大宮駅東口周辺の公共施設再編について
１．検討にあたって

資料１

４
４．公共施設再編の検討対象

大宮区役所庁舎（昭和 41 年竣工）については、本年１月から耐震化調査を行い、耐震化工法を検証するとともに、

大宮駅東口周辺の老朽化や耐震性に課題を抱える施設等を検討の対象とする。

市民・職員の安全確保、防災拠点としての耐震性確保、庁舎のバリアフリー化、環境負荷軽減、ライフサイクルコスト
等を踏まえて検討した結果、耐震改修の選択が困難であるため、新築建て替えをする方向とした。
そこで、大宮区役所庁舎の建て替えにあたり、大宮駅東口周辺の耐震性や老朽化に課題を抱える公共施設再編の中で
候補地の比較検討を行い、区民や各団体との意見交換を実施しながら、早急に大宮区役所庁舎の建て替え位置や公共施
設再編の方向性を確定する。

２．主な経緯等
Ｈ20、21 年度 ・大宮駅周辺地域戦略ビジョンの策定作業の中で公共施設再編による「連鎖型まちづくり」の考え方を整理
・庁内検討会議の設置

Ｈ22 年度

・大宮駅周辺地域戦略ビジョンの発表
・大宮駅東口における公共施設再編の検討を庁内で実施
・一般法人 大宮駅東口協議会からの要望書の提出

Ｈ23 年度

・埼玉県との合同庁舎敷地活用の可能性の検討
・大宮区役所庁舎の耐震診断の実施
・市民、施設利用者等への説明の進め方や推進体制の検討
・大宮区内の自治会連合からの要望書の提出
・市議会での公共施設再編の推進に関する決議

Ｈ2４年度

・耐震診断結果を受け、大宮区役所庁舎の建て替え方針の確定・公表（定例記者会見：５/9）
・大宮駅周辺公共施設再編推進本部・PT の設置（第 1 回合同会議：5/10、第２回合同会議：5/21）
※ 必要に応じ、その他についても検討を行う

３．まちづくりにおける基本的な考え方
大宮駅東口周辺の公共用地を活用し、新たな都市拠点
を形成する。

５．今後の流れ

大宮区役所新庁舎 竣工・移転

大宮区役所新庁舎 着工

大宮区役所新庁舎 設計

※ 複合化の検討含む

大宮区役所庁舎建て替え位置や
各公共施設の再編の方向性確定

○さいたま新都心との連携や地域の利便性を向上させるた
め、公共施設の集積や公共機能の充実を図る。
○大宮駅前やさいたま新都心周辺からの人の流れを創出し、
地域の回遊性を向上させる。

検討内容の地元説明・意見交換

２）
「地域連携拠点」の基本的な考え方

建て替え候補地の比較検討
各公共施設の再編の方向性検討

○駅前周辺街区の機能強化のため、拠点周辺への波及効果が
期待できる土地利用や機能導入を行い「まちの顔」に相応
しい都心型の都市環境を創出する。
○大宮駅周辺に集まる人々がまちを楽しむことが出来る快適
な空間整備と、奥行きのあるまちづくりを行う。
○公共施設の効率的配置と大宮駅周辺に期待される新たな公
共機能の導入により、地域の開発意欲を向上させ、老朽化
した建物の更新等を推進する。

確定・公表

１）
「駅前賑わい拠点」の基本的な考え方

大宮区役所庁舎の建て替え方針の

◆施設の複合化による効率化・防災性の向上
◆駅前の賑わい・民間まちづくりの誘発
◆大宮駅周辺とさいたま新都心間の連携・回遊性の向上

大宮区役所新庁舎の施設計画検討

【拠点形成のねらい】

その他の施設の整備
（市街地再開発事業内 含む）
5月9日
平成 24 年度

大宮区役所庁舎の建て替え位置は、２つの拠点
の中で検討する
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平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

■大宮区役所庁舎の建て替え候補地の検討について
１．大宮区役所庁舎の現況
大宮区役所庁舎及び大宮区役所別館の庁

拠点形成の考え方と大宮区役所庁舎の建て替え候補地の位置

本館
7階

舎内には、
「大宮区役所」の他、北部建設事
務所等の「その他の市の行政機能」、「外部
団体等」が入居している。
（右記参照）
庁舎内の各機能については、公共施設マ

資料２

６階

５階

ネジメントの視点から、業務の特性や対象

管理課
開発指導課

用地課
建築指導課
建築審査課
下水道管理課
下水道建設１課
下水道建設２課

４階

転も視野に入れ、今後、分科会等で検討を

さいたま市障害者更生
相談センター

３階

くらし応援室
総務課
総務課
（地域商工室）
コミュニティ課
課税課
収納課

２階

１階

地下

：その他の市の行政機能

D

：外部団体等

◆大門町 2 丁目中地区
敷地面積：約 10,200 ㎡
（内市有地約 3,500 ㎡）

東館
３階
北部建設事務所

２階

土木管理課
道路安全対策課
道路建設課
道路維持課
河川整備課

とする範囲などを踏まえ、他の場所への移
行う。

：大宮区役所

北部都市・公園
管理事務所

区民課
保険年金課

日進・指扇周辺まちづくり事務所
大宮駅東口まちづくり事務所
大宮駅西口まちづくり事務所
氷川参道対策室

１階

南館

A
◆大宮区役所庁舎敷地
敷地面積：約 9,000 ㎡

保護課（ジョブスポット大宮）
さいたま市社会福祉協議会大宮区
事務所
さいたま市ＰＴＡ協議会

３階

さいたま商工会議所サポートルーム

２階

保健センター

大宮区役所別館
１階

食堂

福祉課

支援課
高齢介護課
郵便局

Ａ棟
Ｅ棟
Ｆ棟

（社）大宮青色申告会

B

さいたま市社会福祉協議会
在宅サー ビス 課大 宮サー ビス センター

◆大宮区役所別館敷地
敷地面積：約 4,300 ㎡

国民健康保険課レセプト室
市民税課

２．大宮区役所庁舎建て替えにあたっての基本的な考え方
○Ｈ27 年度までの耐震性確保を目指す

C

○防災中核拠点としての防災性を考慮する

◆市民会館おおみや敷地
敷地面積：約 6,800 ㎡

○施設の複合化と、駅周辺のまちづくりに活用可能な用地を生み出すことも考慮する

◆県合同庁舎敷地
敷地面積：約 7,800 ㎡

○建て替え位置の検討にあたっては、シンボル性や視認性及び交通機能の確保の視点を考慮する

３．大宮区役所庁舎の建て替え候補地の特性等について
敷地

各敷地の特性等
□大宮駅からも近く、シンボル性が高い

A

大宮区役所庁舎
□大宮区役所新庁舎の整備には、仮移転の費用が必要であるとともに、期間が長期化する
敷地
□氷川緑道西通線の拡幅により、敷地面積が縮小する
□市有地であるため、新たな用地費がかからない

B

大宮区役所
別館敷地

□大宮区役所新庁舎の整備には、既存施設の移転が必要である
□大規模民間建築物の裏手にあり、視認性やシンボル性が乏しい

【建て替え候補地の比較検討にあたっての主な指標】

□市民会館おおみや敷地の利用ができるのは、大門町 2 丁目中地区の竣工後であり、大宮区役

C

市民会館
おおみや
敷地周辺

主な指標

所庁舎の建て替えにあたっては、県合同庁舎敷地の取得などが必要である
□大宮駅から離れる

事業展開の円滑性

□県合同庁舎敷地の取得などができる場合、市民会館おおみや敷地や山丸公園も含めた一体的

・新区役所整備（=耐震性確保）の時期
・防災及び災害時対応に活用できる空間の確保。
・アクセス性
利便性（アクセス性・シンボル性）
・立地によるシンボル性
・周辺地域への影響の予測
周辺への影響
・拠点形成の基本的考え方との整合性
まちづくりへの寄与
・大宮駅周辺のまちづくりや基盤整備に活用可能な用地の創出

□大宮駅から近く、シンボル性が高い

大門町 2 丁目
中地区

・事業推進上の手順の合理性

防災性の向上

な土地利用によるスケールメリットが大きくなる

D

主な検討内容

□再開発事業の想定スケジュールは、平成 29 年度竣工予定となっている
□市民会館おおみやのホール機能・ＮＨＫさいたま放送局の移転候補地となっている

概算事業費
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・概算の事業費の想定

【大宮区役所庁舎の建て替え候補地の比較検討】

○：利点 ●：課題等

パターン①

パターン②

パターン③

パターン④

【現位置で建て替え】

【大宮区役所別館敷地への移転】

【大門町 2 丁目中地区への移転】

【市民会館おおみや敷地周辺
（県合同庁舎敷地）への移転】

駅前賑わい拠点

大宮区役所庁舎

D

大宮区役所庁舎

D
A

A

D

D

A

A
大宮区役所庁舎

施設配置
イメージ

B

B

B

B

大宮区役所庁舎

C

C

C

C

地域連携拠点

整備手順

①大宮区役所別館の既存機能を移転した後、大宮区役所 ①大宮区役所別館の既存機能を移転した後、新築・移転 ①大門町 2 丁目中地区の市街地再開発事業において、保 ①県合同庁舎敷地の取得等を行い、新築・移転する。
庁舎の仮移転を行う。
する。
留床を購入し、再開発ビル竣工後に移転する。
②現庁舎を解体後に新築・移転する。
※ 想定スケジュールでは H27 着工、H29 竣工予定

事業展開の ●大宮区役所別館敷地を仮庁舎建設地とした場合、別館の既存 ●大宮区役所庁舎の整備には、大宮区役所別館の既存機能の移 ●組合施行の再開発事業であり、スケジュールの変動がありえ ●県有地を含めた一体的整備を進めるには、県との調整が必要
機能の移転が必要となる。
転が必要である。
る。
である。
円滑性

防災性の向上

●平成 27 年度までの建て替えは不可能。

○平成 27 年度までの建て替えが見込める。

●十分な防災空間が確保できない。

●敷地が狭く、広い防災空間が確保できない。

●再開発のスケジュールでは、平成 27 年度までの区役所整備 ○平成 27 年度までの建て替えが見込める。
が不可能である。

○山丸公園も一体化した広い防災空間が確保できる。

●オープンスペースは確保されるが、防災空間としては不十分 ○消防署と隣接するため、防災性の向上につながる。
である。
○現位置での建て替えなので、アクセス性は変わらない。

利便性

※ 大宮駅からの距離（約 300ｍ）

●大宮駅から離れるとともに、幹線道路に接していないためア ○大宮駅からのアクセス性が向上する。
クセス性が低下する。 ※ 大宮駅からの距離（約 700ｍ）

※ 大宮駅からの距離（約２00ｍ）

●大宮区役所庁舎の位置が、大規模建築物の裏手になるため、 ○メインストリートに面し、シンボル性は高まる。

（アクセス性

●大宮駅から遠くなるためアクセス性を確保する必要がある。
※ 大宮駅からの距離（約 800ｍ）
○幹線道路と氷川参道に面し、シンボル性が高くなる。

施設のシンボル性や視認性が著しく下がる。

・シンボル性）

●敷地が狭く、駐車場確保が困難である。

周辺への影響

○現位置での建て替えのため、交通環境は変わらない。

●大宮区役所庁舎利用者の交通が、周辺の生活道路に進入し、 ○現位置近辺の建て替えのため、交通環境は変わらない。
交通環境が悪化する恐れがある。

●現敷地をまちづくり用地として活用できない。

○区役所が駅周辺から離れることで交通の分散が期待できる。
○地域連携拠点に広い緑地空間が創出でき、環境が向上する。

○現敷地をまちづくり用地として活用できる。

○現敷地をまちづくり用地として活用できる。

○現敷地をまちづくり用地として活用できる。

まちづくり
●大宮区役所は休日や夜間閉庁となるため、駅前賑わい拠点と ○地域連携拠点が強化でき、大宮駅周辺とさいたま新都心との ●大宮区役所は休日や夜間閉庁となるため、駅前賑わい拠点と ○地域連携拠点が強化でき、大宮駅周辺とさいたま新都心との
への寄与
しての賑わい創出に寄与しない。

概算事業費

評価

約 135～140 億円程度
（施設整備費・仮移転関連・施設解体費 など）

連携に寄与できる。
（さいたま新都心からの距離 1300ｍ）

約 85～90 億円程度
（施設整備費・既存施設の移転費・施設解体費 など）

して、賑わい創出に寄与しない。

約 135～140 億円程度
（保留床購入費・施設解体費 など）

連携に寄与できる。
（さいたま新都心からの距離 1000ｍ）

約 100～105 億円程度
（施設整備費・用地費・施設解体費 など）

◇現位置建て替えであるが、仮庁舎の建設に費用及 ◇事業費が一番少ないが、現状より敷地が大幅に ◇平成 27 年度までの整備は不可能。また、休日や ◇大宮駅から遠くなるため、交通アクセスの確保
や、県有地の活用に関する調整が必要であるが、
狭くなるため、防災空間が確保できない。また、 夜間閉庁であるため、駅前の賑わい創出への寄与
び期間が必要となり、平成 27 年度までの建て替
さいたま新都心との連携強化や、山丸公園と一
６ｍ道路にしか接道しない旗ざお敷地のため、 の面で劣る。
えが見込めない。休日や夜間閉庁のため、駅前の
体となった広い防災空間の確保が可能となる。
交通環境の悪化が懸念される。
賑わい創出への寄与の面で劣る。

パターン④が総合的な観点（立地条件、事業スケジュール、まちづくりへの寄与等）から、最も望ましいと考えられる。
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■各公共施設の再編の方向性について

資料３

大宮区役所庁舎の建て替え位置が市民会館おおみや周辺（県合同庁舎敷地）への移転（パターン
④）との前提に立ち、各拠点整備の考え方や、各施設の特性等を踏まえ、方向性を整理する。
施設名

市民会館おおみや
（ホール機能）

【配置イメージ】

各施設の特性と再編の方向性

ホール機能
コミュニティ機能

□高い稼働率と昼夜・休日を問わない集客効果が期待される
□文化・放送機能との相乗効果が高い
□賑わいの拡大や文化的な情報発信力の向上が期待される
□築後 40 年以上が経過し、施設の老朽化対策や耐震化が喫緊の課題である

駅前賑わい拠点

⇒高い集客力による賑わい創出効果と、NHK との相乗効果が期待できるこ
とから、大門町 2 丁目中地区への配置が望ましい

高鼻コミュニティ
センター
（コミュニティ機能）

□休日や夜間の利用も可能で、賑わい創出に寄与する
□大宮駅周辺に不足しているコンベンション機能が充足できる
□ホール等と連携したイベント等への対応が可能である
□利用が有料なため、無料施設との混在は避ける

まちづくり推進に活用

⇒利便性の高い立地での利用増による賑わい創出や、区レベルのコミュニテ
ィ関連施設としての対応が期待できることから、
「駅前賑わい拠点」におけ
る新たなコミュニティ関連施設としての配置が望ましい

地域連携拠点
大宮図書館

□休日や夜間も利用可能で、賑わい創出に寄与する
□大宮駅周辺には、既に桜木図書館があり、利用圏を踏まえた配置が必要である
□築後約 40 年経過し、施設の老朽化やバリアフリー対応が課題である

⇒図書館の配置バランスや、現在と同様、参道周辺の落ち着いた環境維持の
観点から「地域連携拠点」への配置が望ましい

大宮中部公民館

大宮図書館等

□休日や夜間の利用も可能である
□地区レベルでの施設であるため、施設の立地上の制限がある（中部地区内）
□利用目的に制限（営利目的など）がある
□利用が無料であるため、有料施設との混在は望ましくない

⇒今年度、耐震補強工事が予定され、耐震面の緊急性は低いが、老朽化やバ
リアフリー対応に課題を抱え、また、地区レベルの施設であることから、
公共施設マネジメント計画等に基づき、複合化等について検討していく必
要がある。

市立博物館

⇒現在、全市的な博物館のあり方を検討中の一方で、耐震性やバリアフリー
対応が確保されていることから、耐震面での緊急性は低い。しかし、老朽
化し、収蔵スペース等の不足等に課題を抱えているため、公共施設マネジ
メント計画等に基づき、複合化等について検討していく必要がある

大宮小学校

⇒平成２４年度に施設の耐震化が完了することから、耐震面での緊急性は低
いが、一部の施設の老朽化が相当進行しているため、公共施設マネジメン
ト計画等に基づき、複合化等について検討していく必要がある

大宮区役所庁舎

※今後、それ以外の施設についても必要に応じ、公共施設マネジメント計画に基づき、複合化の検討を行う。
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■公共施設再編における連鎖型展開について
■公共施設再編の連鎖型展開イメージ（パターン④：大宮区役所庁舎が県合同庁舎敷地へ移転する場合）
以下のような連鎖的展開が想定できる。

STEP1

STEP２

STEP３

【平成 27 年度頃】

【再開発事業 竣工時】

【市民会館跡地 整備時】

駅前賑わい拠点

氷川緑道西通線
（南区間）供用開始

地域連携拠点

展開イメージ

再開発ビル 竣工
（ホール・ｺﾐｭﾆﾃｨ機能

氷川参道の歩行者
専用化区間の延伸

・駅周辺の再開発時の暫定活用
・駅周辺の交通基盤の暫定整備
（バス・タクシー・駐車・駐輪等）
氷川参道歩行者専用化に
向けた代替地等への活用
大宮図書館
等の移転

新大宮区役所
竣工・移転
大宮区役所庁舎

氷川参道の一部を
歩行者専用化

移転
山丸公園と一体と
なったひろばの整備

○県合同庁舎敷地において、大宮区役所庁舎を建
設・移転する

概要

○区役所の竣工とほぼ同時期にメインのアクセス道
路である氷川緑道西通線が開通する

課題

◆県合同庁舎敷地の確保
◆氷川緑道西通線（南区間）の供用開始
◆大宮区役所庁舎までのアクセス性の確保

○現 大宮区役所庁舎と大宮区役所別館の建物を解

○市民会館おおみやの建物を解体し、解体後の敷地

体し、解体後、まちづくり用地等として活用する
○大門町 2 丁目中地区の市街地再開発事業が竣工
し、市民会館おおみやのホール機能を移転し、新
たなコミュニティ機能を配置する
○氷川緑道西通線（北区間）の拡幅事業に着手する。

に大宮図書館等を建設する
○併せて、氷川参道沿いに側道の整備を行い、歩行
者専用道路化に向けた環境整備を行う
○氷川緑道西通線（北区間）の事業推進

◆大門町 2 丁目中地区再開発の円滑な推進
◆氷川緑道西通線（北区間）整備の推進
◆まちづくり用地の有効活用

◆氷川参道の歩行者専用化の推進
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