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１．第１８回検討協議会資料の概略

資料１・・・“これまでの取り組みを掲載”

●『第１７回氷川参道歩行者専用化検討協議会』のご意見をまとめると
「期待、賛同」の次に「合意形成必要」の意見が多かった。

結論：現状の交通状況を調査、把握、問題点の洗い出し、規制区間の再検討
をした上で、根拠に基づいた丁寧な住民の方々への説明が必要。

資料２・・・“2021年１０月上旬に予定の交通実態調査内容を掲載”

●主に２種類の調査を実施予定

Ⅰ 歩行者・自転車通行状況調査
歩行者、自転車の通行位置および量を調査

Ⅱ 車両交通実態調査
自動車の走行方向、量、ルートを調査
※令和３、４年度の2ヵ年で実施

R３年度

R４年度予定

氷川参道中区間の整備効果を把握

問題点の洗い出しのための調査

内 容：調査
対象エリア：南大通東線 南側

内   容：調査
対象エリア：南大通東線 北側

車両交通実態調査結果を
合算・分析

R3年度

R４年度予定

R５年度予定

N

全体で確認して問題点を捉える。
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２．第１８回検討協議会開催結果の報告（皆さんからのご意見）

（意見聴取期間：令和3年8月31日～9月10日※）
※開催方法：文書配布、事後意見聴取（緊急事態宣言中のため）

２－１ 調査についてのご意見と反映状況

【走行速度分類による分析】
・マラソンの練習場（道路）としての走行について速度等、緑の下での環境を楽しむことは

わかるが他にも走行の場があると思う。

【追加計測①】ランナーの時間帯別、南北方向別の通行量
（資料2 ｐ９～10）

【ベビーカー利用実態分析】

【追加計測②】ベビーカーの通行量      （資料2 ｐ1１～1４）

【走行位置からの分析】
・観測の中で自転車の運転マナーに関し気になる点をピックアップ。（マナー向上への啓発

につなげる。）

『情報整理』 左側通行の順守状況を整理   （資料2 ｐ1５～1７）

【追加計測③】安全面での問題発生状況    （資料2 ｐ2３）

【安全面からの分析】
・観測の中で、安全面に関し気になる点をピックアップしてもらえると安全確保への取り組

みにつながると思う。

【追加計測③】安全面での問題発生状況    （資料2 ｐ2３）

・ベビーカーの利用実態の分析があると良いのではないか。（子育て世代の利用実態）

反映

反映

反映

反映



2021 年度 第 19 回 氷川参道歩行者専用化検討協議会

3

２－２ その他のご意見

以下のご意見につきましては、今後、検討を進めて行くための参考とさせていた
だきます。

〇呼びかけや啓発

・自転車の速度制限

・自転車は中央を走行しないように願います。

〇情報提供

・南区間の歩専化の進行状況を知りたい。

⇒現在検討しているところまでが最新です。

〇進め方の助言

・調査計画で３年度南地区、４年度北地区とあり５年度に調査結果を合算分析とあるが、中地区

を完成させたように別々に検討することが早期の解決・進行になるのではないか。

・今回の実態調査を参考にして近い将来に交通実験（一の鳥居からの車両進入禁止）を行うこと

により地域の問題点が浮上してくるので、その点を検討・解決することにより早期の事業が進

行するのではないかと思います。

⇒ 今回は、南区間を対象に考えており、幅広い対策が検討できるよう調査範囲が広くなってい

ることが特徴です。

進め方は、中区間の時と同様に参道周辺全体で交通シミュレーションをかけた上で、事前に

浮上する問題点の解決策を予め検討してその対策の効果検証と合わせた交通実験を行いたい

と考えております。





















































事 務 局氷川参道歩行者専用化検討協議会

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。

平成 30年度

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)

第４回協議会(H27.12.22)

第５回協議会(H28.3.9)

平成 28 年度

・交通実態調査の実施

・アンケート調査の実施

・交通シミュレーションの実施

・周辺道路への影響評価

これまでの検討の再整理

第６回協議会(H28.6.22)

第７回協議会(H28.8.17)

・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）

・ 歩行者専用化の実施方策案の検

討第８回協議会(Ｈ29.1.30)

交通社会実験の実施（９月～11月）

第９回協議会(H29.7.10)

第１０回協議会(H29.8.28)

第１２回協議会(H30.5.31)

第１３回協議会（H31.1.22）

・歩行者専用化に向けた詳細検討

・氷川参道の将来デザインの検討

・歩行者専用化後の懸念事項検討

平成 31年度

/令和元年度
氷川参道（中区間）歩行者専用化実施（R1.4.25）

第１４回協議会(R1.9.20)

第１１回協議会(H30.1.29)

・意向把握アンケート

・設えの方向性についての検討

・歩行者専用化後の交通規制検討

第１５回協議会(R2.1.22)

第１６回協議会(R2.9.23)

・ 交通実態調査について

第１７回協議会(R3.1.26)

・ 交通実態調査（自動車）結果報告

・ 交通社会実験の検討

・社会実験実施の具体方策を決定す

るための調査(自動車)

令和２年度 設え工事
約300ｍ竣工

設え工事
約150m竣工

・交通実態調査

・生活道路内の交通量の増加などへ

の対策の検討

令和３年度
第１８回協議会(R3.8.31)

・ 交通実態調査について

第１９回協議会(R4.1.24)

・ 交通実態調査結果報告

・ 来年度の方向性について

・交通実態調査

・ 交通実態調査について

第２０回協議会(R4.8 月頃)

資料 ３

令和４年度以降
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氷 川 参 道 周 辺 図



参考資料 ２

氷川参道歩行者専用化検討協議会設置要綱

（設立）

第１条 氷川参道の歩行者専用化に向けて、意見交換等を行う場として、氷川参道歩行者

専用化検討協議会（以下「協議会」という。）を設置し、本要綱において組織及び運営

に関して必要な事項を定めるものとする。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

（１）氷川参道の歩行者専用化の推進に関すること。

（２）その他歩行者専用化に関し必要な事項。

（委員の構成）

第３条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

（１） 学識経験者

（２） 交通管理者

（３） 道路管理者

（４） 氷川参道沿線自治会

（５） 地元まちづくり団体

（６） 前各号に掲げる者のほか、事務の遂行に必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、平成３４年度末日とする。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

（座長及び職務代理者）

第５条 協議会に座長を置く。

２ 座長は、委員の中から互選により選出する。

３ 座長は、協議会の会議の進行をつかさどり、協議会を代表する。

４ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会は、必要に応じ随時開催する。

２ 協議会は、座長が招集する。

３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに協議会への出席を求めるこ

とができる。

（会議の公開）

第７条 協議会の会議は、原則として公開とする。

（事務局）

第８条 協議会の事務局を都市局都心整備部氷川参道対策室に置く。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営、その他に関し必要な事項は事務局

が定める。

附 則

この要綱は、平成２６年１０月２０日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。


