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　狛江　狛江　狛江　狛江　狛江・・・・・まちづくり市民会議まちづくり市民会議まちづくり市民会議まちづくり市民会議まちづくり市民会議　訪問　訪問　訪問　訪問　訪問
　9 月 9 日（土）、狛江・まちづくり市民会議を訪問しました。
狛江市は人口約 7 万 6 千人で市域の 9 割近くが住居専用地域の
まちです。2 0 0 3 年に施行されたまちづくり条例では、全国に
先駆けて市民参加によるまちづくり委員会を設置し、その中
で調整会の仕組みなどを取り入れています。まちづくり市民
会議のメンバーもこれらの会議に参加したり、条例に基づく
市民提案を行うなど、まちづくりに積極的に関わっています。
今回は、狛江市中央公民館に市民会議から 8 名の方にお集ま
りいただき、武蔵野市のまちづくり条例の参考となるお話を
伺いました。当会からは会員 1 2 名と練馬まちづくりセンター
の山口邦雄所長の計 1 3 名が参加しました。

以下、当日のお話をもとに狛江のまちづくり活動の概要をま
とめました。

　
まちづくり条例策定の経緯まちづくり条例策定の経緯まちづくり条例策定の経緯まちづくり条例策定の経緯まちづくり条例策定の経緯
狛江市では 2 0 0 1 年に都市計画
マスタープランが策定された。
地域別構想の検討のために市
民協議会が設置され、約 2 年
間、狛江のまちについて議論
をしている。市民会議はその
ときのメンバーが中心となっ

て立ち上げられた。
都市計画マスタープランでは
狛江市のまちづくり構想を定
めるとともに、その構想を実
現するために条例を制定する
ことが決められ、条例化に向
けた重点項目が示された。
1 ) 市民発意の積極的受けと
め、2 ) 行政による市民発意へ
の支援、3 ) 提案の審議・公定
化への手続き、4 ) 協働による
構想の実現、5 ) そのための
ルール作り。
これを受けて市ではまちづく
り条例の検討を開始した。

＜参考＞
市のホームページによると、
市民によるワークショップ
「狛江まちづくり市民会議”
ワイワイ”条例グループ」が
さまざまな検討を行い、条例
に盛り込むべき内容を提案し
た。現在の条例を形作る考え
方が多く盛り込まれた。その
後、市は条例検討委員会を設
置し条例の素案が作成され、
これを元に市が条例案が作成
した。まちづくり条例は、議
会の審議を経て、都市計画マ
スタープラン策定から 2 年半
後の 200 3 年 10 月に施行され
た。

まちづくり条例の特徴まちづくり条例の特徴まちづくり条例の特徴まちづくり条例の特徴まちづくり条例の特徴
狛江市まちづくり会議の特徴
は以下の通りである。
＜特徴 1 ＞
　「まちづくり委員会の設置」
学識者 5 名、公募市民 1 0 名で
構成するまちづくり委員会が
次の活動を行う。

     会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中
『市民まちづくり会議・む
さしの』は、だれでも入会
できます。お問い合わせ

は本会事務局へどうぞ
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1 ) 以下の諮問への答申
・地区まちづくり協議会の認
定
・地区まちづくり計画の案の
策定
・地区まちづくり計画の決定
・テーマ型まちづくり協議会
への支援
・まちづくり表彰
2 ) まちづくり調整会の開催
　開発等の協議に関し、住民
と開発事業者との合意形成の
ために必要に応じて委員会の
メンバーから 3 名以上を選出
し調整会を開催する。調整会
では関係者が出席して公開で
口頭審理を行い、住民、事業
者、市民に対して必要な助
言、斡旋、勧告を行うことが
できる。
3 ) まちづくりに関する提言

＜特徴２＞
「まちづくりへの市民提案」
次の 2 種類の市民提案がある。
1 ) 地区まちづくり計画
住民、地権者等で協議会を作
り、地区まちづくり計画の素
案を提案する。市は協議会や
その準備会を支援する。
2 ) テーマ型まちづくり提案
まちづくりに関する特定の分
野の調査、研究、実践等のま
ちづくり活動を行うテーマ型
協議会をつくり、成果を提案
する。市は協議会を支援する
とともに、成果が有益な場合
は施策に取り入れる。

＜特徴３＞
「まちづくり表彰」
まちづくりに貢献した市民、
事業者等に対しその功績を表
彰する。どういう基準で表彰
するか、まちづくり委員会で

検討しているところである。

まちづくり条例検討に当まちづくり条例検討に当まちづくり条例検討に当まちづくり条例検討に当まちづくり条例検討に当
たっての留意点たっての留意点たっての留意点たっての留意点たっての留意点

１）まちづくり条例は、それ
まであった開発指導要綱と、
まちづくり推進要綱（まちづ
くりにおける市民参加の要綱）
を条例化したものである。特
に後者に関し、単に市民に参
加を促すだけでは機能しない
ので、具体的に地区まちづく
り計画とテーマ型まちづくり
提案として示した。
２) まちづくり計画等を検討す
るまちづくり委員会を設置し
た。従来はこういう組織は審
議会であるが、審議会は行政
の案を受身で検討する場であ
り、まちづくりを能動的に検
討するために委員会とした。
ただし、まちづくり計画等に
ついては委員会は市長の諮問
に基づいて検討し、最終決定
は市長が行う。
３）開発事業の調整の場とし
てまちづくり委員会が調整会
を開催する。裁く場でなく、
話し合いができる場が必要で
ある。
４）開発調整を実効性のある
ものとするため、条例で定め
た手続きを経ないで事業を進
めた者（法人および代表者や
従業員の両方）に対し、罰金
や懲役を課する規定を作った。

市民によるまちづくり提案市民によるまちづくり提案市民によるまちづくり提案市民によるまちづくり提案市民によるまちづくり提案
の状況の状況の状況の状況の状況
地区まちづくり計画が１地区、
テーマ型まちづくり提案が２
テーマ提案され、まちづくり
委員会で検討されている。
◆地区まちづくり計画

岩戸北４丁目北部地区でまち
づくり協議会が結成され、昨
年度、高さを 1 2 . 5 ｍに制限す
る地区計画の素案が委員会に
諮問された。委員会ではこれ
を妥当であると答申した。
◆テーマ型まちづくり提案
①「狛江・歩きたいまち」
協議会：まちづくり市民会議
20 0 4 年度提案・継続中
「車型」の都市から「歩く」ま
ちへの都市構造の転換と防災
性の強化を目指し、都市計画
道路の見直しと環境・景観を
重視した道路を提案。
日本大学研究室の支援を得て
交通量調査や空間調査（土地
利用・景観・環境等）、住民ア
ンケート調査等を実施し、構
想を立案して市や市民に提案
している。
②「和泉多摩川緑地都立公園
化」
協議会：同　話し合い会
20 0 4 年度提案・継続中
多摩川にある都水道局用地と
あわせて周辺を緑地化し、広
域防災公園とすることを検討
している。

◆まちづくり委員会の対応
まちづくり委員会は、①まち
づくりにとって重要なテーマ
か、②実現方法とプロセスが
明示されているか、に関し各
委員が５段階評価を行い、総
得点（委員数×１０点）の６
割以上を得ると採択される。
このほか、各委員の所見や提
案への見解も公表されること
になっているが、あまり丁寧
なものではない。
最終的に受け入れる決定は市
長が行う。実際に提案した感
触では、既に市が検討を始め



3”市民まちづくり会議・むさしの”　会報　　第5巻3号　発行：平成18年10月15日

たことについて提案しても受
け入れは難しいようだ。市民
が提案するなら行政が手をつ
ける前に行う方が進みやすい。
市民が提案したことが採択さ
れなかった場合に不服救済す
る手続きがないことも課題と
いえる。

調整会の状況調整会の状況調整会の状況調整会の状況調整会の状況
条例ができて３年間で調整会
の対象となった事案が２件で
ある。１件は地元事業者によ
る賃貸マンションで、話し合
いで 2 階分下がった。もう一
件は狭い敷地に容積いっぱい
で建築しようとした分譲マン
ションである。調整会は、
セットバックするよう事業者
に勧告した。市長はこの勧告

を守らなかった事業者と開発
協定を締結しなかったため、
結局、事業者がセットバック
した。
当初、調整会がたくさんあっ
て大変かと思ったが実際には
今までこの 2 件しかなかった。

まちづくり条例の課題まちづくり条例の課題まちづくり条例の課題まちづくり条例の課題まちづくり条例の課題
まちづくり委員会の権限とし
てまちづくりへの提言がある。
実際には委員から提案できる
余裕がなく、また提案しても
行政の課題と一致しないとな
かなか受け入れてもらえない。
市民が参加するためには市民
が議論できる場所が必要であ
る。都市計画マスタープラン
では「まちづくりサロン」が
提案されていたが、具体的な

場所が見つからず、まちづ
くり条例には取り入れられ
ていない。これを実現化す
ることが課題である。まち
づくり提案について、市長
が受け入れないとそのまま
になってしまう。議会で議
論する場があっても良いの
ではないか。

狛江のまちづくりに関する狛江のまちづくりに関する狛江のまちづくりに関する狛江のまちづくりに関する狛江のまちづくりに関する
市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動
市内には多様な市民活動が
あるが都市整備に係る活動
は狛江北口再開発を契機に
活発となった。
小田急線立体交差に伴い市
では駅前の小学校を移転し
これを種地として公団が再
開発事業を行う計画を作っ

まちづくり市民会議による「歩きたいまち」の市民提案

　　　　　　上和泉通り整備構想

＜提案に対する市の見解＜提案に対する市の見解＜提案に対する市の見解＜提案に対する市の見解＜提案に対する市の見解（（（（（一一一一一部部部部部）））））＞＞＞＞＞

「本提案は都市マスを特に意識し、検討されたものと思われ、市の道路整備計画に対し、一定の参考

になるものと評価する。」

（案その 1（1 番目の図）に対して）「歩道の有効幅員やバリアフリー構造等が十分に確保ができる

か、・・・等を今後検討していく必要があると考える。」

（案その 2（2 番目の図）に対して）「環境空間を作ることにより、他の地域の住環境に悪影響を及ぼ

す事態は避けるべきであり、どのように解決するか、今後の検討に期待したい。」

（狛江市ホームページより抜粋）
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た。その際、緑地が減ること
が問題となり 1 9 8 1 年から市
民運動が始まった。1 9 8 5 年に
は北口問題を考える会が設立
され、道路、公共施設等の 7
つの市民分科会を設置して議
論を進め、行政と意見調整を
行った。その結果、緑地を保
全するという市民案が採用さ
れた。現在、この緑地は市民
組織が管理している。
このほか小田急線立体化事業
に伴い解体される民家の保存
活動もあった。調査費や解体
保存費を市民から募り、現在
も市民組織で経営・運営・管
理を行っている。

以上、狛江のまちづくり活動
について予定していた 1 時間
半を超えて熱心に語っていた
だきました。その後、駅北口
や民家園を案内していただき
ました。
狛江市の都市マス策定に専門
家として直接係わった練馬ま
ちづくりセンターの山口所長
から次のコメントをいただき
ました。
「 都市マスを棚上げにせず、
都市マスの内容を着実に現実
に当てはめようとしている姿
に、計画策定時の議論や雰囲
気を思い出しました。
多くの都市では、熱しやすく
冷めやすい。つまり、都市マ
スには旺盛な参加があったの
ですが、３～５年もたてばそ
れを忘れ、新たな計画づくり
に走っている。計画をつくる
ことに熱心でも、計画に基づ
いて実現していく意識的な努
力は極めてすくないのではな
いでしょうか。
計画の過剰な生産と、策定さ

れたものへの冷淡さ。逆の意味
で、狛江の市民活動の質の高さ
を垣間見ました。」
武蔵野での都市マスの熱気はそ
の後のまちづくり活動にどのよ
うに生かされているのでしょう
か。当会と狛江のまちづくり市
民会議の発足経緯はほとんど同
じです。当会も質が高い市民活
動といわれるようにしたいもの
です。

市民組織で運営管理する
「むいから民家園」

武蔵野市で初めての市民による地区計画提案武蔵野市で初めての市民による地区計画提案武蔵野市で初めての市民による地区計画提案武蔵野市で初めての市民による地区計画提案武蔵野市で初めての市民による地区計画提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉祥寺東町文教地区計画吉祥寺東町文教地区計画吉祥寺東町文教地区計画吉祥寺東町文教地区計画吉祥寺東町文教地区計画

市民による地区計画の原案提出
は武蔵野市では初めてです。
対象は、法政大学第一中・高等
学校を中心とする約 5 . 7 ヘク
タールの土地で、武蔵野美術大
学や第三中学校を含みます。こ
の地区の東側の一部と当該計画
対象地域の周辺は第 1 種低層住
居専用地域であり建物の高さは
1 0 ｍに制限されています。学
校については 1 9 7 3 年に都市計
画法で用途地域が設定された際
に高さ 1 0 m を超える校舎が既に
建っていたため、高さ制限がな
い第 1 種・第 2 種中高層住居専
用地域となりました。学校以外
でも道路条件によって第 2 種中

高層に指定されている個人宅
地もあります。昨年、法政大
学中・高等学校の移転計画が
明らかになり、今年１月には
法政大学と長谷工コーポレー
ションで土地の売買契約が締
結されました。周辺住民は低
層の住宅地に高層マンション
ができ住環境が悪化すること
を懸念し、高さ制限を含む地
区計画を検討してきました。
地区計画に関する手続き条例
では原案を提出するためには
地権者総数の 3 分の 2 以上の
同意が必要という高いハード
ルがありますが、今回は地権
者 2 2 8 名の 8 割以上に当たる

武蔵野市では狛江市よりも 1
年早く都市マスタープランが
策定されましたが、まちづく
り条例は 4 年遅れになりそう
です。先行している狛江市の
貴重な経験を条例検討に反映
することが重要です。
ご多忙の中、当会のためにお
集まりいただいたまちづくり
市民会議の皆様に、改めてお
礼申し上げます。

1 0 月 2 日、吉祥寺東町文教地区地区計画協議会は、都市計画法
及び「武蔵野市地区計画等の案の作成手続きに関する条例」に
基づき、地区計画の原案を市長に提出しました。その報告を兼
ねた住民集会が 1 0 月 9 日に第三中学校集会室で開催されまし
た。その集会の状況をレポートします。
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1 8 5 名の同意を得ています。
所在不明の地主や抵当権者等
を除くと実質的に住民の約 9
割の賛同を得ていることにな
るそうです。
原案の内容は高さの制限だけ
でなく、この地区の環境を将
来にわたって維持し、また新
たな土地利用形態とも共存可
能でさらに良好な環境へと誘
導することを目指しています。
具体的には対象地区内での公
園緑地の整備、建物壁面の後
退、フェンスの高さ制限、車
庫・駐車場の面積の制限など
です。建物の高さ制限は現行
の学校の高さを参考に 1 5 ｍと
しています。もちろん第 1 種
低層住居専用地域は 1 0 ｍのま
まです。容積率、建ぺい率は
今まで通りであり、建築に関
する既存の権利を損なわない
ように配慮されています。こ
の提案は法政の移転をきっか
けに策定されていますが、マ
ンションができたら困るとい
うことではなく既存の街並み
と調和するために高さを抑え
てほしいという願いによるも
のです。法政跡地だけでなく、
第三中学校や周辺の約 2 0 0 世
帯における家屋建築や土地利
用に一定の規制がかります。

住民集会住民集会住民集会住民集会住民集会
公開の住民集会には 1 0 0 名近
い住民が集まり、地区計画原
案の説明やスケジュール、市
の対応状況が報告されました。
報告によると、邑上市長及び
都市整備部のいずれも地区計
画原案としての認定にかなり
慎重であるとのことです。集
会では建築、都市計画、法律
の専門家が、最近のマンショ

ン建築の状況や高層マンショ
ン建築をめぐる判例から判断
すれば市が現時点で懸念して
いることは実際に当てはまら
ないとして、具体例にもとづ
く解説がありました。

このほか、法政跡地を市に買
取ってほしいとの陳情（昨年
1 2 月に議会で採択済み）と
今回の提案の関係や、法政周
辺の住民と土地購入者である
長谷工コーポレーションとの
面談の状況などの報告があり
ました。
集会には 1 0 名の市会議員も
参加し、議会の考えは市役所
の考えとは必ずしも同じでは
ないこと、今回の状況は他の
地区でも考えられることであ
り全市的に賛同者を求めるべ
き、との意見がありました。
地区計画協議会の役員が、
「市民としては事業者との協
議が難しくて大変だと思って
いたが、その前に市が立ち
塞っており驚いている」と話
されたのが集会の雰囲気を表
しています。（もっとも今は
市の対応が穏やかになったと
のことです。）

今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール今後のスケジュール
地区計画の原案の提出を受け
て、市長は原案の妥当性を評
価します。もし地区計画が必
要と判断した場合には、公告
縦覧を経て地区計画案を作成
し、武蔵野市都市計画審議会
での審議を経て都市計画とな
ります。そして建築制限条例
等の関連条例の整備制定に
よって有効に機能します。
もし、市長が地区計画を作成
しないと判断した場合には、

都市計画審議会の意見を聞い
た上でその旨が協議会に通知
されます。
地区計画が効力を発揮した場
合でも、その時点で工事（杭
打ち等）を開始している建築
物には適用されません。した
がって地区計画に適合しない
建物が建ちそうな場合には早
急に都市計画化する必要があ
ります。地区計画協議会で
は、3 月までに地区計画が効
力を発揮できるよう、関係者
に働きかけています。
　　　　　
武蔵野市都市マスタープラン
の吉祥寺地域の構想には「住
宅地の良好な街並みを保全、
向上させる。」として「地区
の状況にあったまちづくりの
ルールづくりを進めることな
どにより、良好な住環境を保
全するとともに、多様な住宅
地が調和する良好な街並みを
形成していきます。」と記載
されています。今回の提案
は、市民と行政が協働で策定
した都市マスタープランに一
致するものです。
地区計画原案の策定には建築
や法律の高い専門性が必要で
す。また自らの権利が制限さ
れる住民の合意が必要です。
関係者の皆様のご苦労・努
力・エネルギーに感服しまし
た。
市が検討中のまちづくり条例
において、このような市民提
案の策定を行政が支援する仕
組みの導入も必要でしょう。
当会も今回の市民提案の動向
に注目していきます。( 森）
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7/20 第 37 回定例会
　　　「まちづくり条例について」
　　　　/ 御殿山コミセン
9/9　まちづくり先進事例訪問
　　/ 狛江・まちづくり市民会議
10/10 亜細亜大学・市民活動関連
　　　講義で当会の活動を紹介
10/13-14
　　武蔵野くらしフェスタ参加
　　　　/ 商工会館
10/14　役員会
　　　「今後の活動予定」
10/20　役員会
　　　「市民提案への対応について」
10/28（予定）
　　まちづくり先進事例訪問
　　　/NPO 調布まちづくりの会
11/11（予定）定例会
　　　「市内のまちの動き」

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり
　　活動日誌　　活動日誌　　活動日誌　　活動日誌　　活動日誌

禁無断転載　　　転送可能禁無断転載　　　転送可能禁無断転載　　　転送可能禁無断転載　　　転送可能禁無断転載　　　転送可能

発行発行発行発行発行：：：：：     特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人

　　　　　　　　　　市民まちづくり会議市民まちづくり会議市民まちづくり会議市民まちづくり会議市民まちづくり会議     ・・・・・むさしのむさしのむさしのむさしのむさしの

事務局
FAX : 0422-66-3240
mail：matimati@parkcity.ne.jp
郵便振替口座　00180-0-388549

　

事務局便り事務局便り事務局便り事務局便り事務局便り

「「「「「くくくくくらららららしししししフフフフフェェェェェスススススタタタタタむむむむむさささささしししししののののの」」」」」

　見つめなおそう私たちのくらし　見つめなおそう私たちのくらし　見つめなおそう私たちのくらし　見つめなおそう私たちのくらし　見つめなおそう私たちのくらし

日帰りバス見学旅行日帰りバス見学旅行日帰りバス見学旅行日帰りバス見学旅行日帰りバス見学旅行
ご案内ご案内ご案内ご案内ご案内

人口わずか 4,000 人の群馬県川場
村、そこには世田谷区民健康村が
あってなんと年間７万人もの世田谷
区民が訪れるそうです。その秘密
は？どんな仕掛けがあるのでしょう
か？ほんのりと林檎が色づく秋１１
月、恒例の市民まちづくり会議のバ
ス旅行でその秘密を探りに出かけて
みませんか？
　日時　：11 月 18 日（土曜日）
　午前 7 時 20 分～午後 6 時 30 分頃
　　　　三鷹駅北口にて解散予定

●世田谷区民健康村見学
●友好の森の散策
●リンゴ農家訪問
●田園地帯の散策
参加費：大人3,000円子供1,500円　
　　（乳幼児無料）
　　　（昼食、資料代、保険等）
問合せ、申し込みは当会事務局まで

●専門家の出前講座を始めました。
その一環として「くらしフェスタ
むさしの」で、井部さんに講演をお
願いしました。当会には様々なま
ちづくりの専門家がいます。可能
であれば出前講座として伺います。
●今年度は訪問活動が続いており、
しばらく定例会を休んでいました
が、再開します。まちづくりサロン
として情報交換や議論を進めます
のでぜひご参加ください。

10 月 13 日(金）と 14 日(土）
に商工会館１ F の地域情報セ
ンターにおいて第 2 8 回武蔵野
市消費生活展が開催され、団
体の活動紹介、折り紙教室、
講演会などが実施されました。
参加団体は当会も含め１０団

体で、当会以外はごみ問題、
健康、食品などをテーマとし
ています。
1 3 日の当会の団体紹介では、
清本会長が市民主体のまちづ
くりの意義や当会の概要、バ
リアフリーのまちづくり、ま

ちなみ通信簿タウン
ウォッチング、シン
ポジウムなどの活動
成果を紹介しました。
1 4 日の午後には清本
会長の司会により３
団体のメンバーによ
る講演があり、当会
からは犯罪心理学者
の井部さんが「振り
込め詐欺・悪徳商法」

と題して被害の動向や被害発
生の仕組み、被害にあう人の
特徴等について専門的見地か
ら 1 時間近く講演されました。
この内容は次号のニュースで
紹介します。
このほか、クリーンむさしの
を推進する会ごみ分別チーム
がごみの減量とごみの分別に
ついて、東京第三友の会が
「早寝・早起き・朝ごはん～私
たちの食事記録から」と題し、
栄養バランスのとれた食事の
必要性について講演していま
す。
昨年までは４ F の市民会議室
で開催されていたため集客が
課題となっていましたが、今
年は１ F で開催と講演会の実
施で来場者が増加しました。
参加団体にとっても市内の
様々な活動を知る機会となり
ました。


