
No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

1 －

　今回の「みどりの基本計画」は、よく考えられた内容だと
思う。特に、「みどり」という平仮名で、広範囲な事柄を含
めたことは、高く評価する。今後は、書かれた内容をどう実
行に移していくかということに、注目していきたいと思う。

2 －
　首長のイニシアチブが肝要である。豊かな緑の住みやすい
町となれば、結果として人口が増え、土地値段もあがり、財
政も豊かになる。

3 －

　用語の用い方を以下のようにすべき。
「エコロジカルネットワーク」→「エコロジカルネットワー
ク（生態系の連結網）」
「都市気象」→「都市気象（ヒートアイランド現象）」
「オープン スペース」→「オープン スペース（空き地や広
場）」

　ご意見を踏まえ、専門的な用語の意味を理解しやすくする
ため、次のとおり本文を修正します。
・P45第2章2-6の「(2)緑地保全に関する課題と見直しの視
点」の「見直しの視点」の「①生き物のすみかを守る」の4～
6行目を「また、（中略）、生物の円滑な移動を確保するた
め、移動経路となる緑と水辺も保全・創出し、これらの緑と
水辺による有機的なネットワーク（以下「エコロジカルネッ
トワーク」という。）を形成していくことが重要です。この
ため、拠点となる…」に修正します。
・P22第2章2-3の「(1)環境保全機能」の1行目を「緑と水辺
は、（中略）やヒートアイランド現象等の都市気象の緩和、
…」に修正します。
・P1第1章の「1-1「みどり」とその役割」の1～2行目を「本
市ではこれまで、（中略）、住宅等の植栽空間、広場や空地
等のオープンスペースを「朝霞市の緑」と定義し、…」に修
正します。

有

4 －

　IPCCが政治目的を持って警告する地球温暖化は、朝霞市み
どりの基本計画とは無縁である。IPCCとは関係なく、今後の
「気候変動」への危惧は、とても大切な問題である。従っ
て、その「緩和」をめざすというのは、一般市民の妥当な感
覚であり、かつ、妥当な表現だと思う。そこで、計画書冒頭
の「地球温暖化防止」の文言を、「気候変動の緩和」に書き
換えることを提案する。

　一般になじみのある用語である「地球温暖化」を用いてい
ましたが、ご意見を踏まえ、政府の公式文書等で用いられて
いる「気候変動」を本計画でも用いることとし、次のとおり
本文を修正します。
・P1第1章の「1-1「みどり」とその役割」の4行目を「これら
の「朝霞市の緑」は、気候変動の緩和、多様な生物の…」に
修正します。
・P1の「図1-1 みどりの役割」の左上の「環境を守る役割」
の円内の1点目を「○気候変動の緩和」に修正します。
・P22第2章2-3の「（１）環境保全機能」の1行目を「緑と水
辺は、気候変動や…」に修正します。

有

朝霞市みどりの基本計画（素案）に関するパブリック・コメントに出された意見と市の考え

全般

　ご意見を踏まえ、今後、みどり豊かなまち、そしてみどり
を守り育むことが生活文化として根付いたまちを築いていく
よう、行政だけでなく市民や事業者等と協働しながら本計画
に位置づけた施策を推進してまいります。

無
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修正の
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5 全般 －

　生物多様性という文言は、生物の多様性に関する条約に基
づいて引用したものと思われるが、この条約の目的が「３.遺
伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」である
ことは明白である。「生物の多様性に関する条約」の政治
的・経済的な目的と離れて、朝霞の「みどり」の問題を考え
るという意味を込めて、「生物多様性」という分かりにくい
専門用語を、普通の意味の「生き物の多様性」、あるいは、
「生き物の多様性保全」とすることを提案する。

　本計画における「生物多様性」は、生物多様性基本法（平
成20年法律第58号）第2条第1項に規定される「生物の多様
性」の定義である「様々な生態系が存在すること並びに生物
の種間及び種内に様々な差異が存在すること」と同様の意味
で用いています。このため、ご意見を踏まえ、専門的な用語
の根拠を明確にするため、P44第2章2-6の「(1)計画全体の課
題と見直しの視点」の「課題」の3行目を「そうした中、生物
多様性基本法に基づく生物の多様性（以下「生物多様性」と
いう。）の保全や、…」に修正します。

有

6

第１章
みどりの
基本計画
について

1

　この計画の「みどり」の概念の中に、生き物の大事なすみ
家である「土、土壌」を、是非、入れていただきたい。土の
中の生き物は、通常は目に見えないが、健全な土壌が、すべ
ての生き物の土台になっていることを、いろいろな形で、計
画の中で明示していただきたい。

　土壌の保全は、土壌中に生息・生育する生物の保全、湧水
地の水源涵養等の観点から重要であると認識しており、ご指
摘を踏まえ、P1第1章の「1-1「みどり」とその役割」の9～10
行目を「この計画では、（中略）、緑と水辺にすむ生き物や
これらを支える土壌、そして緑や水辺を守り育む市民の活
動、…」に修正します。
　また、P3第1章の「1-4この計画における用語の定義」の1行
目を「本計画では、以下の4項目のいずれかにあてはまる空間
（空間の基盤となる土壌を含む）を「緑と水辺」と表しま
す。」に修正します。

有

7
第２章

朝霞市の特性
23

　「図2-14　環境保全機能」における環境保全機能の表現が
不十分である。また、図の凡例の「都市の骨格となる緑地」
は本素案の言葉の整理に照らせば、「都市の骨格となるみど
り」ではないか。

　ご指摘を踏まえ、P23の「図2-14　環境保全機能」を、緑と
水辺が寄与する環境保全機能を的確に表現するよう修正しま
す。また、図の凡例の「都市の骨格となる緑地」を「都市の
骨格となる緑と水辺」に修正します。

有
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
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8 31

　近隣公園500m、地区公園と都市緑地1kmの誘致圏は適切では
ない。身近な公園として街区公園があったうえで、高次の機
能や魅力をもった公園として近隣公園や地区公園が設定され
ていると思われるので、これらの公園についても250mを越え
るエリアは「日常的レクリエーションの場の不足」に該当す
るエリアとすべき。

　P31の「図2-18　レクリエーション機能」における都市公園
の誘致圏の表示は、街区公園や近隣公園という日常的なレク
リエーションの場と、地区公園等の広域的なレクリエーショ
ンの場の両方が不足する地域を抽出するために行っておりま
すので、ご指摘を踏まえ、図の凡例の「日常的レクリエー
ションの場の不足」を「日常的・広域的なレクリエーション
の場の不足」に修正します。
　また、P30第2章2-3の「(3)レクリエーション機能」の3～6
行目を「街区公園や近隣公園は、（中略）、朝志ヶ丘地区、
三原地区等の住宅密集地区や東部の仲町地区、根岸台地区に
おいて日常的なレクリエーションの場が不足していま
す。」、8～10行目を「しかし、これらの公園等は市の南北に
分布しており、北西部や東部において広域的なレクリエー
ションの場が不足しています。」に修正します。

有

9 46

　（３）緑化の推進に関する見直しの視点①緑をつなぐに、
緑を支えている土壌を大切にして、できるだけ、舗装等で覆
わないように配慮すること、空き地の雑草（野草）も緑をつ
なぐ生き物であることに配慮することを記述すべき。

　土壌の保全は、土壌中に生息・生育する生物の保全、湧水
地の水源涵養の観点から重要であると認識しており、ご意見
を踏まえ、P45第2章2-6の「(2)緑地保全に関する見直しの視
点」の「①生き物のすみかを守る」の4～6行目を「また、
（中略）、緩衝地帯となる農地の保全、湧水地の水源を涵養
する緑と水辺の保全が必要です。」に修正します。
　また、空き地の雑草（野草）が緑をつなぐ生物であること
に配慮することは、P46第2章2-6の「(3)緑化推進に関する課
題と見直しの視点」の「①緑と水辺をつなぐ」の1～2行目を
「生物の移動路を確保するとともに、良好な景観を形成する
緑と水辺の連続性を高めていくため、街路樹、生け垣、河川
等の緑と水辺によって、公園や樹林、農地等の拠点となる緑
と水辺をつなぐことが必要です」に修正します。

有

10
第３章

みどりの
将来像と目標

47

　基本理念にある「みどりの魅力や価値を市民が共有」は、
本当に大切なことだと思う。ぜひ「魅力や価値」を共有でき
るよう、その価値を伝えるわかりやすい写真や内容を盛り込
んでほしい。また、より景観等の魅力を掘り起こし、伝えな
がら、所有者、近隣住民の皆さんの理解を得て、緑を保全し
ていくという意思と方針を示していただきたい。

　ご意見を踏まえ、本文中にみどりの魅力や価値を伝える分
かりやすい写真等を追加します。
　また、P2第1章の「1-2計画改訂の趣旨」に記載したとお
り、朝霞市景観計画（平成28年4月施行）に基づく施策とも連
携しながら、みどりの保全、創出等に努めてまいります。

有

第２章
朝霞市の特性
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

11 51 　都市公園の目標の内訳を示していただきたい。
　基地跡地公園14.6ha、浜崎ふれあい公園3.9haに加え、日常
的・広域的なレクリエーションの場が不足する地域における
街区公園等の整備を見込んでいます。

無

12 52
　減尐が前提の目標はさびしい。朝霞市は、集約型都市のモ
デルになると思う。

　本市は都心から20km圏内にあり、依然として開発需要が高
く、本計画の計画期間である今後10年間については本市の第5
次総合計画においても人口増加を見込んでいるため、本計画
では緑と水辺の面積の減尐をこれまでよりも抑制していくこ
とを目標としています。

無

13 54

　取組の方向「生き物への理解を深める」に、樹木や川や田
圃が都市気象（ヒートアイランド現象）の緩和に貢献するこ
と、雤水の土への浸透が内水氾濫の緩和に貢献していること
への理解を広めることを記述すべき。

　ご意見を踏まえ、P54第4章4-2の「(1)緑と水辺を守る」の
「①生き物のすみかを守る」の1行目を「市民協働で緑と水辺
や生物多様性の保全を進めていくため、…」に修正します。
　また、P53第4章「4-1施策の体系」及びP54第4章4-2の「(1)
緑と水辺を守る」の「①生き物のすみかを守る」の「取組の
方向」の「生き物への理解を深める」を「○生き物やそれを
取り巻く環境への理解を深める」、「主な取組」の「○生物
多様性に関する市民意識の醸成」を「○生物多様性等に関す
る市民意識の醸成」に修正します。
　また、P54第4章4-2の「(1)緑と水辺を守る」の「①生き物
のすみかを守る」の「取組の方向と主な取組」の「○生物多
様性等に関する市民意識の醸成」の1行目を「生物多様性や生
き物との共生、都市気象の緩和や防災機能等、みどりの機能
について市民、事業者の理解を深めていくため、黒目川にお
ける自然再生の取組、自然との共生、外来種が与える影響や
在来種の活用、温室効果ガスである二酸化炭素の吸収や雤水
浸透など、生物多様性等に関する…」に修正します。

有

14 54
　これからの緑に係る施策や緑化の誘導において、地域の植
生をふまえた植栽の誘導（外来種の取り扱い）の方針なども
盛り込まれるとよい。

　ご意見を踏まえ、P54第4章4-2の「(1)緑と水辺を守る」の
「①生き物のすみかを守る」の「取組の方向と主な取組」の
「○生物多様性等に関する市民意識の醸成」の1～3行目を、
「生物多様性や（中略）、自然との共生、外来種が与える影
響や在来種の活用、（中略）、生物多様性等に関する…」に
修正します。

有

第３章
みどりの

将来像と目標

第４章
施策の方針

と展開
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

15 54

　駅前のムクドリの大群を写真で取り上げ、ムクドリと人間
との共生に向けた理解の醸成を提起したことは評価できる。
駅前の樹木を丸坊主に強剪定してもムクドリは他の樹木や電
線などに移動するだけである。
　住民も含め、丁寧な話し合いを重ねて自然との共生の大切
さをいかに住民に広げていくかが問われる。先進地の事例な
ども参考にしっかりした取り組みをどう展開していくかが課
題である。
　市民参加で対応していくべき。

　ご意見を踏まえ、行政だけでなく市民や事業者等と協力し
ながら、ムクドリと人間との共生に向けた理解の醸成に努め
ていくとともに、被害を軽減する対策を進めてまいります。

無

16 56

　取組の方向「樹木・樹林を保全する」に、土壌を保全する
こと、公共の駐車場の舗装を可能な限りやめることへの理解
の醸成、歩道を雤水が浸透する方式を開発することを記述す
べき。

　P3第1章の「1-4この計画における用語の定義」の1行目を
「本計画では、以下の4項目のいずれかにあてはまる空間（空
間の基盤となる土壌を含む）を「緑と水辺」と表します。」
に修正しましたので、土壌の保全に関するご意見の趣旨はP56
第4章4-2の「(1)緑と水辺を守る」に含まれており、土壌を含
めた樹木・樹林の保護に努めてまいります。
　また、雤水浸透に関するご意見については、湧水地の水源
涵養の観点からも重要であることから、ご意見を踏まえ、P56
第4章4-2の「(1)緑と水辺を守る」の「①生き物のすみかを守
る」の「取組の方向と主な取組」の「○広沢の池、湧水代官
水、岡特別緑地保全地区の管理」の9行目の後に「また、樹林
地、農地等の保全、透水性舗装等の推進等により湧水の水源
涵養に努めます。」を加えます。

有

17 56
　朝霞のみどりをこれ以上減らさず、増やすことについて、
斜面林、黒目川周辺地等を市の財政だけで買い上げることは
無理。市民と共に具体化し、「みどりの基金」を募ること。

　本市では、市内の貴重な緑地の保全及び緑化の推進を図る
ために必要な土地の取得や市民等による緑化事業等に要する
財源にあてるため、市民、事業者の寄附を募り「朝霞市みど
りのまちづくり基金」を積み立てており、今後も市民、事業
者等に基金への協力を呼びかけてまいります。

無

18 56

　市では生産緑地地区や保護地区を指定しているが、先日も
根岸台の方で大規模な開発がされてしまった。買取りも大変
だろうが、そうしていかないと朝霞の緑はどんどん尐なく
なってしまうと思う。何とか良い方法を考えていただきた
い。

　都市緑地法に基づく制度である特別緑地保全地区の指定や
土地所有者との契約により緑地を保全・整備・公開する市民
緑地制度の活用、朝霞市緑化推進条例に基づく保護地区・保
護樹木の指定、朝霞市みどりのまちづくり基金の活用等、
様々な手法を活用して緑地の保全に努めてまいります。

無

第４章
施策の方針

と展開
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

19 58

　みどりのボランティア活動が活発になるに伴い、自主財源
の確保をどのように図っていくのかが大きな課題である。朝
霞の森の活動においても市民団体の会費財源からの支出に
頼っており、これでは安定し、充実した活動は補償できな
い。ボランティア団体などにとって使い勝手のよい基金の充
実が求められている。

　朝霞市みどりのまちづくり基金を、土地取得だけではなく
良好な景観の形成や生物多様性の保全に資する市民等による
緑化事業に対しても支援できるよう、平成27年3月に条例を改
正しました。今後、制度の市民への周知、基金を活用した市
民活動の支援を進めるとともに、活動団体に対して県や民間
団体の助成に関する情報提供を行うなど、市民活動の支援を
進めてまいります。

無

20 59

　「①緑をつなぐ」に関する取組として、空き地の野草や土
壌中に生息する生物の大切さへの理解を促すため、不用な場
所のコンクリート舗装を可能な限り止めること、街路樹のま
わりの舗装を可能な限りやめることを示すべき。

　P3第1章の「1-4この計画における用語の定義」の1行目を
「本計画では、以下の4項目のいずれかにあてはまる空間（空
間の基盤となる土壌を含む）を「緑と水辺」と表します。」
に修正しましたので、土壌の保全に関するご意見の趣旨はP56
第4章4-2の「(1)緑と水辺を守る」に含まれており、土壌を含
めた樹木・樹林の保護に努めてまいります。
　街路樹のまわりについては、歩行者の安全性に配慮しつ
つ、樹木の健全な育成に必要な植樹ますをできる限り確保す
るよう努めてまいります。

無

21 59

　計画に実効性を持たせて、道路緑化を推進していただきた
い。歩行者中心の快適な街づくりに緑化を役立て、道路・街
の構造を改善していただく方針を示していただきたい。ま
た、管理が楽なということでハナミズキばかりが新しく植栽
されるのもあまり感心できない。可能なところには市の木で
あるケヤキなどを植栽し、景観形成や緑陰の提供となどを図
る方針を示していただきたい。

　道路における快適な歩行環境等を形成していくため、今
後、P60に例示した「街路樹育成方針（案）」に沿って、専門
家や市民、事業者の意見を踏まえ路線または樹種ごとに具体
的な育成方針を策定するとともに、景観形成や植栽環境等を
考慮しつつ、適切な樹種を選択してまいります。

無

22 59
　街路樹を隙間剪定にしてほしい。(学校も同じ)
　道幅のこともあると思うが、朝霞市は街路樹が尐ない。是
非増やしてほしい。

　道路における快適な歩行環境等を形成していくため、今
後、P60に例示した「街路樹育成方針（案）」に沿って、専門
家や市民、事業者の意見を踏まえ路線または樹種ごとに具体
的な育成方針を策定するとともに、景観形成や植栽環境等を
考慮しつつ、適切に枝透かし剪定、枝下ろし剪定等の管理を
行ってまいります。なお、学校の樹木の剪定方法について
は、ご意見を担当課へお伝えし、今後の検討の参考とさせて
いただきます。
　また、新たな街路樹の植栽については、幅員等の道路構造
を考慮して検討してまいります。

無

第４章
施策の方針

と展開

当初の修正は、事務局修正扱いとします
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

23 59

　緑の質を重視する考えは素晴らしいことと思う。安心して
歩行できる緑の並木道つくりを優先して目指して欲しいと思
う。
　一日も早く市役所通りを一方通行にして、平で車椅子も乳
母車も老人もらくらく歩ける幅広の歩道をつくり、さらに電
線の地中化を図り、電柱に替えて市のシンボルである欅など
の樹木を植え、将来期待される基地跡地の公園など一大公園
地区へつながる安全で豊かなグリーンラインとしていただき
たい。

　朝霞駅南口駅前通りは、現況の道路幅員が狭いため、新た
にケヤキ等の高木を植えることは難しいと考えております
が、朝霞駅と基地跡地に整備予定のシンボルロードとをつな
ぐ主要なアクセスルートとなりますので、今後、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や商業
活性化等を図り、賑わいと活力の創出に努めてまいります。

無

24 59

　街路樹の「目標とする樹形」を定め、維持管理する方針に
賛成である。目標とする樹形の決定については専門家や市民
を交えた委員会等で丁寧に話し合い、決めてほしい。「朝霞
市街路樹の剪定に関する基準」(H15年8月1日施行)に基づいて
今まで剪定してきたから、批判の多い強剪定を繰り返してき
たのではないか。同基準の改定はどのように行うのか。

　これまでの街路樹の剪定は、市への意見・要望等の内容を
重視した剪定を行っていたため、一部で強剪定を行っていま
した。
　今後は、P60に例示した「街路樹育成方針（案）」に沿っ
て、専門家や市民、事業者の意見を踏まえ路線または樹種ご
とに具体的な育成方針を策定するとともに、景観形成や植栽
環境等を考慮しつつ、適切に剪定等の管理を行ってまいりま
す。また、剪定の意義、要点、手法、時期等、樹木剪定の一
般的技術を示した「朝霞市街路樹の剪定に関する基準」につ
いても「街路樹育成方針（案）」と併せて内容を確認し、必
要に応じて改正を検討してまいります。

無

25 59

　朝霞駅前広場のケヤキはいつ植え替えられるのか。
　また、図書館下のような状況を長年続けているのも疑問で
ある。
　さらに、官民問わず駐車場の緑化・修景が進めば、朝霞の
景観は大いに改善するのではないか。

　朝霞駅前広場のケヤキの植え替えについては、現在のとこ
ろ予定はございません。
　図書館下の駐輪場のように見える箇所は、市が民間から土
地を借りて放置自転車の一時保管場所として利用しており、
借地のため本格的な緑化は困難な状況ですが、今後、プラン
ターの設置等を含めて緑化・修景の方法を検討してまいりま
す。
　また、駐車場の緑化・修景については、ご意見を踏まえ、
今後具体的な方法を検討してまいります。

無

第４章
施策の方針

と展開
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

26 64

　落ち葉をゴミとして処理するのではなく「落ち葉は朝霞の
みどりの素」と位置づけ、腐葉土づくりや落ち葉プールなど
への利用提起は大変評価できる。市民みんなで楽しみながら
落ち葉を集める活動に参加したいと思う。

27 64

　落ち葉集め隊について、集めた落ち葉の利用法として、放
棄農地の活用を兼ねて、町内会に貸し出して畑をつくり、特
産の人参や、国産の尐ない大豆や小麦を栽培し、収穫祭など
をすることで、市民の交流の場とすることを提案する。

28 64

　朝霞の公園で落ち葉を掃き続けていることが理解できな
い。公園の植栽地内全体で刈り草、落ち葉、小さな枝などを
ためて土に返す、子どもの遊び場や遊び道具のひとつとする
などの処置をすることを提案する。

29 65
　基地跡地の整備に際して、現在の「朝霞の森」の部分は広
場として保全すべき。

30 65

　基地跡地は、生物多様性の観点から見ても重要性が高いと
思われます。なるべくこのままの状態で残して欲しい。ま
た、人を呼ぶための目玉として、樹冠タワー（樹の上だけを
見る、葉っぱだけを見るタワー）を提案する。

31 65 　基地跡地の道路のみの「解放」

32 66

　夏には日影が尐なく市民が余り来ないと思える公園があ
る。景観も良くなく、ベンチも尐ない。
　樹木は強剪定を止め、全て隙間剪定にしてほしい。草花も
ほしい。
　遊具はワンパターンでなく、もっと子供たちが、喜々とし
て遊べる遊具を。

　P66第4章4-2の「(3)公園の魅力を高める」の「①多世代が
交流できる場をつくる」の「取組の方向と主な取組」の「特
色ある公園をふやす」に記載したとおり、地域住民の意見を
取り入れながら、特色を持った利用しやすい公園づくりを進
めてまいります。
　樹木の剪定については、樹木の健全な育成や公園利用者の
安全確保等を考慮しながら、適切に管理してまいります。
　草花の植栽については、地域住民の意見を取り入れなが
ら、管理への市民参加とあわせて検討してまいります。

無

第４章
施策の方針

と展開

無

　基地跡地の利用については、平成27年12月に策定した「朝
霞市基地跡地利用計画書」に沿って、今後具体的な整備内容
の検討を進めてまいりますので、いただいたご意見は、その
検討の参考とさせていただきます。

無

　落ち葉への苦情等の問題が生じているなかで、落ち葉の有
効活用は重要な課題と認識しており、今後、P64の「図4-5
（仮称）あさか落ち葉あつめ隊の活動内容」で例示した
「（仮称）あさか落ち葉あつめ隊」の具体化に向けた検討を
行ってまいりますので、いただいたご意見は、その検討の参
考とさせていただきます。
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

33 66

　利用形態が変化し、利用者が減尐した児童公園がある。今
回、ここに焦点を当て、地域のニーズに合った利用しやすい
公園、楽しい公園づくりを地域住民と一緒に考えて整備、改
修する方針に賛成である。子供たちの意見もぜひ取り入れて
ほしいと思う。

　ご意見を踏まえ、P66第4章4-2の「(3)公園の魅力を高め
る」の「①多世代が交流できる場をつくる」の「取組の方向
と主な取組」の「特色ある公園をふやす」に沿って、今後具
体的に特色を持った利用しやすい公園づくりを行う際には、
子どもたちを含めた地域住民の意見を取り入れながら進めて
まいります。

無

34 66

　昔は縁側があったり井戸端があったり交流の場が多くあっ
たが、最近はお年寄りが道端で立ち話をしているのをよく見
かけるので、地区の公園や空きスペースにベンチがあればよ
いと思う。

　いただいたご意見は、今後、具体的な都市公園、児童遊園
地、ポケットパーク等の整備検討を行う際の参考とさせてい
ただきます。

無

35 69

　市役所直営・担当による公園管理は、費用がかかり又市民
の愛着も尐なくなる。リタイア市民、一般市民そして中学・
高校・大学生まで「いかに活用」するかが、鍵。市民が活性
化し、市財政の節約になる。そのためには、行政と一般市民
の間にＮＰＯが必要。

　都市公園を日常的にきめ細かく管理していくためには地域
住民等との市民協働による公園管理が重要であり、またその
結果地域住民等が都市公園に愛着を持つようになることが期
待できますので、P69第4章4-2の「(3)公園の魅力を高める」
の「③地域で公園を使いながらつくる」の「取組の方向と主
な取組」の「○公園管理ボランティアによる維持管理」に
沿って、今後具体的な市民協働による公園管理の方法を検討
してまいります。

無

36 69
　「無償借地方式」の公園整備に実現性（見込み）はあるの
か。

　P69の「図4-6　無償借地方式による公園整備のイメージ」
で例示した無償借地方式による公園整備の実現には、土地所
有者の意向との調整が必要となりますが、先行する地方公共
団体では実現した事例もあるとのことですので、先行事例を
参考に実現性の高い方法となるよう検討を進めてまいりま
す。

無

37
第５章

地域別の方針
75

　東部地域の方針に、環境の保全と内水氾濫の緩和の観点か
ら、道路や空き地についても、可能なかぎりコンクリート等
での舗装を止め、土壌の保全をはかることに努めることを記
載すべき。

　ご意見を踏まえ、P75第5章5-3の「(2)方針」の7～8行目を
「他の地域と比べて豊富な湧水地について、保全に努めると
ともに、湧水の水質、水量を維持するため、雤水浸透及び湧
水の水源涵養に資する樹林地、農地等の保全、透水性舗装の
推進等により、周辺環境の維持保全に努めます」と修正しま
す。

有

第４章
施策の方針

と展開
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No 区分 ページ 意見の内容 市の考え
修正の
有無

38 82

　本町2丁目地域は重点地区に指定されていますが、この地域
は商業地域になっており建築物の規制が非常に緩い。
　緑を増やすためには、マンション等への一定規模以上の緑
地の義務化や、陽の当らない地域を尐しでも減らすよう建築
物の高さ規制を強化しなければ、実現が困難であると思う。

　市では、より質の高い環境づくりを進めるため、建築物の
高さの最高限度を定める「高度地区」を指定しており、本町2
丁目においては、一部を除き高さの最高限度を25m又は30mに
設定しています。
　また、開発区域が500㎡以上の開発事業等を行う際には、
「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づ
き、開発行為に伴う緑化基準を定め、開発・建築事業に対し
緑化の協力をお願いしています。なお、500㎡未満の開発事業
等を行う場合には、特に緑化基準は設けられていませんが、
積極的な緑化に努めていただくよう事業者にお願いをしてい
ます。
　このようなまちづくりに関わる様々な制度、基準を適切に
運用し、緑化の推進に努めてまいります。

無

39 83
　緑化重点地区整備構想図は、計画、方針に対し図の表現が
不十分であり、もう尐しスケールアップして引き出し線やイ
メージスケッチなどで「構想」を示された方がよい。

　ご意見を踏まえ、P83の「図6-2　緑化重点地区整備構想
図」の地図を緑化重点地区部分を拡大したものに差し替え、
P82第6章の「6-3緑化の推進に関する施策」に記載した取組と
実施箇所を引き出し線により表示するよう修正します。

有

40
第７章
施策の

推進体制
85

抽象的な計画でなくＰＤＣＡ(具体的プラン→実行→チェック
→再アクション)と民間企業の会社経営計画方式にしたいもの
です。当然財政の裏付けも必要です。

　P85第7章7-2の「(1)実施計画の策定」に記載したとおり、
本計画の実効性ある推進を図り、より具体的な方向性を提示
するため、概ね３か年を期間とする実施計画を策定し、年度
ごとに事業進捗報告書を作成して取組の実施状況の点検・評
価を行い、次年度以降の取組内容の改善につなげてまいりま
す。

無

41

パブリック
コメントの

手続き
について

-

　提出された意見と回答は、後日、市ホームページ等で公表
するとあるが、ホームページでは見落としが多いため、でき
れば提出者に提出者全員の意見および回答を文書でいただき
たい。

　ご意見を踏まえ、ご意見の提出者に対して、パブリック・
コメントの結果（本資料）を送付いたします。
　なお、パブリック・コメント意見集計結果につきまして
は、市ホームページのほか、出張所、支所、公民館等におい
て閲覧が可能です。

無

42
市の施設
について

-
　湯～ぐうじょうを改修し、スポーツ施設を充実させて、宿
泊施設に作り替えて市外の人に利用してもらう。

　いただいたご意見は、湯～ぐうじょう跡地の担当課に伝
え、今後の湯～ぐうじょう跡地の活用方法の検討を行う際の
参考とさせていただきます。

無

※「意見の内容」は、提出された意見原文の趣旨を逸脱しないよう配慮の上、事務局が要約を行ったものである。

第６章
緑化重点地区

の計画
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