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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 18.4 ha

平成 16 年度 ～ 平成 20 年度 平成 16 年度 ～ 平成 年度

目標

目標１

目標２

目標３

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単 位 基準年度 目標年度

人 平成16年 平成20年度

人 平成16年 平成20年度

人 平成16年 平成20年度

人 平成16年 平成20年度

都道府県名 埼玉県 さいたま市
し

東
ひがし

岩槻
いわつき

駅
えき

周辺
しゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 20

大目標：東岩槻駅の拠点性と交流機能の向上による周辺地域の活性化

 本地区は、東武野田線東岩槻駅を中心とした地区で、昭和４５年に県施工による土地区画整理事業が完了した地区である。駅北口の駅前広場及び駅前通り線にあたる市道イワ２０８号線沿いのスーパー等の中規模商業施設や
個人店舗が立地している。
  一方駅南側は、南口が開設していないことから、一部個人店舗の立地がみられるが、住宅が地域の大部分を占めている。
 道路をはじめとする公共施設は、当時の土地区画整理事業により整備されたもので、老朽化による補修が必要になっていることや、地区住民の高齢化にともない、駅施設を含めた既存施設のバリアフリーへの対応が懸案になって
いる。
 本地区は、近隣商業地区であり多くの人が集まることから防災機能の充実が必要となっている。
 また、駅南方１キロには,土地区画整理事業が施工中の南平野地区があり、住宅の立地及び人口定着が順調に進んでおり、南口の開設が望まれている。

・南口が開設されていないことによる駅南北の地域分断の解消
・駅南方１キロに位置し現在土地区画整理事業が施工中の南平野地区の人口定着の促進
・地域住民の高齢化に対応したバリアフリー整備の促進
・道路を始めとした老朽化した都市基盤施設の修繕
・駅周辺の商業環境の活性化
・駅周辺の防災機能の充実

 さいたま市（旧岩槻市）岩槻市第３次総合振興計画
「東岩槻駅の南口開設、エレベーター等の設置、駅利用者の利便性に配慮した駅施設の改善、並びに駅舎及び駅周辺施設についてもバリアフリーの視点に立った改善に努める」
 さいたま市（旧岩槻市）都市計画マスタープラン
「東岩槻駅南口の開設及び南口駅前広場の整備を図り、岩槻区東部の交通結節機能の強化を進める」

指  標 定  義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

17,600人／日

南口からの乗降人数 南口利用地域の人口推計から算出 駅南地域の駅アクセスの向上を指標化 0人／日 7,800人／日

東岩槻駅の乗降人数 東岩槻駅駅勢圏の人口推計から算出 周辺地域の人口定着と東岩槻駅の拠点性を指標化 17,100人／日

3,400人

ふれあいプラザ利用者数 現在の利用者数の人口割合から算出 駅北側からのアクセス向上による施設利用者の増加を指標化 152,000人／年 157,000人／年

南平野地区の人口定着 現在の人口推計から計画人口到達時期を算出 駅施設の利用条件の向上による周辺地域の人口増を指標化 2,800人

駅南北の分断を解消し、交流機能を高め活性化を図る。

駅南口の開設により、南平野土地区画整理地区の人口定着を促進する。

駅舎、自由通路、駅前広場、駅前通りの一体的バリアフリー化と駅広に耐震性貯水槽を設置し防災機能の向上を図る。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・駅に付帯する、駅前広場の整備を行い、一体的な魅力創出と歩行者及び車交通とのアクセス機能を高め交通結節機能の強化を図る。
・駅施設及び、駅前広場、関連市道の段差解消及び歩道誘導施設の整備等により一体的バリアフリー化を図り、駅利用者の利便性の向上を図る。
・耐震性貯水槽を設置し、地域防災の向上を図る。

高次都市施設（基幹事業／自由通路）、東岩槻駅舎築造（提案事業）、高質空間形成施設
（基幹事業／南口駅前広場）
道路（基幹事業／市道２０９号線）
地域生活基盤施設（基幹事業／耐震性貯水槽）

 本地区に関連して、さいたま市（旧岩槻市）では、平成１３年度～平成１７年度の５年計画で江川・南平野地区が、まちづくり総合支援事業に取り組んでおり平成１６年度ベースで、まちづくり総合支援事業は総事業費２億６千７百万円に対し２億１千万円と
なっており進捗率７８．６％である。また、それぞれの区画整理事業の進捗率は１６年度予算ベースで江川地区の進捗率が８６％南平野地区が８９％となっており、どちらの地区も完了間近となっている。

整備方針３（結節機能の強化と一体的バリアフリー化）

方針に合致する主要な事業

・駅舎橋上化と併せ、駅南北の分断を解消し、地域の交流と活性化を図るため自由通路の整備を行う。
・駅施設と併せ地域のシンボル的な施設となり、関連する施設整備と併せ地域全体のイメージアップを目指す。

高次都市施設（基幹事業／自由通路）、東岩槻駅舎築造（提案事業）
高質区間形成施設（基幹事業／南口駅前広場）

・駅舎橋上化に伴い自由通路の整備並びに南口を開設し駅南側の利用者の利便性を高め南平野地区の人口定着を促進する。
・南口の開設に併せ、南口駅前広場を植栽やインターロッキングで整備し魅力ある東岩槻駅南側の玄関として整備する。

高次都市施設（基幹事業／自由通路）、東岩槻駅舎築造（提案事業）、高質空間形成施設
（基幹事業／南口駅前広場）、南平野土地区画整理事業（関連事業）

整備方針１（駅南北の分断解消と活性化）

整備方針２（南平野地区の人口定着）



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 さいたま市 直 300m 18 20 18 20 36 36 36 36

公園

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 さいたま市 直 － 19 19 19 19 10 10 10 10

高質空間形成施設 さいたま市 直 － 16 18 16 18 119 119 119 119

高次都市施設 さいたま市 直 － 16 18 16 18 724 724 724 724

既存建造物活用事業 －

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 889 889 889 889 …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

さいたま市 直 A=578㎡ 16 18 16 18 634 634 634 634

0

0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合計 634 634 634 634 …B
合計(A+B) 1,523

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

さいたま市 国土交通省 A=67.1ha ○ S63 H17 9,680

合計 9,680

市道ｲﾜ209号線

493

うち民負担分

国費率 0.324

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

区画整理事業 南平野地区

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

－

－

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

東岩槻駅舎築造 東岩槻駅

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

－

－

－

直／間
細項目

交付対象事業費 1,523 交付限度額

事業 事業箇所名 事業主体



都市再生整備計画の区域

 東岩槻駅周辺地区（埼玉県さいたま市） 面積 18.4 ha 区域 さいたま市岩槻区東岩槻１丁目、２丁目、４丁目、５丁目、６丁目の一部

※ 計画区域が分かるような図面を添付すること。

国道１６号線

国道１２２号線

国道１２２号線

東北自動車道

岩槻インターチェンジ

岩槻駅

東岩槻駅

東武野田線

 Ｎ

100 500         1000m

東岩槻駅周辺地区（18.4ha）



東岩槻駅の乗降人数 （人/日） 17,100 （H16年度） → 17,600 （H20年度）
南口からの乗降人数 （人/日） 0 （H16年度） → 7,800 （H20年度）
南平野地区の人口定着 （  人 ） 2,800 （H16年度） → 3,400 （H20年度）

 東岩槻駅周辺地区（埼玉県さいたま市） 整備方針概要図

目標 東岩槻駅の拠点性と交流機能の向上による周辺地域の活性化
代表的
な指標

■【基幹事業】道路
 （市道イワ209号線）
   L=300m,W=16m

 Ｎ

100 500         1000m

■【基幹事業】 高次都市施設
 （東岩槻駅自由通路）
  A=８１９㎡

東岩槻駅周辺地区（18.4ha）

□【提案事業】 地域創造支援事業
 （東岩槻駅舎築造） A=578㎡
 （駅舎エレベーター） 1基

■【基幹事業】高質空間形成施設
 （南口駅前広場）
  A=1,750㎡

■【基幹事業】 地域生活基盤施設
 （耐震性貯水槽）
  V=60t


