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浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備について 

 

１ 地域の現状 

（１）地域の概況 

 平成11年 6月までは市街化調整区域

として農業を中心とした地域。 

 市街化区域に編入後、平成 13 年から

土地区画整理事業の施行開始 ⇒ 

埼玉高速鉄道の開通、埼玉スタジアム

２００２のオープン  

⇒ 浦和美園駅を中心とした本市の副

都心としてのまちづくりを推進。 

（２）人口構成（推移） 【図１】 

 美園地区及び岩槻区南部の人口は、平

成２年(1990年)の2万4千人から、平

成17年(2005年)2万5千人、平成22

年(2010年)2万9千人と増加している。 

 平成47年(2035年)には6万7千人と

なり、平成17年（2005年）からの増

加率は168%となることが予測される。 

 特に、生産年齢人口の増加が見込まれ、平成17年から平成47年の増加率は、155.6%となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共サービス【図２、３】 

 当該地域の人口は、近年急速に増加しているが、提供されている公共サービスは、支所、公民館、教育機関と最小限

の規模である。市内の公共施設の分布をみると、浦和美園駅周辺は、公共サービスの空白地帯となっている。 

 また、民間サービスについても、生活利便施設が充実しているとはいえない状況にある。金融機関及び郵便局につい

ては、窓口を有する支店の立地がなく、医療機関については、診療所が点在するものの、診療科目には偏りがある。 

（４）地域資源 

 歴史がある地域のため文化財が多数存在し、自然環境が豊かで文化と自然双方の観光資源を有する。農業の他、機械・

金属・食料工業の生産拠点にもなっている。東北自動車道浦和ICや浦和美園駅が立地する交通拠点であるのに加え、

埼玉スタジアム2002及びイオン浦和美園SCといった施設があり、広域からの集客がある。 

（５）課題 

 浦和美園周辺地域は副都心として、都心と連携して都市活動を多様化する役割と共に、快適空間、快適生活の創造を

目指している。区画整理事業開始後は住宅整備が進み、民間商業施設がオープンするなど、まちづくりが進展しつつ

あるが、旧来は人口密度が低い地域であったため、生活利便機能が十分備えられていない。魅力的な新市街地形成に

向け、住民ニーズに適う公共サービスの充実が望まれる。 

 将来の人口推計は、土地区画整理事業による人口増加を見込んでいる。計画通りに人口増加が進展しなかった場合、

公共サービスの過剰供給等の課題が生じる。現状は、ほぼ計画通り（H23.8.1時点で29,730人）。 

 平成47年(2035年)までの推計では、生産年齢人口が増加しているが、その後（平成22年から30～40年後）は、老

年人口に移行していくことが予想され、急激に高齢化が進展する。 

 

２ 公共施設需要動向 

（１）浦和美園まちづくりを推進する会アンケート調査（H21年実施） 

 市民の窓口や診療所、図書館への要望が総じて高く示されている。 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

サッカー関連

コミュニティ施設

学童支援

子育て支援

金融機関

郵便局

高齢者支援

診療所

図書館等

市民の窓口

希望回答（2,245人中）

 
（２）（独）都市再生機構ヒアリング（H23.6実施） 

 防災調節池を生かした水と緑があふれる街、埼玉スタジアムを生かした国際交流拠点、地域交流拠点を創造するとい

ったコンセプトを掲げる。 

 地区の顔としてふさわしい空間・にぎわいを期待しており、図書館など、日常的に人が集まる施設が望ましい。住民

要望としては公益施設への要望が高い。 

※便宜上、緑区の旧美園村区域（大門・野田地区自治会連合会区域）を「美園地区」、岩槻区の新和・和土地区自治会連合会区域を「岩槻南

部地区」とし、複合公共施設の「基本需要エリア」と想定して、検討対象とした。 

公共施設分布図【図２】 
生活利便施設分布図【図３】
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【図1】美園及び岩槻区南部の人口推移
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出所：町(丁)字別人口調査及び上記データを用いた独自推計値
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（３）庁内ニーズ（H23年度予算編成に係る集中審議） 

 市民利便機能 

 地区コミュニティセンター…緑区東部と岩槻区南部、新旧住民などの地域や世代を超えた、ふれあいのある地域

社会の形成を目的とした拠点施設。 

 図書館…緑区東部・岩槻区南部を中心とした未整備地区の図書館サービス網の整備。 

 支所…緑区東部・岩槻区南部地域の住民の利便性の向上を図る。 

 臨時期日前投票所…現状、美園地区には投票所が少ないことから、駅周辺等の立地特性を生かし、有権者の利便

性と投票率の向上を図る。 
 地場農産物直売所…駅前という立地を生かし、周辺農家の経営安定や消費者へ安心で安全な農産物を提供。 

 

 

 
 子育て応援機能 

 児童センター…現在も増加している乳幼児から青少年までを対象に、地域の子育て支援機能の充実を図る。 

 教育相談室…現状、当地区周辺の施設が不足していることから、主に緑区東部、岩槻区南部の在住、在学の幼児、

児童、生徒及び保護者等を支援するための教育相談施設を設置。 

 安全・環境機能 

 災害用拠点備蓄倉庫…地域防災計画に基づく市東部地域の災害時応急対応の拠点。 

 公衆トイレ…だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に基づき、駅周辺や埼玉スタジアムなどの公共施設利用者

の利便性の向上を図る。 

 電気自動車充電設備…持続可能な低炭素クルマ社会の実現に向け充電セーフティネットを構築し、電気自動車等

の利用者の利便性向上、電気自動車の普及促進を図る。 

３ 公共施設マネジメントの観点からの検証 

（１）導入施設の検証結果 

ニーズ 施設名[所管課] 
（所管要望規模） 住民 庁内 

施設配置からの検証 機能・規模からの検証 結果 

《調書Ｐ１》 

コミュニティセンター 

[コミュニティ推進課] 

（約2,000㎡） 

● ● 

《配置方針》～公共施設適正配置方針～ 

・コミュニティ施設は行政区レベル、公民館は地区レベル。 

・行政区ごとの整備水準及び公民館の設置状況に配慮して設置。 

《検証結果》 

・地域中核施設としてのプラザイーストは存在するが、美園地区をカバーする美園公民館は老朽

化、岩槻区南部の新和地区には地区公民館がない。 

■本市の副都心としての位置づけや新市街地としての今後の人口増加を考慮すると、地域コミュ

ニティ活動の拠点（コミュニティ施設の空白地域への対応）として、コミュニティセンター設

置の必要性は認められる。 

※ただし、老朽化施設である美園公民館（H22 耐震補強済）を移設する場合には、コミュニティ

センターの必要性は薄れる。 

・緑区はプラザイースト、岩槻区は岩槻駅周辺に複数のコミュニティセンターが立地しているため、

人口当たりのコミュニティ関連施設の延床面積が高い。地域として必要な機能に限定し、施設規

模は抑制的に考える。 

・導入する機能については、美園公民館を含めて近隣施設の導入機能と同種重複しないよう考慮す

べき。 

・非常時における避難場所施設（地域住民、帰宅困難者）として利用できる部屋は確保すべき。 

必要性有り

導入規模等は

要検討 

《調書Ｐ２》 

支     所 

[区政推進室] 

（約140㎡） 

● ● 

《配置方針》～支所・市民の窓口配置方針（H20.12.4都市経営戦略会議指示）～ 

・国のコンビニでの証明書発行の試行の結果及びその動向を踏まえ、自動交付機の設置や郵便局

での証明書発行業務について検証し、他の窓口サービスを含めた支所等の配置を検討する。 

《検証結果》 

■支所の必要性を整理すると 

①122号線の西側に『美園支所』が築37年の老朽化施設（H22年度耐震補強済）である。 

②岩槻区南部地域には、支所等の施設がない。 

以上のことから、今後の人口増加地区の中心である浦和美園駅前に支所を設置することが考えら

れるが、その場合は、既存の「美園支所」を移設することが前提となる。 

※また、美園支所を移設する場合には、併設する美園公民館の移設も検討する余地がある。 

― 
移設の可否に

ついて要検討

《調書Ｐ３》 

図  書  館 

[中央図書館] 

（約1,400㎡） 

● ● 

《配置方針》～公共施設適正配置方針～ 

・地区図書館は施設密度などを勘案し、DID（人口集中地区）及び市街化区域内の利用圏の空白

部分（南区西部、緑区東部）を考慮して設置。 

・整備は複合化を基本。 

《検証結果》 

■公共施設適正配置方針に示されているとおり、図書館の空白地域となっており、今後の定住人

口の増加が見込まれる中で、地域住民の生涯学習の場として図書館設置の必要性は認められ

る。 

・既に緑区、岩槻区には、地区図書館Ⅱ類館が設置されていることから、Ⅲ類館又は分館レベルと

すべき。 

必要性有り

導入規模等は

要検討 
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ニーズ 施設名[所管課] 
（所管要望規模） 住民 庁内 

施設配置からの検証 機能・規模からの検証 結果 

《調書Ｐ４》 

児 童 セ ン タ ー 

[青少年育成課] 

（約1,560㎡） 

● ● 

《配置方針》～公共施設適正配置方針～ 

・各区に最低１館設置を目標とし、原則として未整備区を優先整備するが、利用者の利便性や区

の面積、児童数などにも配慮。 

     ～児童センター整備計画～ 

・今後の児童センター整備計画の見直しにおいては、『青少年が安心して活動できる居場所づく

り』を目的として、半径２kmの範囲内に１館設置を目指す。 

《検証結果》 

■公共施設マネジメントの観点からは、緑区尾間木地区に建設を予定しており、区に１館設置さ

れることから、浦和美園地域での必要性は低い。 

■しかし、児童センター整備計画の見直しによる基準を考慮した場合に、年少人口の増加が見込

まれる浦和美園地域における児童・青少年の活動拠点として児童センター設置の可否を公共施

設マネジメントの観点から整理する余地はある。 

・浦和美園地域に児童センターを設置する場合には以下の内容を考慮すべきである。 

①尾間木地区に１施設設置されることを踏まえ、施設規模については抑制的に考える。 

②今後の急激な高齢化の進展が見込まれるため、将来的には高齢者福祉施設等への転用を想定し

た施設整備を行うべき。 原則、必要性

無し 

 

但し、導入す

る場合は、整

備計画の見直

しを前提。 

《調書Ｐ５》 

教 育 相 談 室 

[指導２課] 

（約500㎡） 

 ● 

《配置方針》～教育相談室設置の基本的な考え方～ 

・公共の交通機関を利用する相談者（保護者･児童生徒）、通室者の利便性や安全性を考慮し、約

３０分～1時間以内の範囲に（４０分以内が望ましい）教育相談室を１ヶ所設置。 

《検証結果》 

■公共施設マネジメントの観点からは、担当学校数等のバランスを考慮した場合に、浦和美園地

域ではなく、緑区全域を補完する場所に設置することが効果的と考えられることから、その必

要性は低い。（岩槻教育相談室は岩槻区全域を補完する配置が望まれる） 

■ただし、『教育相談室設置の基本的な考え方』を基準にすると、さいたま市南東部地域におけ

る教育相談体制の強化を図る上で必要性は認められる。 

・浦和美園地域に教育相談室を設置する場合には以下の内容を考慮すべきである。 

①施設機能としてコミュニティセンターや児童センターと重複しないよう配慮し、相互利用を検

討すべきである。 

②当該複合施設は、賑わい創出のための施設を考えていることから、相談者の立場を考慮した施

設配置等が必要。 

  ⇒または、駅前の当該複合施設ではなく、他の公共公益施設用地に設置することも要検討。 

原則、必要性

無し 
 

※利用者の視点

に立った場合、駅

前のこの場所が

適切なのか検討

を要す。 

《調書Ｐ６》 

拠 点 備 蓄 倉 庫 

[防災課] 

（約200㎡） 

 ● 

《配置方針》～地域防災計画～ 

・それぞれの地域の人口集中度及び地域性を考慮した上でバランスのとれた備蓄の分散化が図れ

るよう、原則各区に最低１箇所配置。※未設置区（西区、見沼区、緑区） 

・特に人口が集中する地域については、災害時に迅速な支援が行えるよう複数の拠点備蓄倉庫を

設置。 

《検証結果》 

・各避難場所には防災倉庫が設置（250 箇所）されているが、その補完的な役割として、各区に

最低１箇所は拠点備蓄倉庫の設置を目指している。 

■未設置となっている緑区では、拠点備蓄倉庫の設置が急務となっており、その必要性は認めら

れる。 

・これまでは、地域住民の避難を考慮した備蓄を行ってきたが、今後は地域防災計画の見直しの中

で、『帰宅困難者』なども想定した必要な備蓄品の保管規模や施設機能の再検討を行うべきであ

る。 

必要性有り

導入規模等は

要検討 

《調書Ｐ７》 

臨時期日前投票所 

[緑区総務課] 

（約120㎡） 

 ● 

《配置方針》～所管課の考え方～ 

・各区期日前投票所（区役所）の他に、臨時期日前投票所を１か所設置。 

《検証結果》 

・現在の緑区の期日前投票所は、区役所と三室公民館（臨時）で実施しているが、三室公民館の

利用者は低い。 

■東西に長い緑区において臨時期日前投票所を三室公民館から浦和美園駅前に移すことは、住民

の利便性を向上させるので、必要性は認められる。 

・必要性はあるが、コミュニティセンターやエントランスホール等で一時的に対応すれば良いので、

あえて占有施設としては不要。 

必要性有り

占有施設は 

不要 

地場農産物直売所 

[農業政策課] 

（約120㎡） 

 ● 

■浦和美園地域では、農業が盛んに行われている地域であることから、その地域資源を活用した

民営の直売所設置の必要性は認められる。 

※馬宮及び片柳コミュニティセンターでは、地場農産物直売所（民営）を設置している。 

・所管課では、占有施設は不要であり、サッカーの開催時や土日に臨時でテントを設けて販売でき

る場所があればよいとの意向である。 

・直売所に限らず、オープンスペースでイベント開催等を考慮した施設設計を行うこととする。 

必要性有り

占有施設は 

不要 
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ニーズ 施設名[所管課] 
（所管要望規模） 住民 庁内 

施設配置からの検証 機能・規模からの検証 結果 

《調書Ｐ８》 

公 衆 ト イ レ 

[生活衛生課] 

（約40㎡） 

● ● 

《配置方針》 

・設置基準なし。 

《検証結果》 

・浦和美園駅周辺の自治会から駅前トイレ設置の要望が出ている。 

・平成 23 年度公開審議では、行革本部として「老朽化したトイレについて、近隣トイレの設置

状況を勘案して廃止を含め検討する必要がある。」と見解を示している。これは、新設も同様

である。 

■①当該複合施設にコミュニティセンターが導入されれば AM9：00～PM9：30 までは開館、②近

隣にコンビニが有り、③駅ラチ内にトイレが有り 

以上のことから、あえて公衆トイレ設置の必要性は低い。 

― 必要性無し 

《調書Ｐ９》 

電気自動車充電設備 

[環境未来都市推進課] 

（約150㎡） 

 ● 

《配置方針》～電気自動車充電設備整備構想～ 

・電気自動車普及施策 E-KIZUNA Project の基本方針の一つとして、充電セーフティネットの構

築に取り組み、平成22年度内に市内10区に充電施設を整備。 

《検証結果》 

・H23.5現在、さいたま市内に49箇所55基が設置。（普通充電器43基、急速充電器12基） 

■浦和美園駅前にはタイムス駐車場に普通充電器が設置済であることから、民間レベルでの設置

を行えば良く、当該複合施設での設置の必要性は低い。 

― 必要性無し 

《調書Ｐ１０》 

高齢者支援施設 
●  

《配置方針》～公共施設適正配置方針～ 

・老人福祉センターは、公共施設適正配置方針において各区１箇所設置。※未設置：南区。 

■緑区において老人福祉センター設置の必要性は考えにくく、その他の高齢者支援施設について

も、今後の人口構成の変化に応じて、施設転用・有効活用で対応すべきである。 

・今後の高齢者人口の推移を勘案した場合、高齢者支援施設への転用可能性を踏まえて全体施設配

置を検討すべき 
必要性無し 

（２）民間による生活利便機能の導入 

 浦和美園地域は、新市街地であり、住民の絶対数がいまだ少ないことから、診療所、郵便局、金融機関の立地が

進んでおらず、住民アンケートの結果としても示されている。 

 浦和美園駅東口駅前複合公共施設用地は、駅前といった立地条件にあり、当該地域の賑わいの創出や定住を促進

する必要があるが、公共施設のみでは、住民ニーズに柔軟に対応することは困難。そこで、器は公共が用意し、

中身を民間が運営する生活利便機能を導入する。 

■ よって、当該施設を公共施設のみを導入するのではなく、１階部分は民間力を活用し、コンビニ、郵便局など

の導入を図るべきである。 

＜提 案＞ 

   ①郵便局等金融機関 

ＡＴＭはイオン等にあるが、郵便局・金融機関の窓口がなく、住民要望も高いため、誘致する。 

 

 

 

 

 

②コミュニティサイクル又はレンタルサイクル 

浦和美園地域やその周辺には、地域資源が豊富（見沼たんぼ、さぎやま公園、埼玉スタジアム2002など）である

ことから、自転車を活用した観光施策を実施。 

また、災害時には帰宅困難者に対して自転車の貸出を実施。 

③コンビニエンスストア等 

コンビニエンス企業等との連携により、従来の商品のほかに、さいたま市ブランド商品（ヌゥーグッズ、盆サイダ

ー等）などを販売するとともに、農業政策課が検討している地場農産物の販売も可能。 

 

 

※日本郵政㈱の意向 

現時点では、経営が厳しく新設の余裕はない。また、つくばエクスプレスの沿線での要望も多くあり、

その対応もある。 

 しかし、将来的に浦和美園地域が計画のとおり人口増加が見込まれた場合には、当社の経営状況を踏ま

えて検討する余地はあるので、今後とも情報提供を行ってほしい。 
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（３）施設の有効活用（施設間の機能分担と相互使用の促進） 

 浦和美園駅東口駅前といった立地条件を活かし、１階部分は、民間施設へ貸付、２階以上に公共施設を導入。 

以下の方針に従い、施設スペースを有効活用する。 

① 同種の近隣施設（プラザイーストなど）との機能分担、重複の排除。 

※ 例：プラザイーストにアトリエがあるため、コミュニティセンターには整備しない など。 

② 当該複合施設内の同類機能間での相互利用の促進。 

※ 例：事務室の共用、トイレ など 

③ 近隣の老朽化施設の統合化や住民ニーズの変化、行政の新規ニーズ発生等による、新機能の必要性が生じた場合

に施設内の配置を柔軟に変更できるように、施設全体をスケルトン・インフィル方式（※）で整備。 

④ 民間による生活利便機能の導入 

 

 

（４）災害時への配慮 

 施設整備にあたり、災害時には拠点施設になるよう配慮。 

  《例》・帰宅困難者の収容を想定した施設配置、避難場所として活用できるような施設配置等 

・非常用の電源、給水装置、マンホールトイレの設置 

 コミュニティ（レンタル）サイクル施設導入による災害時の帰宅困難者対応（自転車の無料貸出など） 

 

４ 導入機能案 

浦和美園地域の地域資源を活用した賑わい創出と地域住民が安心して暮らすことができるまちの形成を目指した施設

機能を導入。 

施  設  名 導 入 条 件 等 所管要望面積

コミュニティセンター 

・地域住民のコミュニティ活動の拠点施設 

・近隣施設との機能分担を行い、施設規模は抑制。 

・災害時の避難場所としての利用を想定した施設配置。 

・選挙時の臨時期日投票所を想定した施設配置。 

約2,000㎡

支 所 
・支所設置の必要性は考えられるが、既存の「美園支所」を移設す

ることが前提。 
約140㎡

図書館 
・地域住民の生涯学習の場としての施設。 

・施設規模はⅢ類館又は分館レベル。 
約1,400㎡

拠点備蓄倉庫 
・緑区の避難場所にある防災倉庫を補完する拠点施設。 

・『帰宅困難者』なども想定した備蓄規模や施設機能を検討。 
約200㎡

民間施設 

・コミュニティ（レン

タル）サイクル 

・郵便局、コンビニ等 

・コミュニティ（レンタル）サイクルは、観光施策として必要。 

 （※非常時は帰宅困難者対応。） 

・その他、住民要望の高い民間サービスを誘致。 

（※民間による地場農産物の販売も想定。） 

＋ α ㎡

 ※仮に上記の所管要望面積（3,740㎡＋α）を想定し、㎡単価を38万円/㎡とした場合、 

   想定工事費 約１５億円 ＋ α（民間サービスの面積分） 

＜導入機能案の課題＞ 

◇ 現在の美園支所・美園公民館の取扱い 

⇒ 美園支所移設の場合、公民館も含めて移設か？ 

⇒ 平成22年に耐震補強を行った際に、「支所を移設して、空いたスペースを公民館利用」も想定。 

◇ 子育て支援機能の必要性 

⇒ 賑わい創出と定住促進に向けた子育て支援機能導入の必要性。 

⇒ 公共施設マネジメントの観点からは必要性は低いが、賑わい創出と定住促進に向けた対応は？ 

 ◇ 東口駅前以外の公共公益施設用地の取扱い 

⇒ 協定に基づき取得予定となっている公共公益施設用地への導入機能の検討。 

 

５ 今後のスケジュール 

平成２３年度

導入機能の決定（H23.09.01都市経営戦略会議） 

基本構想の策定（H23.12目処 都市経営戦略会議） 

 ※施設規模、整備手法、想定工事費等 

平成２４年度 地質調査、基本設計 

平成２５年度 実施設計 

平成２６年度

平成２７年度

 建設工事 

平成２８年度 開設 

※ 総合振興計画新実施計画における目標：平成２５年度末 整備完了 

 

６ 施設整備の推進体制（平成24年度以降） 

（案１）浦和美園駅東口駅前複合公共施設の整備のみ 

市民スポーツ文化局コミュニティ推進課が中心となって関係各課が連携。 

（案２）当該公共施設の整備だけでなく、浦和美園駅周辺の他の公共公益施設を含めて検討 

都市局内に区画整理事業とは異なる賑わい創出の課室を設置。（浦和東部まちづくり事務所内） 

※スケルトン・インフィル方式：建物をスケルトン（骨格・構造躯体等）とインフィル（内装・設備等）に分離し、前者は長期

に利用できる「耐用性」を、後者は利用者の個別性や、将来の変化に対応しやすい「可変性」を重視して計画される建築方式。 


