
令和２年度第２回デザイン調整ワーキング記録

開催概要
○主な開催内容
・前回の振り返り
・構想実現案について
・フリーディスカッション
①構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し
②構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク

・総括

○⽇時・参加者
⽇ 時 9⽉26⽇（⼟）13時30分〜16時

場 所 ⼤宮区役所2階201、202会議室

参加者数 38名
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参加者の皆様から頂いた主なご意⾒

項⽬ 意⾒概要

①交通空間の配置

・地上は歩⾏者のための空間として、居⼼地の良さを創出。（まちの良さを感じる
駅前空間／南銀座⼊⼝部分を広さ確保／祭り時の利⽤を考慮／中央通りの歩道
を広くするための地下⾞路出⼊⼝の配置の⼯夫 等）

・バス・タクシーの乗降機能は、駅に近く、適切な規模で配置する。（構想実現案
の規模で良い／構想実現案よりコンパクト化できると良い 等）

・デッキは、改札と開発街区の移動しやすさと、地上の居⼼地の良さの両⽅に配慮
する必要がある。

②地下空間の活⽤
・避難場所機能と商業機能のある歩⾏者空間があると良い。
・効率的な空間活⽤のため、バス・タクシーの乗降機能を地下化できないか。バス
をすべて地下化できるような地下⾞路出⼊⼝の配置にできないか。

③バリアフリーや
移動円滑化

・交通弱者が利⽤しやすい動線確保。⼤宮らしいノーマライゼーションの実現。

④公有地の
有効活⽤

・区役所跡地はバス・タクシーの待機場として（場合により乗降場としても）利⽤
するのが良い。

・フリンジパーキングとして利⽤できないか。（歩⾏者移動の補助が必要）
⑤その他 ・広場・街路に緑化やストリートファニチャーを配置し、居⼼地の良さを創出。



Cグループ Dグループ① Aグループ

【歩⾏者空間】
・デッキと地上を歩⾏者空間とし
て活⽤

【公共交通】
・地上１階レベルにバス・タク
シー乗降場を配置

・旧区役所跡地をバス・タクシー
待機場として活⽤

【⼀般⾞】
・地下１階レベルに乗降場を配置

【歩⾏者空間】
・デッキを歩⾏者空間として活⽤
（旧中⼭道より東側で縦動線を
確保）

【公共交通】
・地上１階レベルにバス・タク
シー乗降場を配置

【⼀般⾞】
・地下１階レベルに乗降場を配置

【歩⾏者空間】
・地上は構想実現案を基本に歩⾏
者空間を確保し、地下１階レベ
ルにも歩⾏者空間を配置

【公共交通】
・地上１階レベルにバス・タク
シー乗降場を配置

・旧区役所跡地をバス・タクシー
待機場として活⽤

【⼀般⾞】
・地下２階レベルに乗降場を配置

令和２年度第２回デザイン調整ワーキング記録

調整の考え⽅①：歩⾏者空間付加案
各グループのダイアグラムのまとめ



Eグループ Fグループ

【歩⾏者空間】
・デッキを整備せず、地上を歩⾏者空間として活⽤
【公共交通】
・南北⽅⾯のバス・タクシー乗降場は地上に配置
・東⽅向のバス乗降場は地下１階レベルに配置
【⼀般⾞】
・地下２階レベルに乗降場を配置

【歩⾏者空間】
・デッキを整備せず、地上を歩⾏者空間として活⽤
・地下１階レベルに地下街を配置
【公共交通】
・地下２階レベルにバス・タクシー乗降場を配置
【⼀般⾞】
・地下３階レベルに乗降場を配置

令和２年度第２回デザイン調整ワーキング記録

調整の考え⽅②：乗降場地下化案
各グループのダイアグラムのまとめ



Bグループ Dグループ②

【歩⾏者空間】
・デッキを整備せず、地上を歩⾏者空間として活⽤
【公共交通】
・旧区役所跡地をバス乗降場として活⽤
・タクシー乗降場は地下１階レベルに配置
【⼀般⾞】
・地下１階レベルに乗降場を配置

【歩⾏者空間】
・デッキを整備せず、地上を歩⾏者空間として活⽤
【公共交通】
・地上１階レベルにバス・タクシー乗降場を配置
・旧区役所跡地は市内観光バスの乗降場等に活⽤
【⼀般⾞】
・地下１階レベルに乗降場を配置

令和２年度第２回デザイン調整ワーキング記録

調整の考え⽅③：乗降場分散配置案
各グループのダイアグラムのまとめ
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テーブル毎の記録：Aグループ
テーマ１：構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し

交通機能
・バスタクシーの乗降機能は、基本
的には駅前で現計画の規模・機能
で良い。（待機場やタクシー乗⾞
は⼀部区役所跡地も可）

地下⾞路ネットワーク
・地下⾞路ネットワークは、現計画
で良い。

地下の歩⾏者空間
・地下1階に縦動線間を接続する部
分に避難場所機能と商業機能のあ
る歩⾏者空間を形成すると良い。

南銀座⼊⼝の広場
・南銀座⼊⼝の広場はもう少し広さ
を確保する。

地上の歩⾏者空間（広場）
・地上の交流広場/公共的空間/南銀座⼊⼝の広場は居⼼地
の良い広場空間とする。(お祭り時に利⽤しやすい広さ
を確保する)

歩⾏者空間（広場・街路）
・広場や街路は、維持管理とのバラン
スを保ちながら積極的に緑化やスト
リートファニチャーを配置し、居⼼
地の良い空間とする。



令和２年度第２回デザイン調整ワーキング記録

テーブル毎の記録：Aグループ
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・公共交通は構想実現案を基本としつつ、区役所跡地をバス待
機所やタクシー乗り場として活⽤

・地下１階は歩⾏者空間、地下2階は⾞路ネットワークに利⽤
・南銀座⼊⼝や地下1階の接続部に広場を空間を確保
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テーブル毎の記録：Bグループ
テーマ１：構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し

アイディア① 通勤通学便利案
・公共交通：駅前地上（コンパクト化）
・⼀般⾞ ：駅前地下＋区役所跡地

アイディア② 地下出⼊⼝⻄案
・地下⾞路の⼊⼝を中⼭道より⻄に
もってこれないか

・その場合、銀座通りに⼊⼝が必要？

アイディア③ 地下交通無し案
・公共交通：区役所跡地
・⼀般⾞ ：駅前地上
・地下は災害時の危険性が⾼い

駅前に集中する交通を分散できないか？

議論の展開
・⾸都直下地震やゲリラ豪⾬など⼤規模災
害が想定される中で駅前の地下に交通を集
中させることには強く反対したい。
・地下⾞路ネットワークは交通渋滞や災害
時の避難動線などはどのように考えられて
いるのか。

・構想実現案は将来的なLRTの導⼊などは想
定されているのか。

・構想実現案の交通について⾃転⾞利⽤を
考えた⽅が良い。中⼭道から⻄側には⾃転
⾞を⼊れないなど安全な利⽤を促すルール
づくりも必要ではないか。
・地下交通のアプローチが勾配や距離で厳
しいのであれば地上の計画⾼を⾼くして地
下空間を確保してはどうか。

・交通は駅前に集中させない⽅法はないか。
・駅前は歩⾏者に開放してはどうか。
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テーブル毎の記録：Bグループ
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・駅前に集中する交通を分散し、駅前地上を歩⾏者に開放する。

公共交通等 →区役所跡地
⼀般⾞・タクシー →コンパクトな地下ロータリー

・地下⾞路は、中⼭道より⻄から⼊り、銀座通りから出る
・⾃転⾞も駅前に集中しないようにする
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テーブル毎の記録：Cグループ
テーマ１：構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し

交通広場
・公共交通は地上レベルに集約
・将来、コンパクトにできることも考える
（現時点では広めの計画になることもやむなし）
・タクシーや⼀般⾞は地下
・⾼速バス等の分散配置（区役所跡地）

⼤宮区役所跡地
・”バスタ⼤宮”

・⾼速バス、Park&Ride、待機場
・⼩学校と⼀緒に⽴体的に整備

地下駐⾞場
・JRと協⼒して地下駐⾞場を整備できないか

中央通路の出⼝
・⼤宮の第⼀印象となる場所なので、良い街だと
感じてもらえる場所に

・お祭りもあるので、デッキは最⼩限に
お祭りの時
・駅前〜中央通りをメイン会場に
・中地区などの街区内の活⽤もあるのでは
・新東⻄通路を神輿が通って、駅の東⻄がつ
ながらないか

ノーマライゼーション
・バリアフリーや移動円滑化よりももう⼀歩
踏み込んで、⼤宮ならではのノーマライ
ゼーションに取り組みたい

・専⾨家の招聘など
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テーブル毎の記録：Cグループ
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・公共交通は駅前地上（縮⼩）＆バスタ
・⼤宮の第⼀印象を⼤切にする
・⼤宮ならではのノーマライゼーションに配慮したまち
（バリアフリーのその先）
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テーブル毎の記録：Dグループ
テーマ１：構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し

旧⼤宮区役所敷地
・旧⼤宮区役所を駅前広場と合わ
せて交通の２⼤拠点とするのが
良い。当地は、市内観光バス等
の停留所にするなど、駅前とす
み分けをするのが良い。

・駅前との移動のための動く歩道
などがあると良い

周辺の街区
・周辺街区の開発ビル内にも、通
り抜け通路が設けられると、回
遊性が⾼まる。

・⺠間側でも駅側に向けてEVを設
置することになるだろうから、
公共側のEVの位置と合わせて、
バランス良く縦動線が配置され
ると良い。

デッキ
・改札階が２Fであることを踏まえ、改札から開発
地区まで２Fレベルを主要な活動の舞台とするの
がよい。

・デッキには、⾬よけシェルター、緑地を設け、
天空広場として設えるのがよい。

・今になって⻄⼝デッキにシェルターをつけたく
とも、構造的には難しいので、新しくつくる東⼝
ではあらかじめ付けておくのがよい。

・デッキを設けると暗くなるので、なくすか、最
⼩限にするのが良い。

地上（駅前）
・歩⾏者の優先の空間であってほし
い。地上レベルを⼤切にしたい。

・歩⾏者空間を広げ、お祭りなどイ
ベント時にも利活⽤できるように。

交通広場
・交通広場は今のままでよい
・地上レベルを⼤切にしたいので、
交通広場は必要最⼩限としたい。

バリアフリー
・今の駅前はEVの位置等分かりづら
く、ベビーカーを押す⽅、⾞いす
の⽅にとっては不便。使いやすく
して欲しい。

まちづくり
・「新東⻄通路〜⼀の宮通り」を氷川参
道や路地等の元々の⼤宮らしさを活か
した軸に、「中央連絡通路〜中央通
り」を広域・国際的な軸として性格分
けするのが良い。

中央通り
・全て地上レベルで歩⾏者をさば
くのであれば、歩道幅員をたっ
ぷり取った⽅がよい。

・地下斜路のノーズを設置すると
歩道幅員が狭まるので、旧⼤宮
区役所敷地にノーズを持ってき
ては。
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テーブル毎の記録：Dグループ①
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・地上２階レベル：歩⾏者空間として活⽤(空中広場)

・地上：バス・タクシー乗降場

・地下１階レベル：⼀般⾞

・官⺠連携して、連続した2Fの床を実現し、EV等もバランス
良く配置(バリアフリー配慮)
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テーブル毎の記録：Dグループ②
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・地上：歩⾏者空間・バス・タクシー乗降場

・地下１階レベル：⼀般⾞乗降場

・駅前と区役所跡地を交通２⼤拠点とする。

・交通広場を縮⼩し、中央連絡通路から周辺へ地上レベルでス
ムーズにアクセス。駅前をイベントスペースとしても活⽤。
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テーブル毎の記録：Eグループ
テーマ１：構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し

旧⼤宮区役所敷地
・駅前の開発街区のタイミングが
ずれ、駅前広場が暫定的に供⽤
される場合は、暫定交通広場と
して活⽤してはどうか。

・暫定活⽤にあたっては、信号機
の新設等、⾞両出⼊りの⽅法が
課題になりそう。

デッキ
・駅を出たら速やかに地上に下ろ
すべき。開発街区とのデッキ接
続は不要。

駅前広場
・中地区だけで確保しようと思うと
開発建物の建築計画の制約が⼤き
い。南地区にもかけることはでき
ないか。

→両地区の開発のタイミングがあっ
ていることが望ましい。

・バスタのような駅前広場のつくり
かたはできないか。

→⾞路の⼤きさが⼤きくなるので、
何街区かまとまって開発を⾏う必
要があるかもしれない。

・地上を歩⾏者の空間・シンボル空
間として開放するために、駅前広
場を地下へ配置することはあるの
ではないか。

・東⽅⾯からのバスを⼤⾨三丁⽬か
ら地下へ⼊れることはできないか。

新東⻄通路
・店舗が張り付くなど、賑わいの空
間であってほしい。 歩⾏者動線

・銀座通りから南銀座通りを歩⾏者の軸として
通すことが重要。

・氷川参道に⾄る⼀番街・⼀の宮通り・氷川本
通りの歩⾏者動線は重要。

景観
・都市の⽞関⼝としての駅前景観が
形成されていない。⼤宮らしいシ
ンボルとなる⾵景をつくりだす必
要がある。

地下
・改札階は2階であるため、地下に駅前広場を配
置する場合は、上下動線のつくり⽅が重要。

・上下移動を極⼒減らすためにも、地下躯体の
⼟被りは⼩さくすべき。

・開発とセットで整備をすることとなるため、
埋設物の集約化等の調整をすべきではないか。

・鉄道とバス等の乗り換えは重要であるので、
地下に交通空間を2層確保する場合は、上の層
が公共交通とすべき。

・開発建物の地下階と駅前広場等の⾼低差を上
⼿に解消する必要がある。

スケジュール
・南地区の事業の進捗はどうなって
いるのか。
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テーブル毎の記録：Eグループ
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・地上：南北⽅⾯のバス・タクシー乗降場

・地下１階レベル：東⽅⾯のバス乗降場

・地下２階レベル：⼀般⾞乗降場

・デッキは整備せずに駅から速やかに地上に下ろす
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テーブル毎の記録：Fグループ
テーマ１：構想実現案等の調整の考え⽅に関するアイディア出し

旧⼤宮区役所敷地
・旧区役所敷地は⼤宮のへそとな
る場所。早く活⽤⽅法を⽰し、
関係性を考慮しながら駅前の機
能を考えた⽅が良い

・各街区で駐⾞場の必要台数の確
保が厳しい。フリンジパーキン
グとして利⽤できないか

・バスやタクシーの待機所として
活⽤すると、駅前の空間に余裕
ができるのではないか

・駅前との移動のための動く歩道
などがあると良い

周辺の街区
・周辺の街区も活⽤を促したい

整備内容、スケジュール
・新東⻄通路、⼤宮岩槻線、中⼭
道地下バイパス化はいつか。そ
れがはっきりしないと周囲の再
開発も進まないのではないか

・新東⻄通路は本当に必要なのか

デッキ
・デッキは反対
・⻄⼝のように２階レベ
ルに歩⾏者動線があるの
は良いのではないか。

地上（駅前）
・歩⾏者の優先の空間であってほし
い。

・地下を利⽤しても、地上の歩⾏者
の居場所は必要

・⼀般⾞は⼊れずに、歩⾏者と公共
交通の場に

地下
・周囲の再開発の地下階と⾼さを合わせ
て地下街をつくれれば、街の活性化や
経済効果がある。

・バスやタクシーも地下に⼊れると、地
上が有効活⽤できる

・地下は⼤⾬などの災害対応に不安があ
る。コストもかかるのではないか

交通広場
・駅と交通広場が歩⾏者空間を挟む
レイアウトはポテンシャルがある

・交通広場が広すぎるのではないか
・レイアウトは中地区の意⾒も踏ま
えて決める必要がある

バリアフリー
・地下やデッキを整備した際にバ
リアフリー動線をしっかり整備
してほしい。
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テーブル毎の記録：Fグループ
テーマ２：構想実現案等の調整の考え⽅に関するスケッチワーク
・地上：歩⾏者空間として活⽤
・地下１階レベル：地下街
・地下２階レベル：バス・タクシー乗降場
・地下３階レベル：⼀般⾞
・デッキは整備せず、改札から地下３階までの縦動線を確保



Q1．構想実現案について
●将来の社会の姿を想定するべき
・駅前広場、交通路の整備の重要性を改めて認識しましたが、実現されるのが10年後、20年後となるとすれば、どのよう
な社会になっていくかを想定（せねばなりません）する必要があると思いました。

●「構想実現案」という名前が分かりにくいのではないか
・構想実現案が交通広場と地下⾞路ネットワークを検討することだとは、計画全体の説明を聞かなければわからないと思い
ます。ここまでプランをまとめてくる段階では「（駅前交通広場の）構想実現案」という名前で良かったかもしれません
が、GCSプランの中の位置づけでは「駅前交通計画」などのほうがわかりやすいのではないでしょうか？「プラン全体を
実現するためには？」と勘違いしてしまいます。

●タクシーの配⾞計画も検討してほしい
・現状駅広でバスは問題なし。タクシーは配⾞計画で。

●⼈の流れについても説明してほしい
・交通施設計画については、特にありません。駅構造（⼈の流れのレベル）を丁寧に説明して下さい。

●底地の状況についても把握するべき
・底地の状況も把握できればより建設的な議論になるのでは？

●現状の案では地下に⾞両を⼊れるのは難しいのではないか
・地下バス、タクシーへの廻路は無理な感がします。地下は歩⾏者と避難所・⾃転⾞駐輪場等で、中央に多⽬的広場を設け
る。両脇は商店街に。

・地下通⾏⾞両⽤の（⽚側）幅員5.5m通路の説明を受けましたが、中央通りの地下及び隣接ビルの地下駐⾞場の交通を捌
くとの事ですが、地震やゲリラ豪⾬時のリスクを考えますと⽚側2⾞線の幅員が必要だと思います。また、出⼊⼝が中央
通りのみですと銀座通りにも必要だと思います。

・現状でも⼤渋滞の東⼝駅周辺なのに、各街区の地下駐⾞場を想定した上で、バスもタクシーも⼀般⾞もすべて地下2階ま
でたった1か所の⽚側⼀⾞線の地下道に閉じ込めて考えるプランを前提にした基本案について議論するのは⼤変おかしい
と思う。
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意⾒⽤紙で頂いた意⾒



Q1．構想実現案について
●各街路、街区の検討状況やスケジュールについて説明してほしい
・参道⻄通りの活⽤はどうなのか。りそな側の進展はどうか。新都⼼バスがこちらへ回れるか
・新東⻄通路はどんな設計で何時出来るのか。具体的なプランを提⽰して欲しい。東武線の改札⼝やホー
ムの⼯事、ルミネはどうなるのかも。

●LRTについても考慮して検討を進めてほしい
・将来の東⻄交通としてのLRTも考慮して下さい。

●お祭り以外の⽇は有効な駅広にしてほしい
・お祭りは8⽉1⽇・2⽇です。他の⽇は有効な駅広にする。

●構想実現案に対する説明をしっかりした上で、先の時代を⾒据えた案にしてほしい
・2017年7⽉27⽇に開催された第3回⼤宮GCS推進会議まちづくり推進部会で⽰されたスタディパターン4
案に対し⾊々と意⾒を述べてきたが⼀向に変わらず、検討をしてきた結果、現在の構想実現案になって
いるとの誘導的進⾏はいかがなものか？
・意⾒を聞くだけの会議は不要。
・原案で歩⾞分離、東⽇本の⽞関⼝の駅広となるのでしょうか？
・デッキはどうされたのですか？臭いものにはフタをする説明はどうかと思います。
・夢の語れる会議にして欲しい。
・先の時代を⾒据えた構想実現案にして欲しい。
・氷川参道、区役所跡地ぐらいまでを⾒据えた奥⾏きのある構想実現案を提⽰して欲しい。
・今の構想実現案を叶えるとして、どのくらいの時間がかかり、どこから⼿を付けられるのか実務的計画
案を⽰して欲しい。

令和２年度第２回デザイン調整ワーキング記録

意⾒⽤紙で頂いた意⾒



Q2．フリーディスカッションについて
●良い議論ができたと思う
・きたんのない意⾒を聞けてよかった。
・実際に整備イメージと照らし合わせながらアイデアを出したので、活発なアイデアが出て良かったと思う。ア
イデアはあくまでアイデアなので実現可能な案が⾒えてくるまで⾊々考えるのは良いと思う。
・いい議会であったと思います。

●デザイン全体についての議論も必要
・これだけの⼈々がせっかく募った貴重な会だったのだから、もっと、⼤事なデザイン全体について皆さんの意
⾒を聞くべきだった。各街区の地下、地下道の出⼝も無いプランについての議論は科学的な根拠が無い。勾配が
何%かというのは今の段階では重要な点ではないし、この場で伝えるべきでは無かったのでは？学⽣のゼミとは
ちがいます！

●地上は歩⾏者のために利⽤したいという意⾒が多く⼼強かった
・地上は歩⾏者のために利⽤したいというご意⾒が多く、⼼強く思いました。区役所跡地の利⽤の仕⽅も同じ様
な考えが出ていた。

●LRTについても考慮して検討を進めてほしい
・公共交通（バス）＋将来に地上をLRTが整備されるかもしれないのを妨げない計画であって欲しい。

●⼤宮区役所・⼩学校跡地をタクシープールや駐輪場として整備して欲しい
・タクシー事業者には⼤宮区役所跡地をタクシープールとして、最⼩限の駅前待機⾞両として、運営して欲しい。
・⾃転⾞は中央通りと中⼭道のスクランブル交差点から駅寄りの通⾏を排除する為に中⼭道沿いまたは⼤宮区役
所跡地に駐輪場を整備する。
・フリンジ駐⾞場、バス、タクシーの分離客待スペース、⼤宮駅バスタ、多⽬的ビルに⼩学校、旧区役所跡地を
活⽤して欲しい。（場合によっては⼩学校も含めて）
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Q2．フリーディスカッションについて
●ペデストリアンデッキを⼤宮区役所跡地までつなげてほしい
・地上6.5mの駅改札からの通路の延⻑として東⼝にもペデストリアンデッキの整備を広域にできれば⼤宮区役所
跡地までつなげて欲しい。

●バリアフリーなど、スケッチに盛り込めない部分についても考えてほしい
・⺠間開発の計画の進捗と併せてバリアフリーなど⼈の流れを考えて下さい。
・スケッチワークは⾯⽩い取り組みだったと思いますが、座⻑がまとめるにあたってスケッチに盛り込めない部
分、たとえば私がいたC班のバリアフリーへの取り組みなどが、無視される傾向にあったかと思います。

●⼤宮駅は2階レベルが重要である
・⼤宮駅は2階の改札⼝、コンコースが⼈が出てくるので2階が重要と考えます。地下利⽤のメリットが理解でき
ません。

●構想実現案ありきの議論にならないようにしてほしい
・この構想ありきではないのでは。地権者の意⾒は聞いているのか。
・住⺠の中には、このような意⾒も聞かれるようになってしまいました。◯⾏政案に意⾒を⾔っても時間がかか
るだけ、且つ取り⼊れてもらえない。◯会議に参加してもムダ。このようなことで良いのでしょうか？何故この
ようになってきたか教えてください。
・「構想実現案等の調整に向けて、考えに関するアイディア出し・・」アイディアを出しても最後にボードを並
べて現実に近い⽅からの評価はやめて欲しい。そこにアイディアはあるのか？事業・経緯を理解してないのでは
ないか？誘導して出した結果ではないか。
・希望と夢の持てる会議運営をして欲しい。

●参加者の声が聞こえづらかった
・マスクのため、各⾃の発⾔がわからない。
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Q3．今後の進め⽅について
●良い議論ができたと思う
・⼩グループに分けて意⾒を出し合うのは、よい⽅法だと思いました。
・いい会だったと思います。
・GCSプランについてのオープンなディスカッションができている。今後の第3回に期待します。ありが
とうございました。

●今後意⾒がプランに反映されるまでの検討スケジュールを共有して欲しい
・出された意⾒は、どのように検討され、プランに⽣かされるのでしょうか。もしもダメになったのはな
ぜかの説明を聞くチャンスはあるのでしょうか。
・構想実現案のロードマップも⽰して欲しい。どのくらい時間がかかるものなのか。

●⺠地についても考慮した議論を進めるべき
・⺠地に全く触れないで、デザインワーキングというのは無理がある。机上の空論を披露する場ではない。
各⽅⾯から忙しい中集まった⼈に、ゲームみたいなことをさせるのはいかがなものか。もっと、⼤宮ら
しさを表現するにはどうしたらよいか、という意⾒でも聞いたらどうですか。

●事前に議論の内容を共有しておいてほしい
・今回、GCSニュース９⽉号の開催概要では「■内容」で構想実現案に絞って討論をすることの記載があ
りませんでした。もっと全体についての⾃由な発⾔ができるのかと思っていました。構想実現案に絞っ
てワーキングをすると知っていればもっと準備ができたと思います。
今後このようなワーキングをおこなうのであれば参加者にはテーマをもっと明確に⽰して意⾒を持って
きてもらったほうが良いと思いますし、テーマ以外の意⾒を受け付ける場所が必要になってくると思い
ます。
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Q3．今後の進め⽅について
●⼤胆なプランニングと投資が必要
・東⼝の活性化は市の税収のためにも、⼤胆なプランニングと投資が必要と思います。

●進⾏役は重要な役割である
・進⾏役の役割の重要性

●これまでの検討経緯について説明してほしい
・過去の住⺠意⾒、前回の会議内容を経てどう積み上がってきたのか理解に苦しむ。
・これだけ意⾒を聞き、会議を繰り返し、何故⾒⽐べのできる構想実現案が出ないのか疑問。

●ワーキングの意義について説明してほしい
・「結局今のままでしょ！」的な感想。
・諦めさせるための会議なのか。実績づくりの会議なのか。
・現⾏の構想実現案の模型（デッキも隠さず）でもつくって、現実に住⺠に意⾒を聞いたらどうですか？
・住⺠の意⾒を聞き、模型を作成し、また意⾒を聞き⼿直しした模型が提⽰され徐々に深化した結果が⾒
られた学⽣提案が良かった。
・このワーキングの位置付けがよくわかりません。
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