はじめに

「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」の実現をめざして
朝霞市は、都心に近く、交通の利便性に優れると
同時に、かつての武蔵野の面影を残す豊かな自然と
景観があり、都会的な生活と穏やかな日常を両立する
ことができるまちです。
この朝霞ならではの「都市と自然の共生」をさらに
洗練させていくことが、朝霞のまちをより良くする道
と考えております。
このたび、朝霞市都市計画マスタープランが策定
された平成 17 年（2005 年）から約 10 年が経過し、
計画期間の中間年次となることを契機といたしまして、
社会・経済状況や市民ニーズの変化などをふまえた
見直しを行いました。
今回の見直しにあたり、本市のまちづくりの指針となる最上位計画である「第５次
朝霞市総合計画」と並行して検討を進め、相互に連携を深めることを重視いたしまし
た。これにより、都市計画マスタープランが、土地利用や都市施設といった従来の枠
に留まることなく、福祉や教育などまちづくりに関連する様々な分野に視野を広げた
ものになるとともに、朝霞市がめざす将来都市像の実現に向けて、総合計画と相互に
補完しあいながら、本市のまちづくり施策を着実に進めることができるようになる
ものと考えております。
また、今回の見直しでは、これからの 10 年間で市民の皆様がどのようなまちに
なっていくことを望まれているのかを把握し、その実現に向けた方策を市民と行政が
連携して考えるために、意識調査や地域別懇談会を重ねてまいりました。これら市民
の皆様のご意見を頼りに、都市計画マスタープラン検討委員会における約２年間に
わたる審議を経て、本市の今後 10 年間のまちづくりの方向性を定めることができま
した。
今後は、市民の皆様とともに、この計画に位置づけられた様々なまちづくり施策を
展開し、充実を図りながら、「私が 暮らしつづけたいまち 朝霞」の実現に向けて
着実に取り組んでまいります。
結びに、本計画の見直しにご尽力いただきました都市計画マスタープラン検討委員
会委員の皆様をはじめ、多くのご意見をお寄せいただきました市民の皆様に、改めて
心から御礼を申し上げます。
平成 28 年 11 月

朝霞市長

富岡 勝則

朝霞市都市計画マスタープラン
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