
  



 

  



第２次岩槻まちづくりマスタープランの策定にあたって 

 

 
 平成１３年にさいたま市が誕生して 20 周年を迎えます。 

政令指定都市さいたま市として、様々な顔を持つ区の特性を 

生かしつつ魅力あるまちづくりの実現が求められています。 

岩槻駅周辺地区は古くから城下町として、また人形のまち 

として、歴史と文化にはぐくまれてきました。 

また、さいたま市における副都心の一つとして、区の商業・ 

業務機能など中心的役割を担っています。 

 

平成２４年に地域の自治会や商業者など、多く関係者の方々と共にまちづくりのあり方を検

討し「岩槻まちづくりマスタープラン」を策定、これまでも岩槻人形博物館やにぎわい交流館

いわつきの開館、岩槻駅舎の整備など数多くの施策を進めてきました。 

 この度、「岩槻まちづくりマスタープラン」の最終年度となる令和２年度において、これま

での取組を評価しつつ、これからのまちづくりの視点について庁内外の関係者からの意見を聞

き、取組の展開などを再検討し「第２次岩槻まちづくりマスタープラン」を策定いたしまし

た。 

  

今後も「城下町・人形のまちとしての歴史・文化が息づくふれあいのまち」を地域が目指す

姿として、引き続き市民の皆様とまちづくりを推進してまいりたいと考えております。昨今の

新型コロナウイルス感染症の世界的流行などにより、日々の暮らしの将来が見通しづらい状況

ではありますが、引き続き、より一層のご協力をお願い申し上げます。 

最後に本プランの策定にあたり、多大なるご尽力をいただきました「岩槻まちづくりマスタ

ープラン策定協議会」の委員の皆様、パブリック・コメント等を通じて貴重な意見をいただき

ました市民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和３年３月 
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1 章 はじめに 
１ 改訂の目的と背景 

さいたま市では、岩槻駅周辺地区のまちづくりの目指す姿や取組の方向性を示した「岩

槻まちづくりマスタープラン」（以下「1 次プラン」という。）を平成 24 年 11 月に策定

し、この 1 次プランが目指す姿を実現するための行動計画として、「岩槻まちづくりアク

ションプラン」を平成 26 年 3 月（第１期）、平成 30 年 3 月（第２期）に策定しまし

た。 

今回、1 次プランの目標年次が令和２年度までとなっていることから、1 次プランの取

組状況、社会情勢の変化等を踏まえ、新たな視点を加えた第２次岩槻まちづくりマスター

プラン（以下「２次プラン」という。）を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本プランは、「さいたま市総合振興計画」や「さいたま市都市計画マスタープラン」に

即するとともに、関連計画を踏まえて策定します。 
 

 
 

さいたま市総合振興計画（基本計画） 
令和 2 年度 

第２次岩槻まちづくり 
マスタープラン 

関連するその他の主な計画 
 さいたま市緑の基本計画（H19） 
 さいたま市都市景観形成基本計画（H19） 
 さいたま市産業振興ビジョン（R3） 
 さいたま市農業振興ビジョン 2021（R3） 
 さいたま市文化芸術都市創造計画（R3） 
 さいたま市総合都市交通体系マスタープラ

ン基本計画（さいたま SMART プラン）
（H29）          など 

浦和美園～岩槻地域 
成⾧・発展プラン（H30） 

さいたま市都市計画マスタープラン（H26） 

関連 

連携 
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３ 計画の対象区域 

計画の対象区域は、岩槻駅、岩槻区役所、岩槻人形博物館及びにぎわい交流館いわつ

き、岩槻城址公園を含む岩槻駅周辺区域（概ね以下の範囲）とし、取組によっては区域外

との連携を図るものとします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

計画期間は令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間としますが、社会経済情勢の動

向等に大きな変化があった時は適宜見直しに向けて検討します。 

 
 元

年 
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

 

1 次プラン 

 
2 次プラン策定 

 
2 次プラン期間 

            

岩槻区役所 

岩槻人形博物館 
にぎわい交流館いわつき 
 

岩槻城址公園 岩槻駅 
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２章 岩槻地区の現況 
１ 地区の位置づけ 

（１）立地の特性 

岩槻は、中世から鎌倉街道など主要道路と荒川（現在の元荒川）が交差する交通の要衝

として重視され、室町時代以降、城下町として発展し、江戸時代には日光御成道の宿場町

としても栄えた歴史のあるまちです。 

まちなかを東武アーバンパークライン（東武野田線）が東西に延び、岩槻駅、東岩槻駅

の 2 駅と大宮駅とを結ぶ、区民の重要な足となっています。また、現在、地下鉄 7 号線

の延伸促進への取組が行われており、南北方向の新しい軸の形成が期待されています。 

市街地は鉄道沿線にまとまっており、全体的には住宅地を中心としていますが、人形店

の並ぶ商店街、伝統ある寺社や岩槻城址等の歴史的・文化的資源、各種公共施設など、

様々な魅力と機能が集まっており、個性ある拠点となっています。 
 

（２）上位計画・関連計画の位置づけ 

１）総合振興計画（基本計画）（令和 2 年度策定（計画期間:令和 3 ～12 年度）） 

さいたま市総合振興計画の将来都市構造では、岩槻駅周辺は「副都心」として位置づ

け、岩槻区のまちづくりの基本的な考え方については、以下のとおり定めています。 

 

①岩槻区の将来像 

自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち 

岩槻区には豊かな緑と水辺、⾧い歴史を持つ神社仏閣、城下町や人形のまちとして

の地域文化など、多彩な魅力があります。安心して心豊かな生活を送ることのできる

まちの実現を基本に、これらの魅力を守り、生かしながら、農業や商工業、観光など

産業面での新しい展開も促し、住んでいる人、訪れる人が岩槻のよさを共感できるま

ちづくりを進めます。 

 

②まちづくりのポイント 

◇多世代の参加と交流による、区民主役のまちづくり 

◇地域資源を生かした、魅力の向上とにぎわいを創出するまちづくり 

◇生活環境の整った、安全・安心で暮らしやすいまちづくり 
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２）都市計画マスタープラン（平成 26 年度策定（目標年次:2030 年）） 

さいたま市都市計画マスタープランにおいて、地域別における岩槻区のまちづくりの基

本的な考え方は以下のとおりです。 

①岩槻区の将来像 

自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち 

②まちづくりの基本的な考え方 

 歴史・文化を生かした、にぎわいと

魅力ある拠点づくり 

 交通基盤が充実し、交流や連携を育

むまちづくり 

 生活基盤が整った安全で暮らしやす

いまちづくり 

 身近な自然と共生するまちづくり 
 

 

３）浦和美園～岩槻地域成⾧・発展プラン（平成 30 年度策定（目標年次 2022 年）） 

浦和美園～岩槻地域成⾧・発展プラ

ンでは、さいたま市の東部地域の目指

すまちづくりの目標を「東部地域のま

ちづくりを推進し、多核ネットワーク

の形成を目指す」としています。 

また、岩槻駅周辺地区におけるまち

づくりの方向性は、以下のように位置

づけています。 

 
城下町や人形のまちとしての歴史・文化が息づく、ふれあい・おもてなしのまちの創出 
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２ 地区の現況 

（１）人形文化 

人形文化の拠点施設として岩槻人形博物館が令和２年２

月に開館し、「人形のまち」として認知度が更に高まるこ

とが期待されます。 

区内では、「人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり」「人形

のまち岩槻流しびな」、ジャンボひな段などで有名な「人形

のまち 岩槻まつり」や「岩槻人形供養祭」など、年間を通

して様々な人形に関する催しものが開催されています。 

しかし、節句人形・雛人形の生産額は、全国的にも、岩槻

区でも減少しており、全国の生産額に占める岩槻区のシェア

も低下しています。 

また、市内の人形関連の従業者数及び事業所数は時代とともに減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：さいたま市統計書（令和元年版） 

   工業統計調査（平成 15～29 年）、経済センサス（平成 23 年、平成 27 年）より作成 

【人形製造業従業者数・事業所数の推移】 

岩槻人形博物館 

おひなさまパレード 

350 
319 

265 249 252 
228 209 

159 
203 

161 
124 

153 
130 140 142 

40 

35 

31 30 
28 

23 
20 

17 
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15 
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H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
0

50
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200

250

300

350

400

従業者数 事業所数

単位:人 単位:箇所

22,429 22,752 
21,248 21,992 21,469 20,609 

9,433 9,271 8,976 9,379 
8,068 

7,139 

1,753 1,536 1,735 1,703 1,437 1,345 

7.8 

6.8 

8.2 
7.7 

6.7 6.5 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（％）（百万円）

全国 埼玉県 岩槻区 全国における岩槻区のシェア

【節句人形・雛人形生産額の推移】 

出典：さいたま市統計書（令和元年版） 

   工業統計調査（平成 24～29 年）、経済センサス（平成 27 年） より作成 
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（２）歴史・文化 

岩槻区内には、国指定や国登録の文化財が多く、とくに国登録有形文化財の件数は、さ

いたま市内の約半数近くを岩槻区が占めています。 

これらの歴史的な資源について、さらに保全・活用していく取組が求められています。 
 

    
 国指定 

文化財  
県指定 
文化財 

市指定 
文化財 

国登録 
有形文化財 合計 

市全体 10 76 441 13 540 

岩槻区 2 6 35 6 49 

岩槻区 
占有率 

20% 7.9% 7.9% 46% 9.1% 

 

 

  

 国指定 
文化財 

県指定 
文化財 

市指定 
文化財 

国登録 
有形文化財 合計 

平成 23 2 7 33 1 43 

令和２年 2 6 35 6 49 

■国登録有形文化財（岩槻区） 

・東玉大正館（旧中井銀行岩槻支店） 

・岩槻郷土資料館（旧岩槻警察署本庁舎・附属庁舎及び演武場）  

・旧岩槻警察署附属掲示場  

・⾧谷川家住宅旧店蔵及び主屋  

・⾧谷川家住宅文庫蔵  

・加藤家住宅主屋  

【岩槻区内所在指定文化財件数内訳（令和２年８月現在）】 

出典：さいたま市内指定・登録文化財一覧（令和 2 年 8 月）さいたま市ホームページより作成 

岩槻郷土資料館 旧岩槻警察署附属掲示場 
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（３）観光 

岩槻区内には、城下町、宿場町などの歴史的資源や、岩槻人形などの文化的資源があ

り、それらの歴史・文化にまつわる多様な祭り等が年間を通じて行なわれています。 

区内在住者が岩槻の魅力に接する機会が増えるとともに、市外から来街者が来る機会も

徐々に増加しています。 

【区内の主な祭り等】 
日 程 名   称 場  所 

4 月上旬 岩槻城址公園桜まつり 岩槻城址公園 

7 月上旬 朝顔市 岩槻駅東口クレセントモール 

8 月下旬 人形のまち岩槻まつり 
岩槻人形博物館駐車場、岩槻
駅東口周辺、市宿通り周辺 

9 月中旬 
古式土俵入り 

篠岡八幡大神社 

10 月下旬 神明社 

10 月中旬 岩槻やまぶきまつり 岩槻文化公園 

11 月 3 日 岩槻人形供養祭 岩槻城址公園 

11 月 3 日 

城下町岩槻鷹狩り行列 
市宿のいち 

ふれあいフェスタ 
いわつきひなマルシェ など同時開催 

岩槻駅東口・久保宿通り・市

宿通りなど複数の会場で開催 

2 月下旬 
～3 月上旬 

人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり 岩槻駅東口周辺 ほか 

人形のまち岩槻 総合文化芸術祭 
岩槻駅東口コミュニティセン
ター 

人形のまち岩槻 流しびな 岩槻城址公園 

  

通り名のサイン 城下町岩槻鷹狩り行列 人形供養祭 
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（４）交流 

令和 2 年 2 月に「にぎわい交流館いわつき」が開館し、岩槻の新たな拠点として、区

内外の人々の交流の場となっています。 

岩槻ならではの五節句の取組が広がり、各種イベントや祭りに合わせた催しものが人気

を博しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

五節句とは： 

「節句」とは季節の節目に親戚などが集まって、無病息災、豊作、子孫繁栄などを願う行事で
す。岩槻区内では、七夕の節句は旧暦の８月に竹を使った流しそうめん、重陽の節句は同じく旧
暦の１０月に「後の雛」としてイベントを行っています。 

 「人日の節句」：１月７日 七草の節句  「上巳の節句」：３月３日 桃の節句 
 「端午の節句」：５月５日 菖蒲の節句  「七夕の節句」：７月７日 笹竹の節句 
 「重陽の節句」：９月９日 菊の節句 

市宿縁日水かけ広場 

愛宕神社「大雛壇飾り」 五節句イベントでの体験 ふれあいフェスタ 

にぎわい交流館いわつき 
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（５）産業 

商業統計調査によると、岩槻区全体では小売り業の売り場面積が減少傾向にあります

が、販売額は増加しています。 

農業に関しては、さいたま市内の経営耕地面積の約４割が岩槻区内にあり、さいたま市

の農業の中心的存在です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区内の農家数は減少傾向にありますが、近年、ヨーロッパ野菜の栽培が盛んになり、売

上を伸ばしています。しかし、区内には、ヨーロッパ野菜の販売店や食材に利用している

飲食店はまだ少なく、認知度が低い状況です。 

 
 

 

 

 

 

 

ｚ 

 

 

 

 

  

※（H7 を 100 として算出） 

出典：さいたま市統計書（令和元年版） 

   農林業センサス  より作成 
出典：さいたま市統計書（令和元年版） 

   農林業センサス  より作成 

出典：経済センサス（平成 24 年、平成 28 年） 

   商業統計調査（平成 19 年、平成 26 年） 

   さいたま市の商業（平成 19 年～平成 28 年） より作成 
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【小売動向（岩槻区全体）】 

【農家数の推移】 【さいたま市内の経営耕地面積の割合】 
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4,252 
3,728 

1,626 1,453 1,367 1,275 1,133 

100.0 
91.4 

85.1 
77.5 

68.0 
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89.4 
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69.7 
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H7 H12 H17 H22 H27

（％）（軒）

さいたま市 岩槻区 さいたま市（H7=100） 岩槻区（H7＝100）

西区:17%

北区:2%

大宮区:1%

見沼区:17%

中央区:1%

桜区:5%

浦和区:0%南区:2%

緑区:16%

岩槻区:39%

※平成 27 年 2 月 1 日現在 
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（６）くらし 

近年の岩槻区の人口は 11 万 2 千人前後でほぼ横ばい状況にありますが、岩槻地区のみ

をみると増加傾向にあったものが、平成 30 年から令和２年に減少に転じています。 

駅周辺の年齢別（3 区分）の増減率をみると、大規模開発のあった西口側の一部地域な

どで子どもから高齢者まで著しい増加が認められますが、全体として、生産年齢や高齢者

人口は減少している地域が多く、特に駅東口周辺では高齢者人口の著しい減少が認められ

ます。一方で、東口・西口とも子どもが増加している地域が多いことも認められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【年齢（3 区分）の増減率 （「100」を基準とし、100 以下は減少、100 以上は増加）】 

H17・H27 年 子ども(０～14 歳未満）増減率 

H17・H27 年 高齢者(65 歳以上）増減率 

※「岩槻地区」は、

以下の町丁を指す。 

太田１～３丁目、仲

町 １･ ２丁目 、西 町

１･２･５丁目、本町

１～６丁目、本丸１･

３丁目、東町１･２丁

目、加倉１･２丁目 

出典：埼玉県町（丁）字別人口調査（令和 2 年）より作成 

H17・H27 年 生産年齢人口増減率 

出典：国勢調査（平成 17 年・平成 27 年）より作成 

111,658 112,026 112,260 111,157 111,879 111,946 
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H18 H21 H24 H27 H30 R2

（人）（人）

岩槻区 岩槻地区

【人口の推移】 
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市内 10 区の昼間人口比率をみると、100 を超えるのは、大宮区、浦和区、岩槻区の３

区であり、岩槻区では平成 22 年から 27 年で 0.8％増加しています。 

市民意識調査によると、住みやすさの評価は増減を繰り返していますが、平成２６年度

からは上昇傾向にあります。令和２年度市民意識調査は、定住意向は 9 割近くを占め、市

内他区の中で最も多い数値となっています。 
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昼間人口 夜間人口

44.6

45.5

46.5

43.8

39.2

39.8

46.5

37.4

46.7

46.9

40.1

38.2

40.4

40.7

42.6

42.6

40.1

46.9

40.4

42.2

13.6

13.8

11.7

13.1

17.2

15.9

11.2

15.0

11.1

9.5

1.1 

0.6 

0.4 

0.9 
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1.7 

0.2 

0.9 
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0.6 
1.8 

0.9 

1.5 

0.5 

2.2 

0.5 

0.9 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西 区（177）

北 区（325）

大宮区（230）

見沼区（329）

中央区（204）

桜 区（176）

浦和区（357）

南 区（414）

緑 区（225）

岩槻区（211）

ずっと住み続けたい 当分の間住み続けたい いずれは転居したい

すぐにでも転居したい 無回答

出典：さいたま市市民意識調査（令和 2 年度）より作成 

出典：国勢調査（平成 22 年、平成 27 年）より作成 

【住みやすさと定住意向の推移（岩槻区）】 
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（％） 住みやすい（計） 定住意向

【昼夜間人口】 
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（７）まちなかの取組 

道路及び沿道建築、敷地の一部に岩槻にふさわしいまちなみを誘導していく岩槻歴史街

道事業など、歴史的・文化的資源等について、市民と行政が協働で保全・活用の検討を進

めています。 

また、イベントの際に休憩や飲食・物販を提供する「ちょっと市」や「ひな市」の取組

や、店先での食べ物の販売などの場を設けるなど、民間主導の取組も始まっていますが、

定着・拡大が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）駅・交通環境 

岩槻駅舎の改修に伴い自由通路が完成し、東西の行き来がスムーズになりました。 

東武アーバンパークラインの急行運転の実施などにより、平成 23 年度に比べると駅の

利用者数が増加しています。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

※埼玉県内鉄道路線別・駅別  利用者数（1 日平均） 

まちかど雛めぐりに合わせて開催された「ちょっと市」 イベント時に合わせた店先での販売 

岩槻駅東西自由通路 

岩槻駅舎 

裏小路の将来のイメージパース 

36,736 
37,109 

36,348 

34,908 34,714 
35,386 

36,130 

35,349 
35,848 35,921 

36,915 37,052 36,935 

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

38,000
（人）

ゼロックス事業所閉鎖

サティの撤退

駅西口にマンション・

スーパーなどが建設

自由通路完成

急行運航開始

【岩槻駅乗降客数】 

出典：埼玉県公共交通関係データ集（平成 19 年～平成 31 年度）より作成 



13 

 

３ 岩槻地区の現況のまとめ 
雛めぐりや五節句など、人形や歴史に係る様々な取組が進められてくると同時に、岩槻

人形博物館、にぎわい交流館いわつきなどが整備されてきました。 

しかし、岩槻の顔とも言える人形製造業や農業などでは、事業所数・農家数ともに減少

傾向にあります。原因として、売り上げの減少の他にも、後継者不足など人材の確保がう

まくできていない様子も伺えました。 

岩槻駅西口等、マンション建設や宅地開発が行われた一部の地域では、人口が増えてい

るものの、駅周辺、特に東口では生産年齢層、高齢者ともに減少している地域が多く、地

域の担い手が不足していることが伺えます。 

定住意向は、市内他区に比べると少し低くなっていますが、住みやすさ、暮らしやすさ

の評価は徐々に改善しています。 

人口減少局面にある国内において、微増ではあるものの人口が増加傾向にあることは、

好ましい状態と言えますが、今後も⾧く住み続けたい・働きつづけたい地域と評価されて

いくためには、まちなかで買い物や食事を楽しむことができる、安全で安心な居心地のよ

いまちにしていくことが重要になると考えます。 
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３章 これまでの取組の評価とこれからのまちづくりの視点 
１ これまでの取組の評価 

（１）1 次プランの取組の評価 

１次プランでは、将来像実現のための取組の方向性を「観光機能の強化」として、他の

観光都市との比較の中で検証した以下の５つの機能強化に取り組んできました。 
「来る」機能（交通機能） 

「知る」機能（情報発信機能） 

「巡る」機能（回遊機能） 

「楽しむ」機能（体験・交流機能） 

「休む」機能（観光支援機能） 

ここでは、５つの機能ごとに掲げられた取組の評価結果について整理します。取組が完

了したものについては「達成」、今後も取組を続けていくものについては「継続」と表記

しました。 
 

１）「来る」機能の強化 

①検証結果 

ア）来訪アクセス性の向上（鉄道でのアクセス）「継続」 

岩槻駅舎の改修に伴い、駅の橋上化、エレベーター・エスカレーターの整備、西

口及び東西自由通路の開設が行われ、急行の停車駅になり、大宮方面、春日部方面

からのアクセスや駅西口へのアクセス、高齢者や障害者のアクセスが向上しまし

た。 

地下鉄 7 号線延伸については、浦和美園～岩槻地域成⾧・発展プランに位置付

けた各種方策を推進しました。 

イ）観光駐車場の適切な配置（大型バス駐車場の確保）「継続」 

バス・車でのアクセスについて、都市計画道路である「岩槻中央通り線」の整備

が進められ、車でのアクセスが向上しました。 

大型バスをはじめとする観光駐車場については、十分に配置されていません。 

②今後の課題等 

地下鉄７号線延伸については、鉄道事業者による事業着手に向け、課題の解決に

取り組むとともに、「浦和美園～岩槻地域成⾧・発展プラン」に基づき、各種方策

を推進します。 

大型バスをはじめとする観光駐車場については既存スペースの活用等を含めて検

討が必要と考えます。 
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２）「知る」機能の強化 

①検証結果 

ア）まちの資源・魅力の PR「継続」 

観光マップやガイドブック、ツイッター、地場産品の紹介など、岩槻を訪れた

人々へ魅力を伝える案内を充実しました。 

イ）誘導サインの適切な配置「達成」 

駅などから訪れる人々を時の鐘や岩槻藩遷喬館などへ案内するための案内板や木

製の観光案内サインを設置しました。また、木製サインの一部は、地元の高等学校

の生徒による書を彫り込んでいます。 

ウ）観光案内の充実「達成」 

観光案内所が設置され、人形のまち、歴史ある城下町である岩槻を訪れる方の案

内窓口として、さいたま市全域の様々な観光イベント等の情報発信を行っていま

す。 

②今後の課題等 

岩槻を訪れた人々へ魅力を伝えるためにも、さらなる案内サイン等の充実に取り

組むとともに、岩槻を知ってもらうための PR 方法の検討が必要と考えます。 

 

３）「巡る」機能の強化 

①検証結果 

ア）回遊空間の整備（ストーリー性のある回遊ルートの設定など）「継続」 

「岩槻散策マップ」を作成し、その他にも「岩槻区健康ウォーキングコース」、

「人形のまち・城下町岩槻ルート」などを設定しました。 

安全対策等については、次項の歴史・文化的な景観・修景の整備と合わせて行っ

ています。 

イ）歴史・文化的景観・修景の整備「継続」 

「岩槻歴史街道事業」のうち、裏小路において先行して取組を行い、「裏小路ま

ちなみづくりの指針」を策定し、指針に沿ったまちなみづくりを進めています。 

ウ）まちなか回遊ツールの導入「継続」 

平成 30 年 11 月より、新たな都市の交通システムとしてのシェアサイクルの普

及に向け、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

「シェアサイクル普及事業実証実験」を実施しています。 
②今後の課題等 

回遊ルートの設定やルートの整備を進めるための指針、回遊ツールであるシェア

サイクルが導入され、今後は、歴史・文化的景観整備の指針の効果的な運用方法

や、観光客及び障害の有無や年齢、性別にかかわらずすべての人も気軽に地元を楽

しめる安全安心な歩行環境の確保、新たな回遊ツールの検討が必要と考えます。 
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４）「楽しむ」機能の強化 

①検証結果 

ア）歴史的・文化的資源の周辺整備「継続」 

「岩槻遷喬館保存活用」及び「時の鐘等整備」の取組の中で、岩槻藩遷喬館や時

の鐘の保存、修理を行っています。 

イ）体験・交流施設の充実「達成」 

「岩槻人形博物館」及び「にぎわい交流館いわつき」の開館により、人形文化に

関しての学びや体験の場が整備されました。 

また、愛宕神社大雛段飾り、人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり、人形のまち岩

槻 流しびななどのイベントも充実しています。 

ウ）観光付加価値の創出「継続」 

地元住民等と協働し、岩槻ならではの人形文化、城下町の文化を生かしたオリジ

ナルの「食・お土産作り企画」を行っています。 

②今後の課題等 

重要なポイントである岩槻藩遷喬館や時の鐘周辺整備は具体的な整備計画の検討

や観光の場、憩いの場としての付加価値を高める活用の検討が必要です。 

行政が主体となった、体験・交流施設（岩槻人形博物館及びにぎわい交流館いわ

つき）が整備されたので、今後は公民連携による、地元住民も楽しめる具体的な仕

組みづくりの検討も必要と考えます。 

 

５）「休む」機能の強化 

①検証結果 

ア）休憩スポットの整備「継続」 

計画区域内である岩槻駅～岩槻人形博物館～岩槻城址公園について、にぎわい交

流館いわつきにトイレや休憩スペースが設置されました。 

イ）休憩施設の整備「達成」 

令和 2 年 2 月の岩槻人形博物館の開館と同時に、「にぎわい交流館いわつき」

が開館しました。 

同施設では、岩槻区産の農産物を生かしたメニューを提供するカフェ・レストラ

ン、憩いの場やミーティングスペースとして利用可能なコミュニティゾーン、それ

らと一体的に活用できる屋外テラスなどが整備されました。 

②今後の課題等 

行政が主体となった施設の整備は完了しましたが、今後は、民間事業者や地元団

体が主体となり、まちなかにカフェやレストラン等をはじめ、市民が気軽に立ち寄

り休憩・食事・交流などができる場を増やしていく仕組みづくりが必要と考えま

す。 
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（２）取組の評価のまとめ 

1 次プランで掲げた取組のうち、駅舎、人形博物館、にぎわい交流館など拠点的施設の

整備は達成しました。 

しかし、観光の魅力を高めるためには、まちなかに点在する施設やこれを結ぶ線にあた

るハードの景観整備など地域資源の質の向上や、新たなプログラムや商品の開発などソフ

ト部分の取組について、当初事業は実施したものも含めて、今後も継続的に取り組んでい

く必要があります。 
 

 主な取組内容 取組の展開 結果 

来
る 

来訪アクセス性の向上 
岩槻駅舎の改修 達成 

地下鉄 7 号線延伸促進 継続 

観光駐車場の適正な配置 大型バスをはじめとした観光駐車場
の確保 継続 

知
る 

まちの資源・魅力の PR 観光マップや情報誌等の発行 継続 

誘導サインの適切な配置 サイン計画の作成 達成 

観光案内の充実 観光案内所の設置 達成 

巡
る 

回遊空間の整備 ストーリー性のある回遊ルートの設
定等 継続 

歴史・文化的景観・修景の整備 景観形成（歴史の小径の整備等） 継続 

まちなか回遊ツールの導入 レンタサイクルシステムの導入等 継続 

楽
し
む 

歴史的・文化的資源の周辺整備 時の鐘等の周辺整備方策検討 継続 

観光拠点の整備 観光交流機能の整備検討 達成 

体験・交流施設の充実 岩槻人形博物館及びにぎわい交流館
いわつきの整備 達成 

イベントスペースの整備 まつり広場等整備 達成 

観光付加価値の創出 物産品等の開発 継続 

休
む 

休憩スポットの整備 ベンチやトイレの適切な配置 継続 

休憩施設の整備 観光拠点内への休憩施設整備 達成 
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２ これからのまちづくりの視点 
時代の大きな転換期を迎えた今、今後のまちづくりにも大きな変化が求められていま

す。また、技術革新など社会環境もめまぐるしく変化を続けており、これからの岩槻区の

変化を見据えてまちづくりの方向性や施策を考えていくことが必要となっています。 

そこで、2 次プランの検討に際して、考慮すべきまちづくりの視点を整理しました。 

 

（１）社会環境の変化 

 SDGs 

 Sustainable Development Goals の略で、持続可能な開発目標。平成 13
（2001）年に策定されたミレニアム開発目標（Millennium Development 
Goals:MDGs）の後継として、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択さ
れた国際目標です。 

 「誰一人として取り残さない（No one will be left behind）」持続可能で多様性
と包摂性のある社会を実現し、豊かで活力ある未来をつくるため、令和 12
（2030）年までに達成すべき 17 のゴール等を設定しています。 

 さいたま市は、「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」等の取組を
通じて本市のブランド価値向上と、ビジネスチャンス・雇用の拡大を図る提案
を行い、令和元年 7 月に、国から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。 
 

 働き方改革 

 少ない労働人口の中でも効率的に経済を回すことや、いくつになっても働き続
けられるよう、少子化対策や社会福祉制度もあわせて、次のような新しい働き
方が検討、導入され始めています。 

○ 残業を伴う⾧時間勤務の削減による労働生産性の向上 

○ IT やクラウド環境を利用しオフィス以外で仕事ができる多様な就労環境の創出 

○ 定年延⾧など高齢者雇用制度の変更や、育児中の女性の就業環境改善による労

働参加促進 

まちづくり

の視点
社会環境の変化

事業環境の変化

技術革新

都市環境の変化

暮らし方の変化
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（２）事業環境の変化 

 生産年齢人口減少、人手不足 

 少子・高齢化により生産年齢人口が減少し、従業員の確保ができない人手不足
も顕在化しており、これによる事業の継続を断念する例も増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：さいたま市人口ビジョン(平成 27 年 11 月）生産年齢人口の将来予測 

 

 事業承継の形態の多様化 

 後継者の不在による商店や事業所の閉鎖も課題となっています。住居兼店舗な
どでは、店舗の譲渡や貸し出しが難しく、結果としてシャッター商店街などに
つながることも起きています。 

 第三者機関が仲立ちすることで、家族・親族などではない新しい担い手への譲
渡や貸し出しなども始まっています。 
 

 通販市場の拡大 

 通販市場はこの 10 年間で約
２倍に伸びており、今後もさ
らに伸びる様相を見せていま
す。家計消費額が横ばいの
中、商店で買い物をせずに、
インターネットで買い物をす
る人がますます増えていくこ
とと推察されています。 

 移動の時間や、自ら物を運ぶ
手間が要らないため、同様の
商品を扱う店舗にとっては大
きな脅威となっています。 
 

（千万円） 

出典：電子商取引に関する市場調査（経済産業省） 
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 インバウンド対応 

 訪日外国人旅行客は、年々増加しており、2018 年度には３千万人を超えていま
す。 

 日本の歴史・文化に触れたい外国人旅行客も増加するものと考えられ、これら
の外国人への対応も欠かせないものとなってきました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

（３）技術革新 

 ＡＩ、Iot 

 ＡＩや Iot の発達は、社会の様々な仕組みを変えていく可能性があります。 
 商店においては電子決済がますます増加すると思われます。生産現場において

も、機械化はますます進展し、雇用の形態も変化していくものと考えられま
す。 
 

 交通システムの変革・MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス) 

 ＡＩや Iot の発達と、交通機関そのものの技術革新により、交通システムも大き
な変化が訪れ、デマンド交通の増加、バスなどの自動運転化なども導入されて
いくことと推察されています。 

 また、機器の発達などにより、パーソナルモビリティの普及も予測されていま
す。 

 

（４）都市環境の変化 

 空き家、空洞化、スポンジ現象 

 全国各地で、空き家の増加が社会問題となっています。 
 「平成 25 年住宅・土地統計調査」（総務省統計局）では、空き家数は 820 万戸

で全国の住戸の 13.5％を占め、過去最高となりました。 
 空き家の増加は、防災、衛生、景観など様々な面でまちに悪影響を及ぼしま

す。 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（人）

（年度）

【訪日外客数】 

出典：訪日外客数 2003 年～2019 年（日本政府観光局）より作成 
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出典：内閣府経済諮問会議資料 空き家の推移 2033 

 リノベーション 

 建物の大規模改修を意味する言葉ですが、近年では、民間のまちづくり会社が
主導するかたちで、補助金に頼らずに遊休不動産をリノベーションし、再生す
ることで都市型産業の集積を行い、新しいまちのコンテンツ（産業）を生み出
し、雇用などを創出する取組を「リノベーションまちづくり」と言い、各地で
取組が始まっています。 

 

 ウォーカブルシティ 

 国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指す「まち
なかウォーカブル推進プログラム」を推進しています。 

 さいたま市においても、2019 年 8 月に「ウォーカブル推進都市」に登録してい
ます。 

 

 エリアマネジメント 

 内閣府においては平成 28 年に、「特定のエリアを単位に、民間が主体となっ
て、まちづくりや地域経営(マネジメント)を積極的に行おうという取組」をエリ
アマネジメントと位置付けました。 

 行政主体のインフラ整備や、個別の事業者による開発事業と異なり、多様な関
係者が参加し、賑わいの創出、ブランド化などを推進する取組が各地で始まっ
ています。 

 

（５）暮らし方の変化 

 プレイスメイキング 

 1960 年代にアメリカで提唱された、あらゆる住環境において居心地の良い心的
価値をつくり、生活の質を高める場所づくりの概念です。 
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 パブリックスペースでもプレイスメイキングを活用することで、都市環境と生
活の質を向上させるという点が期待され、日本でもそのような場が次々に生ま
れています。 
 

 サードプレイスへのニーズ 

 カフェや公園など、自宅や職場とは異なる心地のよい第 3 の居場所を指す言葉
として用いられています。 

 自宅や学校、会社だけでなく、自分自身の居場所だけでなく、新たな交流や人
間関係をはぐくむ場としてもニーズが高まっています。 

 

 感染症に備えた生活様式・社会様式 

 これからの世界は、新型コロナウイルス等新たな感染症等が拡大する懸念を常
に抱えているといわれており、人類は、感染症拡大防止に備えた新たな生活様
式を実践するとともに、まちの構造や産業振興においても、これらを前提とし
た展開が求められるようになりました。 
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３ 上位関連計画における将来像や目標像 
これからのまちづくりを進めるに際しては、上位・関連計画との整合を図っていくこと

が必要です。 

岩槻のまちづくりに関わる上位・関連計画における岩槻区の将来像やまちづくりの考え

方は、下表のとおりとなり、いずれの計画においても、キーワードとして「歴史」「文

化」が登場し、さらにその背景として「城下町」「人形」が使われています。 

 

上位関連計画における位置づけ 自然 歴史 文化 城下町 人形 

◆さいたま市総合振興計画 
＜岩槻区の将来像＞ 
 自然と歴史、文化を守り育て、楽しむまち 

〇 〇 〇 △ △ 

◆さいたま市都市計画マスタープラン 
＜岩槻駅周辺地区の目標像＞ 
 城下町や宿場町、人形のまちとして培った
歴史・文化を感じさせる副都心の形成を目指
します 

 〇 〇 〇 〇 

◆浦和美園～岩槻地域成⾧・発展プラン 
＜岩槻駅周辺地区のまちづくりの方向性＞ 
 城下町や人形のまちとしての歴史・文化が 
息づく、ふれあい・おもてなしのまちの創出 

 〇 〇 〇 〇 

△：将来像の説明文に記載がある 

 

岩槻におけるまちづくりコンセプトは 1 次プランでも掲げられた「歴史」と「文化」は

欠かせないものであり、また、その実現のための要素として「城下町」と「人形」も重要

であることがわかります。 

これらのことから、2 次プランにおける、まちづくりのコンセプトは、1 次プランで掲

げたコンセプトを引き継ぎ、目指す姿に「人形のまち」を含めることが望ましいと考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一次プラン コンセプト 「歴史・文化」 

     目指す姿  城下町の歴史・文化が息づくふれあいのまち 

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 

浦和美園～岩槻地域成⾧・発展プラン 

二次プラン コンセプト 「歴史・文化」 
     目指す姿  城下町・人形のまちとしての 

歴史・文化が息づくふれあいのまち 
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４ まちづくりの視点 
まちづくりの方針を定めるために、これまでの取組の評価や、策定協議会でのご意見、

近年の社会環境・経済環境の変化等から、これからのまちづくりに必要な視点とキーワー

ドを整理しました。 

2 次プランにおいては、1 次プランで重点的に進めてきた観光によるまちづくりを進め

るための基盤整備の成果を生かし、事業環境の改善や、暮らしの魅力や利便性の向上につ

なげていく取組が重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

【2 次プランにおいて考慮すべきこと】 

 まちなかで多くの時を過ごす来街者を増やすために、観光拠点の充実にあわせて、ま

ちなみづくりなど地域資源の質の向上や、新たなプログラムや商品の開発を進め、観

光の魅力を高めること。 

 日常的な交流やにぎわいが生まれるように、在住者、在学者、在勤者が、まちなかで

食事や買い物などを楽しむ居心地の良い環境を増やしていくこと。 

 事業者や区民の定着・定住を促進するために、事業環境の改善、暮らしの魅力や利便

性の向上、安全安心な環境づくりなど、地域内の充実にむけた取組を進めること。 

 少子高齢化、将来の人口減少の中で、地域の担い手や事業の後継者づくり、まちなみ

の維持継承を実現するため、新たな人材の発掘や育成に取り組むこと。 

 将来も持続していくために、環境や人にもやさしい、住みやすい、住み続けたい持続

可能なまちづくりを目指し、新たな技術の活用や産学官民の連携など、岩槻ならでは

の新たな仕組みを導入し、事業者や区民の参画のもとに進めていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの 
取組の評価 

（ｐ14～17） 

策定協議会 
でのご意見 

（ｐ61～62） 

社会・経済の 
変化 

（ｐ18～22） 

岩槻地区の 
現況と課題 

（ｐ３～13） 

2 次プランにおける「まちづくりの視点」 

○ 観光の魅力向上 

○ 生活の魅力向上（岩槻で過ごすライフスタイルの充実） 

○ 多様な主体の交流・連携の向上 
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 また、これらを取組の展開を定めていく上で、盛り込むべきキーワードについて、次表の

とおり整理しました。 

 

キーワード 概要 

観光 1 次プランの成果を生かし、さらなる観光振興の取組を進めること。 

交流 人と人、産業（事業者）、地域間の交流を促進すること。 

多様な主体の参加 区民や事業者など多様な主体が地域の取組を進めること。 

継承 担い手が減少する中で、歴史・文化を継承し、事業継承を図ること。 

くらし 地域の活性化のために、住民のくらしを充実すること。 

にぎわい 来街者等の増加を、地域の経済の活性化につなげること。 

地域資源 持続可能なまちづくりのために、地域資源を大切にすること。 

まちなみ 岩槻らしさのあるまちなみをつくること。 

産学官民連携 公共、区民や事業者、大学等の持つ資源や能力をそれぞれ連携して生か
すこと。 

産業振興 まちなかの事業所、区内の産業の振興をはかること。 

安全・安心 安全と安心の確保、住みやすい、住み続けたいまちをつくること。 
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４章 まちづくりのコンセプトと方針 
１ まちづくりのコンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 将来の岩槻のまちのイメージ ― 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

まちづくりのコンセプト 

地域が 
目指す姿 

城下町・人形のまちとしての 
歴史・文化が息づくふれあいのまち 

「岩槻っていいよね」と関心を持つ来街者や、岩槻のまちに誇りを持つ住民や働く
人々が、岩槻のまちなかで食事・買い物・学び・会話など多様なライフスタイルを
楽しみながら過ごすことのできるまち 

歴史を感じるまちなみ

やビジュアル 

住民にも来街者にも

居心地の良い空間 

安心・安全・快適

な道路・沿道環境 

岩槻の食や文化を楽し

む「市
いち

」や「お祭り」 

歴史・文化や人形にふ

れるイベント等 住む人・働く人が食事や

買い物を楽しむ姿 

城下町を感じる訪れる人の憩いの場 
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２ まちづくりの方針 
将来のまちのイメージの実現に向けて、まちづくりのキーワードを基に「まちづくりの

方針」を以下のように設定します。 

 

方針１:岩槻の魅力を高める地域資源の保全・活用 

 城下町・宿場町として古い歴史を持つ岩槻には多くの歴史的・文化的資源があ

りますが、保全・活用はあまり進んでいません。 

 また、交通の利便性や首都圏の立地の良さから、区内には数多くの事業所があ

ります。特徴的な製品を生み出している事業所も少なくなく、このような事業

所も地域の資源と考えることができます。 

 岩槻ならではのまちづくりを進めるために、このような貴重な地域資源の保

全・活用を進め、磨きをかけながら継承していくことで、地域の魅力を高めて

いきます。 

 

方針２:岩槻に潤いとにぎわいを生む産業・交流の推進 

 岩槻のまちのにぎわいを取り戻すためには、来街者に加えて、住む人・働く人

の交流機会を増やし、地域内での消費活動を高めていくことが必要です。 

 「岩槻人形博物館」や「にぎわい交流館いわつき」など新たな資源だけでな

く、既存の地域資源のさらなる活用により、観光のさらなる活性化を図りま

す。 

 様々な交流の場を増やしていくことで、事業者やコミュニティのマッチングを

活性化し、新たな価値の創造につなげます。 

 

方針３:岩槻の未来を創る地域力の発掘・育成 

 これからのまちづくりには、住民、事業者、地域の様々な組織など社会の構成

員が、地域づくりに取り組む「地域の力」が必要です。 

 地域の力を高め、安全・安心で居心地の良いまちづくりにつなげます。 

 地域の活性化、価値向上に持続的に取り組んでいく地域の力を高めるために、

事業者や区民の参画を推進するとともに、人材の発掘と育成に取り組みます。 
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５章 まちづくりの取組 
1 次プランでは、観光促進・観光基盤の整備に焦点をあて、主に来街者の視点から取組の

テーマとして「来る・知る・巡る・楽しむ・休む」を定めていました。 

2 次プランにおいては、多様な主体が自ら取組を継続・発展させていくため、まちづくり

に関わる主体の視点から取組テーマを定めることとしました。 

それぞれの取組が有機的につながり持続的に発展していくよう、戦略的にまちづくりを進

めるための手順として「みがく」・「つなぐ」・「つくる」・「たのしむ」・「はぐくむ」

を取組のテーマに定め、それぞれの取組を整理しました。 

【みがく】 

岩槻には歴史的・文化的資源が数多くありますが、まだ、保全や活用が十分に図られてい

るとはいえない状況にあります。岩槻のアイデンティティを確立していくために、まずは

個々の資源への理解を深め、大切に扱い「みがく」ことで資源の魅力を高め、地域への思い

を深めていくことを取組の第一歩とします。 

 

【つなぐ】 

次に、地域の魅力を高めるために、資源と資源、地域と地域、人と人を「つなぐ」ハード

とソフトの充実に取り組みます。 

資源や地域をつなぐことで、魅力に厚み・深みが生み出され、新たな組み合わせはイノベ

ーションのきっかけにもなります。 

 

【つくる】 

このつながりを生かして、岩槻ならではの特産品や地域を巡るストーリー、新たな居場所

などの新たな価値を「つくり」出します。 

また、まちなかの資源を生かす新しい仕組み・仕掛けをつくります。 

 

【たのしむ】 

そして、来街者のみならず住民も、新たな価値を｢たのしむ｣ことができる機会や場を増や

していきます。 

地域の多様な主体が、「たのしみ」ながら自らの地域を「みがき」、磨いたものを「つな

げ」、つながりを生かして価値を「つくり」出し、そこで生まれたものを自分たちも「たの

しみ」、来街者にも「たのしみ」を提供し、消費行動にもつなげます。 
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「たのしく」成果が出ることで、新たな人が集まり、さらなる取組（みがく・つくる・た

のしむ）につなげ好循環を生み出します。 

 

【はぐくむ】 

この取組の好循環の中で、人材や組織を「はぐくみ」、まちづくりの取組を広げていきま

す。 

この好循環を継続していくために、多世代が参加し次世代を育てる機会を設けるととも

に、地域全体で考え・取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１次プランでは、訪れた人を誘導するためのサイン計画や裏小路のまちなみづくり

の指針の策定などを進めてきました。 

近年の観光まちづくりでは、地域住民自らが、地域資源について知り、その貴重さ

に気づき、大切に守り、活用していくことで、結果として、来街者にとっても魅力的

な地域として評価されています。 

岩槻の歴史や文化にこだわり、地域資源への関心を高め、資源をみがきあげていく

ことが必要です。 

２次プランでは、新しい世代とともに地域資源を掘り起こし、みがきあげていくこ

とに取り組みます。特に、地域のシンボルである資源の魅力を高めていくために、景

観整備や周辺環境の整備などに、地域が積極的に取り組んでいくこととします。 

魅力向上による評価の高まりは、区民の関心、岩槻のアイデンティティを高め、地

域への愛着や誇りの醸成にもつながっていくことが期待できます。 

みがく 1 次プランとのつながり:知る・楽しむ 

多様な主体の参加により、取組の環が広がり、まちもひともはぐくまれていきます 
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１次プランでは、外から人が訪れやすくなるように、来る機能、特に交通機能の強

化や、観光に訪れた人にむけて既存の資源を巡る回遊ルートの設定などを進めてきま

した。 

岩槻に来ていただくためには、岩槻を知ってもらうことが必要です。情報があふれ

る現代社会においては、いかに情報の発信力を高めて、情報を届け、知ってもらうか

が大切になります。岩槻を知ってもらう、意識してくれる人を増やし、関係人口を増

やすことが活性化につながります。 

また、２次プランでも、地域を巡るための回遊ルートや移動手段の充実にも引き続

き努めます。 

さらに、交通だけではなく、これまで以上に情報の発信力とアクセス性を高めると

ともに、資源と資源、地域と地域、人と人との「つながり」を増やしていきます。 

つなぐ １次プランとのつながり:来る・巡る 

1 次プランでは、主要な資源を軸に、ストーリー性のある回遊ルートの設定や物産

品の開発等に取り組んできました。 

岩槻人形博物館やにぎわい交流館いわつきといった拠点施設を活用し、2 次プラン

では文化・歴史資源だけでなく、農業や工業、商業など岩槻ならではの多様な産業や

人材なども貴重な地域資源ととらえ、岩槻独自のブランド、オリジナルな価値を作り

出します。 

地域独自のブランドとして、新たな特産品の開発や地域をつなぐストーリーの創

出、人のつながりが生む新たなコミュニティなどをつくることで地域の魅力を高めま

す。 
 

つくる １次プランとのつながり:知る・楽しむ・来る 
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１次プランでは、訪れた人たちが、地域全体で楽しみ体験できるようなソフトの開

発などに取組んできました。 

人が楽しそうに取り組んでいるところに人が集まり、交流が生まれ、楽しみがある

ことで⾧続きもします。 

2 次プランにおいては、まちづくりを楽しむ場、機会を創出し、その取組から生ま

れたまちを、来街者や区民みんなに楽しんでもらえるようにしていきます。 

住んでいる人も、訪れた人も楽しめる場や、仕組みを増やしていくことで、まちづ

くりに関わる人を増やし、厚みをもたせていきます。 
 

たのしむ １次プランとのつながり:来る・巡る・楽しむ・休む 

１次プランでは、市民と行政の協働、市民の参画を掲げてきました。 

まちづくりの取組を一過性にせず、つなげていくためには、個人の力だけではな

く、多様な人をまきこみながら、みんなで考え、みんなでつくる機会を増やしていく

ことが大切です。 

２次プランでは、市民と行政の協働に加えて、産学官民の連携や、多様化するニー

ズに対応するためにまちづくりに関わる人を育て、人材や仕組みを育てていきます。 

多様な人をまきこみながら、自立性を高め、みんなで考え、みんなでつくる機会を

増やしていくことで、まちづくりの取組を一過性にせず、つなげていきます。 

「みがく・つなぐ・つくる・たのしむ」のサイクルを回すことで、まちの魅力を高

めるとともに、人材を育みます。 
 

はぐくむ １次プランとのつながり:人・組織・まちづくりのリーダー 



32 

 

１ みがく                              

（１）まちなみづくり 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランに掲げた「岩槻歴史街道事業」に基づき、歴史街道整備の基本方針を定

め、先行的に、裏小路のまちなみづくりの指針のとりまとめを行い、沿道住民への周

知と理解の醸成、参加の機会づくりに努めてきました。 

また、岩槻城三ノ丸跡地に立地し、「城」をイメージさせる外観デザインを有する

岩槻本丸公民館・岩槻温水プールを景観重要建造物に指定しました。 

さらに、令和２年度には、周辺の歴史風土を反映した外観デザインを有する岩槻人

形博物館を景観重要建造物に指定しました。 

 

２）今後取り組むべき課題 

観光の受け入れ機能が整備されていく一方で、区域内にある資源の保全・活用が十

分には進んでいないことが課題です。 

城下町･人形のまちとしての歴史や文化をテーマにまちづくりを進める中では、こ

れらの歴史や文化を感じるまちなみづくりはとても重要です。 

これまで、岩槻歴史街道事業で「裏小路まちなみづくりの指針」の作成などに取り

組んできました。 

 

３）取組の方向性 

歴史的なまちなみづくりは、家屋や垣根、塀や屋外広告物などが関わることから、

行政による取組だけではなく、沿道にお住まいの方や事業を営まれている方々の理解

と取組への参画を推進していくことが必要です。 

個人の住宅や店舗など、軒先などのまちなみづくりの機運を高め、賛同者・参加者

を増やしていくためのきっかけとなる仕掛けを展開します。 
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４）取組の展開 

A 歴史的なまちなみづくり 

 歴史の小径の整備の推進 

○ 岩槻藩遷喬館と時の鐘を結ぶ裏小路など、歴史的な

風情を感じる建物が点在している小径においては、

まちなみと調和したみちづくりを目指します。 

 

○ 歴史・文化的な景観・修景づくりを進める小径で

は、景観的にも歩行性にも優れた空間づくりに努め

ます。 

 

 行政と市民が協働で進める歴史的・文化的資源と調和した

まちなみづくりの推進 

○ 歴史的、文化的資源と調和したまちなみを目指し、

行政と市民が協働で進めるまちなみづくりを進めま

す。 

 

 

 

B 店舗や住宅の軒先の活用 

 店舗や住宅等の軒先を活用したまちなみづくりの推進 

○ 商店街で暖簾やフラッグなどを統一する、商店や

住宅の軒先での緑化を進めるなど、区民や事業者

が主体で取り組む活動や、多様な人々が協力・参

加ができる活動など、まちなみづくりの取組を進

めるための新たな仕組みを導入します。 

  

裏小路 

市宿通り 

統一感のある建物意匠 
（参考）松山ロープウェー商店街 
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（２）地域資源の魅力向上 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは「知る」機能の強化として「まちの資源・魅力のＰＲ」や、「楽し

む」機能の強化として歴史的・文化的資源の周辺整備に取り組んできました。 

ＰＲでは、観光マップや情報誌等の発行、観光案内所などが設置されました。 

令和 2 年 2 月 22 日には、岩槻人形博物館、にぎわい交流館いわつきが開館し、魅

力発信の拠点ができました。 

一方で、岩槻藩遷喬館や時の鐘の周辺整備は進みませんでした。 

 

２）今後取り組むべき課題 
岩槻には、地域の歴史や文化にこだわりを持って活動されているサークルや市民団

体が少なくありませんが、岩槻の魅力や個々の資源の情報について、市民が広く認識

しているわけではありません。 

多くの市民が、地域資源について知識を深め、その魅力を掘り下げることで、情報

に厚みや奥行きを生み、これを知った方々の「行ってみたい、知りたい、見たい、ま

た来たい」といった気持ちを喚起していくことが望まれます。 

また、岩槻藩遷喬館や時の鐘やなどのシンボル的な資源の周辺整備などを進めてい

くことが求められています。 

 

３）取組の方向性 
また、このような魅力発信の基礎を厚く広げていくために、地域のマップづくり

や、これを活用したイベントなどを通して、地域で様々な情報を掘り出し、知識を深

め、地域の魅力を掘り下げる学びや気づきの場を増やしていきます。 

岩槻藩遷喬館や時の鐘などの主要な地域資源については、まちなみづくりの核とし

て発信していけるように、保全と活用を図ります。 
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４）取組の展開 

A 岩槻の魅力再発見 

 歴史的な地域資源の発掘・保全活用 

○ 保存に必要な維持管理及び修理等、郷土の歴史・文

化を普及啓発するための事業の充実や、市民及び来

訪者が楽しめるプログラム等の充実を図ります。 

 

 人形文化を生かした事業の展開 

○ 岩槻らしさのある人形のまち岩槻まちかど雛めぐり

やひな市の定期的な開催を進め、交流人口の増加を

図ります。 

 

 岩槻五節句の推進 

○ 五節句の活動を、にぎわい交流館いわつきなどと連

携して開催し、区内外へ五節句の取組を広く発信し

ていきます。 

 

 城下町岩槻の魅力向上 

○ 城下町岩槻鷹狩り行列等をはじめ、「城下町岩槻」

をイメージしたイベント等を推進すると共に岩槻の

魅力を広く情報発信していきます。 

 

 

 

 

B 主要な地域資源の周辺環境整備 

 岩槻藩遷喬館や時の鐘等の周辺の整備の推進 

○ 岩槻藩遷喬館や時の鐘などの主要な歴史・文化資源

に関しては、資源自体の存在感を高めるとともに、

資源が顕在化するよう、周辺環境整備やイメージ・

景観づくりを含めた、歴史・文化資源の周辺整備の

方策を検討します。 
  

時の鐘 

岩槻郷土資料館 

ひな市 

五節句のイベント 

城下町岩槻鷹狩り行列 
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２ つなぐ 

（１）地域をつなぐ交通環境の向上 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは、「来る」機能の強化として、来訪アクセス性の向上や観光駐車場

の適正な配置に取り組み、岩槻駅舎の改修は実現し、地下鉄７号線の延伸促進に向け

た取組を進めているところです。岩槻には、多くの資源が点在していることから、資

源を巡る動機付けと移動手段が求められています。また、来街者の利便性と、住み続

けたい地域の魅力としても移動環境の充実は欠かせないものとなります。 

 

２）今後取り組むべき課題 
近年、バスを利用した団体で拠点間をめぐる観光のスタイルから、歩いたり自転車

などで拠点間のまちの風景なども楽しみながらゆっくりとした移動を楽しむ観光ま

で、消費者のニーズも多様化しています。このようなニーズの変化、新しい生活様式

に対応した、新たな環境を整えていくことが必要です。 

また、歴史的まちなみ環境の整備が進められる裏小路においても、自動車が数多く

行き交い、歩行者は肩身の狭い思いをしています。居心地が良く歩きたくなるまちづ

くりが求められています。 

 

３）取組の方向性 
まちなかの回遊を促進するために、居心地が良く歩きたくなるまちなかを目指し

て、ウォーカブルシティに向けた取組を推進し、空間整備や環境整備、新しい生活様

式への対応を進めます。 

新たな移動環境を整えていくために、岩槻における来街者の多様なニーズを調査・

把握し、これからの時代にむけ岩槻に適した移動ツールの整備・導入について検討を

進めます。 

また、都心部に直結する浦和美園駅へのアクセスや、道路の利便性を生かしたバス

のアクセスなどには、課題が残されたままであるため、地下鉄７号線の延伸に向けた

取組や、大型の観光バス等の駐車場の確保については、時代に即した方法の検討など

取組を進め、アクセス性の向上を目指します。 
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４）取組の展開 

A まちなか移動環境の向上  

 シェアサイクル等の移動ツールの検討 

○ レンタサイクルやシェアサイクルの利用ポートの増

設や、活用の可能性について、社会実験などを通し

て多様なニーズを調査・把握し、実現に向けた仕組

みづくりを図ります。 

○ 休日やイベント時において、まちなかの資源を巡る

移動手段を検討し、観光面での移動環境の充実を図

ります。 

 観光案内サイン等の整備 

○ 木製案内サインの充実を図り、来街者の利便性を高

める環境づくりを図ります。 

 安全に安心して歩けるまちづくりの推進 

○ 住む人も訪れる人も安全に安心して歩けるまちを

目指します。 

○ 歩行空間の確保においては、シニアカーなどの新

たな移動ツールなどにも配慮し、誰もが安心して

お出かけできるまちをつくります。 

 

 

Ｂ 地区外からのアクセス性の検討  

 観光用駐車スペースの確保 

○ 岩槻駅周辺地区において車を利用した観光を支援

するため、大型バスをはじめとする観光駐車場ス

ペースの確保に向け検討します。 

 

 今後の移動手段に関する調査・検討 

○ これからの時代における観光のための交通手段に

関する調査、検討を進めます。 

 

 地下鉄７号線延伸に向けた取組の推進 

○ 今後も地下鉄 7 号線延伸実現に向けた積極的な取組を進めます。 

シェアサイクル 

木製案内サイン 

歩車共存道路 
（参考）蒲田駅東口さかさ川通り 

観光利用可能な駐車場 
（参考）小布施町まちなか駐車場 
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（２）関係人口増加を図る情報発信力の強化 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは「知る」機能の強化として「まちの資源・魅力のＰＲ」「観光案内

の充実」として観光マップや情報誌等の発行、観光案内所の設置などに取り組みまし

た。 

特に、令和 2 年 2 月 22 日には、岩槻人形博物館、にぎわい交流館いわつきが開館

し、魅力発信の拠点ができました。 

 

２）今後取り組むべき課題 
岩槻に訪れた人々に魅力を伝えるための機能は充実してきていますが、岩槻の魅力

について、さいたま市内、さらには全国には十分に知られてはおらず、市内外への情

報発信が不足しています。 

都市間競争が激しくなり、情報が溢れる中、類似する情報に埋もれないように情報

発信方法を工夫していくことが必要です。 

このような中で、同じテーマを持つ地域間で連携し、話題づくりをしたり、お互い

の交流を通じて意識を高め、取組を進化させていくことが、国内外で行われていま

す。特に、岩槻人形博物館は、岩槻の人形を取扱うだけではなく、国内外をとおして

広く日本の人形文化を取り上げていく性格を有していることから、他都市との交流や

連携の機会は多くなることと推察されます。 

また、市外だけでなく、さいたま市内にある鉄道・盆栽・漫画などの文化とも連携

し、さいたま市の魅力としてアピールしていくことも必要です。 

 

３）取組の方向性 
岩槻の魅力を伝える情報、発信先、発信の方法について、プロモーション戦略を定

め、地域内の様々な主体が協力して、SNS や動画の活用を検討し、岩槻の魅力を地区

内外に発信していきます。 

これらの取組に、これまで活動されてきたサークルや市民団体とともに取り組むこ

とで、各団体の活動の継続・発展のモチベーションにつなげ、関わるメンバーが情報

の発信源となれるようにしていきます。 

 他地域との連携においては、さいたま市の誇る鉄道・盆栽・漫画・人形といった

文化資源の連携を進めるととともに、人形・城下町・節句など岩槻ならではの資源を

もとに全国各地で同類型の文化資源を持つ地域との連携についても検討していきま

す。 
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４）取組の展開 

A プロモーション力の向上  

 プロモーション戦略の作成 

○ ICT 等を活用し岩槻の魅力を発信・共有するしくみ

を構築するとともに、地区内外へその魅力を広く発

信するプロモーション活動の強化を図ります。 

○ マップ、情報誌、パンフレット、YouTube、ラジオ

など、岩槻の魅力を最大限に PR できるツールの検

討と活用を図ります。 

 

 岩槻ガイドブックの活用 

○ 区民との協働により作成した岩槻ガイドブック「来て 見て 魅せる 城下町い

わつき」を令和 2 年に改訂し発行しました。今後は各種イベントやまちづくりの

取組と連携し、ガイドブックのさらなる活用を図ります。 

 

 観光案内の強化と連携 

○ 岩槻駅観光案内所の運営の強化を図ります。また、にぎわい交流館いわつきと連

携し、イベントなどの情報発信を展開します。 

 

Ｂ 文化交流の推進 

 さいたま市内の文化をつなぐにぎわい交流事業 

○ さいたま市には、岩槻人形博物館をはじめ、鉄道

博物館、大宮盆栽美術館、漫画会館など、多くの

文化資源があります。これらの資源をつなぎ、市

内外へ魅力を発信していきます。 

 

 

 歴史・文化資源を生かした他都市との連携・交流事業 

○ 人形、城下町など、歴史や文化、産業等をテーマ

として、他都市と連携した情報発信や、交流事業

の開催などについて、検討し調整を進めます。 

 

  
岩槻人形博物館 

大宮盆栽美術館 

イベント時の情報発信 
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３ つくる 

（１）多様な産業を生かした岩槻ブランドの開発 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは「楽しむ」機能の強化として、観光付加価値の創出（物産品等の開

発）が進められ、にぎわい交流館いわつきでも、新たなお土産が販売されるようにな

りました。 

このお土産開発には、大学生も参加し、区内の事業者と話し合いながら商品開発を

行いました。 

また、岩槻人形の元祖とされる「裃雛（かみしもびな）」を、学生の発想で現代風

に復活させ「新裃雛」の商品化につなげました。 

 

２）今後取り組むべき課題 

売れる商品、人を呼び込む力をもった商品開発にむけた取組は、継続していくこと

が大切です。 

岩槻には様々な製造業などの事業所や、若者の通う大学や専門学校など多様な人材

の基盤があります。特にモノづくり産業においては様々な特徴がある事業所も少なく

ありません。 

ブランド開発の厚みを出すためには、伝統的な技術に裏付けられた高品質なものに

ついて地域のあらゆる分野で取り組んでいくことや、事業所の多様さを生かす、イノ

ベーティブな環境づくり、新たな販路の獲得などのマーケティングが必要です。 

ものづくりの事業者同士や、異業種とのマッチングにより、新たな製品開発や様々

なアイデアが生まれてくるイノベーションへの評価が高まっています。岩槻において

も特色あるものづくり事業者の存在を生かしていくことが求められます。 

 

３）取組の方向性 
歴史のまちとしての豊富な知識や経験と、若者の新しい発想や、ものづくりの技術

など、多様な“力”が出会い、融合することで、新しい商品を生み出す力が生まれま

す。 

区内の様々な人材や資源のマッチングによるイノベーションを期待し、資源をつな

ぐ機会を創出していきます。 

これにより、岩槻の多様な人材、多様な産業の交流を促進することで、それぞれの

特⾧を生かした新たな特産品の開発などを進め、岩槻ブランドづくりを推進します。 
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４）取組の展開 

A 新たな特産品開発 

 新たな特産品の開発 

○ 区内の農産物や特産品と人形などのコラボレーショ

ンによる、新たな特産品の開発を進めます。 

○ 岩槻の魅力である、くわいやいわつきヨーロッパ野

菜などの農産物をより多くの人に広めるため、料理

教室やレシピの開発、気軽に体感できる場の創出な

どの取組を進めます。 

 

 岩槻ブランドづくり 

○ 区内の大学生、岩槻を愛する社会人、岩槻の歴史・

文化を継承する職人などと連携し、岩槻ブランドづ

くりを進めます。 

 

 

Ｂ 新たな地域資源の発掘・創出 

 地域の産業や事業所などと連携した取組の推進 

○ 人形工房をはじめ、岩槻区内にある産業や事業所等と

連携し、工房見学や体験、多種多様な産業をつなぐ取

組を検討します。 

○ また、連携した取組は岩槻ブランドづくりやオリジナ

ルストーリーづくりにもつなげます。 

 

 

 

  

ヨーロッパ野菜 

お土産品開発 

工芸品（人形小道具） 
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（２）岩槻の地域固有の魅力づくり 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは、「巡る」機能の強化として、ストーリー性のある回遊空間の整

備、歴史・文化的な景観・修景の整備、まちなか回遊ツールの導入などに取り組んで

きましたが、いずれの施策も継続課題となっています。 

資源を巡りたくなる仕掛けについて、これまでに「まちかど雛めぐり」や「スタン

プラリー」などの地域の資源を生かして楽しみを伴う仕組みの導入などにも取り組ん

できました。 

 

２）今後取り組むべき課題 
来街者がまちなかをめぐることで、滞在時間が伸び、経済効果が高まることが期待

されることから、来街者が区内の資源を回りたくなる仕掛けが必要です。 

近年、観光の経済波及効果を高めるためには、地域が固有の“ストーリー”をつく

り、訴求力を高めることが有効であるとされています。 

岩槻には、歴史・文化資源が多く存在していますが、さらに製造系の事業所が多い

モノづくりの盛んな地域であり、様々な特色ある事業所が事業を営んでおり、これら

の事業所も地域の資源ともいえます。 

これらの資源を有機的につなぎ、回遊を促す新たなストーリーづくりが必要です。 

さらに、スマートフォンをはじめとして機器の発達によりマップアプリなどの街中

回遊を促す様々な手法が開発されていることから、これらを活用していくことも必要

です。 

 

３）取組の方向性 
新たな資源も加えた中で、岩槻の地域固有のストーリーづくりを進め、回遊ルート

等に反映していきます。 

また、この地域固有のストーリーを楽しむ魅力ある回遊ルートとするため、ガイド

の養成や、Iot 技術の開発動向なども踏まえた回遊機能の充実など、岩槻の魅力を引

き出すソフト面の整備にも取り組んでいきます。 
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４）取組の展開 

Ａ 岩槻のオリジナルストーリーづくり 

 地域固有のストーリーの設定 

○ 城下町の歴史や文化にとどまらず、人形や、さらに区内の多様な資源も考慮しな

がら、岩槻ならではの固有のストーリーづくりを進めます。 

 

 オリジナルストーリーを生かした回遊ルートづくり 

○ 岩槻のなりわいを探す旅、人形と出かける旅など、岩槻の資源の多様性を生かし

ながら、オリジナルストーリーを軸とした回遊ルートづくりを進めます。 

○ 半日観光ルートマップ等にこれらのストーリー性のあるルートを盛り込み、区外

での発信を進めます。 

 

 

Ｂ 魅力を引き出すソフトの充実 

 IT などを活用した仕掛けづくりの検討 

○ 案内サインや施設の看板などに QR コードを入れてス

マートフォンで観光情報やまちの歴史などについての

情報を読み取るなど、IT を活用した仕掛けを検討し

ます。 

 

 散策イベント等の充実 

○ 岩槻区内の史跡や名所、人形工房などを巡る散策を定

期的に開催します。 

○ 散策内容は随時更新を図り、散策ガイドの研修なども

ふくめ、参加者の満足度の向上を目指します。 

 

 

  

歴史散策 

QR コード掲載のサイン 
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４ たのしむ 

（１）地域を活性化するまちの更新 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは、「楽しむ」機能の強化として、「歴史的・文化的資源の周辺整

備」や「体験・交流施設の充実」に取り組み、岩槻人形博物館やにぎわい交流館いわ

つきが開館しました。 

  

２）今後取り組むべき課題 

少子化等の影響により、後継者がいない「空き家、空き店舗」などが増加していま

す。空き家や空き店舗の増加は、まちの景観の悪化をまねくとともに、防犯や防災の

観点からも望ましくありません。 

近年、空き家や空き店舗などの遊休不動産と地元の資源や産業、人材を活用して、

まちなかの消費の流出など、地域経営課題の解決を図りながら、地域のコミュニティ

を活性化して新しい価値を生み出すリノベーションまちづくりが進められています。 

県内では、いち早く草加市が取り組み、東武スカイツリーライン沿線を中心に広が

りを見せていますが、岩槻においてもリノベーションまちづくりに着手しました。 

また、道路や空き地などの公共空間の利活用のルールを変えて、安全な歩行空間を

つくったり、たまり場をつくったりすることも各地で行われてきています。 

リノベーションまちづくりの取組が始まりましたが、まちなかには空き家や空き店

舗は少なくなく、今後もさらに増えることも懸念されるため、このような活動を継続

していく必要があります。また、そもそも空き家や空き店舗を生まないようにしてい

くことも重要です。 

家屋や店舗だけではなく、まちなかには空閑地も増えており、コインパーキングが

目立つようになってきました。車利用の利便性は高まりますが、景観や歩行者の安全

性の確保、沿道の環境保全の観点からは課題も増えています。 

 

３）取組の方向性 
岩槻駅周辺区域においても、岩槻藩遷喬館や時の鐘などの公共空間や空き地等の未

利用地の有効活用をはかり、交流や学びの拠点としての付加価値を創出し、まちなか

のにぎわいや、安全で安心して楽しむことができるまちづくりにつなげる方策を検

討、推進します。 

民間のアイデア等を生かして、まずは空き家を生まないような方策を検討、推進し

ます。また、既存の空き家についても、利活用について検討、推進します。 
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４）取組の展開 

A 活性化と潤いに配慮した都市の更新 

 駅前の立地を生かした商業の活性化と潤いのある住環境の形成 

○ 駅西口の開設により人の流れが生まれた駅前につい

て、商業の活性化や、良好な住環境形成に配慮した

土地区画整理事業を推進します。 

○ 岩槻らしさが伝わる店舗を誘致し商業の活性化を図

ります。岩槻観光案内所と連携し PR します。 

 

 低・未利用地の有効活用の促進 

○ リノベーションまちづくり事業と連携し、まちなか

の拠点やにぎわい空間づくりを進め、ウォーカブル

なまちづくりにつなげます。 

○ 空き店舗、空き家、空地等の低・未利用地を活用

し、まちなかジャズフェスや、マルシェなどが開催

できるサードプレイスとなる場づくりを進めます。 

B まちなか公共空間等の利活用 

 道路空間を活用した交流の場の創出 

○ 国は、地域の多様なニーズに応えるため、道路空間

利活用の更なる高度化、良好な道路景観の形成、及

び民間団体等との連携による価値・魅力の向上に取

り組むこととしています。 

○ クレセントモール等において、道路空間を活用した

交流の場の創出を進めます。 

 ウォーカブルなまちづくりに向けた取組の推進 

○ さいたま市は「ウォーカブル推進都市」に登録さ

れました。岩槻駅周辺においても「居心地が良く

歩きたくなるまちなか」の形成を目指します。 

○ 人形をモチーフにしたアートの設置や、スタンプ

ラリーなど、歩いて楽しむイベントなどの定期的

な開催を検討します。 

○ まちなかにある狭い路地等を、歩いて楽しい歩行

空間として整備・活用することを検討します。 

○ 自治会や商店会、有志などで、ベンチづくりなどの活動を推進します。 

古民家カフェ 

クレセントモールでのイベント 

軒先での販売 
（参考）台東区谷中 

路地の活用 
（参考）赤羽岩淵宿場町マルシェ 
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（２）多様な交流の場や機会の創出 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランにおいては、「休む」機能の強化として、休憩施設の整備が掲げられ、

「にぎわい交流館いわつき」が整備されました。 

 

２）今後取り組むべき課題 
近年、まちなかのにぎわいづくりは、人々が居心地の良い空間をつくり、そこに人

が集まり、人が集まっていることがさらに関心を呼び、輪が広がることでにぎわいが

生まれる、といった好循環をつくることが重要視されるようになってきました。 

「にぎわい交流館いわつき」は、岩槻の新しい楽しみをみつける場所として、観光

客のみならず区民の方々の居場所・交流の場であることもコンセプトに掲げており、

これを実現していくことが求められます。 

 

３）取組の方向性 
人々が集まり、交流する場にはビジネスチャンスも生まれます。居心地の良い空間

づくりなどは、ユーザーへのサービス提供の点から、民間のほうが優れた知識や経験

を持っている場合も少なくありません。 

多様な人材の力と、公共施設の有効活用、遊休資産・空閑地等の活用との連携によ

り、多様な世代間の交流や多様な働き方に対応した、まちなかの居場所づくり、交流

機会の創出を図っていきます。 
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４）取組の展開 

A にぎわいや体験の場の創出 

 市
いち

、マルシェなどの企画・運営 

○ 市
いち

やマルシェなどを定期的に開催できる交流空間

の創出を図ります。 

○ 岩槻人形博物館の南側駐車場やお寺の境内、岩槻

城址公園の広場をマルシェなどに活用することを

検討します。 

 にぎわいや体験の場の創出 

○ 人形作りなど岩槻ならではの体験ができるスペースの増設を図ります。 

○ にぎわい交流館いわつきやまちなか伝統文化などの体験コーナー、スペースを設

けて、にぎわいや体験の場の創出を図ります。 

 

B にぎわい交流館いわつきの活用 

 にぎわい交流館いわつきを交流に活用 

○ にぎわい交流館いわつきを、交流の取組の活動拠点

として活用し、区内外の人々の交流や、モノの交流

の促進を図ります。 

 

C 駅周辺の居場所づくり 

 駅周辺への多種多様な居場所づくり 

○ クレセントモールなどにテラス席を設けて休憩やラ

ンチなどに活用するなど、イベントでの活用だけで

なく、通常利用が可能なまちなか休憩・活動スペー

スづくりの検討を進めます。 

○ 駅周辺の居住者や、駅周辺で勤務する人たちが気軽

に活用できる様々な居場所を創出することで、

駅東西の人の流れを活性化し、交流人口の増加

を図ります。 

○ 岩槻の「農業」や「自然」の魅力をまちなかに

も広めるため、遊休地や空き地などを活用し、

ミニ農園や自然環境をまちなかに再現し、農や

自然とふれあう機会の創出を図ります。 

にぎわい交流館いわつき 

公園内でのマルシェ 
（参考）南池袋公園でのマルシェ 

まちなか休憩場所 
（参考）松山市大街道商店街 

遊休地を市民の居場所に活用 
（参考）千葉市内楽しく暮らす実験広場 
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５ はぐくむ 

（１）都市マネジメントの導入 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは、まちづくりの担い手として「人・組織・まちづくりのリーダー」

の重要性について記載されています。具体的な取組は定められていませんでしたが、

岩槻人形博物館の整備と、その後の活性化にむけた「岩槻まちの戦略会議」等が開催

され、区内の若手事業者などが「ちょっと市」の試行などに取り組んできました。 

 

２）今後取り組むべき課題 

近年のまちづくりは、公共と民間の連携により事業を動かしていくことが求められ

ると同時に、様々な分野が横断的、包括的に取り組まなければ効果的な事業推進がで

きないことが指摘されています。行政の所管や、施設の既存の位置づけなどにとらわ

れず、より有効な利活用や、施設・機能の再配置や統合などを行っていく必要も生じ

ることがあります。その中では、コミュニティに関する政策、経済振興に関する政

策、教育・子育てに関する政策など、様々な分野の施策や事業に同時に取り組むこと

が必要な場合もあります。 

このような多岐にわたるまちづくりを、トータルにとらえ動かしていくエリアマネ

ジメントが注目を集めており、さいたま市内では、大宮駅周辺や美園地区においてエ

リアマネジメントを取り入れたまちづくりが進められています。 

さいたま市総合振興計画（基本計画）においても、エリアマネジメントを導入して

いくこととしています。 

岩槻のまちづくりにおいても、まちづくりマスタープランの改訂を契機に、岩槻な

らではのエリアマネジメントを推進していくことが求められています。 

 

３）取組の方向性 
資源をみがき、つなげ、新たな価値を楽しみながらつくり続けていくために、岩槻

のまちづくりに関わる産学官民の多様な主体の連携を担う仕組みについて検討し、岩

槻ならではのエリアマネジメントを導入していきます。 

岩槻区には、一定数のまちづくりの推進を図る団体が存在しますが、地域の将来像

に向けた意識共有や実現のためには、全体の情報を共有し協働するための基盤を構築

する必要があります。 
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４）取組の展開 

A エリアマネジメントの推進 

 岩槻ならではのエリアマネジメントの検討 

○ これまでに示した各種施策・事業等について、できるところから産学官民連携で

取り組み、よりよい連携や協働の在り方を確認しながら、これからのエリアマネ

ジメントにむけた検討を進めます。 

○ エリアマネジメントを担う体制を構築するため、まちの魅力を守り、つくり、育

てる仕組みを検討するとともに、ソフト面を活用し、年間を通じたにぎわいづく

りなどを試行しながら、検討を進めます。 

 

Ｂ 多様な主体をつなぐプラットフォームの形成 

 プラットフォームの形成 

○ まちづくりマスタープランの策定を契機に、エリアマネジメントを推進するプラ

ットフォームの形成を進めます。 

○ 産学官民など様々な立場、知識をもった人たちが集まり、岩槻の魅力向上に向け

て取り組む場とします。 

○ 岩槻の魅力向上に向け主体的に取り組む、エネルギーある若手人材の発掘を進め

ます。 

○ 様々な立場、知識をもった人たちが集まり、岩槻の魅力向上に向けて検討し、企

画・運営ができる場をつくります。 
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（２）次世代に継承するまちづくり 

１）1 次プランにおける取組成果 
1 次プランでは、次世代を担う「人・組織・まちづくりのリーダー」の育成を促進

し、将来にわたって積極的にまちづくりを進めていく仕組みづくりについて検討を行

いました。 

 

２）今後取り組むべき課題 
古い歴史を有する岩槻のまちづくりにおいては、⾧いスパンで物事を考え、取り組

んでいくことが必要であり、人形づくりの技を何代にもわたり職人の方々が引き継い

できたように、まちづくりも次世代に継承していくことが大切です。 

地域の人々の間では、岩槻の文化の継承を目指し、岩槻黒奴の復活と若者への継承

などに取り組むグループが活発に活動したり、五節句の伝統行事の復活に取り組む

方々など、様々な取組も始まっています。 

まち全体で、岩槻のアイデンティティ、素晴らしさの継承に取り組む意識を共有

し、次世代の活躍の場や、多世代の交流の場を増やしてくことが必要です。 

 

３）取組の方向性 
種々の新しい取組を進めていくためには、新しい人材、新たな知識や技術を持った

人材、将来の岩槻を担う人材が、まちづくりに参加してくることが欠かせないことか

ら、それぞれの年代や、それぞれの立場の区民が活躍できる場、学べる場、交流する

場を設け、参加を促進しながら、人材を育んでいきます。 

まちづくりの様々な会議や取組を進めるに際し、多世代・多様な立場の区民の参加

と交流を促進し、次世代に継承するまちづくりを確実に進めます。 
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４）取組の展開 

A 伝統産業や文化を学び継承するまちづくりの推進 

 歴史や文化、伝統産業などを学び、継承する場の創出 

○ 地域で活動している人や事業に携わっている人や外

から専門家などを招致して、様々な歴史や文化、伝

統産業などを学べる機会を提供します。 

○ さらに、岩槻の歴史・文化や伝統産業を学び、次世

代へ継承していく場を創出します。 

 

 

Ｂ 新たな文化の創造と人材育成 

 岩槻発の文化の創造 

○ ヨーロッパ野菜に代表されるように、農業や人形など、岩槻特有の産業や文化を

基盤に、新しい考えや技術を加え、新たな文化の生まれる場を創出していきま

す。 

○ プラットフォームは、まちづくりだけではなく、このような新たな文化や技術を

生みだすイノベーションの場となります。 

○ 多世代の参加を促すことで、新たな人材の育成にもつなげていきます。 

 

 

  

人形作り 
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６章 まちづくりを進めるために 
１ まちづくりを進める仕組みづくり 

（１）エリアマネジメントによるまちづくりの推進 

さいたま市では、まちとしての価値や魅力を維持し、高めていくために、これからのま

ちづくりでは、エリアマネジメントを導入していきます。 

エリアマネジメントを導入し、まちづくりを推進していくためには、マネジメント組織

が必要になります。 

 

１）まちづくりのマネジメント組織 

岩槻のまちなかでは、すでにいろいろな取組が行われており、これらの取組を大切

にしていくことが必要です。一方で、これらの情報発信力や魅力・効果を高めるため

には、既存の取組や団体が連携していくことが必要です。 

連携を進めるための横串を通す場が、誰にでも開かれ、活発な情報交流が生まれる

「プラットフォーム」であり、まちづくりのマネジメント組織が育つ場となります。 

区民、事業者、大学など、まちづくりに関わる多様な人材や団体が集い、お互いに

情報を発信・共有することで、連携を円滑にしていきます。 

プラットフォームは、これまで情報を交わす機会がなかった人材や団体が出合い

（マッチング）、お互いの資源を組み合わせることで新たな活動や価値を生み出す場

になります。 

 

 
 

〈イメージ図〉 
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２）まちづくりのプラットフォームの役割 
まちづくりのプラットフォームには、既存の取組の情報交流・共有の他に次の２つ

の役割があります。 

① まちづくりのインキュベーションと人材育成の場 

既存の取組の情報共有やマッチングの場であると同時に、新たな取組や人材を育て

る場です。 

マネジメント組織がイベントや社会実験など学びや体験の場を創出し、そこから新

たなプロジェクトを育てていきます。 

 

② 合意形成の場 

「城下町・人形のまちとしての歴史・文化が息づくふれあいのまち」の実現にむけ

て、既存の取組を担ってきた様々な団体や人材が集い、それぞれの取組に加えて、新

たな取組について合意形成を図る場ともなります。 

 

（２）まちづくりの力のステップアップ 

１）マネジメント組織の自立にむけて 

マネジメント組織は、まちづくりに関わる多様な主体が連携して立ち上げます。有

志メンバーによる企画・運営を基本としながら、構成や運営ルールを定め〇〇まちづ

くり会議へと展開します。 

〇〇まちづくり会議で取扱う分野が多岐にわたるため、行政は、組織間・分野間の

横断的な連携を支援しながら、分担した役割を果たしていきます。 

 

２）岩槻ならではのまちづくり 
岩槻は、多くの歴史・文化資源に恵まれ、これまでにも多くの団体・市民が、この

ような歴史・文化資源を活用しながら、まちづくりに取り組んできました。 

今後、まちの潤いと賑わいを、さらに向上させていくためには、これまでの取組を

大切にしながらも、団体間で連携・調整をして、新たな魅力の創出につなげていくこ

とが必要です。 

〇〇まちづくり会議は、産学官民のネットワーク化により、連携・調整を促進し、

岩槻ならではのエリアマネジメントを推進していきます。 
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STEP１：有志で会議を立ち上げ、参加メンバーを募ります。企画・運営は、行政が担うので

はなく、産学官民共同で行うものとします。 

STEP２：社会実験やプロジェクトの試行などを進めます。 

STEP３：プロジェクトについては、行政主導で展開していくもの、市民や事業者が独立採算

で展開するもの、行政と市民・事業者が協働して進めるものなどを整理し、関係者

が役割分担を定めて進めていきます。 
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２ リーディングプロジェクトの推進 

2 次プランで掲げた将来像の実現にむけて、多様な主体の参加が期待されるリーディン

グプロジェクトを定め、取組を複合的に推進していくこととします。 

 
 

 

 

 

 

（１）ウォーカブルシティプロジェクト 
主 旨  歩いて楽しいまちをつくります 

主なメンバー（案） 対象エリアの自治会、商店会、まちづくり団体 等 

方 法  

・ 特定のエリアを対象地区として設定し、歩いて楽しいまちづくりに何が必要か、現

地の状況も踏まえて実現性のあるプランを検討します。 

・ 試行事業なども行いながら、歩いて楽しいまちづくりを進めます。

 
  

（参考）歩いて楽しいまちづくり（ウォーカブル推進都市）イメージ （国交省資料から） 

リーディングプロジェクト（案） 

 〇ウォーカブルシティプロジェクト（歩いて楽しいまちづくりプロジェクト） 

 〇歴史・文化まちなみづくりプロジェクト 

 〇プロモーション推進プロジェクト 

 〇交流促進プロジェクト 

【関連する取組の展開】 

・歴史的なまちなみづくり      ・店舗や住宅の軒先の活用 

・まちなか移動環境の向上      ・活性化と潤いに配慮した都市の更新 

・まちなか公共空間等の利活用    ・にぎわいや体験の場の創出 

・駅周辺の居場所づくり 
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（２）歴史まちなみづくりプロジェクト 
主 旨  歴史・文化資源を生かしたまちなみづくりにむけて取り組みます 

主なメンバー（案） 地域資源関係者、専門家、関心の高い区民 等 

方 法 

・ エリア内の歴史・文化資源の保全、活用について検討し、そのための取組について

も企画し、実行していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）プロモーション推進プロジェクト 
主 旨  岩槻のプロモーション戦略を検討し実行していきます 

主なメンバー（案） 商店会、商工会議所 等 

方 法  

・ 岩槻のＰＲ、情報発信のトータルコーディネートを検討し、役割分担をして進めて

いきます。 

・ 特産品開発、イベントなどを企画し推進します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【関連する取組の展開】 

・歴史的なまちなみづくり       ・店舗や住宅の軒先活用  

・主要な地域資源の周辺環境整備    ・岩槻オリジナルストーリーづくり 

（参考）長浜のまちなみ （参考）犬山城下町のまちなみ 

【関連する取組の展開】 

・岩槻の魅力再発見 

・プロモーション力の向上 

・文化交流の推進 

・新たな特産品開発 

・新たな地域資源の発掘・創出 

・岩槻オリジナルストーリーづくり 

・魅力を引き出すソフトの充実 

・にぎわいや体験の場の創出 

・新たな文化の創造と人材育成 
（参考）「リノベーションスクール＠い
わつき」の受講生が企画作成した市内名
物の食べ物をとりあげたＰＶ 
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（４）交流促進プロジェクト 
主 旨  岩槻駅東口と西口の交流、区内の交流を推進します 

主なメンバー（案） 商店会、子育て団体 等  

方 法  

・ 駅の東西の住民の交流を促進するための方法を検討し、推進します。 

・ 区民の多世代交流を促進するための方策も検討し、推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考）まちなか・道における子供たちの交流イベントの参考事例 

            （左上：クレセントモールでのイベント 

             左下：練馬区小竹町こたけあそびでの子どもとおとなの遊び場 

              右：大宮氷川参道でのイベント） 

 
  【関連する取組の展開】 

・岩槻の魅力再発見         ・岩槻のオリジナルストーリーづくり 

・魅力を引き出すソフトの充実    ・活性化と潤いに配慮した都市の更新 

・まちなか公共空間等の利活用    ・にぎわいや体験の場の創出 

・にぎわい交流館いわつきの活用   ・駅周辺の居場所づくり 



58 

 

３ マスタープランの進行管理 

第２次マスタープランは、2021 年度（令和３年度）～2030 年度（令和 12 年度）まで

の 10 年間を計画期間として予定しています。 

本プランの取組の展開に基づき実施する事業を検討・調整し、取り組む事業を第３期ア

クションプランとします。 

アクションプランでは、事業の実施スケジュールや、取組の目標値を定め、年度毎に、

事業の実施状況をチェックし、必要に応じて事業の見直し継続について判断していきま

す。 

アクションプランの実施状況については、〇〇まちづくり会議等において情報を共有

し、それぞれの取組に生かしていくものとします。 
 

  

 R2 3 4 ５ 6 ７ ８ ９ 10 11 12 13 

第 2 次マスタープラン 

            

第 3 期アクションプラン 

            

 

            

 

 

  

第 2 次マスタープラン計画期間 

第 3 期 
アクションプラン 

第 4 期 
アクションプラン 

評
価
・
見
直
し 
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参考資料１ 岩槻まちづくりマスタープラン策定協議会 
（１）委員名簿 
 

■令和元年度 

 区分  氏名 団体名等 役職 

1 学識 会⾧ 作山 康 芝浦工業大学 教授 

2 学識  新 雅史 立教大学 兼任講師 

3 団体  髙橋 三男 さいたま商工会議所 副会頭 

4 団体  平田 あつし 岩槻区自治会連合会 副会⾧ 

5 団体  新井 久夫 岩槻人形協同組合 理事⾧ 

6 団体  澤田 誠 岩槻農業青年会議所 会⾧ 

7 団体 副会⾧ 田中 泰治 岩槻商店会連合会 会⾧ 

8 団体  田口 正信 岩槻中心市街地まちづくり協議会 会計 

9 団体  小宮 康一郎 岩槻観光委員会 委員⾧ 

10 団体  栗原 保 岩槻区市民活動ネットワーク連絡会 会⾧ 

11 市民  奥山 吉寛   

12 市民  中村 啓子   

13 市民  沖田 瞳   
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■令和２年度 

 区分  氏名 団体名等 役職 

1 学識 会⾧ 作山 康 芝浦工業大学 教授 

2 学識  新 雅史 流通科学大学 専任講師 

3 団体  髙橋 三男 さいたま商工会議所 副会頭 

4 団体  平田 あつし 岩槻区自治会連合会 副会⾧ 

5 団体  新井 久夫 岩槻人形協同組合 理事⾧ 

6 団体  澤田 誠 岩槻農業青年会議所 会⾧ 

7 団体 副会⾧ 田中 泰治 岩槻商店会連合会 会⾧ 

8 団体  田口 正信 岩槻中心市街地まちづくり協議会 会計 

9 団体  小宮 康一郎 岩槻観光委員会 委員⾧ 

10 団体  栗原 保 岩槻区市民活動ネットワーク連絡会 会⾧ 

11 団体  槌谷 靖之 東武鉄道株式会社 岩槻駅⾧ 

12 団体  辻 多喜夫 埼玉高速鉄道株式会社 主幹 

13 市民  奥山 吉寛   

14 市民  中村 啓子   

15 市民  沖田 瞳   
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（２）協議会の開催スケジュール 
 

回 開催日 会場 主な議題 

第１回 令和元年８月 27 日 
岩槻人形会館 

会議室 

１ 策定協議会の設置について 

２ 策定スケジュールについて 

３ 岩槻まちづくりマスタープラ
ン策定にむけた検討について 

第２回 令和元年 11 月 19 日 
岩槻区役所 

第３会議室 

１ 現行プランの検証結果につい
て 

２ 岩槻区の現状と取組の方向性
について 

第３回 令和 2 年 1 月 30 日 
岩槻区役所 

第１会議室 
１ 骨子案の作成 

第４回 令和 2 年 7 月 3 日 
岩槻駅東口 

コミュニティセンター 

多目的ルームＣ 

１ 昨年度成果の確認について 

２ 策定スケジュールについて 

３ 次期プラン策定の方向性につ
いて 

第５回 令和 2 年 9 月 16 日 
岩槻駅東口 

コミュニティセンター 
多目的ルームＣ 

１ 次期プラン策定の検討につい
て 

２ 策定スケジュールについて 

 

 

 

第６回 
 

 

 

 

令和 3 年 3 月 31 日 

 

 

岩槻駅東口 

コミュニティセンター 
多目的ルームＣ 

 
１ パブリック・コメント実施結

果について 

２ 第２次岩槻まちづくりマスタ

ープランについて 

３ その他 
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（３）協議会での主な意見 
令和元年８月から始まった岩槻まちづくりマスタープラン策定協議会においては、これ

からのまちづくりに必要な視点について、次のような意見が出されています。 

 

【第１回】 

・ 歴史・文化といった岩槻のＤＮＡをもっと深く掘り下げていきたい。 

・ 歴史を検証しながら新しい時代へどうつなげていくかも大事。 

・ 今の時代に合ったものや産業など、岩槻の特⾧をもっと生かす。 

・ 住んでいる人が岩槻のまちに魅力を感じ、住んでいる喜びを感じるようなまちに。 

・ 駅周辺でワクワクできるようなソフトの取組が大事。 

 

【第 2 回】 

・ 岩槻で求められるのは、事業者間のつながり。 

・ 工業も農業もさいたま市では岩槻が一番なのでこれを生かしたい。 

・ 岩槻区は昼間人口が多い。昼に滞在している人たちに必要な機能を備えることも必

要。 

・ 岩槻区にいる市民が楽しくないと外から人も来ない。 

・ 西口エリアと東口エリアの接点をつくっていく必要がある。 

・ 市民同士のつながりが必要である。 

 

【第３回】 

・ さいたま市は SDGs を掲げているので、SDGｓや国際的な視点も入れてほしい。 

・ 海外からの研修生も多くいるので、もっと国際的な内容も盛り込んではどうか。 

・ 全体を運営するような仕組み、まちづくり協議会など、オフィシャルな組織をつく

る。 

・ IT などを活用したプロモーションの強化。 

 

【第４回】 

・ 経済効果を高めるために、民間（市民、事業者）の力を生かすことが必要であり、

そのために行政がバックアップしていく関係が重要となる。 

・ 推進するためには、実際に動く人材を増やしていくことが必要。五節句や農業な

ど、岩槻ならではの特色を出しながら、後に続く人を育てていくことが大切。 
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【第５回】 

・ まずは、情報共有し、新たな岩槻ならではの方法や体制を探り、将来的に行政に頼

らずに地域が動いていくことが大事。そのような地域にするためにも、まちづくり

のプラットフォームが必要。 

・ 岩槻には歴史があり、多くの取組が行われている。これまでの取組を、さらに生か

すような、公・民・学などが連携して取組を進める、これまでにはない岩槻ならで

はのまちづくりの組織や仕組で進めていきたい。 

 

 

 

これらを要約すると、次のようになります。 

 

 

 

 

  

○ 歴史と文化を掘り下げると同時に、新しい時代にあったものを取り入れたまち 

○ 在住、在勤、在学者など、地域の人がうれしい、楽しいまち 

○ ソフトを増やして、区民、事業者のつながり、交流が盛んになるまち 

○ 国際的な視点をもったまち 

○ まちづくりやプロモーションなど全体をマネジメントする仕組みのあるまち 

○ 産学官民が連携して取り組む、ここ（岩槻）らしい仕組みがあるまち 
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参考資料２ 用語集 
ア行 

アイデンティティ 
英語の identity で、「同一性」「本人であること」「個性・独自性」などの意味。地域の

アイデンティティとは、その地域の独自性を示し、これを高めていくことで、コミュニティ
のまとまりや地域の活性化につなげていく。 

移動ツール 
電車・バス・自動車・バイク・自転車・徒歩などの移動するための道具、手段のこと。 

イノベーション 
モノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出

し、社会的に大きな変化を起こすこと。 

イノベーティブ 
革新的なさまや新しい価値観であることを強調する際に使用する言葉。 

インキュベーション 
事業の創出や創業を支援するサービス・活動のこと。 

インバウンド 
主に日本の観光業界において「外国人の日本旅行（訪日旅行）」あるいは「訪日外国人観

光客」などの意味で用いられる用語。 

インフラ 
インフラストラクチャーの略。公共施設のうち、都市活動を支える道路、橋りょうなどの

交通施設や公園、上下水道などの施設の総称。 

インフラ整備 
生活や産業の基盤となる公共設備を整え、充実させること。 

ウォーカブルシティ 
歩行者を中心にデザインされた街やその考え方のこと。徒歩や自転車、公共交通機関によ

ってどこにでもアクセスできる利便性、安全な歩行環境が整っていること。 

駅の橋上化 
駅舎機能をホーム（電車・列車への乗客の乗り降り、貨物の積み下ろしのため、線路に沿

って築いた駅の施設。）の上階部分に集約した鉄道駅に替えること。 

エリアマネジメント 
対象となる都市の地域・地区を単位として、民間(住民・事業主・地権者等)が主体となる

か、または公民が連携して様々な活動を展開することで、地域の魅力を増進・再発見につな
がり、地域固有の問題解決や新たなコミュニティ形成の足掛かりとなる。 

 

カ行 

回遊空間 
都市内の施設や店舗をめぐり歩くための連続した空間。 

関係人口 
「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関

わる人々のことを指す。例えば、兼業や副業などを絡めていたり、祭りやイベントの運営に
参画して交流を重ねたり、ワーケーションしながら地域の人と一緒に何か取り組んだり、ふ
るさと納税をしながら地域のイベントに参画するなど、さまざまな形態の関わりがある。 
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観光付加価値 
既存の商品・サービスに、その地域ならではの独自の工夫をすることで、新たに付け加え

られた観光上の価値のこと。 

基盤整備 
生活などの営みに必要な施設について整備することをいう。 単に「基盤整備」という場

合、「都市活動に必要な基盤の整備＝都市基盤整備」を指すことが多い。 

空洞化 
都市において、郊外部で商業開発等が進む一方、中心部でにぎわいの喪失などが進んでいる

状態。 

国登録有形文化財 
建造物，工芸品，彫刻，書跡，典籍，古文書，考古資料，歴史資料などの有形の文化的所

産で，我が国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを総称する。 

クラウド 
インターネットなどのネットワークを介して、ユーザーにサービスを提供する形態のこ

と。 

景観重要建造物 
景観法に基づき、景観計画区域内の景観上重要な建造物について、市⾧が指定し、地域の

個性ある景観づくりの核として、維持・保全・継承するもの。所有者は、建造物を適正に管
理するほか、外観の変更や修繕を行う場合に許可を受ける必要がある。 

行動計画 
目的を遂げるための戦略、基本方針、および、実施する具体的な行動内容を示した計画の

こと。  

公民連携 
行政と民間が連携し、互いの強みを生かすことにより、最適な公共サービスの提供を実現

し、地域の価値や住民満足度の最大化を図ること。 

交流人口 
その地域に訪れる人々のこと。その地域に住んでいる人（定住人口又は居住人口）に対す

る概念のこと。 
 

サ行 

サードプレイス 
自宅（ファーストプレイス）とも職場（セカンドプレイス）とも異なるコミュニティであ

り、自分にとって心地の良い時間を過ごすことができる第三の居場所のこと。 

さいたま市総合振興計画（基本計画） 
本市の市政運営の最も基本となる計画。⾧期的な展望に基づいて、都市づくりの将来目標

を示すとともに、市政を総合的、計画的に運営するために、各行政分野における計画や事業
の指針を明らかにしたもの。 

さいたま市都市計画マスタープラン 
都市全体や地域の将来像を示すもので、今後、個別具体の都市計画を行うための基本的な

方針となるもの。 

産学官民 
産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・地方自治体）、民間（地域

住民・NPO）の四者のこと。 
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シェアサイクル 
地域内の各所に利用ポートと呼ばれる相互利用可能な駐輪場を設置し、利用者が好きな時

に好きな場所で自転車を借り、返却ができる、自転車の共同利用サービスのこと。 

持続可能な開発 
地球環境や自然環境が適切に保全され、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、

現在の世代の要求を満たすような開発が行われていること。 

シニアカー 
高齢者向けに製造された、三輪または四輪の一人乗り電動車両（バッテリーカー）。日本

の道路交通法では車両ではなく歩行者扱いとなるため、車道ではなく歩道を通行する。 基本
的に、電動車椅子の発展型のこと。 

自由通路 
鉄道駅の構内を横断する通路のうち、鉄道利用者に限らない歩行者が通行可能な通路であ

る。跨線橋と同様に鉄道の上にある場合、地下道として鉄道の下にある場合、地上の通路と
して、高架の鉄道の下にある場合などがある。 

スポンジ現象 
人口が減る中で、空き家や空き地がランダムに発生し、街がスポンジのようにスカスカに

なってしまうこと。人口減少社会における典型的な都市空間の変化であり、低密度化という
課題の空間的な現れ方のこと。 

生産年齢層 
生産活動に就いている中核の労働力となるような年齢（15 歳以上 65 歳未満）の人たちの

こと。 
 

タ行 

大規模開発 
広大な敷地を改変し、複数の用途の都市施設（住宅、商業、サービス業、公益施設、公園

等）を計画的に建設設置する開発行為のこと。 

地下鉄７号線 
目黒～赤羽岩淵～浦和美園（35.9km）からなる東京メトロ南北線と埼玉高速鉄道線

（SR）の総称。地下鉄 7 号線計画は、昭和 37 年に運輸大臣の諮問機関である都市交通審議
会が、「目黒～赤羽間」の建設を答申したことに始まった。2001 年、目黒～赤羽岩淵～浦和
美園が開通。その後、平成 12 年に、浦和美園～岩槻～蓮田までの延伸が位置付けられた。 

昼間人口比率 
昼間人口/夜間人口×100 で求められる値。 昼間人口は、常住人口に他の地域から通勤して

くる人口を足し、さらに他の地域へ通勤する人口（流出人口）を引いたもの。 

低・未利用地 
適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、⾧期間に渡り利用されていない

「未利用地」と周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利用頻度、整備水準、管理状況な
ど）が低い「低利用地」の総称のこと。 

デマンド交通 
バスや電車などのように、あらかじめ決まった時間帯に決まった停留所を回るのではな

く、予約を入れて指定された時間に指定された場所へ送迎する交通サービス。利用者が自分
から連絡する必要がある。 

都市計画道路 
都市計画法に基づき一定の手続によって決定する道路。都市計画で決定することにより将

来の計画を対外的に示すとともに、土地利用の制限等により事業の困難化を防止する。 
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ハ行 

パーソナルモビリティ 
1 人乗りのコンパクトな移動支援機器。歩行者と既存の乗り物（自転車・原付・自動二輪

車・乗用車など）の間を補完する目的で開発された個人向けの移動ツールであり、人が移動
する際の 1 人当たりのエネルギー消費を抑制するという意図のもと、従来の自動車とは一線
を画した乗り物として提案されている。 

パブリックスペース 
個人に属さない、公共の空間。誰もが自由に出入りできる開放的な場所のこと。 

ブランド化 
商品が適正に評価され､安定的に販売されることを目的として、他の商品と差別化するこ

と。 

プレイスメイキング 
あらゆる住環境において居心地のよい心的価値をつくり、生活の質を高める場所づくりの

概念のこと。 

プロモーション 
マーケティング戦略の一つで、消費者の購買意欲を喚起するための活動のこと。 

歩車共存道路 
車道部に車両の速度を抑える工夫を施すなど、歩行者と自動車との共存を図る道路。 

 

マ行 

まちづくりのプラットフォーム 
まちづくりの将来像を共有し、一体的・総合的な取組の展開、調整を行うことを目的とし

て、民間企業の「産」と大学などの教育機関・研究機関の「学」、政府・地方公共団体等の
「官」と区民の「民」が連携する場。 

マッチング 
種類の異なったものを組み合わせること。 

マップアプリ 
スマートフォンやパソコンなどに搭載された地図に関するソフトウェアのこと。 

マネジメント組織 
自治体行政を単なる地方行政としてではなく、地域行政、地域経営と捉え、マネジメント 

(経営) という考え方を自治体運営やまちづくりに適用していく組織。 

マルシェ 
フランス語で「市場」の意。その地域において自ら生産した農産物、水産物、畜産物、加

工品、工芸品等を持ち寄り、複数の商人が集まって開催されるもの。 
 

ヤ行 

遊休不動産 
企業が所有し、事業活動にほとんど使用されていない不動産のこと（空きビル、空き店舗

など）。 

ヨーロッパ野菜 
イタリア料理やフランス料理などに使われるヨーロッパ産の野菜。さいたま市内のシェフ

たちから「ヨーロッパ野菜がなかなか手に入らない」という要望を受けて、平成 25 年春に、
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市内の若手農家、種苗会社、市内の飲食店、卸会社が協力し、「ヨーロッパ野菜研究会」
（ヨロ研）を発足してヨーロッパ野菜の栽培を始めた。高温多湿に弱いヨーロッパ野菜を、
日本向けに品種改良し、様々な苦難を乗り越えた結果、現在では 13 戸の農家が年間約 70 種
類のヨーロッパ野菜を栽培している。 

 

ラ行 

ライフスタイル 
衣食住のあり方だけでなく、生活の様式や個人の生き方全般。 

リーディングプロジェクト 
事業全体を進める上で核となり，先導的な役割を果たすプロジェクトのこと。 

リノベーション 
既存の建物の間取り・内装・配管等に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性

能を向上させ、付加価値を与えること。 

リノベーションまちづくり 
遊休不動産などの空間資源にとどまらず、人的資源や歴史的資源、今ある資産を活用して

自治体の都市・地域経営課題を解決していくこと。それらの資源を余すことなく活用し、な
るべく低コスト・低リスク・スピーディーに事業を生み出し育てること。 

利用ポート 
自転車の貸出・返却を行う無人の駐輪施設。借りたポートとは異なるポートに返却するこ

とができる。 
 

A~Z 

AI（Artificial Intelligence） 
人工知能。まちづくりにおいても AI を活用した新たな産業やサービスによる都市の新たな

価値の創出が進むと考えられる。 

ICT（Information and Communication Technology） 
情報通信技術。IT（Information Technology（情報技術））に「Communication」を加

え、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現。国際的には IT よりも
一般的。 

Iot（Internet of Things） 
モノのインターネット。コンピューター以外の多種多様な「モノ」がインターネットに接

続され、相互に情報をやり取りする技術の総称のこと。 

IT（Information Technology） 
インターネットなどの通信とコンピューターを駆使する情報技術のこと。 

MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス） 
Mobility as a Service の略で、スマートフォンアプリにより、地域住民や旅行者１人１人

のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最
適に組みあわせて検索、予約、決済等を一括で行うサービスのこと。 

QRコード 
1994 年（平成 6 年）に自動車部品メーカーであるデンソー（愛知県）の開発部門（現在は

分離しデンソーウェーブ）が発明したマトリックス型二次元コードのこと。高速読み取りを
目的の一つとしている。 
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SNS（Social Networking Service） 
交友関係を構築する Web サービスの 1 つ。個人間のコミュニケーションを促進し、社会的

なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。 
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参考資料３ 地域資源の地図 
 

  



 

 

 

  

第 2 次岩槻まちづくりマスタープラン 

  ～城下町・人形のまちとしての歴史・文化が息づくふれあいのまち～ 
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