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第１編 大宮区役所建て替えの検討経緯 

１－１．大宮駅東口の公共施設再編の検討

（１）大宮駅東口周辺地区のまちづくりの考え方 

本市では、大宮駅周辺地域の将来像やその実現に向けた道筋を示す「大宮駅周辺地域戦略ビジョ

ン（H22.5 公表）」において、優先的に取り組むプロジェクトの一つとして、公共施設再編による「連

鎖型まちづくり」の実現を掲げています。 

このプロジェクトでは、大宮駅東口周辺にある耐震性や老朽化などの課題を抱える公共施設を集

約・複合化することにより、立地特性を踏まえた２つの都市拠点の形成や、生み出された用地のま

ちづくり活用など、大宮駅周辺の再開発や基盤整備を連鎖的に展開していくことを目指しています。 

《拠点形成方針》 

「駅前賑わい拠点」

集客・交流・情報等の核として

拠点性を高める

「地域連携拠点」

地域の行政・文化・生活等の中心

２つの都市拠点の形成 
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（２）大宮区役所庁舎の建て替え候補地の比較検討 

昭和 41 年に竣工した大宮区役所庁舎については、平成 24 年 1 月から耐震化調査を行い、耐震化

工法を検証するとともに、市民や職員の安全確保、庁舎のバリアフリー化、環境負荷軽減、ライフ

サイクルコスト等を踏まえて検討した結果、耐震改修の選択が困難であるため、平成 24 年 5 月に

新築建て替えをするという方針を公表しました。 

庁舎の建て替えにあたり、大宮駅東口周辺の公共施設再編による２つの都市拠点の中で検討が行

われ、大宮区役所庁舎の建て替えが可能な敷地として以下の４候補地を選定しました。 

Ａ．大宮区役所庁舎敷地 

Ｂ．大宮区役所別館敷地 

Ｃ．市民会館おおみや敷地周辺（県大宮合同庁舎敷地含む） 

Ｄ．大門２丁目中地区（市街地再開発事業検討地区） 

この４候補地で比較検討が行われ、総合的な観点（立地条件、事業スケジュール、まちづくりへ

の寄与等）から《パターン④》の市民会館おおみや敷地周辺（県大宮合同庁舎敷地含む）が最も望

ましいとしています。 

《パターンごとの候補地比較》 

パターン 配置イメージ 候補地の特徴 

《パターン①》 

現位置での建て替

え 

○駅からの利便性、シンボル性が高い 

●仮移転費用が必要で、建替え時期が長期化する 

●防災空間の確保が困難 

●土日・夜間閉庁のため、駅周辺の賑わい創出に寄与し
ない 

●駅周辺のまちづくり用地の確保が困難 

《パターン②》 

大宮区役所別館敷

地への移転 

○市有地の活用のため、事業費が最も安い 

●アクセス性、シンボル性、確認性が低い 

●敷地が狭く、防災空間の確保が不可能 

●幹線道路に面していないため、交通処理が困難 

●交通など参道周辺の環境悪化が懸念される 
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《パターン③》 

大門町２丁目中地

区への移転 

○駅からの利便性、シンボル性は高い 

●平成 27 年度までの大宮区役所庁舎の整備が不可能 

●防災空間の確保が困難 

●土日・夜間閉庁のため、駅周辺の賑わい創出に寄与し
ない 

《パターン④》 

市民会館おおみや

敷地周辺（県大宮合

同庁舎）への移転 

○大規模な広場の創出により、防災性等が向上 

○幹線道路や氷川参道に面し、シンボル性が高い 

○大宮駅周辺と新都心との連携・回遊性が高まる 

●大宮駅からのアクセス性低下 

●県有地の活用には県との調整が必要 

（３）再編の展開イメージ 

大宮区役所が先の《パターン④》にある県大宮合同庁舎敷地へ移転する場合、公共施設再編によ

る連鎖型まちづくりの実現に向けた展開イメージは、以下の図のようになります。 

これによれば、大宮区役所の県大宮合同庁舎敷地への移転を《ステップ１》とし、県大宮合同庁

舎北側にある市民会館おおみやのホール機能の大門町２丁目中地区の再開発ビルへの移転を《ステ

ップ２》、市民会館おおみやと隣接する山丸公園を含め、区役所庁舎と一体になった地域連携拠点

の形成を《ステップ３》としています。 

 《公共施設再編の展開イメージ》 

《ステップ１》 《ステップ２》 《ステップ３》 
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１－２．大宮区役所庁舎の建て替えに関する市民意見の概要

先の検討結果を基に、以下のような方法で、大宮駅東口の公共施設再編に関する市民意見募集を

行いました。

取組み内容 結 果

公共施設等での

意見提出用紙配布

○各区役所、区内の公民館・図書館等で

再編に関する概要リーフレットと意

見用紙の配布 

○約 3,000 部を配布 

出前説明会の実施
○リーフレットを基に地元各団体への

出前説明 

○13 団体に説明会を実施 

○延べ参加者数 245 名 

まちづくりフォーラム

の開催

○リーフレットの説明を行うとともに、

ビジョン推進懇談会での議論及び参

加者との意見交換を実施（H24.7.14）

① 意見提出用紙における大宮区役所庁舎の建て替え位置に関する意見

意見提出用紙提出総数 164 件のうち、「市民会館おおみや敷地周辺への建て替えが良い」とす

る意見が 86 件（約 52％）と最も多い意見となりました。 

② 大宮区役所庁舎の建て替えに関するその他の意見（用紙提出における自由記載＋意見交換）

大宮区役所庁舎の建て替えに関して、次のような意見が出されました。

《大宮区役所庁舎について》

○ひろばとの一体的整備により、市民に憩いの場の創出や防災機能の強化に期待

○氷川参道を通じ、大宮とさいたま新都心の間の回遊性向上に期待 

○大宮の町の奥行き拡大や、跡地を利用した大宮駅前のまちづくり推進に期待 

○アクセス性を補うため、大宮駅やさいたま新都心駅からのバスルートの整備が必要 

○区役所が駅から離れても、窓口手続きは大宮駅支所があるので構わない など 

現位置・大門町２丁目中地区が良い 
２１件（約１３％）

大宮区役所別館敷地が良い 
３件（約２％）

市民会館おおみや敷地周辺が良い 
８６件（約５２％）

未記入 
３２件（約２０％）

その他 
２２件（約１３％）
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《新しい大宮区役所に望む機能や施設、イメージについて》

【望む機能について】

○文化機能としての図書館、博物館

○ホール、コンサート会場、コミュニティセンター

○子どものための施設としてキッズルーム、遊べる空間

○交通・防災機能の充実

○物産館、情報発信機能 など

【望む施設、イメージについて】

○氷川参道、氷川の杜にふさわしい施設や環境

○近代的でリラックスできる雰囲気

○多機能が併設され、バリアフリー化された施設

○プラザノースのような施設 など

③ まちづくりフォーラムでの意見

まちづくりフォーラムでの意見交換の中では、次のような議論がなされました。

○施設・機能ではなく、周辺整備も検討が必要

○大宮の交通利便性を活かした都市機能の拡充が必要

○経済状況や安心・安全の確保から、スピード感が重要
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１－３．大宮区役所庁舎の建て替え位置の決定

先の市民意見等を基に、まちづくりフォーラム開催以降、「大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進懇

談会」や「さいたま市都市経営戦略会議」を経て、大宮区役所庁舎の建て替え位置は「県大宮合同

庁舎敷地」としました。

その後、敷地を所有している埼玉県と協議を行い、取得に関する合意が得られたことから建て替

え位置が決定しました。

○平成 24年 7月 24日に開催された「大宮駅推進地域戦略ビジョン推進懇談会」において、

市民意見等を集約し、大宮区役所庁舎の建て替え位置は、『市民会館おおみや敷地周辺

（県大宮合同庁舎）』が最適と判断。

○平成 24 年 8 月 8 日に開催された「さいたま市都市経営戦略会議」において、大宮区役

所庁舎は『市民会館おおみや敷地周辺（県大宮合同庁舎）』へ移転すると結論付け、埼

玉県との協議を開始。

○埼玉県と協議を行い、概ね合意を得られたことから、埼玉県とさいたま市で基本協定書

を締結し、県大宮合同庁舎敷地を市有地との土地交換により取得。（平成 24 年 12 月 21

日締結） 

○埼玉県と協議を進め、県が土地交換により取得する市有地を大宮区役所別館敷地とする

ことで合意を得られたことから、埼玉県とさいたま市で確認書を締結。（平成 26年 5月

9 日締結） 

○埼玉県とさいたま市で土地交換契約書を締結（平成 26 年 8 月 1 日）

大宮区役所庁舎の建て替え位置は、県大宮合同庁舎敷地とする



7 

第２編 土地利用計画

２－１．計画地の概要

（１）計画地周辺の都市計画

新庁舎計画地は、ＪＲ大宮駅東口

から約 850ｍ、ＪＲさいたま新都心駅

東口から約 1，000ｍの距離にあり、

２つの駅のほぼ中間に位置します。 

現在は埼玉県大宮合同庁舎の建つ

敷地であり、その概要は以下のとお

りです。 

《計画地の概要》 

項 目 概 要 

所 在 地 さいたま市大宮区吉敷町 1-124（現在、埼玉県大宮合同庁舎敷地） 

敷地面積 
約 7,728 ㎡※（商業地域 91.5％、第一種住居地域 8.5％） 
（氷川緑道西通線の拡幅部分は敷地面積から除外） 

用途地域 商業地域、第一種住居地域 

建ぺい率 80％（商業地域）、60％（第一種住居地域）⇒ 78.3％（面積按分値） 

容 積 率 400％（商業地域）、200％（第一種住居地域）⇒ 383.0％（面積按分値） 

防火地域 準防火地域 

高さ制限 12ｍ（風致地区内） 

日影規制 

東側の氷川参道沿いは第一種住居地域のため制限あり 

規制対象 規制時間 測定水平面 

高さ 10ｍを超える建築物 ４時間／2.5 時間 ４ｍ 

道路斜線 
前面道路の反対側から 20ｍまで勾配 1:1.5（商業地域） 
前面道路の反対側から 20ｍまで勾配 1:1.25（第一種住居地域） 

隣地斜線 
立上り 31ｍから勾配 1:2.5（商業地域） 
立上り 20ｍから勾配 1:1.25（第一種住居地域） 

壁面後退 道路側：2ｍ、その他：1ｍ（風致地区内） 

その他の 

地域地区 
氷川参道の中心線から両側 17.5ｍの範囲を風致地区に指定 

駐 車 場 

附置義務

○事務所の場合 
（駐車場）床面積 200 ㎡ごとに１台 
（荷捌き駐車場）床面積 5,000 ㎡ごとに１台 
（自動二輪車）床面積 3,000 ㎡ごとに１台 

道路条件 

３面接道 西側：都市計画道路氷川緑道西通線 
（建築基準法第 42 条第 1項第 4号道路） 

北側：市道（建築基準法第 42 条第１項第１号道路） 
南側：市道（建築基準法第 42 条第 2 項道路） 

※敷地面積はＣＡＤ図面上での計測値であり、測量に基づくものではない。

さいたま市都市計画情報

検索システムを基に作成

山丸公園

市民会館
おおみや

県大宮合同庁舎

中山道

都市計画道路

氷川緑道西通線

（18ｍ）

400

80

商業地域

200

60

第一種住居地域

200

60

第二種住居地域

都市計画道路

南大通東線 

（22ｍ）
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（２）計画地周辺の状況

計画地周辺の概況を整理すると

以下のようになります。 

○埼玉県大宮合同庁舎 

現在、計画地には昭和 56 年に建設された、延床面

積約 7,558 ㎡、ＲＣ造３階建ての埼玉県大宮合同庁舎

が建っており、かつては保健所や福祉事務所が入る、

大宮地区の拠点となる庁舎でした。その後、組織の統

廃合や権限委譲等により事務所が整理され、現在は自

動車税事務所、総合技術センター、総合教育センター

が残っています。 

○山丸公園 

計画地の北側、かつての山丸製糸工場跡地に山丸公

園があります。公園には蒸気機関車の展示や木製のコ

ンビネーション遊具が設置されているほか、ゲートボ

ール広場を有するなど、近隣の子どもたちやお年寄り

の人気スポットとなっています。 

また、この公園は、災害時の一時避難場所にも指定

されています。 

高層マンション

市民会館
おおみや

県大宮合同庁舎

市立大宮保育園

山丸公園

大宮消防署
氷川参道出張所

氷
川
参
道

中山道
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○氷川参道 

計画地の東側は、武蔵一宮氷川神社の参道である氷

川参道に面しており、ケヤキを中心としたおよそ 700

本の樹木が南北約２ｋｍにわたって続く、都心部に残

された貴重な緑の空間となっています。 

参道は、近隣住民の散歩やジョギングコースとして

利用されるほか、まちを散策する観光客の姿も見られ

ます。 

○中山道 

中山道大宮宿は江戸時代に形成され、最盛期は本陣

１軒、脇本陣９軒がある、大変賑わいのある宿場町で

した。 

しかし、現在は当時の面影はほとんど残っておらず、

ビルが建ち並ぶ交通量の多い通りとなっています。 

○高層マンション 

計画地周辺には、近年、高層マンションの立地が多

く見られるようになり、平成 23 年には地上 30 階建て

のツインタワーマンションがオープンするなど、地域

の人口も増加しています。 

○大宮消防署氷川参道出張所・市立大宮保育園 

計画地の南側には、平成 23 年に竣工した、大宮消

防署氷川参道出張所の近代的なデザインの建物が見

られます。 

また、消防署の西隣には、昭和 26 年創立（平成９

年リニューアル）の歴史ある市立大宮保育園があり、

約 100 人の子どもたちが利用しています。 
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２－２．上位計画及び関連法令の整理

（１）上位・関連計画の整理

① 2020 さいたま希望（ゆめ）のまちプラン（総合振興計画／平成 26年４月） 

○「2020 さいたま希望（ゆめ）のまちプラン」では、都市づくりの基本理念として、「市民と行政

の協働」「人と自然の尊重」「未来への希望と責任」を掲げるとともに、市の将来都市像として３

つの柱を定め、その実現を目指しています。 

○新庁舎計画地は、大宮駅周辺及びさい

たま新都心周辺と一体となった「都心」

として位置づけられており、高度な都

市機能を集積し、両地区の連携を深め

つつ一体的な都心形成を進めるととも

に、新たな産業の振興や多様な人々の

交流の活性化を図る拠点づくりが求め

られています。 

○また、大宮区の将来像を「うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するまち」

とし、多彩な資源を活用して地域文化を発信し、人と人との交流が生み出す活力あるまちづくり

を展開しています。 

○区役所は、より利便性の高い行政サービスを効果的かつ効率的に提供するため、窓口サービスの

改善、業務の集約化・民間力の活用を進めるとともに、区民や市民活動団体等と共に、地域課題

及び区民ニーズを積極的に把握し、参加と協働による区政運営の実現が図られるような施設づく

りを進めます。 

《都市づくりの基本理念》 

○市民と行政の協働 

○人と自然の尊重 

○未来への希望と責任

《将来都市像》 

○多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市 

○見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市 

○若い力の育つゆとりある生活文化都市

《大宮区の将来像》 

うるおいのある

高度な生活基盤と

氷川の杜の緑と文化が

調和するまち

《まちづくりのポイント》 

○東日本の玄関としてふさわしい、利便性と機能性を兼ね

備えた大宮駅周辺のまちづくり 

○質の高い生活環境と安心して暮らせるまちづくり 

○氷川神社などの区の魅力の発信と、人の交流が生み出す

まちづくり 

○自然環境と調和したうるおいのあるまちづくり 

■将来都市構造のイメージ
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② さいたま市都市計画マスタープラン／平成26年 4月 

○都市計画における本市の「目指すまちの姿」である『住み続けたくなるまち』・『訪れたくなるま

ち』を実現するため、本市の地域資源や都市機能などを活用し、自然環境への負荷が少なく、市

民の生活と経済活動が調和したまちづくりを進めていくことが重要としています。 

 このような「環境」「生活」「経済」の視点に基づくまちづくりの目標を達成するため、市街地が

河川と緑地に囲まれた都市構造を維持するとともに、集約・ネットワーク型都市構造の形成を目

指し、将来の都市構造を設定しています。 

○その中で、新庁舎計画地は「都心」であり、「みどりのシンボル核」に位置づけられています。 

○また、区全体の基本的な方針や基本構造を示した、区別まちづくりの方針が定められています。 

③ 大宮駅周辺地域戦略ビジョン（平成 22年７月） 

《高度で広域的な都市機能が集積し、多様な都市活動や市民生活の拠点となる「都心」》 

大宮駅周辺地区は、高度で広域的な都市機能が集積し、多様な都市活動や市民生活の拠

点となる「都心」として、配置・育成していきます。 

《本市の魅力を創出し、自然や歴史などのネットワークで結ばれる「みどりのシンボル核」》

大宮駅周辺の氷川参道などの一帯では、本市の魅力を創出し、自然や歴史などのネット

ワークで結ばれる「みどりのシンボル核」を形成していきます。

将来都市構造

・大宮駅周辺とさいたま新都心が連携した魅力ある都心づくり

・生活利便性の高い良好な住環境づくり

 ・みどりのシンボル核の育成       ・安全で便利な交通環境づくり

大宮区まちづくりの基本的な考え方（抜粋）

■将来都市構造図
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○「大宮駅周辺戦略ビジョン」では、さいたま市の都心にふさわしい大宮駅周辺地域のまちの将来

像として、以下の３つの柱を設定するとともに、「まちづくり方針図」を示しています。 

○同ビジョンでは、まちの将来像を実現するため

の戦略として、「まちづくり戦略」「交通戦略」

「推進戦略」の３つの視点を掲げて、具体的な

取り組みを示すとともに、特に優先的に取り組

むべきプロジェクトを設定しており、その一つ

に「公共施設再編による『連鎖型まちづくり』」

が掲げられています。 

○「連鎖型まちづくり」は、公共施設・用地や大

規模用地の再編・土地利用転換などをきっかけ

とし、まちづくりに活用できる土地を創出し、

連鎖的にまちづくりの活性化を図るとともに、

高次都市機能の導入や基盤整備、公共空間や機

能の導入を図ることをねらいとするものです。 

《東日本の顔となるまち》

東京中心部、北関東・東北地方や上信越地方と連携し、多様な都市活動が展開される東日

本の交流拠点都市として、また、さいたま市の「顔」として、市民が誇りに思えるまちを

つくります。

《おもてなし、あふれるまち》

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」にあふれる地域とし

て、初めて大宮を訪れる人も、大宮で働く人も、住む人も、楽しめるまちをつくります。

《氷川の杜、継ぐまち》

豊かな都市生活を守り、育て、継承していく地域として、氷川の杜に象徴される地域資源

の活用、環境負荷の低減や高齢化社会への対応、次世代の育成などに取組むまちをつくり

ます。

大宮駅周辺地域のまちの将来像

まちづくり方針図
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④ 大宮区 区長マニフェスト（平成 26年４月） 

○平成 26年４月に発表された「平成 26 年度 大宮区区長マニフェスト」において、「区の将来像」

及び実現に向けた「４つのまちづくり」が示されています。 

うるおいのある高度な生活基盤と氷川の杜の緑と文化が調和するまち

区の将来像

４つのまちづくり

①安心・安全なまちづくり

＊地域防災力の向上

＊防犯啓発事業の実施

＊ＬＥＤ照明の設置

②地域資源を活用したまちづくり

  ＊区の花「さくら」のＰＲ

  ＊大宮二十景のＰＲ

  ＊大宮魅力発見ツアーの実施

  ＊少年・少女サッカー教室の開催

③いきいき元気なまちづくり

＊生活習慣病の予防・改善

＊子どもがつくるまち：ミニ大宮の開催

＊子育て支援連絡会の開催

＊うんどう遊園地域指導員の派遣

＊介護者サロンの開催

④協働によるまちづくり

＊大宮区民ふれあいフェアの開催

＊花と緑のまちづくりを推進

＊大宮駅周辺の環境美化活動の実施
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⑤ 区役所のあり方に関する検討報告書（平成22年 12月） 

○さいたま市では、平成 22 年２月に「区役所のあり方検討委員会」を立ち上げ、大区役所制を目

指すさいたま市としての本庁組織と区役所の役割分担を検証し、市民に身近な行政サービスを提

供することのできる区役所の役割・機能について検討が行われました。この中で、区役所の位置

づけと基本的役割及び区役所改革の基本方針について、次のように位置づけられています。 

○また同報告書では、今後、区役所へ移管すべき業務として 60業務を抽出し、大きく６つの分野

に類型化しました。そのうち、44の業務については、既に平成 23 年度に移管が行われています。 

分 野 業務数 観 点 

①地域防災 8 

○区内の防災資源を適切に掌握し、市民との連携・協働の下で

地域防災力の向上を図る。（自主防災組織、防災倉庫・備蓄物

資の管理など） 

②地域保健福祉 12 
○相談窓口を市民のより身近な場所である区役所で展開する。

（女性の悩み相談、母子家庭相談など） 

③地域の環境保全 8 
○迅速な業務の提供を図る。（野生鳥獣の保護・被害防除等の相

談・指導・捕獲、路上喫煙禁止区域等の啓発・指導など） 

④地域内の施設、

道路等の管理 
9 

○取次ぎによる時間的ロスを軽減し、より早い行政を推進する。

（道路補修、道路の街路樹剪定・除草、保育園の緊急修繕な

ど） 

⑤地域のスポー

ツ・文化の振興
4 

○区民との協働分野を拡大し、区役所と区民、区民と区民の絆

を深める。（地域スポーツ振興、文化資源活用など） 

⑥地域づくり計画

の作成等 
1 

○区民主体の地域振興を推進する。（市への地域交通計画の提案

など） 

⑦その他 18 

○青少年団体や学校との連携を強化する。（通学路整備要望受付

など） 

○窓口機能の充実による市民の利便性向上を図る。（指定校変

更・区域外就学許可など） 

①地域における総合的・完結的

な市民サービスの最前線

②地域における絆づくりの最前

線

③地域における情報の受信及び

発信の最前線

④地域と行政を結ぶ最前線

位置づけ

①市民生活の身近な窓口

②様々なイベント、コミュニティ活動等の

支援による絆で結ばれた個性あるまちづ

くりの推進

③市民に開かれた行政の展開と区政への市

民参加の推進

④市民と行政のパイプ役

基本的役割

区役所改革の基本方針

日本一身近で、はやい行政を目指して

～窓口サービスの向上・市民満足度のアップ～
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⑥ 公共施設マネジメント計画（平成 24年 6月） 

○さいたま市では、全市的・総合的な視点から公共施設の効果的かつ効率的な管理運営を推進する

ための方針として「公共施設マネジメント計画」を策定しており、この計画に基づき、施設の有

効活用や統廃合、適切な改修や維持管理、稼働率向上などを図っていくものとしています。 

大方針

「さいたま方式」の次世代型公共施設マネジメントの確立・発信

・さいたま市の地域特性を反映した公共施設マネジメント

・さいたま市オリジナルの取組みを前提とした公共施設マネジメント

全体目標

【ハコモノ三原則】

◆新規整備は原則として行わない 

（総量規制の範囲内で行う） 

◆施設の更新（建替）は複合施設とする 

◆施設総量（総床面積）を縮減する 

 （40 年間で 15％の縮減が必要）

【インフラ三原則】

◆現状の投資額（一般財源）を維持する

◆ライフサイクルコストを縮減する

◆効率的に新たなニーズに対応する

５つの柱

① 中長期的な視点からのマネジメント

② 全庁を挙げた問題意識の共有と体制整備によるマネジメント

③ 財政と連動した実効性の高いマネジメント

④ 施設の実態を踏まえ「機能重視型」「ネットワーク型」に転換するマネジメント

⑤ 市民・民間事業者との問題意識の共有・協働を推進するマネジメント

分野別マネジメント方針

《庁舎等》

○本庁舎・区役所については、施設の更新にあわせて複合化や更なる機能の集約化を検討する。

《図書館》

○利用圏が重複しているエリアについては、更新にあわせて統合・整理を検討する。

○指定管理者制度等の経営形態の検討を行うとともに、段階的に業務の委託化を進め、効果的・

効率的な運営を図る。
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＜公共施設マネジメント計画・第１次アクションプラン＞（平成 26年 3月） 

本計画は、平成24年6月に策定した「さいたま市公共施設マネジメント計画【方針編】」を具体的に

実行するための分野別アクションプランの策定に取組み、その結果を加えて改訂したものです。 

アクションプランは、「さいたま市公共施設マネジメント計画」の計画期間（平成 24～62 年度）を４

期に分け、期ごとの具体的な方針や工程表を分野別に定めたものである。このうち、平成 26～32 年度

の７年間を計画期間としたものが、第１次アクションプランである。 

第 1次アクションプランの計画期間 

アクションプランでは、「ハコモノ三原則」や「インフラ三原則」などの全体の方針・目標に基づき、

施設分野ごとに目指すべき方針やコスト推計、工程表等をまとめている。 

アクションプランの構成 

第 1次アクションプランの位置づけ

分野別アクションプランにおける目標の設定状況 個別方針

アクションプランの構成
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 庁舎等（区役所） 

更新時の方向性 

（更新の方向性） 

○ 規模を 15％縮減する。 

※ 現状の延床面積：75,608 ㎡（借上分を除く。）  

（複合化の考え方） 

○ 核となる施設として、更新時に周辺の公共施設との複合化を検討する。 

配置の考え方 
（配置） 

○ 区レベルで 1施設を配置する。 

主な機能（諸室）

の考え方 
○ 執務室、会議室、ロビー、相談室等 

特記事項 － 

 図書館（拠点図書館） 

更新時の方向性 

（更新時の方向性） 

○ 拠点図書館館については１施設当たりの基準面積 2,400 ㎡、地区図書館

については１施設当たりの基準面積 600 ㎡、分館については１施設当た

りの基準面積 300 ㎡を上限に規模を検討する。 

※ 現状の平均延床面積：拠点図書館 2,566 ㎡、地区図書館 705 ㎡、分館

422 ㎡ 

（複合化の考え方） 

○ 集約施設として、更新時に周辺の公共施設との複合化を検討する。 

配置の考え方 

（配置） 

○ 中央図書館を含めて、ＤＩＤ（人口集中地区）及び市街化区域の半径２㎞

圏に１施設を配置する。 

（統合・整理の検討条件） 

○ 年間の利用者数が３年連続して前年度を下回った施設において、期限を区

切って対策を行った上で、なお改善しない場合とする。 

○ 利用圏が重複している施設については、更新時期が到来した場合とする。

主な機能（諸室）

の考え方 
○ 開架閲覧室、書庫、会議室、事務室、作業室等 

特記事項 

○ 拠点図書館については、各区に１箇所配置する。 

○ 現状が基準面積以下の施設については、現行の延床面積を基本としつつ、

更新時に必要に応じて、基準面積を上限に検討する。 

○ 指定管理者制度等の民間力活用の検討を行うとともに、段階的に業務の委

託化を進め、効果的・効率的な運営を図る。 

○ 工程表（第１期に修繕・改修を行う施設）に掲げる中規模修繕・大規模改

修を予定する図書館とは別に、老朽化が進行した図書館については（仮称）

図書館施設リフレッシュ計画を策定し、順次、改修等の工事を実施する。
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⑦ さいたま市図書館ビジョン（平成 25年 3月） 

○さいたま市では、図書館を取り巻く動向を踏まえ、多様化・高度化する市民の要望に応えるため、

図書館の今後の取組みの方向を示す図書館ビジョンを策定しました。この中で、「地域の知の拠

点」としての図書館を進化発展させるため、４つの目標及び基本方針を掲げています。 

４つの目標・基本方針

①知的好奇心に応える図書館

＊図書館利用の普及とＰＲ及び情報発信の強化

＊幅広く計画的な資料の収集・保存

＊地域の歴史と文化の保存

＊ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したサービスの充実

＊文化事業の開催

②生きる力を支える図書館

＊あらゆる世代に向けたサービスの充実

＊レファレンスサービスの充実

＊地域の課題解決

＊生活支援サービスの展開

＊バリアフリーサービスの充実

＊多文化サービスの充実

＊子ども読書活動への支援及び学校図書館との連携

③市民とともに歩む図書館

＊図書館評価と市民意識の反映

＊市民との協働

＊関係機関（公共機関・民間機関・ＮＰＯ）との連携

＊地域の特色を生かした運営

④誰もが安心して使える図書館

＊親しみやすい図書館づくり

＊職員の資質・能力の向上

＊専門的職員の配置

＊施設・設備の充実

＊持続的で安定した図書館の運営

＊危機管理体制の強化
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⑧ さいたま市地域防災計画（平成 24年 6月） 

○本計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、さいたま市防災会議が作成する計画であり、

国や県、市などが有する機能を有効に発揮し、市民との役割分担のもと、災害予防、応急対策と

復旧に至る一連の防災活動を実施することにより、市民の生命や財産を災害から守ることを目的

としています。本市では、平成 23年に発生した東日本大震災の教訓を活かし、平成 24 年 6 月に

改定されました。 

配備基準 配備区分 配備部署 配備準員 

震度４の地震が発生した場合 区災害警戒本部設置

の準備 

区統括班 

くらし応援班

各部とも必要な人員

震度４の地震で被害が発生した

場合又は東海地震注意報が発表

された場合 

区災害警戒本部の設

置 

区統括班 

市民窓口班 

くらし応援班

被害調査班 

福祉班 

各部とも必要な人員

震度５弱の地震が発生した場合

又は東海地震の警戒宣言が発令

された場合 

災
害
対
策
本
部

第１配備 くらし応援室

区民生活部 

健康福祉部 

職員の 1/4 程度 

震度５強の地震が発生した場合 第２配備 職員の 1/2 程度 

震度６以上の地震が発生した場

合 

第３配備 職員全員 

防災拠点のネットワーク概念図

同計画において、各区役所は

「防災中核拠点」に位置づけら

れ、防災中枢拠点や各避難所との

情報連絡中継拠点として、飲料

水、食糧、生活必需品、防災資機

材等の備蓄拠点、支援物資の集配

等の拠点として機能するととも

に、防災中枢拠点が被災した場合

のバックアップ機能も有する。

配備・動員体制
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（２）関連法令等の整理

当該地区及び当該施設に関連する法令等について整理します。 

① さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例 

当該地区は氷川参道に面しており、参道沿いの幅 35ｍ（氷川参道の中心線から両側 17.5ｍ）の

範囲に都市計画法の地域地区の一つである風致地区が指定されています。風致地区内で造成や建築

を行う際は、「さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく行為の許可が

必要となります。 

《建築物の新築に対する主な規制》 

○建築物の高さ：12ｍ以下 

○建ぺい率：40％以下 

○建築物の外壁から敷地境界までの距離：道路境界から 2ｍ以上、敷地境界から 1ｍ以上 

○建築物・工作物の形態・意匠：周辺風致と著しく不調和でないこと。外壁や屋根の色は原

色を避けること。 

《風致の維持に必要な植栽》 

○緑地の割合：敷地面積の 10％以上 

○高木と低木の配置：高木（３ｍ以上）は敷地面積 30㎡あたり１本以上 

          低木（３ｍ未満）は敷地面積 30㎡あたり３本以上 

○樹種：赤松林や武蔵野の雑木林のイメージに合うもの 

② さいたま市建築物駐車場の附置等に関する条例 

市内の駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域には「駐車場の附置義務条例」が適用されます。 

《対象となる建築物（抜粋）》 

①自動車 

 ・特定用途についての床面積＞1,500 ㎡ 

 ・特定用途部分の床面積＋非特定用途部分の床面積×3/4＞1,500 ㎡ 

②荷捌き（駐車場整備地区、大宮駅周辺地区の商業及び近隣商業地域） 

 ・特定用途についての床面積＞2,000 ㎡ 

 ・敷地面積 1,000 ㎡以上 

③自動二輪車 

 ・特定用途についての床面積＞1,500 ㎡ 

※「特定用途」とは、娯楽施設や飲食店、ホテル、百貨店、事務所、病院、工場など 

《設置義務基準（抜粋）》 

①自動車 

 ・特定用途 床面積 200 ㎡ごとに１台 

②荷捌き 

 ・事務所 床面積 5,000 ㎡ごとに１台 

③自動二輪車 

 ・事務所 床面積 3,000 ㎡ごとに１台 
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③ さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例 

同条例において、不特定又は多数の人が利用する施設（生活関連施設）のうち、高齢者や障がい

者の方などが日常生活を営む上で特に重要な施設を「特定生活関連施設」としており、これらの施

設の新築等にあたっては、規則で定められた整備基準を満たすことを確認し、工事着手の 30日前

までに届出を行う必要があります。 

④ さいたま市景観計画 

景観法に基づく「さいたま市景観計画」において、当該地区は「景観誘導区域」に該当し、以下

のような景観形成方針や景観形成基準が定められています。また、景観誘導区域に建築する、高さ

12ｍ又は建築面積が 1,000 ㎡を超える建物については、届出を行う必要があります。 

《景観形成方針》 

・駅を中心とした商業施設や業務施設などの都市機能が集積した市街地では、風格やにぎわ

いの感じられる、優れた都市景観の形成を図ります。 

・住宅地では、土地利用に応じてさらなるみどりの保全と創出を進めるとともに、うるおい

のある都市景観の形成を図ります。 

《景観届出制度》 

・「景観誘導区域」においては、「高さが 12ｍを超える」又は「建築面積が 1,000 ㎡を超える」

建築物の新築等を行おうとする場合は、行為に着手する 30日以上前に、景観法に基づく

届出が必要となります。 
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《建築物・工作物の景観形成基準》 

建築物・工作物の景観形成基準（景観誘導区域） 

配 置 

○道路に面してオープンスペースを設けるとともに、周囲との連続性に配慮する。 

○駐車場、駐輪場及びごみ集積所は、表通りから目立つ位置には設置しないように努

める。 

形 態 

意 匠 

○長大な壁面が生じる場合は、壁面に凹凸をつけるなど、単調な印象とならないもの

とする。 

○道路に面してシャッターを設置する場合は、まちのにぎわいを分断しないよう工夫

する。 

○道路照明を設置する場合は、暖かみのある照明を用いるなど、夜でも安全に楽しく

歩ける歩行者空間となるよう配慮する。 

○過度に点滅する光源（光源の動き、色の変化のあるものを含む）や派手な照明は避

ける。 

○周囲の建築物等との調和に配慮する。 

○街角部分では美しさや特徴ある景観を演出するよう努める。 

○低層部分では、にぎわいや開放感を演出するよう努める。 

○屋上や外壁等に設ける建築設備は、周囲から目立たないように配慮する。 

○屋外階段は、表通りから見える位置には設置しない。やむを得ず設置する場合は、

建築物等と一体的な意匠とするよう工夫する。 

○バルコニー、ベランダは、洗濯物や室外機等が道路から見えにくい構造、意匠とす

るよう工夫する。 

○周辺の大規模な建築物等で構成される街並みのスカイラインに配慮する。 

色 彩 

○周囲の建築物等と調和しない色彩、素材は使用しない。 

○外観の色彩の制限は、下表のとおりとする。ただし、各立面の面積の１／５未満に

使用する色彩や自然素材等については適用しない。 

色 相 彩 度 

０Ｒ～５Ｙ ６以下 

その他 ２以下 

※マンセル表色系の表示方法－三属性による表示（マンセル値）による。 

 色相は、色合いの違いを示す。（Ｒ：赤、Ｙ：黄） 

 彩度は、色の鮮やかさを示す。（数値が大きくなるほど鮮やかになる） 

外 構 

○駐車場をやむを得ず表通りに面して設置する場合は、植樹等による修景を行うな

ど、周囲からの見え方に配慮する。 

○道路に面して植栽やベンチを設けるなど、開放的で魅力あふれる空間となるよう工

夫する。 

○隣接する敷地や道路との境界部分に垣、さく等の囲いを設ける場合は、透視可能な

フェンスや生垣とするなど、周囲からの見え方に配慮する。 

○ごみ集積所は、ごみが外部から見えないような入口や構造とする。 

○駐輪場は、植栽等による修景に努める。 

緑 化 

○シンボルツリーの配置や、低木、中木、高木を組み合わせた植栽により、周囲から

の見え方に配慮する。 

○接道部の緑化や建築物の屋上緑化、壁面緑化により、みどり豊かな、魅力的な空間

をつくる。 

その他 

○工事現場の仮囲い等、一時的に設置されるものであっても、修景を行うなど、周囲

からの見え方に配慮する。 

○自動販売機等は、通行の支障とならないものとし、また、建築物との一体化などに

より、単体として周囲から突出しないよう工夫する。 
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⑤ さいたま市生活環境の保全に関する条例 

同条例において、建築物を設計する段階から省エネルギーや省資源、再利用などの地球温暖化防

止に資する自主的な取組みを求めるため、床面積が 2,000 ㎡を超える特定建築物においては、環境

配慮計画を作成するとともに、「建築環境総合性能評価システム（CASBEE）」における建築物の環境

性能の評価を行い、工事着手の 21日前までに届出を行う必要があります。 

《建築環境総合性能評価システム（CASBEE）の概要》 

（資料：「さいたま市建築物環境配慮制度 環境配慮計画作成マニュアル」より） 
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《建築環境総合性能評価システム（CASBEE）のチェック項目》 

《建築物の環境品質：Ｑ》 《建築物の環境負荷の低減：Ｌ》 

【Ⅰ．室内環境】 【Ⅰ．エネルギー】 

音環境 騒音、遮音、吸音 建物の熱負荷抑制 外壁や窓の断熱性の向上

温熱環境 室温・湿度制御、空調方式 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用 自然ｴﾈﾙｷﾞｰの直接・変換利用

光・視環境 昼光利用、ｸﾞﾚｱ対策、照度、照明抑制 設備ｼｽﾃﾑの高効率 空調、換気、照明、給湯等の効率化

空気質環境 発生源対策、換気、運用管理 効率的運用 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、運用管理体制

【Ⅱ．サービス性能】 【Ⅱ．資源・マテリアル】

機能性 使いやすさ、快適性、維持管理 水資源保護 節水、雨水・雑排水利用

耐用性・信頼性 耐震・免震、部品・部材の耐用年数、

信頼性

非再生性資源の

使用量削減

ﾘｻｲｸﾙ材の使用、持続可能な森林から

産出された木材、再利用向上の取組み

対応性・更新性 空間・荷重のゆとり、設備の更新性 汚染物質含有材料

の使用回避

有害物資を含まない材料の使用、ﾌﾛ

ﾝ・ﾊﾛﾝの回避

【Ⅲ．室外環境（敷地内）】 【Ⅲ．敷地外環境】 

生物環境の 

保全・創出 

生物資源の保全と復元及び管理と利

用、緑の確保

地球温暖化への

配慮

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ CO2排出量の削減

まちなみ・景観

への配慮 

まちなみへの調和、良好な景観形成 地域環境への配慮 大気汚染防止、温熱環境悪化の改善、

地域ｲﾝﾌﾗへの負荷抑制

地域性・ｱﾒﾆﾃｨ 

への配慮 

地域性への配慮、快適性の向上、敷地

内温熱環境の向上

周辺環境への配慮 騒音・振動・悪臭の防止、日照障害の

抑制、光害の抑制

⑥ さいたま市みどりの条例 

同条例において、一定規模以上の建築等を行う際には、緑化に関する協議が必要となります。ま

た「さいたま市緑化指導基準」において、敷地面積に対する緑化面積の割合が定められており、商

業地域においては、下表の緑化面積を確保する必要があります。 

敷地面積 敷地面積に対する緑化面積の割合 

3,000 ㎡以上の場合 
（1－建ぺい率)×0.5 又は 5％ 

のいずれか大きい数値 

⑦ さいたま市図書館条例 

同条例において、大宮図書館は「拠点図書館」に位置づけられており、通常の図書貸出し等の業

務に加え、生涯学習における教育活動の機会提供や文化活動の企画及び開催、地域住民等に対する

情報提供の場として、次のように図書館に置く文化施設が定められています。

（第 14 条）図書館及び分館に、次のとおり文化施設を置く。（抜粋） 

図書館及び分館 文化施設 

大宮図書館 会議室、視聴覚ホール、展示ホール 
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２－３．計画地周辺の整備に向けた基本的考え方

（１）公共施設再編からの展開

新庁舎の建設地である県大宮合同庁舎敷地は、公共施設再編による連鎖型まちづくりの推進に基

づき、隣接する市民会館おおみやや下町分庁舎敷地とともに「地域連携拠点」を形成することとし

ており、区役所庁舎の移転は、この地域連携拠点形成の第 1 ステップとなります。

地域連携拠点は、『地域の行政・文化・生活等の中心』とされており、以下のような整備の方向

性に沿った新庁舎整備を行う必要があります。

地域の行政・文化・

生活等の中心

『地域連携拠点』

《『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

大宮駅東口

氷川神社

さいたま新都心

東西シンボル都市軸

氷
川
参
道
歴
史
文
化
軸

大門町二丁目

中地区再開発

駅前賑わい拠点

地域連携拠点

下町分庁舎

市民会館

おおみや等

県合同庁舎

大宮区役所

氷川緑道西通線

人の流れ・回遊性

地域の行政・文化・

生活の中心

大宮駅東口駅前の「顔」

県大宮合同庁舎 



26 

（２）計画地周辺の土地利用のあり方

新庁舎計画地周辺は、氷川緑道西通線と氷川参道が交わる場所にあり、この２つの軸線を効果的

に結び付けるため、また、地域連携拠点の整備の方向性を踏まえて、計画地周辺の土地利用のあり

方を以下のように設定します。

施設（機能）の複合・一体化によるさまざまな交流を創出する空間

大宮駅・さいたま新都心・氷川神社からの人の流れを受け止める空間

氷川参道と一体となった広がりのある緑の空間

交流・連携

おもてなし
   ・回遊

氷川の杜

○交流・連携

○おもてなし・回遊

○氷川の杜

至 さいたま新都心

大宮区役所

新庁舎 

至 大宮駅 至 氷川神社

氷
川
緑
道
西
通
線

氷
川
参
道

まちづくり用地（将来）
（現市民会館おおみや）

杜のひろば
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また、山丸公園と一体的に整備する「杜のひろば」は、新庁舎と文化複合施設（将来）（歴史・文化

に触れ合える公共施設）を結び付ける交流の場となるとともに、災害時の防災広場としての機能を有す

るものとします。

《計画地周辺の土地利用計画図》 

杜のひろばの断面イメージ及びパース （「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」より）

まちづくり用地（将来）
（現市民会館おおみや）
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第３編 大宮区役所新庁舎整備計画

３－１．現状における課題

（１）現施設の概要

① 大宮区役所

現大宮区役所は、ＪＲ大宮駅東口から徒歩約５分と利便性の高い場所にあります。本館・東館・

南館の３棟に分かれており、区役所のほか北部建設事務所や北部都市・公園管理事務所など、市の

出先機関が入っています。

竣工

年月

敷地面積

（㎡）

建築面積

（㎡）

延床面積

（㎡）
構造・規模

駐車場（台）

来庁者／公用

駐輪場（台）

来庁者／公用

本館

南館
S41.11 

9,046.41

2,884.87 11,526.68
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

地上7、地下2階
120／35 150／30

東館 S32.10 456.87 1,370.61
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

地上3階

７階
開発指導課
管理課 

建築審査課 

建築指導課、用地課

６階 下水道管理課、下水道建設 1･2 課

５階
道路安全対策課、河川整備課、土木

管理課、道路維持課、道路建設課

４階 障害者更生相談センター 

３階 区長室、総務課、くらし応援室 会議室、入札室 休憩室、会議室、職員組合事務所

２階 課税課、収納課、コミュニティ課 保健センター 
氷川参道対策室、 

大宮駅東口まちづくり事務所 

１階 区民課、保険年金課 支援課、福祉課、高齢介護課 
市PTA協議会、ｼﾞｮﾌﾞｽﾎﾟｯﾄ大宮、

社会福祉協議会大宮区事務所 

Ｂ１階 更衣室、電気室、倉庫など 更衣室、文書保存室、倉庫など

Ｂ２階 監視室、更衣室、倉庫など 

本館（Ａ棟） 東館（Ｂ棟）

南館（Ｃ棟）

本館（Ａ棟）

南館（Ｃ棟） 東館（Ｂ棟）

本館（Ａ棟）

南館（Ｃ棟）

東館（Ｂ棟）

自走式立体駐車場

自転車置場

機械式
立体駐車場

出入口

14ｍ
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（参考）諸室の現状（人数は平成２６年４月現在）

《区役所執務室》

階数

1 保険年金課 本館 Ａ棟 １階 181.42 21 8.6

2 区民課 本館 Ａ棟 １階 240.00 39 6.2

3 コミュニティ課 本館 Ａ棟 ２階 226.56 8 28.3

4 収納課 本館 Ａ棟 ２階 107.10 13 8.2

5 課税課 本館 Ａ棟 ２階 200.48 19 10.6

6 総務課 本館 Ａ棟 ３階 124.40 20 6.2

7 くらし応援室 本館 Ａ棟 ３階 140.70 23 6.1

8 地域商工室 本館 Ａ棟 ３階 68.51 4 17.1

9 支援課 南館 Ｃ棟 １階 59.54 21 2.8

10 高齢介護課 南館 Ｃ棟 １階 140.76 32 4.4

11 福祉課 南館 Ｃ棟 １階 119.07 39 3.1

12 保健センター事務室１ 南館 Ｃ棟 ２階 79.38

13 保健センター事務室２ 南館 Ｃ棟 ２階 39.69

合計 1,727.61 253 6.8

※人数は区調査より（臨職含む）

《区長室》

階数

1 区長室 本館 Ｂ棟 ３階 39.69 1 39.7

合計 39.69

《区役所組織以外》

階数

1 障害者更生相談センター 本館 Ａ棟 ４階 129.00 17 7.6

2 土木管理課 本館 Ａ棟 ５階 162.71 33 4.9

3 道路安全対策課 本館 Ａ棟 ５階 78.00 21 3.7

4 道路建設課 本館 Ａ棟 ５階 99.36 12 8.3

5 道路維持課 本館 Ａ棟 ５階 169.50 31 5.5

6 河川整備課 本館 Ａ棟 ５階 84.00 12 7.0

7 下水道管理課 本館 Ａ棟 ６階 119.25 32 3.7

8 下水道建設１課 本館 Ａ棟 ６階 69.00 13 5.3

9 下水道建設２課 本館 Ａ棟 ６階 120.75 27 4.5

10 用地課 本館 Ａ棟 ７階 93.75 13 7.2

11 建築指導課 本館 Ａ棟 ７階 118.00 13 9.1

12 建築審査課 本館 Ａ棟 ７階 76.80 12 6.4

13 管理課 本館 Ａ棟 ７階 151.88 20 7.6

14 開発指導課 本館 Ａ棟 ７階 82.08 14 5.9

15 氷川参道対策室 東館 Ｂ棟 ２階 31.50 3 10.5

16 大宮駅東口まちづくり事務所 東館 Ｂ棟 ２階 94.50 15 6.3

17 庁舎建設準備室 東館 Ｂ棟 ２階 85.56 9 9.5

合計 1,765.64 297 5.9

《その他団体》

階数

1 さいたま市社会福祉協議会 東館 Ｂ棟 １階 90.80 11 8.3

2 ジョブスポット大宮 東館 Ｂ棟 １階 63.00 3 21.0

3 さいたま市ＰＴＡ協議会 東館 Ｂ棟 １階 42.75 2 21.4

4 自治労さいたま市職員労働組合 東館 Ｂ棟 ３階 90.00 －

合計 286.55

番号 名称
位置

番号 名称

面積（㎡） 人数（人） １人あたり面積
（㎡／人）建物

面積（㎡）

8.5

人数（人） １人あたり面積
（㎡／人）

面積（㎡） 人数（人）
位置

建物

建物

14

位置

番号 名称 １人あたり面積
（㎡／人）

番号 名称
位置

面積（㎡） 人数（人） １人あたり面積
（㎡／人）建物
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《会議室》

階数

1 会議室 本館 Ａ棟 Ｂ２階 65.46

2 201会議室 本館 Ａ棟 ２階 56.70 20

3 第１会議室 本館 Ａ棟 ６階 65.96 45

4 第２会議室 本館 Ａ棟 ６階 88.65 72

5 第３会議室 本館 Ａ棟 ６階 88.65 72

6 301会議室 南館 Ｃ棟 ３階 238.14 90

7 302会議室 南館 Ｃ棟 ３階 83.16 30

8 旧中央記者室 南館 Ｃ棟 ３階 20.79

9 旧地方記者室 南館 Ｃ棟 ３階 20.79

10 301会議室 東館 Ｂ棟 ３階 63.00 40

11 302会議室 東館 Ｂ棟 ３階 28.00 15

12 303会議室 東館 Ｂ棟 ３階 63.00 30

13 特別会議室 本館 Ａ棟 ３階 85.52

合計 967.82

《相談室》

階数

1 相談コーナー 本館 Ａ棟 ２階 20.15

2 市民相談室 本館 Ａ棟 ２階 57.31

3 自治活動相談センター 本館 Ａ棟 ２階 8.10

4 相談室 本館 Ａ棟 ３階 20.00

5 相談室１ 南館 Ｃ棟 １階 9.92 健康福祉部

6 相談室２ 南館 Ｃ棟 １階 9.92 　〃

7 相談室３ 南館 Ｃ棟 １階 9.92 　〃

合計 135.32

面積（㎡） 収容人数（人）
位置

建物
番号 名称

番号 名称
位置

面積（㎡） 備考
建物

《倉庫》

階数

1 1.2.3共用倉庫 本館 Ａ棟 Ｂ２階 105.83

2 倉庫 本館 Ａ棟 Ｂ２階 41.99

3 倉庫共用２ 本館 Ａ棟 Ｂ１階 39.69

4 倉庫 本館 Ａ棟 Ｂ１階 10.37

5 倉庫 本館 Ａ棟 １階 12.00

6 倉庫 本館 Ａ棟 ３階 6.00

7 倉庫 本館 Ａ棟 ４階 74.47

8 倉庫 本館 Ａ棟 ６階 23.15

9 資料室 本館 Ａ棟 ７階 17.76

10 郵便局倉庫・控室 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 39.69

11 倉庫 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 18.90

12 文書保存庫 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 178.60

13 物品倉庫 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 69.54

14 倉庫１ 南館 Ｃ棟 ２階 4.80

15 倉庫２ 南館 Ｃ棟 ２階 4.80

16 倉庫 南館 Ｃ棟 ２階 6.48

合計 654.07

番号 名称
位置

面積（㎡） 備考
建物
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《休憩室・更衣室》

階数

1 更衣室２室 本館 Ａ棟 Ｂ２階 45.04

2 男子更衣室 本館 Ａ棟 Ｂ２階 76.07

3 職員健康相談室 本館 Ａ棟 ３階 28.00

4 女子更衣室 本館 Ａ棟 Ｂ１階 78.90

5 男子更衣室 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 99.23 北部建設事務所

6 リフレッシュルーム 本館 Ａ棟 １階 10.80

7 リフレッシュルーム 本館 Ａ棟 ２階 20.50

8 リフレッシュルーム 本館 Ａ棟 ３階 16.25

9 休憩室 本館 Ａ棟 ６階 47.40

10 休憩室 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 39.69

11 リフレッシュルーム 南館 Ｃ棟 １階 8.98

12 男子休憩室 東館 Ｂ棟 ３階 28.38 20人

13 女子休憩室 東館 Ｂ棟 ３階 28.38 20人

合計 527.62

《その他諸室》

階数

1 監視室 本館 Ａ棟 Ｂ２階 34.72 3人

2 清掃員詰所 本館 Ａ棟 Ｂ１階 19.85

3 多目的室 本館 Ａ棟 １階 69.46

4 警備室 本館 Ａ棟 １階 27.90 5人

5 金融機関・会計 本館 Ａ棟 １階 69.46

6 情報公開コーナー 本館 Ａ棟 １階 55.13

8 待合スペース 本館 Ａ棟 １階 120.00

9 市民ホール 本館 Ａ棟 １階 226.17

10 大宮区ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 本館 Ａ棟 ２階 130.80

11 放送室 本館 Ａ棟 ３階 12.00

12 文書区分コーナー 本館 Ａ棟 ３階 52.56

13 放送室 本館 Ａ棟 ６階 18.97

14 旧パンチャー室 本館 Ａ棟 ７階 43.95

15 旧オープンプログラマ室 本館 Ａ棟 ７階 35.90

16 印刷室 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 59.53

17 区分室 南館 Ｃ棟 Ｂ１階 39.69

18 授乳室 南館 Ｃ棟 １階 18.70

19 市民ホール 南館 Ｃ棟 １階 127.52

20 郵便局 南館 Ｃ棟 １階 66.46

21 資料室 南館 Ｃ棟 ２階 15.96 保健センター

22 指導講座室１ 南館 Ｃ棟 ２階 55.68 　〃

23 指導講座室２ 南館 Ｃ棟 ２階 55.68 　〃

24 栄養指導室 南館 Ｃ棟 ２階 60.48 　〃

25 運動指導室 南館 Ｃ棟 ２階 79.38 　〃

26 器具庫１ 南館 Ｃ棟 ２階 9.14 　〃

27 器具庫２ 南館 Ｃ棟 ２階 5.08 　〃

28 控室 南館 Ｃ棟 ２階 16.56 　〃

29 授乳室 南館 Ｃ棟 ２階 6.00 　〃

3 相談室 南館 Ｃ棟 ２階 20.00 　〃

3 相談室１・２ 本館 Ａ棟 ２階 22.65 　〃

30 入札室 南館 Ｃ棟 ３階 20.79

31 環境美化指導員室 南館 Ｃ棟 ３階 20.79

32 認定審査室１ 南館 Ｃ棟 ３階 41.58

33 認定審査室２ 南館 Ｃ棟 ３階 41.58

36 入札室 東館 Ｂ棟 ３階 24.50

37 入札控室 東館 Ｂ棟 ３階 28.00

37 給湯室 － － － 56.00 各階配置

合計 1,808.62

番号 名称
位置

面積（㎡） 備考
建物

番号 名称 面積（㎡） 備考
位置

建物
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② 大宮図書館

現大宮図書館は、氷川参道沿いのＪＲ大宮駅から歩いて 15 分程度の場所にあり、閑静な場所に

建つ、地域の身近な図書館となっています。 

項  目 概  要

建物 
概要 

竣工年月 昭和 46 年 

敷地面積 2,534.14 ㎡ 

延床面積 3,521.41 ㎡ 

構造・規模 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造／地上 3階、地下 1階 

駐 車 場 33 台（図書館から約 140ｍ離れた場所） 

施設 
概要 

休 館 日 
月曜日（月曜日が祝日の場合、翌々日の水曜日） 
年末年始、特別整理期間 

利用時間 
火曜日～金曜日 AM9:00～PM8:00 
土・日曜日、祝日 AM9:00～PM6:00 

蔵 書 数 約 26.2 万点（視聴覚資料含む）※H25 年度 

職 員 数 16 名＋再任用 2名 ※H26 年度 

１年の来館者数 約 37.0 万人 ※H25 年度 

（資料）「さいたま市図書館要覧 平成 26 年度版」ほか 

３階 自由読書室・青少年室、屋上庭園 

２階 公開図書室、子ども室、ＡＶ観賞室、会議室 

１階 個人貸出室、展示ホール、雑誌コーナー 

Ｂ１階 視聴覚ホール 
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（２）現施設の課題の整理

① 大宮区役所庁舎

《執務空間のアンバランス》

○南館１階の支援課、高齢介護課、福祉課などが入る市民サービス窓口のフロアは、職員１人あた

りの執務室面積が３～４㎡と極端に狭くなっています。

○一方、本館の２階、３階などは、比較的執務空間に余裕があり、職員１人あたりの執務室面積が

20 ㎡を超えているところもあります。 

○障害者更生相談センターなどは、執務室や諸室、通路などに余裕がみられます。

→フロアや課によって、執務室面積がアンバランスであり、これを解消する必要がある。 

《書庫・倉庫の不足》

○執務室内や本来の書庫・倉庫以外の部屋に段ボール箱が積まれた状況が見られます。

○執務室から離れた場所の倉庫に資料を保管しているため、効率的に事務事業が行えない場合もあ

ります。

→全体的に書庫・倉庫スペースが不足しており、効果的な収納スペースを設ける必要がある。 

《打合せ・相談スペースの不足》

○打合せや相談が集中した場合など、部屋のやりくりに苦慮しており、カウンターに立ったまま相

談している状況も見られます。

→予約なしで利用できるフリースペースがあると便利である。 
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《非合理的な諸室利用》

○現庁舎には、区役所の他、北部建設事務所や北部都市・公園管理事務所など、本庁の出先機関が

入っており、会議室や更衣室、リフレッシュルームなどがそれぞれ別に設けられています。

○旧大宮市役所の本会議場など、効果的に活用されていない空間があります。

○市民も利用可能な食堂や売店（閉鎖）がありますが、地下のわかりにくい位置にあるため、有効

に利用されていない状況がうかがえます。

→共用スペースを再編・共有化することにより、効率的に利用できるようにする必要がある。 

《市民窓口の分散化》

○市民窓口機能がＡ・Ｃ棟に別れており、待合スペースなども分散し、通路が入り組んでいるため、

市民にとって利用しづらい状況です。

→できる限り、市民窓口機能を接地階に集約することにより、利用しやすくする必要がある。 

《バリアフリーへの未対応》

○建物の接続部分に段差があり、スムーズな移動ができない状況です。

○急勾配のＸ階段となっており、手すりもつかみにくい形状で、バリアフリーへの配慮に欠く状況

が見られます。

→通路幅や諸施設において、バリアフリー法における「誘導基準」以上の整備が求められる。 
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《駐輪スペースの不足》

○正面玄関前に多くの自転車が駐輪されており、歩行者の通行を妨げているほか、景観的にも好ま

しくない状況です。

→駐車場とあわせ、駐輪スペースの配置についても十分に考慮する必要がある。 

《展示スペースの不足》

○地域のＰＲなどを行うスペースが設けられているものの、市民や来庁舎の目に触れにくい場所に

あり、ＰＲ効果が高いとは言いがたい状況です。

→市民や来庁舎の目に触れやすい位置への配置を行う必要がある。 
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② 大宮図書館

《諸室の分散化》

○個人貸出室や公開図書館、自由読書室などが個室・分散化しているため、通路等が余計に必要と

なっています。

○諸室を個室・細分化したため、管理上、職員が各室に張り付く必要があります。

→特に個室の必要性のないスペースについては、同一空間に配置した方が望ましい。 

《複雑な動線とバリアフリーへの未対応》

○動線が複雑で利用者にとってわかりにくい諸室の配置となっています。

○地階の視聴覚ホールや１階の個人貸出室、２階の公開図書室へのアプローチは、急勾配の階段や

狭い通路を利用せざるを得ない構造となっています。

○２階のこども室へはメインエントランスのほか、別の出入口もあるため、動線がわかりにくい状

況です。

○エレベーターが業務用の１基のみであり、車いす利用者などは利用しづらい状況です。

→動線をシンプルにするとともに、バリアフリーへの対応を行う必要がある。 

《展示ホールや青少年室の利用》

○展示ホールの利用率は高く、イベント等の利用も多く行われています。 

○自由読書室・青少年室は、１日 150 人前後の利用があり、満席状態となることもあります。

→市民からの要望が多い学習スペースやカフェを含む休憩スペースを十分に確保しながら、シー

ムレスに利用できるようなあり方を再考する必要がある。 
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《立地上のメリット・デメリット》

○氷川参道に隣接しているため、参道側は窓からの景色など、図書館に好ましい環境が得られてい

ます。

○中心市街地に近いため、利用者にとっては便利な立地であるといえます。

○図書館の利用以外にも、休憩を兼ねて長時間滞在する方も見られます。

→立地上のメリットを生かした環境づくりを行う必要がある。 

《文学資料の展示》

○さいたま市ゆかりの文学者の資料や歌人大西民子氏の著作・著作権・遺品等を多数所蔵している

が、現在は整理保存と展示公開するための適切なスペースがないため、資料の有効活用ができて

いない状態です。

→大宮文化の発信として、一つの目玉として取り込むことが望まれる。 
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３－２．大宮区役所新庁舎の理念

大宮の歴史は氷川神社との関わりが深く、大宮という地名は、氷川神社を「おおいなる宮居」と

崇められたところから来ているといわれています。その神社を取り囲むような形で門前町が作られ

ていったのが大宮の発祥といわれており、その後、江戸時代には中山道の宿場として大宮宿が設置

され発展してきました。

明治に入ると大宮県が設置（その後、埼玉県に編入）され、鉄道の開通などによって工場が数多

く進出しました。昭和 30年代から 40 年代にかけてはデパートなどが数多く進出するなど、商業都

市として大きな繁栄を見せ、さらに 50 年代に入ると未来都市への志向とともに住民の生活環境の

充実を目指した施設が立地するなど、暮らしよい街づくりが進められていきます。

これらの門前・宿場町の賑わいや氷川参道の豊かな環境を基に育まれてきた、まちの歴史・文化

や環境の魅力を活かしながら、暮らしよいまちづくりに向け、地域コミュニティの希薄化や防災意

識の高まりといった現代社会の要求に応えることのできる施設となるよう、新庁舎の理念を以下の

ように設定します。 

「人」と「まち」が活性化する、交流空間の創出

大宮の歴史や環境の魅力

門前・宿場町の賑わい

【歴史】

人と人の協働

【交流と連携】

氷川参道の豊かな環境

【環境】

大宮における現代社会の要求

コミュニティの

復活
情報発信

生涯学習

市民活動
防災・防犯

理 念
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３－３．大宮区役所新庁舎整備の基本方針

（１）大宮区役所新庁舎の基本方針

新庁舎周辺の土地利用のあり方及び新庁舎の理念を踏まえて、新庁舎の基本方針を、以下のよう

に設定します。 

○区民の生活に身近な手続き、相談の窓口を効率的に配置し、気軽に立ち寄って手続きや相談

等ができる、開かれた利用しやすい施設とします。

○施設の機能や人々の活動が見えるオープンな施設計画とし、杜のひろばや（仮称）ふれあい

スペースにおいては、様々なイベントや区民の様々な活動を誘発する空間とします。

○バリアフリー化を徹底し、誰もが利用しやすい施設とします。

○様々な機能を複合化することにより、地域コミュニティの希薄化や防災意識の高まりといっ

た、現代社会の要求に応える様々な交流を創出する施設とします。

○人と人の営みにより育まれてきたこのまちの文化や魅力を活かし、人々が自然に集まり、ま

ちの活性化にも寄与する、地域文化を踏まえた独自性を有する施設とします。

○大宮の地にふさわしい、地域の誰もが誇れるランドマーク的な存在であるとともに、シンボ

ル性を有した施設とします。

○行政サービスの基本的役割である情報発信を誰にでもわかりやすく、的確に行うことのでき

る施設とします。

○誰もがアクセス可能な、様々なネットワークを通して情報やサービスが提供され、区民の生

活をより豊かにする施設とします。

○建物の高い耐震性と災害時のインフラ確保など、区災害対策本部の設置による、効率的かつ

効果的な災害対策活動が可能な設備環境とします。

○杜のひろばと一体となった一時避難施設など、地域の防災拠点としての機能を有する施設と

します。

① 区民に開かれ、利用しやすい施設とする

② 複合化により相乗効果を生む、交流を創出する施設とする

③ 賑わいを誘発し、地域のシンボルとなる大宮らしい施設とする

⑤ 防災の拠点となる施設とする

⑥ 耐久性があり、持続性の高い施設とする

④ 情報発信機能の充実した施設とする
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○高い耐久性と維持管理性、可変性を確保することにより、長寿命化に対応できる、持続性の

高い施設とします。

○氷川の杜の豊かな緑と一体となり、参道の木々とのバランスや周辺環境に十分配慮します。

○自然エネルギーの利用や省エネルギーにより、地球環境への負担軽減に努めます。

○費用対効果の観点から十分な検討を行い、建設費だけでなく、維持管理費などを含むライフ

サイクルコスト全体の縮減に努めます。

⑦ 環境と経済性に配慮した施設とする
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（２）大宮区役所新庁舎の導入機能

新庁舎は、地域連携拠点の整備の方向性や新庁舎の基本方針及び公共施設マネジメント計画に基

づき、大宮区役所と共に、次のような機能を導入した施設とします。

名 称 機能の特性 
区役所との関係 

区民との関係 

北部建設事務所 

○西、北、大宮、見沼、岩槻区を管轄する道路、
下水道、建築の現場事務所 

○建築相談など、一部市民利用もあるが、多くは
業者の利用 

○区役所本体との関係はそれほ
ど強くはないが、建設事務所と
都市・公園管理事務所との連携
は必要 北部都市・公園管

理事務所 

○西、北、大宮、見沼、岩槻区を管轄する都市計
画や開発関連の事務所 

○都市計画相談など、一部市民利用もあるが、多
くは業者の利用 

障害者更生相談セ
ンター 

○市内唯一の障害者専門機関であり、各種判定等
を行う 

○大宮駅周辺の専門医が定期的に訪れ、相談や診
断を実施 

○大宮区に限らず、市全域からの
利用あり 

大宮駅東口まちづ
くり事務所 

○大宮駅東口のまちづくり推進に関する業務 

○権利者など、管轄地域内の市民
利用あり 

○氷川参道対策室との連携は必
要 

氷川参道対策室 ○氷川参道周辺のまちづくり推進に関する業務 

○権利者など、管轄地域内の市民
利用あり 

○区民等と連携して、清掃活動や
植樹等のイベント実施 

大宮図書館 
○生涯学習を支援し、情報発信の拠点として、資
料や情報の収集・保存・提供等を行う 

○蔵書数約 30 万点 

○区民の夜間や休日利用も多く、
拠点の回遊性向上や賑わいの
創出にもつながる 

（仮称）ふれあい
スペース 

○市民サービス向上と、既存の大宮図書館にある
展示・学習スペース等の継続的な提供を行う 

○子育て中の親子の交流や青少年が気軽に利用
できる場となる 

○災害時のさまざまな活動を行う 

○市民意見で望まれている機能 
○交流空間を創出することがで
きる 

休憩・休息機能 
（カフェ・売店等）

○地域連携拠点の賑わいづくりの一環 
○区民の利便性の向上 
○集客性、施設イメージ、魅力の向上 
○行政サービスの代行 

○市民意見で望まれている機能 
○職員の福利厚生施設としてだ
けではなく、区民も気軽に利用
できる 

（仮称）北部市税
事務所 

○市税等の賦課徴収について、西、北、大宮、見
沼、岩槻区を管轄する事務所 

○区役所の一部との連携は必要 
○市税等の一部については市全
域からの利用あり 
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（３）大宮区役所新庁舎の整備コンセプト

先の７つの基本方針に加え、新庁舎が当該計画地への立地にふさわしい施設となるよう、新庁舎

の整備コンセプトを以下のように設定します。

①  区役所及び出先機関の整備コンセプト 

施設のメイン機能となる区役所及び出先機関は、区民の最も身近な公共施設として、各種証明等

の発行だけではなく、様々な公共サービスの提供や地域のまちづくりに貢献できる施設となるよう、

以下の整備コンセプトを設定します。 

① 窓口業務を集約し、区民の利便性の高い施設とします。 

② 情勢の変化に対応できる柔軟性の高い施設とします。 

③ 区や北部建設事務所の防災機能を確保します。 

④ 会議室や打合せコーナーは極力、共用化による合理化やオープン化を図ります。 

⑤ （仮称）ふれあいスペースとの連携に配慮します。 

⑥ 複合化による開館時間・休館日の違いやセキュリティーに配慮します。

＊区役所会議室について 

（現 況） 

○会議室数 12 室、収容人数 400 人超（合計面積 967 ㎡） 

○現大宮区役所はその立地性、交通の利便性等から、各課の会議だけではなく、さいたま

市および各区の施策に関わる各種団体の利用が非常に多い状況となっています。 

○ロビーやフリースペースがないため、展示やイベントの開催が制限されています。 

○多目的室については、市民活動ネットワーク、ボランティア団体が約６０団体登録され

ているが、スペースが不足しています（選挙期間中は投票所となるため使用できない）。

 （課 題） 

○大宮区役所を利用している各種団体が、継続して利用できるスペースを確保することが

必要です。 

○交流機能を求める市民要望が出ており、近年、他市町村においても、新庁舎整備で交流

機能を導入する事例が多数あります。時代状況を踏まえ、市民満足度の向上を図る必要

があります。 

○大宮駅周辺地域戦略ビジョンにおける地域連携拠点の形成に寄与する必要があります。

区民に開かれ、誰でも利用しやすいサービス施設とする

区役所会議室の一部を、区民交流スペースとして活用していく。 
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② 図書館の整備コンセプト

ICT を活用して、どこでも簡単に情報にアクセスできる時代に求められる新しい図書館として、

静かな読書空間だけでなく、目的に応じて誰でも気軽に本に接することができ、より多くの市民に

利用される施設となるよう、以下の整備コンセプトを設定します。 

① 視認性の高いオープンな空間とし、こどもから高齢者まで利用しやすい施設とします。 

② 歴史と文化資源の発信基地をめざし、さいたま市ゆかりの文学者の資料を展示、公開 

します。 

③ IC タグによる資料管理を導入し、プライバシー配慮した貸出処理を可能とします。 

④ 時代にマッチした新しいサービスの展開を目指します。 

機能名 活用内容 

区民交流 

スペース 

（市・区関

連団体） 

①子育て支援・高齢者支援・保健・コミュニティ形成等の区役所事業に関連する団体、

グループの会議、活動を行うためのスペース 

・市民活動ネットワーク、ボランティアグループの活動場所 

・各種団体の会議・研修等（自治連、民生委員、ケアマネ協会、まちづくり団体、

保護司会等） 

・子育てサロン、子どもサークル、家庭保育室、シニアクラブ等の活動場所 

※登録団体による利用は単に構成員自身の余暇活動又は福利厚生のためのものでは

なく、子育て支援や、高齢者支援を行い、市民との協働によるまちづくりの一環と

なるため区役所事業の一環と位置付けます。 

②災害時のさまざまな活動を行うスペース 

・災害時は地域防災計画に基づき、ボランティアセンター、区民情報センター、医

療救護所等の様々な災害対策活動の場とします。 

市民ニーズに応え、多くの人が利用しやすい図書館とする
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③  （仮称）ふれあいスペースの整備コンセプト及び位置付け

様々な機能を集約することで、幅広い世代の人たちが、世代・目的・公私を超えた交流・連携が

可能な「居場所」となるよう、以下の整備コンセプトを設定します。 

① 多世代が目的を超え、また自然に集まる市民の居場所とします。 

② カフェなどを配置し、誰でも気軽に利用できる空間づくりを行い、また、休憩・休 

息処とします。 

③ フリースペースや展示スペースは、様々なイベントにも柔軟に利用できる空間とし 

ます。 

④ （仮称）杜のひろばや氷川参道にも賑わいを創出させる空間とします。 

⑤ 災害時に災害対策活動を行えるスペースとします。 

  図書館及び（仮称）ふれあいスペースの整備コンセプトを踏まえ、以下の位置付けを設定します。 

＜位置付けの考え方＞ 

    ＊地域連携拠点の形成に寄与するため、賑わいの創出、回遊性の向上を図る機能とし 

ます。 

＊公共図書館が多様性を帯びてきており、時代のニーズに応じた図書館サービスを提 

供します。 

＊現在の大宮図書館の付属機能はさまざまな市民・団体が利用しており、継続して利 

用できるよう考慮します。 

（付属機能：展示ホール、青少年自由読書室、会議室等） 

世代・目的を超えた様々な交流が誘発される居場所とする

図書館サービス等と連携する機能として、（仮称）ふれあいスペースを設置する
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■（仮称）ふれあいスペースのイメージ

（仮称）ふれあいスペースの活用例

・市民の憩いの場（通常時は簡易テーブルを配置） 

・新聞・雑誌コーナー、キッズスペース 

・イベント開催（ミニコンサート、クリテリウム関連等） 

・絵画・写真・書道等の展示 

・大宮アルディージャ、クリテリウムＰＲ展示 

・大人やビジネスマンも利用しやすい読書・学習スペース 

・市民生涯学習関係団体の活動場所 

・各種講座、講習会の開催 

・図書館の本を持ち込める、気軽に立ち寄れる憩いの場所 ・・etc 

【フリースペースの事例】

塩尻市市民交流センター

えんぱーく

【カフェの事例】

武蔵野市立ひと・まち・情報創造館

武蔵野プレイス
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（４）計画条件の設定

① 区人口：約 113,000 人 

大宮区の人口は、世帯数 52,105 世帯、人口 113,023 人（平成 26年 4月 1日現在／住民基本台

帳）で、さいたま市全体の約 9.0％が居住しており、人口は近年も年 1％前後の増加傾向にあり

ます。 

区役所は、地域における総合的な市民サービスの拠点機関として位置づけられており、当計画

においては、約 113,000 人の区民を主な対象者としたサービス提供機関と設定します。 

ただし、人口将来推計によると、40年後、区の人口は現在の８割程度に減少する一方、高齢者

の割合が増加してくることが予想されており、過剰な規模設定は行わないようにするとともに、

長期的にはこれらの変化にも柔軟に対応できるよう配慮するものとします。 

■大宮区の人口・世帯数の推移（住民基本台帳）         ■大宮区の人口 

③  職員数：約 540 人 

現在の職員数は下表のとおりであり、概ね 540 人となっています。今後、組織改正等により職

員数の増減も考えられますが、当計画においては、今後もこの人数が維持されるものとし、設定

します。 

■表－新庁舎に入ることが想定される部署等の現況職員数（平成 26 年 4 月現在） 

局長・
部長級

課長級 補佐級
係長・
主幹級

主査・
主任・
主事級

臨時 
職員等

合計 

大宮区役所 3 13 15 15 142 65 253

北部建設事務所 1 13 11 16 161 17 219

北部都市公園 
管理事務所 

1 3 3 2 24 1 34

大宮駅東口まちづく
り事務所 
氷川参道対策室 

0 3 1 2 12 0 18

障害者更生相談ｾﾝﾀｰ 0 1 2 2 11 1 17

合計 5 33 32 37 350 84 541
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③ 来庁者数：約 2,370 人／日 

現大宮区役所への来庁者数は、年間で約 205,200 人、各月 14,000～21,000 人程度であり、ピ

ーク月の 3月で約 21,000 人となっています。課所別で最も来庁者が多いのは「区民課」であり、

各月 3,000～7,000 人程度、ピーク月の 3月で約 7,700 人となっています。 

また、大宮図書館の平成 25 年度入館者は約 370,000 人で、開館日数で割り戻すと、１日約 1,220

人が訪れている計算となります。 

このほか、区役所には、北部建設事務所や北部都市・公園管理事務所が入っており、建設関連

の事業者等を主体に、年間約 79,000 人、１日約 320 人が来庁しています。 

これらを勘案すると、１日の来庁者数は約 2,370 人となります。 

■表－主な施設の来庁（館）者数

年間来庁（館）者数
１日あたり 

来庁（館）者数 
備 考 

大
宮
区
役
所
庁
舎

区役所 約 205,200 人 約 830 人 区役所は H25 年度調査資料
北部建設等は H23 年度資料
より 
開庁日を 245 日/年で計算 

北部建設・北部都
市公園管理事務所

約 79,000 人 約 320 人 

障害者更生 
相談センター 

約 400 人 約 1～2 人 付き添い者は除く 

大宮図書館 約 370,000 人 約 1,220 人 
H26 年度さいたま市図書館
要覧より 
開館日数 302 日/年で計算 

合計 約 654,600 人 約 2,370 人  

■図－課所別・月別来庁者数（平成 25 年度） 
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（５）大宮区役所新庁舎の規模設定

① （仮称）北部市税事務所の想定面積の算定

大宮区役所新庁舎に導入予定の（仮称）北部市税事務所を単独で設置した場合について、現行

の職員数を基に、「総務省起債許可算定基準」（注：基準の運用は平成 23 年度に廃止）に基づき、

想定面積を算定します。 

総務省起債許可算定基準に基づく床面積の算定

区 分 床面積 

1 事務室 1,170 ㎡

2 倉庫 152 ㎡

3 会議室等（会議室、便所、洗面所、その他諸室） 1,050 ㎡

4 玄関等（玄関、廊下など） 948 ㎡

合  計 3,320 ㎡

※換算率は人口 5万人以上 50 万人未満の市町村の基準により設定 

上記の計算を踏まえて、（仮称）北部市税事務所の想定面積を約 3,300 ㎡とします。 
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② 施設規模の設定 

現状の施設は、大宮区役所等と大宮図書館をあわせて、約 16,400 ㎡です。これに、総務省起

債基準で算定した（仮称）北部市税事務所の想定面積を加えた、約 19,700 ㎡を現状の施設規模

と設定します。 

機能区分 規 模 

Ａ 

大宮区役所・北部建設

事務所など 

区役所（執務室、区長室など） 約 1,800 ㎡

北部建設事務所、北部公園・都市管理事務所、まち
づくり事務所 

約 2,700 ㎡

会議室、相談室 約 1,100 ㎡

その他諸室 約 1,700 ㎡

休憩室、更衣室 約 500 ㎡

その他団体 約 400 ㎡

階段、廊下、便所など 約 4,700 ㎡

小 計 約 12,900 ㎡

Ｂ 大宮図書館 全体（視聴覚ホール、展示ホール含む） 約 3,500 ㎡

（仮称）北部市税事務所 執務室、作業スペース、倉庫など 約 3,300 ㎡

合 計 約 19,700 ㎡

現況の施設規模をベースに、基本方針や整備コンセプト及び公共施設マネジメント計画に基づ

き、「（仮称）ふれあいスペース」等の供用可能と考えられる部分を整理した結果、施設面積の合

計は約 17,400 ㎡に縮小できます。 

機能区分 概 要 規 模 

Ａ 大宮区役所等 
区役所及び市の出先機関等において会議室や相談室等の
共有化を図るほか、一部を（仮称）ふれあいスペースに近
接配置し、効率的な利用が可能なようにする。 

約 13,400 ㎡

Ｂ 大宮図書館 
現状の大宮図書館の機能を維持しながら、一部機能（展示
ホールなど）を（仮称）ふれあいスペースに移し、多くの
人が利用しやすい空間とする。 

約 2,400 ㎡

Ｃ 
（仮称）ふれあい

スペース 
ふれあい・交流を創出するスペースとする。 約 1,600 ㎡

合 計 約 17,400 ㎡

大宮区役所新庁舎は、大宮区役所等・大宮図書館・（仮称）ふれあい

スペースを主機能とした、約 17,400 ㎡の施設とする 
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（参考）市内各区役所（複合施設）の施設規模 

区役所を含む図書館や市民交流施設等との複合施設における各施設規模は下表のとおりです。 

○サウスピア（南区役所） 平成 25 年 1 月供用開始

 施設規模 

 区役所             約 4,900 ㎡ 

  図書館             約 1,300 ㎡ 

  コミュニティセンター      約 2,000 ㎡ 

  老人福祉センター        約  500 ㎡ 

  子育て支援センター       約  400 ㎡ 

  共用部（駐車場含む）      約 5,400 ㎡ 

  合 計             約 14,500 ㎡ 

  階 数  地上１０階／地下１階 

区人口（H27.2.1） 178,674 人 

○プラザノース（北区役所） 平成 20 年 5 月供用開始

施設規模 

 区役所             約 5,800 ㎡ 

  図書館             約 2,100 ㎡ 

  コミュニティセンター      約 4,100 ㎡ 

  ホール             約 2,200 ㎡ 

  共用部             約 5,600 ㎡ 

  合 計             約 19,800 ㎡ 

  階 数  地上４階 

 区人口（H27.2.1） 145,123 人 

○プラザウエスト（桜区役所） 平成 17 年 7月供用開始

施設規模 

 区役所             約 6,500 ㎡ 

  図書館             約 3,000 ㎡ 

  コミュニティセンター・共用部  約 12,700 ㎡ 

  合 計             約 22,200 ㎡ 

  階 数  地上５階 

区人口（H27.2.1） 95,526 人 
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（６）駐車場台数の設定

① 附置義務条例による算定

区役所や図書館を主機能とした当施設を「事務所」とした場合、同条例における「特定用途」と

なるため、以下の駐車場が必要となります。

ア）自動車駐車場

特定用途についての床面積 200 ㎡ごとに１台の駐車場が必要であることから、延床面積を

18,000 ㎡とすると、 

18,000 ㎡ ÷ １台／200 ㎡ ＝ 90 台 

イ）荷捌きスペース

特定用途についての床面積 5,000 ㎡ごとに１台の荷捌きスペースが必要であることから、延

床面積を 18,000 ㎡とすると、 

18,000 ㎡ ÷ １台／5,000 ㎡ ≒ 4 台 

ウ）駐輪場（自動二輪車）

特定用途についての床面積3,000㎡ごとに１台の自動二輪車用の駐輪場が必要であることか

ら、延床面積を 18,000 ㎡とすると、 

18,000 ㎡ ÷ １台／3,000 ㎡ ＝ 6 台 

※「特定用途」とは、娯楽施設や飲食店、ホテル、百貨店、事務所、病院、工場等をいう。 

② 発生集中量による算定 

ア）自動車発生集中量の算定 

新庁舎の発生集中量を区役所等、図書館、（仮称）ふれあいスペースの機能別に設定し、これ

に各々の機能における交通機関分担率を用いて、自動車発生集中交通量を算定した結果、自動車

発生集中交通量は、区役所等が 748 台 T.E./日、図書館が 372 台 T.E./日、（仮称）ふれあいスペ

ースが 96台 T.E./日、合計で 1,216 台 T.E./日となります。 

区役所等 

図書館 

（仮称）

ふれあい

スペース

合計 
区役所 北建など 小計 

発生集中交通量 

（人 T.E./日） 
1,860 644 2,504 1,792 402 4,698

自動車発生集中交通量

（台 T.E./日） 
323 425 748 372 96 1,216
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イ）最大駐車台数の算定 

上記で設定した自動車発生集中交通量を東京都市圏パーソントリップ調査のゾーン別・目的種

類別・発着時間帯別発生集中交通量の分布から作成した時間帯分布を用いて配分します。 

時間帯分布の配分により、毎時ごとの集中（入庫）・発生（出庫）・在庫を算定した結果、駐車

台数が最大となるのは 11時台で 81台となります。 

集中 発生 在庫 駐車台数
８時台 29 35 0 32
９時台 55 48 7 55
１０時台 66 60 13 73
１１時台 68 68 13 81
１２時台 64 61 16 77
１３時台 62 70 8 78

１４時台 53 56 5 61

１５時台 74 68 11 79
１６時台 57 57 11 68
１７時台 49 50 10 60
１８時台 47 51 6 57
合計 624 624

これより、新庁舎における最大駐車台数は、一般車両のピーク時駐車 81台に、公用車 81台及

び（仮称）北部市税事務所 20台を加え、合計 182台となります。 

以上の結果より、新庁舎に必要な駐車場台数を最大で 182 台と設定します。 

しかし、これはピーク時の必要駐車台数であり、今後、公共交通（路線バスなど）や自転車に

よる来庁を呼びかけていきながら、効率的な駐車場整備を行っていくものとします。 

（参考）駐車場の想定面積 

以下の想定のもと駐車場の面積を算定します。 

・普通自動車の駐車面積は一般的に 15㎡（2.5m×6m）である。 

・車路、歩道などは駐車面積と１：１の比率とする。 

これより、１台の駐車場面積は 15㎡×２＝30 ㎡となることから、

⇒182 台×30 ㎡／台＝5,460 ㎡

大宮区役所新庁舎においては、最大182 台を目標に 

他の交通手段を見据えた駐車場整備を行う 
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（７）自転車駐車場台数の設定 

自転車駐車場の発生集中交通量は、先に設定した発生集中交通量に現庁舎利用者のアンケート

により得られた自転車分担率を乗じて算出します。これに、東京都市圏パーソントリップ調査の

ゾーン別・目的種類別・発着時間帯別発生集中量の分布から作成した時間帯分布のピーク率を乗

じた、ピーク時の自転車来訪者数は 76 台／時となります。駐車時間を２時間と設定すると、一

般利用者のために必要な自転車駐車場台数は 152 台となります。 

これより、新庁舎への自転車駐車場必要台数は、公用自転車（44台）とバイク（15 台）、職員

の通勤利用自転車（約 100 台）を加えた、約 310台と設定します。 

区役所等 
図書館 

（仮称）

ふれあい

スペース

合計 
区役所 北建など

① 生集中交通量（人 T.E./日） 1,860 644 1,792 402 4,698

②自転車分担率（％） 34.8 8.6 19.1 19.1 －

② 転車発生集中量（台 T.E./日） 647 55 342 77 1,121

④ピーク率（％） 12.7 12.7 14.3 14.3 －

⑤ピーク時自転車発生集中量 

 （台 T.E./時）  
82 7 49 11 149

⑥ピーク時自転車来訪者数 

 （台/時） 
41 4 25 6 76

駐車時間を考慮した必要台数 

（台） 
82 8 50 12 152

（参考）自転車駐車場の想定面積 

以下の想定のもと自転車駐車場の面積を算定します。 

・自転車の駐車面積は一般的に 1.2 ㎡（0.6m×2m）であることから、 

⇒310台×1.2㎡／台＝372㎡

大宮区役所新庁舎には、最大 310台を目標に 

エリア全体を見据えた効率的な自転車駐車場整備を行う
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３－４．施設計画

（１）施設配置計画 

① 建物の配置 

以下の基本的考え方に基づき、建物高さ（階数）も踏まえた施設配置を検討します。 

《基本的考え方》 

○敷地南側や西側の住宅地への圧迫感を軽減するような施設とします。 

○氷川緑道西通線や氷川参道及び杜のひろばへの賑わいを考慮し、地域のシンボルとなる大宮

らしい施設とします。 

○北側隣接地への日影の影響を十分考慮するなど、杜のひろばが明るく開放的な空間になるよ

うにします。 

○窓口サービス部門ができる限りワンフロアに集約可能となるよう、低層階部の面積を確保し

ます。

大宮区役所

新庁舎

参道の緑と連続する

落ち着ける場の創出

（オープンテラスなど）

賑わい、人の流れ

施設の顔の創出

杜のひろばと連続する

開かれた交流の場の創出

まちづくり用地（将来）
（現市民会館おおみや）
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《配置の比較》

Ａ案（高層案） 

配置イメージ 

断面イメージ 

メリット 

○高さがあるため、シンボル性は得られやすい。

○建築面積が小さいため、広場面積の確保は行

いやすい。 

デメリット 

●高さがあるため、周辺の住環境に対し、日影

の影響は大きい。 

●フロア面積に対し、コアの占める割合が大き

い。 

●フロア面積が小さいため、窓口部門がワンフ

ロアに収まらない可能性がある。 

杜のひろば

まちづくり用

地（将来） 
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Ｂ案（中層セットバック案） Ｃ案（低層案） 

○階段状にセットバックすることで、周辺への

圧迫感は軽減される。 

○階段状の部分をテラスとして活用すること

で、建物表情に変化が生まれ、シンボル性も

高まる。 

○見付面積が大きく、存在感がある。 

○ワンフロアの面積が大きく、機能配置の自由

度は大きい。 

●上層階は、フロア面積に対し、コアの占める

割合が大きい。 

●形のシンプルさに欠ける。 

●縦動線（エレベーターなど）の位置に制約が

生じる。 

●低層ではあるが壁面が大きく、多少、圧迫感

がある。 

●建築面積が大きく、広場面積の確保が行いに

くい。 

Ａ、Ｂ、Ｃの３つの案を比較した場合、シンボル性や周辺環境への影響、北側にある杜のひろ

ばの日照確保という点で総合的に判断し、Ｂ案（中層セットバック案）を中心に今後の検討を行

っていきます。

杜のひろば杜のひろば

６～７Ｆ

まちづくり 

用地（将来）

まちづくり 

用地（将来）
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② 駐車場・駐輪場の配置 

３－（４）で設定した駐車場・駐輪場は、以下の基本的考え方に基づき、基本設計段階で配置

を検討します。 

《基本的考え方》 

○駐車場の配置は、周辺環境への配慮、建設コスト等を勘案し、決定するものとします。 

○地階とする場合は、建設コストも割高となるため、一部に機械式を併用するなど、コスト削

減に努めます。 

○現市民会館おおみや敷地の整備を視野に入れながら、エリア全体での駐車場及び駐輪場の需

要を踏まえ、トータルでの効率的な配置を検討します。 

○駐輪場は建物の側・背面や杜のひろばなど、自転車利用者の動線にあわせて、分散して目立

たないように配置するものとします。 
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（２）交通計画 

新庁舎計画地は、ＪＲ大宮駅東口

から約 850ｍ、ＪＲさいたま新都心

駅から約1,000ｍの距離にあります。 

現在、計画地の西側道路の一方通

行区間は、都市計画道路氷川緑道西

通線の南区間（大宮中央通線～南大

通東線）として拡幅整備（幅員 18

ｍ）が進められています。 

整備後は、当路線が大宮区役所新

庁舎へのアクセス道路として位置

づけられ、右図に示すような自動車

の入出庫動線を想定した中で、将来

的なバス路線も踏まえた交通計画

とします。 
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（３）動線計画

駐車場を地下に配置する場合の出入口として、大きく次の３つのパターンが考えられます。今後、

警察等との協議を踏まえ、歩行者の安全性や自動車利用者の利便性、杜のひろば利用の有効利用等

を勘案しながら、検討を行います。 

パターン 概念図 特 徴 

パターン①

氷川緑道西通線
の交差点に近い
位置からアプロ
ーチする場合

○杜のひろばと新庁舎敷地の一体的利

用が可能である。 

○歩道を横断する車両の通行が交差点

部のみであり、安全性が高い。 

●地下駐車場への出入口が交差点に近

い。 

●氷川緑道西通線に面して壁（閉鎖部）

が連続し、開放的なイメージをつく

ることができない。 

パターン② 

氷川緑道西通線
から東に引き込
んでアプローチ
する場合

○氷川緑道西通線に面しては、開放的

なイメージをつくることができる。

○歩道を横断する車両の通行が交差点

部のみであり、安全性が高い。 

●杜のひろばと新庁舎敷地を大きく分

断する。 

●アプローチ道路の横断を避けるた

め、歩行者は大きく迂回する必要が

ある。 

●地下駐車場へのスロープ確保のた

め、１階部分が東西で分断される。

パターン③ 

氷川緑道西通線
から東に直接ア
プローチする場
合

○杜のひろばと新庁舎敷地との一体的

利用が最も行いやすい。 

○庁舎１階部分のレイアウトの自由度

が高い。 

●氷川緑道西通線から右折で駐車場に

入るのは難しい。 

●歩道を横断する車両の通行が交差点

部以外にあり、安全性に問題がある。

歩行者の安全性や自動車利用者の利便性、杜のひろばの有効利用等を勘案した結果、パターン

①を中心に今後も検討していきます。
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（４）諸室整備計画 

施設に導入する機能（施設）ごとに、各機能（施設）での必要諸室と想定面積、整備にあたって

の留意事項を整理します。なお、想定面積は、現状の面積や他市事例を踏まえて設定したものであ

り、機能の拡充・縮減等により変更となる場合もあるが、概ね 17,400 ㎡の施設規模となるよう、

設計段階で決定していきます。 

施設名 必要諸室名 留意事項 想定面積（㎡）

区役所（保健センタ
ー含む）（221 人） 

執務室 ○組織変更やＩＴ化の進展にも対応でき、
レイアウト変更等にも柔軟に対応できるよ
うにする。 

○日常的な業務に必要な作業スペースや書
庫を適宜配置する。 

1,105

窓口、待合ロビ
ー 

○市民が利用しやすい低層階に配置する。

○余裕ある待合ロビー空間を確保する。 

150

相談室 ○プライバシーの確保に配慮する。 

○市民と職員の利用動線を区分する。 

140

区長室 ○総務課に近接して配置する。 

○副区長、区民生活部長は執務室に含む。

40

入札室・入札控
室 

○区役所、北部建設事務所、都市・公園管
理事務所との共用を想定した規模や数を確
保する。 

80

印刷室 ○作業スペースを有した印刷室を整備す
る。 

30

情報提供コーナ
ー 

○分散した資料や情報等を集約し、様々な
行政情報や地域情報を効率的かつわかりや
すく提供するスペースを確保する。 

○情報公開請求に対応する。 

70

栄養指導室、運
動指導室、講義
室 

○利用実態に合わせた、適正規模のスペー
スと機材等を確保する。 

340

認定審査室 ○介護認定審査会を行うための専用スペー
スを確保する。 

60

多目的室 ○会議・作業等、職員が様々な目的に利用
できるスペースとする。 

70

拠点備蓄倉庫 ○防災中核拠点として、区内避難場所への
支援物資となる飲料水、食糧、生活必需品、
防災資機材を備蓄する。 

200

小  計 2,285

障害者更生相談セン
ター（17人） 

事務室 ○職員数にあった適正規模のスペースを確
保する。 

85

検査室、相談室、
診察室 

○相談者の特質に考慮した施設とする。 200

書庫・倉庫 ○搬入・搬出及び管理が行いやすい場所に、
適切な規模を配置する。 

150

小  計 435

北部建設事務所 

北部都市・公園管理
事務所 

大宮駅東口まちづく

執務室 ○組織変更やＩＴ化の進展にも対応でき、
レイアウト変更等にも柔軟に対応できるよ
うにする。 

○日常的な業務に必要な作業スペースや書
庫を適宜配置する。 

1,355
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り事務所 

氷川参道対策室 

（271 人） 

○北部建設事務所と北部都市・公園管理事
務所は近接して配置する。 

図面・台帳等置

場

○日常的に使用する図面・台帳等の置き場

を執務室に隣接した位置に確保する。
195

小  計 1,550

区役所等共用諸室 会議室 ○利用人数や用途に合わせて柔軟に対応で
きる共用会議室を確保する。 

850

倉庫・倉庫 ○搬入・搬出及び管理が行いやすい場所に、
適切な規模を配置する。 

630

小  計 1,480

（仮称）北部市税事
務所 

執務室 ○組織変更やＩＴ化の進展にも対応でき、
レイアウト変更等にも柔軟に対応できるよ
うにする。 

995

相談ブース・作
業スペース 

○個人情報保護に配慮しつつ、執務室に隣
接して配置する。 

85

作業スペース兼
共用会議室 

○利用人数や用途に合わせて柔軟に対応で
きる室を確保する。 

260

倉庫、動産保管
庫 

 500

小  計 1,840

大宮図書館 事務室 ○作業効率の良い、適正規模のスペースを
確保する。 

330

開架スペース ○（仮称）ふれあいスペースとの役割分担
を行った上で、様々な利用形態を想定した
空間づくりを行う。 

○約 30 万冊の蔵書を有する図書館として
適正規模のスペースを確保する。 

〇子育て支援機能と連携できる位置にキッ
ズライブラリーを配置する。 

〇気軽に読むことのできる雑誌コーナーを
設ける。 

1,190

文学資料室 〇資料を整理・収蔵できるスペースと、展
示空間を確保する。 

160

書庫・倉庫 ○搬入・搬出及び管理が行いやすい場所に、
適切な規模を配置する。 

300

エントランス、
返却ポスト、通
路等 

 420

小  計 2,400

（仮称）ふれあいス
ペース 

スタディルー
ム・ワーキング
ルーム 

○静かな書斎的スペースや簡易に区画され
たブース等で自由に読書や学習等をするこ
とができる。 

350

ワークショップ
スペース 

○各種相談、ミーティング、会議などのほ
か、様々な活動や利用人数に適応可能なタ
イプ（規模、仕様）のスペースを確保する。

100

フリースペース ○明るく、開放的な空間とするとともに、
来庁者に応じた適切な案内サービスを行
う。 

○世代、目的、公私を超えた交流・連携が
可能な市民の居場所となる空間づくりを行
う。 

○地域の情報発信や展示空間などにも活用

250
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できる空間とする。 

○イベント開催や災害時などにも利用可能
な柔軟性の高い空間とする。 

展示スペース ○様々な利用に対応できる、フレキシブル
な空間とする 

200

カフェ ○民間事業者による運営等を考慮し、閉庁
時の利用等も想定した配置とする。 

○図書館との連携や周囲の景観形成につい
ても配慮する。 

200

小  計 1,100

その他の諸室 金融機関、ＡＴ
Ｍ 

 60

宿直室・警備室 ○休日や夜間の人の出入りも考慮した配置
とする。 

60

清掃員控室 ○施設内の清掃を行う業者の控室を設け
る。 

50

放送室 ○館内放送を行うためのスペースを設け
る。 

20

その他団体 ○区役所に入居していた諸団体のスペース
を設ける。 

150

コンビニ ○民間事業者による運営等を考慮し、閉庁
時の利用等も想定した配置とする。 

150

小  計 490

共用部 電気・機械室 ○メンテナンスや機器更新の容易性に配慮
するとともに、浸水の影響を受けないよう
な場所に配置する。 

1,900

給湯室、授乳室 ○多様な利用者を想定したユニバーサルデ
ザインによる施設とする。 

100

更衣室・休憩室 ○利用人数（臨職含む）にあわせて、効率
的に配置する。（分散可） 

○窓口サービス職員等の昼食場所としても
利用できるようにする。 

500

廊下・階段・エ
レベーター・便
所など 

○特に市民利用の多い低層階においては、
バリアフリー新法の誘導基準を想定した施
設整備を行う。 

3,330

小  計 5,830

合 計（駐車場・駐輪場は除く） 17,410

駐車場・駐輪場 ○過不足のない、適正台数の駐車場・駐輪
場を確保する。 

○周辺交通への影響に配慮した出入口の配
置とするとともに、送迎車の停車スペース
を確保する。 

適宜
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（５）階層構成計画 

「（１）施設配置計画」におけるＢ案（中層／６～７階程度）を想定した場合の階層構成として、

配置を大きく左右する図書館の位置によって、大きく次のようなパターンが想定されます。 

《基本的考え方》 

○区役所については、窓口機能を集約し区民の利便性を高めます。 

○図書館については、市民、特に子供たちが利用しやすいことや、（仮称）ふれあいスペースとの

連携が図られるよう配慮します。 

○（仮称）ふれあいスペースについては、区役所閉庁時の利用を考慮するとともに、賑わいの創出

を図ります。 

パターン① 

（図書館を低層階に配置） 

階層構成 

イメージ 

特  徴 

○図書館を低層階に設けることで、地上階の賑わいを
創出することができる。 

○図書館と連動した（仮称）ふれあいスペースの効果
的利用が期待できる。 

○市民窓口も利便性の高い低層階に、概ね配置できる。
●機能がフロア単位でないため、管理は行いにくい。
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パターン② 

（図書館を中層階に配置） 

パターン③ 

（図書館を高層階に配置） 

○図書館や市民窓口をワンフロアに集約すること
ができる。 

●区役所機能が図書館によって低・高層階に分断さ
れる。 

●図書館への主要動線がＥＶとなるので、子供たち
が利用しづらい。 

○市民窓口をワンフロアに集約することができる。
○図書館を高層階に配置することで、良好な眺望を
生かした読書スペースを設けることができる。 

●図書館への主要動線がＥＶとなるので、子供たち
が利用しづらい。 

パターン①、②、③の３つを比較した場合、それぞれメリット・デメリットが考えられますが、

区民の利便性が高く、図書館と（仮称）ふれあいスペースの連携を図ることができるパターン①

（図書館低層階配置案）を中心に、今後も検討していきます。
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（６）管理区分計画

大宮区役所庁舎は区役所をはじめ、図書館や（仮称）ふれあいスペースが導入されるため、施設ごと

に開庁（館）日や閉庁（館）時間に違いが生じると考えられ、これらにもスムーズに対応できるよう、

セキュリティに配慮した管理区分を行うものとします。

機能 運営形態 民間業者等 位置づけ

区役所 直営 一部 ・地方自治法第 4 条第 1 項に規定さ

れる庁舎

※区役所窓口の一部は業務委託化

を実施済

北部建設事務所 直営 －

北部都市公園管理事

務所

直営 －

障害者更生相談セン

ター

直営 －

大宮駅東口まちづく

り事務所 

氷川参道対策室

直営 －

大宮図書館 民間力活用 全部 

（※直営で実

施する業務を

除く）

・地方自治法 244 条第 1 項に規定

される「公の施設」

※管理運営について、指定管理を含

めた民間力を活用

（仮称）ふれあいス

ペース

民間力活用 全部 図書館サービス等と連携する機能

として運営 

管理運営について、民間活力を活用

する

休憩・休息機能 

（カフェ・売店）

民間力活用 全部 行政財産の貸付又は目的外使用許

可による

■管理区分イメージ

（仮称）

ふれあい

スペース

カフェ

区役所

図書館

（仮称）

杜のひろば

建設事務所・

障害者更生相談

センター 他

売店

交流

連携
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（７）景観計画・緑化計画 

① 景観計画 

下記の項目に配慮し、地域連携拠点にふさわしい景観形成を図ります。 

ア）地域の誇りとなる大宮らしくシンボリックで魅力的な外観

奇抜な意匠や形態は避ける一方、区民が誇りに思い、長く親しまれる施設となるよう、地域文

化を踏まえた大宮らしいシンボル性を追求し、デザイン性に優れた魅力的な外観とします。 

イ）外部との連続性・一体的利用を考慮し、人々の活動が見える施設

氷川緑道西通線や氷川参道、杜のひろばに面する部分は、フリーマーケットなどのイベント開

催も視野に入れ、外部空間との連続性・一体的な利用を考慮し、施設内の機能や人々の活動が見

えるようにすることで、まちの活性化に寄与する賑わいを創出します。 

ウ）周辺環境に配慮し、日影や圧迫感を極力低減した形状

敷地の南側や東側に近接する低層住宅地への圧迫感、敷地北側の杜のひろばへの日影など、周

辺環境への影響を低減するよう、建物高さや形状に十分配慮します。 

エ）氷川参道側への樹木の配置やオープンテラスの設置など、氷川参道の緑と調和した施設

氷川参道の緑と連続する、落ち着いた施設とするため、氷川参道の緑に調和する樹木を適宜配

置しながら、施設と一体となったオープンテラスなどの憩いの場を創出します。 

② 緑化計画 

さいたま市域において、市が公共の建築物を建てる場合、「公共施設緑化基準」に基づいた緑化

推進協議が必要となります。氷川の緑が持つ歴史文化軸を意識し、山丸公園と一体となった平面的

な広がりのある緑や、屋上や壁面緑化による重層的な緑を創出するなど、量的な緑化面積を確保す

るのは勿論のこと、氷川参道の沿道にふさわしい樹種の選定（武蔵野の雑木林のイメージ）など、

四季の移ろいに合わせ様々な表情に変化する、自然との共生空間を創出するものとします。 
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（８）環境配慮計画 

新庁舎は、建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）のチェック項目に基づき、建築物の

計画から建設、運用、廃棄といったライフサイクル全般にわたって、環境負荷の低減に配慮した建

物を目指します。 

特に、設備導入による費用と運用段階における維持管理費を踏まえた費用対効果を考慮し、様々

な環境手法の導入について、基本設計時に具体的な検討を行います。

《基本的考え方》 

○グリーン庁舎としての新庁舎の環境性能については、（ＣＡＳＢＥＥ）における「Ｓランク」

の評価を得ることを目標とします。 

○自然採光や自然通風に配慮した施設とします。 

○吹抜けやロビーなどの大空間を活用した自然換気システム、太陽光や太陽熱といった自然エ

ネルギーの積極的活用など、省エネルギー化に努めます。 

○環境に配慮した材料やリサイクルが容易な材料、環境負荷の少ない材料（エコマテリアル）

等の採用を検討します。 

○施設利用者の環境意識の向上につながる仕組み（見える化など）について、導入の検討を行

います。 

また、平成 24 年 12 月に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」に基づく法

定計画として、本市既存計画の低炭素なまちづくりに資する取組を整理して策定した「さいたま市低炭

素まちづくり計画」において、新庁舎建設敷地を含めた大宮地区を集約地域と位置付けており、大宮区

役所新庁舎を始めとした大規模建築物の低炭素化を推進していく必要があります。 

■自然エネルギーを活かした公共施設のイメージ
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（９）長寿命化計画 

施設は、「日本建築学会編：ＪＡＳＳ５による構造体の総合的耐久水準」で標準供用による目標

耐用年数とされる 65 年を長寿命化の目安とするとともに、将来の技術革新や周辺土地利用、環境

変化などの外的要因、行政組織の変化など内的要因の変化などにも対応できる、長期間にわたり使

用可能な柔軟性の高い施設整備を目指します。 

《基本的考え方》 

○設備更新や大規模改修に柔軟に対応できるよう、ゆとりある配置や規模、適切な階高を確保

するとともに、躯体と設備や内装を構造的に分離させるなど、維持管理が容易で、可変性の

高い空間整備を行います。 

○設備や内装材などは、汎用性の高いものを使用するものとします。 

○将来の人口や年齢構成に応じた行政ニーズの変化に伴う機構改変など、大がかりな部署の配

置換えや新しい情報通信技術の導入等の変化にも追従できる、柔軟性の高い計画とします。 

■ＪＡＳＳ５による計画供用期間の級 

 計画供用期間 耐久設計基準強度 

短 期 30 年 Fd18N/mm2

標 準 65 年 Fd24N/mm2

長 期 100 年 Fd30N/mm2

超長期 200 年 Fd36N/mm2
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（10）防災計画 

災害時、災害対策活動を迅速かつ的確に実施するため、さいたま市地域防災計画における区役所

の役割に基づき、区役所には区災害対策本部及び区民情報センターを設置し、地域の防災拠点とし

ての施設を計画するとともに、災害対策本部機能を代替する役割（情報通信の整備など）について

検討する必要があります。 

そこで、地震災害や水害対策として、以下の点に配慮するものとします。 

① 地震災害対策 

埼玉県内には北西～南東方向にか

けて複数の断層帯があるとされてい

ますが、計画地周辺に活断層は認めら

れていません。 

このような中、新庁舎は、人命の安

全確保に加えて、施設・設備等の機能

が停止することなく、災害対策の指揮

及び情報伝達など、防災中核拠点を担

うという視点から、耐震安全性の目標

として定められた「官庁施設の総合耐

震計画基準」における最高水準の耐震

安全性確保を目指します。 

■官庁施設の総合耐震計画基準における耐震安全性の目標（国土交通省ホームページより） 

部 位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

（梁、柱、床、壁

など建物に加わる

力を支える部位）

Ⅰ類 

・大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できる

ことを目標とし、人命の安全確保に加えて、十分な機能確保が

図られている。 

Ⅱ類 

・大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物をしよ

うできることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が

図られている。 

Ⅲ類 

・大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体

の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が

図られている。 

非構造部材 

（屋根、外壁、天

井、内装材など構

造体に取り付ける

部材）

Ａ類 

・大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実

施、又は危険物の管理の上で支障となる建築非構造部材の損傷、

移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて

十分な機能確保が図られている。 

Ｂ類 
・大地震動により、建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場

合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 

建築設備 

（電気、通信、給・

排水、消火、空調

など建物に付帯す

る設備）

甲類 

・大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られてい

るとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相

当期間継続できる。 

乙類 
・大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られてい

る。 

■埼玉県の断層帯概略位置図（地震調査推進本部公表）
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耐震形式には、耐震構造、免震構造、制震構造がありますが、このうち制震構造は、揺れの大き

い超高層建築での効果は大きいものの、計画する施設規模では導入のメリットは小さいといえます。 

そこで、基本設計段階において、敷地地盤の特性や建物の構造形式等を踏まえ、制震構造及び免

震構造のメリット・デメリットを比較検討し、耐震形式を決定するものとします。 

■地震に強い構造体の比較 

耐震構造 制震構造 
免震構造 

（基礎免震） （中間層免震） 

構造形式

大地震時に柱、梁、
壁などが塑性化する
ことで地震エネルギ
ーを吸収する 

耐震構造の架構に制
震部材を組み込ん
で、地震エネルギー
の一部を分担させる

基礎と建物の間に免
震部材を設置し、地
震エネルギーを吸収
させることで、建物
の揺れを低減させる

免震層を中間階に配
置したもの 

大地震時
の揺れ 
と室内の
状況 

・上層階では 1,000
ガル以上になる。

・家具や什器等の移
動や転倒は避けら
れない。 

・500～700 ガル程度
・安定の悪い家具や
什器等の移動や転
倒が生じる。 

・各階で 200～300 ガ
ル程度。 

・家具や什器等の移
動や転倒はほとん
どない。 

・地下階は非免震と
なり 500 ガル程度

・地上階は 200～300
ガル程度。 

・家具や什器等の移
動や転倒はほとん
どない。 

大地震時
の躯体変
形や損傷

・層間変形角 1/150
～1/100 程度。 

・主要構造部材にひ
び割れが生じるじ
ことで、地震エネ
ルギーを吸収する
ため、損傷は避け
られない。 

・層間変形角 1/200
～1/100 程度。 

・主要構造部材の損
傷の程度は、制震
部材が地震エネル
ギーを吸収する
分、低減する。 

・層間変形角 1/400
～1/300 程度。 

・主要構造部材は無
被害。 

・層間変形角 1/400
～1/300 程度。 

・主要構造部材は無
被害。（地階含む）

建物の 
維持管理

・一般的な維持管理。 
・一般管理の他に、免震建物として毎年の
目視点検、10 年毎の定期点検が必要。 

構造上の
留意点 

・一般的な耐震構造
・柱や梁の断面は、

比較の中で最大。

・制震部材以外は一
般的な耐震構造。

・固有周期の長い架
構で制震効果が得
られるため、高層
の鉄骨造に適す
る。 

・建物周囲に 60cm 程
度のクリアランス
が必要。 

・大変形に対応した
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ
が必要。 

・地階を計画する場
合、ピット周囲に
大型の土圧壁が必
要。 

・建物周囲に 60cm 程
度のクリアランス
が必要。 

・大変形に対応した
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ
が必要。 

・地階は耐震構造な
ので、土圧壁が基
礎免震に比べ小さ
くできる。

コスト※ 1.00 1.03～1.06 1.07～1.09 1.05～1.07 

工 程※ 1.00 1.00 1.10 1.05 

※コスト：建設コストに対する指数  ※工程：全体工程に対する指数 
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② 水害対策 

「さいたま市浸水（内水）防災マップ」及び「洪水ハザードマップ」では、当該地は浸水・洪水

の可能性は低いと考えられますが、ゲリラ豪雨等の突発的な水害に配慮し、主な機械室は２階以上

に設置するものとします。

③ 災害時の各種機能維持 

新庁舎は、災害時において、関係機関と連携しながら防災中核拠点としての機能を十分に果

たせるよう、以下の考え方に基づき、施設や設備等の導入を検討します。 

《基本的考え方》 

○災害時に区災害対策本部への迅速な転換が可能な、通信設備機器等を備えた会議室を設けま

す。 

○電力供給の途絶時に備え、自然採光や自然通風を基本とした施設づくりを行うとともに、非

常用自家発電設備や多重電源の確保など、ライフラインの維持を図ります。 

○水道水供給の途絶時に備え、３日分程度の飲料水や生活用水に必要な水を貯水するものとし

ます。 

○災害時に被災者の生命の安全を確保し、飲料水・食糧・生活必需品を供給するため、地域防 

災計画に基づく拠点備蓄倉庫を設けるとともに、災害対策従事者などの食料等を保管する備 

蓄倉庫を設けます。 

○区災害対策本部として必要な防災情報システムや災害対策本部機能を代替する役割として

必要な情報通信設備等を整備します。 

○フレキシブルな空間利用により、救護所の設置など、多様な災害対策活動が可能となるよう、

施設の配置や仕様に配慮します。 

○室内の機器や備品等が地震の振動により転倒しないよう配慮します。 

○災害対策上重要な施設として、上空から視認できるヘリサインを設けます。 

○敷地内に開放性の高い広場空間を確保し、災害対策活動に活用します。 

※「杜のひろば」における防災機能について

○電力供給の途絶時に備え、非常用自家発電設備の確保を検討します。 

○井戸水や雨水利用など、水道水供給の途絶に備え、生活用水の代替手段の確保を検討します。 

○断水時にも使用可能な災害用トイレ（マンホールトイレ）及び汚水貯留槽の設置を想定した

計画とします。 

○あわせて、ソーラー灯や電波時計、炊き出し等に使用するパーゴラやかまどベンチ等の設置

を検討します。 
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（11）構造計画・コスト縮減計画 

① 構造計画 

建物の規模や利用形態、長寿命化への対応などを総合的に勘案し、以下の架構形式の特徴を踏ま

えながら、基本設計段階でより合理的な構造形式を検討するものとします。 

■構造架構形式の比較（各種資料を基に作成） 

鉄筋コンクリート造 
（ＲＣ） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
（ＳＲＣ造） 

鉄骨造 
（Ｓ造） 

空間自由度 △ ○ ○ 

長寿命化 △ ○ ○ 

躯体・外装 
工事費＊1

0.8 1.0 1.1 

工期＊1 0.9 1.0 0.9 

耐
震
構
造

と
の
相
性

制震 △ △ △ 

耐震 ○ ○ ○ 

免震 ○ ○ △ 

評 価 

・柱の本数が必要であり、
まとまりある無柱空間
の確保は困難。 

・コスト的には他に比べて
有利。 

・まとまりある無柱空間の
確保が可能。

・大空間の確保が容易。 
・コスト面では他に比べて

不利。 

＊1 ＳＲＣ造を 1.0 とした場合の相対評価。ただし、外装等の仕様や物価の変動等によってコス
トは大きく変動する可能性あり。 

② コスト縮減計画 

先の合理的な構造計画を採用するほか、以下のような様々な視点での検討を行い、コストの縮減

を図ります。 

《基本的考え方》 

○建物の長寿命化に配慮することにより、ライフサイクルコスト全体でのコスト縮減を図りま

す。 

○合理的な架構形式や免震構造方式の導入により、地下掘削量の削減等を行います。 

○自然の風や光などを取り入れ、維持管理コストの縮減を図ります。

○効率的な工法・構造・設備等の導入について、設計・施工者の選定段階で提案として求

め、これらの導入について積極的に検討します。

○既存建築の解体において、施設の建築計画に影響のない既存杭の残置や仮設計画の合理

化を行うことにより、解体・建築コストの縮減を図ります。



73 

（12）設備計画 

設備機器の導入にあたっては、以下のような様々な視点で検討を行い、総合的な視点で選定を行

うものとします。 

《基本的考え方》 

○設備機器の導入にあたっては、安全性や機能性、経済性、作業効率性及びメンテナンス・更

新の容易性などを総合的に判断します。 

○熱源方式やその他の設備機器の仕様など、導入時のイニシアルコストだけでなく、維持管理

等のランニングコストも踏まえ、トータルでのライフサイクルコストの縮減を図ります。 

○自然の風や光などを積極的に取り入れるとともに、省エネルギーやＣＯ2 の削減につながる

機器や再生可能エネルギーの導入など、地球環境への配慮を行います。 

○太陽光や太陽熱、地下熱利用設備の導入など、地域を先導する施設としてモデルとなるよう

な施設導入についても検討を行います。 
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（13）ユニバーサルデザイン計画 

当施設は、様々な障がいのある方や高齢者、妊産婦、外国人など不特定多数の人が利用する施設

であり、全ての人が快適に利用できるよう、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（バリアフリー法）」や「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」及び JIS 規格

の「高齢者・障害者等配慮設計指針」に基づき、利用者の視線に基づいた、安全で利用しやすい環

境整備を行うとともに、わかりやすさの向上を目指します。 

《基本的考え方》 

○誰もが快適に利用できる移動空間とするため、庁舎内外には極力段差を設けず、十分な幅員

を確保した通路、両側手摺のある階段を設置します。 

○施設全体が開放的で、見通しの良い空間形成を基本とします。 

○バリアフリーについては、通路等の共用スペースに限らず、その他の諸室においても十分に

配慮するものとします。 

○多目的トイレ（車いす、オストメイト対応）やエレベーターは、利用しやすいよう案内、配

置、大きさ等に配慮します。 

○授乳室や給湯室など、乳幼児連れの方が利用しやすい施設を適宜配置します。 

○床材の選択にあたっては、高齢者や車いす利用者が移動しやすいよう配慮します。 

○車いす利用者、妊娠中の方やベビーカーを利用する方等の駐車場は、十分なスペースを確保

するとともに、庁舎の出入り口から近い場所に配置し、駐車場から庁舎までの移動距離を短

くするよう配慮します。 

○区民が多く利用する窓口部門は、利用者の視点を考えた、わかりやすい配置やサイン表示（多

言語表示、音声案内など）を行います。 

○来庁舎が容易に目的の場所にたどり着けるよう、案内の方法について、ハード・ソフトの両

面から検討を行います。 

■建築物等移動等円滑化基準(義務)及び誘導基準の概要 

廊下 義務 ・廊下幅：120cm 以上（高齢者等が円滑に利用できるための経路上にあるもの）

誘導基準 ・廊下幅：180cm 以上（車いす使用者の利用上支障とならない部分を除く）

エレベーター 義務 ・かごの奥行き：135cm 以上 

・かごの幅  ：140cm 以上（高齢者等が円滑に利用できるための経路上にあるもの）

誘導基準 ・かごの奥行き：135cm 以上 

・かごの幅  ：140cm 以上（不特定多数の者が利用する全て） 

160cm 以上（不特定多数の者が利用する 1以上）

車いす用 

駐車場 

義務 ・車いす使用者用の駐車施設の設置：1台以上 

・駐車スペースの幅       ：350cm 以上 

誘導基準 ・車いす使用者用の駐車施設の設置：設置台数の 2％以上 

・駐車スペースの幅       ：350cm 以上 

多目的トイレ 義務 ・車いす使用者用個室トイレ   ：建物全体で 1以上 

・オストメイト対応の個室トイレ ：建物全体で 1以上 

誘導基準 ・車いす使用者用個室トイレ   ：各階に設置している個室トイレの 2％以上 

・オストメイト対応の個室トイレ ：各階 1以上 
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（14）防犯・セキュリティ計画 

施設には、警備・管理体制との連携も考慮した監視・通報システムの導入や、外部からの不正侵

入防止を抑止できるよう、見通しの良い施設配置を検討します。 

また、区役所内の行政情報・個人情報の保護及び防犯上の観点から、窓口や執務空間の配置や利

用者動線に配慮するとともに、万全のセキュリティ対策を施すものとします。 

《基本的考え方》 

○休日や夜間など、閉庁時における施設の警備や管理が行いやすい管理区分とします。 

○相談窓口においては、個室化やブース化により、プライバシーの確保に努めます。 

○個室相談窓口への職員と利用者の動線を分離するなど、プライバシーに配慮します。 

○個人情報を管理する書庫やキャビネットなどは、来庁者動線から分離した配置とします。 

○施設全体を明るく、敷地内も含めて死角の少ない空間とするとともに、防犯カメラ等を用い

て死角を補うことで、犯罪の抑止に努めます。 
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３－５．事業計画

（１）事業スキームと事業スケジュール 

① 業務範囲

本事業を民間活力導入手法により実施する場合、どの範囲を民間事業者に委ねることが適切であ

るかを以下の視点から検討しました。

■検討の視点 

検討の視点 

① 制度上の制約がみられないこと ④ 民間事業者がリスクを負える範囲のもの 

② 
民間活力を導入することで民間事業者
のノウハウ活用が期待されるもの 

⑤ 
業務を実施する事業者が一定数確保できる
もの 

③ 
事業期間中に安定した業務遂行が可能
なもの 

検討の結果、本事業においては以下の範囲を民間事業者に委ねることが考えられます（維持管理、

運営を含むか否かは事業手法による）。

なお、図書館運営業務については、近年、指定管理者として図書館運営に携わり経験を蓄積した

民間事業者も現れており、図書館運営の方針に関わる「管理業務」を除く業務については指定管理

者制度などによる、民間力の活用が進められています。よって、本事業においても、新大宮図書館

の管理業務以外の業務については民間事業者に委ね、民間事業者のノウハウを最大限活用し効率化

を追求することとしました。また付帯施設（カフェ・売店等）は利便施設であることから、民間事

業者の独立採算事業としています。

■民間事業者に委ねる業務範囲 

業務項目 
業務分担 

民間 市 

施
設
整
備
段
階

事前調査業務 ・地質調査他 ○

設計業務 ・解体設計   ・基本設計    ・実施設計 ○

解体業務 ・県大宮合同庁舎解体工事 ○

建設業務 ・大宮区役所新庁舎建設工事、外構工事  ○

工事監理業務 ・工事監理 ○  

維
持
管
理
運
営
段
階

維持管理業務 

・建築物保守管理業務   ・建築設備保守管理業務 

・駐車場等管理業務    ・清掃、警備業務 

・植栽維持管理業務    ・修繕、更新業務 

○

運営業務    

図書館運営業務 

・管理業務 

（運営方針決定、企画立案、図書の購入廃棄決定等） 
 ○ 

・資料サービス業務 

（レファレンス、図書の購入・廃棄等の選定、催し物開催等）
○  

・窓口業務 ○  

（仮称）ふれあいス

ペース関連運営業務

・（仮称）ふれあいスペース運営業務   

・イベント企画・開催業務 ○  

・スペース貸出業務 ○

新庁舎総合案内業務 ○

付帯施設（カフェ・売店等）運営業務 独立採算 
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② 事業期間

本事業を民間活力導入手法により実施する場合の事業期間について、施設の耐用年数、市の公共

施設保全の考え方、金融機関によるファイナンス期間、事業の柔軟性・効率性の確保の点から、ま

た民間事業者の意向を踏まえ検討を行いました。 

検討の結果、市の公共施設保全の考え方において示される修繕・改修・建替えのサイクルを重視

（※１）し、かつ、中規模修繕（さいたま市の「市有建築物の保全に係る基本的な考え方」でいう

中規模修繕。通常、大規模修繕とも称される。）について指摘される修繕の発生のタイミングと対

価の支払方法等にかかる課題（※２）や民間事業者の懸念（※３）等を考慮し、中規模修繕実施直

前の 20 年間とすることが考えられます。 

※１：20年経過を目途に中規模修繕（機能回復）、40 年目で大規模改修（機能向上）、60 年目で長寿
命化修繕（機能回復）、80年目で建替え。 

※２：平準化による支払が前提となる PFI では、会計上、費用と収入のタイミングが対応せず法人課
税等の問題が生じる。 

※３：上記等の中規模修繕に係る課題を懸念し、業務の範囲に中規模修繕が含まれることを敬遠 

③ 事業手法

本事業に導入可能な民間活力導入手法について、定性的評価、市場調査、VFM 算定の各結果を踏

まえ、本事業に最適な事業手法を検討しました。

○導入可能な事業手法の定性的評価

定性的評価にあたっては、評価の視点を設定し当該視点に基づいた比較検討を行いました。比較

検討の結果、DBO 及び PFI-BTO が最も高い得点となりました。 

■評価の視点 

評価の視点 

① 民間のノウハウ、創意工夫の発揮 ④ 市職員及び市民の意向反映 

② コスト削減、財政負担の平準化 ⑤ 民間参画の容易性、地元事業者への配慮 

③ 早期の施設竣工 ⑥ 安定的な事業遂行 

■事業手法の比較検討について  

事業手法 
評価結果 （）内は満点の点数 

①(3) ②(6) ③(5) ④(3) ⑤(4) ⑥(4) 合計 

従来方式 １ ２ ２ ３ ４ １ １３ 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
（
公
民
連
携
）

ＤＢ 
２ ４ ４ １ 

２ ３ 
１６ 

２ ３ ４ ２ １６ 

ＤＢＯ 
３ ５ ４ １ 

１ ４ 
１８ 

２ ４ ４ ２ １７ 

Ｐ
Ｆ
Ｉ

ＢＴ 
２ ３ ４ １ 

２ ３ 
１５ 

２ ２ ４ ２ １５ 

ＢＴＯ 
３ ５ ４ １ 

１ ４ 
１８ 

２ ４ ４ ２ １７ 

上段：基本設計先行型なし

下段：基本設計先行型あり
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※得点化にあたり基礎点1点。別紙１に記載している【得点の考え方】の項目に該当するごとに1点加点 

※基本設計先行型とは、事業者選定に先立ち公共が自ら基本設計を実施すること。

○市場調査

〈アンケート調査結果〉 

・資金調達がなくかつ維持管理・運営に伴うリスクがない DB への支持が最も高い結果でした。 

・資金調達がないという点で DBO の支持も多く、DBO も民間事業者の参画が期待できます。 

〈ヒアリング調査〉 

・本事業の代表企業と想定し得る大手建設会社を対象としたヒアリングでは、DB、DBO、PFI-BTO の

いずれも対応可能との結果であり、なかでも事業者の責任範囲に漏れや重複がない形で契約書に規

定しやすい点で PFI-BTO が若干優位でした。 

〈基本設計先行型について〉 

・アンケート調査及びヒアリング調査の双方において基本設計先行型に肯定的な意見は少数であり、

基本設計を先行することで民間の創意工夫の余地が限定的となり、価格競争となることの懸念が示

されました。 

○VFM 算定結果

定性的評価及び市場調査において優位性のあった PFI-BTO、DBO、DB を対象に VFM を算定しまし

た（事業期間はいずれも 20 年間）。その結果、PFI-BTO の VFM が 7.22%と最大となり、財政負担削

減額は 1,275 百万円(現在価値)となります。 

■事業手法による比較（現在価値） 

（単位：百万円）

従来方式 DB DBO PFI-BTO 

財政負担額 17,664 16,997 16,574 16,389

財政負担削減額 - 666 1,089 1,275

VFM（％） - 3.77% 6.17% 7.22%

○本事業に最適な事業手法

以上の検討の結果を踏まえると、本事業は PFI-BTO により実施することが適切であると言えます。 

■前項までの検討総括 

DB DBO PFI-BTO 

事業手法の定性的評価結果 ○ 〇

市場調査結果 〇 △ △

ＶＦＭ算定結果 △ △ 〇
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なお、基本設計先行型は、施設計画に係る市職員及び市民の意向反映という点では優位性がありま

すが、民間事業者のノウハウ・創意工夫の発揮の余地が制限されることから基本設計先行型は採用し

ないことが望ましいと言えます。 

④ 事業形態

本事業は市からの対価の支払いを除き民間事業者が得ることが可能な収入源は限定的であるこ

とから、事業形態としてはサービス購入型となります。 

⑤ 総合評価

○定性的評価

本事業への PFI-BTO 導入のメリットとして以下が挙げられます。 

・民間ノウハウ・創意工夫による施設づくり及びサービスの質の向上 

・業務実施に係るコスト削減 

・市の財政負担の平準化 

・工期短縮 

・安定的な事業遂行 

・リスクの移転 

・責任の所在の明確化 

・市による調整統合業務の軽減 

○定量的評価

■事業手法による比較（現在価値）再掲 

（単位：百万円）

従来方式 DB DBO PFI-BTO 

財政負担額 17,664 16,997 16,574 16,389

財政負担削減額 - 666 1,089 1,275

VFM（％） - 3.77% 6.17% 7.22%

○総合評価

以上のとおり、本事業を PFI-BTO で実施することに、定性的及び定量的の双方においてメリット

が指摘でき、本事業を PFI-BTO で実施することが望ましいと言えます。 

⑤ 事業スケジュール

施設の整備にあたっては、東日本大震災での教訓を踏まえるとともに、首都直下型地震が想定さ

れている中で、区民や職員の命を守り、迅速な災害復旧活動への移行ができる施設として、安全・

安心の確保を早期に図ることが必要とされています。 

そのため、一日でも早い施設建設をめざし、以下のスケジュールで事業を進めてまいります。 
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平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

合同庁舎
解体設計

基本・実施設計

建築工事に係る
法定手続き

解体工事

建築工事

移転

供
用
開
始

事業者選定
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（２）概算事業費

① 概算事業費の試算

項 目 PFI-BTO 従来型 

施設整備費 132.23 億円 140.44 億円

 調査費 地質調査、備品調査、アド

バイザリー業務 等 
0.53 億円 0.34 億円

設計費 基本設計、実施設計、解体

設計 
3.45 億円 3.67 億円

解体工事費 県合同庁舎解体 6.26 億円 6.66 億円

建設工事費 ※ 延べ面積×単価 117.96 億円 125.4 億円

外構工事費 2.54 億円 2.70 億円

工事監理費 1.49 億円 1.58 億円

その他費用 4.73 億円 －

 借入金利息 建中金利含む 2.86 億円 －

融資組成費  0.39 億円 －

SPC 関連費 組成費、運営費等 1.48 億円 －

合計 136.96 億円 140.44 億円

※建設工事費等については、現段階での試算であり、今後の建設物価の変動や消費税の動向等

を踏まえて、基本設計時に改めて精査を行います。 

※上記の他、維持管理運営費は別途算定します。 

※杜のひろばの整備費及び移転費用については別途算定します。

※設計監理費、敷地調査費、什器備品等および図書館に必要となる図書館貸出システム・電動

集密書架等は別途算定します。

（参考）市内各区役所（複合施設）の事業費事例

施設規模 主な機能 整備事業費

プラザノース

（北区役所）

地上 4階 

延床面積約 19,800 ㎡ 

区役所、図書館、コ

ミュニティセンタ

ー、ホール 

約 79.7 億円 

（約 40.3 万円/㎡） 

プラザウエスト

（桜区役所）

地上 5階 

延床面積約 22,200 ㎡ 

区役所、図書館、コ

ミュニティセンター

約 87.2 億円 

（約 39.3 万円/㎡） 

サウスピア

（南区役所）

地上 10 階・地下 1階 

延床面積約 14,500 ㎡ 

区役所、図書館、子

育て支援センター、

老人福祉センター、

市民交流施設 

約 52.5 億円 

（約 36.2 万円/㎡） 

※整備事業費は、建設工事費のみとし土地取得費等は含みません。
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（３）ＰＦＩ－ＢＴＯによる民間ノウハウ活用に向けて

① 駐車場有料化の検討

現在の大宮区役所の駐車場は無料となっており、ＪＲ大宮駅から徒歩圏内にありながら、自

動車による来庁も多く、長時間駐車による混雑が見受けられるほか、来庁の目的確認が十分に

行えず、目的外利用している現状も想定されます。また、駐車場の管理運営費として、別館（下

町分庁舎）も含め、年間約 1,600 万円を要しています。

このような状況は、公共交通利用者などにおいて不公平感を生じるほか、周辺道路の交通混

雑、近隣の民間駐車場運営にも影響があると予想され、また、地球環境に対する配慮も欠けて

いると言えます。

以上を踏まえ、自動車利用を抑制するとともに、駐車場を真に必要とする利用者に必要なサ

ービスを提供できるよう、本事業を PFI-BTO で進めるにあたっては、民間ノウハウの活用を図

り、公共的駐車場の効率的運営手法及び受益者負担の考え方を取り入れた駐車場の有料化等に

ついて検討を行うものとします。 

（参考）市内各区役所（複合施設）の駐車場

施設名 駐車場台数 料金体系 利用可能時間

プラザノース

（北区役所）

一般用：177 台

身障者用：6 台

最初の２時間は無料

２時間を超える場合

100 円／30 分を徴収

8:00～22:00

プラザウエスト

（桜区役所）
394 台

最初の３時間は無料

３時間を超える場合

100 円／30 分を徴収

8:00～22:00

サウスピア

（南区役所）

一般用：59 台

身障者用：2 台

100 円／30 分を徴収

※南区役所利用者は１時

間無料（要利用証明）

8:00～22:00

自転車駐車場：若干台

150 円／回

※サウスピア利用者は３

時間無料（要認証）

24 時間

原付・小型自動二輪：

若干台

260 円／回

※サウスピア利用者は３

時間無料（要認証）

24 時間

自動二輪：若干台

400 円／回

※サウスピア利用者は３

時間無料（要認証）

24 時間
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② 図書館運営業務の分担の精査

本事業を PFI-BTO で進めるにあたり、新大宮図書館の運営業務については、管理業務以外の

業務を民間事業者に委ね、民間事業者のノウハウを最大限活用し効率化を追求することとしま

した。

しかし、現時点では、新大宮図書館の具体的な運営業務内容については検討の半ばであるこ

とから、今後、改めて運営業務の洗い出しと民間事業者に委ねる業務範囲の検討を行うものと

します。

③ その他の民間ノウハウ活用案

本事業を PFI-BTO で進めるにあたり、新庁舎の維持管理業務も民間事業者に委ねることとし

ました。民間事業者に委ねることで、民間事業者の創意工夫により区民の世代を超えたさまざ

まな交流の場を創出していきます。

例えば、以下のような庁舎の活用を検討します。

・屋上の有効活用（屋上緑化、区民菜園等）

・庁舎の花と緑（市民との協働管理、思い出の樹）
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第４編 計画プロセス

４－１．市民説明会（懇談会）における意見

基本計画の検討状況を広く市民に説明するとともに、意見を聴取し、計画策定の参考とさせてい

ただくため、６会場で計８回の説明会を開催し、延べ 300 名の方に参加いただきました。 

回 主な内容 開催日時 会場 参加者数 

第１回 ○大宮区役所新庁舎整備の検

討経緯について 

○今後の整備スケジュールに

ついて 

H25.1.26(水) 

18:00～ 

大宮区役所 

6 階会議室 

34 名 

H25.1.19(土) 

14:00～ 

市民会館おおみや

小ホール 

68 名 

第２回 ○第１回での主な意見につい

て 

○敷地周辺の土地利用につい

て 

○施設整備の考え方について

○導入機能の考え方について

○防災計画の考え方について

○施設計画案について 

H25.3.23(土) 

18:30～ 

市民会館おおみや

小ホール 

47 名 

H25.3.26(火) 

18:00～ 

大宮区役所 

6 階会議室 

37 名 

第３回 H25.5.12(日) 

19:00～ 

大成公民館 

レクホール 

6 名 

H25.5.14(火) 

19:00～ 

宇宙劇場 

5 階集会室 

10 名 

第４回 ○新庁舎の建て替え位置の決

定について 

○新庁舎の整備について 

○防災計画について 

○施設計画案について 

○整備手法の検討について 

○事業スケジュールの検討に

ついて 

○概算事業費の検討について

H26.12.21(日) 

10:00～ 

大宮区役所南館

301 

80 名 

H26.12.23(火) 

10:00～ 

宇宙劇場第一集会

室（JACK 大宮 5階）

32 名 
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≪第 1回市民説明会（懇談会）での主な意見≫ 

項 目 意見概要

(1)土地利用計画 ○公共施設の複合化に賛成である。（意見書） 

○駐車場は地下に設置することを検討してほしい。建物の高さを抑える

ことができるし、プライバシーへの配慮にもなる。（会場・意見書）

〇コストはかかるが駐車場を地下に設置してはどうか。土地を有効活用

できるし、有料化すれば収入にもなる。（会場・意見書） 

〇防災拠点としても重要である。（意見書） 

○図書館機能を新庁舎に入れるのではなく、市民会館おおみや跡地に整

備をすれば、新庁舎の高さを抑えることができるのではないか。（意

見書） 

○図書館以外に民間を活用したカフェやレストランを併設してはどう

か（会場・意見書） 

項 目 意見概要

(1)土地利用計画 ○駐車場については、障害者の方、高齢者の方、子供等の弱者に配慮し

た動線やバリアフリー化を実現してほしい。（意見書） 

(2) 建築計画 ○新庁舎の高さやデザインについては、住宅街という環境を踏まえ、周

辺住民へのプライバシーに十分配慮してほしい（会場・意見書）。 

○高い建物は絶対に建てないでほしい。（意見書） 

○高さについては景観や日照に配慮してほしい（意見書） 

○ビル風について、風洞実験など調査を行ってほしい。（会場） 

○プラザノースを参考にしてほしい。（意見書） 

○奇抜なデザインは不要である。来庁者がいかに心地よくいられるかが

大事である。氷川参道にあったデザインにしてほしい。（会場） 

○デザイン性に市民の意見は反映されるのか、設計段階においても市民

が関われる機会をつくって欲しい。（会場） 

○設計コンペや全体コーディネーターの導入が必要だと思う。（会場）

○施工も分離発注とし、２～３者によるＪＶが良いのでは。地元企業も

このＰＪに参加したという誇りが持てると思う。（意見書） 

○設計者の選定時に賞の受賞などの条件をつけるのはいいアイデアだ

と思う。プロポでやるより実績重視の感じになる。（意見書） 

(3) 設備計画 ○メンテナンス費用がかからないように（会場） 

○省エネやライフサイクルコストを踏まえ、最新の技術を使ってほし

い。（会場） 

○多くの人がタブレット端末等を持つ時代である、館内どこでもＷi-Ｆ

i でつながるようなインターネット環境を整備してほしい。（会場） 

(4) 施設機能 ○氷川参道があり、眺望のため最上階を展望室にしてはどうか。（会場）

○ふれあい機能に期待する。運営面も十分考慮し、多くの人が訪れたい

と思うような機能にしてほしい。（会場） 

○高齢化が進んでおり、高齢者だけではなく、高齢者をケアする人のた

めの居場所づくりも検討してほしい。（会場） 
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○プライバシーの観点から展望室の設置は疑問である。（会場・意見書）

（5）まちづくり ○氷川参道は歩行者優先となれば、氷川緑道西通線の渋滞が予測され

る。南大通り線側にも駐車場を確保し、車を分散させる必要がある。

（意見書） 

○大宮区役所の跡地利用についても、さいたま市に賑わいをもたらすよ

うな活用を期待する。（意見書） 

○まちの回遊性を高める工夫をしてほしい。（会場） 

○山丸公園は子供たちにとって貴重な遊び場である。必ず残してほし

い。また遊具等を充実させてほしい。（会場・意見書） 

○山丸公園で寝泊まりしている人がいたり、日没になると暗いので危険

を感じる。防犯面にも十分配慮をしてほしい。（会場・意見書） 

○地元で慣れ親しんだ図書館が移転してしまうのは不安である。（会場）

○新庁舎へのアクセスは、大宮駅とさいたま新都心を循環する市バス等

を検討してほしい。（意見書） 

項 目 意見概要

（6）検討の進め方 ○現状から何を改善するのかを明らかにし、市民サービスの向上につな

がるよう検討してほしい。 

○箱モノ施設の考え方について、単に箱ではなくサービスを中心に考え

てほしい。他の自治体にも学ぶところは多くあると思う。 

○東日本大震災時、区役所で会議をしていて、大変な揺れを経験した。

早く安全な区役所が必要である。 

≪第２回市民説明会（懇談会）での主な意見≫

項 目 意見概要

(1)建築計画 ○新庁舎整備の考え方について、文化の視点が薄い。地域住民の誇りと

なるセンスの良い施設にしてほしい。（会場） 

○庁舎の外観が持つ役割は大きい。新しい大宮の再生のシンボルとして

イメージを発揮できるようなデザインにしてほしい。駐車場は地下に

設置することを検討してほしい。建物の高さを抑えることができる

し、プライバシーへの配慮にもなる。（会場・意見書） 

〇庁舎の利用年数を何年と想定しているのか。老人福祉、子育て支援、

青少年の居場所など、最初からがっちりつくるのではなく、長期期間

にわたって、柔軟な利用ができるようにしたほうが良い。（会場・意

見書） 

○自転車利用も多いと予想される、駐輪場についてもしっかり検討して

ほしい。（会場） 

○多くのことが期待されるが、区民の希望に出来るだけ沿った施設にし

てほしい。（意見書） 

(2) 施設機能 ○屋上緑化を行い、芝生やベンチを設置してはどうか。そこで図書館の

本を読めるようにしてはどうか。（会場） 

○ワンストップ窓口にして、利便性の向上を。（会場） 

○保育所の不足の問題があるので、子育て支援機能として保育所を設け
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られないか。（会場） 

○アートギャラリーを設置してほしい。（会場） 

(3) 図書館機能 ○多くの子供たちが気軽に立ち寄れる利用しやすい図書館にしてほし

い。（会場） 

○図書館は静かな空間でもあるべきだと思う。社会人の生涯学習の場と

しても検討をしていってほしい。（会場） 

○一般的な図書館ではなく、マンガ図書館など、特徴をもった魅力的な

図書館にしてほしい。（会場） 

○図書館は低層階に配置するのが良い。また総合窓口に返却ポストを設

けてはどうか。（意見書） 

(4) 周辺まちづくり ○氷川緑道西通線については、自転車道と歩道を明確に区分してほし
い。また、生活道路の側面があるので、自動車の速度規制を 30 ㎞に
してほしい。（会場） 

○氷川緑道西通線の工事車両通行や合同庁舎建物の取り壊しなどの際、
周辺への影響に配慮してほしい。（会場） 

項 目 意見概要

(4) 周辺まちづくり ○氷川参道の歩行者専用化について、周辺やマンション業者などに早い
段階で周知をする必要がある。（会場） 

○氷川緑道西通線が南大通りで拡幅が止まってしまうと渋滞がおこる
のではないか。その後の計画はあるのか。（会場） 

○大宮駅は東日本の玄関口としてのポテンシャルがある。新庁舎は大宮
駅周辺、大門町２丁目の再開発と景観やデザインを連携してイメージ
をつくってほしい。（会場） 

○杜のひろばの入口となるところにＳＬが設置されているが、錆びつい
てみすぼらしい。（会場） 

○杜のひろばのトイレは災害時にも使えるようにしてほしい（会場） 

≪第４回市民説明会（懇談会）での主な意見≫

項 目 意見概要

(1)建て替え位置 ○仮庁舎を建設し、現位置で建て替えることが利便性、今後の発展性に

寄与するのではないか。 

○住民投票を行ってから建て替え位置を決定してほしい。 

(2)導入機能 ○託児所や保育所が必要ではないか。 

○全市民を対象とする施設は導入されるのか。 

○市役所機能を導入する予定はないのか。 

○大宮中部公民館も老朽化しているため複合化してほしい。 

○環境に配慮した区庁舎として、東口エネルギーセンターの基地とする

のはどうか。 

○図書館と併設した終身大学等を導入するのはどうか。 

(3)防災計画 ○東日本大震災の時に多くの帰宅困難者が発生したが、新しい区役所で

の対応はどうするのか。 

○災害時に新庁舎では避難者を何人程度受け入れる計画か。計画に応じ
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た設備や備蓄が必要ではないか。 

○山丸公園は避難場所に指定されていないのか。 

○首都直下型地震を想定した避難所とするべきではないか。 

○防災施設の想定対象者と対象人数を教えてほしい。 

○区役所が被災した際に区役所機能を代替する施設が必要ではないか。

(4)建築計画 ○新庁舎や杜のひろばの規模はどの位になるのか。 

○高層化し、免震装置の数を減らすことでコストを抑えられるのではな
いか。 

○他の施設では雨漏りが多いため、施工時に注意してほしい。 

○イメージ図では建物の角を丸めているが、デザインが複雑化すること
で使いにくくなり、費用も掛かるためやめてほしい。 

○ガラス張りの庁舎は冷暖房効率が悪いためやめてほしい。 

○自然光を配慮した建物としてほしい。 

○図書館が今よりも小さくなってしまうのではないか。また、絵画展や
写真展等を行う場所は新庁舎にも設けるのか。 

○駐輪場の確保が必要ではないか。 

○図書館に発達障害を持った方に配慮したコーナーを設けてはどうか。

○支援課など幼児利用が想定される部署が入るフロアにおむつ替えが
できるスペースを作るのはいかがか。 

○低層階に窓口機能を集約化するとあるが、どのようなことを行うの
か。 

○大宮駅支所等を集約するのか。 

○免震構造にしなくてはいけない根拠はなにか。 

(5)整備手法 ○民間に一切を任せる手法とし、一日も早いいい建物の完成を望む。 

○一日も早く新庁舎を建設するために、プロポーザル方式を含めて民間

の知恵を活用して事業を進めてほしい。 

○分離発注方式が最もコストを抑えられるのではないか。 

(6)事業スケジュール ○入札不調となった場合、工期は遅れるのか。 

○資料のスケジュールでは建物が平成 30 年度で完成し、供用開始が平
成 31 年 5 月となっているが、なぜ約 2 か月空いているのか。また、
このスケジュールで完成するのか。 

(7)事業費 ○一括発注をすることにより約8億円の費用が削減できるとされている
が、本当に削減可能なのか。 

(8)その他 ○建物の設備にはそれぞれ耐用年数があるため、それらを踏まえた保全
計画を策定するべきではないか。 

○現区役所の跡地利用の計画はどうなっているのか。 

○現区役所の跡地を民間に売却しないでほしい。 

○大宮図書館の跡地利用の計画はどうなっているか。 

○氷川参道の西側に道路計画があるのか。 

○大宮合同庁舎にある県の施設はどこに移転するのか。 

○市民会館おおみやは今後どうなるのか。 

○観光の名所となる区庁舎としてほしい（氷川神社参拝休憩所・トイレ、
氷川参道が一望できる展望室等）。 
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４－２．関係各課等の意向把握

現状の課題や新庁舎に対する意見・要望等を把握し、基本計画及び基本設計の参考とするため、

新庁舎に入ることが想定される28の関係各課等に対し、以下のようなヒアリングシートを作成し、

調査を行うとともに、必要に応じて、直接ヒアリングを行いました。

○調査実施期間：平成 25年 2 月４日（月）～2月 15 日（金） 

○調 査 対 象：区役所 12課・室、北部建設事務所 11 課、北部都市・公園管理事務所 2課、 

        障害者更生相談センター、大宮駅東口まちづくり事務所、氷川参道対策室 
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■各課の意見・要望など 

《区役所》 

課名 執務室に関する意見・要望 関連諸室・スペースに関する意見・要望 庁舎全体に関する意見・要望 
（近接配置）

1 くらし応援室 

・工事関係者との打合せスペース 

・各種申請、支払、相談等の受付窓口カウン

ター 

・金庫スペース 

・各種端末機スペース 

区長室 ・情報公開コーナー及び情報開示室 

・個室相談室（４室／２ドア） 

・総合案内、情報公開コーナースタッフ控室 

・夜間、休日でも車の出し入れが可能な駐車場

・荷物専用エレベーター 

2 総務課 

・打合せ、作業スペース 区長室 

くらし応援

室（災害時）

・災害対策室（特別会議室） 

・選挙事務スペース（７名） 

・期日前投票所（選挙サーバーと接続可能なＬ

ＡＮ環境） 

・選挙資材、備品倉庫 

・職員用休憩室 

・文書区分室 

・電話交換器室（サーバー室） 

・コミュニティサイクル 

3 地域商工室 ・相談窓口カウンター 総務課 ・まつり関係用具倉庫  

4 コミュニティ課

・自治会会長等との応接スペース  ・自治会関連備品倉庫 ・区災害ボランティアセンター（災害時） 

・アルディージャＰＲスペース 

・多目的室（市民活動ネットワーク加入団体の

利用） 

5 区民課 

・施錠可能な書庫 

・証明書発行受付窓口（６ブース） 

支援課 

保険年金課 

・個室相談室（ＤＶ関連） 

・証明書等発行請求記載スペース 

・自動交付機監視員待機スペース（監視モニタ

ー） 

・戸籍副本データ管理（民間）システム機器ス

ペース 

・マイナンバー制度サーバー 

・フロアアドバイザー（４～６人）待機スペー

ス 

・キッズスペース（フロアドによる保育士） 

6 課税課 

・図面を広げられる打合せスペース（課税関

連） 

・施錠可能な書庫（８台） 

収納課 ・個室相談室 

・待合スペース 

・市民税申告会場 

・喫煙所 

7 収納課 
・施錠可能な部屋（納税関係書類） 課税課 ・個室相談室（納税相談） 

・封筒、納付書保管倉庫 

8 福祉課 

 高齢介護課 

支援課 

区民課 

・個室相談室（生活保護） 

・生活保護支給スペース（200 人） 

・ジョブスポット 

・職員の休憩スペース（専用） 

9 支援課 

・打合せスペース 高齢介護課 

保険年金課 

福祉課 

・個室相談室（児童福祉、障害者福祉） 

・待合スペース 

・個人カードでの入室管理システム 
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課名 執務室に関する意見・要望 関連諸室・スペースに関する意見・要望 庁舎全体に関する意見・要望 
（近接配置）

10 高齢介護課 

・打合せスペース 

・相談窓口カウンター 

・介護保険認定調査票保管キャビネット（前

年度分） 

・調査員執務スペース（5～6人） 

福祉課 

支援課 

保険年金課 

・介護保険認定審査室（２室） 

・個室相談室 

・封筒、通知書保管倉庫 

・介護保険認定調査票保管倉庫（14台分） 

・介護予防教室スペース 

・職員の駐輪スペース 

11 保険年金課 

・打合せスペース 

・相談窓口カウンター 

・ファイリングキャビネット設置スペース 

区民課 

支援課 

高齢介護課 

・個室相談室（年金相談） ・バリアフリー対応 

・売店、食堂 

12 保健センター 

・２又は３階配置 課税課 

支援課 

・個室相談室（精神相談） 

・運動指導室、栄養指導室、講義室 

・展示スペース 

・職員用休憩スペース 

・複数台エレベーター 

《北部建設事務所》 

課名 執務室に関する意見・要望 関連諸室・スペースに関する意見・要望 庁舎全体に関する意見・要望 
（近接配置）

1 土木管理課 

・業者との打合せスペース 

・窓口対応スペース 

・図面を広げられる打合せスペース（境界証

明） 

道路維持課 

河川整備課 

下水道管理

課 

道路安全対

策課 

・待合スペース（番号発券器） 

・申請書、承諾書保管スペース 

・文書保存庫（工事関係書類） 

・入札室、入札控室 

・災害対策本部室（250 ㎡／約 20人） 

・図面（査定図等）保管庫 

・昼食スペース 

・職員用休憩スペース 

2 道路安全対策課
・図面出力用大型プリンタの設置スペース 

・打合せスペース 

 ・設計関連図書、設計業務成果の保管スペース

・現場作業用品収納倉庫 

・昼食スペース 

・公用車と来庁舎用駐車場の出入口区分 

3 道路建設課 

・業者との打合せスペース 

・報告書収納棚 

・設計業務書類、カタログ、専門書棚 

土木管理課 

道路安全対

策課 

用地課 

道路維持課 

・設計関連図書、設計業務成果の保管スペース

・有料コピー機設置スペース 

・シャワールーム 

・長靴洗い場 

4 用地課 
・打合せスペース 

・用地図面保管庫 

5 道路維持課 ・キャビネット 土木管理課   
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課名 執務室に関する意見・要望 関連諸室・スペースに関する意見・要望 庁舎全体に関する意見・要望 
（近接配置）

6 河川整備課 

・災害関連情報システム設置スペース 

・窓口対応スペース 

・打合せスペース 

・報告書保存キャビネット 

土木管理課   

7 建築指導課 

・許可申請、届出図書保管スペース 建築審査課 

土木管理課 

道路維持課 

開発指導課 

・許可済み図面保管倉庫  

8 建築審査課 ・業者との打合せスペース  ・文書関連書庫  

9 下水道管理課 ・業務関連図書仮置きスペース（50 箱） 下水道３課   

10 下水道建設１課

・業者との打合せスペース 

・成果品保管スペース 

・設計業務書類、カタログ、専門書棚 

・屋外作業用備品、工具等収納スペース ・完全禁煙化 

・コンビニ、食堂 

11 下水道建設２課

・業者との打合せスペース 

・成果品保管スペース 

・倉庫（資材置き場） ・職員休息スペース 

・シャワールーム 

・喫煙場所 

《北部都市・公園管理事務所》 

課名 執務室に関する意見・要望 関連諸室・スペースに関する意見・要望 庁舎全体に関する意見・要望 
（近接配置）

1 管理課 

・打合せスペース 

・地図や都決図書の収納スペース 

開発指導課 

北建各課 

・除却屋外広告物置き場（最終的には本郷倉庫

へ） 

・現場作業機材（現在は大和田野球場倉庫） 

2 開発指導課 
・業者との打合せ、作業スペース 

・開発登録簿閲覧スペース 

北建各課 ・図面等保管スペース  
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《その他》 

課名 執務室に関する意見・要望 関連諸室・スペースに関する意見・要望 庁舎全体に関する意見・要望 
（近接配置）

1
障害者更生相談

センター 

・施錠可能な執務室 

・カルテ保管スペース 

・昼食スペース 

障害福祉関

連課 

・相談、判定室（４室） 

・聴力検査室（１室） 

・多目的室（１室／研修会、会議等） 

・作業室（１室／義足等微調整） 

・歩行訓練、車いす動作確認スペース（義足・

歩行具確認） 

・介護用品展示スペース 

・ストレッチャーが入る大きさのエレベーター

・来庁者用専用入口、障害者専用駐車スペース

2
大宮駅東口まち

づくり事務所 

  ・議会中継モニター  

3 氷川参道対策室

・将来的には統合の可能性あり 大宮駅東口

まちづくり

事務所 
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４－３．今後の検討に向けて

これまで、大宮駅東口の地域連携拠点における土地利用のあり方や、施設整備に向けての基本的

な方針、各導入機能の規模や施設整備の基本的考え方など、基本計画としての必要な事項について

述べてきました。

今後は、これらの基本的事項に基づき、以下の視点を踏まえたより詳細な検討を行い、利用者に

とって満足度が高くシンボル性を有した施設整備の実現を図るものとします。

《周辺まちづくりと連動した施設整備》

氷川緑道西通線の整備による交通流動の変化、氷川参道の歩行者専用化に向けた検討など、

計画地周辺のまちづくりと連動し、より利便性の高い、魅力的な施設となるようにしていきま

す。 

《利用者の意向等を踏まえた諸室配置等の検討》

基本設計段階においては、ワークショップ等による区民意見や職員ヒアリングに基づく意向

調査結果などを踏まえながら、より利用しやすい施設となるよう、諸室面積や配置、区民交流

スペースとの連携も踏まえ、（仮称）ふれあいスペースの利用方法などを検討していきます。

《実態調査に基づく詳細な技術的検討》

地質や日影、電波障害等の実態調査や風環境シミュレーションなどに基づき、本計画が周辺

に及ぼす影響について検証を行い、これらを解決する技術的な検討を引き続き行っていきます。

《費用対効果の検証による構造・設備等の決定》

基本計画で定めた基本的考え方に基づき、さらに詳細な費用対効果の検証を行い、導入する

建物構造や設備機器等を決定していきます。

《設計段階における区民参加》

基本設計の段階においても、説明会やワークショップなど、進捗状況の情報提供や意見を聴

取する機会を適宜設け、多くの区民が納得のいく形での施設整備を行っていきます。

《業務のスムーズな移行に向けた検討》

移転の時期や期間、効率的な引越し方法などについても検討を行い、施設整備完了後、スム

ーズな移行により、業務に支障をきたさないようにしていきます。 


