
スマイルロード整備事業の取組状況一覧について 

 「取組状況」の流れについては、以下の通りです。 

 なお、工事が完了した箇所については、一覧表から削除しています。 

お問い合わせ先は次の通りです。 

○西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区内 

   北部建設事務所 道路維持課（℡：048-646-3223） 

○中央区、桜区、浦和区、南区、緑区内 

   南部建設事務所 道路維持課（℡：048-840-6224） 



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

H24 見沼
東大宮2-10-15～
東大宮2-11-9

市道10992号線
市道10996号線
市道10997号線

継続

H25 見沼
東大宮2-43-9～
東大宮2-34-10

市道10984号線 継続

H27 見沼
東大宮5丁目54番地先～
東大宮5丁目56番地先

市道11115号線
市道11117号線
市道11119号線

継続

H27 見沼
深作5丁目1番地先～
深作5丁目155番地先

市道12221号線
市道12252号線

継続

H27 岩槻
大字小溝26-184番地先～
大字小溝26-200番地先

市道1206号線
市道1262号線

継続

H27 岩槻
大字小溝26-263番地先～
大字小溝26-275番地先

市道1259号線 調整中

H27 岩槻
大字南下新井1088-1番地先～
大字南下新井646-1番地先

市道4239号線
市道イワ118号線

継続

H27 岩槻
大字小溝175-2番地先～
大字小溝97-44番地先

市道1206号線
市道1220号線
市道1221号線
市道1224号線
市道1225号線

継続

H27 岩槻
大字黒谷2075-16番地先～
大字南下新井406-50番地先

市道4344号線　
市道4361号線　
市道4362号線　
市道4363号線　
市道4353号線　
市道4352号線　
市道4357号線　
市道4359号線　
市道4358号線　
市道4351号線　
市道4360号線

継続

H27 岩槻
大字黒谷2075-16番地先～
大字南下新井406-50番地先

市道ｲﾜ233号線　
市道4336号線　
市道4342号線　
市道4343号線　
市道4350号線　
市道4351号線　
市道4352号線　
市道4353号線　
市道4354号線　
市道4355号線　
市道4359号線　
市道4360号線　
市道4364号線　
市道4365号線　
市道4368号線　
市道4420号線

継続

H28 大宮
東町2丁目281番地先～
東町2丁目276番地先

主要地方道さいたま春日部線 調整中

H28 見沼
深作3丁目27-9番地先～
深作3丁目38-1番地先

市道12022号線
市道12023号線
市道12028号線
市道12034号線

継続

H28 見沼
深作5丁目119番地先～
深作5丁目121番地先

市道12242号線 調査・測量

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

令和３年度のスマイルロード整備事業につきましては、受理９７件、新規着手９８件でした。



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

H28 見沼
堀崎町1142番地先～
堀崎町1200番地先

市道11162号線
市道11160号線
市道11158号線
市道11159号線
市道11157号線
市道11161号線
市道11163号線
市道11155号線
市道11647号線
市道11148号線
市道11151号線
市道11153号線
市道11145号線
市道11147号線
市道11149号線
市道11150号線
市道11152号線
市道11165号線

継続

H28 岩槻
大字鹿室546-2番地先～
大字鹿室959-1番地先

主要地方道さいたま幸手線 継続

H29 北
別所町70番地先～
別所町66番地先

市道30523号線
市道30524号線
市道30525号線
市道30576号線
市道30526号線

継続

H29 北
吉野町1丁目430-25番地先～
吉野町1丁目415-6番地先

市道30459号線
市道30460号線
市道30461号線

継続

H29 見沼
堀崎町760-7番地先～
堀崎町760-7番地先

市道11501号線 調査・測量

H29 岩槻
大字浮谷2939-1番地先～
大字南下新井971-1番地先

市道イワ118号線 継続

H29 岩槻
大字徳力546-5,7番地先～
大字徳力646-1番地先

市道1520号線
市道1521号線
市道1523号線
市道1524号線
市道1525号線
市道1526号線
市道1527号線
市道1528号線
市道1529号線
市道1530号線
市道1531号線
市道1532号線
市道1533号線
市道1534号線
市道1535号線
市道1536号線
市道1674号線
市道1714号線
市道1518号線
市道1538号線

継続

H30 西
大字西遊馬224番地先～
大字西遊馬235番地先

市道41035号線 継続

H30 北
盆栽町116-6番地先～
盆栽町151-2番地先

市道10364号線 調査・測量

H30 大宮
大成町2丁目19番地先～
大成町2丁目72-2番地先

市道10036号線 調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

H30 見沼
東大宮6丁目43-1番地先～
東大宮6丁目44-24番地先

市道11754号線
市道11758号線
市道11752号線
市道11755号線

継続

H30 見沼
東大宮6丁目9-1番地先～
東大宮6丁目24-25番地先

市道11112号線
市道11750号線
市道11751号線
市道11121号線
市道11744号線
市道11739号線
市道11740号線
市道11119号線

継続

H30 見沼
丸ヶ崎町1-1番地先～
東大宮6丁目2-11番地先

市道11739号線
市道11743号線
市道11744号線
市道11745号線
市道11746号線
市道11747号線
市道11749号線

継続

H30 見沼
丸ヶ崎町2-1番地先～
東大宮6丁目42番地先

市道11758号線 継続

H30 見沼
丸ヶ崎町6-1番地先～
東大宮6丁目24-11番地先

市道11749号線 継続

H30 見沼
東大宮6丁目31-1番地先～
東大宮6丁目62-15番地先

市道11126号線
市道11127号線
市道11134号線
市道11730号線
市道11731号線
市道12455号線
市道12456号線

継続

H30 見沼
大字南中丸35-3番地先～
大字南中丸51-6番地先

市道20423号線 調査・測量

H30 見沼
大和田町2丁目109番地先～
大和田町2丁目214番地先

市道12469号線 継続

H30 岩槻
大字平林寺939-2番地先～
大字平林寺603-2番地先

市道2190号線
市道イワ212号線

継続

H30 岩槻
大字平林寺919-1番地先～
大字平林寺426-2番地先

市道イワ112号線
市道イワ212号線
市道イワ215号線
市道2699号線

継続

H30 岩槻
大字横根2-1番地先～
大字横根310番地先

市道イワ115号線 継続

H30 岩槻
大字大戸168-11番地先～
大字大戸146番地先

市道イワ120号線 継続

H30 岩槻
大字大谷454番地先～
大字大谷234番地先

市道イワ120号線 継続

H30 岩槻
大字大口296-1番地先～
大字大口225-2番地先

市道イワ120号線 継続

H30 岩槻
大字本宿298-3番地先
～大字本宿404番地先

市道2704号線
市道2266号線

継続

H30 岩槻
大字徳力777-1番地先
～大字徳力597-1番地先

市道1288号線
市道1291号線
市道1292号線
市道1522号線
市道1677号線

継続



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

H30 岩槻
原町6-53番地先～
柏崎1丁目3-72番地先

市道3147号線
市道3154号線
市道3090号線

継続

H30 岩槻
大字長宮509-1番地先～
原町435-1番地先

主要地方道野田岩槻線 継続

H30 岩槻
大字黒谷1391-1番地先～
原町1826-1番地先

市道イワ231号線 継続

H30 岩槻
大字笹久保新田1118-4番地先～
大字笹久保新田1165-1番地先

市道イワ115号線 調査・測量

H30 岩槻
大字尾ヶ崎2248-4番地先～
大字尾ヶ崎1122-1番地先

市道イワ248号線 継続

H30 岩槻
大字裏慈恩寺710-2番地先～
大字裏慈恩寺379番地先

市道イワ101号線 継続

R1 西
塚本町3丁目19番地先～
塚本町3丁目217-2番地先

市道41448号線
市道41452号線

調査・測量

R1 西
大字島根776-2番地先～
大字島根785番地先

市道40533号線 継続

R1 西
大字植田谷本738番地先～
大字植田谷本711番地先

市道40500号線 調査・測量

R1 西
大字中釘2147-2番地先～
大字中釘2021-5番地先

市道32053号線 調査・測量

R1 西
大字指扇領別所282-12番地先～
大字指扇領別所283-1番地先

市道31936号線 調査・測量

R1 北
奈良町78-1番地先～
奈良町78-6番地先

市道30716号線 調査・測量

R1 北
吉野町2丁目249番地先～
吉野町2丁目255番地先

市道10836号線 継続

R1 北
吉野町2丁目218番地先～
吉野町2丁目218番地先

市道30515号線 調査・測量

R1 北
奈良町22-7番地先～
奈良町23‐1番地先

市道30404号線 調査・測量

R1 北
吉野町2丁目7-27番地先～
吉野町2丁目7-27番地先

市道10840号線 調査・測量

R1 北
宮原町4丁目43-1番地先～
宮原町4丁目54-20番地先

市道10749号線 継続

R1 北
日進町1丁目35-36番地先～
日進町1丁目35-25番地先

市道30850号線
市道30851号線

継続

R1 北
奈良町79-110番地先～
奈良町79-135番地先

市道30697号線
市道30707号線
市道30708号線

継続

R1 見沼
大字片柳264番地先～
大字片柳272番地先

市道22170号線 調査・測量

R1 見沼
大字丸ヶ崎1812-1～
大字丸ヶ崎2373-2

市道11840号線 継続

R1 見沼
丸ケ崎町16-1番地先～
丸ケ崎町16-2番地先

市道11762号線 調査・測量

R1 見沼
東大宮7丁目66‐20番地先～
東大宮7丁目58-6番地先

市道12400号線
市道12414号線
市道12415号線
市道12418号線

調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R1 見沼
東大宮7丁目71‐4番地先～
東大宮7丁目67‐3番地先

市道12399号線
市道12400号線
市道12401号線
市道12403号線
市道12405号線

調査・測量

R1 見沼
大字蓮沼531-10番地先～
大字蓮沼531-22番地先

市道12629号線 調査・測量

R1 見沼
大字南中野553-1番地先～
大字南中野552-4番地先

市道20637号線 調査・測量

R1 見沼
東大宮1丁目27-7番地先～
東大宮1丁目32-1番地先

市道11015号線 継続

R1 見沼
東大宮1丁目7-2番地先～
東大宮1丁目7-5番地先

市道11000号線 継続

R1 見沼
東大宮1丁目7-10番地先～
東大宮1丁目8-5番地先

市道10504号線 調査・測量

R1 見沼
東大宮1丁目7-6番地先～
東大宮1丁目8-6番地先

市道11001号線 継続

R1 見沼
東大宮1丁目1-23番地先～
東大宮1丁目6-27番地先

市道11013号線
市道11054号線
市道11098号線
市道11021号線

継続

R1 見沼
東大宮1丁目11-1番地先～
東大宮1丁目11-7番地先

市道10999号線 調査・測量

R1 見沼
東大宮1丁目76-14番地先～
東大宮1丁目90-2番地先

市道12366号線
市道12376号線
市道12377号線
市道12378号線

継続

R1 見沼
大字片柳1-44番地先～
大字片柳1298番地先

市道22070号線
市道21905号線

継続

R1 見沼
丸ヶ崎町47-33番地先～
丸ヶ崎町47-19番地先

市道11820号線 調査・測量

R1 見沼
深作2丁目30-2番地先～
深作2丁目32-10番地先

市道12035号線
市道12025号線
市道12029号線

継続

R1 見沼
東大宮1丁目8-5番地先～
東大宮1丁目21-7番地先

市道11007号線
市道11003号線

調査・測量

R1 見沼
東大宮1丁目18-5番地先～
東大宮1丁目18-9番地先

市道11004号線 調査・測量

R1 岩槻
大字鹿室314-1番地先～
大字鹿室131-2番地先

市道1011号線 調査・測量

R1 岩槻
加倉4丁目27-8番地先～
加倉4丁目28-27番地先

市道3015号線 調査・測量

R1 岩槻
大字表慈恩寺717-3番地先～
大字表慈恩寺746-4番地先

市道1510号線 調査・測量

R1 岩槻
大字鹿室148-1番地先～
大字鹿室115-1番地先

市道1054号線 調査・測量

R1 岩槻
大字浮谷2503-1番地先～
大字浮谷2503-2番地先

市道4320号線 調査・測量

R1 岩槻
大字徳力849-6番地先～
大字徳力882-1番地先

市道1273号線
市道1676号線

調査・測量

R1 岩槻
大字馬込988-4番地先～
大字馬込281-1番地先

国道122号 調査・測量

R1 岩槻
東町2丁目8-17番地先～
東町2丁目8-21番地先

市道3074号線 調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R1 岩槻
大字平林寺653-1番地先～
大字平林寺663-1番地先

市道2365号線
市道2363号線

調査・測量

R1 岩槻
裏慈恩寺739-1番地先～
裏慈恩寺603-2番地先

市道1077号線
市道1100号線

調査・測量

R1 岩槻
大字表慈恩寺671-1番地先～
大字表慈恩寺660-1番地先

市道イワ103号線 調査・測量

R1 岩槻
大字釣上314-1番地先～
大字釣上311-4番地先

市道6619号線 調査・測量

R1 岩槻
大字柏崎186番地先～
大字加倉17-1番地先

市道イワ115号線 継続

R1 岩槻
大字柏崎885-3番地先～
大字柏崎884-1番地先

市道3134号線 調査・測量

R1 岩槻
仲町2丁目8-21番地先～
仲町2丁目13-20-1番地先

市道4049号線 調査・測量

R1 岩槻
大字上野934-1番地先～
大字上野968番地先

市道1434号線
市道1442号線
市道1360号線
市道1415号線

継続

R1 岩槻
諏訪5丁目1-1番地先～
古ヶ場1丁目2番地先

市道イワ105号線 継続

R1 岩槻
大字高曽根996-1番地先～
大字野孫73-1番地先

市道イワ247号線 継続

R1 岩槻
大字横根1255-1番地先～
大字横根1271-1番地先

市道イワ226号線 継続

R1 岩槻
大字浮谷2825-3番地先～
大字浮谷2665-1番地先

市道イワ230号線
市道4308号線

継続

R1 岩槻
大字新方須賀53-1番地先～
大字大森360番地先

市道5819号線 継続

R1 岩槻
加倉1丁目6-25番地先～
本町1丁目2-16番地先

市道2618号線 継続

R1 岩槻
加倉1丁目19-1番地先～
加倉1丁目19-7番地先

市道2633号線 継続

R1 岩槻
大字長宮851-1番地先～
大字長宮866番地先

市道5251号線 継続

R1 岩槻
大字金重75-2番地先～
大字金重161-2番地先

市道2703号線 調査・測量

R1 岩槻
大字相野原249-2番地先～
大字相野原253-2番地先

市道1121号線 継続

R1 岩槻
大字掛318-2番地先～
大字掛339番地先

市道イワ213号線 継続

R1 岩槻
大字掛572-2番地先～
大字掛568-1番地先

市道2706号線 調査・測量

R1 岩槻
大字長宮701-1番地先～
大字長宮1210-1番地先

市道イワ237号線 継続

R1 岩槻
大字古ケ場13-2番地先～
大字古ケ場596-1番地先

市道1360号線
市道1342号線

継続

R1 岩槻
城南3丁目7-29番地先～
大字真福寺4-6番地先

一般県道蒲生岩槻線 調査・測量

R1 中央
本町東6丁目9番地先～
本町東6丁目9-5番地先

市道第74号線 調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R1 桜
南元宿1丁目3-16番地先～
南元宿1丁目12-17番地先

主要地方道さいたま鴻巣線 工事着手

R2 西
大字島根636番地先～
大字島根666-1番地先

市道40518号線
市道40470号線
市道40520号線

調査・測量

R2 西 大字指扇470-7番地先 市道40742号線 調査・測量

R2 西
大字佐知川292番地先～
大字佐知川1082-56番地先

市道40665号線 調査・測量

R2 西
三橋6丁目322-1番地先～
三橋6丁目321-3番地先

市道30894号線 調査・測量

R2 西
大字中野林492番地先～
大字中野林488番地先

市道40637号線 調査・測量

R2 西
大字島根215-7番地先～
大字島根220-10番地先

市道40457号線 調査・測量

R2 西
大字三条町28-12番地先～
大字三条町30-1番地先

市道40547号線 調査・測量

R2 西
大字指扇1884-55番地先～
大字指扇3156-2番地先

市道31792号線
市道31794号線
市道31798号線
市道31835号線
市道31842号線
市道31849号線
市道31852号線
市道31854号線
市道32433号線

調査・測量

R2 西
プラザ1-1番地先～
プラザ1-8番地先

市道40872号線 調査・測量

R2 北
吉野町1丁目366-14番地先～
吉野町1丁目365-7番地先

市道10762号線 調査・測量

R2 北
植竹町1丁目184番地先～
植竹町1丁目192番地先

市道10186号線 調査・測量

R2 北
植竹町1丁目440番地先～
植竹町1丁目456番地先

市道10209号線 調査・測量

R2 北
土呂町2丁目29-1番地先～
土呂町2丁目29-19番地先

市道10369号線
市道10370号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目239-11番地先～
吉野町2丁目240-2番地先

市道10809号線 調査・測量

R2 北
吉野町2丁目179-1番地先～
吉野町2丁目176-4番地先

市道30497号線
市道30618号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目196-4番地先～
吉野町2丁目217-39番地先

市道30515号線 調査・測量

R2 北
吉野町2丁目235-4番地先～
吉野町2丁目235-5番地先

市道10814号線 調査・測量

R2 北
吉野町2丁目263-4番地先～
吉野町2丁目263-5番地先

市道10828号線 調査・測量

R2 北
吉野町2丁目268-1番地先～
吉野町2丁目269-6番地先

市道10837号線 調査・測量

R2 北
吉野町2丁目221-1番地先～
吉野町2丁目222-10番地先

市道30502号線
市道30515号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目228-8番地先～
吉野町2丁目230-1番地先

市道10806号線
市道10807号線

調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R2 北
吉野町2丁目284-6番地先～
吉野町2丁目283-1番地先

市道10809号線
市道10810号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目277-1番地先～
吉野町2丁目282-1番地先

市道10819号線
市道10811号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目266-7番地先～
吉野町2丁目268-5番地先

市道10835号線
市道10836号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目270-6番地先～
吉野町2丁目271-1番地先

市道10837号線 調査・測量

R2 北
吉野町2丁目1-5番地先～
吉野町2丁目5-8番地先

市道10838号線
市道10843号線

調査・測量

R2 北
吉野町2丁目8-11番地先～
吉野町2丁目10-1番地先

市道10840号線 調査・測量

R2 北
吉野町1丁目2-1番地先～
吉野町1丁目425-9番地先

市道10774号線
市道10775号線
市道10777号線
市道10779号線
市道10783号線
市道10785号線
市道10799号線
市道10870号線
市道10890号線
市道10892号線
市道10893号線
市道10895号線
市道30430号線

調査・測量

R2 北
植竹町1丁目405番地先～
植竹町1丁目412番地先

市道10204号線 調査・測量

R2 北
今羽町200-1番地先～
今羽町58番地先

市道10877号線 調査・測量

R2 北
土呂町1丁目79-4番地先～
土呂町1丁目79-1番地先

市道10538号線
市道10539号線
市道10551号線

調査・測量

R2 北
東大成町2丁目467番地先～
東大成町2丁目522番地先

市道10073号線 調査・測量

R2 北
今羽町477-3番地先～
今羽町489-2番地先

市道10898号線 調査・測量

R2 北
櫛引町2丁目123-3番地先～
櫛引町2丁目113-2番地先

市道30023号線
市道30116号線

継続

R2 北
植竹町2丁目1番地先～
植竹町2丁目2番地先

市道10313号線 調査・測量

R2 北
植竹町1丁目825番地先～
植竹町1丁目267番地先

市道10212号線
市道10215号線

調査・測量

R2 北
宮原町2丁目15番地先～
宮原町2丁目22番地先

市道30290号線
市道30306号線

調査・測量

R2 北
宮原町2丁目35番地先～
宮原町2丁目36番地先

市道10710号線 調査・測量

R2 北
宮原町2丁目4番地先～
宮原町2丁目5番地先

市道30290号線 調査・測量

R2 北
宮原町2丁目45番地先～
宮原町2丁目47番地先

市道10644号線 調査・測量

R2 北
宮原町2丁目67番地先～
宮原町2丁目70番地先

市道10631号線 調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R2 北
宮原町2丁目55番地先～
宮原町2丁目62番地先

市道10605号線 調査・測量

R2 北
宮原町2丁目116番地先～
宮原町2丁目121番地先

市道10655号線 調査・測量

R2 北
宮原町1丁目295番地先～
宮原町1丁目461番地先

市道30273号線 調査・測量

R2 北
吉野町1丁目9番地先～
吉野町1丁目330番地先

市道10731号線 調査・測量

R2 大宮
上小町757-13番地先～
上小町549-5番地先

市道40071号線 調査・測量

R2 大宮
高鼻町1丁目122-1番地先～
高鼻町1丁目160-1番地先

市道10141号線 調査・測量

R2 大宮
東町2丁目211-1番地先～
東町2丁目2-12番地先

市道20066号線 継続

R2 大宮
東町2丁目132-1番地先～
東町2丁目95番地先

市道20120号線 調査・測量

R2 大宮
上小町137-3番地先～
上小町139-3番地先

市道40096号線 調査・測量

R2 大宮
東町2丁目137番地先～
東町2丁目192番地先

市道20122号線 調査・測量

R2 大宮
東町2丁目200番地先～
東町2丁目216番地先

市道20123号線 調査・測量

R2 大宮
桜木町4丁目953番地先～
桜木町4丁目958-3番地先

市道40082号線 調査・測量

R2 大宮
三橋2丁目639-2番地先～
三橋2丁目645番地先

市道40191号線 調査・測量

R2 見沼
深作1丁目26-4番地先～
深作1丁目25-1番地先

市道12098号線 調査・測量

R2 見沼
大字東新井316番地先～
大字東新井309-1番地先

市道20803号線 調査・測量

R2 見沼
大和田町1丁目940-5番地先～
大和田町1丁目1005番地先

市道11309号線 調査・測量

R2 見沼
東大宮7丁目31-1番地先～
東大宮7丁目30-2番地先

市道12413号線 調査・測量

R2 見沼 大字大谷1108番地先 市道22318号線 継続

R2 見沼
大字南中丸209-15番地先～
大字南中丸209-3番地先

市道20491号線 調査・測量

R2 見沼
大字南中丸1272-23番地先～
大字南中丸1156-40番地先

市道20575号線
市道20583号線
市道20871号線

調査・測量

R2 見沼
東大宮1丁目75-9番地先～
東大宮1丁目75-1番地先

市道12380号線
市道12385号線

調査・測量

R2 見沼
大字御蔵1553-10番地先～
大字御蔵1553-6番地先

市道20776号線 調査・測量

R2 見沼
大字小深作412番地先～
大字小深作946番地先

市道12194号線 調査・測量

R2 見沼
宮ケ谷塔3丁目377番地先～
宮ケ谷塔3丁目381番地先

市道12182号線 調査・測量

R2 見沼
大字東宮下654-39番地先～
大字東宮下705-32番地先

市道21636号線 調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R2 見沼
大字大谷1751番地先～
大字蓮沼1240番地先

市道21533号線
市道21536号線

調査・測量

R2 見沼
堀崎町1461番地先～
堀崎町1454-3番地先

市道12432号線 調査・測量

R2 見沼
大字東新井710-5番地先～
大字東新井710-57番地先

市道20698号線
市道20676号線

調査・測量

R2 見沼
大字御蔵1432-97番地先～
大字御蔵1432-53番地先

市道20761号線 調査・測量

R2 見沼
大字丸ヶ崎2408-1番地先～
大字丸ヶ崎2691-1番地先

市道12695号線 調査・測量

R2 岩槻
大字大森140番地先～
大字大森147-2番地先

市道5235号線 調査・測量

R2 岩槻 大字黒谷2166番地先 市道6235号線 調査・測量

R2 岩槻
仲町2丁目8-21番地先～
仲町2丁目13-20-1番地先

市道4049号線 調査・測量

R2 岩槻
大字笹久保新田770-1番地先～
大字横根1255-1番地先

市道3501号線
市道3540号線
市道6738号線
市道イワ226号線

調査・測量

R2 岩槻
太田2丁目16-8番地先～
城町2丁目4-1番地先

市道イワ110号線 継続

R2 岩槻
大字表慈恩寺966番地先～
大字表慈恩寺965-1番地先

市道1238号線 調査・測量

R2 岩槻
笹久保新田845-1番地先～
笹久保新田846-1番地先

市道3490号線 調査・測量

R2 岩槻
大字裏慈恩寺367-1番地先～
大字裏慈恩寺379-1番地先

市道イワ202号線 調査・測量

R2 岩槻
大字長宮330-1番地先～
大字大野島307-2番地先

市道イワ241号線 継続

R2 岩槻
大字南下新井1006-1番地先～
大字南下新井1007番地先

市道4271号線 調査・測量

R2 岩槻
仲町1丁目12-2番地先～
仲町1丁目13-16番地先

市道4079号線 調査・測量

R2 岩槻
大字高曽根1317-1番地先～
大字高曽根1399-1番地先

市道イワ235号線
市道イワ231号線
市道4453号線

調査・測量

R2 岩槻
大字高曽根630-1番地先～
大字高曽根619-6番地先

市道6065号線 調査・測量

R2 岩槻
大字大野島307番地先～
大字大野島318番地先

市道イワ242号線 調査・測量

R2 岩槻
大字小溝26-163番地先～
大字小溝26-177番地先

市道1265号線 調査・測量

R2 岩槻
大字笹久保1833番地先～
大字笹久保1898-3番地先

市道イワ226号線 調査・測量

R2 岩槻
大字末田1095-3番地先～
大字末田1013-3番地先

市道6081号線 調査・測量

R2 岩槻
大字黒谷1338-1番地先～
大字黒谷1346-3番地先

市道イワ232号線 調査・測量

R2 岩槻
大字徳力718-4番地先～
大字徳力727-1番地先

市道1275号線 調査・測量



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R2 岩槻
本宿町7908-1番地先～
本宿町7898-5番地先

市道イワ214号線
市道2704号線

調査・測量

R2 岩槻
大字笹久保736-6番地先～
大字黒谷1666-1番地先

市道6237号線 調査・測量

R2 中央
鈴谷4丁目19番地先～
鈴谷5丁目6番地先

市道第10号線 工事着手

R2 中央
八王子2丁目17-16番地先～
八王子2丁目4-3番地先

市道第5号線 調査・測量

R2 中央
円阿弥2-4-10番地先～
円阿弥2-5-8番地先

市道第155号線 調査・測量

R2 中央
桜丘1-13-1番地先～
桜丘1-13-6番地先

市道第307号線 調査・測量

R2 桜
南元宿2-28-7番地先～
南元宿2-26-19番地先

市道C-29号線 調査・測量

R2 桜
町谷1-453-1番地先～
町谷1-745-2番地先

主要地方道さいたま鴻巣線 調査・測量

R2 浦和
岸町1丁目1-19番地先～
岸町1丁目8-13番地先

市道F-148号線 調査・測量

R2 浦和
元町1-9-25番地先～
元町1-15-16番地先

市道H-71号線 調査・測量

R2 浦和
常盤9丁目26-6番地先～
常盤7丁目12-4番地先

市道E-272号線 調査・測量

R2 緑
松木3-14-6番地先～
松木3-15-3番地先

市道L-1113号線 調査・測量

R2 緑
大字中尾2268番地先～
大字中尾2170番地先

市道M-507号線 調査・測量

R2 緑
大字玄蕃新田701-6番地先～
大字南部領辻3686-1番地先

一般県道さいたま鳩ケ谷線 調査・測量

R3 西
大字飯田新田257番地先～
大字飯田新田257番地先

市道41324号線 受理

R3 西
大字高木652-1番地先～
大字高木665-1番地先

市道31949号線 受理

R3 西
大字高木652-1番地先～
大字高木653番地先

市道32490号線 受理

R3 西
大字清河寺1232-5番地先～
大字内野本郷1059-7番地先

市道31241号線 受理

R3 西
宮前町612-14番地先～
宮前町612-2番地先

市道30968号線
市道32579号線

受理

R3 西
三橋5-1460-1番地先～
三橋5-1477-2番地先

市道40342号線 受理

R3 西
大字宝来623-2番地先～
大字宝来630-3番地先

市道32292号線 受理

R3 西
大字中野林666-1番地先～
大字中野林445番地先

市道40648号線 受理

R3 北
奈良町38-3番地先～
奈良町93-1番地先

市道30437号線 受理

R3 北
吉野町2-216-1番地先～
吉野町2-216-9番地先

市道30505号線 受理

R3 北
本郷町1405番地先～
本郷町1549-3番地先

市道10528号線 受理



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R3 北
吉野町1-334番地先～
宮原町4-37番地先

市道10726号線
市道10715号線

受理

R3 北
吉野町2-7-1番地先～
吉野町2-10-6番地先

市道10837号線 受理

R3 北
日進町2-391番地先～
日進町2-332番地先

市道30242号線
市道30209号線
市道30228号線

受理

R3 北
吉野町2-231-4番地先～
吉野町2-276-1番地先

市道10857号線 受理

R3 北
別所町63-7番地先～
別所町63-1番地先

市道30640号線 受理

R3 北
奈良町106番地先～
奈良町107番地先

市道30667号線 受理

R3 北
盆栽町211-3番地先～
盆栽町211-1番地先

市道10360号線 受理

R3 北
日進町3丁目295番地先～
日進町3丁目292番地先

市道30759号線 受理

R3 北
日進町3丁目837-4番地先～
日進町3丁目802-1番地先

市道30386号線 受理

R3 北
土呂町1丁目72-15番地先～
土呂町1丁目72-47番地先

市道10545号線 受理

R3 大宮
桜木町4-894番地先～
桜木町4-747番地先

市道40024号線 受理

R3 大宮
桜木町3-252番地先～
大成町2-44-9番地先

市道10052号線 受理

R3 大宮
天沼町2丁目184番地先～
天沼町2丁目202番地先

市道20203号線
市道20204号線

受理

R3 大宮
堀の内町2丁目492番地先～
堀の内町2丁目608番地先

市道20462号線 受理

R3 大宮
三橋3丁目243-1番地先～
三橋4丁目352-3番地先

市道40199号線
市道40210号線
市道40219号線

受理

R3 大宮
桜木町4丁目730番地先～
桜木町4丁目589-2番地先

市道40032号線
市道40041号線

受理

R3 大宮
大成町2丁目314-1番地先～
大成町2丁目319-1番地先

市道30858号線 受理

R3 見沼
丸ヶ崎町17-1番地先～
丸ヶ崎町17-11番地先

市道11123号線
市道11762号線

受理

R3 見沼
深作3-4-17番地先～
深作3-12-15番地先

市道12016号線
市道12012号線
市道11795号線

受理

R3 見沼
中川147-1番地先～
中川163番地先

市道20724号線 受理

R3 見沼
東宮下2丁目181番地先～
東宮下2丁目182番地先

市道21620号線 受理

R3 見沼
堀崎町1479番地先～
堀崎町1485-2番地先

市道12423号線 受理

R3 見沼
東大宮5丁目15-12番地先～
東大宮5丁目15-3番地先

市道11024号線 受理

R3 見沼
東大宮5丁目20-2番地先～
東大宮5丁目20-10番地先

市道11029号線 受理



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況
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R3 見沼
染谷2丁目311番地先～
染谷2丁目312番地先

市道22037号線 受理

R3 見沼
大字丸ヶ崎2649番地先～
大字丸ヶ崎2503-1番地先

市道11886号線 受理

R3 見沼
東大宮5丁目25-8番地先～
東大宮5丁目25-31番地先

市道11030号線 受理

R3 見沼
東大宮5丁目26-1番地先～
東大宮5丁目27-7番地先

市道11048号線 受理

R3 見沼
東大宮5丁目39-1番地先～
東大宮5丁目48-17番地先

市道11053号線
市道11054号線
市道11055号線
市道11116号線

受理

R3 見沼
東大宮6丁目55-8番地先～
東大宮6丁目55-4番地先

市道12454号線 受理

R3 見沼
深作3丁目42番地先～
深作3丁目33-9番地先

市道12024号線
市道12028号線
市道12029号線

受理

R3 見沼
東大宮4丁目69-2番地先～
東大宮4丁目69-2番地先

市道11056号線 受理

R3 見沼
大和田町1丁目500-1番地先～
大和田町1丁目523-1番地先

市道11347号線 受理

R3 見沼
深作3丁目18-8番地先～
深作3丁目19-2番地先

市道12042号線 受理

R3 見沼
堀崎町1590番地先～
堀崎町1593-2番地先

市道12408号線 受理

R3 見沼
深作1丁目8-14番地先～
深作1丁目8-3番地先

市道12056号線 受理

R3 見沼
東大宮7丁目35-2番地先～
東大宮7丁目35-11番地先

市道12438号線 受理

R3 見沼
深作3丁目7-26番地先～
深作3丁目12-29番地先

市道12097号線 受理

R3 見沼
東大宮1丁目32-5番地先～
東大宮1丁目83-11番地先

市道11012号線
市道12380号線
市道12381号線
市道12384号線
市道12385号線
市道12386号線

受理

R3 見沼
東大宮1丁目90-3番地先～
東大宮1丁目98-15番地先

市道12366号線
市道12367号線
市道12368号線
市道12370号線
市道12371号線
市道12372号線
市道12373号線
市道12374号線
市道12375号線

受理

R3 見沼
東大宮1丁目89-12番地先～
東大宮1丁目86-3番地先

市道12372号線
市道12373号線
市道12383号線
市道12387号線

受理

R3 見沼
東大宮1丁目21-6番地先～
東大宮1丁目20-2番地先

市道11006号線 受理

R3 見沼
東大宮1丁目10-1番地先～
東大宮1丁目10-3番地先

市道10999号線 受理
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R3 見沼
東大宮1丁目28-3番地先～
東大宮1丁目28-4番地先

市道11016号線 受理

R3 見沼
東大宮7丁目49-1番地先～
東大宮7丁目49-1番地先

市道12420号線 受理

R3 見沼
東大宮7丁目64-1番地先～
東大宮7丁目64-15番地先

市道12410号線 受理

R3 見沼
東大宮6丁目57-8番地先～
東大宮6丁目57-17番地先

市道12451号線
市道12452号線

受理

R3 見沼
東大宮7丁目46-2番地先～
東大宮7丁目43-3番地先

市道11024号線
市道11033号線
市道12416号線
市道12422号線
市道12425号線

受理

R3 見沼
染谷3丁目199番地先～
染谷3丁目209番地先

市道22014号線 受理

R3 見沼
東大宮7丁目1-6番地先～
東大宮7丁目1-7番地先

市道12444号線 受理

R3 見沼
東大宮7丁目73-19番地先～
東大宮7丁目77-4番地先

市道12392号線
市道12393号線
市道12394号線

受理

R3 見沼
見沼区東大宮1丁目99-15番地先～
北区見沼3丁目175番地先

市道10505号線 受理

R3 見沼
深作5丁目139番地先～
深作5丁目145-1番地先

市道12247号線 受理

R3 見沼
深作3丁目13-1番地先～
深作3丁目22-1番地先

市道12037号線
市道12038号線
市道12039号線
市道12040号線
市道12041号線
市道12043号線
市道12044号線
市道12045号線
市道12046号線

受理

R3 岩槻
大字高曽根938-1番地先～
大字末田2203-3番地先

市道6064号線 受理

R3 岩槻
宮町2-6-30番地先～
宮町2-6-52番地先

市道2502号線 受理

R3 岩槻
相野原126-1番地先～
相野原126-3番地先

市道1135号線 受理

R3 岩槻
大字裏慈恩寺1106番地先～
大字裏慈恩寺1277番地先

市道イワ101号線 受理

R3 岩槻
大字野孫156番地先～
大字野孫739番地先

市道イワ123号線 受理

R3 岩槻
大字大野島135-2番地先～
大字大野島142-1番地先

市道5116号線 受理

R3 岩槻
大字南下新井713-1番地先～
大字南下新井689番地先

市道4282号線
市道4478号線

受理

R3 岩槻
大字横根183-1番地先～
大字横根463番地先

市道3338号線
市道3340号線
市道3368号線

受理



令和4年3月31日現在

受付年度 区名 場所 路線名 取組状況

令和３年度　スマイルロード整備事業　取組状況一覧（平成２４年度以降受付）

R3 岩槻
大字横根2-1番地先～
大字横根107-1番地先

市道3328号線
市道3329号線
市道3330号線
市道3347号線
市道3332号線
市道3319号線
市道3335号線

受理

R3 岩槻
古ケ場2丁目9-10番地先～
古ケ場2丁目9-9番地先

市道1348号線 受理

R3 岩槻
大字小溝1047-4番地先～
大字小溝921-288番地先

市道イワ101号線 受理

R3 岩槻
府内4丁目3-23番地先～
府内4丁目2-40番地先

市道4209号線 受理

R3 岩槻
大字釣上新田1403-2番地先～
大字釣上新田1419-4番地先

市道6471号線 受理

R3 岩槻
大字野孫27-2番地先～
大字野孫34-3番地先

市道6123号線
市道6130号線

受理

R3 岩槻
大字大谷591-1番地先～
大字増長197-1番地先

主要地方道野田岩槻線
市道イワ242号線
市道5073号線
市道5192号線

受理

R3 岩槻
大字浮谷2441番地先～
大字浮谷162-1番地先

市道3285号線 受理

R3 中央
新中里3丁目3-12番地先～
新中里3丁目1-8番地先

市道第481号線 受理

R3 中央
本町東3丁目5-1番地先～
本町東3丁目5-5番地先

一般県道宗岡さいたま線 受理

R3 浦和
針ヶ谷1-5-1番地先～
針ヶ谷1-8-12番地先

市道G-26号線 受理

R3 浦和
領家2-9-17番地先～
領家1-15-6番地先

市道H-46号線 受理

R3 浦和
高砂2-14-16番地先～
仲町2-2-6番地先

市道E-185号線
市道E-187号線

受理

R3 浦和
北浦和2-4-3番地先～
北浦和2-5-8番地先

市道G-107号線 受理

R3 浦和
瀬ヶ崎4丁目11-12番地先～
瀬ヶ崎4丁目10-16番地先

市道J-170号線
市道J-174号線

受理

R3 浦和
領家3丁目16-18番地先～
領家3丁目13-9番地先

市道J-148号線 受理

R3 浦和
元町1丁目19-4番地先～
元町1丁目14-1番地先

市道H-64号線 受理

R3 南
大谷場1-1-7番地先～
大谷場1-1-30番地先

市道I-107号線 受理

R3 南
南浦和2-22-8番地先～
南浦和2-22-5番地先

市道I-171号線 受理

R3 緑
原山1-13-12番地先～
原山1-13-18番地先

市道K-1号線 受理

R3 緑
太田窪3丁目18-7番地先～
太田窪3丁目19-14番地先

市道K-290号線 受理

R3 緑
大字大崎2862-1番地先～
大字大崎2874-1番地先

市道N-606号線 受理


