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1. 計画策定の目的 

・ 本市は、未来を担う子供たちへ、持続可能で活力のあるまちを繋いでいくため、理想

とする都市の姿として「暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する『環

境未来都市』」を掲げ、市民にとって「住み続けたいまち」、市内の産業・経済が活性

化した「活力のあるまち」、そして環境的に持続可能な「低炭素なまち」を実現するた

めに、「次世代自動車・スマートエネルギー特区」や、防災拠点への太陽光発電及び蓄

電池の設置に加え、メガソーラーの整備等、省・創・蓄エネルギーに係る様々な取組

を推進しています。 

・ 総合特区の事業期間は、平成３１年度までとなっていますが、我が国が直面する人口

減少や超高齢化社会への対応、都市の低炭素化やエネルギーセキュリティの確保など

の課題に対する取組は継続的に進めて行く必要があります。 

・ そのため、都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）＊3 に基づく、法定計画

にも位置付けることで、取組の継続性を担保しつつ、これまで進めてきた取組をさら

に加速させ、早期に持続可能で活力あるまちづくりを実現していくための指針として、

市内市街化区域全域を対象とした「さいたま市低炭素まちづくり計画」を策定します。 

 

2. 計画期間 

本計画の計画期間は平成２６年度から平成３２年度とします。 

 

3. 対象地区 

・ 本計画の対象地区は、市内市街化区域全域とします。 

・ また、集約地域＊1 については、本市が、集約型都市構造の実現に向けて位置付けてい

る、２つの都心（大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区、浦和駅周辺地区）と４つの

副都心（日進・宮原地区、武蔵浦和地区、美園地区及び岩槻駅周辺地区）の６地区の

うち、「次世代自動車・スマートエネルギー特区＊2」の重点事業を進めている浦和美園

地区（浦和東部第一地区、浦和東部第二地区、岩槻南部新和西地区、大門下野田地区

各土地区画整理事業地区全域 約 316ha）、大宮地区（大宮駅周辺地域戦略ビジョンの

検討対象範囲全域 約 190ha）の２地区を集約地域としています。 

 

＊１ 集約地域 都市機能の集約を図るための拠点となる地域 

＊２ 総合特別区域法に基づく、地域活性化総合特区として、本市は、国から平成 22年に地域指定を受け

ています。 

＊３ 都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法） まちづくりに地球環境に優しい暮らし方や少

子高齢社会における暮らしなどの新しい視点を持ち込み、住民や民間事業者と一体となって、コン

パクトなまちづくりに取り組んでいくための第一歩として、平成 24年 12月に制定されました。 
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4. 計画の位置付け 

・ 低炭素まちづくり計画は、都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）に基づ

く計画であることから、都市の低炭素化を推進する「まちづくり」や「環境分野」な

どの関連する計画等と整合をとって策定する必要があります。 

・ 本市における関連計画としては、「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」、「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

市環境基本計画 改訂版」、「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「さ

いたま市エネルギー・スマート活用ビジョン～新エネルギー政策～」、「さいたま市緑

の基本計画」等があり、これらの既存の計画等における低炭素に資する取組を軸とし

て、本計画を策定することとしました。（図１ さいたま市低炭素まちづくり計画の位

置付け） 

 

 

 

図１ さいたま市低炭素まちづくり計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜都市分野の関連計画＞ 
・さいたま SMART プラン 
（ 総合都市交通体系 MP 基本計画） 
・さいたま市緑の基本計画 
・さいたま市都市景観形成基本計画 
・さいたま市公共交通 ネットワーク基本計画 
・さいたま市都市交通 戦略 など 

さいたま市 
総合振興計画 

（改訂版） 

「2020 さいたま希望 

(ゆめ)のまちプラン」  

基本構想 

実施計画 

基本計画 

＜地球温暖化対策の分野の関連計画＞ 
・さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

＜目標・基本方針＞ ＜分野別計画＞ 

マスタープラン 

さいたま市低炭素まちづくり計画 

さいたま 市環境基本計画 

＜ その他の 分野の関連計画＞ 
・さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン 
・さいたま市環境教育基本方針 
・さいたま市水環境プラン 
・第 3次さいたま市一般廃棄物処理基本計画 
（・さいたま市地域防災計画） 等 

さいたま市都市計画 

改訂版 
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5. 現状分析・将来動向の把握 

・ 本市が目指すべき低炭素なまちづくりの将来像や取り組むべき施策の策定に向けて、

①温室効果ガス排出状況、②地域特性、③人口、世帯、④産業構造、⑤再エネ・未利

用エネの賦存量、⑥土地利用、⑦交通、⑧みどりの各項目について、現状及び将来動

向の分析をしました。 

 

5-1 温室効果ガスの排出状況 

・ 本市の人口・世帯数は増加傾向にあり、平成 21 年度（2009 年度）の世帯数は平成

２年度（1990 年度）比で約 54％増加するなど、都市として堅調な発展を続けていま

す。それに伴い温室効果ガスの排出量も増加し、平成 21 年度（2009 年度）の排出

量は平成 2 年度（1990 年度）比で約 15％増加しています。 

・ また、本市の温室効果ガス総排出量のうち 98％以上を占めている二酸化炭素排出量

は､平成 2 年度（1990 年度）比で約 17％増加＊４していますが、なかでも、民生業務

部門は、平成 21 年度（2009 年度）の排出量は平成 2 年度（1990 年度）比で約 35％

の増加＊5、民生家庭部門では、約 49％の増加＊6となるなど、民生部門の増加率が大

きくなっています。 

 

＊４ 全国の二酸化炭素排出量の推移（平成 2年度比 2％増） 

＊５ 全国の民生業務部門の二酸化炭素排出量（平成 2年度比 31％増） 

＊６ 全国の民生家庭部門の二酸化炭素排出量（平成 2年度比 27％増） 

 

5-2 地域特性 

・ 本市は政令指定都市中最多の快晴日数を誇り、太陽エネルギーの利用に非常に適した

地域となっています。 

・ 一方、本市は、風が年間を通じて約 2m/s 程度と弱く＊7、高温化が顕著となる内陸平

野部に位置していることから、夏には東京湾から吹く南風が都心部で暖められた空気

を運んでくる影響もあり、ヒートアイランド現象がみられます。 

・ また、ヒートアイランド現象は、空調負荷の増加などエネルギー消費増大の要因にも

なるため、地球温暖化対策と連動した合理的な対策が望まれています。 

・ 本市では、全国トップクラスの快晴日数や、市域の多くが標高３～20ｍの大宮台地上

に位置する平坦な地形であることなどから、自転車利用に適した地域といえます。。 

 

＊７ 風力発電には、年間平均風速 6m/s 以上が必要とされています。（資源エネルギー庁 新エネル

ギー導入ガイド） 
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5-3 人口、世帯 

・ 平成 22 年（2010 年）の国勢調査では、人口は、約 122.2 万人、一般世帯数は約 50.2

万世帯となっています。人口・世帯数は一貫して増加していますが、人口は、平成

37 年（2025 年）頃、世帯数は平成 42 年（2030 年）頃にピークを迎えると推測され

ています。 

・ また、高齢化の進展により、平成 62 年（2050 年）には、高齢者数が、平成 17 年（2005

年）に比べ約 2 倍になり、高齢単独世帯数が増えることで、その約半分を後期高齢

単独世帯が占めると推測されています。 

 

5-4 産業構造 

・ 本市は首都圏の他の政令指定都市と同じく、昼夜間人口比率は 100%を下回り（平成

22 年（2010 年）：92.8%）、他の地域から本市への通勤・通学人口よりも、本市から

他の地域への通勤・通学人口が上回っています。 

・ また、本市では就従比も 1.0 を下回っていることから（平成 22 年（2010 年）：0.86）、

市外からの就業者よりも市外への就業者が上回っていることを示しています。 

・ 本市の事業所数は、平成 8 年（1996 年）をピークに減少傾向となっていますが、従

業者数は増加傾向となっています。 

・ 産業構造は、第三次産業中心となっており、特に商業・サービス業が大半を占めて

おり、既存の産業を維持・育成しながら東京との近接性や交通条件など本市の恵ま

れた立地条件を生かし、さらに広域拠点都市として必要な都市機能を集積するとと

もに、新たな産業誘致を進め、都市の自立性を向上することが求められます。 

・ また、都市の活力を高めることで、若年層の流入を促し、就業人口を増やすことが

重要となっています。 
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5-5 再エネ・未利用エネの賦存量 

・ 本市におけるエネルギー消費量は、総合計で、平成 2 年（1990 年）から平成 22 年

（2010 年）の 20 年間で 5.0 万 TJ から 6.3 万 TJ まで、約 25%増加しています。 

・ 一方、再生可能エネルギー等の賦存量は 102.6 万 TJ となっていますが、全国的に大

きな割合を占める風力エネルギーの割合が本市では小さく、バイオマスエネルギー

や水力エネルギーも大きな割合にはなっていないことから、太陽エネルギーが大半

の 98%を占めると推計されています。 

・ 再生可能エネルギー等を全量発電に使った場合の利用可能量の合計値は 3,505 千

MWh と推計されており、市域の電力消費量の約 65%に相当します。その内訳は、太

陽エネルギーが 91%、廃棄物エネルギーが 7%を占め、バイオマスエネルギーが 2%

と見込まれています。 

・ 全量熱利用した場合の合計値は 422 千 kL（原油換算）と推計されており、市域全体

のエネルギーの約 15%、電力を除いたエネルギー消費量の約 29%に相当します。ま

た、その内訳は、太陽エネルギーが 72%、廃棄物エネルギーが 22%、バイオマスエ

ネルギーが 5%、温度差エネルギーが 1%と見込まれています。 

 

5-6 土地利用 

・ 本市の土地利用は、都市的土地利用＊8 が約 15,066ha（69.3%）、自然的土地利用＊9

が約 6,683ha（30.7%）と、都市的土地利用が自然的土地利用を上回っています。 

・ 都市的土地利用の主なものは、住宅用地で、全体の約 4 割を占めており、自然的土

地利用の主なものは田・畑であわせて全体の約 9 割を占めています。 

・ 田、畑、山林等が年々減少している一方で、宅地等は増加している傾向にあります。 

・ また、本市は、鉄道沿いに都市が発展し、合併市でもあることから多数の拠点が存

在しており、市街地が広がっています。また、市街化調整区域にも住宅地が点在し

ています。 

・ 今後、人口減少や少子高齢化が進行する状況においても活力を失わない、持続可能

な都市を実現していくためには、市街地の広がりを抑制し、鉄道沿いのエリアなど

の都市基盤を整備して都市機能や人口を集約させる必要があります。 

 

＊８ 都市的土地利用：住宅地、工業用地、事務所・店舗用地、一般道路用地など、主として人工 

的施設による土地利用 

＊９ 自然的土地利用：農業的土地利用に、自然環境の保全を旨として維持すべき森林、原野、水

面、河川などの土地利用を加えたもの。都市的土地利用以外の土地利用を総称した土地利用 
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5-7 交通 

・ 市内の鉄道網は、南北方向の鉄道を軸として、市の北部と南部では、東西方向に鉄

道が整備され、さらにこれらの鉄道を補完するように、主要駅からバス路線が伸び

ていますが、自動車の交通分担率が 40％を超える地域があるなど、近い将来の高齢

化社会の到来や二酸化炭素排出量の削減も見据え、地域や社会のニーズに合わせた

公共交通を補完する仕組みの構築など、更なる利便性の向上に取り組む必要があり

ます。 

・ また、市内の道路網は、南北方向に複数の骨格的な幹線道路が配置されており、そ

れを結ぶように東西方向の道路が配置されていますが、未整備の部分も多くあり、

市街地拡大の抑制、都市機能の集約化と低炭素化を進めるには、交通結節点などの

拠点と住宅地を結ぶ公共交通の充実を図るとともに、環境負荷の少ない移動手段の

構築に取り組んでいく必要があります。 

 

5-8 水とみどり 

・ 平成 22 年度の緑被率＊10は約 43.7％で、平成 17 年度に比べ約 1.5％低下し、緑被面

積は約 9,500ha と、平成 17 年度に比べ約 340ha 減少しています。一方、公園整備

や地域制緑地＊11の指定が進んだため、施設緑地＊12と地域制緑地を合わせた緑地の

面積は約 160ha 増加し、約 6,520ha となっています。 

・ 緑被の内訳は、農地が約 4317ha で、緑被全体の約 45％と最大の面積を占めている

が、平成 17 年度に比べ、約 21ha 減少しています。次いで樹林地が約 2,778ha で、

緑被全体の約 29%、約 140ha の減少となっています。また、草地は約 2,071ha で緑

被全体の 22％となっていますが、約 189ha 減少しており、緑被の中で最も減少が大

きくなっています。 

 

＊１０ 緑被    樹林地、草地、農地、屋上緑化地、水面地 

＊１１ 地域制緑地 法律や条例などにより良好な緑地を保全するために土地利用を規制し、緑地の開

発に許可などが必要とすることで、永続性が高い緑地 

＊１２ 施設緑地  都市公園法に基づいた都市公園、都市公園以外の公有地、又は公的な管理がされ

ている公園緑地に準じる機能を持つ施設である公共施設緑地、民有地であるが公

園緑地に準じる機能を持つ施設である民間施設緑地 
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6. 低炭素まちづくりの将来像 

・ 関連計画等や、本市の現状・将来動向を踏まえ、本市の低炭素まちづくりの将来像  

（環境と都市活動が調和したまちの姿）を設定しました。 

 

［本市の低炭素まちづくりの将来像］ 

豊かな自然や歴史・文化資源に身近に触れあえ、エネルギーのスマート活用と環境負

荷の少ない交通システムに支えられた持続可能な環境未来都市 

 

＜豊かな自然や歴史・文化資源＞ 

・見沼田圃や荒川、元荒川周辺などの貴重な自然資源を生かし、資源循環や生態系な

ど様々な環境への配慮により、都市と自然が調和したまちづくりを行います。 

・また、氷川神社や氷川参道、盆栽村、岩槻駅周辺の歴史・人形づくり、中山道の宿

場町跡などを生かして、市民が歴史・文化資源に触れあえるまちづくりを進めます。 

 

＜エネルギーのスマート活用＞ 

・省エネルギーや再生可能エネルギー等を積極的に選択・活用するエネルギーのスマ

ート化を通じて、低炭素なまちづくりを進めます。 

・本市では太陽エネルギーの活用可能性が高いと推計されているため、太陽光発電・

太陽熱利用設備の設置、利用拡大を最大限進めていくとともに、照明の LED 化等の

省エネルギー対策、スマートホーム・コミュニティの構築と拡大を図ります。 

 

＜環境負荷の少ない交通システム＞ 

・本市は新幹線 5 路線（東北・秋田・山形・上越・長野）が集まる交通の要衝であり、

この他にも市内に 9 つの鉄道路線等（JR 埼京線・京浜東北線・東北本線・高崎線・

川越線・武蔵野線、東武野田線、埼玉高速鉄道、埼玉新都市交通）が存在します。 

・このような本市の特徴を活かし、徒歩や自転車及び公共交通を中心とした環境負荷

の少ない交通システムを構築します。 

・鉄道が整備されていない東央、西央地域等では、コミュニティバスや乗合タクシー

の運行とともに、低炭素型パーソナルモビリティ等＊13を活用した公共交通を補完す

るシステムを導入することで、最寄りの駅やバス停までの移動性を高めて、市全体

として環境負荷の少ない交通システムを目指します。 

 

＊１３ 低炭素型パーソナルモビリティ 平成 25 年 6 月に、国土交通省が超小型モビリティを含

む環境対応車を活用した持続可能なまちづくりを推進することを目的とした「超小型モビリ

ティの導入促進事業」に、本市と本田技研工業株式会社、株式会社本田技術研究所で構成す
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る「さいたま市小型電動モビリティ利活用推進協議会」が提案した事業計画が認定され、都

市部での移動に対するさまざまな課題、運輸部門における低炭素化など、本市が抱える諸問

題の解決に取り組み、社会システムとして求められる超小型モビリティの普及を推進してい

ます。 

 

＜持続可能な環境未来都市＞ 

・本市の将来人口は総数では大きく変動することはありませんが、65 歳以上の高齢者

人口が増えて、15～64 歳の生産年齢人口は減ることが推測されています。 

・また、南北方向の鉄道沿線では人口が増加しているエリアがある一方、駅から離れ

たエリアでは既に人口や世帯が減少しており、市全体を持続可能なまちとしていく

ためには、それぞれ地域で住み続けられる環境を形成していくことが必要です。 

・そのため、鉄道駅を中心に都市機能を集積し、鉄道駅と各エリアを利便性の高い公

共交通等で結ぶ、機能的にコンパクトなまちづくりを進めていきます。 

・平成 26 年 4 月に改定された都市計画マスタープランでは、水とみどりに囲まれた集

約・ネットワーク型都市構造を目指し、将来都市構造図（図 2）を設定しています。こ

の都市構造で拠点に位置付けられている都心、副都心のうち、次世代自動車・スマ

ートエネルギー特区の重点事業として、低炭素まちづくりの取組みを先行的に進め

ている浦和美園地区、大宮地区をエコまち法に基づく集約区域に設定して、重点的

に対策を進めていきます。 

 

図２ 将来都市構造図（都市計画マスタープラン） 
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7. 目標の設定 

・ 『低炭素まちづくり実践ハンドブック』では、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

の目標値との関係を以下のように整理しています。 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）では、地方公共団体に存する全排出源、す

なわち、産業部門、民生（業務、家庭）部門、運輸部門、エネルギー転換部門の全部

門を対象としている一方、低炭素まちづくりは、主として民生（業務・家庭）部門、

運輸部門を対象としています。 

 

・ これらの国の方針等を踏まえたうえで、「さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」に基づき、2020 年を目標年とした民生（業務・家庭）部門、運輸部門を対象と

した温室効果ガス削減目標値を設定しました。 

・ なお、今後、国の動向やさいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改訂に

合わせて、本計画の目標値についても見直しを行うこととします。 

 

[温室効果ガス削減目標値]（基準年［2009 年度］比） 

 

■民生業務部門 25%削減   

■民生家庭部門 22%削減   

■運 輸 部門 15%削減 

さいたま市低炭素まちづくり計画における温室効果ガス削減目標値は、「さいたま市

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」における温室効果ガス削減の民生業務部門、

民生家庭部門、運輸部門の中期目標（目標年:2020 年）を踏襲したため、実行計画と

連携して取組を推進します。 
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8. 導入施策 

本市の低炭素なまちづくりに向けた施策は、市の現行計画並びにエコまち法に関連した

施策を基に、都市構造、交通、エネルギー、水とみどりの分野ごとに設定しています。 

 

8-1 都市構造 

＜都市構造構築の方向性＞ 

□ 将来的な人口減少の見通しや財政及び環境の制約という厳しい状況の中で、「環

境」、「生活」、「経済」の視点に基づくまちづくりの目標を達成するため、市街地が河

川と緑地に囲まれた都市構造を維持するとともに、集約・ネットワーク型都市構造の

形成を目指します。 

 

＜都市構造実現の施策＞ 

■多様な都市拠点への都市機能の集積 

■河川と緑地の保全による都市構造の維持 

■各拠点を結ぶ公共交通ネットワークの充実 

 

8-2 交通 

＜交通の方向性＞ 

□集約型都市構造の実現のため、自動車に過度に依存しない交通体系の確立を図り、都

市活動を支える交通網の整備を進めるとともに、道路網の定期的な見直しを行いま

す。また、公共交通の整備、徒歩や自転車による移動環境の向上、生活環境に配慮し

た適切な交通需要マネジメントを行うことにより誰もが移動しやすい都市の実現に

努めます。 

□さらに、運輸部門における温室効果ガス排出量の削減に向けて、環境負荷の少ない交

通システムの構築を目指します。 

 

＜交通の施策＞ 

■公共交通機関の利便性向上 

■自転車利用環境の整備 

■環境負荷の少ない移動手段の活用 

■超小型パーソナルモビリティの活用による公共交通を補完する仕組みの構築 

■燃料電池自動車の普及及び市街地への水素ステーションの整備 

■環境負荷の少ない移動手段の選択に向けた意識啓発の推進 
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8-3 エネルギー 

＜エネルギーの方向性＞ 

□低炭素化技術の高度化や人々のエコ意識の浸透、環境配慮を前提とした社会経済シス

テムの確立等により、都市活動や生産活動と温室効果ガス排出抑制との調和がとれ、

誰もが文化的で快適な暮らしを享受できるまちを実現します。 

□再生可能エネルギー、未利用エネルギー、エネルギー高度利用技術の導入促進により、

地域の省エネルギーとエネルギーの地産地消を実現し、エネルギーセキュリティの確

保と低炭素なまちづくりを実現します。 

 

＜エネルギーの施策＞ 

■スマートホーム・コミュニティの構築と拡大 

■再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入促進 

■発電効率の高い、燃料電池の活用 

■エネルギー量と二酸化炭素排出量の見える化 

■エネルギーセキュリティの確保 

■低炭素住宅認証制度の創設とインセンティブの付与 

■市民ファンドの創設 

 

8-4 水とみどり 

＜水とみどりの方向性＞ 

□市街地が河川と緑地に挟まれた都市構造を維持するため、市街地外周の大規模な水と

みどりの維持・保全に努めるとともに、身近な公園の整備や公共施設の緑化などを通

じて、東西方向を強化する緑の帯の形成などに取り組み、本市全域にわたる水とみど

りのネットワークの形成を目指します。 

 

＜みどりの施策＞ 

■身近な公園の充実 

■多様な環境に配慮した河川などの整備 

■樹木・樹林地の保全・活用・再生 

■農地の保全・活用 

■歴史・文化のみどりの保全・育成 

■施設などの緑化の推進 
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9. 集約区域における事業展開方策 

・ 集約区域における事業展開方策については、浦和美園地区では、本市が目指すスマー

トシティの国際モデルの構築に向けた先導地区と位置付けて、各分野における施策を

推進します。 

・ また、大宮地区については、新たな交通システムや歩くまちの推進、低炭素建築物の

集積による低炭素化モデル事業の先導地区と位置付けて、各分野における施策を推進

します。 

 

9-1 浦和美園地区（みそのウイングシティ） 

・ 浦和美園地区では、①戸建・集合住宅・事業用施設のエネルギー需要調査・推計、    

②施策実施によるエネルギー削減効果、③再生可能エネルギー・分散型エネルギー供

給ポテンシャル調査・推計の調査結果を活用して、地区全体の低炭素まちづくりに係

る将来像を設定しています。 

 

 エネルギー需要量 

・ 浦和美園地区における平成 24 年(2012 年)、平成 32 年(2020 年)の建物用途別の延床面積

等と各資料より設定したエネルギー消費原単位を用い、エネルギー需要量の推計を行

いました。（表 3）平成 24 年(2012 年)のエネルギー需要量は 361TJ で、平成 32 年(2020 年)

には開発によりエネルギー需要も拡大し、1,875TJ のエネルギー需要量が見込まれてい

ます。 

表３ 浦和美園地区における年間エネルギー需要の推計結果（建物用途別） 

No. 建物用途 
エネルギー 

消費原単位 

平成 24年（2012年）推計 平成 32年（2020年）推計 

延床面積等 
用途別 

ｴﾈﾙｷﾞｰ需要 
延床面積等 

用途別 

ｴﾈﾙｷﾞｰ需要 

1 戸建住宅 45,366MJ/世帯･年 350戸 15,878GJ/年 5,402 戸 245,067GJ/年 

2 集合住宅（賃貸） 655MJ/m2･年 6,185m2 4,051GJ/年 229,007m2 150,000GJ/年 

3 集合住宅（ﾏﾝｼｮﾝ） 476MJ/m2･年 92,316m2 43,942GJ/年 135,588m2 64,540GJ/年 

4 幼稚園・保育園 757MJ//m2･年 264m2 200GJ/年 264m2 200GJ/年 

5 小・中学校 284MJ/m2･年 11,930m2 3,388GJ/年 58,470m2 16,605GJ/年 

6 複合施設(ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ他) 1,608MJ/m2･年 0m2 0GJ/年 68,270m2 109,778GJ/年 

7 事務所 2,060MJ/m2･年 1,973m2 4,064GJ/年 117,266m2 241,568GJ/年 

8 病院 2,617MJ/m2･年 176m2 461GJ/年 27,668m2 72,412GJ/年 

9 その他物販（店舗） 4,026MJ/m2･年 19,154m2 77,114GJ/年 138,507m2 557,629GJ/年 

10 大型商業施設 1,102MJ/m2･年 95,177m2 104,885GJ/年 171,314m2 188,788GJ/年 

11 製造業 3,175GJ/事業所･年 11 事務所 34,925GJ/年 49 事務所 155,575GJ/年 

12 その他 － － 72,439GJ/年 － 72,439GJ/年 

合 計 － 361,347GJ/年 － 1,874,601GJ/年 
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 エネルギー削減のための施策及び効果 

・ エネルギーを削減させる省エネ施策は、民生部門の内、家庭部門(表 5)と業務部門(表 6）

のそれぞれについて施策を検討しています。また、これらの施策の導入規模に応じて

低位ケース、中位ケース、高位ケースを設定し、ケース別(表 4)に削減効果を推計して

います。 

 

表４ 対策・施策の強度に関るケース設定 

対策・施策ケース 概 要 

【低位ケース】 現行で既に取組まれ、あるいは、想定されている対策・施策を継
続することを想定したケース。 

【中位ケース】 将来の低炭素社会の構築等を見据え、合理的な誘導策や義務付け
等を行うことにより重要な低炭素技術・製品等の導入を促進するこ
とを想定したケース。 

【高位ケース】 将来の低炭素社会の構築、資源・エネルギーの高騰等を見据え、
初期投資が大きくとも社会的効用を勘案すれば導入すべき低炭素
技術・製品等について、導入可能な最大限の対策を見込み、それを
後押しする大胆な施策を想定したケース。 

出典：「対策導入量等の根拠資料（平成 24 年 9 月 12 日改訂）」（国立環境研究所） 

 

表５ 民生部門（家庭部門）における各対策の概要 

対 策 内 容 

①家庭用冷暖房機器の効率改善 

・エアコンのエネルギー効率を改善 
・暖房におけるエアコン使用比率の向上（個別の対
策ではなく住宅の断熱化の進展に伴いエアコンを
用いた暖房が進むと見込む） 

②家庭用給湯機器の効率改善 
・潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ給湯器、燃料電
池コージェネの導入を拡大するとともに、従来型
給湯器や電気温水器の新規導入を禁止する。 

③家庭用照明機器の効率改善等
（高効率照明導入率 100%） 

・照明機器の効率向上 

④家電製品の効率改善 
 

・冷暖房、厨房、給湯、照明以外の用途で使用する
電力消費機器の効率を改善 

⑤計測、制御システム（HEMS、ス
マートメーター、省エネナビ等）
の導入による省エネの推進 

・省エネナビ、 HEMS（ Home energy management 
system）、スマートメーター等の導入により、家庭
における無駄なエネルギー消費削減行動を推進 

⑥住宅断熱化 

・住宅の断熱化を促進 
・新築住宅全体の省エネルギーレベルをより上位に
誘導していくため、H11 年基準を上回る推奨基準
を設けることを想定。ラベリング制度の導入、経
済的インセンティブの付与、副次効果の訴求など
を行いつつ、導入を推進していく。 

・既築住宅の断熱改修は、H4年基準を満たさない住
宅は、H4 年基準相当への改修、及び H4 年基準の
住宅から H11年基準相当への改修を促進する。 

出典：「対策導入量等の根拠資料（平成 24 年 9 月 12 日改訂）」（国立環境研究所）を改変 
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表６ 民生部門（業務部門）における各対策の概要 

対 策 内 容 

①業務空調機器の効率改善 ・空調機器の効率を改善 

②業務用給湯機器等の効率改善 
・潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ給湯器、高効率燃
焼式型給湯器・ボイラーの導入を拡大するとともに、
従来型給湯器や電気温水器の新規導入を禁止する。 

③業務用照明機器の効率改善・照
度低減（高効率照明導入率 100%） 

・業務用の照明機器の効率改善および照度の低減 

④業務部門動力他の効率改善 
・空調、給湯、厨房、照明以外の用途で使用する電力
消費機器の効率を改善 

⑤計測、制御システム（BEMS等）
の導入による運用効率改善 

・BEMS（Building Energy Management System）の導入
に伴う運用時の効率改善による空調、給湯、照明等、
動力他のサービス需要削減を考慮 

・新築建築物の約 6割（低位）、8割（中位）、10割（高
位）に導入されると想定。 

・既築建築物の改修時（全建築物の１割程度）に、そ
の全てに導入されると想定 

・BEMS 等の導入による省エネ率は、中間審（2006）他
より、空調、給湯、照明、動力他（うち建築設備に
相当する機器）のそれぞれで 12.5%、7.5%、33%、10%
と想定。 

⑥建築物の断熱化 

・建築物の断熱化を促進する。 
・新築建築物の省エネルギーレベルをより上位に誘導
していくため、平成 11年基準を上回る推奨基準を設
けることを想定。ラベリング制度の導入、経済的イ
ンセンティブの付与、副次効果の訴求などを行いつ
つ、導入を推進していく。 

･既築住宅の断熱改修は、築 15～20 年程度の建築物を
平成 11年基準相当まで改修するものとし、毎年建築
物全体の 0.3%～1%程度について省エネ改修を実施す
ると想定。 

出典：「対策導入量等の根拠資料（平成 24 年 9 月 12 日改訂）」（国立環境研究所）を改変 
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・ エネルギーの削減効果を推計した結果、2020 年の現状趨勢ケースと比較して、低位ケ

ースで 5.8%、中位ケースで 9.6%、高位ケースで 11.0%の削減率となっています。(図７) 

 

 

図７ 浦和美園地区における省エネ削減量の推計結果 
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 再生可能エネルギーのポテンシャル 

・ さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョンでは、国の中期目標と同程度に太陽光

発電が普及すると想定して、戸建住宅で約 50,000 戸、集合住宅で約 7,000 棟に太陽光

発電を導入する目標を掲げています。 

・ 浦和美園地区においては、人口や戸数の割合に応じた応分の負担を行うものとして、

戸建住宅約 1,250 戸、集合住宅約 6 棟、その他の施設についても下表に示す棟数に導入

した場合の再生可能エネルギーのポテンシャルを推計しています。また、建物すべて

に太陽光発電を導入するケースについても参考値として推計を行っています。 

・ 浦和美園地区におけるエネルギー・スマート活用ビジョンに基づき導入規模を設定し

たケース(表 8)では地区全体の発電規模は 6,076KW となっています。一方、建物全部に

太陽光発電を導入するケース(表 9)では発電規模は 24,823KW となっています。 

 

表８ 建築用途別発電量及び CO2削減量（活用ビジョンケース） 

No. 建物用途 
戸数 

（棟数） 

発電規模 
想定 

発電規模 
合計 

発電量 CO2削減量 

(kW/戸･棟) （kW） （kWh） （ｔ） 

1 戸建住宅 1,249 4 4,996 5,101,353 2,071 

2 集合住宅 5 10 50 51,054 21 

3 集合住宅(ﾏﾝｼｮﾝ) 1 10 10 10,211 4 

4 幼稚園・保育園 1 5 5 5,105 2 

5 小・中学校 3 20 60 61,265 25 

6 複合施設(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等) 5 5 25 25,527 10 

7 病院 1 20 20 20,422 8 

8 大型商業施設 3 20 60 61,265 25 

9 その他（事務所・店舗等） 170 5 850 867,924 352 

合計 1,438 - 6,076 6,204,126 2,519 

 

表９ 建築用途別発電量及び CO2削減量（100％ケース） 

No. 建物用途 
戸数 

（棟数） 

発電規模 
想定 

発電規模 
合計 

発電量 CO2削減量 

（kW/戸・棟） （kW） （kWh） （ｔ） 

1 戸建住宅 5,402 4 21,608 22,063,659 8,958 

2 集合住宅 15 10 150 153,163 62 

3 集合住宅（マンション） 3 10 30 30,633 12 

4 幼稚園・保育園 1 5 5 5,105 2 

5 小・中学校 3 20 60 61,265 25 

6 複合施設（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等） 5 5 25 25,527 10 

7 病院 1 20 20 20,422 8 

8 大型商業施設 3 20 60 61,265 25 

9 その他（事務所・店舗等） 573 5 2,865 2,925,416 1,188 

合計 6,006 - 24,823 25,346,455 10,291 
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 低炭素まちづくりの将来像 

・ さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョンにおいて掲げられた目指すべき将来像

を実現するために、浦和美園地区を先導モデル地区として位置づけてスマートコミュ

ニティ化を強力に推進することで、低炭素まちづくりの起爆剤とします。 

・ したがって、浦和美園地区における低炭素まちづくりの将来像(図 10)は、エネルギー・

スマート活用ビジョンの将来像を踏襲するものとします。 

・ 将来像を踏まえた各種施策を推進していく際に、住民にとってはエネルギー対策の導

入コストに見合うインセンティブ及びランニングコストの削減、省エネ行動を継続す

るための魅力を確保することが重要となってきます。こうした課題を解決しながら、

さらにエネルギーのスマート化を契機として、ライフスタイル・ビジネススタイルを

よりスマート化させることで暮らしやすく活力のある都市を目指す必要があります。 

・ 地域住民の日常生活に関わる交通や医療、健康、福祉、教育、商業などの様々な分野

においてスマート化を図りつつ利便性を向上させることで、浦和美園地区が新しい住

み手に選ばれ、地域経済が発展していく将来像や取組を以下のように設定しています。 

 

 

 

図１０  浦和美園地区の将来像 

 

エネルギーのスマート活用により、
暮らしやすく活力のある都市として
継続的に成長する環境未来都市

方針④コミュニティサービス提供

方針①エネルギーセキュリティの確保

方針②低炭素なまちづくりの推進

方針③再生可能エネルギー等の導入促進

浦和美園地区
スマートコミュニティ将来像

重点プロジェクト②
エリアマネジメント事業体の構築

重点プロジェクト①
スマートホーム・コミュニティの構築と拡大



- 18 - 

9-2 大宮地区 

・ 大宮地区については、新たな交通システムや歩くまちの推進、低炭素建築物の集積

による低炭素化モデル事業の先導地区(図 13)と位置付けて、各分野における施策を推

進します。 

（１）新たな交通システムや歩くまちの推進、低炭素建築物の集積による低炭素化モデル

事業（表 12） 

・ 大宮駅周辺地域戦略ビジョンでは、駅を中心とした範囲を「おもてなし歩行エリア」

と位置づけ、「歩行者や自転車、公共交通を優先する交通体系へ転換し、誰もが安全

に、まち歩きを楽しめる時間消費型のまち」の実現を図ります。 

・ また、個別建築物の低炭素化を進め、建物やまちのエネルギー有効活用を推進する

こととしており、その実現に向けては、新たな交通システムの導入などの交通政策

と歩行空間・環境形成による歩くまちの推進といった総合的な取組を図ります。 

 

１）新たな交通システム 

①超小型モビリティの推進 

・ 本市では、平成 25 年 6 月より「超小型モビリティ導入促進事業」を開始し、「さい

たま市小型電動モビリティ利活用推進協議会」による推進を図っています。 

・ 新たな交通システムの導入であり、まずは社会実験として、大宮駅周辺でのシェア

システムによる移動の自由・回遊性向上、区役所業務や公用車での導入など、具体

の試みを推進していきます。 

 

②ＬＲＴなど新交通システムの導入可能性を見据えた公共交通の優先化 

・ 大宮駅は鉄道のみならず多くのバス路線が乗り入れる拠点駅でもあります。駅東口

では約 720 本/日の運行があり、そのうち約 530 本が走行する大宮中央通線における

公共交通の需要は極めて高くなっています。 

・ また、大宮・さいたま新都心・埼玉スタジアム２○○２を結ぶ「東西交通大宮ルー

ト」を構想しています。 

・ 大宮中央通線（駅〜氷川参道間）では、現在、歩行空間の拡張に向けて検討中とな

っており、バスの速達性や定時性、また、将来的な新交通システム導入への対応可

能性という観点から、公共交通専用レーン設置について、検討を進めます。 

 

③コミュニティサイクルの推進 

・ 本市では平成 25 年 5 月よりコミュニティサイクルの本格運用を始めており、大宮駅

東口・西口、さいたま新都心駅東口、大宮図書館、NACK5 スタジアム大宮、北大宮

駅などにポートが設置されています。 
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・ 駅周辺の観光資源の周遊、歩行を支援する回遊手段、駅前の放置自転車対策などの

効果が期待される新たな交通システムとして、ポートの増設をはじめとした利用環

境の向上を図り、利用の促進を図ります。 

 

２）歩くまちの推進 

①駐車場の隔地・集約確保 

・ 現在は、氷川緑道西通線、大宮駅西口第三地区など、おもてなし歩行エリア縁辺部

を構成する道路が整備・計画中です。また、大宮中央通線の空間拡張が実現すると、

それに伴って沿道の市街地更新が促進され、附置義務駐車場の需要が発生する事が

予想されます。 

・ 駅至近における不要な自動車通行を抑制するためには、縁辺部の道路整備を活用し

ながら、フリンジ駐車場の整備（公共施設再編による駐車場整備や民間駐車場整備

の誘導）や、駅直近での駐車場を隔地化するための制度設計（駐車場附置義務条例）

などの総合的な推進を検討します。 

 

②歩行空間の拡充・歩行環境の快適化 

・ 大宮駅西口では、さいたまカーフリーデーなどにおいて、車のない道路空間を体験

するといった取組を継続的に行っています。また、大宮中央通線の空間拡張、商店

街や路地空間の再編整備などといった歩行者空間整備も検討しています。 

・ おもてなし歩行エリアの実現を歩行空間・環境面から推進していくために、歩行空

間の拡張や改良、道路や公開空地等の賑わい活用、憩いの空間の創出など、多様な

取組みを推進しつつ、全体的な歩行者ネットワークとして相乗効果を図ってまいり

ます。 

 

③歩くまちを支える交通基盤の整備 

・ 駐車場の隔地・集約確保や歩行空間の拡充・歩行環境の快適化などを支えるため、

都心部への通過交通をバイパス化するための広域的な道路整備、おもてなし歩行エ

リア縁辺部に地区アクセス交通を誘導するための地区内の道路整備、歩行者優先化

と商業活動を両立させるための路外・路上荷さばきスペースの確保なども、並行し

て実施していくことが必要であり、上記①、②と表裏一体の課題となります。 

 

３）低炭素建築物の集積 

①建築物における二酸化炭素発生の抑制 

・ 大宮駅周辺で進められている公共施設の再編や再開発等による共同化の検討につい

て、建築物の低炭素化を推進していく事が、今後の課題となります。 
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表１１  

新たな交通システムや歩くまちの推進、低炭素建築物の集積による低炭素化モデル事業 

事業展開の方向性 モデル事業 場所 

①超小型モビリティの推

進 

◯大宮駅周辺でのシェアシステム 
大宮駅周辺地域全体（及び周辺） 

◯区役所業務や公用車での導入 

②LRT など新交通システ

ムの導入可能性を見

据えた公共交通の優

先化 

◯公共交通優先レーンの設置 大宮中央通線（駅〜参道） 

③コミュニティサイクル

の推進 

◯ｺﾐｭﾆﾃｨｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄの増設(ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰ

ｼｮﾝ等の高機能化) 

大宮区役所・小学校周辺地区（仮称）、 

地域連携拠点 

◯不法駐輪の規制強化 自転車等放置禁止区域 

④駐車場の隔地・集約確

保 

◯フリンジ駐車場の整備（公共） 
大宮駅周辺地域全体及び周辺地域 

（大宮区役所新庁舎等） 

◯フリンジ駐車場の整備（民間整備

の誘導） 
おもてなし歩行エリア縁辺部 

◯隔地駐車場の制度化（附置義務条

例等） 

おもてなし歩行エリア 

（駅直近から縁辺部への隔地・集約） 

◯共通駐車券の導入 おもてなし歩行エリア 

⑤歩行空間の拡充・歩行

環境の快適化 

◯歩行空間の拡張 大宮中央通線（駅〜参道） 

◯参道の歩行者専用化 氷川参道 

◯歩行空間の整備（段差解消、電線

類地中化等） 

大宮停車場線、工機部前通線、一の宮通り等（そ

の他、おもてなし歩行エリア内の商店街や路地

空間等で機運が高まった場所） 

◯ひろば空間の整備 
おもてなし歩行エリア、主要歩行動線の沿道（大

宮区役所新庁舎敷地、平成ひろば、再開発等） 

◯道路や公開空地等の賑わい活用 おもてなし歩行エリア、主要歩行動線 

◯路上イベント 

鐘塚公園周辺（カーフリーデー）、 

西口駅前（おもてなしカフェ）、 

大宮中央通線・中山道（中山道まつり）、 

銀座通り（フリマ） 等 

⑥歩くまちを支える交通

基盤の整備 

◯通過交通のバイパス化 産業道路（大宮駅周辺地域外） 

◯地区アクセス交通の改善に向け

た道路整備 

氷川緑道西通線、大宮駅西口第三地区、大宮駅

西口第四地区、上落合桜木線等 

◯荷さばき場の共同利用（路外） おもてなし歩行エリア内 

◯ローディングベイの設置（路上） おもてなし歩行エリア内（特に東口） 

⑦建築物における二酸化

炭素発生の抑制 
○大規模建築物の低炭素化 

大宮区役所新庁舎、 

大宮駅東口大門町 2 丁目中地区市街地再開発事

業（市民ホール機能・コミュニティ機能等の複

合化）、大宮駅西口第 3-Ｂ地区市街地再開発等 
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図１２ 大宮地区の将来像（交通の低炭素化モデル事業）
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10. 推進管理体制 

 推進体制 

・ 本計画で示された各分野の低炭素化の取組については、対象エリアや対象事業ごと

に、市と関係者による協議会等の組織をつくり、低炭素化の取組を推進します。 

 推進管理の進め方 

・ 本計画で示された低炭素化の方針に基づき、着実に低炭素まちづくりを遂行するた

めに、次年度以降、PDCA サイクルに基づくマネジメントを実施します。具体的に

は、施策の進捗状況は関連指標を用いて 1 年毎に、CO2削減量の達成状況について

は概ね 5 年ごとに行います。 

・ また、2020 さいたま希望（ゆめ）のまちプラン(目標年次：基本構想･後期基本計

画ともに平成 32 年度)、さいたま市都市計画マスタープラン(目標年次：平成 42 年

度)、さいたま SMART プラン(目標年次：平成 37 年)、さいたま市緑の基本計画(目

標年次：平成 32 年度)、さいたま市環境基本計画 改訂版(目標年次：平成 32 年度)、

さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン(目標年次：平成 32 年度)、さいた

ま市地球温暖化対策実行計画(目標年次：中期･平成 32 年度、長期･平成 62 年度)

の進捗状況等、関連分野の実施計画との整合も図っていきます。 

・ なお、本市が目指す都市像の見直しや社会情勢の変化を踏まえ、都市計画マスター

プラン等の改定時期に併せて本計画の見直しを行うこととします。 
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 推進状況の評価方法 

・ 低炭素まちづくり計画に位置付けられた方針に基づく取組状況は、都市部門、環境

部門が連携した評価体制を構築した上で、評価指標を確認していくこととします。

 

   

  

  

 
 

 

Plan 

Action 

Do 

Check 

低炭素都市づくり計画の作成 

 施策内容の設定 

 削減目標の設定 

計画に基づく実行 

 各種施策の実行計画の検討、実施 

 周知、啓発の実施 

進捗状況、削減量の確認 

 施策の進捗状況の確認 

 CO2削減量または関連指標の確認 

低炭素まちづくり計画の見直し 

 関連計画、施策内容の見直し 

 国の目標等、社会情勢の変化を踏ま

えた削減目標の見直し 
1年毎に確認、概ね 5年毎に評価し、関連分野

の実施計画との整合を実施 

  

都市計画マスタープランの改定とあわせて、新たな事

業の追加、集約地域の追加などの見直しを実施 


