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１．将来道路網の検討の流れ
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将来道路網の検討の流れ

道路網を構築する上での基本理念、基本方針、社会経済情勢や市民ニーズ等に基づき、道路網構築の
視点（都市構造、道路の役割・機能）を設定し、視点毎のネットワークを検討、それらを重ね合わせたもの
が道路網（素案）となる
道路網（素案）に関しては、ネットワークパフォーマンスの評価及び車線数・幅員のチェックを行ったうえで、
道路網（案）を作成し、道路網に位置付けた路線の類型化を行っていく
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２．検討対象路線
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次期計画における評価の考え方

現計画では、持続可能なまちづくりにそぐわない路線（市街地の拡大を助長するような路線等）は大胆に
廃止することを掲げ、計画策定後には、順次都市計画変更手続きを行い、都市計画道路のダウンサイジン
グは進んだ
次期計画では、社会要請や市民ニーズに対応した都市空間インフラとしての道路網の再構築を目指してお
り、現時点で都市計画変更手続きが完了していない路線も含めて、必要性を検証し、必要に応じ、目指
すべき道路ネットワークとして位置付ける

現道路網計画における都市構造からみた評価の記載事項
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身の丈にあった道路網への
再構築が着実に進む
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検討対象路線の設定

検討対象路線は、都市計画道路だけでなく、その他
の県道や市道等も含め、本市の幹線的な役割を担
う、計画幅員及び現道幅員が９ｍ以上の全ての路
線を対象とする（９ｍの路線とは、車道６ｍ、歩道
３ｍ程度の道路）
ネットワークとしての機能を十分に発揮させるために、
整備済みの路線、事業中の路線、未整備路線、さら
には、現計画における廃止候補路線のうち、廃止手
続きが完了していない路線を含む
道路網構築の視点は、広域的な交通を処理する観
点から設定するため、都市計画道路を中心として抽
出されますが、全ての路線を対象としておくことにより、
既存道路の活用（現道振替）の検討を容易に行う
ことができ、効率的かつ効果的に、道路網を構築する
ことが可能となる
なお、本市の広域的な移動を担う道路ネットワークの
計画について、次期道路網計画の策定とあわせて、さ
いたま市内の幹線１・２級市道に関する計画を廃止
し、「さいたま市道路網計画」に統一、道路ネットワー
クの構築を推進

凡例
国道・主要地方道・県道

都市計画道路(廃止済みを除く)

緊急輸送道路

都計道・緊急輸送道路以外の
幅員9m以上の1・2級市道
幅員9m以上の1・2級市道を補完する
幅員9m未満の1・2級市道
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３．都市構造からみた評価の実施
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都市構造からみた評価の方針

都市計画マスタープランにおける将来都市構造のあり方及び将来都市構造から、都市構造からから見た評
価指標を設定

【将来都市構造の
あり方】

評価A 適切な市街地の誘導

評価B 都市の骨格に資する
ネットワーク形成

評価C 拠点の形成

評価D 市街地開発事業との整合性

【将来都市構造】
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都市構造からみた評価

評価の考え方 本市が目指す将来都市構造を実現するため、市街地の拡大を誘発するような
路線は見直すことが重要

評価条件 市街化調整区域において、上位計画に基づき、開発計画に関する路線、及び
アクセス路線等を評価（現計画同様、市街化調整区域にかかる未整備都市
計画道路は、市街化抑制のために整備すべき路線ではないため、基本は整備し
ない）

【評価A 適切な市街地の誘導】

将来都市構造

出典 さいたま市都市計画マスタープラン（H26.4）

市街化区域・市街化調整区域

出典 国道数値情報

新規
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都市構造からみた評価
【評価B 都市の骨格に資するネットワーク形成】
評価の考え方 都市の骨格を形成し、移動の速達性、快適性、安全性を高めるため、広域的

な通過交通を担う広域幹線交通ネットワークの形成に資する路線は重要
評価条件 都市づくりの基本戦略（将来都市構造のあり方）の考え方を踏まえて、本市の

骨格を形成し、広域的なネットワークに資する路線（高速道路へのアクセス路線
を含む）を評価

交通体系の方針図

出典 さいたま市都市計画マスタープラン（H26.4）

広域道路ネットワーク
（高速道路・国道）

出典(高速道路・国道) デジタル道路地図（H28年）
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都市構造からみた評価

【評価C 拠点の形成】
評価の考え方 商業、業務、文化など様々な活動の充実を図るため、都市の活力をけん引する

広域的な拠点と、日常生活を支える身近な拠点を形成する路線は重要
評価条件 2つの都心（大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区、浦和駅周辺地区）と4つ

の副都心（日進・宮原地区、武蔵浦和地区、岩槻駅周辺地区、美園地区）、
及び地域生活拠点を対象に、各拠点の計画（GCS構想など）を参考にしつつ、
拠点まわりの外周道路と拠点内の移動を支えるアクセス道路を評価

将来都市構造

出典 さいたま市都市計画マスタープラン（H26.4）

道路整備計画（案）

出典 大宮ＧＣＳプラン2020
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都市構造からみた評価

評価の考え方 市街地の拡散につながる新たな市街化区域の拡大は原則として抑制するため、
市街化区域内の低・未利用地の有効活用を図り、良好な市街地の形成・誘導
に資する路線は重要

評価条件 市街地開発事業の街区を構成する路線と、主要な路線からアクセスする路線を
評価（ただし、10年以上未着手のまま進展のない市街地開発事業地区では、
整備手法の見直しが検討されていることから対象外とする）

【評価D 市街地開発事業との整合性】

土地区画整理事業区域一覧図
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４．道路の役割・機能からみた
評価の実施
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道路の役割・機能からみた評価の方針

評価１ 拠点間の連携強化

評価２ 周辺市との交流拡大

評価３ 道路混雑の解消

評価４ 移動時の安全性の向上

評価５ 救急医療施設へのアクセス性

評価６ 緊急輸送のためのネットワーク形成

評価７ 鉄道駅周辺の安心安全な移動空間の確保

評価８ バスの移動性の向上

評価９ 歩行者の移動性向上

評価１０ 自転車走行ネットワーク形成

評価11 物流交通を支えるネットワークの形成

【まちづくりの目標】

【本市が抱える課題】

評価12 みどりのネットワークの形成

移動ニーズの変化に対応した道路網の構築
自動車以外の移動手段へ
配慮した道路網への転換

都市計画マスタープランにおけるまちづくりの目標、及び本市が抱える課題から、道路の役割・機能から見た
評価指標を設定

追加

適宜
更新

SGDｓ未来都市の実現

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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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 拠点間の相互補完により、本市全体としての活力や魅力を高めるため、拠点間
をつなぎ、交流の強化に資する路線は重要

評価条件 2つの都心（大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区、浦和駅周辺地区）間
及び2つの都心と4つの副都心（日進・宮原地区、武蔵浦和地区、岩槻駅周
辺地区、美園地区）とを結ぶ規格の高い道路を評価

【評価１ 拠点間の連携強化】 生活 経済

将来都市構造

出典 さいたま市都市計画マスタープラン（H26.4）

広域道路ネットワーク
（高速道路・国道）

出典(高速道路・国道) デジタル道路地図（H28年）
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 拠点における商業業務機能の強化などを目指すため、拠点と周辺自治体を連
携し、交流の拡大に資する路線は重要

評価条件 周辺市を４地域に分類し、最寄りの都心・副都心につながる路線を評価

【評価２ 周辺市との交流拡大】

さいたま市と周辺自治体との移動実態

出典 東京都市圏パーソントリップ調査(平成30年)

生活 経済
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 環境に配慮し、移動の速達性、快適性を高めるため、日常的に自動車の速度が
低下している地点の改善に資する路線は重要

評価条件 走行速度が低下している区間のうち、整備によって車線増が見込まれる区間、お
よび並行している未整備区間を評価

【評価３ 道路混雑の解消】

ETC2.0による区間別速度 道路混雑度

出典 ETC2.0走行データ（2019年10月）より集計 出典 道路交通センサス(平成27年度)

生活 経済 環境
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 安全で安心できる日常生活を確保するため、交通事故の抑制に資する路線は
重要

評価条件 交通人身事故が多いエリアのうち、エリア周辺に主要路線の通過していない路線、
及びゾーン30の外または外縁部の路線を評価

【評価４ 移動時の安全性の向上】 生活

凡例
0 件

1 ～ 9 件

10 ～ 19 件

20 ～ 29 件

30 件以上

250mメッシュ別 人身事故件数（2017 2021年）

出典 埼玉県警提供データ

ゾーン30の指定状況
凡例

ゾーン30
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道路の役割・機能からみた評価

【評価５ 救急医療施設へのアクセス性】
評価の考え方 安全で安心できる日常生活を確保するため、救急医療施設へ迅速かつ安全に

アクセスすることに資する路線は重要
評価条件 主要路線と救急医療施設(第二・三次救急病院および災害拠点病院)までを

つなぐ路線を評価

出典:埼玉県病院・救急診療所名簿(令和3年4月)
さいたま市地域防災計画(令和3年)

生活
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道路の役割・機能からみた評価

【評価６ 緊急輸送のためのネットワーク形成】
評価の考え方 防災まちづくりを進めるため、災害などの緊急時に、ヒトやモノの迅速かつ円滑な

移動に資する路線は重要
評価条件 市の緊急輸送道路及び、緊急輸送道路と拠点備蓄倉庫等を結ぶ路線を評価

緊急輸送については、多重性が重要であることから、複数の経路を確保

拠点備蓄倉庫

出典:埼玉県病院・救急診療所名簿(令和3年4月)
さいたま市地域防災計画(令和3年)

生活

緊急輸送道路
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 公共交通の結節点や地域生活拠点である鉄道駅周辺での快適な回遊を実現
するため、歩行者や自転車の走行空間の形成に資する路線は重要

評価条件 周辺地域からのアクセス性の向上が求められる路線として、さいたま市交通バリア
フリー基本構想（令和４年3月）のバリアフリー化経路と追加経路（未整備路
線のうち、鉄道駅につながる主要な経路）を評価

【評価７ 鉄道駅周辺の安心安全な移動空間の確保】

各地区の基本構想（抜粋）

出典:さいたま市交通バリアフリー基本構想（令和４年3月）

生活
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道路の役割・機能からみた評価
【評価８ バスの移動性の向上】
評価の考え方 公共交通網の充実により、誰もが容易に都市機能を利用できるようにするため、

バスの円滑な移動に資する路線は重要
評価条件 市内居住地から都心・副都心などの拠点へのアクセス強化をはかるため、さいたま

市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）（平
成29年3月）の中で、東西方向の幹線公共交通軸の候補として示された、9つ
の軸に該当する路線を評価
また、高齢者の外出や多様な活動を支える交通手段を継続的に提供し、安心
して外出できる環境を整え、生活の質を向上させるために、交通空白地帯におけ
る交通手段の導入空間となることが想定される路線を評価

公共交通ネットワーク

出典:さいたま市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）（平成29年3月）

交通空白地区等の状況

出典:庁内資料

生活 環境
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 ウォーカブルを推進するため、歩行者が多いエリア内の安全かつ快適な移動を支
えるための路線は重要

評価条件 都市マスに位置付けられている都心、副都心周辺の環状路線を評価

【評価9 歩行者の移動性向上】

ポイント数

歩行者GPSヒートマップ(全日)
※データ集計対象日 2019年10月

生活
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 誰もが容易に自転車で移動できるようにするため、自転車での安全かつ快適な
移動に資する路線は重要

評価条件 自転車ネットワーク整備計画に位置付けられている路線を評価

【評価１０ 自転車走行ネットワーク形成】

自転車ネットワーク路線

生活 環境
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 コロナ禍の影響もあり、物流量が増加している中で、遅延することないよう、モノの
移動を支えるネットワークを創出することが重要

評価条件 平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するために指定された重要物
流道路や、さいたま市産業立地基本方針において市内外企業の立地促進を図
り、財政基盤の強化、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るための工
業団地へのアクセス路線を評価

【評価１１ 物流交通を支えるネットワークの形成】

工業団地の位置図

出典:さいたま市産業立地ガイド

重要物流道路

生活 経済
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道路の役割・機能からみた評価

評価の考え方 身近なみどり・オープンスペースの充実、良好な景観を形成し、まちの快適性を向
上させることが重要

評価条件 さいたま市緑の基本計画改定版［枠組み案］の配置方針図の中で、緑の道の
「緑の道軸」と位置付けられている路線を評価

【評価１２ みどりのネットワークの形成】

出典:さいたま市緑の基本計画改定版［枠組み案］

配置方針図（案）

環境
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５．ネットワークパフォーマンスの評価
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ネットワークパフォーマンスの評価の方針

評価の考え方 将来の自動車交通の流れに対して、道路網は適切かを検証
検証には、「産業力の強化」、「都市活動の低炭素化」、「良好な生活環境の形
成」の代理的な指標と して、市全域の平均旅行速度、移動時間、渋滞損失時
間、CO2排出量等を算出

平均旅行速度の変化（イメージ）

出典 さいたま市道路網計画

CO2排出量の変化（イメージ）

趨勢 シナリオA シナリオB シナリオC シナリオD

趨勢 シナリオA シナリオB シナリオC シナリオD
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H27道路交通センサスOD表の傾向
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出典 S55 H27年人口 国勢調査
R2以降推計人口 日本の地域別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)

ネットワークパフォーマンスの評価には、H27道路交通センサスのOD表を用いての将来交通量配分結果を
用いることとする
H27道路交通センサスのOD表の傾向としては、さいたま市内を発着する自動車交通量は、夜間人口の増
加による影響もあり、微増傾向にある一方、埼玉県全体では、横ばいとなっている


