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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度第２回朝霞市都市計画審議会  

開 催 日 時 
令和３年１１月２４日（水） 

午後３時００分から午後５時１０分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 大会議室（手前） 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容  別紙のとおり 

会 議 資 料 別紙のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席委員全員による確認 

そ の 他 の  

必 要 事 項 
傍聴者 １人 
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令和３年度第２回朝霞市都市計画審議会 

令和３年１１月２４日（水） 

午 後 ３ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 後 ５ 時 １ ０ 分 ま で 

朝霞市役所 別館５階 大会議室（手前） 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 議  題 

  ①諮問事項 

    議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（朝霞市決定） 

  ②意見聴取 

    議案第２号 特定生産緑地の指定について（意見聴取） 

４ そ の 他（報告事項） 

報告事項第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（経過報告） 

報告事項第２号 都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域等の

取扱い方針について（経過報告） 

報告事項第３号 あずま南地区の都市計画変更について（経過報告） 

報告事項第４号 立地適正化計画の策定について（経過報告） 

報告事項第５号 官民連携まちなか再生推進事業について（経過報告） 

５ 閉  会 

 

出席委員（１２人） 

   会       長 鈴 木 龍 久 

   委       員 川 端   登 

委       員 高 橋   隆 

   委       員 松 村   隆 

委       員 大 橋   純 

   委       員 木 村 暢 宏 

   委       員 獅子倉 千代子 

   委       員 須 田 義 博 
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   委       員 かしわや 勝幸 

委       員 田 原   亮 

委       員 駒 牧 容 子 

   委       員 竹 村 信 行 

 

欠席委員（２人） 

   委       員 北 島 隆 孝 

委       員 町 野 綾 香 

 

事務局（１５人） 

   事   務   局  都市建設部長 笠 間 三 生 

   事   務   局  審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長 宇 野 康 幸 

   事   務   局  都市建設部次長兼開発建築課長 村 沢 敏 美 

   事   務   局  みどり公園課長 大 塚 繁 忠 

   事   務   局  道路整備課長 長 島 一 政 

   事   務   局  まちづくり推進課主幹兼課長補佐 高 橋 俊 朗 

   事   務   局  まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 中 村 秀 樹 

事   務   局  まちづくり推進課専門員兼区画整理係長 多度津 みどり 

   事   務   局  開発建築課専門員兼開発指導係長 持 田 宏 行 

事   務   局  道路整備課用地係長 細 野 哲 也 

事   務   局  みどり公園課みどり公園係主査 渡 辺 亮 慶 

事   務   局  まちづくり推進課都市計画係主査 西 村 憲 司 

   事   務   局  みどり公園課みどり公園係主任 並 木   努 

事   務   局  みどり公園課みどり公園係主事 菊 地 理 浩 

事   務   局  まちづくり推進課都市計画係主事 高 橋 竜 弥 
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会議資料 

・令和３年度第２回朝霞市都市計画審議会 次第 

・朝霞市都市計画審議会 委員名簿 

・議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（朝霞市決定） 

・議案第２号 特定生産緑地の指定について（意見聴取） 

・報告事項第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（経過報告） 

・報告事項第２号 都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域等の取扱

い方針 

資料① 都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域

等の取扱い方針 

資料② 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」 

資料③ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法

の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度の

見直しについて（技術的助言） 

資料④ 都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 

資料⑤ 朝霞市既存の集落の位置図 縮小版 

・報告事項第３号 あずま南地区の都市計画変更について（経過報告） 

・報告事項第４号 立地適正化計画の策定について（経過報告） 

・報告事項第５号 官民連携まちなか再生推進事業について（経過報告） 

あさか冬のあかりテラス チラシ 

・朝霞市都市計画審議会 傍聴要領 
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 審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会 

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 

定刻となりましたので、ただいまから、令和３年度第２回朝霞市都市計画審議会を開催させてい

ただきます。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

新型コロナ感染防止のため、マスクの着用や窓等の開放による換気を行っておりますので、御了

承いただければと思います。体調が優れない場合などございましたら、事務局へお伝えしていただ

ければと思います。 

また、会議室の中の人数をなるべく制限するため、適宜事務局の入れ替えをさせていただきます

ので、御理解をいただきたいと思います。 

さて、本日の審議会の出席委員でございますが、総数１４人中、１２人でございますので、朝霞

市都市計画審議会条例第６条に定める、開催定足数を満たしていることを御報告いたします。 

なお、朝霞警察署交通課長の北島委員におかれましては、欠席の御連絡を事前にいただいており

ますので、御報告をさせていただきます。 

それでは、審議会の開会に当たりまして、都市建設部長、笠間から御挨拶を申し上げます。 

 

◎２ 挨拶 

◯事務局・笠間都市建設部長 

  皆さん、こんにちは。 

本日は、御多用の中、令和３年度第２回朝霞市都市計画審議会に御出席いただきまして誠にあり

がとうございます。 

また、平素から本市の都市計画行政に御理解と御協力を賜っておりますことにつきまして、重ね

て御礼申し上げます。 

さて、本日の審議会は、議題が２件、報告事項が５件ございます。 

議案第１号につきましては、生産緑地地区１０地区の変更について、御審議をいただくものでご

ざいます。また、議案第２号につきましては、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地地区

の特定生産緑地の指定に係る意見聴取についてでございます。また、報告事項第１号につきまして

は、生産緑地地区の変更について、今後の審議に当たり経過報告をさせていただきます。報告事項

第２号につきましては、都市計画法が改正されたことに伴う市街化調整区域の浸水想定区域等の取

扱い方針について、報告事項第３号につきましては、都市計画の変更が予定されているあずま南地
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区についての経過、報告事項第４号につきましては、現在、策定に向けて検討を進めております立

地適正化計画について、そして報告事項第５号につきましては、官民連携まちなか再生推進事業に

ついての御報告をさせていただきます。 

本日の審議会におきましても、委員の皆様の慎重なる御審議と議事の円滑な進行に御協力をお願

い申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきます。本日は、よろしくお願いいたします。 

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 

  都市計画審議会条例第５条に基づき、会議の進行は会長が行うこととされてございます。 

この後の進行につきましては、鈴木会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○鈴木会長 

  皆さん、こんにちは。 

今日は、議案と報告事項がたくさんありますので、早速会議に入らせていただきます。 

この審議会は原則公開の立場をとっております。審議に入る前に、傍聴人の入室について皆様に

お伺いいたします。本日、この審議会の傍聴を希望されている方がいらした際には、傍聴人の入室

を許可してもよろしいでしょうか。 

（異議なし、の声） 

ありがとうございます。 

事務局、傍聴人はおいでになりますか。 

○事務局・高橋まちづくり推進課都市計画係主事 

１人いらっしゃいます。 

（傍聴人入室） 

○鈴木会長 

傍聴人にお願いします。傍聴人につきましては、都市計画審議会傍聴要領によりまして、発言な

どの行為は認められませんので、御了承のほど、よろしくお願いいたします。 

なお、現在１人の方が傍聴人として入室していただいておりますが、会議中に傍聴人が見えた場

合、逐次事務局から御案内させていただきますので、御了承のほどよろしくお願いいたします 

それでは、審議に先立ち、本日の会議資料の確認を事務局からお願いいたします。 

中村専門員。 

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 

それでは、本日の会議資料について確認させていただきます。 

あらかじめ郵便で送付させていただきました資料といたしまして、審議会の次第が１枚、審議会
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委員名簿が１枚でございます。 

次に議案第１号「朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（朝霞市決定）」という表紙と最後１

２ページまでのホチキス留めの資料でございます。 

続きまして、報告事項第１号「朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（経過報告）」という表

紙と３ページまでの資料でございます。 

続きまして、報告事項第２号「都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域等

の取扱い方針について（経過報告）」という資料番号①から⑤までのクリップ留めの資料でございま

す。 

続きまして、報告事項第３号「あずま南地区の都市計画変更について（経過報告）」という表紙と

１０ページまでのホチキス留めの資料でございます。 

続きまして、報告事項第４号「立地適正化計画の策定について（経過報告）」という２枚物のホチ

キス留めの資料でございます。 

それと、本日机の上にお配りさせていただきました資料といたしまして、傍聴要領が１枚でござ

います。 

次に、事前にお送りさせていただいた資料の差し替え資料ということで議案第２号「特定生産緑

地の指定について（意見聴取）」という資料でございます。 

次に報告事項第３号の追加資料として「あずま南地区の都市計画変更について」という１枚物の

資料でございます。 

次に、報告事項第５号「官民連携まちなか再生推進事業について（経過報告）」というホチキス留

めの２枚物の資料でございます。 

さらに、「あさか冬のあかりテラス」というチラシでございます。 

資料の確認は以上でございます。会議の途中でも、もし不足等ございましたらお声掛けいただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎３ 議題 ①諮問事項 議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（朝霞市決定） 

○鈴木会長 

それでは、次第に従いまして会議を進めたいと思います。 

本日諮問されました議案は、「議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について」でござい

ます。 

また、「議案第２号 特定生産緑地の指定について」の意見聴取も行います。 

それでは、「議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について」事務局から説明をお願いし
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ます。 

菊地主事。 

○事務局・菊地みどり公園課みどり公園係主事 

それでは、議案第１号、朝霞都市計画生産緑地地区の変更について、概要を御説明いたします。

 本議案は、これまでの都市計画審議会の報告事項で御報告させていただきました、生産緑地地区

の追加指定及び買取申出による変更に関するものです。  

お配りしている資料は、議案資料として都市計画変更図書が８ページ、参考資料はその補足資料

として１２ページとなってございます。 

議案資料の１ページを御覧ください。  

こちらは計画書で、今回の対象、面積や区域の変更が３地区、追加が７地区の計１０地区でござ

います。 

次に、２ページを御覧ください。  

こちらは理由書になります。 

変更の必要性としては、第８－２号は買取申出により行為制限が解除されたため、その他の地区

は市の基準に基づく追加指定のためでございます。 

３ページの総括図、４ページから８ページの計画図はいずれも変更後の図面となっております。 

詳細な位置等については、参考資料として詳細図を付けてございます。 

それでは、参考資料の１ページを御覧ください。 

総括図に今回変更する生産緑地地区の位置を青枠で、お示ししております。 

次に、２ページを御覧ください。 

こちらは、今回の変更の一覧でございます。 

１０地区の変更後の面積を合計しますと、１万１３２．２７平方メートルから１万９，５７１平

方メートル増加し、２万９，７０３．２７平方メートルとなります。 

変更後の市内全体の地区数は変更前の２１２地区から７地区増加し、変更後は２１９地区とな

り、面積は約６３．３８ヘクタールから約１．９６ヘクタール増加し、約６５．３４ヘクタールと

なります。  

次に、３ページを御覧ください。 

ここから１１ページまでは、各地区の概要を示しております。 

概要図の青色の矢印は、現況写真の撮影位置と方向を示しており、黄色に塗りつぶした区域が今

回削除する部分になります。他の地区も同様です。 

また、事前に資料をお送りしていることも踏まえまして、本日は、特に説明を加えたい３地区に
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ついて、御説明を差し上げます 

引き続き、３ページを御覧ください。  

宮戸四丁目の第８－２号生産緑地地区の概要でございます。 

農業の主たる従事者の死亡に伴い、令和３年４月２７日に市に買取申出があり、これに対し市で

は公共施設等用地として一部買い取りを希望し、その他の区域については買い取らない旨を地権者

に通知いたしました。 

一部買い取りを希望したのは、緑色で塗りつぶした部分で、市道２００２号線の拡幅用地とし

て、道路整備基本計画の対象路線として位置付けられている部分の買い取りの希望を申し出てござ

います。 

また、農業委員会に農業従事者への生産緑地地区買取りのあっせんを依頼しましたが、買取りの

希望はない旨の回答がありました。 

このようなことから、生産緑地法第１４条の規定に基づき、生産緑地地区内における行為制限が

解除されたため、地区の区域及び面積の変更をするものでございます。 

次に、４ページを御覧ください。  

岡３丁目の第１１９号生産緑地地区の概要でございます。 

赤色に塗りつぶした区域が今回の追加指定部分になります。ほかの地区も同様です。 

既存の生産緑地地区の区域に追加する内容です。 

既存の地区面積１，２２８．２７平方メートルに１４３平方メートルを追加し、合計で 

１，３７１．２７平方メートルになります。 

次に、５ページを御覧ください。  

根岸台６丁目の第１５０号生産緑地地区の概要でございます。 

既存の生産緑地地区の区域に追加する内容です。 

既存の地区面積２，３３７．００平方メートルに４８６平方メートルを追加し、合計で 

２，８２３．００平方メートルになります。 

このあとの６ページから１１ページの生産緑地地区は、新たに区域を指定するものでございま

す。 

次に１２ページを御覧ください。 

こちらは、生産緑地地区の変更に関する経緯の概要でございます。 

生産緑地地区の変更について、令和３年９月２１日に埼玉県知事へ協議を申し出て、９月２９日

付けで異存がない旨の回答をいただきました。 

変更案の縦覧は、１０月１１日に案の縦覧をする旨を告示し、翌日の１０月１２日から２５日ま
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での２週間、案を縦覧に供しました。なお、案の縦覧は、市の広報及びホームページで周知してお

ります。 

縦覧の結果、縦覧者は０人でございました。 

今後の予定でございますが、本日の都市計画審議会での審議を経て、都市計画変更の告示を行う

予定でございます。 

以上で議案第１号、朝霞都市計画生産緑地地区の変更についての説明を終了いたします。 

○鈴木会長 

ありがとうございます。 

議案の説明が終了いたしましたので、審議に入ります。 

何か御意見、御質問等はございますか。 

駒牧委員。 

○駒牧委員 

３ページの宮戸ですけれども、緑の部分が市の一部買取りということで、拡幅のための買取りと

いうことなんですけれども、黄色の部分は削除で、これって歩道みたいな形になるんですか。この

写真を見ても分かるんですけれども、保育園の目の前ですけど、雑草みたいになっていて非常に景

観が悪くて、拡幅ってすごく遠い先の話になると思うのですが、こういう状態がずっと続くのでし

ょうか。 

それを質問したいと思います。 

○鈴木会長 

細野係長。 

○事務局・細野道路整備課用地係長 

今回の買取り部分については、拡幅部分のこともありますけれども、地権者と御相談いたしまし

て、保育園の反対側の横断歩道の際ということもあるので、ベビーカーですとか親子連れの皆さん

がもっと安心して待てるようにですね、少し拡幅よりも広く土地を取っております。 

この写真から側溝が見えるかと思うんですけど、そこの境界から２メートル７０センチメートル

ほど後退して溜まり場を作る予定になっております。 

道路の部分については簡易な舗装をしようかと思っていますけれども、残りの土地については地

権者様の御意向になりますので、このままなのかどうかというのは、ちょっと分かりかねる状況で

す。 

以上です。 
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○鈴木会長 

よろしいですか。 

駒牧委員。 

○駒牧委員 

歩道のような扱いではないんですか。やはり、このわさわさしたままなんですか。 

○鈴木会長 

細野係長。 

○事務局・細野道路整備課用地係長 

  民地の部分は、何とも言えません。歩道になる部分は簡易な舗装をかけようと思います。 

○鈴木会長 

恐らく、転売か何かされると思いますので、宅地化か何か整備されると思いますのでね、雑草は

なくなるのではないでしょうか。 

○駒牧委員 

  分かりました。 

○鈴木会長 

ほかに、何かありますか。 

かしわや委員。 

○かしわや委員 

先ほどの市の買取り希望部分の緑の部分ですが、こちらは溜まり場というようなお話がありまし

て、この土地の評価というか鑑定をされて決定をされるということだと思いますけれども、今の段

階で大体、概算どれぐらいの金額を想定されているのかお伺いしてもよろしいですか。 

○鈴木会長 

  細野係長。 

○事務局・細野道路整備課用地係長 

買取り金額については、委員のおっしゃるとおり不動産鑑定士にお願いして買取り希望額を決め

ております。概算においてはですね、明後日に地権者と協議する関係で、今は控えたいと思いま

す。以上です。 

○かしわや委員 

かしこまりました。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 
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ほかに、どなたかありますか。よろしいですか。 

それでは、御意見がなければ質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

「議案第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について」、原案のとおり決することに御異議は

ございませんか。 

（異議なし、の声） 

ありがとうございました。 

全会一致で異議なしとなりました。よって、議案第１号について、原案のとおり決しました。 

 

◎３ 議題 ②意見聴取 議案第２号 特定生産緑地の指定について（意見聴取） 

○鈴木会長 

続きまして、「議案第２号 特定生産緑地の指定について」でございます。 

事務局から説明をお願いします。 

並木主任。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

それでは、議案第２号、特定生産緑地の指定について、概要を説明いたします。  

本議案は、既存の生産緑地地区を特定生産緑地に指定するに当たり、御意見を伺うものです。 

特定生産緑地は、あくまで既に生産緑地地区に指定している農地について買取申出が可能になる

までの期間を延長する制度であり、都市計画決定ではなく地権者の同意があれば指定することがで

きますが、併せて都市計画審議会の御意見も聴くことになっておりますので、本議題において意見

聴取させていただくものです。  

まず、表紙をおめくりいただき、告示文を御覧ください。 

特定生産緑地の指定の公示は、既に生産緑地地区になっている都市農地に対して行うものであ

り、新たに生産緑地地区に追加指定したり廃止したりするような場合に行う都市計画変更には、先

ほど申し上げたとおり当たらないため、都市計画変更図書の作成は不要となっておりますが、今回

は御意見を頂くに当たり説明の補足として告示文及び指定図を配付させていただきました。  

こちらの告示文の表にあります「指定期限日」とは、特定生産緑地になってから１０年が経過し

て効力が切れる日のことですが、今回の公示によって特定生産緑地としての効力が発生するのは生

産緑地地区の当初指定日である平成４年１２月１０日から３０年が経過する令和４年１２月１０日

からとなりますので、指定期限日はそこから１０年後に当たる日である令和１４年１２月１０日と

なっております。  
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また、図面番号につきましては、このあとに添付した指定図の右上に記載している番号を表して

おります。  

大部分の当初指定生産緑地地区については、昨年度の第２回都市計画審議会における意見聴取を

経て令和３年１月７日付で指定公示済みであり、第１５号及び第７７号生産緑地地区についても一

部指定済みとなっておりましたが、今年度に入ってから別の所有者から意向調査への回答があった

残りの筆について、今回特定生産緑地に指定するものです。  

続いて、指定図を御覧ください。 

緑の枠で囲まれているところが生産緑地地区になっているところであり、その中で目の粗い網が

かかっている範囲が既に特定生産緑地に指定されている区域、目の細かい網がかかっている範囲が

今回特定生産緑地に指定する区域となっております。また、各地区の生産緑地地区の面積及び特定

生産緑地の面積も併記してございます。  

指定に向けた今後の予定といたしましては、近日中には本日お示しした内容で特定生産緑地指定

の公示をするとともに、利害関係人等への通知を送付する方向で作業を進めております。  

以上で議案第２号、特定生産緑地の指定についての説明を終了いたします。 

○鈴木会長 

ありがとうございます。 

議案の説明が終了しましたので、意見聴取に入りたいと思います。 

事務局からの説明につきまして、何か御意見、御質問などはございますか。 

大橋委員。 

○大橋委員 

この議案と直接的な質問ではないんですが、そもそも生産緑地というのは、目標値みたいなもの

があるんでしょうか。今で十分足りているのか、もっともっとこれから増やしていきたいのか。そ

の辺りをお聴かせください。 

○鈴木会長 

並木主任。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

特に具体的な目標値というものはございませんが、市街化区域内に現在残っている都市農地で、

かつまだ生産緑地地区になっていないところで、きちんと営農して耕作してくださっているところ

につきましては、積極的に今後も毎年生産緑地地区に申請に基づいて追加指定をしていって、保全

をしていきたいと考えております。 
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○鈴木会長 

よろしいですか。 

ほかにございますか。 

松村委員。 

○松村委員 

質問です。ちょっと事務局の方の御説明を聴き漏らしたので、単純に質問ですが、この制度は基

本的には持っておられる地権者からの求めに応じて指定をするという制度という理解でいいのでし

ょうかというのが問の１です。 

問２は、結局、不勉強ですみません。特定生産緑地にすると、地権者が買取り請求できる期間が

更に延びるという理解でいいんでしょうかという質問なんですが。 

すみません。不勉強で御説明を聴き漏らしていました。 

○鈴木会長 

並木主任。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

特定生産緑地制度についてでございますが、特定生産緑地制度といいますのは、既に生産緑地地

区に都市計画決定で指定されているところで、指定されてから３０年の経過が近付いたものにつき

まして、地権者の方の同意をいただいた上で指定できるものとなっております。 

内容といたしましては、基本的に生産緑地地区は、主たる農業従事者の方が亡くなられてそこが

耕作できないといったような場合に、初めて買取申出をして、最終的には生産緑地地区が解除され

るといったような流れになるんですけれども、特定生産緑地につきましてはそういった扱いを継続

する場合に税制優遇なども引き続き３０年経過後も受け続けることができるといったものになって

おります。もし、特定生産緑地に指定しないと、そういった主たる農業従事者の方が亡くならなく

ても、３０年経過後はいつでも買取申出できるようになるのですが、代わりにいつでも開発できる

ような状態の土地になりますので、税制優遇等が段階的になくなるという形になります。ですの

で、今後も引き続き営農したいといったような意思がある場合には、基本的には特定生産緑地に指

定するといったような流れになります。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

○松村委員 

ありがとうございます。 
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○鈴木会長 

朝霞市では、平成４年に一番最初の生産緑地地区の指定をされて、それで３０年間たった場合に

そのまま放っておくとですね、今並木主任が説明したように生産緑地が解除されてしまう。それ

で、１０年間の延長の特定生産緑地の申請がされると。今年の８月でしたか、並木さん。ほとんど

の方が特定生産緑地の申請をしているわけですよね。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

令和元年１２月から令和２年１月にかけて意向調査というものを実施いたしまして、それで地権

者の方々から回答を頂いて手続を進めて、令和３年１月７日に本市で初めて特定生産緑地の指定の

公示をしたといったような流れになっております。 

○鈴木会長 

どうもありがとうございます。 

そのような関係で、今年ほとんどの方が特定生産緑地の指定に移行されているわけですね。これ

からまだまだ逐次出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

ほかに何か、質問ありますか。よろしいですか。 

それでは、以上で「議案第２号 特定生産緑地の指定について」は終了いたします。 

 

◎４ その他（報告事項） 報告事項第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について（経過報

告） 

○鈴木会長 

次に、次第の４番目といたしまして、報告事項が５件あります。 

それでは、事務局から「報告事項第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について」の説明を

お願いいたします。 

菊地主事。 

○事務局・菊地みどり公園課みどり公園係主事 

それでは、報告事項第１号、朝霞都市計画生産緑地地区の変更について、御報告いたします。 

今回の報告は、現在手続を進めております生産緑地地区の買取申出による変更に関する経過報告

です。 

資料の１ページを御覧ください。  

こちらは、変更箇所の一覧でございます。 

今回は、買取申出２地区の変更で、市内全体の生産緑地地区の面積は約６５．３４ヘクタールか

ら約０．４８ヘクタール減少して約６４．８６ヘクタールとなり、地区数は変更ありません。 
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次に、２ページを御覧ください。  

根岸台７丁目の第１５６－１号生産緑地地区の概要でございます。概要図上にある青の矢印は、

現況写真の撮影位置と方向を示しており、緑色に塗りつぶした区域が今回削除する部分になりま

す。ほかの地区も同様です。 

主たる農業従事者の死亡により、令和３年１０月２５日付けで生産緑地地区の買取申出がござい

ました。これに対して市は、黄色で塗りつぶした部分については、市道用地として一部買取りの希

望を申し出てございます。 

また、令和３年１１月９日付けで、農業委員会に農業従事者への生産緑地地区買取りのあっせん

を依頼し、現在回答待ちとなっております。 

今後の予定といたしましては、あっせんの結果買収希望が無ければ、生産緑地法第１４条の規定

に基づき、生産緑地地区内における行為の制限が解除され、生産緑地地区の区域及び面積を変更す

ることになります。 

次に、３ページを御覧ください。 

宮戸２丁目の第２０４号生産緑地地区の概要でございます。 

農業の主たる従事者の死亡により、令和３年８月３日付けで生産緑地地区の買取申出がございま

した。これに対して市は、買い取らない旨を地権者に通知いたしました。  

なお、買い取らないこととした理由といたしましては、市の政策的観点及び財政状況を踏まえ

て、買収に必要な費用が確保できないため、また、ほかの公共施設としても利用する予定がないこ

とから買い取らないことといたしました。  

また、令和３年８月２７日付けで、農業委員会に農業従事者への生産緑地地区買取りのあっせん

を依頼しましたが、買取りの希望がない旨の回答がありました。 

今後の予定といたしましては、生産緑地法第１４条の規定に基づき、生産緑地地区内における行

為の制限が解除され、生産緑地地区の区域及び面積を変更することになります。 

以上で、報告事項第１号、朝霞都市計画生産緑地地区の変更について御報告を終わらせていただ

きます。 

○鈴木会長 

ありがとうございました。 

事務局からの報告がありましたが、今後、審議するに当たり、事前に聴いておきたいことなどが

あれば、お願いしたいと思いますが、何かございますか。 

駒牧委員。 
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○駒牧委員 

すみません、２ページの市の買取り希望部分のことについてなんですけれども、これ公務員宿舎

のところですよね。ずっと行ったところの奥が。この場所は、どこかに通り抜けをしたりできると

ころですか。私もここ、よく通るんですが、そもそも公務員宿舎の、この黄色の部分の手前って市

道なのですかというのが一つと。これを買い取って通り抜けができるようになるのですかというの

が一つと。あと、反対側の緑のところに薄く黄色になっているんですけど、これは拡幅２か所やり

たいということですか。確認でお聴きします。 

○鈴木会長 

細野係長。 

○事務局・細野道路整備課用地係長 

公務員住宅の脇の道路は、市道です。市道の２７号線という道路でございますが、委員がおっし

ゃるとおり、黄色く塗ってある部分については、まだ道路の形がございませんので、これを機に買

取りを行いたいと思います。 

こちらの２ページの図中も黄色で９０度に折れていると思いますが、ここから更に上に向かって

延びていって、最終的には市道３６号線という道路に抜けます。ただ、今回に限って言えば、黄色

く塗った部分は５メートルのところで買収がもしできれば取得するのですが、そのほかのところは

２メートル７３センチメートルですとか、そういった幅員なものですから、車等は抜けられませ

ん。一応、買取り協議については、令和４年度を予定しております。令和４年度に地権者とお話が

まとまれば、ここの土地だけではなく、地権者は違いますが、この緑の部や赤くくくった四角の部

分ですとか、その隣の部分とかも一回で奇麗に抜けられればと思いますので、そこの地権者と相談

してみて、どこまで道路を整備できるか検討したいと思います。また、用地を購入したとしてもそ

の年度に次の予算を取得しますので、道路整備としては５年度以降になると思います。 

あと、２個目におっしゃった上の方の部分は、今までこちらも市道３６号線として計画幅員６メ

ートルの拡幅を目指していますので、両方下がっていただくように協議しようと思っています。 

以上です。 

○駒牧委員 

ありがとうございました。大丈夫です。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

ほかに、何かありませんか。 

竹村委員。 
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○竹村委員 

すみません。勉強不足でちょっと分からないので、今日教えていただきたいんですけど、今の説

明でいくと、グリーンの方は買取申出部分が地権者でありましたと、そうですよね。黄色い部分は

市の買取り希望部分で、そこはまだはっきりしていないけどこうですということで、分かりました

と。 

ところで、市としてはそういうことで分かりましたけども、その買取りをしないというグリーン

の部分については、地権者にはもうしませんよと。それは、地権者はどうなるのでしょうかという

のが一つ。 

それと、今多分農地になっていると思うんですけど、その農地をまたほかの農業従事者に。買取

り希望がなかったということは、今説明を受けましたけども。それは、農業従事者だけをやるの

か、あるいは、ほかにやりたいという人がいるかもしれませんよね。それって朝霞市は対応しない

のかどうか、何かそういう規定があるのかどうか。そこまでちょっとはっきり言えないものですか

ら、例えば僕がこれやらせてください、買いますと。借金して買いますと。そのとき、例えば全く

農業に従事していないわけですけど、それって一体どうなるんですかと。そういうところを具体的

にね、誰かそういう人が朝霞市の中でも、あるいは市でなくてもいいと思うのですけど、一般の人

にそういう広報をするのかしないのか。というような規定があるのかどうかということですよね。

ということを説明していただけないでしょうか。多分、規定があると思うんですよ。そういう意味

で勉強不足だなと思っているものですから、教えていただけますか。お願いします。 

○鈴木会長 

並木主任。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

農業従事者に対するあっせんの対象範囲につきましては、具体的な規定等はございません。た

だ、みどり公園課から農業委員会事務局に対して、市内で今回の緑地について、農業をやりたいと

希望されている方がいるかどうかという形であっせんの依頼をさせていただいておりますので、誠

に申し訳ありませんが、具体的にどこまでの範囲、具体的にどういった方に対して通知が届いてい

るかに関しては、ちょっとこちらでは把握できていない状況でございます。 

○鈴木会長 

竹村委員。 

○竹村委員 

ありがとうございます。 

そうしますと、地権者は市がこの黄色いのが買取ります。そこで地権者と合意しましたと、いい
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ですよねと。そうすると、グリーンの部分は地権者とほかにやりたいという人が、ほかに自分たち

でやってくださいという認識でよいのですか。そういうことですよね。自分たちで不動産会社を経

由してきちんとやってくださいと。あるいは、まだ農地になっているけど、それをやめて市街化区

域にして、税金は上がりますけどそちらで対応してくださいというやり方をされているんでしょう

か。という認識でよろしいでしょうか。 

○鈴木会長 

並木主任。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

委員御指摘のとおりでございます。基本的には、買取申出が出てきたということは、もう誰もこ

こを今持ってらっしゃる方で農業を続けられるような方がいらっしゃらないということで、買取申

出が出てきておりますので。 

基本的に、市として買い取れないとなった場所につきましては、地権者の方で例えば土地活用で

すとか、今後どうされていくかということについては、恐らくある程度話が決まった段階で買取申

出をして来られるような事例が多いように見受けられます。 

○鈴木会長 

竹村委員。 

○竹村委員 

ごめんなさい。あんまりちょっとピンと来ていないものですから。要するに、グリーンの領域に

ついては、市が買取りするもの以外は地権者が対応してくださいという認識でよろしいんですね。 

○鈴木会長 

並木主任。 

○事務局・並木みどり公園課みどり公園係主任 

はい、おっしゃるとおりです。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

○竹村委員 

はい。 

○鈴木会長 

ほかに、ございますか。 

なければ、私の方から。できれば、会からの要望という形で。 

会議の前にちょっと打合せしておりましたが、今回、買取りで道路の部分は買取りが可能のよう
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でございます。そして、先ほど細野係長から説明がありましたけれど、上の方に細く白い部分があ

りますね。これが道路なんだけど農道みたいなですね、泥のままです。ここを地区計画に合わせて

６メートルで買収をしていただいてですね、できればこの地区の住宅の皆さんに、災害等も安心し

て抜け道ができるように努力してほしいということを話したのですが、この審議会の方からもそう

いう要望があったということとですね。 

あと、公務員宿舎の用地の裏ですね。この道路が狭いのですけど、公務員宿舎用地の方、十分何

も工作物がなくて空いている部分がありますから、地権者３人、４人に交渉するより、国の方に交

渉した方がやりやすいと思いますので、是非、その辺も国の方に交渉してですね、できるだけ早く

この整備をしていただきたいというふうにお願いしておきます。 

以上です。 

ほかに、よろしいですか。 

竹村委員。 

○竹村委員 

また先ほどのところに戻って申し訳ないんですけど。朝霞市の全体の計画というのは、ここを買

う、ここを買わないという恐らく大きな枠組みがあるというふうに思っているのですけど。その中

に、先ほど説明してくれたようなことが当てはまるのかどうか。断片的にやられても非常にお金

も、税金を使っているわけですから、そこに断片的にやられても困るなと思っていて。ここは緑地

にします、ここはしませんとか言われてもね、ちょっとピンと来ていないんですよ。要するに、全

体の大きな計画って一体どれなのと。朝霞市がこういうふうに、今、会長がおっしゃったようなこ

ともあるでしょうし、そういうところの計画があって、ここはそういう地域に当てはまりますと。

だからこういうふうにここを買いますと。今、ずっと細かな、小さな話はずっといっぱいうんぬん

とあるんですけど、歩道橋がないとかあるとか、そういう小さな。もっと大きな話はないんですか

と。そのうちの一環としてここを特定緑地にしましたというような、大きなＰＤＣＡみたいなのを

分かっているとね、非常に議論がしやすいと思っているのですけど、そこが見えていないものです

から、あれ、これってどういうことだ、朝霞市は何をやっているんだろうというのが、ちょっと申

し訳ないですけどピンと来ていなくて。いつも思っていたのですけど、これってもう少し大きな枠

組みで話してもらって、そのうちの一環でここですよと言ってもらうと、ものすごくピンと来るん

ですよね。 

だから、決して皆さんを責めているわけではないですけど、やっぱりその一環って何かの、こう

いうふうにしたい、だからその一環としてこれをやっていますというとね、ああなるほどなと。大

拍手喝采というイメージなんですよ。そういう意味で、さっきの並木主任のおっしゃったようなこ
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とでいくと、どうなっているんですかという質問をさせていただきたいんですけれど。 

○鈴木会長 

宇野審議監。 

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長 

御質問ありがとうございます。 

まず、市街化区域にある農地というのは、防災・減災や皆さんの目の保養や緑の空地等の観点か

ら貴重な空間でございます。火災になったときにその延焼を防止する役割もあり、市といたします

と可能な限り、まずは保全していきたいという気持ちでございます。 

しかしながら、やはり農業従事者が亡くなられて、後継者もおらず解除する場合がほとんどです

から、制度上買取申出という制度がありますので、そういった制度を活用して、市にまず土地を使

えませんかということが優先的に上がってきます。先ほどのように道路の計画などがある場合に

は、市も積極的に買いたいというような要望をさせていただいております。 

それから、市全体で見たときに都市建設部だけではなくて様々な部署が事業を行っていますの

で、必要な場所は買取りさせていただく形になりますが、場所まで確定しているという市の計画は

なかなかありませんので、その都度各部署に活用意向を確認した上で処理をさせていただいている

というようなことで、御理解いただきたいと思います。 

○鈴木会長 

竹村委員。 

○竹村委員 

ありがとうございます。 

おっしゃっていることはよく分かります。全体がね、まちのみんながうまく幸せに暮らせるよう

な都市計画にしてもらいたいなというふうに認識しているものですから、あんまり断片的にやられ

ちゃうとね、それのお金って皆さん掛かってくるわけですよ。そのお金は、ここにいる人全員の税

金でやっているわけですから、そこがものすごく気になるわけですよね。そのバランスが一体どう

なっているんだろうと。いや、こういう計画でやっていますよと、全体の枠組みがね。そこが見え

ていればね、非常に市民の皆さんも含めてよく分かると思うんですよね。こういう事をやっていま

すと。良くなったよねって、朝霞市ってすごいねと言われるようになると思っているんです。 

だから、そのうちの断片的にここですというふうにね、今、審議監がおっしゃったようなことが

ね、具体的に大きな枠組みはよく分かりました。当然そうやっていらっしゃるんだろうなという認

識はしていますので、是非今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 
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○鈴木会長 

ほかに、ございますか。 

（なし、の声） 

それでは、「報告事項第１号 朝霞都市計画生産緑地地区の変更について」は、終了いたします。 

ここでいったん、事務局の入れ替えがございますので、暫時休憩をさせていただきます。５分程

度でお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

（暫時休憩） 

 

◎４ その他（報告事項） 報告事項第２号 都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水

想定区域等の取扱い方針について（経過報告） 

○鈴木会長 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

「報告事項第２号 都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域等の取扱い方

針について」説明をお願いいたします。 

持田専門員。 

○事務局・持田開発建築課専門員兼開発指導係長 

それでは、「報告事項第２号 都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域等の

取扱い方針について」御報告いたします。 

初めに資料②、１ページを御覧ください。 

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促

進、立地適正化計画の強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じるため、都市再生

特別措置法及び都市計画法の一部が改正され、令和２年６月に公布されました。 

今回御説明する内容は、これらの法改正のうち都市計画法の改正により本市に影響を及ぼす部分

で、中央の絵、黄色い部分の左側にある「開発許可の厳格化」の部分でございます。 

３ページを御覧ください。 

現行では、法第３４条第１２号において、市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、市が

条例で区域等を指定すれば、市街化区域と同様に開発が可能であり、本市においても条例上「既存

の集落」として区域指定を行っております。 

また、その区域の指定に当たっては、政令において、原則として「溢水、湛水、津波高潮等によ

る災害の発生のおそれのある土地の区域」等を指定区域から除外するように定められております
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が、指定に当たっての明確な規定がなく、除外が徹底されていない場合もあるとして、今回の改正

が行われました。 

具体的には、法改正により、法第３４条１２号条例の区域指定については、災害の防止が図られ

るよう政令で基準を設定することを法律で明記し、政省令等の改正により、１２号条例区域から

「災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域」に加え、災

害時に人命に危険を及ぼす可能性の高い「浸水ハザードエリア等」を原則として除外することとし

ております。 

なお、浸水ハザードエリア等における開発については、安全上及び避難上の対策が講じられるも

のに限り許可をすることとなります。 

次に、資料①を御覧ください。 

今回の法改正を受け、本市の市街化調整区域における浸水想定区域等の取扱い方針の概要を示し

たものになります。 

今回の法改正で本市に影響があるものとしては、市街化調整区域における立地基準を定めた法第

３４条第１２号の改正によるもので、「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、資料

④になります。こちらに位置付けられている区域、条例第２条で「既存の集落」、資料⑤の地図にな

ります。こちらに位置付けられておりますが、その区域において、災害ハザードエリアのうち「浸

水想定区域等」について、政省令等で示された事項を勘案し、開発許可権者が生命・身体に著しい

危害が生ずると認めた区域を都市計画法第３４条第１２号で定める区域から除外する必要が生じま

した。 

そこで、令和３年４月１日に国から発出された「技術的助言」、資料③になります。こちらと政省

令等で示された事項を勘案した結果、朝霞市としては、市街化調整区域内の「既存の集落」を１２

号条例の区域から除外することについて、地域の社会経済活動継続に支障を来すため、国の技術的

助言の特例規定を適用し、安全上及び避難上の対策を求めた上で、都市計画法第３４条第１２号条

例の区域からの除外は行わないこととしました。 

勘案した政省令や技術的助言の具体的な内容は、次の５項目です。 

一つ目として、土地利用の動向として、将来的な開発の可能性については、「既存の集落」を条例

区域から除外した場合、土地利用上の制限の影響が大きく、社会活動の継続が困難と考えられま

す。 

二つ目として、条例から除外対象となる区域としては、資料②の４ページにあるように、改正さ

れた施行令に位置付けられ、「災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域」などがご

ざいますが、本市の区域除外の対象となる災害ハザードエリアとしては、「土砂災害警戒区域及び洪
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水浸水想定区域」が該当することになります。 

三つ目として、除外すべき想定浸水深としては、国が技術的助言で目安として示している、一般

的な家屋の２階の床面に浸水するおそれがある水深３メートルを超える区域とします。 

四つ目として、浸水継続時間を考慮し、区域除外を検討することも考えられますが、住民等の生

命・身体に著しい危害を及ぼすなど、直ちに影響を及ぼすものではないため考慮していません。 

五つ目として、過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深、その他の状況を

考慮し、区域除外を検討することも考えられますが、住民等の生命・身体に著しい危害を及ぼすな

ど、直ちに影響を及ぼすものではないため考慮していません。 

次に、安全上及び避難上の対策につきまして、土砂災害警戒区域では、土砂災害警戒情報が発令

された際は、安全な場所にある指定避難場所まで、土砂災害警戒区域を回避した避難経路が確保さ

れていると判断できます。 

浸水想定区域では、指定避難場所、水害時一時避難場所及び最大浸水深３メートルより高い場所

にある朝霞大橋等の公共施設へ、半径１キロメートルの範囲内で全ての１２号区域である「既存の

集落」が包含されており、避難情報の発令に併せ、避難行動計画であるマイ・タイムラインを作成

し、これを遵守することで、確実な避難が可能な区域であると判断できます。 

以上、本市の１２号条例区域である「既存の集落」について、政省令及び技術的助言の勘案結果

や、安全上及び避難上の対策を踏まえた結果、本市の方針としては、「地域の社会経済活動の継続に

支障を来すため、国に技術的助言の特例規定を適用し、都市計画法第３４条第１２号条例の区域除

外は行わない」といたしました。 

今後につきましては、開発許可上の安全対策として、想定最大浸水深以上の高さに居室を設ける

こと、若しくは、これが困難である場合は、避難行動計画であるマイ・タイムラインの策定を審査

基準に義務付け、避難に関する意識啓発を図るとともに、確実な避難に向けた指導などについて、

引き続き検討を進めてまいります。 

なお、この取扱いの運用開始日は令和４年４月１日となっております。 

都市計画法の改正に伴う市街化調整区域における浸水想定区域等の取扱い方針についての経過報

告は、以上となります。 

○鈴木会長 

ありがとうございました。 

事務局からの報告がありましたが、何か質問等はございますか。 

須田委員。 
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○須田委員 

御説明ありがとうございます。 

今の説明で、市内には災害レッドゾーンの地域がないという判断でよろしいかというのと、浸水

ハザードエリアは指定していく考えと捉えてよろしいのかどうか、その２点をちょっと教えてくだ

さい。 

○鈴木会長 

持田専門員。 

○事務局・持田開発建築課専門員兼開発指導係長 

災害レッドゾーンの関係ですけれども、本市の市街化調整区域は、土砂災害特別警戒区域のよう

ないわゆるレッドゾーンの指定がされているところはございません。 

浸水想定区域のことに関しましては、今回、この検討結果により、市街化調整区域の中の既存の

集落からこの浸水想定区域を除外するということは行わないという考えでございます。 

以上でございます。 

○鈴木会長 

須田委員。 

○須田委員 

そうすると、もう一度確認なのですが、浸水ハザードエリア、要するに市街化調整区域内の住宅

等の開発の許可を厳格化する地区はないということですか。 

○鈴木会長 

村沢次長。 

○事務局・村沢都市建設部次長兼開発建築課長 

国の言う厳格化の中に市でいろいろな要素を勘案した結果、朝霞市としては、社会経済活動が困

難になってしまう、内間木、昔から村があったような地域、ここについては、従来も１２号という

条例の中で既存集落として認めていたので、それを覆すほどの生命・人体に影響を及ぼすようなも

のはないと。ただし、国の方も資料②の１ページの黄色い部分でお示ししている「浸水ハザードエ

リア等」について、その括弧内にですね、「安全上及び避難上の対策を許可の条件とする」というと

ころがございまして、今回も一部可能であれば想定浸水深３メートルよりも上に建築をするとか、

居室を設けるとか、そういったことをしていただければ許可をいたしましょうと。若しくはそれが

困難な場合、物理的に無理な場合は、避難行動計画、要はタイムラインですね。それによって確実

に避難ができるというのを建物の所有者とか使用者に認識していただいて、確実な避難行動を取る

ような形を許可条件として、今後４月１日までに審査基準として示してホームページ等で公開して
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いきたいと考えております。そういった意味では、今までよりは厳格化されているという認識でご

ざいます。 

○鈴木会長 

須田委員。 

○須田委員 

そうすると、そういったエリアの方が、ここにもあるとおりエリアからの移転、要するに集団で

まとまって移転しますよという申出があった場合は、市の方としてはどこか代替地を見つけてそこ

に移転していただくようなことをしていくのかどうか、そこはどうお考えですか。 

○鈴木会長 

村沢次長。 

○事務局・村沢都市建設部次長兼開発建築課長 

現時点で制度としては、集団の移転の制度はもちろんございますが、朝霞市としてそういうお声

が上がってきていないのが事実ですし、仮に上がってきたとしても今私どもの方でその制度をどの

ように活用していくのかとか、まちづくり全体としてどのような方策があるのかとか、その辺まで

調査研究を行っていない状況ですので、今の委員の御指摘も含めて、声は上がってないにせよ、ど

のような可能性があるのかは調べていきたいと思います。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

ほかに。田原委員。 

○田原委員 

ありがとうございます。 

これは、激甚化する災害に対応するためということで、国がこういったエリアに関しての厳格化

の対応を求めていると。要するに分かりやすく言えば、もうこれ以上住居を増やさないようにやっ

ていく方針の中で、朝霞市としては、そうは言っても今の現状があるのだから、そこまではしない

けれども、ある程度の要件を付けて認めていこうというのが多分、まとめればそういうことかと思

うのです。 

やっぱり気になるのがあの一体ですよね、調整区域。浸水が考えられるエリアというのは、調整

区域から外れることも難しいと。そういう地域も、実際に市街化されているところはたくさんある

のですけれども、今のこの状況から考えると難しいというのも何となく分かっております。 

地域全体をかさ上げしない限りはきっと無理なんだろうなとは思いますけれども、今の話の中

で、マイ・タイムラインですかね。ある程度の例えば垂直避難ができるような建物でもなければ、
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そういった行動計画をしっかりとやって対応できるようにということで、今後も新規の建設が認め

られていくような筋道ができていくんだろうなと思うんですけれども。やっぱり今、既存の集落が

あるわけで、その既存の集落に対しては、これからできるところはそれを厳格化していけばいいん

ですけれども、今まである集落に対しては、もしかしたら担当部局が違うかもしれないんだけど

ね、危機管理の方なのかなとも思いますが、どういうふうな今状況なのか。先ほどのタイムライン

は、今の既存住宅の人たちも全員きちんと取り決めをして、いつでも対応できるようになっている

のかどうかというのをちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

○鈴木会長 

村沢次長。 

○事務局・村沢都市建設部次長兼開発建築課長 

洪水というと、水害ハザードマップの方は、朝霞市の危機管理室の方でこしらえてまして、これ

を配布したときに、一緒にマイ・タイムラインという避難行動計画のひな形も含めて全戸配布をし

ております。それは、市街化区域も調整区域も含めて全戸配布していると伺っております。 

それに基づいて、今後私どもの方で、市街化調整区域の条例でございますので、所管課と調整し

まして、既存の住宅についても、私ども調整区域の方針がこのようになっていましたと。建替える

ときとかこういう条件が付きますというのを周知したいとは思っておりますので、そのときに調整

区域の方も含めて広報等で公表すれば、市街化区域の方もこういう行動計画を作っておくべきなん

だなというのが分かるような、周知の工夫とかも所管課と調整していければなと思っています。 

○鈴木会長 

田原委員。 

○田原委員 

ありがとうございます。 

２年ぐらい前でしたっけ、台風１９号のときに内間木の方ともいろいろお話をしたんですけれど

も、結構住んでいる方の世代というか、元々古い住民の方たちというのは、昔よりも大分ましにな

ったというふうな人たちが圧倒的に多くて。でも、新しい住民の方たちというのは、何でこんなに

冠水するんだ、内間木はという感じなんですよね。 

こういうふうな形で、ある意味安全に暮らしていけるような基準も持って、今後の新規に関して

は対応していくという状況なので、これは今ある集落から考えても有り難いなと思うんですけれど

も。やっぱりこういった計画を要件にしていくのであれば、既存の方たちにもやっぱりなるべく早

く動けるような形、それから、計画にはできればコミットしていただけるような働き掛けが、担当

課をまたいでしていければいいなというふうに思っていますので。 
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やっぱりいろいろな各地の災害を見ていても、もう少し早く判断していればというのが必ず付い

て回るものですから。この辺はお願いしたいなということで、要望だけさせていただきたいと思い

ます。 

○鈴木会長 

はい、ありがとうございます。 

ほかに、ございませんか。よろしいですか。 

以上をもちまして報告事項第２号を終了いたします。 

 

◎４ その他（報告事項） 報告事項第３号 あずま南地区の都市計画変更について（経過報告） 

○鈴木会長 

「報告事項第３号 あずま南地区の都市計画変更について」の説明をお願いいたします。 

多度津専門員。 

○事務局・多度津まちづくり推進課専門員兼区画整理係長 

それでは、「報告事項第３号 あずま南地区の都市計画変更について」御報告いたします。 

最初に、１枚目を御覧ください。 

あずま南地区土地区画整理事業の概要について簡単に御説明させていただきます。 

事業主体は土地区画整理準備組合、地権者数は８５人、同意率は令和２年２月準備組合による聞

き取りで、人数当たり９０．６パーセント、土地面積当たり９０．５パーセントでございます。 

なお、現在も、地権者の事業への理解や同意を得るために、引き続き丁寧に交渉を続けていると

ともに、関係部局との調整を進めているところと準備組合からは伺っております。 

次の括弧、「都市計画の見直し」より下の項目につきましては、後ほど本日追加させていただきま

した資料を元に御説明させていただきます。 

次に、２枚目を御覧下さい。 

あずま南地区は、朝霞市の東部に位置し、また、東京外かく環状道路に接続する一般国道２５４

号和光富士見バイパスに近接しており、交通の利便性の高い約１３．５ヘクタールの区域でござい

ます。 

続きまして、本日追加で配付させていただきましたＡ４、１枚の資料を御覧ください。 

主な都市計画の見直し内容でございますが、埼玉県に権限のある主な都市計画の変更は、区域区

分等の変更でございます。区域区分とは、道路や公園、下水道などの都市基盤整備についての公共

投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形成を図る目的で都市計画区域を市街化区域と市街化調

整区域とに区分するもので、あずま南地区について市街化調整区域から市街化区域への編入を行い
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ます。 

次に、朝霞市に権限のある主な都市計画の変更としまして、用途地域、防火地域、地区計画、土

地区画整理事業の施行区域などがございます。 

まず、用途地域の変更ですが、当該地区は、都市計画マスタープランにおいて、「まちづくり重点

地区」として、交通の利便性に優れた立地特性を生かし、地域経済の活性化、雇用の創出に資する

工業系の土地利用を目指す地区に位置づけていることから、先ほどの２枚目の地図上の赤い枠に囲

まれた地区全体を工業地域に指定いたします。 

なお、建蔽率は６０パーセント、容積率２００パーセントに変更はございません。 

３ページを御覧ください。 

次に、防火地域につきましては、建築物の不燃化、難燃化を促進することにより、市街地の防災

性の向上を図り、安全・安心のまちづくりを推進するため、新たにあずま南地区全域を準防火地域

に指定いたします。３ページの地図上の水色の部分全てを準防火地域に指定いたします。 

続きまして、地区計画について御説明いたします。 

４ページ目を御覧ください。 

あずま南地区では、立地特性や都市計画マスタープランにおける位置付けなどを踏まえ、土地区

画整理事業による計画的な都市基盤整備と、物流関連施設を主体とした市街地の形成を図るため、

周辺環境との調和に配慮した工業系地区の形成を目標として、地区計画において、土地利用の規

制・誘導を行ってまいります。 

続きまして、７ページを御覧下さい。 

土地利用方針になりますが、大きくＡ地区、Ｂ地区の二つの地区に区分いたします。 

Ａ地区は、水色に着色された地区で、大規模な物流関連施設、倉庫や流通センターなどの立地を

主体とした土地利用を図る地区としています。 

Ｂ地区は黄色に着色された地区で、既存施設及び周辺環境との調和に配慮した工業・業務系施設

の立地を主体とした土地利用を図る地区としています。 

次に、８ページを御覧下さい。 

オレンジ色に着色された部分が、道路整備計画でございます。主に地区の外周部を通る区画道路

１号から３号、台坂交差点歩道橋から第９小学校前までの市道２２号線、既存住宅地側の市道６号

線、カインズとの間の市道１５９号線の市道３路線の拡幅に合わせて両側に歩道を整備します。 

区画道路４号として、地区内の中央を通る新設道路がございます。こちらの幅員は、１０．５メ

ートルから１２．５メートルでカインズ側に歩道の整備をいたします。 

そのほかに、地区中央の新設道路からＬ字型に入る区画道路５号と、地区の右側に整備する公園
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に沿う形で新設する区画道路６号がございまして、幅員は８メートルでございます。 

次に、公園の整備位置ですが、地区の右側中央の緑色のチェックで示された部分で、面積は約

０．３ヘクタールでございます。その下の薄いオレンジ色に着色された部分は広場として整備し、

面積は約０．０４ヘクタールでございます。 

また、カインズとの間の道路の地区側、薄い水色に着色された部分は、幅員が約５．６メートル

の歩道状空地といたします。 

次に、図面内の緑色に着色されている部分は、緩衝緑地を示しております。 

地区中央の新設道路から、カインズ側のＡ地区は、道路境界線から幅１０メートル、地区中央の

新設道路から和光市側のＡ地区は幅５メートルの緩衝緑地として、周辺環境との調和に配慮した工

業系地区を目指すため、高木を植栽することとしています。 

併せて、緩衝緑地と同じ幅で建築物の壁面の位置の制限を設け、道路から一定以上建築物の壁を

後退することで歩行者や周辺環境に配慮した街並みの形成を目指しております。 

次に、５ページを御覧ください。 

５ページの下の枠内、建築物等の用途の制限についてですが、こちらは、建築基準法に基づいて

工業地域に建築することができない用途が規定されておりますが、その制限に加えまして、こちら

に書いてある１番から１６番までの用途につきましては、地区計画で建築することができない用途

を制限するものでございます。 

Ａ地区、Ｂ地区共通の主な制限内容としましては、住宅、共同住宅、マージャンパチンコ屋、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物等の用途に供する建築物、指定された危険

物を扱う工場などの建築を制限いたします。 

ただし、Ｂ地区におきましては、現在地区内に居住されている方の住宅は建築することができま

す。 

また、Ａ地区、Ｂ地区それぞれ１６番に書かれている店舗、飲食店等につきましては、Ａ地区で

は企業の従業員が利用する食堂や売店等以外は建築することができません。一方、Ｂ地区では、一

定規模以下の店舗は建築することを可能としております。 

次に、６ページを御覧下さい。 

建築物の敷地面積の最低限度及び建築物等の高さの最高限度でございますが、Ａ地区は、大規模

な物流施設等の立地を図る地区であるため、最低敷地面積は１万平方メートル、高さの最高限度は

３１メートルとします。Ｂ地区は、細分化を防止する観点から、最低敷地面積は５００平方メート

ル、高さの最高限度は２５メートルとしています。 

なお、本日御説明させていただきました都市計画変更案につきましては、現在、協議中でござい
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ますので、今後変更となる場合がございます。 

また、地区計画のうち、用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び高さの最高限

度につきましては、都市計画決定の告示後、建築基準法第６８条の２に基づく朝霞市地区計画区域

における建築物の制限に関する条例に位置付ける予定でございます。 

最後に、本日追加で配付させていただきました資料を改めて御覧ください。 

今後のスケジュールですが、今回の都市計画変更は、埼玉県に権限のあります市街化区域編入等

を伴うものであることから、埼玉県と縦覧期間を合わせるなど、連携を図りながら進めてまいりま

す。 

今後は、本日御説明させていただきました内容で、都市計画法第１６条に基づく原案の縦覧を、

１２月１０日に告示し１２月２４日までの期間、市ホームページ及びまちづくり推進課窓口におい

て実施し、地区計画については、土地所有者及び利害関係人の方からの意見を令和４年１月６日ま

で受付いたします。その後、令和４年１月１５日、市民説明会を開催いたします。 

また、灰色に着色された部分は、埼玉県が手続を行います市街化区域編入等の手続のスケジュー

ルでございます。朝霞市の縦覧と時期を合わせ閲覧及び公述の申出の受付を行い、公述の申出が行

われた場合は、その下の灰色に着色された部分にございます、公聴会を令和４年１月２０日に埼玉

県主催で開催いたします。 

なお、これらの縦覧等や説明会及び公聴会の周知につきましては、１２月の広報及び県と市のホ

ームページにおいて周知を行います。 

朝霞市決定部分に戻りますが、市民説明会の後、県知事協議を行った上で、令和４年４月に都市

計画法第１７条に基づく案の縦覧、令和４年５月に都市計画審議会にお諮りし、御承認いただいた

場合は、埼玉県決定である市街化区域編入などについて県の都市計画審議会の結果を待ち、令和４

年８月から９月頃の都市計画変更の告示を予定しております。 

以上で、報告事項第３号、朝霞市あずま南地区の都市計画変更に関する説明を終わります。 

○鈴木会長 

ありがとうございました。 

事務局からの報告がありましたが、今後審議するに当たり、事前に聴いておきたいことなどがあ

ればお願いしたいと思います。 

何かございますか。 

木村委員。 

○木村委員 

お聴きしたいことが、二点あります。 



 

- 32 - 

 

まずは、県の区域区分の第８回定期見直しということで、掛けていくのだと思うのですけど、先

ほど事業手法は組合区画整理ということで、今回スケジュールとしては、区域区分の変更、都市計

画の関係ですからそのスケジュールが示されていますけど、組合の設立認可というのは、同時なの

でしょうか。それとも、少しずらしてとか。そこら辺のスケジュール感をまず一つ聴きたいという

ことがあります。 

それともう１点は、お配りいただいた資料で１０ページ、土地利用計画図の案を載せていただい

ているかと思いますが、ちょうど県管理の越戸川が、区域の境を流れておりまして、実はこの越戸

川のこの部分というのがまだ未改修なものですから、こちらにも明記されていますけど河川用地と

いうことで、青い部分が区画整理の区域に入っているんですね。ここは恐らく河川改修と合わせて

通路を整備しますので、その整備に係る用地を区画整理の方で減歩によりうみだしていただくとい

うことで、その代わりに公共施設管理者負担金ということで県からお金の方を出すという算段があ

るのですが。その関係もあって、ここら辺の事業の予定と言いますか、これから区域区分の変更が

あるところでまだ粗々なところかと思いますけど、もしその辺のスケジュールとか分かれば教えて

いただければと思います。 

以上です。 

○鈴木会長 

多度津専門員。 

○事務局・多度津まちづくり推進課専門員兼区画整理係長 

１点目の組合の認可のスケジュールでございますが、今回の都市計画変更の決定と同時の認可を

予定しております。 

続きまして、越戸川沿いの１０ページの資料で、越戸川沿いに濃い青色の河川用地がございま

す。そちらにつきましては、越戸川の河川の拡幅用地でございますので、現在準備組合と朝霞県土

整備事務所の方で、区画整理事業でどこまで整備を行うかですとか、そこの管理の仕方等について

協議を進めているところでございます。 

以上でございます。 

○鈴木会長 

ありがとうございます。 

木村委員。 

○木村委員 

そうしますと、このスケジュールだと都市計画変更が令和４年の８月から９月ですから、令和４

年度中にいわゆる事業認可といいますか、組合の設立認可が下りるという感じだと思うのです。そ
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うすると、ざっくり言えば５年度以降ということで解釈してよろしいでしょうかね、事業として

は。 

○鈴木会長 

多度津専門員。 

○事務局・多度津まちづくり推進課専門員兼区画整理係長 

実際の施行の始まる時期という御質問かと思ういますが、令和４年度の中頃に事業認可を予定し

ておりますので、実際工事等が入る時期としましては、令和５年度以降を見込んでおります。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

○木村委員 

ありがとうございます。 

○鈴木会長 

ほかにございますか。 

高橋委員。 

○高橋委員 

お伺いしたいのですが、Ａ地区は大規模な物流関連施設で、Ｂ地区は工業・業務系施設の立地を

主体としているというふうになっているのですけど、土地利用計画を見ますと、自己利用地という

のがありますね。今まで農業をやっていた方はここで耕作するという考え方でよろしいのでしょう

か。 

○鈴木会長 

多度津専門員。 

○事務局・多度津まちづくり推進課専門員兼区画整理係長 

現在、地区内において農業を営んでいらっしゃる方で、今回区画整理事業において、その後も農

業を続けたいとおっしゃっている方に関しましては、７ページに黄色い部分がＢ地区にあります

が、その越戸川沿いの公園の横にＬ字型の地区がございます。そちらの方に農地を集約しまして、

合わせて生産緑地に指定する予定で協議を進めております。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

○高橋委員 

はい、分かりました。 
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○鈴木会長 

ほかに、ございますか。 

川端委員。 

○川端委員 

ありがとうございます。 

工業系の土地開発ということで、多分これから開発が進み、実際に稼働してくれば交通量がかな

り変わってくるかなというふうに思っています。 

直接このあずま南地区とは関係ないのですが、付随する部分として、今ゴンボウジ坂からずっと

下りて行って、五差路があって、そのまままっすぐ行って２５４バイパスに出る手前の信号に出る

と。こっちから行くとすごい右折がしにくいので、朝がすごい渋滞なんですね。ゴンボウジ坂の金

剛寺とかあそこら辺までずっと渋滞があって、実は、この金剛寺に入っていく道からずっと細くて

急な坂があるんですけど、そこで抜けて行けるのです。何年か前からそこの抜け道を使う人が多く

て市の方にも相談させていただいていますけれども、町内会と市の方で協力して看板を設置してい

ただいたりとか、そういった動きをしているんですが、やっぱりなかなか規制を掛けるのが難しい

と。これ、毎回出るたびに僕もあっちこちで言っているんですけれども、ここの対策を一緒に考え

ていってほしいなというのを要望しておきたいなと思います。 

この進入に関してもそうですが、五差路のその渋滞対策というんですかね。ここが実際に令和５

年から始まって整備されて将来的なことを考えると、もっと車が増えて、もっと行き場をなくした

車がどんどん入って来ちゃうんじゃないのかなというのが、地元の住民の方も非常に不安があるよ

うですので、直接的な規制であれば警察とかになるんでしょうけれども、ここら辺一帯の交通事情

については、やはり関心を持っていただいておけると有り難いなということで要望だけ言わせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○鈴木会長 

要望でよろしいですか。 

○川端委員 

  はい。 

○鈴木会長 

ほかにございますか。 

（なし、の声） 

なければ、報告事項第３号は終了いたします。 
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◎４ その他（報告事項） 報告事項第４号 立地適正化計画の策定について（経過報告） 

○鈴木会長 

続きまして、「報告事項第４号 立地適正化計画の策定について」の説明をお願いいたします。 

高橋主事。 

○事務局・高橋まちづくり推進課都市計画係主事 

それでは、報告事項第４号「立地適正化計画の策定について」御説明させていただきます。 

着座にて失礼いたします。 

資料につきましては、事前にお配りさせていただきました「報告事項第４号 立地適正化計画の

策定について」という資料でございます。 

この資料は、立地適正化計画の一般的な概要と本市が策定を目指す理由等を簡単にまとめたもの

でございます。 

まず、立地適正化計画とはどういったものなのかでございますが、立地適正化計画とは、人口減

少や超高齢化社会に対応する持続可能な都市経営に向けた具体的な施策を推進するため、平成２７

年６月の都市再生特別措置法の一部改正により制度化された計画であり、従来の土地利用計画に加

えて、居住の誘導、医療・福祉・公共交通等の様々な都市機能の誘導方針を定めることにより、都

市の防災性を高めつつ持続可能なコンパクトシティ形成に向けた取組を推進するものでございま

す。 

埼玉県内では、戸田市や志木市を始めとした１６市町が策定済みで、本市を含め１０市町で策定

に向けて取組を進めている状況でございます。 

次に、策定する目的でございますが、本市の人口自体はまだ微増傾向にございますが、将来的な

高齢化の進展を見据え、医療・福祉・商業等の生活サービスに、公共交通で容易にアクセスできる

コンパクト・プラス・ネットワークの都市づくりを進めることや、都市全体での防災性強化等、よ

り望ましい都市構造へ改善を図り、将来にわたり暮らしやすいまちを維持し続けていくことを目的

として策定するものでございます。 

次に、立地適正化計画策定に際して、計画に盛り込む必要がある「主な策定必須事項」について

御説明いたします。資料の右側に記載したものが主な必須事項でございます。 

まず一つ目の計画対象区域についてでございますが、立地適正化計画は居住や医療・福祉、商

業、公共交通等の様々な都市機能と、都市全体を見渡したマスタープランの高度化版としての性質

を持つものであり、都市計画区域全体を対象とすることが原則とされています。本市は、市内全域

が都市計画区域でございますので、計画対象区域につきましては市内全域となります。 

次に、二つ目の基本的な方針についてでございますが、より実現すべき将来の都市像を示すた
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め、住宅や誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針を定めることが必要となっております。

なお、計画の総合的な達成状況を的確に判断できるよう、定量的な目標を定めることが望ましいと

されています。 

三つ目の居住誘導区域とは、一定エリアにおいて、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、居住を誘導する区域でございます。 

四つ目の都市機能誘導区域につきましては、居住誘導区域の中で、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、各種サービスの効率的な提供を図る

区域でございます。また、区域ごとに立地を誘導すべき誘導施設を位置付けることが必要とされて

います。 

五つ目の防災指針とは、避難路や防災公園等の避難地、避難施設等の整備及び警戒避難体制等の

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を定めたものでございます。 

計画対象区域、居住誘導区域及び都市機能誘導区域をイメージ化したものが、資料中ほどにござ

ざいます「イメージ図」でございます。緑色の範囲が計画対象区域、水色の範囲が居住誘導区域、

赤色の範囲が都市機能誘導区域を示しております。 

最後に、今後の立地適正化計画策定までのスケジュールを御説明いたします。 

現在、令和４年度中の計画策定を目指し策定の準備を進めているところで、先月１０月から今月

１１月１５日にかけて、公募型プロポーザルを実施し、審査の結果、立地適正化計画の策定支援を

していただけるコンサルタント業者として、「株式会社 国際開発コンサルタンツ 北関東事務所」

を選定し、契約に向けた各種手続を進めている状況でございます。 

資料下部の「想定スケジュール（案）」を御覧ください。こちらには、計画策定に向けた主な業務

内容を示しております。具体的な施策検討等の前段階として、令和３年度中に関連計画や施策、都

市構造、防災・減災課題の整理と目指すべき都市の骨格構造検討などを行います。また、必須事項

である誘導区域や誘導施設、誘導施策の設定方針、施策展開の方針を検討いたします。令和４年度

には、具体的に各種必須事項である居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定や目標値、評価方法の

検討を行い、計画素案、手引き等の作成を経て、年度末までに立地適正化計画策定を目指します。

そして、令和５年度から計画の運用を開始する予定でございます。 

なお、計画策定に当たっては、庁内検討委員会を設立し、各種検討を進めてまいります。また、

必要に応じて都市計画審議会に御意見を頂戴することも想定しておりますので、その際は御協力を

いただきたく存じます。 

以上で、報告事項第４号の説明を終わります。 
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○鈴木会長 

ありがとうございました。 

事務局から報告がありましたが、聴いておきたいことがあれば、お願いしたいと思います。 

何かございますか。 

須田委員。 

○須田委員 

この立地適正化計画、かなり大変だなという印象があります。 

必須事項も多岐にわたっているのでね、やっぱりもっと専門的な意見も聴きたいので、確か都市

計画審議会条例の中に、外部から専門家を招き入れて、一緒にやってもらえるような定めがあった

と思うので、できればどなたか助言をいただける方を付けていただいて進めた方が、このスケジュ

ール感からすると、とてもではないけど追いつかないかなと思うのですが、その辺についていかが

ですか。 

○鈴木会長 

宇野審議監。 

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長 

  御意見ありがとうございます。 

この度の立地適正化計画につきましては、基本的には都市計画マスタープランに則る形で作成し

ていくという形になりますが、委員がおっしゃるとおり専門性の高い分野でございますので、市の

方でも基本的には様々な分野の部署の次長級の職員で構成する庁内検討委員会を設立することを想

定していますが、その中で検討をいただく際に、委員ご提案の都市計画審議会条例第４条に「この

審議会に専門の事項を調査させるために必要があるときは専門委員を置くことができる」というこ

とが規定されておりますので、２人の専門委員を置く検討を進めております。現在のところで、交

通分野のスペシャリストで川越市の立地適正化計画策定等に携わった埼玉大学大学院の小嶋文准教

授と、中央大学理工学部都市環境学科のである須永大介助教の２人にお願いしたいと考えていると

ころでございます。 

本日委員の皆様にこちらの先生方に専門委員にご就任いただく手続きを進めるということでご理

解をいただければ、正式に打診した上で、必要に応じて庁内検討委員会や都市計画審議会に出てい

ただきながら市民説明会、パブリックコメント、外部との調整、素案等の作成に当たって２人の意

見を聴きながら進めたいと思っています。ただいま須田委員からご意見をいただきましたので、市

としてもこのように進めたいと考えております。 
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○鈴木会長 

今事務局から御説明がありましたように、都市計画審議会条例第４条に専門委員を置けるという

定めがあり市長が任命するということになっています。 

ただし、審議会から出るような形になりますから、前もって皆さんに御了解をいただきたいと思

います。 

須田委員。 

○須田委員 

そもそも論なんですけれども、特別な審議会とか委員会を作るのではなくて、庁内の委員会でや

るということでよろしいですよね。 

○鈴木会長 

宇野審議監。 

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長 

そのとおりでございまして、これから設立予定の庁内検討委員会と都市計画審議会でやり取りし

ながらと考えております。もちろん、その中でパブリックコメントや市民説明会をやった上で確定

していくことを考えております。 

○鈴木会長 

笠間部長。 

○事務局・笠間都市建設部長 

立地適正化計画は都市再生特別措置法という法律に基づく制度なのですけれど、この中でも都市

計画審議会委員に聴きなさいというふうに法律に書いてあるので、この審議会を差し置いて別の委

員会でやると、そちらの委員会で揉んで、更にまた都市計画審議会にかけるという話になるので、

早めに作った方がよいという計画であるということもありまして、この審議会の方でお願いしたい

と考えております。 

○鈴木会長 

田原委員。 

○田原委員 

この立地適正化計画と、地域公共交通の計画はある意味両輪的なものだなというふうに我々は認

識しているんですが、地域公共交通計画は時間を掛けて様々な協議を重ねて来ていまして、立地適

正化計画もそうなるのかなというふうに思っていたのですけれども、何か急ぐ理由とかあるんです

かね。今部長がおっしゃっていた、速やかにというお話なんですけど。そこら辺の背景を。 
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○鈴木会長 

笠間部長。 

○事務局・笠間都市建設部長 

 先ほど、都市計画法の改正の話をさせていただきましたけれども、立地適正化計画の中で防災指

針というのができたのが令和２年でございまして、災害があったときに、そういう危ないところに

今後人を住まわせていくのはどうなのかという話がやはり国でも議論がありました。ただ、さきほ

どの防災集団移転の話とも共通して、強制できるものではありません。立地適正化計画自体は実は

１０年くらい前にできた制度で、今後人口が減っていくという中で、行政としてどこを集中的にや

っていくのかというメリハリを付けてやっていかないともたないという話でできた制度です。そこ

に防災という観点から加わりまして、どこが安全でどこが危ないかということを考えながらその計

画を作りなさいというような制度が追加されました。 

１９年災害を受けて、朝霞市は、現在人口が微増という話をみんな知ってらっしゃるかもしれな

いですが、外から来る方については、市の中であまり住まない方がいいところやどこに避難したら

いいのかとか災害時にはどういうふうに危ないかということを理解した上で住んでもらわないとい

けません。それを国の制度に乗っかって一番に示せるものが立地適正化計画というふうに考えてい

ます。適切に人口を誘導し、困る形で増えてしまったということがないようにするためにもゆっく

りしているのも違うのかなと考えられると思います。 

○鈴木会長 

よろしいですか。 

令和４年度の間に作らないといけないので、都市計画マスタープランをある程度基にして、そこ

に肉付けをしていくというような形になってくるのでしょうか。 

宇野審議監。 

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長 

朝霞市の場合はコンパクト・プラス・ネットワークの部分のネットワークの部分にあたる地域公

共交通計画を既に策定済みですので、それに即してという形になります。そういった意味でスケジ

ュールを縮めるということは可能かと思います。 

先ほど申し上げました、公募型プロポーザルで決定した国際開発コンサルタンツにつきまして

は、そういった面を加味したことに加え、地域公共交通計画策定をした事業者ということで評価点

が高かったという背景があります。 

先ほど防災の関係で、居住誘導区域という言葉が出てきたと思いますが、居住誘導区域について

は市街化区域であっても災害ハザード区域、いわゆるレッドゾーンの部分については、外していく
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ことで、外から来た方にもここにはなるべく住まない方がいいということをご理解いただき、住む

場合には何らかの届出を出していただくことで、行政として市民に住んでもらいたくない区域には

居住を誘導しないというような計画を作っていきます。 

朝霞市の場合は、比較的コンパクトなまちづくりが既に確立されておりますので、そこについて

は大改革が行われるようなことはございませんので、どちらかというと、この区域にはこういった

施設が来たらいいよね。駅前周辺にはこういったものが立地できたらいいよねとか、そういったも

のをビジョンとして明確にしておくというような計画でございます。 

○鈴木会長 

候補者の資料が配付する前に何か聴いておくことありますか。 

人事の関係ですから配付してから嫌だよと言われても困りますので。 

竹村委員。 

○竹村委員 

ありがとうございます。 

ようやく本来の仕事が見えてきました。本当に皆さん一生懸命やっていただいてありがとうござ

います。やっぱり正しくここなんです。今、きちっとこれから国際開発コンサルタンツに依頼した

り、庁内検討委員会を作っていただいたり、ここで諮問したりとか、そういう話がありましたけれ

ども、その前のたたき台がこういうふうに、これから策定されるんだ、ようやく朝霞もこうなるん

だなと。これも法律の一部改訂によるんですよね。災害とかそういうことも含めておやりになると

いうことで、さすがだなと。ありがとうございます。これはお礼です。ありがとうございます。 

以上です。 

○鈴木会長 

どうもありがとうございます。 

それでは配付お願いします。 

それでは配付をしていただいた関係上、このお二方の御案内をお願いします。 

宇野審議監。 

○事務局・宇野審議監兼都市建設部次長兼まちづくり推進課長 

候補者として、これから本格的にお願いしたいと思っているのが、まず小嶋文先生です。こちら

につきましては、埼玉大学に久保田教授という方がいらっしゃいまして、既に朝霞市の地域公共交

通協議会の会長を務めていただいている方でございます。この方から御紹介をいただきまして、東

弁財の生活道路の安全対策であるとか、アサカストリートテラス通りの駅前の交通の解析であると

か、埼玉大学と朝霞市が連携していろんなことに取り組んでおります。また、他市の立地適正化計
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画の策定についても委員をやられた経験があるということで、小嶋先生にお願いしたいと思ってい

ます。 

次に須永先生につきましては、小嶋先生のから御紹介を受けまして、これまで一般財団法人計量

計画研究所というところで、県や国の様々な都市計画だとか交通計画に携わっておられた専門家で

ございます。その方が２０２０年４月から中央大学理工学部で都市環境学科の助教をなさっている

ということで今回紹介を受けまして、朝霞市としましてお願いしたいというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

○鈴木会長 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から説明がありました。 

お二人を立地適正化計画策定に係る都市計画審議会の専門委員とすることについて、そのまま進

めていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし、の声） 

ありがとうございました。 

それでは、立地適正化計画策定に係る専門委員について了承されました。 

ほかに何かありますか。 

よろしいですね。 

以上で、報告事項第４号は終了いたします。 

 

◎４ その他（報告事項） 報告事項第５号 官民連携まちなか再生推進事業について（経過報告） 

○鈴木会長 

続きまして、「報告事項第５号 官民連携まちなか再生推進事業について」の説明をお願いいたし

ます。 

高橋主事。 

○事務局・高橋まちづくり推進課都市計画係主事 

それでは、「報告事項第５号 官民連携まちなか再生推進事業について」、説明をさせていただき

ます。着座にて失礼いたします。 

資料につきましては、本日、机上にて配付させていただきました「報告事項第５号 官民連携ま

ちなか再生推進事業について」でございます。 

前回の審議会で事務局から簡単に御紹介させていただきましたが、改めてエリアプラットフォー
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ムの概要や取り組んでいること等を簡単に御報告させていただきます。 

本市の官民連携まちなか再生推進事業の目的としましては、大きく分けて二つありまして、一つ

目が、コロナ禍を経てニューノーマル、すなわち「新しい日常」に対応する手法として、屋内空間

の「密」を避けてオープンエアの屋外空間を活用する具体策を実現していくモデルとするというこ

とと、もう一つがウォーカブル空間の整備や商業活性化といった、まちなかの諸課題を解決する取

組を大きく後押しし、資料の右下に掲載している朝霞駅南口やシンボルロードなど、朝霞駅周辺の

エリア自体の魅力を高めていくことでございます。 

以上二つの目的を推進するために、公園や街路空間の活用を軸として各種検討や実証実験などを

行いながら、官民で共有できる未来ビジョンを策定することを当面の目的としております。 

未来ビジョンの策定に当たりまして、官民の多様な人材が参画する「エリアプラットフォーム：

仮称 あさかエリアデザイン会議」を組織し、実証実験を始めとした各種検討を進めております。

「あさかエリアデザイン会議」に現在参画している構成員は、朝霞駅前商店会や自治会連合会、富

士見町内会、コトノハコなどの地域に根差し活動をしている方々や銀行、大学等、様々な人材に参

画いただいております。 

「あさかエリアデザイン会議」は、これまで４回「エリアプラットフォーム構築会議」という全

体会議を開催しており、各回の内容は資料に記載のとおりでございます。今年度は、あと３回程度

開催する予定でございます。 

これまでと今後のスケジュールにつきましては、未来ビジョンの策定を目指し、１０月に開催し

た第４回の全体会議頃までで地域特性の現状分析、目指すべき将来像とそれに向けた施策の検討等

を行ってまいりました。また、前回の審議会において、委員の皆様にも御協力をお願いいたしまし

た「まちの課題・改善のアイデア市民意見募集」についても募集・集計・分析を行い、全体会議で

共有したところでございます。 

１１月７日には、ウィズコロナ時代における「新しい朝霞の日常を歩こう」をコンセプトに掲

げ、未来の商店街の日常の姿を思い描いたあさかエリアデザイン会議企画のイベント「アサカスト

リートテラス２０２１」を実証実験として開催いたしましたが、官民の皆様の御協力により、大き

なトラブルもなく無事終了いたしました。今後当該イベントの評価・分析を行い、全体会議で共有

する予定でございます。なお、本日お配りいたしました写真は、当該イベントの当日の様子を写し

たものでございます。 

「アサカストリートテラス２０２１」と同様に、実証実験として１２月から開催する予定の「あ

さか冬のあかりテラス」につきましても開催に並行して、評価分析を行ってまいります。完成した

チラシをお配りしましたので、御覧いただければと思います。 
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今後につきましては、年末・年始にかけて目指すべき将来像を実現するために各段階ごとの取組

をまとめたロードマップや役割分担の検討を行い、令和３年度末に未来ビジョンの暫定版策定を目

指してまいります。 

なお、令和４年度以降は、今年度コロナ禍の影響でできなかった実証実験やワークショップ等を

行い、それらの結果を反映した未来ビジョンの完成版を策定するとともに、未来ビジョンに基づい

た各種施策を実施していく予定でございます。 

以上で、報告事項第５号の説明を終わります。 

○鈴木会長 

ありがとうございました。 

会議の定刻になってしまったのですが、少し時間を頂いて会議を続けたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

事務局から報告がありましたが、聴いておきたいことがあれば、お願いしたいと思います。 

何かございますか。 

よろしいですか。 

（はい、の声） 

以上で、報告事項について終了いたします。 

本日の内容は、以上となります。 

最後に、事務局から連絡事項等はありますか。 

中村専門員。 

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 

次回の都市計画審議会の開催の予定でございますが、現在のところまだ決まっておりません。決

まり次第御案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○鈴木会長 

  どうもありがとうございます。 

本日の議事は全て済みましたので、進行を事務局にお返しいたします。 

 

◎５ 閉会 

○事務局・中村まちづくり推進課専門員兼都市計画係長 

それでは、以上をもちまして令和３年度第２回朝霞市都市計画審議会を閉会いたします。 

議事進行に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。  


