
 

 

 
１．策定の背景 
 「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」は、まちの発展速度と基盤整備の進捗速度の不均衡に起因する交通渋滞や都

市機能更新の停滞などの問題と、交通の要衝や商業を始めとする様々な都市機能が集積しているにも関わらず、

未だ完全に発揮されていない地域の持つポテンシャルを活かすため、このような不均衡や問題点を是正し、この

地域を政令指定都市さいたま市の顔に相応しい地区として再構築することを目的に策定するものである。 
 
２．推進体制と検討範囲 

 策定に当たっては、「三位一体の推進体制」を構築し検討を行い、参加型で戦略ビジョンを取りまとめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 三位一体の推進体制 
 

 

図 検討範囲 

３．検討経過 
平成２０年度 
【策定委員会】 
第１回（6/26） 推進体制と進め方、現況と課題、地域戦略ビジョンの展開方向について    傍聴 44 名 

第２回（8/26） 地域戦略ビジョンの骨子、地元との連絡協議について            傍聴 78 名 

第３回（11/27） 地域の将来像、まちづくりの方向性について                傍聴 50 名 

第４回（2/5）  ビジョン中間報告に向けて、今後の進め方について             傍聴 61 名 

 
【意見交換会】 
 第１回（10/8） 意見交換会など連絡協議の進め方、みんなの地域への思い         参加者 46名 

第２回（10/29） 大宮駅周辺地域の将来像、将来像を実現するために必要なこと       参加者 51 名 

第３回（1/28） まちづくり分科会の設置に向けて                    参加者 50 名 

 
【中間発表】 
 日 時：平成 21年 3月 23 日 会場：市民会館おおみや小ホール 参加人数：243 名 

テーマ：さいたま市の顔となる大宮都心を考える 

内 容：市長対談（さいたま市長/新潟市長）、中間報告（都心整備部長）、講演（黒川委員長） 

 
 
 
平成２１年度 
【策定委員会】 
 第５回（7/27） 分科会の設置、シナリオの考え方について                  傍聴 55 名 

第６回（1/15） 戦略ビジョンの全体構成と骨子、戦略とその具体化の考え方について      傍聴 40名 

第７回（4/5） 戦略ビジョンのとりまとめについて                     傍聴 48名 

 
【まちづくり分科会】※第１回はまちづくり・交通戦略の合同開催 
 第１回（10/20） 分科会の進め方、都市機能と都市構造、おもてなしエリアについて      傍聴 17名 

第２回（12/1） まちづくり戦略の検討について                      傍聴 26 名 

第３回（2/24） まちづくり戦略の展開、今後の進め方について               傍聴 23 名 

 
【交通戦略分科会】※第１回はまちづくり・交通戦略の合同開催 
第１回（10/20） 分科会の進め方、都市機能と都市構造、おもてなしエリアについて      傍聴 17 名 

第２回（12/3） 交通戦略の検討について                         傍聴 25 名 

第３回（2/25） 交通戦略の展開、今後の進め方について                  傍聴 23 名 

 

【意見交換会：ワークショップ形式で実施（登録者 52 名）】 

 第４回（9/12） ワークショップの進め方、検討テーマの設定               参加者 39名 

第５回（10/3） テーマごとの課題整理、課題解決の取り組みのアイデアだし        参加者 40 名 

第６回（10/31） 課題の確認、実現可能な取り組みの絞り込み               参加者 33 名 

第７回（11/21） テーマ別のまちづくりコンセプトの検討                 参加者 37 名 

第８回（1/30） 優先的に取り組むべきこと                       参加者 31 名 

 

【庁内検討会議】※第１回は庁内検討会議と幹事会の合同開催 

第１回（5/14） 戦略ビジョン策定の目的、これまでの成果報告、今後の進め方について 

第２回（3/15） 戦略ビジョンのとりまとめ、公共施設再編の検討 

 

【庁内検討会議幹事会】※第１回は庁内検討会議と幹事会の合同開催 

第１回（5/14） 戦略ビジョン策定の目的、これまでの成果報告、今後の進め方について 

第２回（7/14） 公共施設整備のあり方について 

第３回（9/30） 第５回策定委員会資料、地域・公共施設の現況と課題、公共施設再編の方向性について 

第４回（11/10） 公共施設再編による拠点形成、再編案の設定と評価について 

第５回（12/25） 第６回策定委員会資料、公共施設再編の検討について 

第６回（3/10） 第７回策定委員会資料、公共施設再編の検討について 

 

４．その他 

大宮駅周辺地域戦略ビジョンの策定に伴い、大宮駅東口都市再生プランは戦略ビジョンに移行す

ることとする。 

■ 大宮駅周辺地域戦略ビジョンのとりまとめと公表について 

大宮駅周辺地域 
（約190ha）
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平成２２年度第３回（通算１３１回）都市経営戦略会議 資料

都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所

平成２２年４月２８日



 

 

１．大宮駅周辺における既存事業の推進 

 

○大宮駅西口第四土地区画整理事業 

  地区面積 9.68ha 

  施行期間 平成７年度～平成25年度（予定） 

 

○中山道 

  対象範囲 大宮中央通線～ほこすぎ橋 

  事業内容 電線類地中化 他 

 

○氷川緑道西通線 

 対象範囲 大宮中央通線～南大通東線 

  事業期間 平成 20年～平成26年度（予定） 

  

○銀座通り 

  対象範囲 駅前広場～大宮岩槻線 

  事業内容 電線類地中化 他 

 

２．民間による街区再編の推進・支援 

 

  大宮駅周辺においては、関係権利者が中心となってまちづくりの機運が高まっていることから、民間

主導による街区の再生・再編の事業化を推進し、その活動に対して支援をおこなう。 

 

 

（１）大門町２丁目中地区市街地再開発事業の推進 

平成 20年度 大門町２丁目中地区市街地再開発準備組合設立 

平成 21年度 準備組合が事業協力候補者を選定 

平成 22年度 基本計画の確定 

平成 23年度 都市計画決定 

平成 24年度 組合設立 

 

 （２）NHKさいたま放送会館の移転について 

   情報発信機能の導入による賑わい創出などのまちづくり上の効果や再開発事業の熟度、地元権利者

の意向等を踏まえ、新放送会館は、大門町２丁目中地区に配置することを前提に調整を行う。 

 

 （３）まちづくり団体の支援 

   大宮駅周辺地域には、多くのまちづくり団体が存在し、地域のまちづくりについて熱心な活動が行

われており、今後、民間による具体的な街区再編に発展することが期待できることから、それらの団

体に対し引き続き支援を行う。 

 

 

 

 

 

３．公共用地再編による「連鎖型まちづくり」の推進 

 

  老朽化や耐震性などの課題を抱える公共施設の更新と、公共施設の敷地を含む公共用地を活用したま

ちづくりの推進により、まちづくりに活用できる土地を創出し、連鎖的に大宮駅周辺地域内のまちづく

りを展開することが期待できることから、公共施設再編を含めた公共用地利用基本計画の検討を進める。 

 

 

 （１）公共施設再編の検討対象 

【対象用地】 
地区 施設・用地 面積 

Ａ：大門２丁目周辺地区 ・大門二丁目再開発用地 約 3500㎡ 

Ｂ：大宮区役所周辺地区 ・大宮区役所庁舎、大門自転車駐車場 約 7900㎡ 

Ｃ：下町庁舎周辺地区 
・下町分庁舎、大宮駅周辺まちづくり事業用地、氷川住宅、

消防下町出張所 
約 8200㎡ 

Ｄ １ ・市民会館おおみや、山丸公園 約 6800㎡ 

Ｄ：市民会館周辺地区 
Ｄ ２ ・県合同庁舎等 （※） 約 10000㎡ 

 ※ 県合同庁舎との一体的土地利用についても検討する。 

 

【主な対象施設】 

大宮区役所庁舎、下町分庁舎、中部公民館、市民会館おおみや、大宮図書館 等 

※その他の施設についても必要に応じて検討を進める。 

 

（２）公共施設再編の基本的方向性 

大宮駅東口周辺に点在する大規模市有地を活用し、まちづくりに資する２つの都市拠点を形成する。 

    

①「駅前賑わい拠点」形成の考え方【大門町2丁目・大宮区役所周辺地区】 

○広域連携拠点都市の駅前に相応しい交流・情報・集客機能を導入する 

○文化施設や商業施設等の連携による相乗効果を図る 

○街の魅力となる施設や空間の創出により、駅なかから街なかへ人を惹きつける 

○新たな大宮の地域資源となるシンボル都市軸を形成する 

○公共施設・用地を再編により、機能の受け皿としてまとまった土地や床を生み出す 

 

②「地域連携拠点」形成の考え方【下町分庁舎・市民会館周辺地区】 

○街の魅力となる施設や空間の創出により、氷川参道方面へと人の回遊を誘い出す 

○大宮と新都心との中間に都市機能を集積し、新都心との一体性を高める 

○既存の地域資源の代表である氷川参道の緑環境を高める 

○公共施設・用地を再編により、機能の受け皿としてまとまった土地や床を生み出す 

 
 

■ 戦略ビジョンのプロジェクトの推進について 
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■大門町２丁目中地区市街地再開発事業のスケジュール（案） 

 

年月 大門町２丁目中地区（準備組合） 公共用地利用基本計画 

平成 21年度 
（１月～３月） 

◇施設計画（案）の作成着手 

 
 
 

 

平成 22年度 
（４月～６月） 

◇権利者・NHK 等との調整 

 
 
 

◇庁内検討チーム設置 

◇業務発注 

（７月～９月）  ◇基本計画（案）の作成 
 
 
 

◇再編対象施設の分析・検討 

（10月～12月）  
 
 
 

 

（１月～３月） ◇都市計画（案）の作成 
 
 
 

 
 
 
◇公共用地利用基本計画のまとめ 

平成 23年度 ◇都市計画手続き開始 

◇都市計画決定 

 
 

 

平成 24年度 ◇基本設計 

◇事業計画作成 

◇組合設立 

 

 

平成 25年度 ◇実施設計 

◇権利変換計画作成 

◇権利変換承認 

◇工事着手 

 

 

・まちづくり上の効果の検証 

・拠点形成方針の検討 

・新たに導入すべき機能 

・対象施設再編のコスト比較 

・連鎖型整備のシナリオ検討 

・未利用地、跡地利用の検討 

・ソフト施策の検討     等 

資料３

適宜調整

・施設計画案、概略資金計画 

・都市計画の位置づけ 

・交通処理計画 等 

・図書の作成 

・関係機関協議 等 

・権利者意向把握 
・施設規模、配置等の検討 
・今後の進め方の検討 等


