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（仮称）新都心将来ビジョンについて 
―さらなるにぎわい創出に向けて― 

１ 新都心将来ビジョンとは 
  さいたま新都心は旧国鉄操車場跡地で土地区画整理事業が行われ、首都機能の分担、自立性の高い都
市圏の実現と同時に、人・物・情報が行き交い、活気に満ちた都市空間の実現を目指して平成１２年に
街びらきが行われました。 

  しかしながら、基盤整備がほぼ完了した現在においても当初のまちづくりの目標を達成出来ていると
は言えず、課題を残している状況です。 
  本ビジョンでは新都心の周辺地区も含め大宮駅周辺地区と連携し、現在の課題に対応するまちづくり
の将来像を構築していきます。 

２ 上位計画の体系と(仮称)新都心将来ビジョンの関係 

 

○上位計画による[さいたま新都心周辺地区]の位置づけ 

・大宮駅周辺地区との一体的な都心形成 
・高次都市機能の集積 
・優れた都市景観の創出 
・都市型住宅地の形成 
・民間活力による整備促進 
・防災機能の充実・強化 
・産業交流活動の推進とにぎわいの活用 

 ３ 庁内検討組織における原案づくりの検討方法、運用期間の考え方 

  （１）検討方法 

     

委員

幹　事　会

経済部長　観光政策部長

事　務　局

政策局：新都心整備対策室

都市局：計画管理課座長：政策局理事
委員

政策企画部長

総合政策監

都市計画部長　都心整備部長

都市局長
経済局長

　　　　都市経営戦略会議 議会

検　討　会
座長：政策局長

庁内検討会議

 

   

（２）運用期間の考え方 

    本ビジョンの運用期間は概ね１０年程度と見込みます。また、運用期間が経過した時点で必要に応じた見直しを

検討するものとします。 

   

 
概ね 10年 運用期間 概ね 10年

街びらき 

2000 2003 2013 2023 

新都心将来ビジョン 
によるまちづくり

ビジョン 

策定 

土地区画整理事業 

周辺道路の整備など道路交通網整備 

周辺業務ビルや商業施設の整備 

未利用街区の整備等検討 
地区内未利用街区や周辺部での 

都市機能立地  

個別具体の都市計画

さいたま新都心地区地区計画
【H5市決定】

ほか

さいたま新都心
中枢・中核施設整備基本計画

【H6県策定】

都市計画マスタープラン
【H17市変更】

さいたま市総合振興計画
【H14基本構想議決】
【H16基本計画決定】

都市再開発の方針
【H17県変更】

都市再生緊急整備地域
地域整備方針

【H15国策定（H23変更）】

都市再生特別措置法

埼玉中枢都市圏
業務核都市基本構想
【H4県策定（H15変更）】

多極分散型国土形成促進法

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針
【H17 県変更】

都市計画法

南関東地域直下の
地震対策に関する大綱
【H4国策定（H10変更）】

（仮称）新都心将来ビジョン

　これまでの取組の整理
　・都市基盤の整備状況
　・にぎわい創出への取組
　・企業誘致活動　など

　　社会情勢の変化

さいたま市
観光振興ビジョン
【H19策定】

さいたま市
企業誘致活動方針
【H21策定】

さいたま市
産業振興ビジョン
【H21改訂】

平成２４年９月４日 

都市経営戦略会議資料１ 

政策局 
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４ さいたま新都心周辺地区の現状と土地利用動向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名 称 概 要 

第 13 街区(6.8ha)、 

第 14 街区(2.4ha)、 

第 16 階区(0.9ha)、 

第 17 街区(約 2.6ha) 

〔片倉用地〕 

・地区計画による土地利用方針を踏まえ、民間側で土地利用整備の検討を

進めている 

・第 1期開発として 14,16 街区において商業施設が 2004 年開業、第 2期開

発として 13 街区の一部で商業施設を開発する計画 

北袋 1 丁目地区（約 15.2ha） 

〔三菱マテリアル研究所用地〕 

・土壌・地下水浄化対策工事が 2012 年 3 月に完了 

・民間等で土地利用計画について検討を行っている 

上木崎 1丁目地区（約 1.9ha） 

〔東ゾーン〕 

（地区計画による土地利用方針） 

・業務・商業施設等を整備し、新都心の南側玄関口として魅力ある顔づく

りを図る 

第 8-1A 街区(約 2.4ha) ・約 2.4ha、さいたま赤十字病院、県立小児医療センターが移転予定 

第 4 街区の一部(約 0.3ha) ・JR 東日本によるホテル開発計画 
 

５ 主要施設の利用状況と社会情勢 
●駅乗車人数 

・さいたま新都心駅の乗車人数は平成 12 年度の開業時は（1.5 万人 ／日）であり、以来順調に増えてきたが、

平成 20 年度以降は横ばいであり、平成 22 年度は（3.9 万人 ／日）である。 

・北与野駅（0.9 万人／日）と与野駅（2.5 万人／日）に関しては、平成 12 年度以降、乗車人数の変化がほと

んど見られない。 

●集客施設イベント件数 

・さいたまスーパーアリーナのイベント件数は平成 18 年に 100 件を超え、それ以降は年間 100 件前後での横ば

い状態。 

・さいたまスーパーアリーナの来場者数は平成 19 年に減少がみられたものの全体として増加傾向。 

■ さいたまスーパーアリーナイベント件数            ■さいたまスーパーアリーナ来場者数 

 

 

 

 

 

 

 

●社会情勢 

・平成 23 年 10 月の全国の人口推計は前年同時期に比べ、約 25 万人減と既に人口減少が始まっている。本市で

は今後しばらく人口増加傾向であるが、近い将来、減少に転ずる見込み。少子高齢化による労働力の低下か

ら、経済・財政規模の縮小、社会保障費の増大・財政圧迫などが進行する。 

・経済においては、リーマンショックからの立ち直りの時期に、円高、欧州経済危機などが続き、回復基調に

なかなか至っていない。 

・大規模災害に対する危機管理は、東日本大震災の教訓を踏まえ、あらゆる災害を想定した危機管理への対応

が求められている。 

・ヒートアイランドの顕在化、温室効果ガス総排出量の増加、消費電力の節約などの様々な環境問題への対応

が求められている。 

●業務床需要、賃料水準について 

さいたま市の業務床需要は横ばいで推移しているものの、空室率は低下の傾向にある。 

他都市と比較しても空室率は低く（6.5%）、平均賃料は大阪市、名古屋市より高い水準を維持している。 

(10,630 円／坪)。 

●公園空白地域について 

さいたま新都心駅東側は歩いて行ける身近な公園の空白地域にあたり、公園が不足している。 

６．さいたま新都心周辺地区の役割と大宮駅周辺地域との連携 
【役割分担】 

・大宮駅周辺地区は鉄道交通の結節点という立地特性や地域資源を生かし、商業・業務機能や文化・交流機能

等の集積を図る。 

・さいたま新都心周辺地区は広域行政機能の立地を生かし、商業・業務機能の集積を図るとともに、広域防災

拠点としての防災機能を強化する。 
【一体的都心としての連携】 

・商業・業務地の機能集積と両地区間の都市計画道路等の整備を進め、機能を相互に補完することにより両地

区の連携を深め一体的な都心としての形成を図る。 

・都市計画道路などの緑化推進により両地区を連結し、氷川の杜や見沼田圃などみどりのシンボル核と一体的

となった回遊ルートの形成を図る。 
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７ ビジョン策定の考え方 
 

○上位計画による新都心周辺地区の位置づけ 

・広域行政機能、業務機能、文化機能、交流機能などの機

能集積を進め、大宮駅周辺地区との連携を深め、一体的

な都心形成を図る 
・新都心地区は都市再生緊急整備地域に指定され、防災拠

点としての機能強化を検討する 

○さいたま新都心周辺地区と大宮駅周辺地区の役割分担と連携 

【役割分担】 

・大宮駅周辺地区は鉄道交通の結節点という立地特性等を生

かし、商業・業務機能や文化・交流機能等の集積を図る 
・さいたま新都心周辺地区は広域行政機能の立地を生かし、

商業・業務機能の集積を図るとともに、広域防災拠点とし

ての防災機能を強化する 
【一体的都心としての連携】 

・商業・業務地の機能集積と両地区間の都市計画道路等の整

備を進め、機能を相互に補完することにより両地区の連携

を深め一体的な都心としての形成を図る 
・都市計画道路などの緑化推進により両地区を連結し、氷川

の杜や見沼田圃などみどりのシンボル核と一体的となった

回遊ルートの形成を図る 

①現状の把握 ②まちづくりの課題 ③さいたま新都心周辺地区の目標(将来像)と実現のための基本方針・施策

○これまでの取組 

〔ハード面〕 
・土地区画整理事業等により基盤整備が概ね完了 
・市街地再開発事業による北与野駅周辺の整備完了 
・広域行政機能、民間の業務機能の立地 
・ｱﾘｰﾅ、けやきひろば等の文化・交流機能の立地 
・13、14、16、17街区(片倉)の既存商業機能の立地 
・都心居住を実現する住宅地の形成 
〔ソフト面〕 
・文化・交流機能を活用したイベント等の実施 
・企業誘致による本社、研究施設の立地 

○社会情勢 

・少子高齢化による社会構造の変化 
・低迷する経済動向 
・環境問題への対応重視 
・大規模災害に対応する危機管理重視 
・業務床需要横ばいに対し賃料水準は高値維持傾向 
・公園が不足している 

○基本方針 

 これまでの基盤整備等により集積した広域行政機能をはじめと

し、業務・商業・交流・文化等の都市機能に加え、暫定利用、未利

用地などの利活用による更なる機能の強化・充実。交通結節点であ

る大宮駅周辺地区との活動連携の強化による機能補完により、にぎ

わいあふれる持続可能なまちをつくる 

 

○基本施策：暫定利用地・未利用地等の利活用 

      大宮駅周辺地区等との連携強化 

○基本方針 

 氷川の杜から中山道沿線での緑の保全に加え、緑化の推進や公園

空白地域の解消により緑を創出し、首都圏有数の大規模自然緑地で

ある見沼田圃に至る緑のネットワークを形成する。また、歩行者や

自転車が安全に楽しく移動できる動線を整備し、まちのにぎわい創

出の核となる回遊性を向上させ、都市機能が緑でつながりあうまち

をつくる 
 
○基本施策：緑のネットワーク形成推進 

○基本方針 

 立地特性を生かした高度医療機能の導入、広域防災拠点として国

の合同庁舎に整備された防災機能、これを補完するオープンスペー

スの確保により、広域的な安心・安全を担うまちをつくる 

 

○基本施策：広域医療・広域防災機能の向上 

新都心駅東側は、新都心東広場はあるものの、歩いて行ける範

囲に誰もが安心して遊べる身近な公園が不足している公園空

白地域であるため、緑の憩い空間整備が必要である 

新都心駅東側は身近な公園の空白地域であり、公園整備による

空白地域の解消が必要である 

平成 12 年の街びらき以来、新都心地区における就業人口が増
加したものの、伸び悩んでおり、対策が必要である 

就業人口などの伸び悩みがみられ、その対策が必要である 

新都心地区内は歩行者デッキなどが整備され、回遊性が確保さ

れているが、大宮駅周辺地区等との十分な回遊性が確保されて

おらず、一体的都心の形成に向け回遊動線の確保が必要である

大宮駅周辺地区と一体的な都心とするため、及び地区内のにぎ
わい創出のため、回遊動線の確保が必要である 

区画整理により基盤整備が行われ、広域行政機能をはじめとし

た様々な都市機能が立地したが、地区内外において大規模な民

間保有などの暫定利用・未利用の街区が残されており、その利

活用が必要である 

都市機能集積が進められたが、いまだ暫定利用地や未利用地な
どが存在し、その利活用が必要である 

東日本大震災発生により、危機管理のあり方が社会的に重視さ

れており、広域防災拠点として国の機関が整備された地区であ

ることに加え、大規模災害発生時の活動場所となるオープンス

ペース を確保する必要がある 

東日本大震災を踏まえ、防災機能の強化・充実が必要である 

目標（３）：豊かな緑と都市機能が融合するまち  

目標（１）：広域的な都市活動の拠点、にぎわいあふれるまち 

目標（２）：広域的な安心・安全を担うまち 
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○まちづくりの方針図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標(将来像)と実現のための基本施策 

目標(1)：【広域的な都市活動の拠点、にぎわいあふれるまち】

・暫定利用地・未利用地等の利活用 

     ・大宮駅周辺地区等との連携強化 

目標(2)：【広域的な安心・安全を担うまち】 

・広域医療・広域防災機能の向上 

目標(3)：【豊かな緑と都市機能が融合するまち】 
・緑のネットワーク形成推進 

【緑と都市機能が融合するまち】
○中山道を緑のシンボル軸として位置づけ、氷川参道
と中山道のけやき並木、オープンスペース、見沼田
圃を結ぶ緑のネットワーク形成による回遊性の創出

【にぎわいあふれるまち】
【安心・安全を担うまち】 
【緑と都市機能が融合するまち】 
○13、14、16、17 街区(片倉)との連携や土地活用など
様々な施設立地との相乗効果によるにぎわい創出 

○オープンスペース整備による合同庁舎の広域防災機
能の補完 

○緑の憩い空間整備による緑の創出 

【にぎわいあふれるまち】
○13、14、16、17 街区(片倉)の商業・業務施設などの
開発計画によるにぎわい創出 

【にぎわいあふれるまち】
○商業・業務、広域行政、防災、文化・交流機能
などの相互の機能を補完しあう関係を構築 

【にぎわいあふれるまち】 
○ JR東日本の開発計画 

によるにぎわい創出 

【にぎわいあふれるまち】 
○新都心の南側玄関口として、商業・
業務施設などの整備促進によるに
ぎわい創出 

【安心・安全を担うまち】 
○さいたま赤十字病院、県立小児医療
センターの移転立地による安心・安
全のまちづくり推進 

【にぎわいあふれるまち】 
○新都心の西側玄関口として、デッキを
はじめ、歩行者動線の強化によるにぎ
わい創出

４ 
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基本施策１ 

暫定利用地・未利用地等の利活用 

具体施策 

【片倉工業による商業・業務施設開発計画の促進】 （第 13,17 街区） 

○ 片倉工業の第二期開発(13街区内38,000㎡、商業施設、延床面積：100,000㎡、開業時期：2015年春)による商

業施設整備をはじめとして、段階的に開発を促進することにより、にぎわい創出を図る 

  ・南北動線強化に向けた歩行者デッキ整備の検討 

【三菱マテリアル用地土地利用転換の促進】 (北袋 1丁目地区) 

○ 北袋 1丁目地区(三菱マテリアル研究所用地)での土地活用による様々な施設立地を促進するとともに、近接する 13

～17街区との連携による相乗効果により、にぎわい創出を図る 

・南北動線強化に向けた歩行者デッキ整備の検討 

・交通広場等の検討 

【JR 東日本による開発計画の促進】 (第 4 街区の一部) 

○ JR 東日本の開発計画を促進し、にぎわい創出を図る 

【地区計画に整合した土地利用の促進】 (上木崎 1丁目地区) 

○ 新都心の南側玄関口として、商業・業務施設などの整備を促進し、にぎわい創出を図る 

基本施策２ 

大宮駅周辺地区等との連携強化 

具体施策 

【大宮駅周辺地区との都市機能連携強化】 

○ 商業・業務、広域行政、防災、文化・交流機能などの相互の機能を補完しあう関係を構築し、大宮駅周辺地区との連

携強化を図る 

・都市計画道路等の整備・バス路線等公共交通の充実 

【北与野駅周辺地区との歩行者動線強化】 

○ 新都心の西側玄関口として、デッキをはじめ、歩行者動線強化によるにぎわいの創出を図る 

・魅力ある歩行空間の形成 

 
 
 

目標１ 【広域的な都市活動の拠点、にぎわいあふれるまち】 

 

方針図 

(第 4街区 

    の一部) 

(上木崎 1丁目地区) 

(北袋 1丁目地区) 

(第 13,17 街区) 

多様な機能の 

補完・連携 
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基本施策 

広域医療・広域防災機能の向上 

具体施策 

【三菱マテリアル用地へのオープンスペース整備】 (北袋 1丁目地区) 

○ 北袋 1 丁目地区(三菱マテリアル研究所用地)へのオープンスペース整備により、合同庁舎の広域防災機能を補完

する安心・安全のまちづくりを推進するとともに、環境・エネルギーに配慮したまちづくりを促進する 

・一時避難場所としての空地確保 

・スマートシティの形成 

【二病院の移転立地】 （8-1A 街区） 

○ さいたま赤十字病院、県立小児医療センターの新都心地区内への移転立地により、災害時の対応もふまえた医療

機能を充実し、安心・安全のまちづくりを推進する 

・病院等整備の促進 

※スマートシティ：太陽光発電の導入や電力の多重化等により効率的エネルギーマネジメントに取り組むまち 

 
 
 
 
 

 
 

基本施策 

緑のネットワーク形成推進 

具体施策 

【三菱マテリアル用地への緑の創出】 (北袋 1丁目地区) 

○ 北袋 1 丁目地区(三菱マテリアル研究所用地)へのオープンスペース整備に併せ、緑を創出し、緑のネットワーク形

成を推進する 

・公園整備を中心とした緑の回廊形成 

【緑のシンボル軸】  

○ 中山道を緑のシンボル軸として位置づけ、氷川参道と中山道のけやき並木、オープンスペース、見沼田圃を結ぶ緑

のネットワーク形成による回遊性を創出する 

・中山道のけやき並木などの街路樹の保全、育成 

・高沼遊歩道や北袋 1丁目地区との連携による回遊ルートの形成 

 

目標 2 【広域的な安心・安全を担うまち】 目標 3 【豊かな緑と都市機能が融合するまち】 

防災活動拠点 

(北袋 1丁目地区) (8-1A 街区) 

広域防災機能を 
補完する施設 広域医療・防災機能 

をもつ施設群 

方針図 

(北袋 1丁目地区) 

方針図 


