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第３回地下鉄７号線中間駅まちづくり方針有識者会議 議事録 

 

○日時：令和 4 年 8 月 30 日（火）15:00～16:15 

○場所：下落合コミュニティセンター３階 多目的ルーム 

 

○出席者 

【委員】（敬称略） 

座長  久保田 尚：埼玉大学大学院 理工学研究科 環境科学・社会基盤部門教授 

     伊藤 香織：東京理科大学 理工学部 建築学科教授（Web 参加） 

上田 真弓：石黒技術士事務所 マーケティング・コンサルタント 

大沢 昌玄：日本大学 理工学部 土木工学科教授（Web 参加） 

         瀬田 史彦：東京大学 大学院工学系研究科 都市工学専攻准教授（Web 参加） 

飛田  満：目白大学 社会学部長 社会学部地域社会学科教授 

【オブザーバー】 

今 佐和子：国土交通省 関東地方整備局 建政部 都市整備課長 

（欠席：国土交通省 関東関東地方整備局 建政部 計画管理課長） 

（欠席：国土交通省 関東運輸局 鉄道部 計画課長） 

（欠席：国土交通省 関東運輸局 交通政策部 交通企画課長） 

 

○議題及び公開又は非公開の別 

（議題） 

（１）第２回会議の意見について 

（２）導入機能の整理について 

（３）「土地利用配置方針」と「基盤整備イメージ」について 

 

（公開・非公開の別） 

公開 

 

○傍聴者数  

５名 

 

○議事 

 

１．開会 

２．議事 

◆議題(1)について 

〈事務局より資料説明> 

 資料 会議の進め方 P1 

 資料（１）第 2 回会議の意見について P3 

 

・委員より異議無く了承された。 

 

◆議題(2)、議題(3)について 

資料 第３回地下鉄７号線中間駅まちづくり方針有識者会議資料 P1～３ 

参考資料 1 浦和美園～岩槻現況図 

参考資料 2 過年度の土地利用検討 
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〈上田委員> 

こちらの計画で、前回私は自転車を利用する住民の方が、さいたま市の市民の方には多いので、

そちらに配慮して欲しいと申し上げたが、「自転車ネットワーク」が「沿線連携エリア」に入ってい

たので、これは本当に必要だと思うし、これいいと思った。同時に、今無い機能ということになる

と思うので、安全面に配慮した道路作り、だいたい 2km ぐらいの範囲かと思うが、夜走っても安

全であるとか、そういったところに配慮して欲しい。 

特に防犯に関しては、まだ人口が少ない時に、犯罪とか窃盗などは起こりやすいと思うので、計

画の中に入れられるものがあれば配慮して欲しい。 

 

〈事務局〉 

区画整理の進行にはかなり時間が掛かるということがある。造成工事が終わっても住宅が建つま

でにそれなりの時間が掛かってしまうことになると、空き地がある期間が長くなるため防犯上の問

題が出てくると思う。そのようなことも配慮し、何ができるか検討していく。 

 

〈伊藤委員〉 

資料 7 ページが何を表しているか伺いたい。「職」「住」「学」「遊」がまちづくり範囲の中に入っ

ていて、外に「農とのふれあい」があるが、これは単純にそのような機能が入るという意味なのか、

それとも実際の配置のイメージを表しているのか教えて欲しい。例えば、「遊」が南にまとまってあ

るが、これは何を示しているのか。 

 

〈事務局〉 

７ページの表現に関しては、ある程度の配置を意識した中で想定しているイメージである。この

段階では、まだ街区構成なども示せない中で、各要素の割合をイメージ化して表現している。水色

の枠は、概ねのまちづくりの範囲と考えており、「農とのふれあい」に関しては地区の外側というイ

メージで考えている。 

配置の関係で事務局の案を出させていただいたが、例えば「遊ぶ場所」はどの様な内容が良いか、

配置はどの辺りが良いのかなどの観点で、ご意見等あればいただきたい。 

 

〈伊藤委員〉 

機能が集中しているのか分散しているのでは少し違うと思う。街区まで落とさなくてもよいが、

配置や割合などが分かるようなダイアグラムであると読み取りやすい。 

 

〈久保田座長〉 

11 月の最終の委員会でのアウトプットとして、どのくらい具体性のあるものを作ろうとしてい

るのか。 

 

〈事務局〉 

事務局でも、事業化に向けた検討を並行して進めているため、具体的なものを示すことは難しい。

今回示している７ページの図面や、過去に公表している参考資料に示している土地利用パターンな

どを参考にしながら、このようなレベルで土地利用配置方針、基盤整備イメージをお示ししたい。 

 

〈飛田委員〉 

私も７ページのイメージ図に関心を持っている。これはあくまでもイメージであるかも知れない

が、幹線道路と目白大学だけが今あるもので、後はほとんどゼロベースで造れる。一番いいと思っ

たのは、幹線道路から伸びているリング状の道路である。 

目白大学から幹線道路までというと歩きにくい。リングの中をウォーカブルシティにし、すべて
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の中枢機能を入れてコンパクトシティにできないかと考えていた。 

それから、中間駅を挟んで右と左を断ち切らないというお話だったので、自由に行き来できるよ

うな形で、商店街みたいなものがここにあると少し街が活性化すると思っている。 

更に言えば、ウォーカブルなので、車を締め出すとは言わないが、ある程度制限してしまう。そ

れでニューモビリティなど、将来的に走らせるようなイメージで幹線道路の傍にパークアンドライ

ドを置くと、街の中を車が走りまわらなくなり、ゆっくりと街歩きができるような場所になる。 

ついでに言えば、歩行者ネットワークや自転車ネットワークをここに設置出来るのであれば、駐

輪場もこの辺りに置いておくと、街の中を歩き回るイメージになるので、幹線道路をまわしたとこ

ろに車を停めておいて、街はゆっくり歩く。そのような街づくりができないかと考えていた。 

 

〈事務局〉 

前回、駅前広場について、駅直近では無いことも考えられるという話があったと思う。街中でな

るべくウォーカブル、歩行者優先ということも是非取り入れたまちづくりにしたい。 

自転車ネットワークも、駐輪場との関係を含め、様々なモビリティとウォーカブルが繋がるよう

に検討していきたい。 

 

〈飛田委員〉 

７ページのイメージ図でも規模感がイメージできるが、中間駅と幹線道路の間には、「ゆとり住

宅」は配置出来ないのではないか。幹線道路の向こう側にしか「ゆとり住宅」を造る程のスペース

がないような気がする。ここには、お店や交流スペース、広場ぐらいしか空間的に入らないイメー

ジがある。住宅は幹線道路の外に出した方が良い。ここに住宅を入れるのであれば、「ゆとり住宅」

というよりは、中低層のマンションだと思う。 

 

〈事務局〉 

ご指摘の通り、駅の近くは密度の高い住宅、遠方には敷地が広い「ゆとり住宅」といった分け方

が必要になる。この図面では一括して示しているが、分ける形で表現したいと考えている。 

 

〈瀬田委員〉 

参考資料 1 を拝見したが、今は対象の中間駅の周りは、目白大学の立派なキャンパスがあるが、

それ以外はめぼしい施設がない状況だと思う。 

それに対して、資料７ページにあるような整備をするということで、浦和美園や岩槻の機能を借

りたりする場合に、どれくらいのサービスがこの駅あるいは駅周辺に必要で、どのような場合は、

電車に乗って隣の駅まで行かなければいけないかということを、需要側である住人あるいは働く人

の視点で考える必要があると思う。 

今日の資料は、どちらかというと整備する側の論理で、このような機能がここにあればよいとい

う像を示していただいていると思うが、実際にここで住む人や働く人にとってはどれくらい便利に

なるか、どのような場合は少し遠くまで行くのかなど、この辺がしっかりわかるような図や説明が

あった方がよいと思っている。 

とりわけ、最近の都市計画、まちづくりというのは、アクティビティを重視する方向性にあるの

で、需要側がどのような生活ができるのか、そのようなこともしっかり表現できるようなプレゼン

テーションが、この資料の中にいくつか含まれているとよい。 

 

〈事務局〉 

整理の仕方としては、住む人や働く人の生活圏になければならない施設と、広い範囲の中にあっ

てもよい施設に分けられる。当然ながら、生活に必需の施設は地区内に配置していく。必ずしも必

須ではない施設については、浦和美園や岩槻で分担していく。そのような整理を今後していく予定

である。 
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〈大沢委員〉 

資料７ページで示されている「まちづくり範囲」が実際に計画的に整備するエリアだと思ってい

るが、この中の白いところをどのようにするかが重要である。丸で示された箇所には拠点が配置さ

れると思うが、その他の色が塗られていない白いところはどのようなイメージをしているのか。 

一方で、資料 4 ページでは、地域資源の継承というのが「地域資源エリア」として「まちづくり

範囲」の外に置いてあるが、「まちづくり範囲」内ではこのようなことをしなくてよいのか。既存の

住宅や豊かな緑があると、そこと共存しながら新たな街をつくっていく必要がある。この「まちづ

くり範囲」の中の既存住宅との関係性をしっかり言わなければならない。今ある住宅系をどのよう

にするのかは、誰かがしっかりと第４回目に向けて整理しないといけないのではないか。 

もう一つ、今回せっかく鉄道駅をつくるが、なぜか「個性ある居場所」が道路との交差点近くに

配置されている。自動車交通重視という風にも間違って見られてしまう可能性がある。このような

ものは駅の近所がよいと思う。今回の「駅を中心としたまち」ということをしっかりメッセージで

伝える必要があると思うので、このような配置はしっかりと考えなくてはならない。 

もう一方で、自動車交通という観点で、幹線道路は蒲生岩槻線というイメージを持っているが、

国道 122 号との関係は検討しなくてよいのか。東北道を含めるかは別にしても、高速幹線道路と

は少し浮いている地区に見えてしまう。国道 122 号や高速道路との関係性が実は大きいかも知れ

ない。それらと地区内とを連携させるのか、地区内でどのように連結させるのかということが見え

た方がよい。 

 

〈事務局〉 

まず、基盤整備イメージの白いところは、主に住宅系を想定しており、現状の土地利用から大き

く変えるのではなく、現状に近い形だと考えている。図上、丸で表現しているところ以外も、住宅

配置をうまく表現したい。 

それから緑地の関係、縁辺部だけでなく、例えば地区内に既存の緑地がある。そのようなところ

の活用や産業用地の施設の中での敷地内緑地についても考えていきたいと思っている。そのような

ところから地区内での緑を表現できたらと思っている。 

「個性ある居場所」については、1、2 回目の会議でも駅付近にと話があったと思う。それにつ

いては配慮させていただく。 

国道 122 号との関係性は、発生交通量を踏まえて接続するか検討することになる。 

 

〈久保田座長〉 

私からも二つほど説明したい。 

一つは、飛田委員からリングロードを作るというドイツの紹介があったが、ドイツのゾーンシス

テムは世界的に有名だが、日本のゾーンシステムとの大きな違いは、真ん中に駅があることである。

ドイツの場合は駅が外側にあり、LRT や地下鉄は別として、中距離長距離の鉄道の駅というのは、

このシステムだから入れなかった。日本の場合は駅を中心としたまちづくりをやるので、まさにこ

の画の様に、真ん中が駅となる。 

ということは、ドイツと違って駅に向かうアクセス交通というのはどうしても確保しなければい

けない。例えばバスもなくなるわけではないが、バスも駅に来るだろうし、バリアフリーも考慮す

る必要があり、この画の中で駅へのアクセスについて担保していることを表現してもよい。 

もう一つは質問ではないが、参考資料 2 の方で過年度の土地利用検討を紹介いただいている。今

回の７ページもそうだが、少し気になるのが大学と駅との関係である。なんとなく無関係にみえる。

駅と大学が何かよそよそしく見えるが、どのような議論があってこうなったのか知りたい。意見と

しては、せっかくここに大学があるわけだから、駅との関係をもう少し空間的にも考える余地があ

るのではないか。 
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〈事務局〉 

７ページのイメージ図だと、中間駅とのアクセスが鉄道の線しかないが、第１、２回の会議でウ

ォーカブルの話や自転車の話があった。地区外だと公共交通とのアクセスできるところもある。こ

れについては、しっかり表現していく。それから目白大学との関係性も、ウォーカブルで結ぶこと

について、表現をどのようにするか検討する。 

 

〈国土交通省 関東地整 建政部 都市整備課長〉 

大沢先生から話があったが、緑がまちづくりの範囲内に入っていないことに関して、前回も皆さ

んから緑が必要との意見があったが、是非、何か表現できれば嬉しく思う。 

広域の行政を見ている立場でお願いしたいのが、新しく市街地を開発するときに貯水池をつくる

ことがあると思うが、できるだけ雨水を浸透させるような意識をしていただきたいと強くお願いし

たい。舗装の際、アスファルトを敷き詰めるだけではなく、例えば芝生とのまだら模様にするなど、

神奈川県でも工夫しているところがある。新市街地の開発には緑の共存というのを意識してほしい。

反面、お金も掛かり、特に樹木を入れていこうとすると管理が大変になってくると思う。街路樹植

えたが、管理が大変で切られてしまうこともあるので、どのように保って行くかというところも意

識しながら、これからの議論をしていただきたい。 

 

〈事務局〉 

緑に関しては、今ある緑を活かしたいと思う。「個性ある居場所」を真ん中に作るという中で、そ

こに緑というのは必然的にあるべきだと思っている。そこを念頭に緑の配置を考えていきたい。 

雨水浸水等に関しては、どうしても区画整理で調整池を造らなくてはならないというのもあるが、

その近隣にも浸透させるということで調整容量が減るということも考えられる。是非、積極的に取

り入れていくつもりである。 

 

〈上田委員〉 

居場所についていろいろ議論がある。新しい街なので、やはり新たな方とここにお住まいの方が

交流できるような交流拠点も、是非検討して欲しい。商業用地の中にも、居場所というか交流でき

るようなお店ができるかもしれないが、やはりそれだけだと知っている方達が行ってそのまま帰る

というので、やはり交流拠点をつくって欲しい。 

ただつくるだけではなく、そこで本当に皆さんが交流できるような仕掛けが必要である。例えば、

「サードプレイス」ということが言われているが、フランスだと新しいサードプレイスとして、そ

こで音楽を住民の方々が演奏したり、地元の農作物を買えたり、あるいはそこにもコミュニティカ

フェがあったりと、そのような仕掛けが政策としてある。 

そのような、新しい「体感型コミュニティ」、そのような機能がある拠点をつくると、その地区だ

けに留まらない個々の繋がりが生まれるのではないか。是非、新しい「さいたま市型サードプレイ

ス」のようなものをつくっていただけるとよい。 

 

〈事務局〉 

このようなものはとても大事で、つくっても使われないと全く意味がない。拠点施設の中で、使

われる、愛される施設をつくりたいと思っている。ただ、その仕掛けがどういうものなのかは、ご

意見をいただきながら検討したい。 

 

〈伊藤委員〉 

上田委員からあった意見に同意する。 

補足として、ここにしかないもの、例えば岩槻や浦和美園から来る人が何を期待して来るのかと

いうところが見えてくると、外から来た人との交流のあり方がもう少し見えてくると思う。 

それからもう一つは、どうやって運営していくのかという話で、まだ具体には書けないとは思う
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が、ある種のマネジメントが必要になってくる。最近は、ハードだけ最初に決めておいて出来てか

ら運営を考えるというよりは、ハードを考える過程で運営についても考えていくというのが主流だ

と思う。少なくとも、そのようなマネジメントが必要であるということは、書いていただいた方が

よい。 

 

〈飛田委員〉 

7 ページのイメージ図にある「住」の位置は、少し静かなところで、幹線道路の周辺ではない西

側の方が良い感じがしている。リングロードに私は拘っているが、そのリングロードを通って住宅

地に入るようなイメージが出来ないものかなと考えている。 

その理由は、幹線道路、中間駅から降りていくわけだが、東側よりは西側の方が街の広がりがま

だゼロベースでできるような気がする。このイメージ図は、まだ厳密なものではないかもしれない

が、中間駅の位置がだいたい決まっているとしたら、東側から幹線道路の間はあまりスペースがな

いため、西側の方に広げていって、中間のところに住宅を作ったほうがよいと思う。それで、自然

に中間駅から商店街のようなものが伸びていけば、どんどん街が広がっていくようなイメージがあ

る。 

先ほど大沢委員からもあったように、「個性ある居場所」の中にはもしかしたらコミュニティ機能

や産学連携機能、高齢者施設、保育園などが考えられると思うが、そのようなものも中間駅の傍の

少し静かなところにできるとよいのではないか。 

あと、4 ページと 5 ページの示している内容について、微妙に異なっている気がする。4 ページ

はキーワードを見事によく落とし込んでいると思うが、なぜ「リモートオフィス機能」が駅前にな

ければならないのか、「コミュニティ機能」が資源エリアの方に入っているのか、住宅も駅前ではな

くてもよいのではないか。また、目白大学と幹線道路は唯一今あるもので、そこから推測すると、

5 ページは縁辺部の方に目白大学があるが、実際にはもっと中に入ってくるような 7 ページのイメ

ージ図になる。この辺のところが少し混乱している。どの機能をどのエリアに持ってくるのか、も

う少し精査していただくとよい。 

あと、6 ページでサステナブルな都市構造の中に、SDGｓの１７の目標を落とし込んでいる。こ

れは今も地域創生 SDGs、自治体 SDGs と言われていて、さいたま市は SDGs 未来都市である。

今、SDGs の目標・理念に従って地域創生を推進することがトレンドになっている。他にも、例え

ば 12 番の持続可能な生産と消費というのも、地産地消のお店を設けてもらうなど。生態系・自然

の方で見れば 15 番。17 番のパートナーシップも産学官公民連携というところで入れても良いと

思う。ゴールは、あと 3 つぐらい追加しても良いと思う。 

 

〈事務局〉 

住宅の関係は 7 ページのところだと丸の部分、これはもう少し見直して、ゆとりの部分と密度が

高い部分をつくり、駅周辺と縁辺部に配置を考えていきたい。それから、このような施設や商店な

どについて、関連性を待たせた配置を考えていきたい。 

4、5 ページの関連は、もう一度見直し修正したいと思う。SDGs の関係についても、精査した

うえで追加したい。 

 

〈大沢委員〉 

先程、久保田座長のお話しにもあったが、それぞれの拠点をどのように結ぶかということについ

て、それぞれ独立して見えるので、歩行者専用系がいいのか、そこはいろいろ議論があるにしても、

職・学・住をどのように結ぶのかを考える必要がある。 

あと、駅を含めたネットワーク図のイメージを示す必要があると思う。特に、いま中間駅から目

白大学に行く所に軸があるが、もしかしたらあれがウォーカブルな空間で、車排除型もしくは車共

存型という軸になる可能性がある。中間駅から「学」までの軸を考える必要があると思う。 

あと、「地域資源エリア」に対して何もネットワークが向いていないが、本当は何か向かなくては
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いけないと思う。歩行者系で緑の方に秘密基地があるなど、それぞれの核が独立していると思うの

で、それらを結びつけるネットワークはつくらなければいけないと思う。 

もう一つは、今回の地区は、一住区の半分ぐらい、小学校の半分ぐらいなので、新たな小学校、

中学校って多分設置しないと思う。ただ、ここに引っ越してくるお父様、お母様にとってみると、

小学校、中学校がどういう関係なのか気になると思う。地区外の学校に通うのであれば、どのよう

なネットワークがあるのかということは示しておかないといけないと思う。 

今回はどちらかというと、内からのネットワークになっていると思うが、そうではなくて、外に

どんな施設があるのかということを踏まえて、それでも関係性を結ぶネットワークの出口というの

を基盤方針としては見せておかないといけない。それが、区画整理の区域だけ整備するのか、それ

とも単独で外方向を整備するのか、という基盤整備方向に変わってくると思うので、次回は周りと

の関係性からの基盤のあり方というのは示した方がよい。 

 

〈事務局〉 

ネットワークが描かれていない内容なので、歩行者ネットワークなどを表現していきたい。 

また、地区外のエリアとの関係、どの様に繋ぐか検討させていただく。 

 

〈伊藤委員〉 

大沢委員の意見を伺っていて、若干気になっていたことを申し上げてみたい。 

4 ページの機能の整理で、居住・健康・にぎわい・研究・業務という機能の項目の中にネットワ

ークの話が少しずつ入っているが、本来は機能を結ぶものがネットワークではないか。それぞれの

スケールでのネットワークの考え方を整理して考えていただいた方が分かりやすいと思う。 

このことから、7 ページに空間的にネットワークを示すというのも大事だが、どのようなスケー

ルで、どのようなネットワークがあるのかということを、例えば 4 ページや 5 ページで示されてい

るとよいと思う。 

 

〈事務局〉 

その通りだと思う。確かに 4 ページの枠の中にネットワークが入るのではなくて、隙間に入って

いくのが正しいのかも知れない。検討させていただく。 

 

〈国土交通省 関東地整 建政部 都市整備課長〉 

今ネットワークの話が出ていたが、委員の先生方に見解をお伺いしたい。 

国交省では、まちづくりで意識していくものとして、「ウォーカブル」、「アイレベル」、「ダイバー

シティ」、「オープン」のキーワードがある。特にコロナ禍以降、「ダイバーシティ」にもいえること

かもしれないが「ミクスドユース」なまちづくりを意識していく考え方となっている。 

ここの地区の範囲が 50ha 程度であれば、大学や住・遊・職の施設があれば「ミクスドユース」

になるのか、若しくはもう少し分散させて混ぜていくということを意識して行った方がよいのか、

まちづくりに詳しい委員もいらっしゃるのでお伺いしたい。 

 

〈瀬田委員〉 

これは先生方によって意見異なる。ここはそれほど大きなエリアではない。この規模の中で住む

ところもあり職場・大学も既にあり、住むところがあれば十分「ミックスドユース」だと思う。住

むところが働くところと多少離れていても、ミックスではないのかと言われると、このスケールで

あれば十分ミックスと解釈できるというのが私の考えである。 

 

〈上田委員〉 

今日の議論でも、「緑豊かな」というキーワードで緑を活かしたまちづくりというところは以前か

らも出たし、私もそれがとても必要だと思うが、同時に防犯も意識する必要がある。 



8 

 

新たに住まわれる方が若い世代のファミリーということになると、お子さんが小学校に上がると、

共働きの両親だと学童保育に行くことになり、子供が一人でこの中を歩き回っていくというような

場面が今後見受けられると思う。その時に、緑だけに配慮すると防犯面の心配があるため、同時に

防犯を考える必要があると思う。 

特に若い世代の方が住まうということであれば、自衛としては、例えば居住している方が目の届

くようなものがあって、普段の生活の中でも見守りができるなどの配慮をして頂けると、より安心

安全に繋がる形になると思う。 

 

〈事務局〉 

防犯には、見守り機能が必要だと思っている。憩いの場にもつながると思うが、外で滞在する人

がいることが自然と見守り機能になると思う。まちづくりのコンセプトに繋がるかもしれないが、

朝夕だけではなくて、常日頃から、どんな時間でも人の姿が見える感じがよいと思う。そのために

はどのようにしていくかということを考えていきたい。 

 

〈久保田座長〉 

比較的短い期間で 2 回開催いただきまして、皆様から大変多くのご意見を頂き、今日は 3 回目、

最終回が 11 月 4 日となる。 

この 2 ヶ月の間に、今までに頂いたご意見・アイデアを形にしていただいて、この段階で可能な

限りの具体的なものをアウトプットしたいということで、私のお願いとしては、この 11 月 4 日に

急に何か良い案がパッと使えるものがあるというよりも、1 ヶ月あるので、全委員の方とやりとり

をしていただいて、場合によっては、日程が合えば複数の方に集まっていただいて、複数のチャン

ネルでいろいろな意見交換をした結果、11 月 4 日にその最終的なものが出るのが理想だと思う。

事務局は大変だと思うが、その辺り宜しくお願いしたい。 

 

３．その他 

特になし 

 

〈司会〉 

次回の開催予定は以下のとおり。 

・11 月 4 日（金）10 時～ 下落合コミュニティセンター多目的ルーム 

 

 

〇問合せ先 さいたま市 都市戦略本部 未来都市推進部 

      電話番号 ０４８—８２９—１８７１ 

      FAX   ０４８—８２９—１９９７ 


