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>首都圏広域地方計画
>東京圏における今後の都市鉄道のあり方について

>さいたま市成長加速化戦略
>さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略

さいたま市総合振興計画

さいたま市都市計画マスタープラン

大宮駅周辺地域戦略ビジョン
ターミナル街区の具体化

さいたま新都心将来ビジョン
連携

関連計画（国）
大宮駅グランドセントラルステーション化構想

大宮GCSプラン2020
構想実現に向けて具体化

整備方針 取組内容

大宮GCSプラン2020の方向性
まちづくりガイドライン
個別整備計画

関連計画（さいたま市）

凡例 大宮GCSプラン2020の概ねの対象範囲

まちづくりガイドライン検討対象範囲

凡例 大宮GCSプラン
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◎本市では、2018 年（平成 30 年）7 月に都心である大宮駅周辺において、駅前広場に
隣接する街区のまちづくり、駅前広場を中心とした交通基盤整備、乗換改善等を含
めた駅機能の更なる高度化を三位一体で推進する『大宮駅グランドセントラルス
テーション化構想』（以下「ＧＣＳ構想」という。）を策定しました。
◎ＧＣＳ構想は、市民・事業者・行政等が「個別の整備計画」をつくる際の共通の
指針としての役割を担うものであり、今後は、各主体が連携しながら、ＧＣＳ構想
に基づく取り組みを着実に行っていくことが期待されます。
◎そこで、ＧＣＳ構想に示される「整備方針」や「取組内容」等を、より具体的かつ
実現可能なものとしていくため、大宮ＧＣＳプランを策定します。

◎社会・経済構造に大きな変化が訪れているなか、現時点での考えを整理して「大宮
ＧＣＳプラン２０２０（以下、プラン２０２０という。）」としてまとめており、今
後検討の深度化に合わせて適宜見直しを行います。
◎また、本市は SDGs＊1 未来都市に選定されており、プラン２０２０の推進により、
2030 年（令和 12 年）に向けて、誰もが「住みやすい」「住み続けたい」と思えるさ
いたま市の実現に取り組んでいきます。

◎プラン２０２０は、駅、駅周辺交通基
盤及び駅周辺街区からなるターミナル
街区を概ねの対象範囲としています。

1-1 目的 ・ 位置づけ
1 はじめに

1-2 対象範囲



3

構想実現に向けて具体化

大宮駅グランドセントラルステーション化構想＜GCS構想＞
整備方針

まちづくりの前提となる視点

まちの将来像

大宮の
まちづくり戦略

取組内容

経済分野
「東日本」を魅せる

まちとなる

2018年7月策定

大宮GCSプラン2020

大宮GCSプラン2020の方向性

まちづくりガイドライン案

個別整備計画

社会基盤
創造的な取組みを

受け入れるまちを目指す

環境分野
みどりが人を呼ぶ
シーンをつくる

都市空間形成の目標
1 回遊性 まちとえきをつなぐ回遊空間をつくる

2 交通 ひとにやさしい立体の交通空間をつくる

3 都市機能 新たな価値を発信する先進的なまちをつくる

4 防災・環境 安心・安全の要となるまちをつくる

5 景観 市民が誇らしく思い、来訪者が感動する景観をつくる

6 エリマネ まちの質や魅力が持続するしくみをつくる

構想実現案
開発
街区等
民間

まちづくり駅改良計画交通広場
整備

地下車路
ネットワーク

4-34-2
4-2-1 4-2-2

3-2

2-3

まちづくりガイドラインの枠組み3-1

全体イメージ図3-3

個別整備計画構成図4-1

2-2

2-1

道路整備
計画

4-4
交通需要
マネジメント

4-5

整
備
の
指
針

方
策
案

相
互
調
整

構想実現のためのスケジュールイメージ5
大宮GCSプラン2020を踏まえ、各計画を深度化・実現化

検討の深度化に合わせて、大宮GCSプラン2020を適宜見直し

◎プラン 2020 は、大宮においてまちづくりを進める上での前提となる視点やまち
づくりの戦略を整理した「大宮ＧＣＳプラン２０２０の方向性」、各種基盤整備や
民間開発等のまちづくりを実施する際のルールを定めた「まちづくりガイドライン」、
交通基盤整備・駅機能高度化の考え方を示した「個別整備計画」によって構成
されます。
◎今後、プラン 2020 を踏まえ、開発街区等民間まちづくりと構想実現案・駅改良
計画等を相互に調整しながら、各個別整備計画の深度化・実現化を図っていきます。

1-3 大宮GCSプラン2020の構成

はじめに1
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木下面

赤羽面

大宮面 大宮面としたもののうち
比較的標高の高い部分

中台面 立川面 沖積面

●大宮の街が位置する大宮台地は、首都圏の中で比較的海抜が高く、下部の凝灰質
粘土と自然堆積した上部のローム土で覆われており、安定して大きな強度を備えた
地質です。
●首都圏や東日本のセーフティ・バックアップを標榜する大宮駅前においては、河川
の氾濫や地震等の自然災害に強い台地上にあることを「強み」とした基盤整備や
機能誘導を考える発想が必要です。

●大宮駅東口のまちは、長い歴史を持つ氷川神社と、中山道大宮宿を起源として
今日まで発達してきた市街地であり、現在の街区割りに宿場町としての名残り
を伺うことができます。

関連 こんな意見も
ありました。

そもそも大宮にはどんな
可能性があって何を目指
しているのか？

出典：
独立行政法人産業技術総合研究所
地質調査総合センター論文「大宮地域
の地質」

出典：
江戸名所図会「東光寺」

　大宮駅周辺は台地上の平坦な
　 地に発展しています

2-1 まちづくりの前提となる視点

①自然災害に強い大宮台地

②歴史に育まれた密度が高く多様性のある商都大宮

2 大宮GCSプラン2020の方向性

まちづくりに活用すべき大宮の要素
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横浜駅周辺

大宮駅周辺 池袋駅周辺

博多駅周辺

400m×400m400m×400m

400m×400m400m×400m

400m×400m400m×400m

400m×400m400m×400m

●宿場町の DNA（遺伝子）を引き継ぐ都市構造は、現在の交通基盤としては東西方向
の道路が脆弱ですが、一方で、かつての短冊状の敷地の間の通路が “路地空間”となり、
沿道における中小の商業の立地を支えるとともに、多様なにぎわいを育んできて
います。

↑他都市の駅前市街地とセイムスケール比較すると、大宮駅東口は東西方向の道路の少なさをはじめ総じ
て道路率が低く、南北に延びる旧中山道沿道に発達した短冊状の敷地による宿場町としての都市構造が
色濃く継承されています。

路面（建物１階）の土地利用の状況

↑宿場町における短冊状の敷地が長い時間の中で細分化され、現在のモザイク状とも
いえるにぎわいの多様性を生み出す土地利用につながっています。

出典：
国土地理院

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性
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1880 年
明治 13 年

1924 年
大正 13 年

1952 年
昭和 27 年

●また、大宮の駅前は、太平洋戦争後の復興の中で、一番街商店街をはじめとする
商店街が形成されるとともに、鉄道の結節点であることを背景に複数の百貨店等
が開業し、「商都大宮」として発展しました。
●路地空間を基盤に発達した中小の店舗と百貨店の進出により、密度が高く多様性を
備えた商業環境を大宮の持つ個性と評価し、発展的に継承させていく発想が必要
です。

●1885 年（明治 18 年）３月、高崎線と東北線の分岐点として選ばれた大宮に駅が
開設され、その交通･運送の利便性とともに埼玉県内の豊富な原料繭等が注目され、
製糸工場やその関連商工業が集積して発展することで「鉄道のまち」と呼ばれる
ようになりました。
●現在の大宮駅は、在来線 7 路線、新幹線６路線が乗り入れる国内屈指の巨大な
ターミナルであり、大勢の人の乗降や物流の結節点として機能しています。
●鉄道関連をはじめとする産業立地、それらの就業者や来訪者の拡大が「商都大宮」
を支えてきたことからも、次の時代に向けてこれまで以上に鉄道を活かした大宮の
利用者（＝ファン）を獲得する発想が必要です。

・現在の高崎線（明治 16 年）と東
北本線の開通並びに大宮駅開業
（明治 18 年）を背景に、現在の
基礎となる市街地が発展

・中山道沿いに発達した宿場町の姿
が残る
・周囲は農地と樹林
・氷川参道が際立つ

・太平洋戦争後、市街地が急速に拡大
・現在の街の原形が形成
・鉄道の街としての性格が色濃くなる

出典：
国土地理院

↑昭和後期～平成にかけて複数の百貨店等が開業しています。

③鉄道のまちとして栄えてきた歴史

大一デパート［1962 年（昭和 37 年）開業］

大宮中央デパート［1966 年（昭和 41 年）開業］

西武百貨店［1969 年（昭和 44 年）開業
　　　　　　→1998 年（平成 10 年）に大宮ロフトへ業態変更］

大宮高島屋［1970 年（昭和 45 年）開業］

そごう大宮店［1987 年（昭和 62 年）開業］

丸井大宮店
［1982 年（昭和 57 年）開業］

大宮駅西口DOMショッピングセンター
［1982 年（昭和 57 年）開業］

アルシェ［1994 年（平成 6年）開業］

大宮情報文化センター（JACK 大宮）
［1987 年（昭和 62 年）開業］
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●大宮駅から約 1.2km の距離で北東に位置する氷川神社は、武蔵国一宮であり、大宮
のまちにとって地名の由来ともなる重要な存在です。
●氷川神社をとりまく緑豊かな杜は、参道の欅並木とともに大宮のまちが誇りとする
緑環境を形成しています。
●また、氷川神社に隣接して 1885 年（明治 18 年）に開園した大宮公園も緑と水の豊
かな空間であり、行楽地としてにぎわい、森鴎外、高浜虚子、太宰治、夏目漱石、
正岡子規等の文豪達も訪れており、作品の中の場面に大宮公園が登場するものも
あります。
●氷川神社・参道という聖なる空間との表裏の関係において発展してきた駅前商業地
においては、この象徴的な場とのつながりを強め、また、その印象を駅前において
表現していく発想が必要です。

●狭い路地に多くの人が行き交う風景、年に 1 度の誰もが高揚するお祭り、繁華街と
豊かな緑が隣り合う環境、昼と夜とで異なるまちの表情等といった、今ある街並み
や自然への意識や、人の居場所の豊かさを発展的に継承しながら次の街並みデザイン
を考えていく発想が必要です。

氷川参道 氷川神社

大栄橋と大宮駅 中央通り（夏祭り）

④氷川神社・参道や大宮公園の豊かで象徴的な緑

⑤多彩な街並み・自然・人の居場所

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性
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一番街鉄道博物館

見沼田んぼ

銀座通り

すずらん通り

さくら小路

南銀座通り
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■都市開発事業を通じて推進すべき都市機能に関する事項
　○東日本連携を促進させ、イノベーションの創出を誘発する、オフィス・ホテル・会議室等の都市機能の集積

　○交通ターミナルとして、歩行者中心の移動環境及び、ゆとりある駅前空間の創出等により、交通結節機能を強化

　○狭隘な道路や老朽化建物の更新と併せて街区再編や災害時対策の推進による防災機能の強化

　○公共施設の再編による大規模な土地活用により、都市機能を強化

■公共施設その他の公益的施設の整備及び管理に関する基本的事項
　○駅周辺の賑わい創出のため、周辺市街地の再編に併せ、交流空間や、回遊性・利便性向上のための歩行者
　　ネットワークを創出

　○駅機能高度化を図るため、鉄道相互間の乗り換え利便性向上に向けた駅改良や、回遊性・防災性強化に

　　向けた東西通路を確保

　○ユニバーサルデザインに配慮した。安心・安全、便利・快適な駅、及び駅前空間を整備

　○駅周辺における自動車の混雑緩和のため、ハード・ソフト両面から自動車ネットワークの再構築を図る施策等を導入

■緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項
　○駅及び駅周辺街区では、東日本の玄関口にふさわしい駅前景観と沿道ごとの特色を活かした、都市空間の誘導

　○駅周辺において公共施設と建築物との一体的な整備等による都市開発事業の促進

　○都市開発事業における敷地内緑化・屋上緑化などヒートアイランド対策を誘導

　○都市開発事業における建築物等の高断熱化・省エネルギー化等により地球温暖化対策を誘導

　○都市開発事業において、未利用エネルギーの活用、自律分散型かつ高効率なエネルギーシステムの導入を誘導

　○大規模災害発生時における駅周辺の滞留者等の安全確保に資する退避施設、備蓄倉庫、情報伝達施設等の整備を推進

　○官民連携による賑わいの創出やまちの持続性、防犯対策等に繋がるエリアマネジメントの導入

地域整備方針

●当プランの対象範囲を含む大宮駅周辺の一定の区域（下図参照）については、2017年
（平成 29 年）7 月 28 日に閣議決定により都市再生特別措置法第 2 条第 3 項の規定に
基づき『都市再生緊急整備地域』として指定されています。
●『都市再生緊急整備地域』とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて
緊急かつ重点的に市街地の整備を推進す　べき地域として政令で定める地域であり、
例えば、地域内において既存の用途地域等に基づく用途や容積率等の規制を適用除
外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる「都市再生特別地区」の指
定が可能となったり、事業許可等に関する　手続き期間の短縮等が可能となります。
●『都市再生緊急整備地域』として指定され
る大宮駅周辺地区においては、以下の「地
域整備方針」（2017 年（平成 29）年 8 月
2 日都市再生本部により決定）が定められ
ており、民間街区におけるまちづくりに
あたっては「地域整備方針」に則った整
備を行うことが期待されています。

大宮駅周辺地域

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性

⑥大宮駅周辺における都市再生緊急整備地域の指定
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※パースは計画中のものであり、
今後変更する可能性があります。

●現在、大宮駅周辺においては、数多くの団体・組織が、それぞれの立場でまちづくり
に取り組んでいます。
●対象とする地区の課題や取り組むスタンスはそれぞれ異なるものの、大宮駅前に
おけるまちの価値を高め、誇りと愛着を後世につなげていきたい想いは共通して
います。
●既に駅東西のいくつかの街区では、市街地再開発事業を通じた共同化による市街地
の更新が進められており、既に大門町２丁目中地区においては、次の時代に向けた
新たな姿を見せ始めています。
●東口駅前に立地する 6 地区（下図で着色された地区）は、当プランの実現にとって
重要な役割が期待されることから、それぞれ異なる特徴を発展的に更新しながら
融合を図り、駅前全体としてのまちの豊かさをつくり上げていくことが大切であり、
そのための目線と足並みを揃えていく発想が必要です。

（2020.11 時点）（2020.11 時点）

建設が進む大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発事業※（上図②）
画像提供：大宮駅東口大門町 2丁目中地区市街地再開発組合

⑦数多くのまちづくり団体・組織の存在
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●13 路線※の乗り入れや広域公共交通の結節点となっている大宮駅は、交通拠点として
の重要な役割を担う一方で、特に、朝夕における鉄道間の円滑で安全な乗り換え環境
の改善が必要な状況にあります。
●また、超高齢社会の進行や近年の異常気象等を踏まえ、風雨の中でのバスの乗降や、
主に階段によるバスと鉄道間の乗り換えについても改善が必要な状況にあります。
●駅周辺における幹線道路の慢性的な渋滞は、駅前街区における市街地更新を図る観点
からも、その解消が課題となっています。

●駅周辺に歩行者が集中する状況において、歩行者
の車道へのはみ出しや乱横断、あるいは、雨天時
における傘の交錯などによる歩道の混雑等が日常
的に発生しています。
●まち全体の回遊性を高めていくために、バリア
フリーやユニバーサルデザインの視点から、安全
安心で心地良く歩くことができる歩行者環境を
整えていくことが課題です。 車道を乱横断する状況

※13路線
①東北新幹線
②山形新幹線
③秋田新幹線
④北海道新幹線
⑤上越新幹線
⑥北陸新幹線
⑦JR京浜東北線
⑧JR宇都宮線
⑨JR高崎線
⑩JR埼京線
⑪JR川越線
⑫東武アーバンパークライン
⑬埼玉新都市交通ニューシャトル

慢性的な交通渋滞の状況待合環境のない歩道部分でバスを待つ利用者の状況

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性

①大宮駅及び駅周辺での交通利便性の充実

②歩行者交通量に対する歩道の狭さの改善

まちづくりの中で解決が必要な課題
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●氷川神社を含む大宮公園、大宮図書館、鉄道博物館、ソニックシティ、見沼田んぼ
等の駅周辺中域における主要な施設・空間と大宮駅を結ぶ回遊ルートについて、
現時点では魅力（安全安心さ、快適さ、歩く楽しさ、歩きたくなる街並み）が十分
ではありません。
●今後の大宮のまちづくりにおいては、駅前だけではなく駅周辺中域内の回遊を誘発
する観点から、シンボル都市軸やにぎわい交流軸を大きな軸線としながらヒューマン
スケールで魅力ある街路や広場を適切に創出するとともに、駅～中域～広域を結ぶ
それぞれの移動手段を再構築することにより、駅前の賑わいを広げ、まちのつながり
を強めていくことが課題です。
●また、この回遊ネットワークの形成にあたっては、氷川の杜や見沼田んぼの豊かな
自然を背景とした街なかにおける「みどりの連続」が大切な観点となります。特に、
駅前から氷川参道間にかけてみどり空間を拡充することにより、大宮ならではの
象徴的な街並みを駅周辺に形成・創造していくことが課題となります。

↑大宮駅東口は、氷川神社まで直線距離で約 1.2km、見沼の緑地までは 2km弱という距離関係にあります。
↑現在、大宮駅から半径 400ｍ（徒歩で 5～ 8分）圏内に、主要な機能は立地・集積しています。

③みどり豊かに主要な施設を結ぶ回遊ネットワークの強化
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●大宮駅西口では、昭和 50 年代における土地区画整理事業に基づき、都市基盤と土
地利用が行われてきており、ソニックシティ、アルシェ、DOM等をはじめとする業務・
商業等機能の立地が進んできました。
●現在、第三地区においては、２つの再開発事業が現在進行中であり（第３―Ｂ地区：
2017 年（平成 29 年）３月に再開発組合が設立され、2020 年度（令和２年度）内に
解体工事着手予定／第３ー A・D 地区：2013 年（平成 25 年）3 月に再開発準備組合
が設立され、2018 年（平成 30 年）11 月に都市計画決定）、道路整備と土地の高度
利用により急速に市街地の更新が進んでいく状況にあります。
●また、第四地区においては、区画整理事業が 2018 年（平成 30 年）末時点で建物移
転率が 91.3％となるとともに、大宮鐘塚 C 地区においては、2018 年（平成 30 年）
に第一種市街地再開発事業の施行認可がされ、大宮駅西口全体で開発が進んでいる
状態にあります。
●東口における市街地の更新にあたっては、西口での開発状況や大宮駅周辺の市場性
を見据えた各種機能更新の規模や内容を考えていくことが課題となります。
●また、「おもてなし歩行エリア」の形成に向けて、駅の中央連絡通路（既存）や新東西
通路（計画中）を介して東西のまちをつなぐ歩行者の回遊ネットワークをつくり
出していくことも、駅周辺のまちづくりと一緒に解決しなければならない課題です。

大宮駅西口において市街地の更新が進む地区

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性

④大宮駅西口における市街地更新状況を見据えた東口での
　機能更新と歩行者回遊ネットワーク形成に向けた連携
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ｍ ※左図の幅員及び距離は図上求積

関連 こんな意見も
ありました。

大規模なウイルスの感染
が発生するような場合に、
首都圏のセーフティバック
アップシティとして対策を
講じていくことが必要なので
はないか？

●現在の大宮駅東口駅前の市街地は、宿場町の都市構造を継承することで、幅の狭い
街路と小中規模の建物の密集によって構成され、大宮ならではの多様性のある界隈
を形成していますが、防災的観点からは、建物の老朽化や避難空間の脆弱性に留意
する状況が顕著です。
●夜間において多くの飲食店舗に大勢の来街者がいることを考慮すると、防災性の
強化に向けて、自然災害に強い大宮台地を背景として、安全安心な市街地に更新
していくことは喫緊の課題です。
●特に、東西方向を結ぶ幅の狭い街路については、親密さを生み出す大宮らしい空間
の一つであることから、防災的な観点を踏まえた発展的継承を図ることが重要と
なります。
●また、2011 年（平成 23 年）３月 11 日に発生した東日本大震災の際には、交通機能
の混乱により大勢の帰宅困難者が駅前広場等にあふれ、その後の計画停電におい
ては駅前から明かりが消えてしまう状況であったことから、同様の事態に備え、帰
宅困難者への対応や、少なくとも非常時において人が集まる駅前の明るさが灯り続
けるようなエネルギーシステムを考えていくことが課題です。

➡“路地空間” のほとんどは私有地
➡幅員が 1.6 ～ 3ｍ（6 ～ 9 尺という
生活道路のスケール）

➡東西方向の延長が約 80 ～ 120ｍ、南
北方向の延長が約 30 ～ 40ｍ

➡狭く、長く、囲まれた空間が連続

◎狭く囲まれた空間が長く続くことで、
情緒に深く関わる知覚情報が強まり、
良い意味での刺激が高く、高揚感と
ともに安心感が得られることが、大宮
の “路地空間” の面白さに結びついて
います。

◎また大宮では、“路地空間” に面して
商業機会を増やそうとする結果、間口
が狭い店舗が数多く立ち並ぶことに
より余計に面白さが増しています。

　　

建物の老朽化が進む駅前街区

幅員の狭い街路の位置、幅員、延長

⑤セーフティバックアップシティ＊2の構築
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大宮図書館及び大宮区役所 ↑「氷川の杜ひろば（大宮図書館）」では学生達をはじめ
市民が思い思いの時間を過ごしています

東日本の産業の玄関として企業誘致東日本の産業の玄関として企業誘致

首都圏の経済活動のバックアップ機能の確保首都圏の経済活動のバックアップ機能の確保

●現在大宮駅周辺においては、既存公共施設の再編が進められており、その一環と
して 2019 年（令和元年）5 月には大宮区役所と融合した大宮図書館がオープンし、
学生や高齢者を含む多様で沢山の市民が終日集まる場となっています。
●学生達が飲食をしながら、おしゃべりや勉強をする姿は、従来の区役所には見られ
なかった風景であり、今後の大宮におけるまちづくりが目指すべき新たなスタイル
がここに発現していることに注目すべきです。
●公民連携により取り組む大宮駅前のまちづくりにあたっては、公共空間と民間の
施設や空間を融合させ、そのつくり方、使い方において大宮にしかない人の居場所
を創造していくことが課題です。

●大宮駅周辺は、『首都圏広域地方計画（2016 年（平成 28 年）3月）』において、東日
本の玄関口機能を果たし、東北圏、北陸圏、北海道を連結するスーパー・メガリージョ
ン＊3 を支える対流拠点として位置づけられており、次の時代に向けてヒト・モノ・
情報に加え、コトを集め、つなぎ、新たな価値を創り出す場としての役割が期待
されています。
●セーフティバックアップシティ化による安全安心の要としての期待と合わせて、
各産業のビジネス、文化、医療・福祉、教育等の様々な分野の架け橋となる、
いわばコーディネート都市を目指す意識を持ってまちづくりを行っていくこと
が課題となります。

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性

⑥新たな形での公共空間と民間との連携

⑦地域に求められる役割・新たな時代への対応
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出典：
首都圏広域地方計画

SDGs における 17 の目標

さいたま市さいたま市

盛岡・青森・
函館方面
盛岡・青森・
函館方面

金沢方面金沢方面

中国東北部・
極東ロシア
方面

中国東北部・
極東ロシア
方面

新潟港新潟港
新潟空港新潟空港

対流拠点対流拠点

茨城空港茨城空港

羽田空港羽田空港

成田空港成田空港スーパーメガリージョンスーパーメガリージョン

開通済、事業中区間
なお、ここでは事業中区間は
２０２５年に開通しているものとして表記

開通済、事業中区間
なお、ここでは事業中区間は
２０２５年に開通しているものとして表記

現在未事業化区間現在未事業化区間

2027年開業予定のリニア中央新幹線
（品川～名古屋間）
2027年開業予定のリニア中央新幹線
（品川～名古屋間）

●また、大宮駅周辺においては、パリ協定※4 に基づいて世界的な潮流となっている脱
炭素化に着目し、省エネの徹底や再生可能エネルギーの最大限の導入、AI＊5 等の先
端技術によるエネルギーの効率化などによる、脱炭素化のまちづくりを行っていく
ことを課題としています。
●さいたま市は、東日本の玄関口として立地優位性を活かした地方創生に資する
取組を数多く行っているとともに、環境面において浦和美園地区を中心にスマー
トシティに係る取組など、精力的に推進してまいりました。これらの取組・提
案が認められ、2019 年（令和元年）に埼玉県内で初めて SDGs 未来都市に選定
されました。今後は東日本の結節点として大宮駅周辺の防災面等の駅機能の改
善など持続可能なまちづくりを推進してまいります。

出典：
国際連合広報センター
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●2019 年（令和元年）末からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の全世界で
　の感染拡大を原因として、近年、働き方に関する価値観の変容による、テレワーク、
　時差通勤、シェアオフィス等の新たな生活・就業様式の変容が著しく顕在化し、自
　宅待機・在宅勤務（テレワーク推進）、店舗営業停止、密閉・密集・密接の回避等といっ
　た緊急事態が続いています。
●上記緊急事態の収束が不透明な状況の中、従来当たり前であった日常が通用しない
　「新しい生活様式」が、今後の社会・経済構造の前提になると考えられる状況にお
　いて、国土交通省としては「人や機能等を集積させる都市そのもの重要性に変わり
　はなく、国際競争力やウォーカブルなまちづくり、コンパクトシティ、スマートシ
　ティの推進は重要であり、都市政策の推進にあたっては、新型コロナ危機を契機と
　した変化に対応していくことが必要である」という見解（『新型コロナ危機を契機
　としたまちづくりの方向性』（2020 年（令和２年）8 月））を整理しています。
●大宮駅周辺は、毎日数多くの来街者が行き交い、東京への大量の通勤・通学者を後
　背地に抱え、同時に東日本交流の拠点として位置づけられることから、各方面から
　短時間でアクセスしやすいターミナル駅前という立地特性を活かし、先進テクノロ
　ジーを活用・応用していくことにより、居住・就労・商業活動・コト消費等の「新
　しい生活様式」に対応する都市環境を提供していくことが大切な役割であると考え
　ます。
●同時に、ウイルスの感染拡大や自然災害等といった想定外の事態が、時や分野を問
　わずに発生し得る状況であることを予め視野に入れ、不測の事態に対する強靭であ
　りながらも柔軟性・冗長性を併せ持つハードとしてのまちづくりや、当面の対応が
　迅速に行えるような体制づくりを行っていくことも大切であると考えます。

屋外で三密を避けながら飲食を楽しめる取組み

良質なオフィス・テレワーク環境 都市にゆとりを生み出すオープンスペース

←「新型コロナウィルス感染症の影響に対応するための沿道
　飲食店等の路上利用に伴う道路占用基準緩和」を活用した
　「おおみやストリートテラス＠一番街」

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性

⑧「新しい生活様式」への対応
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◎これまでに実施した意見募集や PI（パブリック・インボルブメント）＊6 活動及び
オープン会議等で頂いた主なご意見をご紹介します。今後開催される会議や PI
活動等でいただいたご意見を追記していきます。

・緑を充実させ、木陰や休憩スペースのある歩きやすい空間になると良い。
・氷川の緑を大切にしてほしい。参道まで緑でつながると良い。
・歩車分離された広く歩きやすい歩道を整備してほしい。
・高齢者や子供連れが安心して過ごせる場所にしてほしい。
・カフェなど魅力的な店を増やしてほしい。人が集まったり休憩できる場所がほ
しい。

・災害時の帰宅困難者受け入れのための一時退避機能が必要。一晩過ごせる程度
の水や食料の備蓄やトイレを充実させてほしい。

・東武、JR、ニューシャトルとの乗り換えを便利にしてほしい。

・子供からお年寄りまで、環境と人にやさしい都市づくりを進めてほしい。
・ペデストリアンデッキの整備等によって歩車分離を推進し、安全・安心の要と
なるまちをつくってほしい。

・外国人の住民や観光客が利用したいと思うような親切で使いやすい駅、暮らし
やすく温かい雰囲気で住みたいと思うまちづくりを希望する。

・若者の行動と動線を考慮した店舗配置を検討すべき。若者向けの店舗が増える
と良い。

・駅ビルを高層にして、商業だけではなくホテルやオフィスの機能を導入してほ
しい。

・現在の大宮にはまちを見下ろせる視点場がない。再開発ビルの高層階に一般人
が立ち入りできる展望台があると良い。

・交通広場は将来の発展性を考慮した計画とすべき。
・公共交通のみの交通広場とし、利便性の高い位置にバスやタクシーの乗降場を
配置してほしい。

・一般乗降場を拡張し、便利な場所に配置してほしい。
・自転車駐車場はある程度集合させ、駅周辺に配置するのが望ましい。
・駅舎も氷川神社や大宮の歴史を感じられるような佇まいにし、未来に語り継
げる駅舎になってほしい。

大宮駅グランドセントラルステーション化構想の実現にむけた
PI活動で頂いたご意見

「（仮称）GCSプラン骨子案」に対する意見募集で頂いたご意見

まちづくりに対する市民の方々の声
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・界隈性の高い路地空間の継承。良い意味での猥雑さ、雑念さがある。
・夏祭り等で山車や神輿が一堂に集まり、地域を象徴する風景が展開される駅前。
・駅の外にある（氷川神社、見沼）。見沼までの広がりを考慮する。
・駅前の風格、氷川緑道の緑を感じられるように。
・「大いなる宮居」である大宮を代表する武蔵
一の宮氷川神社、氷川参道という地域資源
を活かした駅前空間の形成。

・鉄道を上空から眺められるような場所
　→多様な地域資源を活かせるよう駅前と駅
からの連続性を意識する。

・全体：都市と自然の共生、多様な資源へのアクセス、地産地消の飲食など
・地域資源：武蔵一の宮氷川神社、氷川参道、氷川の杜、見沼田んぼ
・路地空間：下町感のある商業の雰囲気、昔の雰囲気が残る街並み
・文化資源：盆栽町の盆栽、盆栽美術館、大宮夏祭り
・歴史：宿場町、門前町、国鉄操車場

・都市機能
・都市の多様性がまちの魅力になるので、多様な都市機能を導入してほしい。
・高校生の居場所や女性が安心して働ける保育所などの導入。
・まちの構造
・人の居場所となる広場の点在など、経済生産性から人の滞留を意識した空間が良い。
・地上は人が行き来し、地下の高度利用するのが良いのでは。
・回遊空間として、鉄道博物館、盆栽会館、氷川神社、さいたま新都心まで含む大きな
範囲で考えてほしい。

・交通
・中山道以東で完成させ、駅前は人の賑わいつくりに重点させる。
・駅前開発と同時に大宮東地域や美園への交通アクセスを充実させることが重要。

・地域資源
・「食」「美」をテーマに今ある価値を活かしていく。
・環境・景観
・氷川神社に準じたまちのデザインを意識。
（例：風格や文化性を象徴する木造木質の駅前）
・来訪者に配慮した綺麗な環境を意識する。

［守るべき価値］

［創るべき価値］

その他様々なご意見を頂いています。

オープン会議で頂いたご意見

【第1回テーマ】大宮駅前をどんな空間にしたいか

【第2回テーマ】大宮の守るべき価値・創るべき価値

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性
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・2018 年（平成 30 年）年度及び 2019 年（令和元年）年度に駅前４地区の権利者を対
象としたアンケート調査を行いました。（両年１～２月に郵送にて実施）

［2018 年（平成 30 年度）］
・「開発街区の導入機能」として、オフィス系機能については「企業の支社・支店機能」、
商業系機能については「路面型の飲食店舗」、宿泊系機能については「こだわりのある
しつらえの小中規模の都市型ホテル」、住居系機能については「若いファミリー向け
住宅」、生活支援系機能については「医療施設」と回答した方が最も多くいました。

・また、「駅周辺の防災機能」については、「街なかにいる来街者が安全安心に一時待機
することができる広場空間の確保」と回答した方が最も多く、次いで「安全安心に
避難できる歩行者空間の確保」と回答した方が多くいました。

［2019 年（令和元年度）］
・「大宮らしさ」について、“継承する” という観点では、「様々な目的で、沢山の人が
往来する歩行者環境」と回答した方が最も多く、“創造する” という観点では、「東日本
及び首都圏からのアクセスの良さを活かした、質の高い食文化の集まる環境」と回答
した方が最も多くいました。

・また、「大宮らしい空間イメージ」について、“広場空間” では、「日差しや雨を遮る大
きな屋根のついた、天候に左右されずに利用できる空間」と回答した方が最も多く、“歩
行者空間” では、「歩道の広さと街路樹の美しさを持ち、ゆったりと歩くことが楽し
める空間」と回答した方が最も多くいました。

・こうした結果を踏まえて、まちづくりガイドラインの検討においては、今後も大宮
らしい空間形成や都市機能の誘導、街における防災機能の確保について検討します。

◎駅前４地区地権者を対象に実施したアンケート調査結果及び大宮駅利用者に対する
アンケート調査結果をご紹介します。

・2020 年（令和２年）2月に、大宮駅利用者を対象としたアンケート調査を行いました。（鉄
道改札付近及びバスのりば付近にて実施）

・「大宮駅を利用する上での重要点」については、「電車・バス・タクシーの乗換え
しやすいこと」と回答した方が最も多く、他には「人の流れがはっきりしていて
歩きやすいこと」や「雨の日でも駅・広場の通路の移動時に濡れないこと」を選んだ
方も多くいました。

・また、「大宮駅東口駅前広場について」では、「送迎時に渋滞が発生しない一般車乗降場」
や「屋根があり、バス・タクシーを快適に待っていられる空間」を重要と回答した方
が多くいました。

・こうした結果を踏まえ、駅改良の検討に
おいては、今後も乗換利便性の向上や
分かりやすい動線の確保などに配慮して
検討します。また、駅前広場の検討に
おいては、今後も円滑な交通処理や利用
時の快適性に配慮して検討します。

駅前4地区地権者アンケート調査

大宮駅利用者に対するアンケート調査
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◎2020 年 9 月、大宮 GCS プラン 2020( 案 ) について行ったパブリックコメントで頂い
たご意見や 2020 年 8 月から 12 月にかけて行われたデザイン調整ワーキングで頂い
たご意見をご紹介いたします。

・人口減少・少子高齢化や自然災害大規模化・地球温暖化、SDGs への対応・考え方
を充実させるべき。
・新型コロナウイルスによる影響を考慮した計画にすべき。
・新東西通路接続部分の既存西口デッキに対する方針を見直すべき。
・全体の事業費や整備後の維持管理費、財源に対する懸念。
・市民参加や市民意見聴取を充実させてほしい。
・案のとおりでよい。
・今まで広げ過ぎたプランを見直して身の丈に合った着実で迅速な開発が必要。
・コロナの影響で民間投資は慎重になるが、市が最大限のバックアップをして計画を
縮小することなく進めてほしい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他様々なご意見を頂いています。

［交通］
・地上は歩行者のための空間として、居心地の良さを創出してほしい。
・バス・タクシーの乗降機能は、駅に近く、適切な規模で配置してほしい。
・デッキは、改札と開発街区の移動しやすさと、地上の居心地の良さの両方に配慮す
る必要がある。
・移動距離があっても飽きない道づくりが必要である。
・縦動線は歩行者が視認しやすい設え、視認しやすい位置に配置する必要がある。
・自転車通路のルール化、駐輪場配置の在り方を整理する必要がある。

［地下空間］
・避難場所機能と商業機能のある歩行者空間があると良い。
・効率的な空間活用のため、バス・タクシーの乗降機能を地下化できないか。バスを
すべて地下化できるような地下車路出入口の配置にできないか。
・地下空間は浸水対策、排水対策等にしっかり対応する必要がある。

［バリアフリーや移動円滑化］
・バリアフリー等は、概念を示すだけでなく、実態に即した検討を行ってほしい。
・大宮らしいノーマライゼーションを実現してほしい。
・交通弱者が利用しやすい動線を確保してほしい。

［公有地の有効活用］
・区役所跡地はバス・タクシーの待機場として
   利用するのが良い。
・フリンジパーキングとして利用できないか。

「大宮ＧＣＳプラン２０２０(案)」に対する意見募集で頂いたご意見

2
2-1
まちづくりの前提
となる視点

大宮GCSプラン
2020の方向性

デザイン調整ワーキングで頂いたご意見
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その他様々なご意見を頂いています。

［都市機能］
・地区全体として楽しめる商業施設が隣接し、
   休憩スペースやイベントスペースとして利用
   可能な設えが必要である。
・新東西通路は寂しい空間にならないように、
   視点場としてだけではなく、商業機能の充実
   などの考え方も盛り込むべき。

［防災・環境］
・集中豪雨や強風などへの対応を踏まえて、緑や建物の配置、地下・駅・道路の空間の
検討を深めるべき。
・日常の広場空間を有効活用し、帰宅困難者の受入れ空間を確保できると良い。
・大宮駅は地域の備えだけでなく、広域的な拠点としての備えも必要である。

［景観］
・駅前は豊かな緑の配置等で、駅からまちに人を導くシンボル的空間づくりが必要。銀
座通り等の商店街は視線を遮らない鉢植えにする等の工夫ができると良い。

［エリアマネジメント］
・交流空間で持続的に賑わいを生みだすには、民間の力の活用、各街区共通のルールづ
くりなどが必要である。
・お祭りや小商いの文化の存続支援・継承が必要。
・駅や周辺の整備が連携できるよう、議論や調整をする場が必要である。
・取組みの情報発信力の向上が必要である。

［公共空間の使い方］
・歩行者空間・交流空間・防災空間の多様な機能を合わせ持った空間づくりが重要である。
・どこにでもあるようなデッキがある駅前ではなく、大宮の個性を大事にした駅前であっ
てほしい。
・道路や公園など規制が多い場所の利用申請を簡略化する等の使いやすさが必要である。

［公共空間と都市機能の連動］
・トイレ等の施設は、災害時・日常時どちらにも利用しやすくあることが必要である。
・各開発街区で地下の連携動線を確保し、地下レベルの人の流れを強化できると良い。
・縦動線にはwi-fi の整備や災害時に情報が得られるような仕組みが必要である。
・エリアマネジメントの財源として都市空間を活用した広告戦略を検討すべき。
・トータルで混雑を抑える交通戦略（車両・歩行者動線、駐車場配置等）が重要である。

［その他］
・議論の前提として決定していることは教えてほしい。
・PT の議論をスムーズに市民へフィードバックして欲しい。
・各 PT がバラバラに検討するのでなく、連携する場が必要なのではないか。
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◎ＧＣＳ構想に掲げた大宮の果たすべき役割や、まちづくりの前提となる視点等を
踏まえ、大宮ならではの取組みを国内外に発信し、“選ばれる” 都市としていくために、 
「経済分野」「社会基盤」「環境分野」の３分野に関する都市戦略を設定します。

2-2 大宮のまちづくり戦略

2

GCS構想　＜大宮の果たすべき役割＞

まちづくりの前提となる視点

まちづくり戦略

東京一極集中に伴う日本経済の災害リスク軽減とともに、安心・安全な市民生活を
持続させる役割

多彩な地域資源や空間の良さを活かしながら、これからの働き方やライフスタイルを
先導・提案し、市域全域に波及させる役割

「東日本の玄関口」として東日本全体の発展を牽引する役割

まちづくりに活用すべき大宮の要素

まちづくりに対する市民の方々の意見

まちづくりの中で解決が必要な課題

①自然災害に強い大宮台地
②歴史に育まれた密度が高く多様性のある商都大宮
③鉄道のまちとして栄えてきた歴史
④氷川神社・参道や大宮公園の豊かで象徴的な緑
⑤多彩な街並み・自然・人の居場所
⑥大宮駅周辺における都市再生緊急整備地域の指定
⑦数多くのまちづくり団体・組織の存在

①大宮駅及び駅周辺での交通利便性の充実
②歩行者交通量に対する歩道の狭さの改善
③みどり豊かに主要な施設を結ぶ回遊ネットワークの強化
④大宮駅西口における市街地更新状況を見据えた東口での機能更新と歩行者回遊
ネットワーク形成に向けた連携

⑤セーフティバックアップシティの構築
⑥新たな形での公共空間と民間との連携
⑦地域に求められる役割・新たな時代への対応
⑧「新しい生活様式」への対応

経済分野

「東日本」を魅せる
まちとなる

社会基盤

創造的な取組みを
受け入れるまちを目指す

環境分野

みどりが人を呼ぶ
シーンをつくる

大宮GCSプラン
2020の方向性
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『商都大宮』の発展的再構築に向け、
鉄道によって東日本と高速で結ばれる立地
を最大限に活かした、各地の産業や文化
を素材とする新たな商業等の魅力（価値）
づくりに知恵を集結し魅せることで、求心
性の高いまちを創造していきます。その
ため受け皿となる施設や仕組みを、まち
づくりを通して備えていきます。

生活・交通・防災等の分野における先端
技術の導入・応用に挑戦するまちづくり
に取り組み、市民生活に利便と活気を
もたらし、その姿を国内外からわざわざ
見にくるまちを目指していきます。その
ために、創造的な取り組みを受け入れる
意欲あるまちとして、国内外の企業や学
術機関等との連携を図っていきます。

氷川神社や参道、見沼田んぼ等における
自然の近さを連想させる印象的な緑豊か
なパブリックスペースをつくり出した
り、建物との融合を図っていきます。こ
れにより、市民や来街者の五感に訴求し
利用・来訪を促すとともに、脱炭素化に
向けた省エネ技術や再生可能エネルギー
の導入と合わせて地球と人にやさしいまち
づくりを実践していきます。

経済分野

「東日本」を魅せるまちとなる

社会基盤

創造的な取組みを受け入れる

環境分野

みどりが人を呼ぶシーンをつくる
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集客性の高い
ショー
ビジネス

大宮版
ＣＣＲＣ＊7

ミシュラン級
のレストラン

2-3 まちの将来像

2 大宮GCSプラン
2020の方向性
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東日本の
産業・文化

東日本の
グルメコート

新たな
ワークスタイル
の受け皿
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◎『ウォーカブル推進都市』＊8であるさいたま市では、あらためて“歩きたくなる”“歩きやすい”
まちづくりを全市的に目指していきます。
◎大宮駅周辺については、既に『大宮駅周辺地域戦略ビジョン』において「おもてなし
歩行エリア」の形成を目標として掲げていることから、プラン２０２０においてもこの目
標を踏襲し、まちづくりを通して具現化を図っていきます。
◎「おもてなし歩行エリア」を具現化していく施策として〈アーバン・パレット（通路＋交
流広場＋縦動線）〉〈ストリートテラス〉〈辻空間〉という３種類の都市空間の整備を計
画していきます。

アーバン・パレットを構成する交流広場のイメージ

2-3
まちの将来像

2

「おもてなし歩行エリア」の形成にむけて

大宮GCSプラン
2020の方向性
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●約 6.5ｍの高低差がある、大宮駅の改札レベルと地上レベルのつながりとバリア
フリー性を、限られた駅前空間のなかで確保しながら、回遊＋滞留＋にぎわいが
自然発生する大宮独自の都市装置として整備していく。
●通行空間、縦動線、交流広場の 3 つの要素を融合させながら、従来一般的な
ペデストリアンデッキの課題を解決し、大宮ならではの独自性と象徴性を、
デザインと先端技術を活用し創出していく。
●公民連携による整備・管理運営を想定していく。

関連 こんな意見も
ありました。

アーバン・パレットの整備が
大宮の価値を高めるという
ことをうまく伝えるべき。

※（仮称）アーバン・パレット
　大宮独自の都市基盤として人
と街を優しく、楽しく、安全に
つなぐ装置を、ここでは、様々
な要素が色のように混ざり合う
ことで、新たな色を生み出すと
いう観点と、場面場面で異なる
用途を受け止めるという観点
から、パレットという言葉を
用いている。

従来一般的なペデストリアンデッキの課題

・景観を上下に分断（上部を “おもて” として重視する一方で、下部（人工
　地盤の下側）は暗くなりがちであり、治安面・視覚面でのイメージが悪い）
・デザイン面での工夫に乏しい（街を知覚・象徴するようなデザインではなく、
　画一化しがち）
・一時待機空間としての防災性の不足（防災広場機能の欠如：医療用テント
　等の設置が困難、備蓄施設が不在、照明の停電可能性　等）
・機能重視されがちであるため、多くは都市空間として武骨であり “都市文
化” を創造するような場とはなっていない。

・多層型回遊ネットワークの起点
・誰にでも便利な上下移動
・明快な動線

まちと駅の
物理的・精神的な
距離の短縮

まちと駅の
物理的・精神的な
距離の短縮

人工地盤下部の
明るさの確保
人工地盤下部の
明るさの確保

緊急時における
安全安心の提供
緊急時における
安全安心の提供

大宮の都市文化
を発する活動
大宮の都市文化
を発する活動

美観とにぎわい
のデザイン
美観とにぎわい
のデザイン

まちと駅をつなぎながら
新たな大宮の顔を創る

・太陽光の直送
・地上と人工地盤間を塞ぐ利用策

・にぎわい、憩い、ビジネス開発、
　文化創造に資する多彩な活動の展開

・緊急時での一時待機空間＋救護空
　間化、明るさの維持（非停電環境）
・駅や更新する街との連携

・氷川神社・氷川参道、見沼田んぼ
　を連想させる緑や水のデザイン
・周囲の建物との一体的デザイン
・ベンチや街路灯等の効果的な配置
・色彩や素材へのこだわり

（仮称）アーバン・パレットの概念

まちと駅をつなぐ新たな都市基盤
：（仮称）アーバン・パレット※
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民間敷地

アトリウム

交流広場交流広場
公共敷地公共敷地

民間

●オープンカフェ、商品プロモーション（ポップアップショップ等）、マルシェ（食材、
花等）、ストリートパフォーマンス、ストリートスポーツ、屋外ヨガ、プレーパーク、
都市型ピクニック、ライブ、アート展示、野外シネマ、待ち合わせ・おしゃべり、
防災訓練、その他各種イベント等

・駅前における日常の賑わい創出とともに、大規模災害時における帰宅困難
者の「一時退避場所」として利用することを想定します。

・１）瞬間最大の大宮駅利用者数：約 1.3 万人（「大都市交通センサス」推計）
　２）大規模災害による帰宅困難者数（推計）：約 5～ 6千人
・上記１、２より、大宮駅東口駅前において約６千人の帰宅困難者を収容可
能な広場として、約 6,000ｍ 2 を目安とした、車両と分離された人のため
の広場の確保を計画していきます。

・なお、約 6,000ｍ 2 の広場空間は、1 箇所でまとまって確保するのではなく、
駅改札レベル・地上レベルを含め立体的・平面的に、適切な規模での分散
配置を想定していきます。
　（駅改札レベルに確保する際は、必要最低限の通路機能に付加する形を想定し
ます）

関連 こんな意見も
ありました。

デッキレベルだけでなく地上
レベルも大事。

西口 東口

プラン２０２０
において約 6,000ｍ 2 の
広場空間確保を想定します。

大
宮
駅

トータルで約 6,000ｍ2 の広場空間
については、東西と南北の軸が交差する
位置に、適切な規模で立体的・平面的に
分散配置します。

> 公共敷地（公共施設）と民間敷地を合わせ
て一体の広場を確保します。
> 民間敷地内は、都市計画において公開空地
として評価される屋外空間（歩道状空地）
や建築物の一部（アトリウム等の公開空間）
として整備を促進していきます。
> 配置・形状・デザイン・アクティビティ・
管理運営方法等は、おおよその方向性を
ガイドライン等において明示しつつ、具体
詳細な内容は各民間敷地（開発街区）の
計画に合わせて公民連携によりプラン
ニングしていきます。

【活動イメージ（交流広場）】

2-3
まちの将来像

2 大宮GCSプラン
2020の方向性
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●特にシンボル都市軸とにぎわい交流軸の沿道において、人が時間を過ごし魅力的な
経済活動が行われる空間として、民間まちづくりでの整備を促進していきます。
●建物と街路が一体化するデザインを考えていくとともに、利活用に必要な備品を格納
できる倉庫や電気給排水設備等の設置を想定していきます。
●街路と一体的な管理運営を行うことができる制度を活用した取組みとします。

●マルシェ（食材、花等）、ブックショップ、蚤の市、オープンカフェ、ストリート
パフォーマンス、立ち話・おしゃべり、アート展示、屋台、キッチンカー等

●シンボル都市軸・賑わい交流軸と主要な道路の交差部において、歩行者が滞留し、
次の目的地に向けて動き出す起点となる空間として、民間まちづくりでの整備を
促進していきます。
●一体的な空間とするために、交差部における統一したデザインやイベント等の活用
に必要な電気設備等の設置を行います。
●また、一体的な賑わいを生むようなテラス席を設けた店舗等の配置を促進します。

【活動イメージ】
●待ち合わせ、オープンカフェ、キッチンカー等

社会実験として取り組まれている
（仮称）ストリート・テラスのトライアル

大宮駅東口大門町 2丁目中地区市街地再開発
事業における辻広場のイメージ※

画像提供：大宮駅東口大門町 2 丁目中地区
市街地再開発組合

【活動イメージ】

※パースは計画中のものであり、
今後変更する可能性があります。

沿道の魅力を高める空間 ： （仮称）ストリート・テラス

歩行者の滞留を促し回遊を誘発する空間 ： 辻空間
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会議までの時間を使って、娘の受験の合格祈願に
氷川神社参拝へ。駅からは電気で動く自動運転バス
にスムースに乗り替えられた。車窓から眺める
氷川参道の欅並木が美しい…。

氷川神社からぶらぶら歩いていると、ファッション
関連の高感度なお店が軒を並べ、マルシェが行われ
ている通りに出た。娘は目をキラキラさせている。
妻と娘はこの辺りのテラスで食事した後にショッピング
をするというので、夕食まで別行動をすることにした…。

  福祉系 AI ビジネスを仕事にする私は、土曜日ながら
午後から海外クライアントとの会議に参加するために、
新幹線で金沢から大宮駅に到着した。別目的の妻と娘も
一緒だ。駅前の緑が多くて驚いた…。

大宮には、近年、福祉や農分野での先端技術企業が集積
し始めており、わが社が手掛けるロボティクスとＡＩ
の融合による、新たな高齢者向け生活支援ビジネスに
とって重要な都市となっている。高いフロアにある
この会議室からは、 明日、家族でサイクリングを予定
している見沼の自然が近くに見える…。

▶10:00AM 

▶10:30AM 

▶11:30AM 

▶0:50PM 

前のホテルの温浴プールでくつろいでいた
妻と娘と合流。これから、予約した東日本
の銘店の味が楽しめるグルメコートで夕食
だ。新幹線で運ばれる東日本各地の新鮮な
食材による食事とショーが同時に楽しめる
話題の施設である。娘もニコニコしてる…。
今回の小旅行は大成功だ。

▶6:00PM 

2-3
まちの将来像

2

ショートストーリー①「大宮への小旅行」

大宮GCSプラン
2020の方向性
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今、我々は駅前のＣＣＲＣに住んでいる。
ＣＣＲＣとは、元気な高齢者がセカンドライフを楽しむことが
出来る生活拠点のことである。
子供や孫たちは中京圏で生活しているが、70 代半ばの年齢に
なり、それまで長年住んでいた県北都市の郊外の戸建てから
このＣＣＲＣに生活拠点を移した。
自分のキャリアを活かせることや、妻の趣味の場が用意されて
いることが、移住の理由であった。

食品関係の会社で広告部門にいた私は、週に３日間、
同じ建物に入る駅前カレッジで、マーケティングに関
する講座を持って、大学生や若い社会人に教えている。
一方、土が好きな妻は、ＣＣＲＣで仲間になった人たち
と、陶芸をやったり、見沼に出かけて農作業をしたり、
手掛けた作物を売ったりと意気揚々と毎日を過ごして
いる。

新幹線を含め数多くの路線が通る大宮駅の駅前に居ると
どこに行くにも便利だし、子供や孫たちとも会う機会が
増えたことに妻は喜んでいる。

二人の時間に余裕のある時には、氷川参道を散歩
したり、西口のソニックシティのホールでコンサート
を楽しんだり、銀座通り沿いのレストランで食事を
したりと、時には見沼にある美味しいカフェにも、
時間をかけて歩いて出かけている。
特に、大宮駅の周りは、歩行者のための空間がしっかり
と整備されているので、二人であちこち歩くのに快適
であり、歩くたびに発見もあって、結構楽しい。
皆が大宮をウォーカブルタウンと呼んでわざわざ
訪れてくるのもわかる気がする。

おかげで郊外にいる時よりも、二人とも健康であり、
会話も増えて、笑顔でいることが増えたように思う。

ショートストーリー②「大宮でのセカンドライフ」
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構想実現に向けて具体化

大宮駅グランドセントラルステーション化構想＜GCS構想＞
整備方針

まちづくりの前提となる視点

まちの将来像

大宮の
まちづくり戦略

取組内容

経済分野
「東日本」を魅せる

まちとなる

2018年7月策定

大宮GCSプラン2020

大宮GCSプラン2020の方向性

まちづくりガイドライン案

個別整備計画

社会基盤
創造的な取組みを

受け入れるまちを目指す

環境分野
みどりが人を呼ぶ
シーンをつくる

都市空間形成の目標
1 回遊性 まちとえきをつなぐ回遊空間をつくる

2 交通 ひとにやさしい立体の交通空間をつくる

3 都市機能 新たな価値を発信する先進的なまちをつくる

4 防災・環境 安心・安全の要となるまちをつくる

5 景観 市民が誇らしく思い、来訪者が感動する景観をつくる

6 エリマネ まちの質や魅力が持続するしくみをつくる

構想実現案
開発
街区等
民間

まちづくり駅改良計画交通広場
整備

地下車路
ネットワーク

4-34-2
4-2-1 4-2-2

3-2

2-3

まちづくりガイドラインの枠組み3-1

全体イメージ図3-3

個別整備計画構成図4-1

2-2

2-1

道路整備
計画

4-4
交通需要
マネジメント

4-5

整
備
の
指
針

方
策
案

相
互
調
整

構想実現のためのスケジュールイメージ5
大宮GCSプラン2020を踏まえ、各計画を深度化・実現化

検討の深度化に合わせて、大宮GCSプラン2020を適宜見直し

GCS 構想やプラン 2020 で示す大宮のまちづくり戦略等を具現化していくため、
SDGs 国際未来都市・さいたま 2030 モデルプロジェクトの取組みとして推進し、
基盤整備や民間開発を実施する際のルール等を定め、公民が連携して大宮の魅力を
高める良質な空間を形成していくことを目的に作成します。基盤整備を計画する際
に参考とするほか、必要な項目については今後地区計画等を定めるとともに、その他
都市計画の運用に際しての一つの指針とします。

3-1 まちづくりガイドラインの枠組み

1.　目的と役割

2.　ガイドラインの位置づけ

3 まちづくりガイドライン案

まちづくりガイドラインとは
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指針に沿った都市空間の形成を実現
していくための詳細な方策を示して
います。

目標
ＧＣＳ構想の取組内容を踏まえ、大宮の将来の
都市空間を形成する大きな目標を示しています。

整備の指針
各目標を実現していくための具体的
な整備の指針を示しています。

方策案
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1

3
4

2

5
6

まちとえきを
つなぐ
回遊空間をつくる

ひとにやさしい
立体の交通空間を
つくる

新たな価値を
発信する先進的な
まちをつくる

安心・安全の
要となる
まちをつくる

市民が誇らしく思い、
来訪者が感動する
景観をつくる

まちの質や魅力が
持続する
しくみをつくる

都市空間形成の目標 整備の指針（24項目）

まちとえきをゆるやかにつなげる
パブリックスペースの創出

ストレスフリーな歩行者環境と
円滑で利便な移動環境の形成

東日本との連携を見据えた
大宮ならではの都市機能の導入

先進技術の導入による災害に強く
地球にやさしいまちの実現

地域資源を活かした
ここにしかない景色の創造

“大宮”に関わるみんなで
取り組む持続可能なまちづくり

（回遊性）

（交通）

（都市機能）

（防災・環境）

（景観）

（エリアマネジメント）

①　まちとえきをつなぐ人のための空間”（仮称）アーバン・パレット”の創造

①　空間を立体的に活用し、コンパクトで円滑に乗換ができる交通広場の整備

①　東日本をひとつの圏域と捉えた経済活動の拠点づくり

①　大宮のまちを感じることができる景観の形成

①　相互連携を活かした大宮セーフティバックアップシティとしての防災機能の確保

①　公共空間及び民地内公開空地の一体的なエリアマネジメント

②　街路と沿道を一体的な空間として利活用する”（仮称）ストリート・テラス”の創出

②　開発事業を支える道路ネットワークの強化

③　駅周辺の自動車交通や道路整備の進捗状況に応じた交通需要マネジメントの展開

②　『商都大宮』としての大宮のこだわりによる商業環境の形成

②　シンボル性の高い都市軸街路空間の誘導

②　“街区連携型”の脱炭素まちづくりの誘導

②　ターミナル街区全体でのデザインマネジメントとマーケティング

④　界隈性のある路面商業空間の発展的な継承　

④　誰にでもわかりやすく利用しやすいサイン・案内システムの導入

③　人口動態と働き方の変化に合わせたライフスタイルの提供

③　五感に訴求する豊かな街路景観の形成

③　環境緑化や環境活動の推進

③　まちの創造性を持続させる組織 ･体制の構築

⑤　誰にとっても利用しやすい回遊空間のユニバーサルデザイン化

③　鉄道乗換の混雑を解消し、歩行者ネットワークを強化する駅の改良

⑤　様々なニーズに応える多様な交通モードとの連携

④　スマートシティ化による業務･商業需要の創造

④　時の経過とともに趣が感じられるアーバンデザイン

3-2 都市空間形成の目標

3 まちづくり
ガイドライン案
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方策案（45項目） 個別整備計画の
関連項目

1.　まちとえきをシームレスに繋ぐ歩行者ネットワークの構築
＊新東西通路･ロの字ネットワーク

＊交通広場
＊地下車路ネットワークの形成
＊新東西通路･ロの字ネットワーク
＊東武大宮駅南進
＊中山道地下バイパス化
＊大宮岩槻線4車線化
＊駐車場地域ルール等

＊駐車場地域ルール等
＊地下車路ネットワーク
＊新東西通路･ロの字ネットワーク

＊交通広場
＊地下車路ネットワーク

＊新東西通路･ロの字ネットワーク

＊駐車場地域ルール等

6.　西口と東口をつなぐ新東西通路の整備とロの字ネットワークの形成

2.　人が集まり賑わいが生まれる交流広場の整備
3.　デッキ・地上・地下をつなぐ縦動線の整備
4.　敷地内と道路の歩行者空間が一体的にデザインされた（仮称）ストリート･テラスの整備
5.　まちを回遊する人々が滞留できる辻空間の形成

8.　歩行者環境のユニバーサルデザイン化
9.　回遊性を高めるわかりやすいサイン・案内情報の充実

1.　民間まちづくり事業と連携した交通広場の整備

7.　路面商業空間の形成

3.　効率的な乗換を可能とする縦動線の整備
2.　交通結節点としての機能向上を図る駅の改良

4.　開発街区と連携した地下車路ネットワークの整備
5.　既存都市計画道路の整備推進

7.　交通状況や道路整備の進捗に合わせた交通需要マネジメントの展開
6.　中山道と大宮岩槻線の強化

8.　高齢者や国内外からの来街者等に対応したサイン・案内システムの導入
9.　自転車やパーソナルモビリティ等を考慮した移動空間の整備

1.　東日本や海外における成長企業を誘致した「経済活動拠点」の創出

3.　東日本の味が集積した「食文化の拠点」の創出
2.　相乗効果を生む商業環境の形成

4.　話題性・集客性のある「体験型サービス施設」の整備

6.　多世代が暮らせる「住機能」の整備
7. 「アクティブシニアが活躍する場」の整備

5.　多様な働き方を支える環境の整備

8.　都市の情報インフラの整備

1.　災害時に備えたエネルギーのバックアップ体制の構築
2.　安定したエネルギー供給が行える自立・分散型エネルギー地区の構築
3.　帰宅困難者等を受入れる施設や広場の確保
4.　明かりが消えないまちの実現
5.　街区連携によるエネルギー融通利用の促進
6.　再生可能エネルギーや水資源の有効活用促進

8.　快適なまちを維持する環境活動の推進
7.　環境問題にも対応する積極的な「環境緑化」の推進

1.　大宮の地域資源を望む「視点場」の形成

2.　都市軸におけるシンボル性のあるデザインの誘導

3.　緑化整備された豊かな街路景観の誘導

4.　開放的な街路景観を形成する壁面位置等の誘導

5.　大宮らしい路地空間の承継

6.　時の経過とともに深みを増す外壁や舗装デザインの誘導

1.　公共空間や民地内公開空地を公民連携で一体的に管理運営

2.　ターミナル街区全体でデザインマネジメントに取り組む

3.　ターミナル街区全体でマーケティングに取り組む

4.　まちとともに成長するエリアマネジメント組織・体制の構築

5.　エリアマネジメント組織・体制を支える財源の確保
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［凡例］
大宮駅周辺地域
（大宮駅周辺地域戦略
ビジョンによる）

広域的な回遊性の向上

主要な歩行者動線

主な公共施設

おもてなし歩行エリア

首都圏有数の乗降者数を誇る要衝としての大宮駅の混雑解消や乗換動線等の課題
をまち単位で解決していくと共に、地域住民や来街者が地域の観光資源や拠点施設
を快適に往来できるよう、駅と周辺地域との回遊性の向上を図ります。そのため、
民間のまちづくり事業と連携した回遊動線の引き込みや滞留空間の整備、多世代
の人々や障がい者も安全に回遊できるユニバーサルデザイン空間の整備により、
大宮のまちを楽しく快適に感じてもらうことで、また訪れたい、住んでみたいと
思われるまちを実現していきます。

◎２つの都市軸（賑わい交流軸・シンボル都市軸）を中心とした歩行者動線の形成に
加え、ロの字型ネットワークの形成により駅周辺エリアの歩行者の回遊を創出します。
◎駅周辺だけでなく、さいたま新都心や大宮公園、鉄道博物館等の地域資源・拠点
施設との広域的な回遊性の向上を図っていきます。

6-2-①　駅東西を結ぶ新たな東西軸の整備
6-2-②　個性ある路面店や飲食店が連なる「賑わい交流軸」の形成
6-2-③　大宮を象徴し快適に歩ける「シンボル都市軸」の形成
6-2-④　路地空間の界隈性を意識した開発の促進
6-3-①　多様な交流を促す交流広場の新設整備

広域的な回遊性の考え方のイメージ

3
3-2
都市空間形成の目標

まちづくり
ガイドライン案

まちとえきをつなぐ回遊空間をつくる

広域的な回遊性の考え方

さいたま新都心

大宮公園

鉄道博物館

まちとえきをゆるやかにつなげるパブリックスペースの創出

（回遊性）

1

大宮駅グランドセントラルステーション化構想における位置づけ

回遊性に関する取組みが
該当する主な SDGs の目標
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［凡例］

新東西通路

ロの字ネットワーク

アーバン・パレット

主要な路面商業空間

辻空間

ストリート・テラス

◎駅改札レベル（デッキレベル）から地上レベルへのスムーズな人の流れをつくり、
賑わいのある回遊空間を整備します。
◎駅改札と同じレベルのデッキを整備することで、まちとえきがシームレスに繋がる
歩行者動線を確保します。デッキは地上階の明るさや圧迫感を考慮し、歩行回遊を
促進するために必要最低限の規模とします。
◎建物とデッキの接続については
民間まちづくり事業と階高、位置、
設え等の整合を図ります。
◎高齢者や子育て世代等の多様な
人々が安全で快適に回遊できる
ように、ベンチや樹木等を整備
します。

回遊動線の計画図

指針1

まちとえきをシームレスに繋ぐ歩行者ネットワークの構築

まちとえきをつなぐ人のための空間”（仮称）アーバン・パレット”の創造

方策案1
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◎待ち合わせ場所や憩いの空間となるよう、緑やベンチ、雨除けの屋根等が設置された
交流広場を整備します。
◎日常の滞留空間、地域の夏祭りやパブリックビューイング等のイベント、災害時の利
活用等の様々な活用ができるスペースや設備等を整備します。
◎オフピーク時やイベント時等に車道空間の一部を歩行者空間として利用できるように、
広場の設えに工夫を図ります。
◎大宮駅東口駅前の要所に適切な規模の広場を複数配置し、全体で約 6,000ｍ2 の空間
を確保します。

◎デッキ、地上、地下をつなぐ利便性の高い歩行回遊を促すような縦動線を（仮称）
アーバン・パレットの要所に整備します。
◎高齢者や障がい者、子育て世代等が安全・快適に利用できるよう、手摺の高さや
サイン計画等に配慮し、適切な位置にエレベーター等を設置します。

関連 目標４方策案３
目標６方策案１

関連 目標２方策案３ デッキ・地上・地下をつなぐ縦動線の整備方策案3

人が集まり賑わいが生まれる交流広場の整備方策案2

3
3-2
都市空間形成の目標

まちづくり
ガイドライン案
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◎交差点に面した建物低層部
を出入口とし、建物の切り
欠きやピロティにより開放
されたスペースを設け、建物
内外の賑わいがつながる空
間を整備します。
◎隣接する街区との結節点と
して、ゆるやかに統一された
デザインとします。

◎建物内の沿道商業の賑わいが滲み出し、歩いて楽しい街路空間を形成するため、
敷地内と道路の歩行者･滞留空間を一体的に整備します。
◎歩行空間を確保しながら、テーブル･椅子等ストリートファニチャーの設置により、
日常的な憩いの場となるような空間を創出します。
◎利活用に必要な備品を格納できる倉庫や、電気給排水設備等を導入します。

関連 目標５方策案２
目標６方策案１

まちを回遊する人々が滞留できる辻空間の形成方策案5

敷地内と道路の歩行者空間が一体的にデザインされた
（仮称）ストリート・テラスの整備

街路と沿道を一体的な空間として利活用する
“（仮称）ストリート・テラス”の創出

方策案4

指針2
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◎西口と東口の賑わいが連続して
繋がるとともに、駅利用者の利便性
が高まるような新東西通路を整備
します。更に、西口･東口に新東西
通路と中央コンコースを結ぶ南北
通路を設置し、ロの字ネットワーク
を形成する事で、えきとまちとの
アクセス性向上や賑わいの連続性
を図ります。
◎街区と新東西通路が同じレベルで
接続されるように計画段階から高さ
等の整合を図ります。
◎えきからまちへのゲート性を高める
空間を整備します。

◎多くの小規模店舗等が道の両側に並び、店舗内の賑わいが外に溢れるような路面
商業空間を形成し、魅力的な回遊空間を整備します。
◎路地の幅員や建物高さに配慮した居心地の良い路面商業空間を整備します。
◎雨でも濡れないような屋根（ガレリア＊9 等）を形成し、快適な路面商業空間を整備
します。

関連 目標２方策案２

関連 目標５方策案５

ロの字ネットワーク形成のイメージ

路面商業空間の形成

界隈性のある路面商業空間の発展的な継承

方策案7

西口と東口をつなぐ新東西通路の整備とロの字ネットワークの形成

鉄道乗換の混雑を解消し、歩行者ネットワークを強化する駅の改良

方策案6

3
3-2
都市空間形成の目標

指針3

指針4

まちづくり
ガイドライン案
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◎障がい者や高齢者、国内外からの来街者等にもわかりやすいよう、まち中や建物内
におけるサインの統一化、多言語化、触知案内の充実を図ります。
◎デジタルサイネージ＊10 等の導入や個人の端末との連携、わかりやすい案内施設等の
充実により、地域に点在する拠点施設や歴史・観光資源、商業施設の情報が市民や
来訪者に浸透する発信を行います。

◎段差や急勾配の解消、視覚障がい者誘導ブロックの敷設、縦動線の適正配置、歩行
回遊シミュレーションに基づく有効幅員計画により、誰もが円滑に回遊できる
歩行者環境を整備します。
◎デッキ等への屋根の設置、滑りにくく遮熱性・透水性の高い舗装材の利用により、
雨天・炎天下でも安全・快適な空間を実現します。
◎縦動線の整備や大宮駅西口のデッキ等の既存施設において、バリアフリー化を進
め、ターミナル街区全体で歩行者にやさしいまちづくりを推進します。

関連 目標２方策案３

関連 目標２方策案８回遊性を高めるわかりやすいサイン・案内情報の充実方策案9

歩行者環境のユニバーサルデザイン化

誰にとっても利用しやすい回遊空間のユニバーサルデザイン化

方策案8

屋根のあるデッキ 遮熱性舗装

出典：
国土交通省HP

デジタルサイネージ 出典：
品川区HP

指針5
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［凡例］

都市計画道路
（整備済み）

大宮駅周辺地域
（大宮駅周辺地域戦略
ビジョンによる）

都市計画道路
（未整備）

交通広場

地下駐車場整備

都市計画
（未整備）

交通広場

地下駐車

民間のまちづくり事業により交通需要が増加する一方、限られた駅前空間を有効
活用するため、改札レベルから地下までの立体的な交通空間を整備し、公共交通等
の移動手段を集約することで、交通利便性を高めます。また、地下車路整備や周辺
の道路ネットワーク強化、交通需要マネジメントにより、ターミナル街区内の交通
量をコントロールし、歩行者優先の街を実現します。

◎大宮駅周辺地域における慢性的な交通渋滞の解消に向け、中山道地下バイパス化や
大宮岩槻線等の道路車線の増設等により、南北方向および東西方向の交通容量の拡大
を図ります。
◎旧大宮区役所敷地等の活用･連携等も含めた交通広場の整備を行います。

6-3-②　広域交通結節点に相応しい交通広場の再整備
6-3-④　自転車利用環境の充実
6-4-②　交通需要マネジメントの展開

広域的な交通の考え方のイメージ

ひとにやさしい立体交通空間をつくる
ストレスフリーな歩行者環境と円滑で利便な移動環境形成

（交通）

2

広域的な交通の考え方

3
3-2
都市空間形成の目標

大宮駅グランドセントラルステーション化構想における位置付け

まちづくり
ガイドライン案

交通に関する取組みが該当する
主な SDGs の目標
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［凡例］

中山道（地下バイパス化
検討区間）

大宮岩槻線
（４車線化検討区間）

地下車道ネットワーク

縦動線

交通広場

地下駐車場

公共用地

都市計画道路
（未整備）

検討区間

地下車道

場

縦動線

交交通広場

公共用地

都市計画道
（未整備）

地下駐車場地下駐車

◎交通モード（バス･タクシー･一般車）毎に必要な施設量を確保しつつ、将来の技術
革新等の変化に対応できる可変性のある交通広場を整備します。
◎隣接する街区との連携により交通広場と建物を重複利用し、コンパクト化を図り
ます。また、雨でも濡れない待合スペースや案内標識の設置等を行うことで、快適
な乗換空間を整備します。

関連 個別整備計画
（交通広場）民間まちづくり事業と連携した交通広場の整備

空間を立体的に活用し、コンパクトで円滑に乗換ができる交通広場の整備

方策案1

交通の計画図

指針1
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◎東武大宮駅を橋上化し、新東西通路に面して JR と東武の改札口を設けることで、
乗換利便性を向上させます。
◎東武大宮駅の位置を JR 側に近づけ、ホームと線路を拡張することで、安全性向上
と鉄道機能増強を図ります。
◎駅前の空間・施設を再整備し、JR 大宮駅東口の駅舎・駅ビル機能、交通広場の機能
を拡充します。

◎地下車路ネットワークの一般車乗降場や地上のバス・タクシー乗り場とデッキレベル
をつなぐ縦動線を整備するとともに、縦動線同士の接続を促進することで効率の良
い移動動線の確保に努めます。
◎縦動線は視認しやすくするため、駅前空間に面した位置に設ける等によりシンボル
性の高い空間として整備するとともに、高齢者や障がい者をはじめ、すべての人が
快適に利用できるエレベーター等を適切な位置に整備します。

関連
目標１方策案３
構想実現案
（交通広場）

関連
目標１方策案６,
個別整備計画
（駅改良計画）

交通結節点としての機能向上を図る駅の改良方策案2

効率的な乗換を可能とする縦動線の整備方策案3

3
3-2
都市空間形成の目標

まちづくり
ガイドライン案
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西
地
区

宮一地区

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

北地区

南地区

中地区

大宮岩槻線

中
山
道

氷
川
緑
道
西
通
線

一般車乗降場
（地下）

大
宮
駅

◎中山道の地下バイパス化と大宮岩槻線の４車線化の整備を行い、交通容量の拡大を
図ります。

◎地下車路を一般車と荷さばき車両
の交通動線とし、地上部の交通
広場を公共交通優先として整備
します。
◎地下車路と建物の位置や高さに
ついては民間まちづくり事業の
計画段階から調整し、地下駐車場
出入り口等を整備します。
◎地下車路や地下駐車場の快適な
環境を確保するための換気設備
等の導入を官民連携で行います。

◎大宮中央通線や産業道路等の都市計画道路の整備を推進し、駅周辺の４車線の道路
ネットワークを強化します。

関連 個別整備計画
（道路整備計画）

関連 構想実現案
（地下車路ネットワーク）

地下車路ネットワーク整備の考え方

中山道と大宮岩槻線の強化方策案6

開発街区と連携した地下車路ネットワークの整備

開発事業を支える道路ネットワークの強化

方策案4

既存都市計画道路の整備推進方策案5

指針2
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駐車場地域ルール

MaaS

パーク&ライド

荷さばき駐車場

集約荷さばき
供給

◎民間まちづくり事業による自動車交通の増大を考慮し、ターミナル街区外縁部を
利用したモビリティステーションやフリンジ駐車場＊11 の整備、集配の共同化、複数
の交通手段をアプリ等を用いて組み合わせるMaaS＊12 の取組み等を実施します。
◎大宮駅周辺の実情に合わせた駐車場地域ルールを検討し、駐車場の配置、規模、
台数等の適正化を図ります。
◎集配の共同化やポケットローディング＊13 の整備等荷さばきに関する施策を整備
します。

◎外国人観光客にも対応できるよう、案内
サインにおける多言語表記の実施や移動
に関する人的な案内の充実を促進します。
◎高齢者や障がい者等に配慮した音声や
文字情報等を組み合わせた案内装置を
整備します。
◎スマートフォン等の個人端末と連動し、
MaaS にも対応する新しい案内システム
を取り入れたデジタルサイネージの設置
やサイン計画を行います。

関連 目標１方策案９

関連
目標６方策案１
個別整備計画
（交通需要マネジメント）

交通需要マネジメントのイメージ

利用しやすい案内システムのイメージ

交通状況や道路整備の進捗に合わせた交通需要マネジメントの展開

駅周辺の自動車交通や道路整備の進捗状況に応じた
交通需要マネジメントの展開

方策案7

高齢者や国内外からの来訪者等に対応したサイン･案内システムの導入

誰にでもわかりやすく利用しやすいサイン・案内システムの導入

方策案8

3
3-2
都市空間形成の目標

指針3

指針4

まちづくり
ガイドライン案
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◎ターミナル街区の外縁部に通勤･通学者や来訪者のための自転車駐車場（駐輪場）
やシェアサイクルポート等を整備します。
◎次世代交通（パーソナルモビリティ等）を想定した将来的なスロープ設置などを
見据えたフレキシブルな空間を整備します。
◎電動自転車等に対応した充電スタンド等の設備を官民連携で整備します。
◎自転車や次世代交通等の多様な交通モードが快適に利用できる移動空間のネッ
トワークを形成します。

自転車やパーソナルモビリティ等を考慮した移動空間の整備

様々なニーズに応える多様な交通モードとの連携

方策案9

指針5
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東京から東日本の各地域につながる在来線や新幹線の結節点であり、東京都心部と
短時間で結ばれる要衝としての役割を担う大宮駅を中心とした周辺地区では、『東日本
の玄関口』として、本市の「産業振興ビジョン」や「企業誘致基本方針」と連携した
将来性のある産業を積極的に誘致するための基盤を整備し、業務・商業・宿泊・居住
機能の他、東日本連携センター＊14 のような都市の付加価値を高める機能を集積
します。

6-1-① 東日本の交流拠点に相応しい多様な都市機能の導入
6-1-② 都市機能誘導方策の活用

新たな価値を発信する先進的なまちをつくる
東日本との連携を見据えた大宮ならではの都市機能の導入

（都市機能）

3

大宮駅周辺地域戦略ビジョン（機能導入･強化エリアのイメージ）引用

3
3-2
都市空間形成の目標

大宮駅グランドセントラルステーション化構想における位置づけ

まちづくり
ガイドライン案

都市機能に関する取組みが該当
する主な SDGs の目標
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◎『商都大宮』として発展してきた文化や歴史、既存商店街のような界隈性のある
空間を建物内外で承継し、相乗的に賑わい、発展性のある商業環境を形成します。
◎街区間の商業の連携やまちの回遊性向上を図るため、各街区をつなぐデッキや
地下空間を整備します。
◎上層階や駅から離れた位置等に集客性の高い施設を配置することで、まちの回遊
性を高めます。
◎一般車両や荷捌き車両が快適に利用できる地下車路ネットワークや地下駐車場、
駐車場ルール等の整備を図ります。
◎駅東口・西口周辺において交流機能の充実を図り、まちの玄関口としての魅力を
形成します。

◎AI やロボットなど先端技術の進展を
見据え、それら成長企業をターゲット
としたプロモーションを展開し、
東日本対流拠点としての産業集積
を図ります。
◎インキュベーションセンター＊15 やカン
ファレンスセンターを整備し、起業家
やスタートアップ企業の支援をはじめ、
ビジネス交流を通じた事業創造を促進
するプログラムを提供します。

◎国際会議をはじめとするコンベンションが開催可能なホテルを誘致し、経済活動
の拠点性を強化します。

関連 目標１方策案１
個別整備計画
（地下車路ネットワーク）
（駐車場地域ルール等）

商業環境の形成のイメージ

東日本や海外における成長企業を誘致した「経済活動拠点」の創出

東日本をひとつの圏域と捉えた経済活動の拠点づくり

方策案1

相乗効果を生む商業環境の形成

『商都大宮』としての大宮のこだわりによる商業環境の形成

方策案2

指針1

指針2
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◎生産年齢人口減少や外国人材の受け入れ
などの人口動態変化を見据え、生産性
向上に資する先端技術の普及・発信や、
高度な国際人材の教育・研修を担う機能
を導し、ビジネス環境を向上させます。
◎レンタルブース、コワーキングスペース、
託児所を備えたビジネスセンターを整備
し、ビジネスパーソンの交流を促進し、
リモートワークなどオフィスに縛られない
フレキシブルな働き方を支援します。

◎大宮らしさを象徴します路面商業
の界隈性の魅力を活かし、海外へ
の発信力を備えた「食」を楽しめ
る商業施設を街区に創出します。
◎鉄道交通アクセスの良さを活かし、
東日本各地の飲食企業の出店や企画
イベントを充実化させ、話題性と
集客性を生む「食文化の拠点」を
整備します。

多様な働き方を支える環境のイメージ

◎かつて大宮の楽しみの一つと
なっていた映画館等の文化･娯楽
施設を整備します。
◎先進化が目覚ましいデジタル
シアターや e スポーツ等の
アミューズメント機能を集約させ、
幅広い世代を呼び込むエンター
テインメント拠点を創出します。
◎現状の娯楽系商業機能を更に充実
させ、モノ消費だけでなく、体験
型サービス等のコト消費のニーズにも対応し、高い集客性を維持する企画や企業を
誘導します。

東日本の味が集積した「食文化の拠点」の創出方策案3

話題性･集客性のある「体験型サービス施設」の整備方策案4

多様な働き方を支える環境の整備

人口動態と働き方の変化に合わせたライフスタイルの提供

方策案5

3
3-2
都市空間形成の目標

指針3

まちづくり
ガイドライン案
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◎単身者世帯から家族世帯など、多様なライフ
スタイルに適応した、生活利便施設や地域
交流・支援機能の整備を計画的に誘導します。
◎子育て世代が働きやすい環境をつくるため、
子育て支援施設等の整備を推進します。
◎CCRC を導入し、シニアが地域コミュニティ
に溶け込み社会の担い手として活躍し、必要
に応じて医療・介護等のケアを継続的に受け
られる環境を整備します。
◎都心の利便性を享受しながらも、水や緑を身近に感じられ、多様な世代の住民が
自由に利用できるアメニティー豊かな広場等のオープンスペースを整備します。

◎スマートプランニング＊17 の活用による歩
行回遊性の向上や快適な生活環境を支
える新たな情報サービスを提供するた
め、様々なデータの集約化や分析、AI
解析等の取組みを促進させる情報イン
フラを整備します。
◎今後の先端技術の進歩等に対応し、都
市機能の発展につながる技術や情報イ
ンフラを積極的に導入します。

◎持続性の高い地域社会を創出するため、活力あるアクティブシニアの活動拠点を整備
します。
◎現役活動や社会奉仕活動を継続するシニアを対象に、地域交流活動を身近で行え
るシルバー人材センター等の施設を整備します。

都市の情報インフラ整備のイメージ

多世代が暮らせる「住環境」の整備方策案6

「アクティブシニアが活躍する場」の整備方策案7

都市の情報インフラの整備

スマートシティ＊16化による業務･商業需要の創造

方策案8

指針4
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電力会社
からの系統

電源の多様化による
エネルギーの

バックアップ体制の構築

【電源 1】商用電力

【電源 2】非常用発電機

【電源 3】CGS

【電源 4】蓄電池

信頼性の高い
中圧都市ガス

油貯蔵設備

電力蓄電

◎商用電力、非常用発電機、停電対応型ガスコージェネレーションシステム＊18（CGS）、
太陽光発電設備等の再生可能エネルギー、蓄電池等を組み合わせることで電源を
多様化し、災害時や計画停電時の際のリダンダンシー＊19（冗長性）を高めます。

首都圏と近距離であることや、安定した大宮台地に位置していることから、本市
の「都市再生安全確保計画」と連携し、災害時における首都圏の生活･業務等のバック
アップ機能を備えたまちづくりをめざします。また、ヒートアイランド現象や地球
温暖化等の環境問題に積極的に取組み、住む人々や訪れる人々にとって居心地の
良いまちを実現するため、多様な環境活動を推進していきます。

6-1-④ 環境負荷低減に向けた先進的な取組み
6-1-⑤ 大規模災害を想定した防災まちづくり
6-3-① 多様な交流を促す交流広場の新設整備

災害時に備えたエネルギーのバックアップ体制の構築

相互連携を生かした大宮セーフティバックアップシティとしての防災性能の確保

方策案1

安心 ・ 安全の要となるまちをつくる
先進技術の導入による災害に強く地球にやさしいまちの実現

（防災・環境）

4

電源の多様化のイメージ

3
3-2
都市空間形成の目標

指針1

大宮駅グランドセントラルステーション化構想における位置づけ

まちづくり
ガイドライン案

防災・環境に関する取組みが
該当する主な SDGs の目標
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エネルギー
プラント

エネルギー
プラント

エネルギー
プラント

エネルギー
プラント

エネルギーの面的ネットワーク自立型エネルギーシステム

エネルギー
融通

エネルギー
融通

◎災害時や計画停電時でもアーバン・
パレットやストリート・テラス、避難
施設等の公共空間の明かりが消えない
よう、電源の多様化を図るなど民間
街区との連携したエネルギー供給を
検討します。

◎駅周辺において災害時に人々が安全に一時退避できるスペース（一時退避場所）
を確保します。
◎民間施設において、帰宅困難者を受け入れ可能な一時滞在スペースや備蓄倉庫等
の確保を促進します。
◎官民が連携して一時退避場所となる広場等に災害対応の設備等の整備を進めると
ともに、整備や円滑な災害対応に向けた仕組みやルールづくり等を検討します。

◎段階的に行われる各民間まちづくり事業の防災性を確保するため、各事業で適正な
自立・分散型エネルギーシステムの導入を図ります。また、エネルギープラント間
でエネルギーの面的ネットワークを形成し、さらなる防災性の向上を検討します。
◎非常時の円滑な運用を考慮し、非常用電源機能の一部については平常時からの活用
も検討します。

関連 目標１方策案２

明かりが消えないまちの実現方策案4

帰宅困難者等を受入れる施設や広場の確保方策案3

安定したエネルギー供給が行える自立･分散型エネルギー地区の構築方策案2

自立型エネルギーシステムと面的ネットワークのイメージ

停電時等にエネルギー供給されたまちのイメージ
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Ⅰ期 Ⅱ期

最新プラント 最新プラントプラント
エネルギー
融通

常に進化するエネルギーネットワーク常に進化するエネルギーネットワーク
（省エネルギー・電力ピークカット）（省エネルギー・電力ピークカット）

◎再生可能エネルギーの活用により、温室効果ガス排出抑制や電力のピークカット等
に配慮します。
◎雨水や生活排水を再利用する中水活用システムを導入し、平常時は植栽やアスファルト
冷却用の散水に利用することで資源を有効活用し、省エネルギーと快適な環境維持
を図ります。また、集中豪雨時の雨水貯留により被害の軽減に寄与し、災害時は
緊急用水として利用出来ます。

◎民間まちづくり事業の各段階における最新プラントを街区間で共有することで、常に
進化するエネルギーネットワークを形成し、省エネルギーや電力のピークカット等
に配慮した脱炭素まちづくりを形成します。

街区連携によるエネルギー融通利用のイメージ

再生可能エネルギーや水資源の有効活用促進方策案6

街区連携によるエネルギー融通利用の促進

"街区連携型"脱炭素まちづくりの誘導

方策案5

雨水貯留槽のイメージ風力発電のイメージ太陽光発電のイメージ

3
3-2
都市空間形成の目標

指針2

まちづくり
ガイドライン案
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◎エリアマネジメント活動と連携し、地域の清掃活動や花壇整備など、地域が主体と
なった環境活動を推進します。
◎民間企業等と連携した環境教育の取組を実施し、快適な環境が次世代へと引き継が
れていくまちづくりを推進します。

◎建築物の壁面･屋上･中間階等の緑化や沿道･広場等における舗装や緑地帯の整備、
水辺空間の計画的な形成等により、ヒートアイランド現象の緩和等の環境負荷低減
や防風対策、集中豪雨等の対策、火災延焼の防止等の安全性の向上、騒音の低減や
安らぎ感の創出等の快適性の向上を図ります。
◎緑地等の整備によるまち全体の緑化は、景観に関するマニュアル等を今後策定し
適切に誘導します。

関連 目標５方策案３

快適なまちを維持する環境活動の推進方策案8

環境問題にも対応する積極的な「環境緑化」の推進

環境緑化や環境活動の推進

方策案7

大宮クリーン大作戦
写真提供：大宮アルディージャ

指針3
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◎大宮が誇る多数の鉄道路線を一望できるような視点場を新東西通路や敷地内に計画
します。
◎デッキ上や交流広場等で行われる様々な活動や大宮夏まつり等の風景を望める視点
場を整備します。
◎民間まちづくり事業において上層階の展望スペース等を整備します。
◎緑豊かな氷川の杜や宿場町、鉄道の歴史等、大宮のまちを感じることができる景観
のコンセプトを検討し、視点場からの見え方を意識した景観の形成を図ります。

関連
目標１方策案６
個別整備計画
（駅改良計画）

市民が大宮に住むことを誇りに思い、来訪者が地域資源や風景に魅了されるよう
なまちを創造していくため、大宮らしさのある広場や歩行者空間のデザイン、建物
の形状・色彩等の誘導を図り、一体感のある景観を形成します。また、大宮を象徴
するような新たな都市空間を形成します。

6-1-③　大宮の個性、風格と品格を醸し出す景観の形成
6-2-②　個性ある路面店や飲食店が連なる「賑わい交流軸」の形成
6-2-③　大宮を象徴し快適に歩ける「シンボル都市軸」の形成
6-3-③　駅前空間の一体性を高める顔づくり

大宮の地域資源を望む「視点場」の形成

大宮のまちを感じることができる景観の形成

方策案1

市民が誇らしく思い、来訪者が感動する景観をつくる
地域資源を活かしたここにしかない景色の創造

（景観）

5
3
3-2
都市空間形成の目標

指針1

大宮駅グランドセントラルステーション化構想における位置づけ

まちづくり
ガイドライン案

景観に関する取組みが該当する
主な SDGs の目標
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◎舗装や外壁、植栽等のデザインをゆるやか
に統一し、まちの象徴となる都市軸を整備
します。
◎カフェテーブルや庇、広告掲示版等の沿道
店舗等で使用される物や設備に関しては、
デザインをゆるやかに統一するよう誘導し、
一体感のあるストリート･テラスを形成
します。
◎緑化の積極的推進等を通じて、駅からまち
へ人を導くシンボル空間やランドマークを
創出します。
◎夜間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
歩ける空間となるように配慮します。
◎過度に点滅する光源や派手な照明は控える
ように努めます。

関連 目標１方策案４都市軸におけるシンボル性のあるデザインの誘導

シンボル性の高い都市軸街路空間の誘導

方策案2

金沢駅鼓門

指針2

出典：
金沢市HP
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◎街路樹や壁面緑化等の緑を感じられる街路景観を形成します。
◎敷地内と歩道はゆるやかに統一した植栽を整備し、氷川参道や見沼田圃等とのつ
ながりを意識した緑のネットワークをまち全体で形成します。
◎緑地等の整備によるまち全体の緑化は、景観に関するマニュアル等を今後策定し
適切に整備します。

関連 目標４方策案７ 緑化整備された豊かな街路景観の誘導

五感に訴求する豊かな街路景観の形成

方策案3

3
3-2
都市空間形成の目標

指針3

まちづくり
ガイドライン案
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◎商都としての界隈性や宿場町としての名残がある路地空間を承継するため、対象と
なる街路を設定し、ヒューマンスケールな街路幅員の誘導と店舗等の用途制限により、
路地空間を再構成します。
◎民間まちづくり事業における建物内部にも、歩行空間となる路地状の貫通通路を誘導
し、界隈性のある商業空間を形成します。
◎賑わい交流軸となる通りや商店街では、店舗等の街並みの連続性の確保や可動式など
の多様な緑化システムの活用により、歩行者の視認性と親しみがある路地空間を創出
します。

◎建物の基壇部高さや壁面の位置を
揃えることで空が広がる開放的な
街路景観を形成します。
◎道路や歩行者空間の幅員と基壇部
高さの比率を考慮し、歩行者に圧迫
感を与えないような建物計画を整備
します。
◎建物内部の賑わいを歩行者が感じる
ことができるように、建物低層部は
ガラス等の透過性のある設えを整備
します。
◎夜間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空間となるよう
に配慮します。
◎過度に点滅する光源や派手な照明は
控えるように誘導します。

◎時間と共に風合いが増すような自然素材等を
使用し、大宮らしい風格のある街路や建物
デザインを整備します。
◎統一感のある色彩や照度を誘導することで、
落ち着きのある質の高い空間を創出します。
◎景観に関するマニュアル等のルールによって
まち全体のデザインを整備します。

関連 目標１方策案７

民間 公共 民間

開放的な街路景観を形成する壁面位置等の誘導

時の経過とともに趣が感じられるアーバンデザイン

方策案4

大宮らしい路地空間の承継方策案5

壁面位置等のイメージ

時の経過とともに深みを増す外壁や舗装デザインの誘導方針案6

かえで通り（大宮盆栽村）

指針4
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◎つくり出す空間の質の維持・増進を図るため、本ガイドラインをベースとした、
景観形成や各種デザイン等に係る具体的な事項に関する任意のまちづくりルール
（地区計画やまちづくり協定等）の策定と運用を検討します。

◎都市再生推進法人制度等の活用などに
より、アーバン・パレットやストリート・
テラスを活用しながら市民やインバウ
ンドを含む来街者等に向けたイベント
や実証実験等の実施、ストリートファ
ニチャーの設置など、収益事業も含め、
幅広く管理運営方法を検討します。
◎大宮夏祭りなど、地域イベント時には
会場の一つとして街を盛り上げるなど、
効果的な活用方法を公民連携で検討
します。
◎快適な都市空間を維持するため、駐車
場地域ルールをはじめとする交通需要
マネジメント施策を実施します。

関連 目標１方策案２・４
目標２方策案７
個別整備計画
（交通需要マネジメント）

整備効果を最大限に発揮し、まちを持続的に発展させていくためには、開発整備
時点を「完成」と捉えるのではなく、地元の事業者等が維持・管理・運営（マネジメント）
に主体的に関わりながら、まちを育て、継続的に価値を高めていく必要があります。
エリアマネジメントの仕組みを構築することで、将来にわたりまちの質や魅力を持続
し、価値を高めていきます。

7　実現のための方策･エリアマネジメントの導入

公共空間や民地内公開空地を公民連携で一体的に管理運営

公共空間及び民地内公開空地の一体的なエリアマネジメント

ターミナル街区全体でのデザインマネジメントとマーケティング

方策案1

ターミナル街区全体でデザインマネジメントに取り組む方策案2

ストリート･テラスのイメージ

3
3-2
都市空間形成の目標 まちの質や魅力が持続するしくみをつくる

“大宮”に関わるみんなで取り組む持続可能なまちづくり

（エリアマネジメント）

6

指針1

指針2

大宮駅グランドセントラルステーション化構想における位置づけ

まちづくり
ガイドライン案

エリアマネジメントに関する
取組みが該当する主な SDGs の目標
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地域住民

エリア
マネジメント
の推進

エリア
マネジメント
の推進

専門家行政

商業者
商店会等

交通
事業者

まち
づくり
団体

民間
まちづくり
事業者

◎大宮駅前のまちという “商品” を選んでもらうため、ＩＣＴ＊20 や様々なデータを活用し、
消費行動の分析、消費者需要に関するリサーチ、社会経済動向の研究、企業・店舗
の立地促進（プロモーション活動）等の、社会の変化に対応するマーケティング活動
に取り組むことを検討します。

◎段階的なまちづくりを見据えて、計画
段階からまちのマネジメント組織の
あり方について検討を進めます。
◎地域住民、民間まちづくり事業者、
商業者・商店会、交通事業者、まち
づくり団体、専門家、行政等が連携し、
大宮らしいエリアマネジメントを推進
する体制を検討します。
◎組織・体制は、まちづくりの進捗や
段階に応じて柔軟に見直し、発展
させていきます。

◎エリアマネジメント活動やそれを行う人材を支える財源の確保について検討します。
◎都市再生推進法人制度等を活用し、公共空間を活用したイベント収益やストリート
ファニチャー等を利用した広告収益等、幅広く収益事業について検討し、自立した
活動財源を確保できるよう努めます。

ターミナル街区全体でマーケティングに取り組む

まちの創造性を持続させる組織・体制の構築

方策案3

まちとともに成長するエリアマネジメント組織・体制の構築方策案4

エリアマネジメント組織・体制を支える財源の確保方策案5

丸の内仲通り

エリアマネジメント組織・体制の構築のイメージ

指針3
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3

広域方針図

3-3 全体イメージ図

まちづくりの全体方針図

まちづくり
ガイドライン案

おもてなし歩行エリアおもてなし歩行エリア

広域的な回遊性広域的な回遊性

主要な歩行者動線軸主要な歩行者動線軸

主要な回遊動線主要な回遊動線

ロの字ネットワークロの字ネットワーク

おおもてなしおもてなし

広域的な回広域的な回

主要な歩行主要な歩行

公共用地公共用地公公共用地公共用地

中山道の地下バイパス化中山道の地下バイパス化

大宮岩槻線４車線化大宮岩槻線４車線化

緑化整備された街路景観緑化整備された街路景観

都市計画道路（未整備）都市計画道路（未整備）

［凡例］
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［凡例］

（2020.7 時点）（2020.7 時点）

拡大図

（参考）大宮駅周辺地域のまちづくり団体等

ロの字ネットワークロの字ネットワーク

界隈性のある
路面商業空間
界隈性のある
路面商業空間

主要な歩行者動線軸主要な歩行者動線軸

主要な回遊動線主要な回遊動線

立体的な交通空間立体的な交通空間

辻空間の形成辻空間の形成

縦動線縦動線

界隈性のあ界隈性のあ
路面商業空路面商業空

アーバン･パレットアーバン･パレット

東武大宮駅改良東武大宮駅改良

新東西通路新東西通路

ストリート･テラスストリート･テラス

地下駐車場地下駐車場
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ガイドラインにおける今後の検討課題項目

デッキ規模・形状

交流広場の位置及び規模

縦動線位置及び設備

ストリート・テラス

辻空間

路面商業空間・路地空間
の形成

地下車路ネットワーク

駐車場・
自転車駐車場（駐輪場）

エリア全体の都市機能設定
（規模・位置）

都市機能として
整備すべき施設

帰宅困難者等
受入れスペース

視点場

形態制限（壁面後退等）

エリアマネジメント

方策案実施の
官民役割分担

民間まちづくり事業に
おける地域貢献項目

＊デッキ形状の設定（歩行回遊シミュレーション実施）
＊公共整備、民間整備（地域貢献項目）の仕分け

＊位置・規模の設定

＊位置・設備の設定
＊公共整備、民間整備（地域貢献項目）の仕分け

＊沿道民地の壁面後退等形態制限および誘導用途の
　ルール

＊対象とする交差点等の設定
＊沿道民地の壁面後退等形態制限および誘導用途の
　ルール

＊エリア・対象とする街路の設定
＊沿道民地の壁面後退等形態制限および誘導用途の
　ルール

＊形状の設計
＊民間開発街区の地上車両動線確保のルール

＊位置・規模の設定（街区内・隔地）
＊運用ルール

＊エリア全体での業務、商業等の規模設定（F/S 実施）
＊民間開発街区間の接続方法、レベル設定

＊施設内容の具体的検討、官民役割分担

＊位置・設備の設定
＊公共整備、民間整備（地域貢献項目）の仕分け

＊箇所の設定（新東西通路、他）
＊民間整備（地域貢献項目）メニューの設定

＊制限対象及び数値等の具体化

＊検討組織体制の構築

＊官民役割分担案の整理

＊地域貢献項目の整理

3
3-3
全体イメージ図

今後の検討課題案

回遊性
1

3

防災・環境
4

交通

都市機能

2

景観
5

エリアマネジメント

目標

目標

目標

目標

目標

目標 6

全般

まちづくり
ガイドライン案
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構想実現案 駅改良計画

道路整備計画 交通需要マネジメント

交通広場
地下車路ネットワーク

新東西通路・ロの字ネットワーク
東武大宮駅改良

中山道地下バイパス化
大宮岩槻線４車線化

駐車場地域ルール 等

個別整備計画は、ＧＣＳ構想実現を目的として、まちづくりガイドライン案を踏まえ、
交通基盤整備等について検討するものです。
個別整備計画には、「構想実現案（交通広場、地下車路ネットワーク）」「駅改良計画」

「道路整備計画」「交通需要マネジメント」の４つの基盤整備計画が含まれており、
それぞれにおける整備の考え方や整備イメージについて記載しています。
以下に、個別整備計画構成図として、これら 4 つの基盤整備計画の関係を表現し
たイメージ図を示します。

※以降の頁での構成内容

プラン 2020 策定後、検討を深める必要のある内容については、■今後の検討課題
に記載し、検討中の内容については、6. 参考（P85～）に記載しています。

個別整備計画については、現時点で今後の検討深度化を図る与条件として整理
したものをプラン 2020 の到達点 として記載しています。

4-1 個別整備計画とは
4 個別整備計画

個別整備計画構成図
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「構想実現案」では、プラン 2020 の方向性の都市空間形成の目標「2. ひとにやさし
い立体の交通空間をつくる」の内容に関して、具体的な整備の進め方やイメージをと
りまとめます。「構想実現案」は、大宮駅周辺の脆弱な交通基盤や狭小な駅前空間など
を改善するため、主に基盤整備（交通広場、地下車路ネットワーク等）に関する考え方
や整備イメージを示したものです。

◎タクシー乗降場の拡充やバス乗降場等の適正配置による集約化、地下空間
の活用等も視野に入れたコンパクトでも利用しやすい交通広場を再整備
◎バリアフリー化が図られ、インバウンドにも対応した案内情報の提供や、
雨にも濡れない屋根等を備えた交通広場を整備
◎中央通りを公共交通のアクセス動線とし、駅前空間の外縁部に一般車の
アクセス動線や乗降場を確保

◎道路整備に加えて賢く道路を使うため、駅周辺の自動車交通の流入規制・
迂回誘導等、道路整備の進捗状況に応じた交通需要マネジメントを展開

①交通広場の必要施設量　（P70 参照）
②交通広場は、中地区を中心に活用した L字型に配置します。
③交通広場（地上部）は、公共交通（バス、タクシー等）を優先的に配置します。
④地下車路ネットワークは、中央通りからの出入りとし、一般車や開発街区等へ
の荷捌き車両などの利用を想定します。

※取組内容の番号は、GCS構想
における見出しの番号を表して
います。

交通需要マネジメントの展開の考え方

■ 取組内容（GCS構想より抜粋 ※）

【6-3】　駅前空間②広域交通結節点に相応しい交通広場の再整備

【6-4】　道路ネットワーク②交通需要マネジメントの展開

まちづくりガイドラインとの繋がり

GCS構想における位置づけ

プラン2020の到達点

4 個別
整備計画

4-2 構想実現案
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地下⾞路ネットワークと連動した
⼀般⾞乗降場を配置

⼀般⾞乗降場

タクシー

駅から近い位置にタクシー乗降場を配置

◎大宮駅から東方面への路線バスネットワークの集約拠点である東口駅前広場の
再整備を基本とし、歩行者優先となる駅前空間を、まちづくりと連携した公民
連携により整備します。

◎現在の利用状況や開発に伴う利用者の増大を踏まえ、交通モード毎に必要な
施設量を確保します。

◎利用者の特性やＧＣＳ構想の取組内容等を踏まえ、利便性の高い位置に各交通
モードの乗降場を配置します。

◎新たな技術の導入や交通体系の変化、新たな交通モードの導入等に柔軟に対応
できる空間配置に留意します。

◎歩きやすい歩行環境の確保に向けて、自転車動線が交通広場内に入らないよう、
自転車駐車場（駐輪場）の配置に留意します。

●通勤、通学等の日常的利用における利便性向上や、大宮駅の広域
交通結節拠点としての機能向上を図るため、鉄道との乗換利便性
の高い位置にバス乗降場を配置します。
●バス乗降場はまとまった用地が必要なことから、地上部への配置
を基本として、隣接する開発街区と公民連携により確保します。
●バス待機場は限られた駅前空間を有効に活用する視点から、駅前
広場外への分散配置も視野に検討します。
●路線バス乗降場の集約化を図りつつ、高速バス･空港バス等の
乗降機能を拡充します。

●タクシー利用者は、手荷物を持った人や高齢者、障がい者等も
想定されることから、できるだけ駅に近く利用しやすい位置に
タクシー乗り場を配置します。
●タクシープールは限られた駅前空間を有効に活用する視点から、
駅前広場外への分散配置も視野に検討します。

●歩行者と公共交通優先の交通広場とするため、地上外縁部に一般車
のアクセス動線や乗降場を配置するとともに、地下部へも地下車路ネッ
トワークと連動した乗降場を配置します。

関連

地下に駅前広場を入れる
べき。

地上にバス・タクシーが並ぶ
と景観が悪い。

※交通機能の配置は、確定して
いるものではありません。

こんな意見も
ありました。

交通広場の考え方

■ 各交通モードの配置の考え方

バス機能

タクシー
機能

一般車機能

4-2-1　交通広場
整備の考え方
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整備による効果

開発街区との公民連携による交通広場整備を前提として、各交通モードの必要
施設量を確保できるよう、整備イメージを検討しました。 

・鉄道とバスの乗り換え距離が短縮し、車道横断をなくすことにより、バス
利用者の利便性や安全性が向上します。 

・タクシー乗降場は現状と同様に、駅の直近に配置し、乗り場を２バース
設けることで、効率的な運用が可能となります。 

・一般車乗降場を地上外縁部や地下部に配置し、駅前の交通広場は公共交通
のみとすることで、歩行者の安全性や快適性が向上します。

◎中央連絡通路と新東西通路の間にバス乗り場が配置され、どちらからも
利用しやすい 
◎L 字型の車道により、効率的なレイアウトが可能 
◎隣接する歩道空間や交流空間の利用転換など、将来的な多様な交通機能
の導入のための拡張・再整備が比較的容易 
◎東口バス停⇔鉄道の乗り換え時、中央連絡通路と新東西通路がバランス
よく利用
※経路選択割合（H30 調査より試算）新東西通路：42.5%、中央連絡通路：
57.5％ 

関連

敷地が公共用地として大きく
取られる案になっている。
この残った敷地で開発街区
の事業性があるのか確かめ
たい。 

※整備イメージは決まったもので
はありません。

※一般車乗降場は、地上外縁部
に8台分、地下車路ネットワーク
に沿って 8 台分を想定してい
ます。 

こんな意見も
ありました。

コンパクトな交通広場にして
ほしい。

※交通広場の区域調整を今後実施
　予定

交通広場の整備イメージ

【特徴】

4
4-2
構想実現案

個別
整備計画

整備イメージ
4-2-1　交通広場
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【バス : 乗り場別利用状況（7時台）】

【タクシー ： 最大待ち台数】

【一般車 ： 最大待ち台数】
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関連

新技術の活用でバースの数
を減らせないか。

※H27バス・タクシー・自家用車利用
実態調査結果

こんな意見も
ありました。

・乗り場全体における平均乗降人数は乗降ともに
30 人 / 台程度であり、ピーク時（午前 7 時台）
の乗降台数は乗車 66 台、降車 54 台です。

・乗り場別でみると、午前 7 時台に約 50 人 / 台が
乗車する乗り場（⑥、⑨）も見られます。 

・駅前に乗り場が整備され、中央連絡通路を降りて
すぐに利用が可能です。ただし、混雑時でも１台
ずつの乗車となっており、多くの利用者への円滑
な対応は困難です。

・タクシープールは、最大瞬間待ち台数は40台です。
（乗車バースの台数を含む） 

・乗車行動は 18時台にピーク（67台 /時）
　 [ 銀座通り：9台、ロータリー：58台 ] 
・降車行動は 7時台がピーク（123台 / 時） 
　 [ 銀座通り：43台、ロータリー：45台、
　　中央通り：35台 ]
・最大瞬間待ち台数（5 分間単位で測定）は、19 時台
に夕ピーク（16台） 

・2015 年（平成 27 年）に実施した交
通量調査結果をもとに、「駅前広場
計画指針」の算定式（9 8 年 式）
により、各交通モード（バス・
タクシー・自家用車）における
必要施設量を算定しました。 

・現在の利用状況等を踏まえ、必要な
補正を行った上で、必要施設量とし
て設定しました。 

交通モード別・乗降別
ピーク時の鉄道利用者数

交通モード別・乗降別
ピーク時の鉄道利用者数

駅前広場計画指針算定式
（98 年式）

開発街区における開発
フレーム（用途・規模）
設定

バスが連なって到着する様子

タクシー乗り場（1台ずつ乗車）

<H27交通量調査> <開発に伴う利用者の増分>

現在の利用状況を踏まえた必要施設量

東口における将来駅前広場利用者数

設定の考え方

算定結果である 9 バースを確保※路線バス乗降場の集約化
を図りつつ、高速バス・空港バス等の乗降機能を拡充

算定結果は 3 バースであるが、朝ピーク時などに、バスが 3
台以上連続して到着している現状を踏まえて、5バースを確保
定結果では 1 バースであるが、乗車の円滑化を図るため、
2バースを確保

最大瞬間待ち台数が40台（乗車バース台数を含む）であるが、
乗車の効率化等により現状と同等の36台分を確保
算定結果では 8 バースであるが、ビーク時における一般車
による送迎の状況を踏まえ、16 バースを確保

必要施設量

乗車 9バース

乗車 2バース

乗降 16バース

降車 5バース

降車 1バース

プール 36台分

現況バース数

乗車 9バース

乗車 2バース

乗降 7バース

降車 5バース

降車 1バース

プール 36台分

バス機能

タクシー機能

一般車
機能

算定結果である 1バースを確保

バス：乗り場別利用状況（7時台）

タクシー：最大待ち台数

一般車：最大待ち台数

■ 交通広場の現状※

バス　【乗車9バース・降車5バース】 

【必要施設量の検討フロー】

タクシー　【乗車２バース・降車１バース・プール36台】 

一般車　【乗降７バース】 

■ 必要施設量の設定

4-2-1　交通広場
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一般車乗降場
（地下）

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

北地区

宮一地区

南地区

中地区

大宮岩槻線

中
山
道

大
宮
駅

氷
川
緑
道
西
通
線

西
地
区

関連 こんな意見も
ありました。

地下車路内で街区にアクセス
する車で渋滞しないか心配。

※事故発生時や災害時等の代替
機能の確保、利用者の利便性を
考慮し、大宮岩槻線・中山道へ
の出入口の配置について検討
します。

※交通シミュレーションの結果に
より変更の可能性があります。

※交通広場の区域調整等により、
変更になります。
※整備イメージは決まったもの
ではありません。

◎交通広場の配置に基づき、地下車路ネットワークの整備イメージを検討しました。

◎「安全で快適なおもてなし歩行エリア」の実現に向け、開発に伴う自動車交通量
の増加及び地上部の混雑緩和を目的として、地下車路ネットワークを整備します。
◎開発街区の開発時期に左右されず整備が可能な「地下車路を先行整備して駐車場
を接続する案」を前提とします。
◎公共施設を前提とすることから、原則として、交通広場や交流広場、中央通りの
地下空間を活用します。
◎現案では、開発街区の
駐車場や荷捌き施設に
地下車路からのみアク
セスすることを想定し
ます。
◎出 入 口 に つ い て は、
今後、交通シミュレー
ションの検討、開発計画、
駅ビル計画及び交通計画
の進展、関係機関協議の
状況を踏まえて精査を
予定します。

地下車路ネットワーク整備の考え方

地下車路ネットワークの整備イメージ

4
4-2
構想実現案

個別
整備計画

4-2-2　地下車路ネットワーク
整備の考え方

整備イメージ
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6.0m6.0m

5.5m5.5m
車路車路

5.5m5.5m
車路車路

【 断面①-①’】
①

3.3m3.3m 5.5m5.5m 1.7m1.7m 5.5m5.5m 3.3m3.3m 6.0m6.0m
交通広場区間　31.3m

2.
0m
2.
0m

歩道歩道 バス降バス降 車線車線中央帯中央帯車線車線 歩道歩道バス乗バス乗

【 断面②-②’】

整備による効果

②’①’ ②
9.0m9.0m

2.5m2.5m 2.5m2.5m

5.3m5.3m 5.5m5.5m 15.0m15.0m 5.5m5.5m 5.3m5.3m 6.0m6.0m
交通広場区間51.6m

歩道歩道

一般車乗降場一般車乗降場

バス乗バス乗 車線車線 交通島交通島 車線車線 バス乗バス乗 歩道歩道

2.
0m

5.5m5.5m
GL-7.5GL-7.5 GL-7.5GL-7.5

5.5m5.5m
車路車路 車路車路

※断面イメージは決まったものでは
ありません。

・地下車路を先行整備するため、開発街区の開発時期に左右されずに地下車路
の利用が可能となります。

・地上部における開発街区への車両出入口が制限されるため、安全で快適な歩行
エリアが実現可能となります。

・事業区域・事業手法・事業ステップ・重複利用区域の管理のあり方等を検討します。

・交通シミュレーションに基づく課題（周辺の道路混雑度、交差点需要率、滞留
長等）を踏まえ、出入口の配置を検討します。

・バス・タクシーの交通機能について、分散配置案を検討します。（待機バース）
・AI、ICT の活用を見据え、可変性を考慮した交通広場機能のレイアウトプラン
を検討します。

・待合空間等、利用者の利便性を高める方策を検討します。
・バリアフリーの確保や案内情報の提供、雨に濡れない快適な待合空間の確保等に
ついて検討します。

・将来のコンパクト化を目指し、使い方のルールづくりや AI、ICT を活用した
効率化を検討します。

・開発街区の開発区域や、駅改良計画に係る区域との調整をします。
・交通広場と開発街区等との重複利用区域の設定、及び権利者、管理者等との
検討・調整をします。

・新たな技術の導入や交通体系の変化、新たな交通モードの導入等に柔軟に対応
できる空間配置に留意します。

・一般車乗降場の配置や縦動線の確保、開発街区や駅改良計画との計画調整を行い
ます。

■交通広場区域の設定

■交通広場機能のレイアウトプランの深度化

■交通処理が可能な地下車路ネットワーク出入口の配置検討

■交通広場と整合性が確保された地下車路ネットワークのレイアウトプランの深度化

■荷捌き等、交通需要マネジメント計画と連携した使い方やルールづくりの検討

■開発街区等と連携した事業展開の検討

・交通広場等の区域が決定した際には、現在の駅前広場の都市計画を変更します。
■都市計画の変更

地下車路ネットワークの断面イメージ

今後の検討課題

■ 断面イメージ
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駅利用者動線

中央通路

東西通路

駅機能

「駅改良計画（素案）」では、プラン 2020 の方向性の都市空間形成の目標「1. まち
とえきをつなぐ回遊空間をつくる」の内容ならびに、「2. ひとにやさしい立体の交通空
間をつくる」の内容に関して、具体的な整備の進め方やイメージをとりまとめます。
「駅改良計画（素案）」は、大宮駅における東西回遊性、防災性、乗換利便性等の
強化を目指し、主に駅機能や通路等ネットワークの整備の考え方やイメージを示した
ものです。

◎鉄道乗換動線の混雑解消を図るため、東西
通路の整備に合わせた乗換改善を実施（回遊
性の向上、災害時の混雑緩和、代替路の
確保等）
◎鉄道利用者の安全性の向上を図るため、
ラッシュ時における混雑が著しいホームの
拡幅・改良やホームドア設置

◎まちの回遊性を高め、駅周辺の防災性を高めるため、新たな東西通路を整備すると
ともに、駅を中心としたロの字型の歩行者ネットワークを整備
◎鉄道のまち大宮を PR する視点場等、新たな東西通路の整備効果を高めるための
付加機能を確保
◎中央通路と合わせた、まちの回遊性向上や防災性の向上を図るため、西口デッキ
ネットワークとの接続、及び新たな顔づくりや歩行者の溜まり空間を確保

※取組内容の番号は、ＧＣＳ構想
における見出しの番号を表して
います。

①新東西通路は必要幅員 15mに構造体の幅や側方余裕を加えた幅員を基本とします。
②東武大宮駅は新東西通路のやや南側まで南進し、駅橋上化し改札口を設置します。

駅機能高度化の考え方 ( 例 )

東西通路整備の考え方

■ 取組内容（GCS構想より抜粋 ※）
【6-5】　駅機能①東西通路の整備と

合わせた駅機能の高度化

【6-2】　歩行者ネットワーク
①駅東西を結ぶ新たな東西軸の整備

まちづくりガイドラインとの繋がり

GCS構想における位置づけ

プラン2020の到達点

4 個別
整備計画

4-3 駅改良計画（素案）
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整備による効果

・回遊性の向上を目指し、東口・西口にデッキレベルで新東西通路と中央通路を結ぶ
南北通路整備を検討します。

・乗換利便性の向上を目指し、通路に面して JR 改札口・東武改札口を整備します。
・幅員は、東西の通行、災害時の防災性向上及び大宮駅の乗換需要に対応した必要
幅員 15mに、構造体の幅や側方余裕を加えた幅を基本とします。
　（2019 年（令和元年）調査より試算 11m～ 16m）
・24 時間利用を前提に検討を進めます。
・大宮の鉄道駅としての特徴を踏まえた視点場等機能を新東西通路と一体的に整備
します。

・中央連絡通路からシンボル都市軸を形成する中央通りに向けて直線的に出られる
動線を確保します。

※空間構成イメージは、決まった
ものではありません。・24 時間利用可能な新東西通路を整備することにより、東西の回遊性が向上し、

更に、現状よりも鉄道相互の乗換距離も大幅に短縮され、乗換動線の混雑も
解消されます。

・新東西通路と合わせて東口・西口に南北通路を整備することにより、駅を中心
とした回遊性の向上や、災害時の防災性の向上が図られます。

・新東西通路に、鉄道が見渡せる視点場や、にぎわいや交流の創出等に資す
るイベントスペース、観光案内所等の付加機能の整備も可能です。

視点場の事例（大阪駅）

イベントスペースの事例（甲府駅）

観光案内所の事例（川崎駅）

◎新東西通路について

◎ロの字ネットワークについて

◎中央連絡通路について 

新東西通路・ロの字ネットワークの空間構成イメージ

新東西通路 ・ ロの字ネットワーク
整備の考え方

整備イメージ
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直線的に
出られる
動線の確保

直線的に
出られる
動線の確保

公共的空間等
の検討エリア
公共的空間等
の検討エリア

新東西通路新東西通路

中央連絡通路中央連絡通路

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

東口東口

南北
通路
南北
通路

南北
通路
南北
通路 JR 駅JR 駅

ニューシャトル駅 東武駅東武駅 ・やや南進し、
   ホーム拡幅･改良
・2面 3線に機能増強

・やや南進し、
   ホーム拡幅･改良
・2面 3線に機能増強

東武橋上駅化
改札口整備
東武橋上駅化
改札口整備

東武地上
改札口を検討
東武地上
改札口を検討

JR 改札口
を新設
JR 改札口
を新設

・安全性向上のため、新東西通路のやや南側まで南進し、ホームの拡幅・改良やホーム
ドア設置を行います。

・駅橋上化し改札口を整備するとともに、直接まち側へ出入りできる地上改札口
の設置を検討します。

・大宮の交通結節点としての機能向上を図るため、１面２線から２面３線に鉄道
機能の増強を目指します。

・JR 大宮駅東口の駅舎・駅ビルの機能確保について、交通広場等の配置による
開発街区等のまちづくり計画を踏まえながら検討します。

・駅改良計画や開発街区等のまちづくり計画を踏まえながら、交流広場やまち
づくりに資するための公共的空間等としての活用について検討します。

※イメージ図は東武大宮駅南進を
イメージしたものであり、公共
的空間等の検討エリアや、駅舎
と駅ビル等機能の検討エリアの
規模等を決めたものではあり
ません。

関連 こんな意見も
ありました。

東武大宮駅利用者として
は、地上からまちへ出ら
れる改札口があると便利

◎東武大宮駅について

◎駅舎と駅ビル等機能の検討エリアについて

◎公共的空間等の検討エリアについて

東武大宮駅改良の整備の考え方

4 個別
整備計画

4-3
駅改良計画（素案）

東武大宮駅改良
整備の考え方
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平面図

断面図

整備による効果

南北通路南北通路 東武駅舎東武駅舎中央連絡通路中央連絡通路

新東西
通路
新東西
通路

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

公共的空間等
の検討エリア
公共的空間等
の検討エリア 地上改札口

橋上改札口

東武駅舎東武駅舎

新東西
通路
新東西
通路南北通路南北通路

公共的空間等
の検討エリア
公共的空間等
の検討エリア

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

中央
連絡
通路

中央
連絡
通路

※空間構成イメージを基本に、
具体的な施設配置などを検討
します。

※空間構成イメージは東武大宮
駅南進をイメージしたもので
あり、公共的空間等の検討
エリアや、駅舎と駅ビル等
機能の検討エリアの規模等を
決めたものではありません。

・新東西通路の整備にあわせ、東武大宮駅舎が南進することにより、現状より
も鉄道相互の乗換距離が大幅に短縮され、乗換動線の混雑も解消されます。

・ホームの拡幅・改良により、東武駅利用者の安全性が向上します。
・災害時には、駅利用者は複数経路で避難が可能です。
・東武駅の 2 面 3 線化により新たなサービス（将来的な鉄道輸送能力や
サービス性向上）の可能性があります。

・狭小な駅前空間に活用の自由度の高い公共的空間等の検討エリアが設けられ
ることにより、駅前空間整備や周辺街区のまちづくり計画の自由度が向上し
ます。

・新東西通路の設定規模を踏まえて、位置の検討と支障物件の範囲を確認します。
・新東西通路の東口及び西口の縦動線を調整します。
・東武大宮駅地上改札口の必要性の確認と設置範囲を検討します。
・新東西通路の整備に伴う新たな東口・西口の顔づくりを検討します。
・公共的空間等検討エリアにおける交流広場、南北通路の配置を検討します。
・鉄道の機能増強や敷地整序等を検討します。

・新東西通路の都市計画上の位置づけを検討します。
・新東西通路の整備手法や整備主体、整備費用を検討します。

■開発街区との協議調整を進めながら、駅改良計画案を作成

■都市計画の位置づけや事業スキーム、費用負担などを検討

空間構成イメージ（地上改札口を設ける場合）

今後の検討課題

整備イメージ
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※取組内容の番号は、ＧＣＳ構想
における見出しの番号を表して
います。

「道路整備計画（案）」では、まちづくりガイドラインの都市空間形成の目標「2. ひと
にやさしい立体交通空間をつくる」の内容に関して、具体的な整備の進め方やイメージ
をとりまとめます。
「道路整備計画（案）」は、街区のまちづくりによる駅周辺の交通負荷軽減を図るため、
主に道路整備に関する考え方や整備イメージを示したものです。

◎自動車交通の増加に伴う駅周辺の交通負荷軽減を図るため、既存道路の地下空間
の活用も視野に入れた道路ネットワークを形成及び強化・拡充

◎中山道等の拡幅・地下化、氷川緑道西通線との役割分担等による『南北方向の交通
容量の拡大』
◎東口・西口の横断交通に対応し、大宮中央通線や大宮岩槻線を主軸とした道路容量
の拡大に伴う 『東西方向の道路ネットワーク強化・拡充』

①駅周辺交通負荷の抜本的な改善策は、中山道の地下バイパス化と大宮岩槻線 4 車線化で
あると整理しました。＜長期的＞
②道路整備には時間を要するため、当面は段階的な開発・基盤整備の状況に応じた
交通需要マネジメントで混雑緩和（現況以下を目標）を行います。＜短・中期的＞

地下空間の活用のイメージ

まちづくりガイドラインとの繋がり

4

ＧＣＳ構想における位置づけ

個別
整備計画

4-4 道路整備計画（案）

■ 取組内容　（ＧＣＳ構想より抜粋※）
6-4 道路ネットワーク　　①道路ネットワークの強化・拡充

プラン2020の到達点
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出典：
道路の交通容量（（社）日本道路協会）
より抜粋

※現況の道路状況は、交通センサス
（全国道路・街路交通情勢調査）
及び市の交通量調査の結果を基に
した推計交通量を使用しています。
また、車道幅員の広さや車線の数に
よって交通容量を設定するため、
実際の交通量や混雑度が印象と
異なる路線もあります。

※混雑度＝
推計交通量/交通容量
混雑度1.25…
開発前の状態で市内全ての都市
計画道路が整備された場合の
大宮駅周辺の概ねの混雑度

◎開発後において、混雑度 1.25※以下を目指します。抜本的な対策は、南北・東
西の機能強化を組み合わせた、中山道の地下バイパス化（大栄橋交差点北～
吉敷町交差点北）と大宮岩槻線４車線化（桜木町交差点～産業道路交差点）
です。
◎道路整備には長期間を要するため、当面は交通需要マネジメントで混雑緩和
を行います。（現況以下の混雑度を目標）

◎段階的な開発に対して、段階的な道路整備による対応可否を検討するために、
整備内容の条件を組み合わせてシミュレーションを実施します。開発の進捗に
応じて条件設定を更新し、交通需要マネジメントの実施内容の深度化します。

飽和時間はほとんどの区間で１～２時間以下、中間 12 時間のうち道路が混雑する
可能性のある時間帯が１～２時間（ピーク時間）ある。何時間も混雑が連続する
可能性は非常に小さい。

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速的に増加する
可能性の高い状態。ピーク時のみの混雑から日中の連続的混雑への過渡状態と考え
られる。

昼間12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。
渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。

混雑度

～ 1.0

1.0 ～ 1.25

1.25 ～ 1.75

1.75 ～

◎南北方向および東西方向の交通容量の拡大による課題解決を目指します。

慢性的混雑状態を呈する。

交通状況の推定

※

整備の考え方

■ 整備の考え方（長期的）
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ケース設定の例：ケース２の場合、「さいたま市第三期道路整備計画＆氷川緑道西通
線北区間整備」「開発街区のうち 2 街区が竣工」「地下車路ネット
ワーク整備」が行われた状態での将来シミュレーションです。

◎段階的な開発に対して、段階的な道路整備によって、道路混雑を現状よりも悪化さ
せないように対応します。
◎整備内容の条件を組み合わせてシミュレーションケースを設定し、将来シミュレー
ションによって段階別の交通状況や課題を整理します。また、開発の進捗に応じて
条件設定を更新して精査を行います。
◎交通需要を適切にマネジメントし、交通環境の悪化を未然に防ぎます。

▼道路整備・開発街区の内容及びその位置

関連 こんな意見も
ありました。

駅周辺の渋滞がひどいので、
開発よりもまず道路整備を
進めてほしい。

条件設定 整備内容
シミュレーションケース

さいたま市第三期道路整備計画
&氷川緑道西通線北区間整備

2街区開発

4街区開発

大宮中央通線４車線化

市内全都市計画道路整備

中山道地下バイパス化
大宮岩槻線４車線化

地下車路ネットワーク整備

654-24-13210

4 個別
整備計画

■ 整備の考え方（短・中期的）4-4
道路整備計画（案）
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0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50大宮岩槻線
（大栄橋付近）混雑度

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50中山道混雑度

ケース0 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 5 ケース 6ケース 4-1 ケース 4-2

ケース 0 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 5 ケース 6

現況

混雑度 1.25

現況

混雑度 1.25

ケース 4-1 ケース 4-2

※中山道地下バイパス化検討区間
における交通量

・地下車路ネットワーク整備を先行的に行うことで、2 街区開発による交通量は現況
と同程度に抑制できます。（ケース 2）

・4 街区開発後は地下車路があっても現況より約 200 台 / 日 ※程度交通量が増加
します。（ケース 3）⇒現況と同様の状況にするためには約 200台 /日を交通需要
マネジメントで減らす必要があります。

・4街区開発後、中山道の地下バイパス化により、現況よりも交通量が減少します。
（ケース 4ー 2）

・地下車路ネットワーク整備を先行的に行うことで、2 街区開発および 4 街区開発
の場合でも、現況よりも交通量を抑制できます。（ケース２、ケース 3）

・4 街区開発後、大宮岩槻線 4 車線化により、大幅に混雑緩和され、混雑度も
1.25 を下回ります。（ケース 4ー 2）

・開発の進捗に応じた交通シミュレーションの条件設定の更新による、継続的な
道路状況の把握と対策方針を検討します。

・シミュレーション結果から求めた交通分散や手段転換の目標値を基にした、交通
需要マネジメントの実施内容を検討します。

・現在の中山道地下にトンネルを作ることによる、出入口の開口部や設備など新たな
用地買収や移転補償の精査と課題を検討します。

・地下埋設物関係の移設や切り回し等、実現可能性の精査と課題を検討します。

・４車線化は現道の拡幅による、新たな用地買収や移転補償の精査と課題を検討
します。

・大栄橋の整備方法を検討します。

■開発計画の進捗に応じた交通シミュレーションの更新と対策方針の深度化

■中山道の地下バイパス化の実現可能性精査

■大宮岩槻線 4車線化の実現可能性精査

【シミュレーションによる比較、評価】

今後の検討課題

＜比較及び評価結果 ： 中山道＞

＜比較及び評価結果 ： 大宮岩槻線（大栄橋付近）＞
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「交通需要マネジメント（案）」では、まちづくりガイドラインの都市空間形成の目標「ひと
にやさしい立体交通空間をつくる」の内容に関して、具体的な整備の進め方やイメージを
とりまとめます。
「交通需要マネジメント（案）」は、街区のまちづくりによる駅周辺の交通負荷軽減
を図るため、主に自動車交通の需給バランスを図る考え方や施策イメージを示した
ものです。

※取組内容の番号は、ＧＣＳ構想
における見出しの番号を表して
います。

◎道路整備に加えてかしこく道路を使うため、駅周辺の自動車交通の流入抑制・迂回
誘導等、道路整備の進捗状況に応じた交通需要マネジメントを展開

◎道路整備のハード面だけでなく、自動車交通の需給バランスを図るための
ソフト施策（交通需要マネジメント）の視点が重要です。
◎開発街区の開発により、ターミナル街区内への自動車交通の更なる増大が想定
されるため、開発街区の駐車場の一部をターミナル街区外縁部のフリンジ駐車
場＊10 に置き換える等、駐車場マネジメントの展開が有効です。
◎大宮駅周辺地区で実施が考えられる施策メニュ－を整理し、「効果」「費用」
「上位計画との整合性」の 3 点を評価項目とし、さいたま市で既に実施されて
いる施策を除いたものを、優先施策として抽出しました。
◎各優先施策の適用課題を整理し、実施に向けた深度化を図ります。

交通需要マネジメントのイメージ

交通需要マネジメント優先施策
優先施策メニュー

概要項目
マイカー以外の交通手段による移動を１つのサービスと捉え、シームレスにつなぐ移動の概念

交通手段

自動車・
バス

自転車

荷捌き

Maas( 複数の交通手段の組合わせ )

Maas( 複数の交通手段の組合わせ )
集配の共同化
ポケットローディング

駐車場地域ルール 地域特性に応じた基準を設定し、駐車場の適正配置化を図る取組
自家用車で駅やバス停に行き、駐車した後、公共交通機関を利用して目的地まで向かうシステム
都心部への自動車乗り入れを抑制するために、都心周縁部（フリンジ）に配置する駐車場

集荷・配送業務を共同化することで物流の効率化を図る施策
路上で荷捌きを行うための小規模スペース

同上

パーク・アンド・ライド
フリンジ駐車場

①大宮駅周辺における交通需要マネジメントの優先施策を整理しました。
②施策の柱である駐車場地域ルールの骨子案を作成しました。

4

まちづくりガイドラインとの繋がり

個別
整備計画

4-5 交通需要マネジメント（案）

ＧＣＳ構想における位置づけ
■ 取組内容　（ＧＣＳ構想より抜粋※）
6-4 道路ネットワーク　　② 交通需要マネジメントの展開

プラン2020の到達点

整備の考え方（交通需要マネジメント施策）

駐車場地域ルール

MaaS

パーク&ライド

荷さばき駐車場

集約荷さばき
供給
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凡　例

都市再生緊急整備地域

おもてなし歩行エリア

ターミナル街区

大宮駅大宮駅

◎再開発に伴うターミナル街区への交通流入を抑制するために、大宮駅周辺の
実情に合わせた駐車場地域ルールを検討し、駐車場の適正配置化を推進します。
◎駐車場の適正配置化においては、建築物単位ではなく、駅周辺全体で行うこと
が望ましいため、駐車場地域ルールは都市再生駐車施設配置計画として作成
します。

◎大宮の駐車場需要に見合った原単位を検討し、駐車台数を見直すことで駅周辺へ
の交通流入を抑制します。

◎地域ルール検討エリアは都市再生緊急整備地域内とします。
◎地域ルール適用エリア内におけるおもてなし歩行エリアを特定エリアと設定し、
歩行者の利便性が向上するルールを別途取り入れます。

◎駐車場の隔地化・集約化の制度等を整理し、駅周辺外縁部へ交通を誘導することで、
歩行者へ安全・快適な空間を提供します。

◎「都市再生駐車施設配置計画」制度を活用し、区域全体で附置義務駐車施設の位置
と規模を最適化します。
◎事業者の創意工夫を交通施策の推進などのまちづくりに活かすため、提案制度等
の特例の導入を検討します。

駐車場地域ルール検討エリア

【基本方針 1】駅周辺への交通流入を抑制する

【基本方針２】歩行者を優先した駐車環境をつくる

【基本方針３】まちづくりと一体となった整備・誘導を図る

① 駐車場地域ルールの基本方針

② 駐車場地域ルールの検討エリア

整備の考え方（駐車場地域ルール（骨子案））
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◎先進的事例等を踏まえ、駐車場地域ルールの設定項目は５つに大別されます。
◎骨子案をベースに、大宮の地域性や関係者の意向等を踏まえ、具体的な数値等の
検討を進めます。

・関係者間で意見交換を行いながら、優先施策の適用範囲や効果、実施方法、課題
について検討及び実現可能性の精査をします。

・プロジェクトチームを立ち上げ、計画区域や原単位、隔地距離の具体的な値を
検討し、運用に向けたマニュアル策定を検討します。

・集約駐車場設置に向けた事業スキームや隔地距離との整合性を考慮した効果的な
設置位置を検討します。

・駐車場事業者や開発街区、商店街等の関係者との合意形成を十分に図ります。

関連 こんな意見も
ありました。

遠くの駐車場のみでは不安に
なる市民もいる。

項目 現在のルール
（さいたま市条例） 駐車場地域ルール（骨子案）

駐車場設置が義務づけられる建物
に対して、一定の建築床面積ごと
の駐車場規模を求める基準値

【商業用途】
　床面積 300m 2 ごとに 1台
【事務所・その他特定用途】
　床面積 350m 2 ごとに 1台

駐車場設置が義務付けられる
延べ床面積の基準

【特定用途】床面積 1,500m 2 以上
【非特定用途】床面積 2,000m 2 以上

さいたま市附置義務条例と同様の
建築物を対象とする

大規模小売店舗の立地に伴う
駐車場規模の算定方法

一の建物であって、その建物内の
店舗用途における床面積の合計が
1,000m 2 以上を超える店舗

地域特性に合った空間にする
ための特別なルール

駐車場を敷地外に設置する際
の許容範囲 やむを得ないと市長が認める場合に

おいて、当該建築物の敷地から概ね
300m 以内の場所に駐車施設を設け
たときは自動車駐車施設を附置した
ものとみなす

当該建築物の敷地から概ね 400m
以内の場所に駐車施設を設けたとき
は、自動車駐車施設を附置したもの
とみなす

【特定用途】
　床面積 200m 2 ごとに 1台

• 提案制度の導入
• 駐車場集約化、費用負担　等

他都市事例を参考に検討
（必要駐車台数の緩和）

■交通需要マネジメント施策内容の検討深度化及び実現可能性の精査

■駐車場地域ルール（＝都市再生駐車施設配置計画）を作成

【特定エリア内の特別ルール設定】

[5] 大店立地法との関係

[4] 特例（仮称）

[3] 隔地駐車場制度 概ね 300m以内 概ね 400m以内

[2] 附置義務対象建築物規模

[1] 駐車場原単位

4 個別
整備計画

③ 駐車場地域ルール骨子案の内容
4-5
交通需要
マネジメント（案）

今後の検討課題
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大宮GCSプラン2020

テーマ別の検討会を設置し、深度化・実現化を図ります

まちづくりガイドライン案

個別整備計画

構想実現案

駅改良計画
交通広場
整備

地下車路
ネットワーク

道路整備
計画

交通需要
マネジメント

開発
街区等
民間

まちづくり
相互調整

相互調整個別
プロジェクト 個別プロジェクト

大宮グランド
セントラル
ステーション
推進会議

個別プロジェクトチーム

（仮称）大宮GCS 懇談会

（仮称）まちづくり調整会議

個別プロジェクトチーム

2019 年
（令和元年）

2020 年
（令和 2年）

デザイン
調整WG

まちづくり
推進部会

基盤整備
推進部会

（
仮
称
）
G
C
S
プ
ラ
ン
（
骨
子
案
）

大
宮
G
C
S
プ
ラ
ン
2
0
2
0　

公
表

各
計
画
の
深
度
化
・
実
現
化
検
討

都
市
計
画
決
定
等
に
必
要
な
手
続
き

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

（合同）

※
説
明
会
等

大
宮
G
C
S
プ
ラ
ン
2
0
2
0
（
案
） 個別プロジェクトチーム

個別プロジェクトチーム

検討の深度化に合わせて、大宮GCS プラン 2020 を適宜見直し

◎2019 年度（令和元年度）は、前年度に整理した（仮称）ＧＣＳプラン（骨子案）
について、推進会議等で議論を重ね、プラン２０２０を作成しました。
◎2020 年度（令和２年度）は、パブリック・コメントを実施し、意見を反映した後、
プラン２０２０を公表します。
◎また、個別整備計画の検討を深度化するため、テーマ別の個別プロジェクトチーム
を立ち上げ、プラン２０２０に「今後の検討課題」として整理した内容について、
関係者間で協議・調整を進めます。
◎その後、合意形成の図れたものから説明会等の都市計画決定に必要な手続きに着手
します。
◎プラン２０２０は、検討の深度化に合わせ、適宜見直しを図ります。

関連 こんな意見も
ありました。

各開発街区の検討内容と
GCSプランに食い違いが
ないよう、緻密にコミュニ
ケーションをとるべき。

5 構想実現のためのスケジュールイメージ
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（件）

a. 企業の本社機能

b. 企業の支社・支店機能

c. 次の時代の成長企業

d. カンファレンス
（貸会議場）

e. シェアオフィス
（複数社共有型オフィス）

f. その他

0 5 10 15 20 25 30 35

23

32

30

25

22

4

N＝43複数回答

N＝43複数回答

N＝43複数回答

0 5 10 15 20 25 30

a. 国際チェーンによる
ラグジュラリーホテル

b.こだわりのあるしつらえの
小中規模の都市型ホテル

c. 国内チェーンによる都市型
ホテル・ビジネスホテル

d. 洒落たセンスのホテルや
カプセルホテル

e.

（件）

その他

21

27

24

11

3

オフィス系機能・施設

商業系機能・施設

宿泊系機能・施設

a. 百貨店

b.（専門店　本・服飾等)

c. 家電量販店

d. 路面型の飲食店舗

e. 映画館

f. スポーツジム

g.劇場やライブハウス

h.婚礼(ブライダル)施設

i. その他

0 5 10 15 20 25 30 35 40（件）

35

30

11

36

25

21

26

7

6

本項目では、構想策定、（仮称）ＧＣＳプラン（骨子案）とりまとめまでにお示し
してきた資料や大宮ＧＣＳプラン 2020（案）作成にあたり検討した内容、及び用
語解説について示しています。プラン 2020 の到達点（現時点で今後の検討深度化
を図る与条件として整理したもの）や今後の検討課題は、個別整備計画 (P66 ～ )
に記載しています。

駅前４街区地権者アンケート調査結果（2018 年度）　

設問：開発街区の導入機能について

・期間：平成 30 年 1月 25 日（金）発送、2月 8日（金）締切
・配布 :188 件
・回収：43 件（回収率：22.8％）

6 参考

6-1 アンケート調査結果
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0 10 20 30

)

)

N＝43複数回答

N＝43複数回答

N＝43複数回答

生活支援系機能・施設

住居系機能・施設

（件）

街なかにいる来街者が安全安心に
一時待機することができる広場空間の確保

帰宅困難者がとどまれる
建物内の大きな空間の確保

安全安心に避難できる
歩行者空間の確保

適切な避難誘導の対応

就業者や来街者のための備蓄倉庫の整備

開発街区間におけるエネルギーの連携

倒壊などの可能性がある電柱等の地中化

高齢者や障がいをお持ちの方への
ハード面・ソフト面での配慮

外国人や小さな子どもにもわかる
避難に関する案内サインの設置

停電した際の公共空間（道路や広場など）の
照明（夜間の明るさ）

その他のアイデアや具体的なイメージ

24

8

18

13

10

16

13

8

7

16

8

25

16

9

11

7

a. 若いファミリー向け住宅

b. 高齢ファミリー向け住宅
医療・福祉サービス付き住宅

c. 単身世帯向け住宅

サービスアパートメント
ホテルサービス付き住宅

e. その他

0 5 10 15 20 25 30

( )

d.
( )

（件）

a. 医療機関
(クリニックモール含む

b. 高齢者サービス施設

c. 子育て支援施設

d. 教育機関
(専門学校・予備校含む

e. その他

0 5 10 15 20 25 30 35 40（件）

35

12

31

25

5

設問：駅前の開発街区及びその周辺における防災機能について
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4

11

宿場町の構造を受け継ぐ、街路の中を貫く路地環境

駅間を舞台としてお祭りが出来る環境

様々な目的で、沢山の人が往来する歩行者環境

氷川神社や氷川参道を連想させる、緑豊かな環境

（件）0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

無回答

エンターテインメントの施設が集まる、娯楽性の高い環境

昼夜を通じて賑わう、雑然とした繁華性が高い環境

4

4

8

2

2

18

13

つなぐ（継承）という観点

つくる（創造）という観点

0 2 4 6 8 10 12 14

無回答

医療観光にも対応する、先端的な医療が享受出来る環境

国内外の様々な方面から若い人を集める、都市型スポーツが展開
出来る環境

東日本及び首都圏からのアクセスの良さを活かした、質の高い
食文化が集まる環境

アートや音楽などが、国際水準～サブカルチャーまで幅広く
楽しめる環境

先端技術を活用した、人と地球に優しい交通を利用出来る環境

鉄道の街としての印象を強く打ち出す、象徴的な駅舎のある環境

（件）

f. 

e. 

d. 

c. 

b. 

a. 

大宮の新たな顔となる「広場空間」のイメージ

（件）

6

17

2

9

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

無回答

d. 日差しや雨を遮る大きな屋根のついた、天候に左右されずに利用
できる空間

c. 憩いをテーマに見沼の自然などをイメージさせる親水性のある空間

b. イベント展開を見据え、余計なものが無い、すっきり整然
とした空間

a. 氷川の杜や参道を象徴するような、緑を感じられる空間

6

5

2

13

5

12

8

N＝51

N＝51

N＝51

N＝51

16

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18（件）

4無回答

歩道の広さと街路樹の美しさを持ち、ゆったりと歩くことが
楽しめる空間

オープンカフェなどが展開でき、誰もが安心して歩ける幅の広い
歩道のある空間

現在の路地が持つ雑然性を維持した気楽さや親密感の高い空間

現在の路地を発展的に継承しながらも、しゃれた雰囲気のある空間

d. 

c. 

b. 

a. 

回遊性を高める「歩行者空間」のイメージ

f. 

e. 

d. 

c. 

b. 

a. 

駅前４街区地権者アンケート調査結果（2019 年度）　

設問：将来の大宮駅前において期待する「大宮らしさ」について

設問：大宮らしい空間イメージについて

・期間：令和２年 1月 24 日（金）発送、2月 7日（金）締切
・配布：177 件
・回収：51 件（回収率 28.8  %）

6-1
アンケート調査結果

6 参考
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6

N＝951

N＝555

N＝389◇全体【2/8(土), 2/13(木)合計】

◇全体【2/8(土), 2/13(木)合計】

◇全体【2/8(土), 2/13(木)合計】

488

157

30

123

108

45

①電車・バス・タクシーの乗り換えがしやすいこと

②人の流れがはっきりしていて歩きやすいこと

③駅出入口を多数設けていること

④雨の日でも駅・広場の通路の移動時に濡れないこと

⑤エレベーター等のバリアフリーが整っていること

⑥地図・案内板が充実して目的地が分かりやすいこと

0 100 200 300 400 500 600（件）

仕事
私用

①朝夕のラッシュ時でもゆとりのある歩行空間

②「鉄道のまち」として鉄道を眺め、写真も撮れる視点場

③イベントや物産展などが行われる空間

④休憩や待ち合わせができる場所や施設

⑤魅力的なスポットやイベント情報を提供してくれる設備

⑥災害時にも駅から安心して避難できる案内サイン

23

13

8

63

仕事
私用

0 50 100 150 200 250 300（件）

30

55

78

111

109

仕事
私用

①お祭りなどのイベントができる大きな広場

②緑が多い快適な空間

③電車・バス・タクシーの乗り換え距離の近さ

④送迎時に渋滞が発生しない一般車乗降場

⑤屋根があり、バス・タクシーを快適に待っていられる空間

⑥まちやお祭りなどのイベントが見える視点場
0 20 40 60 80 100 120（件）

184

264

設問：大宮駅を利用する上での重要点

設問：新東西通路に求める機能

大宮駅利用者に対するアンケート調査結果
・日時：令和２年 2月 8日（土）及び 2月 13 日（木）
・場所：JR、東武鉄道、ニューシャトルの大宮駅改札付近
　　　   大宮駅東口バス乗り場付近

設問：大宮駅東口駅前広場整備の重要点



89

2018 年度（平成 30 年度）時点

◎ＧＣＳ構想に掲げられる交通広場や交流広場の
配置について、駅周辺の４つの地区から提示
いただいた「開発街区案」をもとに、段階的
にブラッシュアップを重ね、「構想実現案」を
作成しました。

◎「交通広場」及び「交流広場」等の配置に関する４つのスタディパターンを作成し、
提示

◎検討当時のまちづくりの単位である駅前 4 地区を対象に、各地区の将来イメージ
を、４つのスタディ・パターンを “下敷き” にして検討
◎各地区からは、検討熟度に応じた考え方を提示

地
元
と
市
が
連
携
し
な
が
ら

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

・スタディパターン１：【交通広場】中央通り配置案　【交流広場】銀座通り上案
・スタディパターン２：【交通広場】銀座通り配置案　【交流広場】銀座通り北案
・スタディパターン３：【交通広場】南地区配置案　　【交流広場】中央通り上案
・スタディパターン４：【交通広場】中地区配置案　　【交流広場】中央通り上案

①スタディパターン

②開発街区案

③開発街区改良案

④行政改良案

⑤構想実現案

STEP①　スタディパターン

構想実現案の検討経緯

検討のステップ

6 参考

6-2 構想実現案

STEP②　開発街区案 （各地区の考え方）

〈中地区の考え方〉

〈北地区の考え方〉 大宮駅東口北地区
市街地再開発準備組合

大宮東口駅前街づくり会

※市街地再開発事業、
　都市再生特別地区活用を想定

◇交通広場は、中地区配置案を基本としつつ、
中央通り配置案との組合わせを想定
◇駅と全地区をつなぐ、大規模な人工地盤
の整備
◇交通広場の整備に基づく GCS 構想実現
の牽引役を標榜
➡街づくり会として、まちづくりの方向感
を共有しつつ、具体・詳細の検討に向け
て再開発準備組合への発展を検討中

◇交通広場は、南地区配置案を推薦
◇「大宮のウェルカムラウンジをつくる」
を基本理念としたまちづくりを想定
➡今後、専門家チームの登用により、
再開発準備組合として、まちづくり検討
の具体化・深度化・加速化を検討中

〈南地区の考え方〉 大宮駅東口駅前南地区
まちづくり推進協議会

※市街地再開発事業、
　都市再生特別地区活用を想定

〈西地区の考え方〉 大宮駅東口西地区
まちづくり推進協議会

◇交通広場は、銀座通り配置案を一旦想定
　（ただし、協議会としての総意ではない） 
◇東西通路の整備への貢献＋東西通路出入口
部での “広場” の整備
◇東西通路と連続する人工地盤
◇多様な機能の立体的な積層
➡協議会として、まちづくりの方向感や
あり方を研究・検討中

◇交通広場は、南地区配置案を基本としつつ、
中央通り配置案との組合わせを想定
◇駅～南地区・中地区をつなぐ、大規模な
人工地盤の整備
◇駅と南銀を結ぶゲート機能・空間の整備
◇新たな駅ビルとの一体化
➡協議会として、まちづくりの方向感を確認・
共有しつつ、具体・詳細の検討に向けて、
再開発準備組合への発展を検討中
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凡例

◎駅前４地区それぞれからの考え方を、チェックリストを用いて特徴を確認
◎各地区の開発街区案における、自らの地区で「交通広場」を受け入れる考えを
尊重し、現在の各地区の区域割りを基本として、「交通広場」の位置と「交流広場」
の規模を技術的な観点から描き直し

◎開発街区改良案における、ＧＣＳ構想の内容が踏襲されている部分（＝活かすべき
特長）の継承と、相違のある部分（＝ＧＣＳ構想における駅前空間形成の課題）
への対応とともに、道路管理者、交通管理者等との事前調整・協議等に考慮する
ことにより、行政改良案を作成

◎行政改良案を基に、交通・交流広場の配置について、比較評価を行い、今後、検討
を深度化していくべき案として、「中地区を中心に活用して交通広場を配置した案」
に絞り込み

南地区を介して
交通広場を整備する考え方

中地区を介して
交通広場を整備する考え方

西地区を介して
交通広場を整備する考え方

中地区を中心に活用して
交通広場を配置した案

南地区を中心に活用して
交通広場を配置した案

STEP③ 開発街区改良案 （開発街区の意図を尊重しつつ、技術的な観点から描き直し）

STEP④　行政改良案 （開発街区改良案の良い点と改善すべき点に基づく、
行政施策の実現と民意を総合化する過程の考え方）

STEP⑤　構想実現案 （行政改良案を比較検討し、１案に絞り込み）
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民間建築物

交通広場・交流広場

民地 道路

大宮駅（デッキレベル）

地下バス乗降場

地上

◎民地の地上部分を交通広場として立体的に活用することにより、必要な交通広場面積
を確保します。
◎立体的な範囲については、今後、開発街区や鉄道事業者等との調整を行います。

◎大宮駅では改札口が２階デッキレベル
にあるため、地下にバスやタクシー
乗降場があるよりも、地上部にある方
が利用者の移動距離が短くなると考え
られます。

※イメージ図については、決まった
ものではありません。

※イメージ図については、決まった
ものではありません。

【利用者利便性】

◎地下部へのアクセス道路を整備する
には、交差点から 110ｍ程度の距離
が必要になるため、降車バースや乗車
バースの配置に課題があります。

【整備範囲】

重複利用の事例（大阪駅北口）

重複利用のイメージ

重複利用区域のイメージ

地下空間でバス乗降場を確保する場合の課題

6 参考
6-2
構想実現案



92

中山道現在

計画

大宮中央通線大宮中央通線

南銀座通り

一般車一般車バス・タクシーバス・タクシー

大宮駅

銀座通り

大宮駅

中山道

大宮中央通線大宮中央通線

南銀座通り

立体横断機能

交通広場交通広場

迂回

1階レベル

デッキレベル

◎交通広場の整備により、中央通り～大宮駅、銀座通り～南銀座通りの歩行者動線
が大きく迂回することになるため、車両との交錯や利便性の低下を防ぐべく、
立体横断機能を導入します。

※イメージ図については、決まった
ものではありません。

立体横断機能導入のイメージ

立体横断機能の必要性
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流入動線

流出動線

自転車ネットワーク路線※2

◎歩きやすい歩行環境の形成に向けて、自転車については交通広場内には動線を
入れず、敷地の外縁部に自転車駐車場（駐輪場）を配置します。

◎一般車乗降場は、ＧＣＳ構想における駅前空間の取組内容「②広域交通結節点に相応
しい交通広場の再整備」に記載のとおり、駅前空間の外縁部に確保するとともに、
地下車路ネットワークの整備にあわせ、地下部にも確保します。
◎南銀座通りなどの周辺道路との接続方法、車両／歩行者動線、交通規制、一般車
乗降場（地下車路ネットワーク）との機能分担などは、利用状況や将来計画と整合
を図りながら検討していきます。

※イメージ図については、決まった
ものではありません。

※2「さいたま市自転車ネットワー
ク整備計画｣の対象路線

※イメージ図については、決まった
ものではありません。

自転車駐車場 ( 駐輪場 ) 配置のイメージ

一般車乗降場配置のイメージ

自転車利用環境の向上

6

一般車乗降場の配置

参考

6-2
構想実現案
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◎通勤、通学等の日常的利用における利便性向上や、大宮駅の広域交通結節拠点
としての機能向上を図るため、鉄道との乗換利便性の高い位置にバス乗降場を
配置
◎バス乗降場はまとまった用地が必要なことから、地上部への配置を基本として、
隣接する開発街区と公民連携により確保
◎タクシー利用者は、手荷物を持った人や高齢者、障がい者等 も想定されること
から、できるだけ駅に近く利用しやすい位置にタクシー乗り場を配置
◎限られた駅前空間を有効に活用する視点から、タクシープールは地下部への
配置も視野に検討

◎可変性のある交通広場、地下空間
の自由度を高めるため、タクシー
プールの地上化を検討
◎駅前をオープンな空間とするため、
景観の観点からバス・タクシー等
の区役所跡地等への交通機能分散
を図るべき

◎構想実現案第１案では、タクシープールを地下に配置しても地上交通広場の空間の
小規模化は難しく、駅前空間の有効活用につながりません。
　⇒タクシープールの地下化は採用しません
◎バス・タクシーの乗降場を駅前から離すと利便性が低くなります。また、交通
広場の景観性や利用方法への配慮が必要です。
　⇒乗降場は駅前に配置し、待機は交通広場への地上配置を含めた分散配置とします。
※ただし、公共施設再編等と合わせて、必要に応じて駅前以外の交通機能の在り方
との調整を図っていきます。

◎交通広場は「中地区を中心に活用
して交通広場を配置した案」を
もとに計画を具体化

比
較
検
討

・駅前の交通広場としての利便性
・民間街区の地下空間利用などの自由度
・将来を見据えた交通広場の可変性
・イベント時や災害時の地上広場利用の柔軟性

【分散配置検討の重要な視点】

交通機能の分散配置検討の基本的な考え方（案）

地下空間活用の考え方（案）

◎バス・タクシー乗降場：乗換利便性・利用者動線に配慮し、駅前に配置
◎バス・タクシー待機場：分散配置の検討対象

◎地下空間活用は最低限とし、地上空間や建物計画の支障とならないようにする。

交通機能に対する主な議論

交通機能配置の方向性

（仮称）ＧＣＳプラン（骨子案）

交通機能の分散配置等に関する検討の経緯
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南北通路 東武駅舎中央
連絡
通路

新東西
通路

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

公共的空間等
の検討エリア
公共的空間等
の検討エリア

東武駅舎東武駅舎

新東西
通路

南北通路
公共的空間等
の検討エリア
公共的空間等
の検討エリア

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

中央
連絡
通路平面図

断面図

地上改札口

橋上改札口

東武駅舎中央
連絡
通路

新東西
通路

南北通路
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

東武駅舎東武駅舎

新東西
通路

駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア
駅舎と駅ビル等
機能の検討エリア

中央
連絡
通路

平面図

断面図

地上改札口

橋上改札口橋上改札口

※イメージ図は東武地上改札口を
設ける場合です。

※イメージ図は東武大宮駅南進を
イメージしたものであり、公共
的空間等の検討エリアや、駅舎
と駅ビル等機能の検討エリアの
規模等を決めたものではあり
ません。

◎ＧＣＳ構想に位置づけられた「東西通路の整備に合わせた乗換改善」について、
東武大宮駅を南進する案について検討

◎やや南進して新東西通路に改札を設け、公共的空間等の検討エリアを創出す
る案（案①）と、大きく南進して中央連絡通路にも改札を設ける案（案②）
の 2 案を作成

◎公共的空間等の検討エリアの有効活用によって、限りある駅前空間において
自由度のある空間構成が可能なことから、案①をもとに計画を具体化

案 1

案 2

・東武駅南進：新東西通路のやや南側まで南進
・ホーム：２面３線　（ホームドア設置可能）
・改札口：２箇所（新東西通路・地上）

・東武駅南進：中央連絡通路の位置まで東武駅を南進
・ホーム：２面３線　（ホームドア設置可能）
・改札口：３箇所（中央連絡通路・新東西通路・地上）

東武大宮駅に関する検討経緯

6 参考

6-3 駅改良計画（素案）
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◎新東西通路の必要有効幅員については、歩行者交通量調査及び OD 調査結果
（2015 年（平成 27 年）10 月実施）を踏まえて、周辺の開発交通量などを見込
んだピーク時（通勤時間帯）の交通状況を想定して、自由歩行が可能なサービス
水準を確保できるような有効幅員を算出しました。

新東西通路の必要有効幅員は、アプローチの異なる以下の 2 パターンで検討し、
結果の妥当性を確認しました。

◎現況における中央通路のピーク時間（7 時台）を対象とし、新東西通路整備による
通勤時間帯のODのルートの変化（転換）や開発による交通量の増加を予測しました。

◎歩行者交通量調査結果をベースとして、新東西通路整備による利用ルートの分岐
を想定しました。

◎主に私事目的における歩行回遊の動きをシミュレーションにより予測しました。
（開発による交通量の増加も考慮しています。）
◎現況の動きをモデル構築し、ネットワーク等の変化による歩行回遊の変化を予
測しました。

〈パターン②により算定〉

〈結論〉

必要有効幅員：11 ～ 16ｍ

妥当性の確認

〈パターン①により算定〉
必要有効幅員：15ｍ

交通量（利用転換分）の算出

＜現在の鉄道利用者の転換＞ ＜開発に伴う利用者の増分＞

必要有効幅員の算出

交通量（開発増分）の算出

ピーク率

交通手段別分担率

発生集中交通量の算出
※大規模開発地区関連交通計画
マニュアル（H26.6）国土交通省中央通路から利用転換する OD・

転換割合の設定

現在の中央通路の利用状況（ピーク時）
（既往調査から交通量・OD を把握）

東口開発街区・西口再開発における
開発フレーム（用途・規模）設定

必要有効幅員として 15ｍ
（構造体の幅や側方余裕は除く）

パターン①　乗換改善

【パターン②】歩行回遊の視点

【パターン①】乗換改善の視点

新東西通路における必要有効幅員の算出手順
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・買物等の私事目的での利用、通勤通学での利用、乗換での利用が混在する 18 時台
をピーク時として設定（2020 年（令和２年）歩行者数カウント調査結果より）

・私事目的に関しては、2018 年（平成 30 年）東京都市圏パーソントリップ調査
から来訪者数を算出し、歩行回遊シミュレーション（「スマート・プランニング
実践の手引き」H30.9 国土交通省を参照）により歩行者数を推計

・通勤通学に関しては 2018 年（平成 30 年）東京都市圏パーソントリップ調査から
利用者数を算出、乗換に関しては 2015 年（平成 27 年）大都市交通センサス調査
から乗換客数を算出し、最短の経路を通行するように歩行者数を推計

・推計された歩行者数に対して、自由歩行のサービス水準を確保できるような有効幅
員を算出（「大規模開発地区関連交通計画マニュアル」H26.6 国土交通省を参照）

◎18 時台の歩行者数を歩行回遊シミュレーション等を用いて推計し、自由歩行が可能
なサービス水準を確保できるような有効幅員を算出しました。

私事目的来訪者数

歩行者数（私事目的）

必要有効幅員の算出

<私事 >

歩行者数（通勤、通学、乗換）

最短経路配分

<通勤・通学 > < 乗換客 >

平成 30 年度
パーソン

トリップ調査

平成 27 年度
大都市交通
センサス等

鉄道間
鉄道－バス間
乗換客数

通勤・通学
ＯＤトリップ

歩行回遊
シミュレーション

交通手段別分担率
ピーク率

東口開発街区・
西口再開発

開発フレーム設定

平成 30 年度
パーソン

トリップ調査

※スマート・プランニング実践の
手引き（H３０.９）国土交通省

必要有効幅員の算出手順

パターン②　歩行回遊

6 参考
6-3
駅改良計画（素案）
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※イメージ図については、決まった
ものではありません。

◎西口の回遊性を向上し、新たな顔づくりを進めるためには、道路上空だけでなく、
民間側と協力した一体的な整備が効率的です。
◎但し、まずはバリアフリールートを確保することとし、将来的な民間側の施設更
新状況を踏まえながら、段階的に新たな西口の顔づくりを進めることとします。

西口周辺まちづくりや施設の状況を踏まえて、官民協力のもと、ロの字型ネット
ワークや、新たな顔づくりに資する溜まり空間を整備します。

新東西通路の整備に合わせて、バリアフリールートを整備します。（西口南北通路は、
暫定的に JR 駅構内通路を活用します。）

STEP１のイメージ

STEP1

STEP2

エレベーターの新設により、バリア
フリールートを確保

西口南北通路は、将来的な JR駅舎
外での整備までの期間、暫定的に
JR 駅構内通路を活用

既存通路の補修・改良

安全で快適な歩行空間を確保

新東西通路の西口市街地との接続について
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本
線
シ
フ
ト
長

L=30.00

本
線
シ
フ
ト
長

L=30.00

右
折
車
線
長

L=80.00

右
折
車
線
長

L=98.00

左
折
車
線
長

L=90.00

ト
ン
ネ
ル
延
長
約
　
900m

⾞道
3.25ｍ×２

路肩
1.25ｍ

歩道
3.5ｍ

16.0ｍ

路肩
1.25ｍ

歩道
3.5ｍ

⾞道
3.25ｍ×２

路肩
0.75ｍ

路肩
0.75ｍ

11.5ｍ

取り付け部

⾞道 ⾞道
3.25ｍ

歩道
3.5ｍ

歩道
3.5ｍ

路肩
1.5ｍ

路肩
1.5ｍ

29.4ｍ

路肩
0.75ｍ

路肩
0.75ｍ

⾞道
3.25ｍ×２

路肩
0.5ｍ

路肩
0.5ｍ

9.6ｍ

1.05ｍ 1.05ｍ

11.4ｍ

※断面図とルート案は検討中
であり、決まったものでは
ありません。

【取り付け部】
現況の 16m から
29.4m へ拡幅が必要

【取り付け部】
現況の 16m から
29.4m へ拡幅が必要

◎地上部の２車線 16m に加え、地下に２車線のバイパス道路（自転車・歩行者の
利用を除く）
◎車道は交通量を踏まえ地上地下とも 3.25ｍ×2 車線
◎歩道は 3.5m（地上のみ　歩行者が多い場合の標準値）

◎地下車路ネットワーク下をトンネル
構造で通るため離隔が必要であり、
トンネルそのものが深くならざるを
得ません。
◎雨水貯留菅や高圧電力線などの地中
構造物との離隔も必要です。
◎取り付け部は 29.4m の幅員が必要
であり、新たな用地買収を行う必要
があるほか、既設の地下埋設物の切
り回しが必要です。

中山道（地下バイパス化）のルート案

中山道（地下バイパス化）の断面図

地上部

地下部

断面図　ルート案

整備課題

6

中山道（地下バイパス化）の計画案

参考

6-4 道路整備計画（案）
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⾞道
3.25ｍ×２

⾞道
3.25ｍ×２

中央
分離帯
2.0ｍ

⾃転⾞
⾛⾏空間
2.0ｍ

⾃転⾞
⾛⾏空間
2.0ｍ

歩道
3.5ｍ

歩道
3.5ｍ

植樹帯
1.5ｍ

植樹帯
1.5ｍ

29.0ｍ

※断面図とルート案は検討中
であり、決まったものでは
ありません。

◎現況の２車線道路から、４車線 29m へ拡幅
◎車道は交通量を踏まえ 3.25ｍ×4 車線、自転車通行帯を確保できるように路肩を
2.0m 確保
◎歩道は 3.5m（歩行者が多い場合の標準値）に加えて植樹帯 1.5m を確保

◎29mの幅員が必要であり、新たな用地買収が必要となります。
◎大栄橋区間は、事業性・機能性や整備に伴う支障等を十分に比較検討しながら整備
方法を決定する必要があります。どの案の整備方法についても課題を有しており、
さらなる精査が必要となります。

現大栄橋を現位置で
４車線道路に架け替え

現大栄橋は活かしつつ
近傍に２車線道路新設

現大栄橋近傍に
４車線道路を新設

△架け替えに伴い通
行止めあるいは仮橋
が必要

○現道を利用しながら
２車線道路を新設

△JR工場に大きく支障
が生じる

△JR工場に大きく支障
が生じる

△JR工場に大きく支障
が生じる

△現大栄橋の耐震補強
予定との調整が必要

〇現大栄橋の耐震補強
予定への影響なし

△現大栄橋の耐震補強
予定との調整が必要

◎現位置を中心に拡幅
分の用地買収・移転
補償が必要

〇橋梁区間は２車線道
路新設に伴う用地買
収・移転補償が必要

△橋梁区間は４車線道
路新設に伴う用地買
収・移転補償が必要

〇現道を利用しながら
４車線道路を新設

※現大栄橋の取扱いについては
今後協議（再利用又は撤去）

大宮岩槻線（４車線化）の断面図及びルート案

断面図　ルート案

考え方

事業性
機能性

JR工場への
支障度合い

耐震補強
との関係

用地・補償

相対的特徴
用地・補償：小
JR工場への支障：大
事業期間：長

用地・補償：中
JR工場への支障：大
事業期間：中

用地・補償：大
JR工場への支障：大
事業期間：中

ケース名 Ａ案 ( 架け替え４車線案 ) Ｂ案 ( 上り２車＋下り２車案 ) Ｃ案 ( 新設４車線案 )

大宮岩槻線４車線化に伴う大栄橋の整備方法の比較

鉄道上空であり工事に時間的制約あり施工ヤード空間確保が必要

整備課題

【大栄橋区間】
近傍に新設する場合の
ルート案

大宮岩槻線（4車線化）の計画案、ルート案

⑧産業道路
　交差点
⑧産業道路
　交差点

⑦堀之内
　交差点
⑦堀之内
　交差点

⑥氷川神社入口
　交差点
⑥氷川神社入口
　交差点

⑤宮町 2
　交差点
⑤宮町 2
　交差点

④大栄橋
　交差点
④大栄橋
　交差点

③大栄橋西
　交差点
③大栄橋西
　交差点

②第三地区入口
　交差点
②第三地区入口
　交差点①桜木町

　交差点
①桜木町
　交差点
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大宮駅 20km圏内
市町鉄道駅
大宮駅 20km圏内
市町鉄道路線

大宮駅着自動車・二輪車分担率
10%未満
10 - 20%
20 - 30%
30%以上

出発地からは自動車を利用し、途中で電車やバスなど公共機関に乗り換えて
目的地まで移動する方法

◎大宮駅周辺着の自動車・二輪車分担率をみると、東武アーバンパークラインの岩槻駅・
豊春駅・南桜井駅周辺等で自動車･二輪車分担率が 30%以上です。
◎鉄道利便性も高いこれらの駅周辺に駐車環境を整えることで、公共機関への利用
促進を図ることができると考えられます。

大宮駅
南桜井駅南桜井駅

豊春駅豊春駅

岩槻駅岩槻駅

マイカー以外の全ての交通手段による移動を 1 つのサービスと捉え、アプリ
等を用いて交通手段やルートの検索、運賃等の決済等をする方法

◎パークアンドライドやシェアサイクル等の施策を組み合わせ、使い分けることで、
道路混雑の緩和等が見込めます。
◎大都市型若しくは大都市近郊型に位置されると考えられるさいたま市では、多く
の事業者間での連携が必須であり、交通事業者等の民間事業者を中核とした取組
が想定されます。
◎全国各地の交通手段や、移動以外のサービス（病院・飲食店等）の予約・決済もワ
ンストップで行える可能性を有しているため、外出や旅行に対する抵抗感が低下し、
移動・交流意欲が高まることも期待されます。

出典：
第 6 回東京都市圏
PT 調査（H30 年）

出典：
国土交通省総合政策局公共
交通政策部「日本版MaaS
の実現に向けて」

・全ての人に
とっての移動
利便性の向上
・日常的な混雑
の緩和

大都市型

・人口：大
・人口密度：高
・交通体系
：鉄道主体

・ファースト／ラスト
マイルサービスの
充実
・特定条件下での局所
的な混雑の解消

大都市近郊型

・人口：大
・人口密度：高
・交通体系
：鉄道／自動車

・地域活性化に向け
た生活交通の利便
性向上
・域内の回遊性の
向上

地方都市型

・人口：中
・人口密度：中
・交通体系
：自動車主体

・生活交通の確保・
維持
・交通空白地での
交通網・物流網
の確保

地方郊外・
過疎地型

・人口：低
・人口密度：低
・交通体系
：自動車主体

・観光客の回遊
性の向上
・訪日外国人の
観光体験の拡大・
向上

観光地型

・人口：－
・人口密度：－
・交通体系：－

地域
特性

導入
目的

MaaS（複数の交通手段の組合せ）の地域特性ごとの取組

帰宅目的を除く大宮周辺着の自動車・二輪車分担率

6

各優先施策の検討状況について

参考

6-5 交通需要マネジメント（案）

MaaS

パークアンドライド

概要

概要
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①銀座通り

②住吉通り

③中山道～
　大宮中央通り北

④一の宮通り

⑤大宮停車場線

⑥大宮中央通り

⑦氷川緑道西通線

⑧南銀座通り

⑨南銀座通り～
　中山道間
⑩中山道～
　大宮中央通り南
⑪中山道～
　氷川緑道西通線間

441441

（台 /12h）

8989

186186

7171

115115

236236

166166

9595

9797

246246

8080

0 100 200 300 400 500

一定の地域内に複数配置されたサイクルポートにおいて自転車をシェア
（共有）し、必要なタイミングで自転車を利用できるシステム

◎さいたま市では、新たな都市の交通システムとして、シェアサイクルの普及を民
間事業者と連携して実施することの有効性及び課題を検証するための実証実験を
2019 年度より実施

◎自動車に過度に依存しない交通体系の実現を目指す一環として、自転車の安全かつ
快適な通行環境を計画的に整備するため、自転車ネットワーク路線や整備形態イメー
ジを示した計画を 2014 年度に策定

自動車に過度に依存しない環境づくりを目指した、世界各地で開催されて
いる社会啓発活動

◎さいたま市では、2007 年度から市民団体、企業、大学等が参加する実行委員会に
より、毎年 9 月頃に大宮駅西口周辺の一部道路を通行止めした PR イベントやおも
てなしオープンカフェ等を実施

◎本市を含む県内 6市 1町で「新たなモビリティサービスによる『まち』づくり協議会」
を 2019 年に設立し、広域的な新たなモビリティサービスの導入を目指し、MaaS
などの社会インフラとするまちづくりを検討している。

◎大宮駅東口の 12 時間累計
路上駐車数は約 1,800 台
であり、特に銀座通りや
中山道が多い状況です。
◎開発が進行すると荷捌き需
要の増加が懸念されるため、
集配の共同化等の施策が有効
です。

大宮駅東口における路上駐車台数 出典：
H26 物資流動調査

運送事業者がそれぞ
れ行っている集荷・
配送業務を共同化

することで物流の効率化を
図る施策

さいたま市における交通需要マネジメントの取組

概要

概要

概要

MaaS

カーフリーデー

自転車ネットワーク計画

シェアサイクル

集配の共同化
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※用地活用が検討されている市営
桜木駐車場は対象外として
います。

※用地活用が検討されている市営
桜木駐車場は対象外として
います。

◎人口 100 万人以上の標準駐
車場条例とさいたま市の附
置義務を比較すると、標準駐
車場条例と大差がありませ
ん。

◎川崎市や横浜市など、さいたま
市と同等の人口規模の都市で
附置義務条件が緩和されて
いる都市があることから、
事例を参考に原単位の見直し
を検討します。

◎都市再生緊急整備地区全体の既存駐車場ピーク時利用率※に着目すると、商業用途では
67%、事務所用途では 58% となっています。このことから計算上では、商業用途は
床面積 300m 2 に 1 台、事務所用途は 350m 2 に 1 台の駐車場があれば概ね充足する
ため、見直し案のベースとします。

◎交通手段分担率が類似しているエリアで分割し、それぞれのエリア内での駐車場ピーク
時利用台数※に対して見直し案での附置義務台数が見合っているかを確認します。

◎結果より、エリアごとに駐車需要が異なり、原単位を見直し案で一律に設定すると、
それぞれのエリアの実態に見合った設定ができません。原単位の設定は地区事業者等
との合意形成が必要であるため、検討組織の立ち上げ後深度化していきます。

出典：
各都市 HP

200/67%≒297m 2

他都市との原単位等の比較 さいたま市と同等の人口規模の原単位等

ピーク時利用率に着目した駐車場原単位の見直し検討

さいたま市の駐車場原単位見直し（案）

休日ピーク時利用率
（67%）

平日ピーク時利用率
（58%）

商業用途 事務所用途 商業・事務所以外

時間貸し、併用 全体（時間貸し、併用、専用、定期）

200/58%≒344m 2 200/58%≒344m 2

床面積 300m 2 に 1 台 床面積 350m 2 に 1 台 床面積 350m 2 に 1 台

曜日

分類
さいたま市附置義務条例

原単位（案）

使用ピーク率

床面積 200m 2 に 1 台

標準駐車場条例
札幌市
仙台市
横浜市
川崎市
広島市
名古屋市
京都市
大阪市
神戸市
福岡市
さいたま市

200
300
350
200
300
150
350
300
350
200
300
200

250
300
350
250
350
250
500
350
350
350
300
200

250
500
550
250
350
250
650
450
350
350
300
200

450
600
900
550
600
450
900
600
450
550
450
450

見直し案の附置義務台数とピーク時利用台数の比較（左：商業用途　右：事務所用途）

百貨店その他
の店舗用途に
供する部分
（単位 :m2）

事務所の用途
に供する部分
（単位 :m2）

特定用途（百貨店
その他店舗及び
事務所を除く）
（単位 :m2）

非特定用途
（単位 :m2）

隔地距離
（単位 :m）

駐車場原単位見直し案と大宮駅周辺の実態との整合確認

赤字 ： 駐車需要に見合っていない地区
青字 ： 駐車需要に見合っている地区

350
200
300
300
300
300

300
300

350
350

500

【見直し案】
商業 ： 300
事務所 ： 350　の場合

6

駐車場地域ルールの基本方針について

参考

6-5
交通需要
マネジメント（案） 【基本方針 1：駅周辺への交通流入を抑制する】



104

西口

東口

◎隔地距離を 400m とすると、東口・西口ともにおもてなし歩行エリアの重心から
エリア全体を隔地で補うことができるため、400m を見直し案とします。

おもてなし歩行エリア重心からの隔地距離

フリンジ（隔地）駐車場の整備イメージ

隔地距離見直しの検討
【基本方針 2：歩行者を優先した駐車環境をつくる】
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運運営者
（民間・公営企業等）

集約駐車場

新規附置義務対象
（集約駐車場から概ね〇

範囲内で提携）

出資・投資

土地購入
整備  新規附置義務対象施設

①新規附置義務施設整備の申請

計画区域内に新設予定の事業者
及び既存の附置義務対象施設

 その他小規模施設等

 一般駐車場  共同荷捌き

運営
収益

（仮）配置計画
運用事務局組織

③契約・提携

②審査・承認

：集約駐車場整備前

：集約駐車場整備後

凡　例

 4街区開発事業者

 既存附置義務対象施設
 その他対象施設新設予定者 等

◎開発街区から隔地・集約して駐車場を配置することにより、ターミナル街区内の
道路混雑の緩和や、安全で快適なおもてなし歩行エリアが形成可能です。
◎駐車場の出入口を集約することにより、歩行者の賑わいや街路景観の連続性の
確保が可能です。
◎集約駐車場の整備・運営方法等の事業スキームや計画区域内の附置義務駐車場
新設予定者等との連携協力体制等について検討します。

◎大宮駅周辺地区は都市再生緊急整備地域に指定されているため、都市再生駐車施設
配置制度を活用します。都市再生緊急整備協議会が、都市再生緊急整備地域内の
区域について、地域事情を勘案し、駐車場施設の種類ごとに適切な位置や規模で
配置する配置計画を作成します。
◎建築物単位でなく計画区域全体で、まちづくりと一体となる附置義務駐車施設の
整備が可能です。

集約駐車場の検討

集約駐車場の実施体制のイメージ

6 参考
6-5
交通需要
マネジメント（案）

【基本方針 3：まちづくりと一体となった整備・誘導を図る】
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作業ヤードの確保作業ヤードの確保作業ヤードの確保 作業ヤードの確保作業ヤードの確保作業ヤードの確保

エリア内移転エリア内移転エリア内移転

再開発に参加も可再開発に参加も可再開発に参加も可

新東西通路着手新東西通路着手新東西通路着手 新東西通路
工事中
新東西通路
工事中

新東西通路
工事中

東
武
大
宮
駅
改
良
着
手

東
武
大
宮
駅
改
良
着
手

東
武
大
宮
駅
改
良
着
手

西
地
区
再
開
発
着
手

西
地
区
再
開
発
着
手

西
地
区
再
開
発
着
手

移
転
先
完
成

移
転
先
完
成

移
転
先
完
成

南
北
通
路
着
手

南
北
通
路
着
手

南
北
通
路
着
手

作業ヤード撤去
交流広場着手
作業ヤード撤去
交流広場着手
作業ヤード撤去
交流広場着手

新東西通路完成新東西通路完成新東西通路完成

東
武
大
宮
駅
改
良
完
成

東
武
大
宮
駅
改
良
完
成

東
武
大
宮
駅
改
良
完
成

西
地
区
再
開
発
工
事
中

西
地
区
再
開
発
工
事
中

西
地
区
再
開
発
工
事
中

西
地
区
再
開
発
工
事
中

西
地
区
再
開
発
工
事
中

西
地
区
再
開
発
工
事
中

西
地
区
再
開
発
完
成

西
地
区
再
開
発
完
成

西
地
区
再
開
発
完
成

南
北
通
路
完
成

南
北
通
路
完
成

南
北
通
路
完
成

交流広場完成交流広場完成交流広場完成

駅
ステップ 1

駅
ステップ 3

駅
ステップ２

駅
ステップ４

◎新東西通路や交通・交流広場等の基盤整備が早期に実現できる事業展開
◎再開発事業においては、周辺の基盤整備の進捗を踏まえた開発時期に留意
◎店舗等の多い駅前であるため、仮設店舗の確保や直接移転が可能な事業展開に留意

※事業展開イメージについては、
決まったものではありません。

駅整備関連の事業展開

　新東西通路整備のためヤードを
確保、支障者を移転させる。再開
発に着手する。再開発に支障者が
参加することも可能

　移転先を完成させるとともに、
東武大宮駅改良、西地区再開発、
南北通路の整備に着手する。

　新東西通路、東武大宮駅、南北通路
が完成し、ヤードを撤去して、交流
広場の整備に着手する。

　西地区の再開発や交流広場が完成
することで、全体の完成となる。

【事業展開イメージ（例）】

基本的な考え方
6-6 事業展開

6 参考
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開発街区の事業展開

地下車路完成地下車路完成地下車路完成

中地区着手中地区着手中地区着手

大栄橋大栄橋大栄橋

駅前広場着手駅前広場着手駅前広場着手

中央通路着手中央通路着手中央通路着手

中
山
道

中
山
道

中
山
道

開発
ステップ２

地下車路着手地下車路着手地下車路着手

現駅前広場
機能移転
現駅前広場
機能移転
現駅前広場
機能移転

大栄橋大栄橋大栄橋
中
山
道

中
山
道

中
山
道

開発
ステップ 1

地下車路
延伸着手
地下車路
延伸着手
地下車路
延伸着手

暫定広場から
機能移転
暫定広場から
機能移転
暫定広場から
機能移転

地下車路
延伸完成
地下車路
延伸完成
地下車路
延伸完成

大栄橋大栄橋大栄橋

北地区完成北地区完成北地区完成

南地区完成南地区完成南地区完成

中
山
道

中
山
道

中
山
道

開発
ステップ 4

大栄橋大栄橋大栄橋

中地区完成中地区完成中地区完成

駅前広場完成駅前広場完成駅前広場完成

北地区着手北地区着手北地区着手

宮一地区完成宮一地区完成宮一地区完成宮一地区着手宮一地区着手宮一地区着手

南地区着手南地区着手南地区着手

中
山
道

中
山
道

中
山
道

中央通路完成中央通路完成中央通路完成

開発
ステップ３

　駅前広場機能を暫定広場に移転し、地下
車路の整備に着手する。
（※駅前広場機能の移転は工事の進捗に合
わせて、柔軟に対応）

　地下車路完成後、駅前広場、中央通路の
整備に着手、中地区の再開発も着手する。（※
地下車路完成前に中地区の再開発を一部着
手することは可能）

◎関係権利者の合意形成に配慮した事業展開の具体化
◎基盤施設の一体的な整備に配慮した事業区域の設定
◎開発街区や駅改良、基盤施設の調査・検討の深度化による、工事支障範囲や工事
期間の反映

　中地区、駅前広場、中央通路の完成により、
駅前広場機能を暫定広場から戻し、地下車
路の延伸、他の開発街区の再開発に着手

　地下車路の延伸、幹線道路等の整備が完
了するとともに、他の開発街区の再開発が
完成、全体の完成となる。

今後の検討課題
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PI （パブリック・インボルブメント） 公共事業や政策の意思決定において、住民の意見を広く取り込むこと。

ガレリア 屋根のある商店街や歩行者用の道路を示す。

フリンジ駐車場 市街地中心部への自家用車による乗り入れを抑制するために、市街地
縁辺部に配置する駐車場。

MaaS
（Mobility as a Service）

マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティを 1 つのサービスと
してとらえ、ICT を活用してシームレスにつなぐ新たな「移動」の概念。

東日本連携センター 東日本の「食」や「地域の産業」を中心に「ヒト・モノ・情報」が集結し、交流・
発信・活性化を促す地方創生の場。

スマートプランニング 個人単位の行動データをもとに、人の動きをシミュレーションし、施策
実施の効果を予測した上で、施設配置や空間形成、交通施策を検討する
計画手法。

リダンダンシー 自然災害等による障害発生時に、全体の機能不全につながらないように、
予めライフライン等を多重化したり、予備の手段が用意されている様な
性質。

ICT
（Information and Communication
 Technology）

情報通信技術を利用した情報や知識の共有・伝達といったコミュニケー
ションの重要性を伝える意味で IT よりも ICT の方が一般的に使われるよ
うになっている。

大宮 GCS プランにおける「デザイン」という用語につきましては、歩行
者の安全性や快適性の確保、まちの個性や人々の活動の創出、形態的・
視覚的美しさの向上等の観点から求められる機能を発揮できる空間を創
出する行為の総称として用いております。

都市ガスを燃料として、必要な場所で電気をつくり、同時に発生する熱
を冷房・暖房・給湯・蒸気などに利用できるシステム。東日本大震災以降、
エネルギー供給のあり方が見直され、防災性の観点からも分散型電源の
役割が重視されている。

インキュベーションセンター 起業や創業をするために活動する入居者を支援する施設。

ポケットローディング 配送トラックが路上で荷捌きを行うための小規模スペース。

デジタルサイネージ あらゆる場所（公共空間、交通機関等）でディスプレイなどの電子的な
表示機器を使って情報を発信するメディアを総称した言葉。

CCRC
（Continuing Care Retirement
  Community）

＊6

＊9

＊11

＊12

＊14

AI
（Artificial Intelligence）

「人工知能」と和訳され、コンピュータを使って、認識能力・学習能力・
抽象的思考能力・環境適応能力などを人工的に実現したもの。

＊5

パリ協定 2015 年（平成 27 年）にパリ郊外で開催された「国連気候変動枠組条約第
21回締約国会議（COP21）」で採択された国際条約（世界 196ヵ国が加盟）。
温室効果ガスの排出削減を行い、「産業革命以前と比較して気温上昇を 2
度未満に抑えること」を目標としている。

＊4

スーパー・メガリージョン リニア中央新幹線で三大都市圏（首都圏・中部圏・近畿圏）が結ばれる
ことにより形成される、世界最大級規模の経済都市圏。

＊3

セーフティバックアップシティ 災害時に首都圏の都市機能のバックアップ機能を有する都市

用語 説明ページ

＊2

＊17

＊18

デザイン＊21

CGS
（ｶﾞｽｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ）

＊20

＊19

＊15

スマートシティ 先端技術を用いて都市インフラ・サービスを効率的に管理・運営し、人々
の生活の質を高め、継続的な経済発展を目指す構想。

＊16

＊13

＊10

ウォーカブル推進都市 国土交通省が提言する「まちなかウォーカブル推進プログラム」に賛同
し、官民の連携により「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の実現に
向けた取り組みを進める都市。

＊8

＊7 仕事をリタイアした人が第二の人生を健康的に楽しむコミュニティと
して米国で生まれた概念。健康なうちに移り住み、アクティブな生活
を送るとともに、医療介護が必要となった場合には同所で継続的なケア
を受けることができる施設。

P18

P37

P43

P43

P45

P48

P49

P58

P49

P46

P43

P38

P25

P16

P16

P15

P14

SDGs
(Sustainable Development Goals)

持続可能な開発目標の略称。2015 年 9 月の国連サミットで採択され、国
連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げ
た目標。

＊1 P2

P48

P27

6-7 用語解説

6 参考
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（１）大宮グランドセントラルステーション推進会議設置要綱

（設置）
第１条　大宮駅グランドセントラルステーション化構想の策定等に関し、専門的知識を有
する者、事業者、各種団体の代表者等から意見を聴取するため、大宮グランドセントラ
ルステーション推進会議（以下、「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事項）
第２条　推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
（１）大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進に関すること。
（２）その他必要な事項。

（組織）
第３条　推進会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
（１）学識経験者
（２）関係行政機関に属する者
（３）鉄道事業者に属する者
（４）地元まちづくり団体に属する者
（５）市職員
（６）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者。
２ 上記に掲げる者以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
３ 委員の任期は、３年とする。
４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残留期間とする。
５ 第１項第２号から第５号までに掲げる委員に事故等があるときは、当該団体内におい
てその者の職務を代理し、又は補佐する者は、推進会議に出席し当該団体の意見を表
明できる。

（会長）
第４条　推進会議に会長を置く。
２ 会長は、委員の中から互選により選出する。
３ 会長は、推進会議を総理し、推進会議を代表する。
４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者が会長の職務を代理する。

（会議）
第５条　推進会議は、会長が招集する。
２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
３ 会議は、原則公開とする。

（部会）
第６条　推進会議の円滑な運営を図るため、推進会議に部会を設置することができる。
部会は、部会長及び部会員をもって構成し、必要に応じて会長が部会の設置及び部会員
を指名することができる。

（庶務）
第７条　推進会議及び部会の庶務は、さいたま市都市局都心整備部東日本交流拠点整備課
において処理する。

（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に
定める。
附　則
この要綱は、平成 28 年 8月 10 日より施行する。
附　則
この要綱は、平成 28 年 8月 23 日より施行する。

１．　大宮GCSプラン２０２０の検討経過



112



113

学識経験者 役職等 名前 備考

日本大学　理工学部土木工学科 特任教授 岸井　隆幸 会長

埼玉大学　大学院理工学研究科 教授 久保田　尚
会長職務代理　兼
基盤整備推進部会長

東京大学　工学部都市工学科 特任教授 窪田　亜矢 まちづくり推進部会長

地元まちづくり団体

大宮駅東口駅前南地区まちづくり推進協議会 会長 沖田　定男

大宮駅東口西地区まちづくり推進協議会 会長 栗原　俊明

大宮駅前大門町一丁目中地区市街地再開発準備組合 理事長 町田　宏遠

大宮駅東口北地区市街地再開発準備組合 理事長 齋藤　巌

鉄道事業者

総合企画本部
投資計画部 担当部長 齊藤　誠

大宮支社 総務部長 横尾　武士
【代理出席】
企画室長　金森　勇樹

東武鉄道株式会社
常務執行役員
鉄道事業本部長

吉野　利哉

埼玉新都市交通株式会社 代表取締役常務 渡邉　哲

関係行政機関

埼玉県 企画財政部 地域経営局長 石井　貴司

さいたま市 都市局長 長谷川　俊正

さいたま市 大宮区長 町田　孝良

デザインコーディネーター

一般社団法人アーバンデザインセンター大宮 センター長 工藤　和美
【代理出席】
副センター長　藤村　龍至

オブザーバー

国土交通省
(都市局 都市安全課)

都市安全対策官 奥田　謁夫

国土交通省
(関東地方整備局 建政部)

都市調整官 佐藤　学

独立行政法人　都市再生機構
(東日本都市再生本部 事業企画部)

担当部長 梅津　武弘

一般財団法人　民間都市開発推進機構
(まちづくり支援部）

第二課長 緑川　一郎

東日本旅客鉄道株式会社

１）大宮グランドセントラルステーション推進会議　委員名簿

（２）委員名簿
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学識経験者 役職等 名前 備考

埼玉大学　大学院理工学研究科

２）大宮ＧＣＳ推進会議合同部会　委員名簿

教授 久保田　尚 基盤整備推進部会長

東京大学　工学部都市工学科 教授 窪田　亜矢 まちづくり推進部会長

鉄道事業者

総合企画本部 投資計画部 課長
計画調整グループリーダー

松岡　恭弘

大宮支社 企画室長 金森　勇樹

経営企画本部　部長 渡辺　隆史

鉄道事業本部　計画管理部長 志村　健

鉄道事業本部　改良工事部長 矢野　哲郎

埼玉新都市交通 代表取締役常務 渡邉　哲

交通事業者

埼玉県乗用自動車協会 会長 小谷　彰治

埼玉県バス協会 専務理事 鶴岡　洋

東武バスウエスト 取締役運輸統括部長 大久保　雄二

国際興業 運輸事業部長 木部　康久

西武バス 運輸計画部　計画課長 新井　淳一

地元まちづくり団体

理事長 河野　見義

相談役 沖田　定男

会長 栗原　俊明

副会長 村上　隆子

理事長 町田　宏遠

副理事長 坂　仁視

理事長 齋藤　巌

専務理事 齋藤　隆

関係行政機関

埼玉県 企画財政部　交通政策課長 浪江　治

埼玉県警察本部 交通部　交通規制課長 市川　光浩

大宮警察署
交通課長 岡崎　剛

都市局　理事兼都市計画部長 土屋　愛自

都市局　都心整備部長 大嶋　武

建設局　土木部長 小泉　勉

大宮区　副区長 平野　和弘

デザインコーディネーター

オブザーバー

副センター長 藤村　龍至

副センター長 内田　奈芳美

埼玉県 産業労働部　観光課　主幹 磯　英樹

都市再生機構
東日本都市再生本部
事業企画部　部付

天野　昇

さいたま市

アーバンデザインセンター大宮

大宮駅東口西地区N街区まちづくり推進協議会

大宮駅前大門町一丁目中地区市街地再開発準備組合

大宮駅東口北地区市街地再開発準備組合

東日本旅客鉄道

東武鉄道

大宮駅東口南地区市街地再開発準備組合



115

（３）会議の開催状況

会議名称 開催⽇ 主な議題
1

第１回 ⼤宮グランドセントラル
ステーション推進会議 2016年8⽉25⽇ （１）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想について

（１）第１回 推進会議の概要について
（２）他都市の事例紹介
（３）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想整備⽅針（素案）について
（４）今後のスケジュール（案）について
（１）第２回 推進会議の概要について
（２）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想整備⽅針（案）について
（３）取り組み内容のイメージと部会の設置について
（１）両部会の検討項⽬と検討スケジュール（案）
（２）歩⾏者ネットワークについて
（３）駅前空間について
（１）歩⾏者ネットワークについて
（２）駅前空間について
（１）検討スケジュール（案）について
（２）歩⾏者ネットワークについて
（３）駅前空間について
（４）道路ネットワークについて
（５）駅機能について
（１）両部会の検討項⽬と検討スケジュールについて
（２）基盤整備推進部会の検討状況について
（３）都市機能について
（１）都市機能について
（２）歩⾏者ネットワークについて
（３）駅前空間について
（１）駅前空間（交通広場、交流空間）について
（２）市⺠意⾒の聴取について
（１）駅前空間（交通広場、交流空間）について
（２）道路ネットワークについて
（１）駅前空間（交通広場、交流空間）について
（２）都市機能について

12 第１回 オープン会議 2017年8⽉30⽇ （１）他都市の駅前空間事例の紹介
（２）グループディスカッション「⼤宮駅の駅前をどんな空間にしたいか」
（１）駅前空間（交通広場、交流空間）について
（２）道路ネットワークについて
（３）駅機能について
（１）両部会の報告について
（２）⼤宮駅東⼝のまちづくりの考え⽅（案）について
（３）歩⾏者ネットワーク、駅前空間について
（４）⼤宮駅GCS化構想 ⾻⼦案について
（１）第３回推進会議以降の検討状況の報告
（２）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想⾻⼦（案）について

（１）第４回⼤宮グランドセントラルステーション推進会議の振り返り
（２）第５回⼤宮グランドセントラルステーション推進会議の振り返り
（３）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想（案）の策定に向けた検討・

都市機能・歩⾏者ネットワーク・駅前空間・実現のための⽅策について
（１）第４回推進会議及び第６回まちづくり推進部会の報告
（２）第５回推進会議むけた検討テーマについて
（３）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想案の策定に向けた検討

（・駅前空間・歩⾏者ネットワーク・道路ネットワーク・駅機能）
（１）第６回まちづくり推進部会及び第８回基盤整備推進部会の振り返り
（２）⼤宮駅グランドグランドセントラルステーション化構想（案）について
（３）今後の検討の進め⽅について

19 第２回 オープン会議 2018年1⽉26⽇ （１）専⾨家レクチャー
（２）グループディスカッション「⼤宮の守るべき価値・創るべき価値」
（１）第８回基盤整備推進部会及び第７回まちづくり推進部会の振り返り
（２）⼤宮駅グランドステーション化構想（案）の策定に向けた検討

（・歩⾏者ネットワーク・駅前空間・道路ネットワーク・駅機能）
（３）今後の検討の進め⽅
（１）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想案について
（２）今後のスケジュールと検討体制について

22 第５回 ⼤宮グランドセントラル
ステーション推進会議 2018年3⽉22⽇ （１）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想案について

23 第３回 オープン会議 2018年3⽉26⽇ （１）オープンセッション ※第2回⾸都圏対流拠点シンポジウムと同時開催
（１）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想の策定について
（２）今年度の取り組みについて
（３）駅機能について
（４）開発街区改良案について
（１）⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想の策定
（２）検討項⽬とスケジュールについて
（３）構想実現案の作成に向けて

26 第１０回 まちづくり推進部会 2018年8⽉24⽇

（１）第６回⼤宮GCS推進会議について
（２）オープン会議について
（３）検討スケジュールについて
（４）ガイドライン素案の作成について
（５）⾏政改良案の作成について
（１）第６回⼤宮グランドセントラルステーション推進会議について
（２）第１０回まちづくり推進部会について
（３）道路ネットワークの検討状況について
（４）駅機能の検討状況について
（５）歩⾏者ネットワークについて
（６）駅前空間（交通広場・交流広場等）について
（７）⾏政改良案について
（１）道路整備計画の検討状況について
（２）交通需要マネジメント計画の検討状況について
（３）駅改良計画の検討状況について
（４）構想実現案に向けて
（５）駅前空間（交通広場・交流広場）について
（６）⾏政改良案について
（７）事業展開等について

2
第２回 ⼤宮グランドセントラル

ステーション推進会議
2016年10⽉31⽇

3
第３回 ⼤宮グランドセントラル

ステーション推進会議
2017年1⽉17⽇

6 第３回 基盤整備推進部会 2017年5⽉31⽇

7 第１回 まちづくり推進部会 2017年6⽉5⽇

4 第１回 基盤整備推進部会 2017年3⽉28⽇

5 第２回 基盤整備推進部会 2017年4⽉24⽇

10 第５回 基盤整備推進部会 2017年8⽉4⽇

11 第４回 まちづくり推進部会 2017年8⽉30⽇

8
第１回 合同部会
 第４回 基盤整備推進部会
 第２回 まちづくり推進部会

2017年7⽉4⽇

9 第３回 まちづくり推進部会 2017年7⽉27⽇

15 第４回 ⼤宮グランドセントラル
ステーション推進会議 2017年10⽉26⽇

16 第６回 まちづくり推進部会 2017年11⽉22⽇

13 第６回 基盤整備推進部会 2017年9⽉4⽇

14
第２回 合同部会
 第７回 基盤整備推進部会
 第５回 まちづくり推進部会

2017年10⽉4⽇

20 第９回 基盤整備推進部会 2018年2⽉2⽇

21 第３回 合同部会
 第１０回 基盤整備推進部会 2018年3⽉8⽇

17 第８回 基盤整備推進部会 2017年12⽉15⽇

18 第７回 まちづくり推進部会 2018年1⽉19⽇

27 第１２回 基盤整備推進部会 2018年8⽉29⽇

28 第１３回 基盤整備推進部会 2018年10⽉24⽇

24
第４回 合同部会
 第１１回 基盤整備推進部会
 第９回 まちづくり推進部会

2018年6⽉29⽇

25
第６回 ⼤宮グランドセントラル

ステーション推進会議
2018年7⽉17⽇



116

会議名称 開催⽇ 主な議題

29 第１１回 まちづくり推進部会 2018年10⽉25⽇
（１）ガイドライン素案の作成について
（２）⾏政改良案の作成について
（３）事業展開等について

30
第５回 合同部会
 第１４回 基盤整備推進部会
 第１２回 まちづくり推進部会

2018年11⽉8⽇
（１）個別の整備計画の検討状況について
（２）⾏政改良案について

（１）個別の整備計画の検討状況について
（２）⾏政改良案について
（１）第７回⼤宮グランドセントラルステーション推進会議について
（２）構想実現案について
（３）道路整備計画の検討状況について
（４）交通需要マネジメント計画の検討状況について
（５）駅改良計画の検討状況について
（６）事業展開等について

31 第１３回 まちづくり推進部会 2019年2⽉22⽇
（１）第７回⼤宮グランドセントラルステーション推進会議について
（２）構想実現案の作成について
（３）まちづくりガイドライン（素案）の作成について
（１）⼤宮グランドセントラルステーション化構想の実現に向けて
（２）（仮称）GCSプラン⾻⼦案について
（１）第７回⼤宮グランドセントラルステーション推進会議の振り返りと両部会

での検討内容について
（２）（仮称）GCSプラン⾻⼦（案）について
（１）（仮称）GCSプラン⾻⼦案のとりまとめ及びパブリック･コメントについて
（２）今年度の検討内容及びスケジュールについて
（３）まちづくりガイドラインの検討状況について
（４）個別整備計画の検討状況について

35 第１６回 まちづくり推進部会 2019年8⽉28⽇

（１）パブリック・コメントの実施結果について
（２）第7回合同部会について
（３）まちづくりガイドラインの検討状況について
（４）構想実現案の検討状況について
（５）各地区の検討状況について
（１）パブリック･コメント実施結果について
（２）第７回合同部会について
（３）まちづくりガイドラインの検討状況について
（４）個別整備計画の検討状況について

① 構想実現案について
② 駅改良計画について
③ 道路整備計画について
④ 交通需要マネジメント計画について
⑤ 歩⾏回遊モデルについて

（１）第16回まちづくり推進部会･第18回基盤整備推進部会について
（２）まちづくりガイドラインの検討状況について
（３）個別整備計画の検討状況について

（１）第８回推進会議の振り返りと部会等での検討内容について
（２）（仮称）ＧＣＳプラン（案）たたき台について

39 第１８回 まちづくり推進部会 2019年11⽉22⽇
（１）第８回合同部会・第９回推進会議について
（２）まちづくりガイドラインの検討状況について
（１）第８回合同部会･第９回推進会議について
（２）個別整備計画の検討状況について

① 構想実現案
② 駅改良計画
③ 道路整備計画
④ 交通需要マネジメント計画
⑤ 歩⾏回遊性の検証

（３）まちづくりガイドラインの検討状況について

41 第１９回 まちづくり推進部会 2020年1⽉30⽇ （１）第18回まちづくり推進部会について
（２）（仮称）ＧＣＳプラン（案）の検討状況について
（１）第20回基盤整備推進部会について
（２）（仮称）ＧＣＳプラン（案）の検討状況について
（１）第19回まちづくり推進部会･第21回基盤整備推進部会について
（２）（仮称）ＧＣＳプラン（案）について
（１）第９ 回推進会議の振り返りと部会等での検討内容 について
（２）（仮称）ＧＣＳプラン （案） について
（３）今後の検討体制 と進め⽅
（１）前回合同部会及び推進会議について
（２）パブリック・コメントの実施結果について
（３）デザイン調整ＷＧ及び各プロジェクトチームの検討課題と進め⽅について
（１）前回合同部会について
（２）デザイン調整ＷＧ及び各プロジェクトチームの検討状況について
（３）第11回推進会議への報告事項について
（４）今後の検討体制と進め⽅について
（１）前回推進会議の振り返りと部会等での検討内容について
（２）⼤宮ＧＣＳプラン２０２０（案）修正案について
（３）今後の検討体制と進め⽅について

2020年10⽉28⽇
第１０回 合同部会
 第２３回 基盤整備推進部会
 第２１回 まちづくり推進部会

45

第１１回 合同部会
 第２４回 基盤整備推進部会
 第２２回 まちづくり推進部会

2020年12⽉23⽇

2021年1⽉27⽇
第１１回 ⼤宮グランドセントラル

ステーション推進会議47

46

30 第１５回 基盤整備推進部会 2019年2⽉22⽇

32
第６回 合同部会
 第１６回 基盤整備推進部会

2019年3⽉8⽇

29
第７回 ⼤宮グランドセントラル

ステーション推進会議 2018年11⽉21⽇

36 第１８回 基盤整備推進部会 2019年8⽉29⽇

37
第８回 合同部会
 第１９回 基盤整備推進部会
 第１７回 まちづくり推進部会

2019年10⽉24⽇

33
第８回 ⼤宮グランドセントラル

ステーション推進会議
2019年3⽉20⽇

34
第７回 合同部会
 第１７回 基盤整備推進部会
 第１５回 まちづくり推進部会

2019年7⽉3⽇

42 第２１回 基盤整備推進部会 2020年2⽉3⽇

43
第９回 合同部会
 第２２回 基盤整備推進部会 2020年3⽉2⽇

38 第９回 ⼤宮グランドセントラル
ステーション推進会議 2019年11⽉14⽇

40 第２０回 基盤整備推進部会 2019年11⽉25⽇

第１０回 ⼤宮グランドセントラル
ステーション推進会議

44 2020年7⽉1⽇
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開催日時：2020 年 8 月 20 日／ 22 日
実施場所：大宮区役所２階 201・202 会議室
参加者数：28 名 (20 日木曜 )＋21 名 (22 日土曜 )
内容：１）GCS プラン２０２０の検討状況の共有・意見交換
　　　２）大宮駅周辺における重要ポイントの議論

（１）　第１回デザイン調整ワーキング

（２）　第２回デザイン調整ワーキング
開催日時：2020 年 9 月 26 日
実施場所：大宮区役所２階 201・202 会議室
参加者数：38 名
内容：１）前回の振り返りと検討課題
　　　２）構想実現案の検討経緯の説明
　　　３）構想実現案等の考え方に関するアイディア出しとスケッチワーク

（３）　第３回デザイン調整ワーキング
開催日時：2020 年 11 月 4 日
実施場所：大宮区役所６階 601・602 会議室
参加者数：37 名
内容：１）前回のデザイン調整ワーキングの振り返り
　　　２）まちづくりガイドラインの深度化方針の説明
　　　３）大宮駅周辺の公共空間のあり方についてフリーディスカッション

開催日時：2020 年 12 月１日
実施場所：大宮区役所会議室
参加者数： 32 名
内容：１）前回までのデザイン調整ワーキングの振り返り
　　　２）GCS プラン２０２０( 案 ) の深度化の説明
　　　３）フリーディスカッション

（４）　第４回デザイン調整ワーキング

２．　デザイン調整ワーキングの開催状況
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大宮GCS プラン２０２０（案）
さいたま市 都市局 都心整備部 東日本交流拠点整備課
【TEL】048－646－3281
【FAX】048－646－3292
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