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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.1 
平成 27 年 2 月 

 

 

小平のまちづくりについて考える 

まちづくりカフェ第 1 回を開催しました！ 

現在、小平市で検討をはじめている「小平市都市計画マスタープラン」の見直し作業に関連し

て、市民の方々の思いや考えをお聞きする場として「まちづくりカフェ」を開催しました。 

当日は、25 名の市民の方にご参加いただき、BGMが流れる気軽な雰囲気のなかで、コーヒーや

お茶を飲みながら話合いを行いました。その様子について、ご報告いたします。 
 

 

【開催概要】 

◆日 時：平成 27 年 1 月 25 日（日）9 時半～12 時 

◆場 所：小平市中央公民館 2 階 学習室 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニ講演会「市民が主役のまちづくり」 
 

はじめに、まちづくりプランナー・野口和雄氏（（株）地域計画建築研究所）より、「市民が主役のま

ちづくり」と題してお話がありました。 

<ミニ講演会要旨〉 

●都市計画マスタープランはまちづくりの羅針盤 

都市計画マスタープランとはなんだと思いますか。一言で言う

とまちづくりの方向性を示すものであり、言い方を変えれば「羅

針盤」のようなものなのです。ただ実際には、まちづくりは福祉

や教育など多岐にわたり、都市計画に限ったものではないので、

分野を超えて連携する必要があります。 

また、何よりまちのことを一番御存知なのは、ここにいる市民

のみなさんです。そこで、みなさんが日頃、思っている事、考え

ている事を伺う場を設けることになりました。 

第 1 回の内容 

1 開会 

2 ミニ講演会 

「市民が主役のまちづくり」 

野口和雄氏（まちづくりプランナー） 

3 市民アンケート調査結果 

4 グループ分け 

5 市民アンケート調査結果を踏まえての意見交換 

6 次回以降に議論するテーマの確認 

7 本日のまとめ 

8 閉会 
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●まちづくりの主役は市民のみなさんです。 

まちづくりの究極の目標は、みんなが幸せになることだと思っています。その実現に向けて、行政が

旗振り役を担うことも必要ですが、行政が押し付けるだけでは良いまちにはなりません。やはり、あく

までまちづくりの主役は市民のみなさんなのです。 

●地域が支え合うまちづくりを！ 

小平市の人口推計予測をみると、全国と同様にそろそろ人口減少が始まります。少子高齢化が進むと

様々な問題が発生します。例えば、空き家の増加は既に至るところで発生しており、治安の悪化にもつ

ながる可能性があります。 

こういった様々な問題を解決するためには「地域コミュニティ（地域のつながり）」が重要となりま

す。地域コミュニティをしっかりしたものにするには、地域の人たちが互いにコミュニケーションをと

り、支えあう社会を実現させることが大切です。 

これから「まちづくりカフェ」で、小平のまちづくりについて意見交換をしていただきますが、今お

話ししたような内容も頭の片隅においていただき、有意義な時間を過ごして貰えればと思います。 

 

市民アンケート調査結果の概要報告 
 

コンサルタントより、昨年の 10月～12月に実施した市民

アンケート調査の結果の概要について報告がありました。 

市民の意見としては、比較的、定住意向が高いことや、

望ましいまちの姿として「安全・安心なまち」「コンパクト

なまち」「移動しやすいまち」等が求められていること等が

分かりました。 

また、市の施策の取組に対する「重要度」や「満足度」

に対する意見についても報告があり、それをベースに後半

のグループワークを行いました。 

 

グループワークの概要 
 

グループは参加者のみなさんに誕生日月で並んでもらい４つに分かれました。そして、グループメン

バーの共通点等を話し合いグループの名前を決めてもらいました。 
 

【決まったグループ名】  早春グループ  ／   さくらグループ 

     ひまわりグループ ／   どん栗グループ 
 

グループワークでは、「アンケートの問３の結果を見ての意見交換（市民全体と自分の意見のギャッ

プなど）」「次回以降に深めて議論したいテーマ」の２つについて話合いをしました。 
 

■早春グループ 

◎重要と考える項目 

・重要項目のうち、満足度が低く、今後対応が必要なものについて出し合いました。最も多かったのは

「医療施設、福祉施設、商店などが集まった、身近な生活拠点の形成」で、その他には「自転車や歩

行者の通行のための整備」や「生け垣、庭づくりなどの宅地内の緑化」、「駅周辺や幹線道路沿いの魅

※現在、アンケート結果の詳細を整理中です。 

整理が出来次第、公表を予定しています。 
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力ある都市景観づくり」、「建築物、広告物、電柱、道路などが形成

する身近なまちなみの景観づくり」といった景観に関わる項目など

も出ました。 

・また、地図を見ながら道路が狭い場所、公共施設へのアクセスが悪

い場所、広告が美観を損ねている場所などを確認しあいました。 

・公共交通について、「高齢者は民間のバスなら運賃が無料になる方

もいるが、コミュニティタクシーは有料であるため、せっかくみんなでルートを考えたコミュニティ

タクシーがあまり利用されていない」という意見が出ました。 

・こうした状況に対して、「敷地の緑化を進める」、「空き家の固定資産税を上げればいい」、「空き家の

解体への補助金を出せばいい」、「タクシー券を配る」等のアイデアも出されました。 

◎次回以降に深めたいテーマ 

 ①生活拠点のあり方 

⇒買い物、医療、福祉、公共施設などが整った景観的にも魅力のある生活拠点のあり方や、バスな

どの公共交通や道路などの生活拠点へのアクセスのあり方など 
 

■さくらグループ 

◎重要と考える項目 

・重要項目は、「交通混雑の改善」、「道路や公共施設のバリアフリー化」、「自転車や歩行者の通行のた

めの整備」などを挙げる人が多く、これらに対する改善の必要性が高いという意見が多く出ました。 

・それらから派生して、「車社会のライフスタイルが基本であるので、駐車場のない駅前商店街は利用

しない」、「大規模商業施設が問題という意見もあるが、あらゆる世代のニーズに応じた商品が揃って

いるし、バリアフリー対策も充実している」といった意見も出ました。 

・一方、「小平市は玉川上水や緑道などの整備が充実しているのに、市全体でみると歩行者が散策でき

るようなネットワークづくりが不十分ではないか」といった意見も出ました。 

◎次回以降に深めたいテーマ 

 ①歩きたくなるまち・自転車で回れるまち 

⇒道路や歩行者のネットワークを意識しながら、“歩きたくな

る”・“自転車で回りたくなる”まちのあり方 

 ②駅前の商店街などを活かしたまちづくり 

⇒既に集積している駅前の商店街を元気にするにはどうするか、

まちの賑わいづくりをどうするかなど 

 ③交通環境を考える 

⇒交通渋滞の改善や交通バリアフリーの問題など、広く交通環境を良くするためにはどうしたら良

いかについて 
 

■ひまわりグループ 

◎重要と考える項目 

・重要項目は、「文化、スポーツ、教育などの各種の公共施設の整備」、「農地、雑木林、緑地などの緑

の保全」、「医療施設、福祉施設、商店などが集まった、身近な生活拠点の形成」という意見が多く出

ました。 

・緑の保全に関連する「用水の保全」や生活拠点に関連する「駅周辺の商業地としての形成」、「駅周辺

の幹線道路沿いの魅力ある都市景観づくり」などをあげる人もおり、皆さんの問題意識は概ねこの３

つに共通するところが多いようです。 

※東京都シルバーパスは、取得の際に発行手続きの費用が

有料となっております。 
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・このほかには、「夜間の住宅地が暗く安全性に不安がある」との声

なども聞かれました。 

◎次回以降に深めたいテーマ 

 ①市民ニーズに対応した公共施設のあり方 

⇒学校教育施設やスポーツ施設、民間も含めた文化施設などの

公共施設のあり方 

 ②小平市を特徴づける緑のあり方 

⇒小平市を特徴づける重要な要素である玉川上水や屋敷林、点在する農地などの緑のあり方 

 ③拠点におけるまちづくりのあり方 

⇒様々な都市機能が集積する駅周辺などの生活拠点のまちづくりについて（にぎわい形成や利便性

の向上、景観形成などの観点から） 
 

■どん栗グループ 

◎重要と考える項目 

・重要項目としては、「福祉、医療、保育などの各種の公共施設の整備」、「バスや鉄道などの公共交通

の利便性」といった意見が多く見られました。 

・保育所などの子育て施設や高齢者福祉施設については、「せっかく良い施設があるのに周知が足りな

いのではないか」といった意見も出ました。また、「空き家・空き店舗を活用して福祉施設等が作れ

ないか」といった意見もありました。 

・公共交通については、「市南東部や北西部でバス網が足りない」との意見があり、「地域により利便性

に差がある」との課題意識が共有されました。これに対し、「カー

シェアリングなどを活用しながら不便性を解消していったらどう

か」といった意見も出ました。 

・他に、「まちづくりに関して市民自らが積極的に取り組み、その声

を行政に届けることが大切」との意見も出ました。 

◎次回以降に深めたいテーマ 

 ①子育て、医療、福祉の充実したまちづくり 

⇒子育てや医療、高齢者福祉といった分野ごとの公共施設のあり方 

 ②交通利便性の高いまちづくり 

⇒鉄道駅やバス路線から離れた地域の交通不便性を解消するために何が必要か、行政、民間それぞ

れができることについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問合せ先》 

小平市 都市開発部 まちづくり課 計画担当   電話 042-346-9554(直通)／FAX 042-346-9513(代表)  

次回も参加を 

お待ちしています♪ 

次回のお知らせ 

第 2 回は、本日出していただいた、深めたいテーマについて意見

交換をします。また、他グループのテーマについても一緒に考える

ことができる時間も設ける予定です。 
 

◆日 時：平成 27 年 2 月 14 日（土）9 時半～12 時 

◆場 所：小平市中央公民館 2 階 学習室 4 

※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。 
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〈ワールドカフェって何？〉 
ワールドカフェは、最初に決めたグループから、一人を残してメンバーの組合せを変えて議

論を深めます。これを数回繰り返して元のグループに戻り、残っていた一人が、全員に議論

のまとめを報告します。カフェのような雰囲気を活かして、知識や考えを共有し、相互理解

を深める機能を重視したコミュニケーション手法で、次のような効果が期待されます。 

★話しやすさが生まれる   ★発言の機会が増える   

★より多くの参加者の意見が集まる ★参加意識が高まり満足感も高まる 

 

－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.2 
平成 27 年 2 月 

 

 

小平のまちづくりについて考える 

まちづくりカフェ第 2 回を開催しました！ 

ご好評をいただきました第 1 回まちづくりカフェに引き続き、第 2 回まちづくりカフェを 2

月 14 日に開催いたしました。第 2 回も、多くの市民の方にご参加いただき、非常に活発な意見

交換がされました。 

今回は、第 1回で各グループが設定したテーマについて、ワールドカフェ形式で意見交換を行

いました。その様子について、ご報告いたします。 
 

 

【開催概要】 

◆日 時：平成 27 年 2 月 14 日（土）9 時半～12 時 

◆場 所：小平市中央公民館 2 階 学習室 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワールドカフェを行いました 
 

本日は、第 1回に各グループで話し合って確認した「議論を深めたいテーマ」について意見交換を行

いました。 

その際、前半は前回と同じグループで話し合いを行い、後半はグループのメンバーが関心のあるテー

マのグループに移動して話し合いを行う「ワールドカフェ」という形式の議論の進め方を取り入れまし

た。 

 

第 2 回の内容 

1 開会 

2 意見交換 1 

3 意見交換 2（ワールドカフェ） 

4 本日のまとめ 

5 閉会 

都市ＭＰ見直し検討委員会 資料 3-2  

平成２７年３月１０日  
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グループワークの概要 
 

前回、各グループで確認したテーマは以下のとおりです。後半のワールドカフェでは、関心のあるテ

ーマのグループに 30分ごとに 2回の移動を行って、議論を深めました。 

《前回決めた各グループのテーマ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■早春グループ 

小平の特徴 

・小平の特徴として、「高低差があまりない（平地が多くて暮らしやすい、窓から見える景観がやや単

調）」、「東西に長くて駅が７つある（便利な反面、どこが中心かわかりにくい）」、「線路で地域が分断

されており南北方向の幹線道路が少ない」といった意見が出ました。 

買い物環境について 

・「まちを大型化させないことが大切（買い物の時にコミュニケーションがほしい）」

「大型スーパーに依存し過ぎると小平らしさがなくなる」、「ネットショップの利

用が増えているが、買えないものもある」といった意見が出ました。 

地域の情報を発信する 

・地域の魅力を知ってもらうため「市内のおススメの店を MAP等で紹介する」、「ブルーベリーの摘み取

りができるところやルネこだいらのお昼の 500円コンサート等を紹介する」といった意見が出ました。 

空き家を活用する 

・まちを元気にするために「空き家を学生など若い人に活用してもらう（チャレンジショップ等）」、「学

生がリノベーションに関わる」といった意見が出ました。 

・また、そのために「オーナーと学生を結びつける仕組みが必要（市民レベルでできないか）」といっ

た意見も出ました。 

大学と連携する 

・大学が多いことを活かし、「図書館や学食を地域の人が使えるようにする」、

「クラブ活動の発表会やオープンカレッジなど日常的に出入りできるよ

うにしてはどうか」といった意見が出ました。 

市外から人を呼びこむ 

・定住人口や交流人口を増やすため「まちの魅力に気づいてもらう工夫が必

要」、「他のまちにないウリをつくってアピールしないといけない」といっ

た意見が出ました。一方、「小平市は住宅地であり、観光地のように人を呼びこむ必要はないのでは

ないか」といった意見もありました。 

 

早春グループ 
生活拠点のあり方 

ひまわりグループ 
市民ニーズに対応した公共施設のあり方／

小平市を特徴づける緑のあり方／拠点に 

おけるまちづくりのあり方 

さくらグループ 
歩きたくなるまち・自転車で回れるまち／駅

前の商店街などを活かした 

まちづくり／交通環境を考える 

どん栗グループ 
子育て、医療、福祉の充実した 

まちづくり／交通利便性の高い 

まちづくり 

移動して 

意見交換 

移動して 

意見交換 

移動して 

意見交換 

移動して 

意見交換 
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■さくらグループ 

バス交通 

・バス交通については「東西方向で分断されている」といった意見が多く出ました。 

・その他、「高齢化が進む地区（都営住宅のある辺り）の居住者が使いやすいように、定期的に路線見

直しを行う」、「隣接する市と行き来できるコミュニティバスがあれば良い」、「定時性の確保は公共交

通利用における基本である」といった意見が出ました。 

・また、「市に核が無いため、バス路線のネットワークがきちんと形成され

ないのではないか」、「バス路線を考えることと並行して、市の核づくり

（高齢者が求める機能を集約する等）が必要」といった意見も出ました。 

道路環境 

・「道路のネットワークをきちんと考えた上で整備を進めるべき」、「自動車

が快適に走る／歩行者が安全に歩ける道づくりをきちんとする。自転車利用の話はその次ではない

か」といった意見が出ました。 

駅前の商店街 

・「駅前の商店街とは言え、これだけ車利用者が増えているのだから駐車場は絶対必要」という意見が

多く出ました。また、それに関連して「商店街利用者には一定時間無料にする、といった工夫をしな

いと利用しないだろう」といった意見も出ました。 

・その他、「自転車利用者、自動車利用者のマナーの悪さ」を指摘する意見も出ました。 

まちの将来像（どんなまちにしたい？どんなまちづくりが必要？） 

・「そもそも小平市はどんなまちを目指すのか」という話題が出て、「子育てしやすいまち」、「若者が住

みたくなるまち」、「ライフスタイルの変化に対応できるまち」等を目指す必要があるという意見が出

ました。 

・また、「若い頃と歳を取ってからでは生活の目的が違うので（若い頃は利便性、年を取ってからはコ

ミュニティ）、地域の人と知り合う事ができるきっかけづくりが重要である」、「一歩踏み出せない団

塊の世代の人たちがまちづくりに参加してみようと思えるようなアプローチが大切ではないか」とい

った意見も出ました。 

■ひまわりグループ 

テーマ① 市民ニーズに対応した公共施設のあり方 

・全般に「公共施設は整備されていると思うが、今後は多様化する市民ニー

ズに対応していく必要があるのではないか」という意見が出ました。 

・その他、個別の施設については以下のような意見もありました。 

○学校    小・中学校設備の格差が明らかであり不公平である。 

○病院等   医療施設に関する情報がなく、どこにいけばいいか分からない。 

深夜に子どもを診てもらおうとする時に困ることが多い。 

○高齢者福祉 高齢になった際に安心して暮らせる環境整備が必要。 

健康な一人暮らしの高齢者が集い、交流できる場所が必要。 

テーマ② 小平市を特徴づける緑のあり方 

・玉川上水について「恵まれた緑の質の向上を図っていく必要がある」、「身体と心が癒やされる緑に育

てることが大切」、「歩道沿いに案内板やトイレ、休憩できるベンチやテーブルなどがほしい」、「玉川

上水、野火止用水等をつなぐグリーンストラクチュアを整備してはどうか」といった意見が出ました。 

・その他、「開催されている緑を楽しむイベントをもっと周知する」、「緑に恵まれたまちであることを
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ＰＲしよう」、「ブルーベリーの農業体験を企画してはどうか」といった意見も出ました。 

テーマ③ 拠点におけるまちづくりのあり方 

・「中心と呼べる拠点がなく、それぞれの駅周辺の賑わい形成と拠点間の連携が必要」、「駅周辺の駐車

場や駐輪場の整備」、「駅周辺の防災機能の向上が必要」といった意見が出ました。 

・大学が多い点に着目し、「学生と交流する機会を充実させる」という意見が出ました。具体的には「イ

ベントへの学生の参加促進」、「学生と協力して小平の良い点を伝えるイベントの企画」、「学生が集う

場所づくり」、「学生ニーズを把握するアンケートの実施」など多くのアイデアも出されました。 
 

■どん栗グループ 

公共交通 

・公共交通の利便性について「公共交通で行きにくい公共公益施設がある」、「バ

ス路線はある程度整備されているが地域差はある」、「行き先や乗り換え方法な

ど分かりにくい」などの意見がありました。 

・また、「コミュニティバスはシルバーパスなどが使えないため利用しにくい」、「隣接市の駅や施設ま

で巡回するようなコミュニティバス路線があると良い」といった意見もありました。 

医療・福祉関連施設 

・「診療所の診察時間や休日診療をしてもらえるかが分からず困る場合がある」、

「待機児童が増えており、保育所等の充実が必要」という意見がありました。 

・それに対し「空き家や空き店舗を活用して医療施設やデイサービスなどを作

れば、便利になり、まちの活性化にもつながるのではないか」という意見が

出ました。 

まちの情報の提供 

・「まちの様々な情報を提供することで利便性の向上が図られるのではないか」という意見が出ました。

具体的には「公共交通のルートや乗り換え案内、福祉施設の利用時間などの情報を一元的に発信する」

「街中に情報ボックスを設置する」、「人が集う場所に情報誌を置く」などの意見が出ました。 

・また、「インターネットを使える人向けと使えない人向けに情報提供の方法を変える必要がある」、「情

報提供が高齢者の引きこもり防止にも役立つのではないか」といった意見も出ました。 

地域による助け合い 

・「自治会の加入率の低下（新住民は自治会に入らない）」に対する問題意識が意見として出ました。 

・しかし、地域のつながりは重要であることから「地域の中で情報を伝える仕組みがあると良い」「そ

ういった仕組みがコミュニティ醸成にもつながる」、「行政に頼らず自分たちで何ができるか考えるこ

とが大切」といった意見が出ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問合せ先》 小平市 都市開発部 まちづくり課 計画担当    

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

次回のお知らせ 

第 3 回は今回の議論からさらに一歩踏み込んで「小平のまちづくりのなかで自分た

ちは何ができるだろう」ということを考えていただきます。また、第 1 回で確認した

市民意向調査の結果について、再度、振り返ってみたいと思います。 

◆日 時：平成 27 年 2 月 28 日（土）9 時半～12 時 

◆場 所：小平市中央公民館 2 階 学習室 4 

※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。 
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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.3 
平成 27 年 3 月 

 

 

小平のまちづくりについて考える 

まちづくりカフェ第 3 回を開催しました！ 

第 3 回まちづくりカフェを 2月 28日に開催いたしました。今年度のまちづくりカフェとして

は最終回でしたが、多くの市民の方にご参加いただき、最後まで和やかな雰囲気のなか、活発な

意見交換がされました。 

今回は、前回までの議論をふまえて「市民としてまちづくりに関われることって何だろう？」

という切り口で意見交換を行いました。その様子について、ご報告いたします。 
 

 

【開催概要】 

◆日 時：平成 27 年 2 月 28 日（土） 

9 時半～12 時 

◆場 所：小平市中央公民館 2 階学習室 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換をはじめるにあたって 
 

意見交換をはじめるにあたって、まちづくりプランナー・野口和雄氏よりひとことアドバイスがあり

ました。 

〈アドバイスの概要〉 

議論をすると様々な気づきがあります。今回はまちづくりカフェという事でお茶やお菓子等も準備さ

れているので、より頭が活性化しているかもしれませんね。 

ところで「良いと思うまち」と「悪いと思うまち」の違いはなんでしょう？

私は、おそらく「まちが生き生きとしているかどうか」、「まちに人が見える

かどうか」、「まちを愛している人がたくさんいるかどうか」の違いだと思っ

ています。 

第 3 回の内容 

1 開会 

2 意見交換をはじめるにあたって 

  野口和雄（まちづくりプランナー） 

3 意見交換・アンケート調査回答 

4 本日のまとめ 

5 閉会 

都市ＭＰ見直し検討委員会 資料 3-3  

平成２７年３月１０日  
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例えば、昔はまちにはたくさんの煙草の吸殻が落ちていましたが、最近 10 年くらいはそういう光景

は見ませんよね。これは、吸殻を拾ってくれる人がいるからだろうし、吸殻を捨てる行為をしている人

が減っていることの裏返しでもあるということです。確かに、様々な形で啓発しているという理由もあ

るでしょうが、「私が吸殻を拾えば／吸殻を捨てなければ、まちはきれいになる」という一人ひとりの

気づきが“共感”として広まったからだと思います。 

そういう“共感”があふれるまちは、きっと良いまちになります。今回のカフェでは、そんな“共感”

が広がるまちづくりのヒントについて考えてみてほしいと思います。是非、行政の方々を「あっ」と言

わせるようなアイデアがでることを期待しています。 
 

グループワークの概要 
 

■早春グループ 

生活拠点のあり方 

・生活拠点のあり方を考えるにあたって、鉄道駅ごとのイメージを話し合いました。 

小川駅周辺 
・東側はブリヂストン、病院、福祉施設などがある。福祉は小平の看板である。 

・西側は狭い道が多い。 

小平駅周辺 

・公共施設が集中しているが、「小平」を冠しているのに、名前負けしている。 

・道路は広く、路地もあるが店は少ない。 

・駐車場がない。 

花小金井駅周辺 
・歩いていけるところに色んなものがある。 

・魅力的なお店が多く、駅前も一番整備されている。うらやましい。 

一橋学園駅周辺 
・花小金井を少し地味にしたイメージ。 

・自治会がしっかりしており、住んでいる人の満足度も高い。 

鷹の台駅周辺 
・高校、大学があり学生が多いが、学生街になっていない。 

・学生が集える場所がない。広場や交流できる場などがあれば。 

青梅街道駅 

・新小平駅周辺 
・市役所、ＪＡ、病院はあるが、他には何もないイメージ。 

生活拠点を活性化するためのアイデア 

（コミュニティを強化する） 

・まずは「コミュニティを強化することが必要」という意見が出ました。 

・それに対して「いろんな価値観があって自治会などの活動も難しくなって

いる」、「役員のなり手がなく、後継者をつくるために若者が参加できるよ

うな工夫が必要」などの意見が出ました。 

（大学や企業を巻き込む） 

・大学が多い利点を活かし、「地域で学生や大学を応援する取組ができないだろうか」、「市のイベント

に参加した学生にボランティア料を支払うのも良い」といった意見が出ました。 

・その他「地域の企業を巻き込んでいくことが大切」という意見も出ました。 

■さくらグループ 

小平のまちのあり方 

・まちのあり方を考える上で「まちの将来像をしっかり考えることは大事である」という意見がありま

した。そういう意味でも「今回のような“場”は非常に大事で意味がある」という意見も出ました。 
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・また、「まちづくりでは高齢者対応が手厚い反面、若者への視点が欠け

ている」といった指摘があり、「学生が就職しても小平に住みたくなる

まちにしたい」、「子どもの頃からまち（地域）に関われる仕掛けが必要

である」等の意見が出ました。 

商店街の問題・課題と目指す方向性 

・商店街については「若い人は対面販売をうっとうしいと感じる」、「スーパーの方が効率的に買い物で

きる」、「若い人のニーズに対応した形態で考えないといけない」といった問題点が指摘されました。 

・それを受けて「まずは市民が憩える環境づくりが大事で、その結果、人が集まり、商店街（まち）も

活性化していく」といった意見が出ました。 

・また、「商店街に行こうと思わせる動機づくりがあれば」という意見や、それについて「商店主と一

緒に考えたい」といった意見も出ました。 

大学もまちに関わる 

・大学が多いことが特徴のひとつという意見は以前から出ていました。しかし「大学の姿が見えない」、

「もっとまちと交流して欲しい」といった意見が出ました。 

・一方、「商店街を学生の活動のアピールの場に活用したらどうか」。そうすることで「学生がまちと関

わりやすくなる」、「市民と大学との“縁”ができる」という意見が出ました。 

・最終的には「市民がまちに関われる場所づくり」や「大学との連携」の重要性が確認されました。 

■ひまわりグループ 

小平市を特徴づける緑のあり方 

・前回の議論も踏まえながら「玉川上水などのグリーンロードの一部で花

が植わっているが、それをもっと増やし、市民が育てるようにしてはど

うか」という意見が出ました。 

・また、農地については「緑」の保護のために必要であるという前提で、

「風で土埃が舞って、掃除が大変な人もいるようだ」などの問題も指摘されました。一方、「作物を

作っていない農地が多い地区があるので、子どもが農地に触れる機会を増やしたり、市民農園として

解放したりするのはどうか」という意見もありました。 

学生との交流について 

・小平市は大学が多いということから「地域（住民）と学生のパイプを太くする必要がある」、「グリー

ンロードで武蔵野美大の作品展示のようなイベントをより拡大してほしい」といった意見が出ました。 

・その他、「学生起業の促進のため、空き店舗情報などをネットで発信すると良い」といった意見や、「学

生のまちづくりへの参加や市民との交流を促すため、こういった場に学生の参加を呼びかけてはどう

か」というアイデアも出ました。 
 

■どん栗グループ 

日常の居場所づくり 

・福祉等に関連して「自治会が中心となって空き家などを使い、高齢者の

居場所を作れないか」、「高齢者だけでなく様々な世代が利用し、子ども

から高齢者まで一緒に遊べる場所が良い」といったアイデアが出ました。 

・また、「大学と協力してアパートの空き室で多世代が交流できる居場所を

作っているところがある。ただ持続的に運営していくためには相応の体制づくりが必要」といった情

報提供がありました。 
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自治会の強化 

・自治会については「コミュニティ強化のためには自治会が大切。加入者を増やすためにも自治会の良

さ（メリット）を発信することが大切」、「市内の自治会同士、また高齢クラブなど他団体と情報交流

をすることで、自治会の活動の活性化にもつながるのではないか」と意見も出ました。 

公共交通 

・「公共交通の利用を増やすにはコミュニティバスのワンコイン化が大切」といった意見が出ました。 

・また、「家からバス停まで一気に歩くのが大変な高齢者も、道の途中にちょっとした休める場所があ

ると、外に出よう、バスに乗ろうと思うのではないか」といったアイデアも出ました。 

まとめ 「人のつながりが大切なので、ＦＭラジオ局を小平に作るなど、いかに情報共有の手段を作る

かも大切である」という話がありました。 
 

 

 

みなさん、お疲れ様でした。今回、みなさんは「たった 1か月」で、それも「たった 3回」の話し合

いをしただけです。それにも関わらず、既にいろんな思いを共有しつつあるだけでなく、ちょっとした

コミュニティができつつあります。これは、「それだけまちづくりに対する意識の高い人が小平市には

いる」という証拠であり、この事こそが市にとっては一番の成果だと思います。 

まちづくりカフェはこれで終わりではありません。まだ始まったばかりです。来年度以降、都市計画

マスタープランを改定していく上で、もっといろんな意見を伺いたいと思っています。まだ進め方等は

検討中ですが、来年度以降も是非、ご参加いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問合せ先》 小平市 都市開発部 まちづくり課 計画担当    

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

 小平市ホームページ http://www.city.kodaira.lg.jp/index.html 

今後のまちづくりカフェ 

市民アンケート調査にご回答いただいた方を対象として実施している「まちづくりカ

フェ」は、今後も都市計画マスタープランの内容の検討をするなかで、引き続き開催

していく予定です。都市計画マスタープラン改定に向けた取組は始まったばかりです。

今後とも、ご協力をお願いいたします。 

※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。 

終わりのひとこと（野口氏より） 



    小平市都市計画マスタープラン改定 

第 １ 回 市 民 モ ニ タ ー 調 査 票 

最初に、「市民アンケート調査結果（まちづくりカフェ用）」、「まちづくりカフェ・ニュース Vol.1」を

ご一読ください。その上で、下記の質問にお答えください。 

 

 

 

問１ 「第１回まちづくりカフェ」では、市民アンケート調査の結果を踏まえ、自分の感じ方や思ってい

たこととアンケート結果との違いなどについて話し合い、みなさんが関心の高いテーマを３つ選んで

意見交換しました。その結果が以下の図です。みなさんのお考えと違いはあるでしょうか。 

みなさんも関心の高いテーマを３つ選んで、〇をつけてください。 

 

 

 

 

 

〈維持分野〉 

 

4 幹線道路沿道のサービス施設（ｺﾝﾋﾞﾆ等）や

大型商業施設の誘致 

5 農業と調和した快適な市街地の形成 

6 幹線道路の整備 

16道路などの公共施設の緑化 

17生け垣、庭づくりなど宅地内の緑化 

21向上や店舗からの騒音、振動の改善 

23身近な公園・広場の整備 

24文化、スポーツ、教育などの各種の公共施

設の整備 

〈重点維持分野〉 

 

1 ゆとりある敷地、交通の抑制、プライバシー

の配慮などの良好な住宅環境の形成 

9 バスや鉄道などの公共交通の利便性 

14農地、雑木林、緑地など緑の保全 

15用水の保全 

19上・下水道、ガスなどの都市基盤の充実 

20道路、公園などの公共施設の老朽化への対

応 

25福祉、医療、保育などの各種の公共施設の

整備 

30自然エネルギーの活用やリサイクルなどに

よるごみの減量、CO2の排出抑制を進める

まちづくり 

〈改善分野〉 

 

10駅前広場の整備 

26ユニバーサルデザインに配慮したまち 

27商工業、農業、サービス、観光の振興 

28駅周辺や幹線道路沿いの魅力ある都市景

観づくり 

29建築物、広告物、電柱、道路などが形成す

る身近なまちの景観づくり 

 

〈重点改善分野〉 

 

2 駅周辺の商業地としての形成 

3 医療・福祉施設、商店などが集まった、身近

な生活の拠点の形成 

7 住宅地周辺の身近な生活道路の整備 

8 自転車や歩行者の通行のための整備 

11道路や公共施設などのバリアフリー化 

12災害時の避難場所・避難経路の確保や建物

の耐震化などの安全性 

13まちの死角や暗さなど防犯への対応 

18自転車駐輪場の整備 

22交通混雑の改善 

 

 

 

 

問２ 表面で○を付けた３つは、なぜ選びましたか。その理由を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 「市民アンケート調査結果（まちづくりカフェ用）」（特に問 3 の結果）、「まちづくりカフェ・ニュ

ース Vol.1」をご覧いただいたご感想や、感じたことなどについて、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

小平市を市外のお友達に紹介すると想定しながら、以下の質問にお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 つを選んだ理由 

（回答用） 

まちづくりカフェについて 

ちょっと質問コーナー 

小平市であなたのお気に入りのスポットはどこですか？（複数可） （例）こもれびの足湯、なかまちテラス 

お 気 に 入 り の ス ポ ッ ト で ど の よ う に 過 ご し た い で す か ？

「第１回まちづくりカフェ」で比較的意見が 

多かった項目に下線を引いています！ 

★よろしければご記入ください★ 

 

お名前                     

満
足
度 

重要度 

平
均 

平均 

自由意見（例）ご関心を持った項目、新たに発見したこと、感想 など 

ご回答ありがとうございました。 

ご記入いただいた調査票は、返信用封筒に入れて 

2 月 23 日（月）までに、投函してください。 

次回も、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

小平市 都市開発部 まちづくり課 

裏面の地図を 

ご参照ください♪ 

高
い 

低
い 

高い 低い 

市民アンケート調査結果（まちづくりカフェ用） 

 Ｐ8～9（市民アンケート(4)-1、(4)-2） 参照 
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 ちょっと質問コーナー 【参考】小平市の地図 

『小平グリーンロード２１km』より 

発行 小平市産業振興課 

企画 小平市グリーンロード推進協議会 



 

 

【現行】 

1．「小平市都市計画マスタープラン」とは  

1－1 位置づけ及び性格 

1－2 改定の背景と目的 

1－3 目標年次 

1－4 小平市都市計画マスタープランの構成 

2．めざすべき将来の都市像 

2－1 まちづくりの理念 

2－2 将来の都市像とまちづくりの目標 

2－3 目標人口 

2－4 まちづくりの方向 

 各駅を中心とした生活圏域の形成 ／ 良好な住宅環境の維持 ／ 緑の保全と創造 

 ／ 幹線道路沿いの土地利用 ／ 連携と協働のまちづくり推進のシステムづくり 

2－5 将来の都市構造 

3．部門別整備方針 

3－1 土地利用の方針 

 1 住宅地     4 幹線道路沿道 

 2 商業地    5 生産緑地 

 3 工業地 

3－2 道路交通ネットワークの整備方針 

 1 道路ネットワーク   3 歩行者空間の整備とネットワーク 

 2 公共交通網の整備   4 拠点地区の交通施設の整備 

3－3 防災・防犯のまちづくりの整備方針 

 1 延焼遮断帯の機能強化   4 災害時の避難系統の高度化 

 2 オープンスペースの確保  5 分流地区の雨水整備及び雨水流出抑制対策の推進 

 3 防災活動拠点の機能強化  6 防犯のまちづくり 

3－4 水と緑と公園の整備方針 

 1 みどりのネットワーク『みどりの活用』 4 親水性のある水辺空間の創出『水環境の再生』 

 2 保全・守るべき緑『みどりの保全』 5 多彩な参画による水と緑のまちづくり 

 3 管理すべき緑『みどりの創出』 

3－5 住宅・住環境の整備方針 

 1 良質な民間住宅の供給と誘導  3 安心して住み続けられる高齢者・障がい者の住宅・住環境 

 2 公共住宅の充実   4 適正な開発に向けた誘導 

3－6 個性あるまちづくりの方針 

 1 景観形成の推進   3 活力ある産業などを活かしたまちづくり 

 2 ユニバーサルデザインに配慮した都市施設の実現 4 産（民）学連携や地域施設資源などと取り組むまちづくり 

 

 

 

【見直し案】 

1．「小平市都市計画マスタープラン」とは  

1－1 位置づけ及び性格 

1－2 改定の背景と目的 

1－3 目標年次 

1－4 小平市都市計画マスタープランの構成 

2．めざすべき将来の都市像 

2－1 まちづくりの理念 

2－2 将来の都市像とまちづくりの目標 

2－3 目標人口 

2－4 将来の都市構造 

2－5 まちづくりの重点項目 

 

3．部門別整備方針 

3－1 土地利用の方針 

 住宅地／商業地／工業地 

／幹線道路沿道／生産緑地（市街地内農地） 

3－2 交通ネットワークの整備方針 

 道路網の整備（都市計画道路、生活道路、歩行者・自転車利用空間） 

／公共交通網の整備／その他（駅前広場、駐車場・駐輪場等） 

3－3 水とみどりのまちづくりの方針 

 水・みどりの保全／水・みどりの創出 

 ／水・みどりの活用／参加と協働の水・みどりのまちづくり 

3－4 良好な住まいづくりの方針 

 良質な民間住宅の誘導／安心・安全な住宅・ 

住環境の整備／適正な開発に向けた誘導 

／福祉のまちづくり 

3－5 安心・安全なまちづくりの方針 

 延焼遮断帯の機能強化／建築物の耐震化／オープンスペース 

の確保／防災活動拠点の機能強化／防犯まちづくり 

3－6 個性ある（小平らしい）まちづくりの方針 

 小平らしい景観形成／にぎわいのあるまちづくり 

／参加と協働の景観まちづくり／地域コミュニティや地域資源を活かしたまちづくり 

 

小平市都市計画マスタープラン 全体構想 構成見直し案 

●位置づけ及び性格 

・市民等提案型まちづくり条例に基づく地区まちづく

りのガイドラインとしての役割を位置づけるか検討。 

●改定の背景と目的 

・第１回検討委員会で示した見直しの視点についての

議論を参考。 

●まちづくりの理念 

・まちづくりの理念は継承（長期総合計画より） 

●将来の都市像とまちづくりの目標 

・まちづくりの理念を踏まえて、より“空間像”に落

とし込んだ記述を検討。 

●まちづくりの重点項目 再編・追加 

・現行の「まちづくりの方向」を踏まえて、改めてこ

れからの方向性を議論する。 

・市が抱える特徴、課題を踏まえつつ、今後、重点的

に取り組む必要がある項目を検討。 

・まちづくりカフェ等の市民意見も参考にしながら、

市民とともに取り組むべきまちづくりの重点項目と

して記載するか検討。 

●部門別整備方針 再編・追加 

・時点修正に伴うタイトルの変更・修正や、

まちづくりの重点項目と関連する新たな

方針の設定 

（例） 

・土地利用：市街化区域内の農地の保全や活

用、または宅地化などの考え方を充実 

・安心・安全：東日本大震災の経験を踏まえ

たまちづくりの考え方を記載 

など 

●まちづくりの重点項目のイメージ（例） 

 ※資料 5参照 

・コンパクトなまちづくり 

・人口減少・高齢化社会などに対応したまちづくり 

・個性を活かしたまちづくり 

・地区主体のまちづくり 

（注）大方針にぶら下がるサブ方針については、今後、検討・調整が必要です。 

都市ＭP 見直し検討委員会 資料 5 

平成２７年３月１０日  



まちづくりの重点項目の考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■まちづくりの重点項目 

 今後の小平市のまちづくりを推進していくにあたって、次の４つのテーマに力点を置

きながら取り組む必要があると考えます。 

■市民の意識  

 

■社会潮流 

 

■小平市都市計画マスタープラン見直しの視点 

○経済・社会情勢の変化への対応         ○権限移譲にともなう関係法令の改正への対応 

○都市基盤の整備・更新と拠点整備への対応    ○骨格的な緑の維持・保全 

○市街地内の農地を活かしたまちづくりへの対応  ○都市計画マスタープランの具体的な実現方策

の位置づけ 

市民アンケート調査結果Ｐ50【問 3】 

＜重点改善分野＞ 

○駅周辺の商業地としての形成 

○医療・福祉施設、商店などが集まった 

身近な生活の拠点の形成 

○住宅地周辺の身近な生活道路の整備 

○自転車や歩行者の通行のための整備 

○道路や公共施設などのバリアフリー化 

○災害時の避難場所・避難経路の確保や建 

物の耐震化など安全性 

○まちの死角や暗さなど防犯への対応 

○自転車駐輪場の整備 

○交通混雑の改善 

まちづくりカフェでの主な意見 
○東西に長くて駅が 7 つもあるが、どこが中心か分かりにくい。 

○市に核が無いため、バス路線のネットワークがきちんと形成されていないのではないか。 

○中心と呼べる拠点がない。各駅周辺のにぎわい形成や拠点間の連携が必要。 

○線路で地域が分断されており南北方向の幹線道路が少ない。 

○そもそも小平市はどんなまちを目指すのか。 

○公共施設は整備されていると思うが、今後は多様化する市民ニーズに対応していく必要がある。 

○大規模商業施設は各世代のニーズに応じた商品が揃っていて、バリアフリー対策も充実している 

○駅周辺や幹線道路沿いの景観づくりは大切。 

○大学が地域と関われるような仕掛けがあると、若者が小平に愛着を持つきっかけになるのでは。 

○緑道などの整備が充実しているが、市全体では歩行者が散策できるネットワークづくりが丌十分。 

○まちづくりに関して市民自らが積極的に取り組み、その声を行政に届けることが大切。 

○地域の人と知り合う事ができるきっかけづくりが大切である。 

○一歩踏み出せない団塊の世代の人たちがまちづくりに参加しようと思えるアプローチが大切。 

○人のつながりが大切なので、情報共有の方法も重要である。 

①コンパクトなまちづくり 

―医療・福祉施設、商業施設などが拠

点に集約されたまち 

 

キーワード： 

・コンパクトシティ 

・低炭素まちづくり 

・都市機能、生活機能の適正配置 

（中心拠点、生活拠点） 

・交通ネットワーク（道路、公共交通） 

など 

②人口減少・高齢化社会に対応したま

ちづくり 

 ―現在、社会を取り巻く今日的な課

題に対応したまち 

 

キーワード： 

・ユニバーサルデザイン 

・防災（安全・安心） 

・環境エネルギー 

・健康・福祉 

・空家問題 

・公共施設 

・商店街 など 

③個性を活かしたまちづくり 

 ―小平市の特徴を活かしたまちづく

り 

 

キーワード： 

・小平グリーンロード 

・玉川上水、野火止用水 

・農地（生産緑地含む） 

・大学の集積 

・「都会から一番近いプチ田舎」 

・なかまちテラス  

など 

④地区主体のまちづくり 

 ―参加と協働によるまちづくり 

 

キーワード： 

・自治会、町内会の活性化 

（地域コミュニティの活性化） 

・世代間交流、つながりの場づくり 

・小平市民等提案型まちづくり条例 

・まちづくり人材の育成 

 など 

■国の動向 

○コンパクトシティ・プラス・ネットワークの実現 

（都市機能の集約化、低炭素まちづくりの推進など） 

○インフラの長寿命化 ○まち・ひと・しごと創生 など 

■都の動向 

○東京圏全体の視点に立った「環状メガロポリス構造」の構築 

小平市：核都市広域連携ゾーン、都市環境再生ゾーン 

○コンパクトな市街地への再編 

■第三次長期総合計画で目指している市の方向性 

① 各駅を中心とした生活圏域の形成 

② 良好な住宅環境の維持        連携と協働のまち 

③ 緑の保全と創造           づくり推進 

④ 幹線道路沿いの土地利用 

 

＜重点維持分野＞ 

○ゆとりある敷地、交通の抑制、プライバシーの配

慮などの良好な住宅環境の形成 

○バスや鉄道などの公共交通の利便性 

○農地、雑木林、緑地など緑の保全 

○用水の保全 

○上・下水道、ガスなどの都市基盤の充実 

○道路、公園などの公共施設の老朽化への対応 

○福祉、医療、保育などの各種の公共施設の整備 

○自然エネルギーの活用やリサイクルなどによるご

み減量、CO2 の排出抑制を進めるまちづくり 
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Ｐ18 

～ 

Ｐ19 

現行小平市都市計画マスタープランの「都市構造図」及び「めざすべき将来の都市像」抜粋 
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