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１.経緯

1993(H5)年度 : 鉄道病院等跡地の取得および利用１

2014(H26)年度 : 施設整備の需要調査地を決定２

2017(H29)年度 : ＭＩＣＥ対応施設の誘致方針の見直し３

2018(H30)年度 : 桜木駐車場用地活用方針(素案)の作成４

2020(R2)年度 : サウンディング型市場調査の実施５

・鉄道病院跡地を複合公共施設建設事業用地として取得。暫定利用開始。

・MICE機能に限定することなく東日本の対流拠点形成に資する適切な活用

・基本的な考え方や事業の方向づけ、制約条件などを整理。

・民間事業者の意見や想定する事業計画等を把握し公募条件を検討。

桜木駐車場用地の活用に向けた経緯（１／２）

・本市のMICE施設整備の課題を整理(H25)
・MICE施設整備の需要調査の調査地を市営桜木駐車場用地に決定。

方法を周辺まちづくりと一体的に検討。
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１.経緯

2021(R3)年度 : パブリック・コメントの実施６

2021(R3)年度 : 桜木駐車場用地活用方針の作成７

2021(R3)年度 : 事業者選定委員会条例の議決８

・まちづくり方針を含めた、桜木駐車場用地活用方針(案)に対する市民意見

・パブリック・コメントを含め活用方針を作成。

・事業者を選定するための附属委員会を設置。

桜木駐車場用地の活用に向けた経緯（２／２）

2021(R3)年度 : 事業者選定委員会の開催
・事業者の選定に関する審議の実施。

を聴取。

９
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※対流拠点とは
多様な資源（ヒト・モノ・情報等）が集まり、相互に交流することで、“新しい価値”を創造・発信する機会
が多く得られ、そのような機会を求めて多様な資源がさらに集まる。そのような循環が持続可能に保たれて
いるエリア

桜木駐車場用地を有効に活用し、交流促進や新たな価値の
創出に寄与する機能の導入を進め、大宮ひいてはさいたま市
のプレゼンス向上に貢献する。

1.導入する機能は、対流拠点形成に資するものとする。※
大宮における東日本の交流促進とイノベーションの創出に資する機能の導入を想定する。

2.民間の知恵・技術・経験等を最大限活かした手法により整備を行う。
民間の力を活かし、最小の行政負担で大きな効果を発揮する。

3.周辺地区のまちづくりと一体的に検討を進める。
大宮駅西口第五地区まちづくり協議会等での検討を踏まえ、地域交流のための機能や防
災のための機能等を事業者から募る。

基本的な考え方

２.事業概要 （１）事業の目的
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２.事業概要 （２）対流拠点の形成

大宮における対流拠点の形成と桜木駐車場用地の役割

内容 機能（例）

誘引・集積
東日本を中心に資源を
誘引し、または集積さ
せる機能

○広域集客施設（商業・アミューズメント等）
○教育・研究施設（大学・企業研究所等）
○拠点となる業務施設（大規模オフィス等）

交流
様々な交流を生む機能

○MICE施設（会議場、ホール・展示施設等）
○広場・イベントスペース ○スポーツ施設
○コミュニティ施設 ○文化・芸術施設

創造
新たな資源の創造を支
援する機能

○ ビ ジ ネ ス 支 援 施 設 （ ス タ ー ト ア ッ プ 、
イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 、 コ ワ ー キ ン グ ・
コラーニング施設）

○産学官連携施設（交流施設、オープンラボ）

情報発信
多様な情報発信を担う
機能

○観光情報発信施設
○地域情報発信施設

首都圏広域地方計画等

都市再生緊急整備地域

大宮駅グランドセントラル
ステーション化構想

― 大宮における対流拠点 ― 
「東日本の交流促進」

「イノベーションの創出」
に資する機能の導入を想定

― 桜木駐車場用地の役割 ― 
◆他の事業との相乗効果の発揮
◆大宮における対流拠点づくりの先導
◆他の機能の補完・バックアップ
◆地域貢献機能の導入

対流拠点の形成に貢献できる機能（例）

大宮における「対流拠点」の形成のイメージ
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２.事業概要 （３）事業手法

【①公募による事業者の募集】
• 事業者が考える課題を把握し事業の枠組みを適切に設定する。
• 幅広く事業提案を募り、優れたノウハウを有する民間事業者による活発な競争を促す。

【②契約方法の事業者提案】
• 事業者の参入可能性や対流拠点形成への適合性に応じた評価では、貸付方式・売却方
式それぞれ観点ごとに優劣が異なり、いずれも一⾧一短である。

• 対流拠点の形成に資する活用を行うことが強く求められている。
• 契約方法を事業者の提案に委ねることにより、幅広い用途の提案を受ける。

【③総合評価方式による事業者の選定】
• 貸付料や売却額の高低だけで決めるのではなく、市が求める機能が整備されるか等、
事業の内容面を含め総合的に評価して決めるのが適切。

【④民間主導の整備・運営】
• 民間主導の事業を基本方針とする。
• テナントとして行政機能が各種ルール
や検討の許容する範囲内で入ることは
妨げない。

【⑤提案余地の拡大方策】
• 貸付と売却の両方を認め、貸付期間も上
限を70年とし様々な提案が得られるよ
うに配慮。
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３.用地の状況 （１）用地概況
【所在地】 埼玉県 さいたま市 大宮区 桜木町三丁目１番１ 外
【敷地面積】 約２．７ｈａ
【土地現況】 駐車場（野天式）
【都市計画等】

・用途地域 第二種住居地域／建ぺい率 ６０％ ／容積率２００％
・高度地区 ２０ｍ地区（特例による緩和措置有）
・準防火地域指定あり
・都市再生緊急整備地域指定あり

700m
桜木駐車場用地

500m

大宮駅大宮駅西口
第五地区

6



３.用地の状況 （２）駐車場の活用状況・周辺の状況

• 利用台数は毎年減少。
（Ｈ30年度の利用台数はＨ23年度から約27％減少）
• Ｈ30年度の平均利用台数は、

平日約200台／日、休日約380台／日。
• ピーク時の利用率 22％（H30 休日 14時）

設置根拠 さいたま市営桜木駐車場条例

駐車台数 656台（内バス5台） 駐車料金 30分間 150円
（バスは470円）

営業時間 無休（元旦を除く）／8時 22時

【市営駐車場としての活用状況】

【用地周辺の状況】
１．災害リスク

• 低層の戸建て住宅が多く立ち並んでいるこ
と、狭あいな道路が多いことなどから、災
害時に延焼や避難困難のリスクがある。

２．道路の渋滞
• 周囲を「工機部前通線」「国道17号線」
「大宮岩槻線」といった幹線道路に囲まれ、
平日、休日ともに渋滞が発生している。

市営桜木駐車場

狭あい道路 7



・要措置区域※3 

対象物質 ふっ素（溶出）
面 積 100㎡（すべて解除済）

※２土地の形質変更時に計画の届出が必要な区域

【H28土壌分析調査結果】

・ふっ素の溶出値が基準値を超過し、要措置区域
に指定された区域（100㎡）について汚染土壌
を掘削除去。
【対策深度】「ふっ素」1.3ｍ／「鉛」1.7ｍ

・形質変更時要届出区域※2

対象物質 鉛（含有）
面 積 5,743.07㎡（うち100㎡ 解除済）

【凡例】

調査区域
形質変更時要届出区域（６０区画）
要措置区域（当時）（１区画※１）

※１ 当該区域は形質変更時要届出区域と重複している。

工
機
部
前
通
り

→

至
大
宮
駅

※１区画は
10ｍ四方

３.用地の状況 （３）土壌汚染対策
【区域指定】

※３汚染の除去等の措置が必要な区域

【H29措置概要】
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３.用地の状況 （４）用地の設定

※地域貢献機能
・必須機能（防災、地域交流機能）
・提案に委ねる機能（地域利便機能等）

まちづくり用地及び事業用地の設定
• 桜木駐車場用地の一部の南西側に市が整備するまちづくり用地を設定する。
• 事業用地は桜木駐車場用地からまちづくり用地を除いた部分とする。
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事業用地

３.用地の状況 （５）用地の全景
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４.スケジュール（案）
2021（R03）

年度 2022（R04）年度 2023（R05）
年度以降

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

さいたま市

事業者

選定
委員会

公募要項等※

公表

優先交渉権者決定

基本協定

契約締結

施設運用

公募開始

応募

委員会③

選定基準
契約書類
実施方針
公募要項実施方針

公募要項

選定基準
契約書類
公募要項

提案書類確認

審査

優先交渉権者選定

施設設計
施設整備

募集締め切り

委員会④

※公募要項等 公募要項/選定基準/契約書類

諮問

プレゼンテーション
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第１章 はじめに 

市では、桜木駐車場用地の活用方法について、民間活力の導入等を前提として実施するこ

とを検討してきました。市が令和３年 10 月に策定した「桜木駐車場用地活用方針」では、対

象敷地において、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」を周辺まちづくりとの連携を

図りつつ、実現するための基本的な考え方や事業の方向づけ等を示しています。 

この度、本事業を実施するため、公募条件のうち、事業内容、提案に関する条件、事業者の

募集及び選定の方法等を整理した「桜木駐車場用地活用事業 公募の実施方針」を取りまとめ

ました。 
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第２章 事業内容に関する事項 

 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し、対象敷地にお

いて、「誘引・集積した資源と既存の資源との交流による新たな価値の創出」を目的として

実施するものです。また、対象敷地は大宮駅西口第五地区に含まれ、同地区では「誰もが安

心して幸せに暮らせるまち」を将来像として、「大宮駅西口第五地区まちづくり方針」を取

りまとめました。事業者には、活用方針における対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、

かつ大宮駅西口第五地区のまちづくりと連携した地域貢献の視点も含め、具体的な施設・事

業を提案していただきます。 

 

 事業名称 

「桜木駐車場用地活用事業」 

 

 対象敷地の概要 

 対象敷地 

所在地 さいたま市大宮区桜木町三丁目１番１ 外 

地目 宅地 

地積 19,958.76 ㎡ 

土
地
利
用
制
限 

用途地域 第二種住居地域 

建ぺい率 60% 

容積率 200% 

高度地区 20ｍ地区（特例による緩和措置有） 

防火地域 準防火地域 

地域指定 都市再生緊急整備地域 

景観計画区域 景観誘導区域（市街化区域） 

供給処理施設の状況 
周辺の上水道、下水道、ガス、電気は、「参考資料１ 物件調

書」のようにそれぞれ整備されています。 

土壌汚染 

土壌調査の結果は、「参考資料１ 物件調書」のとおりです。 

鉛（含有）を対象とする「形質変更時要届出区域」に指定さ

れています。 

地盤状況 
地盤の性状等については、事業者が調査してください。ボー

リング柱状図等は「参考資料１ 物件調書」のとおりです。 

埋蔵文化財 埋蔵文化財包蔵地には該当しません。 

その他 

「大宮駅周辺地域・さいたま新都心駅周辺地域 都市再生安全

確保計画」や「都市再生整備計画（大宮駅周辺地区）」の対象区

域に含まれています。 
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対象敷地の周辺図 

 

 対象敷地の接道等の状況 

 

NO. 種別 名称 幅員 整備状況 備考 

1 認定道路 10019 号線 約 9～19ｍ 供用中 北側 

2 認定道路 10011 号線 約 15ｍ 供用中 東側 

3 私道 私道 2 項道路 約 3.6ｍ 供用中 南東側 

 

  

 対象敷地 

 号線 

 号線 

 私道 項道路
まちづくり

用地 
0 
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 用語の定義 

 

No. 用語  定義 

1 活用方針 令和３年 10 月に策定した桜木駐車場用地活用方針をいう。 

2 対象敷地 さいたま市営桜木駐車場の用地（公募対象の用地）をいう。 

3 本事業 桜木駐車場用地活用事業をいう。 

4 本施設 公募要項等に基づき、事業者が提案する施設をいう。 

5 公募要項等 桜木駐車場用地活用事業 事業者公募要項及び関連書類をいう。 

6 応募者 
本事業に応募する単独法人等又は複数の法人等で応募するグルー

プをいう。 

7 応募法人 単独で応募する法人等をいう 

8 応募グループ 複数の法人等で応募する者をいう。 

9 構成員 応募グループを構成する法人等をいう。 

10 協力法人 
応募者以外の法人等で、本事業で実施する業務を担当し、応募者

と直接業務契約を行う予定の法人等をいう。 

11 事業者 応募者及び協力法人の総称をいう。 

12 一般定期借地権 
借地借家法(平成３年法律第 90 号）第 22 条に定める一般定期借地

権をいう。 

13 事業用定期借地権 
借地借家法(平成３年法律第 90 号）第 23 条に定める事業用定期借

地権をいう。 

14 定期借地権 一般定期借地権又は事業用定期借地権をいう。 

15 定期借地権設定契約 一般定期借地権設定契約又は事業用定期借地権設定契約をいう。 

16 基本協定書 桜木駐車場用地活用事業 基本協定書をいう。 

17 委員会 
市が設置するさいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委員会

をいう。 

18 優先交渉権者 
応募者のうち、市が委員会の審議結果を参考にして決定した者を

いう。 

19 次点交渉権者 応募者のうち、優先交渉権者に次いで優れた提案をした者をいう。 

20 優先交渉権者等 優先交渉権者と次点交渉権者をいう。 
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第３章 提案に関する条件 

 本事業の事業スキーム 
 

 提案を求める事業スキーム 

応募者は、以下に示す事業スキームから選択し提案してください。 

応募者が、対象敷地の分割を選択する場合は、以下に示すとおりの分割を可としますが、

その場合でも対象敷地全体を活用するものとします。 

 

① 貸付 

 

ア 一体貸付（契約形態：定期借地権設定契約） 

イ 分割貸付（契約形態：定期借地権設定契約） 

 

 一体貸付の場合 

応募者は、対象敷地に定期借地権を設定し、事業者が本施設を設計、建設、運営しま

す。 

 分割貸付の場合 

応募者は、分割した敷地に定期借地権を個別に設定し、事業者が本施設を設計、建設、

運営します。 

 

② 売却 

 

ア 一体売却（契約形態：土地売買契約） 

イ 分割売却（契約形態：土地売買契約） 

 

 一体売却の場合 

応募者は、対象敷地を土地売買契約により取得し、事業者が本施設を設計、建設、運

営します。 

 分割売却の場合 

応募者は、分割した敷地を土地売買契約により個別に取得し、事業者が本施設を設計、

建設、運営します。 
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 事業スキームの概要 

① 貸付の場合 

 一体貸付における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を応募者に一体的に貸し付けます。 

  応募者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、

事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の

承諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権

設定契約期

間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案して

ください。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 

 

 

 

 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：応募者

建物

（所有者：応募者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

応募者市
貸付料
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 分割貸付における事業スキーム 

応募者が対象敷地の分割貸付を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、応募者の提案に基づき分割した対象敷地を、構成員にそれぞれ貸し

付けます。 

  応募者は、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、

事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。 

対象敷地の 

分割 

  対象敷地の分割は２分割までとし、分割後の両敷地面積は 5,000 ㎡以上、

分割線は東側道路と概ね並行とします。（第３章２を参照してください。） 

用途指定   本施設に限ります。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の

承諾を得た場合を除き不可とします。 

定 期 借 地 権

設 定 契 約 期

間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案して

ください。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

構成員①

構成員②

貸付料

定期借地権設定契約

市
定期借地権設定契約

貸付料

本施設① 本施設②

借地：構成員① 借地：構成員②

建物

（所有者：構成員①②）

土地

（所有者：市）
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② 売却の場合 

 一体売却における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の売却を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   土地売買契約とします。 

  市は、応募者に対象敷地を一体的に売却し、事業者が本施設の設計、建設、

運営を行うものとします。 

用途指定 
  本施設に限ります。 

  土地売買契約書にて、用途指定期間（売却後 30 年間）を設定します。 

権利   土地売買契約締結後、対象敷地の所有権は応募者に移転します。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  用途指定期間中（売却後 30 年間）の対象敷地の第三者への譲渡及び担保

設定は、事前に書面による市の承諾を得た場合を除き不可とします。 

  市は対象敷地に再売買予約（売却後 30 年間）を設定します。 

提案売却料   提案売却料は、売却基準額以上とします。 

  売却基準額については第３章６（２）②を参照してください。 

 

  

契
約
形
態

財
産
区
分

本施設

所有者：応募者

建物

（所有者：応募者）

土地

（所有者：応募者）

土地売買契約
応募者市

土地購入代金



 

9 

 分割売却における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の分割売却を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態 
  土地売買契約とします。 

  市は、応募者の提案に基づき分割した対象敷地ごとに構成員にそれぞれ売

却し、事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。 

対象敷地の 

分割 

  対象敷地の分割は２分割までとし、分割後の両敷地面積は 5,000 ㎡以上、

分割線は東側道路と概ね並行とします。（第３章２を参照してください。） 

用途指定 
  本施設に限ります。 

  土地売買契約書にて、用途指定期間（30 年間）を設定します。 

権利   土地売却契約締結後、対象敷地の所有権は構成員に移転します。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  用途指定期間中（売却後 30 年間）の対象敷地の第三者への譲渡及び担保

設定は、事前に書面による市の承諾を得た場合を除き不可とします。 

  市は対象敷地に再売買予約（30 年間）を設定します。 

提案売却料   提案売却料は、売却基準額以上とします。 

  分割する対象敷地ごとに、提案売却料を提案してください。 

（第３章６（２）③を参照してください。） 

 

 対象敷地の分割 

応募者が、第３章 １に示す本事業の事業スキームのうち、分割貸付、分割売却を選択す

る場合の、対象敷地の分割に係る条件を下に示します。 

ア 区割りは２分割までとすること。 

イ 分割線は対象敷地東側の市道 10011 号線と概ね並行かつ直線とすること。 

ウ ２分割後の用地はいずれも 5,000 ㎡以上とすること。 

エ 分割に伴い発生する費用（測量費、分筆登記費等）は、応募者が負担すること。 

財
産
区
分

契
約
形
態

所有者：構成員① 所有者：構成員②

土地売買契約

構成員①

構成員②

市
土地売買契約

土地購入代金

土地購入代金

本施設① 本施設②

土地

（所有者：構成員①②）

建物

（所有者：構成員①②）
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 土地利用における条件等 

対象敷地は、概ね現状有姿の引き渡しとなります。以下の事項を踏まえた土地利用計画と

してください。 
 

 対象敷地の引渡しまで 

対象敷地は、令和６年３月まで、市の指定管理者である一般財団法人さいたま市都市整

備公社が駐車場として利用（運営）し、令和６年４月に引渡す予定としています。 

事業者が令和６年３月末までに実施する測量、ボーリング調査及び設計にあたっては、

事前に市及び一般財団法人さいたま市都市整備公社と十分協議を行ってください。 

 

 禁止、排除する施設、機能 

本事業を実施する施設の規模、用途等については、応募者の提案を原則としますが、以

下の施設の提案は認めません。 

 

ア  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他こ

れらに類する営業の用に供する施設 

イ  以下の団体等が利用する施設 

(ア)  さいたま市暴力団排除条例（平成25年４月１日条例第86号）第２条第１号及び第

２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体 

(イ)  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）

第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体 

ウ  政治的用途・宗教的用途に供する施設 

エ  地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供する施設 

オ  青少年に有害な影響を与える施設 

カ  悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供する

施設 

キ  墓地・霊園、葬祭場など、近隣・周辺環境との調整が難しいことが予想される施設 

ク  都市計画法等の関係法令により、現時点で整備することが制限される施設 

（ただし、高度地区の緩和、都市計画提案制度による用途地域の緩和、又は都市再生

特別地区による用途地域の規制の除外等の都市計画の変更等が見込まれる場合には、

これらによる施設を可とします。） 

ケ  事業用定期借地権設定契約における居住施設 

コ  一般定期借地権設定契約又は売却における居住施設 

（ただし、対流拠点形成に資する機能の付加施設となる居住施設（社員寮や学生寮等）

は可とします。） 

サ  市の公共施設（ただし市以外の公共施設については禁止の対象としません。） 

 

 土壌汚染対策等 

対象敷地の一部で土壌汚染を確認しており、鉛（含有）による形質変更時要届出区域に

指定されています。土地利用にあたっては法令に則り事業者が土壌汚染対策工事を実施す
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る必要があります。土壌調査結果は、「参考資料１ 物件調書」を参照してください。 

貸付の場合、本施設の建設に伴い掘削する土壌汚染に限り、事業者が提案する土壌汚染

対策費（ただし運搬費、処分費に限る。）を検証した上で控除した額を提案貸付料とします。 

なお、事業者が提案した以上に土壌汚染対策費が発生する場合でも、市は増加分の負担

を行いません。 

売却の場合、対象敷地の土壌汚染の全部を適切に取り扱うことを考慮して売却基準額を

決定します。 

 

 現存の建築物等の撤去について 

事業者が、本施設の建設に合わせ、現存の建築物や埋設物等を撤去してください。現存

の建築物等に関しては、調査の結果アスベストの存在は確認されていません。 

 

 本施設の許認可について 

本施設について、設置の許認可が必要なものは、提案書提出前に、事業者が所轄官庁及

び関係機関と協議を行い、許認可の取得の見通しについて確認をとることとします。なお、

事業者が、優先交渉権者等の決定前に実施する所轄官庁等との協議について、市が特別の

配慮等をすることはありません。 

 

 本施設の整備に関する条件 

 自動車交通量の抑制対策等について 

本施設の実施するにあたっては、周辺道路の渋滞が激しい地域であること（参考資料１ 

物件調書）を踏まえ、本施設の運営時も、周辺道路への交通負荷が増大しないようにして

ください。自動車交通が発生する場合には、事業者が周辺道路への交通負荷を抑制する対

策（出庫時の案内表示、シャトルバスの運行、入・出庫ピークの平準化方策等）を提案し

てください。 

対象敷地の利用にあたっては、交通管理者（警察）等との関係機関と十分協議を行って

ください。 

 

 開発許可の取り扱い 

本事業の実施に関して開発許可が必要となる場合、さいたま市の開発にかかる基準等に

従い、事業者の責任において必要な申請手続き、協議等を行ってください。 

開発許可の対象とならない場合についても、開発許可に準じて協議を行ってください。 

 

 緑化に関する協議 

事業者は、さいたま市みどりの条例第 19 条第１項の規定により、緑化に関する協議を行

ってください。緑化に関する協議時には、さいたま市緑化指導基準等を確認してください。 

 

 社会環境の変化や周辺環境への配慮 

本施設では、ウィズコロナやアフターコロナの時代に対応するため、新たな生活様式やＩ

ＣＴの利活用など、社会環境の変化に柔軟に対応できるように配慮を行ってください。 
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また、都市再生安全確保計画と連携した防災の視点、都市再生整備計画と連携した歩行者

回遊性や街並みの創出の視点にも配慮を行ってください。 

近隣建物への日照等について、周辺環境への配慮を行ってください。 

 

 地元対応等 

建設工事等に伴う騒音、悪臭、粉塵、水質汚濁、交通渋滞、電波障害、日影、風害、その

他近隣対策等については、周辺住民と良好な関係を保つよう、事業者の責任において対策

を行うとともに、要望等があった場合には、早急かつ誠実に対応してください。 

 

 地域への貢献に関する条件 

本事業では、東日本の対流拠点形成に資する機能を実現しつつ、地域への貢献を目的とし

て、下記に示す地域貢献機能（必須機能、事業者の提案に委ねる機能）を配置することを条

件とします。また、下記（１）、（２）の【 】内に示す施設等は例示であり、これらに限定

するものではありません。 

なお、地域貢献機能の運営は事業者の責任により実施することとします。 

 

 必須機能 

防災機能 【例：防災備蓄倉庫、地元住民等が災害時に避難できる空間等】 

地域交流機能 【例：広場、コミュニティ空間等】 

 

 事業者の提案に委ねる機能 

地域利便機能 【例：店舗、クリニック、保育施設等】 

その他、住環境への配慮や地域への貢献となる機能 

 

事業者の提案（防災機能、地域貢献機能）を基本としつつ、一層地元要望に沿った機能

を実現する観点から、地元（大宮駅西口第五地区まちづくり協議会等）との協議のスケジ

ュールや方法を提案してください。 

地元協議は、広場などの設備・機能等や、コミュニティ空間等が提案された場合の地元

を含めた運営方法等を想定しています。 
 
  

 提案貸付料・提案売却料の考え方 

 提案貸付料 

応募者は、基準貸付料以上を提案貸付料として提案してください。 
 

① 提案貸付料の考え方 

 

提案貸付料 ＝ （基準貸付料（年額）＋上乗せ額（年間））× 契約期間 

      － 土壌汚染対策費 
 

② 基準貸付料 

    基準貸付料は、市の普通財産貸付料算定基準に基づき、年額 7,484,484 円／1,000 ㎡

（固定資産税評価額×4.2％）とします。  
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③ 土壌汚染対策費 

土壌汚染対策費の考え方は以下のとおりです。提案書提出時には、提案する汚染土処理

量とともに、「参考資料１ 物件調書」に基づくその根拠資料を提示してください。 

 

 

 

土壌汚染対策費単価（運搬費・処分費）の単価は以下のとおりとします。 

項目 明細 単価（円／t） 

汚染土壌処分費   

 鉛含有濃度≦1500mg/kg 
V=5,440  、 

単重 1.8t/  
15,620 

 鉛含有濃度＞1500mg/kg 
V=260  、 

単重 1.8t/  
18,810 

汚染土壌運搬費 1.8t/  3,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 貸付料に係る留意事項 

 貸付料の支払義務期間は、対象敷地の引渡し日が属する月の１日から、定期借地権設

定契約の終了日までとします。 

 第１回目の支払いは、本施設の供用開始日前の１か月以内に行うものとします。貸付

料の支払いは、原則として、１年分（提案貸付料／貸付料の支払期間）を事前支払いす

ることとします。 

 

 提案売却料 

応募者は、売却基準額以上を提案売却料として提案してください。 

 

① 対象敷地の提案売却料の考え方 

 
 

  

土壌汚染対策費 ＝応募者の提案する汚染土処理量（ ）×土壌汚染対策費単価 

提案売却料 ＝ 売却基準額 ＋ 上乗せ額 

■土壌汚染対策費負担の考え方  

土壌汚染エリア

敷地境界線

根切り範囲

土壌汚染対策費支払範囲

【建築工事等において対象敷地の土壌汚染エリアを掘削する場合】 

土壌汚染エリア内で掘削する汚染土は敷地外に運搬・処理する。 

建築工事等で根切りしない部分の土壌汚染は、対象敷地の返却に伴い市が次回活

用する時に対応するため、左図の土壌汚染対策費支払範囲のみが、市が今回負担

する土壌汚染対策費となる。 

市が負担する総額は範囲内の汚染土の運搬費用と処理費用とする。 

運搬費用計算式： 

3,047 円×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8ｔ/  

処理費用計算式： 

15,620 円(≦1500mg/kg)×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8t/  

18,810 円(＞1500mg/kg)×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8t/  
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② 一体売却の場合の売却基準額（最低売却額） 

売却基準額は、対象敷地の土壌汚染の全部と既存の建築物等の撤去を適切に取り扱う

ことを考慮し決定しています。なお、土壌汚染対策費は、市が令和２年度に実施した調査

により 279,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む）と算定しています。 

売却基準額は、公募要項等の公表時に示す予定です。 

なお、参考価格としては○○【実施方針公表時に示す予定】円です。  

 

③ 分割売却の場合の売却基準額（最低売却額）及び契約額 

分割売却を選択する応募者は、提案書提出前までに分割後の不動産鑑定評価を取得し、

鑑定評価額を上記②の売却基準額と見なし、分割する対象敷地ごとに提案売却料を提案

してください。なお、分割後の不動産鑑定評価に反映させる土壌汚染対策費の合計は、上

記②に示す 279,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を超えないこととします。 

分割売却を選択する応募者が優先交渉権者に決定した場合、市は提出された不動産鑑

定評価を市の財産評価委員会に諮り、市が分割売却の契約基準額を決定します。 

優先交渉権者と市の土地売買契約の契約額は、提案売却料と分割売却の契約基準額の

高い方とします。優先交渉権者が、土地売買契約の契約額を分割売却の契約基準額に変更

は出来ない場合は、当該応募者は優先交渉権者としての地位を失うこととします。 

 

 

 事業の流れ（想定） 

 

  

事業段階
と期間

プロセス

【売却の場合】

【貸付の場合】

契約関係

● 優先交渉権者決定

協議・設計 建設 運営 解体

● 開業

■ 基本協定締結

■ 土地売買契約の締結

対象敷地の引渡し

■ 定期借地権設定契約の締結

対象敷地の引渡し

（定期借地権設定契約 契約期間）
■

（事業終了）

（貸付の場合）

事業終了 ●
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第４章 事業者の募集及び選定に関する事項 

 基本的な考え方 

事業者の募集及び選考方法は、事業者の有する能力・ノウハウを総合的に評価して選考する

ため、公募型プロポーザル方式によるものとし、最も優れた提案を行った応募者を優先交渉権

者として選定します。 

 

 募集及び選定に係るスケジュール（予定） 

内 容 日 程 

実施方針の公表（公募の開始） 令和４年３月 

公募要項等の公表 令和４年６月頃 

参加表明書及び参加資格確認申請書の提出期限 令和４年７月頃 

提案書の提出期限 令和４年11月頃 

提案内容等に対するヒアリングの実施 令和５年２月頃 

優先交渉権者等の決定 令和５年２月頃 

基本協定の締結 令和５年７月頃 

（貸付の場合）定期借地設定契約の締結 令和５年10月頃 

（売却の場合）土地売買の仮契約の締結 令和５年10月頃 

（売却の場合）土地売買契約を議会に上程 令和５年12月頃 

（売却の場合）土地売買契約の締結 令和５年12月頃 

対象敷地の引渡し 令和６年４月 

 

 応募者の参加資格要件 

 応募者の構成 

ア 応募者は、本施設を建設し、運営することができる企画力、資力、社会的信用度、技

術的能力、施設運営能力等を有する応募法人又は応募グループとします。 

イ 応募グループの場合は、構成員の中から応募手続きを行う代表者を定め、資格確認書

類の提出時に明らかにするものとします。代表者は、契約協議など市との調整・協議等

の窓口役を担うほか、全ての契約締結業務に関して責任を負うものとします。 

ウ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める特別目的会社（ＳＰＣ）を設立し、当該Ｓ

ＰＣを市と契約を締結する主体としても構いません。 

エ 本施設について、不動産証券化による資金調達のため、資産の流動化に関する法律（平

成 10 年法律第 105 号）に定める特定目的会社、会社法に定める合同会社等を活用した

スキームの提案を可とします。 
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 応募者の参加資格 

ア 応募者は、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしている必要があります。応募

グループの場合は、 構成員全てが(ウ)を満たす必要がありますが、(ア)、(イ)について

は応募グループ全体で全ての条件を備えていれば足りるものとします。 

(ア)  対象敷地を借地又は購入して、本事業を行うことができること。 

(イ)  事業計画提案に関し施設等の建設や事業の実施・運営、貸付の場合は対象敷地

の返還まで責任を負うことができること。 

(ウ)  地方税及び国税に係る徴収金（法人税・所得税、法人事業税、法人（個人）市

民税、固定資産税・都市計画税[土地、建物]、固定資産税[償却資産]）及び消費

税、地方消費税を完納し、滞納がないこと。 

イ アの(ア)から(ウ)までの要件を全て満たす者であっても、次の(ア)から(サ)までに該

当する者は参加資格がありません。 

(ア) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者

又はその者を代理人、支配人その他使用人として使用する法人。 

(イ) さいたま市入札参加停止等措置要領による指名停止を受け、当該指名停止期間

を経過していない法人。 

(ウ) さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する暴

力団排除措置の対象である法人。 

(エ) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 26 条第２項の規定による事務所の閉鎖

命令を受けている法人。 

(オ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立てをな

されている法人。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けている法人を

除く。 

(カ) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てをな

されている法人。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けている法人を

除く。 

(キ) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）

第 64 条による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第１項の規定に

よる会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている

法人。 

(ク) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産の申立てがなされている法人。 

(ケ) 本事業の公募要項の公表日から起算して過去３年以上営業を行っていると認

められない法人。 

(コ) 委員会の委員が経営又は運営に直接関与している法人。 

(サ) 本事業に係る支援業務に関与した以下の者又はこれらの者と資本関係若しく

は人的関係のある者。 
 

・ 株式会社 エイト日本技術開発 

・ 豊原総合法律事務所 
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 協力法人の参加資格 

ア 本事業の募集開始後、応募者は、応募者以外の者を協力法人として、直接、業務の一

部を請け負わせることができます。 

イ 協力法人についても、上記（２）応募者の参加資格 イの規定を適用します。 

ウ 本施設の設計及び建設に関わる協力法人は、基本的には応募時に選定するものとしま

すが、優先交渉権者として決定後に、協力法人を選定し、市に通知することも可としま

す。なお、建設に関わる協力法人が設計に関する協力法人を兼ねることを可とします。 

エ 応募者は、さいたま市の締結する契約からの暴力団員等排除に関する合意書に規定す

る暴力団排除措置の対象である法人を、協力法人及び資材、原材料の購入契約その他の

契約の相手方としてはならないこととします。 

オ 建物等の設計業務を行う者に関し、次の要件を満たしていること。 (イ)については

設計業務を行う者のうち少なくとも１社が条件を備えていれば足りるものとします。 

(ア)  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

(イ)  過去 10 年間に竣工した施設のうち、本施設と同等以上の延床面積及び高さの

建物の設計実績があること。 

カ 建物等の建設業務を行う者に関し、次の要件を満たしていること。 (イ)については

建設業務を行う者のうち少なくとも１社が条件を備えていれば足りるものとします。 

(ア)  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定に基づく、建築一式

工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

(イ)  過去 10 年間に竣工した施設のうち、本施設と同等以上の延床面積及び高さの

建物の施工実績があること。 

キ 不動産の開発業務を行う者を協力法人とする場合は、次の要件を満たしていること。 

(イ)については不動産の開発業務を行う者のうち少なくとも１社が条件を備えていれ

ば足りるものとします。 

(ア)  宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第２条の規定に基づく宅地建物

取引業者であること。 

(イ)  本施設に係る施設用途について、同等以上の延床面積の開発実績があること。 

ク 本施設の運営業務を行う者を協力法人とする場合は、次の要件を満たしていること。  

(ア)  本施設において当該協力法人が行う運営業務について、同種業務の実績がある

こと。 

 

 本事業の担当部署 

担当部署 さいたま市 都市局 都心整備部 

東日本交流拠点整備課 拠点化推進係 （担当       ） 

住  所 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町１丁目 124 番１  

大宮区役所６階 

電  話 048-646-3280 

F A X 048-646-3292 

E - m a i l higashinihon-kyoten-seibi@city.saitama.lg.jp 

U R L https://www.city.saitama.jp/○○○○/ 
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第５章 提案審査に関する事項 

 審査の方法 

 審査の内容 

提案内容等の審査は、提案書に記載の提案内容に係る「定性評価」と、提案価格と市の

税収に係る「定量評価」による「総合評価」にて実施します。 

具体的な審査方法等は、公募要項等の公表時に事業者選定基準において示します。 

 

 提案内容等に対するヒアリング 

提案内容等の審査に当たっては、応募者によるプレゼンテーション及び委員会による提

案内容等に対するヒアリングを実施することを予定しています。 

 

 委員会の設置 

市が設置する委員会において提案内容等の審査を行い、優先交渉権者等を選定します。

委員会の委員は、以下のとおりです。 

委員（敬称略） 所属等 

足立 慎一郎 ㈱日本政策投資銀行 上席主任研究員 

池田 一義 さいたま商工会議所 会頭 

岩田 真由美 弁護士 

桑田 仁 芝浦工業大学 建築学部 教授 

小嶋 文 埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授 

関根 ゆり 公認会計士・税理士・中小企業診断士  

 

 優先交渉権者等の決定 

委員会は、提案内容に係る「定性評価」と、提案価格と市の税収に係る「定量評価」によ

る「総合評価」を行い、応募者のうちから優先交渉権者等を選定します。 

市は、委員会の審議結果を参考にして、優先交渉権者等を決定します。 

市が優先交渉権者等を決定した場合には、全ての応募者（応募グループの場合は代表者）

に対して審議結果を文書で通知するとともに、市ホームページにおいて優先交渉権者等を

公表します。 
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参考資料１ 

物 件 調 書 

所  在  地 さいたま市 大宮区 桜木町 三丁目 1 番 1 外 

地    積 19,958.76 ㎡ 登記地目 宅地 

接面道路の幅員 

及び構造 

北側が幅員約 9～19ｍの市道 10019 号線、東側が幅員約 15ｍの 

市道 10011 号線、南東側が幅員約 4ｍの私道に接面。 

法
令
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 市街化区域 

用 途 地 域 第二種住居地域 

建ぺい率 60％ 容 積 率 200％ 

その他の制限 

・高度地区（20ｍ地区）※特例による緩和措置あり 

・準防火地域 

・都市再生緊急整備地域 

・景観誘導区域 

私道の負担等 

に関する事項 

私道負担の有無 有 
負担の 

内容 

敷地南側に一部私道あり 

※詳細は別添の調書を参照 

道路後退の有無 無 
負担の 

内容 
 

供給設備 

状  況 

供給設備 引込状況 事 業 所 名 

上水道 有 市 水道局 給水工事課 

下水道 有 市 北部建設事務所 下水道管理課 

都市ガス 供給区域 東京ガス㈱本管埋設 状況確認センター 

交通機関 

(現地まで) 

鉄道 

及びバス 

ＪＲ大宮駅の北西方約 550ｍ（道路距離） 

最寄バス停「桜木町」 

使

用

制

限

等 

・ 物件は、土地に現存する物の全てを含みます。 

・ 事業対象範囲は、桜木駐車場用地から市がまちづくり用地として整備する範

囲を除いた用地（明細図、青色着色範囲）です。 

・ 有効使用としては、活用方針に示す「対流拠点形成に資する機能」などです。 

・ 土壌汚染（鉛）が確認されています。（別添 土壌汚染調査結果参照） 

・ 地盤の性状等については、別途調査が必要となる場合があります。（別添 地

盤調査結果参照） 

・ 周辺は渋滞が激しいため交通量の増加に注意が必要です。（別添 桜木駐車場

用地周辺の交通状況参照） 

・ 接道する道路へ車両で通行の際は、歩道、縁石等が有ります。 

・ 都市計画法第 29 条の許可が必要となる場合があります。 

 

 



　　　　　　 2021/11/16
第１回委員会　参考資料１





1

公募の実施方針と公募要項の主な違いについて

項目 公募の実施方針 公募要項

事業内容
事業のコンセプト、対象敷地の概
要等

同左

提案に関する条件

土地利用・施設の整備に関する
条件、事業スキーム、地域への
貢献、提案貸付料・提案売却料
の考え方等

同左

事業者の応募及び
選定に関する事項

基本的な考え方、募集のスケ
ジュール（予定）、応募者の参加
資格要件、審査方法等

同左に加え、
詳細な応募者の参加資格要件、
応募の手続き、提出書類等

契約の締結及び事
業実施に関する留
意点

―

契約の流れ、基本協定、定期借
地権設定契約、土地売買契約、
事業モニタリング等の事業実施
に関する留意事項、責任分担等

公表時期（予定） 令和４年３月 令和４年６月

※下線部が実施方針と公募要項の主な違い

・公募の実施方針は、公募要項の概要版となるもの。
・公募の実施方針は、事業内容、提案内容関する条件等を整理したもの。
・公募要項は、実施方針内容に加え、詳細な参加資格要件、提出書類、契約の締結等を記載したもの。

2021/11/16
第1回委員会 参考資料２
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桜木駐車場用地活用方針
概要版

さいたま市 都市局 都心整備部
東 日 本 交 流 拠 点 整 備 課

2021/11/16
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はじめに １章 背景①

本活用方針の目的

市としての桜木駐車場用地活用に関する基本的な考
え方や事業の方向づけ、制約条件、周辺まちづくり
との連携等について整理し、対外的に明示するため
に基本的な方針として「桜木駐車場用地活用方針」
を作成した。

首都圏広域地方計画
「東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点の創出ＰＪ」

東日本の玄関口
「大宮」

西日本の玄関口
「品川」

川」と並び、東日本の玄関口機
能を果たすとともに、首都直下
地震の発災時には首都圏の機能
をバックアップするための最前
線となる。

このため、東日本のネット
ワークの結節点として連携・交
流機能の集積・強化を図るとと
もに、災害時のバックアップ拠
点機能の強化を図る。

都市再生緊急整備地域
(大宮駅周辺地域）

平成29年８月、大宮駅周
辺の130haに及ぶ地域が都
市再生緊急整備地域に指定
された。

業者が本地域内において一
定要件を満たす都市開発事
業を行う場合、都市計画の
特例や金融支援、税制支援
等の措置が受けられること
となった。

都市再生緊急整備地域
（大宮駅周辺地域）の範囲

鉄道のまち、大宮

●大宮駅待合所正面（東口）
出典：鉄道院大宮写真帖

●大宮駅ホーム
出典：鉄道院大宮写真帖

〔明治18年〕大宮駅が東北本線の分岐駅として開業
⇒鉄道関連施設が集積・「鉄道のまち」として発展

〔昭和57年〕東北・上越新幹線が開通
⇒首都圏と東北地方等を結ぶ交通の要衝、県下一の商業都市へ
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１章 背景②

大宮駅グランドセントラルステーション化構想
対流拠点の形成を目指して

本市では「大宮駅グランド
セントラルステーション化構
想」(以下ＧＣＳ構想という)
を平成３０年７月に策定し、
「東日本中枢都市としての競
争力強化」を図るために、駅
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
を三位一体で進めることを目
指している。

ターミナル街区

東日本の交流拠点に相応しい多様な都市機能の導入例

（竣工イメージ）

、 現在施行中の
大宮駅 地区等の市街地
再開発事業及び大宮駅
の土地区画整理事業を推進するとと
もに、市営桜木駐車場周辺地区の
まちづくりにも取り組み、奥行きの
ある市街地形成に向けて、広域的な
まちづくりを行っている。

（地図ﾃﾞｰﾀ：google）

市営桜木駐車場
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１章 背景③

地域連携拠点（現況施設配置図）

大宮駅東口周辺における
公共施設再編による連鎖型まちづくり

大宮駅東口では、平成30年に大宮駅東口周辺公共施設再編／公
共施設跡地活用全体方針を策定し、公共施設再編による連鎖型ま
ちづくりに取り組んでいる。

駅前賑わい拠点（現況施設配置図）

氷川神社周辺エリア（現況施設配置図）

桜木駐車場用地に係るこれまでの経緯
〔平成２５年度〕

ＭＩＣＥ推進方策基礎調査の実施
〔平成２６年度〕

ホテル誘致等庁内検討会の開催
〔平成２７年度〕

MICE需要調査に係るマーケットサウンディング調査の実施
複合公共施設建設事業用地地歴調査の実施

〔平成２８年度〕
サウンディング型市場調査の実施

⇒調査結果から、３つの課題（財政支援／周辺環境整備
／ＭＩＣＥ戦略策定）について検討

土壌分析調査の実施（２回）
⇒広範囲に汚染（鉛・ふっ素）が判明

〔平成２９年度〕
ＭＩＣＥ対応施設の誘致に関する方針の見直し

⇒ＭＩＣＥ機能に限定することなく東日本の対流拠点形
成に資する適切な活用方法とその実現方策を検討

土壌汚染措置工事の実施（ふっ素を除去）
〔平成３０年度〕

桜木駐車場用地活用方針(素案)の作成
⇒

の対話を実施しながら活用方針(素案)作成
〔令和元年度〕

桜木駐車場用地活用方針(案)の作成
⇒他市事例や国の計画等との比較及び、事業性に掛かる

調査等を踏まえ、桜木駐車場用地活用方針(案)を作成
〔令和２年度〕

サウンディング型市場調査の実施
⇒

を把握することにより、公募要項等を精査

氷川神社周辺という立地に相応しい
魅力的な土地活用により氷川の歴
史・文化を継承・発信し地域資源と
調和した空間を演出するエリア

東日本の対流拠点都市の実現に向
けてGCS 構想と連携するとともに
大規模な土地活用によって東日本
の拠点性を高める機能を導入する
拠点

大宮駅とさいたま新都心駅の中間
に位置する公共施設の集約による
都市機能の集積や地域間の連携や
回遊性を向上する連携・ネット
ワークの拠点
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１章 背景④

桜木駐車場用地活用方針については、国の関連計画（首都圏広域地方計画のプロジェクト、都市再生緊急整備地域の地域
整備方針など）における考え方や、市の大宮駅周辺地区のまちづくりに関連する計画等の内容を踏まえて作成する。

桜木駐車場用地活用方針の位置づけ

さいたま市総合振興計画基本計画

第９章第１節
人を呼び込み交流を促す都市インフラ

１ 東日本の中枢都市づくりの推進・東日本広域経済圏構想
② ２都心４副都心の都市機能の向上と、与野本町駅周辺地

区まちづくりマスタープラン及び地域まちづくりの推進

桜木駐車場用地活用事業
『桜木駐車場用地活用方針』

公募要項・選定基準・契約書等

首都圏広域地方計画等

都市再生緊急整備地域

都市計画
マスタープラン

大宮駅周辺地域
戦略ビジョン

大宮駅グランドセントラル
ステーション化構想

まちづくり方針

関連計画等（市）

関連計画等（国）
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２章 桜木駐車場用地の状況①

用地概況

《住所》
さいたま市大宮区桜木町三丁目1番地1外

《面積》
約2.7ha

《都市計画等》
◇用途地域：第二種住居地域

建ぺい率：60%／容積率：200%
◇高度地区/20m地区（特例による緩和措置有）
◇準防火地域指定あり
◇都市再生緊急整備地域指定あり

市営駐車場としての活用状況

狭あい道路）

• 利用台数は毎年減少。（Ｈ30年度の利用台数は約92,000台で、
Ｈ23年度から約27％減少）

• 656台の収容に対し、Ｈ30年度の平均利用台数は、平日
約200台／日、休日約380台／日。

• 特定利用者（大型商業施設利用者等）の占める割合は平日で
１／５、休日で１／３程度。

• ピーク時の利用率 22％（H30 休日 14時）

設置根拠 さいたま市営桜木駐車場条例

駐車台数 656台（内バス5台） 駐車料金 30分間 150円
（バスは470円）

営業時間 無休（元旦を除く）／8 22時

て住宅が多く立ち並んでいること、地区内に狭あいな道路が
多いことなどから、災害時に延焼や避難困難のリスクがある。

桜木駐車場用地
700m

500m

大宮駅
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２章 桜木駐車場用地の状況②

土壌汚染対策

【要措置区域※3 （解除済）】
対象物質：ふっ素（溶出）
面 積： 100㎡

（すべて解除済）
指示措置：地下水の水質測定

※２：土地の形質変更時に計画の届出が必要な区域
※３：汚染の除去等の措置が必要な区域

＜土壌分析調査結果＞

①当初調査区域（東側区域）

【凡例】

調査区域
形質変更時要届出区域（６０区画）
要措置区域（当時）（１区画※１）

※１ 当該区域は形質変更時要届出区域と重複している。

工
機
部
前
通
り

→

至
大
宮
駅

＜H29措置概要＞
ふっ素の溶出値が基準値を超過し、要措置区域に指定された区
域（100㎡）について汚染土壌を掘削除去。
【対策深度】……「ふっ素」：1.3ｍ、「鉛」：1.7ｍ
【掘削除去土壌量】……170 

 要措置区域（ふっ素）の指定解除

＜区域指定＞
【形質変更時要届出区域※2】

対象物質：鉛（含有）
面 積： 5,743.07㎡
（うち100㎡について解除済）

※１区画は
10ｍ四方

＜土壌汚染対策費用の負担の考え方について＞

①実費を市が負担 ②売却・貸付額から減額

貸付 ・実施まで金額が未確定
・予算措置が必要

・回収に時間がかかる
・合理的に見積もり可能である

ことが必要

売却

・実施まで金額が未確定
・予算措置が必要
・市の予算措置までの間、初期

投資額が一時的に多くなる

・合理的に見積もり可能である
ことが必要
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２章 桜木駐車場用地の状況③

評価の要素 内容

交通アクセス
（歩行者）

プラス ・大宮駅から徒歩10分程度という立地は魅力的
・大宮駅の北口が整備されれば好立地

マイナス
・オフィスは大宮岩槻線を越えると難しい
・集客施設は駅からペデストリアンデッキなどの歩行者動線の整備が無
ければ難しい

交通アクセス
（自動車）

プラス ・首都高から近いという印象

マイナス ・周辺の道路の渋滞が深刻なので、新たに交通需要を発生させる施設は
難しいのではないか

住宅街の中の立地
プラス ・小売店等商業系であれば周囲にお客さんがいるので事業性が高い

マイナス ・法令上は認められていても周辺の住環境を害する可能性のある用途は
やりにくい

用地の
大きさ・形状等

プラス ・駅近傍であるにもかかわらず大きな土地は貴重

マイナス ・１者（社）で使うには大きい
・接道が北側と東側だけなのはマイナス

法令等による条件

プラス ・都市再生緊急整備地域内である

マイナス

・用途地域が住居系であり事業が制限される
・建ぺい率／容積率が低く事業性を高めるのが困難
・高度地区による高さ及び建築基準法による日影制限があることから施
設の形状や配置が制限される
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３章 対流拠点の形成に向けて①

内容 機能（例）

誘引・集積
東日本を中心に資源を
誘引し、または集積さ
せる機能

○広域集客施設（商業・アミューズメント等）
○教育・研究施設（大学・企業研究所等）
○拠点となる業務施設（大規模オフィス等）

交流
様々な交流を生む機能

○MICE施設（会議場、ホール・展示施設等）
○広場・イベントスペース ○スポーツ施設
○コミュニティ施設 ○文化・芸術施設

創造
新たな資源の創造を支
援する機能

○ ビ ジ ネ ス 支 援 施 設 （ ス タ ー ト ア ッ プ 、
イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 、 コ ワ ー キ ン グ ・
コラーニング施設）

○産学官連携施設（交流施設、オープンラボ）

情報発信
多様な情報発信を担う
機能

○観光情報発信施設
○地域情報発信施設

首都圏広域地方計画等

都市再生緊急整備地域

大宮駅グランドセントラル
ステーション化構想

― 大宮における対流拠点 ― 

「東日本の交流促進」
「イノベーションの創出」

に資する機能の導入を想定

― 桜木駐車場用地の役割 ― 

◆他の事業との相乗効果の発揮
◆大宮における対流拠点づくりの先導
◆他の機能の補完・バックアップ
◆地域貢献機能の導入

対流拠点の形成に貢献できる機能（例）

大宮における「対流拠点」の形成のイメージ

大宮における対流拠点の形成と桜木駐車場用地の役割
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３章 対流拠点の形成に向けて②

の組合せによる
土地利用を行う。

・駅との近接性を活かした集客を図る。

（２）ビジネス系＋地域利便系
・業務機能と地域利便に の組合せによる

土地利用を行う。
・地域利便機能の例として商業、医療サービス、子育て支援、

コミュニティスペース等が考えられる。

（３）教育・学術研究系
研究拠点

としての土地利用を行う。

整備パターン（公募時に提案が見込まれる機能の例）

平成28 29年度の企業ヒアリング、平成30年度の企業意向調査、令和元・２年度の国交省
サウンディング調査、令和２年度の市主催のサウンディング型市場調査、その他企業の
個別ヒアリング等の結果を参考に、公募時に提案される可能性がある機能を例示するもの。
（公募の際にこの組み合わせの提案を必須とするものではない）

集客施設オフィス

学術研究
施設

教育関連
施設

地域利便
施設

オフィス

※上記に付随し居住機能が見込まれる場合は、社員寮、学生寮等の付加施設を想定（個人向け住宅は含まない）
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まちづくり協議会等での検討から「消防車等が通行す
る防災道路」､「防災備蓄倉庫の整備」､「一時集合場所､

防災拠点となる広場空間」等の『防災機能』及び「多目

的広場」､「コミュニティ空間」等の『地域交流機能』､

『地域利便機能』等が求められている。これらを『地域

貢献機能』と呼ぶ。

【地域貢献機能の例】

４章 周辺まちづくりとの連携①
（まちづくりイメージと桜木駐車場用地に望まれる機能）

種別 機能等

防災機能

消防車等が通行する防災道路
一時集合場所、防災拠点となる
広場空間
防災備蓄倉庫

地域交流機能
広場
コミュニティ空間

等

地域利便機能
店舗
クリニック(医療サービス)
保育施設 等

対流拠点に
資する施設 流拠点形成に資する施設の導入を検討します。

多目的広場 に利用できる広場を整備します。適切な規模、機能、整備手法及び維持
管理等を検討します

主要地区内
道路

（新規）

対流拠点に資する施設とソニックシティ等の近接地区の拠点施設を結び、
道路、歩行者のネットワーク形成を図るとともに、近接地区・駅前への
アクセス性向上に資する道路を整備します。

桜木駐車場用地

【凡例】
（イメージ）
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４章 周辺まちづくりとの連携②
まちづくり用地及び事業用地の設定

• に市が整備するまちづくり用地を設定する。
• 事業用地は桜木駐車場用地からまちづくり用地を除いた部分とする。
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４章 周辺まちづくりとの連携③

本事業における地域貢献機能等

必須機能
防災機能【 】

地域交流機能【例：広場、コミュニティ空間等】

事業者の提案に
委ねる機能

地域利便機能【例：店舗、クリニック、保育施設等】

その他、上記の外、地域への貢献となる機能

まちづくり方針の検討を踏まえ、防災機能と地域交流機能を地域貢献機能として必須とする。

事業者の提案に委ねる機能は、予め排除すべき禁止事項を設け、その他は自由な提案に委ねる。

周辺まちづくりと連携した地域貢献を行う観点から、選定された事業者の提案を基本としつつ、

地元との協議による、一層地元要望に沿った機能の実現を目指す。

地元協議の方法やスケジュール感についても事業者選定での評価の対象とする。

施設の整備にあたっては、事業用地内の緑化を推進する。

事業者の提案による対流拠点に資する機能、地域貢献機能を整備させる。

事業者が整備する地域貢献機能として、必須機能、提案に委ねる機能を下記のとおり整理する。

【 】
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５章 事業手法等

土地に関する契約方法

公募の主な条件

○それぞれの観点ごとに優劣が異なるため、売却方式・貸付方

○契約方法を事業者の提案に委ねることにより、幅広い用途の
提案を受けることが想定される。
○売却方式と貸付方式を組み合わせる複合的な契約方法も考え
られる。

売却 貸付
① 売却価格
市が最低価格を設定した上で、
より高額の売却価格を提案し
た応募者を優位に評価

① 貸付料
市が基準額を設定した上で、
より高額の貸付料を提案した
応募者を優位に評価

② 売却後の事業期間

担保、事業実施状況のモニタ
リング等について一定の期限
を定めておくことが必要

② 貸付期間
投資の回収期間が必要。30年
間を基準としながら一般定期
借地、事業用定期借地契約を
想定して上限(70年間)を設定

総合評価方式を軸に、売却価格／貸付料のみではなく提案内
容を審査し、相手方を選定する方向で検討。

売却 貸付

予期せぬ用途
変更のリスク

買戻し特約は10年が上限、
特約期間終了後も地区計画
の定めによって一定の用途
制限を設ける等の方法は考
えられるが、相対的にはリ
スクが高い（△）
再売買予約は期間の制限が
なく10年を超えても用途
制限が可能である（〇）

貸付契約において用途
制限を設けることが可
能であり、相対的には
リスクが低い（○）

第三者への
無断譲渡等の

リスク

買戻し特約は10年が上限、
特約期間終了後は譲渡を
制限できないため、相対
的にはリスクが高い(×)
再売買予約は第三者への
対抗が可能（〇）

貸付契約において無断
譲渡・転貸を禁止する
ことが可能であり、相
対的にはリスクが低い
（○）

よる投資意欲 高い（○） 低い（△）

市として
見込まれる
主な収入の

種類（参考）

・売却益
・固定資産税／都市計画税

（土地・建物）
・法人税／法人

法人事業税

・賃料
・固定資産税／都市

計画税（建物）
・法人税／法人

／法人事業税

（１）施設の整備・運営の主体
① 基本的な方針

、
する。

整備される施設・
を想定しているが、テナントとして各種行政機能が各種ルー
ルや計画の許容する範囲内で入ることは妨げない。

（２）提案余地の拡大方策
契約方式は売却・貸付の両方を認め、貸付期間も上限７０

年間とし様々な提案が得られるように配慮。地代の減免等に
よる提案のインセンティブ付与は想定しない 。

また、用途地域の変更や容積率の緩和等は、都市計画提案
制度等に基づき、事業者が計画提案・申請を行い、許可条件
に合致していれば都市計画の変更を検討。
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６章 事業スケジュール等

⑦公募の実施
公募の実施方針を公開した後、公募要項等を公開し一定の

期間を設けて応募を受け付ける

⑧優先交渉権者の決定
応募を受け付けた企業の提案内容等を事業者選定委員会に

て審査し、最も優れた提案をした者を優先交渉権者として決
定する

⑨優先交渉権者との協議
優先交渉権者と契約内容の詳細その他公募要項等には定め

られていない事項等について協議を行う

⑩契約の締結
協議の結果を反映させた内容で、当該用地の契約（賃借ま

たは売却）を締結する

桜木駐車場用地活用までの流れ

①桜木駐車場用地活用方針の作成
「対流拠点形成に資する適切な活用方法」や事業ス

キームについての市の考え方等を整理し、事業の方向づ
けや制約条件等を対外的に明示するための方針を策定

桜木駐車場用地活用
方針（案）のパブリック・コメントを行なった

②周辺地区のまちづくりの方針取りまとめ
第五地区全体のまちづくりの進め方や目指す姿につい

て取りまとめた

③公募条件の検討
「桜木駐車場

まちづくり方針」「ＧＣＳ構想」等を踏まえ、用地を活
用する主体の公募の条件を検討する

④公募の実施方針の作成
検討した公募の条件等の内、事業内容、主な事業条件、

事業者の募集及び選定方法等を整理する

⑤公募要項等の作成
公募の条件等を公募要項や選定基準等の形で整理する

⑥用地の行政財産から普通財産への変更協議
現在行政財産として管理している当該用地を、普通財

産に変更する事前協議を行う

【用地活用までの流れ】

【スケジュール（案）】

令和３年度
・活用方針(案)のパブリック・コメントの実施
・選定委員会設置条例の上程、委員会の設置
・公募の実施方針等の確定、公募の実施

令和４年度 ・優先交渉権者の決定

令和５年度 ・基本協定締結、契約締結等、施設設計( )

令和６年度 ・施設整備(

令和７年度










































