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小平市都市計画マスタープラン改定中間まとめに関する意見について（概要） 

 

意見募集期間 平成２８年３月２５日（金）から平成２８年４月２５日（月）まで 

応 募 件 数 ２８件（男性 １４件／女性 １０件／無記名 ４件） 

番号 意見等 

１ ・Ｐ１７の（３）近隣市の主な動向欄に５つの核都市名、７つの生活拠点の市名を掲示してはどうか。 

・Ｐ５７良好な住まいづくりの方針図内の「小平駅北口地区再開発事業」として表記されている。平

成２７年９月に準備組合が設立されたが、組合設立まで何年かかるか不明確な状況にある。表示す

るのは時期尚早だと思う。 

２ ・予算や事業の時期などがないので、実効性が気になる。 

・予育て世代に向けては、保育施設等、ハード面やソフト面に関する方針がはっきり示されていない。 

３ ・各自治体で、「高齢者対策」は充実している印象だが、都市（国）の未来にとっては若者、育児世代

への手厚い施策がこれから先は重要になってくる。高齢者のついで(・・・)みたいな扱いを『育児対

策』は受けることが多い。 

・「観光」と「良好な住宅環境」の両立は難しいのではないか。観光地としての発展は望まない。それ

よりは住環境を優先し、“訪れてたのしい“程度。例えば、幹線道路沿いにはおもしろい店や大型店、

公園があるとここちよい。 

・移動の快適さ（近隣の市も含めて）は重要。車、自転車、徒歩、バスなど“ひと”が中心のまちは

良いと思う。 

４ ・幹線道路の新設について、未完成区間については整備が進んでいる地域に限定し、道路の新設につ

いては再検討の余地はないか。現行道路の拡充（高齢者が歩きやすい生活道路の確保等）こそ優先

すべき。 

・生活道路について、道路が狭いのに加え、歩道が狭いので危険である。 

・土地利用について、住宅地、商業地等の区別が厳格すぎる。駅周辺、生活道路周辺で高層住宅の拡

大、コンパクトな街作りがあってもいいと思う。 

５ ・今在住している方々の事を第一に考えていくのか、小平市の住民を増やし、他の地域からも来てい

ただき、町に活気を作り商店も活気が出る様にする事が目標なのか、いまだに先が見えてこない。 

・保育園を増やし安心して若い人たちが移住して潤い、活気が出ている所や小さな村でもいろいろな

特長を出し成功している所がたくさんあるので、緑とか、災害に強いなどは、インパクトが小さく

思える。 

６ ・目標は全体的に素晴しいと思う。このような町になれるよう、市民である私も協力したい。 

・一橋学園駅周辺に住んでいるが、あまりにも何もないと思う。空地だった所が駐車場になったり、

整体になったりと尐し若者世代には合わないと思う。 

・みんながいい“かお”になるには、まず人と人との関わりがもっとしやすいような環境を作ったほ

うがよい。 

・まちのＰＲは「小平市といえばコレ！」となるようなものを見つけ、それを全面に押し出した方が

よい。もっとオリジナリティ溢れる、他の市のマネなどはしないでほしい。 

７ １）｢マスタープラン｣の背景 

都市計画マスタープラン改定 中間まとめの第一の背景は、｢環境保全からの発想｣、第二に｢地域産

業振興からの発想｣、第三に｢開発(まちづくり)の発想｣の三つ流れがあります。 

２）住居環境からの｢都市計画｣の発想 
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第一の流れは、小平市の都市計画の中でも居住環境、すなわち日常の住まいの延長上に暮らす舞台

としての「まち」と位置づけし、居住環境の保全と改善を主たるテーマとすることです。したがって、

改定取り組みのテーマを限定して、「福祉のまちづくり」や「防災・環境・都市整備」などまちづくり

に、その主体が小平市に暮らす住民であることは明らかであり、住民参加が重要な手法で主体的な運

動として展開していきます。小平市「都市計画マスタープラン」は都市空間の土地利用を意味するも

のだったが、近年は、環境問題や道路・交通、産業、公共施設等への関心への高まりから、小平市の

行政一般へと拡大しています。 

３）「都市計画」と「まちづくり」の発想 

都市計画は、地域で暮らしを営む人々が、地域（小平市）固有の社会関係資本を活かして、地域社

会に立脚した豊かな生活を追究する活動とその改定プランです。 

４）都市計画の役割と変化 

従来からの都市計画や地域計画は、小平市の目的・役割、戦略や部門別改定の視点等を前提として

重要な政策一つとして位置づけられています。都市計画は、小平市の人口フレームや産業・経済的需

要等に基づいた計画フレームへの転換を更に進めていくことです。都市・地域間の行政運営力「ソフ

ト・ハード」の維持向上をめざしつつも、文化・環境等などの継承を目指した戦略を市民に提示し施

策を展開することです。 

具体的テーマ  

○地域ニーズ、活力、アイデアを吸い上げ、地域環境整備の充実に活用する。 

○住民、行政、企業者 三者の都市計画改善に向けた建設的なパートナーシップの実現。・・・・・・・・・・

※協働・共生、創生の推進 

○建設的なパートナーシップとの連携・・※まちづくり協議会、ＮＰＯ 

５）都市計画改定の中間まとめ  

小平市都市計画の目標像は、住民や企業の要求に基づいた「安全で快適」な都市生活の効率的な都

市活動の将来像です。それは、小平という都市のあり方、理念、将来における人口・産業・土地利用

などの規模や構成・構造、住民や企業に対して保障すべき都市生活・都市活動の水準などです。 

ポイント  

○「都市計画」まちづくりの視点とその発想。 

○小平市の居住環境からのマスタープランの発想。 

○地域振興戦略からのマスタープランの発想。 

※シャッター通り商店街などの対策を、行政と地域社会全体での取り組み。 

○新規開発事業からの都市計画プランの発想。 

※道路・公園・公共施設などの都市基盤。 

これらは、地方自治体の憲章である地方自治法の基本構想や基本計画の総合計画です。都市計画法

で、都市計画は「当該市町村の建設に関する基本構想に即し」・・・定められており、具体的な都市空

間（※都市計画プラン）の将来像として描かれており、これがいわゆる「都市計画のマスタープラン」

です。 

 

都市計画の創造的イノベーション  

都市計画の政策決定において重視されるべきなのは、それが住民の福祉の向上に具体的結びつく政

策課題であるかどうかであり、その効果・効率性という観点から適切に評価されるべきです。もちろ

ん、「イノベーション」はそれ自体、小平市の組織活力のバロメーターであり、ひいてはよき住民サー
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ビスへと導くことになります。 

①小平市をめぐる環境の変化と、それに対応する方向性。 

②小平市（行政）のあるべき将来像。 

③実現するために考えられる改訂策。 

 

計画の手順・ステップ…「PDCA」サイクル  

１）小平市に住まい働く人、あるいはそこで活動する企業の要求にもとづいて、都市生活・都市活動

の目標をたてる。 

○ともに育ちあい、学びあう文化の高いまち・・・こだいら。 

２）都市生活・都市活動を実現し得る「こだいら」という都市空間像を想定し計画「プラン」つくり

をする。 

○安全で、環境にやさしい快適なまち・・・こだいら。 

３）都市づくりを想定した都市空間像へ向かって、都市つくりを進め、改定プランとの関係をきちん

と考える。 

○市民が交流し、さまざまな価値と活力がうまれるまち・・・こだいら。 

４）都市計画プラン（の目標・意図）に沿って、小平の都市空間を運営する。 

○分権型社会に対応し、接続可能なまち・・・こだいら。 

５）計画マスタープランがその目標・意図が予定通り進んでいるか、効果をあげているかなど評価を

行い、進行管理をする。 

○「ＰＤＣＡ」サイクルとイノベーションの推進。 

最後に、小平市の「プチ田舎」の創生戦略にも関連することであり、目指す都市の基本的な将来像

を市民に分かりやすく示すことが必要です。小平市「都市計画マスタープラン」の視点としては、ま

ちづくりの将来像を踏まえ、例えば、にぎわいとやすらぎの都市［こだいら］を目指し、プチ田舎と

の関係性（方向性）は何なのかをわかりやすく具体的に市民、関係者に示すことです。 

◆市民は、次のような目線で「都市計画」の改定プランを望んでいます。 

○１）自然環境が良い。２）公共施設などが整備されているか。３）交通と買い物の便が良いか。４）

医療・福祉施設の充実。5）歴史・文化の愛着。6）地産地消や住宅、家族等との関係等などです。 

※これらについては、公共施設等の総合的かつ計画的な運用・・・複合化・・・多機能化型のマネジ

メントの推進と、市民に親しめる市政を望んでいます。 

まちづくりの基本ビジョン 

①子ども（児童・生徒）の成長に合わせた、小平市の未来をひらく文化芸術都市の推進。 

②日常の安全確保と災害への備え対策。都市環境の整備と自然環境の保全。 

③小平市の都市機能の集積を生かした、持続可能なまちづくり。 

※プチ田舎・・・人が集まり交流する魅力づくり。 

④安心した生活を支える、セーフティネットの充実した都市づくり。 

⑤効率的・効果的な小平市の都市計画（行政運営）の推進。 

８ ・土地利用の方針について、４半世紀程度を見据えて、小平市は住宅地をめざすのか、農業地・工業

地をめざすのかといった、全体像を目標に掲げておく必要があると思う。 

・道路・公共交通ネットワーク等の整備方針について、道路網形成という課題に対しては、どうして

も道路整備（ハード面）が第一にあがりやすいが、これからは人口減、現に起こっている車離れな

ども考慮すると、もはや限られた土地で、しかも大部分が開発済みの市内地域のことを考えると、
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ハード面の整備（無論、道路の拡幅とか可能であればしてもらいたいが）より、ネットワーク、公

共交通の運行をどうするかといったソフト面に重点を置いて検討してほしい。 

・水と緑のまちづくりの方針／良好な住まいづくりの方針について、（２）の①まちなかの緑の創出に

あたっては、商業地域、住宅地域にかかわらず、一定面積に対して一定の緑を確保するといった義

務を、その土地の保有者（建物の建築主）にもたせるような条例があるとよいと思う。また、住宅

規模については、建設規模を一定の基準以上に保つよう規制してほしい。アパートなどの共同住宅

は、今は突然戸建て住宅地区にアパートができたりするので、それまでの街の雰囲気を維持できな

くなるケースもある。こうした点でも、一定の規制によって、一居住者あたりの専有面積があまり

に小さいものは、建築できないようにすべきではないか。 

・街の魅力の一つに食がある。例えば、市のにぎわい創出事業の一環として、玉川上水沿いにある風

致林の一画におしゃれなレストランを誘致するなど、方法はあると思う。 

・鉄道駅ごとの都市計画のなかで、市街地再開発事業の推進とあるが、駅前だから高いビルを建てて

利用効率を上げるといった、考え方は排除してほしい。箱物をつくって都市計画を推進したという

ことにはしてほしくない。小平市が住宅地を目指すというのであれば、ごく低層の建物（たとえそ

れが商業用であっても）で街全体をつくっていくことは、住民にとっては高層ビルからくる圧迫感

もなく、自然な心地よさを感じられる。 

９ 今後年を重ねると運転の不安などあるため、中島町にコミュニティバス（にじバス）の運行を検討

しほしい。 

１０ ・何十年も前から計画されている、未着工の計画道路については、計画の要否の再検討を要望したい。

道路が新設されることで、その地域のコミュニティーが道路で分断されてしまい、必ずしも住みや

すくなるとは限らない。又、玉川上水などの貴重な緑地を維持せず、道路にしてしまう計画も見受

けられ、マスタープランのどこを重視しているのか、整合性が図られておらず、部分的に相反する

プランに思える。 

・新小平駅へのアクセス改善として西武線各駅とを結ぶ交通手段を充実してほしい。 

・企業所有跡地に大規模高層住宅が多くなっているが、景観だけでなく、交通量の増加、風況の変化

（ビル風）、日照への影響などあり、住環境が悪化していることが多い。 

１１ 小川駅西口、小平駅北口の再開発と、計画道路の進展に一番関心がある。駅は多いものの、駅につ

ながる道幅がせまく、渋滞・踏切等、今の状態では、交通（バス）が不便で、公共施設に行く為の路

線がない。又、２０年先の人口減尐を見据えた場合、建売住宅の売れ残りが、現在すでにたくさんあ

る。３０代、４０代の人をターゲットにしているものの、面積が小さ過ぎたり、似たり寄ったりの建

て売り、又、マンション計画で住宅供給が過剰になってきている。今の小平は、道路計画を一番に考

えた方がよいかと考えている。公共施設の建て替え、保育園の増設等もあるが、いずれ、障害者施設

への転換を考えれば、解決の方向に向かえるかと思います。 

１２ [全体構成について]－１ 

・構成が未整理なせいか、繰り返しも多く、大変読みづらく、分りにくい。 

・今回、新しくまちづくりの戦略ということが加えられたが、これは新しい切り口として大変面白い

と思う。しかし、この扱い方が構成を複雑、煩雑にしている。第２章の戦略に基づく取り組みは省

いて、第３章(第２章となる)まちづくり整備方針〈部門別〉に入れてはどうか。 

[全体構成について]－２ 

・今回のマスタープランでは、戦略、戦略的な施策展開、整備方針となっている。戦略とは、大局的

な計画や方法を表す語であるから、方針とまぎらわしい。どちらかの語に使用を締ったほうが良い
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のでは。 

・前回では方針までで、施策については余り触れられていないが、今回施策の項目が設けられたのは

とても良いと思う。一歩踏み込んだ施策の記述を示してほしい。（例え実現しなくても計画なので仕

方がない。） 

・今回はマスタープランの主題である[第３部全体構想と実現に至る取組み]に至るまでに２４Ｐが当て

られている。前回は１４Ｐである。はじめにの状況分析、課題、見直しの視点は、前回くらいに簡

潔にまとめた方が良いのではないか。 

 

｢小平市都市計画マスタープランとは｣Ｐ１～Ｐ３について 

・前回のマスタープラン(平成１９年)では、｢マスタープランとは…（上位計画）…に基きながら、市

民の意向を反映して行う将来像とその実現までの道筋を示すものです。…今後の市民や事業者によ

るまちづくりへの指導誘導の指針となるものであり、また、国や公共機関に対しては、市のまちづ

くりの基本的な考えを示すことにより、理解と協力を得るためのプランであるという２つの側面を

持つものです。」とある。今回のマスタープランでは、上記の２つの側面の後者が入っていない。こ

の文言は市民に一番近い自治体であり、町の事情を一番よく知っている市が果すべき重要な役割な

ので、必ず今回も「マスタープランとは」の役割の項に記述してほしい。 

 

[マスタープランのもう一つのコンセプトについて] 

・まちづくりを取り巻く状況について、尐子高齢化、人口減尐時代のまちづくりの必要を柱の一つに

すえているが、そのようなまちをつくる空間的な取組み、方針が今回のプランでは不十分に思える。

近隣の住宅が空家になったり、売られて細分化された敷地に建て売りが建つ。緑が多かった敷地は、

駐車場のコンクリートで固められた緑のない宅地に変わる。一方良いこともある。子供のいる若い

家族が増えることである。 

・申出や、登録の相談を義務化する制度をつくれないものか。都市計画課が事前に土地の動きを知っ

ていれば、多様なケースに対応して地区の都市計画に生かす手法をいくつか用意しておけばよい。

都市の拠点や都市軸が不要とは言わないが、長年かかってできないものは今から造るのは難しいし、

無駄かもしれない。高齢者や子育て世代にほんとうに必要なのは、安心、安全で潤いのある豊かな

暮らしを可能にするほんの小さな範囲の近隣である。 

 

[市民提案型まちづくり制度について] 

・他人の土地のこと、他人の財産のことに係わることに同じ町内の者が口を出したり、介入すること

はこの国では一般的には出来ない。市民は同じ地区に住む隣人であると同時、時には利害の対立者

である。それ故、まちづくり計画をつくるのは市の専門家が当たるべきである。近隣の皆が例えば

市から同じ情報を得ることが重要だ。都市計画、まちづくり計画はあくまで市がつくるものである。

しかし、市民にも意向を主張する権利がある。市民と市民、市民と市(行政)が熟議を重ね、やっと到

達するのが地区計画や都市計画なのである。 

 

[連携と共働のまちづくりについて] 

・前のマスタープランには、連携と共働のまちづくりについてという項目があるが、今回も是非入れ

てほしい。このようなことが実現するには、まず市は情報開示、周知を徹底してほしい。影響があ

るとか、関係する住民には、市報だけでなく、直接のヒアリングをするなどの情報提供をすること
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が必要だと思う。 

１３ ・現存の地域資源を活用するだけでなく、新しい地域資源を創造する必要があると思う。例えば、「あ

かしあ通りグリーンロード化基本計画」の外に、沿道の緑化、沿道の公園との緑のネットワーク化。

マルシェができる広場を設ける。樹木保存基金を作り、青梅街道駅となかまちテラスを緑で繋げる。

空家、空店舗を借りて、地域コミュニティの場とする。空家、空地を市民菜園として借り上げる。

鎌倉第１公園北の市の土地を農業公園等に活用する。都市農業振興基本法から小平ができそうなこ

とを拾う。などの具体的な提案を載せてほしい。 

・「まちづくりの理念」として、「みんながまちづくりに参加でき、みんなが誇りを持って、笑顔で暮

らせるまち。そして、ずっと住み続けたいと思うまち」と提案したい。 

・地域別構想の区分けについて、旧新田の区割りで分けてはどうか。 

・小平市民等提案型まちづくり条例の具体例を掲載してほしい。 

１４ ・道路整備に関して、「①超高齢社会・人口減尐への対応を示します。」とあるが、幹線道路重視のプ

ランではないか。超高齢社会に向けて、生活道路の歩車分離・自転車走行空間整備に重点を置いて

ほしい。また、都市計画道路小平３・２・８号線に関する訴訟の動向は把握しているのか。計画の

根拠となった交通予測は怪しいので、その点を踏まえてほしい。 

・農地の保全に関して、小平市は、以前は「農あるまちづくり」を、近年は「プチ田舎」を謳い文句

にしている。農地を分断し宅地化を促進する計画道路を安易に受け入れるマスタープランは、市民

の主体のまちづくりからは生れるはずがない。市民アンケートの結果を尊重してほしい。 

１５ 普段、車や自転車で走っていて道が狭いとは思っているが、新しい道路の建設には反対である。整

備予定地にかかる場所は公園と名のつくもの以外にも空き地や子どもの遊び場所が実に多いのであ

る。道が狭い＝整備とは考えられない。今ある環境下での対策を小平市は考えたことがあるのか。こ

のマスタープランはいいことだけを言っていて、それによる市民が失うものについては提示していな

い。 

１６  市民参加、協働についても触れられているが、どの段階から市民の積極的な参加、協働を求めてい

るのかをもう尐し焦点を絞った言い方でもいいのではないか。早期の計画段階からの実効性のある市

民の参加を可能とする仕組み、制度にするなど、もう尐し踏み込んだ表現にしてもいいのではないか。 

１７ 小平駅北口の再開発にかかる地権者の一人である。再開発などしてほしくない。しかし。駅前でも

あり、開発がいずれあることは承知してもいる。だからこそ、どれだけきちんとしたビジョンを持っ

てこの場所を開発するのか、しっかりと知り、納得もしたいと思う。マスタープランを読むと、「鉄道

駅中心拠点」「買い物などの利便性を確保した」「にぎわいの拠点」などと記されていたが、単なる商

業施設の寄せ集めのようなものは、まったく良いと思わない。「買い物」より「文化」に重きをおいて

ほしいし、近くにあるグリーンロードの緑と調和するような環境を保ってほしい。商業施設より、市

民が気軽に日常的に文化に触れられる施設や、行政とつながる公共施設が近くにあったらと思う。小

平は「にぎわい」より「やすらぎ」が似合う街だ。 

１８ 近隣市が「廃止も見据えて検討する」「整備を留保」など、独自の課題について都市計画マスタープ

ランの地域別構想に書き込んでいるのに比べると、小平市は消極的にすぎるのではないか。小平市は

史跡玉川上水を含むグリーンロードを地域資源としているが、守るべき環境と認識しているのか。玉

川上水を含むグリーンロードは小平市を特徴づける重要な地域資源であり、それが道路でとぎれとぎ

れになるようでは、魅力は失われる。歩けるグリーンロードの環境を維持する姿勢を都市計画マスタ

ープランに盛り込んでほしい。 

１９ 無作為抽出アンケートを見ると、既存の道路の整備や歩道、自転車道について、問題を感じている
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人が多いことがわかる。人口が減尐する時代に、新しい道路計画を作ることよりも、今ある道路をよ

りよく整備することの方が合理的だと感じる。こうした既存の道路を活かして使いやすくし、今ある

商店街、住環境、自然環境をできるだけつぶさないまちづくりは、市民と情報を共有し、一緒に解決

方法を探す中で可能になるのではないか。 

２０ 小平駅や小川駅の再開発について、駅前はそこに住む人だけの空間ではないし、税金も投入される。

どのくらいの税金が投入されるのか。メンテナンスなどの経費はどのくらいになるのか。情報や説明、

周知が足りない。建設費用が高騰して延期（小川駅）とあるが、都市計画マスタープラン見直しの過

程で、十分に情報提供して、議論して、市民の意見を反映させることはできないのか。公共施設マネ

ジメントについての市の取り組みを見ても、これからはどこにでもあるようなビルを建ててまちおこ

しという時代ではなく、地域の住民に情報を開き、一緒に考えてよりよい解決策を探っていくべきな

のではないか。 

２１ マスタープラン概要からは、とても尐子高齢化に対応しているとは考えられない。人が減って高齢

化していく中でこのような道路開発、商業施設とマンションなどを組み合わせた駅前開発がその後の

「核」となって賑わいが出るとは思えない。これは東村山西口再開発などを見ても明らか。小川駅、

小平駅北口など再開発の必要はない。また３・３・３号線の道路も 800 戸以上の住宅や小学校にかか

っている状況であり、五日市街道、青梅街道が並行して走っており十分に道路はあるので整備する必

要はない。道路にせよ、商業施設にせよ、維持費がかかる。ここにも尐子高齢化に対する対応が出来

ているとは思えない。 

２２ ・「水と緑の軸」の一つとして、「小平３・２・８号線／府中街道」を位置づけているが、小平３・２・

８号線は、市内に残された貴重な緑空間としての雑木林を削り、玉川上水を３６m 幅で分断して建

設するもので、「水と緑の軸」というのはふさわしくないと思う。 

・Ｐ２９の図で、「小平３・２・８号線／府中街道」は、「水と緑の軸」とはされていないようだ。 

・Ｐ３０「まちの誇りである小平のみどり」の代表である玉川上水を保全するための施策を具体的に

打ち出してほしい。玉川上水を分断する巨大な道路の建設は、玉川上水の保全と矛盾する。 

・Ｐ３１「小平３・２・８号線」など４車線の大きな道路の建設は、「コンパクトで歩いて暮らせる都

市」とも矛盾する。 

・Ｐ３２「マスタープランの見直しの視点」の一つとして、「関連法令・計画との整合」を図る、とあ

るが、「マスタープラン」の方向性と矛盾する「関連法令・計画」は改正する、という姿勢で取り組

んでほしい。 

・Ｐ３６「玉川上水・・などの水と緑のネットワーク」を活かすことと、「幹線道路などの景観整備」

は矛盾する場合があるのではないか。その場合に、どちらを優先するのかが不明確。 

・Ｐ３７「都市農業・農地の保全・活用」のために具体的にどのように取り組んでいくのかがわから

ない。 

・Ｐ３７「生息する多様な動植物」を保全するための具体的な施策はあるのか。 

・Ｐ３９「地区計画制度」は具体的にどのように使えるのかがわかりにくい。 

・Ｐ４０「５つの方針」が書かれているが、それぞれの方針がぶつかる場合に、どう調整していくの

かについての方針が重要だと思う。 

・Ｐ５１ 府中街道は「東京都緊急道路障害物除去路線」および「特定緊急輸送道路」に指定されて

いるようだが、指定は具体的にどのような意味をもつのか。 

・Ｐ５４「小平３・２・８号線」は「水と緑のネットワーク」にふさわしいとは思えない。 

２３ ・マスタープランに、小平市と東京都は対等の立場で計画することを謳ってほしい。更に、小平市と
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東京都との方針が異なる場合、どのような行動をとるのか教えてほしい。 

・都市計画における参加と協働は具体的にどのような施策を計画しているのか。 

・「質の高い計画的な住宅地の整備」、「緑地や農地の保全と活用」とは、具体的にどのような対策か。 

・全体にハード面の姿を記していますが、人の姿、生活の姿が見えない。 

・平成１８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」のための「まちづく

り会議」で提言した「こだいら市民提言書」に、『施策というものは時の流れと共に変わってこそ生

きるのである。一度策定されたものは変えられないという今日までの行政のあり方が、市民や住民

との摩擦の根源になってきた。市民のため、住民のためのまちづくりには、市民・住民の意向が十

分反映されなければ決して良いまちづくりは実現しない。』そして『市民と市との協働、市民参加の

まちづくりの推進』を提言の第一に掲げている。４つのグループのうち C まちグループでは、テー

マ１：夢と希望のあるワクワクするまち・こだいら市、テーマ２：都市計画、テーマ３：景観・街

並み、テーマ４：交通、テーマ５：コミュニティバス、テーマ６：グリーンロードの魅力アップと

活性化、テーマ７：IT 活用として、具体的な提言を行っている。再度、審議会に提出してほしい。 

・「高齢者や子育て世代などが安心できる生活」とあるが、例えば子育てに関して、駅周辺の空き家を

利用して保育所を増設するなど、ソフト面での具体的な施策を提示してほしい。 

・「住民の合意形成を図りながら」とあるが、合意形成のための具体的な手順を示してほしい。 

・都市計画マスタープランは理念であると聞いたが、具体的な施策のない理念だけの計画に意味があ

るのかわからない。 

２４ 1 小平グリーンロードと小平３・３・３号線の交差部について 

 小平グリーンロードは、「骨格とした豊かな水と緑」として、Ｐ２０、Ｐ２１に特徴と課題があげら

れている。小平３・３・３号線と多摩湖自転車道部分の小平グリーンロードの交差部分は、都市計画

図を見ると２００ｍ以上、斜めに重なっている。小平３・３・３号線は、「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ということでうたってございますから、これは東京都が施行

主体となっていきますので、市としてはその整備を見守っていく」という認識を小平市都市計画マス

タープラン全体構想特別委員会で示されている。しかしながら、豊かな水と緑の骨格である小平グリ

ーンロードとの交差部が長いことは問題であり、施行を工夫して、交差部を最小にするなど、東京都

と調整をはかるのは小平市の仕事だと認識している。例えば、小平３・３・３号線のルートを南西側

に尐し移動して、交差部をグリーンロードと垂直にする。あるいは、グリーンロードを南西に移動し

て、交差を最小にするなどの対応が考えられる。Ｐ２１の【まちづくりの課題】に「小平３・３・３

と、グリーンロードとの交差部分については事業化の際に、整備のあり方を検討する」と追記するよ

う検討してほしい。 

2 小川駅西口の再開発、高度化について 

 小川駅西口の再開発について、Ｐ３３、Ｐ４２に高度化が前提になっている。Ｈ１９年の小平市都

市計画マスタープランでは、小川駅西口の再開発については触れているが、小川駅西口の高度化には

触れていない。小川駅前周辺の６つの自治会、４つの商店会、小川駅東口にあるブリヂストン、小川

駅西口地区市街地再開発準備組合の１２の代表者の合意で、小川駅西口周辺まちづくりビジョンにて、

Ｈ２５年に高度化の方針となった。その後、建設費が高騰したため、見合せとなったと、小平市議会

のまちづくり特別委員会で説明されている。これまでの見直し委員会の議論では、小川駅西口の再開

発については議論があるが、高度化の方針については説明も議論もされていないという理解でいる。

まちづくりカフェニュースでは第６号では、高度化に否定的な意見が出されている。都市計画マスタ

ープラン地域別構想をまとめる際に、小川駅西口周辺まちづくりビジョンについての将来像、まちづ
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くりの方針、パース図などを使ってのイメージ、どんなメンバーで作られたものなのかという説明を

きちんと市民に説明していただき、市民の意見があれば計画に反映するよう努力してほしい。 

3 都市計画道路 

 「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％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」。他市と比べて整備率が遅れていることは。歩車道が分離されている道路

ネットワークの拡充とは何も関係ない。都市計画道路の整備が大事だと言いたいのだと思うが、５３

年前につくった整備率に対する比較で必要性を訴えることについて、見直し検討委員会の中の第５回

議事要録を見ると、委員や委員長に批判されている。国分寺は２２％、東村山は１９％、東大和市は

６７％、国立は３９％、小金井は４５％、東久留米は５７％。小平市は他市と比べて特別に道路事情

が悪いのか。第三者の委員長や市民委員の言葉を受け入れてほしい。修正案としては、「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。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」としてほしい。 

２５  “ひと”が中心のまちをつくるのなかで、歩きやすく自転車で走行しやすい空間の形成を進めると

あるが、具体的にどのようにするのか。東京街道は、自転車で車道を走行するのは危険だが、歩道は

狭く困っている。 

２６ 生活者にとってもよく、観光地としてもたくさんの人に楽しんでもらえる場所にしてほしい。特に、

多摩湖自転車道は、四季の風景が味わえるのでよいと思う。 

２７  小平３・２・８号線は、なるべく早く進めないと他市にも迷惑がかかる。災害時にも必要である。

鷹の台は、シャッター通りになっている。駅がたくさんあっても、便利だとは思えない。 

２８  東京都には広域ネットワークを形成することを目的とした都市計画道路がある。この道路が進むと、

小平市は現状よりさらに細かく分断される。マスタープランには、「この整備にあたっては、地域の特

性や環境への影響に配慮される」と書いてあるが、鉄道駅中心拠点として都市機能の集積や強化を図

るうえで、その都の計画の視座と住民の利便性を図った市の計画の視座とは大きく異なると想像して

いる。一方で、尐子・高齢化、社会経済状況の変化、都市構造の移り変わりは、すべての地域で共通

の課題である。同時に、民間公共ともに進むあらゆる情報化によって、オンラインの環境が道路ネッ

トワークの代替をなしていく。これからの時代に、はるか昔の高度経済成長に基づく道路の価値から

考えられた計画を、未来に向けた地域住民の視座で見直すことが必要だと考える。もし、都市計画道

路を抜本的に見直すならば、小平市だけでなくそれぞれの地域での利便性と各々の都市を活性化させ

るより高度な広域ネットワークの形成が可能となると思う。 

 


