
 

令和４年度 第１回朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会 

 
次第 

 

 

日  時 令和４年８月１０日（水）  

                     午後１時００分～３時００分  

                場  所 朝霞市役所 別館５階 大会議室（奥） 

 

 

１ 開  会  

２ 委 嘱 式 

３ 副市長挨拶 

４ 議  題  

（１）会長・副会長の選出について 

（２）朝霞市内間木公園拡張整備等の検討の概要について 

（３）旧憩いの湯跡地の公園利用について  

５ 閉  会  
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内間木公園拡張整備基本構想等の策定について 

１ 策定趣旨 

 ・現在、埼玉県が国道２５４号バイパス（以下、「バイパス」という。）の第２

期整備を進めており、バイパス整備と合わせて地域の活性化に資する沿道

土地利用の促進を図る必要があることを踏まえて、バイパスの沿道活性化

に係る手法を定める。 

 ・バイパスの沿道活性化の検討に合わせて、バイパス予定地に近接する、市が

保有する貴重な公有財産である旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園の拡張

整備に係る基本的な構想を定める。 

 

２ 策定内容 

（１）内間木公園拡張整備基本構想 

・旧憩いの湯跡地を内間木公園と一体となった都市公園として整備し、地域

の活性化や地域の魅力発掘、地域防災力の向上に資する施設の設置等に向

けた整備手法の検討を行い、今後の整備に向けて基本的な考え方などを構

想として取りまとめる。 

 

（２）バイパスの沿道活性化 

  ・バイパスの沿道活性化、ひいては地域の活性化に向けて、都市計画など沿

道活性化の手法を取りまとめる。 

 

３ 構想策定の期間 

 ・令和４年度から令和５年度（２か年） 

  

４ 検討に当たっての主な留意事項 

（１）旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園の拡張整備 

・公園の既存施設の活用 

・利用者のための便益施設等を検討 

・便益施設の整備にあたっては、民間活力による施設の建設、維持管理及び

運営に係る手法を検討 

   

（２）バイパスの沿道活性化 

  ・第５次総合計画、都市計画マスタープラン、産業振興基本計画など市の諸

計画との整合 

  ・環境への配慮のほか、道路、上下水道等のインフラや雨水処理の検討 

資料１―１ 



 

2 

 

５ 策定体制 

   

 

（１）市民 

  ①内間木公園拡張整備等検討委員会委員 

   ・公募委員候補者名簿制度における名簿登載者及び一般応募者の中から

市民を検討委員会委員として委嘱する。 

   ・地元町内会（上下内間木）の代表を検討委員会の委員として委嘱する。 

②アンケート 

 ・無作為抽出した３，０００人を対象に基本構想策定に向けてアンケート

を実施する。 

③市民説明会 

 ・バイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備に対する意見等を把握する

ため、市民説明会を開催する。 

  ④パブリック・コメント 

   ・バイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備基本構想素案に対する意

見等を把握するため、パブリック・コメントを行う。 

⑤地元町内会意見交換（上下内間木町内会） 

   ・バイパスの沿道活性化や旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園拡張整備

について、地元の意見等を把握するため、地元町内会と意見交換会を開

催する。 

 

 

（３）議会 

（２）附属機関 

朝霞市内間木公園拡張 

整備等検討委員会 
答申 

諮問 意見 

報告 

原案 決定 

市長 

庁議 

職員パブコメ 

（４）庁内体制 

庁内検討委員会 

説明 

意見 

（５）都市計画審議会 

（１）市民 

朝霞市内間木公園拡張整備

等検討委員会 委員 

 

市民アンケート 

市民説明会 

パブリック・コメント 

地元町内会意見交換 

報告 

意見 
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（２）内間木公園拡張整備等検討委員会 

  ・バイパスの沿道活性化や旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園拡張整備基

本構想の策定について、必要な事項を検討するため、委員会を設置する。 

・委員会は、学識経験者、各種団体の代表、地元町内会の代表、公募市民等

で構成する。 

 

（３）議会 

  ・バイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備基本構想等に係る意見等を

聴く。 

  ・バイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備基本構想等について、全員協

議会で報告する。 

 

（４）庁内体制 

  ①内間木公園拡張整備等庁内検討委員会 

   ・委員長は都市建設部長、副委員長は市長公室長とする。 

   ・委員は、バイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備は、内間木地域の

ひいては市内全体の活性化にもつながることから、全庁的な協力体制

を確立するため、バイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備の関係

部署の次長とする。 

   ・そのほかバイパスの沿道活性化や内間木公園拡張整備に対する意見等

を把握するため、全庁的に職員コメントを行う。 

 

（５）都市計画審議会 

  ・バイパスの沿道活性化に都市計画の手法を用いる場合や、旧憩いの湯跡地

を含めた内間木公園を都市計画公園とする場合は、将来的に都市計画決

定の手続きの際に意見を伺うことがあるため、適宜、情報の共有を図る。 

 

６ 策定スケジュール（予定） 

   ※内間木公園と国道２５４号バイパス沿道活性化のスケジュールは異な

る場合があります。 

（１）令和４年度 

  令和４年 ８月  検討委員会設置 

      １０月  アンケート実施 

 令和５年 ２月  骨子案（基本的な方針）の決定 

  ・公 園 基本構想（骨子案） 

             ・２５４ 整備手法（骨子案） 
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（２）令和５年度 

  令和５年１０月  パブリック・コメントを実施 

市民説明会を開催 

  ・公 園 基本構想（素案） 

  ・２５４ 整備手法（素案） 

      １１月  素案の決定、案の答申 

令和６年 １月  案の確定 

       ３月  基本構想の決定 

 

７ 参考（全体スケジュール） 

 

      

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 以降（予定） 

朝霞市 

 

 

 

 

 

 

内間木公園 

拡張整備 

    
【旧憩いの湯跡地】 

・民間活力の活用（建設・運営・維持管理） 

  プロポーザル設計 

  プロポーザル実施、契約、工事 

  運営、維持管理など 

 

【内間木公園（既設部分）】 

（※既存施設等の改修などは、適宜検討） 

国道２５４

号バイパス

沿道活性化 

    

【バイパス沿道活性化】 

 ・活性化手法に沿って進める。 

埼玉県 

 

 

 

国道２５４

号バイパス 

第２期整備

（朝霞市内） 

     

 

＜基本構想策定＞ 

・整備手法 

・機能、規模 

・工程、概算工事費など 
※以降、国道２５４号 

バイパス工事の進捗、 

市の財政状況等を踏 

まえて進める。 

公園の都市計画決定の手続き 

（内間木公園＋旧憩いの湯跡地） 

活性化手法の検討・決定の作成 都市計画決定の手続き 

令和４年度 予備設計（※朝霞市内の整備工事の完了時期は未定とのこと。） 
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【旧憩いの湯跡地の現状】 

・ 位置：市街化調整区域内、内間木公園に隣接 

・ 面積：7,022m2 

・ 利用：バス転回所としての暫定利用のみで有効 

活用がなされていない 

・ 管理：財産管理課 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■旧憩いの湯跡地の有効活用に向けた整理 

 

 

 

   

【上位関連計画】 

・都市計画マスタープラン 

・ 既存公園などまとまった緑の保全や維持
管理等による質的向上が求められる 

・ レクリエーション拠点としての拡充など 

 

・緑の基本計画 

・ 都市公園の目標面積に達していない。 

 
平成 25 年度の

現状 

H37 年度（令和

7 年度）の目標 

1 人あたりの 

面積 
2.30 m2／人 3.60 m2／人 

面積 30.23 ha 49 ha 

 

【周辺環境】 

・ 国道 254 バイパス開通による休憩、憩い、地域

の活性化を含め、内間木公園の利用者増加が期

待できる。 

 

 

 

【内間木公園拡張としての有効活用・一体利用、旧憩いの湯跡地の都市公園としての告示】 

課題①に対する解決策 

・ 都市公園で活用できる各種制度を活用することが可能 

 （設置許可制度、公募設置管理制度（Park-PFI）） 

・ 内間木公園との連携による相乗効果も生まれる 

 

課題②に対する解決策 

・ 目標面積に向けた都市公園面積確保 

 

課題③に対する解決策 

・ バイパス開通を見据えて、来訪者の増加が見込まれるため、 

地域の活性化、防災力の向上に資する利便施設を検討 

 

その他、都市公園として拡張することのメリット 

・ 補助金の活用による整備 

 

課題② 不足する公園の確保に向けて公園を拡充 

朝霞台駅 

内間木公園 

旧憩いの湯跡地 

内間木公園 

旧憩いの湯跡地 

課題① 貴重な市有地の有効活用 課題③ バイパス整備に伴う地域の活性化 

※市街化調整区域の場合 

・市街化調整区域では、都市計画法第

34 条に掲げる施設（サービス施設、既

存工場等）や、「朝霞市市街化調整区域

における開発許可等の審査基準」で認

められる施設を建てることができる。 

・都市公園法に規定する公園施設であ

る建築物（適正かつ合理的な土地利用

及び環境の保全を図る上で支障がな

い公益上必要な建築物）であれば建築

が認められている。 

資料２ 
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〇各種制度活用による公園としての価値向上 

都市公園として告示することで、下記の都市公園法に則った官民連携手法を適用することが可能と

なる。 

・設置管理許可制度 

概要 ・公園管理者以外に対し都市公園内における公園施設の設置管理を許可できる制度 

・設置許可を受けた施設においては、民間事業者は収益事業を実施できる 

メリット ・整備及び維持管理・運営を民間事業者の独立採算で実施できるため、市の財政負

担がない 

 

・公募設置管理制度（Park-PFI） 

概要 ・飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する「公募対象公園施設」の設置・

運営と、当該施設から生ずる利益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公

園利用者が利用できる「特定公園施設」の整備・改修等を一体的に行う制度 

メリット ・事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事

業者には以下に示す都市公園法の特例措置がインセンティブとして適用される。 

－設置許可・管理許可期間の特例（10 年→20 年）により、20 年間の設置許可・

管理許可期間が保証される 

－建蔽率の特例（２％→12％） 

※建蔽率の特例を適用するためには、市で条例を制定する必要がある 

 

 

図 Park-PFI の特例措置  

（国土交通省「公募設置管理制度（Park-PFI 制度）について」参照）  
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〇補助金の活用による整備 

都市公園事業に活用可能な補助制度を下記に整理する。 

・都市公園事業費補助 

事業目的 ・都市公園整備の推進 

対象事業 ・都市公園の整備 

補助金の内容 用地 ・国の補助：１／３ 

・市の負担：２／３ 

施設 ・国の補助：１／２ 

・市の負担：１／２ 

 

・緑地環境整備総合支援事業 

事業目的 ・多様な手法の活用による、効率的・効果的な緑とオープンスペー

スの確保を支援することによる、都市域における水と緑のネット

ワークの形成推進 

対象事業 ・都市公園の整備、古都及び緑地保全事業、市民緑地の公開に必要

な施設整備等 

補助金の内容 用地 ・国の補助：１／３ 

・市の負担：２／３ 

施設 ・国の補助：１／２ 

・市の負担：１／２ 

 

・グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（通常型） 

事業目的 ・公園緑地が有する多様な機能を引き出すことによる戦略的な複数の地域課題の解

決 

・官民連携による都市公園の整備や民間建築物又は公共公益施設緑化の総合的支援 

対象事業 ①公園緑地の整備  ②公共公益施設の緑化  ③民間建築物の緑化 

④市民農園の整備  ⑤緑化施設の整備     

⑥グリーンインフラに関する計画策定     ⑦整備効果の検証 

事業要件 ・緑の基本計画等の法定計画にグリーンインフラの取組に関する整備目標・内容に

関する記載があり、その内容と事業計画が整合していること 

・緑や水が持つ多面的機能の発揮を目的とした目標を３つ以上設定し、そのうち２

つ以上は定量的な目標設定であること 

・上記①～⑤のうち２つ以上の事業を実施すること、もしくは複数の事業主体で取

り組む内容であること 

補助率 ・民間事業者等への補助：直接補助１／２ 

・市への補助：直接補助１／２、間接補助１／２ 
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・グリーンインフラ活用型都市構築支援事業（防災・減災推進型） 

事業目的 ・官民連携による自然環境の多様な機能を活用した防災・減災対策を推進するた

め、防災・減災を目的とする事業の重点的支援 

対象事業 ①公園緑地の整備  ②公共公益施設の緑化  ③民間建築物の緑化    

④市民農園の整備  ⑤緑化施設の整備    ⑥既存緑地の保全利用施設の整備 

⑦グリーンインフラに関する計画策定     ⑧整備効果の検証 

事業要件 ・緑の基本計画等の法定計画にグリーンインフラの取組に関する整備目標・内容に

関する記載があり、その内容と事業計画が整合していること 

・防災・減災関連計画にグリーンインフラの取組に関する記載があり、その内容と

整合していること及び防災・減災関連の計画の達成へ寄与すること 

・緑や水が持つ多面的機能の発揮を目的とした目標を３つ以上設定し、そのうち２

つ以上は定量的な目標設定であること 

・上記①～⑥のうち２つ以上の事業を実施すること、もしくは複数の事業主体で取

り組む内容であること 

補助率 ・民間事業者等への補助：直接補助１／２ 

・市への補助：直接補助１／２、間接補助１／２ 

 

・官民連携型賑わい拠点創出事業 

事業目的 ・民間資金の活用による効率的な公園施設の整備推進 

対象事業 ・Park-PFI により民間事業者が行う特定公園施設の整備 

事業要件 ・面積 0.25ha 以上の都市公園 

・地方公共団体の費用負担が特定公園施設の整備に要する費用の積算額に対して 1

割以上削減されること 

補助率 ・民間事業者が行う特定公園施設の整備に対して地方公共団体が負担する額の１/２ 

 

〇その他告示することにより得られるメリット 

・都市公園法十六条に 「公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は

一部について都市公園を廃止してはならない」とあることから、都市公園とすることで半永久的に

公園として維持される。 

・庁内の所管（整備・管理主体）が明確化され一定水準の管理が実施される。 
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○参考：官民連携手法の活用事例 

官民連携手法を活用することで公園の魅力向上や地域の活性化を実現した参考事例として、下記２

公園における活用制度の概要及び特徴を整理する。 

 

・大濠公園 

所在地 福岡市中央区大濠公園１番 6 号 

公園区分 総合公園 

整備年 1929 年開園、福岡市美術館 2019 年 

面積 39.8ha 

活用制度 

内容 

【指定管理者】 

・事業者：にしてつグループ公園管理団体（代表団体：（株）西鉄グリーン土木 

・業務範囲：指定管理：大濠公園能楽堂及び設置管理許可施設を除く公園施設 

【設置管理許可】 

・事業者：スターバックスコーヒージャパン(株) 

・事業範囲：カフェ（スターバックス） 

【Park PFI】 

・事業者：大濠公園『つなぐ』プロジェクト（クレアプランニング株式会社、ブルーバーズデザ

イン株式会社、株式会社はねや、株式会社リズムデザイン、株式会社百田工務店） 

・事業期間：約 20 年 

・事業範囲 

 －公募対象施設：和風カフェ、着物レンタル店 

－特定公園施設：券売所、園路、日本庭園の案内サイン 

【PFI】 

・事業者：福岡アートミュージアムパートナーズ(株) 

・事業期間：18 年 

・事業範囲：美術館の設計及び改修、維持管理・運営業務 

特徴 【P-PFI】 

・大濠公園南側に位置する日本庭園の観光資源としてのポテンシャルをさらに高めるために、日

本庭園西門付近に日本茶（八女茶）をテーマとした飲食機能を有する常設の公園施設を公募し、

大濠公園を象徴する池の水の景観、公園の緑の景観を眺めながらくつろげる空間を創出すると

ともに、来園者や来店者を日本庭園へと誘引することを目的として、Park-PFI により飲食店の

公募を実施した。 

・公募の結果、着物レンタル店をテナントに起用し、日本庭園との連携による来園促進や、八女

伝統本玉露のしずく茶体験や常設販売など八女茶の振興など独自性の高い提案が得られた。 

【PFI】 

・美術館の根幹となる「美術品の収集・保存」、「展覧会の企画・開催」、「教育普及」等の 業

務については、公共が実施。従前の施設の維持管理業務に加え、「広報集客業 務」、「施設

の貸出」等の業務については民間が行う。 
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大濠公園案内図 

    

スターバックスコーヒー福岡大濠公園店         大濠テラス 

 

福岡市美術館 

参照：https://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/jireishuu/pdf/559.pdf 

     https://www.foods-ch.com/news/press_944502/  



 

 

7 

 

・大蓮公園 

所在地 大阪府堺市南区若松台２丁目５ 

公園種別 風致公園 

整備年 1982 年開園、2019 年 P-PFI により新施設供用 

面積 総面積 15.46ha、公募対象面積 15.35ha（公園事務所敷地を除く） 

うち公募対象公園施設 2,144m2、特定公園施設 1,975m2 

活用制度 

内容 

【P-PFI】 

・事業内容：大蓮公園内の新たな施設の整備、および平成 28 年に閉館した旧泉北すえむら資料

館の集客施設への転用 

・事業範囲： 

－公募対象公園施設：私設図書館、カフェ、ルーフトップバーベキュー施設、キャンプサイト、

ライフスタイル相談拠点 

－特定公園施設：駐輪場、自転車コース、公園エントランス 

※公募対象公園施設以外の施設は業務委託による維持管理 

・事業期間：20 年 

・事業者：南海グループ公園管理団体 

特徴 ・「自分にあった公園利用をデザインする」をコンセプトに掲げ、利用者の様々な要望を叶えられ

る整備内容・運営方法となっている。 

・Design Ohasu Days は、泉北すえむら資料館を改修した OHASU CENTER を活用した総合施

設であり、私設図書館、カフェ、DOD とコラボしたルーフトップバーベキュー施設、パークキ

ャンプがあり様々な利用方法で楽しめる。 

・Space.SUEMURA は、旧泉北すえむら資料館の収蔵棟を、地域内循環を軸としたモノづくり

の拠点として改修した施設である。ローカル雑誌を発刊する市民団体と地元の塗装メーカ

ーが共同運営している。カフェスペース、アトリエスペース、畳スペースがあり、利用者

の要望に合わせて、ワークショップやギャラリー、シェアキッチン、ヨガ教室、撮影会、

アトリエ、座談会等さまざまなイベントを開催できる。 

・LIFE is PARK は、様々なマルシェを出店できるスペースとなっている。 

・特定公園施設について、駐車場のみ一部公費負担で整備し、その他の特定公園施設は事業者負

担とする。 

・事業導入によって新たに得られる歳入を公園および旧泉北すえむら資料館の環境改善・修繕費

等の財源として循環、活用されている。 

・市民活動が盛んだった大蓮公園に民間企業が参画することで、企業による営利性だけを追求し

た公園整備・運営が行われることを防ぐために、公募段階で「公園及び地域への貢献活動」に

ついての審査点が高く設定された。 

・公園整備に関する予算を基金として確保し、そこに利用料金などの収益がプールされ、必要に

応じて整備に充てることができるためスムーズな資金繰りが可能である。 
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OHASU CENTER               キャンプサイト 

     

       Space.SUEMURA               LIFE is PARK 

    

くらしテラス                 OHASU FUN 

参照：https://ohasu-park.com/ 

   https://www.realpublicestate.jp/post/park-pfi-sue-project/ 
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○参考：市街化調整区域における Park-PFI の活用事例 

市街化調整区域において Park-PFI を活用した参考事例として、下記 3 公園の概要を整理する。 

公園名 所在地 公園対象公園施設 特定公園施設 

万葉公園 神奈川県足柄下郡

湯河原町宮上 566 

日帰り温泉施設（約 490m2） テラス、トイレ、遊歩道

の舗装、手すり、照明等 

   

日帰り温泉施設（惣湯テラス）           遊歩道 

海の中道

海浜公園 

福岡県福岡市東区

奈多～西戸崎 

宿泊施設（球体テント・アウトドアリビ

ング・シーサイドキャビン・ヴィラ棟）、

レストラン、駐車場、アスレチックタワ

ー、厩舎（ホーストレッキング）等 

屋内遊戯施設、休憩施設

（大屋根下広場）、サニタ

リー棟 

   

球体テント（IN THE PARK）          温浴施設 

ぎふ清流

里山公園 

岐阜県美濃加茂市

山之上町 2292-1 

宿泊施設（1,220.69m2） 

 

遊歩道、ポケットパー

ク、空地スペース 

   

宿泊施設（Firefield BY MARRIOTT）       宿泊施設ラウンジ 



 

 

10 

 

○参考：関連法令の抜粋 

・都市計画法第 29条 

（開発行為の許可） 

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、

国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都

市等」という。）の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を受け

なければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

一 （中略） 

二 （中略） 

三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のう

ち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がな

いものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 

・都市計画法施行令第 21条 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第二十一条 法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 （中略） 

二 （中略） 

三 都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物 

 

・都市公園法第 2条２項 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第二条 

２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次

に掲げる施設をいう。 

一 園路及び広場 

二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 

三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 

四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 

五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 

六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 

七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 

八 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 

九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 

 



様式第８号 

審議会等委員名簿（令和４年８月１０日現在） 

名     称           （ 定 数 ） 

朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会    （ １６人） 

委員の氏名 職 備考（構成等） 

久保田 尚 委員 学識経験を有する者 

須永 大介 委員 学識経験を有する者 

町田 誠 委員 学識経験を有する者 

高橋 隆 委員 農業関係団体の代表者 

渡辺 淳史 委員 社会福祉関係団体の代表者  

松村 隆 委員 環境関係団体の代表者  

荒川 英浩 委員 商工業関係団体の代表者  

蕪木 利秋 委員 体育協会関係団体の代表者  

山崎 茂治 委員 文化協会関係団体の代表者  

尾口 寿敏 委員 危機管理分野団体の代表者  

松尾 哲 委員 自治会連合会の代表者  

髙橋 浪治 委員 上内間木町内会の代表者 

伊藤 久行 委員 下内間木町内会の代表者  

木村 暢宏 委員 関係行政機関の代表者 

 
大貫 利巳 委員 公募市民 

木村 智子 委員 公募員候補者名簿登録市民 

 

特記事項 

設置根拠 朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会条例  

 

事務局・担当（都市建設部 みどり公園課 みどり公園係）  

会議の公開状況（ 公開 ・ 非公開 ） 

次回の改選等の予定（令和６年４月） 

 



1/2 

○朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会条例 

令和4年3月25日条例第13号 

朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会条例 

（目的） 

第１条 この条例は、朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会の設置、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 内間木公園の拡張整備等に関する事項について、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議

を行うため、朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会（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) 旧憩いの湯跡地を含めた内間木公園拡張整備の基本構想等に関すること。 

(２) 一般国道254号和光富士見バイパス沿道の活性化に関すること。 

(３) 前２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16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する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 関係行政機関の職員 

(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 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を１人置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 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、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

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。 
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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、都市建設部みどり公園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、令和４年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和32年朝霞市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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○朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会傍聴要領（案） 

令和4年8月10日 

朝霞市内間木公園拡張整備等検討委員会傍聴要領 

１ 傍聴する場合の手続 

(１) 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、内間木公園拡張整

備等検討委員長（以下「委員長」という。）の許可を受けた上で、係員の指示に従い、入室し

てください。 

(２) 傍聴者の受付は先着順で行い、定員になり次第受付を終了しますが、定員以上の希望者が

いる場合は、会場の都合上可能な限り入室を認めます。 

２ 会場の秩序の維持 

(１) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。 

(２) 傍聴者が３の事項に違反したときは、会長はこれを注意し、なお、これに従わないときは、

退場していただくことになります。 

(３) 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。 

① 刃物等危険なものを持っている者 

② 酒気を帯びていると認められる者 

③ 張り紙、ビラ、掲示版、プラカード、旗、のぼり等を持っている者 

④ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 

傍聴者は、次の事項を守ってください。 

(１) 会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(２) 談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。 

(３) 会場において発言しないこと。 

(４) 鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的行為

をしないこと。 

(５) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

(６) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

(７) 他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。 

(８) 会場において、会長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。 

(９) 携帯電話等通信機器を使用しないこと。 
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(10) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 

附 則 

この要領は、令和４年８月１０日から施行する。 



条件 　 園路、広場等の公園施設（特定公園施設）の整備を一体的に行うこと

従 前

新制度 公的資金

広場、園路等の公共部分
（特定公園施設）

カフェ等の収益施設
（公募対象公園施設）

民間資金

民間資金

公的資金

収益を充当

民間が収益施設と公共部分を一体的に整備

収益を活用して整備



公募設置管理制度（Park-PFI）の創設
○都市公園の整備において民間活力の導入を促進することを目的に、公募設置管理制度（Park-PFI）を創設。【都市公園法第

5条の2・H29年6月施行】
○Park-PFIは102箇所で活用されており、うち39箇所では既に公募対象公園施設が供用されている（R3年度末時点）。

公募設置等指針
公表年度 Park-PFI　活用事例一覧（102箇所［64自治体、2地方整備局］）、うち39公園で公募対象公園施設供用済

H29年度
（4公園） 北九州市(勝山公園) 豊島区(としまみどりの防災公園) 名古屋市(久屋大通公園) 岐阜県(ぎふ清流里山公園)

H30年度
（19公園）

福岡県(天神中央公園) 
盛岡市(木伏緑地) 
恵庭市(漁川河川緑地) 
新宿区(新宿中央公園)
別府市(別府公園) 

鹿児島市(加治屋まちの杜公園)
近畿地方整備局(国営明石海峡公園)
群馬県(敷島公園) 
横浜市(横浜動物の森公園)
和歌山市(本町公園) 

盛岡市(盛岡城跡公園) 
堺市(大蓮公園) 
京都市(大宮交通公園) 
むつ市(おおみなと臨海公園)
別府市(鉄輪地獄地帯公園) 

盛岡市(中央公園) 
二戸市(金田一近隣公園) 
湯河原町(万葉公園) 
神戸市(海浜公園)

R元(H31)年度
（23公園）

平戸市（中瀬草原）
福岡県（大濠公園）
渋谷区（北谷公園）
佐世保市（中央公園）
木更津市（鳥居崎海浜公園）
九州地方整備局(海の中道海浜公園)

平塚市（湘南海岸公園）
神戸市（東遊園地）
愛知県（小幡緑地）
所沢市（東所沢公園）
各務原市（学びの森）
群馬県（観音山ファミリーパーク）

岡崎市（乙川河川緑地・中央緑道）
東大阪市（花園中央公園）
富士川町（大法師公園）
福山市（中央公園）
神奈川県（観音崎公園）
四日市市（中央緑地）

豊田市（鞍ヶ池公園）
堺市（大仙公園）
堺市（大仙公園）
むつ市（代官山公園）
山形市（ひばり公園）

R2年度
（25公園）

越前市（武生中央公園）
青森市（青い森セントラルパーク）
茨城県（偕楽園公園）
堺市（原池公園）
須賀川市（翠ヶ丘公園）
茨城県（洞峰公園）
横須賀市（長井海の手公園）

北区（飛鳥山公園）
久留米市（中央公園）
北区（飛鳥山公園）
名古屋市（徳川園）
沖縄市（コザ運動公園）
我孫子市（手賀沼公園）
恵庭市（漁川河川緑地）

静岡市（城北公園）
浜松市（万斛庄屋公園）
加賀市（山代西部公園）
渋谷区（恵比寿南一公園）
豊川市（赤塚山公園）
津市（中勢グリーンパーク）
多摩市（多摩中央公園）

北九州市（到津の森公園）
広島市（中央公園）
東京都（明治公園）
東京都（代々木公園）

R3年度
（31公園）

広島市（中央公園）
近畿地方整備局（国営飛鳥歴史公園）
名古屋市（鶴舞公園）
塩尻市（小坂田公園）
茨城県（常総運動公園）
藤沢市（鵠沼海浜公園）
新宮町（新宮ふれあいの丘公園）
三重県（鈴鹿青少年の森）
小諸市（飯綱山公園）

橿原市（新沢千塚古墳群公園）
大阪府（住吉公園）
滋賀県（びわこ地球市民の森）
滋賀県（びわこ文化公園）
勝山市（長尾山総合公園）
別府市（春木川公園）
前橋市（（仮称）日赤跡地生涯活躍

のまち（ＣＣＲＣ）公園）
千葉市（千葉公園）

吹田市（桃山公園）
横浜市（山下公園）
東村山市（萩山公園）
川崎市（池上新町南緑道）
別府市（上人ヶ浜公園）
吹田市（江坂公園）
恵庭市（恵庭ふるさと公園）
熱海市（熱海梅園）

江戸川区（総合レクリエーション公園・新            
               左近川親水公園）
さいたま市（(仮称)埼玉県立総合教
               育センター跡地公園）
射水市（(仮称)射水アイタウンふれあい

公園）
大阪市（難波宮跡公園）
川崎市（富士見公園）
大津市（大津湖岸なぎさ公園）

※赤字は公募対象公園施設がオープンしている公園。上記の他130か所において活用を検討中。

○活用状況（合計102箇所）（R3年度末時点）


