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◎街並みウオッチング

◎第 1回 「都道 口調布保谷線」

◎第2回 「御殿山通り」

すでに整備 されている市道

の伏見通 り(幅員 25m)は 都道

に移管 しています。新設 区

間の幅員は 36止 で、殆 どが低

層住宅地で現在 ある道路 も

4m幅 員が多いため、かな

りの住戸移転が必要 とな り、

市内ではすでに 50%を 超える

用地買収が進 め られている

と言われています。

道保谷朝霞線 (標準幅員 27m)

とな り川越街道に至

る、多摩西部地域 の

南北通行の円滑化 を

目的 とした幹線道路

です。

■第 1回衛並みウオッチング

「都道 い調布保谷線を見る」

～ 道路と沿道環境まちづくりを考える
6月 21日 、会員 と一般参加を含めた 0名 で調布保谷線の武蔵

野市部分の現状及び調布市深大寺付近の環境施設帯モデル整備

地区を視察 し、調布保谷線のあ り方に関する検討を行いま した。

市内部分は、まちづ くり推進課の方にご案内いただきま した。

実施 日時 :2008年 6月 21日 (上)午 前 9時 ～ 14時

行程 :三鷹駅北 口→ (ムーバス)→ 本村公園北→境浄水場東

→ 中央線電車車庫前踏切→武蔵野赤十字病院屋上

→三鷹市塚→ (バス)→ 神代植物公園→深大寺円前

1.道 路計画の概要

調布保谷線 (延長 14.2km、

標準幅員 36m)は 、稲城市矢

野 口の川崎街道か ら南武線

を越 えて多摩河原橋 を渡 り、

調布 、三鷹、武蔵野、西東

京 を縦断 し、新座市か ら県

日赤の屋上からの道路計画地周辺の状況。調布保谷線
通過位置の手前は境南1丁目、向こう側は三鷹市上連
雀5丁目で、共に低層住宅が立ち並ぶ地域である。
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2.計 画道路の位置づけ

この道路は、 「環境軸」 として

も位置づけ られています。

「環境軸」の道路には
“
緑豊か

なまちづ くり
"“

ゆ とりある

オープンスペースの創 出
"“

美

しい都市景観 の形成
"等

の役

割が求 め られてお り、調布保

谷線 も 16m車 道の両側に 10

mず つの 「環境施設帯 (歩道

と植栽帯等)」が整備 され るこ

とになつています (下図)。

更に、都市景観 の形成 とい う

観点か ら、地下共同溝 の整備

による 「無電柱化」が計画 さ

れ、すでにモデル施工 された

区間では環境施設帯部分に

「自転車用通行帯」が整備 され

ています。

3.調 布保谷線の整備課題

既存の幹線道路である環状八

号線や七号線な どを見 ると、

この よ うな広帽 員道路は地域

を分断 して しま うイメージが

強 く、沿道の歩道 を歩 く人 も

極 めて少ない といつた状況が

見 られ ます。

しか し、 4車 線の広幅員道路

で も、国立の大学通 りや原宿

の表参道のよ うに、緑豊かな

道路環境 と、沿道の良好な住

宅地やお しゃれな商業施設等

が一体 とな り、沿道 に多 くの

人が集 まる魅力 あるシンボル

道路 も存在 します。 この よ う

なシンボル道路がある地域で

は、道路 を軸 とす る両側地域

の一体性 は保 たれてお り、ま

た走行す る車 も緑豊かな環境

や沿道の風景に浸 りなが ら、

ゆつ くりと走 るよ うです。

調布保谷線 についても、整備

す る以上は、少な くとも武蔵

野市に関わる区間は、このよ

うな、沿道地域 と一体 となつ

て良好 な地域環境 を形成す る

シンボル道路 としてい く必要
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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

があ り、そのためには事前に

様々な検討 を進 めてお く必要

があ ります。

都の環境軸計画においても、

調布保谷線は 「環境軸」 とし

て、沿道の景観や緑 とも一体

となつて、魅力ある都市空間

を形成す ることが求め られて

いることか ら、今後は都や武

蔵野市、三鷹市 と連携 して

「環境軸」 となるシンボル道路

整備 を進 め、道路 を環境軸 と

して活か した魅力 ある質の高

い住宅地域の実現 を図る必要

があ ります。

4.現 地調査か らの提案

今後、「環境施設帯整備検討協

議会」が設立 され、都 と2市 、

そ して両市の住民の協働 によ

る道路づ くりの検討が進 め ら

れます。協働作業に向けて、

今回の現地踏査 を踏 まえ以下

の提案 を します。

1)緑 豊かで、魅力ある道路

環境の創出

(1)広 幅員イメージの解消

36m(車 道幅員は 16m)

もの幅員 を持つ道路は、物理

的な道路幅が どうして もまち

を分断す るイメージを生みだ

しやすい ものです。 この道路

幅を視覚的に狭 く見せ るため

に、高木 になる街路樹 を植 え

て狭 く感 じさせ る手法等があ

ります。

実際に、表参道 には高 さ 20

～ 25mの ケヤキ並木があ り、

大学通 りにも高 さ 20mを 超

えるイチ ョウ並木があるため、

道路幅員 を極端 には広 く感 じ

させ ません。

幸いにも調布保谷線 は、南北

方向の道路であるため、北側

住戸等への配慮が必要ないこ

と、片側 10mの 環境施設帯

が確保 されていること、電線

の地下埋設が実施 され る事な

どか ら、高木を植 えて 自然樹

形で育成す ることが可能です。

(2)四 季の変化の演出
・地域の人々に愛着 を持たれ
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ルールづ くりを進 め、一体

的な質の高いまちづ くりを

支援 してい く必要があ りま

す。
。ただ し、三鷹市の地区計

高さ力`20mを超えるイチョウが4車線道路のスケール感を押部
で も 「沿道部の緑化努力」

イチョウとサクラが交互に植えられている国立市の大学通り、
え、サクラの樹幹の広がりが、真夏(8月)の歩道に涼しげな緑陰を提供している。

る道路 とす る上では、四季

折々に人々が集 まるスケール

の大 きな並木づ くりを行 うこ

とも必要です。
・サクラは武蔵野市において

は重要な春の風物であ り、玉

川上水の小金井桜 とも相侯 つ

て、春の風景軸を東西 ・南北

に広げる役割 を果た します。

イチ ョウは秋の黄葉が美 しく

さらに高木 となって道路の広

幅員イメージを低減 させます

サクラとイチ ョウをやや位置

をず らして交互 に植栽す るこ

とが考 えられます。

さの演 出

・視 界 を遮 るよ うな樹木 を植

えない交差点 は、 日当た りを

確保 で き、人が立 ち止 ま り、

車が停止す る場所 です。濯木

や花等 に よる修景効果 に よる

演 出が考 え られ ます。

(4)管 理面への配慮
。現在整備 されている調布の

モデル環境施設常 には、様 々

な種類 の中高木、花木、濯木

類、多年草等が密度高 く植 え

込まれて庭園的な植栽環境 を

提供 しています。
・しか し、すでに濯木類の間

には様 々な雑車が伸びてお

り、雑草処理や濯木 の刈込

み、樹木 の剪定等 を考 える

と、延長 14 kmを超 える道路

栽に、庭園的な植栽 を施 して

しまって、はた して良い もの

か否か、将来的にも維持管理

費用が捻出可能であるのかが

懸念 されます。無剪定を前提

とす る植栽 も考 えた らどうで

しょっか。

々植えすぎではないかと思われるモデル環境施設帯の

植栽の現状(すでに雑草もかなり繁茂している)

2 )沿 道 地 域 との 一 体 的 な環

境づ くり
・環境緑地帯の魅力 を最大限

に発揮す るためには、沿道民

地の植栽や建物の景観配慮が

課題 とな ります。
。そのために沿道部の土地利

用等 に関す る最低限のルール

作 りが必要にな ります。
・すでに三鷹市では、調布保

谷線沿線の地区計画 を指定 し

最高容積率、最低敷地面積、

建物等の形態、意匠等に関す

るゆるい制限を設 けています

武蔵野市側 において も類似の

、環境施設帯0環境は駐勲こ向上tl

は規定 されてお らず、 この項

目は 「環境施設帯整備検討協

議会」において議論 を進 め、

出来ればルール化 に結び付 け

てい く必要があると考 えます。

3)自 転車交通への対応

自転車通行帯 を車道部分に設

置すべ きか環境施設帯に設置

すべ きか、 とい う 「整備位置」

の問題 があ ります。通勤、通

学や休 日も自転車が多い よ う

であれば、環境施設帯を若千

削つてで も、一定の速度 を出

しやす くまた歩行者 との接触

の可能性 の少ない車道部 に設

置すべ きです。
・欧米の例か ら考 えると、調

布保谷線では、草道への設置

が望ま しいのではないか と考

えられます。

(南 (境))

(詳細な レポー トを当会のホー

ムページに掲載 しています。)
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認布保谷線ウォッチングで感 じたこと

～歩行者 口自転車の安全で快適な道路ネッ トワークを～

中島 敏 (境南町)

6月 21日 、清本様のお誘いで、

調布保谷線 (予定地)ウ ォ ッ

チ ングに参加す ることができ

ま した。玉川上水近辺か ら始

ま り、境 1丁 目、境南町 1丁

目の住宅地 を経て、いつ もは

非公 開の 日赤病院屋上ヘ リ

ポー トに案内 して頂いて予定

コースを眺望 し、深大寺近辺

の完成部分の見学まで、仲々

有益 な数時間を過 ごす ことが

できま した。

み どり濃い玉川上水や住宅地

では、 この環境 に手 を加 えて

道路 をつ くることは 「もつた

いない」 とも感 じられま した。

深大寺近辺の部分的完成 区間

では、未だ走行車輌 も少 な く

周囲に高層 ビル もない ことか

ら、広い空が見 られま した。

車道の両側各 10mの 環境帯に

は幅広の 自転車道 と歩道 とが

樹木帯 を隔てて各々独立に設

置 されていま した。

この 自転車道で武蔵野か ら多

摩川 まで走れた ら楽 しいだろ

うとい う参加者 の声 もあ りま

した。武蔵野地域の環境帯 も

この よ うなものであるべ きな

のは当然のことです。

市 民の安全二 快適 な移動 を保障

す る道路 ネ ッ トワー ク整備 を。

日本では、歩行者や 自転車は常

に大変危険な状態にさらされて

います。2006年 の交通死者中

の うち歩行者は 32.5%、 自転草

走行者は 14.3%、計 46.8%を 占

め、先進国中、異常なほ ど多

い。フランスは計 15。2%、 アメ

リカは計 13%に 過ぎません。 こ

のよ うな危険は、専 ら自動車の

円滑な移動のために道路が整備

され、歩行者や 自転車の安全が

軽視 され続 けてきた ことの結果

です。武蔵野市の施策 も同様

で、都市計画道路のために数百

億 円 (用地取得費 を含む)も の

市民の税金が投入 されなが ら、

市内に 1本 の 自転車道 も整備 さ

ていませ ん。 この よ うな 自動

車中心の道路建設 は、環境面に

も深亥Jな悪影響を与 えてお り、

全国の C02排 出量の 20%弱 (東

京都だけでは 26%弱 )が 自動車

交通 によつて排出 され、家庭か

らの C02排 出量の 3分 の 1も 自

動車によるもの とされていま

す。

したがって、 これ か らの道路整

は、市民 の主要な移動手段 で

ある歩行 と自転車走行の安全 と
'民適 をいかに確保す るかに重点

が置かれなければな りません。

自動車 (武蔵野市民の 自動車保

有率は全国の市の最下位 であ

り、全国的にみても、今後 20

年間で 自動車運転の適齢である

18才 ～ 69才 人 口は 7割 以下に

減少 します)に 対 してはむ しろ

抑制策に転 じなければな らない

ｒヽ
ヽ

＼

時期 にきています。

このよ うな意識 は、市民の間

に拡が りつつあ ります。市議

会でも同様の観点か ら議員の

発言が何回 もな されています。

これに対す る市 当局の反応 は

「道路幅員が狭い」 とい う理 由

を拳げて極 めて鈍かった よ う

です。 しか し、その後 「かえ

で通 り」 (武蔵境南 口～東八道

路間)で の 自転車道設置 (柵

又は舗石で車道 と隔離)が 国

土交通省 の主導で決ま りま し

た。同様 に 自転車道設置が必

要かつ可能な幅員 の道路は、

調布保谷線の武蔵野部分は当

然の こととして、 このほか吉

祥寺大通 り、アジア大学通 り、

スイ ング前道路等決 して少な

くあ りません。幅員が更に狭

い道路や住宅地の道では、通

り抜 け 自動車の抑制、 自動車

通行帯の狭窄化、速度規制の

強化等様々な技法を組合せて、

歩行者 と自転車の全市的な安

全 ・快適 な移動ネ ッ トワー ク

を確立す ることが道路整備 の

最重点課題であ り、その実現

は可能です。

オランダ ・アムステル ダムや

米国 ・ポー トラン ドの網の 目

のよ うな 自転車 。歩行者 のた

めの道路ネ ッ トワー ク (後者

では延長 400km)は 、 日本で

もよく知 られていますが、最

近 10年 間で整備 されたもの

で、いずれ も市民のねば り強

い運動の成果です。武蔵野市

のまちづ くりを考 える うえで

も、歩行者 と自転車の安全 ・

快適 な移動 を保障 し、 自動車

の走行 を抑制す る道路 を整備

す ることは最 も重要な緊急課

題の一つであ り、 これ を実現

す るのは市民の力だ と思いま

すハ
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■第 2回 街並みウオッチング

「御殿山通 りを中心とした三鷹駅周辺のま

ちづ くり」～ 市境における連携を考える

7月 26日 、会員 9名 が参加 し御殿山通 りを歩きま した。三鷹

側の整備 された歩道 と、武蔵野側で買収が進みつつある街並み

の変化 を見ま した。その後、三鷹駅北回のツインビル (タワー

ズ)建 設地の外周を見て、新 しく出来た横河 R&Dセ ンターの

横 を通 り、中央コミセン中町集会所でまとめの懇談を行いま し

た。

実施 日時 :2008年 7月 26日 (土)午 前 9時 ～ 12時

行程 :三鷹駅南 口→三鷹 シテ ィバス (ジ ブ リ美術館ルー ト)
→万助橋→む らさき橋→三鷹橋→ ツイ ンビル建設地
→横河 グラウン ド→ 中町集会所

1.御 殿 山通 りの計画概要

(市の HPに よる)

1)都 市計画道路事業

御殿 山通 りは、平成 15年

1月 に事業認可がお りま した。

事業は拡幅区間 と改良区間 と

に分かれています。武蔵野市

では平成 13年 度か ら地元事

業説 明会 を開催 し、 14年 度

に 「御殿 山通 り道づ くり研究

会」 を設置、 15年 度 には住

民参加 によるワー クシ ョップ

を実施 し、それ以降、市基本

計画の検討、関係機 関 との協

議、平成 17年 度 には意見交換

会な どを開催 してきた経緯があ

ります。

2)道 づ くり基本方針

①玉川上水の 自然 。文化 を活か

した道路景観
・玉川上水の景観 を活か した道

路景観づ くりと、電線類の地

中化 を進 めます
・全区間の一体的整備 に向け、
一方通行化 を 目指 します

②歩道空間の確保 とバ リアフ

リーによる歩行者主体の道路

・安心 して歩 きやすい歩行空

間

を確保 し、車道の速度抑制

を

図 ります
。バ リアフ リーに配慮 した、

段差の少ない歩道の整備 を

進 めます

③玉川上水の空間 と沿道住宅

地の調和の とれた一体的な空

間づ くり
。素材や色彩等に配慮 した道

路整備 を進 めます
。人道橋の設置 な ど沿道 と一

体 となった空間づ くりを 目

指 します

3)風 の散歩道 との接続土全

後の事業予定

市は、①親水性 の向上、②回

遊性の向上、③緊急避難経路

としての活用 ― とい う観点か

ら、人道橋設置に向けて文化

庁や三鷹市 との協議 を進 めて

います。ただ し、三鷹市側 は、

その必要性 をそれ ほ ど認 めて

いない模様です。

今後、市では、電線類の地中

化や街路築造工事 を行い、将

来計画 として改良区間の一方

通行化 と道路整備 を行 うとの

ことです

ユ
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ウォッチ ング報告 (1)

①  三 鷹橋で都市計画の看板 を確認後、三鷹 シテ ィバスに乗 り、車窓か ら御殿 山通 り (武蔵野

側)を 見なが ら万助橋へ向かいま した。

■ 三 鷹橋からむらさき橋方向をみる (左:武蔵野側/右 :三鷹側 「風の散歩道」)

万助橋。武蔵 野側 は、双方 向であるため、井 の頭 自然文化 園沿いの歩道 は狭 い。北村 西望

のア トリエ (美術館 )は 、玉川上水側 に小 さな広場 があ り、歩道 も少 し広 くなっています。

②

3.発 見 と感 想

1)御 殿 山通 りに つ い て

①現状で 83%の 収用が進んで

いる とい う御殿 山通 りの拡幅

区間を確認できま した。拡幅

区間についてはまだ新 しい建

築物 もあ り、引き続いて時間

がかか りそ うです。

②すでに整備 されている三鷹

側 (風の散歩道)は 、全体 と

して環境の変化が実感 され、

人通 りも増 えて、歩行者や住

民に とつては、ほ どよい環境

が実現 されてい る感 があ りま

す。両者 は従前従後 とい う意

味では対象的関係 にあ り、 こ

うした状況が生まれた経緯が

今み るものに とつては残念で

す。風の散歩道 を整備 した頃、

三鷹側 には、熱心な市民がお

り、先導 して事業 を推進 した

方々がいるとの話 しですが、

当時、武蔵野市の行政や市民

は無関心だった とも聞きます。

現時点か ら市民の視点でみ る

と、 どうして、そのよ うな意

識の違いがあったのか、両整

備事業が同 じ時期 に効率的に

実施 しよ うとしなかつたのか

等々、不思議 なことが多々あ

るよ うに感 じます。行政 と市

民だけの協働 が課題 となつて

いますが、こ うした市境では、

行政 と行政、 さらに市民 と市

民 との協働 は さらに難 しい と

い う根源的な課題があ りそ う

です。

③今後のウォッチングで も市

境 をみていきますが、まちづ

くり会議 として も、今後、都

市マスタープランの見直 しに

参画す る際には、隣接す る市

民のまちづ くり団体 との協

調 ・連携 を強め、市境 のまち

づ くり課題 を明確 かつ相互 に

認識 してい くことが重要であ

るとの思いをあ らためて強め

ま した。

④万助橋か らむ らさき橋の区

間は、二車線が確保 されてい

る一方、歩道 は狭 く、立木が

出ている場所等では、車いす

はもちろんのこと、 自転車や

乳母車、人通 しのすれ違いに

も難があ ります。風の散歩道

と比べて、
一見 して車優先の

道路 とい う印象 を受 けます。

大型車の通行や駐車 も多い こ

の改良区間の整備 を、できる

だけ早 く実施す る必要がある

もの と思われます。

⑤中央線によって北側への通

■ (左 )万 助橋か らむ らさき橋方面 を見 る (右)北 村西望ア トリエ前のベンチ
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行が阻まれた御殿 山地 区は、

三鷹市 とのつなが りが強い も

のの、南側 では玉川上水 に挟

まれた住宅街 として、孤立 し

た地域であ り、通行できる道

が非常に限 られていることが

認識 され ま した。御殿 山通 り

では、人道橋 の整備計画 もあ

りますが、三鷹市側はあま り

必要性 を感 じていない との こ

とです。 この一帯の人や車の

流れ を ど うす るのか、環境の

保全 と利便性 を どう両立 させ

るのかな ど、まだ検討すべ き

ことはあ りそ うです。

⑥御殿 山地区は、中央線 に

よつて北側が遮断 され、③の

よ うに必ず しも人の流れ に難

はあるものの三鷹市 とのつな

が りが強い ことは確かです。
一方、駅西の上連雀 1丁 目は

対照的に武蔵野市 との結びつき

が強い場所です。 この二つの三

角地域は面積 も同 じ程度である

ことか ら、いつその こと、三鷹

市 と武蔵野市で両地域 を交換 し

ては どうか とい う意見が出ま し

た。そ うした考えに至 らず と

も、三鷹駅 を中心に、三鷹市、

武蔵野市が連携 したまちづ くり

が、望ま しいまちづ くりとい う

観点か らも、財政的な効率性か

らも必要であると感 じま した。

②武蔵野 と三鷹の都市計画図を

つないでみ ると、三鷹市側 に

は、市主導によるまちづ くりの

意欲が強 く感 じられますが、武

蔵野市の都市計画図には高 さ制

限な ど提供すべ き情報の不足や

みに くい点があるとともに、ま

ちづ くりに関す る指定な どがな

く、弱々 しさを感 じます。 中央

線 に 3つ の駅 を配す る武蔵野

市の事情 とは異な り、三鷹市

に とつて市の表玄関である三

鷹駅の整備 に力が注がれ るの

は当然ですが、それに して

も、武蔵野市側 も市民 ととも

に将来の明確 な ビジ ョンをつ

くり、まちづ くりを推進すべ

き時期 に来ていることを強 く

感 じま した。

2)三 魔駅北 回再開発

① タワーズの再開発について

は、武蔵野三鷹北 日の環境 を

考 える会の活動 による成果が

感 じられますが、同会が生ま

れた背景 として、 この地域 に

おけるまちづ くリビジ ョンの

ウォッチング報告 (2)

③ む らさき橋から三鷹側の山本有三文庫(庭園)、武蔵野側のジブジ美術館事務所(革屋根)を

見 学

■ (左 )山 本有三文庫入り回 (庭園)、(右)ジ ブリ草屋根

④ む らさき橋。改良区間 と拡幅区間の境。 この区間は路上駐車が多 く、

困つているとの注意書きがあ りま した。

近隣住民の方が

■ (左 )む らさき橋か ら丼の頭公園方面 (改良区問)、(右)|三鷹駅方面 (肱幅区間)
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欠如が感 じられま した。誰 も

知 らない うちに、各マ ンシ ョ

ン計画、横河 による計画、タ

ワーズ再開発 な どの個別計画

の積み上げが、街並みを形成

す る結果 になっています。 当

初か ら、行政や市民が議論 し

なが らつ くりあげたまちづ く

りの ビジ ョンや都市マスター

プランな どに したがつて、形

成 された街並みではない こと

が、 この地域の市民の危機感

につながつた もの と思います。

② タワーズの計画について、

仮 に地上空間的な配慮か ら高

層棟 の存在 を認 めた として も、

商業棟 による数階建ての圧迫

感 の方が問題 であ り、かた ら

いの道 な どの意義 を失わ させ

るものであるとの意見 もあ り

ま した。

まちづ くり条例が早 く施行

され、様々な考 え方 を当事

者間で共有す ることによつ

て、最善のまちづ くり環境

が形成 され る枠組み として、

まちづ くり条例が早 く導入

され活用 されてい くべ き と

考えます。 (篠原 (境南町))

(詳細な レポー トを当会の

ホームページに掲載 してい

ます。)

市民のためのまちづくり検討プログ

フエ、2008

「第3回 街並みウォッチング」

外環の2を ご存知ですか?

市の東部 を縦断す る高速道路

の外郭環状道路は地元の強い

反対 によ り地下化が決ま りま

した。 しか し、高速道路でな

い地域道路 として、幅員 40m

の 「外環 ノ 2」 が地上部 に作

られ る計画 となつています。

この道路のまちづ くりにおけ

る役割やまちへの影響 を考 え

る機会 を設 けま した。

今回は会議室での ウォ ッチ ン

グとな ります。

実施 日時 (予定と

2008年 9月 27日 (土)

10時 -12時 頃

場所

消費生活セ ンター講座室

(武蔵野商工会館 3階 )

詳 しくは事務局までメール、

FAXで お問い合わせ くださ

V 。ヽ

斉ちづぐグ

活動 g所
6 / 2 1街並みウォッチンク

｀
(第1回)

同 N P O補助金フ
°
レセ

｀
ンテーション

7/ 1 6役員会/消費生活センター

7/ 2 6街並みウォッチンク
｀
(第2回)

景観 日まちづくり運動講演会
7月 6日 (日 )の 午後、武蔵野三鷹駅北日の環境を考える会の

主催で 「景観 コまちづ くり運動が 目指すもの一 自立 した市民

に育つために」講演会があ りま した。

講演会傍聴記

講演者 は、国立のマ ンシ ョン

訴訟の当事者 で、現在 は景観

市民ネ ッ ト代表の石原
一子 さ

ん と副代表の大西信也 さんで

す。市民が乱開発か らどの よ

うにまちを守 ろ うとしたか、

とい うテーマで約 2時 間半の

お話があ り、市内外か らの傍

聴者で西久保 コ ミセ ンの会議

室が一杯 とな りま した。

大学通 りの景観 を巡 る開発事

業者 との争い、地区計画での

対抗、景観 を前面に出 した訴

訟、行政 との争いな ど一連の

経緯 のお話 とともに、市民が

まちを守 り続 けるための心得

な どの話があ りま した。

・自立 した市民運動 は極 めて

建設的である。
・市民は一様ではない とい う

ことが重要であ り、それがま

とまることに力がある、
・市民運動 は私的でな くパブ

リックな活動である。
・景観 について、市民は行政

に従 うべ きとの考 えを改める

必要がある。
・運動 を長続 きさせ る秘訣は
一人ひ とりの思いに尽 きる。

な ど、まちづ くり活動の方向

を考 える上での ヒン トをいた

だきま した。

(森 (吉祥寺東町)

葉無断転載   転 送可能

発行 : 特 定非営利活動法人

市民まちづくり会議  口 むさしの

事務局

FAX : 0422-66-3240

mall :matimati@parkcity ne Jp
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