
１．都市計画道路中3・4・5号吹上赤池線を廃止する。

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

変更理由

和光都市計画道路の変更（和光市決定）

　県南西部地域の幹線道路網の骨格を形成する3・2・13号志木和光線が、3・4・3号練馬川口線まで延伸し、これに伴い、本路線の
代替機能が新たに確保されることから本路線を廃止する。

資料２
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四角形



理 由 書

本理由書は、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第１項の規定に基づ

き、和光都市計画道路の変更についての理由を示したものです。

Ⅰ．和光都市計画区域の位置等

和光都市計画区域は、都心から約 20km 圏、埼玉県の南部に位置しています。

また、和光都市計画区域に含まれる土地の区域は、和光市の行政区域の全域です。

【3・4・5号吹上赤池線】

本路線は、和光市下新倉四丁目を起点とし、和光市新倉二丁目に至る延長約 1,640ｍ、幅員 16ｍの

幹線街路です。

Ⅱ．変更の理由

県南西部地域の幹線道路網の骨格を形成する 3・2・13 号志木和光線が、3・4・3 号練馬川口線ま

で延伸し、これに伴い、本路線の代替機能が新たに確保されることから本路線を廃止する。

Ⅲ．変更の内容

括弧内は変更前を示す。

Ⅳ．関連する都市計画

本都市計画道路の変更にあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。

①道路（埼玉県決定）

②用途地域（和光市決定）

名 称 延長 車線数 幅員 変更内容

3・4・5号吹上赤池線
―

(約1,640ｍ)

―

（2車線）

―

（16ｍ）
・全線廃止











和光都市計画の策定の経緯の概要

（和光都市計画道路の変更）

●別途関連説明会等

令和元年１０月２９日「まちづくりに関する意見交換会」 １回実施

事 項 時 期 備 考

説 明 会

令和 元年 ８月 ４日（２回）

令和 元年 ８月 ５日

令和 元年 ８月 ８日

計４回

計 画 原 案 の 縦 覧

（市まちづくり条例）

令和 元年 ８月 ４日から

令和 元年 ８月２６日まで

縦覧：１名

意見書：なし

県知事協議
令和 元年１０月２５日（協議）

令和 元年１１月 ６日（回答）

計 画 案 の 縦 覧
令和 元年１１月１２日から

令和 元年１１月２６日まで

縦覧：１名

意見書：１通

和光市都市計画審議会 令和 ２年 １月２０日 今回開催

埼玉県都市計画審議会 令和 ２年 ２月 日 予定

計 画 決 定 告 示 令和 ２年 ３月 日 予定

図書の写しの送付 令和 ２年 ３月 日 予定



説明会開催状況調書

●別途関連説明会等

令和元年１０月２９日 「まちづくりに関する意見交換会」 実施 １回

和光都市計画道路の変更の説明会

開催日 開催場所 出席者数 周知方法 説明概要
住民からの

意見・要望
今後の対応

令和元年

８月４日

１０時～

和光市立下新

倉小学校

１７７名 ・市広報

・市広報掲示板

・県・市ＨＰ

・開催案内チラシ

都市計画道路の変更素

案の内容について

別紙のとお

り

令和元年

１１月

案の縦覧・

公告を予定

令和元年

８月４日

１６時～

和光市立下新

倉小学校

７０名

令和元年

８月５日

１９時～

和光市立下新

倉小学校

７０名

令和元年

８月８日

１９時～

坂下公民館

講堂

４名 ・市広報

・市広報掲示板

・市ＨＰ

・開催通知投函

都市計画道路の変更素

案の内容について

市決定事項

について意

見なし



別紙

住民からの意見・要望

１）ルートに関すること

l 住宅地を通るルートではなく、県道和光インター線及び水道道路を拡幅し、国道１７号バイ

パスに直接接続させるべき。

l 現状で混雑の激しい交差点（吹上観音前交差点）に接続させることは、笹目通り（練馬川口

線）の混雑を助長することになるのではないか。

l バイパスにより地域が分断され、小学校への通学路も遮断されてしまう。

l 児童や高齢者の安全対策や道路横断対策についてはどう考えているのか。

l 国や東京都とは調整ができているのか。

l 平面ではなく地下で整備すべきではないか。

l 北側に大きくルートを変更し、河川内を活用して首都高速道路に直接接続させるべき。

l 幅員３６ｍは不要ではないか。

l 病院や学校が近いがどのように考えているか。

２）手続きに関すること

l 今後のスケジュールはどうなるのか。

l 意見書を提出できる時期はいつになるのか。

３）事業に関すること

l 具体的な事業着手の時期及び完成目標について詳細が知りたい。

l 全体事業費はどのくらいになるのか。

４）道路の廃止に関すること

意見なし









和光都市計画 道路（市） の変更に係る意見書の要旨

（１通１名）

番号
意見書

提出日
氏 名 住 所 年齢 意見要旨

市１ 11/25 大場利康

ｵｵﾊﾞﾄｼﾔｽ
和光市下新倉

5-5-18-309

51 ①地域交通の安全性の確保が不

十分

・吹上赤池線（昭和通り）は旧来

から生活道路であり、国道２５４

号バイパスの延伸整備後に車両

流入が減少しても狭い幅員が解

消されないので危険のままであ

る。

・吹上赤池線（昭和通り）は和光

市駅と和光高校を結ぶバスルー

トとなっており、バスなどの大型

車両が日常的に通過する路線で

す。さらに、国道２５４号バイパ

スの延伸工事期間中では工事車

両の流入が予想されることから、

昭和通りの拡幅等の対策を行わ

ないことを決定する内容なので、

吹上赤池線を廃止することは反

対。

②国道２５４号バイパスの延伸

を含む埼玉県の決定する和光都

市計画道路の変更について反対

であるため、県の決定する和光都

市計画道路の変更を前提とする、

吹上赤池線の廃止についても同

様に反対。



和光都市計画道路（市）の変更に係る意見書のに対する見解

番号 市 1

氏名 大場利康

意見要旨 ①地域交通の安全性の確保が不十分

②国道２５４号バイパスの延伸を含む埼玉県決定案について反

対のため、埼玉県決定案を前提としている吹上赤池線の廃止

についても反対

意見への見解 ①３・４・５号吹上赤池線は現在未整備の都市計画道路であり、

広域交通の視点から地区幹線道路として当初計画されておりま

した。当路線は今回埼玉県で決定・延伸される予定の志木和光

線（国道２５４号バイパス）と近接並行しているため、幹線と

しての機能重複により廃止されるものです。

昭和通り（市道５３７号線）の拡幅計画については、市内の

都市計画道路網の完了状況及び既存幹線市道の整備状況により

市内全域での各路線の整備必要性を図るものであり、和光市と

しても、今回都市計画決定後、市内道路の整備必要性について

検討を図り計画的に拡幅整備等を実施することを想定していま

す。

②反対の前提である県の変更案については、市の変更案におけ

る審議内容ではないため、当該意見につきましては審議におけ

る参考意見として取扱います。

意見書・見解


