
　

「しあわせ倍増プラン２００９」の内部評価及び進行管理に係るヒアリングスケジュール

進捗度 点数 評価理由
選定基準
の区分

理由 局 課

２０分 ５分 1 Ⅱ-1 「多選自粛条例」の制定 ｄ 1

・平成２１年度中の制定を目指して条例案
を提出したが、否決され、内容と提出時期
の検討が続いており、期日目標に遅れが
生じているため、進捗度を「ｄ」と判断。

ア ・今後の条例案の見直しと提出時期に
ついて検討する必要があるため。

総務局 総務課

２０分 ５分 2 39-3
万全な危機管理体制の構築
（防災ボランティアコーディネーター
　の養成と避難場所運営体制の構築）

ｃ 4

・防災ボランティアコーディネーター及び防
災士養成について、概ね目標のとおり進捗
したものの、避難場所運営委員会の設置
が１２か所にとどまったことから、進捗度を
「 」と判断。

ア

・平成２３年度から避難場所運営委員
会の設置に関する事務を区役所に移
管したが、設置数の増加に向けた区役
所の取組への支援策、体制等につい
ての考え方を確認するため。

総務局 防災課

２０分 ５分 3 44
「E-KIZUNA Project」などの実施により、次世代
自動車の普及を促進します。

ｃ 5

・E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの実現や充電
セーフティネットの構築に向けた取組は加
点評価できるが、公用車への次世代自動
車導入や公共施設への急速充電器設置に
おいて、数値目標、取組内容、工程表等に
遅れがあるため「ｃ」と判断。

ア
・公用車への次世代自動車導入につ
いては、関係所管局と調整し導入促進
を図る必要があるため。

環境局
財政局
（水道局）

環境未来都市推進課
庁舎管理課
（管財課）

２０分 ５分 4 52
効率的な道路ネットワークを構築するため、都市
計画道路を抜本的に見直します。

ｃ 4

・ネットワークの再構築、見直し候補の抽
出が未了、見直し作業状況の公表や意見
聴取についても未了であることから「ｃ」と
判断。

ア・イ

・都市計画道路の抜本的見直しの方
向性、さいたま市の道路ネットワークの
将来像、詳細な作業工程を確認する
必要があるため。

都市局 都市計画課

２０分 ５分 5 60
大宮駅東口再開発は、東日本の玄関口として経
済・商業都市としての諸機能を高める開発を推進
します。

ｃ 4
・平成22年度の事業計画に一部遅れが生
じていることから「ｃ」と判断。

ア・イ

・大門町2丁目中地区市街地再開発事
業及び公共用地利用計画策定に向け
た詳細な工程、現状の課題、課題の解
決に向けた現況について確認するた
め。

都市局
大宮駅東口まちづくり事
務所

平成２３年４月２２日開催
都市経営戦略会議　資料１

11:20～11:40

H22年度達成度（内部評価） ヒアリングの選定区分・理由

11:00～11:20

10:40～11:00

10:20～10:40

所要
時間

時刻 事業名

　◎４月２２日(金）  10:00～12:00

所管

10:00～10：20

番号
説明
時間

事業
№

【ヒアリング対象事業の選定基準】
（ア）進捗度が「ｃ」または「ｄ」であり、且つ、今後、進捗を図る上で大きな課題・問題点がある事業
（イ）進捗度の如何に関わらず、取組状況・成果等に確認したい事項が含まれている事業
　　（＊前年度指示事項への対応、市民評価委員会からの意見に対する反映状況など）
（ウ）平成２３年度に進捗のピークを迎える事業
（エ）目標設定等の更新を図る必要がある事業
（オ）その他市長等から指示のある事業



Ⅱ　条例宣言

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）
② 取組内容
・

（課題）

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　総務部 総務課　（問合せ先：048-829-1083）

⑤ 評価理由

　－

・継続審査となり、否決されたことから、内容の再検討と提出時期の
　検討が必要です。

事業費（千円） 0 0

達 成 度
進捗度 加点･減点

１点d →

・引き続き内容を再検討するとともに、議会への再提出の時期を検討します。

・平成２１年度中の制定を目指して条例
　案を提出したが、否決され、内容と提
　出時期の検討が続いており、期日目
　標に遅れが生じているため、進捗度を
　「ｄ」と判断。

「市長の在任期間に関する条例」など市長任期
を定める多選自粛についての条例は、制定して
いません。

市長が幅広い権限を有する地位にあることにかんがみ、市長の職に同一の者が長期にわた
り在任することにより生じる恐れのある弊害を防止するため、現市長について、その在任
期間を3期までとする「さいたま市長の在任期間に関する条例」を制定します。

Ｈ22年度　主な目標等 Ｈ22年度　主な実績

・条例案の再提出に向けて、
　内容や提出時期について検
　討する。

・★条例案の再提出時期
　を模索するも、具体的
　な動きや検討には至ら
　なかった。

・条例案の再提出に向けた具体的な動きや検討には至り
　ませんでした。

さいたま市長の在任期間に関する条例（案）

条例の制定

H24

・平成21年度中に、「さいたま市長の在任期間に関する条例」を制定します。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

条例の制定
（6月） 提案→（9月）否決 内容と提出時期の検討 内容と提出時期の検討

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22（実績） H23

Ⅱ-1　市長任期を3期までとする、多選自粛条例を制定します。（すぐ）

 【八都県市の制定状況】

都市名 制定時期

埼玉県 平成16年８月

川崎市 平成15年７月

横浜市 平成19年９月



５　健康・安全・安心「日本一健康で元気なまちづくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

《39-3　防災ボランティアコーディネーターの養成と避難場所運営体制の構築》
④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点） 防災士
養成人数

防災ボランティアコーディ
ネーター養成人数

避難場所運営
委員会設置数

・ 西　区 16 16 6

北　区 24 22 6

・ 大宮区 28 32 4
見沼区 23 18 12

（市民満足度向上に向けた取組） 中央区 20 10 8
桜 区 14 18 9
浦和区 22 29 19
南　区 21 28 15

② 取組内容 （課題） 緑　区 15 12 17
・ 岩槻区 17 13 30

合　計 200 198 126

・

・ ⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　総務局　危機管理部　防災課　（問合せ先：048-829-1126・1127）

・防災ボランティアコーディネーター及び防災士の養成にあたっては、各地域
　で偏りなく地域防災力の向上を図るため、市内在勤・在学・在住の方や自主
　防災組織の方を対象に研修を行った。

Ｈ22年度　主な実績

①防災ボランティアコーディ
　ネーター200人、
　防災士150人を養成
②避難場所運営委員会を
　26か所設置

①防災ボランティアコーディ
　ネーター198人、
　防災士137人を養成
②★避難場所運営委員会を
　１２か所設置

・防災ボランティアコーディネーターについては、平成22年
　９月～１２月に研修講座を４回開催し、合わせて198人を
　養成しました。
・防災士については、平成23年１月に３日間の日程で研修講
　座を開催し、137人を養成しました。
・避難場所運営委員会については、１２か所設置しました。

150人
（累計：350人）

137人
（累計：200人）

 

198人 200人
　(累計：400人）

150人
（累計：500人）

避難場所運営委員会
設置
（既存設置数：104か所）

10か所
（累計：114か所）

12か所
（累計：126か所）

35か所
（累計：161か所）

36か所
（累計：197か所）

防災士養成研修講座 H22.1講座開催
(63名養成)

⑤ 評価理由

・防災ボランティアコーディネーター及
　び防災士養成について、概ね目標
　のとおり進捗したものの、避難場所
　運営委員会の設置が１２か所にとど
　まったことから、進捗度を「ｃ」と判
　断。

加点･減点

４点c →

達 成 度
進捗度

Ｈ22年度　主な目標等

防災士養成研修講座

防災ボランティアコーディ
ネーター養成研修

50人 150人
（累計：350人）

防災ボランティアコーディネーター600人を養成するため、自主防災組織からの参加者などを
対象とした、養成研修を実施します。
地域の避難場所運営委員会の核となって活動する防災士500人を養成するため、防災士養成研
修講座を実施します。
自主防災組織などと協議を行い、平成24年度末までに、公民館を除くすべての避難場所（196
か所）に避難場所運営委員会を設置します。

防災ボランティアコーディネーターの養成は、
行っていません。
住民主体の避難場所運営のため、99か所の避
難場所に避難場所運営委員会が設置されてい
ます。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

・平成24年度末までに、防災ボランティアコーディネーター（注1）を600人、防災士（注2）
　を500人養成します。
・避難場所の運営体制を構築するため、平成24年度末までに、避難場所運営委員会（注3）を
　公民館を除くすべての避難場所へ設置します。

H21 H22 H23

14か所
（累計：118か所）

避難場所運営委員会
設置
（既存設置数：104か所）

27か所
（累計：197か所）

150人
（累計：200人）

26か所
（累計：170か所）

　
200人

（注1）防災ボランティアコーディネーターとは、災害発生時にボランティアとの調整を図るため、被災者とボランティアのかけは
　　　　しとなる役割を果たすもの。
（注2）防災士とは、防災力向上のための活動を行う十分な意識・知識・技能を有する者として、防災士認証規準に基づき認
　　　　定される者。
（注3）避難場所運営委員会とは、市内小中学校などを拠点として地震災害時の避難生活に備え、自主的な訓練その他の活
　　　　動を行うため、避難区域の自主防災組織を主体に構成するもの。

　
　200人

(累計：600人）

150人
（累計：500人）

　
200人

　(累計：400人）

26か所
（累計：144か所）

・事業計画に基づき、防災ボランティアコーディネーター及び防災士を養成するとともに、避難場
　所運営委員会の設置を推進します。

H24

200人
　(累計：600人）

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22（実績） H23

※H23.3.31現在

・避難場所運営委員会の設置について、事業の周知・啓発等に努めた
　ものの、設置に至るまでの地域の理解を得るのに時間を要しました。

H24

防災ボランティアコーディ
ネーター養成研修

事業費（千円） 3,518 8,862

39　万全な危機管理体制を構築します。（４年以内）

避難場所(公民館を除く)　196か所

小学校 １０３校

中学校 　５７校

高等学校 ２３校

１３施設

　５４か所公民館

避難場所の区分

学
校

その他



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

② 取組内容 （市民満足度向上に向けた取組）

・

・

・ （課題）

・
・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　環境局 環境共生部 環境未来都市推進課　（問合せ先：048-829-1457）　

①E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの
　開催
②公用車への次世代自動車導
　入105台（導入率33.8%）
③公共施設（10箇所）へ急速
　充電器を設置

①△E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑ
　の開催
②★公用車への次世代自動車
　導入64台（導入率29.3%）
③公共施設（7区役所）へ急
　速充電器を設置

・EVを公用車へ導入する際、需要の高い商用バンタイプのEVの市場投
　入が必要不可欠と考え、メーカーに早期開発を働き掛けています。

・E-KIZUNA Project協定を締結した企業との連携により、EV試乗会やイ
　ベントでの車両の展示、小学校でのEV教室などを行政のコストを必要
　最小限で実施することができました。

・平成22年4月、東日本を中心とした20自治体及び１０企業
　首脳が参加した「第1回E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑinさいた
　ま｣を開催し、EV普及に向けた広域的な都市間ネットワー
　クなどを提唱し、2回にわたり国への提言を行いました。
・充電セーフティネットの構築を図るため、区役所の移転な
　ど外的要因の無い7区役所に急速充電器を設置したほか、充
　電設備設置に対する補助制度を創設し、急速充電器2件（2
　基）、普通充電器7件（12基）の補助を実施しました。
・公用車64台に次世代自動車を導入（累計229台）し、導入
　率は29.3%となりました。
・事業者を対象とした次世代自動車導入補助を32件（EV25
　件、CNG4件、HV3件）実施しました。

・公用車への次世代自動車率先導入に
　おいて、数値目標、取組内容、工程表
　等に遅れがあるため「ｃ」と判断。ただ
　し、E-KIZUNAｻﾐｯﾄ・ﾌｫｰﾗﾑの実現に
　向けた取組を評価し加点。

⑤ 評価理由

事業費（千円） 37,835 85,460

Ｈ22年度　主な目標等 Ｈ22年度　主な実績

達 成 度
進捗度 加点･減点

５点c  

EV優遇策の実施

充電セーフティネット
の構築

次世代自動車
導入補助金

市の率先導入
（公用車819台、導入台数
134台、導入率16.4％）

H23 H24

・平成23年度は参加自治体及び企業を拡大し、第2回E-KIZUNAサミット・フォーラムを開催します。
・EV導入補助制度の対象を個人にも拡大します。
・充電器を利用するに当たってユーザーが使いやすい課金システムをCHAdeMO協議会等と連携しながら
　構築します。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22（実績）

・平成24年度末までに、市域における次世代自動車の台数6,000台を12,000台にします。
・平成24年度末までに、市の公用車への次世代自動車の導入率を76.1％にし、平成25年度末
　には100％にすることを目指します。
・上記に加え「E-KIZUNA Project」（注１）などの推進により、次世代自動車の普及促進を
　図り、自動車からのCO2を年間6万トン（さいたま市と同程度の面積の杉林が1年間に吸収す
　る量に相当）削減します。

H21 H22 H23

次世代自動車といわれる電気自動車（EV）、天
然ガス車、ハイブリッド車の市内の台数は、約
6,000台です。
公用車819台（特殊な車両を除く）のうち、次世代
自動車は、天然ガス車101台、ハイブリッド車33
台の計134台であり、導入率は、16.4％となって
います。なお、平成21年度で公用車12台（内4台
がハイブリッド車）が減車予定です。

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H24

次世代自動車導入補助金により、事業者に対し、導入支援を行います。
平成21年度から、5年間で全ての公用車を次世代自動車へ切り替えます。
EV普及施策｢E-KIZUNA Project｣の推進や｢E-KIZUNA サミット｣構想（注２）の実現を目指しま
す。
EVの公共・商業施設における駐車料金の優遇などを実施します。
区役所や商業施設等に急速充電設備を設置し、充電セーフティネットの構築を図ります。

充電セーフティネット
の構築

市の率先導入
（公用車819台、導入台数
134台、導入率16.4％）

　　　　　財政局　財政部　庁舎管理課　　　　　
　　　　　水道局　業務部　管財課　　　　　　　

EV優遇策の実施

（注１）E-KIZUNA Projectとは、市民・事業者・行政の連携により、ＥＶを安心して、快適に使える低炭素社会の実現を目指
　　　　し、ＥＶ普及拡大の課題解決に取り組むプロジェクトのこと。
（注２）E-KIZUNA サミット構想とは、ＥＶの使用環境の改善等を通じてその普及促進を目的とした地方自治体のネットワーク
　　　　のこと。地域間で連携した充電環境の整備などにより、ＥＶで安心・快適にどこへでも行ける社会の実現を目指す。

次世代自動車
導入補助金

44　「E-KIZUNA Project」などの実施により、次世代自動車の普及を促進し
　　　ます。（4年以内）

ＥＶを補助対象に追加

導入台数　163台
(累計 ： 614台)
導入率 76.1%

導入台数　178台
(累計 ： 451台)
導入率　55.9%

導入台数　105台
(累計 ： 273台)
導入率　33.8%

導入台数 38台
(累計 ：  168台)
導入率　20.8%

天然ガス車
・ハイブリッド車が補助対象

自治体

大型商業施設

コンビニ、スーパー等 輸配送事業者

電力会社

地元自動車販売店

さいたま市EVメーカー

【推進体制イメージ】

（5月）ＥＶを補助対象に追加
天然ガス車・ハイブリッド車を
補助対象として５件実施

E-KIZUNAサミットから国交相（5月）
与党幹事長（8月）EV優遇を提言

導入台数64台(累計 ： 229台)
公用車783台(対象外車両増15台)

導入率　29.3%

導入台数　210台
(累計 ：596台)
導入率 76.1%

導入台数　157台
(累計 ： 386台)
導入率　49.4%

（4月）第1回E-KIZUNAサミット
・フォーラム開催

導入台数 31台（累計：165台)
公用車797台(減車22台)

導入率　20.7%

E-KIZUNAｻﾐｯﾄ･ﾌｫｰﾗﾑ

サミット

フォーラム

国への提言

H22.5.13 国土交通大臣へ

H22.8.20 与党幹事長へ

ＥＶ導入の補助対象に個人を追加



６　環境・まちづくり「環境先進都市づくり」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

・

（市民満足度向上に向けた取組）

② 取組内容
・ （課題）

・

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

進捗度 加点･減点
４点c →

都市計画審議会・告示

見直し作業の公表・意見
聴取

事業費（千円） 4,988 13,650

都市計画審議会報告

都市計画変更手続き
国・県等協議 国・県等協議

H24

見直し指針に基づく、見
直し路線の抽出 　　　　　　検討 見直し候補路線の抽出

存続・変更・廃止の分析、
指針案の策定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

H21（実績） H22（実績） H23

　　―

・道路網のあり方と密接な関連を持つ将来都市構造のあり方と併せ
　て検討を進める必要があります。

・パブリック・コメントを実施した上で道路網計画づくりの指針を確定し、この指針に基づいて見直し
　路線の抽出を行いながら、可能な路線については並行して都市計画変更手続きに入っていきます。

⑤ 評価理由

・ネットワークの再構築、見直し候補の
　抽出が未了、見直し作業状況の公表
　や意見聴取についても未了であること
　から「ｃ」と評価した。

Ｈ22年度 主な目標等 Ｈ22年度 主な実績

①見直し指針（案）の策定、
　指針（案）に基づくネット
　ワークの再構築、見直し候
　補路線の抽出
②国・県等関係機関との協
　議、都市計画審議会に対す
　る報告
③見直し作業状況の公表、意
　見聴取

①道路網計画づくりの指針
（案）の策定
★ネットワークの再構築、
　見直し候補の抽出未了
②指針（案）について、
　国・県と協議を実施、都
　市計画審議会へ報告
③★見直し作業状況の公表
　意見聴取未了

・都市計画道路の抜本的な見直しにあたり、新たな道路
　網計画づくりの指針（案）を国・県等の関係機関協議
　を実施し取りまとめました。また、内容に関しては都
　市計画審議会へ報告を行いました
・将来都市構造のあり方における交通体系からネット
　ワークの再構築を行うため、交通モデルを構築し、検
　討を行いました。

達 成 度

所管課　　都市局　都市計画部　都市計画課　（問合せ先：048-829-1404）

都市計画道路については、これまで人口増や高度
経済成長を前提に163路線が都市計画決定されて
います。
順次、整備を行っていますが、整備率（注1）は約
44％であり、いまだ未着手の路線を抱えています。

平成21年度は、都市計画道路の存続、変更、廃止に伴う道路評価手法の分析を行い、見直し
の視点や方向性などをまとめた見直し指針案を策定します。
平成22年度から、見直し指針に基づき、ネットワークの再構築、見直し候補路線の抽出を行
います。
見直し作業の各段階で、パブリックコメントを行った上で、都市計画変更手続きを進めま
す。

存続・変更・廃止の分析、
指針案の策定

見直し指針に基づく、見直
し路線の抽出

(注1）整備率とは、都市計画道路総延長に対する都市計画道路整備済延長の割合。

都市計画変更手続き
国・県等関係機関協議

見直し作業の公表・意見
聴取

都市計画審議会・告示

H24

・平成24年度末までに、人口減少、高齢化社会に対応し、低炭素型のコンパクト
　なまちづくりを実現する効率的な道路ネットワークを構築するため、都市計画
　道路の抜本的な見直しを行います。

H21 H22 H23
　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

52　効率的な道路ネットワークを構築するため、都市計画道路を抜本的に見直し
　　ます。（４年以内）

【さいたま市　都市計画道路整備率の推移】

43.041.1 43.943.3
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＜目次＞
第1章　本書の目的
第2章　都市計画道路の現状と課題
第3章　抜本的見直しの考え方
第4章　新しい計画体系と手続き
第5章　道路網計画の基本的な考え方



８　地域間対立を越えて「“絆”で結ぶひとつのさいたま市」

しあわせ倍増プラン２００９の達成度の評価（１０点満点）

④ 取組実績（平成23年3月末時点）

① 数値目標等（取組指標・方針）

 （取組状況） （主な成果等）

　　現状（平成21年3月末時点）

・

（市民満足度向上に向けた取組）

② 取組内容
・ （課題）

・

⑥ 今後の取組・予定

③ 事業計画（工程表） （工程表）

所管課　　都市局　都心整備部　大宮駅東口まちづくり事務所　（問合せ先：048-646-3290）

H24

・平成22年度末までに、大宮駅周辺公共用地利用基本計画を策定します。
・平成23年度末までに、大宮駅東口駅前広場用地の買収を開始します。
・平成24年度末までに、氷川緑道西通線用地の100％取得及び大門町2丁目中地区再開発組
　合の設立を行います。

H21 H22 H23

実施計画の策定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等

氷川緑道西通線の整備
土地評価

大宮駅東口駅前広場の
整備 建物・営業調査 事業化（区域変更） 用地買収

大宮駅東口公共施設の
再編

大門町２丁目中地区再開
発の事業化 基本計画案の作成 組合設立

基本計画の策定

事業計画案作成　　　　　　都市計画
及び認可手続き　　　　　　　　告示

大宮駅周辺地域戦略ビジョンの策定作業に並
行し、老朽化した大宮駅東口公共施設の再編に
ついての検討、大宮駅東口駅前広場北側拡幅
に向けた権利者との交渉、氷川緑道西通線の用
地買収、大門町2丁目中地区再開発の準備組合
の設立などを行っています。

東日本の玄関口として、経済・商業機能を高める開発を推進するため、大宮駅東口周辺の老
朽化した公共施設の再編・複合化等により施設の更新を図るとともに、大宮駅東口再開発の
リーディング事業となる大門町2丁目中地区再開発事業を積極的に進めていきます。
都市計画道路氷川緑道西通線や大宮駅東口駅前広場の整備について、積極的に用地交渉・用
地買収を行っていきます。

達 成 度
進捗度 加点･減点

４点c →

・（仮称）大宮駅周辺公共用地利用基本計画の策定について
　は、平成22年5月に関係部局による庁内検討組織を立ち上
　げ、検討を進めています。（平成22年度７回開催）
・大門町2丁目中地区については、準備組合の活動を支援する
　とともに、権利者の合意形成に向けた取組を行っています。
・氷川緑道西通線（南区間）については、物件調査や用地交渉
　を進め、平成22年度中に2039.1㎡の土地を取得しました。
　（進捗率12.2％→45.9％※面積ベース）
・大宮駅東口駅前広場については、建物・営業調査に向けて、
　地権者等との協議を実施しています。

・公共用地利用基本計画については、地元のまちづくりの動向に配慮しながら関係機関との調整を進
  め、平成23年度中の策定を目指します。
・大門町2丁目中地区市街地再開発事業の早期実現に向けて権利者の合意形成を進め、平成23年度に基
  本計画（案）を作成します。また、都市計画の手続きに向けた協議を開始します。
・氷川緑道西通線、大宮駅東口駅前広場については、引き続き権利者等との協議を続けます。

・市民の声を取入れながら事業を推進することに努めていま
  す。（戦略ビジョンの出前説明会27回実施）

・公共用地利用計画の策定及び再開発基本計画の作成には、既
　存公共施設と新規に導入する都市機能の調整及び権利者の合
　意形成が課題となっています。 氷川緑道西通線の取得用地

⑤ 評価理由

・平成22年度の事業計画に一部遅れが生
　じていることから「ｃ」と判断しまし
　た。

Ｈ22年度 主な目標等 Ｈ22年度 主な実績

①（仮称）大宮駅周辺公共用地
　利用基本計画の策定
②大門町2丁目中地区市街地再開
　発基本計画案の作成
③氷川緑道西通線の用地取得
④大宮駅東口駅前広場整備に向け
　た準備

①公共用地利用計画の庁
　内検討
　★計画未策定
②再開発基本計画案の作
　成に向けた検討・調整
　★計画案未作成
③氷川緑道西通線（南区
　間）の用地買収
④関係権利者等との協議

H24

大宮駅東口公共施設の
再編 基本計画の策定 実施計画の策定

　　　　　　　　　　　年度
　実施事業等 H21（実績） H22（実績） H23

事業化（区域変更）

　　　　　　　    都市計画　　　組合設立
　　　　　　　　     告示

氷川緑道西通線の整備
土地評価

大門町２丁目中地区再開
発の事業化 基本計画案の作成

事業費（千円） 673,918 1,911,629

用地買収

大宮駅東口駅前広場の
整備 建物・営業調査

60　大宮駅東口再開発は、東日本の玄関口として経済･商業都市としての機能を
　　高める開発を推進します。（４年以内）

物件調査・用地交渉・用地取得

【大宮駅東口】

物件調査・用地交渉・用地取得

事業計画案作成
及び都市計画手続き


