
【第２回】

大宮駅東口周辺公共施設再編推進本部
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平成２８年３月２３日（水）
大宮駅東口周辺公共施設再編推進本部事務局

大宮駅東口まちづくり事務所



議事 １ 東日本交流拠点 形成    

議事 ２ 連鎖型まちづくりの役割と
各エリアに求められる機能について

議事 ３ 今後の進め方について

■ 意見交換 ■



１．東日本交流拠点 形成    

１－１ 国土形成計画（全国計画）について①

１－２ 〃 ②

１－３ 首都圏広域地方計画について

１－４ ６
広域地方計画  大宮 位置付 ① ③
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１－１ 国土形成計画（全国計画）について①

●目標
①安全で豊かさを実感できる国
②経済成長 続  活力  国
③国際社会で存在感を発揮する国

●計画期間
2015年 2025年

●基本構想
 対流促進型国土  形成



１－２ 国土形成計画（全国計画）について②

● 対流促進型国土 形成    
具体的方向性
広域地方計画の策定

・全国計画を踏まえ８つの広域ブロックごとに平成27年度中 計画策定
 各広域     自律的 発展 相互 交流／連携
 各広域     独自性 活  特色  地域戦略 描 

※北海道：北海道総合開発計画
沖縄県：沖縄振興計画

（出典）国土形成計画（全国計画）概要資料



１－３ 首都圏広域地方計画について

●対象の区域
１都7県を基本に
隣接４県 視野

●計画の役割
全国計画である国土形成計画を
着実 実行 、
日本再興  流  確実   

（出典）国土形成計画（全国計画）概要資料



東北圏・北陸圏・北海道連結
首都圏対流拠点の創出プロジェクト
東北圏・北陸圏・北海道連結
首都圏対流拠点の創出プロジェクト

（出典）第5回首都圏広域地方計画協議会資料

１－４ 広域地方計画での大宮の位置づけ①

大宮 連携・交流拠点の集積・強化
新都心 災害時のバックアップ拠点機能の強化
大宮 連携・交流拠点の集積・強化
新都心 災害時のバックアップ拠点機能の強化

（出典）首都圏広域連携未来シンポジウム資料

「連携のかたまり」同士のコラボ
観光面での首都圏広域リングの形成
「連携のかたまり」同士のコラボ
観光面での首都圏広域リングの形成
（出典）第5回首都圏広域地方計画協議会参考資料

本年３月末に大臣決定が予定される首都圏広域地方計画（原案）の内容（一部抜粋）



１－５ 広域地方計画での大宮の位置づけ②
『首都圏広域地方計画（原案）』での「大宮」位置づけ

東北圏 北陸圏 北海道圏 連結  首都圏対流拠点 創出  拠点
             支  東日本 玄関口 

具体的取組内容
国際的な結節機能の充実
 各圏域   人    集結 交流機能 高    
交通機関相互の結節機能を強化
・空港アクセスの強化により
国際的 連携 交流機能 情報発信力 充実 強化

対流拠点機能 集積強化
 東日本 地域資源 相互利用 企業活動 活発化
観光コンテンツの充実・連携を図るため、都市間連携の
場の構築とMICE機能  対流拠点機能 整備

災害時の
バックアップ拠点機能の強化
・立地特性を活かした防災連携拠点の整備促進と
首都中枢機能を支える都市機能の充実
・TEC‐FORCEの進出拠点に位置付け
・エネルギー供給設備の整備促進等
・DMATの派遣体制の整備
関連インフラ等の整備等
 地域高規格道路  交通    整備 促進

西日本 玄関口 品川  並 
東日本の玄関口「大宮」として拠点機能を強化

第5回首都圏広域地方計画協議会資料より引用



東日本の玄関口「大宮」の
機能強化イメージ

●災害時のバックアップ拠点機能の強化●災害時のバックアップ拠点機能の強化

さいたま新都心駅周辺地域さいたま新都心駅周辺地域

●連携・交流拠点の集積・強化●連携・交流拠点の集積・強化

大宮駅周辺地域大宮駅周辺地域

MICE機能を含む市街地再開発事業

公的不動産(PRE)を活用した連鎖型まちづくり

桜木駐車場用地
利活用の検討

防災機能を有する公園
(TEC-FORCE進出拠点に位置付け）

国の出先機関の集積
（国土交通省関東地方整備局等）

既存MICE機能がフル稼働中

既存MICE機能がフル稼働中

大宮駅

さいたま
新都心駅

新幹線

新幹線新幹線

東日本 広域交流拠点 創出東日本 広域交流拠点 創出

１－６ 広域地方計画での大宮の位置づけ③

第5回首都圏広域地方計画
協議会資料を基に作成



２．連鎖型まちづくりの役割と
各エリアに求められる機能について

２－１ 広域交流拠点の整備に向けた取組み（案）

２－２ 連鎖型まちづくりの役割（案）

２－３ 駅前賑わい拠点について（案）

２－４ 地域連携拠点について（案）
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発達した交通結節機能により
東日本の各圏域から人・モノが集結する
『大宮駅周辺地域』
広域的な防災機能や医療拠点機能に加え
国の機関が集積する
『さいたま新都心周辺地域』
２つの地域の連携によって
東日本の広域交流拠点の
更なる機能向上を実現するため
強力な で推進するまちづくり

発達した交通結節機能により
東日本の各圏域から人・モノが集結する
『大宮駅周辺地域』
広域的な防災機能や医療拠点機能に加え
国の機関が集積する
『さいたま新都心周辺地域』
２つの地域の連携によって
東日本の広域交流拠点の
更なる機能向上を実現するため
強力な で推進するまちづくり

東日本の広域交流拠点 形成（市の取組み）東日本の広域交流拠点 形成（市の取組み）

２－１ 広域交流拠点の整備に向けた取組み（案）

（検討中 内容   今後変更          ）

首都圏広域地方計画（国のプロジェクト）首都圏広域地方計画（国のプロジェクト）

●国際的な結節機能の充実
・首都圏対流拠点の創出
・空港へのアクセス強化
連携・交流機能や情報発信力の強化
●対流拠点機能の集積強化
・都市間連携の場の構築、MICE機能整備

●国際的な結節機能の充実
・首都圏対流拠点の創出
・空港へのアクセス強化
連携・交流機能や情報発信力の強化
●対流拠点機能の集積強化
・都市間連携の場の構築、MICE機能整備

大宮広域交流拠点整備大宮広域交流拠点整備

●災害時のバックアップ拠点機能の強化
・防災連盟拠点の整備促進
・TEC-FORCE進出拠点に位置付け
・エネルギー供給設備の整備促進
・DMATを派遣できる体制整備

●災害時のバックアップ拠点機能の強化
・防災連盟拠点の整備促進
・TEC-FORCE進出拠点に位置付け
・エネルギー供給設備の整備促進
・DMATを派遣できる体制整備

さいたま新都心防災バックアップ拠点整備さいたま新都心防災バックアップ拠点整備

第5回首都圏広域地方計画協議会資料より

大宮駅周辺地域大宮駅周辺地域

さいたま新都心周辺地域さいたま新都心周辺地域



２－２ 連鎖型まちづくりの役割（案）

大宮駅グランドセントラルステーション化構想大宮駅グランドセントラルステーション化構想

周辺
まちづくり

交通基盤
整備

駅機能
高度化

三身一体のまちづくり

桜木駐車場用地
利活用 検討
桜木駐車場用地
利活用 検討

既存
MICE
機能

国の
機関の
集積

防災機能
を有する
講演

公共用地・公的不動産を活用し
大宮駅周辺地域とさいたま新都心周辺地域との
地域間連携を図り
東日本の広域交流拠点の
更なる機能向上を実現するまちづくり

公共用地・公的不動産を活用し
大宮駅周辺地域とさいたま新都心周辺地域との
地域間連携を図り
東日本の広域交流拠点の
更なる機能向上を実現するまちづくり

公共施設再編による連鎖型まちづくりの役割公共施設再編による連鎖型まちづくりの役割

広域交流拠点の形成に向け
駅前エリアと連携した大規模土地活用による
東日本の拠点性を高める
都市機能を導入する拠点

広域交流拠点の形成に向け
駅前エリアと連携した大規模土地活用による
東日本の拠点性を高める
都市機能を導入する拠点

駅前賑わい拠点駅前賑わい拠点

大宮駅とさいたま新都心駅の中間に位置する
公共施設の集約による都市機能の集積や
地域間連携の強化と回遊性を向上する
連携・ネットワーク拠点

大宮駅とさいたま新都心駅の中間に位置する
公共施設の集約による都市機能の集積や
地域間連携の強化と回遊性を向上する
連携・ネットワーク拠点

地域連携拠点地域連携拠点

駅とまち
人とモノの継ぐ
都市活動を支えるシンボルとなる軸

駅とまち
人とモノの継ぐ
都市活動を支えるシンボルとなる軸

東西    都市軸東西    都市軸

固有の地域資源である
氷川の歴史・文化を継承・発信し
神社周辺からさいたま新都心地域と継ぐ
沿道の環境保全や適切な空間を演出する軸

固有の地域資源である
氷川の歴史・文化を継承・発信し
神社周辺からさいたま新都心地域と継ぐ
沿道の環境保全や適切な空間を演出する軸

氷川参道歴史文化軸氷川参道歴史文化軸

（検討中 内容   今後変更          ）

駅前賑わい拠点駅前賑わい拠点

地域連携拠点地域連携拠点



２－３ 駅前賑わい拠点について（案）

大宮区役所
大宮小学校

駅前賑わい拠点駅前賑わい拠点

新市民会館おおみや
‘大門２丁目再開発）

■求められる機能■求められる機能

駅前賑わい拠点駅前賑わい拠点

●賑わい創出に向けた商業・業務機能の
拡大に向けた都市機能の面的更新

●拠点性を高める広域的な交流・連携機能

●複合的な土地活用による
重層的且つ強靭な都市形成

●交通結節点を支える交通機能の充実

●駅前まちづくり（大宮GCS整備）の促進

東西シンボル都市軸
●都市の多様な活動が集積する
都市の中心軸

●駅からの魅力的な眺望の形成

（検討中 内容   今後変更          ）



大宮区役所
新庁舎

山丸公園

２－４ 地域連携拠点について（案）

市民会館
おおみや

中部
公民館

駅前賑わい拠点駅前賑わい拠点
■求められる機能

●地域住民に活用される
歴史・文化・学習・交流機能の集積

●憩いやゆとりの空間ともなる
災害時支援機能の強化

●大宮駅とさいたま新都心駅との
連携を高める交通ネットワークの強化

氷川参道歴史文化軸
●さいたま新都心周辺地域と氷川の杜を
結ぶ 静かなる賑わいを演出する２ｋｍ

●歴史・文化の継承と
点在する魅力的な地域資源を回遊する
機能向上

（検討中 内容   今後変更          ）

地域連携拠点



３．今後の進め方について
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長 期

３ 今後の進め方について
中 期短 期

連
鎖
型
ま
ち
づ
く
り

連
鎖
型
ま
ち
づ
く
り

個
別
方
針
策
定

基本方針検討

整備計画
策定

大宮駅東口公共施設再編推進本部

プロジェクトチーム

個
別
方
針
検
討

全
体
方
針
策
定

関
連
事
業

関
連
事
業

大宮GCS検討委員会

既存施設で運営 新たな土地活用

●公共施設再編の対象となる施設

大宮GCS整備


