷川の杜まちづくり協議会 が設立 

（氷川の杜うるおいのあるまちづくり推進協議会） 

平成 11 年～ 

氷川参道周辺地区まちづくり交通計画検討協議会を設置 

（問題解決に向けた検討を継続的に実施） 

[メンバー]学識経験者、氷川の杜まちづくり協議会、氷川参道

沿線自治会、交通管理者（埼玉県警）、市など 

問題点を受けて 

■交通社会実験（平成 12 年・平成 17 年）

片側歩道（2.5m） 両側歩道(1.5m×2） 

交互通行を

北向き 

一方通行化

問題点や効果を把握するため、場所や期間を限定した交通社会実験を実施 

【基本理念】 

①歩行者の安全性を高める 

②歩行者空間を形成する 

③歴史・文化を活かす 

④参道の貴重な緑を保全する 

⑤シンボルにふさわしい魅力ある道とする 

現在の歩車分離前の問題点 

樹木の状況路上駐車の状況

●車両の速度が速い ●路上駐車が多い 

●歩道がない  ●樹木が痛んでいる 

●参道が暗い などの課題がありました。 

【基本方針】 

氷川参道はさいたま新都心と大宮駅東口周辺とをつなぐ軸

線であり、最終的には歩行者専用の道とする。 

実施が可能な取り組みについては、幅広い合意形成を得な

がら、積極的に推進するものとし、具体的には既存の交通を受

け入れながら『安全な歩行空間の確保』を目指した暫定整備

の検討を行う。 

（歩行者専用化は、代替路線（氷川緑道西通線）が 

 整備された時期とする）

社会実験結果を踏まえ 

将来イメージ 【道路整備の目的】 

・大宮駅東口周辺の渋滞緩和 

・歩行者・自転車の安全で快適な空間を確保 

・都市防災機能の強化や良好な都市景観を創出 

・氷川参道の歩行者専用化を推進 

平成 30 年度末に相互通行化の予定 

■代替路線の氷川緑道西通線とは？

■平成 14 年度～平成 21 年度に歩車分離化

平成21年7月

竣工 

（一灯式信号機 

～大宮中央通） 

北
区
間

中
区
間

平成14年5月 

竣工 

（南大通東線～ 

一灯式信号機） 

平成19年3月

竣工 

（一の鳥居～ 

南大通東線） 

南
区
間

■歩車分離整備以外の取り組み
歩車分離整備以外の取組として、クルマの速度抑制策や歩行者の安全性の確

保、認識度向上策などに取り組んできました。 

狭さくの設置 一時停止の注意喚起 照明や参道標識の設置 

平成 26 年以降の取り組みへ 

基本理念を踏まえた方針 

市へ要望や提案を提出 

検討の結果 

別紙 17/07/07 
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交通社会実験の実施と車両通行止め方法の検討 交通実態や意向調査の実施、歩行者専用化による周辺道路への影響検証（平成 26 年～27 年） 

今までの氷川参道の検討の経緯（平成２６年以降～現在まで） 

平成 26 年に氷川参道歩行者専用化検討協議会を設置 

・平成 13 年に設定した長期目標（歩行者専用化）の実現に向けて検討を再開 
・メンバー：学識経験者、氷川の杜まちづくり協議会、氷川参道沿線自治会、交通管理者（埼玉県警）、市など 

■車両通行止め時の懸念事項解消を念頭に協議会にて考えてきた方向性

平成 29 年 9 月中旬～10 月上旬にかけて、「氷川参道の中区間の歩行者専用化」に関する 

アンケートを実施しますので、ご協力を宜しくお願い致します。 

通過交通は多いの？クルマの交通量はどれぐらい？

皆さんが感じていることは？ 

■歩行者専用化は、いつ頃実現可能なの？

■歩行者専用化の実現に向けて、皆さんが感じている事

歩行者専用化の実現には、当初想定どおりの懸念事項を解消することを再認識 

・歩行者専用化が賛成であるという意見が 7 割以上（中区間沿道居住者が最多） 
・幹線道路が渋滞、参道東側道路など生活道路の交通量増加、自転車と歩行者の共存の可否などの懸念事
項があった

歩
行
者
専
用
化
の
意
向

歩
行
者
専
用
化
に

向
け
た
懸
念
事
項 平成28年度に確認したこと 

■交通対策の効果を検証（交通社会実験の実施）
・氷川参道の東側生活道路区間と吉敷町 2丁目北向き一方通行道路区間を対象 

・啓発看板、狭さく、ハンプ、交通運用変更（右折抑制や一方通行規制変更）の計 4種類を約 2 か月間にわ

たって順次実施
【東側生活道路の主な特徴】 
・流入抑制策としての右折抑制ポールにより、南大通東線からの右折流入が減少
・全速度抑制策で効果を確認（狭さく 14.6％減、単路部ハンプ 15.5％減など） 
・ハンプは、対象道路に隣接した居住者の約 7割が設置の意向（単路部ハンプ＞交差点ハンプ） 
・右折抑制は、東町、浅間町１、２丁目居住者の 7割以上が設置の意向 
【吉敷町 2丁目北向き一方通行道路の主な特徴】 
・現状で交通問題についての認識は、「特になし」が３割
・一方通行規制変更により、交通量 28.6％減少
・啓発看板によりクルマの速度は、日中 4.5%減少、夜間 13.5％減少
・啓発看板の設置意向が最も高く、狭さく・一方通行規制変更への実施意向は低い

歩行者専用化に合わせて

残りの懸念事項の検討（自転車などのルール、防犯対策としての照明等の対策、ポイ捨て問題など）

（回答数=2,138）

参道としての良好

な環境が保てる

ため良いと思う

53.4%多少不便になる

が、好ましいと思う

22.4%

好ましいと思う

が不安がある

13.0%

今のままが

良い

11.3%
63.1%

46.3%

43.7%

39.4%

9.1%

9.8%

自転車の通行ができるのか

周辺の生活道路が

危険にならないのか

周辺幹線道路が

混雑しないのか

車で参道を横断できるのか

沿道店舗への

荷捌きができるのか

その他

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
（回答数=2,115）

・ 南大通り東線から流入するク

ルマが一番多く、ほぼ半数の

車が中央通りまで通過

・ H20⇒H27 でクルマが増加

しているため、自転車の大半

は歩行空間を走行

クルマの交通量が多いため

樹木への悪影響が懸念

・平日１日にクルマが 4,446 台も通過していることが

判明（大宮中央通りの半分） 
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自動車交通量 

■コンピューターの中で仮想のクルマを走らせて、周辺道路への影響を検証
・代替路線として氷川緑道西通線がどこまで機能するのか。 
・歩行者専用化の賛成意見が比較的多かった中区間を中心に、それぞれ車両通行止めとした場合に、 
どのような影響が出るのか検証した。 

○ 中区間       ：周辺生活道路へのクルマの流入量増大への交通対策をすれば可能 
▲ 中区間＋北区間 ：中区間の対策に加え、一部一方通行規制を変更すれば可能 
× 中区間＋南区間 ：南大通東線以南の中山道の渋滞が悪化する懸念があるため現状では不可能 
× 全区間       ：現状では不可能 

氷川緑道西通線や歩行者専用化の影響は？ 

協議会の方向性として、『中区間を歩行者専用化の先行検討区間』として
進めることになりました。 

どの区間から取り組んでいくの？ 

北方面へ向かう代替道路（氷川緑道西通線）の

整備後でないと歩行者専用化は難しいことを再認識

半数が 

通過交通
ハンプ 啓発看板 右折抑制 

←南大通東線→ 至

氷
川
参
道

×

×

南
大
通
東
線

東
側
生
活
道
路

右
折
抑
制

氷
川
参
道

今後は 

啓発看板 
東
町
一
丁
目

浅
間
町
一
～
二

狭さく ○検討する 

単路部ハンプ

交差点ハンプ ×実施しない

右折抑制 南大通東線 

一方通行規制変更

吉
敷
町

二
丁
目

○検討する 
啓発看板 

狭さく ×実施 

しない 

懸
念
事
項

クルマの通行 

自転車や山車の通行

クルマの東西横断 

荷捌きや駐車場の出入りが必要なクルマのみ可（警察許可要）

通行可能 

横断可能 

通過車両の抑制 可能（入り口に構造物を設置、24 時間歩行者専用化実施） 

歩行者専用化による周辺幹線道路

や周辺生活道路の混雑 

抑制策の実施で対応 

（交通シミュレーションや社会実験にて確認済）






