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市民ニーズ【オープンハウスの開催概要】

 「日常使う道路についても困りごと 等」をヒアリングすることを目的として、11月に市内各区でオープンハウスを実施
 しない道路の渋滞状況や都市計画道路の整備状況などを示しながら意見募集を行った

■道路網計画の改訂の進め方

今回

計画検討 市民参加

1．現計画の課題分析・評
価、現状と課題

1．日頃利用している道路に関
して思うこと（懸念・期待）

2．新たな道路網の考え方
（課題、目標、視点）

に対する意見

2．道路網計画づくり
の指針の改定

３．将来道路網と、
個別路線の整備方針の検討

3．道路網の評価や
整備方針の考え方

４．道路網計画の改定

発議 （さいたま市HPおよびSNSで周知）

市民の皆さんと対話しながら
新たな道路網計画について考えていきます

Ｒ4春頃をめどに
パブリックコメント
を行う予定です

Ｒ4冬頃に
パブリックコメント
を行う予定です
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市民ニーズ【オープンハウスの開催概要】

 鉄道駅や、公共施設、商業施設、計18箇所において平日休日合わせて20回開催した

区 種別 施設名 平日 休日

西区
鉄道駅 西大宮駅 − 11/21（日） 10:00～13:00

公共施設 西部文化センター 11/17（水） 14:00～17:00 −

北区 商業施設 イトーヨーカドー大宮宮原店
（ステラタウン）

11/16（火） 10:00～13:00 11/14（日）14:20～17:00

大宮区
鉄道駅 大宮駅西口デッキ − 11/13（土） 10:00～13:30

公共施設 大宮図書館 11/15 （月）14:55～17:00 −

見沼区 商業施設 ハレノテラス 11/16（火） 14:30～17:00 11/13（土） 14:30～17:15

中央区
鉄道駅 与野駅西口 駅前広場 − 11/21（日） 14:00～17:00

商業施設 イオンモール与野 11/16（火） 13:10～17:00 −

桜区
鉄道駅 西浦和駅 駅前広場 − 11/13（土） 10:00～13:00

公共施設 プラザウエスト 11/15（月） 9:45～13:00 −

浦和区
鉄道駅 浦和駅西口 駅前広場 − 11/14（日） 10:00～13:00

鉄道駅 浦和駅東口 市民広場 11/17（水） 14:00～17:00 −

南区
鉄道駅 武蔵浦和駅東口 駅前広場 − 11/13（土） 14:00～17:00

公共施設 サウスピア 11/15（月） 14:10～17:10 −

緑区
商業施設 イオンモール浦和美園 − 11/14（日） 14:05～17:00

公共施設 プラザイースト 11/17（水） 9:45～13:00 −

岩槻区
鉄道駅 岩槻駅自由通路 − 11/14（日） 10:00～13:15

公共施設 ふれあいプラザ岩槻 11/15（月） 9:15～13:15 −
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

 合計で332人より意見聴取を行った。
 意見聴取をできた市民の属性は60歳代以上の高齢者が約5割を占めている

箇所別回答者数（人） 年齢階層別回答者数

回答者の職業構成比

よく使う交通手段の構成比

60歳以上で49.3%

自営業 農業 会社員・公務員など 派遣・契約・嘱託社員、

パート・アルバイト
学生 専業主婦（主夫） 無職 その他 不明
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

件数歩行時の安全性に関するニーズ
自動車や自転車に気を遣わずに安全に歩けるようにしてほしい 50

幅員にゆとりがあり、安全な歩行空間を歩きたい 50

子供や高齢者が安全に歩けるようにしてほしい 41

段差や凸凹などのない平滑な道を歩きたい 39

交差点や横断歩道を安全に歩けるようにしてほしい 18

夜間も安全に歩けるようにしてほしい 12

生活道路を安全に歩けるようにしてほしい 9

その他の歩行安全性に関するニーズ 18

237

92

76

36

0 50 100 150 200 250

歩行時の安全性に関す

るニーズ

自転車利用時の安全性

に関するニーズ

自動車運転時の安全性

に関するニーズ

その他

意見件数

441
79
63
58
45
29
14
9
17

0 100 200 300 400 500

安全性
定時性

事業の効率性
アクセス性

快適性
住環境

まちのにぎわい
防災性
その他

意見件数
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

歩行時の安全性に関するニーズ

自動車運転時の安全性に関するニーズ 件数

自動車や自転車に気を遣わずに安全に歩けるようにしてほしい 50

幅員にゆとりがあり、安全な歩行空間を歩きたい 50

子供や高齢者が安全に歩けるようにしてほしい 41

段差や凸凹などのない平滑な道を歩きたい 39

交差点や横断歩道を安全に歩けるようにしてほしい 18

夜間も安全に歩けるようにしてほしい 12

生活道路を安全に歩けるようにしてほしい 9

その他の歩行安全性に関するニーズ 18

自転車や歩行者に気を使わず安全に運転できるようにしてほしい 22

安全に運転できるように、交差点などの見通しを良くしてほしい 16

運転する際に幅員にゆとりのある道路を通行したい 14

交差点を自動車で安全に通行したい 7

駅周辺の道路を自動車で安全に通行できるようにしてほしい 3

道路標識や路面表示を見やすくしてほしい 3

対向車等が速度を出しすぎないようにしてほしい 2

その他、運転時の安全性に関するニーズ 9

件数
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

件数自転車利用時の安全性に関するニーズ

件数その他安全性に関するニーズ

安全な自転車走行空間を利用したい 66

自転車で安全に通行できるように路面の段差・凸凹を解消してほしい 18

子供を乗せていても自転車で安全に通行できるようにしてほしい 2

高齢者でも自転車を利用しやすくしてほしい 1

その他、自転車利用時の安全性に関するニーズ 5

身体に不自由がある人でも安全に移動できるようにしてほしい 13

ベビーカーでも安全に通行できるようにしてほしい 8

バイクで安全に走行できるようにしてほしい 3

自転車のマナーを良くしてほしい 3

高齢ドライバーの安全対策を進めてほしい 3

その他 6
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

件数定時性に関するニーズ

件数事業の効率性に関するニーズ

渋滞を緩和しスムーズに移動できるようにしてほしい 58

バスの定時性を確保してほしい 16

駅まで早くいけるようにしてほしい 3

その他 2

道路整備を早く進めてほしい 36

効率的に道路の整備・改善を行ってほしい 8

優先順位を決めて整備してほしい 7

効率的に整備を進めてほしい 2

その他 10
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

件数アクセス性に関するニーズ

件数快適性に関するニーズ
車が快適に運転できるようにしてほしい 20

自転車を快適に使えるようにしてほしい 11

駅周辺を移動しやすくしてほしい 8

その他 6

幹線道路の渋滞を緩和してスムーズに移動できるようにしてほしい 10

市外へのアクセスをしやすくしてほしい 10

東西へのアクセスをよくしてほしい 8

駅まで早くいけるようにしてほしい 6

中心部へアクセスしやすくしてほしい 4

近隣の駅へアクセスしやすくしてほしい 3

郊外へ移動しやすくしてほしい 2

駐車しやすくしてほしい 2

駐輪しやすくしてほしい 2

その他 11
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

件数住環境に関するニーズ

件数まちのにぎわいに関するニーズ
まちなかににぎわいが欲しい 8

まちなかを快適に歩けるようにしてほしい 3

その他 3

件数防災性に関するニーズ
災害時に救急車などが通れるようにしてほしい 4

その他 5

緑ある景観を形成・維持してほしい 14

騒音・振動を軽減してほしい 8

散歩の際の休憩場所が欲しい 2

その他 5
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

件数その他のニーズ
地域格差を是正してほしい 2

行政に意見を言う機会を増やしてほしい 1

安全性と円滑性のバランスをうまくとってほしい 1

産業道路を整備してほしい 1

自動車と歩行者の道路を分けてほしい 1

歩行者中心の道路を整備してほしい 1

高速道路の運賃負担を軽くしてほしい 1

移動コストを安く抑えられるようにしてほしい 1

見沼田んぼの道を活用してほしい 1

ラインを設置してほしい 1

大きな道路に親しみが持てるような名前をつけてほしい 1

犬の専用道がほしい 1

石碑を大切にしてほしい 1

堤防上の道路の不法占有物件は撤去した方がよい 1

公衆トイレをきれいにしてほしい 1

高齢者の居場所を作ってほしい 1
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市民ニーズ【オープンハウスでの意見聴取結果】

カテゴリ ニーズの例

定時性 • 渋滞を緩和しスムーズに移動できるようにしてほしい
• バスの定時性を確保してほしい

事業の効率性 • 道路整備を早く進めてほしい
• 優先順位を決めて整備してほしい
• 効率的に道路の整備・改善を行ってほしい

アクセス性 • 駅まで早くいけるようにしてほしい
• 中心部へアクセスしやすくしてほしい
• 郊外へ移動しやすくしてほしい
• 市外へのアクセスをしやすくしてほしい

快適性 • 景観の良い道を歩きたい
• 駅周辺を移動しやすくしてほしい
• 歩きたくなる道を作ってほしい
• 生活道路を通行しやすくしてほしい
• 歩道に緑を増やしてほしい
• 散歩の際の休憩場所が欲しい
• 自転車を快適に使えるようにしてほしい

住環境 • 騒音・振動を軽減してほしい
• 良好な景観を維持してほしい
• 昔ながらの街並みを維持してほしい

まちのにぎわい • まちなかを快適に歩けるようにしてほしい
• まちなかににぎわいが欲しい

防災性 • 災害時に救急車などが通れるようにしてほしい

その他 • 道路整備に関する情報提供をしてほしい
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 近年では若者の自動車離れが進んでいると言われており、実際にさいたま市を含む三大都市圏では若年層
の自動車利用は減少傾向にある。

 一方高齢者では、埼玉県における免許返納件数が近年増加しており、令和元年以降は年間3万件の免
許返納が行われている。
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出典:運転免許統計出典:全国都市特性調査

三大都市圏における
代表交通手段の自動車利用率
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 国土交通省では、市民の日常的な行動や意識がどのように変化したのか、全国アンケート調査を実施し、さ
いたま市を含む東京都市圏において、自宅から離れた都心・中心市街地へと向かっていた活動場所が自宅
周辺へと移り、とくに外食および映画鑑賞等娯楽においてその傾向が強いことが明らかになっている。

移動ニーズ【コロナ】

活動別の最も頻繁に訪れた場所(流行前から調査時点(2020年8月)への変化)

出典:『新型コロナ流行前、緊急事態宣言中、宣言解除後の３時点で個人の24時間の使い方を把握した全国初のアンケート調査』
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 国は、新型コロナウイルス感染症の影響に対する緊急措置として、沿道飲食店等の路上利用の占用許可
基準を緩和しており、これを受けた本市においても占用許可基準を緩和している。

 さいたま市内の歩行者のGPS位置情報を集計したヒートマップを作成すると、歩行者は利用者の多い鉄道
駅周辺のほかに、浦和美園駅と埼玉スタジアムの間を歩行している様子がみられた。

移動ニーズ【ウォーカブル】

ポイント数

歩行者GPSヒートマップ(全日)
占用許可を利用した例

(おおみやストリートテラス)

出典:アーバンデザインセンター大宮HP

出典:レイフロンティアデータより作成

※データ集計対象日:2019年10月
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 少子高齢化が進み、更に低下する地域の活力が見込まれ、都市経営は厳しさを増すことが予想される中で、
多くの市民が自立的に、また必要に応じて地域の支援を得て、より活動的に暮らせるまちづくりを推進する必
要がある。

 上記課題を解決するためのひとつの取組として、歩行ﾈｯﾄﾜｰｸの構築し、世代を超えて利用される歩行空間
づくり、歩行をサポートするモビリティ等の活用、歩行を促す仕掛けづくりといった、街歩きを促す歩行空間を
形成することが重要となる。

移動ニーズ【健康】

「健康・医療・福祉のまちづくり」のイメージ（市街地のイメージ）

出典:健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン（国土交通省）



43

みそのREDバス
(令和3年3月実施)

地下鉄7号線の延伸・中間駅
まちづくり

大宮駅
グランドセントラルステーション化

構想(平成30年7月策定)

大宮GCSプラン2020
(令和3年3月策定)

新しい交通関連 道路交通関連 鉄道交通関連

 市内では新たな取り組みがいくつも行われており、これらも今後の道路網に影響を与える可能性がある。

「自動運転サービス」実証実験
(令和3年4月実施)

新大宮上尾道路
(平成28年事業化)

将来動向【大規模プロジェクトなど】

核都市広域幹線道路
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将来動向【東京都市圏ACTを用いた需要予測】

 人々の移動に大きな影響を与えた新型コロナウイルスのように、将来の不確実性を考慮した計画を作成する
必要性も求められている。

 アクティビティシミュレータ「東京都市圏ACT」 （予測年次は令和22年）ではリモートワークの拡大などの複
数シナリオに対しての将来シミュレーションを行うことができるようになっており、ACTの想定シナリオ別自動車ト
リップ数は、自動車多様化シナリオでは増加、それ以外では減少が見込まれている。

東京都市圏ACTの想定シナリオ
想定シナリオ別さいたま市発着自動車トリップ数

（趨勢）

出典:第6回東京都市圏パーソントリップ調査交通行動シミュレーションに関するテクニカルレポート

出典:東京都市圏ACTデータを基に作成
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将来動向【東京都市圏ACTを用いた需要予測】

 代表交通手段分担率は多くのシナリオでも鉄道が減少し、自動車は増加する傾向にある。
 ODトリップ数の変化では、全体的にトリップ数は減少に向かうなか、ネット拡大シナリオでは市内移動も減少

し、逆に、自動車多様化シナリオでは減少量は小さくなる結果となっている。

シナリオ別さいたま市発着
代表交通手段分担率

出典:東京都市圏ACTデータを基に作成

ODトリップ数の変化率
趨勢 ネット拡大

リモートワーク 自動車多様化

34.7%

32.6%

34.6%

29.0%

31.1%

1.5%

1.5%

1.4%

1.6%

1.3%

29.0%

30.7%

29.9%

31.8%

35.0%

16.4%

16.3%

15.9%

16.9%

14.9%

18.4%

18.9%

18.2%

20.7%

17.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現況

趨勢

ネット拡大

リモートワーク

自動車多様化

鉄道 バス 自動車 自転車 徒歩



46

３．道路行政に係る上位関連計画
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 都市計画マスタープランでは、道路に関して「本市が目指す集約型都市構造をもとに、広域の自動車専用
道路などとのアクセスを考慮し、都市活動を支える幹線道路の整備を進めつつ、定期的に道路網の計画の
見直しを行います。」また、「車共存の交通環境の確保や、歩行者・自転車交通のネットワークづくりを進め
ます。また、道路の整備にあたっては、高齢者や障害者、歩行者、自転車など誰もが安全で快適に利用で
きる道路空間づくりに取り組みます。」としている。

都市計画マスタープランの将来都市構造図

都市計画マスタープラン

出典:都市計画マスタープラン
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 『関東ブロック新広域道路交通ビジョン』では、地域の将来像を踏まえた広域的な道路交通の今後の方向
性を策定し、このビジョンをで定めた方向性に基づいて、関東ブロック(関東甲信越) の広域的な道路交通
計画として『関東ブロック新広域道路交通計画』を策定した。

 計画では、高規格道路および構想路線として「核都市広域幹線道路」が盛り込まれ、さいたま市を横断し、
横浜および千葉方面へ連絡する広域道路ネットワーク整備への可能性が示されている。

広域道路ネットワーク計画図(埼玉県拡大図)

関東ブロック新広域道路交通ビジョン・計画

出典:関東ブロック新広域道路交通計画
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 埼玉県広域道路交通計画では、広域道路交通ネットワーク計画として「高速道路や直轄国道などの基幹
的な道路を中心として、それらと一体的にネットワークを形成する補助国道等を含めた道路で構成するもの」
を挙げており、さいたま市内では新大宮上尾道路（高速埼玉中央道路）のほか、産業道路（県道川口
上尾線）、大宮岩槻線（県道さいたま春日部線）などが挙げられている。

広域道路交通ネットワーク

埼玉県広域道路交通計画

出典:埼玉県広域道路交通計画
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 さいたまSMARTプランにおいて、道路整備は『連携強化に資する道路の整備』として「交通ネットワークの強
化にあたっては、将来都市像実現に向けて、主要拠点間の連携の強化、周辺地域から最寄りの駅、拠点
への円滑なアクセスの確保を図る道路を整備する。 財政状況を鑑み、既存ストックを有効に活用するととも
に、必要性の高い地域から効率的に交通ネットワークを整備する。」としている。

さいたまSMARTプランにおける道路ネットワーク図

総合都市交通体系マスタープラン基本計画(さいたまSMARTプラン)

出典:さいたまSMARTプラン
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 その他関連計画として、自転車通行環境の整備を目的に策定した「さいたま市自転車ネットワーク整備計
画」では自転車ネットワーク路線・レクリエーションルート（案）の作成や、ウォーカブルシティ推進の一環とし
てマチミチコンペin大宮ウォーカブルシティを実施するなどの取り組みが行われている。

自転車ネットワーク路線・レクリエーションルート（案）

その他関連計画【自転車・ウォーカブル】

マチミチコンペin大宮ウォーカブルシティの範囲

出典:さいたま市自転車ネットワーク整備計画 出典:マチミチコンペin大宮ウォーカブルシティ募集要項
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４．解決すべき課題



53

解決すべき課題現在の都市計画道路が
抱える問題

解決すべき課題

⾧期未整備となっている都市計
画道路が抱える問題への対応

道路の計画や事業の透明性や
公正性の確保

移動ニーズの変化に対応した
道路網の構築

不確実性の考慮した
将来計画の立案

自動車以外の移動手段へ
配慮した道路網への転換

大規模で広域的な取り組みを
考慮した道路網構築

市の概況や
社会情勢からみた問題

少子高齢化の進行・人口減少

都市計画道路の多数を占める
⾧期未整備路線の存在

土木費の減少・他費用の増大

施設に近接する
都市計画道路の未整備

災害時に機能する道路網の整備

都市計画道路の整備率の低さ

低い混雑時平均旅行速度

移動の傾向の変化 市民生活からの要請
安全な道路の整備

今後の整備計画への関心

自動車以外の移動手段へ
配慮した道路網への転換

新型コロナウイルスの影響

温室効果ガスの削減

自動車離れや免許返納の進行

全体的な外出率の低下

市内移動の相対的な増加

関連計画や取り組みとの整合性

大型車の増加

不確実性の考慮した
将来計画の立案
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都市計画道路が抱える課題

社会情勢の変化に対応するために、都市全体としてどのように対応すべきかを明確にし、その中で道路がどのようにあ
るべきかを考えることが必要である。

⾧期未整備となっている
都市計画道路が抱える問題への対応

⾧期未整備の要因の一つとして、計画と事業が連動し
ていないことが考えられるなか、計画と事業をセットとして
とらえ、都計道全体として計画、整備の進捗を管理して
いくことが必要

道路の計画や事業の透明性や公正性の確保

市民の方々の協力が得られるように、これまで以上に情
報を公開し、意見を収集しながら検討を進めていくこと
が必要

移動量の全体的な減少傾向や、市内移動の相対的
な増加、高齢者の免許返納など移動ニーズが変化しつ
つある状況を受けて、最新の状況に応じた道路網計画
に変化することが必要

移動ニーズの変化に対応した道路網の構築

ネットサービスの拡大による移動の変化による影響など、
いくつかのシナリオを設定し、そのような将来の不確実
性を考慮した計画にすることが必要

これまでは、道路＝自動車交通の考えのもと、道路
ネットワークの構築を進めてきたが、自転車、歩行者の
移動の実態を踏まえ、市民の移動を支えるための道
路への転換をしていくことが必要

現在さいたま市として取り組んでいる様々な検討と整
合を図り、道路網を検討することも必要

不確実性の考慮した将来計画の立案

自動車以外の移動手段へ配慮した道路網への転換

大規模で広域的な取り組みを考慮した道路網構築
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道路網計画の方向性

ポストコロナを見据えた
計画づくり

道路空間の使い方に
着目した道路網再構築

上位関連計画や大規模な
取組と合致した
道路網構築

道路の必要性と事業性を
考慮した計画づくり

財政計画と連動して、
道路の計画整備を時間管理

より開かれた計画づくり

道路に期待される
多様な役割が発揮される

みちづくり


