
 
 

岩槻まちづくりマスタープランの策定について 
 
岩槻駅周辺地区の将来像を示すとともに、にぎわい再生イメージを共有し、実現化を図る「岩槻ま

ちづくりマスタープラン」を市案として策定し、推進する。 
１． 経  緯 

平成 22 年５月 22 日 岩槻区自治会連合会より区役所移転反対の請願 

  平成 22 年 6 月議会 補正予算に対する附帯決議 

            ・旧岩槻区役所の庁舎及び敷地の利活用の検討 

            ・まちづくりマスタープランの作成着手 

 平成 22年 12 月 2日～平成 24 年 3 月 9 日岩槻まちづくり区民検討委員会（計 7回）の開催 

  平成 24 年 3 月 23 日 まちづくり区民検討委員会から「岩槻まちづくりマスタープラン素案」 

を市長へ提出 

２．マスタープランの策定までのスケジュール（平成２４年度） 

  5 月 9日 戦略会議（パブリック・コメントの実施） 

  6 月上旬 議長・副議長への説明（各会派もしくは関係委員会への説明）        

       議会への説明後、地元関係団体（自治会、商店街、区民会議等）への説明 

  7 月 1日～31 日 パブリック・コメント 

  8 月上旬 パブリック・コメントでの意見対応 

  8 月下旬 戦略会議（マスタープランの策定） 

  9 月上旬 議会への報告    
３．マスタープランの推進方策 

岩槻まちづくりマスタープランの取組を実現するアクションプランの策定を行う。実現には、

市民が主役となることから、市民と市の協働のまちづくりを取り込みながら推進していく。 

  〔マスタープラン策定段階〕 

将来像及び取組のイメージを共有する。（パブリック・コメント、地元説明） 

  〔アクションプラン策定段階〕 

①プランの具体化のために横断的な取組のスキームを構築する。（庁内推進委員会） 

②市民意見を取り込むためにワークショップを実施。（市民検討会議） 

③取組の姿勢をアピールするために先導プロジェクト事業を提案する。（新年度予算要求） 

〔アクションプラン実行段階〕 

    ①旧区役所の解体「新たな拠点機能の形成」 

    ②岩槻駅舎改築 「岩槻駅東西口地区の融合」 

    ③（仮称）人形会館開館 「岩槻城（址）との回遊軸の再生」 

４．今後の予定 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度～

 ｖ           

  

パブリック・コメント ● 

マスタープラン策定 ● 

事業の実施 

(仮称)岩槻まちづくり庁内推進委員会・(仮称)岩槻まちづくり庁内推進部会・(仮称)観光拠点整備庁内検討部会

 (仮称)観光拠点整備市民検討会議 

解体 旧区役所解体設計 

アクションプラン策定 ● 
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岩槻まちづくりマスタープラン（案）【概要版】 

 

 

 

◆ １ 策定の目的（序章 １（１））◆ 

 

 岩槻駅周辺地区のまちづくりのあり方及び岩槻区役所移転後の敷地のあり方の検討を行い、「城下

町の歴史・文化が息づくふれあいのまち」を目指していきます。 

 

◆ ２ まちづくり方針（第３章 １）◆ 

  ● 歴史・文化資源を保全し、まちの魅力向上を図ります。 

  ● 歴史・文化資源を活用し、都市型観光のまちづくりを進めます。 

  ● 歴史・文化資源の連携により、にぎわいの創出に努めます。 

 

◆ ３ 取組の方向性と展開内容（第３章 ２ ３）◆ 

 

   「歴史・文化」を生かしたまちづくりにより、訪れた人たちのふれあいの場の創出等により暮ら 

  しの質を高め、地域への誇りや愛着を深めるとともに居住空間としての魅力を増し、まちとしての 

  魅力向上による「岩槻」のにぎわいを再生していきます。   

 

  ○「来る」機能（交通機能） 

まちを訪れる人々が気軽に立ち寄れるよう、岩槻駅舎の改修等鉄道利用者の利便性を高めるとと

もに、自動車での来訪者のための観光駐車場を適切に配置していきます。 

 

  ○「知る」機能（情報発信機能） 

城下町の歴史や文化等が持つ魅力を内外に情報発信するとともに、観光案内所や歴史・文化資源

へと誘導するためのサイン等を適切に配置していきます。 

 

  ○「巡る」機能（回遊機能） 

訪れる人々が、歴史・文化資源等を楽しく巡ることができるよう、地区内の回遊性を高め、城下

町、人形のまちとしての風情が感じられる景観・修景づくりに努めます。 

 

  ○「楽しむ」機能（体験・交流機能） 

歴史・文化資源の周辺を整備していくとともに、各資源をつなぐ工夫を施し、地域全体で楽しむ

仕掛けづくりを進めます。また、観光で訪れる人たちが、まちの歴史や文化に触れることができる

ような体験型観光の充実を図ります。 

 

  ○ 「休む」機能（観光支援機能） 

多くの人々が訪れることを想定した、ベンチやトイレ等の休憩施設、休憩スポットなどを適切に

配置していきます。 

 

 

 

 

◆４ 旧区役所敷地整備の考え方（第３章 ５）◆ 

旧区役所敷地は、岩槻への観光目的での来訪意欲を高め、観光客の利便性、快適性の向上に資する観

光交流機能の整備を検討します。 

なお、区役所旧庁舎は、今後の敷地利用や整備手法の具体的な検討状況を見据えながら、速やかに解

体するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆５ プランの推進に向けて（第３章 ７）◆ 

  

 ○市民が主役のまちづくり 

 

本プランが目指しているまちづくりの目標や取組内容についての共通認識の下、まちづくり団体や個

人が一層連携協力して、市民が主役のまちづくりに取り組んでいきます。 

また、次世代を担う、人・組織・リーダーの育成等を促進し、将来にわたって継続的にまちづくりを

進めていく仕組みづくりについての検討を行っていくこととします。 

 

○市民と行政との協働による取組 

  

 取組の具現化に向けては、専門知識やノウハウも必要となることから、市民の活動とともに行政の関

係部局が連携を図りながら、地域のまちづくりを積極的に支援していくこととします。 

 また、まちづくりについては、市民と行政の取組を、それぞれの役割分担の下、個々に進めていくだ

けでなく、地域の住民と行政とが意見交換・情報共有を図りながら取組を進めていきます。 
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観光案内 
物産販売 

情報発信 
休憩 

 
駐車場 
（まつり広場） 

観光案内 
物産販売 

情報発信 
休憩 

 
駐車場 
（まつり広場） 

行政機能 
観光機能 

将来の社会経済情勢の変化により、

行政機能や観光機能の追加を検討 

平成２４年度第５回都市経営戦略会議 資料２

平成２４年５月９日(水)

都市局まちづくり推進部まちづくり総務課



岩槻まちづくりマスタープラン実行体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内担当課所等（案） 

 

 ※部会欄Ａ、Ｂは Ａ：（仮称）岩槻まちづくり庁内推進部会、Ｂ：（仮称）観光拠点整備庁内検討部会を示す。  

局 部 課 担当（例） 部会※

政策局 政策企画部 地下鉄７号線延伸対策課 地下鉄７号線延伸促進 Ａ 

スポーツ文化部 文化振興課文化施設建設準備室 （仮称）岩槻人形会館の整備等 Ａ 
市民・スポーツ

文化局 区政推進室  
旧区役所解体 

旧区役所敷地整備 
Ａ・Ｂ

経済政策課 特産品等の開発 Ａ・Ｂ

商工振興課 
既存商店街活性化の検討 

魅力ある商業地形成の検討 
Ａ・Ｂ

経済部 

農業政策課 
農産物直売所など地産地消に役立つ情報提供

の検討 
Ａ・Ｂ

経済局 

観光政策部 観光政策課 

サイン計画の作成 

観光案内所の設置 

レンタサイクルシステム導入等の検討 

観光交流機能整備の検討 

Ａ・Ｂ

都市計画課 景観形成について Ａ 

都市交通課 公共交通について Ａ 

都市公園課 地域の豊かな自然に触れる場の充実を検討 Ａ 
都市計画部 

みどり推進課 地域の豊かな自然に触れる場の充実を検討 Ａ 

まちづくり総務課 全般 Ａ・Ｂ

都市局 

まちづくり推進部
岩槻まちづくり事務所 岩槻駅舎の改修 Ａ・Ｂ

道路環境課 

サイン計画の作成 

歩行者・自転車ネットワーク整備の検討 

駅へのアクセス道路、歩行空間整備の検討 

Ａ 

建設局 土木部 

道路計画課 
歩行者・自転車ネットワーク整備の検討 

駅へのアクセス道路、歩行空間整備の検討 
Ａ 

総務課 
区役所跡地管理・暫定利用の検討 

岩槻区における総合調整の窓口 

総務課観光経済室 

サイン計画の作成 

観光マップや情報誌等の発行 

ストーリー性のある回遊ルートの設定等 

Ａ・Ｂ

岩槻区役所 区民生活部 

コミュニティ課 

サイン計画の作成 

ストーリー性のある回遊ルートの設定等 

地域交流の場づくりなど暮らしの質の向上を

検討 

Ａ・Ｂ

岩槻まちづくりマスタープラン 

（仮称）岩槻まちづくり庁内推進委員会 （仮称）観光拠点整備市民検討会議 

庁内 庁外 

（仮称）岩槻まちづくり庁内推進部会 

（仮称）観光拠点整備庁内検討部会 

構成 

・「庁内担当課所等（案）」が属する部の長 

内容 

・マスタープランに位置づけられる事業を

実現化するアクションプランの作成と

取組体制の構築 

・旧区役所跡地の利用について、市民検討

会議での検討への支援とともに、利用計

画（素案）を検討・策定する。 

構成 

・「庁内担当課所等（案）」の長 

内容 

・マスタープラン事業の実施に向けた 

 具体的な調査・検討を行う。 

構成 

「庁内担当課所等（案）」の長 

内容 

・市民検討会議の検討をもとに旧区役 

 所跡地の利用について具体的な調 

 査・検討を行う。 

構成 

・学識経験者 

・公募 

・自治会代表者 

・商店会代表者 

・区民会議代表者 など 

内容 

・ 市民への検討内容の発信と検討過

程に多様な市民意見の取り込みを

図り整理する。 

・ 観光拠点など旧区役所跡地の利用

の検討と意見を取りまとめ、市長

への報告を行う。 
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