旧中央公民館等跡地利活用基本方針

旧中央公民館等跡地の利活用を図るため、中心市街地の活性化に資する拠
点的な機能を備えた民間施設を整備する事を前提に、様々な検討・分析を重
ね、民間事業者へのヒアリングや意見交換を行ってきました。
本方針は、旧中央公民館等跡地の利活用における、検討経過と基本方針を
まとめたものです。

平成 28 年 7 月

１．民間活力導入にかかる前提条件の整理
■土地利用条件
≪現行用途の場合≫
・ 敷地面積：5,232.13 ㎡
・ 用途地域：第一種住居地域（60％・200％）

≪用途変更の場合≫
・ 敷地面積：4,695 ㎡
・ 用途地域：商業地域（80％・400％）

※商業施設の床面積は 3,000 ㎡以内（用途条件）
※開発行為により開発区域面積の 3％の公園、
緑地などの確保が必要

※街区道路幅員を 8ｍ以上に拡幅
※開発行為により開発区域面積の 3％の公
園、緑地などの確保が必要

■建物計画
狭山市駅前の秩父連山の眺望に配慮し、下記の建物計画とする事が望ましい。
・低層ゾーン：３階建て程度（約 15ｍ程度）
・高層ゾーン：高さ 65ｍ以下（航空法 49 条物件の制限）
※ただし、アスペクト比（縦横幅）が 1：4 を超えると一般的に工事費が割高となる。
■導入機能
〇中心市街地の活性化に資する拠点的な機能を備え、狭山市駅から入間川までのエリアにおいて、
人々の回遊性を創出することが可能な施設
〇地元商業の活性化などの経済波及効果や周辺地域への好影響を期待できる施設
イメージ写真

■検討における留意事項

・商業系施設については、立地条件による集客性などの市場動向によって、立地可能な建物の床面積が
決まるため、民間事業者の意向により導入する機能が変わってくる。
・商業系施設は、飲食店等の場合、客が入りやすい路面階（１階や２階）への出店が望ましいなど、導
入する機能により建物の配置や設置階数が変わる可能性がある。
・民間事業者の進出意向のもと、導入機能に応じた都市計画法上の用途地域を検討する。
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導入機能の検討にあたり、民間事業者へのヒアリング（導入可能性調査）が必要となる
ヒアリングは主に以下の内容を確認する。
・導入可能な機能（施設）の確認（商業、住宅、レクリエーション施設など）
・導入機能に必要な床面積（市場採算上設置可能な床面積）
・導入機能に必要な階数（商業施設は１、２階の路面階が望ましいなど）
・商業用途への変更の必要性
２

２．検討の経過

４）民間事業者ヒアリングを踏まえた導入機能等の検討（平成 27 年 12 月）

１）利活用にかかる基本的な考え方（平成 27 年 3 月）
平成 26 年度に関係課による会議を６回開催し、跡地利活用に係る課題整理やアイデアを検討し、政策調整
会議、政策会議を経て、利活用にかかる基本的な考え方を決定しました。
【基本的な考え方】
旧中央公民館等跡地の利活用については、中心市街地の活性化に資する拠点的な機能を備えた民間施設
を整備することを基本とし、併せて、狭山市駅西口駅前から入間川までのエリアにおいて、人々の回遊性
の創出につながる取組を展開することにより、単に駅前の賑わいだ
けでなく、地元商業の活性化などの経済波及効果や周辺地域への好
影響を期待するものである。
施設整備の方向性としては、狭山市駅西口駅前の景観に配慮した
建物を前提とし、施設の機能については、フィットネスクラブ、映
画館、親子で楽しめるレクリエーション施設などの集客性の高い娯
楽系機能と、商業施設、飲食・物販の店舗などの商業系機能を設け
るとともに、駅前の好立地を生かした共同住宅の機能を有する複合
施設とし、建物以外のスペースには緑地と一般駐車場などを整備す
ることを想定する。
また、都市計画法上の用途地域は、現在の第一種住居地域から商
業地域への変更を想定することとし、より多くの民間事業者から土
地利活用提案を募集するため、公募プロポーザル方式による民間事
業者の選定を行い、市の政策目的の達成が見込まれる優れた提案を
選定し、跡地の利活用事業を進めていく方針とする。

２）建物計画等のモデルプランの作成（平成 27 年 6 月）

■用途変更
民間事業者ヒアリングでの意見を踏まえ、延床 10,000 ㎡以上の大規模商業施設の立地が困難である
と判断し、商業地域へ用途変更を行わず、現行の用途地域（第一種住居地域）での利活用を行うことと
しました。
■導入機能
民間事業者ヒアリングとこれまでの検討結果を踏まえ、跡地に導入する機能とその組み合わせについ
ては、以下のとおり想定しました。

想定①

住居系施設 ＋ 商業系施設

住居系
（集合マンション又は戸建）

想定②

延床 3,000 ㎡以下の商業系施設
または
延床 3,000 ㎡以下の企業の本社・支社のオフィス

＋

商業系施設のみ

商業系施設（延床 3,000 ㎡以下）の単独立地

前提条件を踏まえた現行用途、商業用途における数パターンの建物計画等のモデルプランを作成しました。

３）民間事業者ヒアリングの実施（平成 27 年 7 月～11 月）
商業施設を誘致する場合は、立地条件による集客性などの市場動向によって、立地可能な建物の床面積が
決定するため、モデルプランを民間事業者に提示したうえで対象地の進出意向を確認しました。
◆ヒアリング実施期間 平成 27 年 7 月～11 月
◆ヒアリング実施事業者 15 者（大手商業デベロッパー、ゼネコン、テナントリース会社など）

※導入する商業系施設は、狭山市駅から入間川までのエリアにおいて、人々の回遊性を創出することが可能
であり、地元商業の活性化などの経済波及効果や周辺地域への好影響を期待できる施設とする

５）民間事業者との意見交換の実施（平成 28 年 1 月～3 月）
想定した導入機能をもとに、より実現可能な利活用を行うため、跡地の利活用について意見交換を希望す
る民間事業者を公募しました。
◆実施期間 平成 28 年 1 月～3 月
◆意見交換を行った事業者 ６者（うち利活用についての事業提案を行った事業者 ３者）

【民間事業者の主な意見】
・住環境が良いので、マンション＋商業施設の可能性は見込める
・現行用途のまま、延床面積 3,000 ㎡以下の商業施設単独立地は検討できる
・跡地周辺１㎞圏内の居住人口が少ないため、大規模商業施設の新規立地は困難である
・敷地規模が小さく、奥行がないため、大規模商業施設の配置が困難であり、また、配置する場合は地下
駐車場や立体駐車場が必要となるため建築コストの増加が見込まれる
・幹線道路から離れているため、交通導線が脆弱であり、広域からの集客が見込めない

【事業提案の内容】
Ａ事業者：集合住宅＋商業店舗
高層分譲マンションの建設により人口増加を促進し、併設する商業施設との相乗効果を図る
Ｂ事業者：集合住宅＋商業店舗
集合住宅の住民や近隣住民とのつながりとコミュニティの形成を図る。商業店舗については、
駅周辺の活性化に資する店舗を誘致する
Ｃ事業者：商業店舗（単独）
地域住民の利便性の向上に加え、広域からの集客に配慮した施設整備を行う

３

４

３．旧中央公民館等跡地利活用 基本方針
対象地の概要
対象敷地
最寄の交通機関
用途地域
建ぺい率・容積率
敷地面積

市の考え方
：埼玉県狭山市入間川 3 丁目 3444-8 他
：西武新宿線 狭山市駅より徒歩 4 分
：第一種住居地域（現行用途）
：60/200
：5,232.13 ㎡

本地は、狭山
を図る』地区と

市中心市街地活性化基本計画において、
『新たな拠点として公共施設等の跡地活用を検討し利用促進
位置付けられていることから、本地への施設立地にあたっては以下の内容を期待します。

○駅前の賑わ

いだけでなく、地元経済への波及効果など、周辺地域へ好影響を及ぼすもの

○中心市街地

への定住を促進するもの

○狭山市駅西

口から入間川までのエリアにおける、人々の回遊性を促進するもの

旧中央公民館等跡地の活用方針

立地する施設の条件

本地については、右図をイメージとした民間事業
者による施設整備を基本とし、以下の方針により利
活用を行う。

≪定住促進施設の条件≫

敷地境界

50 戸以上の共同住宅（若年ファミリー層をタ
ーゲットとした住宅プランが望ましい）などを
整備すること。

≪敷地について≫

≪賑わい施設の条件≫

〇敷地売却等の取扱
・定住促進施設の敷地：売却
・賑わい施設の敷地 ：借地（または売却）
〇敷地については、
『定住促進施設』と『賑わい施設』
の敷地を以下の敷地面積程度で分割すること
・定住促進施設の敷地 ：3,000 ㎡程度
・賑わい施設の敷地 ：2,000 ㎡程度

秩父連山の
眺望を確保

敷地面積を 2,000 ㎡ 以上かつ延べ床面積を
1,500 ㎡以上とし、当市が期待する商業系施設
等を可能な限り整備すること。

定住促進施設

敷地面積について
賑わい施設は、狭山市駅と入間川レクレーシ
ョンゾーンに至る導線にあり、人々が交流でき
る賑わいの空間や、商業系施設（建物は２層程
度が望ましい）、駐車場、緑地などの空間の確
保が必要となるため、敷地面積は、2,000 ㎡程
度必要となる。

（共同住宅など）

≪景観について≫
〇狭山市駅西口駅前の秩父連山の眺望に配慮した建
物計画が望ましい

賑わい施設
（商業系施設など）

〇商業床 3,000 ㎡（用途条件）÷200％（容積率）
＝ 敷地面積：1,500 ㎡
〇最低敷地面積 1,500 ㎡+α㎡（賑わい空間、緑地空
間、駐車場など）＝2,000 ㎡程度

≪施設について≫
◆定住促進施設
〇駅前の立地を活かした定住促進を図る共同住宅な
ど
◆賑わい施設（導入を期待する施設）
〇商業系施設
・レストラン、カフェ、スーパーなどの商業施設
・フィットネスクラブ、温浴施設などのレクリエー
ション施設
〇子育て支援施設
・ 0～2 歳児対象の民間保育所（3 歳児以上の入所連
携先を確保したもの）
〇入間川とことん活用プロジェクトと連携し、狭山
市駅西口から入間川までのエリアにおける、人々
の回遊性を促進する施設

５

売却
（敷地面積：3,000 ㎡程度）

借地（または売却）
（敷地面積：2,000 ㎡程度）

入間川とことん活用プロジェクトについて
入間川は、狭山市駅西口から徒歩 12 分と中心
ャルの高い河川であり、市民の誰もが川に愛着を

市街地からの導線が確保され、観光拠点としてのポテンシ
持ち、故郷を実感できる市のシンボルとなっている。

本事業は、市の観光資源である入間川の魅力を
ャー施設を備えた観光拠点を整備するともともに、
備することで、２つの拠点（中心市街地と河川敷
28 年度から複数年にわたり事業を展開する予定で

生かして『サイクリング』や『バーベキュー』などのレジ
駅からの導線となる狭山市駅周辺に中心市街地の拠点を整
）を回遊する新たな人の流れを創出するものである。平成
ある。

≪予定している主な事業内容≫
・サイクリストを呼び込むための環境整備（自転
・水辺オープンカフェの整備（西川材を使用した
・手ぶらでバーベキュー場の整備（地場産農産物
・その他（景観の創出やロケーション・サービス

車専用ラックの設置や、親水施設、休憩施設の設置など）
協働スキームによる商業施設の誘致）
の提供を視野にいれた手ぶらでバーベキュー場の整備）
の推進など）

６

◆今後のスケジュール
平成２８年

９月：公募開始

平成２８年１２月：優先交渉事業者の決定

平成２９年 １月：基本協定の締結

平成２９年

３月：契約及び引渡し

