
第５回 大宮グランドセントラルステーション推進会議 合同部会 

（第１４回基盤整備推進部会、第１２回まちづくり推進部会）

日時：平成30年 11月 8日(木) 15:00～17:00 

会場：大宮区役所６階 大会議室

次  第 

１．開  会 

２．議  題 

・大宮駅グランドセントラルステーション化構想の実現に向けて 

（１）個別の整備計画の検討状況について 

①   道路整備計画 

②  交通需要マネジメント計画 

③  駅改良計画 

（２）まちづくりガイドライン素案（ドラフト版）について 

（３）行政改良案について 

３．そ の 他 

４．閉  会 
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会 議 主な議題

8/24 第10回 まち部会 ○ガイドライン：構成イメージ、検討の考え方、扱う分野・項目
○構想実現案：行政改良案の基本的な考え方

8/29 第12回 基盤部会 ○道路整備計画：交通実態調査の実施概要・結果速報
○駅改良計画：計画の検討条件について
○構想実現案：東西通路の必要規模、自転車の取扱い

交通広場・交流広場の必要規模

9/25 第2回
デザイン調整WG ○ガイドライン：パブリックスペースの考え方、具体の誘導要素

10/24 第13回 基盤部会 ○道路整備計画：交通実態調査の報告、
交通シミュレーションの推計結果の比較・評価

○交通需要マネジメント計画：地下車路ネットワークの考え方
○駅改良計画：駅改良計画の方向性
○構想実現案：交通広場の考え方、行政改良案

10/25 第11回 まち部会 ○ガイドライン：まちづくりガイドライン（素案）ドラフト版
○構想実現案：アーバンパレット計画の考え方、行政改良案

◆検討経緯について

11/8 第5回 合同部会
11/21 第7回 GCS推進会議

資料１



大宮駅グランドセントラルステーション構想

第5回 合同部会 討議資料

（１）交通実態調査の概要
（２）交通実態調査結果について
（３）交通シミュレーションについて
（４）今後の作業（ミクロシミュレーション）

資料２

道路整備計画の検討状況について



・道路整備パターン（大栄橋、中央通り、中山道）の検討及び交通量検証を行うにあたって、交通シミュレーション
を実施し、整備の効果を把握する。

・交通シミュレーションの精度向上のため、必要な大宮駅周辺の交通挙動等を把握する。また、整備効果検討に向け、
現状を把握する。

調査目的

調査日時

・調査日は、夏休みを考慮し、以下の日程において実施した。

・調査時間は、昨年度業務の交通シミュレーションでは、ピーク時間帯を16時台に設定して実施していること、H27交

通量調査の調査時間が7時～19時の12時間であることから、調査日時はH27交通量調査時間と同様の調査時間とした。

調査日 調査時間 備考
平日 2018年7月5日（木） 7時～19時（12時間）
休日 2018年7月8日（日） 7時～19時（12時間）

調査項目

調査項目 調査目的 調査内容 備考

・交差点交通量調査
・信号現示調査 ・H27交通量調査結果の補完

・車頭番号の記録
・方向別交通量、
10分単位

・本検討を行う上で、
足りない箇所での交通
量調査を基本とする。

・ナンバープレート
調査

・中山道を通過する車両割合の把
握（ａ-ｅ-ｆ-ｇ-ｈ）
・大宮駅東西の通過交通量の把握
（ｂ-ｃ-ｄ-ｉ-ｊ-ｋ-ｌ-ｍ-ｎ）

・車頭番号の記録
・ナンバープレー
ト、通過時間

・渋滞⾧調査 ・道路整備の対象路線である中山
道、大栄橋の渋滞状況の把握

・10分単位方向別
渋滞⾧（10ｍ単
位）

・調査項目は以下の通りとした。

(１)交通実態調査の概要（調査目的・調査日時・調査項目）
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渋滞⾧：捌け残り（信号が赤に変わる時点の車列の⾧さ）
滞留⾧：信号待ち行列（信号が青に変わる時点の車列の⾧さ）

• 渋滞長は、中山道及び大宮岩槻線で平日に、大栄橋交差点を先頭に１㎞を超えた。
• 中山道の交通量は約1万台で、単純な通過は約3割を占める。

大栄橋交差点

吉敷町交差点

高島屋前交差点

南大通東線

中央通線

9時～11時、17
時台に

1㎞を超える渋
滞発生

８時台に
1㎞を超え
る渋滞発生

(２)交通実態調査結果について

吉敷町交差点

大栄橋交差点

平日は7時台、
11時台、休日
は、15時頃に
渋滞発生 中山道の交通量（上り下り計）

平日：9,394台
休日：8,609台

渋滞長調査結果 ナンバープレート調査結果

中山道の通過交通量
平日：2,820台（30.0％）
休日：2,923台（34.0％）
※大栄橋交差点～吉敷町交差
点間の通過時間が1時間未満
を通過と定義
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過年度現況再現結果

再現性の確認

条件調整

将来交通量推計

評価結果の再検証

交通実態
調査結果

• 検討条件変更（H30.2に公表された最新の現況およびH42将来OD表で検証）
• 現況再現性の確認（H30.7に実施した調査の結果により検証）

H22ベースOD表
（H30.2公表）

図 検討フロー

道路網条件（過年度踏襲）
・計画道路（市道路整備計画）
・構想道路（首都高速道路東伸）
開発交通量（過年度踏襲）
・街区別開発交通量の上乗せ
東口：7,311台
西口：4,400台

図 将来道路網

【将来道路網】
首都高速道路さいたま新都心線の
延伸を前提とする

(３)交通シミュレーションについて
前提条件

●さいたま市関連交通量（H22ベースOD表）
・H17ベースOD表の交通量（128.9万台/日）より
も約1割減少
・将来（H42）交通量は、H22交通量に比べ約1
割増加
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(３)交通シミュレーションについて

現況

将来

将来（開発後）

■開発交通量の上乗せ
東口：7,311台
西口：4,400台

■将来交通量
■将来道路網（計画道路、構想道路）

・中山道４車線化

・中山道地下化（出入口を大栄橋交差
点・吉敷町交差点の南北で変化させた
４ケースを検討）

南北方向強化 東西方向強化

・大宮岩槻線４車線化
（大栄橋含）

・中央通り地下４車線化

・中山道以外での強化、交通運用の工夫
（氷川緑道西通線延伸案、東口循環運
用（中山道・氷川緑道西通線一通化）

検討ステップ

×混雑軽減するも大栄橋
交差点で処理不能

〇混雑軽減が期待

×走行距離、走行時間非
効率、混雑が一部残

〇混雑軽減が期待

×大宮岩槻線の混雑緩和
への寄与が小さい
（広域的な役割が期待さ
れる道路）

・中山道、大栄橋に1㎞を
超える渋滞（観測値）
・慢性的な混雑状況

・交通量減少と道路網整備
により混雑緩和し、１～
２時間程度の混雑状況

・開発交通量の増加により
中山道、大栄橋を中心に
混雑増加し、日中の連続
的混雑への過渡状態

■平均混雑度
中山道 ：1.96
大宮岩槻：1.87

■平均混雑度
中山道 ：1.23
大宮岩槻：1.25

■平均混雑度
中山道 ：1.38
大宮岩槻：1.47

※平均混雑度：
距離で重みをつけ平均化した混雑度

混雑度 交通状況の推定
1.0未満 昼間12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。

1.0～1.25
飽和時間はほとんどの区間で1～2時間以下、昼間12時間のうち道路が混雑する可能性のある時間帯が1～2時間
（ピーク時間）ある。何時間も混雑が連続するという可能性は非常に小さい。

1.25～1.75
ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速的に増加する可能性の高い状態。ピーク時の
みの混雑から日中の連続的混雑への過渡状態と考えられる。

1.75以上 慢性的混雑状態を呈する。
※「道路の交通容量（（社）日本道路協会）」より抜粋

※混雑度の解釈
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×ケースにより交差点処
理が不能

【混雑緩和施策】
概ね開発前の状況

（混雑度1.25以下）を目指す
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現況 将来 将来

（開発後）

将来

（開発後）

①Ａ

将来

（開発後）

①Ｂ

将来

（開発後）

①Ｃ

将来

（開発後）

①Ｄ

大栄橋交差点 吉敷町交差点

(３)交通シミュレーションについて

図 推計ケースの設定位置
（中山道地下化）

• 中山道地下化により、地上は開発前の交通量以下となり混雑緩和が期待できる。
• 地下化区間が「大栄橋交差点」「吉敷町交差点」の内側と短い場合に利用交通が
最大となるが、吉敷町交差点負荷に課題が残る。（①-Cの場合）

• 地上交通の削減や前後交差点の緩和が期待でき、地下擦り付けが可能な「大栄橋
交差点」北から「吉敷町交差点」北の地下化が効果的である。（①-Bの場合）。

中
山
道
交
通
量
（
百
台
／
日
）

交
差
点
需
要
率

①D地下化区間が
⾧いが利用交通は
相対的に少ない

※交差点需要率は交差点の処理能力に対する
度合いを表しており、0.9（赤線）が限界値

推計結果（中山道機能強化の比較）

①C交差点負荷増
（現況並み）
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①B地上交通が減
少し交差点も処
理可能、地下化
すりつけも可能

①C地下化区間が短
いが利用交通は相
対的に多い

将来道路網が整備された将来
の交通量（116百台）と比較



図 将来（GCS開発あり）
南北機能強化のみ（中山道４車線化）

• 東西方向もしくは南北方向のみの強化では、いずれも開発に伴う影響が強化方
向以外の一部に残る。

図 将来（GCS開発あり）
東西機能強化のみ（大宮岩槻線４車線化）

※精査中※精査中

(３)交通シミュレーションについて
推計結果（東西・南北いずれかの強化）
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南北機能強化のみ 東西機能強化のみ

×東西方向の大宮岩槻線の
混雑は軽減しない
（慢性的な混雑状況）

×南北方向の中山道
の混雑は軽減しない
（日中の連続的混雑
への過渡状態）



図 将来（GCS開発あり）

• ①-B（中山道地下化、大宮岩槻線（大栄橋含）４車線化）では、中山道は90百
台/日が地下を利用し、周辺街区アクセス交通との機能分離が図られる。

• 大宮岩槻線（大栄橋含）４車線化によって、約１万台/日の利用増（183百台/
日⇒271百台/日）が想定されるが混雑は低下する。

• 開発を支えたうえで、現在の交通混雑の緩和にも寄与する。

図 将来（GCS開発あり）
①-B中山道地下化・大宮岩槻線4車線化

※精査中※精査中

将来交通量
(GCS開発あり)

①-B交通量
(GCS開発あり)

大栄橋 183百台/日
（２車）

271百台/日
(４車)

中山道
（平均）

130百台/日
（２車）

113百台/日(地上)
90百台/日(地下)

(３)交通シミュレーションについて
推計結果（組合せの結果）
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〇大宮岩槻線、中山道
の混雑はともに軽減×ＧＣＳ開発によ

り混雑は増加



(３)交通シミュレーションについて

現況

将来

将来（開発後）

・中山道４車線化

・中山道地下化（大栄橋交差点北～
吉敷町交差点北間が相対的に効果的）

南北方向強化 東西方向強化

・大宮岩槻線４車線化
（大栄橋含）

・中央通り地下４車線化
・中山道以外での強化、交通運用の工夫
（氷川緑道西通線延伸案、東口循環運
用（中山道・氷川緑道西通線一通化）

南北・東西の単独強化では混雑が残るため
組合せた対応で混雑緩和

検討ステップ 南北方向（中山道）や東
西方向（大宮岩槻線）に
おいて慢性的な混雑状況

市全体の道路整備などで
混雑は緩和

（１～２時間程度の混雑状況）

開発交通の上乗せで混雑
は増加し、日中の連続的
混雑への過渡状態

×混雑軽減するも大栄橋
交差点で処理不能

〇混雑軽減が期待

×走行距離、走行時間非
効率、混雑が一部残

×いずれも東西方向に混雑残 ×いずれも南北方向に混雑残

〇大宮岩槻線の混雑軽減
が期待

×大宮岩槻線の混雑緩和
への寄与が小さい
（広域的な役割が期待さ
れる道路）

■平均混雑度
中山道 ：1.96
大宮岩槻：1.87

■平均混雑度
中山道 ：1.23
大宮岩槻：1.25

■平均混雑度
中山道 ：1.38
大宮岩槻：1.47

平均混雑度：距離で重みをつけ平均化した
中山道には地下化区間を含む

開発影響を軽減
中山道、大宮岩
槻線混雑も緩和

■平均混雑度
中山道 ：0.96
大宮岩槻：0.81
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【混雑緩和施策】
概ね開発前の状況

（混雑度1.25以下）を目指す



表 推計ケースの設定

図 推計ケースの設定位置図

(３)交通シミュレーションについて
推計結果の比較、評価

今後、立体化すりつけのあり方など、実現性や事業性など
総合的な観点から検討し判断

ケース 中山道 大宮岩槻 中央通 立体すりつけ 交通面からみた相対評価、主たる課題

①-A
【組合せ】
中山道地下化Ａ
（過年度case9）

地下２
大栄南
吉敷南

４ −
●困難

（大栄橋～
中央通）

○東口を中心に混雑緩和に効果
●大栄橋交差点負荷増（現況超）

①-B 【組合せ】
中山道地下化Ｂ

地下２
大栄北
吉敷北

４ − 可能性
あり

○東口を中心に混雑緩和に効果
（相対的に優位）

①-C 【組合せ】
中山道地下化Ｃ

地下２
大栄南
吉敷北

４ −
●困難

（大栄橋～
中央通）

〇東口を中心に混雑緩和に効果
●大栄橋交差点負荷増（現況超）

①-D 【組合せ】
中山道地下化Ｄ

地下２
大栄北
吉敷南

４ −
可能性
あり

（要方向規制）

〇東口を中心に混雑緩和に効果
●地下利用台数相対的に少

② 【組合せ】
中山道４車線化

地上４
大栄～
吉敷

４ − 可能性
あり

○東口を中心に混雑緩和に効果
（相対的に優位）
●大栄橋交差点立体化が必要

③
【組合せ】
中央通り地下化
（過年度case11）

地下２
大栄南
吉敷南

− 地下
４

可能性
あり ●大栄橋等に混雑が残る

④ 【組合せ】
西通線延伸 − ４ − − ●効率性低下（距離、時間増）

⑤ 東口循環運用
（過年度case12） − − − − ●効率性低下（距離、時間増）
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図 過年度成果の現況再現断面

現況再現性の
確認断面

過年度現況再現結果

再現性の確認

車両出入代表点の調整
ＯＤ量の調整

将来交通量推計

評価結果の再検証
駐車場、地下車路等
出入口の妥当性確認

交通実態
調査結果

• 過年度の現況再現結果を基に、実施した交通実態調査を踏まえ、現況の再現性
の再整理を行う。

• 再現性の精度を高めるために、車両出入代表点やＯＤ量（起点と終点の交通
量）の調整を行う。

• 現況再現結果を基に、将来交通量の推計を行い、評価結果の再検証等を行う。

現況再現検討中(４)今後の作業（ミクロシミュレーション）
調査結果の反映
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大宮駅グランドセントラルステーション構想

第５回 合同部会 討議資料

（１）地下車路ネットワークについて

資料３

交通需要マネジメント計画の検討状況



（１）地下車路ネットワークについて

2

①地下車路ネットワークの必要性
・現状において、駅周辺においては慢性的な交通渋滞が発生
・開発街区の開発等により、更なる自動車交通量の増大が想定

【ＧＣＳ構想】
・取組内容①：道路ネットワークの強化・拡充
・取組内容②：交通需要マネジメントの展開

駅周辺において「安全で快適なおもてなし歩行エリア」を実現し、
駐車場への一般車、荷捌き車両等、地上部の自動車交通を削減するため、
開発の受け皿となる基盤として、地下車路ネットワークの整備を行う必要がある。



（１）地下車路ネットワークについて

3

②整備の考え方

民間事業者が、各開発街区において必
要な駐車場を地下でそれぞれ整備する
とともに、民間による自動車用通路と
して、隣接する開発街区の地下駐車場
をつなげていく案

開発街区の地下駐車場同士を
順次つなげていく案

第１案

市が、公共施設として地下車路を先行
的に整備し、各開発街区の開発時期が
くれば、民間事業者が地下駐車場や荷
捌き動線を接続していく案

地下車路を先行整備し、
駐車場を接続していく案

第２案



（１）地下車路ネットワークについて

4

③各案の特徴
第１案 第２案

案の概要 開発街区の地下駐車場
同士を順次つなげていく案

地下車路を先行整備し、
駐車場を接続していく案

位置づけ 民間施設（自動車用通路）
※道路の地下部分は道路占用を想定

公共施設（道路）

所有・維持管理 民間事業者 さいたま市

出入口 △開発時期に応じて、駐車場と地下車路ネットワーク
が整備されることから、基本的には開発街区ごとに
出入口を設ける必要

○地下車路ネットワークの出入口の集約化が可能
※中山道の交通混雑を緩和するため、中央通りからの
アクセスを想定

地区内交通

※今後、交通量に
係る詳細検討が
必要

△北・中・南地区は中山道からアクセスすることにな
り、更なる交通混雑が懸念される。中山道アンダー
パスの整備時期との調整が必要
○出入口が多く、利用者の利便性が比較的高い。

△南北方向からのアクセス動線として、氷川緑道西通
線の完成（北区間含む）や、大宮岩槻線との交差点
整備等が必要
△出入口が集約化されることで、利用者の迂回が必要
な場合がある。

事業展開 △開発街区の整備に応じて地下車路が段階的に整備さ
れるため、地下車路ネットワークの完成は、開発街
区の開発時期に左右される。

○地下車路を先行整備するため、開発街区の開発時期
に左右されずに整備が可能。
但し、交通・交流広場の地下空間を活用して整備す
ることから、関連する開発街区との調整は必要

備考 地下車路ネットワークを活用した駅への一般車乗降
バースの整備が可能

開発街区の開発時期に左右されず、出入口を集約化できる「第2案」をベースとし、
今後、交通量に係る詳細検討と合わせ、出入口の配置を含めた計画の検討を進めていきます。

検討の方向性



（１）地下車路ネットワークについて

5

④交通管理者との協議状況について 【指摘事項】

指摘事項については、道路ネット
ワークの検討状況等を踏まえ、
計画内容の精査を図っていきます

【出入口】
開発街区からの出入口に信号を
設置することは認められない。
⇒左折IN、左折OUTに修正

【地下車路】
地下で交差点のような
形状は避けるべき。
⇒合流・分岐に修正

【地下車路】
正面衝突を避けるため、相互通行は避けるべき。
（車路を方向別に分ける必要がある）

【出入口】
設計条件の精査や、具体化段階に
おける交差点解析等を踏まえ、計
画のブラッシュアップが必要。



（１）地下車路ネットワークについて

6

⑤地下車路ネットワークの事例
第１案（民間施設）の事例 第２案（公共施設）の事例

品川パーキングアクセス 汐留シオサイト もとまちパーキングアクセス

概要図

整備主体 港区、各民間開発事業者 東京都 広島市及び第三セクター

地下車路の
概要

延長：1,500m
幅員：約6m 高さ：3.2m

延長：1,230m
幅員：5～12ｍ 高さ：２.8ｍ

延長：820m
幅員：4～9ｍ 高さ：２.8ｍ

位置づけ 地区施設 都市計画道路 広島市道

地上部 品川セントラルガーデン（歩行者大空間） 都市計画道路 補助313号線支線 都市計画公園：中央公園

接続駐車場 9駐車場 6駐車場 4駐車場

事業手法 市街地再開発事業 土地区画整理事業 －

備考 港区公共駐車場駐車場を含む ｼｵｻｲﾄﾀｳﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)による管理運営 第三セクターによる管理

資料：品川インターシティマネジメント(株)HP 資料：シオサイトタウンマネジメント(株)HP 資料：基町パーキングアクセス(株)HP



（２）その他

7

①駐車場調査

駐車場の地域ルールの検討にあたり、

大宮駅東西における主な駐車場の利用実態を調査します。

①駐車状況調査 ：１時間単位の瞬間駐車台数調査

②利用者ヒアリング：主な駐車場10カ所程度

駐車目的、目的施設、当該駐車場利用の理由や

利用頻度等についてヒアリング

・調査日時：１１月下旬頃を想定 平休日の２回 ９～21時（12ｈ）



大宮GCS 構想まちづくりガイドライン（素案）
【街区編（ドラフト版）】

大宮GCS 構想まちづくりガイドライン（素案）
【街区編（ドラフト版）】
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（１）目的
　◇GCS 構想（2018 年 7月策定）では、乗換利便性の低さや、慢性的な交通渋滞、業務機能の不足等の課題を
　　解消するため、周辺街区のまちづくり、交通基盤整備、及び駅機能の高度化を三位一体で進め、東日本全体
　　の発展に寄与していく考え方を示しました。
　　　　
　◇GCS 構想の実現にあたっては、大宮らしさにこだわりながら「街の性能・質」や「街のイメージ」をあらか
　　じめ明らかにするとともに、その性能・質やイメージを誘導していく際の指針として、《まちづくりガイドラ
　　イン》を策定することとしました。

（２）位置づけ
　◇「街の性能や質」「街のイメージ」の整理にあたっては、
　　歴史、文化、地形や風土、人口動態、大宮への移動時間、
　　首都圏主要都市の動向、将来の技術予測等を加味します。
　　
　◇大宮駅周辺のまちづくりは公民連携を基本とすること
　　から、《まちづくりガイドライン》は、公共側・民間側
　　それぞれの取組みに対する誘導内容を、明らかにして
　　いきます。
　　
　◇なお、《まちづくりガイドライン》には、法的な拘束力
　　はありませんが、必要な項目については今後、地区計
　　画等を定めるとともに、その他都市計画の運用に際し
　　ての、判断・評価の基礎資料としていきます。
　

　

１．まちづくりガイドライン策定の目的と位置づけ 01

まちづくりガイドライン（GCS 構想の具現化に向けて）

●まちづくりの基本的考え方●対象範囲
●民間まちづくり事業、公共事業による取組み分野・内容を明示

民間まちづくり事業
の取組みの誘導

公共事業の
取組みの誘導

公民連携の誘発

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

大宮駅周辺地域戦略ビジョン

GCS 構想国：首都圏広域地方計画

※本資料はまちづくりガイドライン素案（ドラフト版）として、基本的な考え方（案）やガイドラインの項目（案）
及び内容の例を提示しているものであり、部会等でご意見を頂き、適宜修正を加えていく予定です。



２．まちづくりガイドラインにより誘導するまちづくりの基本的考え方 02

（２）大宮駅東口を発着するバス利用者の生活地域の発展を意識した、
　　  交通広場及びその周辺の機能・施設を整備する。
　　　　　■『交通広場』を便利で分かりやすく安全安心な環境とすること、また、見沼等のバス利用者が生活する

　　　　地域での日常生活を補完する機能・施設を『交通広場』と連携する形で導入することで、大宮駅東口の

　　　　外延部に位置する生活地域の活性化（人口増加、都市機能立地）を図り、バス利用者を増やす、相互

　　　　補完・相乗効果による Win-Win の関係を構築する。

　　　■『交通広場』の整備にあたっては、今後増加が見込まれる高齢者や、少子化により絶対数が減少傾

　　　　向にあることから、学生および子育て世代への需要にしっかり対応していく。

（１）東日本、東京、市内外から、わざわざ足を運ぶだけの価値のある、
　　  大宮駅前にしかない機能・施設やシーン（景色）を創出する。
　　　　　■鉄道を利用して、わざわざ大宮に訪れる人を今まで以上に生み出すために、また、業務・商業等

　　　　多彩な都市活動を増進させていくため、唯一無二の機能・施設や五感に訴求するシーンを創り出し、

　　　　人が人を呼ぶメカニズムをつくり出す。

　　　■特に、大宮駅の機能高度化による拠点性の充足によって、各鉄道を利用して大宮に 1 時間程度で

　　　　アクセスできる沿線生活者が、ターミナル街区から街に出る機会を増やす。

　　　　（沿線の活性化や鉄道利用者の増加を図る）

　　　■シーン（景色）の創出にあたっては、氷川の杜や見沼田圃等の自然環境を活かすとともに、大宮

　　　　を支える風土を読み解き、個性ある表現を公民それぞれが創意工夫を図ることとする。



（４）地盤の安定した土地柄を活かしながら、平時の省エネルギー性と緊急時の防災性を
　　  兼ね備えた、人と街にやさしい都市基盤を先端技術を活用して創出する。
　　　　　■大宮台地という安定した地盤を背景としつつ、急速に進化する情報技術や環境技術等を駆使すること

　　　　により、環境負荷を抑制するとともに、セーフティバックアップシティに相応しい、エネルギーシス

　　　　テムや防災対応力を備えていく。

（３）駅周辺の平坦な地上レベルを活かしながら、
　　  駅から街に迎え入れる歩行者の回遊環境を整える。
　　　　　■「平坦さ」「高齢社会」「健康」「AI／ Iot」といった大宮を取りまくキーワードから、大宮発の新た

　　　　な魅力や価値観を発想し、新たな産業や外延地域の活発化につながる街づくりを行う。

　　　■現在の規模の小さな商業施設（特に飲食店舗）の平面的・立体的に集積するにぎわい環境を、大宮

　　　　の特長と捉え、歩いて楽しい環境を発展的な形で継承させていく。

　　　■さいたま新都心との連携に伴う一体的な都心形成に向けて、氷川参道や中山道を歩いて回遊したく

　　　　なる仕組みをつくっていく。

人の往来が盛んな大宮の歴史的経緯を発展的に継承し、
新しい時代に向けて、人がもっと集まりやすい街として再構築していく。

２．まちづくりガイドラインにより誘導するまちづくりの基本的考え方 03



大門町２丁目
中地区市街地
再開発事業

東西通
路（新

設予定
）

中央連
絡通路

まちづくりガイドラインの対象範囲
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《まちづくりガイドライン》の対象範囲は、
当面青色で図示した範囲とする。
隣接地においてまちづくり機運の高まりに
応じて、適宜見直していく。

３．まちづくりガイドラインの対象範囲 04
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安全で円滑な交通結節機能
の強化に向けて

駅と街をつなぐ回遊ネット
ワークの形成に向けて

対流拠点大宮の活力と
大宮にしかない価値を創出する
機能の集積に向けて

安全で災害に強く環境に
配慮した街の形成に向けて

大宮の風土と歴史を活かした
活気と個性ある街並みシーン
の形成に向けて

創出する魅力の持続的な
質の維持・向上に向けて

東日本、東京、市内外から、わざわざ
足を運ぶだけの価値のある、大宮駅前
にしかない機能・施設やシーン（景色）
を創出する。

大宮駅東口を発着するバス利用者の生
活地域の発展を意識した、交通広場及
びその周辺の機能・施設を整備する。

駅周辺の平坦な地上レベルを活かしな
がら、駅から街に迎え入れる歩行者の
回遊環境を整える。

地盤の安定した土地柄を活かしながら、
平時の省エネルギー性と緊急時の防災
性を兼ね備えた、人と街にやさしい都市
基盤を先端技術を活用して創出する。

４．まちづくりガイドラインで扱う分野 05



ガイドライン６ 創出する魅力の
持続的な質の維持・向上に向けて

（１）公共空間及び民地内公開空間の一体的な管理・
　　  運営について

（２）ターミナル街区全体でのデザインマネジメントと
　　   マーケティングについて

（３）持続的に街の質を確保する組織・体制の構築に
　　  ついて
内容

◇合理性や相乗効果性などエリアマネジメントの発想に基

　づく取組みの誘導例を明示するとともに、その実践に向

　けた体制等の考え方を明らかにする。

（１）五感に訴求する建物の高さやデザインについて

（２）氷川の杜等、大宮の自然を背景とした緑あふれ
　　る独自のデザイン展開について

（３）時の経過に負けないデザインについて

ガイドライン５ 大宮の風土と歴史を活かした活気と
個性ある街並みシーンの形成に向けて

内容

◇商都大宮の賑わい、さいたま新都心との一体的な都心の

　形成、氷川参道・見沼の自然・盆栽等を背景としつつ、

　他都市とは一線を隔する、賑いと自然（緑）が融合した、

　人をまちへ誘導する駅前を創出していくために、歩行者

　との目線との兼ね合いに基づく建物高さや、外観のあり

　方を明らかにする。

ガイドライン２ 駅と街をつなぐ
回遊ネットワークの形成に向けて

（１）（仮称）アーバン・パレットの整備について

（２）建物の壁面後退による緑豊かな歩行者空間の
　　  拡充について

内容

◇駅～街をつなぐ歩行者のための回遊基盤に関する、整備

　のあり方、規模、バリアフリー性能等を明示するととも

　に、その整備に対する公共貢献としての扱い方を明らか

　にする。

ガイドライン１ 安全で円滑な
交通結節機能の強化に向けて

（１）交通広場の整備について

（２）東西通路接続部の整備について

（３）地下車路ネットワークの形成について

（４）自転車駐車場・レンタルポートの整備について

内容

◇交通広場、東西通路接続部、地下車路ネットワーク形成、

　自転車駐車場などの交通結節機能強化に資する、重要な

　基盤整備の基本的な位置、規模、性能等を明示するとと

　もに、その整備に対する公共貢献としての扱い方を明ら

　かにする。

ガイドライン３ 対流拠点大宮の活力と大宮にしかない
価値を創出する機能の集積に向けて

（１）〈東日本〉への新たな着眼による経済活動の
　　  拠点化について

（２）大宮のこだわりによる商業環境の形成について

（３）人口減×高齢化社会のモデルとなる取組みに
　　  ついて

内容

◇東日本に着目した企業誘致や商業環境整備、あるいは人

　口減少・高齢化という全国的な課題への対応といった明

　確な視点や観点での、多様性の高い機能立地への取り

　組み方を明示するとともに、その実現に対する公共貢献

　としての扱い方を明らかにする。

ガイドライン４ 安全で災害に強く環境に配慮した
街の形成に向けて

（１）SBUC※としての防災性能の確保について

（２）大宮駅前版低炭素まちづくりについて

内容

◇SBUC を標榜していく大宮が確保すべきエネルギーシス

　テムの構築や、BCP/BCM 等による防災性能確保に向け

　て目指すべき建物性能の水準を明示すると同時に、都市

　活動が活発な駅前空間として努力すべき環境性能の水準

　についても明らかにする。

※SBUC＝セーフティ・バックアップ・シティ

５．まちづくりガイドラインで扱う分野毎の項目 06



【盛り込みたい内容】
　　◇交通広場の整備について
　　●路線バス、タクシーの乗降・待合は地上で整備を行う

●荒天時への配慮、ノーマライゼーションの考え方に基づい

　て整備を行う

●民間まちづくり事業による当該整備を評価する

◇東西通路接続部の整備について
　　●大宮の新たな顔となる、開かれた場の整備を行う

●居心地の良さを目指し、ノーマライゼーションの考え方に

　基づいて整備を行う

●民間まちづくり事業による当該整備を評価する

◇地下車路ネットワークの形成について
　　　●各民間まちづくり事業の地下駐車場等をつなぐ地下車路　

　ネットワークの整備を行う

●民間まちづくり事業による当該整備を評価する

◇自転車駐車場・サイクルポートの整備について
　　●交通結節拠点形成に資する自転車駐車場等を整備する

●民間まちづくり事業による当該整備を評価する

　　
【議論のポイント】
　　
◆交通広場や東西通路接続部を誰にでも優しく、わかりやす

　くするための工夫の仕方について

◆東西通路接続部に求める空間のイメージについて（例え　

　ば、氷川神社一体の緑や水の印象を表現する等）

（１）交通広場の整備について
　　　

　①先端技術に基づくコンパクトで利便・安全な交通広場とする　　
　②誰にでも優しくわかりやすい交通広場とする
　③民間まちづくり事業への誘導策に基づいて再整備を図る

（２）東西通路接続部の整備について
　　　

　①交流広場を内包しつつ氷川の杜を知覚できる新しい玄関口として整備を図る
　②滞留性と次の移動の容易性を備えた誰にでもやさしい場を創出する
　③民間まちづくり事業への誘導策に基づいて整備を図る

（３）地下車路ネットワークの形成について
　　　

　①順次・段階的に地下での道路ネットワークの形成を図る
　②民間まちづくり事業への誘導策に基づいて接続部の整備を図る

（４）自転車駐車場・サイクルポートの整備について
　　　

　①民間まちづくり事業への誘導策に基づいて自転車関連施設の整備を図る

荒天時でも安全安心に待合・乗降できる交通広場 駅と街をつなぐ全天候型の縦動線

６．まちづくりガイドライン１：安全で円滑な交通結節機能の強化に向けて 07
ex



【議論のポイント】
　　　
◆（仮称）アーバン・パレットを構成する交流広場の規模に

　ついて（日常の使われ方や、緊急時における避難・救急活

　動を想定して）

◆壁面後退について（例えば、建物が面する各道路の幅員と

　建物低層部の比率による、歩行者の快適さの間隔で決める

　等）

（１）（仮称）アーバン・パレット※の整備について
　　　

　①街と駅、駅前と郊外、人と人を結びつける、大宮オリジナルの都市基盤を
　　創造する
　②２つの東西方向の軸と南北方向の軸が交差する箇所に〝大きな辻空間〟を
　　設ける
　③駅改札レベルと地上レベルをつなぐ〝縦動線〟を設ける
　④セーフティバックアップシティとして備える安全安心の空間とする
　⑤民間まちづくり事業への誘導策に基づいて段階的に整備を図る

（２）建物の壁面後退による歩行者空間の拡充について
　　　

　①歩行者空間に沿った賑わいが〝途切れない〟ように店舗等の連続を促す
　②民間まちづくり事業への誘導策に基づいて整備を図る

ゆっくりと座れる場を備えた伸びやかな空間 高低差を緑や階段でつないだ空間

建物壁面後退ライン→

歩行者空間（歩道＋民地内の空地）

を豊かな空間としていく

08７．まちづくりガイドライン２：駅と街をつなぐ回遊ネットワークの形成に向けて

※人と人、人と街が、混じり合い、様々

　に場面転換しながら、街の活力を生

　み出し、支える人の居場所を創ると

　いう観点から、様々な色を混ぜる絵

　の具のパレット、あるいは、状況に

　応じて様々な用途を受け止めるという

　観点から物流に利用されるパレット

　になぞった造語である。



【議論のポイント】
　　　
◆民間まちづくり事業を通して、大宮東口駅前に誘致すべき

　具体的な機能について

◆現在における権利の小さな権利者に配慮した商業環境の

　形成の仕方について

東日本の産業の玄関として企業誘致 首都圏の経済活動のバックアップ機能の確保

東日本各地の美食を集積

（１）〈東日本〉への新たな着眼による経済活動の拠点化について
　　　

　①東日本や海外における成長企業の誘致により首都圏ビジネス新拠点をめざす
　②首都圏における企業活動のセーフティ・バックアップ機能を誘致する

（２）大宮のこだわりによる商業環境の形成について
　　　

　①路面商業の喧噪感による活気を発展的に継承する
　②東日本の味の集積といった特徴のある食文化を発信する
　③わざわざ訪れたくなる話題性・集客性を備えたコト消費の場を立地誘導する

（３）人口減×高齢化社会のモデルとなる取組みについて
　　　

　①後背地が抱える人口減少・高齢化の課題に駅前として応える機能導入を図る
　②良質な国際人材を育む機能導入や人間を代替する先端技術を発信する機能導
　　入を図る

現在の喧噪感を発展的に継承する

09８．まちづくりガイドライン３：対流拠点大宮の活力と都市間競争力を創出する機能の集積に向けて



【議論のポイント】
　　　
◆大宮駅前において、緊急時に必要な事項について

◆公民連携による、緊急時における一時待機空間の運用

　（オペレーション）のルールの確立について

◆環境水準設定について

（１）SBUC※としての防災性能の確保について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※セーフティ・バックアップ・シティの略

　①民間まちづくり事業毎に出来る限りのＢＣＰを実現する
　②事業毎の適切な規模のエネルギーシステムを融通によりネットワーク化する
　③民間まちづくり事業が公共空間を〝明るく〟することにより安全安心を提供
　　する
　④公民連携により緊急時の一時待機空間となる（仮称）アーバン・パレットを
　　整備する
　⑤民間まちづくり事業の建物内に緊急時における一時収容施設を設ける

（２）大宮駅前版低炭素まちづくりについて
　　　

　①「さいたま市低炭素まちづくり計画」を踏まえた大宮駅前の環境水準を規定し
　　つつ、建物を計画する

10９．まちづくりガイドライン４：安全で災害に強く環境に配慮した街の形成に向けて



【議論のポイント】
　　　
◆氷川の杜をはじめとする大宮駅前における緑あふれる印象

　の是非について

◆望まれる建物低層部のイメージについて

例えば、

新しい路地の創出

例えば、

通り毎の特徴化

例えば、

路面に近い程間口の小さな店舗区画を計画

人工の柱を緑化すると柔らかい印象になる

（１）五感に訴求する建物の高さやデザインについて

　①来街者がわくわくする密度高い店先（ストアフロント）の連続を発展的に
　　継承する
　②歩行者の視界において圧迫感を感じさせないよう建物低層部の高さを計画
　　する

　　

（２）大宮の自然を背景とした緑あふれる独自のデザイン展開について
　　　

　①スケール感の良い緑で歩行者空間を演出する
　②建物の低層部において立体的に緑を配する
　③（仮称）アーバン・パレットを緑で彩る

（３）時の経過に負けないデザインについて

　①時間の経過に陳腐化しない建物デザイン、ランドスケープデザインを計画
　　する
　②デザインの可変性を備えたしつらえを計画する

1110．まちづくりガイドライン５：氷川の杜等、大宮の自然を背景とした緑あふれる独自のデザイン展開について



【議論のポイント】
　　　
◆エリアマネージメントとして取り組むべき内容について

◆組織・体制のイメージについて

（１）公共空間及び民地内公開空間の一体的な管理・運営について

　①エリアマネジメント（タウンマネジメント）に公民連携で取り組む
　②公共空間と民地内公開空間を一体的に管理運営する
　　

（２）ターミナル街区全体でのデザインマネジメントとマーケティングについて
　　　

　①エリアとしてのデザインマネジメントに取り組む
　②エリアとしてのマーケティングに取り組む

（３）持続的に街の質を確保する組織・体制の構築について

　①エリアマネジメント組織・体制の構築
　②エリアマネジメント組織・体制の活動
　　を支える財源の確保

管理に係る
委託契約

　  DDI　　
●販売促進活動

●観光客の誘致

●雇用開発

●ビジネスの支援

DDP
全体統合

　    DCV　　 
●小規模企業の振興

　（経営相談・融資）

●まちづくり事業

・景観コントロール

・住宅計画

　    DDE　　
●イベントの企画

●スポンサー開発

小売委員会

観光委員会

事業委員会

交通管理委員会

センターシティ住宅委員会

セントラルプラットバレー開発委員会

DCC　
  ●融資

★DDP を中枢組織としながら、役割毎に下部組織や

　外部組織との連携構造を確立している

     DDBID　　
地区の直接管理事業

（清掃・装飾・技術

サポート・マーケテ

ィング・セキュリテ

ィ ---- サービス　等）

市民スポンサー

不動産所有者

地区の会員

地元金融機関等

米コロラド州デンバー市ダウンタウンデンバー

地区におけるエリアマネジメントの組織構成

1211．まちづくりガイドライン６：創出する魅力の持続的な質の維持・向上に向けて



７．まちづくりガイドラインのイメージについて 13

民間

公民

ima
ge

イメージ図・写真

対象範囲

具体的な対象範囲やイメージ図・写真等を掲載

具体的な数値目標や実施事項を記載

実施主体を記載

（２）建物の壁面後退による歩行者空間の拡充について
　　　　　　◎GCS 構想「6-2. 歩行者ネットワーク：②個性ある路面店や飲食店が連なる「賑わい交流軸」の形成、③大宮を象徴
　　　　し快適に歩ける「シンボル都市軸」の形成、④路地空間の界隈性を意識した開発の促進」参照

　①歩行者空間に沿った賑わいが〝途切れない〟ように店舗等の連続を促す
　　　　

      ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　　◇◇◇◇◇◇◇◇

　　 ◇◇◇◇◇◇

　　 ◇◇◇◇

　②民間まちづくり事業への誘導策に基づいて再整備を図る
　　　　

      ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　　◇◇◇◇◇◇◇◇

　　 ◇◇◇◇◇◇

　　 ◇◇◇◇
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⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想 まちづくりガイドライン（素案）【パブリックスペース編（ドラフト版）】

ガイドラインの位置づけと役割 01

＜検討範囲のイメージ＞ ：⺠間開発街区の機能及び形態の誘導に関する指針※凡例

指針分部通共

：公共的空間の機能及び形態の誘導に関する指針

・策定の⽬的、対象エリア
・上位計画との整合性

●⽬指すべきまちの姿

●⺠間開発街区に関する内容

●公共的空間に関する内容

戦略 空間

駅前 4 地区等での⺠間開発（まちづくり )
に関する誘導の具体的な考え⽅を明⽰

交流広場や交通広場等の公共的空間（パブ
リックスペース）に関する誘導の具体的な
考え⽅を明⽰

グランドセントラルステーション化構想の実現に向けて
位置づけ

ガイドラインを作成することで、
グランドセントラルステーション化構想を実現し、
調和のとれた良好なまちづくりの推進へ
つなげていきます。

〇公⺠連携してまちづくりを進めるため、GCS 構想で掲げた整備⽅針（⽬指すべき姿）をより具体のイ
メージとした上で、基盤整備や、⺠間側の開発計画を実施する際のルールを定めたもの

〇基盤整備の設計等の参考とするほか、必要な項⽬については今後地区計画等を定めるとともに、その
他都市計画の運⽤に際しての、判断・評価の基礎資料としていく

〇ガイドラインによるまちづくりは、個別の整備計画を積み重ねながら、段階的に達成されるものであ
るため、社会情勢の変化等を踏まえ、適宜⾒直しを図り、より望ましいものへと進化させていく



パブリックスペースガイドラインでは、

⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想 まちづくりガイドライン（素案）【パブリックスペース編（ドラフト版）】

ガイドラインの対象範囲とパブリックスペースの例 02

新たな新たな
東⻄通路東⻄通路

交流広場交流広場

街路空間 ( 東⻄シンボル軸 )街路空間 ( 東⻄シンボル軸 )

縦動線縦動線

デッキ空間デッキ空間

交通広場交通広場交流広場交流広場

デッキ空間デッキ空間

街路空間 ( 東⻄シンボル軸 )街路空間 ( 東⻄シンボル軸 )

辻空間辻空間

縦動線縦動線

縦動線縦動線

辻空間辻空間
街路空間 ( 賑わい交流軸 )街路空間 ( 賑わい交流軸 )

交流広場交流広場

交流広場

街路空間 ( 東⻄シンボル軸 )

縦動線

デッキ空間

交通広場交流広場

デッキ空間

街路空間 ( 東⻄シンボル軸 )

辻空間

新たな
東⻄通路

縦動線

縦動線

辻空間
街路空間 ( 賑わい交流軸 )

交流広場
・まちを⾒通す視点場
・多様な居⼼地を提供し、

緩やかにまちへ誘導する
シークエンスをつくる

・デッキレベルでもまちと
つながる

・切れ⽬なく地上レベルに
歩⾏者を誘導する縦動線

・積極的に緑化され、氷川
参道につながる緑豊かな
シンボル都市軸

・オープンカフェやマル
シェが⾏われる賑わいの
ある通り

・デッキレベルと地上レベ
ルで視線が交差する親和
性の⾼い断⾯構成

・⼈々を地上に誘導する緩
やかな⼤階段

・東⻄通路からスムーズに
⼈が流れる、緑豊かな⼈
のための空間

・店舗や飲⾷店の賑わいが
感じられる沿道空間

まちへ⼈を誘導する⼯夫のイメージ

シンボル都市軸のイメージ

賑わい交流軸のイメージ

例

差し替え

《まちづくりガイドライン》の対象範囲は、当面青色で図示した
範囲とする。隣接地においてまちづくり機運の高まりに応じて、
適宜見直していく。

範囲



パブリック
スペース

・利活⽤の⽅法

・設え （⾊調・素材・緑化等）

・設備（サイン・設備等）

パブリックスペースガイドラインでは、
下記の事項について、整備主体・整備⼿法・運営・維持管理も含めた具体な⽅策を⽰します。

・街路空間(２つの都市軸)
・交流広場
・交通広場
・新たな東⻄通路
・デッキ空間
・縦動線（⼤階段・街区内）
・辻空間  等

に関する

…はとスーペスクッリブパ◎

〇公共施設（都市施設・その他の公の施設）
…道路、公園、緑地、広場、通路など

…広場、通路、歩道状空地、アトリウム等

…サイン、設備、素材、⾊調等

〇⺠有地内の公共的空間（公開空地・有効空地等）

〇その他の公共的要素

道路、公園、緑地等の公共施設のみならず、⺠有地内の広場や通路等の公共的な空間、あるいは
その場所に設置されるサインや設備等の公共的な要素を含みます。

⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想 まちづくりガイドライン（素案）【パブリックスペース編（ドラフト版）】

パブリックスペースとは 03



「時の経過に負けない空間とマネジメント」「時の経過に負けない空間とマネジメント」
「待てる公共空間」「待てる公共空間」

「ストレスの無いパブリックスペース」「ストレスの無いパブリックスペース」

「視認性の⾼さ」「視認性の⾼さ」

「地上を⼤事にした歩⾏環境」「地上を⼤事にした歩⾏環境」

「空の開放感」「空の開放感」
「雑多な路⾯店が連なる界隈性」「雑多な路⾯店が連なる界隈性」

「稼げる広場空間」・「滞留時間を延ばし消費へつなげる」「稼げる広場空間」・「滞留時間を延ばし消費へつなげる」

「テストベッドとして利⽤できる広場空間」「テストベッドとして利⽤できる広場空間」

「氷川参道の緑に誘う」「氷川参道の緑に誘う」
「鉄道を活かした⾵景」「鉄道を活かした⾵景」

04⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想 まちづくりガイドライン（素案）【パブリックスペース編（ドラフト版）】

パブリックスペースを考える視点

オープン会議等において頂いたご意⾒オープン会議等において頂いたご意⾒ パブリックスペースで重視すべきキーワードパブリックスペースで重視すべきキーワード

・これまで培われてきた多様な地域資源を活かし⼤宮らしさを⽬指すこと
・⼤宮駅⻄⼝と東⼝の特徴的な違いを明確に出していくことが⼤事
・お祭りの神輿や⼭⾞が集合した⾵景は未来に残したい街の魅⼒のひとつ

・時が経過しても柔軟に対応できる空間や仕組みを考えてほしい

・駅前は⼈中⼼の空間とし、居⼼地よく過ごせて歩⾏者を迎え⼊れる場所
・駅を出てなるべく早くグランドレベルに降ろしてほしい

・広場毎に関連性があってそこまで⾏こうと思える歩⾏者空間にしてほしい
・中仙道まつり等のイベントが⾒られるような回廊や広場にしてほしい

・空が⾒える開放性を⼤事にしてほしい

・⼈の居場所や⼀坪広場の点在など⼈々の滞留を意識した空間が必要

・ユニバーサルデザイン・バリアフリーには⼗分配慮してほしい
・多様な来街者にとってわかりやすい案内が得られる⼯夫が必要

・通勤通学で利⽤される動線の効率性、悪天候時にも使いやすい
   パブリックスペースの機能をしっかりと確保してほしい

・広場に経済⽣産性は⽋かせない。駅から出て⼈々を街へ向かわせること

・ビジネスユースとして使え、さいたまと東⽇本の多様な取組が展開されて
   いるような広場にしてほしい

・⼥性が安⼼して働ける環境づくりに配慮した機能があると良い
・乳幼児・幼児を連れて楽しめる街にしなければならない

・商店の賑わいが近く、駅と街が近いと感じられる部分を継承してほしい

・駅前と離れたところにある⾊々な地域資源といかにつなげるか

・緑豊かに縦横の回遊ができる駅前空間にしてほしい
・氷川神社・氷川参道と中央通り・⼀ノ宮通りを緑豊かな空間でつなげ、
   ひいては⾒沼までの広がりを意識すべき

・鉄道を⾒渡す⾵景を⼤事にしてほしい

・防災機能を強化して、防災に必要なスペースを広場として確保すべき
・将来的には地下空間を作れるように、前もって建物を考えておく必要がある

「⼤宮らしさ（シティブランド）の表現」「⼤宮らしさ（シティブランド）の表現」

「働きやすく・過ごしやすい街」「働きやすく・過ごしやすい街」

「地下も活⽤した防災」「地下も活⽤した防災」

「まちから駅・駅からまち、双⽅良好な景観づくり」「まちから駅・駅からまち、双⽅良好な景観づくり」
・南銀座へのスムーズな動線に⼗分配慮してほしい
・駅から降りてまちへ出てくる⼈がスムーズに移動できるように 「駅とまちのスムーズなつながり」「駅とまちのスムーズなつながり」
・駅からまちを⾒たときだけでなく、まちから駅を⾒たときの
   景観に配慮して駅前空間を考えてほしい



五感を刺激する 癒しの杜

05パブリックスペースの考え⽅

まちに交わる⼈の ⼤いなる舞台

ストレスフリーな 暮らしの拠り所 連なりのある まちの結い⽬

⼤宮の街には、氷川の杜や⾒沼をはじめとする⾃然資源、鉄道の街、盆栽⽂化や
⼤宮宿の歴史、商都で培われた⽂化など多様な地域資源が存在している。地域資
源へ誘う駅前空間と２つの都市軸（シンボル都市軸・賑わい交流軸）は緑豊かで
⼈々が居⼼地よく時間を過ごすことができる空間とし、⼤宮の駅前を⾏き交う⼈々
がその⾵景やコンテンツ、居場所や素材などの設えを通して、⼤宮の地域資源を
五感で感じられるまちづくりを誘導する。地域資源を感じられる「癒しの杜」の中で
訪れる多く⼈々が活動し、⼤宮で時間を過ごすことができる居場所を提供する。

東⽇本の対流拠点としての役割を担っていく⼤宮へ関わる⼈々は、多様な価値観
を以って表現しあい、ひと・もの・技術の交流を通して連携関係を築いていく。⼤
宮の駅前空間はそうした多様な⼈々が⾏き交う⼤いなる舞台として機能し、東⽇
本の各地域に息づいていく必要がある。
地上及び２階レベルの空間を含む広場ゾーンは、地域のみならず東⽇本各地の
コンテンツが展開され多様な交流が促進されるような経済⽣産性の⾼い空間を
⽬指す。また、⼤宮駅東⼝の特徴的な界隈商空間を活かし、横丁や路地の界隈性
を継承した商業機能を誘導する。

国内有数の利⽤者数を誇る⼤宮駅、及び接続する交通モードへの切り替え等、
駅・駅前を取り巻く利⽤者環境は、⽇常的な暮らしの拠り所としてストレス無く快
適な空間と設えが求められる。交通広場や駅との接続動線においては効率良く
快適な空間づくりを⽬指していく。
また、災害時等においてバックアップの役割を担う⼤宮の駅前空間は安全確保・
事業継続の上で機能性が求められる。

⼤宮駅東⼝のエリアには⼤宮宿の時代から続く町割りが存在し、中⼭道と氷川
参道の南北の⾻格を基軸として、時代を経て形成された東⻄の動線でネットワー
クしている。本構想で新たに加わる東⻄通路を含めて、これまでの歴史を継承し
ながら新たにできる動線を良質な空間で紡ぎなおしていく。
駅と街が⾝体感覚的に近く、つながり良く利⽤できるようにするため、辻空間の
整備や視認性が⾼く緑豊かな歩⾏者空間等の整備により質の⾼い「まちのゆい
⽬」を形成する。

指針１ ⼤宮の⾵格や品格、⽂化性を象徴するシンボル性の⾼さ指針１ ⼤宮の⾵格や品格、⽂化性を象徴するシンボル性の⾼さ
指針２ ⼈と緑の豊かな空間、緑で地上レベルと⽴体的な連続指針２ ⼈と緑の豊かな空間、緑で地上レベルと⽴体的な連続
指針３ まちを⼀望することができ、空の⾒える開放的な空間指針３ まちを⼀望することができ、空の⾒える開放的な空間
指針４ ⼈々を迎え⼊れ、居⼼地よく、時間を過ごすことができる場所指針４ ⼈々を迎え⼊れ、居⼼地よく、時間を過ごすことができる場所
指針５ 緑豊かで視覚的空間的に⼀体性のある空間指針５ 緑豊かで視覚的空間的に⼀体性のある空間
指針６ 鉄道を眺められる視点場があること指針６ 鉄道を眺められる視点場があること

指針１ 歩⾏者と⾞両が交錯しない安⼼安全な歩⾏者空間指針１ 歩⾏者と⾞両が交錯しない安⼼安全な歩⾏者空間
指針２ 指針２ インバウンドにも対応した案内情報の提供など誰にとってもわかりやすい設えインバウンドにも対応した案内情報の提供など誰にとってもわかりやすい設え
指針３ コンパクトで利⽤しやすい交通広場である指針３ コンパクトで利⽤しやすい交通広場である
指針４ 多様な利⽤者にとってバリアフリー化された交通広場、乗換動線の確保指針４ 多様な利⽤者にとってバリアフリー化された交通広場、乗換動線の確保
指針５ ⾬や⾵などの影響を考慮し快適で過ごしやすい環境である指針５ ⾬や⾵などの影響を考慮し快適で過ごしやすい環境である
指針６ 安全に避難でき、⼀時退避に対応できる広場空間の確保指針６ 安全に避難でき、⼀時退避に対応できる広場空間の確保

指針１（⼤宮らしい⾵景を眺めることができる視認性の⾼い空間である）指針１（⼤宮らしい⾵景を眺めることができる視認性の⾼い空間である）
指針２（デッキと地上レベルの視線が交差する親和性の⾼い断⾯構成）指針２（デッキと地上レベルの視線が交差する親和性の⾼い断⾯構成）
指針３（東⽇本の対流拠点としてのコンテンツが集まる経済⽣産性の⾼い広場空間）指針３（東⽇本の対流拠点としてのコンテンツが集まる経済⽣産性の⾼い広場空間）
指針４（界隈性のある横丁や路地空間）指針４（界隈性のある横丁や路地空間）

指針１ 緑がありゆっくりと過ごせる歩⾏者空間指針１ 緑がありゆっくりと過ごせる歩⾏者空間
指針２ 店舗や飲⾷店の賑わいが感じられる沿道空間指針２ 店舗や飲⾷店の賑わいが感じられる沿道空間
指針３ ⾼感度な路⾯店や飲⾷店から賑わいを感じられる指針３ ⾼感度な路⾯店や飲⾷店から賑わいを感じられる
指針４ 駅と街が近く感じられ、つながりが良いこと指針４ 駅と街が近く感じられ、つながりが良いこと
指針５ 積極的に緑化され緑豊かな空間である指針５ 積極的に緑化され緑豊かな空間である
指針６ ⽂化・歴史的な資源あるいは⾃然豊かな地域資源まで楽しく歩ける指針６ ⽂化・歴史的な資源あるいは⾃然豊かな地域資源まで楽しく歩ける
    魅⼒的な２つの都市軸    魅⼒的な２つの都市軸

⼤宮駅グランドセントラルステーション化構想 まちづくりガイドライン（素案）【パブリックスペース編（ドラフト版）】


