
１．経 緯  

平成２４年 

５月９日 
耐震診断の結果を踏まえ、大宮区役所庁舎の建て替えを決定・公表 

平成２４年 

５月～6月 

大宮駅周辺公共施設再編推進本部を設置し、大宮区役所庁舎の建て替え位置や公共

施設再編の方向性の案を検討 

平成２４年 

６月～７月 
リーフレットによるアンケート、市民フォーラム等による市民との意見交換 

平成２４年 

８月 8日 

都市経営戦略会議において、市民意見・要望等を踏まえ、「大宮区役所庁舎は市民

会館おおみや周辺（県大宮合同庁舎敷地）への移転とし、埼玉県と用地取得に関する

協議を開始することを決定

平成２４年 

８月～9月 

【埼玉県との協議の概要】 

◆県は、大宮駅周辺の公共施設再編によるまちづくりを重要事業と考え、県大宮合同

庁舎敷地を活用したまちづくりについて協力するとの回答 

◆県としては、現位置周辺での機能維持が必要  

平成 24年 

9月 20日 

【市議会 9月定例会 一般質問答弁】 

大宮区役所庁舎は「市民会館おおみや敷地・県大宮合同庁舎敷地周辺」への移転が

最も望ましい 

平成２４年 

10月 24日 

都市経営戦略会議において、県大宮合同庁舎敷地については、大宮区役所別館敷地

との土地交換、差額の金銭清算、県大宮合同庁舎の機能補償により取得する方向で県

と協議を進めることを決定

平成２４年 

11月 21日～ 

12月 11日 

大宮区役所内において、交通手段に関する市民意見を把握するためのアンケートを

実施。 

平成２４年 

11月 27日 

大宮駅周辺公共施設再編推進本部において、これまでの県との協議を踏まえ、県大

宮合同庁舎敷地の取得について、土地交換を行うことや、それぞれの建物を譲与する

ことなどを定めた基本協定書を締結することとした。また、詳細については確認書を

定め締結していくこととした。 

平成２４年 

1２月６日 

【市議会１２月定例会 一般質問答弁】 

大宮区役所の建て替え位置を県大宮合同庁舎敷地と定め、取得に向け引き続き詳細

な手続きを進める 

平成２４年 

1２月１０日 

【県議会１２月定例会 一般質問答弁】 

県大宮合同庁舎敷地と市有地の交換は、県合同庁舎の機能を確保しつつ、議会での

理解を得ながら進める 

２． 県大宮合同庁舎の機能移転に伴う条件 

県は現位置周辺での機能維持が必要とのことから、以下の対応が必要となる

○機能補償として県の各部署の移転に合わせた大宮区役所別館などの改修 

○県大宮合同庁舎に設置されている防災無線アンテナの移設 

○県大宮合同庁舎から大宮区役所別館などへの移転 

○大宮区役所別館敷地の東側の道路整備 

○県大宮合同庁舎の建物解体 

３． 土地交換に伴う概算費用

大宮区役所庁舎の建て替えに関するこれまでの経緯について（報告）                市民・スポーツ文化局 都市局 大宮区役所 発議 
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項 目 試算金額 予算計上時期 内 容 

設計・調査費 約 0.3 億円 ２４年12月補正 
県大宮合同庁舎敷地測量 

県大宮合同庁舎解体設計 

大宮区役所別館改修設計 

補償的経費 約６億円 25年当初 
大宮区役所別館改修 

防災アンテナ移設 

解体費 約６億円 
25年 6月補正 

（債務負担設定） 
県大宮合同庁舎解体 

土地取得費 約 12.6 億円 
25年 9月補正 

（県と合わせて） 
土地交換の差額 

合 計 約 2４.９億円 



１．地域連携拠点の基本的な考え方 

 「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」における大宮駅東口の公共施

設再編と連鎖型まちづくり推進の一環として、市民会館おおみ

や周辺を「地域連携拠点」として位置づけ、以下のような整備

の方向性を打ち出している。 

１）拠点の基本的な考え方 

○大宮駅前やさいたま新都心周辺からの人の流れを創出し、

地域の回遊性を向上させる。 

○公共施設の集積や公共機能の充実やまちの魅力となる施設

や空間の創出を行う。 

○まちづくりに活用できる土地を生み出す。 

○環境負荷の低減に積極的に取組むとともに、氷川参道沿道

にふさわしい環境整備・景観形成を行う。 

２）拠点整備の方向性

○公共施設の集約に合わせ、市民の利便性や拠点の魅力を向上する機能導入を図る。 

○市民の憩いの場の創出や防災機能強化を図るため、山丸公園と一体的なひろば整備を行う。 

○氷川緑道西通線は、東口の地区内幹線道路として整備を推進する。 

○氷川参道の歩行者専用化及び沿道の利便性や街区の土地利用向上に向け、必要に応じ、道路の新設を行

う。 

○おもてなし歩行エリアの確保に向け、駐車機能の強化を行う。 

○施設整備については、さいたま市環境基本計画などに基づき、計画の初期段階から環境配慮を行う。 

２．大宮区役所新庁舎への導入機能の検討

 地域連携拠点形成の基本的な考え方や、以下に示す 5つの視点及び公共施設マネジメント計画を踏まえて、

大宮区役所新庁舎への導入機能の検討を行う。 

※新庁舎へ導入する機能の検討視点

 市民の利便性向上 
・機能導入することにより、市民の利便性は向上するか 

・市民のニーズと合致しているか 

業務上の関連性 ・関連のある施設同士の複合化により、業務が効率化するか 

機能配置上の必然性 

（地域性等） 

・施設の管轄範囲等から新庁舎に配置が可能か、配置すべきか 

・他の庁舎等への配置は考えられないか 

拠点性の向上 
・都市拠点として、拠点性の向上に寄与するか 

・機能導入により、周辺環境にどう影響するか 

費用対効果 
・建設費、ランニングコストなどを十分勘案し、費用対効果を

高めることができるか 

※公共施設マネジメント計画 

 《５つの柱》 

１．長中期的な視点からのマネジメント 

２．全庁を挙げた問題意識の共有と体制整備によるマネジメント 

３．財政と連動した実効性の高いマネジメント 

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

  施設重視⇒機能重視、フルスペック⇒ネットワーク、機能複合化、用途見直し 

５．市民・民間事業者と問題意識の共有・協働を推進するマネジメント 

大宮区役所新庁舎への導入機能について 

おもてなし歩行エリア

市民・スポーツ文化局 都市局 大宮区役所 発議 
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地域連携拠点イメージパース 

「さいたま方式」の次世代型公共施設マネジメントの確立・発信 
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名称 諸元 各機能の特性 区役所との複合化の検討 方針案 

北部建設事務所 延床面積：約4,5００㎡ 
職員数：１９２名 
公用車数：５１台 

・旧大宮、岩槻地域の道路・下水道・建築の現場事務所 
・管轄地域全域（西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区）にアクセスの良
さが必要。 

・建築相談など一部では市民利用もあるが、全体的には業者の利用が多い 

北部都市・公園

管理事務所 

延床面積：約85０㎡ 
職員数：３２名 
公用車数：５台 

・旧大宮、岩槻地域の都市計画関連や開発関連の事務所 
・管轄地域全域（西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区）にアクセスの良
さが必要。 

・都市計画の相談など一部では市民利用もあるが、全体的には業者の利用
が多い。 

・管轄地域内での設置が必要。 

・建設事務所と都市・公園管理事務所で相互に連携して業務を行うことが多く関連

性が極めて高い。 

・規模も大きく個別に建て替えるより費用対効果がある。費用対効果の観点から複

合化による効果が大きい。民間施設へ移転する場合を試算すると約９.１年で賃料

累計額が建設費相当額に達する。 

障害者更生相談

センター 

延床面積：約95０㎡ 
職員数：１５名 
公用車数：１台 

・市内唯一の障害者専門機関であり、障害者の各種判定等を行う。 
・利用者の利便性や施設のバリアフリーが求められる 
・大宮駅を離れた場合、専門医の確保が困難である 

・市全体が所管だが障害者が利用するため、市域全体からのアクセス性を確保する

ことが望ましい 

・新庁舎の立地性の良さや、バリアフリーの整備により、市民の利便性が高まる 

・他の施設（市立病院、ひまわり学園等）との併設を検討してきたが、条件が合わ

ない。 

・移転する場合面積が広く大規模な改修が必要なことからコストがかかる 

・民間施設へ移転する場合は、賃料が高いためコスト面では不利 

（試算では約9.1年で賃料累計額が建設費相当額に達する） 

新庁舎へ導入

する 

大宮駅東口まち

づくり事務所 

延床面積：約１００㎡ 
職員数：１４名 
公用車数：２台 

・大宮駅東口のまちづくり推進に関する業務を行う 
・権利者対応など管轄地域内の市民利用がある 

・業務上、管轄地域内での設置が必要 

・区役所等と相互に連携して行う業務は少ないが、氷川参道対策室との連携はある 

・民間施設へ移転する場合は、賃料が高いためコスト面では不利 

（試算では約9.1年で賃料累計額が建設費相当額に達する） 

新庁舎へ導入

する 

大宮駅西口まち

づくり事務所 

延床面積：約１００㎡ 
職員数：１４名 
公用車数：１台 

・大宮駅西口のまちづくり推進に関する業務を行う 

・地元から大宮駅西口にあるべきとの声がある 

・権利者対応など管轄地域内の市民利用がある 

・業務上、管轄地域内での設置が望ましい 

・大宮駅西口に立地することで、関係権利者、住民の利便性が向上する 

・民間施設へ移転する場合は、賃料が高いためコスト面では不利 

（試算では約６.７年で賃料累計額が建設費相当額に達する） 

JＡＣＫ大宮へ

入居を検討す

る 

氷川参道対策室 延床面積：約５０㎡ 
職員数：３名 
公用車数：０台 

・氷川参道周辺のまちづくり推進に関する業務を行う ・権利者対応など管轄地域内の市民利用があるため、管轄地域近辺への設置が望ま

しい 

・区役所・区民等と清掃活動や植樹などのイベント等を相互に連携して行う。 

・民間施設へ移転する場合は、賃料が高いためコスト面では不利 

（試算では約9.1年で賃料累計額が建設費相当額に達する） 

新庁舎へ導入

する 

日進・指扇周辺

まちづくり事務

所 

（東館内） 
延床面積：約１１０㎡ 
職員数：８名 
公用車数：０台 

・日進、指扇地域の区画整理等に関する業務を行う 

・H27年度を目標に指扇まちづくり事務所と組織統合の予定 

・指扇まちづくり事務所については、区画整理事業の進展に伴い、執務室

の移転を予定しており、組織統合により一緒に移転することを想定 
・可能であればＳＳＣへの入居を希望しているが、現段階では不確定要素
が大きい。 

・権利者対応など管轄地域内の市民利用があるため、管轄地域近辺への設置が望ま

しい 

・区役所等と相互に連携して行う業務は少ない 

・民間施設へ移転する場合は、日進及び指扇地区への移転となり、大宮駅周辺と比

べて賃料も抑えられ、区画整理事業の予定期間である平成 31 年度までの場合、

コスト面でも有利 

（試算では約９.４年で賃料累計額が建設費相当額に達する） 

指扇事務所と

統合してＳＳ

Ｃを含む他施

設に移転する 

大
宮
区
役
所
庁
舎
・
別
館
庁
舎
の
既
存
機
能

市民税課分室 延床面積：約７３０㎡ 
職員数：４６名 
   （最大時１００名超） 
公用車数：１台 

・市民税の当初賦課の処理を行う（12月～6月に使用） 

・広い面積を使用し、１２月～６月以外でも電算機器等が残っている状態 
・次年度当初予算で、移転関連費用の予算要求を行っている。 
・可能であればＳＳＣへの入居を希望しているが、現段階では不確定要素
が大きい。 

・県大宮合同庁舎の機能移転に伴う調整から、早期移転が必要である 

・税の賦課業務を行う施設であり、市民の利用はない 

・導入を検討中の他の機能との関連性はない 

・全区の職員、臨時職員の利便性を考慮する必要がある 

・市域全体が所管区域であり、新庁舎に設置する必然性はない 

・民間施設へ移転する場合は、試算では約９.１年で賃料累計額が建設費相当額に達

する。 

平成２５年４月

～６月を目処に

仮移転する 

※移転先につい

てはＳＳＣの状

況も見つつ、他

施設への移転を

検討する

 大宮区役所新庁舎への機能導入に関する検討           
市民・スポーツ文化局 都市局 大宮区役所 発議 

第２５回都市経営戦略会議 資料２－２ 



     - 2 -

名称 諸元 各機能の特性 区役所との複合化の検討 方針案 

国民健康保険課

レセプト室 

延床面積：約４００㎡ 
職員数：４名 
公用車数：１台 

・国民健康保険課の分室として、レセプト点検を行う 

・現在、レセプトの電子化を進めており、今年度８割以上が電子化となる 

・レセプト室を廃止し、国民健康保険課に統合する組織要望を行っている 

・次年度当初予算で、移転関連費用の予算要求を行っている。 

・県大宮合同庁舎の機能移転に伴う調整から、早期移転が必要である 

・レセプトの点検施設であり、市民の利用はない 

・導入を検討中の他の機能との関連性はない 

・レセプト室自体は業務の効率性・連携性の観点から国民健康保険課との統合を要

望しているが、ときわ会館に入居できるスペースがない。止むを得ない場合のみ

ＳＳＣも検討していく。 

・民間施設へ移転する場合は、試算では約９.１年で賃料累計額が建設費相当額に達

する。 

平成２５年４月

～6 月を目処に

仮移転する 

※国民健康保険

課との統合を要

望中。

再
編
対
象

大宮図書館 延床面積：約３,６００㎡ 
職員数：１５名 
公用車数：１台 
規模：地下1階  
   地上３階建て 
蔵書数：約２７．１万点 

・生涯にわたる市民の学習活動を支援し、情報発信の拠点として、資料や
情報を計画的、積極的に収集し、提供する 
・夜間や休日にも利用され、多様な集客力を有する。 
・耐震性は確保されているが、老朽化やバリアフリーに課題を抱える 

【大宮図書館 機能内訳】 
（３階）自由読書室、青少年室、屋上庭園、事務室、書庫、ＷＣ 
（２階）公開図書室、子ども室、ＡＶ鑑賞室、会議室、書庫、ＷＣ 
（１階）ロビー、展示ホール、個人貸出室、書庫、ＷＣ 
（地階）視聴覚ホール、電気機械室、ＷＣ 

・夜間・休日でも市民利用の多い施設であり、拠点の回遊性の向上にも寄与する 

・戦略ビジョンの氷川参道歴史文化軸としてのコンセプトとも合致している。 
・区役所利用時の待ち時間利用など、関連性は考えられ効率性向上にもつながる。 
・氷川参道周辺の環境・景観に配慮することができる施設であり、地域性は高い。 
・設備が老朽化しており、大宮区役所新庁舎以外の公共施設再編の時期に合わせた
場合、億単位の修繕費がかかってくる。 
・施設規模が大きいので、公共施設マネジメントの観点から複合化するメリットが

ある 

・現在の自由読書室、青少年室、会議室、展示ホール、視聴覚ホールの機能をふれ

あいスペースで共用することも可能。 

・大宮の特性、時代のニーズ等を踏まえ特色を持たせる検討が必要となる。 

新庁舎へ導入

する 

老人福祉機能 【例：あずま荘】 
延床面積：約３１５㎡ 
構造：鉄骨造２階建て 

・高齢者が、趣味や娯楽、仲間づくりなどで利用できるスペースである 
・市民意見で望まれている機能である 
・大宮駅周辺では、既存施設としてあずま荘が立地している 
・あずま荘は、近隣住民から旗竿地の入口道路の寄付を受けた経緯があり、
移転等の際には調整が必要。 
【例：あずま荘 機能内訳】 
（２階） 
 集会室及び舞台、娯楽室（和室）、倉庫、湯沸室、ＷＣ 
（１階） 
 健康相談室、生活相談室、浴室及び脱衣室（男女各用）、会議室、 
 事務室、ＷＣ 

・大宮区では老人福祉センター、老人憩いの家について、それぞれ地域の設置基準

を満たしている。（老人福祉センターの設置基準は１区に一施設である。また老人

憩いの家について大宮区内すでに３箇所設置されており増設はできない）。 

・新庁舎にはお風呂は設置できないため、あずま荘の機能をそのまま移転すること

はできない。また、あずま荘のお風呂が生活の一部になっている住民がいる。 

・多くの高齢者に利用してもらうことにより、地域連携拠点としての賑わいの創出

や回遊性の向上に寄与する。また、多世代の交流を図ることができるため、ふれ

あいの場を形成する機能となる。 

・位置づけ・規模等については、基本計画を策定していく中で検討する。 

子育て支援機能 

【例：子育て支援センターみ
なみ】 
場所：サウスピア１階 
延床面積：約４００㎡ 

・親子同士の触れ合いの場として、子育て中の方との出会いの場として3

歳未満の親子を中心とした方が自由に利用する施設である 
・市民意見で望まれている機能である 

【例：子育て支援センターみなみ 機能内訳】 
遊戯室（ひろば）、相談室、授乳室、事務室、ＷＣ 

・子育て支援機能については、保育所や子育て支援センターなどがあるが、大宮区

ではそれぞれ地域の設置基準を満たしており、前述の位置づけを持った施設を導

入することは困難である。 

・子供・子育てをする親たちが集い、ふれあうことができる場所として機能を持た

せ、賑わいの創出・回遊性の向上を図ることができる。 

・子供を連れて来庁した親たちが、窓口で手続きや相談をする際の負担を軽減し、

区役所利用時の利便性を高めることができる。 

・交流する機能を老人福祉機能及び青少年の居場所機能と共にすることで、多世代

が集まる場所となる。公共施設マネジメントの観点からも複合化する方が運営上

効率的である。 

・位置づけ・規模等については、基本計画を策定していく中で検討する。 

そ
の
他

青少年の居場所

機能 

延床面積：約４００㎡ ・青少年が気軽に利用でき、くつろぎ、日常生活のよりどころになる場所で

ある 

・青少年の自主的な活動や地域活動に関する情報提供及びアドバイスを行い、

活動を支援することで、将来の地域の担い手を育成する 

・青少年の居場所スペースについては、様々な青少年のニーズにこたえる

居場所として、「さいたま子ども・青少年希望（ゆめ）プラン」におい

て、その必要性が指摘されている。 

・青少年が家庭や学校以外の場所で、交流や自主的な活動を行えることにより、自

主性や社会性、協調性を育むことができる。 

・青少年が交流する場所を老人福祉機能及び子育て支援機能と共有することで、多

世代が集まることとなり、青少年のこころの成長を促すことができる。 

・位置づけ・規模等については、基本計画を策定していく中で検討する。 

ふれあいスペ

ースとして多

目的利用が可

能な形で導入

を検討する 

※位置づけ・規

模等について

は、基本計画の

検討内で整理 
【例】 

・間仕切り壁を設

置し、機能ごとに

利用 

・大規模イベント

に対応できる一体

型のオープンスぺ

－ス利用 

・災害時、帰宅困

難者の一時避難利

用 

・図書館と共用で

きる学習室、読書

室、集会室、展示

スペース、ホール 

・多世代が交流で

きる団欒スペース 

・プレイルーム 

 など 
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名称 諸元 各機能の特性 区役所との複合化の検討 方針案 

休憩・休息機能 ：レストラン 
想定延床面積：約3００㎡ 

・カフェ 
想定延床面積：約2００㎡ 

・カフェ、レストラン等 
・市民意見で望まれている機能である 

・区民や観光客がよく利用するスペースとなることが見込まれるため、地域連携拠

点としての、賑わいの創出・回遊性の向上に寄与すると考えられる。 

・位置づけ・規模等については、基本計画を策定していく中で検討する。 

基本計画の中

で検討 
【例】 

・参道沿いに屋内

外一体利用のカフ

ェ 

・最上階展望レス

トラン 

・コンビニ 

 など 

公文書館機能 想定延床面積：約３,６００㎡ ・歴史的な史料としての公文書を、保管し公開する施設である。 ・歴史資料について、年間６００点の市民利用がある。 

・歴史的な史料を保管・公開する機能という点で、博物館との関連性が深い。 

・公文書館法第五条で、「国又は地方公共団体が設置する」と定めている 

市立博物館 延床面積：約２,３００㎡ 
職員数：９名 

・歴史的な史料としての非文書資料を、保管し公開する施設である。 
・休日にも利用され、多様な集客力を有する 

・耐震性は確保されているが、老朽化やバリアフリーに課題を抱える 

・歴史的な史料を保管・公開する機能という点で、公文書館との関連性が深い。 

・現在の施設は手狭であり、新たに魅力ある施設を建設するには面積を増やす必要

があると考えている。 

・構想の検討に時間を要し、今年度内の策定は不可能。 

市民会館おお

みや跡地で検

討 

 ※ 社会福祉協議会事務所等の行政財産目的外使用の部門については省略 



大宮区役所新庁舎 

概算事業費 
約 65億円程度（17,000㎡×38万/㎡） 

 ※ 駐車場等の附帯工作物は別途 

＊大宮区役所新庁舎の整備比較 

パターン① 

現大宮区役所 

パターン② 

現大宮区役所＋図書館 

パターン③ 

現大宮区役所＋図書

館＋ふれあいｽﾍﾟｰｽ 

導入機能 

施設規模 
延床面積：約11,000 ㎡ 

地上5階地下1階 

延床面積：約15,000 ㎡ 

地上7階地下1階 

延床面積：約17,000 ㎡ 

地上8階地下1階

概算事業費 約 42億円程度 約 57億円程度 約 65億円程度 

＊整備スケジュール（案） 

大宮区役所新庁舎の整備イメージ                                 

杜のひろば 

新設道路（構想） 

【大宮区役所新庁舎】 
延床面積：約17,000㎡ 

地上 8階地下1階 

〔主な導入機能〕 

大宮区役所 

北部建設事務所 

北部都市・公園管理事務所 

更生相談センター 

ふれあいスペース 

図書館 など 

（歴史や文化に

触れ合える公共

施設） 

杜のひろばイメージパース 

市民・スポーツ文化局 都市局 大宮区役所 発議 

第２５回都市経営戦略会議 資料３ 

大宮区役所 

北部建設事務所 

北部都市・公園管理

事務所 

更生相談センター

図書館 

大宮区役所 

北部建設事務所 

北部都市・公園管理

事務所 

更生相談センター 

ふれあいスペース 

など

図書館 

大宮区役所 

北部建設事務所 

北部都市・公園管理

事務所 

更生相談センター 

約 11,000㎡

約4,000㎡

約2,000㎡


