
 

平成２８年１０月３日（月）午後６時３０より 

健康福祉事務センター ２階 第３・４会議室 

 

第１０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 

 

 

３ 検討事項 

小平市都市計画マスタープラン素案検討用資料について 

（１）小平市都市計画マスタープラン 全体構成について 

（２）「全体構想と実現化に向けた取組」（第 3 部）について 

（３）「地域別構想」（第 4 部）について 

（４）「市民生活に身近な地区のまちづくりの推進に向けて」（第 5 部）と「都市計画マスタープ

ランの推進に向けて」（第 6 部）について 

 

４ 今後の主な予定について 

 

 

配布資料 

① 【資料１】第１０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 

② 【資料２】まちづくりサロン・ニュース 地域別 

③ 【資料３】『市民の“ちから”でまちをつくる』（ＰＲチラシ） 

④ 【資料４】小平市都市計画マスタープラン 全体構成 

⑤ 【資料５】第１０回小平市都市計画マスタープラン見直し検討委員会 素案検討用資料 



 

第１０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 小平市都市計画マスタープラン全体構想特別委員会 

（１）開催日 平成２８年７月２２日（金） 

（２）内 容  

・管外視察（西東京市） 

・小平市都市計画マスタープラン地域別構想について 

 

２ 「まちづくりサロン＜地域別＞」の実施 

これまで収集した各地域のまちづくりに関する声、地域の地図、写真などをパネル展示し、こ

れらを見ながら、市民から直接、地域のまちづくりに関する意見等をうかがい、また設定した時

間に来場した市民と職員によるワークショップを実施し、地域のまちづくりに関する学びの場と

しつつ、意見収集をする機会とした。 

 

（１）実施結果 

日 時 会 場 来場者数 

平成２８年６月３０日（木） 

午後 3 時から 

午後 7 時まで 

なかまちテラス 約１０名 

平成２８年７月６日（水） 中央公民館 約３０名 

平成２８年７月１９日（火） 東部市民センター 約１０名 

平成２８年８月９日（火） 小川西公民館 約２０名 

（２）主な意見 

「【資料２】まちづくりサロン・ニュース 地域別」参照 

 

３ 「まちづくりフォーラム」・「まちづくりカフェ～景観セミナー～」 ― 資料３関係 

（１）まちづくりフォーラム 

９月から１０月にかけて実施する「まちづくりカフェ～景観セミナー～」とあわせて、地区ま

ちづくりを身近なものに感じてもらい、まちづくりへの市民参加の実現に向けた機運の向上を図

ることを目的に講演会を開催した。 

  ①日時及び会場  平成２８年８月２７日（土）午前１０時から正午まで 小平市福祉会館 

  ②テ ー マ  市民の“ちから”とまちづくり～実例を通して地区まちづくりを知る～ 

  ③主 な 内 容  基調講演  都市プランナー 野口和雄さん 

～市民による“まちづくり”～  

事例紹介  法人格成城自治会会長 中川清史さん 

～世田谷区 成城自治会におけるまちづくりの取組み～ 

 

（２）まちづくりカフェ～景観セミナー～ 

  市民等の景観についての理解を深めるとともに、小平市民等提案型まちづくり条例の活用など

による市民主体のまちづくりを促すこと目的に、専門講師によるアドバイスや、フィールドワー

クによるまちの観察、地域住民等へのヒアリングなどを交え、ワークショップの中でみどりやに

ぎわいなどの身近なテーマについて考察し、小平にふさわしいライフスタイルを写真、スケッチ、

キャッチフレーズなどで成果として示してもらう。 
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第１回 ９月１０日（土）１０時３０分から 中央図書館（実施済み） 

テーマ：小平のまちの、ここが気になる  

第２回 ９月２４日（土） ９時３０分から 中央公民館（実施済み） 

テーマ：実際に、まちの様子をみてみよう  

第３回 １０月２日（日） ９時３０分 中央公民館（実施済み） 

テーマ：まちのデザインを実践しよう① 

第４回 １０月２３日（日） ９時３０分 中央公民館 

テーマ：まちのデザインを実践しよう② 

 

４ 小平市都市計画マスタープラン素案検討用資料について ― 資料４・５関係 

５ 今後の主な予定 

 

 

（１） 平成２８年１１月上旬【調整中】 第１１回都市計画マスタープラン見直し検討委員会 

（２） 平成２８年１１月２５日（金） 小平市都市計画マスタープラン全体構想特別委員会 

（３） 平成２８年１２月下旬～【調整中】 パブリックコメント 



 

会場の様子 

1 パネル展示  

都市計画マスタープランとは ／ 地域割図（西地域、中央地域、東地域） ／  

小川駅周辺のまちづくり＜小川駅前周辺地区まちづくりビジョン＞ ／ 小平駅北口のまちづくり など 

2 ワークショップ 

午後６時から６０分程度、市民のみなさまと職員で、ワークショップを実施しました。 

3 小平の歴史・文化に関わるＤＶＤ上映 

新田開発、昔の暮らし、玉川上水の清流復活など、小平 

のまち、歴史、文化、暮らしなどに関する資料としてまとめ 

たＤＶＤを繰り返し上映しました。 

4 小平のまちの写真パネル展示 

昭和 30年頃の小平の写真を展示して、小平の歴史を感じながら、将来の小平市について意見交換し

ました。 

 

 

 市の全体に関わるご意見もたくさんありましたので、一部をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりサロン・ニュース 

    －小平都市計画マスタープラン改定 

              地域別構想策定に向けて－ 
                         平成 28 年 8 月 

 

小平市都市計画マスタープラン地域別構想を検討中 

地域のまちづくりに関するご意見をうかがいました！ 

今年３月、４月に引き続き、今回は小平市都市計画マスター

プラン地域別構想の検討に向けて、地域のまちづくりに関する

ご意見をうかがう「まちづくりサロン」を開催しました。また、初め

ての試みとして、開催時間内にワークショップを実施し、市内の

大学生から小平に移り住んだ際に井戸を掘って生活したと語る

方まで、多くの市民のみなさまにご参加いただきました。 

今回の「まちづくりサロン」でいただいた、さまざまなご意見や

ご提案などを、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 会 場 ワークショップ 

平成２８年６月３０日（木） 

午後３時から 

午後７時まで 

なかまちテラス ２階 講座室 

午後６時から 

（６０分程度） 

平成２８年７月６日（水） 中央公民館 １階 ギャラリー 

平成２８年７月１９日（火） 東部市民センター １階 集会室 

平成２８年８月９日（火） 小川西町公民館 １階 ホール 

※ご意見は、ご来場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 toshikeikaku@city.kodaira.lg.jp 
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市全体に関わるご意見 

これからの時代に丌可欠であるＩＴ産業は、工場などの場所を必要としない。ＩＴ企業を誘致

することで、市の歳入増につながる。また、コミュニティバスやタクシーは、採算性の問題が

あるので、必ずしも利便性の高いものになっていない。スマートフォン向けの専用アプリを通

じてタクシー・ハイヤーを予約・利用できる配車サービスがあるとよいと思う。 

実施概要 

都市計画マスタープランと公共施設マネジメントの連携を図る

べきではないか。 

駅は、高架化又は地下化にすることが多くなってきた。駅の再開発もそれを踏まえてほしい。 

小平市には、防災協力農地がたくさんある。防災協力農地を地

図に示すことはできないか。 

グリーンロードは他市にはない財産である。これを核にまちづ

くりができる。場所によって、活用の仕方も変わるので、周辺

住民にその活用の仕方を委ねてはどうか。 

西地域は用水路に水が流れているが、東地域ではなかなか見られない。もっと、用水路の流れ

が見えていると、景観上も美しいし、防災上も望ましいと思う。 

青梅街道、五日市街道などの風致地区のあり方を見直して、保

全する方策を考えないと個性のないまちになってしまう。 

都市計画マスタープランは、今後のまちづくりを考えると、偶

然性や丌連続性のようなこと踏まえて、さまざまなことを書き

込んでおくべきではないか。 

1 

市内には井戸がたくさん残っている。防災面で井戸の価値が見

直されており、井戸付きのマンションなどもあるほど、井戸の

付加価値が上がっている。 

福祉のまちづくりは支出が増えるので、市の財政面を考えると

心配である。まちづくりには、経済性を考慮すべきではないか。 

交通機関や生活圏は他市との連携が欠かせない。中央線沿線の近隣市とは連携してほしい。 
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地域ごとの来場者の声 
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鈴木遺跡が国指定になったら、地域の誇りになると思う。強力な力で

ぜひ進めてほしい。 

市役所周辺は、現在のままでは災害拠点には不向きだと思う。近隣の通りが狭く、災害

の際には、市役所までたどり着けない。また、ヘリポートを市役所屋上か近くに設けたほう

がよい。 

ご来場いただいた市民のみなさまと職員との意見交換、またワークショップでも、多くのお声をいただきましたので、一部をご紹介します。 

駅前再開発事業によって、駅前広場は整備してほしいと思う。しかし、多くの市民

が利用する駅であるのに、どのような駅前になるのかわからないのは、市民として

残念である。 

・小平市のメイン道路はあかしあ通りだと思っているので、魅力的な整備をしてほしい。 

・あかしあ通りは、自動車が小平駅の南北に通る道路にしない方がよい。府中街道

や新小金井街道で、すでに南北の交通は満たされている。これ以上、あかしあ通

りの自動車の交通を増やすべきではない。 

・小平駅の再開発事業によって、駅を南北に自転車が通れるようにした方がよい。 

昭和病院へのアクセスが不便であることは、近所でも話題になる。高齢

者や低所得の人でも、タクシーを使わざるを得ず、とても困っているという

話を聞く。 

小平市にはヘリコプターが発着できるところが少なすぎる。千代田区グラ

ウンドも、樹木が生い茂っていて、降りられないと思う。災害時には上空か

らの情報が大事になる。静岡県では、小中学校の屋上に上空から見る

と番号が振られていて、有事の際にはその番号が役に立つ。 

小平都市計画道路 3・3・3 号線は主要な場所から主要な場所を結ぶ路線で重

要だと思う。しかし、沿道が、よく見られる住宅地や商業地になってしまうと、小平らし

さがなくなり、素通りされてしまう。自動車で通ったときに、小平に来たと感じるような道

路にしてほしい。 

小川駅周辺の整備は、東村山市側のマンション開発が進んでいることもあり急務

である。駅西口は、道路などの安全性に対する声が大きい。また、再開発事業に

向けては、高層ビルは必要ないという声がある一方で、現行マスタープランの検

討の際には、小川駅にシンボルがほしいと言う意見が多かったことを記憶している。 

一橋学園駅周辺で、にぎわいの少ない商店街をもっとコンパクトに集約すると活性化す

るのではないか。道路の幅員を広くすると、逆に商店街の魅力を失ってしまう。それより、

駅前広場をつくり駅利用者の増加を図るべき。 東地域は、日常生活で困っていることは多くない。日用品の買い物は

便利で、交通については、武蔵小金井駅への民間バスが頻繁に通

っている。 

小川駅周辺は、幅員の広い道路も整備されるので、「自転車のまち」を売りにして

もよいのではないか。 

市域を 3分割して考えることについては、市の歴史的な成立ちを考えると妥当だと

思う。西地域の残された郷土風景の保全に向けて、農業公園を整備するなど、

具体的な方針を示してほしい。 

鷹の台駅周辺について、学生仲間からは、おしゃれな雑貨屋があればいいなどの

声がある。生活用品の買い物については、現在のところ近隣スーパーがあるので

不便を感じていない。 

小平都市計画道路3・3・3号線の整備については、鉄道の高架化を

しないと踏切の渋滞が解消されないのではないか。 

最近は宅地開発が増えて、畑や緑が減っていると感じる。また、空き

家が増えているようにも思える。 

多くの方が小川駅からコミュニティタクシーを利用している。冬場や雨の日は、乗り

切れないくらい盛況である。しかし、乗り切れない高齢者もいるので、高齢者対策の

観点でも対策が必要ではないか。 

西武多摩湖線は、バス路線にするとよいのではないか。市役所西通りが狭すぎるので、

これにより安全なまちになる。また、青梅街道駅を市役所の横に移転するとよいのでは。 

あ
か
し
あ
通
り 

小平市役所 

昭和病院 

鈴木遺跡 



主催：小平市都市計画課
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まちづくりフォーラム
8/27(Sat)

小平市福祉会館

まちづくりカフェ～景観セミナー～
9/10(Sat)  9/24(Sat)  10/2(Sun)  10/23(Sun)

中央図書館 / 中央公民館

200309
スタンプ



企画概要

市では現在、まちづくりの基本的な方針を示す

「都市計画マスタープラン」の改定を進めています。

また平成22年には、身近な地区のまちづくりを

住民が主体となって行うことができる仕組みなどを

定める「小平市民等提案型まちづくり条例」を

制定しています。

みなさんに、都市計画マスタープランで掲げる

都市の将来像や、市民主体のまちづくりについて

考えていただく機会とするために、「まちづくり

フォーラム」「まちづくりカフェ～景観セミナー～」

を開催します。

みなさまお誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。

まちづくりフォーラム

専門家によるミニ講演のほか、世田谷区成城地区の

まちづくり活動について、実例を紹介します。

まちづくりカフェ～景観セミナー～

景観をひとつの切り口としながら、ワークショップや

フィールドワークを通して「みどり」や「にぎわい」などの

身近な気になるテーマについて考え、小平にふさわし

いまちの姿を描いていただきます。
※表面のフレーズは、都市計画マスタープラン改定の中間まとめで掲げる
「まちづくりの戦略」のひとつです。

参加方法
まちづくりフォーラムは、申込み不要。
※先着順・定員 80 名

まちづくりカフェの申込みは、参加を
希望する回・住所・氏名・電話番号・
電子メールアドレスを下記まで。
（送付・電話・電子メール・ファクシミリ可）
※先着順・定員各回 30 名

〒187-8701
東京都小平市小川町 2 丁目 1333
小平市都市開発部都市計画課 

TEL:042-346-9554
FAX:042-346-9513
E-Mail：toshikeikaku@city.kodaira.lg.jp

青梅街道駅

中央公民館
中央図書館

福祉会館

一橋学園駅

新小平駅

小平市役所

JA東京
むさし小平

一橋学園前郵便局

青梅街道

鷹の街道

小平
警察署

小平
商工会



小平市都市計画マスタープラン 全体構成（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

第 3 部 全体構想と実現に向けた取組 

第１章 全体構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 まちの将来像 2 将来の都市構造 

3 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 

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 4  

“ひと”が中心のまちをつくる 

まちづくりの戦略 5  

市民の“ちから”でまちをつくる 

第２章 まちづくりの戦略に基づく取組 

 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る 

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る 

方針１ 小平らしいみどりを活かしたくらしのあるまちづくりを進める 

方針２ 小平らしい水と緑のネットワークを活かしたまちづくりを進める 

方針１ “にぎわい”が生まれるまちづくりを進める 

方針２ 「訪れたい 住み続けたい」と思えるまちづくりを進める 

方針１ 安全に暮らすことができるまちづくりを進める 

方針２ 地球環境に配慮したまちづくりを進める 

方針３ 子どもから大人まで健康になるまちづくりを進める 

方針１ まちづくりへの関心を高める取組を進める 

方針２ 市民主体のまちづくりルールの取組みを支援する 

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 

①超高齢社会・人口減少への対応を示す 

ほどよく快適に住みこなせるまち 

いきいきとしたくらしが続くまち 

地域がひとをもてなすまち 

鉄道駅を中心とした利便性の高い生活圏の形成をめざし、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 

②鉄道駅を活かした都市の方向性を示す 

③持続可能な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する 

⑤関連法令・計画等との整合を図る 

第 4 部 地域別構想 

第１章 地域別構想の概要 

1 地域別構想の役割 

2 地域区分の考え方 

3 「地域」と「地区」の考え方 

 

第２章 地域ごとのまちづくりの方向性 

1 西地域 

2 中央地域 

3 東地域 

第５部 市民生活に身近な地区のまちづくりの推進

に向けて 

1 市民主体の地区まちづくりを推進するための考え方 

2 市民等、事業主、市の役割 

3 市民主体の地区まちづくりの進め方 

第６部 都市計画マスタープランの推進に向けて 

1 まちづくりの推進のための庁内体制         4 都市計画マスタープランの見直し 

2 まちづくりの実現に向けた権限移譲          

3 広域連携のまちづくり 
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