
※１　平成23年度の金額は、平成24年3月19日現在の金額。平成24年度は予算額。

※２　平成23年度の実績は、平成24年3月19日現在の実績。

費用対効果

○大宮駅西口自転車駐車場
　・収容台数・・・約2,500台（当施設整備に伴い閉鎖される施設と比較した純増台数は約900台）
　・総事業費（概算見込み）・・・998,962千円

○武蔵浦和駅第１街区内公共自転車駐車場
　・収容台数・・・約900台
　・総事業費（概算見込み）・・・554,000千円

○高砂第１･２自転車駐車場（仮設・本設）
　・収容台数・・・本設約1,500台（仮設へ移転する前と比較した純増台数は約600台）
　・総事業費（概算見込み）・・・333,951千円
　※本設の施設形態等は、鉄道事業者（敷地所有者）との今後の協議による。

施策名

根拠法令等

事業名

事業概要説明シート

担当部署

事業開始年度

実施方法

総合交通体系の確立

駐車場・自転車駐車場整備事業

事業概要
自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域において、民間との役割分担に
よる、駐車場、自転車駐車場の整備を推進する。（平成25年度末までに 3箇所整備）

事業費
単位

千円

平成20年度

182,122

平成21年度 平成22年度

135,521

都市局　都市交通課

昭和48年度

　□直営　　■業務委託　　■補助金　　□その他（　　　　　　　）

-

-

新実施計画目標平成24年度

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総
合的推進に関する法律

-

実績

-

進捗率 -

達成率

-目標

進捗率 -

目標

達成率

-

目標

実績

-

施工

- -     % -     % 0.0%

55.9%進捗率

新実施計画目標項目

10 0

駐車場・自転車駐車場整備①
-

達成率

1.1% 6.6%

-

-

実績 -

目標

達成率 -

-

進捗率 -

-

実績

-

目標

達成率

-

実績 -

実績

目標

-

-

-

-

進捗率

-

進捗率

達成率

-

-

-

-

-

-

実施状況

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

平成23年度

1

整備中 実施設計 施工

-

-

-

-

-

-

-

-

③

-

平成24年度

348,200

②

平成20年度 平成21年度 平成22年度

平成23年度

1,131,996

-

43,747

-

-

⑤

⑥

④

※１

※２

※１

２－３



事業概要説明シート２－３

※平成23年度の金額は、平成24年3月19日現在の金額。平成24年度は予算額。

■平成22年度は1,176千円減額、平成23年度は1,399千円増額の予算流用を行っております。

他市の状況等 ※さいたま市の「民営」には市の外郭団体

※民営自転車駐車場数については

　各自治体で把握している数。

周辺自治体の鉄道駅数、市営自転車駐車場数（有料）、民営自転車駐車場数

自治体名 駅数 市営（有料） 民営

横浜市

610,940

627,600

1,115,372 －

262,500

執行額　 

0

34,79447,096千円

35,113

一般財源

千円 172,148 33,773

千円

執行残額

0

0

千円 21,748

繰越額 千円

1,340

市債

論点

　１　民間事業者との住み分けや民間委託を含めた公設駐輪場のあり方について、今後どのような方針で事業を進める
　　　のか。

　２　自転車駐車場整備と駐車場までのアクセスを含めた整備については、どのような考え方で進めているのか。

　３　大規模自転車駐車場だけではなく、今後増えると予想されている自転車走行に対応した中小規模駐輪場について
　　　今後どうしていくのか。

国・県支出金

その他特定財源

事業費内訳

－

－

千円 0 －翌年度精算金　 0

0

0

0

正規職員

前年度償還金　 千円 0 0

87,600

千円 0

1,131,996

人

人

1.2 1.2 1.2 2.0

00

－43,747 135,521

9,974 16,624 －9,974

0

事業コスト　（ － － ＋ ） 千円 182,122

概算人件費　 千円 9,974

概
算
人
件
費

再任用職員

0

－

0

0

1,812

－

125,547

126,975

－455,677

348,200

126,360

【参　考】

財
源
内
訳

千円 59,200 0

31,740

現状の課題等

739,475 970,540合計 千円 193,896 35,113

　・高砂自転車駐車場（本設）整備に係る鉄道事業者等との協議・調整
　　鉄道高架下への整備を予定している当該施設について、施工条件や構造上の制約が多いことから、それらの問題を
　　解決するため、敷地所有者である鉄道事業者や、関係部署（鉄道高架整備課等）との協議･調整を行う必要がある。

-2,327 0 -40,000 －

11,830 －

190,100

39,497 0

268,649350,000

348,20037,440 739,475 1,010,540当初予算 千円 12,000

補正予算 千円 181,896

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

事
業
予
算

事
業
費

区分 単位

137駅 235箇所 159箇所

川崎市 54駅 145箇所 52箇所

千葉市 48駅 118箇所 把握していない

川口市 9駅 33箇所 把握していない

7箇所 98箇所 　内閣府調査により把握したもの。

上尾市 4駅 1箇所 50箇所

　等が運営する施設を含む。

さいたま市 33駅 26箇所 227箇所

※さいたま市のデータは、平成23年度の
川越市 11駅

※

※

※

※



１　項目別評価

２　全体評価

Ａ きわめて良好である

Ｂ 良好である

Ｃ おおむね適正である

Ｄ 問題がある

Ｅ かなり問題がある

実施日 平成24年3月21日

⑤妥当性が低い（５点）

施　策　名 事　業　名

総合交通体系の確立 駐車場・自転車駐車場整備事業

⑤効果が少ない（５点）

③どちらかといえば効果的である（１５点） ○

④どちらかといえば非効果的である（１０点）

　自転車駐車場を整備することは、駅前の放置自転車対策のひとつとして必要不可欠な事業であり、民間と
の役割分担により、市も実施していくべき事業であると考える。

　費用対効果については、整備費用と運営経費を合わせても、年間 1台当たりの利用料金収入がコストを若
干上回る見込みである。

　「平成25年度末までに 3箇所の自転車駐車場を整備する」という目標に対して、平成24年 1月 1日現在、本
事業の実施状況は順調に進捗している。

評
価
コ
メ
ン
ト

決算・行政評価特別委員会　行政評価シート

担当課名 都市交通課

（３）費用対効果
（コストに見合った成果があるか）

①きわめて効果的である（２５点）

15

②効果的である（２０点）

評価項目 評価基準（該当右欄に○） 評価点

⑥妥当性がない（０点）

①きわめて必要性が高い（２５点） ○

②必要性が高い（２０点）

③どちらかといえば必要性が高い（１５点）

④どちらかといえば必要性が低い（１０点）

⑥必要性がない（０点）

④どちらかといえば妥当性が低い（１０点）

⑤必要性が低い（５点）

（１）必要性
（市民ニーズ）

25

（２）妥当性
（市が行わなければならないか）

①きわめて妥当性が高い（２５点）

20

②妥当性が高い（２０点） ○

③どちらかといえば妥当性が高い（１５点）

⑥効果がない（０点）

Ｂ

合計評価点

20

○

③どちらかといえば成果がある（１５点）

⑥成果がない（０点）

評価基準評価

②成果がある（２０点）

⑤成果が少ない（５点）

④どちらかといえば成果がない（１０点）

（４）成果
（目標の達成状況）

①きわめて成果がある（２５点）

80

61点～80点

41点～60点

21点～４0点

０点～20点

81点～100点

２－３



市営大宮駅西口自転車駐車場の事業概要 

○ 施設の概要 

・ 建設箇所 さいたま市大宮区桜木町１丁目185番 

（大宮駅西口第四土地区画整理事業地内 第７街区） 

・ 建築構造 地下１階（鉄筋コンクリート造）地上３階（鉄骨造） 

・ 敷地面積  1,296.64 ㎡ （延床面積 3,156.27㎡） 

・ 駐車台数 約 2,500 台 

・ 開業予定 平成 24年 4月 

・ 付加設備 太陽光パネル、屋上緑化、壁面緑化、LED照明（一部）、ほか 

 

市営大宮駅西口自転車駐車場の位置図 

 

市営大宮駅西口自転車駐車場の完成イメージ図 

２－３ 



（仮称）武蔵浦和駅西自転車駐車場の事業概要 

○ 施設の概要 

・ 建設箇所 さいたま市南区別所７丁目２１番１号 

（武蔵浦和駅第１街区第一種市街地再開発事業 区域内） 

・ 建築構造 地上２階（鉄骨造） 

・ 延床面積  1532.35 ㎡（共用部107.18 ㎡を含む） 

・ 駐車台数 約 900台 

・ 開業予定 平成 25年 4月 

・ 付加設備 屋上緑化、LED照明（一部）、オートスロープ１基、ほか 

○ 開設までのスケジュール 

・平成23年度    保留床の取得（土地相当分） 

・平成24年度   保留床の取得（建物相当分） 

・平成25年 4月  自転車駐車場開設予定 

  

建設箇所 

（仮称）武蔵浦和駅西自転車駐車場の位置図

２－３ 



（仮称）高砂自転車駐車場の事業概要 

○ 施設の概要 

・ 建設箇所 さいたま市浦和区高砂1丁目17番（ＪＲ鉄道高架下） 

・ 建築構造 地上２階 

・ 敷地面積  1362．5㎡ 

・ 駐車台数 約 1,500 台 

・ 開業予定 平成 26年度 

○ 開業までのスケジュール 

・平成23年 8月  都市計画道路田島大牧線の拡幅整備に伴い 

高砂第１、第２自転車駐車場の一部を閉鎖 

仮設自転車駐車場の開設 

（ＪＲ高架下、収容台数７１９台） 

・平成24年度    自転車駐車場の基本設計及び実施設計の実施 

・平成25年度      自転車駐車場整備工事の施工 

・平成26年度    自転車駐車場の開設 

 

 
(仮称)高砂自転車駐車場の位置図 

建設箇所 

浦和駅 

都市計画道路 

田島大牧線 

２－３ 



平成２４年度 平成２５年度

実
施
設
計

・（仮称）市営高砂
自転車駐車場実施
設計

整
備
等

・（仮称）市営武蔵
浦和駅西自転車駐
車場に係る建物相
当負担金支払い
（保留床取得）

・（仮称）市営高砂
自転車駐車場建設
工事

開
設

・市営大宮駅西口
自転車駐車場【移
設後】開設

・（仮称）市営武蔵
浦和駅西自転車駐
車場開設

年度

計
画
内
容

市内自転車駐車場の整備計画

平成２６年度

・（仮称）市営高砂
自転車駐車場開設

２－３



平成20年度 平成21年度 平成22年度

・西大宮駅北口自
転車駐車場

・西大宮駅南口自
転車駐車場

※いずれもさいた
ま市都市整備公社
直営施設

・市営大宮駅西口
自転車駐車場整
備（平成２３年度ま
での継続事業）

【千円】

平成20年度 平成21年度 平成22年度

12,000 37,440 739,475

181,896 -2,327 0

0 0 -1,176

193,896 35,113 738,299

国･県支出金 59,200 0 350,000

市債 87,600 0 262,500

その他特定財源 0 35,113 0

一般財源 47,096 0 125,799

172,148 33,773 125,547

21,748 1,340 1,812

0 0 610,940

193,896 35,113 738,299

決
算

区分

執行額

執行残額

繰越額

合計

当初予算

補正予算

流用額

合計

自転車駐車場の整備状況（過去３年分）

財
源
内
訳

予
算

整備状況

自転車駐車場整備事業の予算・決算額（過去３年分）

２－３



平成２３年度自転車駐車場調査一覧

公営（市営・市の外郭団体等直営）

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

高砂第１自転車駐車場 浦和駅 自転車・原付併用 713 158

高砂第２自転車駐車場 浦和駅 自転車・原付併用 404 48

浦和パーキングセンター 浦和駅 自転車・原付・自二併用 857 217 15

北浦和自転車駐車場 北浦和駅 自転車・原付併用 556 77

与野駅西口臨時自転車駐車場 与野駅 自転車・原付併用 645 45

南浦和高架下第１自転車駐車場 南浦和駅 自転車専用 75

南浦和高架下第２自転車駐車場 南浦和駅 自転車専用 211

南浦和高架下第３自転車駐車場 南浦和駅 自転車・原付併用 223 95

南浦和南第２自転車駐車場 南浦和駅 自転車専用 177

南浦和南第１自転車駐車場 南浦和駅 自転車専用 288

南浦和北第１自転車駐車場 南浦和駅 自転車・原付併用 153 24

南浦和北第２自転車駐車場 南浦和駅 自転車専用 143

南浦和北第３自転車駐車場 南浦和駅 自転車専用 314

南浦和北第４自転車駐車場 南浦和駅 自転車・原付併用 215 84

南浦和駅西口自転車駐車場 南浦和駅 自転車・原付併用 171 10

武蔵浦和駅東口地下自転車駐車場 武蔵浦和駅 自転車専用 1,704

武蔵浦和駅南自転車駐車場 武蔵浦和駅 自転車・原付併用 1,595 124

武蔵浦和臨時第１自転車駐車場 武蔵浦和駅 自転車専用 197

武蔵浦和臨時第２自転車駐車場 武蔵浦和駅 自転車・原付併用 290 30

大宮駅東口大門町自転車駐車場 大宮駅 自転車・原付併用 2,730 305

大宮駅東口錦町自転車駐車場 大宮駅 自転車専用 546

大栄橋錦町自転車駐車場 大宮駅 自転車・原付併用 1,992 283

大宮駅西口自転車駐車場 大宮駅 自転車専用 868

大宮駅西口桜木町自転車駐車場 大宮駅 自転車専用 3,069

シーノ大宮自転車駐車場 大宮駅 自転車・原付併用 794 105

大宮駅第2自転車駐車場 大宮駅 自転車・原付・自二併用 134 47 10

大宮駅東口駅前自転車駐車場 大宮駅 自転車専用 300

大栄橋西臨時自転車駐車場 大宮駅 自転車・原付・自二併用 1,102 444 22

大宮駅第３臨時自転車駐車場 大宮駅 自転車専用 750

宮原駅東口自転車駐車場 宮原駅 自転車・原付併用 1,549 88

宮原駅西口自転車駐車場 宮原駅 自転車・原付併用 2,875 222

土呂駅西口自転車駐車場 土呂駅 自転車専用 648

土呂駅第１自転車駐車場 土呂駅 自転車・原付併用 456 11

土呂駅第２自転車駐車場 土呂駅 自転車・原付併用 120 3

土呂駅第３自転車駐車場 土呂駅 自転車・原付併用 419 29

東大宮駅東口自転車駐車場 東大宮駅 自転車・原付併用 5,191 317

東大宮駅第１自転車駐車場 東大宮駅 自転車専用 363

東大宮駅第２自転車駐車場 東大宮駅 自転車・原付併用 692 32

日進駅南口自転車駐車場 日進駅 自転車・原付併用 927 130

日進駅第１自転車駐車場 日進駅 自転車・原付併用 494 90

西大宮駅南口自転車駐車場 西大宮駅 自転車・原付併用 776 49

西大宮駅北口自転車駐車場 西大宮駅 自転車・原付併用 549 52

２－３



平成２３年度自転車駐車場調査一覧

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

指扇駅南自転車駐車場 指扇駅 自転車・原付併用 520 46

指扇駅第１自転車駐車場 指扇駅 自転車・原付併用 751 58

指扇駅第２自転車駐車場 指扇駅 自転車・原付併用 219 19

北大宮駅自転車駐車場 北大宮駅 自転車・原付併用 260 31

大和田駅南自転車駐車場 大和田駅 自転車・原付併用 973 56

加茂宮駅自転車駐車場 加茂宮駅 自転車・原付・自二併用 380 15 5

東宮原駅自転車駐車場 東宮原駅 自転車・原付・自二併用

今羽駅自転車駐車場 今羽駅 自転車・原付・自二併用

吉野原駅自転車駐車場 吉野原駅 自転車・原付・自二併用

大和田駅第１自転車駐車場 大和田駅 自転車・原付併用 127 3

七里駅自転車駐車場（第２） 七里駅 自転車・原付併用 1,444 43

さいたま新都心駅東口自転車等駐車場 さいたま新都心駅 自転車・原付・自二併用 2,925 315 49

けやきひろば自転車駐車場 さいたま新都心駅 自転車・原付併用 465 17

さいたま新都心・北与野駅自転車駐車場 北与野駅 自転車・原付併用 418 85

与野本町第１自転車駐車場 与野本町駅 自転車・原付併用 405 35

与野本町第２自転車駐車場 与野本町駅 自転車・原付併用 492 25

南与野第１自転車駐車場 南与野駅 自転車・原付併用 605 36

南与野第２自転車駐車場 南与野駅 自転車・原付併用 504 25

岩槻駅西自転車駐車場 岩槻駅 自転車・原付・自二併用

岩槻西町自転車駐車場 岩槻駅 自転車専用 830

岩槻駅東口自転車駐車場 岩槻駅 自転車専用 1,981

民営

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

三笠自転車預り所 浦和駅 自転車・原付併用 190 10

田中自転車預り所 浦和駅 自転車専用 170

高野自転車預り所 浦和駅 自転車専用 68

うらわサイクル 浦和駅 自転車専用 25

清宮駐輪センター 浦和駅 自転車専用 85

サイクルポ－ト浦和東№１ 浦和駅 自転車専用 400

サイクルポ－ト浦和東№２ 浦和駅 自転車・原付併用 44 16

浦和東口YK駐輪場 浦和駅 自転車・原付・自二併用 3,050

サイクルポート浦和東５ 浦和駅 自転車専用 160

東高砂駐輪場 浦和駅 自転車専用 82

スミダワン駐輪場 浦和駅 自転車専用 185

アップルパーク日の出通り第２駐輪場 浦和駅 自転車専用 146

サイクルステーションコインズ浦和 浦和駅 自転車専用 181

浦和駅西口さくら草通りお買い物駐輪場 浦和駅 自転車・原付併用 514 40

コルソ・伊勢丹専用駐輪場 浦和駅 自転車・原付・自二併用 391

イトーヨーカドー浦和店 浦和駅 自転車・原付併用 586 14

三井のリパーク浦和西 浦和駅 自転車専用 178

（有）内藤商店駐輪場（２階建て） 北浦和駅 自転車専用 600

（有）内藤商店駐輪場（マンション１階） 北浦和駅 自転車専用 431

763

1,192

838

3,600

150

4



平成２３年度自転車駐車場調査一覧

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

元町サイクルハウス 北浦和駅 自転車・原付併用 260 40

北浦和サイクルパーク 北浦和駅 自転車専用 255

佐藤サイクルセンター 北浦和駅 自転車専用 60

サイクルポート　トリエールもとまち 北浦和駅 自転車専用 330

田中駐輪場 北浦和駅 自転車専用 40

アサヒ駐輪センター 北浦和駅 自転車専用 150

草原駐輪場 北浦和駅 自転車専用 50

関根駐輪センター 北浦和駅 自転車専用 60

黒潮第５駐輪場 北浦和駅 自転車専用 126

元町サイクルポート 北浦和駅 自転車専用 80

レイクランド北浦和東口駐輪場 北浦和駅 自転車専用 480

サイクルスペース２４北浦和東口 北浦和駅 自転車・原付併用 714 40

北浦和YK駐輪場 北浦和駅 自転車・原付併用 322 66

北浦和駅東口自転車駐車場 北浦和駅 自転車専用 131

ギンレイ駐輪場 北浦和駅 自転車専用 30

北浦和駐輪場 北浦和駅 自転車専用 150

サイクルステーションK３ 北浦和駅 自転車専用 90

北浦和東口月極駐輪場 北浦和駅 自転車専用 65

いはら駐輪場 北浦和駅 自転車専用 88

今井自転車預り所 北浦和駅 自転車専用 60

サイクルパーク北浦和駐輪場 北浦和駅 自転車・原付併用 140 8

駅前サイクルハウス 北浦和駅 自転車・原付併用 120 10

北浦和西口駐輪センター 北浦和駅 自転車・原付・自二併用 45

大栄サイクルパーク 北浦和駅 自転車・原付・自二併用 934

ハタヤ駐輪場 北浦和駅 自転車専用 91

牧林自転車預り所 与野駅 自転車専用 40

晃栄駐輪場 与野駅 自転車・原付併用 118 3

サイクルポート与野№１ 与野駅 自転車専用 304

大栄サイクルパーク与野東口 与野駅 自転車・原付併用 119 8

与野駅東口自転車駐車場 与野駅 自転車・原付併用 102 12

東浦和パーキング 東浦和駅 自転車・原付・自二併用 1,100

田中駐輪場 東浦和駅 自転車・原付・自二併用 650 220 40

丸昭サンルーツパーク 東浦和駅 自転車・原付併用 250 20

利根沢預り所 東浦和駅 自転車専用 70

宮前サイクルセンター 東浦和駅 自転車・原付・自二併用 1,900

マルキサイクルプラザ 東浦和駅 自転車・原付併用

チャリンコパーク 東浦和駅 自転車専用 650

篠原駐輪場 東浦和駅 自転車・原付併用 350 50

篠原パーキング 東浦和駅 自転車・原付・自二併用 45

岡村駐輪場 東浦和駅 自転車・原付併用 35 20

ナビサイクル東浦和第１ 東浦和駅 自転車専用 211

サイクルパーク埼玉りそな銀行東浦和支店駐輪場 東浦和駅 自転車専用 42

南浦和サイクルパーク 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 575 20 10

ダイメイ　サイクルセンター 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 900 90 10

5

6

30

75

35

500



平成２３年度自転車駐車場調査一覧

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

サイクルプラザ 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 380 15 5

守屋サイクルセンター 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 1,267 20 10

マルエーパーキング 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 780 15 5

マルエー駐輪場 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 660

南浦和駐輪場 南浦和駅 自転車専用 300

ナビサイクル南浦和第１駐輪場 南浦和駅 自転車・原付併用 138 10

伸光（有）清宮 南浦和駅 自転車専用 250

南浦和　西口　第１サイクルポート 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 1,050

南浦和　西口　第２サイクルポート 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 780

三井リパーク南浦和 南浦和駅 自転車専用 151

コイケサイクルパーク 南浦和駅 自転車・原付・自二併用 430

レイクランド南浦和駐輪場 南浦和駅 自転車専用 242

システムサイクル南浦和駅前駐輪場 南浦和駅 自転車専用 204

大里駐輪センター 武蔵浦和駅 自転車・原付・自二併用 350

むさしうらわ東口月極駐輪場 武蔵浦和駅 自転車専用 75

ビーンズ・マルエツ駐輪場 武蔵浦和駅 自転車・原付併用 242 6

マーレ月極駐輪場 武蔵浦和駅 自転車専用 346

武蔵野パーキング 武蔵浦和駅 自転車専用 450

武蔵浦和西口暫定バイク駐輪場 武蔵浦和駅 自転車・原付・自二併用 700

CCP武蔵浦和西口暫定 武蔵浦和駅 自転車専用 388

埼京線西側マルエツ沿い駐輪場 武蔵浦和駅 自転車専用 197

ひょうたん 西浦和駅 自転車専用 16

西浦和駐輪場（Ａ） 西浦和駅 自転車・原付・自二併用 566

西浦和駐輪場（Ｂ） 西浦和駅 自転車専用 648

白石自転車預り所 西浦和駅 自転車・原付併用 500 30

井田自転車預り所 西浦和駅 自転車・原付併用

田島駐輪場 西浦和駅 自転車・原付併用

たちばな駐輪場 西浦和駅 自転車専用 100

中浦和駐輪場 中浦和駅 自転車・原付併用 200 14

中浦和駅北駐輪場 中浦和駅 自転車・原付併用 350 20

中浦和サイクルポート 中浦和駅 自転車・原付併用 643 15

ケイ・エス・ケイ中浦和駅前駐輪場 中浦和駅 自転車専用 125

西友中浦和店駐輪場 中浦和駅 自転車・原付・自二併用 226

高沼駐輪センター 中浦和駅 自転車・原付併用 650 10

浦和美園駅前駐輪場 浦和美園駅 自転車・原付・自二併用

サイカパーク浦和美園駅前駐輪場 浦和美園駅 自転車・原付併用 130 7

美園駐輪場 浦和美園駅 自転車・原付併用

井山四郎自転車駐車場 大宮駅 自転車専用 30

宮町駐輪センター 大宮駅 自転車・原付・自二併用 315 40 25

サイクルパーク宮町第一駐輪場 大宮駅 自転車専用 88

大宮駅東口駐輪場 大宮駅 自転車・原付併用 263 15

大宮駅東口さくら小路駐輪場 大宮駅 自転車・原付併用 71 7

大宮駅東口中山道駐輪場 大宮駅 自転車・原付併用 135 16

エコステーション21大宮西口駐輪場 大宮駅 自転車・原付併用 305 25

40
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平成２３年度自転車駐車場調査一覧

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

大宮スカイプラザ駐輪場（北側） 大宮駅 自転車専用 302

大宮スカイプラザ駐輪場（南側） 大宮駅 自転車専用 128

パーキング館駐輪場 大宮駅 自転車・原付・自二併用 256 10 5

島村  政子 宮原駅 自転車専用 40

竹内　好男 宮原駅 自転車専用 60

宮原駐輪場 宮原駅 自転車専用 530

沼野 宮原駅 自転車専用 25

島村　好男 宮原駅 自転車専用 30

サイクルポート宮原東NO1 宮原駅 自転車専用 85

大栄サイクルパーク宮原 宮原駅 自転車専用 49

島村たばこ店 宮原駅 自転車・原付併用 140 10

宮原駅西口サイクルポート 宮原駅 自転車専用 482

サイクルポート宮原西NO２ 宮原駅 自転車専用 440

マルイチ宮原駅前プラザ駐輪場 宮原駅 自転車専用 380

山口自転車預所 宮原駅 自転車専用 50

サイクルポート土呂 土呂駅 自転車専用 137

マインお客様駐輪場（Ａ・Ｂエリア） 土呂駅 自転車専用 149

サイクルパーキング東大宮 東大宮駅 自転車専用 200

東大宮駐輪センター 東大宮駅 自転車・原付・自二併用 250

西友東大宮店 東大宮駅 自転車専用 458

見沼駐輪センター 東大宮駅 自転車専用 72

羽入田駐輪場 日進駅 自転車専用 90

サイクルポート日進NO１ 日進駅 自転車専用 181

日進ミリーお客様専用駐輪場 日進駅 自転車専用 96

島田駐輪場 日進駅 自転車専用 220

小島自転車預かり所 日進駅 自転車専用 50

キャピタル建設㈱駐輪場 日進駅 自転車専用 200

小林自転車預かり所 日進駅 自転車専用 50

さいくりん 日進駅 自転車専用 186

駐輪場サニー 日進駅 自転車・原付併用

サイクルパーク指扇 指扇駅 自転車専用 50

指扇駐輪センター 指扇駅 自転車専用 480

伊藤駐輪場 指扇駅 自転車専用 150

鈴木駐輪場 指扇駅 自転車専用 400

イトーマート自転車とバイクの預かり所 指扇駅 自転車・原付・自二併用

浪江駐輪センター 指扇駅 自転車・原付併用

指扇駅サイクルセンター 指扇駅 自転車専用 42

大宮公園駅構内自転車駐車場 大宮公園駅 自転車・原付・自二併用 491

大和田駅有料自転車駐車場 大和田駅 自転車専用 375

ディール大和田自転車駐車場 大和田駅 自転車専用 60

やまとや駐輪場 大和田駅 自転車・原付・自二併用 982

八木　シズ子 大和田駅 自転車・原付併用 140 10

よこやま駐輪場 大和田駅 自転車専用 150

駐輪パーク大和 大和田駅 自転車専用 118
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平成２３年度自転車駐車場調査一覧

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

七里駐輪センター 七里駅 自転車・原付併用 790 10

八木橋自転車預かり所 七里駅 自転車専用 150

本田 七里駅 自転車専用 100

稲村自転車預かり所 七里駅 自転車専用 100

丸正自転車預かり所 七里駅 自転車専用 150

七里駅構内有料駐輪場 七里駅 自転車専用 372

春駐輪場 七里駅 自転車専用 65

むらたや駐輪場 七里駅 自転車・原付・自二併用 50

三井のリパーク七里 七里駅 自転車専用 166

埼玉りそな銀行七里支店お客様駐輪場 七里駅 自転車・原付併用 66 3

大成駐輪場 鉄道博物館(大成)駅 自転車・原付併用 483 14

コクーン新都心駐輪場 さいたま新都心駅 自転車専用 542

さいたま新都心東口ビルお客様駐輪場 さいたま新都心駅 自転車専用 76

さいたま新都心サイクルボード新都心 さいたま新都心駅 自転車・原付・自二併用 1,450 71 9

24Hコクーン新都心駐輪場 さいたま新都心駅 自転車専用 542

北与野駐輪場 北与野駅 自転車専用 460

東口駐輪場 与野本町駅 自転車・原付・自二併用 290

倉持駐輪場 与野本町駅 自転車・原付・自二併用 80

オオノ駐輪センター 与野本町駅 自転車専用 450

中村駐輪センター 与野本町駅 自転車専用 167

本町駅前駐輪第１センター 与野本町駅 自転車・原付・自二併用 430

本町駅前駐輪第２センター 与野本町駅 自転車・原付・自二併用 85

本町駅前駐輪第３センター（B） 与野本町駅 自転車・原付・自二併用 160 20 10

高野駐輪場 与野本町駅 自転車・原付・自二併用 465

ビーンズ与野本町・与野フード駐輪場 与野本町駅 自転車専用 106

松田駐輪場 与野本町駅 自転車専用 250

南与野第１駐輪センター 南与野駅 自転車・原付・自二併用 700

南与野第２駐輪センター 南与野駅 自転車・原付・自二併用 400 70 10

南与野第３駐輪センター 南与野駅 自転車・原付・自二併用 650 230 20

南与野東口駐輪場 南与野駅 自転車・原付・自二併用 440 180 10

富士ガーデンお客様駐輪場 南与野駅 自転車・原付併用 116 4

三井のリパーク南与野駐輪場 南与野駅 自転車専用 149

鈴谷西公園前駐輪場 南与野駅 自転車専用 410

南与野西口サイクルポート 南与野駅 自転車専用 198

T－BOX駐輪場 岩槻駅 自転車専用 214

岩槻駅前駐輪場 岩槻駅 自転車・原付・自二併用 450

サイクルポート岩槻NO１（サイクルポートコールセンター） 岩槻駅 自転車・原付併用 140 10

岩槻サイクルパーク 岩槻駅 自転車・原付併用 280 20

三井のリパーク岩槻 岩槻駅 自転車専用 422

ワッツ自転車置き場 岩槻駅 自転車・原付・自二併用 820

サイカパーク東岩槻駅南口第１駐輪場 東岩槻駅 自転車専用 290

山城屋有料自転車駐輪場 東岩槻駅 自転車専用 150

サイカパーク東岩槻駅南口第２駐輪場 東岩槻駅 自転車・原付併用 197 20

TOBU PARK 東岩槻駅北口駐輪場 東岩槻駅 自転車専用 700
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平成２３年度自転車駐車場調査一覧

自転車等駐車場名 最寄駅名 専用・併用区分
収容能力
自転車
（台）

収容能力
原付
（台）

収容能力
自動二輪
（台）

月極さくら駐輪場 東岩槻駅 自転車専用 62

※民営の駐輪場については、平成２３年度の内閣府調査にて把握しているデータとなります。


