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平成29年7月29日 
国分寺市まちづくり部まちづくり推進課 
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次第 

１．開会 

２．概要説明 

 

 

 

 

 

 

３．グループ意見交換、発表 

４．今後の予定、閉会 
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（１）懇談会開催の趣旨 
（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」 
    の背景と経緯 
（３）今回の意見交換の進め方 
  ① 意見交換のテーマ 
  ② 地区の現況 
  ③ 事例紹介（道路沿道のイメージ） 
  ④ 意見交換の進め方 
 



（１）懇談会開催の趣旨 
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（１）懇談会開催の趣旨 

国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくりとは・・・ 
 
 国３・４・11号線の道路整備により、周辺地域における住環
境・商業環境には大きな変化が予想されるため，より良いまち・
環境となるよう，道路整備の前にあらかじめ地域の将来像を定め
まちづくりを進めるものです。 
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 懇談会では，平成26年に決定した
「まちづくりの方向性」を実現化する
ための方法やアイデアについて，地域
の皆さんのご意見をうかがいます。 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線 
    周辺まちづくり」の背景と経緯 
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（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 国分寺街道は小平市から，国分寺駅の東を通り，府中市をつなぐ幹
線道路であり，交通量が多く路線バスが頻繁に通るにも関わらず，道
路が狭く歩道もないため危険な状況になっています。 

 「国分寺街道」の課題 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 この状況を解消するため，平成18年に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）において，都市計画道路国３・４
・11号線（以下，「国３・４・11号線」という。）を優先的に整備す
る都市計画道路の一つに位置づけました。 
（平成28年度からは「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）」に移行。） 

出典：多摩地域における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画） 

＜優先整備路線（国分寺市周辺）＞ 

 まちづくりの契機 

 平成28年２月には，東京都
により『事業概要及び測量説
明会』が実施され，現在は，
道路用地の測量が行われてい
ます。 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 国3・4・11号線の整備に伴い、国分寺街道及び国3・4・11号線の
沿道・周辺環境に大きな変化が予想されます。 

 まちづくりの検討の必要性 

より良いまち・環境となるように 

道路整備の前にあらかじめ 
まちの将来像を定める必要性 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 市民の皆様のご意見を伺うため，基礎調査及び意向調査などを実施
しました。     

 平成23年度 まちづくりの検討の開始 

出典：国分寺都市計画道路３・４・11号線周辺まちづくりに関するアンケート調査の結果報告 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 現状の国分寺街道の課題   

出典：国分寺都市計画道路３・４・11号線周辺まちづくりに関するアンケート調査の結果報告 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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出典：国分寺都市計画道路３・４・11号線周辺まちづくりに関するアンケート調査の結果報告 

 現状の国分寺街道の課題   



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 国３・４・11号線の道路整備の前にあらかじめ地域の将来像を定
めるため，５回にわたり懇談会を開催し，ご意見を踏まえた 
「国３・４・11号線周辺まちづくりの方向性」を策定しました。 

 平成25・26年度 まちづくりの方向性の決定 

出典：国分寺都市計画道路３・４・11号線周辺まちづくりの方向性 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 「まちづくりの方向性」の
実現に向けて，より具体的な
方策をまとめたまちづくり計
画(案)を策定するため，国分寺
街道及び国３・４・11号線周
辺地区を，まちづくり条例に
基づくまちづくり推進地区に
指定しました。 

平成28年度 
まちづくり推進地区の指定 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 まちづくり協議会を設置し、「まちづくり計画」の策定を目指し
て検討を開始しました。 
 第１回協議会を，6月21日に開催しました。 

 平成29年度 まちづくり協議会の設置 

＜第１回協議会 主な意見＞ 

〇国分寺らしさとは何か，将来に残すべきものは 
 何なのかを議論していきたい。 
〇国３・４・11号線沿道は，住環境が悪化しない 
 よう，自由度の高い用途や高度利用等は好まし 
 くない。 
〇元町用水付近の環境を壊さないよう配慮してほ 
 しい。 
〇史跡があることから東元町商店会は重要な役割 
 を担うと考える。観光地として多くの人にきて 
 もらい，安心して歩けるまちづくりを進め，人 
 の流れをつくることが重要と考える。 
 



（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 
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 ＜協議会での検討項目＞ 
 ○国分寺街道及び国３・４・11号線周辺地区の 
  将来像に関する事項 
 ○土地利用に関する事項 
 ○緑・景観形成に関する事項 
 ○安全で安心なまちづくりに関する事項 
 ○その他，にぎわいの創出など良好なまちづくりの 
  推進に関する事項 
  

 まちづくり計画とは？ 
 まちづくりの方針や土地利用のルールなどを定める計画 



16 

（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 

懇談会でいただいた地域の皆さんのご意見をふまえて， 
協議会でまちづくり計画（案）の検討をします。 



 全体スケジュール（平成29年度） 

【ワークショップ】 

懇 談 会 

第１回 （7/29） 
・新設区間周辺の望ましいまちなみ 
を考える（土地利用ほか） 

第２回 
・国分寺街道周辺の望ましいまちなみを
考える（土地利用ほか） 

第３回 
・国分寺街道周辺の土地利用について 
・良好なまちづくりについて 
（にぎわいの創出などのアイデア） 

  

協 議 会 

第２回 （8/23） 
【新設区間周辺】 
・土地利用（用途・敷地規模）について 

  
第３回  
【新設区間周辺】・土地利用について 
・緑・景観について 
・安全安心なまちづくりについて 
・良好なまちづくりについて 
  

第４回  
【国分寺街道周辺（全区域）】 
・土地利用（用途・敷地規模）について 

  
  

第１回 （6/21）  
・「まちづくりの方向性」及び現況の確認 

第５回 
【国分寺街道周辺（全区域）】 
・土地利用について 
・緑・景観について 
・安全安心なまちづくりについて 
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（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 



 全体スケジュール（平成30年度以降） 

【ワークショップ】 

懇 談 会 協 議 会 

第６回  
・実現に向けたアイデア 
  

第５回  
・良好なまちづくりについて 
（にぎわいの創出などのアイデア） 

第４回 【中間報告会】 
・これまでの検討報告 

「国分寺街道及び国３・４・11号線周辺まちづくり計画」（案）の市長への報告 

  

第６回  
【国分寺街道周辺（南区域）】・良好な 
まちづくりについて（にぎわいの創出など） 

  

第９回 まちづくり計画 素案 
  

第10回 まちづくり計画(案) 

第７回  
【国分寺街道周辺（北区域）】・良好な 
まちづくりについて（にぎわいの創出など） 

第８回 
・実現化への具体的方策について 

  

国分寺市まちづくり条例に基づく各手続き（公告・説明会など）を経て 

「国分寺街道及び国３・４・11号線周辺まちづくり計画」を決定 

  

【平成30年度】 

【平成31年度】 
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（２）「国分寺街道及び国3・4・11号線周辺まちづくり」の背景と経緯 



（３）今回の意見交換の進め方 
 
    ① 意見交換のテーマ 
 
  ② 地区の現況 
 
  ③ 事例紹介（道路沿道のイメージ） 
 
  ④ 意見交換の進め方 
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＜意見交換のテーマ＞ 
「国３・４・11号線新設区間
周辺の望ましいまちなみを 
考える（土地利用ほか） 」 
 
平成26年に決定した「まちづ
くりの方向性」を実現化するた
めの方法やアイデアについての
ご意見を伺います。 

（３）今回の意見交換の進め方 ①意見交換のテーマ 
 
対象エリア 
国3・4・11号線新設区間 
※野川より南側かつ国分寺街道沿道より西側 
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（３）今回の意見交換の進め方 ①意見交換のテーマ 

 まちづくりの方向性         （平成26年12月決定） 
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（３）今回の意見交換の進め方 ①意見交換のテーマ 

 国３･４･11号線新設区間エリアのまちづくりの方向性 

史跡と調和し，緑のある，安全・安心で
住みやすい住宅環境のまちづくり 
  
 国３･４･１１号線新設区間エリア 
では，災害に強い中層住宅を誘導し， 
安全・安心のまちを目指します。 
  
 緑豊かな本エリアの特性を将来も 
維持するため，民有空間及び公共空 
間の緑化を進めるとともに，市の貴 
重な歴史資源である史跡との調和を 
図り，住みやすい住宅環境のまちを 
目指します。 

まちなみのイメージ 
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壁面後退により前
面空間を創出して
緑を配置した場合
のイメージ 



（３）今回の意見交換の進め方 ①意見交換のテーマ 
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史跡と調和し，緑のある，安全・安心で住みやすい 
住宅環境のまちづくり 

史跡と調和 
したまち 

安全・安心な 
まち 

緑のある 
まち 

住みやすい 
まち 



（３）今回の意見交換の進め方 ①意見交換のテーマ 
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まちづくりの方向性を踏まえた取組例 

 
※地区計画：地区の実情に応じて，きめ細かなまちづくりのルールを定める制度 



（３）今回の意見交換の進め方 ② 地区の現況 

用途地域  
第一種低層住居専用地域 

※用途地域：住居，商業，工業など 
 市街地の大枠としての土地利用を 
 定めるもので， 12種類あります。 

出典：平成27年 国分寺市都市計画図を用いて作成 
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● 低層住宅の良好な住環境を守る 
  ための地域です。 
● 住宅の他に住宅と兼用の小規模 
  なお店や診療所，保育所などを 
  建てることができます。 
   



（３）今回の意見交換の進め方 ② 地区の現況 
土地利用 

現在は,２階建て
程度の住宅がほ
とんどを占めて
いる 

出典：平成24年度土地利用現況調査を用いて作成 26 

農地や屋外利用
地等の宅地化さ
れていない土地
も存在している 

建物階数 



（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 

出典：国分寺都市計画道路３・４・11号府中国分寺線及び 
     府中都市計画道路３・４・21号府中国分寺線事業 概要及び測量説明 

  国3・4・11号線の断面図（イメージ） 

27 



八王子市 八王子みなみの 沿道型住宅地区 （第一種住居地域） 
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・壁面位置の制限・敷地面積の最低限度・色彩の制限・垣・柵
の構造の制限などのルールにより、ゆとりと統一感を創出 

（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



八王子市 八王子みなみの ふれあい通り地区（第一種中高層住宅専用地域） 
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・高さの最高限度（4階以下）などのルールにより、
統一感のあるまちなみ 

（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



府中市 美術館通り （第一種中高層専用地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



府中市 かえで通り （第一種中高層専用地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 五日市街道 （第二種中高層住居専用地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 国3・4・6号線 （第二種中高層住居専用地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



練馬区 田柄五丁目 （第一種住居地域） 
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



小金井市 連雀通り （第一種住居地域） 
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 府中街道 （第一種住居地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 府中街道 （第一種住居地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 連雀通り （第一種住居地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



立川市 すずかけ通り （第一種住居地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



三鷹市 東八道路 （準住居地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 市役所通り （近隣商業地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



小金井市 連雀通り （近隣商業地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国分寺市 国3・4・5号線 （商業地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



国立市 日野バイパス （準工業地域）  
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（３）今回の意見交換の進め方 ③事例紹介（道路沿道のイメージ） 



（３）今回の意見交換の進め方 ④意見交換の進め方 

 他の人の意見を聞き，否定をしないように 
 しましょう。 
 自分と違う意見も尊重しましょう。 
  ※グループ内の意見を一つにまとめるものではありません。 

 限られた時間で，みんなが発言できるように、 
 発言時間が長くなりすぎないようにしましょう。 
 テーマから逸れないように気をつけましょう。 

 意見交換のルール 
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（３）今回の意見交換の進め方 ④意見交換の進め方 

【ステップ１：自己紹介、役割分担】 
     5分程度 
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【ステップ２：意見交換】 
     ４テーマ×10分程度 

【ステップ３：発表】 
     ３グループ×3分程度 



（３）今回の意見交換の進め方 ④意見交換の進め方 

 説明は以上です。 
 
 テーブルごとに，意見交換を開始してください。 
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最後に 

本日はご参加ありがとうございました。 
・アンケートにご協力ください。 
・第２回協議会は，8/23（水）に開催予定です。 
 時間：10－12時 

 会場：国分寺Lホール 
 議題：国３・４・１１号線新設区間周辺の 
     土地利用（用途・敷地規模など）について ほか 

          どなたでも傍聴できます。 
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