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市民参加の結果

資料３ー２
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１．市民参加について
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市民参加の実施スケジュール

 第1回の市民参加では、日ごろ利用している道路に関して思うこと（懸念・期待）に関しての意見を聴取し、
第2回の市民参加では、新たな道路網の考え方（課題、目標、視点）に関しての意見聴取、第3回は、
道路網計画（案）についてパブリックコメントにて意見を聴取します

計画検討
（さいたま市）

市民参加
（市民）

現計画の課題分析・評価
現状と課題

日頃利用している道路に関し
て思うこと（懸念・期待）

新たな道路網の考え方
（課題、目標、視点）

に対する意見

道路網計画の基本理念
道路網構築の視点

路線類型化
（プログラム）

道路網計画
に対する意見

道路網計画

発議 （さいたま市HPおよびSNSで周知）

【R3.11～12】
オープンハウス

WEBアンケート（今回報告）

【R4.5】
オープンハウス（今回報告）
WEBアンケート（今回報告）

【R5.1～2】
オープンハウス
パブリック・コメント
シンポジウムなど
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２．第1回WEBアンケート結果
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 以下の方法でWEBアンケートを行った。

調査方法

対象者・サンプル数 市民モニター（400名登録）
市のSNS（twitter）で追加サンプルの呼びかけ

実施時期 令和4年1月下旬開始、2月中旬〆切
設問内容 以下のとおり

普段利用される道路について、問題や心配ごとについてお答えください
• 今年度からさいたま市では、道路網計画の見直しを行っています。
• 質問1～質問6では、日ごろ道路を利用する際に何か問題や心配なこと、また、今後の道路網計画の検討について6
つの視点からお聞きします。

• 特に重要だと思うものについて質問1～質問6から1問以上ご回答ください。
（回答されないものについては空欄で構いません。）

質問1 事故の心配など、道路の安全性に関して問題や心配なこと、今後の道路網計画で期待することはありますか。
その内容をご記入ください。

質問2 渋滞など、移動の円滑性に関して問題や心配なこと、今後の道路網計画で期待することはありますか。その内
容をご記入ください。

質問3 駅や商業施設などへのアクセス性に関して問題や心配なこと、今後の道路網計画で期待することはありますか
。その内容をご記入ください。

質問4 避難路などの防災に関して問題や心配なこと、今後の道路網計画で期待することはありますか。その内容をご
記入ください。

質問5 道路に関する騒音や日照など、住環境に関して問題や心配なこと、今後の道路網計画で期待することはありま
すか。その内容をご記入ください。

質問6 その他、上記に分類しにくいご意見はこちらにご記入ください。
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 148名より回答を得た。
 居住地別にみると浦和区居住者が最も多く、次いで南区が多い。
 年齢階層別では30歳代が最も多く、次いで40歳代が多い。

アンケート結果

回答者の居住地 道路を使用する主な目的（２つまで回答可）

道路を使用する主な手段（２つまで回答可）

回答者の年齢層 回答者の職業
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 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

参考:【第1回オープンハウスでの意見聴取結果】
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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

 安全性に関する意見が多数寄せられた。その中でも特に、歩行時の安全性に関するニーズが多数を占めた。
 これは第1回オープンハウスで得られた意見と同様の傾向であった。

アンケート結果
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【参考:第1回オープンハウスの意見聴取結果】

【WEBアンケートの意見聴取結果】
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 歩行時の安全性に関する
ニーズとして、「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」、
という趣旨の意見が多く見
られた。

 自動車運転時の安全性に
関するニーズとして、「自転
車や歩行者に気を使わず
に安全に運転できるように
してほしい」、という趣旨の
意見が多く見られた。

 自転車利用時の安全性に
関するニーズとして、「安全
な自転車走行空間を利用
したい」、という趣旨の意見
が多く見られた。

 その他安全性に関するニー
ズとしては「自転車のマナー
を良くしてほしい」、「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」などの意見が見られた。

アンケート結果

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
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 13

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 10

運転する際に幅員にゆとりのある道路を通行したい 8

道路標識や路面表示を見やすくしてほしい 6

自転車利用時の安全性に関するニーズ

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 19

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 5
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 移動の円滑性に関するニーズとして、
「渋滞を緩和しスムーズに移動できる
ようにしてほしい」、という趣旨の意見が
多く見られた。

 防災性に関するニーズとして、「災害
時に円滑に通行できるようにし欲しい」、
という趣旨の意見が多く見られた

 アクセス性に関するニーズとして、「市
外へのアクセスをしやすくしてほしい」、
という趣旨の意見が多く見られた

アンケート結果

移動の円滑性に関するニーズ

アクセス性に関するニーズ

渋滞を緩和しスムーズに移動できるようにしてほしい 53

右折渋滞を緩和ししてほしい 11

バスの定時性を確保してほしい 10

渋滞を緩和し駅までスムーズにいけるようにしてほしい 9

その他 3

東西へのアクセスをよくしてほしい 11

市外へのアクセスをしやすくしてほしい 10

駅までスムーズにいけるようにしてほしい 6

商業施設や公共施設などへアクセスしやすくしてほしい 6

駐車・駐輪しやすくしてほしい 5

郊外へ移動しやすくしてほしい 2

その他 1

防災性に関するニーズ
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 住環境に関するニーズとして、
「振動・騒音を軽減してほしい」、
という趣旨の意見が多く見られた。

 快適性に関するニーズとして、
「駅周辺を移動しやすくしてほし
い」、という趣旨の意見が多く見
られた。

 道路整備の進め方に関するニー
ズとして、「道路整備を早く進め
てほしい」、という趣旨の意見が
多く見られた。

 街のにぎわいに関するニーズとし
て「まちなかを快適に歩けるよう
にしてほしい」などの意見が見ら
れた

アンケート結果

住環境に関するニーズ

その他のニーズ
コロナ対策を優先してほしい

なるべく多くの人の意見を取り入れてほしい

地番改定してほしい

環境、景観にも配慮してほしい 12

騒音・振動を軽減してほしい 11

その他 6

休憩したり、憩えるような場所がほしい 5

新たな道路による住環境の悪化が心配だ 2

生活道路への流入を抑制してほしい 1

道路整備の進め方についてのニーズ

快適性に関するニーズ

道路整備を早く進めてほしい 20

効率的に道路の整備・改善を行ってほしい 5

道路整備に関する説明を充実させてほしい 1

その他 2

まちなかを快適に歩けるようにしてほしい 1

駅周辺ににぎわいが欲しい 1

その他 1

まちのにぎわいに関するニーズ
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３．第2回オープンハウス
及びWEBアンケート結果
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区 日程 種別 施設名 場所

大
宮
区

5/6（金）
9時～17時 公共施設 大宮図書館 １階展示スペース

浦
和
区

5/7（土）
10時～17時 鉄道駅 さいたま新都心駅（JR） 東西自由通路

岩
槻
区

5/9（月）
9時～17時 公共施設 ふれあいプラザ

いわつき １Fロビー

中
央
区

5/10(火) 
13時～17時

公共施設 与野本町コミュニティセンター
多目的ルーム（大）

5/11(水) 
9時～12時 第5会議室

浦
和
区

5/12（木）
9時～17時 公共施設 浦和コミュニティセンター コムナーレ10階ロビー

WEB 5/2（月）
～15（日）

第2回オープンハウス及びWEBアンケートの開催概要

開催の目的
 道路網計画改定案の一部を示しつつ、幹線道路ネットワークの構築の視点など、新たな道路網の考え方に関する意
見を聴取することを目的とした

開催方法
 第1回と同様にオープンハウス形式で開催した
 以下の5つの会場で開催した
 会場で使用する資料を市HPで公開し、WEB上での意見募集も行った
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第2回オープンハウス及びWEBアンケートの開催概要

 パネルの内容をダイジェストにした説明動画を作成し、常時放映することで通行者に足を止めていただく工夫を行った
 動画内では特に意見を聞きたいポイントをアピール
 人通りの多い週末の鉄道駅自由通路（さいたま新都心駅）でも実施し、多くの市民への接触を図った

5/6（金）：大宮図書館 1階展示スペース 5/7（土）：さいたま新都心駅（JR）東西自由通路
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36.4% 24.4% 1.8%
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7.5% 23.4% 0.3%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=398)

徒歩 自転車 バイク バス 鉄道 自動車 その他 不明

※複数選択

4.7%
0.4%

28.5% 6.3%
1.2%

15.6% 27.0% 3.9% 12.5%
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(n=256)

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【第2回オープンハウス及びWEBアンケートでの意見聴取結果】

 合計で256人（うちオープンハウス会場164人、WEB92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6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歳以上が57%
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市民ニーズ【第2回オープンハウス及びWEBアンケートでの意見聴取結果】

 将来の道路環境について様々な意見を聞くことが出来た
※ 現在意見整理作業中

得られた意見の例 : 第1回では見られなかったものを中心に抜粋

 電気自動車の時代になることが予想され、それらにも対応できるようにすべき。

 歴史ある街でもそれを感じられない。その町らしさを感じられる計画提案をしてほしい。

 小型モビリティに乗ってみたい。都市内は小さい車が便利。年だから、小さい車で十分。

 買い物やお茶などをしながら街を楽しんで歩けると良い。

 カーボンニュートラル、力を入れた方がいいのでは、地球温暖化へ取り組んでいるPRになる。

 道路は施設と一緒に計画すべき。

 さいたま市をどのような市にしていくのか。道路網は、都市づくりのコンセプトあってのものだと思う。

 スピード感新たな技術が次々に開発される中、都市の再開発に数十年を費やしていては時代に取り残さ

れる。


