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平成２７年１２月 

朝 霞 市  
 



 

 

はじめに 

 

 本市に残る基地跡地は、第２次世界大戦後、米軍が「CAMP DRAKE」として使用して

いた場所のうち北側の「CAMP NORTH」と呼ばれていた区域になります。 

 昭和４９年に、日米協議によりこの「CAMP NORTH」の大部分の返還が決定し、昭和

６１年の米軍通信施設の返還を最後に、本市からすべての米軍基地が姿を消すこととなりま

した。 

 返還された約５０ヘクタール余りの土地は、当時の国有財産中央審議会答申（三分割答申）

に基づき、国と地元自治体（県・市）、そして将来の利用を想定した留保地とに区分され活

用することになりました。これを契機に、現在の朝霞郵便局（国の施設）、保健所・朝霞西

高校・あさか向陽園（県の施設）、朝霞第八小学校・朝霞第四中学校・中央公園・青葉台公

園・総合体育館・中央公民館・図書館（市の施設）といった公共施設整備が進み、その一方

で、中央公園と青葉台公園に挟まれた約１９．４ヘクタールの土地は留保地として残される

ことになりました。 

 平成１５年、政府の財政制度等審議会の答申により、留保地の有効活用に道が開けたこと

を受け、本市では、５年間に及ぶ検討を経て、残された１９．４ヘクタールの利用計画を策

定し、平成２０年５月に国へ提出しました。この利用計画は、公園を中心として利用するも

のですが、土地の一部に国の要請に基づく国家公務員宿舎用地が位置付けられています。 

 今回の計画見直しの発端は、この国家公務員宿舎建設が紆余曲折を経て、平成２３年１２

月に正式に中止され、土地を所管する関東財務局長から利用計画の見直し・再提出の要請を

受けたことによります。加えて、本市としても、この間の状況の変化への対応や新たな将来

展望も踏まえ、現行の基本計画を基礎としつつ所要の見直しを行ったものでございます。 

広大な基地跡地の利用を的確に進めていくには、今後も多くの皆様のご協力をいただく必

要がございます。本利用計画が、私たち市民の夢の実現に向けた確かなステップとなるよう

全力を傾注してまいりますので、市民の皆様のさらなるご理解とご協力を切にお願い申し上

げます。 

 結びに、本計画の見直しにあたり、真摯な検討をいただきました高村委員長をはじめ基地

跡地利用計画見直し検討委員会の委員の皆様、意見交換会やパブリック・コメント等を通じ

て貴重なご意見を頂戴いたしました市民各位に心から感謝を申し上げます。 

 

平成２７年１２月 

朝霞市長 富岡 勝則 

 



 

 

 

本計画の取りまとめにあたり 

 

朝霞基地跡地は、駅から至近な距離に位置する大規模な一団の土地であり、極めて多彩で

豊饒な可能性を秘めている。朝霞市のみならず、世界都市を目指す東京圏においても、また、

この先々においてもほとんど確保が困難と思われる貴重な財産である。 

このため、国家公務員宿舎用地が白紙化されたことによる利用の見直しにあたっては、平

成 20年に策定した基地跡地利用計画を基礎にして、シンボル性、地域資源活用、財政負担

の軽減等を念頭に議論した。 

また、今後の経済社会の潮流の進展、朝霞市を取り巻く状況も見据えつつ、中長期的視点・

広域的視点をもって、英知を結集し取り組んだ。 

そもそも都市の魅力は、安全性、機能性・機動性、快適性、美しさだけで成り立っている

のではない。もはやそれだけでは、市民の誇りとなることも、新たな名所となることも十分

ではない。その土地ならではの楽しみ方が、さらには朝霞ならではのスタイルが望まれる。

行政や民間事業者、これに携わる関係者による取組みに、市民の営み、表情、楽しみ、息遣

い等が積み重なって初めて魅力や誇りが生まれる。そのためには、ハード面のみならず、そ

こでの営みや市民の参加を含めた全体のマネジメントやプロデュースに対する取組みが必

要とされる。完成には相当の年月を要するため、中長期的・継続的取組みも欠かせない。 

本取りまとめは、現在の法令・基準、施設立地の可能性や実現性などをもとに行われたも

のであり、今後の情報通信技術（ICT）革命、新たなタイプの施設の登場やニーズ、さらに

は関連法令の改正、規制緩和、官民の新たな開発タイプの登場などの変化、時代の潮流の変

化や時代の要請にもとづき、弾力的かつ適切に対応する必要がある。 

また、次の世代の意見の反映、財政上の課題、民間活力の導入などにも留意する必要があ

る。 

地域の総力と知恵の結集を通し更なる検討や取組みがなされ、朝霞基地跡地の利用と完成

が、やがては市民の願いとなり、市民の誇りとなり、次の世代に受け継がれていくことを心

より願ってやまない。 

 

平成２７年１１月 

朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会 

 委員長 高村 義晴 

 



 

 

 

 

目  次 

 

 

 

１．基地跡地の現状と検討の経緯・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．基地跡地利用計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・８ 

３．主要ゾーンの整備方針・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

４．実現化の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

５．整備計画と事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

６．計画の推進に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

７．資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

 



 

1 

１．基地跡地の現状と検討の経緯 

（１）基地跡地の現状 

１）朝霞市の地勢、基地跡地の位置及び周辺状況 

・朝霞市は埼玉県の南西部に位置し、県庁所在地であるさいたま市から約 9km、東京都心

から約 20km の距離にあり、和光市、新座市、志木市、東京都練馬区などに隣接してい

ます。 

・本市の地形は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を残

しています。また、荒川とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部には東西に黒目川

が流れるなど、変化に富んだ地形となっています。 

・交通の面では、本市の南部を国道 254 号（川越街道）、東部の市境を東京外かく環状道

路が通り、高速道路に容易にアクセスすることができます。また、北西から南東の方向

には都心と直結する東武東上線と東京メトロ有楽町線・副都心線（東急東横線、みなと

みらい線と相互乗入）、南西から北東の方向にはさいたま市など県央地域と結ぶＪＲ武

蔵野線が走り、都市交通の重要な結節点となっています。 

・基地跡地（留保地約 19.1ha）は市の南西部に位置し、東武東上線朝霞駅から約 700mの

距離に位置しており、周辺の基地跡地（処分済用地）には、公園、学校、図書館等の多

くの公共公益施設が立地しています。 

・基地跡地は飛び地状の市街化調整区域に位置しており、周辺は、北側が朝霞駅から連な

る商業系用途地域、東・西・南側が住居系用途地域に指定されています。 

 

 

■朝霞市位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基地跡地 
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■朝霞市都市計画図 

 

基地跡地： 
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２）基地跡地の利用状況 

・敷地①（0.9ha）と敷地②（0.1ha）は、北側に朝霞市役所、敷地間に朝霞税務署、朝霞

公共職業安定所（予定）、南側に青葉台公園が隣接しています。また、敷地①の一部は

青葉台公園第２駐車場や消防訓練場として暫定利用されています。 

・敷地③（16.4ha）のうち、国家公務員宿舎の建設が予定されていた用地（3.0ha）につ

いては、財務省関東財務局と管理委託契約を締結し、朝霞の森として暫定利用していま

す。周囲には、朝霞中央公園、青葉台公園、朝霞第一中学校、朝霞西高校、朝霞保健所

等の公共施設が立地しています。敷地東側の公園通りは緑豊かな並木道となっています。 

・敷地④（1.7ha）の周囲には、南に中央公民館、図書館等が、北側には商業施設が立地

しています。 

［※敷地①～④については、周囲をフェンスに囲まれており、立ち入ることができません。］ 

 

■基地跡地現況図 

 

敷地① 

０．９ha 

敷地② 

０．１ha 

敷地③ 

１６．４ha 

敷地④ 

１．７ha 

青葉台公園 

朝霞西高校 

朝霞第一中学校 

朝光苑 

朝霞税務署 

朝霞公共職業安定所（予定） 

あさか向陽園 

朝霞保健所 

総合体育館 

図書館 

中央公民館 

朝霞郵便局 

朝霞中央公園 

基地跡地（留保地） 

      ：約 19.1ha 
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３）上位計画等における位置付け 

基地跡地は朝霞市の中心部に残る貴重な空間資源であることから、各種の上位計画等に

おいて、長期的な視点に立ち、市民意向の把握や国・県との調整を十分に図りつつ、適正

な跡地利用を進めることが位置付けられています。 

 

①第４次朝霞市総合振興計画（平成 18年 3月） 

・基地跡地については、緑の拠点機能など多面的な活用が期待される本市のシンボルとなる拠点

であり、新たなまちづくり拠点として、市民の合意形成を積極的に進め、まちづくりの重要な

核として市民にとって有効な活用を図る。 

【都市整備】 

・キャンプ朝霞跡地の利用については、平成 15 年 6 月に国の財政制度等審議会において、従来

の基本的考え方を転換した「原則利用、計画的有効活用」の答申が出されたことを受け、長期

的視点に立ちながら、跡地利用について検討していくことが求められる。 

【キャンプ朝霞跡地の有効活用】 

・長期的視点に立った本市のまちづくりのシンボルとしての跡地利用を進めるため、市民との協

働による利用方法の検討を行い、基地跡地の有効活用に努める。 

 

※現在策定中の「第５次朝霞市総合計画前期基本計画（案）」では、『都市基盤／土地利用』 

において、「キャンプ朝霞跡地では国家公務員宿舎整備事業の中止を受け、基地跡地利用 

計画見直し検討委員会での利用計画の見直し結果に基づき、市民参画を図りながら具体的 

な議論を進めていきます。」と位置付けています。（平成 27年 7月時点） 

 

 
 

②朝霞市都市計画マスタープラン（平成 17年 3月） 

・基地跡地を新たなまちづくり拠点と位置付け、全市的な利用の観点から、防災拠点やみどりの

拠点など多面的な利用可能性の検討を行う。 

・検討にあたっては、議会や市内の各種団体の代表などによる検討委員会を設置し、市民参画を

図りながら具体的な議論を進める。 

 

※現在見直し中の「朝霞市都市計画マスタープラン（素案）」では、「キャンプ朝霞跡地につ 

いては利用計画見直し検討委員会での結果を踏まえた具体的な活用策を検討する必要があ 

ります。市街地内にあるキャンプ朝霞や企業などの大規模な跡地については、市全体や地 

域の活性化に資する有効な土地利用を誘導します。キャンプ朝霞跡地について、防災拠点 

やみどりの拠点など周辺施設と連携した多面的な利用可能性の検討を行い地域の交流と活 

性化を図ります。」などと位置付けています。（平成 27年 7月時点） 

 

 
 

③朝霞市景観計画（平成 28年 4月施行予定） 
 
※現在策定中の「朝霞市景観計画（案）」では、『朝霞市の景観特性／基地跡地の緑豊かでゆ 
 とりとにぎわいを感じる景観』として、「基地跡地では、公園通りのケヤキ並木をはじめと 
して、街路樹や緑地の緑豊かでゆとりを感じさせる景観となっています。また、公園通り 
では彩夏祭などのイベントが開かれ、市内外から多くの人が訪れる、にぎわいを感じるこ 
とのできる景観となっています。街路樹の美しい樹形や緑を保つことや、今後も人々が集 
いやすく、交流ができる場づくりが大切です。」と位置付けています。 
（平成 27年 7月時点） ※「彩夏祭」＝朝霞市民まつり彩夏祭 
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④朝霞市緑の基本計画（平成 18年 12月） 

・跡地利用については、現存する樹木・樹林を効果的に活用するよう努める。 

・基地跡地は緑化重点地区に位置付けられており、地区内の公共施設については、周辺地域との

関連性に考慮しながら、施設の緑化や外周部の緑化に努める。 

・青葉台公園や朝霞中央公園などの既存施設と連携した緑の拠点機能など、多面的な活用につい

て検討する。 

 

※現在見直し中の「朝霞市みどりの基本計画（素案）」では、基地跡地は、継続して緑化重点 

地区に位置付け、新たに『水と緑の拠点』として位置付けることを検討しています。 

（平成 27年 7月時点）※計画名は、今回の改定において、「緑→みどり」と変更予定です。 
 

 
 

⑤第２次朝霞市環境基本計画（平成 24年 3月） 

・市民参加によるキャンプ朝霞跡地の有効活用に努めていく。 

 
 

⑥朝霞市地域防災計画（平成 25年 3月） 
・公園は、レクリエーション空間、良好な都市環境の維持、都市景観の形成などの機能を有する
とともに、延焼防止、避難場所等の防災活動拠点等の機能を持つなど防災上も重要なものであ
る。 

・関係各課（まちづくり推進課、みどり公園課、生涯学習・スポーツ課、文化財課、危機管理室）
は、こうした公園の有用性を踏まえ、公園内に耐震性貯水槽、防災行政無線及び非常電源施設
等を整備するなど、地域における防災力の向上に努めるものとする。 

 
 

⑦朝霞市中心市街地活性化基本計画（平成 16年 3月） 

・基地跡地に隣接する 57.0ha を中心市街地と設定し、朝霞駅周辺の市街地整備を契機とした多

様な生活・交流の場づくりを行いながら、商店街と地域の連携により、にぎわいづくりを進め

ることが位置付けられている。 

 
 

⑧埼玉県５か年計画（平成 24年 6月） 

・快適で暮らしやすく魅力あふれるまちをつくる ～ 米軍基地跡地の有効利用 

・基地跡地については、地域の意向に沿った利用がなされるように支援していきます。 

 

 ※現在見直し中の①～④の計画については、今後、策定や見直し過程で変更が生じることがあ

ります。 
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（２）基地跡地に関する検討の経緯 

１）平成 20年 5月までの経緯 

・昭和 20年 9月、朝霞に米軍が進駐を始めました。昭和 40年頃から基地返還要求運動が

始まり、昭和 49 年 8 月にキャンプ朝霞の大部分は日本に返還されることが決定し、昭

和 61年に通信施設の返還により市内から米軍基地がなくなりました。 

・その間、昭和 53年に「キャンプ朝霞跡地利用基本構想」を策定し、更に平成 13年に「朝

霞基地跡地利用計画」を策定して、跡地利用の検討が進められてきました。 

・その後、平成 15 年 6 月に出された財政制度等審議会答申、及び同年 7 月に出された財

務省理財局長通知を受けて、平成 16年 11月に「朝霞市基地跡地利用計画策定委員会」

を設置し、新たな利用計画の検討に着手しました。 

・平成 18 年 2 月財務省から基地跡地に国家公務員宿舎の建設について市に申し入れがあ

りました。 

・平成 18年 12月に、朝霞市基地跡地利用計画策定委員会が策定した「朝霞市基地跡地利

用基本計画（最終報告）」が市に提出され、これを踏まえて、平成 19 年 12 月に、朝霞

市基地跡地整備計画策定委員会が本利用計画書のベースとなる「朝霞市基地跡地整備計

画書」を作成し、市に提出しました。 

・基地跡地整備計画書を基に平成 20 年 1 月にパブリック・コメントを実施し、同年 4 月

にパブリック・コメントの意見を踏まえ、市としての「朝霞市基地跡地利用計画」を策

定、翌月に国へ提出しました。 

 

２）それ以降の経緯 

・「朝霞市基地跡地利用計画書」の作成を受けて、平成 21年 2月に地区計画（基地跡地地

区）を決定しました。 

・平成 22年 3月に基地跡地の整備に向けた方針等を決定するため「朝霞市基地跡地公園・

シンボルロード整備基本計画」を策定しました。 

・平成 23年 12月１日、財務省の国家公務員宿舎の削減のあり方検討委員会の報告書が公

表され、朝霞住宅整備事業は、この報告に基づき正式に事業中止の決定が行われました。 

・平成 24 年 2 月 20 日、財務省関東財務局長から市長宛に、「基地跡地利用計画」のうち

土地利用計画の見直しと再提出を求める文書が提出され、同年 2 月 24 日、市は関東財

務局長に対して「利用計画の見直しを進める間、宿舎予定地を管理委託により暫定利用

したい」旨を回答しました。 

・平成 24年 8月 9日、旧国家公務員宿舎用地（3ha）の管理委託契約（契約期間 2年）を

締結し、暫定利用広場として市民に開放するための準備工事等を行いました。同年 11

月 4日、暫定利用広場「朝霞の森」がオープンしました。 

・平成 26 年 5 月 23 日、朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会を設置し、「朝霞市基

地跡地利用計画書」の見直し作業に入りました。 
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■経緯のまとめ年表 

S16.10 陸軍予科士官学校及び陸軍被服廠本廠の分廠が東京より移転 

S20. 9 旧陸軍施設に米軍が進駐(キャンプドレイクの設営)旧陸軍予科士官学校跡地を

サウスキャンプ、旧被服廠跡地をノースキャンプと呼ぶ 

S32. 米軍司令部が韓国に移動。北キャンプに情報通信施設が残る 

S35. 3 陸上自衛隊が米軍南キャンプに駐屯 

S40.～ 市民団体による基地返還要求運動 

S49. 8 キャンプ朝霞の大部分の日本返還が決定 

S49.12 キャンプ朝霞跡地整備促進協議会結成(キャンプ朝霞跡地利用地元計画決定) 

S50. 9 市議会は「キャンプ朝霞北地区跡地利用促進に関する意見書」を国に提出 

S53.11 キャンプ朝霞跡地利用基本構想策定 

S54.11 国有財産中央審議会の答申においてキャンプ朝霞返還国有地の処理大綱が決定 

S61. 2 米軍通信施設返還により市内から米軍基地がなくなる 

S62. 6 「大口返還財産の留保地の取扱いについて（留保地答申）」で基本的考え方が示

される 

H13. 5 朝霞市基地跡地利用計画策定（留保地答申の基本的考え方に則り、8 つのゾー

ニングを行うなどの市独自の土地利用構想を決定する） 

H15. 6 財政制度等審議会から国に対して、「大口返還財産の留保地の今後の取扱いにつ

いて」が答申される 

H15. 7 「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」通知（従来の「原則留保、

例外公用･公共利用」の基本的考え方を「原則利用、計画的有効活用」に転換） 

H16. 3 基地跡地利用計画書の見直し結果の公表 

H16. 6 基地跡地見学会及びアンケートの実施・市民意見募集 

H16.11 朝霞市基地跡地利用計画見直しのための「朝霞市基地跡地利用計画策定委員会」

の立上げ（～H18.12まで全 18回開催：委員数 15名） 

H17.7～8  「第４次朝霞市総合振興計画 市民・職員意識調査実施」 

H17. 8 基地跡地シンポジウム開催・基地跡地写真展開催 

H17.11 朝霞市基地跡地利用計画市民懇談会の開催（～H18.12 まで全 18 回開催：参加

者数 100名） 

H18.12 朝霞市基地跡地利用基本計画（最終報告）が市に提出される 

H19. 4 朝霞市基地跡地整備計画策定委員会の開催（～H19.12まで全 8回開催） 

H19.12 朝霞市基地跡地整備計画書が市に提出される 

H20.1～2 基地跡地整備計画に関するパブリック・コメントを行う（605件の意見提出） 

H20. 4 朝霞市基地跡地利用計画策定（翌月に国へ提出） 

H21. 2 朝霞基地跡地地区地区計画決定 

H22. 3 朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画策定 

H23.12 国家公務員宿舎建設中止決定 

H24. 2 財務省関東財務局長から「基地跡地利用計画」のうち土地利用計画の見直しと

再提出を求められる 

H24.11 暫定利用広場「朝霞の森」オープン 

H26. 5 朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会設置（～H28.10 全 8回開催） 
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２．基地跡地利用計画の見直し 

（１）見直しに当たって 

１）見直しの方針 

・平成 20 年 4 月に朝霞市基地跡地利用計画が策定されるまでの検討の蓄積を大事にする

観点から、基本的にこの計画を基礎として、状況の変化等を踏まえて必要な修正を加え

ました。 

・基地跡地の利用の検討に当たっては、まちづくりの観点から周辺地域との関連性も踏ま

えて、利用計画の見直しを行いました。 

 

２）見直しの枠組み 

・整備完了の目標時期は、21世紀中頃とします。 

・対象地域は、「基地跡地」及び「一体利用またはその提案が必要とされる地域」としま

す。 

 

（２）基地跡地整備の基本方針 

利用計画の見直しに当たっては、平成 20 年 4 月に策定された朝霞市基地跡地利用計画にあ

る基本理念、基本方針等を踏襲し、また、平成 18年 12月に策定した「基地跡地利用基本計画

（最終報告）」の市民参加のプロセスも大事な視点として捉えました。 

 

１）基本理念 

①基本理念１：まちの中心、シンボルとなること 

②基本理念２：豊かな地域資源を活かし、かつ、歴史を伝えること 

③基本理念３：周辺の公共施設との連携及び、公共施設の有効活用に配慮すること 

④基本理念４：16.4haを中核とする経済・財政の面で実現性の高い計画を目指すこと 

※これら 4つの基本理念を受けて、具体的に基地跡地整備を推進するに当たっての基本方針及

び基本コンセプトを設定しました。 

 

２）基本方針、基本コンセプト 

【基本理念１】まちの中心、シンボルとなること 

       ↓ 

【基本方針１】基地跡地に遺されている緑豊かな自然や、周辺に立地している公共施設、

さらにはその立地を活かし、“次の朝霞づくりのための拠点”の形成を目指します。

また、“次の朝霞”のシンボルとしての役割を担います。 

   ※“次の朝霞”とは、現在策定中の第５次朝霞市総合計画に定められる「市の将来像（ビ

ジョン）、及び将来像の基本概念（コンセプト）」から描き出される『朝霞（まち）』

を示しています。 

 

（基本方針の具体的イメージ） 

①基地跡地の自然そのものを、次世代に引き継ぎたいシンボルとします。 

②暫定利用広場「朝霞の森」は市民の庭として親しまれるなど、朝霞市民にとって価値のあ

る空間、さらには市外の人にとっても価値のある空間とします。 

③防災機能（防災公園）、集客機能（公園等の便益施設など）の役割を担います。  

④緑と文化のまち、自然と親しめる空間、市民が協力してつくるまちを目指します。
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【基本理念２】豊かな地域資源を活かし、かつ、歴史を伝えること 

       ↓ 

【基本方針２】朝霞の原風景ともいえる武蔵野の樹林、人の手の入らないことで形成され

た特徴的な樹林、基地利用の歴史などの地域資源を受け継ぎ、そこに現在を生きる

市民の想いを込めて、次の世代に引き継ぎます。 

 （基本方針の具体的イメージ） 

①市民まつり、街中での花火、ケヤキ並木、兵舎の跡等の資源を次の世代に引き継ぎます。 

②自然や基地の歴史など地域資源を活かした空間とします。 

③基地跡地の規模を活かして、セントラルパークのような価値を創出します。 

 

【基本理念３】周辺の公共施設との連携及び、公共施設の有効活用に配慮すること 

      ↓ 

【基本方針３】周辺の公共施設と、基地跡地に導入する機能との有機的連携関係の創出に

より、多彩な魅力と価値を創造します。 

 （基本方針の具体的イメージ） 

①基地跡地の利用に併せた、周辺の公共施設の利用・活動の見直し・拡充に配慮します。 

②行政施策との有機的な結合を検討します。 

③公共施設用地に公共公益施設、将来的な検討の例示として市庁舎、市民会館、コミュニ

ティセンター、図書館等を一体化し、新たな拠点にします。 

④相互に公共施設を連携させ、勉強、研究の場としての利用を考えます。 

⑤各公共施設が基地跡地により分断されるのではなく、基地跡地を「前庭」として相互に

つながりを持たせていく利用が必要です。 

 

【基本理念４】16.4haを中核とする経済・財政の面で実現性の高い計画を目指すこと 

      ↓ 

【基本方針４】その実現が市民の願いとなり、かつ実現可能な計画となること。 

 （基本方針の具体的イメージ） 

①周辺住民だけではなく、広く朝霞市民、さらには市域外から利用者が来訪する場にします。 

②朝霞市民にとって価値ある空間の実現を目指します。 

③重点投資を行うことについて、大方の市民の理解の得られる空間利用を考えます。 

④国や県の協力・支援や民間資金、民間活力の活用の可能性を検討します。 

⑤収益性を考慮した施設、イベント等の導入を検討します。 

⑥都市経営的視点に立って考えます。 

⑦コスト縮減を図ります。 

 

 

 

   【基本コンセプト】 

    周辺の公共施設と連携し、緑に囲まれた“次の朝霞”のための‷憩いと交流の拠点‴ 
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（３）基地跡地及び周辺エリアの将来像 

基地跡地の立地条件や上位計画等における位置付けを踏まえ、隣接する中心市街地と連携し

て、朝霞市民の生活向上に貢献する基地跡地及び周辺エリアの形成を目指します。 

 

１）基地跡地 

  既存の周辺公共施設の活用及びそれらとの連携とともに、緑の拠点としての機能や、市

の文化、スポーツ、レクリエーション的利用など、多面的な活用が期待される本市のシン

ボルとなる拠点として位置付けます。 

 

２）まちの拠点 

  鉄道交通の利便性を活かした市の中心的な地区として、また、市の玄関口としての機能

の強化や商業施設等の立地誘導を図るため、まちの拠点として東武東上線朝霞駅周辺を位

置付けます。 

 

３）新たなまちの拠点 

  広域交通軸に位置付けられている国道 254号（川越街道）の沿道で、商業系ゾーンに接

する立地特性を活かした土地利用が期待される旧第四小学校跡地を新たなまちの拠点と

して位置付けます。 

 
■基地跡地及び周辺エリアの将来像 

県道新座和光線 

都
市
計
画
道
路 

緑
ヶ
丘
通
線
（
城
山
通
り
） 

東武東上線 

朝霞駅 

国道 254号 

都
市
計
画
道
路 

観
音
通
線 

都
市
計
画
道
路 

上
ノ
原
通
線
（
公
園
通
り
） 

県道朝霞蕨線（市役所通り） 

賑わいと活力エリア 

賑わいと活力エリア 

緑と交流エリア 

都市計画道路 本町通線 

旧第四小学校跡地 

県道新座和光線 

基地跡地 

まちの拠点 

新たなまちの拠点 
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４）ネットワーク 

■基地跡地及び周辺エリアのネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 254号 

⑥朝霞中央公園 ⑦朝霞の森 ⑧上ノ原通線 

③体育館前交差点 ①市役所前交差点 

⑤広沢の池 ④青葉台公園 

⑪基地跡地 ⑬基地跡地南東角 

⑩ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑩基地跡地 ⑨基地跡地 ⑫基地跡地 

②基地跡地北東部交差点 
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（４）土地利用計画 

“次の朝霞”のための‷憩いと交流の拠点‴の形成に向けて、周辺の公共公益施設などを踏ま

えてゾーニングを実施し、基地跡地（留保地約 19.1ha）の土地利用を設定します。 

 

１）見直しの主なポイント 

①現行計画の国家公務員宿舎用地（朝霞の森）と複合公共施設用地を公園用地に変更して、

「みどりの拠点ゾーン」を拡大し、青葉台公園や朝霞中央公園との連携、一体的利用の

可能性を高めます。 

②基地跡地周辺の公共施設の集約化を可能とする用地として、現行計画の図書館北側の公

園用地を公共施設用地に変更します。 

③現行計画のシンボルロードを市役所まで延伸して、駅からの動線（駅前通り）と結節さ

せて、朝霞駅南口の活性化に向けた可能性を高めます。 

 

２）ゾーニングの考え方 

①「みどりの拠点ゾーン」を拡大します。（旧国家公務員宿舎用地、旧複合公共施設用地、

青葉台公園を加えます。） 

②図書館北側の公園用地を中心とした一帯を、公共施設集約を目的とする「市民サービス

の拠点ゾーン」とします。（土地利用目的の交換） 

③鉄道の利便性を活かした市の中心的な街区として「まちの拠点ゾーン」とします。 

④新たに旧第四小学校跡地を「新たなまちの拠点ゾーン」とします。 

⑤「シンボルロード」を市役所まで延伸します。 

⑥新たに、広沢の池、学校を併せて「文化・教育ゾーン」とします。 

⑦朝光苑、あさか向陽園等を「福祉ゾーン」とします。 

 
■基地跡地及び周辺エリアのゾーニング 
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３）基地跡地の土地利用計画 

  ①みどりの拠点ゾーンのうち、公園的な利用をする区画を公園用地とします。 

②市民サービスの拠点ゾーンのうち、行政機能と文化活動の拠点として利用する区画を公

共施設用地とします。 

 ③シンボルロードとして道路法に基づいて市道認定する区画をシンボルロード用地とし

ます。 

 ④朝霞税務署や朝霞公共職業安定所（予定）などを集約した落ち着いた街並みの区画を業

務系施設用地とします。 

 

■土地利用計画 

   

 

 

 

 

朝霞駅 

0.9ha 

0.1ha 

1.8ha 

1.7ha 
14.6ha 

＜凡例＞ 

①公園用地 

②公共施設用地 

③シンボルロード用地 

     ④業務系施設用地 

     基地跡地 
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３．主要ゾーンの整備方針 

（１）みどりの拠点ゾーン 

１）土地利用方針 

①各種の上位計画において、基地跡地は、防災拠点やみどりの拠点など多面的な利用可能

性を検討すべき空間資源として位置付けられており、その大半を占める公園的な利用を

する地区について、「防災拠点機能を備えた総合公園」として活用することは、その趣旨

に十分適合したものと考えられます。 

②多様な動植物を育むうっそうとした樹林をイメージしています。樹林を保全するため必

要最低限の樹木管理をするとともに、林縁は明るい疎林・草地とすることでエコトーン

を形成して生物多様性の保全を図るとともに、散策路等の安全性や快適性も確保します。 

③人と動物が共存する武蔵野の風景を目指します。現在の樹林を尊重しつつ衰退樹木の植

替えを定期的に行い、樹林を活かした明るい空間を形成します。 

④多様な動植物を育む縁界部（樹林と草地の境）や草地とします。また、自然性と都市性

が調和する緑に囲まれた空間とします。 

⑤広々とした草地等を設けるなど、レクリエーションやリフレッシュ空間及び花火を打ち

上げる空間など、仮設的な利用も含め、様々な利用が行われる空間とします。 

⑥緑と共生した歩道や広場などの施設や便益施設等の配置を行います。 

  

２）活用イメージの例示 

①生き物の生息エリア、動植物の観察、樹林の育成 

②森林浴、憩い、読書、散歩、ピクニック、子どもの遊び、アスレチック、健康遊具、 

ボール遊び、自転車、バーベキュー、パフォーマンス、野外コンサート、写生、 

写真撮影、ドッグラン、花火を打ち上げる空間、プレーパーク 

③防災機能を有した公園（他の施設との連携） 

④レストラン、カフェ、デイキャンプ場等の便益施設 

⑤美術館や博物館等の文化施設、ビジターセンター、管理棟 

 

３）公園の位置付け 

「総合公園」及び「防災公園」の定義・基準等は以下のとおりで、「みどりの拠点ゾーン」

は、概ねこれらに適合しています。 

 

■総合公園の定義・配置及び規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用

に供することを目的とする都市公園（都市公園法）。 

総合公園の標準規模としては概ね 10ha～50ha。配置方針として、原則として一の市町村の区

域を対象として、住民が容易に利用できる位置に配置する。（都市計画法及び都市公園法） 

※平成 25年度末現在、全国に 1,332箇所の総合公園が立地し、平均面積は 18.87ha。 

［出典：国土交通省 都市公園データベース］ 
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■防災公園の種類と役割 

種 類 役 割 

広域防災拠点の機能を有す

る都市公園 

大震火災等が発生した場合において、主として広域的な復

旧・復興活動の拠点となる都市公園。概ね 50ha以上 

広域避難地（広域避難場所）

の機能を有する都市公園 

大震火災等が発生した場合において、広域的避難の用に供す

る都市公園。被害の状況、防災関連施設の配置に応じて、広

域防災拠点の役割を担う場合もある。面積 10ha以上 

一時避難地（一時避難場所）

の機能を有する都市公園 

大震火災等が発生した場合において、主として一時的避難の

用に供する都市公園。面積 1ha以上 

避難路（避難道路）の機能

を有する都市公園 

広域避難地またはこれに準ずる安全な場所へ通ずる避難路と

なる緑道。幅員 10ｍ以上 

緩衝緑地の機能を有する都

市公園 

石油コンビナート地帯等と背後の一般市街地を遮断する。主

として災害を防止することを目標とする緩衝緑地としての都

市公園。 

身近な防災活動拠点の機能

を有する都市公園 

主として身近な防災活動拠点となる都市公園。面積 500 ㎡以

上 

※基地跡地は太枠を想定しています。         （防災公園技術ハンドブックより） 

 

 

 

 

 

◎ 朝霞市では、第４次朝霞市総合振興計画に掲げる「自然と調和したゆとりある都市づくり」

や「安全で快適な生活環境づくり」を推進する観点から、「防災拠点機能を含む高度な公

園機能を発揮する総合公園」の整備が望まれるところであり、上位計画等で恵まれた“み

どり”を活かした「シンボルとなる拠点」づくりが期待されている基地跡地は、その有力

な候補地として位置付けられます。 

 

   ※現在策定中の「第５次朝霞市総合計画（案）」では将来像の一つとして「安全・安心な

まち」を、また見直し中の「朝霞市都市計画マスタープラン（素案）」では、基地跡地

について、防災拠点やみどりの拠点など周辺施設と連携した多面的な利用可能性の検討

を行い地域の交流と活性化を図ります。」と位置付けています。（平成 27年 7月時点） 

     

よって、引き続きキャンプ朝霞跡地は、「防災拠点機能を含む高度な公園機能を発揮す

る総合公園」を整備する有力な候補地とします。 

 

◎ 「総合公園機能」には、朝霞市民の憩いと安らぎの拠点としての役割が求められ、一方「防

災拠点機能」には、防災公園としての役割が期待されます。 
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４）公園機能の配置構成と相互連携のあり方 

「みどりの拠点ゾーン」を構成する公園的な利用をする区画（16.4ha）及び朝霞中央公

園、青葉台公園内の既存資源を有効活用しながら、「防災拠点機能を有する総合公園が備え

るべき機能」の例示を踏まえて、「防災拠点機能を含む高度な公園機能を発揮する総合公園」

として整備します。 

 

■「防災拠点機能を有する総合公園」が備えるべき機能 

 機 能 内 容 

総合公園機
能 

園路・広場 園路・広場 

修景施設 植栽・芝生・花壇・噴水・彫像等 

休養施設 休憩所・ベンチ・野外卓・ピクニック場等 

遊戯施設 徒渉池・野外ダンス場・各種遊戯施設等 

運動施設 各種グラウンド・附属する建築物等 

教養施設 図書館・劇場・記念碑等建築物や屋外スペース 

便益施設 駐車場・売店・時計台・便所・水飲場等 

管理施設 管理事務所・倉庫・掲示板・給排水電気施設等 

防災拠点機
能 

園路・広場 園路・広場・ヘリポート 

植栽 防火樹林帯 

水関連施設 耐震性貯水槽・非常用井戸・散水設備等 

非常用便所 非常用便所 

情報関連施設 非常用放送設備・標識・情報提供設備等 

ｴﾈﾙｷﾞｰ･照明関連施設 非常用電源設備・非常用照明設備 

備蓄倉庫 備蓄倉庫 

管理施設 管理事務所・係留施設 

「都市計画マニュアルⅠ都市施設・公園緑地編」および「防災公園技術ハンドブック」より 

 

 

５）平常時と震災時の公園機能 

平常時には「総合公園」としての機能を発揮し、震災時には「防災公園」としての機能

を発揮できるように、各ゾーンにおいて機能転換を図れるようにします。 

 

  ６）学校施設等を活用した防災拠点形成の方向性 

    「みどりの拠点ゾーン」ばかりではなく、指定避難所に指定されている周辺の学校施設

（朝霞第一中学校、朝霞第四中学校及び朝霞第八小学校等）などを含めて、一体的な防災

拠点ゾーンの形成を目指します。 
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 ■震災時における防災拠点の機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市民サービスの拠点ゾーン［公共施設、業務系施設］ 

  １）概要 

①現行の複合公共施設用地（2.0ha）と、図書館北側公園用地（1.7ha）の土地利用目的を

交換することで、基地跡地中心の公園エリアの一体利用が可能となるとともに、図書館

北側の用地と、隣接する図書館及び中央公民館用地（0.85ha）を合せて事業エリアとす

ることで、幅広い整備の検討が可能となります。 

 

②公共施設用地への移設・集約を想定する施設の敷地面積が、約 1.7ha（現行計画より約

0.3ha減）となります。 

 

③「朝霞市基地跡地利用計画（平成 20 年 5 月）」の施設ゾーンにおいて移転・集約の仮定

条件としていた 11 施設のうち、下記の 7 施設について『公共施設用地』への移転・集約

化を仮定します。 

  朝霞県税事務所、朝霞保健所、中央公民館・コミュニティセンター、図書館、市役所、 

  市民会館、武道館［計 7 施設］ 

   ・計画延床面積＝現況延床面積（約 27,500㎡）×1.2＝33,000㎡ 

   ・敷地面積＝33,000㎡÷200％※＝16,500㎡ ≒ 1.7ha   ※基準容積率 200％ 

 

なお、次の 4 施設は、移転・集約の対象外とします。 

・朝霞税務署 ⇒ 現地で建替え等 

・朝霞公共職業安定所 ⇒ 朝霞税務署東側に移転予定 

・保健センター ⇒ 現行建物の耐震化工事もしくは移転を検討 

・朝霞警察署 ⇒ 他の場所で建替えを予定 

 

 

 

延焼遮断・遮熱機能 学校の校舎（耐火建築物）やグラウンド、業務系施設 

及び市役所･･･延焼遮断帯 

    公園の緑や街路樹･･･防火樹林帯 

避難・生活支援ゾーン 指定避難場所（朝霞第一中学校、朝霞第四中学校及び朝

霞第八小学校、青葉台公園） 

 公園用地南側、青葉台公園 

･･･避難者の収容（帰宅困難者の一時収容）や一次的な

避難生活を行う避難ゾーン 

救援・救護ゾーン 公園用地北側 

 朝霞中央公園（ヘリポート基地、被災傷病者救援機能） 

防災活動拠点 公共施設用地（防災中枢拠点） 

 総合体育館（非常用物資の保管・搬送拠点） 

防災連携施設 防災消防関連施設等の設置 
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■移転・集約化を仮定する 7 施設 

 施設名 施設概要 

県 
朝霞県税事務所 敷地面積：3,573 ㎡ 延床面積：1,219 ㎡ 容積率：34% 建築年次：S47 年 

朝霞保健所 敷地面積：5,000 ㎡ 延床面積：1,593 ㎡ 容積率：32% 建築年次：S58 年 

市 

中央公民館・コミ
ュニティセンター 敷地面積：5,000 ㎡ 延床面積：4,169 ㎡ 容積率：83% 建築年次：S59 年 

図書館 敷地面積：3,500 ㎡ 延床面積：2,752 ㎡ 容積率：79% 建築年次：S62 年 

市役所 敷地面積：12,402㎡ 延床面積：9,839 ㎡ 容積率：79% 建築年次：S47、H4 年 

市民会館 敷地面積：8,612 ㎡ 延床面積：6,958 ㎡ 容積率：81% 建築年次：S51、H9 年 

武道館 敷地面積：2,114 ㎡ 延床面積： 932 ㎡ 容積率：44% 建築年次：S51 年 

 

 

■移転・集約を仮定する 7 施設の位置図 

 

 

朝霞県税事務所 

市民会館（ゆめぱれす） 

武道館 

朝霞市役所 

図書館 
中央公民館 

コミュニティセンター 

朝霞保健所 
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   ２）土地利用方針 

①用地の利用方針 

ⅰ）公共施設用地に集約する国・県・市の公共施設については、今後改めて検討を行

います。 

ⅱ）業務系施設の事業は、今後、国等により事業主が検討されることが考えられます

が、市の土地利用方針として、業務系施設用地には、敷地①、朝霞税務署用地及び

朝霞公共職業安定所用地（予定）を一体として、本町通線を軸に業務系施設を誘導

します。なお、用地の北側住宅地への日影や通風に配慮した施設配置とするよう計

画します。 

ⅲ）みどりの拠点ゾーンの周辺に位置する市民サービスの拠点ゾーンでは、既存の樹

林を活かした緑豊かなオープンスペース（公開空地等）をできるだけ広く確保しま

す。 

ⅳ）歩行者の安全確保等を目的として、地区計画等により歩行者空間を確保します。 

ⅴ）バスルートや駐車場の配置等の検討に当たっては、市内の交通体系への影響も考

慮します。 

 

②用地の暫定利用方針 

公共施設用地における事業が着手されるまでの間は、可能な範囲で管理の委託を進

めるほか、駐車場として暫定利用するなど、市及び公共的団体による暫定利用策を検

討し、また、業務系施設用地における事業が着手されるまでの間は、駐車場及び消防

訓練場用地として暫定利用します。 

    ③用地の施設誘導等の計画方針 

ⅰ）公共施設の導入施設の選定には、施設の必要性や市民ニーズ、施設の耐久性、老

朽化、環境側面、施設のライフサイクルコスト等総合的な視点に立って、埼玉県と

連携して慎重に検討します。 

ⅱ）公共施設、シンボルロード、公園及び業務系施設の建設整備に際して、既存樹木

の保存など緑の保全、建物の構造、工法、使用する資材等における環境への配慮や、

日影、電波障害への対応を事業主に所要の対応を求めます。 

ⅲ）公共施設及び業務系施設の事業主は、低層階部分への店舗・飲食施設等の業務系

の導入又は誘導に際して、地元商店会等との協議を行うなど、地域経済の発展に資

するよう特段の配慮を求めます。 

 

３）活用イメージの例示 

・市民会館、図書館、公民館、コミュニティセンター、市庁舎等を一体化した行政施設

とし、文化的な活用も考慮します。 

・周りの公園は、施設の前庭として連携を持たせます。 

・税務署、郵便局など公共施設等が並ぶ落ち着いた街並みを形成します。 
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（３）シンボルロード 

１）朝霞市の都市構造から見た「公園通り」の位置付け 

「公園通り」は、朝霞市全体の都市構造の中で、以下のように位置付けられます。 

①都市間幹線道路である国道 254 号（川越街道）と本市の中心市街地を結ぶ都市軸となる

路線であり、来訪者に対して朝霞市を印象付けるゲート道路として位置付けられます。 

②市役所、中央公民館、図書館、総合体育館、朝霞中央公園等の公共施設が集積したエリ

アの中心軸となる道路であり、朝霞市の中で特に市民の往来の多い道路です。 

 

■「公園通り」の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）期待される整備効果 

公園通りに沿ってシンボルロードを整備することにより、以下のような整備効果が期待でき

ます。 

①基地跡地に残された樹林地や朝霞中央公園等に挟まれた道路であり、国道 254号（川越街

道）と中心市街地を結ぶ都市軸が強化されるとともに、朝霞市の都市イメージの向上に貢

献する効果が期待されます。 

②現状でも、彩夏祭のステージなど市民活動の場として利用されており、広幅員のシンボ

ルロードとして整備することにより、更なる有効活用が期待されます。 

  ③基地跡地を「防災拠点機能を有した公園」として整備した場合、広幅員のシンボルロード

が災害時の緊急動線や避難路として機能するなど、基地跡地の利用価値を高める効果が期

待されます。 

 

◎ 「公園通り」は、朝霞市全体の都市構造の中で、特に一般市民や来訪者の利用の多い

都市軸を構成する道路であり、本市を象徴する緑に囲まれたシンボルロードとして整

備すべき路線であると言えます。 

◎ また、基地跡地が「防災拠点機能を備えた総合公園」としての整備を目指しているこ

とから、アクセス軸となる「公園通り」を広幅員のシンボルロードとして整備するこ

とで、双方の利用価値が高まる相乗効果が期待されます。 

（基地跡地及び周辺エリアのネットワーク） 

 

（出典：朝霞市都市計画マスタープラン） 

国道２５４号 

都市計画道路 
上ノ原通線 
（公園通り） 
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３）シンボルロードとして必要な構成要素 

シンボルロードには、「交通機能」、「空間機能」の 2種類の機能が求められます。 

 

①交通機能：一般的な道路の持つ一義的な機能であり、歩行者や自転車について、安全・

円滑・快適に通行できるという「通行機能」、沿道施設に容易に出入りできる

などという「アクセス機能」等があります。 

 

②空間機能：都市の骨格形成などの「市街地形成」、延焼防止などのための「防災空間」、

緑地や景観形成、沿道環境保全のための「環境空間」、交通施設やライフライ

ン（上下水道等の供給処理施設）などの「収容空間」としての機能がありま

す。 

 

 

・これを踏まえて、朝霞市らしいシンボルロードとして整備する場合、特に重要な要素とし

て以下の機能があげられます。 

【基本的な交通機能】 

①歩行者・自転車の円滑で安全な通行を支える『交通機能』 

･･･歩行者・自転車通行量に応じた歩道及び自転車専用レーン 

 

【シンボルロードとして必要な機能】 

②朝霞市のイメージを高め、快適な散策等ができる『アメニティ機能』 

･･･街路樹等の環境施設帯及び環境に配慮した高品質な歩道舗装等 

③市民が祭りやイベントを楽しむことができる『広場機能』 

･･･広幅員の歩道空間等 

 

【防災拠点機能を高める機能】 

④災害時の緊急動線や避難路、延焼防止としての『防災機能』 

･･･広幅員の歩道空間等 

 

４）シンボルロードの整備・活用イメージ 

シンボルロードの整備については、後の「朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基

本計画」の見直し時に改めて検討されるため、ここでは緑の現況を踏まえて３つのタイプ

に分けて整備イメージを例示します。 

既存樹木や樹林の状況など環境資源や都市構造・都市活動を踏まえ、日常的な通行機能、

オシャレな時間を過ごせる賑わいの空間、滞留やイベント等の幅広い利用、緑の保全と活

用など、望ましい形態、機能の導入、利用を考えます。 
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表：緑の現況タイプと整備・活用のイメージ 

緑の現況 
タイプ 

整備 
・活用 

１．樹木密度が高い場所 ２．樹木密度が中間の場所 ３．樹木密度が低い場所 

整備の 
イメージ 

・樹林の保全と歩行者・利用
者の安全性と快適性の確保
の両立を図ります。 

・樹林、樹木の保全に配慮し
た歩道や広場の設置や施設
配置をします。 

・歩行者道沿いは、下草や下
枝を刈り込むなど見通し等
の安全性や快適性の向上を
図ります。 

・保全林はつる切や不良樹木
の除伐により、活力ある樹
林再生を図るとともに、明
るい疎林・草地エリアを確
保することにより多様なエ
コトーンを形成し、生物生
息のポテンシャルを向上さ
せます。 

・既存樹木・樹林を活かした
明るい林と草地広場に面し
た歩行者空間、レクリエー
ション空間、リフレッシュ
空間とします。 

・樹林、樹木の保全、緑と共
生した歩道、広場の設置や
施設配置をします。 

・園路のような歩道とします。 
・緑の現況タイプ「1.樹木密
度が高い場所」のエリアと
連続することによる多様な
エコトーンの形成 

・歩道沿いは花木や草花など
により修景を図します（花
の小道）。 

・景観木等の保全に配慮しな
がら、自然性と都市性が調
和する広場、歩行者空間と
します。 

・仮設的な利用も含め、利用
可能性の高い広場とし、
様々な利用、交流、発信が
行われる文化的で賑わいの
ある街角広場とします。 

・オシャレな時間を過ごせる
賑わいの場所とします。 

・災害時の消防隊等の受け入
れ場所など防災面での機能
も有する場所とします。 

・緑に配慮した歩道、広場の
設置や施設配置をします。 

・自然性と都市性の両面が感
じられる歩道、広場としま
す。 

・利用の可能性を高める空間
のしつらえとします。 

導入施設 
 

整備 

・通路、散策路、林間広場 
・ベンチ 
・樹林の手入れ 

・通路、散策路、草地広場 
・ベンチ、縁台、デッキ 
・樹木の手入れ、花の植栽・
管理 

・通路、街角広場 
・ベンチ、可動式テーブルベ
ンチ、デッキ 

・カフェ等の店舗、可動式テ
ントや仮設屋台 

通行 

・既存の歩道の拡幅：歩行者
自転車道としての安全な幅
員の確保 

・樹林の間を抜ける歩道や広
場の設置 

⇒快適・安全な歩行者ネット
ワークの充実 

・既存の歩道の拡幅：歩行者
自転車道としての安全な幅
員の確保 

・樹木の間を通る歩道や広場
の設置 

⇒快適・安全な歩行者ネット
ワークの充実 

・既存の歩道の拡幅：歩行者
自転車道としての安全な幅
員の確保 

・樹木の間を通る歩道や広場
の設置 

⇒快適・安全な歩行者ネット
ワークの充実 

健康 
 

軽運動 

・既存の歩道の拡幅：歩行者
自転車道としての安全な幅
員の確保 

・散策路 
⇒ジョギング、ウォーキング、
散策 

・既存の歩道の拡幅：歩行者
自転車道としての安全な幅
員の確保 

・草地広場、散策路 
⇒ジョギング、ウォーキング、
散策、ヨガや体操 

・既存の歩道の拡幅：歩行者
自転車道としての安全な幅
員の確保 

・街角広場 
⇒ジョギング、ウォーキング、
散策、ヨガや体操 

休息 

・ベンチ 
⇒休憩 座る 
歓談 
飲食（軽食、普段の昼食な
ど） 
読書等 

・ベンチ、縁台 
・デッキ 
⇒休憩 座る、横たわる 
歓談 
飲食（軽食、ピクニック、
普段の昼食など） 
読書等 

・ベンチ、縁台 
・デッキ 
・屋台、移動販売車 
⇒休憩 座る、横たわる 
歓談、飲食（カフェ店舗、屋
台、軽食、ピクニック、普段の
昼食など）読書等 

学習 
 

観賞 

・樹林の保全 
⇒バードウォッチング、動植
物の観賞・観察 
学習会、課外授業、植栽や
維持管理など 

・樹林の保全 
⇒バードウォッチング、動植
物の観賞・観察 
学習会、課外授業 
植栽や維持管理など 

・デッキ、街角広場 
⇒ストリートライブ、大道芸
などのパフォーマンス 
彩夏祭の観覧席、フリーマ
ーケット、ガーデニングシ
ョー、フラワーカーペット 
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①シンボルロード イメージ１ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

【イメージ１】樹木密度が高い場所 

○空間イメージと整備内容 

・樹林の保全と安全性・快適性の両立を図ります。樹林、樹木の保

全に配慮しながら林縁は明るい疎林・草地とすることで、エコト

ーンを形成して生物多様性の増進を図るとともに、歩行者路、広

場の安全性、快適性も確保します。 

・下草・下枝刈、つる切り、除伐等をします。 

・樹林の間を抜ける歩道（散策路）や林間広場として利用します。 

・ベンチを設置します。 

 

○利用形態と可能性 

・休憩、歓談、飲食、読書等 

・ジョギング、ウォーキング、散策 

・バードウォッチング、動植物の観賞・観察、学習会、課外授業 

・ベンチづくり、樹林管理、植栽等の維持管理活動 

シンボルロード 30m 上ノ原通線 20m 
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②シンボルロード イメージ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ２】 樹木密度が中間の場所 

○空間イメージと整備内容 

・既存樹木、樹林を活かした明るい樹林と草地広場とし、林間レク

リエーション、リフレッシュ空間とします。緑と共生した歩道、

広場の設置や、施設配置を行います。 

・樹木の間を通る歩道（通路、散策路）や草地広場を配置します。 

・縁台、ベンチを配置します。 

 

○利用形態と可能性 

・休憩、歓談、飲食、読書等、 

・ジョギング、ウォーキング、散策、ヨガ 

・バードウォッチング、動植物の観賞・観察、学習会、課外授業 

・植栽（花の小道づくり）、樹林管理などの維持管理活動 

シンボルロード 30m 上ノ原通線 20m 
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③シンボルロード イメージ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ３】 樹木密度が低い場所 

○空間イメージと整備内容 

・自然性と都市性が調和する緑に囲まれた歩道、広場とします。仮設

的な利用も含め、利用可能性の高いものとします。 

広場は、さまざまな利用、交流、発信が行われる文化的でにぎわい

の感じられる街角広場を目指します。 

・オシャレな時間を過ごせる賑わいの場所とします。 

・災害時の活動等、防災機能を持つ場所とします。 

・樹木の間を通る歩道や広場とします。 

・デッキは、普段は休憩施設として、また、ストリートライブなどス

テージとしても利用します。 

・テーブル・ベンチ（可動式）、テント（可動式）を設置します。 

・カフェ等の店舗や仮設屋台を配置します。 

 

○利用形態と可能性 

・休憩、歓談、飲食、読書 

・ジョギング、ウォーキング、散策 

・ストリートライブ、大道芸など 

・フリーマーケット 

・彩夏祭の観覧席 

・ガーデニングショー、フラワーカーペット 

シンボルロード 30m 上ノ原通線 20m 
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（４）文化・教育ゾーン 

１）ゾーンの概要 

基地跡地及びその周辺エリアのうち、「朝霞第一中学校、県立朝霞西高校」一帯と、「総合体

育館、陸上競技場及び野球場、広沢の池」一帯を文化・教育ゾーンと位置付けます。 

２）活用イメージの例示 

   ①朝霞中央公園や広沢の池をゾーンに含めることで、文化財を活かした歴史の伝達と、水と緑

豊かな場所を目指します。 

   ②学校がみどりの拠点ゾーンを前庭（基地の自然を教材）として活用します。 

③みどりの拠点ゾーンを起点として周辺の公共施設等と有機的な連携を図ります。 

 

（５）福祉ゾーン 

１）ゾーンの概要 

  みどりの拠点ゾーン及びその周辺エリアのうち、「朝霞保健所、あさか向陽園、朝光苑」一

帯を福祉ゾーンと位置付けます。 

２）活用イメージの例示 

①基地跡地を前庭として位置付けて連携を図り、散歩したり、体を動かします。 

②周辺の学校等と交流します。 

 

（６）まちの拠点ゾーン 

  １）ゾーンの概要 

    朝霞駅南口駅前通りと都市計画道路本町通線は、朝霞駅とシンボルロードをつなぐ主要なア

クセスルートとして計画に位置付け、賑わいと活力の創出を促進します。 

  ２）活用イメージ 

①鉄道の利便性を活かした市の中心的な街区として、また地域生活の玄関口としての機能強化

や商業施設等の立地誘導を図ります。 

②市域外からの基地跡地の利用者を呼び込む玄関口とします。キャンプ朝霞跡地利用や既存施

設との連携による魅力ある市の中心ゾーンを形成します。 

 

（７）新たなまちの拠点ゾーン 

  １）ゾーンの概要 

    旧第四小学校跡地は、都市経営の観点から、基地跡地の事業推進のための資力確保（用地活

用及び継続的な税収入、雇用創出）及び市域外からの誘客を担う核エリアとして位置付けます。 

  ２）活用イメージの例示 

・約 3haの規模、国道沿いの立地を活かした土地利用を期待します。 

・定期借地などで民間活用を図り、借地料、税収を基地跡地の基金として積み立てます。 

・民間店舗等が出店した場合、利用者の基地跡地利用が期待されます。 

・朝霞駅から基地跡地に向けた賑わいと活力の軸を、結ぶことで朝霞駅と旧第四小学校跡地を

起点とした基地跡地周辺の回遊性が期待されます。 
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４．実現化の方針 

（１）用地取得、整備費等に係る補助金等の活用 

基地跡地整備の推進に向けて、将来にわたる市の財政負担等を十分考慮し、国や県の補助金な

ど効果的・効率的な制度を活用します。 

１）社会資本整備総合交付金 

「活力創出」、「市街地整備」等の各政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会

資本総合整備計画や都市防災事業計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業

のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援する交付金で、地方公共

団体にとって自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金であるため、公園、道路等の

整備に積極的に活用します。 

①該当事業 ⅰ）道路（シンボルロード） 

・都市再生整備計画事業、道路事業 

ⅱ）公園 

・都市公園事業 

・防災緑地緊急整備事業 

・都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 

・緑化重点地区総合整備事業 

ⅲ）防災 

・都市防災総合推進事業 

②交付期間 概ね 3年～5年 

③補 助 率 ⅰ）道路 ～ 概ね事業費の 4割（都市再生整備計画事業の場合） 

ⅱ）公園 ～ 整備費 1/2、（用地取得費は 1/3） 

ⅲ）防災 ～ 整備費 1/2、（用地取得費は 1/3） 

 

２）地方債（起債） 

財政の平準化や世代間の負担の公平性などを勘案して、財政に必要な財源として地方債を活

用します。 

 

（２）周辺地域との連携 

１）朝霞駅周辺［＝まちの拠点ゾーン］ 

  朝霞駅南口駅前通りと都市計画道路本町通線は、朝霞駅とシンボルロードをつなぐ主要な

アクセスルートとして計画に位置付け、賑わいと活力の創出を促進します。 

  具体的な施策として、駅前通りのアメニティロード化事業の推進による歩行環境の改善等、

商業活性化を図るための取組を進めます。 

 

２）旧第四小学校跡地［＝新たなまちの拠点ゾーン］ 

  旧第四小学校跡地は、都市経営の観点から、基地跡地の事業推進のための資力確保（用地

活用及び継続的な税収入、雇用創出）及び市外からの誘客を担う中核として計画に位置付け

ます。 
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３）公園と周辺公共施設との一体化・回遊性の創出 

  公園が周辺公共施設と一体的な空間として機能し、回遊性を生み出す公園・シンボルロー

ドの施設配置等を検討します。 

  屋外展示や読書の場の提供、学校や保育園の環境学習での活用、保健センター等による健

康教室の開催、ランニングやサイクリングコースの設定などにより、多様な主体・世代間の

交流を促進し、新たな地域文化を創出する拠点（＝シンボル）となるよう検討します。 

 

（３）民間活用、収益性の確保 

国道 254号（川越街道）の沿道で、都市計画における商業系ゾーンに接する立地特性を活かし

た土地利用が期待される旧第四小学校跡地に民間商業施設を誘致するなど、民間資金や民間活力

の導入により大規模跡地を有効活用して増収効果を狙い、基地跡地の維持管理費等を確保します。 

また、PFI方式の活用、定期借地などの手法を検討します。 
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５．整備計画と事業費 

（１）整備計画 

１）朝霞市基地跡地利用計画の見直し後、地区の土地利用を適正に誘導するために「朝霞基地跡

地地区地区計画」を見直します。 

また、見直した朝霞市基地跡地利用計画に沿って基地跡地の利用を推進するにあたり、公園

とシンボルロードの整備に向けての整備方針、整備水準、ゾーニング及び基本計画図等を定め

ている「朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画」を見直します。 

２）市民祭「彩夏祭」の円滑な運営に資するなど市民による基地跡地の早期有効活用のため、シ

ンボルロードを優先的に整備します。 

３）公園用地は、当面、国からの管理の受託などにより暫定的に利用し、最終的には市が整備し

ます。 

４）公共施設用地における公共施設の移転集約化には、関係機関との調整や施設の耐用年数等の

関係を考慮しなければならないことから、公共施設用地は当面、国からの管理の受託などによ

り暫定的に利用し、一定の準備期間を経て段階的に用地を取得し、整備します。 

５）業務系施設用地は、当面、国からの管理の受託などにより暫定的に利用するとともに、国、

県と協議し用地の処分方法等を決定します。 

６）市の財政負担については、平準化するように配慮します。 

７）市が取得又は無償で借り受ける部分については、土壌汚染等の対策費用を軽減することを目

指します。 

なお、土壌汚染や地下構造物の対応については、国において速やかに調査を行い、内容を明

らかにし、国の責任と負担により撤去するよう要望します。 

 

（２）先行プロジェクト 

シンボルロードについては、市が道路法に基づき道路認定を行うことで用地の無償貸付けを

受けることができることから、先行して着手を目指します。 

当計画の見直し後、「朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画」の見直しを行う

ことから、当面は暫定的な開放とし、いくつかの段階を経た整備を検討します。 

 

（３）事業費等の概算 

１）用地取得費 

キャンプ朝霞跡地のうち、公園的な利用をする区画については、国有財産法（昭和 23 年 6

月 30日法律第 73号）第 22条の規定に基づき、引き続き無償貸付けを求めます。 

しかし、現行、国有財産特別措置法及び返還財産の取扱い方針により、「公園」の場合は 3

分の 2については無償貸付け、残りの 3分の 1については時価払いとなっていることから、こ

の条件に基づき試算します。 

 

①公園用地 ～ 有償取得（1/3 市負担） 

・朝霞の森  3.0ha×1,890,000千円／ha × 1/3 ＝ 1,890,000千円 

・中央部分  11.6ha×1,890,000千円／ha × 1/3 ＝ 7,308,000千円 

 



 

30 

②道路用地 ～ 道路法に基づく認定により無償貸付け 1.9ha×0千円／ha ＝ 0千円 

 

③公共施設用地 ～ 有償取得（1/1 市負担） 

1.7ha×2,490,000千円／ha × 1/1 ＝ 4,233,000千円 

 

④業務系施設用地（0.9ha） ～ 国、県と処分協議 

     

          ※用地取得費の算出に当たっては、「朝霞市基地跡地利用計画（平成 20年 5月）」 

の算定金額を参考としました。 

※単価については、経年変化や業務系用地の処分計画等により用地取得費の増減 

が考えられます。 

 

     ■用地取得費（まとめ） 

 土地利用 面 積 用地取得費 備 考 

① 公園用地 14.6ha 9,198,000千円 1/3市負担適用済 

② 道路用地 1.9ha 0千円 道路法による無償貸付け 

③ 公共施設用地 1.7ha 4,233,000千円 1/1市負担 

④ 業務系施設用地 0.9ha ― 詳細未設定 

合計  19.1ha 13,431,000千円  

       

２）整備工事費 

①公園用地 

・朝霞の森（3.0ha） 整備済み 

・中央部分（朝霞の森除く 11.6ha） 

11.6ha×28,000千円（～50,000千円）／ha ＝ 324,800千円（～580,000千円） 

 

      ※公園用地の整備工事費は、「朝霞市基地跡地利用計画（平成 20年 5月）」の埼玉 

県営公園整備費等参考資料を基に算出しました。 

      ※公園の設備水準、防災公園の有する機能等によっては、金額の増減があります。 

 

■県営公園整備費等参考資料（「朝霞市基地跡地利用計画（平成 20年 5月）」より引用） 

公園名 和光樹林公園 彩の森入間公園 狭山稲荷山公園 所沢航空公園 

開設年 
平成元年一部 
平成 5年全園 

平成 10年 平成 14年 昭和 53年 

面積 20.2ha 15.0ha 16.5ha 50.1ha 

整備事業費の 
積算概要 

多目的広場、ジョギング
コース、芝生広場、防災
施設、エントランス広場、

休憩舎、四阿、トイレ、
駐車場、園路 

管理センター、多目的
広場、芝生広場、防災
施設、池、休憩舎、四

阿、トイレ、駐車場、
噴水、園路 

管理事務所、芝生広
場、防災施設、トイレ、

駐車場、園路 

管理事務所、芝生広

場、子供の広場、防災
施設、池、彩翔亭、野
球場、テニスコート、

運動場、売店、野外ス
テージ、噴水、駐車場、
トイレ、噴水、放送塔 

整備事業費総額 
（ha 当たり単価） 

1,022,000千円 
(50,000千円／ha) 

2,762,000千円 
(184,000千円／ha) 

463,000千円 
(28,000千円／ha) 

8,741,000千円 
(174,000千円／ha) 
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②道路用地（シンボルロード） 

試算にあたっての例として、イメージ 1～3（当利用計画書 23～25ページ）を基に算出し

ました。 

ⅰ）イメージ 1～2（1.3ha） 

既存樹木や樹林の保全に配慮した歩道や広場の設置や施設配置します。 

               1.3ha×30,000千円／ha ＝ 39,000千円 

ⅱ）イメージ 3（0.6ha）  

既存樹木を残しつつも、交通機能、広場機能、アメニティ機能等を踏まえて整備する。 

0.6ha×105,000千円／ha ＝ 63,000千円 

 

                         合計ⅰ＋ⅱ＝102,000千円 

 

  ※この試算の対象は、測量、設計、工事（最低限度の整地等）、伐採に係る 

費用を計上しています。工事の程度によっては増額が予想されます。 

   その他、舗装撤去、工作物の撤去費、設備等は別途計上となります。 

  ※道路の設備水準等によっては、金額の増減があります。 

 

③公共施設用地 

詳細未定のため試算せず 

 

④業務系施設用地 

詳細未定のため試算せず 

 

■整備工事費（まとめ） 

 土地利用 面 積 整備工事費 備 考 

① 公園用地 14.6ha 
324,800千円 

（～580,000千円） 
整備水準によって増減あり 

② 道路用地 1.9ha 102,000千円 整備水準によって増減あり 

③ 公共施設用地 1.7ha ― 詳細未設定 

④ 業務系施設用地 0.9ha ― 詳細未設定 

合計  19.1ha 
426,800千円 

（～682,000千円） 
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３）維持管理費［１年］ 

①公園用地 

・朝霞の森  3.0ha×1,800千円／ha ＝  5,400千円 

・中央部分 11.6ha×1,800千円／ha ＝ 20,880千円 

      

＜参考＞平成 26年度 

・市民参画による朝霞の森（3.0ha）の暫定管理においては、市は施設管理委託料と

して 1,440千円／haの支出をしました。 

 

  ※朝霞の森の平成 26年度の施設管理委託料は、危険物探査の実施により除草 

回数を抑えることができた。 

※平成 27年度は、除草の回数の増加等から、増額が見込まれる。 

 

       ・宮戸緑地等の維持管理に係る費用として、市は委託料及び工事請負費として 1,790

千円／haの支出をしました。 

 

②道路用地（シンボルロード）   1.9ha×1,800千円／ha ＝ 3,420千円 

 

③公共施設用地 詳細未定のため試算せず 

 

④業務系施設用地  詳細未定のため試算せず 

 

      ※平成 26年度の緑地等の維持管理に係る費用を参考に試算しました。 

      ※維持管理内容によっては、金額の増減があります。 

 

■維持管理費（まとめ） 

 土地利用 面 積 維持管理費 備 考 

① 公園用地 14.6ha 26,280千円 維持管理水準によって増減あり 

② 道路用地 1.9ha 3,420千円 維持管理水準によって増減あり 

③ 公共施設用地 1.7ha ― 詳細未設定 

④ 業務系施設用地 0.9ha ― 詳細未設定 

合計  19.1ha 29,700千円  

 

４）その他 

 ①危険物探査 

   ＜参考＞朝霞の森：9,360千円／ha 

 

 ②土壌汚染対策費 

    ＜参考＞基地跡地利用計画（平成 20年 5月）より抜粋：130千円／㎡ 
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６．計画の推進に向けて 

 基地跡地利用計画見直し検討委員会において、委員から出された下記の意見を今後の事業において

参考とすべき事項として残します。 

（１）基地跡地全般 

・核やシンボルとなるものを整備し、周辺の緑を残して、そこを有効的に利用しつつ維持管理の

活動ができる形が良い。 

  ・基地跡地は、負の遺産として考える必要もある。全て残すのではなく、うまく残すことで、プ

ラスのシンボルとなるように、注意していかなければならない。何でも残すのは違う。 

  ・人が集まらなければ、シンボルを造っても意味がなく、ただの飾りになってしまう。段階的に

取り組み、少しずつ大きくしていった方が分かりやすい。 

 

（２）公園用地 

 ・環境学習や日頃の憩いで市民が利用できる緑のエリアがあって良い。緑を全部一つの緑として

捉えるのではなく、ある程度目的を定めてエリア分けしていく検討ができれば良い。 

  ・手を入れないのではなく、手を入れて残していくことを考えたい。 

  ・既存の基地内道路を活用して、実際に造りながらエリアを決めても良いのではないか。 

 

（３）公共施設用地 

  ・市民会館など、民間企業の力も借り、高層化するなどして、市の負担を減らして考えていくこ

とができれば良い。 

  ・事業用地としてあれだけの広大な土地は、建替えに良い場所である。目先の事だけでなく、長

期的に検討していく必要がある。 

  ・図書館北側の公共施設用地も公園的な利用で良い。公共施設用地として利用するのなら、既存

の樹木を極力残した土地の利用を考えてほしい。 

 

（４）シンボルロード用地 

・市役所側にシンボルロードを延伸するが、反対側にも延伸できないか。 

  ・法律も緩和され、例えば店舗を設置することができる仕組ができている。仮設店舗を幾つか募

集して、シンボルロードの可能性をモデル的に試していく。 

  ・シンボルロードの延伸する部分は商業地に近いので、人が集客できる面白い仕掛けを造るのが

良い。駅前から人の流れもでき、そこから色々な方向に分かれて行ける。 

 

（５）その他 

  ・歴史は大切、今後も後世に伝えていくことが大事である。 

  ・今後の施設整備等の検討において、基地跡地整備計画書に関するパブリック・コメントの意見

を出来る限り活かし、検討する。 

・今後の基地跡地整備にあたっても、各施設整備の段階に応じ市民の参加による検討を行うもの

とし、検討の状況や結果を広く市民に公表する。 
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７．資料 

（１）キャンプ朝霞跡地見学会 

・開催日  平成 27年 3月 15日（日） 

・参加者  市民 99人 

 

（２）基地跡地利用計画見直しに係る意見交換会 

   ・開催日  平成 27年 3月 15日（日） 

・参加者  市民 34人 

 

・主な意見（まとめ発表からの抜粋） 

    ①テーマ 1：「公務員宿舎用地と複合公共施設用地を公園用地にする。」 

      ・市の財政を踏まえて、一度にやるのではなく少しずつ着手していく。 

      ・とにかく緑を残して欲しい。緑を残した公園とする。 

      ・取りあえずエリアの確保をして欲しい。 

      ・基地の残り物等を生かした資料施設を設けてほしい。 

      ・跡地内の道路は残して、シンボルロードからの流れを生かして利用する。 

 

      ②テーマ 2：「図書館北側の公園用地を公共施設用地にする。」 

      ・市役所も統合したらどうか。 

      ・飛地の緑も残しながら整備して欲しい。 

      ・集約する施設の従来あった土地を緑に戻す。 

      ・市民が集まって交流できる施設にする。 

      ・既存の公共施設には、耐震化等でお金を掛けているので、ここはこのまま緑として残

す。 

 

    ③テーマ 3：「シンボルロードを市役所まで延伸する。」 

      ・彩夏祭のときに、仮設のスタンドを設けるようにする。 

      ・駅通りの活性化と併せて、若者が店を出せるようにする。 

・財政的に道路の方が取得しやすいので、取りあえず取得して利用方法はこれから検 

討していけば良い。 

      ・ゆったりした雰囲気を残しつつ、店を出して人を集める。 

      ・緑の遊歩道とする。 

      

    ④「自由記入欄」 

      ・一部でも開放して欲しい。 

・イベントを開催するなど、人が集まるところ、人を呼べるところにしたい。 

      ・歴史遺産として残す。 

・手入れをして入れるようにして欲しい。 
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（３）基地跡地利用計画見直しに係る説明会 

・開催日  平成 27年 9月 12日（土） 

   ・参加者  市民 23人 

 

・主な意見 

     ① 計画  

      ・基地跡地利用計画は、いつ頃までにまとめたいのか。 

      ・市役所の方針として、緑は残していくということはできないのか。 

  

 ②土地  

・基地跡地利用計画を進めていく中で、土地については１００％無償貸与とし、土壌

汚染対策も国ですべてやって貰うべき。 

      ・図書館北側１．７ha を公共施設用地とすると、市が全額負担で４２億円を支出する

のは勿体無い。事業用地だと市の全額負担なので、何とか減らせないか。 

 

     ③旧第四小学校  

      ・旧第四小学校は市の財産です。旧第四小学校跡地の活用については、市民を交えて議

論を行うべきではないか。 

・朝霞警察署は建替え予定となっているが、旧第四小学校と併せて白紙にして考えれば

良いのではないか。 

   

 ④その他  

・見直し検討委員会もそうだが、市の委員会は、委員構成で市民の数が少ないので、

委員数の５０％は市民委員にして欲しい。 

・整備計画の目標時期は２１世紀中頃とあるが、若い人たちに将来にわたって関心を

持って貰うために、年に１～２回見学会を開催して貰いたい。 
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（４）基地跡地利用計画（案）に係るパブリック・コメント 

  １）実施概要 

１．目的 
・朝霞市基地跡地利用計画（案）について、市民の皆さんからご意見

を募集しました。 

２．募集期間 ・平成２７年９月１日（火）～平成２７年９月３０日（水）３０日間 

３．意見提出の 

対象者 

・市内に在住、在勤、在学の方 

・市内に事務所、事業所を有する方 

・この素案について利害関係を有する方 

４．公表した資料 ・朝霞市基地跡地利用計画書（案） 

５．提出意見数 
・１６通 ※内訳／１６名 

     ※提出方法／持参：５通、郵送：４通、電子メール：７通 

 

 

   ２）集計概要 

   提出された意見１６通を、意見の趣旨に応じて次の項目に分類した意見の合計は３９件でした。 

  分 類 件数 割合 

① 利用計画全般 ７件  １８．０％ 

② 土地利用計画 ４件  １０．３％ 

③ みどりの拠点ゾーン ２件  ５．１％ 

④ 市民サービスの拠点ゾーン ２件  ５．１％ 

⑤ シンボルロード ５件  １２．８％ 

⑥ 新たなまちの拠点ゾーン ２件  ５．１％ 

⑦ 整備計画と事業費 １２件  ３０．８％ 

⑧ その他（利用計画見直し関係以外） ５件  １２．８％ 

合 計 ３９件  １００％ 
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３）主なご意見の要旨と市の考え方 

    ①利用計画全般 

       ～主に、見直しの方針、基本方針、将来像、ネットワークなどに関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 
この案を国にいつまでに提出する

かを明確にして欲しい。 

基地跡地利用計画は、年内に国への提出を予定しており

ます。 

２ 

整備完了の目標時期を 21 世紀中

頃としてことは、実現可能な現実

的な判断である。 

この度の基地跡地利用の検討に当たっては、まちづくり

の観点から周辺地域との関連性も踏まえて、対象地域を

「基地跡地」及び「一体的利用またはその提案が必要と

される地域」と位置付けたこと、また、財政的な観点か

ら、整備完了の目標時期も 21世紀中頃としました。 

３ 

今回の見直し案では、平成 18 年

12 月に、朝霞市基地跡地利用計画

策定委員会が策定した「最終報告

書」の基本精神が取り入れられて

いるので良い。 

平成 20年 4月に基地跡地利用計画が策定されるまでの検

討の蓄積や、市民参加のプロセス等を大事にする観点か

ら、基本的に現行計画を基礎として、状況の変化等を踏

まえて必要な修正を加えました。 

 

    ②土地利用計画 

       ～主に、ゾーニング、土地利用に関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

１６．４ヘクタールのうち国家公

務員住宅３ヘクタールを公園用

地、７ヘクタールの公園用地を公

共施設用地に変更はとても良い着

想で素晴らしいです。 

現行計画の国家公務員宿舎用地と複合公共施設用地を公

園用地に変更して、「みどりの拠点ゾーン」を拡大し、隣

接する公園との連携、一体的利用の可能性を高めるとと

もに、公共施設等の集約化を可能とする用地として、図

書館北側の公園用地を公共施設用地に変更します。 

２ 

シンボルロード以外にも、道路用

地を確保して、歩行者空間の充実

（にぎわい軸の実現とネットワー

ク化）を図って欲しい。 

基地跡地の具体的な整備等につきましては、今後、基地

跡地利用計画を踏まえて、適宜、個別の整備計画を検討

することとなりますので、いただいたご意見はその際の

参考とさせていただきます。 

 

    ③みどりの拠点ゾーン 

       ～主に、みどりの拠点ゾーンに関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

この跡地は防犯、防災備蓄関連

の設備以外は、可能な限り造ら

ない方針で行かれることを望み

ます。 

みどりの拠点ゾーンを構成する公園的な利用をする区画

については、朝霞中央公園、青葉台公園と併せて、既存の

資源を有効活用するなど、この計画にも位置付けているよ

うに防災拠点機能を有する総合公園としての整備を考え

ております。 
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    ④市民サービスの拠点ゾーン 

       ～主に、市民サービスの拠点ゾーンに関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

あくまで慌てずに、どうしても

必要不可欠になったものから順

次建設して欲しい。 

公共施設の移転集約については、施設の状況等を踏まえ

て、今後、検討していきたいと考えております。 

 

    ⑤シンボルロード 

       ～主に、シンボルロードに関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

３通りの中でイメージ１が理想

に近いです。現在ある樹木は自

然保全のため伐採しないこと、

コンクリートはなるべくそのま

まにして工事費用を削減してく

ださい。 

この度の基地跡地利用の検討に当たっては、シンボルロー

ドについて、みどりの現況を踏まえて 3つのタイプに分け

てその整備イメージをお示ししました。 

シンボルロードの整備等につきましては、今後、基地跡地

利用計画を踏まえて、整備計画を検討することとなります

ので、いただいたご意見はその際の参考とさせていただき

ます。 

２ 

今の樹木を残して欲しい。舗装

道路が残っているので、入口を

二ヶ所開けて開放すれば良いの

ではないか。 

基地跡地の具体的な整備等につきましては、今後、基地跡

地利用計画を踏まえて、適宜、個別の整備計画を検討する

こととなりますので、いただいたご意見はその際の参考と

させていただきます。 

 

    ⑥新たなまちの拠点ゾーン 

       ～主に、新たなまちの拠点ゾーンに関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

仮に民間売却、商業施設の誘致

であるならば慎重な対応を望み

たい。 

 

都市経営の観点から、賑わいと活力の創出や、市域外から

の誘客を担う各エリアとして位置付けるとともに、都市計

画マスタープランの見直しにおいても同様の位置付けが

されております。また、民間活用など様々な用途が見込ま

れる土地ですので、慎重に検討してまいります。 
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⑦整備計画と事業費 

   ～主に、整備計画と事業費に関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

朝霞市、志木市、新座市、和光

市の四市合併後の総合庁舎建設

地として提案いたします。 

現在、朝霞、志木、和光、新座の４市で合併する検討は行

われておりませんし、合併に向けた機運もない状況です。 

公共施設の移転集約については、施設の状況等も踏まえ、

集約する施設等を含めて、今後、改めて検討を行います。 

２ 

かまぼこ兵舎は歴史の博物とし

て残したいですが、見学をさせ

て頂きましたが老朽化で使用で

きないようですので同じ建物を

新たに作り休憩所にあてるのは

いかがでしょう。 

 

基地の歴史につきましては、この計画の基本理念や基本方

針に位置付けるとともに、現在の基地跡地公園・シンボル

ロード整備基本計画においても、基地の歴史の活用・保存

等について位置付けております。 

基地跡地の具体的な整備等につきましては、今後、基地跡

地利用計画を踏まえて、適宜、個別の整備計画を検討する

こととなりますので、いただいたご意見はその際の参考と

させていただきます。 

３ 

和光市の市民センター（サンア

ゼリア）のような大きなコンサ

ート、レベルの高い催しのでき

る場を造られては場所も良い

し、駐車場も併設できる収入を

得る事もできる。 

基地跡地の具体的な整備等につきましては、今後、基地跡

地利用計画を踏まえて、適宜、個別の整備計画を検討する

こととなりますので、いただいたご意見はその際の参考と

させていただきます。 

また、整備に当たっては、事業量の大きさや収益性も考え

る必要があるので、併せて検討していきます。 

 

⑧その他（利用計画見直し関係以外） 

   ～利用計画の見直し以外に関すること 

ご 意 見 市 の 考 え 方 

１ 

高齢化は各自治体の財政を圧迫

しています。朝霞市の高齢化は、

これから急速に進むことが予測

されています。計画は早く進め

ることが大切です。 

基地跡地整備の推進につきましては、将来にわたる市の財

政負担等を十分に考慮し、国や県の補助金など効果的・効

率的に制度を活用するなど、慎重に進めていきたいと考え

ております。 

２ 

定期的な基地跡地の見学会の実

施を要望する。 

基地跡地は国有地であるため、これまでの基地跡地の見学

会については、基地跡地利用計画の策定等に関連して国か

ら特別に許可をいただいて開催したもので、一般的には立

ち入り禁止の区域となっています。 

しかし、今後、基地跡地の整備を推進するに当たって必要

と認められるときには見学会を開催し、立ち入りについて

も、引き続き要望していきたいと考えております。 

３ 

シンボル道路と関連して、朝霞

駅からの商店街の活性化の方策

を視野に入れて下さい。 

この度の基地跡地利用の検討に当たっては、まちづくりの

観点から周辺地域との関連性も踏まえて、対象地域を「基

地跡地」及び「一体的利用またはその提案が必要とされる

地域」と位置付け、朝霞駅からの商店街については、アメ

ニティーロードの検討などを進めるなど、朝霞駅前から基

地跡地までの区域を一体の整備領域という理解で進めて

おります。 
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（５）朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会の開催概要 

１）委員会の設置条例 

 

   朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会条例 

（目的） 

第１条 この条例は、朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項

を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 朝霞市基地跡地利用計画（以下「利用計画」という。）を見直すため、朝霞市基地跡地利用

計画見直し検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 （1） 利用計画の見直しに関すること。 

 （2） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 （1） 学識経験を有する者 

 （2） 市の議会の議員 

 （3） 市が関係する団体から推薦された者 

 （4） 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

 （5） 市職員 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、学識経験を有する者をもって充てる。 

２ 委員会に副委員長１人を置き、委員長の指名によってこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱の日から見直し案を作成する日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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  ２）委員会の委員一覧 

 

◎：委員長、○：副委員長  

 

 

 

 

 

   朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会 委員名簿 

    
  選出区分 氏名 備考  

1 
１号委員 

 

学識経験 

〔３人〕 

高村 義晴 日本大学（教授） ◎ 

2 戸田 芳樹 東京農業大学（客員教授）  

3 篠原 康明 
元（財）都市みらい推進機構（企画調整部

長） 
 

4 
２号委員 

 

市議会議員 

〔２人〕 

小池 正訓 市議会議員  

5 野本 一幸 市議会議員  

6 

３号委員 

 

団体推薦者 

〔５人〕 

鈴木 龍久 朝霞市都市計画審議会（会長） ○ 

7 松村  隆 朝霞市環境審議会（会長）  

8 前田  敏 朝霞市商工会（理事）  

9 芳野 吉嗣 朝霞市自治会連合会（理事）  

10 大野 良夫 朝霞の森運営委員会（委員長）  

11 ４号委員 

 

公募・名簿市民 

〔３人〕 

鈴木 夏代 公募市民  

12 田之岡 真澄 公募市民  

13 岩根 利房 公募委員候補者名簿登載者  

14 
５号委員 

 

市職員 

〔２人〕 

田中 幸裕 市職員（市長公室長）   ～H27.3.31 
 

神田 直人 市職員（市長公室長）      H27.4.1～ 

15 
柳原 季明 市職員（都市建設部長）  ～H27.3.31 

 
澤田 大介 市職員（都市建設部長）   H27.4.1～ 
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  ３）委員会の開催概要 

 

開催数 開催日 議事項目 

第 1回 
平成 26年 

5月 23日 

（１）委員長、副委員長の選出 

（２）朝霞基地跡地利用に関するこれまでの経緯と利用計画の見

直しの視点について 

第 2回 
平成 26年 

7月 16日 

（１）第１回の議事のまとめ 

（２）基本理念、シンボルのイメージについて 

第 3回 
平成 26年 

8月 22日 
（１）基地跡地利用計画の基本理念について 

第 4回 
平成 26年 

11月 18日 

（１）見直し後の基地跡地利用計画の基本理念等の確認について 

（２）基地跡地周辺エリアの構成について 

第 5回 
平成 27年 

2月 16日 

（１）最近の緑と調和した空間作りの新たな動き［事例紹介］ 

（２）基地跡地周辺エリアの構成について［第 4回からの継続］ 

― 
平成 27年 

3月 15日 

（１）キャンプ朝霞跡地見学会 

（２）基地跡地利用計画見直しに係る意見交換会 

第 6回 
平成 27年 

5月 15日 

（１）主要エリアの活用イメージについて 

（２）補助金、整備手法等について 

（３）『基地跡地利用計画見直し版（骨子）』について 

第 7回 
平成 27年 

8月 4日 

（１）朝霞市基地跡地利用計画見直しのスケジュールについて 

（２）朝霞市基地跡地利用計画（素案）について 

― 
平成 27年 

9月 1日～9月 30日 
パブリック・コメントの実施 

― 
平成 27年 

9月 12日 
朝霞市基地跡地利用計画（案）に係る住民説明会 

第 8回 
平成 27年 

10月 29日 
（１）朝霞市基地跡地利用計画（案）について 

 


