
第 ５ 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：平成３０年４月】

● 車道・歩行空間の幅員構成の見直し

● まちの歴史の情報発信

● 建築物等に関するルールの運用

今後３年間で取り組む施策と検討の方向

＜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＞

◆ 今後３年間で取り組む施策を決めました

＜中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会＞

◆ ワークショップ「中央区役所周辺のまちづくりを考えよう」を開催しました

◆ 与野本町駅周辺の利便性や景観について駅利用者にアンケートを行いました

＜ご案内＞

◆ 平成３０年度の総会を５月２７日（日）に開催し、活動計画を説明します

◆ みなさんもまちづくりに参加しませんか？

第５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］

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］

• ワークショップで出された意見から、当面取り組めそうな施策を整理し、協議した結果、次の
３つの施策を今後の３年間で取り組むことに決定しました。

• 平成30年度は、車道・歩行空間の幅員構成の見直しを中心に、実施方法を検討していきます。

● JR与野本町駅からの魅力的なPR

● 駅前広場等でのコンサートなど芸術イベントの開催

● バナーの充実・設置範囲の拡大

今後３年間で取り組む施策

● 芸術劇場と連携した企画・ＰＲの実施

• ワークショップで出された意見から、当面取り組めそうな施策を整理しました。
• 平成30年度は、新規イベントの企画や、その他の施策の進め方について検討していきます。

裏面

中面

表面

建築物、外構部分、看板の景観を誘導すること
について検討

住民等が歴史を学ぶ、教える、情報を発信する、
ことなどについて検討

現在の幅員の中で歩行者空間を確保することにつ
いて検討※

※本町通りの拡幅整備には長期的な時間がかかることが見込まれるため、当面の歩行者空間の確保を検討します

平成３０年度 総会

平成30年度の協議会活動計画等をみなさまにご説明いたします。

プロフィール

埼玉大学工学部卒業後、2010年９月に同大学院理工学研究科博士後期課程修了。2010

年10月より国土交通省国土技術政策総合研究所研究官、2012年４月より埼玉大学助教を

経て、2016年4月から准教授に就任。専門は地区交通計画。

開催日時

会 場

平成30年５月27日 (日)  10時00分

さいたま市中央区役所３階大会議室

議 題
平成29年度事業報告及び決算
役員の選任
平成30年度事業計画(案)及び予算(案)

基調講演「交通社会実験の実例について」
講師：埼玉大学大学院理工学研究科准教授 小嶋 文 氏

（総会の会場）

・本協議会の総会は公開しますので、当日お気軽に会場へお越し下さい。（事前申込みは不要です。）

なお、傍聴席には限りがございますので、ご了承ください。

・駐車場には限りがあるので、徒歩又は公共交通でお越しください。

【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

平成３０年度 総会のご案内

みなさんもまちづくりに参加しませんか？

◆与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会について

• 平成２７年１１月、与野本町駅周辺の将来像を示す「与野本町駅周辺
地区まちづくりマスタープラン」がさいたま市により策定されました。

• このプランで位置付けられた６つのリーディングプロジェクト(ＬＰ)を実
現していくため､私たちは平成２８年１１月に「与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会」

を設立し、地域住民が主体となり、行政と協働しながら本格的なまちづくりの活動をしています。

◆ 与野本町駅周辺地区のまちづくりを一緒に取り組みませんか

• 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 

・与野本町駅周辺地区をもっと魅力あるまちにしたい

・みんなが使うスペース（公共の建物、公園、道路等）を使いやすくしたい

・身の回りの住環境を良くしたい

• 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

こんな方を
お待ちしています



「一般車の送迎
スペースを設け
る」が最も多い

「歩行者と自転
車の通る場所を
分離する」が
最も多い

「店舗に駐輪
場がない」が
最も多い

「利用方法や登録方
法をわかりやすくす
る」が最も多い

ワークショップ「中央区役所周辺のまちづくりを考えよう！」の開催結果
与野本町駅周辺の利便性や景観等について、駅周辺を利用する地域住民等のみなさまのご意見を把握するため、
アンケートを行いました。

■対 象 者 与野本町駅及び駅周辺施設の利用者（高校生以上）
■調 査 日 平成29年12月１日（金）、12月２日（土）
■配布・回収 2,000枚配布、613枚回収（回収率30.7％）

与野本町駅周辺の利便性向上に向けたアンケートの結果

・市が進める中央区役所周辺の公共施設再編に向けた検討へ市民意見を反映させるため、配置する機能やまちづくり
のコンセプトについて、意見やアイデアを出しました。

Q 道路や広場等に駐輪する理由は何ですか？ Q コミュニティサイクルの使いやすさを
向上させるには何が必要ですか？

◆アンケート結果の詳細は市のホームページをご覧ください（URLは裏面に記載）。

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］

リーディングプロジェクト１では、中央区役所周辺、与野中央公園、与野本町駅周辺の３つのプロジェクトを
連動させながら推進することにより、これら３つの拠点機能を相互に連携・強化し、地区内外の人々が集ま
る一体的な拠点づくりを目指すこととされています。

話し合った内容：３拠点の利用状況や課題/３拠点毎にあると良い機能

ワークショップの
検討対象範囲

中央区役所周辺
が主な検討対象

与野本町駅周辺、
与野中央公園も
視野に入れて検討

３拠点にあるとよい機能

文化・学習

集会・交流

高齢者福祉

子育て支援

児童福祉
保健

行政サービス

商業サービス

防災

広場

居住

中央区役所
周辺

与野中央
公園

文化・学習

スポーツ・
レクリエーション

商業サービス

防災

広場

その他

与野本町
駅周辺

文化・学習

子育て支援

商業サービス

交通結節

広場

その他

中央区役所周辺の機能配置の考え方

●みんな元気で笑顔のあふれるまち

●みんなが集まるまち

●水とミドリの町

●彩りのあるまち与野

●静から動へと“回遊できる”まち

●生活空間としてワンストップ

●人にやさしい安心できるまち 等

●利便性や多世代交流等に向けた複合化

（“高齢者福祉” と “子育て支援”の機能の複合化等）

●鴻沼川の水辺利用

（商業サービスや広場の機能を水辺の近くに配置等）

●与野本町駅からのアクセスを考慮

（利用者の多い文化・学習機能を駅近に配置等）

●車によるアクセスへの対応

（利用者や施設に応じた駐車場配置等）

●にぎわい創出

（広場を中心とした機能配置等）

●安全・安心の確保

（災害時の駐車場活用、水害危険性の考慮した施設配置等

）

Q 駅前広場の使いやすさを向上させるには
何が必要ですか？

駐輪場の利便性

駅周辺の交通安全性

広場とにぎわい

Q 駅前広場等の交通安全性を向上させる
には何が必要ですか？

Q 駅周辺の景観についてどのように
感じますか？

Q 駅周辺でにぎわいを創出するために
何が必要ですか？

「商業施設の
誘致」が
最も多い

「とても良い」「やや良い」
を選んだ主な理由
・バラ園・植栽
・モニュメント
・開放感
・落ち着いた雰囲気

「とても悪い」「やや悪い」
を選んだ主な理由
・バラ園・植栽の改善
・屋外広告物
・殺風景
・商業施設がない

～・～・～・～・～・～ ワークショップの主な意見 ～・～・～・～・～・～

まちづくりのコンセプト (キーワード)

コミュニティサイクルの利便性

駅前広場の利便性

話し合った内容：中央区役所周辺の対象敷地における機能配置の考え方
/ まちづくりのコンセプト

第１回のまとめ 第２回のまとめ

駅周辺の景観

第１回 与野本町駅周辺や中央区役所の周辺などに
必要な機能を考えよう！

第２回 中央区役所周辺のまちづくりのコンセプトに
ついて話し合おう！

平成２９年１１月１８日（土）開催

平成２９年１２月１０日（日）開催

与野本町駅の利便性向上に向けた調査としては、アンケート調査のほか、さいたま市として、交通事業者への
ヒアリング調査・駐輪場等の実態調査を行ったとの報告がありました。

【参加人数 17名（ 公募による参加者５名 ）】

【参加人数 20名（ 公募による参加者６名 ）】


