COOL JAPAN FOREST 構想の
ニュースをお届けします☆
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はじめまして（*^_^*）COOL JAPAN FOREST
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構想の最新情報をお届けする「サクラニュース」
と申します。東川の桜にちなんで“サクラ”です。

04-2998-9027
a9027@city.tokorozawa.lg.jp

構想にまつわるホットな情報をお伝えしていき
ますので、どうぞよろしくお願いします！

…で、その COOL JAPAN 何とかって？
COOL JAPAN FOREST―名前はいい感じだけ

出逢いときっかけ ❤

ど、そもそも何なの？…って思いますよね★
クールジャパンは、格好いい日本文化を指す言

出版社で超がつくほど有名な㈱KADOKAWA が

葉で、フォレストは森。COOL JAPAN FOREST 構

この構想の拠点となる施設を建設しようとしてい

想は、文化と自然が共生した、誰もが「住んでみ

るのが、市内の東所沢和田、東所沢駅徒歩 10 分に

たい」
「訪れてみたい」地域づくりを進めるプロジ

ある旧所沢浄化センター跡地。元々この跡地につ

ェクトのこと。みどり豊かな所沢に人と自然と文

いては「売却したいけど設備の解体費用が無い～

化が調和したまちづくりを行っていく取組です。

(T_T)」と市が悩んでいた場所ですが、ナ、何と☆
解体(カイタイ)費用も含めて買いたい(カイタイ)!
しかも 33 億円で !! との同社の申し出にめでたく

構想の中心施設の
位置図

売却が成立＼(^o^)／
その際に工場建設の条件として公共貢献施設の
併設をお願いしたところ、
「東所沢公園などの周辺
みどり・文化・産業が調和したまちの創出に向

のみどり豊かで閑静な街並みを守りつつ、地域の

けた事業を産官共同で展開することを通して、自

人々に愛される施設を造っていきたい…」と、図

然と人とのつながりや職住近接のあり方のモデル

書館・美術館・博物館等からなる文化コンプレッ

を示していくとともに、周辺自治体を含めた広域

クスの建設提案がなされました。

的な魅力向上を図っていく。これが COOL JAPAN
FOREST 構想のコンセプトです。
さらに所沢からクールジャパンを世界に発信！

このような夢のプロジェクトが立ち上がり、地
方創生の先駆的な取組として、市は協力を決意！
共同プロジェクトとして動き出すとともに両者に

外国人観光客を含めた新しい人の流れをつくり、

よる推進会議「TEAM START（チーム スタート）」

地域の経済活性化を目指していきます。

が組織され、様々な協議を行っています。

お互いの役割
COOL JAPAN FOREST 構想の中心となる施設は
「
（仮称）ところざわサクラタウン」と言います。
こちらには工場や文化コンプレックス等が入り、
施設の建設や運営については㈱KADOKAWA 側で
行われます。じゃぁ、市は何するのかというと、
周辺環境整備として道路拡幅等を行います。また、
地元企業や商店等との連携を図っていきます。
そのほか、双方が協力して文化事業や企業誘致、
統一的な空間演出等を行っていく予定です。

補足です (^^ゞ
…よく勘違いされてしまうのですが、「（仮称）
ところざわサクラタウン」の施設建設イコール
「COOL JAPAN FOREST 構想」ではないんですね。
繰り返しになりますが、構想は、みどり・文化・

「
（仮称）ところざわサクラタウン」模型 ※現段階でのイメージになります
（H28.6.10 COOL JAPAN FOREST 構想の推進に関する協定締結式にて公表）
「
（仮称）ところざわサクラタウン」は㈱KADOKAWA の製造・物流機能及び図書館、美術館、博物館等
の文化コンプレックス等で構成される「COOL JAPAN FOREST」の拠点施設です。
構想の拠点施設として、ここからクールジャパンを世界に発信するとともに、東所沢公園や東川沿いの桜
と一体となった市民の憩いの場を形成することで、国内はもとより広く海外からの観光客も楽しめる施設と
して、2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックまでの完成を目指しています。

産業が調和した街づくりや地域活性化のことで、
構想を重点的に推進するエリアはもう少し大きな
範囲で、「（仮称）ところざわサクラタウン」はそ
の中心施設にあたるものです。
なお、周辺環境整備や地域ブランド向上の取組
を進める範囲として、「（仮称）ところざわサクラ
タウン」から半径約 500ｍ以内を重点推進エリア
「COOL JAPAN FOREST」に位置付けています。
※次頁の図をご参照ください m(_ _)m

✿担当のつぶやき✿
「KADOKAWA って…？あの有名な出版社の KADOKAWA？」って結構の方
が思われるようで、そりゃそうですよね、職員だってびっくりなんです(@_@)
…まだまだ広報が足りないゾ★と反省する今日この頃 m(_ _)m ってなことで
9/3(土)・4(日)の「とこ秋フェスタ 2016（会場：所沢航空記念公園）
」に参加！
巨大ウォータースライダーや所沢産グルメなど盛りだくさんの企画のなか、
マルシェやバルーンで会場を盛り上げ、構想をＰＲします。KADOKAWA の秋
の新作紹介もやっちゃいますよ。ぜひ皆さんも来てくださいね～(^^)/（ひ）

至

新秋津

「
（仮称）ところざわサクラタウン」の主な機能
【工場エリア】
㈱KADOKAWA の製造・物流機能を整備
【文化エリア】
図書館、美術館、博物館が融合した世界にも類を見ない文化コンプレックス
「KADOKAWA アカデミア」を整備し、㈱KADOKAWA が保有する各種コンテンツ、
同社のネットワークによる文化・教育に関するコンテンツを収集・公開

JR 武蔵野線

【その他の主な機能】
※現段階で以下のような機能の整備について検討しています。
イベント施設、エンターテイメント施設、商業施設、ホテル、オフィスなど

東所沢駅

「ところざわサクラタウン」に関する
オフィシャルサイト OPEN (^_^)/
http://tokorozawa-sakuratown.jp/

ⓒ1990-2016BY 隈研吾建築都市設計事務所
｢(仮称)ところざわサクラタウン｣完成予定図（H28.2 月現在）

あずまがわ

東 川

重点推進エリア
COOL JAPAN FOREST
拠点施設を中心とした半
径約 500ｍ圏内を、重点推
進エリア「COOL JAPAN
FOREST」として位置づけ、
「みどり・文化・産業のま
ちづくり」を進めるための
設備整備や、地域ブランド
向上の取組を進めます。
東所沢駅北入口

至 関越自動車道
所沢インターチェンジ

Ｎ

松郷

至

所沢市街

463
構想の推進することで地域経済
活性化やブランド力向上などの効
果を市域全体へ波及させるととも
に、周辺自治体を含めた広域的な
魅力向上を目指します。

「
（仮称）ところざわサクラタウン」竣工までの大まかなスケジュール

H27 年度

H28 年度

H29 年度

プロジェクトスタート！
基本計画

都市計画決定手続
基本設計・実施設計

H31 年度

H32 年度
東京オリンピック・
パラリンピック開催までに
施設ＯＰＥＮ✿

建築工事（着工：H29.4 月頃、竣工：H31.11 月頃）

～

TEAM START

H30 年度

COOL JAPAN FOREST 構想
これまでのあゆみをご紹介します

～

H27.５～

施設見学会

アドバイザリーボード
（顧問委員会）

Ｈ27.11～

H27.8

構想「ロゴ」の決定

H28.1

構想冊子製作

H28.3

COOL JAPAN FOREST 構想
共同発表会 H27.6

※構想が目指す方向性や実施事業
のコンセプト等について助言

文化創造会議

パンフレット製作

H28.2

ノベルティ製作
H28.2

市民ワークショップ

H28.2

（レゴⓇシリアスプレイⓇ）

H28.2

COOL JAPAN FOREST
構想の推進に関する
協定締結式 H28.6
PR 活動 文化フェア H28.4
・滝の城まつり(シャトルバス協力) H28.5

