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１．意見の要旨 
 朝霞市がまとめた基地跡地利用整備計画（以下、「整備計画」とします）について、その全部につ

いて白紙撤回すべきと考えています。 
 その理由として、①市の財政負担が明確には示されていないシビックコア、シンボルロードの建設

が過大な支出になりかねないこと、②当計画が市長名でよびかけられた通称「100 人委員会」によっ

てまとめた基地跡地利用計画と大きく乖離し、その決定過程に一切の市民参加が行われていないこと、

③自然緑地の維持や地下水保全など自然環境に与える影響が大きいこと、④朝霞市中心部に南面する

土地に超高層国家公務員宿舎が建設されることの市民の嫌悪感を全く汲み取っていないことなど

多々あることが理由です。 
また今回の計画に責任を負わされる市民に対する市役所の責任として、なおも意思確認をしていく

場面が必要であるにもかかわらず、最低限行われる今回のパブリックコメント手続きについても、市

長や市の幹部職員から重ねて計画修正はない、という発言が行われるなど、責任を果たしているとは

いえません。行政計画等の策定に関わるさまざまな法律の精神に反するものと考えています。さらに

は、国の落とすお金を当て込んだ開発計画となっていることなども地方自治体としてやや問題ある計

画遂行の態度です。長い将来を考えると、土建依存の開発によって街の活性化を図る手法自体も疑義

を呈さざるを得ません。 
 
２．整備計画の財政負担の問題 
 基地跡地利用については裏側に大きな財政支出がつきまといます。その負担の総額や負担のあり方

についてまったく出されていないことが問題だと考えています。 
 整備計画による財政負担の全貌について市長は明らかにすべきです。現在のところ、用地取得費し

か公開されていません。市民団体が提起している全面公園化など、他の手法との費用比較がされてい

ません。市長および土屋審議監は、財政などを検討した結果として、この案の優位性を指摘していま

すが、果たしてそうでしょうか。 
 国の事業である国家公務員宿舎建設はおいておくにしても、国の補助があったとしても朝霞市が独

自に財政負担を強いることが予測される、シビックコア、シンボルロード、防災公園の建設費につい

て全く明らかにされておりません。市民団体の試算では、これらの建設費は、総額が 200 億円を上

回ると言われており、仮に 3 分の 1 朝霞市負担でも 70 億円、2 分の１負担となれば 100 億円がのし

かかってきます。 
 土地取得については、固定資産の取得で資産となりますが、建設費については、いつかごみになる

ものにお金を使うことを意味します。そのことに対するコスト予測もなく、財政的な優位性をどのよ

うに証明しているのか回答を求めます。 



 他市に比べて著しく不足しサービスも悪い認可保育園や介護施設の新設を市民が求めても、朝霞市

役所は財政事情を理由にほとんど何もしてきませんでした。にもかかわらず土建がらみ、特定の市民

の利益につながることだけの財政支出だけが何の説明もないまま進められていくことの異様さを感

じざるを得ません。 
 国家公務員宿舎建設の見返り事業という位置づけですが、膨大な持ち出しの財政支出を伴うことを

考えると、これは見返りといえるのは特定の市民だけで、大多数の市民にとっては、追いはぎ的な事

業と言えます。市政の未来を考えるなら、シビックコア、シンボルロードの開発は断念すべきです。 
 
３．市民合意の手続きの問題 
 基地跡地の利用に関する議論は、その支出が巨大になることや、基地跡地に込められる市民の思い

が熱く、かつ多様であることから、十分な市民合意が必要であるということは言うまでもありません。 
 したがって、いわゆる「100 人委員会」を設立して、多くの市民の意見を集めて、計画をまとめた

段階までの作業手続きまでは、その内容についていろいろあっても、手続きとしてきちんとしたもの

だったといえます。そしてその結論は十分に尊重しなければならないものです。今回の整備計画のよ

うに、その計画との違いがあまりにも大きい結論を出すのであれば、再度、市民合意を探る手法を取

るべきです。 
 しかしながら、2007 年 4 月に突如として整備計画検討委員会が設置され、朝霞市民であるかどう

かも不明確な国、県、市の公務員だけで計画策定を行い、「100 人委員会」の結論とは、似ても似つ

かない計画をまとめたことは問題です。 
 この手続きについて、問題はないと考えられますか。回答を求めます。 
 整備計画策定委員会では、今後市民にどのような施設が必要か提案を受けてみたらという話が出て

いますが、事業費をふくらます市民参加だけを認めようという議論が出ていたことに問題を感じてい

ます。事業の必要性そのものについて是非を言う市民参加や、ムダを切るための議論で市民参加はし

ないさせない、という態度に至った市の見解を求めます。 
 
４．整備計画の財政負担に関する情報公開 
 また、基地跡地の用途について関心のある市役所や市民との議論とともに、将来的に基地跡地利用

で財政負担を強要される多くの市民に、その財政負担と、そのことによって朝霞市の運営がどの程度

制約されるのかきちんと説明しているとは思えません。そうした面での合意もまだまだです。今後、

財政負担について十分な情報公開をする約束をしますか。回答を求めます。 
 
５．お金をかけない緑地保全の方法の検討 
 基地跡地をどうするかという考え方については、朝霞市が土地取得をし、所有権を有する朝霞市と

して事業を進めるという手法ばかりが追求されたことは極めて残念に思います。1990 年代の都市計

画や土地利用に関する法改正などで、一定の土地利用についての公共性の考え方が認められ、市町村

独自計画としての都市マスタープラン、総合振興計画などでの計画立案が認められ、それにもとづく

都市計画での土地利用の規制が強化されました。その考え方による土地利用規制について全く言及さ

れず、お金をかけずに緑地を守るという考え方が一切検討されていないことは残念に思います。 
 土地を購入せずとも、土地利用等で規制し、緑地保全が図れなかったのか、なぜできないのか、そ



の理由を明確に示してください。 
 
６．超高層国家公務員宿舎への違和感 
 整備計画で容認された、超高層国家公務員宿舎の建設については、市として主体的な判断がまった

く行われておらず、国有地だから仕方がない、という議論に終始しています。所有地に建物を建てる

という国の民事的権利の問題と、土地利用という全市的に課題を共有すべき公共性の問題を混同し判

断したことは間違いだと考えます。 
 また、長く緑の未開発地に慣れた市民からして、市の中心部の最も南側に超高層住宅が建設される

ことに違和感を持つのは自然の感情です。そのことに対して、市の姿勢はあまりにも鈍感であると指

摘せざるを得ません。 
 
７．国家公務員宿舎での火災発生時の対応 
 整備計画では、26 階建国家公務員宿舎を誘致するとしていますが、この国家公務員宿舎の高層階

で火災が発生したときにどのように対応するのか、回答を求めます。 
 
８．地下水保全 
 災害時をはじめ上水道が機能しなくなったときに、地下水が命綱になりますが、地下水保全には一

定の森林や農地を保全していくことが重要だと言われています。しかし、基地跡地を大々的に開発し、

森林を根こそぎひきはがせば、地下水は枯れるのではないかといわれています。このことに対する調

査はしたのでしょうか。しているのであれば、調査結果を公表すべきです。 
 
９．公共施設の集中配置の問題 
 整備計画で推進されるシビックコア事業として、既存の施設を棄てて基地跡地に公共施設を集中配

置させることは、税金の無駄遣いです。シビックコアを名目に、何が何でも税金で建物を建てる、そ

のための帳尻合わせに様々な公共施設が列挙されており、話が自己目的化しています。 
 整備計画で列挙された公共施設は、さまざまな経緯から現在の位置に造られ、市民に親しまれてき

ました。無理に一ヵ所に集めることは、あまりにも不自然です。整備計画で列挙された多くの施設は、

コンクリート建築物の耐用年数の半分も経過しておらず、民間企業の採用している複式簿記会計では、

簿価が半分以上も残存しているものばかりです。そうした貴重な市民の財産を単なる建設廃棄物にし

てしまうということは愚挙としか言いようがありません。 
 また、シビックコアに移転した施設の跡地利用について、どのように考えているのでしょうか。朝

霞市内では、特定のマンション業者が開発する話がついているなどという噂も流れています。市民の

血税で取得してきた土地をどうするつもりなのか、明確に示すべきです。 
 一部公共施設について耐震基準が問題になっていますが、建て替えだけではなく、補強工事につい

て検討すべきですが、整備計画ではそのコスト比較がされた形跡がありません。補強工事について早

急に検討し、その費用を情報公開すべきです。 
 余談かも知れませんが、耐震基準自体が、実際の地震にもとづいて計測されたものではなく、あや

ふやなものであり、地盤や揺れ方、実際に使った建築物の材質で全く違う結果が出る、ということを

工学博士で耐震免震の専門家である多田英之氏は指摘しています。耐震基準を絶対化して、市民を脅



かすような論調で役所のために税金を使う話を進めることは慎むべきと言えるでしょう。 
 
１０．シンボルロードは治安の問題あり 
 整備計画で示された幅 50 メートルのシンボルロードを建設する計画について、治安上の不安が

あります。中央公園周辺の道路は暴走族等の通過があり、そこに青空集会場としての機能を持つシン

ボルロードが建設されれば、治安の問題が発生します。周辺から暴走族や非行少年のたまり場になり、

喫煙をはじめとした非行行為が行われることは容易に想像つきます。非行少年のたまり場としてうる

おいとにぎわいを朝霞市につくっていくということなのでしょうか。 
 朝霞市の教育で子どもたちを締め上げたとしても、このような便利な場所においては、非行行為を

する人物が、他区市から流入することは考えられます。場所柄、ふだんは人が多く通るとは思えず、

痴漢、強姦などの事件が発生する可能性もないとは言えません。このことに対する安全維持策は検討

されているのでしょうか。 
 こういうときにいつも防犯カメラの設置が提案されますが、防犯カメラ自体は手や足が出てくるわ

けではなく、非行行為を直接止めることはできません。事後的に犯人の特徴をつかむことしかできま

せん。そのことを織り込んでの回答を求めます。 
 
１１．国財政依存の開発計画の問題 
 整備計画では、事業資金としてあてにして国土交通省の事業名が列挙されていますが、こうした国

の補助金に群がるような事業推進が良いのか、疑問です。山口県岩国市など、国の財政をあてこんで

進めた市役所の建て替え事業が、国の政策のおしつけとの引き換えで行われています。国財政に大き

く依存した開発は、自治体として国への無条件従属をもたらします。 
 国の補助事業の利用が、自治体の財政負担軽減になるということにも疑義を呈しておきます。国の

補助事業の自治体負担分については、地方交付税の事業費補正（いわゆる「裏補助」）などで、その

債務の返済にかかわる支出は、後年地方交付税が積み増しされることになるものが多いのですが、列

挙しているこれらの事業は、事業費補正がどこまでそれが手当てされるのか、全く情報公開されてい

ないことは、市民にとって財政の将来債務を把握する上で問題です。 
さらに朝霞市は地方交付税の不交付団体であり、事業費補正がされても、そもそもの交付税が払わ

れない可能性も高く、現在、市役所が進めている事業を刈り込まなくては事業推進できないというこ

とないと見ていますが、市の見解はどうでしょうか。 
地方交付税の支払いも、国が一方的に削ったり増やしたりするようなご時世です。国の財政をあて

にした事業展開は財政の見込みにも不安定な要素を増やします。 
 事業を進めていく上での自治体負担分について、地方交付税ではどのように手当てされる見込みな

のか、明確な回答を求めます。 
 
１２．商業施設の使途隠しの問題 
 整備計画でシビックコア建設を推進する理由として、公共施設の耐震問題の解決や、公共施設の集

中による業務の効率化を挙げています。 
しかし、基地跡地利用整備計画策定委員会でのシビックコアに関する議論では、耐震基準の問題と

ともに、同じくらいの分量で、市職員の委員から、商業施設の誘致のための施設整備の意義を熱心に



語られています。また「広報あさか」などを通して、市民には、医療・福祉施設も検討するようなこ

とが宣伝されていますが、整備計画策定委員会の席上で健康福祉部長の委員は、医療・福祉施設の誘

致は明確に否定し、商業施設の誘致がいいのだと発言しています。整備計画の本文では住宅開発の話

まで出てきています。 
こうしたことから、シビックコアは、公共施設のために行われる事業ではなく、公共施設を出汁に

建設費を税金で出して、商業施設建設を行おうというものと言わざるを得ません。 
 いったいシビックコアは、市民の税金を使って何をしようとしているのか、明確にしてほしいとこ

ろです。 
 行政が不動産デベロッパーの真似をして成功した事例はほとんどありません。活性化だにぎわいだ

と税金を投じて商業施設を誘致しても、10 年もしたら閑古鳥が鳴いて撤退されそれ以降の家賃収入

が途絶えたり、施設の投資が過大で入居した商業者から運営赤字になるほどの家賃減免を求められた

りして、結局自治体の不良債権になっているものが多くあります。そのことと明確に違う未来がある

のだ、というものが今回の整備計画の中では全く示されておりません。 
 
１３．ＰＦＩの手法の問題とその範囲 
 事業推進手法について「ＰＦＩ方式の活用など」と書かれている。ＰＦＩ方式で事業を行うのか、

行うとすればそれがどの範囲までなのか、明確に回答を求めます。 
 ＰＦＩ方式による公共施設の建設・運営ついては、高知や滋賀県近江八幡市の病院運営などで問題

が噴出しています。自治体が十分な投資への監視ができないため、過大な施設投資に陥りやすく、そ

の負担を自治体が払わされるという実態が出てきています。ＰＦＩ事業について、資金の借入から建

設、施設の維持運営まで民間事業者が一貫して主導し、自治体は実質的に利用料を払わされるだけな

ので、どうしても民間事業者が肥大化させていく事業費をチェックすることが難しいからです。 
 朝霞市は、ここ数年新規事業について市職員が主体的に学習し判断することよりも、その多くをコ

ンサルタントに丸投げして推進してきた事業が目立ちます。主体的な判断を回避してきた市職員が、

資金から運営まで一貫して専門的知識でどんどん進めていく民間事業者をどの程度チェックして、市

民の財政負担を抑制できるのか疑問です。ブラックボックスの事業となるＰＦＩ方式を活用した事業

推進には反対です。市の事業ですから、市役所がいつでもブレーキをかけたり内容変更ができるよう

にやるべきと考えます。 
 
１４．他の市の事業とのバランスに問題 
 私は児童福祉法に定義される「保育に欠ける子」を抱えていますが、朝霞市にこれで安心と思える

ような保育サービスを受けた記憶がありません。夫婦で県市合計年間 35 万以上の住民税を払ってい

ながら、市立保育所はマイカー族に便利な施設配置が行われ、フルタイム労働者には利用が酷な運営

が行われているため、切実に必要としている公共サービスの恩恵に全くあずかっていません。さらに

この先の学童保育などは惨憺たる質を聞いていて、ひどい状況だと痛感しています。 
 こうした問題を放置しておくのは市民の責務ではないと思っており、児童福祉課に対してや、次世

代育成支援行動計画推進委員会、地域福祉計画策定委員会等で、こうした問題提起を行ってきました

が、市職員から返ってくる言葉は「市民の税金を使う事業なので」と我慢させられ、都内より 3 倍

も高い保育コストを負担しながら何とか生活をしています。 



 そうやって節約しているはずの市役所が、今回、こうして出してきた整備計画で、保育所を 20 園

は優に建設し、200 園を運営できるようなお金を投じて、公務員と昼間、市内でヒマしている人のた

めだけの施設の建設と、その抱き合わせでこっそり造られる大型商業施設のテナント施設、非行少年

のたまり場となるシンボルロードの建設が行われることに、納得がいかないものを感じています。朝

霞市は、市民の享楽のために税金を惜しみなく使い、働く人の支援のためには何もしない、そんな印

象を持っています。 
 被害が現役世代だけなら、不幸な市役所を持った我が身の不遇を嘆いていればよいのかも知れませ

ん。しかし、シビックコア・シンボルロード・防災公園の建設費は、子どもたちの福祉・教育・医療

サービスにしわ寄せを行い、さらには、将来の朝霞市に住んで働いて納税する人たちにまで負担を押

しつけるものです。この整備計画の負担を考えると、市民にとってメリットよりデメリットの方が大

きい、計画の撤回または大幅な縮小を行うべきだと思います。 
 
１５．通勤電車の問題 
 朝霞市に国家公務員宿舎が建設されると、東上線の朝霞駅の利用客が 1000 人以上増えることが予

測されます。せっかく本が読める程度の混雑率まで低下した東上線の混雑をひどくするものです。そ

れに対する東上線、とりわけ地下鉄有楽町線直通電車の増発や高速化を市役所は求めているのでしょ

うか。キャリア国家公務員は深夜に仕事を終えて帰宅しますが、東上線直通の有楽町線の終了時間は

早く、また有楽町線自体も、21 時を過ぎると 10 分近く間隔が空き、非常に混雑します。これを放置

して混雑だけひどくするようなことはやめてもらいたいところです。一般の善良な納税者と同様にふ

だんから通勤電車に乗っている人なら考え付くことも、そうでない事業がほしいだけの人たちで計画

をまとめると、こうした視点が抜け落ちます。 
 
１６．パブリックコメント手続きの無視を公言した問題 
 今回のパブリックコメント手続きについて、市長や市の幹部職員はそれによって計画変更は行わな

いとたびたび意見していますが、そのことは問題と感じているのか感じていないのか回答を求めます。 
 パブリックコメント手続きは、行政内部の計画の自己点検のために行われています。計画がのちの

ち反対されて膠着状態になったりする前に、利害関係者や関心のある人たちと十分意思疎通を図り、

寄せられた意見や質問とその回答を書面で公開し、計画に矛盾があったり、計画に無理があったり、

必要であれば計画を修正し、完成度の高い計画をまとめるものです。 
 したがって、市の幹部がこうしたやりとりを放棄することを言葉にしていることは、完成度の高い

計画作りを放棄したものとみなさざるを得ません。そこには、市民に広く公開されて議論されてはま

ずいものがあると考えざるを得ません。 
 基地跡地利用に群がる一部の市職員や一部の市民、事業者のために、市民の手の届かないところで、

政策決定が行われ、市民は何を言ってもムダ、税金を払わされるだけ、そうした運営を平然と行う市

に市民は期待を持つだろうか疑問に感じています。 
 
１７．跡地利用が「経済の活性化」に寄与するという説に対する疑義 
 基地跡地利用整備計画に対して、経済の活性化の視点から推進する意見があります。どのような投

資が行われると、どこにどのように波及して、経済の活性化が具体的にどのように現れるのか、明確



に示してください。 
 基地跡地利用に関する議論で、「経済の活性化」「にぎわい」という言葉が、何の裏付けもないまま

に一人歩きしていますが、市の整備計画でたびたび出てくるこの言葉の具体的な成果とは何なのか明

らかにしてください。 
 私は、基地跡地利用で「経済が活性化」するのは、建築費が支出される有効需要の拡大しか見られ

ないと思います。朝霞市民の多くは給与所得者なので、この有効需要の拡大は、一部の市民の利益に

しかなりません。 
 入居する商業施設による活性化、公務員宿舎の人口が増加する活性化も列挙されそうですが、これ

らは周辺商業施設や、周辺人口とのゼロサムゲームであり、片方でそのことによって衰退する商業施

設があることも忘れてはなりません。公務員宿舎の住人の支出も、食料品等に限定されると思います。

一方で、保育所の整備や小学校の定員増、乳幼児医療費の増大など、市の追加負担の大きさも見落と

してはなりません。 
 そもそも、税金を大切に使ってきた都市として、商業施設の建設を税金で行うことは問題を感じな

ければなりません。朝霞市が「低福祉・好財政」でやってこれたのも市民に様々な福祉・教育・医療

のサービス水準を犠牲にして成り立ってきたものです。にもかかわらず商業施設には税金を思い切っ

て支出することに納得性はありません。 
 また、商業施設に関する都市間競争が近年強調されていて、そのことからこの施策を進めていると

いうことでは間違いと言わざるを得ません。90 年代の大店法改正以降、大都市のターミナル駅にあ

るようなもの以外は、大型商業施設の陳腐化は想像以上に早いと言われています。90 年代に現れた

郊外型スーパーがはやくも撤退して放置され、次の立地に移転するということが出ています。 
 基地跡地に商業施設を建設しても、住宅地に囲まれ定着するような立地ではないため、焼畑農業的

な郊外型スーパーと同じような命運をたどることが回避できるとは思えません。そうなると体よく綺

麗な施設を使って、古くなったら入居した商業者に逃げられる結果になる可能性も棄て切れません。 
 建設当初はさまざまなメディアを使って宣伝して集客力を維持できるかと思いますが、商業施設の

陳腐化は、シビックコアなどの建設費の債務償還期間より早く、後年、必ず商業施設の価値は低下し、

家賃負担問題や、商業施設の撤退など、様々な悪影響が起こる可能性は否めません。これに対する朝

霞市の反証材料が一切提示されていないことがさらに不安をかきたてます。 
 そもそもで言うと、「低福祉」と言われる水準の満足度しか与えられなかった市役所が、「顧客満足

度」「クレームゼロ」をめざすような商業活動について何を理解しているのか、疑問です。明確に言

えば公務員に商売は無理です。 
 駅前再開発ビルの建設などで商業活動に手出しをした自治体が全国各地で財政悪化に苦しんでい

ます。朝霞市もその二の轍を踏まないよう、願うばかりです。 
 
１８．強引な基地跡地利用の推進による市民分裂の危機 
 この計画を朝霞市が強引に進めようとすれば、市民意識の大きな分裂を招くことになります。当計

画を進めることで大きくのしかかる市債の償還による財政負担により、様々な行政サービスが低下す

ることが予測されます。今回、朝霞市がまとめた基地跡地利用整備計画によりメリットを受ける市民

や事業者と、そのことで犠牲になる市民や行政サービスとの間で、大きな市民意識の断層が発生しま

す。また、強引な計画遂行によって、市役所と反対運動との軋轢も、長く市民意識に影を落とします。



この計画を強引に進めようとしている市長、市幹部職員には、こうしたことの危機感がなさ過ぎます。

税収が低下していく少子高齢社会を自治体が乗り切るためには、市民に犠牲を求めること、市民にお

願いしなければならないことがどうしても増えてきます。他の施策への悪影響が避けられません。市

役所の仕事の基本に、時間をかけてでも市民意識の統合に心がけるべきです。しかしながら当計画を

まとめ遂行するにあたって、そうした配慮は全く行われず、批判勢力や反対勢力との対話、計画の修

正などは全く試みられておりません。そのことの影響を憂慮するものです。 
 

意見は以上です。 
 

 


