
芸術劇場と地域が連携したまちづくり分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト４］

【問合せ先】 発行：与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会
さいたま市 都市局 まちづくり推進部 与野まちづくり事務所 管理係
住所 〒３３８-８６８６ さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 (中央区役所４階)
電話 ０４８-８４０-６１５３ ファックス ０４８-８４０-６１５５
メールアドレス yono-machidukuri@city.saitama.lg.jp

みなさんもまちづくりに参加しませんか？
• 協議会では、まちづくりの具体的な取組内容や実施に関する検討をしています。中央区内にお住まいの
方、お勤めの方で、協議会の目的にご賛同、ご協力いただける方の入会をお待ちしています 

• これまでの活動や取組について、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会のページ（市ホームページ内）

http://www.city.saitama.jp/001/010/015/006/p051202.html

与野本町 まちづくり推進協議会 こちらのQRコードからもご
覧いただけます

芸術劇場と地域・学校が連携した新規イベントの実施につ

いて、意見交換を行いました。イベント当日は、中央区ゆか

りのアーティストや与野本町小学校の出演等を予定しており

ましたが、残念ながら台風１９号の影響により中止となりま

した。

このほか、アートストリートエリア内にある配電用地上機

器（トランスボックス）に「バラのまち」及び「芸術のまち

」をＰＲするためのラッピングを実施するにあたり、デザイ

ン（案）より６柄を選定しました。（右の写真は、全６基中

の２基です。）

与野本町駅周辺の利便性向上の取組を進めていきます！

与野中央公園整備に係る市の検討状況について共有しました！

市から駅周辺の利便性向上の基本的な考え方（案）について、情報提供がありました。今後はこの考え方（

案）等を参考にしながら、駅前空間の使い方等について意見交換を行っていきます。

・周辺や駅前広場の利用状況等を踏まえた交通広場の改善

・歩行者が安全に移動できる交通環境の改善

・駐輪場を利用しやすい環境づくり

・地域と連携したにぎわいづくりやその場となる空間の整備 ・・・・など

利 便 性 向 上 の 基 本 的 な 考 え 方 （ 案 ）

第２回、第３回分科会を開催しました！

中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト１］

市から、基本計画の見直しの検討状況等について情報

提供がありました。このような情報も参考にしながら、

引き続き意見交換等を行っていきます。

【基本計画の見直し】

・一体型調節池北側【くさはら広場】

（複合スポーツ施設※以外）

※複合スポーツ施設：導入機能や施設規模は未定

・高沼用水路西縁沿い【ふるさとの林～水辺の

サイドウォーク】

◆基本計画図に付替道路等
の位置を重ねたもの

複合スポ ーツ施設

（規模： 検討中）

くさはら 広場

ふるさと の林
エントラ ンス広場

遊 具広場

エントラ ンス広場

駐 車場

テニスコ ート

駐 車場

一体型調 節池

(多目的広場 )

園路

(ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ)

水 辺の

ｻｲﾄﾞｳｫｰｸ

水 辺の

ｻｲﾄﾞｳｫｰｸ

バラのまち 芸術劇場

第 １０ 号

発行元 与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会

まちづくりニュース
与野本町駅周辺地区

【発行月：令和２年1月】

＜歴史を伝える本町通りのまちづくり分科会・芸術劇場と地域が連携したまちづくり分科会＞

◆ 第１回、第２回分科会を開催しました。

◆ 市が実施する本町通り交通社会実験が始まりました。

＜中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会＞

◆ 中央区役所周辺の公共施設再編の検討状況について情報共有を図りました。

◆ 与野中央公園の整備及び与野本町駅周辺の利便性向上に係る検討状況

について情報共有を図りました。

＜芸術劇場と地域が連携したまちづくり分科会＞

◆第２回、第３回分科会を開催しました。

第１０号のトピックス

歴史を伝える本町通りのまちづくり分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト３］

中面
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裏面

前庭空間活用の取組について、意見交換を行いました！

市が実施する社会実験で広がる歩行空間と前庭空間を活用し

て、本町通りのにぎわいの創出について、検討を進めています。

今後、本町通りでのイベント等に合わせて、イスなどを設置し

て休憩スペースを設けたり、キッチンカーを出店できないか検討

していきます。

本町通りの街並みについて、検討しました！

短・中期の本町通りの街並みについて、検討を行いました。分

科会としての本町通りを軸とした街並みルール案に繋げていきま

す。

これまで分科会では、まちづくりに関するアンケートやまち歩きワークショップなどを通して、「車

道・歩行空間の幅員構成の見直し」について考えました。

市では、歩行者の安全性を高める取組として、本町通りの一部区間で、西側の歩行空間を広げる交通

社会実験を令和元年１０月からスタートしています。今後、この社会実験に対する沿道住民アンケート

が実施されるそうです。

名称 本町通り交通社会実験

主体 さいたま市

場所
本町通りのうち、赤山通り
交差点から庚申堂交差点
の約1.0kmの区間

期間
令和元年10月1日(火)から
令和２年3月31日(火)まで
（6ヶ月間）

裏面

市が実施する本町通り交通社会実験が始まりました！

第１回、第２回分科会を開催しました！

2.0m



「中央区役所周辺の公共施設再編に係る市の検討状況」を参考に取組を進めています！中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト１］

・市より中央区役所周辺の公共施設再編について、ゾーニング案と再編対象公共施設案の検討状況について、情報提供がありました。

ゾ ー ニ ン グ 案 再 編 対 象 公 共 施 設 案

ワークショップの結果は、ニュース第11号でお伝えします。

ハートフルゾーン

公共サービスの提供の核
となる区の拠点づくり、
地域に親しまれる新たな
顔づくりを図るゾーン

生き活きくらし
ゾーン

子どもや子育て世代、高
齢者にそれぞれ必要な生
活支援サービスを提供し
、世代間相互の交流や支
え合いを育むゾーン

文化・バイタリティ
ゾーン

新たな文化の創出や、文
化の発信や活動の場の創
出による地域のにぎわい
や地域の活力を生み出す
ゾーン

コミュニティ
「ぷらっと」家
ゾーン

地域住民に身近な憩える
環境を提供し、日常の暮
らしにおける地域の交流
(家族のようなつながり)
を育むゾーン

文化の発信や活動の
場の創出によるにぎ
わいの創出

多世代助け合いの
促進

地域住民の交流やコミ
ュニティ活動の充実

地域の誇りや愛着を
持てる場所の創出

各ゾーンの考え方

ホーム

・中央区の将来像
・与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープランの取組
・地域住民によるワークショップ 等

様々な機能が導入できるよう広
い敷地が確保できる位置に配置

子育て世代や高齢者等が本施設を利
用する傍ら、他のゾーンの施設も利
用しやすい位置に配置拠点の顔となる主要交差点

の角地に配置

水と緑を活かした景観の創
出等を考慮し、鴻沼川沿い
に配置

与野中央公園

中央区役所周辺

与野本町
デイサービスセンター
平成4年(1992年)築【築27年】

与野体育館
昭和41年(1966年)築【築53年】

中央消防署
昭和40年(1965年)築【築54年】
令和3年10月移転予定

旧与野公民館（文化財整理作業室）
昭和43年(1968年)築【築51年】

与野本町駅

下落合プール
昭和47年(1972年)築【築47年】

中央区役所本館
昭和43年(1968年)築【築51年】

与野図書館
昭和56年(1981年)築【築38年】

下落合公民館
昭和54年(1979年)築【築40年】

産業文化センター
昭和59年(1984年)築【築35年】

中央区役所東館・増築棟
昭和45年(1970年)築【築49年】
平成12年(2000年)築【築19年】

向原児童センター
昭和50年(1975年)築【築44年】

500m

中央区役所保健センター
昭和52年(1977年)築【築42年】

下落合団地保育園
昭和43年(1968年)築【築51年】

老人福祉センターいこい荘
昭和46年(1971年)築【築48年】

■再編対象公共施設の設定の考え方
・中央区役所を中心とした約１ｋｍ（半径約５００ｍ）圏内を再編対象とする。
・与野本町駅周辺の中心拠点として公共サービス提供の核、文化・交流機能を有する施設とする。
（スポーツ・レクリエーション機能は、与野中央公園に配置する。）
・利用者の利便性や地域バランス等を考慮し、サービスの低下等が懸念される場合は、再編の対象
外とする。
・ワークショップの意見として集約のニーズが高い機能を再編対象とする。
・民間の施設や機能の導入については、今後サウンディング調査等を行い、民間事業者の提案を受
けながら具体的な機能を考えていく。

● 再編対象とする公共施設

■ 再編対象外とする公共施設

※スポーツ・レクリエーション
機能は、中央区役所周辺では
なく与野中央公園に配置
※築年数は2019年時点

この地図は、さいたま市長の承認を得て、
同市発行の地形図を複製したものです。

再編対象とする公共施設

この地図は、さいたま市長の承認を得て、
同市発行の地形図を複製したものです。

・提供された情報等を参考にしながら、令和元年12月22日（日）にワークショップ「中央区役所周辺のまちづくり第２弾」を開催し、
中央区役所周辺の公共施設等の施設配置の考え方等について話し合いを行いました。


