
 

平成２８年３月１０日（木）午後６時３０より 

小 平 市 中 央 公 民 館  ２ 階  学 習 室 ４ 

 

第７回 小平市都市計画マスタープラン見直し検討委員会 次第 

 

１ 開会 

 

２ 報告事項 

（１）まちづくりカフェについて 

（２）小平市都市計画マスタープラン全体構想特別委員会について 

 

３ 検討事項 

（１）小平市都市計画マスタープラン全体構想中間まとめについて 

（２）小平市都市計画マスタープラン地域別構想の役割及び地域割の考え方について 

 

４ 今後の日程について 
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第７回小平市都市計画マスタープラン見直し検討委員会 議題内容 

 

１ まちづくりカフェ ― 資料２関係 

（１）平成２７年度第５回まちづくりカフェ（８回目）  

①日程及び会場  平成２８年１月１６日（土）午前９時３０分から正午まで 中央公民館 

②参 加 人 数  ３グループ（１９名） 

③主な実施内容 

  ・今よりもっと良い場所にする魅力を高めるアイデアを考えよう 

 

２ 小平市都市計画マスタープラン全体構想特別委員会  

（１）実施概要 

①開催日  平成２８年１月２８日（木） 

②日 程  小平市都市計画マスタープラン全体構想の改定について（その４） 

（２）委員の主な意見 

・超高齢社会の進行を見据えて、地域包括ケアシステムを意識した考え方を反映できないか。 

・都市の緑の減少を踏まえて、積極的に残したい緑を明記するなど、「緑のグランドデザイ

ン」のようなものを記載できないか。 

・農地の保全について、都市農業振興基本法の制定を受けて、都市計画マスタープランとし

てどのように考えていくのか示してほしい。 

・工業地について、将来的に準工業地域をどうしていくか、小平市の産業をどのようにして

いくかという考えが見えてこない。 

・各鉄道駅中心拠点が役割を分担・連携する考え方について、もっとわかりやすく図で説明

してほしい。 

・「まちづくりの戦略」などから、将来の都市像がもう少しイメージできるようにしてほし

い。 

・各種方針図がわかりにくので充実させてほしい。 

 

３ 小平市都市計画マスタープラン全体構想中間まとめについて ― 資料３、４関係 

 

４ 小平市都市計画マスタープラン地域別構想の役割及び地域割の考え方について  

― 資料５関係 

 

５ 今後の日程（予定） 

（１）平成２８年度改定スケジュールの概要 

  ① 実施内容 

・地域別構想の検討、素案の作成（４月～） 

・マスタープラン改定案の作成、パブリックコメント実施（１２月） 

・議会への議案提出、公表（３月） 

  ② 計画改定の体制 

    小平市都市計画マスタープラン見直し検討委員会（５回程度） 

    小平市都市計画マスタープラン関係課連絡会 

    小平市都市計画マスタープラン全体構想特別委員会（調整中） 

  ③ 意見・要望等の収集 

    まちづくりカフェ、地域別懇談会、パブリックコメント 等 
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（２）今後の主な予定 

①中間まとめの市民意見募集 

   平成２８年３月２５日（金）～平成２８年４月２５日（月） 

実施方法 持参、送付、ファクシミリ、電子メールにより、都市計画課へ提出 

②まちづくりサロン 

平成２８年３月２９日（火）午後２時～午後７時 中央公民館 

平成２８年３月３０日（水）午前１０時～午後３時 中央公民館 

平成２８年４月６日（水）午後４時～午後８時 市民総合体育館 

平成２８年４月７日（木）午後１時～午後５時 東部市民センター 

内 容・中間まとめに関する説明会及び意見交換 

・改定の取組状況等についてのパネル展示 

説明会 各日とも、２回の市民説明会を設定（ただし、市民総合体育館は除く。） 

③出張まちづくりサロン 

平成２８年３月２５日（金）～平成２８年４月２５日（月）※中間まとめ市民意見募集期間 

市民からの申し出により職員が出向き、中間まとめの内容について説明し、ご意見をう

かがう。 

対 象 市内に在住、通勤、通学している１０人から３０人程度の団体やグループ 

④小平市都市計画マスタープラン全体構想特別委員会 

平成２８年４月１４日（木） 
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－小平のまちづくりについてみんなで考えましょう－ 

まちづくりカフェ・ニュース Vol.8 
平成 28 年 2 月 

 

小平のまちづくりについて考える 

平成 27 年度第 5 回まちづくりカフェ（8 回目）を開催しました！ 

平成 27年度第 5回まちづくりカフェを 1月 16日に開催いたしました。 

今年度の最終回となった今回は、これまでの東西の地域別に分かれての話し合いやフィールドワークの

経験をもとに、まちづくりを考える場所を 1 か所決め、そこをより良くするためのテーマと具体的にどうしたら

良いのかについて、みんなでアイデアを出し合いました。 

今回が初参加の方もいらっしゃいましたが、おもしろいアイデアがたくさん出ました。 

その様子について、概要をご報告します。 

開催概要 

◆日 時：平成 28 年 1 月 16 日（土） 

午前 9 時半～正午まで 

◆場 所：中央公民館 1 階 視聴覚室 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいさつ 

今よりもっと良い場所にする／魅力を高めるアイデアを考えよう！ 

■小平西部グループ 1                               

【場所】野火止緑地公園周辺や上水新町・地域センター公園周辺を核とした公園・緑地 

現状と課題 

（野火止緑地公園周辺） 

・メダカが生息している。 

⇒希少動植物の大切な生息空間となっている。 

・自然に親しめる雑木林などがたくさん残っている。 

・くつろげる陽だまり空間、木漏れ日が感じられる空間となっている。 

（上水新町・地域センター公園周辺） 

・周辺の道路整備が進むにつれて人の流れが変わりつつある。 

・緑地として保全するのも大切だが、上手に活用・PRすることで、人と人のつながりを育む場にできないか。 

（その他） 

・彫刻の谷緑道は良い雰囲気がある。周辺の道路整備に伴い、この道沿いの雰囲気も変わる（道路の役割が変わる）。 

・上宿保育園前の水路も親水性に配慮した整備がされているが、あまり認識されていないのでもったいない。 

8 回目の内容 

1 開会 

2 本日の進め方 

3 意見交換 

「今よりもっと良い場所にする／魅力を高めるアイデ

アを考えよう！」 

4 発表  

5 閉会 

グループワークの概要 
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～テーマ～ 

“新たな西のグリーンネットワーク～みどりでつながる人と人” 
西側だけでもたくさんの緑の拠点があり、これらを上手につないで新たな西のグリーンネットワークをつくり、

人々が集い、交流し、活用できる仕掛けを考えよう 

【アイデア】（ほっこりできる空間づくり） 

・自然に親しめる空間（雑木林など）を活かして、み

んながほっこりできる空間をアピールする（木漏れ日

のなかで読書ができる、森林浴ヨガができる等）。 

（みどりの役割に応じたネットワークづくり） 

・野火止緑地公園周辺はほっこり空間、小川緑地は

誰もが楽しく遊べる交流空間…等、それぞれの機能

に応じた役割を決め、マップをつくってアピールする。 

（それぞれをつなぐ道は花いっぱいに） 

・それぞれのみどりの拠点をつなぐ沿道は、花でいっ

ぱいにして、楽しい道路空間にする。 

 

■小平西部グループ 2                               

【場所】たから道、用水路、雑木林など 

現状と課題 

（用水路） 

・用水路は１間（約 1.8ｍ）または２間（約 3.6ｍ）の幅で市が管理している。 

・生き物にとっては水を流し続ける必要がある。 

（たから道） 

・たから道は、１間の幅になっている傾向があり、多くは市が管理している。 

・歩いて行くと屋敷内に入ってしまうところもあるが、道を通り抜けられるようにしたい。 

・自転車が通れるようになれば便利になる。 

・たから道に入る道がわからない。 

・立ち入ってほしくないという農家の立場も考える必要がある。 

・路面を整備すれば農家にとっても便利になるし、通行する人が増えれば農産物を販売することもできる。 

・できるだけ現状のままが良く、ほどほどの整備が良い（チップで舗装するぐらい）。 

（その他） 

・野鳥がいるところは人が入らない方が良い。 

・市がちゃんと管理する必要がある。 

～テーマ～ 

“たからの細道・散歩道” 
グリーンロードをみどりの幹線、たから道や用水路をみどりの毛細血管としてネットワークしていく。 

【アイデア】（散歩道のモデルルート） 

・駅を起点にルートをつくる。 

・小さなループをつなぐようにルートをつないで、近道として利用できるようなルートを考える。 

・1万歩、５～６km程度が良い。 

（親子で遊べる場所） 

・環境を守る場所と遊べる場所を分けて・魚やザリガニを自由にとれる場所をつくる（川ガキの復活！）。 

・学校教育にとり入れる（小・中学校）。 

「たから道」 

青梅街道沿いの用水路の南側に、独特の

呼び方で「たから道（たからみち）」という空

間があり、各家の庭先を結ぶ道として機能

していました。 
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（シニアの人も使える場所） 

・健康づくりの観点からぶら下がりや腹筋、背筋をトレーニングでき

る機器を設置する。 

・地域でクラブをつくって機器を管理する。 

（風景を楽しむ場所） 

・風景を楽しむこともできる。 

・オープンガーデンをつなぐ。 

（自分たちでできそうなこと） 

・ウォーキングイベントで案内人になって昔の話などを紹介する。 

・ごみ拾いなどはできる。 

（行政にやってほしいこと） 

・自然環境など実現に向けた実態を把握する。 

・案内サインやマップをつくる。 

 
たから道、用水路、雑木林によるみどりの「毛細血管ネットワーク」 

■小平東部グループ                                

【場所】小平駅前～あかしあ通り 

現状と課題 

（小平駅周辺） 

・小平駅北側と南側が分断されていて、行き来しにくい。 

・駐車場がないため、車を止めてどこかに寄ったりしにくい。 

（あかしあ通り） 

・あかしあ通りにお店があって、もっと活気があるとよい。 

・お店があるとよいと思うが、それだけで人は来てくれるのか。 

・まず、お店を出したくなる魅力あるような場所にしなければならない。 

（その他） 

・小平霊園や近くに学校もあるが、小平駅周辺には寄ってもらえていない。 

～テーマ～ 

“あかしあ通りグリーンロード化プロジェクト” 
あかしあ通りを花いっぱいの道にし、グリーンロードとつなげて周遊したくなる魅力ある道にする。 

【アイデア】（花いっぱいの道づくり） 

・あかしあ通りを緑でいっぱいにする。 

・樹木を植えると剪定などが大変なので、花をいっぱいに植える。 

・最終的に、花いっぱいの道の所々に楽しいお店があるのが理想。 

（歩行者・自転車が通って楽しい空間） 

・駅前の通りに屋根をつけて、雨でも傘をささずに歩けるようにする。 

・座って休めるところをつくる。 
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・あかしあ通りにもサイクリングロードをつなげる。 

（子どもが遊べる公園） 

・公園で子どもが遊べるようにする。 

（お祭の中心的な場所） 

・新しいお祭をする。 

・市民まつりの起点を小平駅前にする。 

（芸術・文化を楽しむ） 

・彫刻を置く。 

・子どもの作品を飾ってコンクールをする。 

・ルネこだいらで最新の映画を上映する。 

（うどん道） 

・小平はうどんが有名なので、店を出してもらいうどんの道

という新たなイメージをつくる。 

（イルミネーション） 

・あかしあ通りにもイルミネーションをつける。 

（自分たちでできること） 

・行政がやるのではなく、どういう花を植えるかということから

住民で考え、世話も住民で協力して行う。 

 

 

 

 

みなさん、お疲れ様でした。みなさんが考えている様子を見ていたら、商店のこと、農

家のことなど、我々と同じようなことについて悩んでいたので、とても共感できました。 

今日配付した資料にある各市の事例は、市民がまちづくりに参加してみようと実施し

ているもので、実験的な取組もあります。今策定しているマスタープランも、みなさんが参

加してみようと思えるようなものになればよいと思っています。 

まちづくりカフェは来年度も行いますので、これからもまちを歩いて気になるところがあれば是非書き留めておい

てください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

・サイクリングロードを

つける 

・彫刻を置く 

など 

あ
か
し
あ
通
り
の
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に
花

を
植
え
る 

市民まつり

の起点を小

平駅前に 

お店 

子どもが遊ぶ公園 

小平駅 

グリーンロード 

コメント（野口和雄氏：まちづくりプランナー） 

今後の予定 

※グループワークでの話し合いによるご意見は、参加者の思いやお考えとして、そのまま掲載しております。 

《問合せ先》 小平市 都市開発部 都市計画課 計画担当   

電話 042-346-9554(直通) ／ FAX 042-346-9513(代表) ／ e-mail dh0012@city.kodaira.lg.jp 

まちづくりカフェは来年

度も行う予定です。 

予定が決まり次第お知

らせしますので、来年

度も皆さんのご参加を

お待ちしています♪ 

あかしあ通りグリーンロード化プロジェクトのイメージ 

私たちのグループのテー

マに近い計画が、既に市

で検討されていると聞い

て、びっくりました。 



 

「小平市都市計画マスタープラン改定【中間まとめ】」は、平成 28 年 3 月までに検討

された内容等を踏まえて、全体構想までをまとめました。今後、地域別構想等の検討を

進める中で、随時全体構想までの内容も充実させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市都市計画マスタープラン改定 

【中間まとめ】 
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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 

小平市都市計画マスタープランは、平成 11 年（1999 年）10 月に初めて策定されました。

平成 18（2006 年）年 3 月に策定された、上位計画である「小平市第三次長期総合計画－こ

だいら２１世紀構想・前期基本計画」との調整、整合を図るため、平成 19 年（2007 年）3

月に改定し、まちづくりの理念や目標の実現には相当な時間を要することから、最終年次を

設定せず、当面の目標年次を平成 28 年度までとしていました。 

また、尐子・高齢化の進展や人口減尐などの社会経済状況は新たな時代を迎え、一方で、

都市基盤整備による都市構造の移り変わり、国・東京都や市の新たな計画・視点などとの連

携・整合、地域主権改革による用途地域や風致地区の権限移譲など、都市を巡る状況の変化

への対応を図る必要性が生じています。 

さらに、前小平市都市計画マスタープランの実現化に向けた方策として位置づけたまちづ

くりを推進するための仕組みとして、「小平市民等提案型まちづくり条例」が平成 22 年（2010

年）10 月に施行され、将来の都市像の実現に向けて、市民等、事業者、市による参加と協働

のまちづくりを一層推進することが可能となりました。 

そのため、都市計画マスタープランにあるまちづくりの理念は継承しつつ、時代の変化、

関係法令・計画などとの整合を図り、めざすべき将来都市像の実現に向けた取組みを一層推

進することを目的に、平成 26 年度から約 3 か年をかけて、都市計画マスタープランの見直し

を行いました。 
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2 位置づけ 

小平市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 で規定する「市町村の都市計画

に関する基本的方針」として位置づけられており、「小平市長期総合計画」及び東京都の「都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して定められます。都市計画、まちづくりを

進めるうえでの指針として、様々な計画などとの整合性を図り、都市の将来像とその実現ま

での道筋を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
東京都長期ビジョン 

東京の都市づくりビジョン 
東 

京 

都 

都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針 

東京都の関連計画 

・都市計画道路の整備方針 

・多摩の拠点整備基本計画 等 

都市再開発方針等 

小 

平 

市 

小平市長期総合計画（基本構想） 

小平市都市計画マスタープラン 

小平市決定の都市計画 

まちづくりの部門別計画 

・みどりの基本計画 2010 等 

各種関連計画 

・（仮称）公共施設等総合管理計画 

・地域防災計画 

・地域保健福祉計画 

・環境基本計画  等 



3 

3 役割 

小平市都市計画マスタープランは、主に土地利用や都市基盤などの都市計画の視点から、

めざすべき将来都市像などの個別の事業を進めるうえで踏まえるべき基本的な考え方を示す

もので、主に次の役割を担います。 

（1）将来の都市像などの都市計画に関する方針などを市民などにわかりやすく示します。 

 

（2）土地利用の規制・誘導や都市基盤の整備、市街地開発事業などの都市計画を定める際の、

基本的な指針となります。 

 

（3）土地利用や都市基盤などの都市計画だけでなく、健

康・福祉、防災、産業、自然環境、コミュニティな

ど、まちづくりに関するさまざまな分野についても

相互の整合を図り、まちづくりを一体として考えま

す。 

 

 

（4）前都市計画マスタープランの策定を契機として施行された「小平市民等提案型まちづく

り条例」活用の推進に向けて、本市の将来像や進むべきまちづくりの実現について、市

民等・事業者・市の協働による多様な主体によるまちづくりを進めるための指針となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 目標年次 

（1）具体的な目標年次 

当面の具体的な目標年次は、平成 29 年度から平成 38 年度の 10 か年とします。 

ただし、今後の社会経済状況などの変化により、内容の見直しや修正などの必要性が生

じた場合には、本計画の見直しについて適切に対応します。 

（2）長期的な目標年次 

  まちづくりの理念やまちづくりの目標を実現するためには、相当な時間を要すると考え

られることから、本計画の最終目標年次は定めないこととします。 

 

まちづくり

福祉
健康
医療 教育

文化
生涯学習

産業経済

環境

都市基盤

土地利用
住宅
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第 2 章 小平市のまちの現況 

1 地勢 

小平市は東京都心の西方 26km に位置し、市域は東西約 10km、南北 4km で、面積は 20.51k

㎡あります。東は西東京市、西は東大和市・立川市に、南は小金井市・国分寺市に、北は東

久留米市・東村山市に接しています。 

市内には 7 つの鉄道駅があり、JR 武蔵野線、西武拝島線、西武国分寺線、西武多摩湖線、

西武新宿線が通っています。 

また、市内を走る主要な道路としては、市の中央を東西に走る青梅街道、その北側を新青

梅街道、南側を五日市街道が横断し、南北を府中街道、新小金井街道、小金井街道が縦断し

ています。 

小平市は武蔵野台地上に位置し、平坦な地形をなしています。玉川上水の開通に伴い新田

開発がなされ、青梅街道に沿って列状に並ぶ農家と、その背後に細長い短冊型の畑地と林地

のある独特な集落が形成されてきた歴史があります。その後 7 つの駅周辺を中心に都市化が

進み、住宅都市として発展してきました。 

 

2 人口 

小平市の人口・世帯数は、年々増加傾向にあり、平成 22 年時点で人口は 187,035 人、世帯

数は 81,784 世帯となっています。平成 22 年時点で、一世帯あたりの世帯人員は、年々減尐

傾向にあり、2.3 人となっています。 

市の将来人口推計では、平成 27 年にピークとなった後、次第に減尐していくと推計してい

ます。 

 

人口の推移

 
 

 

世帯数の推移 

 
出典：国勢調査 
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今後も、より新しいデータ

へ更新していきます。 
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人口推計 

  
 

 

市の老年人口（65 歳以上）は増加傾向にあり、次第に高齢化が進みつつあります。 

年齢 3区分別人口の推移 

 
 

3 土地利用 

土地地目別課税面積は、住宅地区が最も多く、次に畑が多くなっています。平成 17 年以降

の推移をみると、主に住宅地区は増加、畑は減尐しています。 

土地地目別課税面積の推移 
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4 産業 

（1）農業 

市の農家は、大半が兼業農家となっています。農家数は近年減尐傾向にあり、平成 26 年

時点で 359 戸となっています。 

経営耕地面積についても近年減尐傾向にあり、平成26年時点で17,397aとなっています。

また、一戸あたりの経営耕地面積は 48.5a となっています。 

 
農家数の推移 

 
 

経営耕地面積の推移 

 

注）*印の年次は、東京都による簡易調査 
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（2）工業 

市の工業については、平成 17 年をピークとして、従業者数・製造品出荷額などは大きく

減尐、事業所数も次第に減尐していっています。平成 25 年時点で事業所数は 84 事業所、

従業者数は 4,349 人、製造品出荷額などは 113,949 百万円となっています。 

 

事業所数・従業者数の推移 

 

製造品出荷額等の推移 

 
出典：東京の工業 

 

（3）商業 

市内の小売業は、商店数・従業者数ともに年々減尐傾向にあり、平成 19 年時点で 966

店、7,654 人となっています。一方、売場面積・年間販売額は近年若干の増加傾向にありま

す。 

 

商店数・従業者数の推移 

 

売場面積・年間販売額の推移 

 
出典：商業統計調査 
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5 開発・建築 

（1）開発 

小平市の生産緑地は年々減尐傾向にあり、平成 26 年時点で 174.4ha となっています。 

住宅着工については、平成 21 年から平成 25 年の間で毎年 1000 戸以上の住戸が新設さ

れており、その中でも分譲住宅の供給戸数が多くなっています。 

また、市内の開発事業件数は、毎年 10～25 件程度あり、平成 26 年には 11 件の開発事

業が行われ、その中ではマンション開発の占める割合が高くなっています。 

 

生産緑地面積の推移 

 

 

利用関係別住宅着工数の推移 

 
出典：左）産業振興課･都市計画課 

右）建築統計年報（東京都都市整備局）都市計画課 

注）新設とは新築・増築・改築によって住宅の住戸が新たに造られる工事で、その他とは住宅が増築・改築さ

れることで、住宅の戸が新たに増加しない工事 

 

建築物の開発事業件数の推移 
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（2）住宅 

小平市の住宅の所有関係の比率は、平成 22 年時点で持ち家率が 49.4%となっています。 

平成 2 年以降持ち家率は若干の増加傾向にあり、借家率は若干の減尐傾向にあります。 

また、市内の空家数は平成 10 年以降増加傾向にあったものの、近年は横ばいで推移して

おり、平成 22 年時点の空家率は 11.6%となっています。 

 

住宅所有関係別世帯数の推移 

 

 

住宅所有関係別世帯数の推移 

 

  

単位：世帯
平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

27,204 31,257 35,254 39,092
36,634 38,540 39,096 40,057

公営・公団・公社の借家 5,566 7,215 7,992 7,978
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給与住宅 5,840 5,196 3,927 3,495
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出典：国勢調査 
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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 

小平市は、平安時代末から室町時代にかけては、東山道武蔵路、鎌倉街道上道などの古道

に人々の往来があったものの、水に乏しく生活用水を得ることが難しかったことから、人の

定住は見られませんでした。江戸時代に入って、玉川上水の開通による生活用水の確保を契

機に、青梅街道の整備とあいまって新田開発が進み、まちとしての歴史が始まりました。 

 

（1）近世のまちづくり 

●玉川上水・野火止用水  

江戸の人口増加による水不足への対応から多摩川の水を引くため、大工事の末に 1654

年（承応 3 年）、玉川上水が完成しました。その後、玉川上水の分水として野火止用水も整

備されました。玉川上水の恩恵を受け、小平でも生活用水を確保できるようになりました。 

●青梅街道 

青梅街道は、青梅付近で産出される石灰を江戸に運ぶ重要な交通路でした。石灰は建築

材料である漆喰の原料として広く使われていました。また、江戸時代の中期以降には商品

を運ぶための道としての役割も担うことになりました。 

小平の旧街道 

 

出典：小平市立図書館ウェブサイト  
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●列状集落と短冊型農地  

玉川上水の通水を契機に、はじめに青梅街道沿いに農家が入植して玉川上水と野火止用

水の間で小川新田の開発が開始されました。その後は東京街道、鈴木街道、五日市街道な

どに沿って鈴木新田、野中新田、大沼田新田、廻田新田などの開発が進められました。 

これらはいずれも東西方向の街道に沿って列状に集落が形成され、南北に細長い短冊型

の区画となっています。特に小川新田では青梅街道に沿った屋敷林から屋敷地、小川用水、

農地、雑木林と続く整然とした土地利用が特徴となっています。 

延宝２年（１６７４年）頃の小川村地割図 

 

（2）近代～高度経済成長期以前のまちづくり 

●鉄道の開通と学園都市開発  

小平市内の鉄道は明治 27 年（1894 年）に川越鉄道（国分寺～東村山）が開通した後、

昭和２年（1927 年）に西武村山線（高田馬場～東村山）、昭和３年（1928 年）に多摩湖鉄

道（国分寺～萩山）が相次いで開通し、その後の住宅地開発のための基盤となりました。 

大正 12 年（1923 年）の関東大震災の後、大学移転の受け皿として学園都市開発が進め

られ、大学の誘致と合わせて住宅地として分譲されたことが市街化の大きな契機となりま

した。 

これらの結果、農村的なものは東西の街道に沿って、都市的なものは南北方向に走る鉄

道に沿って広がる現在のまちの基本的な構造がつくられることになりました。 

●大規模な軍の施設 

昭和 15 年（1940 年）以降、傷痍軍人武蔵療養所（現在の国立研究開発法人国立精神・

神経医療研究センター）、東部国民勤労訓練所、陸軍経理学校、参謀本部北多摩通信所、陸

軍技術研究所など、軍関係の施設の立地が相次ぎました。また、同じ頃に住宅営団により

桜上水住宅、中宿住宅などが整備されました。これらの用地は、戦後は公共施設や学校な

どとして利用されています。  

延宝 2年（1674年）頃作成 【小川家所蔵】 
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戦時の施設・住宅の整備 

 

出典：小平の歴史 

●都営住宅の建設  

昭和 23 年（1948 年）から始まった戦後の東京復興にともなう流入人口に対応するため

の都営住宅の建設は、戦後の昭和 20 年代における人口増加の主な原因となりました。現在

までに、これら都営住宅の高層建替えが行われました。 

 

（3）高度経済成長期以降のまちづくり 

●工場誘致とスプロール 

戦後の復興にともない、東京周辺では工場進出の気運が高まり、昭和 30 年代以降、大小

の工場の誘致が行われました。こうした動きは従業員の移住などによる人口増加と住民の

意識、生活様式の変化などにも影響を与え、近郊都市としての性格を強めていきました。 

昭和 30 年代半ば以降、農地の住宅地化や官有地などでの工場、住宅の建設などにより人

口が急増しました。これにより、道路や下水道などの都市基盤整備が追いつかないまま市

街化が進み、結果として防災や環境上の問題のある市街地が生じることにもなりました。 

●バブル経済期の開発 

住宅都市としての発展のなかで、バブル経済期には都心部の地価高騰の影響を受け、市

内の地価も高騰しました。その結果、住宅地での敷地の細分化が進むとともに、高地価を

反映した土地利用への要請から中高層のマンションなどの建設が増え、住環境の悪化への

おそれが問題となりました。 

●近年のまちづくり 

バブル経済期の後も本市に対する住宅地としてのニーズは高く、中高層マンションなど

の住宅供給は高い水準にある反面、市街地内の農地や雑木林など緑の減尐が見られます。 

近年は、７つの鉄道駅を中心とする生活圏の形成や拠点的な市街地の整備が進められて

いるほか、社会の成熟化による市民の意識やライフスタイルの変化も踏まえ、まちの魅力

の再発見や観光の観点からの新たな魅力づくりなどの取り組みも進められています。  
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2 前マスタープランまでのまちづくり 

「小平市都市計画マスタープラン」は平成 11 年に策定されました。その後「小平市第三次

長期総合計画－こだいら 21 世紀構想・前期基本計画－」（第三次長期総合計画）が策定され

たことや、まちづくりを取り巻く状況の変化などを受け、平成 19 年に見直しが行われ、前マ

スタープランが策定されました。ここでは、そこで示されていたまちづくりの方向をもとに、

前マスタープランに基づくまちづくりを振り返ります。 

 

●各駅を中心とした生活圏の形成 

７つの駅を中心とする地域区分により地域ごとの特性を踏まえた目標とテーマを設定し、

まちづくりを進めてきました。 

小川駅西口地区では平成 19 年 5 月に、小平駅北口地区では平成 27 年 9 月に、市街地再開発準

備組合が設立され、まちづくりの検討が進められています。 

また、公共交通については、平成 16 年 1 月からコミュニティバス（にじバス）本運行を開始し、

さらにコミュニティタクシー（ぶるべー号）が各地域で運行され、市内の移動手段の利便性向上

が図られています。 

●良好な住環境の維持 

身近に緑があるゆとりある住宅地として、土地利用の規制誘導を行っています。 

前マスタープランの策定以降、小川町一丁目地区に土地区画整理事業（平成 17 年 1 月）が実

施され、事業後の建築物などを適正に誘導するため、土地区画整理地内とその周辺地域に小川町

一丁目地区地区計画を設定しました（平成 19 年 12 月）。 

また、地区計画については、花小金井一丁目地区（平成 21 年 7 月）、鈴木町一丁目地区（平成

26 年 12 月）にも設定するなど、将来にわたって良好な住環境が実感できる住宅地として整備が

進められています。 

●緑の保全と創造 

小平グリーンロードと市内に点在する公園・用水路・緑地をみどりのネットワークとして

整備してきました。また、旧街道沿いを中心に風致地区制度を活用することで、緑の保全を

図っています。こうした取り組みにより、水や緑を身近に感じられる環境が形成されていま

すが、風致地区内の緑や農地（生産緑地）は、宅地化の進展により減尐しつつあるため、上

水新町一丁目、鈴木町一丁目、小川町一丁目の特別緑地保全地区指定や、生産緑地の追加指

定を進めることで、緑の保全を図っています。 

●幹線道路沿いの土地利用 

平成 18 年 4 月に示された「多摩地域における都市計画道路の整備方針」（第三次事業化計画）

に基づき、小平 3・4・10 号線と小平 3・4・21 号線の交差部や小平 3・4・23 号線などの整備に

より道路ネットワークの整備を進めるとともに、用途地域の見直しなどにより沿道での土地

利用の促進に向けた誘導を行ってきました。都市計画道路の整備は、活発な都市活動を支え

るとともに、市民の安全・安心を確保するうえで重要な役割を果たす都市基盤であり、道路

整備が進展したところでは沿道での土地利用も進みました。 
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●連携と協働のまちづくり推進のシステムづくり 

前マスタープランに基づき、平成 22 年 10 月に、「小平市民等提案型まちづくり条例」施行し、

市民等・事業者・市による参加と協働のまちづくりを推進する土壌ができました。平成 25 年 10

月には、同条例によるまちづくりのモデルケースとして、「小川西町４丁目推進地区まちづくり協

議会」を発足し、地区のまちづくりについて検討しました。今後も、市民の主体的な取組みが図

られるよう、条例の活用に向けた周知や支援が必要です。 
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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 

①尐子化・超高齢社会、人口減尐に対応したまちづくりの必要性の高まり 

わが国の総人口は年々減尐しています。また、年尐人口（14 歳以下の人口）や生産年齢人

口（15 歳から 64 歳の人口）が減尐している一方、老年人口（65 歳以上の人口）は増加し、

高齢化率は約 26.8％となっており、約 20 年後には 33％を超える推計となっています。 

東京などの都市部においては、将来的には人口の減尐は避けられないものの、しばらくは微増

またはほぼ現状維持の状態が続き、高齢化がさらに進行するといった傾向にあります。 

このことから、地域の生活関連サービスの縮小、税収減のなかで公共施設やインフラの更

新、輸送サービスの重要性増大、空家・空き店舗などの増加、単身世帯の増加、地域コミュ

ニティの機能低下などの問題が発生すると考えられます。 

これらの課題解決に向けては、都市経営の効率化、合理化だけでなく、子育て、医療、福

祉への配慮、高齢者の健康増進など、ハード・ソフトの両面に対応した、持続可能なまちづ

くりが必要となります。 

 

②都市の防災に向けたまちづくりの必要性の高まり 

東日本大震災をはじめ、大規模な震災から得た教訓を基に、防災都市づくりへの対応が求

められています。そのため、防災に配慮した道路や空間整備のほか、マンションなどの建替

えや耐震化の推進、木造住宅などが密集している地域の対策、老朽化した橋りょうや下水道

などのインフラの改修、さらに震災後の復興のあり方についても対応が求められています。 

 

③地球環境や自然環境に対する問題に対応したまちづくりの必要性の高まり 

温室効果ガスの排出により地球温暖化をはじめとして、大量消費に伴い発生する廃棄物処

理など、地球環境に関する問題への対応に迫られています。また、東日本大震災の影響によ

る電力不足の経験などから、再生可能エネルギー利用、省エネルギーの取組みへの関心が高

まっています。一方、自然環境においては、都市部を中心に宅地化などの影響で、農地や樹

林地などの緑が減尐し、自然に囲まれた住環境、まちの景観、多様な動植物への影響が懸念

されています。このなかで、エネルギーの効率的な利用や環境に配慮した暮らし方への転換

を促進し、低炭素社会、循環型社会への対応が求められています。 

 

④権限移譲と協働のまちづくりの必要性の高まり 

国の地域主権改革により、まちづくりを取り巻く様々な分野の事務が、基礎自治体へ権限

移譲されています。都市計画においては、用途地域や風致地区などの決定権限が基礎自治体

に移譲され、地域の独自性をもってまちづくりをすることができるようになりました。 

このことから、都市間の競争力を高めるべくまちの魅力を向上させるため、参加と協働に

より、地域の特性を活かした独自性をもったまちづくりへの取組みが求められています。 
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2 国、東京都、近隣市の動向 

（1）国の動向 

●コンパクト・プラス・ネットワーク 

平成 26 年に策定された「国土のグランドデザイン 2050」の中で、地域の活力を維持す

るとともに、医療・福祉・商業などの生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、

地域公共交通と連携して、『コンパクト・プラス・ネットワーク』を進めていくとしていま

す。 

 

（2）東京都の動向 

●東京の都市づくりビジョン（平成 13 年（2001年）策定、21年（2009年）改定） 

平成 21 年の改定では、環境、緑、景観が一層重視されました。目標年次を 2025 年とし

てめざすべき都市像として「環状メガロポリス構造」と「コンパクトな市街地再編」を掲

げ、5 つのゾーン分けによる区分を行っています。 

 

●新たな多摩のビジョン（平成 25年（2013 年）策定）／●新たな多摩のビジョン行動戦略 

（平成 26年（2014 年）策定） 

「新たな多摩のビジョン」は、地域のあらゆる主体を対象に、概ね 2030 年頃を念頭に入

れた多摩の進むべき方向性が示されています。「既存資源の再評価」「企業・事業者も『主

役のひとり』」「多様な『つながり』による共生」の 3 つの視点に基づき、進むべき方向性

として「持続可能な暮らしやすいまちづくり」「高付加価値を生み出す企業活動の促進」「地

域資源を活かした産業の活性化」「地域を支える交通インフラの整備」「災害に強いまちづ

くり」「低炭素で自立分散型エネルギーのまちづくり」「豊かな自然の保全と活用」「『成熟・

持続』に対応した行政サービスの展開」の 8 つを示しています。 

また、「新たな多摩のビジョン行動戦略」は、ビジョンで示した目指すべき多摩の姿を実

現するため、①歴史、文化、自然など多摩地域の強みを発揮 ②2020 年オリンピック・パ

ラリンピックの開催など歴史的な契機を活用 ③行政、民間企業、NPO など多摩の総力を

結集の３つの基本的な考え方の下に、都、市町村、民間等の多摩地域の各主体の取組を体

系的にとりまとめています。 

 

●都市計画区域の整備・開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）（平成 26 年

（2015年）策定） 

東京の都市づくりビジョンに合わせ、目標年次を 2025 年として、めざすべき都市像とし

て、「環状メガロポリス構造の実現」と「集約型の地域構造への再編」を掲げています。 

小平市は「都市環境再生ゾーン」と「核都市広域連携ゾーン」に位置づけられ、「活力ある

多摩の拠点育成」「質の高い計画的な住宅地の整備」「産学公連携による産業立地の促進」「緑

地や農地の保全と活用」などを図ることとされています。 
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●東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）（平成 28 年（2016 年）策定

予定） 

都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、おおむね 10 年間で優先的に整備すべき

路線が、「活力」「防災」「暮らし」「環境」の 4 つの目標を踏まえ、選定されています。 

小平市においては、優先整備路線として、小平 3･3･3 号線（西東京市境～花小金井南町

二丁目、小平 3･4･17～小平 3･4･7）、小平 3･4･10 号線（小平 3･4･21～市道第 A-61）、小

平 3･4･19 号線（小平 3･4･14～東久留米市境）、小平 3･4･12 号線（小川町～小川西町四丁

目）、小平 3･4･19 号線（小平駅～小平 3･4･14）が選定されています。 

 

（3）近隣市の主な動向 

●近隣自治体における拠点整備 

「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）（平成 26

年（2015 年）策定）」において「核都市」および「生活拠点」と位置づけられた拠点では、

整備が進められています。 

近隣の拠点における整備プロジェクト例 

拠点 整備プロジェクト例 

核都市 立川 

・立川基地跡地昭島地区の整備 

・立川基地跡地都市軸沿道地区の施設立地の促進 

・立川駅北口西地区第一種市街地再開発事業 

生活拠点 

国分寺 
・国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業 

・駅周辺の都市計画道路の整備 

武蔵小金井 

・ＪＲ中央線連続立体交差事業 

・武蔵小金井駅南口第 1 地区第一種市街地再開発事業 

・武蔵小金井駅南口第 2 地区第一種市街地再開発事業 

東村山 

・東村山駅西口地区第一種市街地再開発事業 

・駅西口の基盤整備 

・連続立体交差事業 

出典：多摩の拠点整備基本計画（東京都） 

ゾーン区分図 集約型地域構造への 

再編イメージ 
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3 小平市のまちの特徴とまちづくりの主な課題 

①利便性の高い住宅都市 

【まちの特徴】 

●市内に鉄道駅を 7 駅有し、市外の多くの駅（萩山駅、八坂駅、東大和市駅、玉川上水駅、

国分寺駅、武蔵小金井駅など）も利用可能であるほか、駅勢圏から外れる地域においても、

それを補完する形でバス路線などが発達し、都心へのアクセス性に優れた住宅都市として

の性格が強いまちです。 

●市内では道路や公園などの基盤整備が進みつつあります。大半の市街地が住居系の用途地

域に指定され、地形的な特徴などから災害に対する危険性が尐ないこともあり、住みやす

い住宅都市として広く認知されています。さらに、小川駅西口や小平駅北口周辺では、市

街地再開発事業の検討が進んでおり、本市の新たな拠点として期待が高まっています。 

鉄道駅・バス停の勢圏からみる小平市 

 

【まちづくりの主な課題】 

（駅を中心としたまちづくり） 

■多くの鉄道駅が利用できるため交通利便性は高いものの、駅を中心とした生活圏域におけ

る都市機能の集積には差があります。そのため、駅周辺は交通結節機能としての評価はあ

るものの、買い物やレクリエーションなどに対する評価は、駅ごとに差があります。 

 

（幹線道路の整備） 

■幹線道路の整備は、渋滞の解消だけでなく、歩道、自転車道、沿道の植樹による緑の確保、

延焼遮断帯としての防災性の向上、沿道を活用したにぎわいを醸成するなど、多くの効果

をもたらします。本市の都市計画道路の整備率は 40％弱にとどまり、多摩地域の都市計画

道路の整備率が 60％程度まで進んでいることからも、歩車道が分離されている道路ネット

ワークの拡充は、まちづくりにとって重要なものとなっています。 
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都市計画道路の整備状況 

 

（歩行者・自転車の安全性確保） 

■小平らしい暮らしを実現するためには、歩行者や自転車走行空間の確保が求められていま

すが、道路の幅員が狭いなど市民の満足度は低く、放置自転車が多いことからも、自転車

駐車場（駐輪場）を整備する必要があります。 

 

（交通ネットワーク） 

■さらなる超高齢社会への対応のほか、拠点間をつなぐ役割として、鉄道、民間バス路線の

充実のほか、コミュニティバスやコミュニティタクシーといった地域内の公共交通の充実

により、交通ネットワークの整備を図る必要があります。 

 

（福祉のまちづくり） 

■道路、交通、建物や情報提供においてもバリアフリー化を推進し、子育て世代から高齢者、

また障がいのある方も暮らしやすいまちを実現するため、ユニバーサルデザインに配慮し

たまちづくりを推進する必要があります。 

 

（防災まちづくり） 

■災害に強い都市構造の構築は、道路、建築物、駅、公園などの公共空間、緑などの複数要

素の総合的整備によって実現されるものであるため、日常的なまちづくりを進めていく中

で防災の視点を常に考えて、計画的にまちづくりに取り組む必要があります。 

 

■人口急増期に宅地開発された地域の住宅は、老朽化が進み更新の時期を迎えてきていると

考えられます。さらに、これらの地域も含め、密集した木造家屋や幅員の狭い道路があり、

安全性や利便性の向上が求められています。 
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（まちのにぎわい） 

■小川駅西口、小平駅北口周辺では市街地再開発事業の検討が進んでおり、まちの活性化が

期待できる一方、その他市内の商店街は活力が失われてきているところもあるため、地域

の生活利便性向上と市外からの来訪によるまちのにぎわいを創出することが求められてい

ます。 

 

②小平グリーンロードを骨格とした豊かな水と緑 

【まちの特徴】 

●青梅街道沿いの短冊型の農地、街道沿いの屋敷林とその裏に続く畑、そして玉川上水から

引かれた用水路などの受け継がれてきた特徴的な風景は、農地の宅地化により尐なくなっ

てきていますが、その地割を踏襲した土地利用がみられ、現在もこのような風景が、ゆと

りや安らぎある住環境の創出につながっています。 

●玉川上水や野火止用水などで構成する小平グリーンロードは、小平市を特徴づける水と緑

のネットワークの骨格となっています。 

●武蔵野特有の街道沿いの郷土風景や玉川上水を保全することを目的として、東京道(東京街

道)、青梅街道、鈴木道(鈴木街道)、玉川上水の 4 か所が風致地区に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まちづくりの主な課題】 

（農地の保全） 

■市内では、約 174ha（平成 26 年）の農地が生産緑地地として指定されていますが、高齢化

や相続などに伴い、宅地などに転用され年々減尐傾向にあります。また、生産緑地法が改

正された平成 4 年に生産緑地として指定された農地が、平成 34 年に指定解除要件である指

定後 30 年を迎えるため、国や東京都の動向を見据えながら、市としての対応も迫られてい

ます。そのため、様々な機能を持つ都市農地の保全について検討する必要があります。 

 

（風致地区の見直し） 

■風致地区は、沿道の土地利用の変更などによって本来の風景を失い、制度の維持が困難な

地域もあります。風致地区条例の制定権限及び建築行為の制限に係る許可権限が都から市

に移譲されたことから、風致地区の基本的な考え方は維持しつつ、課題解決のために指定

の見直しを検討する必要があります。  

203.1

183.3

5.6

5.6
6.2

5.5

18.3

18.1

0 50 100 150 200 250

H19

H25

（ha）
生産緑地 歴史環境保全地域 市有林・市有竹林

保存樹林・保存竹林 用水路等

地域制緑地面積の推移 
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（回遊性の創出） 

■小平グリーンロードを骨格とした水と緑のネットワークを活かして、市内のみどり、公園、

歴史・文化施設、駅、都市計画道路などを結びつけることで、市内の回遊性を創出したに

ぎわいが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③市民主体・地域主体のまちづくりが可能な土壌 

【まちの特徴】 

●本市では様々な分野での市民の活動が活発であり、まちづくりに関わる団体もたくさんあ

り、それぞれ自立的な活動を展開しています。このため、まちづくりに対する意識の高い

市民が多いといえます。 

●武蔵野美術大学、白梅学園大学・白梅学園短期大学、津田塾大学、嘉悦大学など多くの大

学が立地しているため学生も多く、また都心に近い住宅都市としてファミリー層も多く、

若い世代のまちづくりへの参加が期待できます。 

●小平市自治基本条例、小平市民等提案型まちづくり条例を制定し、市民主体のまちづくり

活動の活発な展開が期待できる土壌が整っています。 

 

【まちづくりの主な課題】 

（小平市民等提案型まちづくり条例の活用促進） 

■小平市民等提案型まちづくり条例を制定し、参加と協働のまちづくりに関する具体的な取

組みに向けた仕組みは整えられましたが、制度そのものの認知度が低く、活用されていな

い現状があります。 

 

（まちづくりの担い手の育成） 

■市民主体のまちづくりを促進するため、情報公開の充実や、まちづくりの担い手を育成す

るための仕組みづくりを進めていく必要があります。 

風致地区制度について 

郷土風景が失われ

ることは仕方ない

ことなので、風致

地区制度を廃止し

てもよいと思う

7.3%

郷土風景が失われた地域

は風致地区の指定を外

し、残されている地域は

風致地区の制度を存続す

べきだと思う 62.6%

郷土風景が失われてい

ても、風致地区の制度

自体は存続すべきだと

思う 19.6%

その他 7.2%

不明 3.3%

（n=628）

※平成 27 年度小平市都市計画マスタープラ

ン改定市民アンケート調査結果より 

「郷土風景が失われた地域は風

致地区の指定を外し、残されて

いる地域は風致地区の制度を存

続すべきだと思う」が 62.6%

と最も多くなっています。 
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（地域コミュニティ） 

■市内の転入者や若い世代の多くは自治会に加入しない状況にあり、地域におけるつながり

が希薄になっています。また、住宅の更新期を迎える地域は、核家族などの世帯構成の変

化の影響により、建替えよりも転居をする場合が多く、積み上げてきた地域のつながりが

失われる心配があります。このことから、超高齢社会、防災、地域の活性化などへの対応

が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問８．市民参加によるまちづくりの認知度

3.4

6.7

1.5

17.3

66.3

0.3

4.4

0 10 20 30 40 50 60 70

知っており、進めたいと思っている

知っているが、進めることは難しいと思っている

知っているが、興味はない

聞いたことがある

知らない

その他

無回答

％
総数=594

小平市民等提案型まちづくり条例の認知度について 

※平成 26 年度小平市都市計画マスタープラン改定市民ア

ンケート調査結果より 

・協働のまちづくりの推進に向

けた土壌は出来つつあります

が、認知度は非常に低くなっ

ています。 
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第 3 章 マスタープランの見直しの視点 

前マスタープランに示された「まちづくりの理念」、「まちづくりの目標」、「まちづくりの

方向」は、今後 10 年の本市を展望しても、大きな方向性の相違はないと考えます。 

しかし、前マスタープラン策定後における社会経済状況の変化など、整合を図るべき点も

多くあります。 

そのため、「まちづくりの理念」、「まちづくりの目標」、「まちづくりの方向」などの大きな

方向性は継承しつつ、継続すべき課題は引き続き取組み、新たな課題や変化した課題につい

ては、積極的に検討、取組みを推進します。 

これらのことを踏まえ、今回のマスタープラン改定の視点を以下のように整理します。 

 

①超高齢社会・人口減尐への対応を示します 

 本市における総人口は、2015 年時点でピークに達した後、2020 年頃から減尐に転じ、そ

の後も減尐傾向は緩やかであると推計されています。 

 しかし、年尐人口（14 歳以下の人口）や生産年齢人口（15 歳から 64 歳の人口）は、経年

での減尐は比較的緩やかではあるものの減尐傾向にある一方、老年人口（65 歳以上の人口）

は明らかな増加の傾向にあります。 

そのため、高齢者の地域における活動的な暮らしや地域包括ケアシステムの構築に資する

まちづくりが必要となり、ひいては、このようなまちづくりが、子育て世代や障がいのある

方などの暮らしやすさにもつながります。同時に、市民が愛着や誇りを持ち、また市外から

の来訪者が住んでみたいと思う、魅力あるまちづくりが必要です。このことから、都市とし

てのストックを活かしながら、このような超高齢社会や人口減尐に対応した都市のあり方を

示します。 

 

②鉄道駅を活かした都市の方向性を示します 

多くの鉄道駅に恵まれ、通勤・通学などに便利なまちである一方、駅に対して都市として

の拠点性が不足しているなどの声が尐なくありません。その中で、小川駅西口地区や小平駅

北口の市街地再開発事業、都市計画道路の整備など、都市基盤の拡充に向けた動きが予定さ

れています。このため、本マスタープランにおいては、これらを見据えたうえで各駅周辺の

特性に応じた役割や市全体の都市の方向性を示します。 

 

③持続可能なまちづくりを推進します 

 東日本大震災以降、大規模災害への市民意識は高まっており、災害に強いまちづくりの重

要性が高まっています。このことから、引き続き、防災面に配慮した道路ネットワークの整

備や都市の再開発などの空間整備、自助・共助・公助といった防災意識の向上を図りながら、

市の特徴を活かした都市づくりの対応を示します。また、災害にも強い、低炭素型社会の実

現に向けて、自立分散型エネルギーのまちづくりを推進します。 
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④参加と協働のまちづくりを推進します 

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などの制定により、市

民が主体的にまちづくりに関わることができる環境を整えてきました。また、本市には数多

くの大学や大きな企業・工場などがあるほか、ファミリー層なども比較的多く、まちづくり

の担い手としての役割が期待できます。 

このため、本マスタープランにおいては、このような恵まれた土壌を活用し、市民が積極

的に関わることができる参加と協働のまちづくりを推進します。 

 

⑤関連法令・計画等との整合を図ります 

前マスタープラン策定後、国の地域主権改革により、用途地域や風致地区などの決定権限

が移譲され、地域の特性に応じた土地利用を推進することができるようになりました。また、

まちづくりを巡る国の動向変化、東京都の「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針（東

京都都市計画区域マスタープラン）」などが改定され、さらに、市のまちづくりに関わる計画

なども策定又は改定が進んでいます。このため、この状況を活かしつつ、上位・関連計画な

どとの整合を図ります。 

 



25 

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 

平成 18 年 3 月に策定された「小平市第三次長期総合計画－こだいら 21 世紀構想・前期基

本計画－」に基づき、“こだいら”に住み、働き、学び、そして訪れる人々も含め、多くの人々

が、共通のふるさととして愛着を持ってこの地にかかわり続けたいまち、そのようなまち“こ

だいら”を創り上げるために、次の基本理念をもとにまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

2 まちの将来像 

今後、本計画の目標年次である平成 38 年度までの間に、小平市がどのような都市の形成を

図っていくのかを市民や事業者、行政が共有できるように、まちの将来像を次のとおり定め

ます。 

まちの将来像（仮） 

 

 

 

 鉄道駅を中心とした生活圏において、誰もが便利な日常生活を過ごすことができる

環境づくりをめざします。 

 市内の各駅や近隣市との都市機能の役割分担、幹線道路の整備の拡充や便利な交通

ネットワークにより、将来を見据えた持続可能な住宅都市をめざします。 

 

 

 

 小平グリーンロードなどの水と緑の空間、武蔵野新田の面影を残す農地や用水路な

どで形成される水と緑のネットワークを中心とした魅力あるまちの形成をめざし

ます。 

 水と緑のネットワークと小平らしい多くの地域資源との連携により、暮らしと自然

が調和した住宅都市としての魅力向上をめざします。 

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 

今後の検討のなかで、より「ま

ちの将来像」にふさわしいフ

レーズへ更新します。 
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 小平の様々な特性を活かして、歩行者や自転車のための空間確保とネットワークの

形成をめざします。 

 駅前や道路の整備などによる、安全に移動できる空間確保、にぎわいや交流の創造

により、超高齢社会や子育て世代にも配慮したまちの形成をめざします。 

 地球環境や自然環境への配慮とともに、災害にも強い低炭素なまちの形成をめざし

ます。 

 

誰もが安心で快適に暮らせるまち 
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3 将来の都市構造 

小平市の特徴である多くの鉄道駅を市民の生活圏を踏まえた拠点として位置づけます。ま

た、市の特徴的な自然環境や歴史・文化、産業の拠点を性格に応じて位置づけます。そして、

これらの拠点としての性格を育むとともに、交流を支える連携軸（ネットワーク）の強化を

図ります。 

本市では、これまで鉄道駅周辺を商業・業務核の拠点と位置づけ、そこを中心とした生活

圏域の形成ならびに幹線道路や交通ネットワークの形成を図りながら、利便性の高い市民生

活が可能となるまちづくりを進めてきました。 

一方、効率的な都市経営という観点からは、駅周辺に等しく同じ役割・機能を求める必要

はなく、むしろそれぞれの特徴を活かし、性格づけを明確にし、互いの役割・機能を補完し

あい、また不足する機能は他の都市との連携により補う関係性を構

築することが望ましいと考えます。 

そのため、本マスタープランでは、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ります。 

 

①拠点 

■鉄道駅中心拠点 

身近な生活圏の中心として、市内の各鉄道駅を「鉄道駅中心拠点」として位置づけます。 

それぞれの「鉄道駅中心拠点」は、買い物などの生活利便性の確保を図ったうえで、駅

や地域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うことで、市全体として都市機能や暮らしの質の向上を図ります。 

市街地再開発事業が検討されている小川駅や小平駅、市街地整備が進んでいる花小金井

駅については、都市基盤の整備や土地の有効利用を進め都市機能の集積を図り、交通結節

点としての機能を充実させるなど、魅力的な市街地の形成をめざします。 

 

■みどりの拠点 

まとまりのある緑に触れ合うことができる、じょうすいこばし付近、小平中央公園付近、

小平ふるさと村付近、都立小金井公園、都立小平霊園、都立薬用植物園、萩山公園、東部

公園に加えて、将来的に新たな拠点となり得る未整備の都市計画公園を「みどりの拠点」

として位置づけ、市内の水と緑のネットワークの拠点として、小平らしいみどりの維持・

保全に向けた役割を担います。 

 

 

 

商業・業務 

機能 

公共公益 

機能 

医療・福祉 

機能 

交通機能 

鉄道駅中心拠点のイメージ 

鉄道駅 

日常生活圏 



28 

■文化・交流拠点 

鷹の台駅から一橋学園駅周辺（小平中央公園、市民総合体育館、平櫛田中彫刻美術館、

ふれあい下水道館、大学・高校など）、小平駅から花小金井駅周辺（ルネこだいら、なかま

ちテラス）、小平ふるさと村、鈴木遺跡、ＦＣ東京小平グランドを、多様な世代が交流する

「文化・交流拠点」として位置づけ、市内のネットワークの拠点として回遊性を育むとと

もに、地域のふれあい、歴史・文化の維持、発信の拠点としての役割を担います。 

 

■産業拠点 

住宅都市である小平市において貴重な工業系の機能を担う工業地域及び準工業地域のう

ち、小川東町三丁目周辺（工業地域） 、天神町一丁目周辺（準工業地域）、御幸町周辺（準

工業地域）、上水本町五丁目周辺（準工業地域）を「産業拠点」として位置づけをします。

市内の大規模な事業所は、企業としての研究・開発の拠点として再構築している傾向にあ

り、新たな小平の魅力や価値の創造、市内の大学などとの連携も期待できます。これに伴

い、市内の事業所の従業員数も増えているため、大きな人の動きを生み出す拠点としての

役割も担います。 

 

②連携軸（ネットワーク） 

■交通軸（ネットワーク） 

都市間や拠点間を結ぶことで相互の連携の強化に資する軸として、市内の主要な幹線道

路を道路軸、鉄軌道を鉄道軸とし、全体として都市の構造上の骨格となる「交通軸（ネッ

トワーク）」として位置づけることで、人の移動や交流を支え、市全体としての都市機能の

向上を図ります。 

 

●道路軸 

＜東西軸＞ 

新五日市街道線（小平 3・3・3 号線）、新青梅街道線（小平 3・4・4 号線）、 

＜南北軸＞ 

府中清瀬線（小平 3・4・7 号線）、府中所沢線（小平 3・2・8 号線）、 

国立駅大和線（小平 3・4・23 号線） 

●鉄道軸 

 西武新宿線、西武国分寺線、西武多摩湖線、西武拝島線、JR 武蔵野線 

 

■水と緑の軸（ネットワーク） 

本市の良好な自然景観を特徴づけるとともに、市民生活に潤いややすらぎを提供する拠

点を結ぶ軸として、小平グリーンロード（玉川上水、野火止用水、狭山・境緑道、小金井

公園）、あかしあ通り、府中所沢線（小平 3・2・8 号線／府中街道）を「水と緑の軸（ネッ

トワーク）」として位置づけ、それぞれの特性に応じて歩行者や自転車空間の確保を図り、

将来は観光まちづくりの実現に資するネットワークの形成を図ります。
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将来都市構造図 

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。 

今後の検討を踏まえて、将来の都市構

造がよりわかりやすい図に充実させて

いきます。 
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4 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 

 

1 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。 

 

 

2 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。 
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5 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。 

3 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。 

4 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。 
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第 2 章 まちづくりの戦略に基づく取組 

「第 3 部 全体構想」に掲げた「まちづくりの理念」や「まちの将来像」の実現に向けた

5 つの「まちづくりの戦略」について、今後 10 年間でどのように取組みを進めるのか、わか

りやすく示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市を 

取り巻く 

状況 

マスタープランの 

見直しの視点 

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 

【本章の見方】 

・今後 10 年間で優先的に取り組むべき「まちづくりの戦略」

について記載 

・「まちづくりの戦略」に基づく「まちづくり方針」を記載 

 

 

 

・「まちづくり方針」を受け、「具体的に取り組むこと／検討す

ること」を「戦略的な施策展開」として記載 

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
理
念
と
ま
ち
の
将
来
像 

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 
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1 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。 

 

まちづくりの方針①：鉄道駅ごとの特性に応じた機能集積と交通結節機能の充実を図ります 

鉄道駅中心拠点ごとに日常生活に必要な買い物などのサービスの維持は基本としながら、

その拠点ごとの特性を踏まえた都市機能の集積や強化を図り、市内のそれぞれの拠点が互い

に役割分担、機能補完をして、交通などの連携を図ることで、全体として利便性の高いまち

の形成を図ります。また、鉄道網やバス路線の公共交通の利便性を高めるため、鉄道駅のタ

ーミナル機能の強化により、交通結節機能の充実・強化を図ります。 

鉄道駅中心拠点の考え方イメージ 

〈従来〉                 〈これから〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（戦略的な施策展開） 

○市街地再開発事業の推進 

・小川駅西口地区、小平駅北口地区の市街地再開発事業により交流の場やオープンスペ

ースの確保などとともに、土地の高度利用も踏まえて、新たなにぎわい創出に資する

事業を推進して、地域の拠点性を高めます。また、駅前広場を含む都市計画道路など

の整備によって、鉄道やバス、自転車などの乗継利用の充実、地域コミュニティや地

域経済の活性化に向けて、交通結節点としての機能の充実・強化を進めます。 

市域 

生活圏域 

≒鉄道駅周辺 

生活圏域 

≒鉄道駅周辺 
生活圏域 

≒鉄道駅周辺 

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 
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○低炭素まちづくりの実現に向けた検討 

・市街地再開発事業や新たな都市施設や公共施設整備などの際は、環境負荷の尐ないま

ちづくりの視点を持つと同時に、災害にも強い、コージェネレーションによる自立分

散型エネルギーや再生可能エネルギーの活用も推進し、「環境」や「防災」のまちとし

ての顔づくりとして、地球環境に対して負荷の尐ない低炭素まちづくりの実現に向け

た検討を行います。 

 

まちづくりの方針②：鉄道駅中心拠点を結ぶ道路・交通ネットワークの充実を図ります 

駅前広場があり交通結節点としての機能を有する鉄道駅中心拠点を中心に、さまざまな拠

点を鉄道や道路・公共交通ネットワークにより結ぶことで、拠点ごとの特性に応じた買い物、

医療、福祉などの必要な機能の分担・連携を進めます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○道路・公共交通ネットワークの充実 

・都市計画道路の整備、コミュニティバス・コミュニティタクシーによる地域特性に応

じた公共交通の移動サービスの検討、また踏切対策や民間バスの乗入れなどに向けて

交通事業者への働きかけを推進し、広域的な交通ネットワークの充実を進めます。 

 

 

鉄道駅中心拠点ごとのまちづくりの考え方 

 

鉄道駅中心拠点 上段：駅周辺の特性 ／ 下段：将来のまちづくりの方向性 

花小金井駅 

中心拠点 

市内で最も乗降客数が多く、市内随一の都市機能が集積するエリア 

小平グリーンロード、小金井公園などの水・緑と連携した回遊性を活かし、引き続

き小平のにぎわい拠点としてまちづくりを進めるとともに、都心へのアクセス性の

向上も図る。 

小平駅 

中心拠点 

あかしあ通り、小平霊園、ルネこだいら、なかまちテラスなどの多くの緑と文化施

設を有するエリア 

市街地再開発事業を新たな契機とし、文化施設の集積や小平グリーンロード、あか

しあ通り、なかまちテラスなどと連携した回遊性を活かした新たなにぎわい拠点の

形成をめざす。また、近隣市との道路ネットワークを形成し、良好な市街地環境の

形成を図る。 

青梅街道駅・ 

新小平駅 

中心拠点 

公共公益施設が集積するエリア。ＪＲ武蔵野線の新小平駅は、南北を広域につなぐ

市内で唯一の駅としての特性を有する。 

市役所、警察署、消防署や東京むさし農業協同組合などの公共公益施設の集積と広

域的な都市機能を有する国分寺駅までの優れた交通アクセス性を活かし、小平市の

シビックゾーンとしての拠点の形成をめざす。また、両駅は徒歩圏内の距離に位置

するため、乗り換えのための人の往来があることから、駅間の街道沿いのにぎわい

創出が期待できる。 

一橋学園駅 

中心拠点 

商店街などが集積した地域の商業拠点であり、国際交流の拠点、平櫛田中彫刻美術

館、国土交通大学校などの教育施設や公共公益施設からも近いエリア 

商店街などによるにぎわいを活かし、地域のにぎわい・交流を育む拠点の形成をめ

ざす。 

今後も、地域別構想

とともに検討をして

いきます。 
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鷹の台駅 

中心拠点 

教育施設が多数集積しており、若者が多く集まり、また中央公園、市民総合体育館、

小平グリーンロードなどの文化・スポーツ施設を有するエリア 

若者の集積を可能とする環境を活かし、にぎわいあふれる教育、文化・スポーツ、

交流の拠点の形成をめざす。 

小川駅 

中心拠点 

駅西側は「福祉のまち」としての認知度が高く、駅東側は本市を代表する企業であ

る株式会社ブリヂストンを有する工業エリア 

市内随一の産業集積を有する拠点であるとともに、市街地再開発事業により新たな

都市機能の集積や交通結節機能の充実を図る新市街地拠点としての形成をめざす。 

東大和市駅 

中心拠点 

玉川上水、野火止用水、薬用植物園などの緑に恵まれ、また多摩地域の「核都市」

として位置づけられている立川をつなぐ鉄道、モノレール（玉川上水駅）、バスなど

の交通アクセス性に優れたエリア 

交通結節機能や道路ネットワーク整備に伴う交通利便性の充実と、玉川上水、野火

止用水、薬用植物園などの緑を活かしたにぎわい・交流の拠点の形成をめざす。 
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2 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。 

 

まちづくりの方針①：小平らしい「風景」を活かしたネットワークの構築を進めます 

小平の歴史ある郷土風景としての農地、屋敷林などの緑や用水路などの水辺といった「風

景」の保全・活用を進めます。また、これらの「風景」と文化・交流施設などの地域資源を

水と緑のネットワークの骨格である小平グリーンロードを基点に有機的に結びつけたネッ

トワークの構築を進めます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○歴史や原風景を感じることができる空間整備の検討 

・歴史ある鈴木遺跡の国指定史跡化をめざすとともに、小平の郷土風景としての農地、

雑木林などの緑や用水路などの水辺といった「風景」を活かした空間整備を図り、小

平の歴史や文化への関心、地域への愛着を醸成しつつ、地域住民のゆとりや交流を育

むまちづくりを進めます。 

 

まちづくりの方針②：小平らしい「風景」を活かした景観まちづくりを進めます 

玉川上水や街道沿いなどの水と緑のネットワークを活かしつつ、本市の玄関口となる駅前

空間や幹線道路などの景観整備を行うことで、小平らしい「風景」を活かしたみどりあふれ

る景観まちづくりを進めます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○用途地域・風致地区の戦略的な運用 

・小平の特徴である緑の保全を前提としつつ、駅前や幹線道路沿道のにぎわい創出に資

する土地利用などに対しては、必要に応じて用途地域や風致地区の見直しを行い他の

制度への移行を検討するなど景観まちづくりを進めます。 
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3 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。 

 

まちづくりの方針①：“にぎわい”が生まれるまちづくりを進めます 

小平らしいにぎわいと活力のあるまちづくりに向けて、都市基盤の整備とあわせて農業、

商業、工業の産業振興を進めます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○地域特性を活かした産業振興施策の推進 

・にぎわいの醸成の観点から、都市農業・農地の保全・活用、日常生活の利便性向上に

資する商業の育成、個性ある企業の維持を進めます。 

 

まちづくりの方針②：「住んでよし 訪れてよし」の観光まちづくりを進めます 

小平グリーンロード、公園、身近な農地などの憩いの空間とそこに生息する多様な動植物、

また多くの文化・スポーツ施設など、小平らしい地域資源に恵まれています。これらのもつ

魅力的な空間を活かしつつまちづくりをすることで、訪れる人にとっても、住む人にとって

も、すごしやすいまちにしていきます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○「小平市観光まちづくり振興プラン」の実現化に向けた整備推進 

・道路や公園などの整備にあたっては、歩行者・自転車空間の確保、沿道のまちなみづ

くり、周辺の地域資源との連続性を考慮した公園整備など、市内の回遊性とおもてな

しの空間を育む、水と緑のネットワークを意識した、「都会から一番近いプチ田舎」に

ふさわしいまちづくりを進めます。 
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4 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。 

 

まちづくりの方針①：歩きやすく、自転車で走行しやすい空間の形成を進めます 

“ひと”の安全を守るたけでなく、健康増進、にぎわいの醸成、人々の交流、環境負荷の

軽減など、さまざまな効果を及ぼす、歩行者や自転車のための空間整備を進めます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○歩行者や自転車のネットワークの整備推進 

・市のシンボル道路である「あかしあ通り」の整備を進めて魅力的な道路空間のモデル

とする、「あかしあ通りグリーンロード化基本計画」を推進します。また、幹線道路の

整備にあたっては、歩行者や自転車空間のネットワークを意識し、その整備に伴い役

割の変わった近隣の道路は、その特性に応じて歩行者や自転車が通行しやすい空間へ

の新たな活用を検討し、必要な機関への働きかけをします。 

 

まちづくりの方針②：健康・福祉・医療のまちづくりを進めます 

高齢者や子育て世代などが安心できる生活、地域のつながりや活力の低下、厳しさを増す

都市経営などの課題解決に向けたまちづくりを進めます。 

 

（戦略的な施策展開） 

○健康・福祉・医療に資する効果的な取組みの推進 

・日常生活圏域に、必要な都市機能の確保、自然に外出を促す歩行空間の整備や公共交

通の利便性向上、地域活動や多世代との交流・連携の拠点づくり、公共サインの設置

やユニバーサルデザインを進めるなどの取組みは、高齢者や子育て世代のくらしの安

心、地域の活力の増加、都市経営の負担削減などの課題解決にもつながることから、

このような健康・福祉・医療のまちづくりを進めます。 
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5 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。 

 

まちづくりの方針①：市民主体のまちづくりルールの取組みを支援します 

住民の合意形成を図りながら、個性や魅力ある住みよい住環境の形成に資する地区計画制

度や建築協定など、住民主体のまちづくりルールの取組みを支援します。 

 

（戦略的な施策展開） 

○小平市民等提案型まちづくり条例に関する周知・啓発 

・学識者や先進的な住民主体のまちづくりルールの事例発表などを交えたまちづくりフ

ォーラムを開催し、小平市民等提案型まちづくり条例の周知・啓発、並びに地区計画

制度の活用の働きかけを行います。 
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「まちづくりの整備方針＜部門別＞と「まちづくりの戦略」の関係イメージ 

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” 

第 3 章 まちづくりの整備方針＜部門別＞ 

「第 3 章 まちづくりの整備方針＜部門別＞」は、前マスタープランの「部門別整備方針」

で掲げた 6 つの方針を概ね踏襲しながら、5 つの方針に集約して構成しました。 

また、この章は、「第 2 章 まちづくりの戦略に基づく取組」で掲げた 5 つのまちづくりの

視点を、都市整備に関する各部門による別の視点から編成したうえで、「第 2 章 まちづくり

の戦略に基づく取組」を補完する内容となっています。 

構成の変更 

 

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 

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 

 

まちづくりの整備方針＜部門別＞ 

まちづくりの戦略 
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1 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。 

 

（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 

 ●低層住宅地 

低層の戸建て住宅や共同住宅を基本とする住宅地として、ゆとりのある敷地の確保や敷

地内の緑化を促進し、良好な住環境の維持・保全に向けた土地利用を図ります。 

●中高層住宅地 

共同住宅などの中高層住宅を基本とする住宅地のなかで、様々な形態・規模の住宅の混

在や周囲の低層住宅地に与える影響に十分配慮し、引き続き用途地域や高度地区などによ

る適切な土地利用の誘導を図ります。 

●農住混在地 

農地や屋敷林などのみどりが残るゆとりが感じられる地域として、緑地空間やオープン

スペースとしての機能を活かした、農地と住宅地が調和した落ち着きのある住環境をめざ

します。 

 

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 

今後、尐子高齢化の進展などに伴う空家等の発生や工場跡地の土地利用転換などにより住

環境が阻害されるような事態が想定されます。そのため、空家等の対応方策の推進や、地区

計画の導入など住環境保全に向けた予防的措置について検討します。 

 

（2）商業地 

①地域特性に応じた日常生活圏の形成を図ります 

商業地で、マンションなどの住宅の建設が進んでいる地域があります。そのため、商業地

においては、地域特性に応じた商業・業務機能にふさわしい土地利用の誘導を進めます。 

鉄道駅周辺の地域は、既存の商店街などを活かしながら、日常の暮らしの利便性を確保し

た生活圏としての役割を果たすことができるように、生活利便機能の維持・誘導を図ります。 

また、鉄道駅周辺の地域は、公共施設の集積している地区、にぎわいのある商業機能が集

積している地区など、様々な特性を有しているため、日用品などの買い物の暮らしの利便性

については確保しながら、それぞれが持つ地域特性を活かしつつ、互いに補完・連携しあう

日常生活圏の形成を図ります。 
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②新たなにぎわい拠点づくりを進めます 

市街地再開発事業などの面的整備が検討されている小川駅周辺及び小平駅周辺について

は、本市の新たなにぎわいを創出します。そのため、多様な都市機能の集積に向けて土地の

高度利用や駅前広場の整備を促進し、また交通利便性のさらなる向上やユニバーサルデザイ

ンへの配慮を図ることで、既に整備が進んでいる花小金井駅周辺もあわせて、地域の核とし

ての都市基盤の拡充に向けた土地利用を進めます。 

 

（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 

大規模工場や事業所が立地している地域については、本市の産業を牽引するため、周辺地

域の環境に配慮した適切な操業環境の維持・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 

工業地においては、昨今の産業構造の転換に伴い、既存産業の高度化や研究開発機能への

シフト、また移転や撤退する工場・事業所が増えています。一方で、新たな産業の発展や職

住近接の都市への需要の高まりがあります。このことから、周辺の住宅地や環境との調和を

基本とし、社会経済状況の変化による土地利用や機能の転換がある場合は、地区計画制度を

活用するなど、地域特性を踏まえて、将来を見据えた適切な土地利用の誘導を図ります。 

 

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 

工業地において、既に住宅と工場・事業所の混在がみられる地域については、住環境と工

場・事業所が調和した市街地環境の整備を基本としますが、適宜、周辺の状況も見極めなが

ら、今後の土地利用のあり方を検討します。 

 

（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 

幹線道路沿道地区は、広域的な都市を結ぶ利便性を活かして、沿道サービス型施設や商

業・業務施設の立地の誘導を基本としながら、隣接する住宅地との調和を図るなど、地域

特性を踏まえた誘導や保全による土地利用を進めます。併せて、沿道の建築物の防災性を

向上させ、延焼遮断機能や災害時の輸送道路の確保など、防災機能の向上を図ります。 
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（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 

農地は、農産物の生産の場のみならず、緑地としての機能や災害時のオープンスペースと

しての機能、農業体験や環境学習の場としての役割など様々な機能を有しています。 

そのため、市街地内の貴重な緑のオープンスペースとして、農業振興施策と連携を図りな

がら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 

市が保有する公共施設の用地については、公共施設マネジメントの取組みに合わせて、

将来世代まで持続可能な施設総量や適正な配置をするなかで、維持・転用など有効活用す

るほか、売却、貸与などを含め、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 

市民参加による身近な地区のまちづくりを推進するため、「小平市民等提案型まちづくり

条例」の活用を促すことにより、市民が主体となり、個性や魅力のある地域特性にあった住

みよいまちづくりを推進します。 

また、必要に応じて地区計画などの都市計画の手法を活用し、地区の特性に応じた良好な

生活空間の維持・形成に取り組みます。 
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土地利用方針図 
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2 道路・公共交通ネットワーク等の整備方針 

【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。 

 

（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） 

広域ネットワークを形成する都市計画道路は、都市の骨格となるため、整備にあたっては

地域の特性や環境への影響に配慮しながら、早期実現に向けて引き続き取組みを進めます。 

また、「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」について、小平 3・

3・3 号線（新五日市街道線）は、多摩地域の東西交通円滑化に資する骨格幹線道路の一つ

であるため、事業化にあたっては、施行主体である東京都と調整を図っていきます。 

（※「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」は、平成 28 年（2016

年）策定予定です。） 

 

第四次事業化計画に選定された路線と選定理由 

路線名 区間 施行主体 主な選定理由 

小平 3・3・3 号線 

西東京市境 

～花小金井南町二丁目 
東京都 骨格幹線道路の形成 

小平3・4・17 

～小平3・4・7 

小平 3・4・10 号線 小平3･4･21～市道第A-61 小平市 
高度防災都市の実現 

地域安全性の向上 

小平 3・4・19 号線 

小平3･4･14 

～東久留米市境 
小平市 

拠点形成と拠点間連携 

地域のまちづくりへの貢献 

小平駅～小平3･4･14 

(交通広場約5,000㎡) 
その他 

拠点形成と拠点間連携 

地域のまちづくりへの貢献 

小平 3・4・12 号線 
小川駅～小川西町四丁目 

(交通広場約3,200㎡) 
その他 

拠点形成と拠点間連携 

地域のまちづくりへの貢献 

 

 

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） 

鉄道駅やバス停、公共公益施設などを結ぶ道路については、歩道の整備や段差改良などに

よるバリアフリー化を図ります。 

特に、あかしあ通りについては、「あかしあ通りグリーンロード化基本計画」に基づき、

本市の新たなみどりの骨格として魅力ある道路空間の整備を推進します。 
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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） 

通過交通の流入が見込まれる道路や通学路指定のある道路については、歩道の整備や交差

点改良による見通しの確保、安全標識や防護柵などの交通安全施設の整備により、歩行者の

安全性の確保を図ります。 

幅員の狭い道路については、防災性の向上や良好な住環境の確保をめざし、幅員の確保や

隅切りの整備などに努めます。 

防災上の観点から、木造住宅の耐震化、ブロック塀などの改善事業を推進し、災害時の道

路閉鎖を防ぐことによる避難経路の安全確保や延焼防止につなげます。 

 

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） 

本市の魅力を特徴づける緑豊かな自然環境を楽しみながら散策できる道路として、歩行者

や自転車利用を優先した利用しやすい空間の確保を図るとともに、歩行者や自転車ネットワ

ークの形成を図ります。また、このネットワークによる回遊性を活用したにぎわいを醸成す

るため、自転車シェアリングの導入を検討します。 

自転車走行の適正化にあたっては、警視庁と協議のうえ、自転車ナビマークまたは自転車

レーンの設置をするとともに、東京都や近隣自治体と連携していきます。 

 

（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 

道路網整備との連携を意識しながら、鉄道、バスによる公共交通網の形成を図ります。 

特に、超高齢社会や環境問題への対応としてバス交通は重要な役割を果たすことが期待さ

れることから、市民ニーズに対応した路線網のあり方や運行頻度についてバス事業者に積極

的に働きかけます。 

 

②開発動向とリンクした新規バス路線を検討します 

現在、小川駅西口地区や小平駅北口地区において市街地再開発事業の検討が進んでおり、

また、並行して都市計画道路の整備なども進めています。このような事業化に向けた開発事

業に伴う新たな人の流れを想定した新規のバス路線導入に向けた検討について、交通事業者

をはじめとする関係機関に働きかけを行います。 

 

③地域特性に応じた交通移動サービスを検討します 

さらなる高齢化の進展や子育て世代などの利便性向上への対応を図るため、最寄り駅への

アクセスや買い物のしやすい環境整備に向けて、引き続き、コミュニティバスやコミュニテ

ィタクシーの運行による地域特性に応じた交通移動サービスの検討を進め、地域内の公共交

通の利便性の向上を図っていきます。 
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（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 

市街地再開発事業の検討が進んでいる小川駅西口地区及び小平駅北口地区においては、本

市の新たなにぎわいを創出するため、将来的な土地利用や交通動線に配慮した駅前広場の整

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 

鉄道事業者の協力や、民営自転車等駐車場補助金交付制度などにより、駅周辺の自転車駐車場

（駐輪場）の整備を促進します。 

小川駅西口地区及び小平駅北口地区においては、市街地再開発事業による駅前広場整備と

あわせて自転車駐車場（駐輪場）の整備を検討します。 

また、放置自転車などについては、自転車利用者に対する交通マナーの意識啓発などによ

り利用者のルールやマナーの向上に取り組みます。 

 

③鉄道の連続立体交差の実現に向けて検討します 

西武線の踏切対策における連続立体交差の実現に向けては、関係市などによる広域的な

連携の中で検討し、その実現について関係機関に要請していきます。 

 

④インフラ施設の適正な維持管理を図ります 

道路、橋りょう、下水道などのインフラ施設について、「（仮称）公共施設等総合管理計画」

や各個別施設計画に基づき、維持管理・更新または長寿命化を計画的に進め、安全・安心の

確保とともに、コストの削減や予算の平準化を図り、持続可能なまちづくりに向けた取組み

を進めます。 

 

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 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」や「道

路の移動等円滑化整備ガイドライン」、「小平市福祉のまちづくり条例」に基づき、段差の解

消や歩道幅員の確保、分かりやすい公共サインの整備など、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。 
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 交通ネットワーク方針図 
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3 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。 

 

（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 

延焼遮断帯や避難路、消火活動のための空間としての機能強化のため、都市計画道路や市

街地再開発事業に伴う駅前広場の整備を進めるとともに、災害に強いまちづくりに資する生

活道路等の整備を行います。また、狭あい道路については、円滑な避難や緊急車両の通行を

可能とするため、開発行為による指導などによる拡幅整備を図ります。 

さらに、災害時に電柱の倒壊を防ぐとともに、電気などのライフラインの確保を目的とし

て、道路の無電柱化についても検討を進めます。 

 

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 

火災に強い市街地の形成を図るため、建築物の不燃化や公園などの公共施設によるオープ

ンスペース（延焼遮断帯）を確保するとともに、幹線道路の整備の際には、防火地域・準防

火地域の指定の拡大を検討します。 

 

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 

老朽化した木造建物が密集している地域については、地区計画などによる規制、誘導の方

策を検討しながら、災害に強いまちづくりを推進します。 

現在、市街地再開発事業が検討されている地区においても、老朽化した建物が散見される

ことから、事業推進とあわせてまち全体の防災性の向上に取り組みます。 

 

④建築物等の耐震化や適切な維持管理を促進します 

災害時の避難路や物資の流通経路確保のために、特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化

を促進します。住宅については、耐震診断、耐震改修の支援を推進します。 

橋りょうについては、「小平市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な修繕を実

施します。また、下水道についても、「小平市下水道長寿命化基本構想」に基づき、適正な

維持管理や更新を進めます。 

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 

避難場所や延焼拡大防止の機能も有する、公園、緑地などのオープンスペースの保全・整
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備を図ります。市街地における貴重なオープンスペースである農地は、保全・活用に努めつ

つ、防災空間として活用を図ります。 

また、食料や資器材の防災備蓄機能のある災害対策拠点などの多様な防災機能を備えた施

設整備を検討します。 

 

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 

災害発生後も、エネルギー供給の持続性を担保するため、再生可能エネルギーの活用のほ

か、災害に強いと言われているガス管の整備に恵まれている本市の特性を活かして、自立分

散型のエネルギーの普及による電源の多重化ついて検討を行います。 

 

⑦震災後の復興都市づくりについて検討します 

震災後の都市復興については、大きな被害を受けた地域だけでなく、市全体の都市基盤

の向上や良好な市街地の形成を図り、単に窮状の回復に止まらず、質の高い持続可能なま

ちづくりをする必要があります。そのため、迅速かつ計画的な復興が図れるよう、事前の

防災対策だけでなく、復興都市づくりのあり方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 

局地的大雤などによる浸水被害などの軽減を図るため、引き続き、雤水流出抑制対策及び

分流地区の雤水整備の推進を図ります。 

 

（2）日常の暮らしにおける安全・安心の確保 

①空家等の適正管理等を促します 

市内の空家等については、その状況や特色などの実態について情報収集したうえで、所有

者などへの適正管理を促すとともに、その活用や必要な措置について検討し、生活環境の保

全に努めます。 

 

②地域主体の防災まちづくりに取り組みます 

一人ひとりの防災意識の向上を図るとともに、地域住民が互いに助けあう共助の仕組みづ

くりを構築しながら、地域全体の防災力の向上を図ります。 

また、自治会や自主防災組織などが主体となった防災計画づくりや防災訓練などを通して、

自助・共助の意識の高まりから地域コミュニティの強化にもつなげていきます。 

 

③防犯効果の高いまちづくりを進めます 

誰もが安全・安心に暮らせるよう、防犯灯の設置や公園・緑地の死角の解消、自主防犯組

織の活動支援などに取り組むことで防犯効果の高いまちづくりの推進を図ります。 

また、住民が集い・交流する場や機会の創出により、地域コミュニティの強化を促進する

ことで地域の防犯意識の向上につなげていきます。 
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安全・安心なまちづくりの方針図 
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4 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。 

 

（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 

小平グリーンロードと市内に点在する公園・緑地・用水路について、道路や歩行者空間を

介した水と緑のネットワークの形成を図り、人々が憩い、楽しむことができる空間として活

用を図ると同時に、市内に生息する貴重な動植物の環境にも配慮します。 

また、玉川上水や市内を巡る用水路を活かした水のネットワーク形成を図ることで、親水

性のあるまちなかの水辺空間の創出を図ります。 

 

②風致地区の緑の保全を図ります 

本市の風致地区内における良好な樹林地や屋敷林などの緑について、引き続き小平市風致

地区条例の適切な運用に基づく良好な風致資源の保全に努めます。 

一方、現状において守るべき風致が認められない場合は、風致地区の指定を解除し他の制

度に移行するなど、適正な緑の確保に向けて見直しの検討を行います。 

 

③空間としての農地の保全を図ります 

市内に点在する農地については、その生産機能のみならず、環境保全や景観的機能など

様々な役割を担う貴重な緑の空間として保全に努めます。 

特に、まちなかの農地は、防災面において重要な避難場所や延焼防止機能としての役割を

担うことから、生産緑地地区の指定などによる保全に努めながら、防災空間として活用する

協定締結への働きかけを行います。 

また、大都市近郊に位置する立地特性も活かした市民農園や観光農業の推進、援農ボラン

ティアによる担い手の仕組みづくりのほか、農業経営基盤の安定化や後継者の育成を図るな

ど「空間としての農地」を維持するための活用方策についても検討していきます。 

 

（2）みどりの「創出」 

①まちなかのみどりの創出を図ります 

公共施設については、敷地内の緑化、建築物の屋上緑化や壁面緑化などに積極的に取り組

みます。民間敷地においても、同様に宅地内の緑化を積極的に支援し、暮らしに潤いややす

らぎの創出を図ると同時に、地球温暖化やヒートアイランド対策としての効果も高めます。 

また、市内を流れる用水路は、市民に「余裕」「やすらぎ」「潤い」「ふれあい」を与えて

くれる貴重な地域資源であることから、水と親しめる整備方策について検討します。 
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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 

未整備の都市計画公園や緑地については、その必要性や財政状況を十分に鑑み、総合的な

判断のもと、適正な整備を進めることとします。 

既に整備済みの公園・緑地については、適切な維持・管理を行うとともに、計画的な更新

によるリニューアルを進めます。 

また、出入口の段差解消など施設のバリアフリー化をはじめ、子育て世代が使いやすい環

境整備など高齢者から子どもまで誰もが利用しやすい公園をめざした、ユニバーサルデザイ

ンへの対応を行います。 

 

③幹線道路沿道の緑化を推進します 

幹線道路は本市の玄関口ともなり得る空間であることから、沿道のまちなみに配慮した道

路緑化を推進し、緑豊かな潤いある道路空間の形成を図ります。 

 

（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 

公園や緑地などの維持・管理については、周辺住民が参加できるような仕組み（アダプト

制度など）を活用し、地域が一体となった維持・管理を進めます。 
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水と緑のまちづくり方針図 
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5 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。 

 

（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 

豊かな自然環境や農地が点在する住宅地については、出来る限り周囲との調和を図りなが

ら、ゆとりの感じることができる良好な住宅地の形成、維持・保全を図ります。 

 

②魅力ある住環境の形成を図ります 

土地区画整理事業や大規模開発事業などが検討されている地区においては、良好な住環境

を形成するとともに、地区計画を活用して将来にわたる住環境の維持を図ります。 

また、既に魅力ある住環境が形成されている地区においても、地区計画や建築協定などの

活用による良好な住環境の維持・保全を図ります。 

 

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 

老朽化が進む住宅団地については、現行法令の遵守はもとより周辺環境に十分に配慮し、

事業者との協議・調整を図りながら適切な建替えを検討すること必要です。 

また、一団地の住宅施設の都市計画が指定されている住宅地の見直しについては、地区計

画などの活用により引き続き良好な住環境の確保に努めます。 

 

④環境に配慮した建築物を誘導します 

市街地再開発事業や土地区画整理事業などの大規模な面的整備などが行われる可能性が

ある地区においては、環境負荷の尐ない資機材の活用や建築物への省エネルギー機器、再生

可能エネルギー設備等の導入など、開発事業者に対して建築物のライフサイクル全体を通じ

たエネルギー消費量の削減に努めるよう働きかけます。 

 

⑤住宅と工場の混在した地域の対応を検討します 

今後、住宅地と工場が混在している地域については、地区計画などの制度を活用し、住

工の調和を図りながら良好な住環境の保全に努めるとともに、工場跡地の土地利用転換に

向けた対策についても検討します。 

⑥空家等の適正管理等を促します 

住宅地における空家等については、所有者などへの適正管理を促し、良好な住環境の形成

に努めます。 
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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 

地域特性に応じた住環境や景観の維持・保全を図るため、地域に対する専門家派遣や助成

制度の活用、また「小平市民等提案型まちづくり条例」の活用を通じて、地域住民主体の住

環境づくり（ルールづくりなど）を支援します。 

 

⑧「循環型まちづくり」を推進します 

  低炭素社会の実現に向け、市民、事業者、市が一体となって省エネルギーを推進していくと

ともに、限りある資源・エネルギーの有効利用を図るため、太陽光発電などの再生可能エネル

ギーの導入促進を図ります。 

  また、循環型社会の実現に向けては、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユー

ス）、再生利用（リサイクル）といった３Ｒの取組みを推進するとともに、ごみ処理やリサ

イクルを安定して適正に行っていきます。 

 

（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 

「小平市福祉のまちづくり条例」に基づき、高齢者や障がい者などが安心・安全・快適に

暮らすことができるよう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 

尐子化・超高齢社会、人口減尐が想定され、地域におけるつながりが希薄になる中、地域

センターや公民館などの公共施設をはじめ、暮らしのなかで住民同士が顔を合わせて、ふれ

あい・交流など地域コミュニティを育む「場づくり」について検討します。 

 

③健康まちづくりを推進します 

  楽しく歩いて移動できるまちにするために、道路や沿道の緑化などの景観、ユニバーサ

ルデザインへの配慮がされた歩行者のための空間を確保し、また公園・広場などには健康

づくりのための遊具を設置するなど、誰もが健康に暮らせるまちの整備を進めます。 

 

④地域包括ケアシステムの構築に向けた配慮をします 

  高齢化のさらなる進行から、一人暮らしの高齢者や要介護等高齢者が増加することを見

込んで、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される、地域包括ケア

システムの構築に向けた配慮をします。 
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良好な住まいづくりの方針図 
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2．マスタープランの見直しの視点 

①超高齢社会・人口減少への対応を示します 

都市としてのストックを活かしながら、高齢者だけでなく子育て世代にも配慮したまちづくりを

進めるほか、市民が愛着と誇りを持ち、来訪者が住んでみたくなるまちづくりの方向性を示す。 

②鉄道駅を活かした都市の方向性を示します 

本市は多くの鉄道駅に恵まれており、小川駅西口や小平駅北口では市街地再開発事業等の動きが

予定されているため、各駅周辺の特性に応じた役割や市全体の都市の方向性を示す。 

③持続可能なまちづくりを推進します 

防災面に配慮した道路ネットワークの整備や都市再開発などの空間整備、自助・共助・公助とい

った防災意識の向上を図りながら、市の特徴を活かした都市づくりの対応を示す。また、低炭素型

社会の実現に向けて、自立分散型エネルギーのまちづくりを推進する。 

④参加と協働のまちづくりを推進します 

自治基本条例や小平市民等提案型まちづくり条例など市民が主体的にまちづくりに関わること

ができる環境を活かし、市民が積極的に関わることができる参加と協働のまちづくりを推進する。 

⑤関連法令・計画等との整合を図ります 

国の地域主権改革による用途地域や風致地区などの決定権限が移譲、まちづくりを巡る国の動向

変化、東京都の「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針（東京都都市計画区域マスタープラン）」

の改定など上位・関連計画等との整合を図る。 

3．まちづくりの理念とめざすまちの将来像 

3-1 まちづくりの理念     3-2 まちの将来像 

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 

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 

3-3 将来都市構造 

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。 

4．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 5 つの「まちづくりの戦略」を設定した。 

“ひと”が中心のまちをつくる 

1 歩きやすく、自転車で走行しやすい空間の形成を進めます 

2 健康・福祉・医療のまちづくりを進めます 

戦略的な施策展開 

○歩行者や自転車のネットワークの整備推進 

○健康・福祉・医療に資する効果的な取組の推進 

新たな“にぎわい”を育むまちをつくる 

1“ にぎわい”が生まれるまちづくりを進めます 

2 「住んでよし 訪れてよし」の観光まちづくりを進めます 

戦略的な施策展開 

○地域特性を活かした産業振興施策の推進 

○「小平市観光まちづくり振興プラン」の実現化に向けた整備推進 

“顔”の見える をまちつくる 

1 鉄道駅ごとの特性に応じた機能集積と交通結節機能の充実を図ります 

2 鉄道駅中心拠点を結ぶ道路・交通ネットワークの充実を図ります  

戦略的な施策展開 

○市街地再開発事業の推進 ○低炭素まちづくりの実現に向けた検討 

○道路・公共交通ネットワークの充実  

みどりを感じる“くらし”のあるまちをつくる 

1 小平らしい「風景」を活かしたネットワークの構築を進めます 

2 小平らしい「風景」を活かした景観まちづくりを進めます 

戦略的な施策展開 

○歴史や原風景を感じることができる空間整備の検討 

○用途地域・風致地区の戦略的な運用 

市民の“ちから”でまちをつくる 

市民主体のまちづくりを進めます 

戦略的な施策展開 

○市民が主体となって魅力を高めるまちづくり 

1．都市計画マスタープランとは 

1-1 目的 

 現行の都市計画マスタープランは平成 19 年（2007 年）3 月に改定し、目標年次は平成 28

年度となっている。 

 本市における尐子・高齢化の進展や人口減尐などの社会経済状況の変化、都市構造の移り変

わり、国や東京都などの新たな動向などに対応していく必要がある。 

 「小平市民等提案型まちづくり条例」の施行により、市民、事業者、市による参加と協働の

まちづくりを一層推進していく必要がある。 

 以上のことから、都市計画マスタープランにあるまちづくりの理念は継承しつつ、めざすべ

き将来都市像の実現に向けた取組みを一層推進することを目的に都市計画マスタープランの

見直しを行う。 

1-2 役割 

（1）将来の都市像などの都市計画に関する方針などを市民などにわかりやすく示します。 

（2）土地利用の規制・誘導や都市基盤の整備、市街地開発事業などの都市計画を定める際の、基

本的な指針となります。 

（3）土地利用や都市基盤などの都市計画だけでなく、健康・福祉、防災、産業、自然環境、コミ

ュニティなど、まちづくりに関するさまざまな分野についても相互の整合を図り、まちづく

りを一体として考えます。 

（4）前都市計画マスタープランの策定を契機として施行された「小平市民等提案型まちづくり

条例」活用の推進に向けて、本市の将来像や進むべきまちづくりの実現について、市民・事

業者・市の協働による多様な主体によるまちづくりを進めるための指針となります。 

1-3 目標年次 

（1）具体的な目標年次  平成 29 年度から平成 38 年度の 10 ヵ年 

（2）長期的な目標年次  最終目標年次は定めない 

都市ＭＰ見直し検討委員会 資料 4  
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5．まちづくりの整備方針＜部門別＞ 
 

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 

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 

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 

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 

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 

土地利用方針図 

交通ネットワーク方針図 



 地域別構想 

小平市都市計画マスタープラン地域別構想の役割及び地域割の考え方について（案） 

 1 現行マスタープランの地域別構想に関する課題 

(1)地域割（ゾーニング）に関する課題 

  ①地域区分（地域割）と町丁の境界が一致していないため、地域区分の明確なエリアが特定できない。その

ため、地域区分ごとに人口等のデータが算出できない。 

 ②各駅の駅勢圏で地域区分を構成しているが、市民の実際の生活圏と異なっている部分がある。 

  ③各駅は、役割、機能集約、乗降客数等が大きく異なるため、整備方針は駅ごとに等しくならない。 

(2)地域別構想の役割に関する課題 

①地域別構想は、全体構想の内容を 7 つの各駅周辺地区に則して描くことで、個々の地域の将来像を明らか

にし、地域に密着したまちづくりを行うための指針としてきた。しかし、各駅周辺の機能集積や整備状況

には差があり、また各地区の範囲が狭いことから、それぞれの違いを出しにくくなっている。 

②マスタープランの実現のためには、市民が主体となって、市と協働してまちづくりを推進することが重要

であるとしているが、地区まちづくりを進めるためのプロセスの周知や自分が住むまちに関する情報の不

足などの課題があると考えられる。 

2 改定マスタープランの地域割（ゾーニング）の考え方 

 (1)本マスタープランの地域割の考え方 

①市民生活と密接に関わる「まとまり」で考える 

地域区分は市民生活と密接に関わる一定の「まとまり」として捉える必要があるため、以下の点を考慮する

ことが望ましい。 

1) 地域コミュニティが認識できる「まとまり」  

⇒ 小学校区、中学校区、町丁、自治会 など 

2) 高齢になっても地域で支え合うことができる「まとまり」 

⇒ 現在の地域包括支援センターを中心とした高齢者の日常生活圏域 

3) 平成 27 年度市民アンケート調査結果による市民の生活行動 

⇒ 買い物の購入先、よく使う駅 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②鉄道駅を中心とした利便性を享受できる「まとまり」で考える 

これまでの「鉄道駅を中心とした生活圏の形成」を踏襲する一方、全体構想において、「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・連携しあうことで利便性の高いまちを形成する」と

しているため、一定の広がりのなかで考える「まとまり」が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 改定マスタープランの地域別構想の役割 

小平市都市計画マスタープラン改定に伴い、今回の地域別構想は次の 3 つの役割を担うものとする。 

(1)地区まちづくりを検討していく上でのベースとなる地域ごとの大きな方向性を示す。 

(2)今後、戦略的に取り組む地区の具体のまちづくりの進め方を示す。（大きな変化のあるまちの方向性） 

(3)市民主体の地区まちづくりを推進するための考え方を示す。（市民主体のまちづくりの意識啓発） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市民アンケート結果の地域ごとの最

寄駅の状況等も考慮している。 
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1 地域ごとのまちづくりの大きな方向性 

⇒地区まちづくりの検討にあたっての視点や方向性を示す（地域の資源紹介、「土地利

用」「都市基盤整備」の考え方など） 

2 戦略的に取り組む地区の具体のまちづくりの進め方 

⇒小川駅周辺、小平駅周辺など具体的なまちづくりの動きがある地区における整備、誘

導の考え方など 

3 市民主体の地区まちづくりを推進するための考え方 

⇒自治基本条例や提案型まちづくり条例の活用促進、市民主体の推進のステップ（プロ

セス）の紹介など 

小学校区 中学校区 現在の地域包括支援センターを中心とした 

高齢者の日常生活圏域 

地域別構想の構成案 

地域割（ゾーニング）案 

2 の「地区」 

3 の「地区」 

「地域」・「地区」の大きさイメージ 

1 の「地域」 地 域 

地 区 

地区 



 

2 戦略的に取り組む地区の具体のまちづくりの進め方 

2-1 小川駅周辺地域 

  …再開発や都市計画道路整備を契機とした拠点性を高めるまちづくりに関して 

【例：小川駅前周辺地区まちづくりビジョン】 

2-2 小平駅周辺地域 

  …再開発や都市計画道路整備を契機とした拠点性を高めるまちづくりに関して 

2-3 花小金井駅周辺地域 

  …小平都市計画道路 3・3・3 号線の整備を見据えた沿道土地利用について 

 

 

 

 

【現行】 

 本市は、市内の 7つの駅及び近隣の 2つの駅の周辺を中心に、商業・業務機能の強化、文化施

設の整備、公共交通機能の整備を進めています。 

 小平市都市計画マスタープランの地域別構想は、核である駅を中心に考え、各駅の駅勢圏で地

域を構成しています。ただし、新小平駅及び青梅街道駅は近接しているため、これらを一体の一

つの地域とする一方で、東大和市駅は近接市の駅ではありますが駅南側が小平市域であり、中島

町周辺の交通拠点となっていることから地域としてとらえ、以下に示す 7つの地域としています。 

 

 

構 成 

 

《地域別構想》 

 

1 小川駅周辺地区 

（1）小川駅周辺地区の特性及び課題 

（2）小川駅周辺地区の目標 

（3）小川駅周辺地区の整備方針 

①土地利用 

②道路交通ネットワーク 

③防災・防犯のまちづくり 

④水と緑と公園 

⑤住宅・住環境 

⑥個性あるまちづくり 

2 花小金井駅周辺地区 

3 小平駅周辺地区 

4 鷹の台駅周辺地区 

5 一橋学園駅周辺地区 

6 新小平駅・青梅街道駅周辺地区 

7 東大和市駅周辺地区 

 
 
 
 

《実現化に向けて》 

 連携と協働のまちづくり 

 

 

 

【見直し案】 

 現行マスタープランでは、7 つの駅周辺地区ごとに、地域の特性及び課題、目標とテーマ、整備方針と将来イメージ

を等しくとらえていました。しかし、駅を中心とした生活圏域における都市機能の集積には差があり、また今後 10年の

動向を鑑みても、7つの駅周辺地区ごとに等しく考えることは難しいと考えます。 

 そのため、7 つの鉄道駅を拠点とする考え方は踏襲しつつ、町丁、コミュニティの中心である小学校区・中学校区、

現在の地域包括支援センターを中心とした高齢者の日常生活圏域、市民アンケート調査結果から考えられる生活行動を

合わせて検証した結果、市域が大きく 3つの地域に区分されました。 

 西地域、中央地域、東地域の 3 つの地域は、小川駅と小平駅、既に整備がされている花小金井駅が、それぞれ分かれ

て各地域に収まっており、この 3地域を基本として、地域別構想により検討を進めることを提案します。 

 構成のイメージは以下のとおりです。 

 

構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市ＭP 見直し検討委員会 資料 5 

平成２７年３月１０日  

3 市民主体の地区まちづくりを推進するための考え方 

3-1 小平市自治基本条例、小平市民等提案型まちづくり条例の活用 

…市民主体のまちづくりを展開するために進めてきた取組等を紹介し、今後の活用を促す。 

3-2 市民と行政による地区まちづくりの推進 

…具体的な地区まちづくりの進め方（プロセス）を紹介（最終的には地区まちづくりルールや地区計画へ） 

1 地域ごとの大きなまちづくりの方向性 

1-1 西地域  

◎小川駅周辺地域 

 ○鷹の台駅周辺地域 

  ○東大和市駅周辺地域 

1-2 中央地域 

 ◎小平駅周辺地域 

  ○青梅街道駅・新小平駅周辺地域 

  ○一橋学園駅周辺地域 

1-3 東地域 

◎花小金井駅周辺地域 

現行都市計画マスタープランの「分野別方針」

の項目を駅周辺地区ごとに細分化して記載し

ている。 

地域の特色の紹介、それを踏まえた大きな

まちづくりの方向性について駅周辺を基軸

に記載 

今後 10 年間で大きな展開が見込まれるま

ちの動向（市街地開発や道路整備等）を

踏まえたまちづくりの進め方について記載 

市民主体（地区レベル）のまちづくりを推

進する上での基本的な考え方等を記載 

小平市都市計画マスタープラン 地域別構想 構成見直し案 

「1-1 西地域」の特性（例）  

(1)地域の変化 

小川駅西口市街地再開発事業(小川駅) 

小平都市計画道路 3・2・8号線整備(小川駅、鷹の台駅) 

小平都市計画道路 3・4・10号線整備(小川駅)   など 

(2)地域の特性 

短冊状農地、用水路、公園などの「みどり」(鷹の台駅、東大和市駅) 

大企業の立地(小川駅) 

多くの大学の立地(鷹の台駅)   など 
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