地域連携拠点

PUBLIC MEETING

OMIYA

#001

［市民会館おおみや・山丸公園・大宮区役所新庁舎周辺］
（2010）
大宮駅周辺では、
「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」
に基づきおも

てなしあふれる東日本の顔となるまちを目指し、まちづくりを推進してい

#003

ます。大宮区役所や大宮図書館、市民会館おおみやなどの移転は戦略
ビジョンで位置づけている優先的に取組むべきプロジェクトの一つであ
る
「公共施設再編による連鎖型まちづくり」の一環として進めています。
─

#002

現在、さいたま市では、大宮区役所や大宮図書館など公共施設の移
転後の跡地活用や周辺に点在する建替えや再編などの方向性が定
まっていない老朽化した公共施設の将来の方向性などについて検討
が進められており、これまでの検討の成果として「大宮駅東口周辺 公

#001

会場

│

（原案）
共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」
が公表されました。

─

この全体方針（原案）はさいたま市が作成したものですが、市民や専門
家などへの情報提供や意見聴取を行った上で成案として取りまとめら

れる予定です。

会場

─
今回のパブリック・ミーティングでは全体方針の取りまとめに向けた市
位置付けられている市民会館おおみや、山丸公園、大宮区役所新庁舎
建設予定地周辺を話題の中心に専門家による講演、関係者によるパ
ネル・ディスカッション、参加者全員による意見交換などを行います。

モデレーター
パネリスト
［50音順］

大宮駅

工藤和美｜UDCOセンター長 東洋大学教授
大江弘之｜大江弘之建築設計事務所
作山康｜芝浦工業大学教授
比嘉武彦｜kw+hg Architects

参加無料・事前申込み制 先着順・定員 80［詳しくは裏面参照］

参加申込期間

11月3日［祝日］正午─11月10日［金］正午 必着

主催 アーバンデザインセンター大宮
［UDCO］
｜共催 さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所
問合せ先 アーバンデザインセンター大宮
［UDCO］
｜〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 1-60 大宮ラクーン 8 階まちラボおおみや内

11/24 FRI.

［ udco.jp｜Mail: info@udco.jp ｜Tel: 048-782-9679｜Tel: 048-782-9680］

10:00–
12:15

大宮駅東口周辺公共施設再編
パブリック・ミーティング

市民会館おおみや小ホール

民への情報提供／意見聴取の一環として、
特に「地域連携拠点」
として

地域連携拠点

PUBLIC MEETING

OMIYA

#001

［市民会館おおみや・山丸公園・大宮区役所新庁舎周辺］
第一部

基調講演｜10:00-10:30

「氷川参道沿いにある図書館─これまでとこれから」
工藤和美｜UDCOセンター長 東洋大学教授

第二部

パネル・ディスカッション｜10:30-11:30

「絹の糸を纏った区役所とまちと街を紡ぐ新しい拠点」
モデレーター
パネリスト
［50音順］

会場

│
第三部

工藤和美｜UDCOセンター長 東洋大学教授
大江弘之｜大江弘之建築設計事務所
作山康｜芝浦工業大学教授
比嘉武彦｜kw+hg Architects

オープン・セッション｜11:30-12:15

パネルや模型などの展示やスタッフからの直接の説明、
オープン形式による参加者とスタッフとの意見交換、アンケートなどを行います

FAX 記入欄

1 ─ web 申込み｜www.udco.jp

氏名（必須）

上記公式サイトの公共施設再編パブリックミーティング申込フォーム
をご利用ください

（任意）
電話番号（必須）、FAX 番号
、eメール（任意）

2 ─メール申込み｜info@udco.jp
件名「パブリックミーティング参加申込」として、1) 氏名、2) ご所属、3)

郵便番号・住所（任意）、所属（任意）

電話番号、4 ) 申込を希望するパブリックミーティングの会と希望順
序を記載の上、上記メールアドレスまでメールを送信してください。

3 ─ファクス申込み｜048-782-9680
本用紙に必要事項を記入の上、上記番号までファクスを送信してく
ださい。

参加申込期間｜11月3日［祝日］正午─ 11月10日［金］正午 必着
申込開始日時を守ってください。なお、申込終了日以前でも定員に達
［火］
した時点で受付を終了いたします。
申込みされた方には 11月14日

ご指定の連絡方法（複数選択可）
□ 電話 □ファクス □ e メール □ 郵送［チェックをして、任意欄に該当連絡先を記入］
ご希望の回
□ #001 地域連携拠点 PM □ #002 駅前賑わい拠点 PM
□ #003 氷川神社周辺エリア PM ［特に強く希望する回がある場合はお書き添えください］
その他自由記述（ご意見・ご要望等ございましたらご記入ください）

までに、UDCOからご連絡差し上げますので、万一連絡がなかった場
合にはお手数ですが 11月15日以降に再度お問い合わせください。

事務局使用欄｜受領日時

担当

リスト記入日時

注意事項 ● 企画内容は予定であり、予告なく変更する場合がございます。● 先着順としておりますが、できるだけ多くの方にご参加いただけるよう、希望順や組み合わ
せのご要望に従い主催者側で調整をさせていただくことがございますのでご了承ください。強い希望がある場合はその旨ご記入ください。● 本パブリックミーティング
に参加できない場合でも、UDCO の活動拠点「まちラボおおみや」にて随時全体方針原案に関するご説明や、ご意見・ご要望の聞き取り等を行っております。ご希望さ

11/24 FRI.
れる方はお気軽に UDCO までお問い合わせください。

10:00–
12:15

大宮駅東口周辺公共施設再編
パブリック・ミーティング

市民会館おおみや小ホール

参加方法｜事前申込制・先着順（定員 80 名）

駅前賑わい拠点

［大宮区役所・大宮小学校周辺］

（2010）
大宮駅周辺では、
「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」
に基づきおも

てなしあふれる東日本の顔となるまちを目指し、まちづくりを推進してい

#003

ます。大宮区役所や大宮図書館、市民会館おおみやなどの移転は戦略
ビジョンで位置づけている優先的に取組むべきプロジェクトの一つであ
る
「公共施設再編による連鎖型まちづくり」の一環として進めています。
─

#002

現在、さいたま市では、大宮区役所や大宮図書館など公共施設の移
転後の跡地活用や周辺に点在する建替えや再編などの方向性が定
まっていない老朽化した公共施設の将来の方向性などについて検討
が進められており、これまでの検討の成果として「大宮駅東口周辺 公

#001

会場

│

（原案）
共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」
が公表されました。

─

この全体方針（原案）はさいたま市が作成したものですが、市民や専門
家などへの情報提供や意見聴取を行った上で成案として取りまとめら

れる予定です。

会場

─
今回のパブリック・ミーティングでは全体方針の取りまとめに向けた市
て位置付けられている大宮区役所や大宮小学校周辺を話題の中心
に、専門家による講演、関係者によるパネル・ディスカッション、参加者
全員による意見交換などを行います。
モデレーター
パネリスト
［50音順］

大宮駅

内田奈芳美｜UDCO副センター長 埼玉大学准教授
今村信哉｜前大宮小学校校長 共栄大学客員教授
大熊久夫｜埼玉大学特任教授
佐藤慎也｜日本大学教授
原島克典｜豊島区都市整備部都市計画課交通基盤担当課長

階 大会議室

参加無料・事前申込み制 先着順・定員 80［詳しくは裏面参照］

参加申込期間

11月3日［祝日］正午─11月10日［金］正午 必着

主催 アーバンデザインセンター大宮
［UDCO］
｜共催 さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所
問合せ先 アーバンデザインセンター大宮
［UDCO］
｜〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 1-60 大宮ラクーン 8 階まちラボおおみや内

11/25 SAT.

［ udco.jp｜Mail: info@udco.jp ｜Tel: 048-782-9679｜Tel: 048-782-9680］

10:00–
12:15

大宮駅東口周辺公共施設再編
パブリック・ミーティング

大宮区役所

6

民への情報提供／意見聴取の一環として、
特に「駅前賑わい拠点」とし

PUBLIC MEETING

OMIYA

#002

駅前賑わい拠点

［大宮区役所・大宮小学校周辺］
第一部

基調講演｜10:00-10:30

（仮）
「公共施設再編からはじまるまちづくり
」

原島克典｜豊島区都市整備部都市計画課交通基盤担当課長
第二部

パネル・ディスカッション｜10:30-11:30

「PREを活用したまちづくりの実践と東日本をつなぐ対流拠点」
モデレーター
パネリスト
［50音順］

会場

│
第三部

内田奈芳美｜UDCO副センター長 埼玉大学准教授
今村信哉｜前大宮小学校校長 共栄大学客員教授
大熊久夫｜埼玉大学特任教授
佐藤慎也｜日本大学教授
原島克典｜豊島区都市整備部都市計画課交通基盤担当課長

［PRE ＝公的不動産］

オープン・セッション｜11:30-12:15

パネルや模型などの展示やスタッフからの直接の説明、
オープン形式による参加者とスタッフとの意見交換、アンケートなどを行います

FAX 記入欄

1 ─ web 申込み｜www.udco.jp

氏名（必須）

上記公式サイトの公共施設再編パブリックミーティング申込フォーム
をご利用ください
件名「パブリックミーティング参加申込」として、1) 氏名、2) ご所属、3)

郵便番号・住所（任意）、所属（任意）

電話番号、4 ) 申込を希望するパブリックミーティングの会と希望順
序を記載の上、上記メールアドレスまでメールを送信してください。

3 ─ファクス申込み｜048-782-9680
本用紙に必要事項を記入の上、上記番号までファクスを送信してく
ださい。

階 大会議室

6

（任意）
電話番号（必須）、FAX 番号
、eメール（任意）

2 ─メール申込み｜info@udco.jp

参加申込期間｜11月3日［祝日］正午─ 11月10日［金］正午 必着
申込開始日時を守ってください。なお、申込終了日以前でも定員に達
［火］
した時点で受付を終了いたします。
申込みされた方には 11月14日

ご指定の連絡方法（複数選択可）
□ 電話 □ファクス □ e メール □ 郵送［チェックをして、任意欄に該当連絡先を記入］
ご希望の回
□ #001 地域連携拠点 PM □ #002 駅前賑わい拠点 PM
□ #003 氷川神社周辺エリア PM ［特に強く希望する回がある場合はお書き添えください］
その他自由記述（ご意見・ご要望等ございましたらご記入ください）

までに、UDCOからご連絡差し上げますので、万一連絡がなかった場
合にはお手数ですが 11月15日以降に再度お問い合わせください。

事務局使用欄｜受領日時

担当

リスト記入日時

注意事項 ● 企画内容は予定であり、予告なく変更する場合がございます。● 先着順としておりますが、できるだけ多くの方にご参加いただけるよう、希望順や組み合わ
せのご要望に従い主催者側で調整をさせていただくことがございますのでご了承ください。強い希望がある場合はその旨ご記入ください。● 本パブリックミーティング
に参加できない場合でも、UDCO の活動拠点「まちラボおおみや」にて随時全体方針原案に関するご説明や、ご意見・ご要望の聞き取り等を行っております。ご希望さ

11/25 SAT.
れる方はお気軽に UDCO までお問い合わせください。

10:00–
12:15

大宮駅東口周辺公共施設再編
パブリック・ミーティング

大宮区役所

参加方法｜事前申込制・先着順（定員 80 名）

PUBLIC MEETING

OMIYA

#002

氷川神社周辺エリア

［大宮図書館・市立博物館地区］

（2010）
大宮駅周辺では、
「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」
に基づきおも

てなしあふれる東日本の顔となるまちを目指し、まちづくりを推進してい

#003

ます。大宮区役所や大宮図書館、市民会館おおみやなどの移転は戦略
ビジョンで位置づけている優先的に取組むべきプロジェクトの一つであ
る
「公共施設再編による連鎖型まちづくり」の一環として進めています。
─

#002

現在、さいたま市では、大宮区役所や大宮図書館など公共施設の移
転後の跡地活用や周辺に点在する建替えや再編などの方向性が定

│

まっていない老朽化した公共施設の将来の方向性などについて検討

会場

が進められており、これまでの検討の成果として「大宮駅東口周辺 公

#001

（原案）
共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」
が公表されました。

─

この全体方針（原案）はさいたま市が作成したものですが、市民や専門
家などへの情報提供や意見聴取を行った上で成案として取りまとめら
れる予定です。

会場

今回のパブリック・ミーティングでは全体方針の取りまとめに向けた市
民への情報提供／意見聴取の一環として、
特に「氷川神社周辺エリア」
として位置付けられている大宮図書館、市立博物館を話題の中心に、
専門家による講演、関係者によるパネル・ディスカッション、参加者全
員による意見交換などを行います。

モデレーター
パネリスト
［50音順］

大宮駅

藤村龍至｜UDCO副センター長 東京藝術大学准教授
小峰政昭｜氷川の杜まちづくり協議会会長
田中元子｜グランドレベル代表 建築コミュニケーター
東角井真臣｜武蔵一宮氷川神社権宮司

参加無料・事前申込み制 先着順・定員 80［詳しくは裏面参照］

参加申込期間

11月3日［祝日］正午─11月10日［金］正午 必着

主催 アーバンデザインセンター大宮
［UDCO］
｜共催 さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所
問合せ先 アーバンデザインセンター大宮
［UDCO］
｜〒330-0802 さいたま市大宮区宮町 1-60 大宮ラクーン 8 階まちラボおおみや内

11/27 MON.

［ udco.jp｜Mail: info@udco.jp ｜Tel: 048-782-9679｜Tel: 048-782-9680］

10:00–
12:15

大宮駅東口周辺公共施設再編
パブリック・ミーティング

大宮図書館 地下視聴覚ホール

─

PUBLIC MEETING

OMIYA

#003

氷川神社周辺エリア

［大宮図書館・市立博物館地区］
第一部

基調講演｜10:00-10:30

「１階づくりはまちづくり─グランドレベルの取り組み」
田中元子｜グランドレベル代表 建築コミュニケーター

第二部

パネル・ディスカッション｜10:30-11:30

「歴史と文化に囲まれた静かなる賑わいを育む PRE 活用への期待」

会場

│
第三部

モデレーター
パネリスト
［50音順］

藤村龍至｜UDCO 副センター長 東京藝術大学准教授
小峰政昭｜氷川の杜まちづくり協議会会長
田中元子｜グランドレベル代表 建築コミュニケーター
東角井真臣｜武蔵一宮氷川神社権宮司

オープン・セッション｜11:30-12:15

参加方法｜事前申込制・先着順（定員 80 名）

FAX 記入欄

1 ─ web 申込み｜www.udco.jp

氏名（必須）

上記公式サイトの公共施設再編パブリックミーティング申込フォーム
をご利用ください

（任意）
電話番号（必須）、FAX 番号
、eメール（任意）

2 ─メール申込み｜info@udco.jp
件名「パブリックミーティング参加申込」として、1) 氏名、2) ご所属、3)

郵便番号・住所（任意）、所属（任意）

電話番号、4 ) 申込を希望するパブリックミーティングの会と希望順
序を記載の上、上記メールアドレスまでメールを送信してください。

3 ─ファクス申込み｜048-782-9680
本用紙に必要事項を記入の上、上記番号までファクスを送信してく
ださい。

参加申込期間｜11月3日［祝日］正午─ 11月10日［金］正午 必着
申込開始日時を守ってください。なお、申込終了日以前でも定員に達
［火］
した時点で受付を終了いたします。
申込みされた方には 11月14日

ご指定の連絡方法（複数選択可）
□ 電話 □ファクス □ e メール □ 郵送［チェックをして、任意欄に該当連絡先を記入］
ご希望の回
□ #001 地域連携拠点 PM □ #002 駅前賑わい拠点 PM
□ #003 氷川神社周辺エリア PM ［特に強く希望する回がある場合はお書き添えください］
その他自由記述（ご意見・ご要望等ございましたらご記入ください）

までに、UDCOからご連絡差し上げますので、万一連絡がなかった場
合にはお手数ですが 11月15日以降に再度お問い合わせください。

事務局使用欄｜受領日時

担当

リスト記入日時

注意事項 ● 企画内容は予定であり、予告なく変更する場合がございます。● 先着順としておりますが、できるだけ多くの方にご参加いただけるよう、希望順や組み合わ
せのご要望に従い主催者側で調整をさせていただくことがございますのでご了承ください。強い希望がある場合はその旨ご記入ください。● 本パブリックミーティング
に参加できない場合でも、UDCO の活動拠点「まちラボおおみや」にて随時全体方針原案に関するご説明や、ご意見・ご要望の聞き取り等を行っております。ご希望さ

11/27 MON.
れる方はお気軽に UDCO までお問い合わせください。

10:00–
12:15

大宮駅東口周辺公共施設再編
パブリック・ミーティング

大宮図書館 地下視聴覚ホール

パネルや模型などの展示やスタッフからの直接の説明、
オープン形式による参加者とスタッフとの意見交換、アンケートなどを行います

PUBLIC MEETING

OMIYA

#003

