
 
 

小平市都市計画マスタープラン改定 

 
 

 

本日は、「まちづくりサロン」へご来場いただき、誠にありがとうございます。 

市では、平成２６年度から約３か年で、都市の将来像の基本的な考え方を示す、「小平市都市計画

マスタープラン」の改定作業を行っています。 

今回は、マスタープラン改定中間まとめに関するご説明をして、ご意見をおうかがいすることを目

的に開催しております。 

会場のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場のお願い事項＞ 

小平市都市計画マスタープラン改定「まちづくりサロン」の開催にあたり、以下の点についてご留

意願います。 

 

● 会場内には、資料等を展示しております。ご不明な点やご質問等がございましたら、お近くの

職員にお尋ねください。 

● 「まちづくりサロン」の記録保存の一環として、会場内でのカメラ撮影を行うことについて、

予めご了承願います。（カメラ撮影は、来場されている方々に配慮しながら行います。） 

       

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

小平市 都市開発部 都市計画課 

 

パネル展示 
 都市計画マスタープラン改定中間まとめに関する概要です。順番にご覧ください。 

アイデア（ご意見）募集コーナー 
 将来の小平市をより良いまちにするためのアイデアを教えてください。 

来場者アンケート 
 今後の参考とするため、アンケートにご協力をお願いします。 

説明会（20 分程度） 
 簡単なご説明と意見交換を実施します。 

説明会日程 

日 時 会 場 説明会（20 分程度） 

平成２８年３月２９日（火） 

午後２時から午後７時まで 中央公民館 １階  

ギャラリーＡ 

①午後４時から 

②午後６時から 

平成２８年３月３０日（水） 

午前１０時から午後３時まで 

①午前１１時から 

②午後２時から 

平成２８年４月７日（木） 

午後１時から午後５時まで 

東部市民センター １階 

集会室 

①午後２時から 

②午後４時から 

 



都市計画マスタープランとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画マスタープランは、都市計画法に基づいて、将来のまちづ

くりの基本的な方針を定めるものです。 

 

将来の市のまちづくりのことなので、住民のみなさまのご意見をお

伺いしたいと思います。 

小平市では、平成 11 年に都市計画マスタープランを策定しました。 

現在、めざすべき将来の都市像に向けて、社会・経済状況の変化

や法律の改正などに対応させるために、このマスタープランを見直

しているところです。 

今回は、平成 29 年度からの 10 年間の計画について、約 3 年かけて

見直しています。 

 

市民のみなさまはもちろん、専門家やまちづくりに関係する団体

の方にも参加していただきながら検討していますが、みなさまのご

意見も、ぜひ参考にさせてください。 

平成２６年３月に施行された「小平市議会基本条例」など

の規定により、小平市都市計画マスタープランのうち全体構

想部分は、議会の議決を得ることになっています。 



小平市都市計画マスタープラン改定における市民参加の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからも、多くの市民のみなさまと一緒

に、マスタープランを改定していきます♪ 

小平市都市計画マスタープラン見直し検討委員会 
【8 回開催（平成 28 年 3 月現在）】 

委員構成（計１０名） 

（学識経験者 2 名/まちづくりに関する団体の代表 4 名/市民公募委員 4 名） 

まちづくりカフェ（市民懇談会） 

【8 回開催（平成 28 年 3 月現在）】 
参加者数：延べ 150 名 

対象：市民アンケート調査回答者 

市民モニター 
対象：市民アンケート調査に回答して

いただいた方の内、市民モニター登録

希望者 

市民アンケート調査（2 回実施） 
送付件数：無作為抽出各 2,000 件 

まちづくりサロン（ＰＲパネル展など） 
【3 回開催（平成 26 年度）】 

まちづくりフォーラム（講演会） 
【2 回開催（平成 27 年度）】 

中学生意見収集 
まちづくりの話/アンケート 



マスタープランの見直しの視点 

小平市のまちづくりを取り巻く状況と見直しの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市を取り巻く状況 

小平市も、人口減少や高齢化が進んでいくと予測されているから、 

この問題も踏まえて、マスタープランを改定する必要があるね。 

 

超高齢社会・人口減少への対応を示します 鉄道駅を活かした都市の方向性を示します 

持続可能なまちづくりを推進します 参加と協働のまちづくりを推進します 関連法令・計画等との整合を図ります 

まちづくりを取り巻く社会的潮流 
国・東京都・近隣市の動向と 

小平市の位置づけ 
小平市のまちの特徴と主な課題 



「まちづくりの戦略」と「まちづくりの整備方針＜部門別＞」 

小平市のまちの将来像とまちづくりの戦略 

 

まちづくりの理念とまちの将来像 

 

 

まちづくりの戦略 

まちづくりの整備方針 

＜部門別＞ 

まちづくりの 

戦略④ 

“ひと”が 

中心の 

まちをつくる 

まちづくりの 

戦略① 

“顔”の見える 

まちをつくる 

まちづくりの 

戦略② 

みどりを感じる 

“くらし”のある 

まちをつくる 

まちづくりの 

戦略③ 

新たな 

“にぎわい”を育む 

まちをつくる 

まちづくりの 

戦略⑤ 

市民の 

“ちから”で 

まちをつくる 

みんなが「いい表情(かお)を持つ」こと 

この地が「いい郷(さと)であり続ける」こと 

そして「いい明日(あした)を予感させる」こと 

誰もが便利に住みこなせるまち 

誰もが地域資源に魅せられて暮らしたくなるまち 

誰もが安心で快適に暮らせるまち 

まちづくりの理念 

まちの将来像 

1 土地利用の方針 

3 安全・安心なまちづくりの方針 

4 水と緑のまちづくりの方針 

5 良好な住まいづくりの方針 

戦略① 

“顔” 

戦略② 

“くらし” 

 

戦略③ 

“にぎわい” 

 

戦略⑤ 

“ちから” 

 

 

戦略④ 

“ひと” 

 

小平市都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

2 道路・公共交通ネットワーク等の整備方針 

地域別構想 

実現化の方策 
の検討 

 

メリハリのある役割・機能分担と互い

の交流を支える連携軸（ネットワー

ク）の強化を図ることで、市全体とし

ての都市機能の向上をめざし、持続可

能な都市の形成 

これまでの「鉄道駅を中心とした利

便性の高い生活圏の形成をめざす」

という基本的な考え方は踏襲 

 

鉄道 鉄道 

市域外 

とも連携 

分担・補完 分担・補完 

日常の買い物など

利便性は全ての拠

点に誘導 鉄道駅 

中心拠点 

 

鉄道駅 

中心拠点 鉄道駅 

中心拠点 

市外 

鉄道 

分担・補完 

地域特性を踏まえ

た都市機能は拠点

間で分担・連携 

市域 

機能によっては、近

隣市と分担・連携 

 各種都市機能 



まちづくりの戦略 

 

小平市を取り巻く状況ならびに、小平市の特徴や課題を踏まえたマスタープランの見直しの視点を考慮し、今後 10 年間で

優先的に取り組むべき施策を 5 つのテーマ別に「まちづくりの戦略」として設定しました。 

5 つのまちづくりの戦略 

 

 

 

 

 

まちづくりの戦略 ① “顔”の見えるまちをつくる 

小平市は、各鉄道駅を中心に商業・業務機能の集積や公共交通機能の充実・強化を図り、日常の生活利便性を確保する

生活圏を形成してきました。 

今後もその基本的な考え方は踏襲しながら、各鉄道駅周辺の特徴や役割に応じてバランスよく機能を配置し、互いに補

完・連携しあうことができる、それぞれが独自の“顔”をもったまちづくりを進めます。 

また、市内に不足する都市機能については、市内にとどまらず、隣接する市町村における拠点間で補完・連携を図り、

拠点間をむすぶ交通ネットワークを確保することで、持続可能で利便性の高いまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの戦略 ② みどりを感じる“くらし”のあるまちをつくる 

小平市は、玉川上水などの水と緑に親しむことができる空間、風致地区に指定されている街道沿いの緑あふれるまちな

み、武蔵野新田の開拓の歴史を感じることができる短冊型農地など、豊かな水と緑に恵まれた、良好な住宅都市が形成さ

れています。 

また、市内の鉄道駅を中心とした日常生活圏は、全長 21km の小平グリーンロードによりネットワークされており、緑

を感じながらの暮らすことができる環境が整っています。そのため、人々の暮らしに潤いや安らぎを与えるみどりがまち

なかにあふれ、四季折々を体感することができます。 

そのことから、まちの誇りである小平のみどりを活かした“くらし”のあるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの戦略 ③ 新たな“にぎわい”を育むまちをつくる 

小平市は、都心部までのアクセスに優れている好立地にも関わらず、身近に農地が多く存在し、新鮮な農産物を入手し

やすい緑豊かな環境に恵まれています。日本におけるブルーベリーの栽培発祥の地として、その認知度を高める取組みも

進められており、「都心から 一番近い プチ田舎」としてのシティプロモーションに取り組んでいます。 

一方、株式会社ブリヂストンやルネサスエレクトロニクス株式会社、株式会社日立国際電気など世界の最先端の技術を

持った工場・研究施設、さまざまな特色を持った多くの大学などがあることから、多世代の人や魅力ある知が集積してい

るまちとも言えます。 

このように、単なる住宅都市に留まらない多様な地域資源を活かしながら、様々な人が訪れ、人々の活発な動きを生み、

新たな“にぎわい”を育むことができるまちづくりを進めます。 

各鉄道駅周辺の特徴や役割に応じて、それぞれの駅に独自の“顔”を持たせます。 

また、それぞれの駅が、バランスよくまちの機能を分担・連携しあうことで、住みやすいまち

づくりを進めます。 

良好な住宅都市として、玉川上水、雑木林、農地などの豊かな水と緑や小平グリーンロードを

中心とした水と緑のネットワークを活かした“くらし”のあるまちづくりを進めます。 

豊かなみどり、企業・大学などの地域資源を活かして、多くの人が訪れることで、人々の活発

な動きを生み、そのことで新たな“にぎわい”を育むことができるまちづくりを進めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの戦略 ⑤ 市民の“ちから”でまちをつくる 

近年、まちづくりを取り巻く問題・課題は、高齢化や人口減少のみならず、人々のライフスタイルや価値観の多様化な

ど、複雑化しています。これらの解決には、行政による画一的な取組みではなく、地域のつながりからコミュニティを育

み、市民主体のまちづくりを推進することが重要です。 

そのような社会的動向を受け、本市では小平市自治基本条例や小平市民等提案型まちづくり条例の制定などにより、市

民自らがまちづくりに主体的に関わることができる環境づくりに取り組んでいます。 

そのため、地域の人々の活動によるつながりから得られる共感を“ちから”にして、地域の課題は地域で解決する市民

主体のまちづくりを進めます。 

 

まちづくりの戦略 ④ “ひと”が中心のまちをつくる 

小平市は、市域がコンパクトで、かつ比較的高低差が少ない平らな地形から成り、徒歩や自転車の移動に非常に適して

います。鉄道駅が市内および徒歩圏内の近隣市に多数あるため、公共交通の利便性が高いことも特徴です。 

また、小平グリーンロードや用水路など特徴的な水と緑のネットワークも形成されており、それに沿って歩行者道や自

転車道の整備も進んでいます。 

このような特徴と地域資源を活かしてまちをつくることで、にぎわいや交流を育み、それが地域コミュニティを支える

つながりを醸成します。 

このように本市は、既に、超高齢社会、人口減少に対応したコンパクトで歩いて暮らせる都市を実現できる土壌があり

ます。この元来有する地形的特性や都市構造上の特徴は、今日的な課題である大規模災害への対応や地球環境への配慮に

もつながります。このことから、誰もが安心、快適に暮らすことができる “ひと”が中心となるまちづくりを進めます。 

徒歩や自転車の移動に適している特性などを活かして、超高齢社会、人口減少に対応した都市

を実現し、誰もが安心、快適に暮らすことができる“ひと”が中心となるまちづくりを進めます。 

地域のつながりからコミュニティを育み、そこから得られる共感を“ちから”にして、地域の

課題は地域で解決する市民主体のまちづくりを進めます。 



 将来の都市構造図 

   

 これまでの「鉄道駅を中心とした利便性の高い生活圏の形成をめざす」とい

う基本的な考え方は踏襲しつつ、メリハリのある役割・機能分担と互いの交

流を支える連携軸（ネットワーク）の強化を図ることで、市全体としての都

市機能の向上をめざし、持続可能な都市の形成を図る。 

鉄道駅中心拠点 
花小金井駅・小平駅・小川駅 

重要な交通結節点としての一定以上の拠点性を有する駅であり、今後の開発動向等とあわせて、

さらなる都市機能の充実・強化を図ります。このことで、他の拠点に不足する都市機能を補う役割

も担います。 

青梅街道駅、新小平駅、一橋学園駅、鷹の台駅、東大和市駅 

日常の買い物などの生活利便性の確保を図ったうえで、拠点の特性に応じた役割や機能を充実さ

せ、不足する機能については他の拠点、または市外との連携により補います。 



まちづくりの整備方針＜部門別＞ 土地利用の方針 

 【基本的考え方】 

◆ 住居系土地利用が多くを占めている住宅都市であることから、良好で魅力的な住宅都市としてふさわしい適切な土地利用の誘導を図ります。 

◆ 鉄道駅を中心にそれぞれの特性に応じた役割・機能分担と互いの交流を図りつつ、日常の生活利便性を担保できる生活圏の形成を図ります。 

 

 
土地利用の方針 

（1）住宅地 

①現在の良好な住居系土地利用の維持・保全を図り

ます 

②住環境保全に向けた予防的措置の調査・研究や検

討を進めます 

（2）商業地 

①地域特性に応じた生活圏の形成を図ります 

②新たなにぎわい拠点づくりを進めます 

（3）工業地 

①大規模工業地における操業環境の維持・保全を図

ります 

②工業地における適切な土地利用誘導を図ります 

③工業地における住工調和のあり方について検討

します 

（4）幹線道路沿道 

①後背地の環境保全に配慮した適切な沿道利用を誘導

します 

（5）農地・生産緑地 

①市街地内の貴重な緑のオープンスペースとして適切

な保全に努めます 

（6）公共用地 

①公共用地の効果的な方策を検討します 

（7）その他 

①市民主体のルールづくりによる良好な生活空間を確

保します 



まちづくりの整備方針＜部門別＞ 道路・公共交通ネットワーク等の整備の方針 

 【基本的考え方】 

◆ 道路が担う様々な機能の充実をめざすとともに、広域的な都市を結ぶ都市計画道路の整備も進めます。 

◆ 鉄道、バスの公共交通網の利便性の維持・向上を図るとともに、徒歩や自転車利用を促す交通政策に取り組みます。 

 

 

 

道路・公共交通ネットワーク等の整備方針 

（1）道路ネットワークの形成 

①広域ネットワークを形成する都市計画道路整備を推進しま

す（幹線道路の新設） 

②市域内の魅力ある道路ネットワークの形成を推進します

（幹線道路の改良） 

③安全で快適な暮らしを支える道路整備を推進します（生活

道路等） 

④歩行者や自転車利用者を大切にした道路空間を確保します

（歩行者専用道路等） 

（2）公共交通ネットワークの形成 

①快適な移動を支えるバス路線網を維持します 

②開発動向とリンクした新規バス路線を検討します 

③地域特性に応じた交通移動サービスを検討します 

（3）その他 

①鉄道駅の特徴や役割に応じた駅前広場の整備を進めます 

②鉄道駅周辺における自転車駐車場（駐輪場）の整備を進め

ます 

③鉄道の連続立体交差の実現に向けて検討します 

④インフラ施設の適正な維持管理を図ります 

⑤誰もが円滑に移動できるユニバーサルデザインへの対応

を行います 



まちづくりの整備方針＜部門別＞ 安全・安心なまちづくりの方針 

 【基本的考え方】 

◆ 住宅都市としての魅力向上に資する、安全で安心に暮らすことができるまちづくりを推進します。 

◆ 来るべき災害に備え、被害を最小限にとどめることができるような都市基盤の整備・充実を図ります。 

◆ 市民一人ひとりの防災意識の向上に努め、地域における防災力の強化を図ります。 

 

 
安全・安心なまちづくりの方針 

（1）災害に強い市街地・都市基盤等の形成 

①安全な避難路の確保に取り組みます 

②建築物の不燃化を促進し、火災に強い市街地を形成します 

③密集市街地の改善による災害に強いまちづくり進めます 

④建築物等の耐震化や適切な維持管理を促進します 

⑤防災機能に配慮したオープンスペースの確保を進めます 

⑥災害発生後における持続性を担保する自立分散型のエネ

ルギーに関して検討します 

⑦震災後の復興都市づくりについて検討します 

⑧局地的大雨等による水害対策を推進します 

（2）日常の暮らしにおける安全・安心の確保 

①空き家等の適正管理等を促します 

②地域主体の防災まちづくりに取り組みます 

③防犯効果の高いまちづくりを進めます 



まちづくりの整備方針＜部門別＞ 水と緑のまちづくりの方針 

 【基本的考え方】 

◆ 暮らしにうるおいとやすらぎを与える水と緑の保全・活用を図ります。 

◆ 生活環境の質を高める、まちなかの緑化の推進を図ります。 

 

 

 

水と緑のまちづくりの方針 

（1）水と緑の「保全」と「活用」 

①水と緑のネットワークの形成を強化します 

②風致地区の緑の保全を図ります 

③空間としての農地の保全を図ります 

（2）みどりの「創出」 

①まちなかのみどりの創出を図ります 

②都市計画公園・緑地の適切な整備と維持・管理を図りま

す 

③幹線道路沿道の緑化を推進します 

（3）みどりに対する意識の「醸成」 

①協働による公園・緑地の維持・管理を進めます 



まちづくりの整備方針＜部門別＞ 良好な住まいづくりの方針 

 【基本的考え方】 

◆ 緑豊かな自然環境を活かした、良好な住環境の形成を図ります。 

◆ 一定規模の定住人口の確保をめざし、高齢者から子育て世帯まで幅広い層のニーズに対応した住環境の整備を進めます。 

 

 

 

良好な住まいづくりの方針 

（1）良好な住環境づくり 

①ゆとりの感じることのできる住環境づくり 

②魅力ある住環境の形成を図ります 

③大規模住宅団地の適切な建替え誘導について検討します 

④環境に配慮した建築物を誘導します 

⑤住宅と工場の混在した地域の対応を検討します 

⑥空家の適正管理等を促します 

⑦地域住民主体の住環境づくり（ルールづくり等）を支援します 

⑧「循環型まちづくり」を推進します 

⑨産業振興と連携したまちづくりを推進します 

（2）誰もが生き生きと住み続けることができる住環境づくり  

①ユニバーサルデザインを充実させた住宅供給を誘導

します 

②地域コミュニティを育む拠点づくりを検討します 

③健康まちづくりを推進します 

④地域包括ケアシステムの構築に向けた配慮をします 



小平市都市計画マスタープラン改定 中間まとめ 構成 

 

平成２６年度から３カ年で改定作業を進めている「小平市都市計画マスタープラン」について、平成２７年度までの改定

の取組みを踏まえ、マスタープラン全体構想までを「中間まとめ」として作成しました。 

今後も、地域別構想策定に向けた検討を踏まえて、中間まとめの内容もさらに充実化を図り、改定「小平市都市計画マスタ

ープラン」の完成をめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小平市都市計画マスタープラン改定 中間まとめ」の構成 

第 1 部 はじめに 

第 1 章 小平市都市計画マスタープランとは 

1 改定の背景と目的 

2 位置づけ 

3 役割  

4 目標年次 

第 2 章 小平市のまちの現況 

1 地勢  

2 人口  

3 土地利用 

4 産業  

5 開発・建築 

第 2 部 まちづくりを取り巻く状況と見直しの視点 

第 1 章 小平市のまちづくりの経緯 

1 まちのなりたちとまちづくりの経緯  

2 前マスタープランまでのまちづくり  

第 2 章 小平市のまちづくりを取り巻く状況 

1 まちづくりを取り巻く社会的潮流 

2 国、東京都、近隣市の動向 

3 小平市のまちの特徴とまちづくりの主な課題 

第 3 章 マスタープランの見直しの視点 

みなさまからのご意見も参考にして、今後もさらに

充実した内容のマスタープランにしていきます♪ 

第 3 部 全体構想と実現に向けた取組 

第 1 章 全体構想 

1 まちづくりの理念 

2 まちの将来像 

3 将来の都市構造 

4 まちづくりの戦略 

第 2 章 まちづくりの戦略に基づく取組 

1 まちづくりの戦略①  

2 まちづくりの戦略②  

3 まちづくりの戦略③  

4 まちづくりの戦略④  

5 まちづくりの戦略⑤  

第 3 章 まちづくりの整備方針＜部門別＞ 

1 土地利用の方針 

2 道路・公共交通ネットワーク等の整備方針  

3 安全・安心なまちづくりの方針 

4 水と緑のまちづくりの方針 

5 良好な住まいづくりの方針  
 

 

◆地域別構想 

◆実現に向けた方策 

平成２８年度検討 
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