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令和3年度第2回東西交通専門部会の論点

論点:東西交通のルートによる特性・影響の違いについて

•東西交通は、速達性や移動ニーズへの対応、事業性等の観点から複数のルートを
候補として、実現性や沿線エリアへの影響把握に基づき、適切なルート案を選択
することが必要

論点：答申におけるルート案の計画や関連事業等の位置づけを踏まえて、東西
交通の導入による沿線地域に与える影響は整理されているか



①ルート案の前提条件の整理（過年度検討結果の整理）
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 東西交通のルートについては、現状及び将来の社会経済情勢、地域の移動ニーズ、まちづくり・土地利用等の状況を踏ま
えた見直しが必要となる

⇒今年度の専門部会では、交通政策審議会第198号答申時のルート案について、これまでの検討をレビューし、ねらい、
導入地域や既存公共交通への影響、導入空間等の課題を整理の上、ルートのメリット・デメリットを共有する。

〇モデルルートの概要

ルートⅠ ルートⅡ ルートⅢ ルートⅣ

ルートのねらい

・都心・副都心間の幹線
軸のうち主要な区間は、
シームレスに20 分以内
で移動が可能である環
境を整備

・速達性に優れたルート
を設定する

・需要を確保する必要があ
ることから、沿線人口の
多いルートを設定

・高速道路高架下の活用に
より、走行空間の確保、
費用対効果の面からも実
現性が高くなるルートを
設定

・既存道路を活用するルー
トを設定

〇モデルルートのイメージ

ルートⅠ：
速達性に優れたルート

ルートⅢ：
高速道路高架下活用ルート

ルートⅡ：
需要確保が見込まれるルート

ルートⅣ：
既存道路を活用したルート



①ルート案の前提条件の整理（過年度検討結果の整理）
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〇モデルルートⅠ案の整備上の前提確認

延⾧ 12.0km

所要時間 28分30秒

表定速度 25.6㎞/h

停留所個所数 13箇所

概算事業費
約410億円

〇運行計画の概要 〇検討上で想定される課題

導入空間

• 既存の首都高速埼玉新都心線の高架下を活用することを想定しているが、現在、
高架下は、見沼田圃の自然環境保護のためにビオトープが整備されており、導入
にあたっては詳細な検討及び関係機関との調整が必要となる。

• 首都高速埼玉新都心線の延伸区間については、事業化が不明確であるため、今後、
関係機関との調整が必要である。

• 東北自動車道及び国道122号との交差部では、新たな架道橋が必要となる。

事業費 • 東北自動車道及び国道122号との交差部では、新たな架道橋が必要となるため、
モデルルートⅡ案、Ⅳ案に比べて土木費が高い。

需要予測 • 他の案に比べて最も需要が多い。

費用便益 • 費用便益比（B/C）が1.0を越えるが、道路空間への軌道交通導入による道路混
雑等、負の便益については考慮していないため、今後、検討が必要となる。

※概算事業費は用地買収費を含まない

区間⑦

※首都高速埼玉新都心線延伸区間は未確定ルート



①ルート案の前提条件の整理（過年度検討結果の整理）
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〇モデルルートⅡ案の整備上の前提確認

延⾧ 16.5km

所要時間 49分15秒

表定速度 20.1㎞/h

停留所個所数 24箇所

概算事業費
約390億円

〇運行計画の概要 〇検討上で想定される課題

導入空間

• ＬＲＴの導入空間を全て都市計画道路内と想定していることから、都市計画道路
が整備されれば、比較的導入空間は確保しやすいと考えられる。

• ただし、都市計画道路の車線数を減少させることとなるため、道路側との調整が
必要となる。

• 東北自動車道及び国道122号との立体交差部は、既存の国道463号バイパスに導
入することが可能であれば、新たな構造物を設置する必要はない。

事業費 • ＬＲＴの導入空間を全て都市計画道路内と想定し、都市計画道路の整備費用は都
市側で負担するものとしているため、概算事業費が最も安価となる。

需要予測 • モデルルートⅠ案に次いで需要が多い。

費用便益 • 他の案に比べて費用便益比（B/C）が最も良いが、道路空間への軌道導入による
道路混雑等、負の便益については考慮していないため、今後、検討が必要となる。

※概算事業費は用地買収費を含まない

区間②



①ルート案の前提条件の整理（過年度検討結果の整理）
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〇モデルルートⅢ案の整備上の前提確認

延⾧ 13.7km

所要時間 36分30秒

表定速度 22.5㎞/h

停留所個所数 18箇所

概算事業費
約440億円

〇運行計画の概要 〇検討上で想定される課題

導入空間
• 首都高速埼玉新都心線の延伸区間については、事業化が不明確であるため、今後、

関係機関との調整が必要である。
• 東北自動車道及び国道122号との交差部では、新たな架道橋が必要となる。

事業費 • 東北自動車道及び国道122号との交差部では、新たな架道橋が必要となるため、
モデルルートⅡ案、Ⅳ案に比べて土木費が高い。

需要予測 • 他の案に比べて需要が少ない。

費用便益 • 費用便益比（B/C）が1.0を越えるが、道路空間への軌道の導入による道路混雑
等、負の便益については考慮していないため、今後、検討が必要となる。

※概算事業費は用地買収費を含まない

区間② 区間⑥

※首都高速埼玉新都心線延伸区間は未確定ルート



①ルート案の前提条件の整理（過年度検討結果の整理）

8

〇モデルルートⅣ案の整備上の前提確認

延⾧ 15.4km

所要時間 45分55秒

表定速度 20.1㎞/h

停留所個所数 21箇所

概算事業費（※）
約480億円

〇運行計画の概要 〇検討上で想定される課題

導入空間 • 既存道路にＬＲＴの導入を想定している区間については、既存道路の幅員が狭い
ため、ＬＲＴを導入するためには、道路拡幅が必要となる。

事業費 • ＬＲＴを導入するために道路を拡幅する必要があり、その分の用地費が多く必要
となり、他の案に比べて最も概算事業費が高い。

需要予測 • 他の案に比べて需要が少ない。

費用便益 • 費用便益比（B/C）が1.0を越えるが、道路空間へのＬＲＴ導入による道路混雑
等、負の便益については考慮していないため、今後、検討が必要となる。

※概算事業費は用地買収費を含まない

区間④区間②



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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〇沿線エリアの用途地域の指定状況

 大宮駅～浦和美園駅の中間のエリアは、市街化区域に夜間人口が集中する一方で、市街化調整区域で高齢化率が高くなる

 大宮駅周・さいたま新都心駅辺及び浦和美園駅周辺では、都市的な土地利用がなされている一方で、ルート案の沿線では
市街化調整区域も多く含まれ、需要が見込める住居が集積するエリア・区間は限定される

〇沿線エリアの夜間人口・高齢化率の分布

〇モデルルー案沿線の人口分布・土地利用



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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 将来の都市構造のイメージにおいて、広域的に東京都心部から環状方向に位置する拠点的な都市との連携を促進する機能
を持つ東西連軸が位置づけ

⇒拠点間の連携を図りつつ、市域の東西に広がる市街地を結び、市民の交流・連携を促進する役割が期待される。

〇まちづくり等の関連計画における東西交通の位置付け

●将来都市構造のイメージ

（2030さいたま輝く未来と希望（ゆめ）のまちプラン）

●将来の交通ネットワーク

（さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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 東西交通の起終点となる大宮駅周辺地区・浦和美園地区においては都市施設等の集積を生かした拠点形成を目指す。

 東西交通のルートの中間エリアでは、緑を活かした田園交流エリアの形成を目指している。

〇東西交通ルート沿線に係るまちづくりの方針

●東西交通ルートに沿線係るまちづくりの方針

（さいたま市都市計画マスタープラン） スポーツ、健康、環境・エネルギーを
テーマとする副都心の形成

• 埼玉スタジアム２〇〇２を活かした計画的な
市街地整備

• 商業業務機能やスポーツ・健康機能、スマー
トホームコミュニティなどが複合する副都心
の形成

• 基盤整備の進展に合わせた、土地の利用促進
や地区の魅力向上による定住人口・交流人口
の増加

• 自然環境の保全活用

＜浦和美園地区のまちづくり方針＞

氷川の杜や見沼田圃などからなる
みどりのシンボル核の育成と合わせて、

商業業務施設、公共公益施設、文化交流施設が
集積した一体的な都心の形成

• 土地の高度利用を図り、都市機能の充実・強
化を進め、本市の交通、経済の中心地にふさ
わしい拠点の形成

• 商業・交通・市民サービス機能、広域交流機
能、アミューズメント機能や都心居住機能を
示威実

• 市街地再開発事業や土地区画整理事業により、
道路と歩行者ネットワークを整備するととも
に、土地の高度利用を図り、既存の商業業務
施設の更新・充実

＜大宮駅周辺地区のまちづくり方針＞

緑地や水辺空間の保全・活用・創造を通じ、
「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふるさと

“みぬま”」の実現に向け、
田園交流拠点を形成します

• 緑地や水辺など、環境にやさしく、生物の生
息空間となる田園環境の保全・回復

• 来訪者の散策・レクリエーション環境の整備
• 大雨時の治水機能の確保、防災機能の確保

＜見沼田圃及び周辺地域のまちづくり方針＞



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理

 大宮駅では、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」において、駅前広場を中心とした交通基盤整備、駅前広
場に隣接する街区のまちづくり、乗換改善等を含めた駅機能の更なる高度化が検討されている

〇東西交通ルート沿線に係る関連事業等の計画

●大宮GCSプラン2020による整備イメージ
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●大宮GCSプラン2020による交通広場の整備イメージ



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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 浦和美園地区では、地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）の延伸検討と合わせて、延伸線沿線のまちづくりを市民、行政、大
学等が参画・連携・協働で成長・発展させることを目指し、浦和美園～岩槻地域のまちづくり推進を目指している。

〇東西交通ルート沿線に係る関連事業等の計画



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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 国土交通省がスマートシティの取組への支援として公募した「先行モデルプロジェクト」に、さいたま市スマートシティ
推進事業が選定されている

 さいたま市スマートシティ推進コンソーシアムが主体となり、美園地区及び大宮・さいたま新都心地区をモデル地区とし
て、ＩＣＴ×次世代モビリティ×複合サービスの提供や、サービスで取得するビッグデータの活用により、交通結節点と
まちが一体となった「スマート・ターミナル・シティスマートシティ」の取組を推進

〇東西交通ルート沿線に係る関連事業等の計画



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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 地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）岩槻延伸は、２０２３年度中に鉄道事業者に対する要請を行い、鉄道事業者が国への申
請手続きに入れる想定で事業化に向けた検討が進められている

〇東西交通ルート沿線に係る関連事業等の計画

●地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）延伸計画の概要

＜浦和美園地区のまちづくり方針＞

＜整備計画・構造の概要＞

延⾧ 約7.2㎞

駅数 3駅（埼玉スタジアム駅・中間駅・岩槻駅）

運行形態 各駅停車

停留所個所数 21箇所

所要時間 約7分

＜事業実施スケジュール＞



②ルート案沿線の土地利用、まちづくり方針等の整理
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 埼玉県東西軸道路検討会では、外環道（三郷南～高谷）開通後の交通状況変化等に対応し、埼玉県南部における慢性的な
混雑を改善し、 物流施設の立地や人口集積が進む圏央道と外環道間の東西方向の連携を強化する観点から、埼玉新都心
線～東北道間を優先し、概略計画の検討（計画段階評価）を進めている

〇東西交通ルート沿線に係る関連事業等の計画

●埼玉県東西軸道路検討会のとりまとめ（案）の概要

優先検討区間 埼玉新都心線～東北道間

求められるサービスレベル 多車線の自動車専用道路

概ねの起終点（優先検討区間） 起点：さいたま見沼ＩＣ、終点：東北道（浦和ＩＣ～岩槻ＩＣ間）付近

配慮事項等

• 概略計画の検討にあたって、地域の重要な区域・施設を把握し、見沼田圃を始め生活環境、自然環境、歴史・文
化資源等に配慮

• さいたま市が中心となり、国や埼玉県とも連携し、道路の必要性等について地域住民の理解を得られるよう、 積
極的に取り組む

• 国、埼玉県及びさいたま市、周辺道路管理者の東日本高道路（株）及び首都高道路（株）と調整しながら、今後
の検討を進めていく
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東西交通のルート検討に係る課題整理

課題
 LRTの導入空間確保の困難性に対する評価（道路拡幅、環境配慮等）

 沿線の土地利用を踏まえた将来需要の評価

 関連事業の進捗状況の把握、与える効果や影響の整理

 LRT以外のシステムの導入におけるルートの検討

論点:東西交通のルートによる特性・影響の違いについて

•東西交通は、速達性や移動ニーズへの対応、事業性等の観点から複数のルートを
候補として、実現性や沿線エリアへの影響把握に基づき、適切なルート案を選択
することが必要

論点：答申におけるルート案の計画や関連事業等の位置づけを踏まえて、東西
交通の導入による沿線地域に与える影響は整理されているか


