
小学校のチャレンジスクールにおじゃまして、景観教室
を開催しています。 まちなかにある建物などを使ったク
イズやお絵かきを通じて、 子どもたちが景観について
興味をもち学んでもらえるような取り組みを行っています。

観啓発事業景

まちなかにひそむ
素敵な景観を
みつけよう クイズ「これなんだ？どこだ？探してみようまちパーツ」の回答中

都市計画課
海老島さん

指扇駅に北口が開設 れ、北側からも踏切を渡る

ことなく駅が利用できるようになるとともに、 エレベー

ターなどのバリアフリー施設も整備しました。 あわせ

て北口駅前広場を整備し、 駅周辺がより利用しや

すくなります。

扇駅橋上化事業指

すくなります

指扇駅周辺が

利用しやすく

なります！

日進・指扇周辺

まちづくり事務所

永澤さん

完成イメージ

歴史・文化的資産であり、 都心部に残 れた貴重な緑の空間である氷川参道（大宮区）の保全に向け、 いたま市では、 地元まちづくり団体と協働で低木植栽事業や歩行者専用化に向けた検討等に
取り組んでいます。

川参道整備事業氷

んでいます。

緑あふれる
氷川参道へぜひ
お越しくだ い！

氷川参道対策室
大澤さん

参道並木敷きを保護する
ための低木植栽実施中

 いたま市花いっぱい運動推進会では、 ３，４００名

を超えるボランティアが、 駅前広場や公園などの市

民花壇で花の植え替えや日常の維持管理活

動を行っています。 皆 んのご参加をお待ちして

います。

いたま市花いっぱい運動推進会
さ

維持管理活

をお待ちして

花いっぱい

運動で、 花や緑

あふれるまち
に

みどり推進課

船本さん

「桜木花壇
」での

ボランティ
アによる花

の植え替え

 いたま新都心のにぎわいを創出するために 「 いた

ま新都心まちづくり推進協議会」 主催により、 い

たま新都心駅の東西自由通路においてイルミネー

ションを実施します。 例年１１月から点灯を開

始しています。

いたま新都心イルミネーションさ

昨年度のイルミネーション

ションを実施し

始しています

昨年度

イル
ミネー

ション
で

にぎ
わう

まち

計画管理課

水上さん

見沼田んぼの総合的な情報発信や学習、 休憩、

販売などの機能を持たせた 「新たな交流の場」 づく

りを目指しています。 平成２８年度のオープンへ向け

て、 緑区の ぎ山記念公園で運営実験など準備

を進めています。

たな交流の場の創出新

誰もがいつでも

立ち寄れる

交流の場に
平成26年5

月に開催した
運営実験

「みぬま春フ
ェスinさぎ山

」

見沼田圃政策推進室

名和さん

年々減り続けている、 まちなかの貴重なみどりを守る

ために、 市内で２７０地区以上の樹林地を指定し

て保全しています。 今後も、 皆 んのご理解を得な

がら、 みどりの維持に努めていきます。

定緑地等設置・保全事業指

みどり推進課

益戸さん
推進課

戸さん

まちなかの、

身近なみどりが

残るまちに

大和田緑地
公園

特別緑地保
全地区

屋外に広告を出すには、
高 や面積などの基準
が条例で定められてい

ます。 違反している看板
等については、市

民ボランティアの
方々 と協力し、 撤去活動などを行っています。
屋外広告物はルールを守って掲出しましょう。

外広告物
適正化キャンペーン

屋
屋外に広
高 や面
が条例で

ます。 違反
等に

民

方
違反広告物のない、

きれいな
まちなみを

都市計画課　吉田さん

浦和美園駅西口に駅前広場が完成し、 駅舎への連絡階段・ 公衆トイレも整備 れました。 平成２５年１１月には路線バスが乗り入れを始めました。駅周辺地区では魅力ある副都心を目指して基盤整備が進められています。

和東部第一特定土地区画整理事業浦和美園駅西口駅前広場整備

浦

を目指して

美園のまちが
いっそう便利に
なりました

浦和東部
まちづくり事務所
栗原さん

　私たち都市局では、さいたま市にある
良いところを大切に守りながら、もっと魅
力的なまちになるように、職員一同まちづ
くりに奮闘中です。
　その活動の一部を、ホットなニュースと
してご紹介します。
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