
歩行者ファースト路線指定状況一覧

起点 さいたま市浦和区本太５丁目24番３号(本太坂下交差点)

終点 さいたま市浦和区高砂２丁目２番１号(浦和駅西口交差点)

起点 さいたま市緑区東浦和４丁目32番地10

終点 さいたま市緑区東浦和１丁目21番地１

起点 さいたま市中央区円阿弥３丁目１番２号

終点 さいたま市中央区上落合４丁目１番27号

起点 さいたま市大宮区桜木町２丁目362番地

終点 さいたま市大宮区桜木町１丁目407番地

起点 さいたま市北区宮原町４丁目21番地４

終点 さいたま市北区吉野町１丁目24番地15

起点 さいたま市見沼区大字宮ケ谷塔1208番地

終点 さいたま市見沼区大和田町１丁目220番地１

起点 さいたま市西区西大宮１丁目１番地３

終点 さいたま市西区西大宮４丁目５番地１

起点 蕨市中央1丁目35-6

終点 蕨市中央1丁目19-11

起点 川口市西川口２丁目１番20号

終点 川口市川口２丁目14番１号

起点 川口市並木２丁目１番１号

終点 川口市青木５丁目10番14号

起点 川口市大字小谷場519番地４

終点 川口市大字芝5045番地

起点 川口市栄町３丁目７番１号

終点 川口市川口１丁目４番９号

起点 川口市東川口１丁目３番17号

終点 川口市東川口１丁目５番10号

起点 朝霞市本町２丁目13番52号

終点 朝霞市栄町３丁目７番46号

起点 新座市東北２丁目29番

終点 新座市野火止６丁目３番

起点 草加市花栗４丁目９番６号

終点 草加市弁天２丁目19番37号

起点 伊奈町寿３丁目94番地

終点 伊奈町大字小室1123番地

起点 鴻巣市東４丁目１番３号

終点 鴻巣市本町１丁目１番１号

起点 川越市新宿町１丁目８番地８

終点 川越市新富町１丁目１番地５

起点 入間郡三芳町大字藤久保337番地９

終点 入間郡三芳町大字竹間沢342番地５

起点 所沢市金山町15（金山町交差点）

終点 所沢市東住吉5-6（東住吉交差点）

起点 入間市大字下藤沢368番地３

終点 入間市大字上藤沢87番地２

起点 坂戸市八幡１丁目18番27号

終点 坂戸市千代田３丁目22番13号

起点 飯能市仲町10番地５

終点 飯能市中山336番地２

起点 東松山市新明町２丁目14番36号

終点 東松山市松葉町１丁目２番１号

起点 比企郡小川町大字小川102番地1

終点 比企郡小川町大字大塚1147番地６

起点 秩父市上町１丁目４番８号

終点 秩父市相生15番地

起点 秩父郡小鹿野町下小鹿野1983番地

終点 秩父郡小鹿野町小鹿野3601番地

起点 本庄市銀座３丁目６番19号

終点 本庄市若泉１丁目９番10号

起点 本庄市児玉町児玉90番地

終点 本庄市児玉町八幡山225番地

起点 熊谷市筑波２丁目53番地

終点 熊谷市銀座２丁目97番地

起点 熊谷市星川町２丁目90番地

終点 熊谷市宮町２丁目47番地１

起点 深谷市緑が丘21番地44（梅林堂緑が丘店前）

終点 深谷市上柴町東３丁目13番地１（ホテル花湯の森前）

起点 深谷市西島町１丁目１番１号

終点 深谷市常磐町21番地１

起点 大里郡寄居町大字寄居614番地

終点 大里郡寄居町大字寄居808番地1

起点 大里郡寄居町大字寄居1376番地1

終点 大里郡寄居町大字寄居674番地6

起点 行田市大字持田1159番地

終点 行田市藤原町1-9-1

起点 羽生市北2-1-3

終点 羽生市南7-14-14

起点 加須市中央１丁目１番地（加須駅北口ロータリー）

終点 加須市下三俣2255番地（運動公園北交差点）

起点 さいたま市岩槻区本町１丁目２－32

終点 さいたま市岩槻区本町３丁目７－３

起点 春日部市大場1011番地

終点 春日部市大枝235番地５

起点 越谷市赤山本町３丁目24番地

終点 越谷市赤山町４丁目15番地30

起点 久喜市久喜中央２丁目２番34号

終点 久喜市久喜中央１丁目10番23号

起点 幸手市東３丁目１番５号

終点 幸手市東３丁目23番13号

起点 南埼玉郡宮代町字中島60番地

終点 南埼玉郡宮代町大字須賀1274番地

起点 吉川市道庭１丁目9番地2

終点 吉川市木売２丁目7番地７

浦和 国道 1.65km

警察署 路線別 区間 延長（km）

浦和西 県道 1.4km

2 浦和東 市町村道 1.0km

大宮 市町村道 0.8km

大宮 市町村道 0.5km

大宮西 市町村道 1.0km

6 大宮東 県道 4.2km

川口 県道 2.8km

蕨 県道 1.0km

川口 市町村道 1.2km

10 川口 市町村道 2.0km

武南 市町村道 0.5km

川口 市町村道 0.6km

新座 主要地方道 2.6km

14 朝霞 市町村道 1.0km

上尾 市町村道 3.4km

草加 県道 2.1km

川越 市町村道 1.7km

18 鴻巣 市町村道 2.0km

所沢 県道 1.9km

東入間 市町村道 3.0km

西入間 主要地方道 1.4km

22 狭山 市町村道 2.0km

東松山 市町村道 1.4km

飯能 市町村道 1.2km

秩父 国道 1.8km

26 小川 県道 0.4km

本庄 県道 1.2km

小鹿野 県道 2.2km

熊谷 市町村道 0.5km

30 児玉 国道 0.8km

深谷 市町村道 2.0km

熊谷 市町村道 0.5km

行田 県道 6.0km

35 寄居 県道 0.4km

36 寄居 市町村道 1.1km

加須 県道 1.8km

羽生 市町村道 1.4km

春日部 市町村道 1.4km

40 岩槻 県道 0.5km

幸手 県道 0.5km

久喜 市町村道 0.4km

越谷 市町村道 1.0km

吉川 市町村道 1.9km

杉戸 主要地方道 3.9km

34 深谷 県道 1.6km
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