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①まちづくりの方針（ターゲット）の検討

②目指すべき都市の骨格構造と施策・誘導方針（ストーリー）の検討

③都市機能誘導区域と誘導施設の設定方針

④居住誘導区域の設定方針

立地適正化計画策定に係る
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■第３回庁内検討委員会の位置づけ（令和４年５月時点） 1

第２回 都市構造や防災上の現状と課題

目指すべき都市の骨格構造・誘導方針

第３回 ターゲット・ストーリー・目指すべき都市の骨格構造

誘導区域や誘導施設の設定方針

第４回 誘導区域と誘導施設の設定案、防災指針の取組方針

第５回 立地適正化計画（素案）

住民説明会・パブリックコメント

立地適正化計画策定・公表

令和４年

７月頃

令和４年

10月頃

令和４年
4月28日

令和４年
２月10日

令和４～５年

12～１月頃

令和５年

３月末
※現時点の想定であり、開催スケジュールや内容は変更となる可能性があります。

第１回 立地適正化計画の必要性 （実施済）令和４年
１月24日

都市計画審議会

都市計画審議会

都市計画審議会

都市計画審議会



■立地適正化計画策定の手引きと今回検討委員会議題との関係 2

出典：立地適正化計画策定の手引き（令和２年９月改訂）

今回検討委員会
の議題部分

次回検討委員会
の議題部分



①まちづくりの方針
（ターゲット）の検討



■都市構造・防災の現状と課題のまとめ 4

項目 現状と課題の内容

人口・高齢化の見
通し

・概ね30年後（以下、将来）をピークに人口減に転じる見込み
・高齢化は緩やかに進展し、将来には高齢化率２割台後半に達する

人口密度 ・市街化区域内は高い水準の人口密度を維持（ほぼ全町丁目で40人/haを維持）

高齢者人口
・高齢者人口密度は将来的に約1.5倍。駅周辺や旧来の市街地で高齢者が大幅増
・高齢化は調整区域で先行して進行。将来は全市的に高齢化率２割台後半～３割

生活サービス
(立地状況)

・市民が日常的に利用する商業・医療・福祉・子育て施設は、市街化区域内では広く立地しており、概
ね徒歩圏で利用可能な状況

生活サービス(駅周
辺の拠点性)

・近隣市と比較して自市内購買率は相対的に低い状況で、駅を含む地区では、地区内で私事目的行動が
完結している割合は４割程度に留まる

交通利便性
・市街化区域内は鉄道・バス停の利用圏に概ね内包
・シェアサイクルポートも充実・利用されており、公共交通を補完している状況

都市経営(財政)
・扶助費は増加傾向で今後の高齢化の進展等により投資的経費等が圧迫
・公共施設の老朽化に伴い、施設更新・改修費も増大する見込み

（都市構造の現状と課題 前回資料再掲）

項目 現状と課題の内容

水害
ハザード

・黒目川流域の低地部及び内間木地域に水害ハザードあり
・特に内間木地区（市街化調整区域）は全体的に家屋倒壊等氾濫想定区域
・市街化区域の一部では浸水想定エリアに含まれるが浸水対策も講じられている

土砂災害
ハザード

・土砂災害ハザードは台地と低地の境目となる部分に集中しており、
レッドゾーンも存在

住宅が密集してい
る地区

・朝志ヶ丘地区などは、木造住宅が密集し、火災発生時の延焼リスク
などが他地区と比較して高いものと想定される

（防災まちづくりの現状と課題 前回資料再掲）



■都市構造上の現状と課題を踏まえたターゲットの設定 5

【人口動態や都市構造上の課題のポイント】

①この先30年は人口は減少しない（その後緩やかに
減少）、ただし高齢化は着実に進展している

②もともとコンパクトで高密度な市街地が形成され
ている、ただし駅は移動の結節点であっても生活
の拠点にはなっていない

③災害リスクは主に市街化調整区域に分布している

【朝霞市のまちづくりのポイント】

④公共交通とシェアサイクルサービスが充実した、環境に
やさしく移動しやすいネットワークが構築されている

⑤脱炭素・循環型社会の構築を推進している（第３次朝霞
市環境基本計画 R4.3ほか）

⑥歩いて楽しいウォーカブルな都市づくりを推進している
（ウォーカブル推進都市ほか）

【朝霞市立地適正化計画のポイント】

朝霞市では市街地のコンパクト化はでき
ている。人口減少局面になる前に以下の
ような「次の一手」を打つために立地適
正化計画を策定する

●高齢化への対応

●次世代を担う若い世帯の呼び込みと定住

●都市の拠点性を高める

【朝霞市のまちづくりの
独自性を表すキーワード】

●公共交通、シェアサイクル

●低炭素

●ウォーカブル（歩いて暮らせる、居
心地が良い空間）

●都心近郊に近く、むさしのの自然が
残るまち

●子どものための居場所や遊び場

【朝霞市の立地適正化計画におけるまちづくりの方針（ターゲット）】

将来にわたって持続可能な朝霞市のための「次の一手」となる、

低炭素型（低環境負荷）で人が中心となる都市構造の構築



②目指すべき都市の骨格構造と
施策・誘導方針（ストーリー）

の検討



■都市構造の基本的な考え方（前回資料再掲） 7

将来都市構造は都市計画マスタープランを踏襲
都市拠点・地域拠点を中心に都市機能誘導区域を設定

【将来のまちの骨格（将来都市構造）】（出典：朝霞市都市計画マスタープラン）

北朝霞・朝霞台駅周辺

朝霞駅周辺



■都市構造の基本的な考え方（前回資料再掲） 8

公共交通軸の設定は地域公共交通計画と整合・連携
バス路線沿線の人口密度を維持し、公共交通の持続性を確保

【目指すべき地域公共交通体系】（出典：朝霞市地域公共交通計画）



■目指すべき都市の骨格構造（前回資料を一部編集） 9

【目指すべき基本的な
都市の骨格構造】

都市計画マスタープラン
＋

地域公共交通計画

（目指す都市構造はこれまで
朝霞市が目指してきたとおり
であり、大きな変更はない）



■施策・誘導方針（ストーリー） 10

①都市拠点に都市機能を誘導し拠点性を高めます。

②交通利便性の高いバス路線沿線に居住を誘導し公共交通の持続性を高めます。

③水災害が想定されるエリアの災害リスクを低減させるとともに、安全なエリ
アへのゆるやかな誘導を図ります。

基本的な誘導方針

④高齢化やバリアフリーにも対応したきめ細やかな交通ネットワークを形成
します。

⑤拠点内のウォーカブル化（歩いて暮らせる、居心地が良い空間づくり）を
推進します。

⑥自動車に依存しない移動手段の促進に加え、建築物の省エネやグリーンイ
ンフラの導入等による低炭素型（低環境負荷）の市街地整備・交通体系構築
を推進します。

⑦次世代を担う子どもたちのために交通安全対策を推進します。

「次の一手」のための誘導方針（朝霞市独自のストーリー）



③都市機能誘導区域と
誘導施設の設定方針



■都市機能誘導区域とは 12

都市計画運用指針（第12版 令和４年４月）より要約整理

①基本的な考え方

・都市機能誘導区域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内での支援措置
を事前明示することにより、生活サービス施設の誘導を図るものである。

・原則として、都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生
活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるよ
う定めるべきである。

②都市機能誘導区域の設定

・都市機能誘導区域は、例えば、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共
交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域を設定することが
考えられる。

・都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自
転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。

③留意すべき事項

・都市機能誘導区域は、市町村の主要な中心部のみならず、例えば合併前旧町村の中心部や
歴史的に集落の拠点としての役割を担ってきた生活拠点等、区域の実情や市街地形成の成
り立ちに応じて必要な数を定めることが望ましい。



■都市機能誘導区域の設定方針（前回資料を一部編集） 13

【方針①】都市マスの都市拠点を核に、市民・来街者がアクセスしやすく、
徒歩圏で回遊できる範囲に都市機能を誘導する区域を設定

都市機能誘導区域の設定方針

駅徒歩圏または市役所周辺を基本とし、以下の区域を含む市街化区域
を都市機能誘導区域とすることが考えられる

〇駅や市役所周辺の主要な公共施設や集客施設が立地

〇エリアプラットフォーム対象区域

〇拠点形成に資する公共施設や都市基盤等の整備事業を行う区域

〇商業系用途地域

区域
設定
方針
(案)

〇東部・内間木地域
の最寄拠点として
の役割

根岸台３丁目は立地
適正化計画における
都市機能誘導区域は
設定しない

朝霞駅周辺 北朝霞･朝霞台駅周辺 根岸台３丁目

都市拠点

〇乗換駅としての交流人口の多さ
や、駅勢圏の広域性を活かした
拠点形成

〇駅や市役所周辺の交通利便性や
公共公益機能の集積を活かした
拠点形成

拠点
形成
方針

都市拠点 地域拠点



■都市機能誘導区域の設定方針 14

【方針②】基地跡地地区地区計画エリアは市街化調整区域ではあるが、

地区計画に沿った公共施設・サービス施設を着実に維持・誘導
するため市独自の区域「(仮称)公共的機能維持誘導ゾーン」など
の区域設定を検討

朝霞市基地跡地利用計画（H27.12）

■土地利用計画■基地跡地及び周辺エリアのゾーニング



■都市機能誘導区域の設定方針 15

栃木市立地適正化計画における市独自(法定外)の「公共的機能維持ゾーン」

・栃木市では調整区域にある公共施設が都市機能誘導
区域の機能を補完しているが、施設の老朽化に伴い
付近への移転が予定されていた。

・立地適正化計画に基づき移転計画を着実に進めるた
め、立地適正化計画において公共的機能を補完する
「公共的機能維持ゾーン」を栃木市独自に設定した。

【都市機能誘導区域に準じる独自の区域設定事例】



【参考】都市計画総括図 18



■誘導施設とは 19

都市計画運用指針（第12版 令和４年４月）より要約整理

①基本的な考え方

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するもので
あり、当該区域に必要な施設を設定することとなるが、具体の整備計画のある施設を設定
することも考えられる。この際、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成
や将来の人口推計、施設の充足状況や配置を勘案し、必要な施設を定めることが望ましい。

②誘導施設の設定

誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、

・ 病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機
能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設

・ 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て
支援施設、小学校等の教育施設

・ 集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマー
ケット等の商業施設

・ 行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設

などを定めることが考えられる。



■誘導施設の県内事例（前回資料再掲） 20

【誘導施設の設定例（埼玉県内の事例）】

都市 公共施設 商業施設 医療施設 その他施設

志木市
市役所、総合福祉セン
ター、図書館等

商業施設(1千㎡以上) 病院(100床以上) ―

戸田市
市役所、文化会館、図
書館、博物館等

商業施設(3千㎡以上) 病院(20床以上)
銀行・信用金庫（窓口
機能あり）

川越市 ―
商業施設(5千㎡以上)
スーパー(1.5千㎡以上)
レクリエーション施設

病院(20床以上)
地域包括支援センター、

保育所等、生涯学習施
設(大学ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ)等

坂戸市
市役所、図書館、文化
施設・文化会館等

商業施設(5千㎡以上)
スーパー(1千㎡以上)

病院(20床以上)
銀行・郵便局、小規模
保育施設

東松山市
市役所、地域交流セン
ター、図書館、子育て
支援拠点等

商業施設(3千㎡超)
スーパー(1～3千㎡)

診療所(内科・外科・小
児科・産科・産婦人科)

地域包括支援センター

銀行・信用金庫、郵便
局等

本庄市
市役所、市民活動セン
ター、総合支所等

商業施設(1万㎡以上)
病院(20床以上)
診療所(小児科・産科)

地域包括支援センター、
保育所等



■誘導施設の設定方針 21

①市全域からの利用が見込まれる施設の種別を抽出（立地適正化計画作成の手引きより）

＜誘導施設の検討手順＞

①市全域からの利用が見込まれる施設の種別を抽出

②都市拠点ごとに施設の立地状況を確認

③「誘導タイプ」と「維持タイプ」に分けて誘導施設を位置付け

生活利便施設 
概要 

日常生活圏で提供される 

ことが望ましい施設 

市全域からの利用が 

見込まれる施設 機能 施設 

医療 
病院 ・総合的な医療サービスを受けることができる施設（病床数 20 床以上、入院施設含む）  ● 

診療所 ・日常的な診察や処方箋を受け取ることができる施設 ●  

介護福祉 

総合福祉センター ・高齢者福祉の指導、相談の窓口や活動の拠点となる施設  ● 

地域包括支援センター 
・高齢者が地域で生きがいを持って自立した生活を送れるよう住まい方や活動ができる施設 

・支援が必要な高齢者が介護や見守り、生活支援等のサービスを受け、安心して暮らし続けるこ

とができる施設 

●  

デイサービスセンター ●  

サービス付き高齢者向け住宅 ●  

介護保険等サービス施設 ●  

子育て支援 

子育て総合支援センター ・市民を対象とした児童福祉に関する指導、相談の窓口や活動の拠点となる施設  ● 

子育て支援センター 

・子どもを持つ世代が日々の子育てに必要なサービスを受けることができる施設 

●  

保育園・幼稚園等 ●  

一時預かり ●  

教育・文化 

図書館（本館） 
・市民を対象とした教育文化・スポーツ等のサービスの拠点となる施設 

 ● 

文化・スポーツ施設  ● 

小学校・中学校 ・日常生活を営む上で必要となる公的な教育サービスを受けることができる施設 ●  

商業 

大規模商業施設 
・時間消費型のショッピングニーズなど、様々なニーズに対応した買い物、食事を提供する施設 

 ● 

商店街（店舗） ●  

食品スーパー 
・日常の生活に必要な生鮮品、日用品等の買いまわりができる施設 

●  

コンビニエンスストア ●  

行政 
市役所（本庁舎） ・中枢的な行政施設  ● 

支所等 ・日常生活を営む上で必要となる行政窓口等 ●  

金融 銀行・信用金庫 ・決済、融資などの金融機能を提供する施設  ● 

 



朝霞駅周辺 朝霞台・北朝霞駅周辺

●子育て総合支援センター

・市民を対象とした児童福祉
に関する指導、相談の窓口や
活動の拠点となる施設

〇●商業施設

・店舗面積1,000㎡以上の施設

●銀行・信用金庫

・窓口機能を有する店（ATM
機能のみの施設は除く）

●市役所（本庁舎）

●病院

〇子育て総合支援センター

・市民を対象とした児童福祉
に関する指導、相談の窓口や
活動の拠点となる施設

〇●商業施設

・店舗面積1,000㎡以上の施設

●銀行・信用金庫

・窓口機能を有する店（ATM
機能のみの施設は除く）

朝霞駅周辺
朝霞台・北朝霞

駅周辺

病院
▲

駅1km圏内にあり

▲
駅1km圏内にあり

総合福祉センター ×
▲

駅1km圏内にあり

子育て総合支援セ

ンター

●
市役所、子育て世代
包括支援センター

×

図書館
▲

駅1km圏内にあり

▲

駅1km圏内にあり

文化・スポーツ

施設

▲
駅1km圏内にあり

▲
駅1km圏内にあり

大規模商業施設
●

店舗面積3,000㎡以上
●

店舗面積3,000㎡以上

市役所（本庁舎） ● ×

銀行・信用金庫 ● ●
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②都市拠点ごとに施設の立地状況の確認 ③「誘導タイプ」と「維持タイプ」に分け
て誘導施設を位置付け●：都市機能誘導区域に想定する区域内に施設が立地

▲：都市機能誘導区域ではないが駅１ｋｍ圏内にあり
（調整区域に立地するものも含む）

✕：付近に立地していない

〇誘導タイプ＝都市機能誘導区域内への立地を積極的
に誘導するもの

●維持タイプ＝既に都市機能誘導区域内に立地してい
る施設がなくならないよう、維持存続
を図るもの

（〇：誘導タイプ、●：維持タイプ）
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■誘導施設の届出制度 24



④居住誘導区域の設定方針
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都市計画運用指針（第12版 令和４年４月）より要約整理

①基本的な考え方

・居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持すること
により、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
である。

・都市全体における人口や土地利用、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘
案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や
公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきである。

②居住誘導区域の設定

・居住誘導区域を定めることが考えられる区域として、以下が考えられる。

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域

イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、
都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域

ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域

③留意すべき事項

・居住誘導区域をいたずらに広く設定するべきではなく、人口動態、土地利用、災害リスク、
公共交通の利便性等を総合的に勘案した適切な区域設定が行われるべき

・農地、生産緑地地区など将来にわたり保全することが適当な農地については、居住誘導区
域に含めず保全を図ることが望ましい
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市 街 化 区 域

①居住に適さない区域の除外
・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
・「工業地域」かつ「地区計画で居住を制限」している区域
※洪水による浸水エリアが存在するが、浸水対策を実施済のため除外しない

②居住誘導区域の詳細検討【次回検討】

・地形・地物、用途地域に基づき、区域界を設定

まちなか居住ゾーン 移動らくらくゾーン 居住環境維持ゾーン

居住誘導区域 居住誘導区域のなかでも、性格に応じてゾーンを区分

■朝霞市の市街化区域は全域で人口密度が高く、公共交通の利用圏域でもあることから、基
本的に「市街化区域のうち居住に適さない区域を除外」した区域を居住誘導区域とする

■また、居住誘導区域のなかでも住まい方や密度感などの性格が異なるため、性格に応じて
ゾーン区分することを検討していく

まちなか居住や高齢者向け住宅を積
極的に誘導（都市機能誘導区域とイコール）

電車やバスなど公共交通の高い利便
性が確保された住宅市街地

一定の利便性が確保された現在の良
好な居住環境を維持

居住誘導区域のゾーン
区分（名称や性格の設
定）は暫定案であり、
次回委員会にて引き続
き検討します
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〇居住誘導区域からの除外を検討する要素 〇朝霞市水害ハザードマップ

浸水想定区域が一部市街化区域
に存在するが、大規模な雨水浸
透・貯留施設の設置等の浸水対
策が講じらる予定のため、居住
誘導区域から除外するかしない
かは、防災指針との兼ね合いで
検討します。

=居住を制限しているため居住誘導区域から除外する

=都市再生特別措置法において「居住誘導区域に含まない」
こととされているため居住誘導区域から除外する

=都市計画運用指針や立地適正化計画の手引きにおいて、

防災対策等を総合的に勘案して判断することとされている
ため、今後検討する防災指針等も踏まえて居住誘導区域に
含めるかどうかを引き続き検討する

=市街化区域内には存在しない



（参考）旧暫定逆線引き地区 30

〇旧暫定逆線引き地区とは

（道路整備基本計画（令和元年5月）の記述より抜粋整理）

・埼玉県では、昭和59年（1984）年12月に、市街化区域内
で計画的な市街地整備の見直しが明らかになっていない農
地の割合が大きい区域を対象に、一旦、用途地域を残した
まま市街化調整区域に編入することで乱開発を抑制し、計
画的に都市基盤の整備を行うための土地区画整理事業の実
施が確実になった時点で再度、市街化区域に編入する『暫
定逆線引き地区』の指定を行った。

・その後、埼玉県が暫定逆線引き地区の見直しの方針を策
定し、朝霞市ではその方針に沿って、市内に残っていた旧
暫定逆線引き地区（５地区）についてそれぞれの地区に応
じた地区計画を定め、市街化区域へ編入した。

・今後、市街化区域に編入されたことにより、市街地形成
が進行することが予測されるため、旧暫定逆線引き地区地
区計画に位置付けられた区画道路の整備を計画的に行う必
要がある。

【居住誘導区域の設定における旧暫定逆線引き地区の扱い】

上記のとおり旧暫定逆線引き地区は一定の基盤整備を行って
いくため居住誘導区域に含めるが、他地区と比較して優先的
に居住を誘導していく性格のものではないため、居住誘導区
域のゾーン区分においては旧暫定逆線引き地区の要素は考慮
しない。

「朝霞市の都市計画 ～地区計画～（平成23年１月）」 より
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