
第２回大宮ＧＣＳ推進戦略会議

２０２２年３月２日（水）

資料２



ＧＣＳ構想の進捗について

議題（１）

2



ＧＣＳ構想の進捗について 3

＜目的＞大宮駅東口駅前広場・地下車路ネットワーク・デッキ整備について、都市計画決定
に向けて関係者間で都市計画・事業計画の検討・調整を行うこと。

開催日時 主な議題

【第３回】
12月1日(水)

（１） 昨年度の振り返り
（２） デザイン調整ワーキング伝達事項に対する見解について
（３） 地下車路ＮＷ、駅前広場レイアウト等

【第４回】
２月10日(木)

大宮駅東口駅前広場等の事業推進に向けて
（１）各種会議での主な意見 （４）交通広場整備に係るデッキの検討 （８）まとめ
（２）歩行者の回遊動線 （５）地下車路ネットワーク
（３）公共的空間等検討エリアと （６）縦動線の検討

駅舎と駅ビル等機能の検討エリア （７）駅前広場レイアウト（案）

駅前広場
プロジェクトチーム

【今年度進捗】・概ねの駅前広場区域（案）の整理
【今後の予定】・令和４年度 詳細な駅前広場区域の検討

・令和５年度 都市計画手続き

＜目的＞新東西通路整備及び関連事項について、事業化に向けて関係者間において検
討・調整を行うこと。

新東西通路
プロジェクトチーム

開催日時 主な議題

【第４回】
12月８日(水)

（１）昨年度の振り返り （４）新東西通路の空間イメージについて
（２）デザイン調整ワーキング伝達事項に対する見解について（５）今後の進め方
（３）新東西通路のまち側とのつながり方について

【今年度進捗】・新東西通路とまち側とのつながり方・通路空間イメージ共有（予定）、調査設計着手
【今後の予定】・令和４年度 新東西通路整備計画（案）作成

・令和６年度 新東西通路の都市計画手続き



ＧＣＳ構想の進捗について 4

＜目的＞都市再生特別措置法第１９条の１３第１項に規定する「都市再生駐車施設
配置計画」を作成し、駐車場の適正配置化を推進すること。

開催日時 主な議題

【第３回】
10月26日(火)

（１）駐車場ルールの方針について
（２）検討事項・体制について
（３）ルールの適用範囲について

【第４回】
1月21日(金)

（１）ルールの検討背景・スケジュール等について
（２）都市再生駐車施設配置計画・運用マニュアルについて

駐車場ルール
検討会

【今年度進捗】・都市再生駐車施設配置計画(案)・運用マニュアル(案)をとりまとめ
【今後の予定】・令和４年度に配置計画策定・条例改正・運用組織設置により、運用開始

＜目的＞情報技術を活用し、バスバースの効率的な運用を図るなど、大宮駅周辺の歩行環
境・バス待ち環境の改善、賑わい創出等に繋がる施策を検討すること。

スマート駅前広場
研究会

開催日時 主な議題

【Ｒ３第１回】
9月30日(木)

（１）研究会の目的とアウトプットについて
（２）検討内容について
（３）研究会の進め方・スケジュールについて

【Ｒ３第２回】
12月20日(月)

（１）バスデータの活用について（講演）
（２）検討内容について
（３）研究会の進め方・スケジュールについて

【Ｒ３第３回】
2月4日(金)

（１）中間とりまとめ（案）について

【今年度進捗】・スマート駅前広場実現に向けた提言を中間とりまとめ
【今後の予定】・ピーク時・オフピーク時の駅前広場利用実態解析、バスロケデータ共有化検討 等



ＧＣＳ構想の進捗について 5

＜目的＞大宮グランドセントラルステーション化構想の推進に向けた全体調整を行うこと。

開催日時 主な議題

【第１回】
12月13日(月)

（１）ＧＣＳ構想の検討状況について（各プロジェクトチーム等の検討状況について）
（２）今後の進め方について

【第２回】
2月22日(火)

（１）ＧＣＳ構想の検討状況について（各プロジェクトチーム等の検討状況について）
（２）今後の進め方について

まちづくり
調整会議

【主なご意見】
＜第１回＞
・より使いやすい駅にすると同時に、駅周辺のまちとのつながり・空間づくりに貢献できるように考えたい。
１階・２階レベルどちらも回遊性が高い空間づくりができるようにしたい。

・まちを理解して楽しんでもらうということは、公共空間だけでは成り立たない。デッキや駅構内、まちが上
手くつながっていくことが大事である。公共側と開発街区側の絵が同時に描けなければよいものは作れない。

・全部の絵を決めてから、調整するというのは非常に難しいため、なるべく早い段階で調整すべき事項につい
て共有することが重要である。

・大宮らしさを前提として調整・検討できると良い。

＜第２回＞
・各開発街区で役割分担することが必要であり、中地区としては敷地を提供して駅前広場を整備することが東
口全体の活性化のために必要という想い。一方で負担軽減もお願いしたい。

・改札階レベルのペデストリアンデッキは旧中山道まで整備すべき。
・デッキとグランドレベルとの接続を大事にしてほしい。平面・断面・パース等による多角的な検討が必要。
・銀座通り周辺はグランドレベルの人の流れを大切にしていきたい。
・風格のある駅前を目指し、景観を意識した検討ができると広がりのある議論ができる。
・各地区の開発は同時期には進まず、時間差が生じる。時間差があるなかで人の流れや構造の高さの整合がと
れるように関係者間での調整が必要。



周辺まちづくり動向 6

氷川神社 大宮公園

さいたま
スーパーアリーナ

●さいたま新都心駅

さいたま新都心駅周辺地域
都市再生緊急整備地域対象区域

さいたま新都心将来ビジョン対象区域

首都高[新都心西]
出入口
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首都高[新都心]
出入口

首都高[新都心]
出入口

●
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大宮駅東口大門町２丁目
中地区市街地再開発事業

大宮鐘塚Ｃ地区市街地再開発事業

⇒「武蔵野銀行本店ビル」 2021年12月開業

大宮駅西口第３－Ａ・Ｄ地区
市街地再開発事業

大宮駅西口第３－Ｂ地区
市街地再開発事業

桜木駐車場用地活用

カンデオホテル

ダイワロイネットホテル

Ｂｉｂｌｉ(ビブリ)

新都心バスターミナル

しまむら本社ビル

シントシティ（全1,440戸）

⇒2019年10月開業

⇒2023年12月開業予定

⇒2024年度竣工(予定)

⇒2021年度組合設立・事業計画認可(予定)

⇒2022年度優先交渉権者決定 ⇒2021年12月開業

⇒「大宮門街(かどまち)」2022年春開業

⇒2020年6月開業

⇒2021年1月開業

⇒2022年第3街区完成

一の宮通りのまちづくり

氷川緑道西通線北区間整備事業

大宮南銀座地区のまちづくり

氷川参道歩行者専用化

大宮停車場大成線再整備

⇒2022年度道路整備工事

公共施設再編による連鎖型まちづくり

大宮駅●



東日本対流拠点としての
更なるポテンシャル向上について
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議題（２）
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さいたま市の特徴

①発達した交通網
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東北圏：仙台駅まで 約 66分

北陸圏：金沢駅まで 約124分

北海道：新函館北斗駅まで 約214分

都 心：東京駅、新宿駅まで 約30分

空 港：羽田空港まで 約60分

成田空港まで 約76分

大宮駅からの各所要時間

※大宮駅からの在来線または新幹線利用時の所要時間の目安

大宮駅は、19万人/日が利用する交通の要衝

出典：JR東日本駅別乗車人員ベスト100  2020年度

順位 駅名 1日平均乗車人員

1位 新　宿 47.7万人

2位 池　袋 37.6万人

3位 横　浜 29.0万人

7位 大　宮 18.9万人

～

大宮駅西口駅前広場
約60分

約76分

約66分

約124分

約74分

山
形
新
幹
線

秋田新幹線

約130分

北海道新幹線

出典：「さいたま市総合都市交通体系
マスタープラン基本計画」(さいたま市)
を基に加工。

○新幹線６路線をはじめ、

鉄道、高速道路網が発達した東日本の玄関口



さいたま市の特徴

①発達した交通網
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○東京西部から大宮経由での速達性の高さ



さいたま市の特徴

②「住みやすい」まち

10

○８割を超える市民が「住みやすい、住み続けたい」と評価

○さいたま市の「住みやすさ」に高い評価が集まっている



さいたま市の特徴

②「住みやすい」まち
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○さいたま市の「住みやすさ」に外部からも高い評価

○「住みたい街ランキング」で「大宮」「浦和」がトップ10にランクイン

○「幸福度ランキング」で指定都市中第１位



さいたま市の特徴

②「住みやすい」まち
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○子育て世代から選ばれるまち

○2021年の転入超過数は、「全年齢」及び「0～14歳」において全国１位

○「0～14歳」の転入超過数は、７年連続で全国１位

●転入超過（全年齢） ●転入超過（0～14歳）

出典：「住民基本台帳人口移動報告（2021年結果）」（総務省） 出典：「住民基本台帳人口移動報告（2021年結果）」（総務省）



さいたま市の特徴

②「住みやすい」まち
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○市の施策とSDGsを連動させ、持続可能なまちづくりを推進

○全国市区・SDGs先進度調査で、さいたま市が全国１位



さいたま市の特徴

③多くの人・企業が集う
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○さいたま市はオフィスの空室率が低い人気のエリア

○さいたま市に10年間定着している企業は、この10年間で従業員数・総売上高ともに増加



さいたま市の特徴 15

③多くの人・企業が集う

○スポーツ等のイベントによって多くの来街者が訪れている

J:COM presents 2019ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

第8回世界盆栽大会inさいたま

第5回さいたま国際マラソン

大宮ソニックシティ さいたまスーパーアリーナ



議論の切り口 16

１．地理的な条件におけるポテンシャル

２．市経済施策とまちづくりの連携

３．今後の都市のあり方を踏まえた役割

４．大宮固有の特徴を生かす

「東日本対流拠点としての更なるポテンシャル向上」

について議論する上での４つの切り口



１．地理的な条件におけるポテンシャル

約60分

約76分

約66分

約124分

約74分

山
形
新
幹
線

秋田新幹線

約130分

北海道新幹線

東北・北陸圏、北海道を連結する首都圏対流拠点

○首都圏対流拠点 ⇒ 新たな「ヒト・モノ・情報」の流れを創出

○新幹線６路線をはじめ、

鉄道、高速道路網が発達した東日本の玄関口である。

出典：「さいたま市総合都市交通体系
マスタープラン基本計画」(さいたま市)
を基に加工。

東北圏：仙台駅まで 約 66分

北陸圏：金沢駅まで 約124分

北海道：新函館北斗駅まで 約214分

都 心：東京駅、新宿駅まで 約30分

空 港：羽田空港まで 約60分

成田空港まで 約76分

大宮駅からの各所要時間

※大宮駅からの在来線または新幹線利用時の所要時間の目安

大宮駅は、19万人/日が利用する交通の要衝

出典：JR東日本駅別乗車人員ベスト100  2020年度

順位 駅名 1日平均乗車人員

1位 新　宿 47.7万人

2位 池　袋 37.6万人

3位 横　浜 29.0万人

7位 大　宮 18.9万人

～

大宮駅西口駅前広場
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１．地理的な条件におけるポテンシャル

羽田空港アクセス線建設による影響
〇東山手ルート：羽田空港新駅(仮称)～東京駅～宇都宮線・高崎線・常磐線

〇東京駅から羽田空港新駅(仮称)までの所要時間：約18分

出典：国土交通省

18

⇒ 約10分の短縮



１．地理的な条件におけるポテンシャル 19

大宮駅

岩槻駅

浦和美園駅

浦和駅

さいたま
新都心駅

◆新大宮上尾道路

広域交通ネットワーク

◆バスタプロジェクト
（大宮駅西口）

◆首都高速埼玉新都心線の
東北自動車道までの延伸

◆埼玉高速鉄道線
（地下鉄７号線）の延伸



１．地理的な条件におけるポテンシャル

新たなモビリティサービスによる「まち」づくり協議会（MaaS協議会）

〇MaaSを社会インフラとする「まち」づくりを目指す協議会

20

・協議会目的:さいたま市と草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町が相互に 協力・連携して、
広域的な新たなモビリティサービスの導入を目指し、社会的課題の解決のためMaaSなどを社会
インフラとするまちづくりを検討すること

・設立年月日：令和元年６月８日(土)

埼玉県南東部道路網図

さいたま市

三郷市

越谷市

八潮市

草加市

吉川市

松伏町

MaaS協議会アドバイザー：

石田東生先生（筑波大学名誉教授・特命教授、
日本大学交通システム工学科特任教授）

①「移動」の自由を確保
・シームレス（いつでも、どこでも、だれでも）

・マイカー無しでの生活の実現

・最適な移動手段を選択

②「拠点」をつなぐ
・駅、病院、市役所等の拠点を繋ぐ

・交通結節機能の充実

③各自治体間の「連携」
・各自治体が連携する広い範囲での取り組み

コンセプト



１．地理的な条件におけるポテンシャル

新たなモビリティサービスやデータを利活用したスマートシティの取組

21

○自動運転実証実験の実施

○「データを利活用したスマートシティ」を目指し、都市OS（共通プラットフォームさいたま版）を開
発・実証中

■「スマートシティさいたまモデル」 の目指すイメージ

さいたま新都心自動運転実証実験

期間：令和3年4月25日～28日

実施主体：東京大学空間情報研究センター

協力：さいたま市・関東地整・民間企業

区間：大宮区役所～さいたま新都心駅

～バスターミナル



２．市経済施策とまちづくりの連携

東日本連携・創生フォーラム

○連携構成都市（２６都市）
函館市、青森市、八戸市、盛岡市、仙台市、
秋田市、山形市、福島市、会津若松市、郡
山市、宇都宮市、小山市、那須塩原市、み
なかみ町、新潟市、三条市、魚沼市、南魚
沼市、高岡市、氷見市、南砺市、金沢市、
長野市、上田市、福井市、さいたま市

（第６回 東日本連携・創生フォーラム）

東日本連携による

新たな「ヒト・モノ・情報」の流れの創出

新幹線を軸に市域・県域を越えた広域

連携を実施し、これまでになかった「ヒト・モノ・

情報」の新たな流れの創出を目指しています。

22



２．市経済施策とまちづくりの連携

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）

東日本の連携拠点・情報発信拠点
• 東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流を促進
• 東日本連携の理念である
「お互いに訪ねたくなるまち」を実現

○コロナ禍にあっても集客力は向上

○アフターコロナを見据えた新たな取組
 県域を越えたオンライン対面販売「ライブコマース」の実施
 「まるまるひがしにほんの店（約１００店舗）」による販路拡大の取組
 ＪＲ東日本との連携による「新幹線荷物輸送」の試み

令和元年度 令和２年度 令和３年度

７６万人 ７０万人 ９４万人（見込み）

※令和２年度は
約２か月間休館

23



２．市経済施策とまちづくりの連携

新幹線荷物輸送

24

実施日

販売食材

荷量

14:23
大宮駅

12:44
仙台駅

気仙沼港
大船渡港

現地工場で加工

新鮮なうちにパック

当日の午後に
販売開始

16日の朝に
水揚げ

15:00
まるまる

ひがしにほん

ＪＲ東日本との連携による新幹線での荷物の輸送

７月１６日（金）１７日（土）

カツオのたたき（現地で加工）

5箱（60ブロック）／各日



２．市経済施策とまちづくりの連携

新幹線荷物輸送
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新幹線 上越新幹線 東北新幹線

輸送実施日 7月30日 8月5日 8月23日

実施便 とき10号
（新潟駅11：04発 大宮駅12：42着）

はやぶさ510号
（新青森駅11：14発 大宮駅14：07着）

途中停車駅 燕三条駅、長岡駅、越後湯沢駅、高崎駅 盛岡駅、仙台駅

生鮮食品
特産品等

始発駅 途中駅

積込 積込

大宮駅 エキナカ
市中店舗

●実施イメージ

販売

※8/23のみ実施

【JR東日本の取組】大宮駅までの臨時輸送トライアル実施

・大宮駅を終着とする臨時列車を設定し、１両を積載商品専用
として、１００箱規模の新幹線での荷物の輸送を実施



新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（国土交通省）

の今後のあり方と新しい政策の方向性

○ 複数の用途が融合した職住近接に対応するまちづくりを進める必要。様々なニーズ、
変化、リスクに対応できる柔軟性・冗長性を備えた都市であることが求められる(一定
期間の試行、仮設物の設置等も有効)。

○ 働く場所・住む場所の選択肢が広がるよう、都市規模の異なる複数の拠点が形成さ
れ、役割分担をしていく形が考えられる。

○ 大都市は、クリエイティブ人材を惹きつける良質なオフィス・住環境を備え、リアルの場な
らではの文化、食等を提供する場として国際競争力を高める必要。

○ 老朽ストックのサテライトオフィス等へのリニューアルや、ゆとり空間や高性能な換気機
能を備えた良質なオフィスの提供の促進が重要。

出典：国土交通省「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性(概要版)」

26３．今後の都市のあり方を踏まえた役割

都市(オフィス等の機能や生活圏)



新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性（国土交通省）
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の今後のあり方と新しい政策の方向性

○ 混雑状況のリアルタイム発信等により、過密を回避し、安心して利用できる環境が必要。

○ まちづくりと一体となった総合的な交通戦略を推進する必要。

○ 公共交通だけでなく、自転車、シェアリングモビリティなど、多様な移動手段の確保や
自転車が利用しやすい環境整備が必要。

○ 駅周辺に生活に必要な都市機能を集積させ、安全性・快適性・利便性を備えた
「駅まち」空間の一体的な整備も必要。

○ 適切な密度の確保等新しい街路空間の考え方の導入が必要。

出典：国土交通省「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性(概要版)」

３．今後の都市のあり方を踏まえた役割

都市交通(ネットワーク)



28３．今後の都市のあり方を踏まえた役割

新型コロナによる鉄道利用の変化

○ 東京都心ターミナル駅は約４割減少しているのに対して、大宮駅などの郊外ターミナル
駅は２割～３割減となっており、減少幅が小さい

JR東日本 2020年度乗降客数上位10位駅のコロナ前後の乗降客の推移

出典：JR東日本「１日平均の乗車人員」

2018年度 2020年度 減少割合

新宿 789,366 477,073 39.6%

池袋 566,994 376,350 33.6%

横浜 423,651 290,376 31.5%

東京 467,165 271,108 42.0%

渋谷 370,856 222,150 40.1%

品川 383,442 220,930 42.4%

大宮 258,108 188,576 26.9%

新橋 281,971 175,368 37.8%

北千住 220,903 161,271 27.0%

川崎 214,601 159,802 25.5%



氷川参道
〇武蔵一宮氷川神社の参道である氷川参道は

南北約2キロメートルあり、本市における歴史・文化的

資産として、都心部に残された貴重な緑の空間。

氷川参道
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大宮公園

出典：埼玉県HP

大宮公園
〇埼玉県で一番利用者の多い県営公園として人々に親しまれている。

再整備に関する検討が進められている。

４．大宮固有の特徴を生かす

さいたまセントラルパーク
〇見沼田圃の保全・活用・創造を先導する緑の核として整備。

○市民の避難場所かつ広域防災拠点を補完する防災機能を
有する。

○今年度、次期整備地区を事業化。

先行整備地区（合併記念見沼公園＜H19.11開設＞）

次期整備地区

セントラルパーク整備事業における
先行整備地区と次期整備地区のイメージ



さいたま新都心エリアとの連携

〇さいたま新都心エリア

・商業、業務、文化、行政等の
様々な機能が集積している

・多様な種類のイベントを開催しており、
平日・休日ともに多様で多世代の人々
が集まっている

30

さいたまスーパーアリーナ

４．大宮固有の特徴を生かす

氷川神社 大宮公園

さいたま
スーパーアリーナ

●さいたま新都心駅

大宮駅●

さいたま新都心駅周辺地域
都市再生緊急整備地域対象区域

さいたま新都心将来ビジョン対象区域

首都高[新都心西]
出入口

●

氷
川
参
道

大宮区役所●

見
沼
田
圃

●

●

首都高[新都心]
出入口

首都高[新都心]
出入口

●

●

■直近のさいたまスーパーアリーナでのイベント実績
・東京オリンピック2020 バスケットボール競技(2021)
・全日本フィギュアスケート選手権大会(2021)



路地空間
狭い路地空間に多くの人が行き交う大宮らしい風景

31４．大宮固有の特徴を生かす



見沼田圃
さいたま新都心駅や大宮駅などの主要駅から2～3kmという近さにありながら、

約1260haという広大な面積を持つ、首都圏近郊における貴重な大規模緑地空間

梅雨明けの田んぼ風景 出典：さいたま市見沼田んぼHP

32４．大宮固有の特徴を生かす
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自然災害に強い大宮台地
首都圏の中で比較的海抜が高く、下部の

凝灰質粘土と自然堆積した上部のローム土

で覆われている安定して大きな強度を備えた地質

４．大宮固有の特徴を生かす

大宮GCSプラン2020より

（出典：独立行政法人産業技術総合研究所地質調査センター論文「大宮地域の地質」）

鉄道沿線上の地質図

大宮地域の地質



参考資料
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まちづくりの全体方針図(拡大図)
［大宮ＧＣＳプラン２０２０］

大宮駅グランドセントラルステーション化構想

大宮ＧＣＳプラン２０２０

ＧＣＳ構想全体の調整や大宮駅周辺をとりまく環境変化への対応
⇒ＧＣＳ構想をスピード感を持って着実に推進

平成３０年７月

令和３年３月

１．GCS構想・大宮GCSプラン2020 35



２．GCS推進体制

大宮ＧＣＳまちづくり調整会議

オープンＷＧ

駅前広場ＰＴ 東西通路ＰＴ
駐車場ルール

検討会

大宮ＧＣＳ推進戦略会議

駅前開発街区
検討会

スマート
駅広研究会

駅機能高度化
検討会

ガイドライン・
都市機能ＰＴ

※PT間で連携強化

※合わせて各地区・事業者との個別協議を実施
※必要に応じて合同開催

⇒ウィズコロナ及びポストコロナ時代に求められる大宮駅周辺地域のまちづくり

⇒大宮GCSプラン２０２０の実現に向けた全体調整

36
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会議名 検討内容 参加者

駅前広場プロジェクトチーム

大宮駅東口駅前広場・地下車路
ネットワーク・デッキ整備について、
都市計画決定に向けて関係者間
で検討・調整を行う

・地元関係者（南地区、西地区N街区、西地
区S街区、中地区、北地区、宮一中地区、
南銀座）
・交通事業者（ＪＲ東日本、バス、タク
シー）

新東西通路プロジェクトチーム

新東西通路について、専門的・技
術的な検証を経て得られた与条件
を確認し、事業化に向けて関係者
間において検討・調整を行う

・地元関係者（西地区N街区、北地区、宮一
中地区、西口共同ビル、都市整備公社）
・鉄道事業者（ＪＲ東日本、東武鉄道、埼
玉新都市交通）

駐車場ルール検討会

都市再生特別措置法第１９条の
１３第１項に規定する「都市再生
駐車施設配置計画」を作成し、駐
車場の適正配置化を推進する

・有識者
・地元関係者（東口商連、西口商連、南地
区、西地区N街区、西地区S街区、中地区、
北地区、宮一中地区、南銀座）
・民間事業者等（駐車場、ＪＲ東日本、都
市整備公社）

まちづくりガイドライン・
都市機能プロジェクトチーム

駅前開発街区における都市機能の
あり方やエリアでのエネルギー施策、
東日本対流拠点に資する施設（ラ
ンドマーク等）整備の検討・調整を
行う

・地元関係者（南地区、西地区N街区、西地
区S街区、中地区、北地区、宮一中地区）

スマート駅前広場研究会
大宮駅周辺の歩行環境・バス
待ち環境の改善、賑わい創出
等に繋がる施策を検討する

・有識者
・交通事業者（バス）

２．GCS推進体制



38３．主な事業スケジュール

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

総合振興
計画目標

都市計画素案
の作成

地区計画等の
都市計画決定

手続き

東口駅前広場
の都市計画決
定手続き

新東西通路の
都市計画決定

手続き

東口駅前広場
の事業認可取

得

地元目標

南地区・中地
区の再開発事
業の都市計画

決定

当面の
目標

・
概
ね
の
駅
前
広
場
の
区
域
の
確
定

・
東
西
通
路
の
概
要
確
定

・
駐
車
場
地
域
ル
ー
ル
の
運
用
開
始



４．大宮ＧＣＳ推進戦略会議の目的

・大宮ＧＣＳプラン２０２０を踏まえ、開発街区等民間まちづくりや個別整備

計画（駅前広場、新東西通路、駅改良等）は熟度に応じて推進

・「新しい生活様式」に対応した都市環境の提供が求められている。

・各計画同士を調整・コントロールし、全体をマネジメントも必要

① ＧＣＳ構想全体調整への意見

② ウィズコロナ･ポストコロナ時代の大宮のまちづくりへの意見

⇒大宮駅周辺のまちづくりが国内・世界の先進事例となるよう意見聴取

エネルギー・景観・都市機能・交通 等EX

⇒全体をマネジメントしながらＧＣＳ構想を推進するため、
大所高所の立場から意見聴取

39



５．大宮ＧＣＳ推進戦略会議の進め方

歩行者中心の賑わいのある空間づくり１

ランドマークの創造２

災害に強いまちづくり３

カーボンニュートラル４

ＤＸの推進５

① これからのまちづくりに重要な視点

東日本対流拠点としての更なるポテンシャル向上６

・商都大宮の発展的再構築や企業誘致、新たな機能導入

・ウォーカブルな街、緑あふれお祭りやイベントができる大きな広場の整備

・東日本の玄関口として、本市の顔となるランドマークの創造

・首都圏直下地震や激甚化する自然災害への対応

・2050年の二酸化炭素排出実質ゼロ都市へ

・デジタルで支える新たな市民生活のモデル都市スマートシティの実現

40



５．大宮ＧＣＳ推進戦略会議の進め方

歩行者中心の賑わいのある空間づくり

ランドマークの創造、災害に強いまちづくり

カーボンニュートラル、ＤＸの推進

② 大宮ＧＣＳ推進会議のテーマ

東日本対流拠点としての更なるポテンシャル向上

第１回（今回）

第２回（令和４年３月）

第３回（令和４年９月）

第４回（令和４年度末）

※並行して、ＧＣＳプランの進捗について報告し、意見を頂戴する予定

41



６．前回の主なご意見

議題 （１）大宮GCS推進戦略会議に対する主なご意見

○多様な方々が社会参画することの重要性がパラリンピックで証明された。誰もが取り残されないという視
点をもう少し強調した方がよい。（石田委員）

○コロナ禍で地元の商店街は痛手を受けている。どの程度の経済効果があるのか見えていないが、期待で
きると思っている。既存のプロジェクトとGCSのプロジェクトをどのように連携させるかが重要。市長の
リーダーシップを期待している。（池田委員）

○周辺まちづくりとの関係から、もう少しエリアを広くとらえて考えていく必要がある。旧中山道の渋滞は課題。
時間を要するが、課題解決と並行しながら開発をしていかないといけない。（岸井委員）

○時間の使い方や暮らしへの価値観等、コロナ禍によって大きな変化が出てきた。特に住環境の重要性
が増している。変化への対応が必要。（田矢委員）

○アフターコロナの現在に大きなポテンシャルがある大宮が世界をリードしていけるような都市にしていくべき。
（藤井委員）

○大宮駅東口では、６街区が一体となって魅力とパワーを結集する必要がある。東口の再開発について、
外部のデベロッパーも巻き込んだ人格づくりが重要。（山田委員）

○大きな課題は、大宮らしさを残しながらどのように効率的なまちをつくっていくかということ。大宮らしさを示
す氷川神社の参道を大切にしていかなければならない。大宮らしい細街路を残しつつ防災にも貢献し
ながらまちづくりを行っていくべき。（涌井委員）

〇カーボンニュートラルやスマート化等のSDGsの取組によるまちづくりを進めることで、地域全体のQOLが
向上し、結果として企業や人から選ばれる街になることが重要。（村木委員）
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６．前回の主なご意見

議題 （２）歩行者中心の賑わいのある空間づくりに対する主なご意見

○持続可能なまちづくりが大事。持続可能な街とは、人々が住みたい街・働きたい街・楽しい便利な街で
ある。歩行者をどれだけ増やしていくか、どうやって増やしていくかが肝要であり、それが賑わいのあるまちづ
くりにつながる。高い賃料を払っても成り立つという街をどのようにして作っていくのか。あるべき論と現実
をどう調和させるかが重要である。（田矢委員）

○コロナがもたらした変化の中で、ＡＢＷ（アクティビティベースドワーキング）の拡大が都市構造に大きな
変化を、リモートの拡大は居住地の選択に大きな影響を与えている。今後はコネクティング型の首都圏
構造となっていく。大宮は日本の新しいコネクティングの拠点となるべき。そのため、自然と調和した
ウォーカブルな空間や人だけではなく自転車でも楽しめるウォーカブルな空間、新しいモビリティとも共存し
ていくべきである。（藤井委員）

○車で大宮にくるのが不便。消費者視点で何を求めて大宮に来るのかを考えると、ローカルなもの・ここに
しかないものがないと難しい。再開発の上層階を住居系にしようとしているかもしれないが、地価が高い
ため、一般世帯は駅近くのマンションは買えない。一方で、大宮にはオフィス需要がない。現実のハードル
は高いが、どのようにしていくかを考えることが大事。（池田委員）

○大宮は磁力がある。経済力か自己実現の幸福実現度のどちらが強いのかがポストコロナにおいて重要。
場所に対するこだわりが重要で、ストーリーが無い場所はつまらない。そのようなストーリーは大宮には
たくさんある。今後の大宮にはランドマークが重要となる。魅力は時の移ろいで変わっていくが、磁力は
変わらない。（涌井委員）
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６．前回の主なご意見

議題

○プラン2020で骨格は決まったが、今後肉付けするなどのコンセプトメイキングが必要。魅力をつくることや
ブランディングをしていくためには一定の広さが求められる。大宮では６街区全体で地下、ＧＬ、デッキ等
のウォーカブルなネットワークの形成が重要。ナイトエコノミーのポテンシャルもあるので、夜も安全で安
心して歩けるまちが作れるのでは。（山田委員）

○大宮は公共交通の面で大変恵まれている。鉄道によって横浜・東京・さいたまが結ばれており、首都圏
のリダンダンシーの視点でも重要。大宮にはポテンシャルがあると思っている。これから開発を進める中で、
ウォーカブルや心地よい街を実現するために、最適な車の流し方をはじめとする交通処理をどのように考
えていくのかが重要。また、路地感をまちのものとして共有することも重要。建物を作るだけではなく、ソフ
トな仕組みをつくり、それを動かす人もいないといけない。（岸井委員）

○開発の視点では、持続可能なまちをどうつくるかが重要である。また、ウォーカブルの視点では、氷川神社
や路地感のような大宮らしさをどのようにつくっていくかを考えていかなければならない。まちにくることで
楽しめる空間を大宮らしくつくれるかが重要である。さらに全体の大きな街区でウォーカブルをとらえる必
要がある。（清水市長）

（２）歩行者中心の賑わいのある空間づくりに対する主なご意見
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