「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

■２．対象範囲

将来像と対象範囲のイ
メージがわかりにくい。
1 対象範囲には見沼再開発
は入らないイメージで
合っているか。

2頁

ご指摘いただいた「構想の将来像」
は、構想の上位計画である「大宮駅
周辺地域戦略ビジョン」に掲げる将
来像の「東日本の顔となるまち」
「おもてなし、あふれるまち」「氷
川の杜、継ぐまち」としています。
1 また、「構想の対象範囲」は、構想 案のままといたします。
案の対象範囲に図示したとおり、大
宮駅を中心に、駅周辺交通基盤及び
駅周辺街区からなる「ターミナル街
区」の約３０haとしていることか
ら、見沼田んぼは対象としておりま
せん。

3頁

ご指摘いただいた「新たな価値とは
どのような想定か」は、「大宮の果
たすべき役割」に示すとおり、IT
ツールによる情報発信だけではな
く、東日本各都市・各地域のヒト・
モノ・情報が大宮を介して直接、相
互に交流・連携することにより、イ
ノベーションが生まれ、ビジネスや
さらなる交流等が創出されるような
イメージを持っています。
また、「地方産業や技術を呼び込む
取り組み」は、９頁の「都市機能」
1 の取り組みの考え方に示すとおり、 案のままといたします。
広域的な交通ネットワークの拠点で
あり、北関東の諸都市を含む連携・
交流を見据えた、広域的な業務・商
業機能や交流機能の集積を都市再生
緊急整備地域の指定によるメリット
等を活かしながら、地域産業や技術
を大宮に呼び込んでいきたいと考え
ています。
具体的な内容は、構想策定後の個別
整備計画において検討すべき事項の
「開発街区における検討・計画の深
度化」のなかで整理していきます。

■３．大宮の果たすべき役割

新しい価値とはどのよう
な想定か。
また地方産業や技術を呼
び込むためにどのような
取り組みを行っていく予
定か。
2 さらに、ネット経由で自
身の産業や技術を発信で
きる時代であるが、こう
したITツールと、これか
らの取り組みとの差別化
をどのように考えている
か。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要
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頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

■４．大宮の強みと弱み

「地域交通」の強みとし
て、「南北動線が強
い」、弱みとして、「集
中発生交通量に対する道
3
路の交通容量が不足」、
「郊外部より中心部への
アクセスが脆弱」なこと
を追記する。

「都市機能」の「商業」
4 の弱みとして、「商圏の
縮小」を追記する。

「地域資源」の「交流資
源」の弱みとして、「回
5
遊性が脆弱」を追記す
る。

「地域資源」の「環境」
6 の弱みとして、「憩い空
間の不足」を追記する。

「民間の力」の弱みとし
7 て、「若手リーダーの不
在」を追記する。

5頁

ご指摘いただいた「南北動線が強
い」は、中山道や国道17号等の南北
動線も道路が混雑している状況のた
め、「大宮の強みと弱み」の「交通
の弱み」の中で、「慢性的な交通渋
滞」としてまとめて表現していま
1 す。
案のままといたします。
また、「集中発生交通量に対する道
路の交通容量が不足」、「郊外部よ
り中心部へのアクセスが脆弱」は、
「大宮の強みと弱み」の「交通の弱
み」の中で、「慢性的な交通渋滞」
としてまとめて表現しています。

5頁

ご指摘いただいた内容は、これまで
の検討で確認できていませんが、
1 「大宮の強みと弱み」の「商業の弱 案のままといたします。
み」の中で、「集客力の低下」とし
てまとめて表現しています。

5頁

ご指摘いただいた内容は、「大宮の
強みと弱み」の「交通の弱み」の中
1 で、「鉄道東西間を跨ぐ動線が限定 案のままといたします。
的」としてまとめて表現していま
す。

5頁

ご指摘いただいた内容は、「大宮の
強みと弱み」の「交通の弱み」の中
1
案のままといたします。
で、「憩い空間の不足」として記載
しています。

5頁

ご指摘いただいた内容は、「大宮の
強みと弱み」の「民間の力」に関す
る内容です。
市としても、若手リーダーの存在は
1
案のままといたします。
今後構想実現に向け非常に重要にな
ると考えていますし、現在、活躍さ
れている若手のリーダーもいらっ
しゃると認識しています。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

大宮の強みと弱みの文章
を「さらに防災上課題の
ある東口を中心に、地域
内道路ネットワークが脆
弱であることから、土地
の高度利用の誘発が抑え
られ、業務機能の受け皿
8
が不足し、商業機能のリ
ニューアルも停滞してい
ます。そこで、道路系の
空間基盤強化や新たな都
市機能の導入により、大
宮の弱みの解消を図って
いきます。」とする。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

5頁

ご指摘いただいた内容は、市として
も、大宮駅周辺において交通渋滞が
日常的に生じていることは認識して
おり、構想の取組として道路ネッ
1
ワークの強化・拡充等を図ることは
記載しておりましたが、大宮の弱み
としてより明確化するべき要素と考
えています。

8頁

ご指摘いただいた「ライフワークバ
ランスが取れた環境づくり」は、4頁
の「大宮の果たすべき役割」の中
で、「多彩な地域資源や空間の良さ
を活かしながら、これからの働き方
やライフスタイルを先導・提案」と
して記載しています。
1 また、「盆栽や歴史を子どもたちに 案のままといたします。
教え、若い世代にも大宮の良さを広
めていく取り組み」は、本構想には
含まれておりませんが、整備方針
「地域コミュニティ」の地域による
祭りやイベント等の活動の活性化を
促進していくことにより、地域が実
施していくものと考えています。

8頁

ご指摘いただいた「自然を生かした
まちづくり」は、11頁の取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」の中で、「氷川の
杜、見沼田んぼ等の豊かな自然環境
を感じさせる緑化やデザインルール
1 の構築」として記載しています。
案のままといたします。
また、「ポップカルチャーの街」
は、整備方針「地域コミュニティ」
の中で、多彩な地域資源の一つとし
て、イベント等の活動の活発化に資
すると考えますので、今後の参考に
させていただきます。

いただいたご意見の主旨
を踏まえ、大宮の強みと
弱みに「駅周辺において
慢性的な交通渋滞が発生
していることから、道路
ネットワークの強化・拡
充等」を追記します。

■５．整備方針

先進的かつ革新的な営み
が必要であり、広範囲に
亘る情報収集が必要であ
る。
ライフワークバランスが
9
取れた環境づくりや、盆
栽や歴史を子どもたちに
教え、若い世代にも大宮
の良さを広めていく取り
組みなど。

しっかりとしたコンセプ
トを掲げ、自然を活かし
たまちづくりを推進する
べき。
10 北沢楽天「近代漫画発祥
の地」をコンセプトとし
て、 ポップカルチャー
の街 おおみやを推奨す
る。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

■６−１．都市機能

地域包括ケア拠点とし
て、地域の保健室（だれ
でも気軽に利用できる地
11 域に開いた保健室）、コ
ミュニティカフェ（地域
コミュニティを促進する
カフェ）を提案。

9頁

ご指摘いただいた内容は、10頁の取
組内容「東日本の交流拠点に相応し
い多様な都市機能の導入」の中で、
導入機能の例として、「ヘルスケ
ア」を示していますが、市では、市
1 民の皆様が健康で生きがいを感じ心
豊かな生活を送れることができる
「スマートウェルネスさいたま」を
推進していることから、重要な要素
として取り組む必要があると考えま
す。

快適な歩行空間の確保を
目的とした情報収集、情
報利活用に必要なインフ
ラ（Wi-Fi、屋外電力利
12 用）、情報配信手段の整
備、まちのイベント情報
が得られる情報機器、民
間活力の活用による情報
配信サービス等を提案。

9頁

1

交流広場の様子がわかる
ようなポータルサイトを
つくり、リアルタイムな
情報発信を行うことを提
案。
13 大規模なモニターで、災
害時・平常時の情報提供
を提案。
都市機能の充実には、強
固なインフラ構築が必要
である。

9頁

1

10頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東日本の交流拠点に相応しい多様
な都市機能の導入」の中で、「高規
1
案のままといたします。
格オフィス」「高品質なホテル」等
として導入機能の例に記載していま
す。

大宮駅にホテルとオフィ
ス機能を持たせ、内外に
14
誇れるビルにしてほし
い。

ご指摘いただいた内容は、今後発展
が見込まれる情報配信のインフラ等
は、来街者の利便性やまちの回遊性
などを高めるとともに、災害時にも
必要不可欠な要素と考えます。
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いただいたご意見の主旨
を踏まえ、取り組みの考
え方に「健康まちづく
り」を追記します。

いただいたご意見の主旨
を踏まえ、取り組みの考
え方に「多様な情報を配
信できるインフラ整備」
を追記します。

「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意
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概

要

インバウンドを取り込む
ため、大宮と川越等とを
ダイレクトにつなぐ鉄
15 道・バスを整備し、駅ビ
ルには和装の着付け店舗
や免税店を併設してはど
うか。

女性が活躍しやすい環境
とするため、各駅に保育
所・小児科・授乳スペー
16
スの併設し、ベビーカー
を押しやすい歩道を整備
してはどうか。

少し高級な店があると良
い。
地元貢献のために地元で
17
お金を使いたくても使え
ない状況を変える必要が
ある。

大宮駅及び周辺の商業施
設に魅力が不十分なの
18
で、コアとなる商業施設
が必要である。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

10頁

ご指摘いただいた「和装の着付け店
舗等の設置」は、取組内容「東日本
の交流拠点に相応しい多様な都市機
能の導入」の中で、導入機能の例と
して、インバウンドを取り込むこと
も視野に入れ、「大宮に訪れたくな
る話題性と集客性を備えたコト消費
型エンターテイメント」としてまと
案のままといたします。
1
めて表現しています。
また、大宮と川越とは埼京線でアク
セス可能となっています。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「開発街
区における検討・計画の深度化」の
中で、具体的な都市機能の絞り込み
を行っていきます。

10頁

ご指摘いただいた「保育所・小児
科・授乳スペースの併設」は、取組
内容「東日本の交流拠点に相応しい
多様な都市機能の導入」の中で、導
入機能の例として、「子育てサポー
ト」と記載しています。
1
案のままといたします。
また、「ベビーカーを押しやすい歩
道の整備」は、19頁の取組内容「広
域交通結節点に相応しい交通広場の
再整備」の中で、「誰もが快適に利
用しやすい交通結節点」としてまと
めて表現しています。

10頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東日本の交流拠点に相応しい多様
な都市機能の導入」の中で、導入機
1
案のままといたします。
能の例として、「高品質なホテル」
「魅力ある路面店・飲食店」等と記
載しています。

10頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東日本の交流拠点に相応しい多様
1 な都市機能の導入」の中で、導入機 案のままといたします。
能の例として、「次代を先導する大
規模店舗」と記載しています。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意
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要

駅ビルや駅周辺の開発に
は、商業施設の拡大、ホ
テル等の宿泊施設、ホー
19 ルが必須である。駅周辺
の地上空間が少ないこと
から、高さを追求しても
問題はない。

MICE誘致は、小学校およ
び中央通り沿いの細長い
20 民有地を含めたエリアで
の開発が最良と考える。
あきらめないでほしい。

鉄道博物館は、全国から
鉄道好きが集まる場所。
大宮はホテルの数が非常
に少ないため、駅北側の
21 線路上にホテルを建てて
ほしい。
客室から工場群も眺めら
れる、鉄道のまち大宮ら
しいホテルになる。

広域交通の整備と併せ、
土地のミッションとして
グローバル化があるた
22
め、宿泊機能やインバウ
ンドに対する強化は重要
事項である。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

10頁

ご指摘いただいた「商業施設の拡
大、ホテル・ホール等の導入」は、
取組内容「東日本の交流拠点に相応
しい多様な都市機能の導入」の中
で、導入機能の例として、「高品質
なホテル」「会議・研修施設」等と
案のままといたします。
1
記載しています。
また、「建物の高さ」は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「開発街区における検討・
計画の深度化」の中で、具体的な規
模想定を行っていきます。

10頁

本構想の対象は、２頁の「対象範
囲」に示す「ターミナル街区」とし
ており、東側は概ね中山道までとし
ています。
ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東日本の交流拠点に相応しい多様
な都市機能の導入」の中で、導入機
1 能の例として、MICE機能となり得る 案のままといたします。
「高品質なホテル」「会議・研修施
設」等と記載しています。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「開発街
区における検討・計画の深度化」の
中で、具体的な都市機能の絞り込み
を行っていきます。

10頁

ご指摘いただいた「ホテルの整備」
は、取組内容「東日本の交流拠点に
相応しい多様な都市機能の導入」の
中で、導入機能の例として、「高品
質なホテル」と記載しています。
1 また、「駅北側の線路上にホテルを 案のままといたします。
建ててほしい」は、構想策定後の個
別整備計画において検討すべき事項
の「駅上空に導入すべき機能」の中
で、具体的な検討を行っていきま
す。

10頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東日本の交流拠点に相応しい多様
1 な都市機能の導入」の中で、導入機 案のままといたします。
能の例として、「高品質なホテル」
と記載しています。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

10頁

ご指摘いただいた「共用オフィスや
コワーキングスペース」は、導入機
能の例として、「サテライトオフィ
ス」、「会議・研修施設」等を示し
1 ていますが、労働生産性の改善を図
る働き方改革が求められる中、市で
は柔軟な働き方が実現できる様々な
オフィス環境の整備を促進する必要
があると考えます。

10頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東日本の交流拠点に相応しい多様
な都市機能の導入」に含まれてお
り、東日本の対流拠点に相応しい取
り組みや機能の導入を行っていきま
1 す。
案のままといたします。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「開発街
区における検討・計画の深度化」の
中で、具体的な都市機能の絞り込み
を行っていきます。

戦略ビジョンエリアでは
極力、マンション建設を
止めて欲しい。
25
魅力ある小型店(商店)が
集積することを期待す
る。

10頁

ご指摘いただいた「戦略ビジョンエ
リアにおけるマンション建設」は、
取組内容「東日本の交流拠点に相応
しい多様な都市機能の導入」に関す
るご意見ですが、超高齢社会におい
ても、大宮の持続的な発展を果たす
1
案のままといたします。
ために、大宮らしい都心居住は重要
な要素と考えています。
また、「魅力ある小型店の集積」
は、「魅力ある路面店・飲食店」と
して、導入機能の例に記載していま
す。

駅ビルや再開発ビルの最
26 上階に展望施設を設置し
てほしい。

10頁

駅舎か駅ビルの屋上に街
27 を一望できる展望デッキ
を作ってほしい。

10頁

共用オフィスやコワーキ
ングスペースを確保、企
業・大学等がそれぞれ所
23 有する会議室や講義室等
の情報を共有化し空き時
間の相互利用を促進する
ことを提案。

市内観光巡りバスの運
行、東北・北陸物産品の
常設展示販売、東北、北
24 陸等と駅構内の情報コー
ナー、駅一部施設のエネ
ルギー源の太陽光発電を
希望する。

いただいたご意見の主旨
を踏まえ、導入機能の例
に「サテライトオフィ
ス」を「共用・サテライ
トオフィス」と修正し、
「コワーキングスペー
ス」を追記します。

ご指摘いただいた内容は、取組内容
1 「東日本の交流拠点に相応しい多様
な都市機能の導入」に含まれてお
り、構想策定後の個別整備計画にお
案のままといたします。
いて検討すべき事項の「開発街区に
おける検討・計画の深度化」の中
1 で、具体的な都市機能の絞り込みを
行っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

賑わいを増やすため、駅
28 ビルや駅周辺は、超高層
ビルに建て替えるべき。

該当する
頁／条項

11頁

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

28

大宮は無駄な空き地や老
朽化ビルを一体的に再編
29
した超高層商業ビルにす
べき。

11頁

中地区に建てられるビル
は、東日本の玄関口に相
30 応しいシンボルとなるよ
うな150m以上にしてほし
い。

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「都市機能誘導方策の活用」に含ま
れており、駅周辺のまちづくり等に
おいては、都市再生特別地区などの
都市計画制度を積極的に活用してい
案のままといたします。
1 きます。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「開発街
区における検討・計画の深度化」の
中で、具体的な規模想定を行ってい
きます。

11頁

1

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「都市機能誘導方策の活用」に含ま
れており、関係部署とも連携を図り
ながら、企業誘致活動を更に推進し
ていきます。
1 なお、3頁の「大宮の果たすべき役 案のままといたします。
割」に示すとおり、例えば、国際競
争の最前線としての「東京」に対
し、東日本ブランチ（支社）が集ま
るビジネス拠点を大宮が担うことも
考えられます。

11頁

ご指摘いただいた「新興企業の誘
致」は、取組内容「都市機能誘導方
策の活用」に含まれており、関係部
1 署とも連携を図りながら、企業誘致 案のままといたします。
活動を更に推進していきます。
いただいたご意見は今後の検討の参
考とさせていただきます。

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「都市機能誘導方策の活用」に含ま
れており、都市計画制度の活用等や
案のままといたします。
1
関係部署とも連携を図りながら、企
業誘致活動や商業振興を更に推進し
ていきます。

高所得者層の取り込みが
必要。本社など高収入を
31
得られる会社を誘致して
はどうか。

新興企業を誘致するた
32 め、具体的な方策がある
か。

大規模なオフィスビルを
駅上空や駅周辺に建設
し、関連企業等が同一ビ
33 ルで研究開発等を行える
ようにする。雇用創出企
業には税制優遇措置を行
う。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

昼間人口を増やすために
も、ビジネスビル建設を
34 含めた企業誘致を推進す
る施策を盛り込む必要が
ある。

市の産業を牽引するオ
フィスをどのように構築
するのか、大口テナント
誘致と併せ次世代産業を
支える新興産業をどのよ
うに支援・育成するの
か、シティイメージを公
35
表し推進体制を説明すべ
き。
広域商業の方向性と開発
方法を記述すべきであ
る。
「地元」が開発主体であ
ることも述べてほしい。

さいたま新都心との連携
を取るべきであるが、大
36
宮駅の個性を大切にする
事は重要である。

通路や建物のイメージが
小さいような印象を受け
た。
37 もう少しゆったりとした
空間の使い方をすると
もっとよいのではない
か。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「都市機能誘導方策の活用」に含ま
れており、都市計画制度の活用等や
1
案のままといたします。
関係部署とも連携を図りながら、企
業誘致活動や商業振興を更に推進し
ていきます。

11頁

ご指摘いただいた「企業誘致に関す
る取り組み」は、取組内容「都市機
能誘導方策の活用」、構想策定後の
個別整備計画において検討すべき事
項に含まれており、関係部署とも連
携を図りながら、企業誘致活動や商
業振興を更に推進していきます。
また、「地元」が開発主体であるこ
1 とは、29頁の実現のための方策の
案のままといたします。
「三位一体による取り組み」に示す
とおり、地元、さいたま市、交通事
業者等が連携し取り組んでいきま
す。
さらに、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「各開発
街区の地権者意識の醸成」を図って
いきます。

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」に含まれており、さ
1
案のままといたします。
いたま新都心との一体的な都心の形
成を図りながら、大宮の個性も大切
にしていきます。

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」に含まれており、今
後は、構想策定後の個別整備計画に
おいて検討すべき事項の「開発街区
1
案のままといたします。
における検討・計画の深度化」「東
口まちづくり全体の調和に向けた
ルールづくり」の中で、具体的な空
間イメージの検討も行っていきま
す。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」の中で、「デザイン
ルールの構築」「建物デザインの統
化」等と記載しており、今後は、
2 構想策定後の個別整備計画において 案のままといたします。
検討すべき事項の「開発街区におけ
る検討・計画の深度化」や「東口ま
ちづくり全体の調和に向けたルール
づくり」の中で、具体的な検討を
行っていきます。

大宮エリアは、県外の人
に印象を与える上で非常
に重要な存在である。
「緑化やデザインルール
の構築」「建物デザイン
の統一化や無電柱化等の
39
推進」は、絶対に実行し
てほしい。
東京のどこにもない、
テーマパークのように統
一された非日常空間を形
成してほしい。

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」の中で、「緑化やデ
ザインルールの構築」「建物デザイ
ンの統 化」等と記載しています。
1
案のままといたします。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「東口ま
ちづくり全体の調和に向けたルール
づくり」の中で、具体的な検討を
行っていきます。

緑を多く取り入れ、駅舎
や歩行者用デッキ、再開
発ビルなどは経年劣化を
40
考慮して、30〜40年後で
も色あせない建材、色調
で建設してほしい。

11頁

1

東口のシンボルは氷川神
社なので、大通りを跨
ぎ、高層階で連絡通路を
41
作って、鳥居の形になる
ようにすれば、大宮駅東
口にあうのではないか。

11頁

ご指摘いただいた「デザインや景観
形成」に関するご意見は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」に含まれており、今
1 後は、構想策定後の個別整備計画に 案のままといたします。
おいて検討すべき事項の「東口まち
づくり全体の調和に向けたルールづ
くり」の中で、具体的な検討を行っ
ていきます。

「大宮を象徴するような
デザイン」「大宮らしさ
42 を駅前から感じることが
できる」とあるが、どの
ようなイメージか。

11頁

1

東口駅前にビルを建てる
ならば、景観を損なわな
38 い小規模なものにし、景
観に十分配慮した開発を
行なって頂きたい。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

イメージパースを見る限
り、シンボル軸や交流広
場は、まだ緑が少なく感
43 じる。
杜の都仙台のような、都
会と緑が調和する美しい
街にしてほしい。

11頁

「街の景観デザインの統
一化（建物デザイン、サ
44 インのデザインの統一化
や無電柱化等の推進）
等」に修正を提案。

11頁

建物デザインだけではな
くゴミ箱や収集方法につ
いてもデザインルールを
徹底させる。
45 カメラやAIを活用して美
化を保つ仕組みを構築
し、大宮の住民・観光客
の衛生意識を高める努力
が必要である。

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

1 ご指摘いただいた「デザインや景観
形成」に関するご意見は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」に含まれており、今
後は、構想策定後の個別整備計画に 案のままといたします。
おいて検討すべき事項の「東口まち
づくり全体の調和に向けたルールづ
くり」の中で、具体的な検討を行っ
1 ていきます。

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」に含まれており、今
後は、構想策定後の個別整備計画に
1
案のままといたします。
おいて検討すべき事項の「東口まち
づくり全体の調和に向けたルールづ
くり」の中で、具体的な検討を行っ
ていきます。

大宮駅自体のデザインは
もっと改善できないか。
大宮駅に途中下車したい
46 と思わせる駅を作ること
ができれば、街の発展に
大きな効果をもたらすの
ではないか。

11頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大宮の個性、風格と品格を醸し出
す景観の形成」に含まれており、今
後は、構想策定後の個別整備計画に
1
案のままといたします。
おいて検討すべき事項の「東口まち
づくり全体の調和に向けたルールづ
くり」の中で、具体的な検討を行っ
ていきます。

再開発区域では、光熱
水・通信のインフラの一
括管理による構築・運用
47 が良いのではないか。
太陽光発電を義務化や、
通信においてもスマート
な街づくりを実現する。

12頁

1

具体例として、コージェ
ネレーションシステムの
導入、地域エネルギーシ
ステム(自立・分散型エネ
48
ルギーシステムのネット
ワ一ク化や電気・熱の建
築物間融通等)に関する追
記を提案。

12頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「環境負荷低減に向けた先進的な取
り組み」に含まれており、先端技術 案のままといたします。
を活用しながら、環境負荷低減に取
り組みたいと考えています。
1
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

都市機能の取組内容への
意見として、建築物、さ
らには街区単位での環境
性能認証の積極的導入を
49 提案。
『７．実現のための方
策』にインセンティブを
設けることを記載しては
どうか。

避難所の充実、災害時に
50 おけるサポート環境の充
実が必要である。

災害時には地下が一番安
全と言われ、避難所とし
ても一つの案と考える。
51
地下鉄道を乗り入れし、
一体的に整備する必要が
ある。

高層建築に更新する場合
は、独自に最新の安全基
準を設けるべき。
52 首都圏のバックアップ機
能をうたうのであれば、
さらなる安全性を求めて
いくべき。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

12頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
1 き事項の中で、今後は、「東口まち 案のままといたします。
づくり全体の調和に向けたルールづ
くり」などを進めていきます。

12頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大規模災害を想定した防災まちづ
くり」の中で、「防災対応機能を強
化（ 時退避場所・応急活動スペー
ス・共同災害備蓄倉庫等の確保、仮
設トイレが設置できる屋外スペース
1 の確保、情報提供設備の設置）」等 案のままといたします。
と記載しています。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「開発街
区における検討・計画の深度化」の
中で、具体的な検討を進めていきま
す。

12頁

ご指摘いただいた「避難所としての
地下空間の利用」は、取組内容「大
規模災害を想定した防災まちづく
り」に含まれており、ターミナル街
区全体での防災性の向上を図るた
1
案のままといたします。
め、必要な防災対応機能を強化して
いきます。
また、「地下鉄の乗り入れ」の計画
は、本構想では検討しておりませ
ん。

12頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「大規模災害を想定した防災まちづ
くり」に含まれており、災害に強い
建物への更新や設備を導入していき
ます。
1 今後は、構想策定後の個別整備計画 案のままといたします。
において検討すべき事項の「開発街
区における検討・計画の深度化」
「東口まちづくり全体の調和に向け
たルールづくり」の中で、具体的な
検討を行っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

私どもは、生活するため
53 家賃収入がほしいだけで
す。

高層ビルは、ビル風を起
こす可能性があるため、
54
設計に十分気を使ってほ
しい。

関係権利者の扱い、再開
発手法が明記されていな
55 い。
権利者が迷うような再開
発をしないでほしい。

東口や西口の各自治体や
団体とすり合わせは行っ
ているのか。
部分最適ではなく、全体
56 最適にならないと失敗す
る可能性が高くなる。
高層ビルの建設により供
給過剰になると懸案す
る。

「地元」の立場と役割を
具体的に記載し、地権者
の当事者意識を向上させ
57 るべき。
「地元」は駅周辺開発の
主要部分を創出する開発
事業者である。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

12頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「開発街区における検討・
案のままといたします。
1 計画の深度化」の中で、「不動産
マーケットの見極め、長期に事業性
が見込める都市機能を絞り込み」を
していく予定としています。

12頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の中で、構想策定後、「開発
1 街区における検討・計画の深度化」 案のままといたします。
の中で、ビル風等の発生に留意した
計画検討を促進したいと考えていま
す。

12頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の中で、構想策定後、「開発
1 街区における検討・計画の深度化」 案のままといたします。
「各開発街区の地権者意識の醸成」
の中で、合意形成が図られていくも
のと考えています。

12頁

ご指摘いただいた「東口や西口の団
体等との調整」は、構想の策定に向
け、ターミナル街区に関連するまち
づくり団体や商店街等の方々とは、
オープン会議や個別の打合せなどに
よりご意見をいただいています。
また、構想の検討状況等をお知らせ
するＧＣＳニュースを関係する団体
1
案のままといたします。
に送付させていただいています。
ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の中で、構想策定後、「開発
街区における検討・計画の深度化」
や「東口まちづくり全体の調和に向
けたルールづくり」等を行っていき
ます。

12頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
1 き事項の中で、構想策定後も引き続 案のままといたします。
き、「各開発街区の地権者意識の醸
成」を図っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

東西通路の所有者と管理
者はどこか。
JR商業施設はまちへの流
58
出を妨げるものなので、
拡大しないようルールを
決めてほしい。

該当する
頁／条項

12頁

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

1

ご指摘いただいた「東西通路の所有
者」などは、構想策定後の個別整備
計画において検討すべき事項の中
で、通路の位置づけ、事業手法など
について、引続き鉄道事業者と協
1
議・調整を行っていきます。
また「JR敷地内の空間活用、商業施 案のままといたします。
設導入に対するご懸念」などは、構
想策定後の個別整備計画において検
討すべき事項の「駅上空に導入する
べき機能」の中で、構想策定後、地
元、鉄道事業者等とも協議・調整を
1
行っていきます。

JR敷地内の空間の活用に
ついても十分に検討すべ
き。
(駅北側の大栄橋との間の
59
線路、駅舎上部の空間の
活用等)。
JR東日本の見解も明らか
にしてほしい。

12頁

構内に設定する商店はで
60 きるだけ少なくしてほし
い。

12頁

線路上の高度化や大栄橋
を含めたペディストリア
61
ンデッキ化もご検討して
ほしい。

12頁

1

中央通路しかなく不便で
あったので、東西軸を整
62
備することはとても良
い。

13頁

1

新たな東西通路を是非と
も実現してほしい。

13頁

東西通路の実現により、
魅力的な展示会や見本市
64 が東西で頻繁に開催され
る元気な街への発展を期
待する。

13頁

1

13頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「駅東西を結ぶ新たな東西通路の整
備」に関するご意見ですが、地上部
1
案のままといたします。
は鉄道があるため、駅東西を結ぶ新
たな東西通路をデッキレベルに整備
し、回遊性を高めていきます。

■６−２．歩行者ネットワーク

63

地上に歩行者専用の東西
65 通路を作り、街の回遊性
を高めてほしい。

ご指摘いただいた内容は、取組内容
1 「駅東西を結ぶ新たな東西通路の整
案のままといたします。
備」に含まれており、東西通路の整
備により、まちの回遊性を高めてい
きます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

大宮駅北側通路は、具体
化のイメージがわき、大
宮駅を中心とする街づく
りの突破口になるように
66
思われた。
具体化作業においては、
この部分により多くの工
数をかけてほしい。

東西通路整備について、
「東西通路上の視点場か
67 ら大栄橘方面を望む」要
望がどれだけあったのか
データで示すべき。

「列車を眺めたり写真が
撮れる視点場」は、住民
の生活を犠牲にして作る
68 ものではない。
住民の生活を第一に考え
たまちづくりをお願いす
る。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

13頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「駅東西を結ぶ新たな東西通路の整
備」に含まれており、構想策定後の
1
案のままといたします。
個別整備計画において検討すべき事
項の中で、具体化を図っていきま
す。

13頁

ご指摘いただいた「東西通路上の視
点場から大栄橘方面を望む要望がど
れだけあったかのデータ」は、現在
1 把握しておりませんが、東西通路の 案のままといたします。
視点場は、鉄道博物館が立地するな
ど、鉄道のまち大宮の個性をPRする
ために必要な機能と考えています。

14頁

ご指摘いただいた「列車を眺めたり
写真が撮れる視点場」は、鉄道博物
館が立地するなど、鉄道のまち大宮
の個性をPRするために必要な機能と
1
案のままといたします。
考えています。
また、「住民の生活を第一に考えた
まちづくり」は、最大限住民の生活
に配慮していきます。

大宮駅北側の線路上に長
距離バスターミナルをつ
くることは、利用客、商
店街、バス会社等に有益
ではないか。
69 また、氷川神杜やNACK5ス 13､14頁
タジアムへの人の流れを
考えれば、大宮駅北側に
はＪＲ北口の設置を盛り
込むことが効果的であ
る。

ご指摘いただいた「長距離バスター
ミナルをつくる」は、19頁の取組内
容「広域交通結節点に相応しい交通
広場の整備」の中で、「路線バスの
乗降場の集約化を図るとともに、高
速バスや空港バス等は、さいたま新
都心に暫定整備予定の長距離バス
ターミナルと運用面での連携を図
り、広域的な交通結節機能の強化を
1 目指し、機能を拡充していきま
案のままといたします。
す。」と記載しています。
また、「JR北口の設置」は、23頁の
「駅機能の高度化の考え方（例）」
に示すとおり、東西通路の整備と合
わせて、改札口等の設置を視野にい
れ、乗換改善や利便性や回遊性の向
上を図っていきます。
その実現に向け、鉄道事業者と協
議・調整を行っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

北口、北口広場開設を計
画に盛り込んでほしい。

13､14頁

1

中山道の渋滞のため、北
区方面から大宮駅へのア
クセスが非常に悪い。
また北銀座通り周辺は、
築年数の経過した雑居ビ
71 ルが点在し、再開発の絶
好の機会である。
北区民、見沼区民のため
にも大宮駅北口のプラン
を構想に盛り込んでほし
い。

13､14頁

1

北口と北口広場は、今後
の大宮の発展を考える上
72
で絶対に必要な施設なの
で実現してほしい。

13､14頁

新宿駅南口に近い形で大
栄橋と大宮駅を結合させ
て大宮駅北口を開設すれ
73 ば、頑固な東口地権者の
同意も必要なく、大宮駅
周辺の利便、必要資金面
からも最適だと思う。

13､14頁

「大宮駅北口開設に積極
的に取組む」との市長見
解があったはずである。
バス・タクシー等の東口
74
集中による「旧中山道の
渋滞」が解消されず、大
宮駅を利用する者は困る
だけではないのか。

13､14頁

北口開設の方が駅の混雑
解消になるし、回遊性も
確保される。
また、大栄橋と接続すれ
75 ば、市民が自慢してきた
駅への視点も継続され
る。
駅利用者の視点が不十分
ではないか。

13､14頁

70

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

ご指摘いただいた「大宮駅北口の整
備」などは、取組内容「駅東西を結
ぶ新たな東西通路の整備」と、23頁
の「駅機能の高度化の考え方
（例）」に示すとおり、東西通路の
整備と合わせて、改札口等の設置を
1 視野にいれ、乗換改善や利便性、回
遊性の向上を図っていきます。
その実現に向け、鉄道事業者等と協
議・調整を行っていきます。
また、「北口広場の整備」などは、
19頁の取組内容「広域交通結節点に
案のままといたします。
相応しい交通広場の再整備」に示す
1 とおり、東口駅前広場において、バ
スやタクシーの適正配置による集約
化を行い地下空間の活用等も視野に
入れたコンパクトでも利用しやすい
交通広場の再整備を行います。
なお、「道路の混雑」は、21頁の取
組内容「道路ネットワークの強化・
拡充」に示すとおり、既存道路の地
下空間の活用も視野に入れ、駅周辺
における自動車の混雑を緩和してい
1
きます。

1
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

大宮駅北口建設を要望す
る。
76
旧中山道の渋滞緩和のた
め是非とも必要な対応で
ある。

該当する
頁／条項

件数

13､14頁

1

南北方向の道路は、旧中
山道も17号も慢性的に渋
滞している。
77 北側の大栄橋から大宮駅
にアクセス出来る北口を
建設するしたほうが良
い。

13､14頁

1

大宮駅北口の建設を盛り
込むべき。
78 東口周辺の交通渋滞緩和
のためにも、北口の建設
が必要。

13､14頁

大宮駅北口を開設してほ
しい。
79
渋滞緩和のためにも必要
である。

13､14頁

金曜の深夜等に、東口、
西口のタクシーが非常に
混雑する。
大宮駅のすぐ北の線路上
80
に人工地盤を作って、そ
の上にバス乗り場とタク
シー乗り場を作ってほし
い。

13､14頁

「大栄橋」交差点から
「大宮駅東口入り口」交
差点に至る道路の渋滞の
ため、バスは使わない。
81
大宮駅北側線路上に人工
地盤を築き、大栄橋と直
結したバス発着場を作っ
て欲しい。

13､14頁

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

ご指摘いただいた「大宮駅北口の整
備」などは、取組内容「駅東西を結
ぶ新たな東西通路の整備」と、23頁
の「駅機能の高度化の考え方
（例）」に示すとおり、東西通路の
整備と合わせて、改札口等の設置を
視野にいれ、乗換改善や利便性、回
1 遊性の向上を図っていきます。
その実現に向け、鉄道事業者等と協
議・調整を行っていきます。
また、「北口広場の整備」などは、
19頁の取組内容「広域交通結節点に
案のままといたします。
相応しい交通広場の再整備」に示す
1 とおり、東口駅前広場において、バ
スやタクシーの適正配置による集約
化を行い地下空間の活用等も視野に
入れたコンパクトでも利用しやすい
交通広場の再整備を行います。
なお、「道路の混雑」は、21頁の取
組内容「道路ネットワークの強化・
1 拡充」に示すとおり、既存道路の地
下空間の活用も視野に入れ、駅周辺
における自動車の混雑を緩和してい
きます。

1
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

東武鉄道とJRの経路が長
くて不便である。
大栄橋に北口を設けると
82
駅の混雑、道路の混雑解
消の一助にもなると考え
る。

13､14頁

道路混雑の緩和と大宮駅
の北側の発展を推進する
83 ためにも、自動車の発着
場機能を備えた大宮駅北
口を設ける必要がある。

13､14頁

個性的な飲食店は、狭い
路地にも数多くあるが、
84 これらの整備方針はどの
ように解釈すれば良い
か。

東口と西口の回遊性につ
いて、人の往来が激しい
大宮ソニックシティ、パ
レスホテル、そごう、
85 ビックカメラにつながる
道が見えない。
地元の商店街としても孤
立感があり、疑問があ
る。

デッキは、現状レベルの
86 拡充では全く機能しな
い。

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

ご指摘いただいた「大宮駅北口の整
備」などは、取組内容「駅東西を結
ぶ新たな東西通路の整備」と、23頁
1 の「駅機能の高度化の考え方
（例）」に示すとおり、東西通路の
整備と合わせて、改札口等の設置を
視野にいれ、乗換改善や利便性、回
遊性の向上を図っていきます。
その実現に向け、鉄道事業者等と協
議・調整を行っていきます。
また、「北口広場の整備」などは、
19頁の取組内容「広域交通結節点に
案のままといたします。
相応しい交通広場の再整備」に示す
とおり、東口駅前広場において、バ
スやタクシーの適正配置による集約
化を行い地下空間の活用等も視野に
1 入れたコンパクトでも利用しやすい
交通広場の再整備を行います。
なお、「道路の混雑」は、21頁の取
組内容「道路ネットワークの強化・
拡充」に示すとおり、既存道路の地
下空間の活用も視野に入れ、駅周辺
における自動車の混雑を緩和してい
きます。

16頁

ご指摘いただいた内容は、「路地空
間の界隈性を意識した開発の促進」
に含まれており、大宮の魅力であ
1 る、個性ある路面店・飲食店や路地 案のままといたします。
空間の賑わいを創出することを整備
方針に掲げ、取組内容にも反映して
いきます。

16頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「駅東西を結ぶ新たな東西
軸の整備」に含まれており、駅を中
6 心としたロの字型の歩行者ネット
案のままといたします。
ワークや、西口における既存デッキ
への接続等により、賑わいの創出に
つながるよう計画を行っていきま
す。

16頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「駅東西を結ぶ新たな東西
1 軸の整備」の中で、東西通路の必要 案のままといたします。
幅員の試算を行い、具体化を行って
いくとともに、既存デッキへの接続
計画の具体化を図っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

東西間を結ぶ歩道におけ
るスペースの工夫が重
要。
また駅周辺道路に、多目
87 的スペースを作り、サイ
ネージ、Wi−Fi、AR/VR
等、大宮を体感できる空
間等を整備し、駅から駅
周辺へ誘引する。

駅の東西間の自転車の通
88 り抜けができるように希
望する。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

16頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「駅東西を結ぶ新たな東西
軸の整備」に含まれており、観光案
内等の付加機能の検討の中で、具体
化を行っていきます。
また、まちづくりとしては、取組内
容「路地空間の界隈性を意識した開
1
案のままといたします。
発の促進」における辻空間の確保に
含まれており、まちへ人を誘導する
工夫を図っていきます。
今後は、構想策定後の個別整備計画
において検討すべき事項の「路地空
間の界隈性を意識した開発の促進」
などの中で具体的な方法を検討して
いきます。

16頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「駅東西を結ぶ新たな東西
1 軸の整備」に含まれており、構想策 案のままといたします。
定後、新たな東西軸における自転車
通行機能について検討を行っていき
ます。

18頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「多様な交流を促す交流広場の新設
整備」に含まれており、新たな価値
を創造していくため、東日本の企業
や団体等が見本市、企業PR、イベン
ト等が行える交流広場の整備を行っ
1 ていきます。
案のままといたします。
今後は構想策定後の個別整備計画に
おいて検討すべき事項の「管理・運
営のあり方、組織づくり」等におい
て、交流広場の緑化方法や使い方を
含め検討して行きたいと考えていま
す。

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」に関するご意見です
1 が、現時点では、バスによる成田空 案のままといたします。
港アクセスを前提に、空港連絡バス
の乗り入れ対応に留意した交通広場
への再整備を行っていきます。

■６−３．駅前空間

交流広場は、人工地盤で
歩車分離をし、東北、北
陸、北海道の物産展やお
祭りを駅前で体験できる
ようにする。
89
人工地盤上には、電動可
動式大型プランターを置
き、緑とイベントを上手
に使い分ける広場にして
はどうか。

成田空港への直通電車の
北の玄関口を作ってほし
い。
90 観光客の増加、国際的知
名度の向上等が期待で
き、大手企業の誘致の可
能性もある。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

「さいたま新都心におけ
るバスターミナルとの役
割分担・連携」とある
が、交通結節機能を高め
るのであれば、集約する
ほうが利用者の利便性が
91
高まる。
大宮駅至近に高速バス
ターミナルも整備し、さ
いたま新都心は経由地と
して設定するのが利便性
向上につながる。

該当する
頁／条項

19頁

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

1

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の整備」の中で、「路線バスの乗
1
降場の集約化を図るとともに、高速
バスや空港バス等は、さいたま新都
案のままといたします。
心に暫定整備予定の長距離バスター
ミナルと運用面での連携を図り、広
域的な交通結節機能の強化を目指
し、機能を拡充していきます。」と
記載しています。

高速バスターミナルは、
利用者の利便性を考慮し
て大宮駅がメイン、さい
92
たま新都心駅がサブ機能
を果たす位置付けで整備
してほしい。

19頁

利用者の利便性を考える
と、高速バスの発着場は
93
大宮駅周辺の直近の場所
が望ましい。

19頁

1

高速バスターミナルは、
新幹線が全線停車する大
94 宮駅でないと相乗効果が
無くなってしまうので是
非つくってほしい。

19頁

1

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」の中で、「インバウン
1
案のままといたします。
ドに対応した案内情報の提供」等を
行うことにより、誰もが利用しやす
い交通結節点としていきます。

サイネージにより、コン
テンツが紹介する地区へ
95
のバス乗り場ヘ、スムー
ズな動線で誘導する。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

空港連絡バスの乗り入れ
の実現のためには、天候
96
に強いインフラ整備が必
要と考える。

建設費の高いタクシーの
ための地下駐車場が必要
か。一般車が駅前に近づ
けないのは弱者に対する
97
配慮に欠ける。シャトル
バスの利用について、足
の不自由な人などに乗り
換えを強いるのか。

タクシーのために、地下
スペースを作ることは絶
対に反対。
98
地上スペースも、タク
シーより一般車の乗り入
れを優遇してほしい。

タクシーの配車アプリで
99 駅前タクシープールを縮
小できないか。

駅周辺への自動車乗り入
れ、駐車場の確保は必須
だと感じる。
100 地上で確保できないなら
地下で往来できるよう、
追加で構想に加えるべき
だ。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
1 場の再整備」の中で、「雨にも濡れ 案のままといたします。
ない屋根等を備えた交通広場を整
備」と記載しています。

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」に関するご意見です
が、利用者の利便性やバリアフリー
を考慮し、駅から近い位置にタク
シーの乗降場を確保することとして
1 おり、限られた空間を空間の中で、 案のままといたします。
必要な公共施設用地を確保していく
ため、土地の重層利用を図っていき
ます。
また、一般車についても、公共交通
との動線を分離した上で、駅へのア
クセスを検討していきます。

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」に関するご意見です
が、利用者の利便性やバリアフリー
を考慮し、駅から近い位置にタク
シーの乗降場を確保することとして
1 おり、限られた空間を空間の中で、 案のままといたします。
必要な公共施設用地を確保していく
ため、土地の重層利用を図っていき
ます。
また、一般車についても、公共交通
との動線を分離した上で、駅へのア
クセスを検討していきます。

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」に含まれており、最新
1
案のままといたします。
技術の動向を見据えながら「タク
シープールの集約化」を図っていき
ます。

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」に含まれており、一般
車についても、公共交通との動線を
6 分離した上で、駅へのアクセスを検 案のままといたします。
討していくとともに、開発街区の駐
車場へのアクセスを地下を活用して
いくことを踏まえた検討を行ってい
きます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

駅前にタクシー乗降場が
不足しているとは感じな
い。
101 せっかく車ででかけたの
に、シャトルバスに乗り
換えて駅まで行くのは不
便。

今後、街を拡充するに
は、デッキと地下空間を
増やすことは重要であ
る。
102
また、駅北側の通路と大
栄橋の東西交通の拡充は
駅や街の発展には必要で
ある。

デッキを積極的に作り、
駅からの一体感を演出
103
し、民間企業が開発でき
る基礎づくりをお願いす
る。

駅前空間に関する意見と
して、駅前空間の整備と
104
併せて、駅地下への駐輪
場整備を提案。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

19頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」に含まれており、タク
シー待ちによる混雑を緩和するた
め、必要なタクシー乗降場の施設数
を確保し、円滑な乗降を可能として
いきます。
また、一般車についても、公共交通
との動線を分離した上で、駅へのア
1 クセスを検討していきます。
案のままといたします。
構想では、「大宮駅周辺地域戦略ビ
ジョン」のプロジェクトの１つであ
る「おもてなし歩行エリア」の形成
を目指し、道路整備や市街地整備と
連携しながら、歩行者や自転車、公
共交通を優先する交通体系へ転換
し、誰もが安全に、まち歩きを楽し
める時間消費型のまちの実現を図っ
ていきます。

19､21頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「広域交通結節点に相応しい交通広
場の再整備」「道路ネットワークの
強化・拡充」に含まれており、デッ
1
案のままといたします。
キレベルで駅と開発街区とを結びつ
つ、地下空間の活用も視野に入れた
駅前空間を整備や道路ネットワーク
の強化を図っていきます。

20頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「駅前空間の一体性を高める顔づく
1 り」の中で、デッキレベルで駅と開 案のままといたします。
発街区とを結ぶイメージパースを記
載しています。

20頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「自転車利用環境の充実」に関する
ご意見ですが、駅へのアクセル利便
性を確保しつつ、歩きやすい歩行環
境を両立させるため、自転車駐輪場
1
案のままといたします。
をターミナル街区外縁部へ適正に配
置することとしており、構想策定
後、ターミナル街区での自転車動線
にあり方や、駐輪場の配置・規模等
の検討を進めていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

駅周辺に近隣住民向けの
無料一時駐輪場の設置を
105 希望する。
(駅から離れていても構わ
ない)

西通線を破線、旧中山道
を実線とし、両者を明確
に異なることを示してい
るが、両線ともに実線と
し、現段階では区別しな
106
くてよい。
旧中山道より広い西通線
の方が、自転車アクセス
路に相応しいという見方
もできる。

駅周辺の道路について
は、歩行者・自転車・自
107 動車を分離することでそ
れぞれの流れを円滑化す
ることを希望する。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

20頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「自転車利用環境の充実」に関する
ご意見ですが、来街者や買い物客に
も利便性の高い駐輪場を整備してい
案のままといたします。
1 きます。
なお、自転車の駐輪場を利用されな
い方もいる中では、受益者負担の原
則により、公平な利用者負担が必要
と考えます。

20頁

ご指摘いただいた内容は、西通線に
いただいたご意見の主旨
ついても事業化されていることか
1
を踏まえ、見やすい表記
ら、旧中山道と同様に、実線で記載
にいたします。
する方が望ましいと考えます。

20､21頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「自転車利用環境の充実」、「道路
ネットワークの強化・拡充」に含ま
れており、自転車利用と歩行環境の
両立を図るため、自転車ネットワー
1
案のままといたします。
クの整備や駐輪場の適正な配置を
行っていきます。
また、既存道路の地下空間の活用等
も視野に入れた通過交通の排除、道
路交通の円滑化を行っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

■６−４．道路ネットワーク

大宮の渋滞がフリンジ駐
車場で解決するとは思え
ない。スムーズな車輌通
行のボトルネックとなる
要因の排除（右折レーン
の充実化等）が重要では
108 ないか。
歴史ある小学校の存在
も、大宮の自慢の１つな
ので、フリンジ駐車場と
いう程度の案であれば、
大宮小学校を残す方が市
民の支持が得られる。

大宮の魅力・個性を出す
なら、東口、西口の２面
性があって良い。
西口メイン道路周辺にお
109
いて、渋滞緩和対策の道
路整備や地下のまちづく
りを行うことで更なる発
展を目指してほしい。

「道路ネットワークの強
化・拡充」に、「大宮中
央通線の氷川参道から大
宮東京線までの事業化」
110
を追記する。
駅前4地区の開発には、大
宮中央通線の4車線ネット
ワーク化が必要である。
バスターミナルの構想は
とても整備されていて良
いと思います。
ただ、高速道路出入り口
が西口にあるため、構想
のバスターミナルへつな
がる東西2本の道路だけで
111 は、更なる渋滞が懸念さ
れる。
17号に平行した駅側に、
地下道路を整備すれば、
商業施設へ駐車したい
車、通り抜ける車との摩
擦を少なくし、渋滞を緩
和できる。

21､22頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「道路ネットワークの強化・拡
充」、「交通需要マネジメントの展
開」に関するご意見ですが、交通需
要マネジメントと併せて、道路ネッ
トワークの強化・拡充を図り、交差
1 点改良を含めた総合的な自動車交通 案のままといたします。
の円滑化と渋滞緩和に取り組んでい
きます。
また、大宮小学校の建物は、大宮駅
東口の公共施設再編の中で、大宮区
役所跡地との一体的な土地活用も含
めて検討していきます。

21頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「道路ネットワーク」に含まれてお
り、駅周辺の交通負荷軽減を図るた
め、既存道路の地下空間の活用も視
6 野に入れた道路ネットワークを形成 案のままといたします。
していきます。
また、構想の対象範囲は、2頁の「対
象範囲」に示すとおり、西口を含む
ターミナル街区としています。

21頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「道路ネットワークの強化・拡充」
に関するご意見ですが、構想策定後
の個別整備計画において検討すべき
1
案のままといたします。
事項の「整備すべき路線の抽出（事
業採算性等の検証）」などを行いな
がら、道路ネットワークの具体化を
図っていきます。

21頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「道路ネットワークの強化・拡充」
に関するご意見ですが、構想策定後
の個別整備計画において検討すべき
6
案のままといたします。
事項の「整備すべき路線の抽出（事
業採算性等の検証）」などを行いな
がら、道路ネットワークの具体化を
図っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

南地区、および中・北地
区に面する旧中山道につ
いては緊急車両を除きフ
ルモールにすべき。
112
インパクトがあり、まと
まった滞留・交流空間を
生むだけでなく、歩行者
の流動性を高める。

駅前ロータリー（西口）
の一般車両の流入による
混雑が甚だしい。
113
西口広場の計画見直しも
進めてほしい。一般車両
規制を行ってほしい。
フリンジ（集約）駐車場
や郊外型駐車場を活用し
たパークアンドライドの
考え方は良い。
114 駅と駐車場をつなげる環
境の整備、集約駐車場の
利用者が混雑具合を事前
にキャッチできる仕組み
が必要。
道路はネットワークとし
て機能を発揮するので、
旧16号、17号、南大通東
115 線、産業道路バイパスに
囲まれる多車線外郭道路
を整備するのが良いので
はないか。

氷川緑道西通線の延伸に
ついては、東西方向への
対応としては、効果あり
とされる可能性は十分に
あるように思う。
116
「大栄橋４車線化」+「中
山道アンダーパス」、
「中央通り・中山道アン
ダーパス」の条件に追加
して検討すべき。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

21頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「道路ネットワークの強化・拡充」
に関するご意見ですが、地上部の通
1 過交通を減らし、おもてなし歩行エ 案のままといたします。
リアを形成するため、中山道等の拡
幅・地下化等も視野に入れた検討を
行っていきます。

22頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「交通需要マネジメントの展開」に
対するご意見ですが、駅周辺の自動
1
案のままといたします。
車交通の流入規制・迂回誘導等を含
めた検討を行っていく中で、今後の
参考にさせていただきます。

22頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「交通需要マネジメントの展開」に
1 含まれており、駅周辺の自動車交通 案のままといたします。
の流入規制・迂回誘導等を含めた検
討を今後行っていきます。

22頁

ご指摘いただいた「多車線外郭道路
の整備」は、構想策定後の個別整備
計画において検討すべき事項の中
1 で、構想策定後も引き続き、将来交 案のままといたします。
通量の推計等、道路ネットワークの
強化・拡充に向けた検討を行ってい
きます。

22頁

ご指摘いただいた内容は、昨年度の
第3回大宮グランドセントラルステー
ション推進会議合同部会の資料3-1
「道路ネットワーク」に示すとおり
将来交通量の推計を実施しており、
一定程度の効果はあるものの、「大
栄橋４車線化」+「中山道アンダーパ
ス」、「中央通り・中山道アンダー
1
案のままといたします。
パス」に比べ効果が低い結果となっ
ています。
今後、構想策定後の個別整備計画に
おいて検討すべき事項に含まれてお
り、構想策定後も引き続き、将来交
通量の推計等、道路ネットワークの
強化・拡充に向けた検討を行ってい
きます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

フリンジ駐車場は、実態
にあっていないように感
117 じるので、社会実験を行
い実現可能性について再
度、慎重に判断すべき。

自動車交通の流入規制を
削除してほしい。
118 車に流入規制をかけられ
ると、駐車場の経営が難
しくなる。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

22頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
1 き事項に含まれており、構想策定
案のままといたします。
後、フリンジ駐車場の実現化に向け
た具体的な検討を行っていきます。

22頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項に含まれており、安全で快適
な歩行環境を実現するため、交通需
1 要マネジメントの検討を行っていき 案のままといたします。
ます。
なお、具体的な事業の展開に当たっ
ては、関係者との協議･調整を行って
いきます。

23頁

ご指摘いただいた「東武野田線の高
架化」は、大栄橋の配置や新たな東
西通路の整備のため、東武野田線の
ホームの高架化は困難と考えていま
す。
また、「東武線のJR各線との乗換改
6 善」は、「駅機能の高度化の考え方 案のままといたします。
（例）」に示すとおり、東西通路の
整備と合わせて、改札口等の設置を
視野にいれ、乗換改善や利便性や回
遊性の向上を図っていきます。
その実現に向け、鉄道事業者と協
議・調整を行っていきます。

23頁

ご指摘いただいた「JR線の改札口設
置、東武線の改札口や乗換専用通路
の増設」は、「駅機能の高度化の考
え方（例）」に示すとおり、東西通
路の整備と合わせて、改札口等の設
置を視野にいれ、乗換改善や利便性
1 や回遊性の向上を図っていきます。 案のままといたします。
また、「駅機能のソフト面での取り
組み」は、構想策定後の個別整備計
画において検討すべき事項の「駅機
能の高度化の具体化」の中で、引き
続き鉄道事業者と協議・調整を行っ
ていきます。

23頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東西通路の整備と合わせた駅機能
の高度化」の中で、鉄道事業者と協
1
案のままといたします。
議・調整を行いながら、東西通路の
整備に合わせた乗換利便性の向上を
図っていきます。

■６−５．駅機能

東武野田線のホームを高
架化し、乗り換え用の改
札口が新設することによ
119
り、JR各線との乗り換え
をスムーズにしてほし
い。

JR線の改札口設置、東武
線の改札口や乗換専用通
路の増設を明記して欲し
い。
120
駅機能のソフト面の取り
組みについても記載して
欲しい（増発や運行形態
の拡充等）。

「東武線とJRとの乗換」
はGCS構想の中で、重要で
複合的な問題と考える。
121
「東武駅をJRレベルまで
南下する方法」をGCSで真
剣に検討できないか。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

駅機能に関する意見とし
て、パスポートセン
122 ター、市役所支所などの
公共施設を整備すること
を提案。

ＪＲ高崎線のホームの幅
が狭く危険なので、ホー
123
ムの幅を広くしてほし
い。

現在の中央コンコース
は、利用客も増えて狭く
感じる。
124 拡張できないのなら、東
西通路を広くしてコン
コースになるようにして
ほしい。

GCS構想が成就する頃に
は、西口再開発の検討を
迫られる可能性が高いの
で、西口の再開発計画を
構想に盛り込んでほし
125 い。
西口での再開発やターミ
ナル街区周辺の人口増加
に対応できるよう、駅の
処理能力は最大限に高め
るべき。

取組内容が、どこの駅前
でもやっている民間再開
発で、ビルの建て替えく
らいにしか見えない。
126
東口駅舎及び駅機能の充
実(東武線のJR現コンコー
スまでの南進）を図るこ
とがGCSではないか。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

23頁

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項の「導入すべき公共的な機
1 能」の中で、構想策定後、駅機能の 案のままといたします。
高度化に際して、導入すべき必要な
公共的な機能の検討を進めていきま
す。

23頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東西通路の整備と合わせた駅機能
の高度化」に関するご意見ですが、
鉄道事業者と調整を行いながら、混
案のままといたします。
1
雑が著しいホームに対しては、ホー
ムの拡幅・改良やホームドアの設置
の必要性について検討していきま
す。

23頁

ご指摘いただいた内容は、14頁の東
西通路整備の考え方に示すとおり、
開発による歩行者の増加や中央通路
と東西通路への乗換客等配分等を加
1 味し、必要な規模を10〜20mの範囲で 案のままといたします。
検討することとしており、鉄道事業
者と協議・調整を行いながら、東西
通路の整備に合わせた乗換利便性の
向上を図っていきます。

23頁

ご指摘いただいた「人口増加に対応
した駅の処理能力の確保」は、構想
策定後の個別整備計画において検討
すべき事項の中で、将来の駅利用者
数等も見込みながら、駅機能の高度
化の具体化を行いたいと考えていま
1 す。
案のままといたします。
また、「西口の再開発計画」は、現
在具体的な動きは確認できていませ
んが、14頁に「新たな西口の顔づく
り」を盛り込み、東西通路の整備と
合わせた取り組みを行っていきま
す。

23頁

ご指摘いただいた内容は、取組内容
「東西通路の整備と合わせた駅機能
の高度化」の中で、鉄道事業者と協
1
案のままといたします。
議・調整を行いながら、東西通路の
整備に合わせた乗換利便性の向上を
図っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

構想に、駅舎案がないこ
と、官民の工事区分、経
127 済的なこと及び権利者へ
の対応がないことが不
安、不満である。

該当する
頁／条項

23頁

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

ご指摘いただいた「駅舎案について
構想への記載がないこと等」は、構
想策定後の個別整備計画において検
討すべき事項の「東日本の玄関口に
ふさわしい駅のあり方」に関するご
意見ですが、鉄道事業者と協議・調
整を行いながら、関係権利者へのご
説明を含め、駅機能の高度化の具体
化を図っていきます。
また、「権利者への対応がない」
は、12頁の構想策定後の個別整備計
画において検討すべき事項の「各開
1
案のままといたします。
発街区の地権者意識の醸成」に関す
るご意見ですが、構想の策定は、ま
ちづくりの検討が進められている駅
前広場に隣接する開発街区の代表者
等には、大宮グランドセントラルス
テーション推進会議等にご参画いた
だきながら、構想を取りまとめてい
ます。
なお、構想策定後も、引き続き、構
想の報告会やＧＣＳニュースの発行
などを行いながら、関係地権者等と
合意形成を進めていきます。

■６−６．取組内容の全体イメージ図

128

地図に記載されている文
字が小さくて見えづら
い。

27、28
頁

1

いただいたご意見の主旨
構想策定の際には文字の大きさ等に
を踏まえ、見やすい表記
も留意します。
にいたします。

■７．実現のための方策

具体化する際のスピード
感が必要であり、取組内
129
容それぞれに委員会等が
必要ではないか。

29頁

ご指摘いただいた内容は、実現のた
めの方策「三位一体による取り組
み」に含まれており、構想の推進に
向けて、多くの関係者が連携して事
業を進める必要があることから、引
1 き続き、大宮グランドセントラルス 案のままといたします。
テーション推進会議や、基盤整備推
進部会、まちづり推進部会などを開
催するとともに、適切な会議体を設
置し個別整備計画の策定に向けた協
議・調整を図っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

GCS構想は将来世代に残す
物でもあるので、その基
本計画には大学コンソー
130
シアム等の若者達にも説
明・納得して貰う必要が
ある。

29頁

大宮の街にテーマを与え
るための市民検討会とい
うものを開いてほしい。
或いはパブコメやネット
131 掲示板のような形でも良
い。
SNS等で呼びかけをし、多
くの人の関心を集めてほ
しい。

29頁

構想段階から、どのよう
に持続的に環境を改善し
ていくか、住民の意見を
132
取り入れていくかの方法
論を事前に明示しておく
必要がある。

29頁

1

大宮駅や周辺の利用者で
ある市民の目線を重視し
てほしい。
133 今後も本構想の実現に向
け、市として大きな判断
をする前には、同様の意
見募集を行ってほしい。

29頁

市民の声が全く届いてい
ない計画はすぐにストッ
プすべき。
134
市民の身近な公園やコミ
センを作る等、他にやる
べきことがあるはずだ。

ご指摘いただいた内容は、実現のた
めの方策「三位一体による取り組
み」に対するご意見ですが、構想策
定に向け、出前講座による意見交
換、広く市民や利用者の皆様のご意
見を聴くオープン会議、大宮グラン
案のままといたします。
1
ドセントラルステーション推進会議
の傍聴者へのアンケートや大宮区民
まつり等における市民アンケートを
実施しています。
今後も、継続的に広く市民意見を頂
く機会を設けていきます。

29頁

1

再開発を出来るだけ早期
に完成させてほしい。

29頁

1

構想全体の詳細を決めて
からではなく、まず優先
136
的に東西通路を整備して
ほしい。

29頁

135

1
ご指摘いただいた内容は、広く市民
や利用者の皆様のご意見を聴くオー
プン会議やシンポジウムを必要に応
じて引き続き開催していくととも
に、大宮グランドセントラルステー
案のままといたします。
ション推進会議等の議事録及び会議
資料についても、市のホームページ
にて引き続き公開していきます。
今後も、継続的に広く市民意見を頂
1
く機会を設けていきます。

ご指摘いただいた内容は、実現のた
めの方策「早期かつ着実な事業展
開」の中で、「関係地権者等と合意
案のままといたします。
形成を進め、スピード感をもって事
業展開を図っていきます。」と記載
1
しています。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

東西通路は工期が非常に
長くなると思われるの
137
で、一刻も早く着工でき
るよう調整してほしい。
駅機能高度化は、安全施
設の整備、諸機能の安全
点検、行き届いたサービ
スの提供が一番大切であ
138
る。
ハード面は遅れがちのよ
うに思うので、早期実現
に努力してほしい。
実現のための方策「三位
一体による取り組み」に
関する意見として、潜在
的なリソースを上手に活
用するしくみ、「アソ
139 ビ」や「イベント」の感
覚で楽しみながらまちに
貢献し、まちで暮らす意
味やまちを訪ねる意味を
作り出していくしくみを
提案。

実現のための方策「官民
連携によるルールづく
り」に関する意見とし
140 て、地区計画の策定を提
示。
景観地区、景観協定まで
は記載できないか。

該当する
頁／条項

29頁

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

1
ご指摘いただいた内容は、実現のた
めの方策「早期かつ着実な事業展
開」の中で、「関係地権者等と合意
案のままといたします。
形成を進め、スピード感をもって事
業展開を図っていきます。」と記載
しています。

29頁

1

30頁

ご指摘いただいた内容は、10頁の取
組内容「東日本の交流拠点に相応し
い多様な都市機能の導入」の中で、
大宮を訪れたくなる話題性と集約性
を備えたコト消費型機能の導入して
1 いくとともに、実現のための方策
案のままといたします。
「エリアマネジメントの導入」に含
まれており、まちを維持・管理、運
営（マネジメント）することによ
り、まちを育て、継続的に価値を高
める仕組みを構築していきます。

30頁

ご指摘いただいた「空間の重層的な
活用」は、実現のための方策「官民
連携によるルールづくり」に対する
ご意見ですが、魅力ある景観形成に
向けた「まちづくりガイドライン」
に基づき、必要かつ適切な規制・誘
導の手法を検討していきます。
また、「広場と公開空地等の一体的
1
案のままといたします。
な計画」は、20頁の構想策定後の個
別整備計画における検討すべき事項
の「多様な交流を促す交流広場の新
設整備」「広域交通結節点に相応し
い交通広場の再整備」の中で、広場
の位置づけ、事業手法、開発街区等
等との連携の中で、検討を行ってい
きます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

近年の開発では、空間を
重層的に活用して交通機
能と集客機能の棲み分け
を図っている。投資を回
収できる空間計画が重要
である。
人工地盤から上を開発空
間とし、地上レベルを交
141
通空間とすることで、交
通側の要望を吸収でき、
タクシー等の地下化によ
る経済的負担は不要にな
る。
広場は民間開発の公開空
地等と一体的に計画すべ
き。

該当する
頁／条項

30頁

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

ご指摘いただいた内容は、実現のた
めの方策「限られた空間の有効活
用」に含まれており、限られた空間
1 を有効活用するため、現時点では駅 案のままといたします。
周辺の開発街区と連携・協力しなが
ら、土地の重層利用を図っていきま
す。

■８．検討経緯・今後のスケジュール

構想の個々のパートが実
現されていくまでの(2020
142 年以降の)スケジュールを
なるべく具体的に示して
ほしい。

31頁

1

2020年度以降のスケ
ジュールがつかめない。
完成期限（目標）を決定
143
し、優先順位付けとスケ
ジュールに関する考え方
はあるか。

31頁

1

現時点で基本的に大賛
成。
144 今後進展して具体的にな
れば、意見や希望がでて
くる。

その他

1

埼玉の中心と言えるのは
大宮である。
145 700万県民が誇れるような
立派な大宮を形成してほ
しい。

その他

ご指摘いただいた内容は、「今後の
スケジュール」に関するご意見です
が、関係する開発街区の合意形成等
を進め、早期かつ着実な事業展開を
案のままといたします。
図っていきます。
具体的なスケジュールについても、
構想の進捗状況に応じてお示しして
いきます。

■その他

大宮駅グランドセントラルステー
ション化構想を着実に実現していき 案のままといたします。
ます。
1
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

GCS構想は、さいたま新都
心も組み入れ、全体企画
146 も予算確保も県・国を
引っ張り込んでやるべ
き。

その他

1

大宮GCS構想が実現するこ
とで、私たちが誇りに思
うことが出来るまちとし
て、また、私たちの子供
147
たちに自信を持って委ね
ることの出来るまちとな
ることを、一地元市民と
して期待している。

その他

1

大宮GCS構想は、大宮のポ
テンシャルが十分に引き
出され、大宮が東日本の
148
玄関口に相応しいまちに
なる可能性を秘めた素晴
らしい構想だと思う。

その他

1

構想に大変期待してい
る。全国から羨望の眼差
149 しで見られる様なスケー
ルの大きい魅力的な街を
作ってほしい。

その他

大宮駅グランドセントラルステー
ション化構想を着実に実現していき 案のままといたします。
1 ます。

大宮駅が素晴らしく進歩
150 する内容なので、心が躍
る構想だ。

その他

1

よくまとまった構想で、
将来楽しみだ。

その他

1

駅は大きく、道は広く。
飛躍的に利便性の高いま
152
ちづくりを期待してい
る。

その他

1

鉄道（駅）は重要なイン
フラであり、多様な視点
から判断しなければなら
153 ない。
大宮GCS推進会議、行政
等、構成員各位の活躍に
期待する。

その他

1

151

32/35

「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

駅前広場の都市計画決定
により、多大な損失をこ
うむってきた。
同じことを繰り返すので
はないかと不安を感じ
154
る。
構想の前提として、実現
時期や、地権者をないが
しろにしないことを約束
してほしい。

その他

ご指摘いただいた内容は、地権者の
皆さまとも十分に調整を図りなが
案のままといたします。
1
ら、開発街区等における検討・計画
の深度化を図っていきます。

構想案の前提となる想定
予算を示すべき。

その他

1

開発に対するさいたま市
156 民の税金の支出は最小限
にとどめるべき。

その他

ご指摘いただいた内容は、今後、個
別の整備計画の検討を進めていく中
案のままといたします。
で、事業費等の算定も行いながら、
1 適切に検討を進めます。

155

このビッグプロジェクト
に国からの十分な援助が
得られるのか甚だ心配で
ある。
157
政党・出身を問わず、腹
の座った実行力に富んだ
人物・集団にお任せした
い。

北陸新幹線は将来的に京
都・大阪にも延伸され、
大宮駅はさらに重要な拠
158
点となるため、東海道新
幹線を大宮発にするのも
良い。

大宮駅付近の踏切は人や
車の立ち入りが散見さ
れ、ダイヤ乱れの大きな
159
原因になっている。
高架化や地下化等につい
て検討してほしい。

その他

ご指摘いただいた内容は、関係機関
等とも協議・調整を図りながら、大
1 宮駅グランドセントラルステーショ 案のままといたします。
ン化構想を着実に実現していきま
す。

その他

ご指摘いただいた「京都・大阪への
延伸」は、北陸新幹線が将来的に京
都・大阪に延伸され、大宮の交通結
節機能はさらに高まるものと考えま
す。
1
案のままといたします。
また、「東海道新幹線の大宮発」が
実現されれば更なる拠点性が高まり
ますが、東海道新幹線の実現される
可能性が低いものと考えますので、
今後の参考にさせていただきます。

その他

ご指摘いただいた「駅の高架化」
は、大栄橋の配置や新たな東西通路
の整備のため困難と考えています。
1 また「駅の地下化」は、将来性も踏 案のままといたします。
まえた公共交通のあり方に留意しつ
つ、今後の参考とさせていただきま
す。

33/35

「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

駅からＪＡＣＫ大宮に向
かう歩行者デッキに急な
160
階段が２か所ある。この
階段を改善できないか。

自転車利用によるヘルス
ポイント等を進呈し、商
161
店街等へ誘引することを
提案。

162

シンボル都市にふさわし
いトイレにしてほしい。

危険で不具合な交通障害
となっている駅前通り参
163
道交差点の整備を要望す
る。

以前から『浦和重視、大
宮不公平』感は呼ばれて
164 いる状態では「公正な」
「公平な」行政とは言え
ない。

建設業者等が不正などを
165 しないよう、しっかり監
視する必要がある。
大宮駅北西部に100M高、2
百数十世帯の入る複合ビ
ル建設と有るが、この大
166
型プロジェクトにこの些
少な数字は理解出来な
い。

該当する
頁／条項

件数

ご意見に対する市の考え方

修正等の対応

その他

ご指摘いただいた内容は、16頁の取
組内容「駅東西を結ぶ新たな東西通
路の整備」に含まれており、既存
デッキのバリアフリー化は、東西軸
1
案のままといたします。
の整備に合わせた西口デッキネット
ワークとの接続、新たな西口の顔づ
くり等を進める中で検討していきま
す。

その他

ご指摘いただいた内容は、構想策定
後の個別整備計画において検討すべ
き事項に関するご意見ですが、構想
1 策定後、具体的な駐輪場の配置・規 案のままといたします。
模に加え、管理・運用方法等を検討
するなかで整理すべき内容と考えて
います。

その他

ご指摘いただいた内容は、交流広場
や交通広場における構想策定後の個
1 別整備計画において検討すべき事項 案のままといたします。
に関するご意見ですが、今後の参考
にさせていただきます。

その他

ご指摘いただいた内容は、構想の範
囲外のご意見ですが、21頁の取組内
容「道路ネットワークの強化・拡
1
案のままといたします。
充」等と合わせて、安全で快適な歩
行空間の形成の検討の中で、今後の
参考にさせていただきます。

その他

ご指摘いただいた内容は、市政に対
するご意見ですが、まちづくりや道
路整備などの交通基盤整備の時期
は、地元合意形成の熟度や事業の優
1 先度等により、事業実施時期が異
案のままといたします。
なってくることから、事業の集中す
る時期が偏る可能性がありますが、
公正、公平な行政を進めていきま
す。

その他

ご指摘いただいた内容は、構想の範
囲外のご意見ですが、今後も引き続
1
案のままといたします。
き、不正等が行われないよう、必要
な取り組みを行います。

その他

ご指摘いただいた内容は、構想の範
囲外のご意見ですが、地権者の皆さ
まが主体となり推進している事業が
1
案のままといたします。
ありますが、引続き地権者の皆さま
と十分に調整を図りながら、検討・
計画の深度化を図っていきます。
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「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）」に対する意見募集結果
意見
番号

ご

意

見

の

概

要

大宮駅西口桜木4丁目交差
点から17号バイパス迄の
道路が、今頃になって4車
167
線を実現した。
これをした理由は何だっ
たのか。

今、賑わっている街は、
広い広場のある整然とし
た高層ビルの街ではなく
人間味あふれる雑然とし
168 た街区である。
まちづくり＝ビルつく
り、広場つくり、広い道
つくりという考えは改め
るべき。

該当する
頁／条項

その他

ご指摘いただいた内容について、本
構想では、人を中心とした安全で利
便性の高い広場や歩行者空間を形成
することで、市民・来街者にとって
心地よい居場所を提供していくこと
案のままといたします。
1
を目指しています。
また、開発街区の再開発は、構想策
定後、検討・計画の深度化を図りな
がら、都市機能や規模の想定を行っ
ていきます。

大宮駅GCS化構想(案)の廃
止を要望する。
駅や鉄道は十ニ分出来て
おり、これ以上の整備は
170 不要。道路整備が進め
ば、緑豊かな郊外と駅の
十二分な連結が出来、郊
外も中心部も開発が進む
のではないか。

その他

集計結果
見 提 出 者
見
項
目
正
項
目

修正等の対応

その他

その他

■

ご意見に対する市の考え方

ご指摘いただいた内容は、構想の範
囲外のご意見ですが、桜木4丁目交差
点から17号バイパス迄の道路（都市
計画道路三橋中央通線）は、市内に
案のままといたします。
1 おける東西交通の重要な路線であ
り、歩行者・自転車の安全確保とと
もに、都市防災機能の向上、災害時
の被害軽減を目的とし、当該区間を
整備しています。

市がJRと同調して周辺地
域を勝手にまきこむよう
な都市開発は賛成できな
い。
169 財政的余裕もない中、余
計な開発は不要。
都市計画は自治体の権限
であり、国交省を忖度す
るのは間違っている。

意
意
修

件数

ご指摘いただいた内容は、構想全体
に対するご意見ですが、大宮駅周辺
では、氷川緑道西通線や大宮区役所
新庁舎の整備、大門町2 丁目中地区
市街地再開発事業等を積極的に推進
1
案のままといたします。
しており、北陸・北海道新幹線の開
業や上野東京ラインの開通等から、
大宮の重要性がこれまで以上に増し
てきています。
また、国の首都圏広域地方計画等に
おいて大宮の位置づけがなされたこ
とからも、この期を捉えて、駅周辺
街区のまちづくり、交通基盤整備及
び駅機能の 度化を三位 体で進め
東日本の玄関口である大宮、ひいて
は市のプレゼンスを飛躍的に向上さ
1
案のままといたします。
せ、日本の誇るべき都市として地位
を確立させていくため、大宮グラン
ドセントラルステーション化構想を
策定し、推進していきます。

数
数
数

115名
170件
4件
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