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第 1 章  はじめに 

1.1  計画の背景と目的 

 

史跡武蔵国分寺跡周辺地区は、史跡武蔵国分寺跡などの歴史的環境を始め、国分寺崖線

や湧水などの豊かな自然環境も併せ持つ、広く市民に親しまれている場所です。 

市の都市計画に関する基本的な方針を示した「国分寺市都市マスタープラン（平成 12年

３月策定）」においても、“歴史文化の拠点”として“国分寺市トライアングルゾーン”の

一画に位置づけられるなど、国分寺市における貴重な財産となっています。しかしその一

方、史跡武蔵国分寺跡などの歴史的文化資産と共存した道路整備や防災・防犯など、史跡

や緑と共生した生活環境の改善について、検討を要する課題も少なくありません。 

 

そこで、官民協働で良好な住環境整備と史跡整備の調和を目指し、史跡武蔵国分寺跡、

お鷹の道、真姿の池湧水群、国分寺緑地を含む「史跡武蔵国分寺周辺地区（約 65ha）」を

平成 17年７月に国分寺市まちづくり条例（以下、「まちづくり条例」という）、に基づく「ま

ちづくり推進地区」の第一号に指定し、地区住民、公募市民を含む「史跡武蔵国分寺跡周

辺地区まちづくり協議会」を設置して、当地区のまちづくり計画策定に着手いたしました。

また、計画策定にあたっては、市民参加のワークショップを開催し、そこで議論した内容

をもとに計画づくりを進めてきました。 

 

本計画書は、第１章に計画の背景と目的、第２章に現況と課題、第３章に基本理念・将

来像、第４章でまちづくり計画、第５章では実現化方策をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

1.2  計画対象区域 

「推進地区まちづくり計画」の対象区域は、まちづくり条例における「まちづくり推進

地区」に指定された約 65haの区域です。 

 

調査対象地区（約 65ha） 

 

 

まちづくり推進地区 
（対象区域 約65ha） 
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1.3  計画の位置づけ 

市では、国指定史跡武蔵国分寺跡（僧寺

地区）の保存整備事業を進めるため、平成

15年３月に「史跡武蔵国分寺跡[僧寺地区]

新整備基本計画」を策定し、より一層の保

存整備、活用を推進しています。 

一方、平成 16 年６月に「まちづくり条

例」が発布され、市街地整備及び都市環境

の改善を目的としたまちづくりを重点的

に推進する地区を「まちづくり推進地区」

として指定し、地区のまちづくりを重点的

に整備していく制度が設けられました。 

国指定史跡武蔵国分寺跡周辺地区は、平

成 17 年７月にまちづくり条例における

「まちづくり推進地区」の第一号に指定さ

れ、史跡と調和したまちづくりを推進する

地区として位置づけられました。 

 

 

1.4  計画策定の経緯 

（1）検討・策定の体制 

平成 17 年７月から平成 19 年３月までに、学識経験者、地元代表者及び行政関係各課の

メンバーによる「まちづくり協議会」、住民主体の「ワークショップ」、関係機関との調整

の場を設け、史跡武蔵国分寺周辺地区まちづくり計画に関する検討、策定を進めてきまし

た。 

検討・策定体制 

 

■史跡武蔵国分寺跡周辺地区まちづくり協議会』 

（国分寺市まちづくり条例による協議会） 

・学識経験者 都市計画系（まちづくり、地区交通） 

       文化財系（考古学） 

・市民、地区住民代表者 

・関係団体代表者（JA、商工会、観光協会） 

・国分寺市  関係各課 

■行政連絡会議 ※必要に応じて開催 

・学識経験者 

・国土交通省 街路課、関東地方整備局 

・文化庁 記念物課 

・東京都 都市整備局、建設局、教育庁 

・国分寺市 

■ワークショップ 

・市民 

・学識経験者 

・国分寺市 

『事務局』 

 

国分寺市  都市計画課 ／ ふるさと文化財課 
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（2）検討の経緯 

計画の検討、策定の経緯は次のとおりです。 

のべ５回のワークショップでは、住民参加型交通調査を実施し、この結果をもとに議

論を進め『地区交通に関する提案書』をまとめました。 

まちづくり協議会ではこの提案をふまえ、まちづくり計画の検討・策定を進めました。 

検討の経緯 

平成 17年度 ５月 13日 □まちづくり市民会議に事前報告（まちづくり推進地区の指定に関して） 

６月 １日 □まちづくり協議会委員の市民公募（広報） 

６月 ７日 □まちづくり推進地区の指定に関する市民説明会 

６月 20日 □まちづくり推進地区の指定に関して市民会議の意見を聴く 

７月 ７日 □まちづくり推進地区の指定（告示 7月 13日） 

７月 14日 □推進地区まちづくり協議会の設置 

■第１回まちづくり協議会（出席者 39 名） 

議題：目的、地区の現況等 

８月 10日 □第１回ワークショップ（出席者 64名） 

議題：地区の魅力と問題点等 

８月 23日 ■第２回まちづくり協議会（出席者 36 名） 

議題：現況と課題、アンケート内容等 

９月 14日 □第２回ワークショップ 

議題：交通調査の方法等 

10月 13日 □第３回ワークショップ（出席者 71名） 

（住民参加型交通調査を実施） 

10月 26日 ■第３回まちづくり協議会（出席者 35 名） 

議題：アンケート結果・交通調査の概要、地区の課題の整理等 

11月 29日 □第４回ワークショップ（出席者 27名） 

『地区交通に関する提案書』をまとめる（別掲参照：Ｐ50） 

11月 17日 □行政連絡会議 

12月 14日 ■第４回まちづくり協議会（出席者 32 名） 

議題：まちづくりの将来像 

２月 ３日 □第５回ワークショップ（出席者 30名） 

議題：ワークショップのまとめ 

２月 24日 ■第５回まちづくり協議会（出席者 32 名） 

議題：まちづくり基本計画（案）について 

平成 18年度 ７月 28日 ■第６回まちづくり協議会（出席者 39 名） 

議題：まちづくり計画（原案）について① 

10月 16日 ■第７回まちづくり協議会（出席者 29 名） 

議題：まちづくり計画（原案）について② 

11月 22日 □市民説明会（計画原案の紹介） 

１月 17日 ■第８回まちづくり協議会（出席者 28 名） 

議題：まちづくり計画（案）について 

注）■印は、まちづくり協議会、□印はその他 注）出席者数には事務局も含む 


