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資料１



１．都市計画マスタープランの概要について
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☆市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第18条の2）
☆目標年次：約20年後の2030年（平成42年）
☆市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第18条の2）
☆目標年次：約20年後の2030年（平成42年）

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランの前提
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都市計画マスタープランの改定について

平成17年度 策定

「さいたま2005まちプラン」（さいたま市都市計画マスタープラン）
平成17年度 策定

「さいたま2005まちプラン」（さいたま市都市計画マスタープラン）

社会状況の変化
人口減少・高齢社会へ
の対応
東日本大震災で浮き彫
りになった課題

 厳しい財政状況の下で
効率的な都市づくりの必
要性

など

社会状況の変化
人口減少・高齢社会へ
の対応
東日本大震災で浮き彫
りになった課題

 厳しい財政状況の下で
効率的な都市づくりの必
要性

など

まちづくりの考え方
市民との協働のまちづ
くりの考え方の浸透
住民主体のまちづくり
の仕組みづくり

など

まちづくりの考え方
市民との協働のまちづ
くりの考え方の浸透
住民主体のまちづくり
の仕組みづくり

など

さいたま市都市計画マスタープランを改定さいたま市都市計画マスタープランを改定

都市計画マスタープランの前提
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まちづくりの現況と課題

■人口：将来的な人口・世帯の減少、高齢者の増加
⇒活力ある超高齢社会を支える都市環境の形成

■人口：将来的な人口・世帯の減少、高齢者の増加
⇒活力ある超高齢社会を支える都市環境の形成

現況と課題
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●全国的なまちづくりの課題●全国的なまちづくりの課題

■防災：地震や水害などの大規模災害が発生した際に起こりうる
都市の被害を防止・軽減する必要性

⇒災害に強いまちづくり

■防災：地震や水害などの大規模災害が発生した際に起こりうる
都市の被害を防止・軽減する必要性

⇒災害に強いまちづくり

■低炭素・エネルギー：二酸化炭素排出量の削減とヒートアイランド
現象緩和への取組の必要性

⇒環境への負荷の少ないまちづくり

■低炭素・エネルギー：二酸化炭素排出量の削減とヒートアイランド
現象緩和への取組の必要性

⇒環境への負荷の少ないまちづくり

■財政：税収の減少と福祉関係の支出の増大
⇒社会資本の費用管理（コストマネジメント）の適正化

■財政：税収の減少と福祉関係の支出の増大
⇒社会資本の費用管理（コストマネジメント）の適正化



まちづくりの現況と課題

■水とみどり：緑被や耕作面積の減少
⇒緑や水辺を活かした質の高い市街地の形成

■水とみどり：緑被や耕作面積の減少
⇒緑や水辺を活かした質の高い市街地の形成

現況と課題

6

■産業：就業の自立性が低く、都市間競争も激化
⇒広域拠点都市としての経済力の維持・向上

■産業：就業の自立性が低く、都市間競争も激化
⇒広域拠点都市としての経済力の維持・向上

■土地利用：鉄道駅を中心に、ある程度都市機能や人口が集約化
⇒市街地の広がりの抑制と都市機能・人口の集約化

■土地利用：鉄道駅を中心に、ある程度都市機能や人口が集約化
⇒市街地の広がりの抑制と都市機能・人口の集約化

■交通：駅の徒歩利用圏が狭く、現行の道路網も不十分
⇒公共交通を軸とする交通体系の充実

■交通：駅の徒歩利用圏が狭く、現行の道路網も不十分
⇒公共交通を軸とする交通体系の充実

●本市特有のまちづくりの課題●本市特有のまちづくりの課題



活力があり、美しく、
魅力に満ちた

「訪れたくなるまち」

活力があり、美しく、
魅力に満ちた

「訪れたくなるまち」

さいたま市が目指すまちの姿とまちづくりの目標

全体構想 将来都市構想

環境と共生し、安全・安心で、郷土
としての愛着と誇りが持てる

「住み続けたくなるまち」

環境と共生し、安全・安心で、郷土
としての愛着と誇りが持てる

「住み続けたくなるまち」

「環境」「生活」「経済」の３つの視点に基づき
11 の「まちづくりの目標」を設定

「環境」「生活」「経済」の３つの視点に基づき
11 の「まちづくりの目標」を設定

環境と共生した都市

◆自然環境の保全・活用
◆都市活動の低炭素化
◆良好な生活環境の形成

【環境】【環境】

誰もが快適に安心して
住み続けることが
できる都市

◆安全・安心な生活
◆多様な世代が住み続ける
◆都市的サービスの享受
◆歴史・文化の保全・活用

【生活】【生活】

自立性を維持向上し、
市民の雇用を創出する
活力ある都市

【経済】【経済】

◆商業業務機能の強化
◆産業力の強化
◆活力・魅力の強化
◆健全な財政の維持 7



将来の都市構造

全体構想 将来都市構想

水とみどりに囲まれた
ネットワーク型の集約型都市構造

高密・複合機能ゾーン

高密・広域機能ゾーン

中高密生活ゾーン

低中密生活ゾーン

低層生活ゾーン

緑地・集落ゾーン

人
口
密
度
・
機
能
集
積
度

高

低

都心 副都心
地域生活
拠点

多機能都心エリア
（都心間のつながり）

地域活動
拠点

水とみどりの
ネットワーク

主な土地利用

拠
点

交通ネット
ワーク

産業集積
拠点
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都市マネジメントの導入推進

都市マネジメントの導入推進

●エリアマネジメント
特定のエリアの維持管理・運営を行う

・都心や副都心における活力・にぎわいを生み出すエリアマネジメント

・住宅市街地における住環境を維持向上するエリアマネジメント

●都市施設マネジメント

道路・公園等の都市施設の効率的な維持管理・更新を行う

・都市施設の維持管理にあたって優先順位をつけ「選択と集中」により

限られた資源を効果的に活用

・市民や民間業者との問題意識の共有と協働の推進

地域に関わる多様な主体が行政と協働してまちづくりを推進

都市施設の維持管理や更新に要する財政負担の軽減・平準化 9



参加と協働を推進する
「地域別まちづくり構想」の策定

まちづくりの進め方

『地域別まちづくり構想』は、市民、商店街、企業、市民団体、行政等が

協働して、全体構想に基づく地域のまちづくりを進めていくために、地域の目

指すまちの姿やまちづくりの方針を示すもの。

地域のまちづくりの熟度や必要性に応じて作成する。
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「地域別まちづくり構想」を活用したまちづくり（イメージ）

まちづくりの進め方

■さいたま新都心地区■さいたま新都心地区

（仮称）新都心将来ビジョン

●広域的な都市活動の拠点、にぎわい

あふれるまち

●広域的な安心・安全を担うまち

●豊かな緑と都市機能が融合するまち
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「地域別まちづくり構想」を活用したまちづくり（イメージ）

まちづくりの進め方

■岩槻駅周辺地区■岩槻駅周辺地区

岩槻まちづくりマスタープラン

●歴史・文化資源を保全し、

まちの魅力向上を図る

●歴史・文化資源を活用し、

都市型観光のまちづくりを

進める

●歴史・文化資源の連携により、

にぎわいの創出に努める
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２．大宮駅周辺のまちづくりについて



大宮駅周辺地域の特徴

大宮大宮

特徴

東日本のハブシティ
・新幹線5路線、在来線8路線が乗り入れ
・1日の乗降客数65万人

交通利便性を活かした機能集積
・商業、業務の集積
・東京以北の首都圏の交通・経済の要所

大宮駅周辺地域の特徴



・平成16年 都市計画の変更告示 ⇒再開発事業「廃止」

大宮駅周辺のまちづくりの経緯

・平成14年 「公共事業の再評価」実施 ⇒再開発事業「中止」

「大宮駅東口都市再生プラン」公表

・氷川神社『大いなる宮居』

中世まで 門前町・宿場町

・江戸日本橋から4番目の宿場（中山道六十九次）

明治以降 鉄道の街

・明治18年 大宮駅開設（高崎線・東北本線）

・明治27年 国鉄大宮工場開設

近年 商都大宮

・昭和58年 大宮駅東口第一種市街地再開発事業都市計画決定

・昭和40年代～ 西口を都市改造型区画整理として整備
⇒新幹線の開通とあわせ、駅周辺の面的整備

大宮駅周辺のまちづくりの経緯



地域の課題・問題点

●基盤整備の遅れ（特に東口）

●慢性的な交通渋滞の発生

●民間のまちづくりの停滞

●建築物の老朽化

など

地域の課題・問題点



大宮駅周辺地域戦略ビジョン

将来像

◆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（つなぐ）まち

・大宮らしさを感じさせる様々な場所の個性を
活かした「おもてなし」にあふれる
・初めて大宮を訪れる人も、大宮で働く人も、
住む人も、楽しめる

・東日本の交流拠点都市
・周辺の各都市との連携
・さいたま市の「顔」
・市民が誇りに思える

・自然・歴史・都心性が調和
・豊かな都市生活を守り、育て、継承
・環境負荷の低減や高齢化社会への対応、次世
代の育成などへの取り組み

大宮駅周辺地域戦略ビジョン



戦略ビジョンの実現に向けた基本的な取組み方

⇒ 歩行の中心である駅と地域内外の施設をつなぐ

⇒ まちづくり動向に応じて、柔軟に範囲や内容を考える

⇒ 民間活力を活かした機動的で実効性のあるまちづくり

1. “歩きたくなる”ことからはじめる

2. できるところから段階的に進める

3. 民と官が協調して、波及効果を高める

戦略ビジョンの実現に向けた基本的な取組み方



まちづくり団体の活動状況

大門2中

●複数のまちづくり団体が共同化によるまちづくり（街区再編）を検討中

東口南

東口駅前

東口西
東口北

西口3-AD

西口3-B

●この他、地域全体のまちづくりやソフト施策を検討する団体も活動

まちづくり団体の活動状況



大宮駅西口の主なまちづくり事業

大宮駅西口第3-B地区

西口第四地区で土地区画整理事業・
西口第３-B地区でまちづくり検討が進行中

自転車駐車場・複合公共施設
西口第四地区

西口第三地区

大宮駅西口の主なまちづくり事業



西口第三地区のまちづくり

大宮駅西口第三地区内のまちづくり方針図（案）
出典：大宮駅西口第三地区内のまちづくり、H23.3、大宮駅西口タウン会議

Ｂ地区 Ｃ地区
Ａ地区

Ｄ地区

西口タウン会議で第三地区のまちづくりを検討中

西口第三地区のまちづくり



西口第四地区の土地区画整理事業・公共施設整備

・平成24年4月竣工
・駐車台数 約2,500台

（自転車約2,200台、原付300台）
・地下1階、地上3階建て

・平成25年4月竣工予定
・導入機能：保育所（公立･私立）

子育て支援センター
一時保育施設 など

大宮駅西口自転車駐車場

のびのびプラザ大宮
（大宮駅西口第四地区複合施設）

西口第四地区の土地区画整理事業・公共施設整備



大宮駅東口の主なまちづくり事業

大門町2丁目中地区
市街地再開発事業

公共施設再編

氷川緑道西通線の整備

大宮駅東口の主なまちづくり事業



大門町２丁目中地区市街地再開発事業

●商業・業務

●公共機能
（ホール機能・コミュニティ機能）
●公益機能（放送機能）

外観イメージ

公共・公益

商業・業務
まちづくり目標

導入する機能

大宮駅東口のリーディングプロジェクトとして
魅力と周辺地域へつながりのある顔づくりの創出

●地区面積：約1.4ha
（敷地面積の1／3が市有地）
●平成21年再開発準備組合設立

地区の概要

●平成25年3月都市計画決定・変更予定

大門町２丁目中地区市街地再開発事業



市民会館おおみや

市立博物館

大宮区役所別館

大宮小学校

埼玉県大宮合同庁舎

大宮中部公民館

大門町2丁目中地区
※第一種市街地再開発事業
（組合施行）を計画

大宮区役所

大宮図書館

高鼻ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 検討対象

公共施設再編① ～再編対象～

駅前賑わい拠点

地域連携拠点

公共施設再編①



公共施設再編② ～公共施設再編の方向性～

ホール機能
コミュニティ機能

施設配置イメージ

まちづくり推進に活用

地域連携拠点

駅前賑わい拠点

大宮区役所庁舎
大宮図書館

文化・歴史を
感じられる複合施設

山丸公園と一体的な

ひろば空間

公共用地を活用し、2つの
新たな都市拠点を形成

■ 「駅前賑わい拠点」の整備の方向性
○民間機能との賑わいの相乗効果を創出
○駅周辺地域の再開発を誘発
○まとまった土地や床を生み出し、まちづくりに活用
○駅周辺の交通環境の向上に寄与

■「地域連携拠点」の整備の方向性
○大宮駅とさいたま新都心との中間に連携・
回遊性の向上

○山丸公園活用による防災性の向上
○まとまった土地や床を生み出し、まちづくり
に活用

○氷川参道の歩行者専用化に寄与

公共施設再編②



氷川緑道西通線拡幅事業

北区間（約310m）
今後、事業化予定

南区間（約670m）
現在、事業中で
用地買収が進行

● 延長：1,010m 幅員：18.0m
●都市計画道路事業氷川緑道西通線

●歩行者・自転車の交通環境の向上

●中山道を中心とした交通渋滞緩和

整備概要

整備の目的

●平成27年度の供用開始を目標（南区間）

氷川緑道西通線拡幅事業



まちづくりの将来イメージ

大宮・さいたま新都心

浦和都心

至 都内

さいたま新都心

大宮

浦和

広域連携の強化
一つの都心の実現

まちづくりの将来イメージ


