
余白が少なく長期に事業が継続する大宮で
暫定空間の仮設的利用のプロセスに活路を拓く。

まちづかい活動を推進して
街なかの屋外空間を
魅力的なコンテンツで
いっぱいにする。

みどりとバスで
大宮を編む

大宮におけるウォーカブルな街づく
りが目標とすべきは、大宮にとって
最大のまちづくり資産である氷川神
社と氷川参道を活かすことにあると
位置づけ、人々が自ら自動車を降り
駅から歩行者があふれ出すような仕
組み（システム）と環境整備（イン
フラ）の方向性を提案する。

ウォーカブルな街とは、単に歩道が整備
されているだけでも、誘客イベントが多
発されているだけでも成立しない。歩く
目的をつくること、歩きたくなる環境を
つくること、歩くことが合理的だと思え
る構造をつくることを相互に連携させな
がら、何年もかけて進められるまちづく
りの営みに編み込んでいく必要がある。

みどりを大胆に編み込み
風の道を通す

対象区域を大きく巡回する無料バ
スを導入して、区域内や駅前に流
入する自動車交通を極力抑制して
歩行者の聖域を形成する。無料バ
スのルートと乗降スポットは、歩
行 者 の 行 動 特 性 を 踏 ま え 半 径
150m 圏域を考慮して計画的に配
置し歩行者の起点／終点とする。

自動車交通抑制と
歩行者の起終点分散

大宮駅東口の駅前ターミナル
機能を旧大宮区役所跡地を含
めた中で段階的に再編し、新
たに「（仮称）大宮駅氷川参道
広場」を整備し、大宮駅東口
広場を歩行者優先のみどりが
豊かで憩いやイベント等で賑
わう公園的空間に転換する。

駅前機能の拡張と
参道への接続

鉄道の東側と西側それぞれの街の特
性を捉えた個別の目標を立て、短期
的に実施することと中長期的に進め
ることの積み重ねのベクトルを揃え
る。これにより東西それぞれで進行
しつつある様々なまちづくり事業を
関連付けシナジー効果を生み出し、
ウォーカブルな街づくりに資するよ
うに誘導する。

東西側それぞれの
地域特性とニーズへの対応

大宮は圧倒的にみどりが不足している。氷川参道のみどりは別
格だが駅周辺ではその存在は実感できず、参道に接続するみど
りが連続するルートがない。
自動車中心、建築物の内部空間中心の都市では屋外のみどりは
それほど重視されない。むしろ、落ち葉問題など邪魔もの扱い
すらされる。しかしウォーカブルな街づくりではみどりこそが
重要不可欠な要素だ。それも塊となって量が稼げればよいので
はなく、歩行者が体感できる配置とスケールでできるだけ途切
れなく存在させたい。みどりが歩行者を誘導するガイドとなる。
快適な歩行環境に不可欠な高木の緑陰や植栽帯の充実は、暑熱
緩和機能によって都市全体をクールダウンさせ空調等によるエ
ネルギー消費を抑える効果も期待できる。みどりと道路空間が
参道や見沼田んぼと接続されれば風の道となり、都市に溜まり
がちな熱を逃がしてくれる。

並木、保水性舗装、屋上や壁面緑化、クー
ルスポット冷却ベンチ等による風の道づ
くりや雨水浸透による流出抑制を進める
など、みどりの多面的機能を活かすブルー
グリーンインフラ整備の視点をもって人
工的都市の環境負荷低減を追求する。

電動の無料巡回バスは駅周辺へのガソリン車の流入と渋
滞による二酸化炭素排出の抑制策ともなる。人々が自ら
歩くことや電気エネルギーによる公共交通機関の利用を
選択することが、都市の二酸化炭素排出を低減させる。

みどりと風を編み込む
大宮から都市における
気候変動問題への対応を発信する。

大宮駅周辺では東側も西側も長期にわた
る事業が進行するが、その事業途上で先
行取得用地や工事途上の整備待ち用地な
どの暫定的未利用地が生じる。それらを
ウォーカブルなまちづくりの文脈で戦略
的に活用する。特に、仮設の広場やみど
りの整備によって事業進行中の閉鎖空間
を公開し、街なかの余白が少ない大宮に
おける滞在空間として活かす。

社会実験によってデータの集積と利害関係者の
合意形成を図り、時限的な歩行者優先道路の運
用や自動車交通量の抑制と合わせた恒久的歩行
者専用路線・区間の整備など、戦略的に対象区
域内で道路の歩行者優先化を進める。
鉄道東側では実績ある商店街の歩行者天国利用
をさらに拡大させるとともに、氷川参道の完全
歩行者専用化を推進する。
鉄道西側ではカーフリーデーの取り組みから生
まれたおもてなし空間（オープンカフェ）の社
会実験を拡張し、第三地区まちづくりの再開発
や街路整備に展開を図る。

西口第四地区土地区画整理事業地区内の実現が困難とみられる
東西連絡地下道の広幅員道路空間は、道路から都市広場に都
市計画上の位置づけを変え、テンポラリーな空間活用の実験
場として活用する。若い世代の家族層や予備校・専門学校
に通う学生、オフィスで働く人などが多い地域特性を踏ま
え、日常性のなかでの歩行者に優しいまちづくり、潤いの
あるまちづくりを目指す。

・生活に文化やアートなどの質的な豊かさをもたらす空
間活用（キッチンカーによるランチ広場、ニュースポー
ツやコミュニティイベント、ワークショップ等）
・住民参加の触媒となるまちづかいの仕組みや組織
育成のモデル地区（暫定的な空間利用をマネジメン
トする組織やコミュニティ FMなどのソフト面の
担い手育成等）

大宮では街ぐるみで取り組む例大祭などの
歴史ある催事や市民主体で開催されている
アートフルゆめまつりなど、地域の人々が
担い手となる活動が盛んである。一方でそ
のような活動に使える空間が乏しいという
実態もあり、近年では UDCO によるおお
みやストリートテラスのような暫定空地や
沿道民地を活用した実験的取り組みにも注
目が集まっている。
このような、いわばプレーヤー部門の取り
組みを積み重ねる延長線上に戦略的にモデ
ルプロジェクトを位置づけ、いきいきとま
ちづかいをしながら漸進的にウォーカブル
な街へと向かうプロセスを描く。

当面は GCS 化構想のもとで最大限に歩
行者優先の溜まり空間をつくることを目
指し、可能な限り交通ターミナル機能（特
に待機タクシープール空間や一般送迎車
乗降場とバスバース）を駅前空間から分
散再編させることを希望する。
中長期目標として、旧大宮区役所と大宮
小学校の敷地を活かし大宮駅東口駅前に
張り付いている交通ターミナル機能を再
編して、東口駅前広場を歩行者優先の憩
いやイベント等の賑わいの公園的空間に
転換する。

駅前広場は鉄道を降り歩いて街に出る人が街
に向かう玄関である。その玄関を待機タクシー
や送迎待ち自動車で埋め尽くしたくない。
駅前広場の大半の空間を歩行者が滞在して待
ち合わせをしたり、イベント（バザーや音楽・
パフォーマンスなど）を楽しんだり、座って
ゆっくりお茶を飲んだり、思い思いの時間の
過ごし方ができるゆとりある空間とする。
悪天候時には雨を避けられる屋根下の空間と
たっぷりとしたみどりを備え、氷川神社と氷
川参道とともにある大宮の街の玄関に相応し
い設えとする。

現状の大宮は、駅を降りて街に出ても街全体の姿をイメージでき
ない。氷川参道や氷川神社の存在も感覚として捉えられない。
駅周辺に縦横に細街路が巡り領域性が不明瞭でランドマークとな
る建物も限られる。街なかに余白が少なく接合点として認識でき
る空間も乏しい。イメージ・アビリティの低さは、大宮をよく知
らない人にとって街を歩くことをためらわせる。
大宮のイメージ・アビリティを高めるための第一手として、駅前
から氷川参道まで明瞭なビスタを通すことによって都市の骨格構
造を捉えやすくする。

駅前広場を離れて歩き出せば、街並みはシークエンスとして連続する。
ウォーカブルな街は歩くことそのものが楽しく五感に働きかけてくる。
細部に配慮の行き届いた街は、まちあるきが魅力的で発見に満ちた体験
になる。文化やアートを意識し大宮の歴史を活かすことで大宮の街が便
利なだけの都市から豊かな都市にアップグレードされ奥行きが生まれる。
ヒューマンスケールで道路の造作を見直し、きめ細かな緑化やストリー
トファニチャーの充実、パブリックアート、音環境への配慮、歴史的文
脈の活用など、多様な視点と多くの知見を集めて大宮の街の質を高める。
沿道事業者に対しても、個々バラバラの価値観で動くのではなく大宮の
まち全体のブランディングに参画して街ぐるみで繁栄を目指す機運を醸
成し、デザインの調和や催事の連携、店先空間へのベンチ設置や緑化など、
歩くことが楽しくなる街づくりの空間演出家として振る舞うことを求め
る。

みんなが編み込む

臨機応変を編み込む

巡回バスを編み込む
無料の魅力的なバスを巡らせて
歩行者の起点／終点を繋ぐ。

駅前広場を編み込む
駅前広場の交通ターミナル機能を再編し
駅前にみどり豊かな公園広場をつくる。

ビスタを編み込む
大宮の第一印象を決める
駅前からのビスタをつくる。

CO2 排出源を
都市から取り除く

ブルーグリーンインフラを
都市空間に実装する

人々が主体的にまちづかいに参画するためには、
「自分ごと」して実感できるスケールでの意志決
定が必要となる。近年大宮で取り組まれている活
動では対話と合意形成、参加と協働を基本とした
創造的なプロセスが重視されている。今後もその
ような流れをより一層重視し、小さな単位でのエ
リアマネジメント組織育成を促す。（活動拠点と
なる広場や施設、地区や通りなど）

ウォーカブルな街づくりでは、沿道
民地と道路や公共空間が相互に融通
し合う柔軟な土地利用と連続的な調
和を図るルールづくりが不可欠とな
る。小さなエリアマネジメントの仕
組みを繋ぎ連携させて大きな調和を
目指すボトムアップ型まちづくりを
コーディネートする。

小さな単位の
エリアマネジメント組織の育成と
共感と合意に基づくルールづくり

大宮の実績と
地域の人材を活かす

未利用地や事業用地を
臨機応変に活用する

道路空間の
歩行者優先化を進める

生活者に寄り添う
空間活用

目標となる場所までの距離が 150m まで
であれば、大きな荷物がある場合でも歩
くことに抵抗感が少ないという知見があ
る。（バスサービスハンドブック：土木学会）
大宮駅の東側と西側を大きく巡る無料バ
スを導入し、歩行者の行動特性を踏まえ
た半径 150m 圏域を考慮した計画的な乗
降スポットを配置して歩行者の起点／終
点とする。駅を起点として歩行者を放射
状に展開する場合と異なり、対象区域内
に網の目の歩行者動線が生まれ、まち全
体でウォーカブルなまちづくりへの参加
協力が期待できる。

魅力的で思わず乗りたくなる交通
システムの先行事例は多い。その
ような事例ではバスに乗ることそ
のものが目的化し来街者も増えて
いる。大宮では駅東口と駅西口、
桜木駐車場跡地の再開発、大宮区
役所、（仮称）大宮駅氷川参道広場
など図示するルートを巡回させる
ことを提案する。将来的には、さ
いたま新都心や鉄道博物館、見沼
田んぼや大宮公園への展開なども
検討したい。

郊外から自家用車で大宮駅周辺を訪れる人に、
対象区域外で駐車して徒歩で入ってきてもらう
誘導策として、周辺地区の駐車場案内システム
を運用する。さいたま市は独自の駐車場案内シ
ステムを 2018 年に一旦終了したが、ウォーカ
ブルな街づくりの一環として再運用することは
意義がある。利用者にとっても駅周辺の渋滞に
巻き込まれながら空き駐車場を探すストレスか
ら開放されるし、利用者が何らかのメリットを
得られる仕組み（ポイント制、対象区域内施設
の利用割引や駐車代補助連携など）も組み合わ
せれば魅力的な仕組みになる。

バスの乗降スポットが
歩行者の起点／終点になる

巡回バスに乗ることが
目的となる

対象区域外の
コインパーキングの利用を促す

段階的に大宮駅東口の
駅前広場機能を拡張して
氷川参道に接続させる

駅前広場を
ウォーカブル仕様に転換する

東口駅前から氷川参道までのビスタを通し
大宮のイメージ・アビリティを高める

ビスタから
シークエンスへ

・駅と旧大宮区役所までの区間にア
ンブレラフリーの歩行者動線を整備
（動く歩道やキャノピー下のバリアフ
リー空間を整備）
・駅前交通広場は最低限の路線バス
バス停、タクシー乗降場、障がい者
用乗降場などに限定
・大宮駅氷川参道広場は待機タクシー
プール、一般送迎車乗降場、広域路
線バスや高速バス・観光バス乗降場
などの交通ターミナル機能を担う

氷川参道

大宮駅

東口駅前広場

（仮称）
大宮駅
氷川参道広場

道路用地の歩行者広場への転換
西口第四土地区画整理事業地区 23-1 号線

クーラーベンチを兼ねた
可動式高木コンテナ

接道部
セット
バック

歩道壁面後退内部空間

沿道民地と道路空間が相互に融通しあう

エリマネネットワークのイメージ
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巡回バスルート
巡回バス停留所と
停留所からの人の流れ
150m徒歩圏
緑化・歩行者空間強化
参道の緑
活用提案エリア
対象区域街区
ビスタと回遊路
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氷川神社
大宮公園

鉄道博物館

将来は
新都心

へ連絡


