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1.情報共有の進捗状況について 

1-1情報共有の目的と方法について 

(１)情報共有の目的 

(２)情報共有の方法 

①回覧板について 

  ・10 自治会長さんのご協力により約 500 部実施済

②戸別配布について 

  ・約 5,000 部の戸別配布実施済

1-2 説明会の開催状況 

表 説明会の開催状況 

地区名 日程 場所 方法 人数 備考 

仲町 3丁目 7/20 18:00～ 稲荷会館 説明会 8 名  

東町 1丁目 
8/6 

東町1丁目
自治会館 役員会にて説明 

―  
― ― 個別説明 

浅間町1丁目 
浅間町2丁目 

8/9 17:00～ 浅間町
自治会館 説明会 9 名 ２地区合同説明 

― ― 個別説明 ―  

吉敷町 1丁目
吉敷町3丁目 8/18 14:00～ 

吉敷町
自治会館 

説明会 18 名 ２地区合同説明 

大門町3丁目 
下町 3丁目 
吉敷町2丁目 
吉敷町4丁目 

― ― 個別説明 ―  

（２）-2「説明会」の開催 
理由：直接事務局から正確な情報を伝え、誤解が無いようにする。 

（２）-1「ひかわ参道だより」の発行 
理由：情報が十分行き届くよう、補完的にだよりを配布する。 

※回覧板へのご協力と事務局による戸別配布の両方を実施 

これまで、当協議会では、交通実態調査や交通シミュレーション、交通社会実験を

実施して、皆様方と議論を重ねてまいりました。 

今年度は、これらの内容をもう一度、誤解が無いよう氷川参道周辺の方々にご説明

させていただき、情報を共有することを目的としています。 

情報共有は、以下の２点の方法で進めています。 
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1-3 個別説明時の主なご意見 

①大門町 3丁目 

  ・南大通東線から大宮中央通まで同時に歩行者専用化を実施しないのか。 

②下町 3丁目 

  ・特になし 

③吉敷町 2丁目 

  ・一方通行を逆にすることは、危ないと思う。 

  ・逆走する車もいるし、地形も緩やかに曲がっているので見通しも悪い。 

  ・その道路に面している出入り口の駐車場も今の一方通行の方向に沿って作って 

   いるため、逆にすると出入りしづらくなる。 

④吉敷町４丁目 

  ・特になし 

⑤東町 1丁目 

  ・歩行者専用化により治安が悪化するのではないか。 

  ・中区間だけの歩行者専用化により北区間の交通量は増えないのか 

⑦浅間町 1丁目 

  ・氷川参道東側生活道路に交通施策は実施すべき。 

  ・現存の一灯式信号は残してほしい。 

   理由は、山丸公園のある横断道路は、一灯式信号が無い為、 

   あまりクルマも人も止まらない。 

   この交差点はその信号機があるので、人も警戒するし車も警戒する。 

   ある意味で抑止力になっているのではないか。 

   とってしまうことで脇に天然記念物の樹木もあり視認性が悪いため、 

   人身事故が多発してしまう要因になるのではないか。 

  ・クルマの許可証についての手続き方法や、費用負担が必要なのか。 

   許可証の許可期間はどのくらいなのかを確認してほしい。 

⑥浅間町 2丁目  

  ・歩専化後、車道部分が暗くなるので防犯上危険ではないか。 

   以前にひったくり事件があったと聞いている。 

まとめ 

○歩専化に対しては概ね前向きなご意見 

○氷川参道が暗くなる事での治安の悪化への懸念 

○氷川参道の歩専化後の交通安全上の懸念 

○クルマの許可証の具体的な手続き方法に関する質問 

○社会実験時の問題点の再確認 

等のご意見がありました。 
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1-4 各説明会時の主な意見 

(１)仲町３丁目説明会（出席者：８名） 

説明会状況

氷川参道に関する意見 その他に関する意見 

■通行状況について 

・中山道の荷捌き車両による渋滞により氷川参

道へ車が流入している。 

・片倉新道との交差点は、歩行者・自転車が止

まらず通行するため危険である。 

■通行車両の特性について 

・氷川参道は通過交通が多いため、通過交通を

排除する対策を進めるべきである。 

・氷川参道は信号が少なく、他の道路よりも通行

しやすくなっている。 

■歩行者専用化について 

・氷川参道の北区間の歩行者専用化は行わな

いのか。 

・アンケート結果で反対が多ければ歩専化しない

のか。 

■設えについて 

・中区間の歩専化後の設えはどうなるのか。 

■通行車両の対策案について 

・通過車両を他の道路へ誘導できないか。 

■荷捌き車両について 

・中山道の荷捌き車両への対応はできないのか。 

・氷川緑道西通線の荷捌き車両への対策はどうなっ

ているのか。 

■賑わいづくりについて 

・大宮のまちを歩いてもらえる工夫が必要である。 

■区役所の移転について 

・移転した際も利用しやすい出入口にしてほしい。 

■氷川緑道西通線について 

・北区間の整備状況はどうなっているのか。 

・歩行者の横断が多く、大宮中央通からの右左折が

しづらい。 

・信号は何カ所設置するのか。 

■稲荷神社の脇道について 

・マンションの車が通行するようになっており、危険で

ある。 

・氷川緑道西通線への流入は右折禁止にしてほし

い。 

・買い物へ行くのに唯一の安全な道である。 

■進め方 

・まちづくりの観点から、道路の使い方を考えてほし

い。

・歩専化に関する、前向きなご意見（北区間の歩行者専用化実施など） 

・通過交通が地区内へ流入してこないか。（街区道路の交通量増大） 

ご意見の傾向 
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(２)浅間町１,２丁目説明会（出席者：浅間町１丁目：３名、浅間町２丁目：６名） 

説明会状況

氷川参道に関する意見 その他に関する意見 

■自転車について 

・自転車の通行が多く安心して歩けない。 

・植栽により自転車が見えづらい。 

・自転車の無灯火が多い。 

・自転車は降りて歩いてもらいたい。 

・車道を通行してもらいたい。 

■通行車両の対策案について 

・ハンプや狭さくの物理的な対策だけではなく、ス

ピードを出しているクルマに警告や注意をするよ

うなことはできないか。 

・監視カメラの設置はできないか。 

■氷川参道沿道について 

・両サイドが汚いため、綺麗なまちづくりをしてほ

しい。 

・沿道には高い建物や変な建物は建たないでほ

しい。

■賑わいづくりについて 

・賑わいだけではなく、人が住む町という認識が低

い。 

■区役所の移転について 

・区役所移転により、区役所へ向かうクルマの規制

はどうなるのか。 

■氷川参道東側生活道路について 

・大宮駅西口方面へ向かうクルマの抜け道として使

われてしまっている。 

・昔は一方通行規制があったが、無くなってからクル

マが増えた。 

・交通量が多く、スピードも出ているため危ない 

・物理的な対策だけでなく、警告するなどの注意喚

起が出来ないか 

■南大通東線との交差部について 

・事故が多い。 

・ポールの設置により、社会実験時の交通量は減っ

て効果が高かった。 

■その他 

・さいたま新都心駅から中山道を通ってコクーンへ

抜ける階段や通路は暗いのと足元が凸凹しており

危険である。

・氷川参道東側生活道路の対策対応など（スピード、流入抑制） 

・自転車の走行マナーなど 

ご意見の傾向 
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(３)吉敷町１,３丁目説明会（出席者：吉敷町１丁目：７名、吉敷町３丁目：１１名） 

説明会状況

氷川参道に関する意見 その他に関する意見 

■氷川参道の歩行者専用化について 

・歩行者専用化については、必要性および相当

性ともかけることから反対である。 

■一の鳥居～南大通東線について 

・規制を行われると周辺住民が不便。 

・規制は行わないでいただきたい。 

■許可車両の進入について 

・許可車両以外が侵入しないように、ライジング

ボラードなどが必要。 

・ライジングボラードの操作に伴う停車が、道路

混雑を引き起こさないようにする必要がある。 

■沿道の出入や車両の出入について 

・不公平感が無いように、木を守るならば同じル

ールで取り組んでほしい。 

・神社敷地に関しては、同じルールで取り組んで

欲しい旨、住民から出された意見を神社側へ

伝えてほしい。

■道づくり全般について 

・大宮の道路整備が遅れているように感じる。 

■参道周辺の道路について 

・浅間町など、氷川参道の交通が転換し、交通量が

増える可能性があり不安。 

・県税事務所前の道路が無駄に感じる。

・氷川参道南区間の歩行者専用化は実施して欲しくない 

・歩行者専用化後の許可車両以外のクルマの進入防止方法（ボラード等）など 

ご意見の傾向 
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1-5 個別説明及び説明会意見のまとめ 

個別説明および説明会意見のまとめは次の通りです。 

まとめ 

■氷川参道について 

○中区間の歩専化に関する前向きな意見 

〇中区間以外の歩専化に関する慎重な意見 

■歩行者専用化後について 

○生活道路内への通過交通の流入に関する懸念 

○氷川参道の治安や交通安全上の懸念 

○歩行者専用化後の止め方 

○自転車の走行マナー 

○クルマの許可証の具体的な手続き方法に関す 

る質問 

■その他 

○社会実験時の問題点の再確認 

○参道沿道の植樹敷の出入りや車の停車など 



2017 年度 第１０回 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

7 

【参考資料】説明会資料 

説明会で使用した資料は以下の通りです。説明会時は白黒印刷で配布しています。 

図 説明会資料（表面） 
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図 説明会資料（裏面） 
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1.アンケート調査概要 

1-1 目的 

氷川参道中区間の歩行者専用化の是非について、最終的な意向を把握する
こと 

以下に前回調査との違いを示しています。 

表 調査内容の違い 

※平成 27年度アンケート調査との違いについて（再掲） 

今回の調査 

・事前情報 
→歩車分離整備までの 

  取り組み 

→周辺道路への影響 

  検討結果 

→社会実験結果

・具体的に氷川参

道中区間と定めそ

の実施を問う 

平成 27 年の調査 

・事前情報
→歩車分離整備までの 

取り組み 

・具体的な実施区

間は定めずに歩

行者専用化の実

施を問う 
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1-2 アンケート調査の概要 

表 調査方法（案） 

調査対象範囲 

氷川参道沿道の 10自治会を中心とした範囲内（右図参照） 

                ＋ 

氷川参道に面した沿道（1件目）の土地所有者 

※公共施設は除く 

（大宮区役所（市営駐輪場含む）、市民会館、公民館、埼玉県自動車

税事務所、大宮消防署氷川参道出張所、小学校など） 

調査対象 各世帯 

調査期間 平成 29年 9月 15 日（金）～10 月 10 日（火）まで 

配布方法 
ポスティング配布 

※事務局にて配布します。 

回収方法 郵送回収（料金受取人払い） 

配布物件 
アンケート調査票 

（依頼文・これまでの経緯・返信用ハガキ付、A3両面） 

想定配布枚数 約 5,400 世帯 

想定回収数 2,160 世帯（平成 27年度の実績を踏まえ 40%と想定） 

調査対象や方法は、以下を想定しています。 
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図 アンケート配布予定地区 
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2.アンケート回収率向上策について 

2-1平成 27 年度アンケート調査票の返送実績 

○返送状況の特徴 

  配布した直後の週明けは返送数は多くなるが、その次の週

から減速傾向 
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2-2アンケート回収率向上策実施の流れ    

①アンケート調査票の審査 

②アンケート調査票 確定 

③アンケート調査票 配布 

④アンケート期限の周知 

自治会内のアンケート配布地区 

④－1 大半が自治会

範囲の場合 

④－2 一部が自治会

範囲の場合 

大門町 3丁目 

下町 3丁目 

吉敷町 1丁目 

吉敷町 4丁目 

仲町 3丁目 

東町 1丁目 

浅間町 1丁目 

浅間町 2丁目 

吉敷町 2丁目 

吉敷町 3丁目 

回覧板での周知をお

願いしたい 
市で個別配布 

本日 

修正 8 月末まで 

平成 29 年 9 月 15 日（金）から 

平成 29 年 10 月 2 日の週 

市にてお礼状配布 ※２ 

印刷等  
自治会にて事前周知 ※１ 

2 週間 
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【参考資料】 自治会の周知文（ひな形）（案） ※１                     （表面） 

回 覧 

氷川参道中区間（一灯式信号機～南大通東線間）の歩行者専用化 

に関するアンケート調査について

○○○丁目自治会 

会長 ○○○○  

 現在裏面の範囲を対象に、市にて氷川参道中区間（一灯式信号機～南大

通東線間）の歩行者専用化実施の是非を問う重要なアンケート調査を配布す

る予定です。 

アンケート調査票が配布された方は、できるだけ回答して頂きますようよ

ろしくお願いします 

アンケート調査票の回答期限は、 

平成 29年 10 月 10 日（火）まで
です。 

なお、アンケート結果は、市より「ひかわ参道だより」を通じて、アンケ

ート配布範囲内の方々に個別配布にて周知する予定とのことですが、自治会

あてに当該の「ひかわ参道だより」が配布されましたら、回覧します。 

また、報告会の開催も市にて予定されていますので周知します。 

開催日時は、平成２９年１１月２７日（月）１８時～ 

平成２９年１２月 ２日（土）１４時～ 

開催場所は、大宮区役所南館３０１会議室 

どうぞよろしくお願いします。 

以上 
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（裏面） 

図 アンケート配布地区 
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【参考資料】 市発行のお礼状（案） ※２ 

平成２９年１０月吉日  

アンケート調査対象者の皆様へ 

さいたま市 氷川参道対策室長  

氷川参道中区間（一灯式信号機～南大通東線間）の歩行者専用化 

に関するアンケート調査について（御礼） 

日頃より、本市まちづくり行政にご協力いただきありがとうございます。 

また、先日配布させていただきましたアンケート調査にご協力いただきありがとうござ

いました。 

 皆様方から頂きましたアンケート調査票につきましては、今後集計をさせていただき、

結果を踏まえて、氷川参道中区間（一灯式信号機～南大通東線間）の歩行者専用化の是非

につきまして「氷川参道歩行者専用化検討協議会」の中で検討させていただきたいと考え

ております。 

もし、まだ、アンケート調査票にご回答いただいてないようでしたら、 

平成 29年 10 月 10 日（火）まで
にお近くの郵便ポストにご投函いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、アンケート結果につきましては、「ひかわ参道だより」にまとめさせていただき

配布させていただくとともに、平成２９年１１月２７日（月）１８時～、平成２９年１２

月２日（土）１４時～大宮区役所南館３０１会議室にて報告会も開催する予定です。 

どうぞよろしくお願いいたします。

担当者

 さいたま市役所 都市局 都心整備部

       都心整備課 氷川参道対策室

               長泉、伏見

電  話  ０４８－６４６－３１２２

F A X  ０４８－６４６－３１２３
ＥＭＡＩＬ hikawasando-taisaku@city.lg.jp
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3.アンケート調査結果の情報共有方法について

3-1今後の情報共有について 

日 時 平成 29年 11月 27日（月）18時～、平成 29年 12月 2日（土）14時～（予定） 

 場 所 大宮区役所 南館 301 会議室  

①-2「ひかわ参道だより」の発行 
理由：情報が十分行き届くよう、補完的にだよりを配布する。 

※回覧板へのご協力と事務局による戸別配布の両方を実施 

以下の方法で進めていきます。 

①-1「説明会」の開催 
理由：直接事務局から正確な情報を伝え、誤解が無いようにする。 

※自治会館などで実施可能であれば、そこで説明させていただきたい。 

②-1アンケート調査結果報告会の開催 
理由：直接事務局から正確な情報を伝え、誤解が無いようにする。 

※市主催で実施 回覧板へのご協力と事務局による通知配布 

②-2「ひかわ参道だより」の発行 
理由：報告会の結果なども含め、補完的にだよりを配布する。 

※回覧板へのご協力と事務局による個別配布の両方を実施 
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4.歩行者専用化の実現に向けた進め方 

歩行者専用化の実現に向けた進め方は以下を想定しています。 

自治会等関係者事 務 局 氷川参道歩行者専用化検

討協議会 

H29.7月 

第９回協議会
・説明会 
・アンケート調査
の実施の承認 

説明会準備
アンケート調査 
の準備 

説明会に参画

８月下旬 

～9月中旬 
第 10回協議会
・地元説明会の結
果確認 
・アンケート調査
票の最終確認 

地元説明会の
結果整理 

アンケート調査票 
の修正 

報
告

９月中旬 

～10月上旬 
アンケート調査票の

配布 
アンケート票の

回答 

10月上旬～ 

1１月下旬 
アンケート調査票の
集計・分析 

H30. 

1 月下旬 
第 11回協議会
・アンケート調査
結果の確認 

回答 

意見聴取 

意見聴取 

開催 

配
布

12月上旬～

アンケート調査結果
報告会の開催 

（H29.11.27、H29.12.2） 

開催 

各自治会で
要望書提出の判断 

回答 
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資料 ３ 
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1.これまでの考え方の整理 

歩行者専用化後の整備については、歩車分離時の考え方を踏まえ、以下の流れで整

理して行きます。 

歩車分離・歩行者専用化の共通の目標

氷川参道の樹木の保全

安全・安心な歩行空間の確保

整備の条件

現況道路敷き内（幅員 6.0m）のみを対象

歩車分離時の考え方 歩行者専用化後の考え方 

②東側 2.5m を歩行空間 

西側の 3.5m を車道とする 

（歩行者と自動車の分離） 

④歩行空間の明るさを確保

するため、照明を設置 

（安心な歩行空間の確保） 

③車止めを設置 

祭事時の山車等の通行

を考慮して、着脱式 

（安全な歩行空間の確保） 

①氷川参道の連続性を確保

するため、グレー系に統一 

（参道らしさ） 

①神社の参道石畳色をイメ

ージし、歩行者空間はグレ

ー系に統一 

（参道らしさ） 

②-1 歩行者空間と自転車空

間の検討 

（歩行者と自転車の分離） 

（自転車への配慮） 

②-2 歩行者空間のバリアフリ

ーへの対応 

（誰もが歩ける空間づくり） 

③通過するクルマが限定的で

あるため、既存の車止めの

撤去 

（空間の最大限の利用） 

④旧車道部分の明るさを確保 

（安心な歩行者空間の確保） 

新たな問題の懸念事項

⑥自転車の速度超過への対応 

⑦スケボーなどの騒音問題への対応

⑧ゴミのポイ捨て等への対応 

⑤侵入車両（クルマ）の走行方向へ
の対応

前回のご意見

②-1 
・歩行者と自転車空間
の舗装色を替え、自転
車マークをつけ視覚的
にわかりやすくする 

・側溝を平らに 

・自転車空間をアスファ
ルトに

②-2 

・歩行者空間は、 

家族が３人以上並んで

歩ける広さを確保 

・自転車空間は幅を 
1.0～1.5m の間で調整 

皆さんから

のご意見を

お願いいた

します。 
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2.歩行者専用化の整備目的と条件 

2-1 整備目的 

氷川参道の歩行者専用化の整備目的は以下の通りです。 

2-2 整備対象 

本検討の整備対象は以下の通りです。 

図 整備の対象空間 

2-3 前提条件 

歩行者専用化に向けての前提条件は以下の通りです。 

項目 内容 

法的な 

位置づけ 

◎道路交通法の「歩行者専用（軽車両を除く）」とし、自転車は、左端を徐行

◎出入り口が歩行者専用化される部分に隣接している駐車施設を利用して

いる車両（搬入車両も含む）や自転車・山車等の通行が可能となる。 

◎ただし、クルマは警察の許可が必要（スクールゾーンと同じ方法） 

参道の横断 ◎参道の東西の横断は、規制をかけないので通常通りの通行が可能。 

止め方の 

方法 

◎曜日・時間を限定しない終日規制にし、入り口部分に構造物を設置

◎並木の保護や車の誤進入による歩行者への危険性を回避することを目的

とする。 

現況道路敷き内（幅員 6.0m）のみを対象 

ただし、並木敷きとの調和に配慮 

氷川参道の樹木の保全 

安全・安心な歩行空間の確保 

並木敷き 
整備の対象 

（幅員 6.0ｍ） 並木敷き 
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3.歩行者専用化の設え検討 

3-1 設えの考え方の整理 

これまでの検討を踏まえ、合意をいただいた考え方の方向性を以下に整理しました。 

項目 考え方の方向性の整理 

設え 

〇歩行者空間の舗装ブロックは、参道の連続性を考慮し、平板ブロックを基本

〇舗装色はグレー系や茶系など視覚的にわかりすく歩行者空間と自転車空間を区別  

⇒① 氷川参道の連続性を確保するため、グレー系に統一への対応 

〇歩行者空間と自転車空間で舗装を変更 

⇒②-1 歩行者空間と自転車空間の検討（歩行者と自転車の分離）への対応 

〇点字ブロックは機能性（輝度比 2以上）と景観を考慮  

⇒②-2 歩行者空間のバリアフリーへの対応への対応 

〇通過するクルマが限定的であるため、既存の車止めの撤去  

⇒③ 通過するクルマが限定的であるため、既存の車止めの撤去への対応 

検

討

事

項

１．歩行者空間と自転車空間の幅員の方向性や整理 

2．歩行者空間と自転車空間の設えの方向性 

3．連続した点字ブロックの設置箇所 

附属物 

〇中区間については、街灯の照度は、現状で問題ない 

〇しかし、照度はとれているが、防犯上の不安の意見あり 

⇒④旧車道部分の明るさを確保への対応 

・矢羽根による位置表示は、道路交通法上表示できなくなる事や、さいたま市自転車

ネットワーク整備計画の自転車ネットワーク路線でないこと、仮に表示できたとしても市

で整備を進めている自転車通行帯と間違われ、自転車の速度超過を誘引するスポ

ーツ自転車が通行してしまう恐れがあるため、行わない

⇒④旧車道部分の明るさを確保への対応（安心な歩行空間の確保） 

検

討

事

項

４．照明の設置の検討 

ルール 議論をお願いしたい。 
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■現状の氷川参道の様子 

図 平成ひろばの舗装 図 中区間の舗装 

図 中区間の街灯 図 ルールの周知状況 
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3-2 検討事項 

(１)検討事項１ 歩行者空間と自転車空間の幅員の方向性や整理 

（②―１歩行者空間と自転車空間の検討） 

パ
タ
ー
ン
①
（
歩
行
者
空
間
最
大
）

［幅員］

歩行者：4.00m 自転車：1.00ｍ×2 

（自転車の占有幅のみを確保）

［概要］ 

○自転車空間を最小にし、歩行者空間の

幅員を最大にした案 

○二人組等が並行して歩いても、すれ違い

が容易 

○自転車は、法的な占有幅を確保

●L 型側溝部分を含めて、幅員 1.0m のた

め、自転車の走行は不便

パ
タ
ー
ン
②
（
中
間
案
）

［幅員］

歩行者：3.50m 自転車：1.25ｍ×2 

［概要］ 

○歩行者交通量の多い道路の規定である

3.5ｍを確保した案 

○二人組等が並行して歩いても、すれ違い

が容易 

○自転車は、1.0m を基本とし、街灯等を避

けて法的な占有幅を有効幅員で確保

●有効幅員が 1.0m のため、自転車の走行

は不便

パ
タ
ー
ン
③
（
歩
行
者
空
間
最
少
）

［幅員］

歩行者：3.00m 自転車：1.50ｍ×2

［概要］ 

○自転車の走行が容易 

（側溝部分を含む） 

○現行の幅員より拡幅するため、すれ違い

が容易 

●二人組が並行して歩くと、すれ違いが不

便 

○：メリット、●：デメリット 

道路幅員6.0m の限られた空間の中で、歩行者専用化後の「歩行者」と「自転車」のそ

れぞれの幅員構成について、以下の 3 パターンを考えました。 

歩行者が家族３人以上で並んで歩けるように歩行者空間は 3.0ｍ以上確保することを

基本としました。 

前回のご意見をもとに後述するイメージパースは、パターン②で作成しています。 
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【参考資料】設えのイメージ

他地区の設えを、事例として整理しました。 

石材風（全面的） タイル風（灰色） 

長野中央通り（長野市 善光寺前） 太宰府天満宮（福岡県太宰府市） 

石材風（全面的） 通常舗装タイプ（脱色アスファルト） 

西新井大師（東京都足立区） 高沼遊歩道（さいたま市） 

アスファルト風（茶系） アスファルト風（茶系） 

立川公園（東京都立川市） 立川公園（東京都立川市） 
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(２) 検討事項２ 歩行者空間と自転車空間の設えの方向性 

（②―１歩行者空間と自転車空間の検討）

上記で整理した考え方を基に、３案作成しました。 

１）平面イメージ 

各案の考え方と平面イメージは以下の通りです。 

考え方 平面イメージ 

案
１

・全面グレー色 

・柄で分ける 

・舗装パターンは、平

成ひろばに合わせ、

パターンのみで分け

る 

歩
道
舗
装

平板 

自
転
車
空
間
舗
装組合せﾌﾞﾛｯｸ 

案
２

・全面グレー色 

・柄と色の明暗で分け

る 

・舗装パターンは、平

成ひろばに合せる 

歩
道
舗
装

平板 

自
転
車
空
間
舗
装組合せﾌﾞﾛｯｸ 

案
３

・グレー色と茶色 

・柄と色の違い（素材の

違い）で分ける 

・舗装は、平板舗装と

アスファルト舗装の混

合とする 

歩
道
舗
装

平板 

自
転
車
空
間
舗
装ｱｽﾌｧﾙﾄ系 
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２）イメージパース 

各案の考え方とイメージパースは以下の通りです。 

イメージパース 

案
１

案
２

案
３
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(３) 検討事項３ 連続した点字ブロックの設置箇所 

（②-2 歩行者空間のバリアフリーへの対応） 

＜問題点の整理＞ 

○どちらがよいかご意見をお聞かせください。 

議論をお願いしたい事項 

１．自転車が両側を走行するため、規定通り角から６０ｃｍ離して設置する
ことが困難である。 

２．許可車両が通行することにより、場所を特定して誘導することは危険性
が高まるのではないか 

写真 点字ブロック（中山道） 

点字設置可能な範囲 1.25m

案①啓発ブロックのみの場合 案②誘導ブロックを設置する場合
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(４) 検討事項４ 照明の設置の検討 

（④旧車道部分の明るさを確保（安心な歩行者空間の確保）） 

資料：氷川参道周辺地区まちづくり交通計画推進調査報告書（平成 20年 3月） 

【参考 氷川参道とさいたま新都心周辺の水平面照度（着色は基準値 3.0 以上）】 

今回の歩行者専用化の対象である中区間は、現状の歩行者空間だけでなく、反対側の西側の道路端でも、基

準値以上の照度を確保できていました。 

【測定日】Ｈ29.7.6（木）19:45～20:15 （単位：ルクス） 

南区間 中区間 北区間 さいたま新都心 

歩行者空間 
（街路灯下） 

5.0 8.0～9.5 3.3 
19.2～40.5 

西側道路端 
（L 型側溝部） 

1.3 
（交差点部44.2） 

5.0～5.2 2.1 

設置位置は、樹木の根への影響を極力避け、歩行者・自転車の安全性を優先。

照明の照度は、「明るさの連続性」と「周囲とのバランス」に配慮。 

設置位置 

◎市道の端に設置し、歩行者・自転車の支障とならない位置 

歩車分離時の照明設置の考え方 

照明の照度（明るさの連続性） 

◎照度の変化が大きいと防犯上好ましくないことから、可能な限り連続させる。 
◎歩行者の安全を確保するための照度は、連続する空間相互の設計照度の比
で、１：２程度以内に押さえる。 

照明の照度（周囲とのバランス） 

◎景観照明の場合は、照明対象の反射特性も考慮する。 
◎周知の照度を控えめに設定すると景観照明効果が上がる。 

歩道用照明の基準 

◎歩道用照明の平均照度は、３ルクス以上を満足させるものとした。 

表 道路照明基準 JIS-ｚ-9111-1988（歩行者に対する道路照明の基準） 



2017 年度 第１０回 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

11 

クルマの通行が無くても基準以上明るさが確保されていますが、これまでのクルマのヘッドライトの灯り

が無くなることから、「足元を見やすくすること」「景観にも配慮すること」の観点から、フットライト事例を整

理しました。 

通り全体で統一感のあるデザイン 景観に配慮したデザイン 

元町商店街（神奈川県横浜市） 紺屋町商店街（静岡県静岡市） 

景観に配慮したデザイン 景観に配慮したデザイン 

長野県松本市 長野県松本市 

灯りの色を工夫したデザイン 路面に埋め込むフットライト 

神奈川県川崎市 福岡県福岡市 

○設えを考慮したライトの設置についてご意見を 

おねがいします。 

議論をお願いしたい事項 
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3-3 新たな問題の懸念事項 

(１)  ⑤侵入車両（クルマ）の走行方向への対応 

クルマが進入しづらくなるとともに、歩行者が横断しやすくなる「スムース歩道」の事例を整理しました。 

スムース歩道のイメージ 

出典：改訂版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン 

国土技術研究センター 2008 年 

さいたま市浦和区（さくら草通り） 

進入抑制の看板イメージ（例）交通規制看板の反転色イメージ 

図 スムース歩道整備箇所（案） 

議論をお願いしたい事項 

○見た目で入りづらい設えにすることで、誤侵入を防
ぐ。 
○進入方向については、任意看板で示すなど、いかが
でしょうか。 

クルマは左側へ
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(２) ⑥自転車の速度超過への対応 

自転車走行への対応事例を整理しました。 

路面標示による注意喚起 

京都府京都市 

岩手県盛岡市 福岡県福岡市 

さいたま市浦和区 
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■地先境界ブロックにおける路面標示（イメージ） 

⇒
ほ
こ
う
し
ゃ

↓
じ
て
ん
し
ゃ

ゆ
っ
く
り

自発光道路鋲 

（夜間点滅） 

○路面標示で対応する方向性でよいでしょうか。 

皆さんからのご意見をお願いします。 

議論をお願いしたい事項 
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(３) ⑦スケボーなどの騒音問題への対応／⑧ゴミのポイ捨て等への対応 

１）スケボー防止対策 

スケボー防止に関する看板事例を整理しました。 

街灯に設置 柵への設置 

柏駅（千葉県柏市） 高島水際線公園（神奈川県横浜市） 

○主に看板での対応を考えております。 

皆さんからのご意見をお願いします。 

議論をお願いしたい事項 
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２）ゴミのポイ捨て禁止等の活動 

ゴミのポイ捨て禁止等に関する看板事例を整理しました。 

多言語表記による啓発 多言語表記による啓発 

東京都千代田区（秋葉原） 東京都北区 

通りのマナーとして啓発 景観に配慮した看板による啓発 

千葉県柏市 京都府京都市 

キャラクター利用による啓発 標語による啓発 

東京都千代田区（秋葉原） 東京都北区（田端駅） 

※標語は区内在住・在学の小学生から募集 



事 務 局 氷川参道歩行者専用化検討協議会 

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) 

・氷川参道のこれまでの経緯 
・交通実態調査の実施に向けて 
・アンケート調査票（案） 

第４回協議会(H27.12.22) 

・氷川参道周辺実態調査結果報告 
・交通シミュレーションの進め方（案） 

第５回協議会(H28.3.9) 

・氷川参道周辺実態調査結果報告 
・周辺道路への影響評価 
・交通社会実験の提案 

平成 28年度

交通実態調査の実施 
（埼玉大学と協働） 

交通シミュレーションの実施 

これまでの検討の再整理 

アンケート調査の実施 

第６回協議会(H28.6.22) 

・昨年度の協議会の意見と対応 
・交通社会実験の実施計画 
・歩行者専用化の実施方策案の検討 

・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】 

結果報告 

結果の反映 

第８回協議会(Ｈ29.1.30) 

・交通社会実験の結果報告について 
・歩行者専用化の検討 

第７回協議会(H28.8.17) 

・交通社会実験の実施計画（最終） 
・歩行者専用化の実施方策案の検討 
・歩行者専用化後の検討 

意見の反映 

実験準備 
交通社会実験の実施（９月～11月） 

第 9回協議会(H29.7.10) 

・周辺居住者との情報共有 
（説明会の開催、アンケート案の提示） 
・歩行者専用化の設えの検討 
（基本的考え方の提案） 

・説明会の開催【周辺居住者】 

・アンケート調査の準備 

第 10回協議会(H29.8.28) 

・歩行者専用化の実施方策の検討 
（アンケート最終案の提示、説明会の
開催結果と管理者調整状況の報告） 

・歩行者専用化の設えの検討 
（イメージ図の提示） 

第 11回協議会(H30.1.29) 

・アンケート結果報告 
・歩行者専用化の設えの検討 

・アンケート調査の実施 

【周辺居住者】 

意見の反映・報告 

平成 30年度 

以降 協議会開催予定 

意見の反映・報告 

・アンケート調査結果報告会の実施

（H29.11.27、H29.12.2）

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。 

資料 4 






