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資料7

道路利用者会議等からの
渋滞対策要望箇所の検討



No 路線名 交差点名 管理者

112 国道122号 石神 埼玉県

113 国道4号 下間久里(北) 直轄

114 国道4号 神明町 直轄

115 国道16号 工業団地入口 直轄

116 国道16号 大袋新田 直轄

117 国道16号 新宿町(北) 直轄

118 国道16号 脇田新町 直轄

119 国道17号 四拾坂下 直轄

120 国道254号 氷川町 埼玉県

121 県道164号 上尾陸橋 埼玉県

122 県道109号 大和田2 埼玉県

123 県道15号 松江町 埼玉県

124 県道105号 昭和橋 埼玉県

125 国道4号 神明町(北) 直轄

126 国道4号 西町 直轄

127 国道16号 新宿町一丁目 直轄

128 国道16号 旭町一丁目 直轄

129 国道16号 広栄町(南) 直轄

130 国道16号 広栄町 直轄

131 国道16号 大塚新田 直轄

132 県道3号 関山 埼玉県

133 県道8号 堀兼 埼玉県

134 県道40号 （仮称）野火止三丁目バス停 埼玉県

135 県道109号 大和田中町 埼玉県

136 川越市道8号 （仮称）アカシア通り 川越市

137 志木市道2037-1号線 下宗岡3 志木市

138 国道463号 大門(上) さいたま市

139 県道24号 下安松 埼玉県

140 県道24号 （仮称）西武グリーンヒルバス停 埼玉県

141 県道24号 （仮称）下安松１ 埼玉県

142 県道183号 西宝珠花 埼玉県

143 県道341号 （仮称）下肥塚２丁目３ 埼玉県

144 和光市道475号 和光市駅入口 和光市

道路利用者会議等からの渋滞対策要望箇所

〇道路利用者団体（トラック、バス、タクシー事業者）より、利用者視点の渋滞対策要望箇所は144箇所。
〇R3年度に新たに要望のあった箇所は33箇所。
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No 路線名 交差点名 管理者

1国道16号 加倉(南) 直轄

2国道254号 野火止 埼玉県

3国道298号 草加産業道路 直轄

4国道17号 上尾市役所前 直轄

5国道17号 本石二丁目 直轄

6国道17号 三橋町 直轄

7国道17号 円阿弥 直轄

8国道17号 熊谷警察署前 直轄

9国道463号 下大久保 さいたま市

10国道17号 上峰 直轄

11国道16号 新宿町三丁目 直轄

12国道298号 八潮八条 直轄

13国道17号 久保 直轄

14国道17号 上尾運動公園 直轄

15国道16号 吉野町 直轄

16国道16号 東町二丁目 直轄

17国道254号 宮元町 埼玉県

18国道298号 旭町二丁目 直轄

19国道122号 加倉(北) さいたま市

20国道16号 原市 直轄

21鴻巣桶川さいたま線 大栄橋 さいたま市

22国道17号 桜木町 直轄

23川口上尾線 堀の内 さいたま市

24さいたまふじみ野所沢線 水判土 さいたま市

25国道298号 三郷IC出口(西) 直轄

26国道298号 道合西 直轄

27国道298号 伊刈消防分署 直轄

28国道17号 埼大通り 直轄

29国道122号 大門 さいたま市

30さいたま栗橋線 篠津 埼玉県

31国道122号 大門北 さいたま市

32川越上尾線 連雀町 埼玉県

33保谷志木線 市場坂上 埼玉県

34国道298号 岸川中学校 直轄

35国道298号 三郷南IC出入口 直轄

36国道17号 三橋二丁目 直轄

37越谷野田線 野田橋 埼玉県

38国道17号 町谷 直轄

39国道17号 上尾警察署 直轄

40国道298号 文蔵四丁目 直轄

41国道298号 松ノ木島 直轄

42国道298号 草加西校前 直轄

43市道67号線(川口市) 新郷蓮沼 川口市

44国道298号 (仮)国道298号側道旭町2丁目 直轄

45さいたま栗橋線 白岡工業団地入口 埼玉県

46春日部菖蒲線 岡泉 埼玉県

47国道17号 田島団地前 直轄

48国道298号 (仮)国道298号側道新善町 直轄

49国道298号 (仮)川口JCT下 直轄

50越谷野田線 新方橋（南） 埼玉県

51国道17号 田島 直轄

52国道4号 新善町 直轄

53国道298号 外環三郷南出口 直轄

54国道407号 (仮)国道407号熊谷市榎町交差点 埼玉県

55国道298号 鷹野５丁目(東) 直轄

56国道140号 波久礼駅前 埼玉県

57国道140号 (仮)寄居警察署前 埼玉県

58練馬所沢線 愛宕山 埼玉県

59国道298号 花和田 直轄

60国道4号 庄和インター 直轄

No 路線名 交差点名 管理者

61草加流山線 (仮)草加流山線三郷市江戸川西詰 埼玉県

62川口上尾線 (仮)川口上尾線川口市幸町3丁目 埼玉県

63国道17号 川岸1丁目 直轄

64国道17号 北浦和駅入口 直轄

65越谷流山線 東町 埼玉県

66さいたま栗橋線 関山1丁目 埼玉県

67国道140号 上野町 埼玉県

68国道17号 坂田交差点 直轄

69国道17号 天神二丁目交差点 直轄

70川越越生線 的場交差点 埼玉県

71行田東松山線 東平交差点 埼玉県

72さいたま幸手線 山崎交差点 さいたま市

73越谷岩槻線 (仮)大砂橋南交差点 埼玉県

74国道4号 南荻島 直轄

75国道16号 梅田 直轄

76国道16号 加倉(西) 直轄

77国道140号 玉淀大橋(北) 埼玉県

78国道254号 落合橋北詰 埼玉県

79国道298号 植物振興センター 直轄

80国道298号 北戸田駅入口 直轄

81春日部菖蒲線 樋の口 埼玉県

82国道17号 与野大宮大通り 直轄

83国道254号 朝霞警察署前 埼玉県

84国道4号 栗橋 直轄

85川越越生線 的場上 埼玉県

86国道254号 小川町駅(西) 埼玉県

87行田東松山線 東松山駅入口 埼玉県

88松戸草加線 大瀬北 埼玉県

89上笹塚谷口線 幸房 埼玉県

90草加八潮三郷線 稲荷3丁目 埼玉県

91国道4号 武里駅入口 直轄

92越谷流山線 レイクタウン北 埼玉県

93越谷流山線 大成町七丁目 埼玉県

94越谷流山線 大成町 埼玉県

95市道1130号線（越谷市） （仮）越谷市役所前 越谷市

96国道254号（川越街道） 三芳町役場入口 埼玉県

97国道254号（川越街道） みずほ台駅入口 埼玉県

98中井松伏線 松伏高校入口交差点 埼玉県

99さいたま栗橋線 久喜駅入口交差点 埼玉県

100東松山鴻巣線 御成橋東交差点 埼玉県

101東松山越生線 南中学校交差点 埼玉県

102国道407号 高坂駅前通入口交差点 埼玉県

103東松山桶川線 荒井交差点 埼玉県

104さいたま幸手線 領家交差点 さいたま市

105さいたま幸手線 木崎交差点 さいたま市

106葛飾吉川松伏線 （仮称）吉川市さくら通り 埼玉県

107春日部松伏線 ゆめみ野 埼玉県

108越谷八潮線 東越谷三丁目 埼玉県

109東松山鴻巣線 吉見町役場前 埼玉県

110市道20-2号線（桶川市） （仮称）桶川市役所分庁舎前 桶川市

111飯能寄居線 （仮称）埼玉医大国際医療センター入口 埼玉県

主要渋滞箇所の要望箇所（８４箇所）

主要渋滞箇所以外の要望箇所（６０箇所）

R3年度の新たな要望箇所（３３箇所）



【参考】道路利用者視点の渋滞箇所 位置図
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対策予定箇所

■現況写真

国道１７号 四拾坂下交差点（深谷市）

○対策メニュー：左折路改良による整流化、交差点の直交化、停止線の前出し
○国道17号（現道側）の左折路を改良することで、左折交通の整流化を図る。
〇高崎側の停止線の前出しを行い、滞留スペースを確保する。
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