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この特集に関するお問い合わせは、まちづくり推進課☎60-1872へ

意見募集　　　（2月1日～29日）

市民意見交換会（2月4日～6日）

平成28年2月	 検討素案公表（今回）

　　28年10月	 景観ガイドライン公表

　　28年6月	 案公表

意見募集

策定スケジュール（予定）

　市では、平成21年に「宅地開発等に関する指導要綱」の考え方を継承し、まちづくりにおける手続きや基準を明確化した「武蔵野市まちづくり条
例」を施行し、市民、事業者、市の協働によるまちづくりを進めています。
　23年には、「景観まちづくりの方針」を都市計画マスタープランに位置付け、この方針に沿って市の魅力を生かしたきめ細かな景観形成を推進す
るため、26年度から具体的な検討を進めてきました。このたび地域の特性を踏まえ検討した建築物などの形態・意匠・色彩などについての景観誘導
基準や、市民、事業者、市の協働によって景観まちづくりを進めていくための考え方を示す「景観ガイドライン検討素案」を取りまとめましたので、皆
さまからの意見を募集します。

景観ガイドラインの検討素案ができました

「これからの景観まちづくりを考
える意見交換会～景観ガイドライ
ンをいかしていくために」

第1回 2月4日（木）
午後7時～ 市役所802会議室

第2回 2月5日（金）
午後7時～ 商工会館 市民会議室

第3回 2月6日（土）
午前10時～ 市民会館 講座室

　検討素案に関する説明の後、グループに
分かれて意見交換を行います／申 当日、
直接会場へ。この市報をご持参ください。

閲覧：検討素案は市
ホームページに掲載の
ほか、まちづくり推進
課、各市政センター・図
書館にてご覧いただけ
ます。　
意見の提出：2月29日（月・必着）までに、住所、氏
名を明記し、郵送・ファクス・Eメールで〒180-
8777 ま ち づ く り 推進課、FAX51-9250、sec-
machidukuri@city.musashino.lg.jpへ。

ご意見をお寄せください

　「武蔵野市景観ガイドライン 検討素案」の概要

景観まちづくりの基本姿勢

まちづくり条例の協議対象とな
る建築物など

一定規模以上の工作物

まちづくり条例の協議対象以外
の建築物など

市内全域にて対象

「景観まちづくり推進地区」
のみ対象

◇協議の対象

　　　　　　　本ガイドラインでは景観を姿、形態のみでとらえるので
はなく、永らく営まれてきた人々の生活や活動、人の五感、自然、空間を大
切にした生活環境の総合指標ととらえます。特に緑は市の大きな景観の
要素と考えており、今後も市
内の緑を景観の骨格と位置
付け、景観まちづくりを進め
ます。

　協議の対象となるものは以下の通りです。一部の区域は、重点的に景観
形成を図っていくものとして「景観まちづくり推進地区」に指定します。
　景観まちづくり推進地区に指定する区域には、市が「景観整備路線事業
計画」として景観整備を進めている道路の沿道区域などを検討します。

　景観を構成する要素や場所を「緑と水」「自然地形」「歴史・文化」「都市骨
格」「生活文化」の５つに整理しています。
　景観形成上の課題としては、緑が連続する景観形成や周辺環境に調和
した形態・色彩の建築物の誘導などが求められています。

　良好な景観を形成していくため、建築物などの形態・意匠や植栽などに
ついて、景観の誘導を図っていきます。
　「武蔵野市まちづくり条例」に基づく協議においては、本ガイドラインで
定める景観誘導基準を新たに追加します。また、ガイドラインとあわせ
て、身近にできる景観まちづくりのポイントを示した「（仮）景観まちづく
りの手引き」を作成します。

　はじめに

　武蔵野市の景観の特性と課題

　景観まちづくりの進め方

　景観まちづくりに向けた取り組み

まちづくり条例に基づく協議

景観法に基づく届出（東京都）

建築確認申請など

景観に関する協議項目を
新たに追加します

※ 景観の協議において、市は協
議中の計画に関して武蔵野
市まちづくり委員会の意見
を聴くことができます。

「景観」とは：

緑と水の景観
（公園や緑地など）

自然地形の景観
（地形の変化がある場所など）

都市骨格の景観
（道路沿道や鉄道など）

生活文化の景観
（住宅地・農・にぎわい・工業など）

歴史・文化の景観
（文化財や遺跡群など）

武蔵野市の
景観の特性  「武蔵野市まちづくり条例」における取り組み

　市民全体の景観まちづくりを進めていくため、地区計画や地区まちづ
くり計画の制度の活用、まちづくり専門家派遣制度などについて検討し
ます。
 景観まちづくりの普及啓発

　講座やワークショップ（街歩きやタウンウオッチング）の開催や、表彰
制度の創設を検討します。また、景観まちづくりに関する情報を継続的に
発信していきます。
 景観の協議および誘導に関する検討

　屋外広告物について、事業者などとの協議に取り組んでいくほか、今
後、専門家を交えて調査・検討を進めていきます。
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低層住宅地

中高層住宅地 商業・業務市街地
　さまざまな規模の建築物が立地するた
め、低層住宅地や周辺のまとまった緑との
調和を大切にし、住宅が主体で緑豊かな落
着きのある街並みを形成します。

　市の顔となる拠点として、活気やにぎわ
いのある景観を創出し、また歩いて楽しく、
歩行者にとって心地よさが感じられる景観
を形成します。

　隣接する建築物と適切な隣棟間隔を確保
し、敷地の境界部分に植栽を設けましょう。 中高層住宅地 商業・業務市街地

配慮のポイント（例）

1
2
3
4
5

三鷹 吉祥寺武蔵境

■■ 低層住宅地（第一種・第二種低層住居専用地域）
■■ 中高層住宅地（第一種・第二種中高層住居専用地域）
■■ 住商複合市街地（第一種・第二種住居地域、
　　　　　　　　　 　近隣商業地域、準工業地域）
■■ 商業・業務市街地（商業地域）

住宅地の景観の保全 周辺環境に配慮した、緑豊かで落着きが感じられる住宅地の景観を形成する

農と住が調和する景観の保全 武蔵野の面影が感じられる、農地と調和した住宅地の景観を形成する

商業のにぎわいある景観の創出 にぎわいの中にも心地よさが感じられる、秩序と品格ある商業地の景観を形成する

緑と水を活かした景観形成 多様な生物が息づく緑と水の豊かな自然を生かした、うるおいを感じられる景観を形成する

景観形成に配慮した道づくりと沿道景観の形成 路線ごとの街並みの特性を生かし、安全で歩いて楽しい沿道景観を形成する

　用途地域の区分に沿って市域を４つの区域に分け、それぞれの地域特性に応じた建築物や工作物などの景観のルールを定めて景観まちづくりを進めていきます。

　ゆとりある敷地に豊かな緑が育ち、周辺
の緑や水辺、農地とも調和した落着きのあ
る街並みを維持し、質の高い魅力的な住宅
地の街並みを形成します。

　塀の外から植栽がよく見えるようにした
り、塀の外側にも植栽を設けるなど、通りか
ら緑が感じられるよう工夫しましょう。

※このほか、屋外広告物や公共施設の景観のルールも定めていきます。

低層住宅地
配慮のポイント（例）

住商複合市街地
　それぞれの地域がもつ特性を生かしな
がら、商店街や工場などの多様な用途と、
周辺の住宅地との景観が調和した、生活に
身近なにぎわいと緑のある街並みを形成
します。

　窓の配置や色彩、素材、緑などにより、周囲
に圧迫感を与えない壁面デザインにしましょう。

　道路に面してオープンテラスなどを確保
し、人が憩える空間を設け、にぎわいを創出
する工夫をしましょう。

住商複合市街地 配慮のポイント（例）

配慮のポイント（例）

　景観まちづくりの目標

　景観まちづくりのイメージ

公会堂…………………吉祥寺南町1-6-22 …………… ☎46-5121
吉祥寺美術館…………吉祥寺本町1-8-16F&Fビル7階 … ☎22-0385
吉祥寺シアター………吉祥寺本町1-33-22 …………… ☎22-0911
かたらいの道	市民スペース …中町1-11-16武蔵野タワーズ1階 … ☎50-0082

芸能劇場…………中町1-15-10 …☎55-3500
市民文化会館……中町3-9-11 …☎54-8822
スイングホール…境2-14-1 ……☎54-1313
松露庵……………桜堤1-4-22 …☎36-8350

事務局（市民文化会館内☎54-8822）
＊文中の敬称略　◯友		：「アルテ友の会」会員割引料金文化事業団

チケット予約専用電話☎54-2011
ホームページ www.musashino-culture.or.jp

＊小学生以上に限る
＊予約チケットの取り消し・変更はできません

公演名 発売日
「犬と串」「カムヰヤッセン」「松露寄席」「サム・ハリス」「フィリップ・ビア
ンコーニ」「ユーリ・バシュメットwithモスクワ・ソロイスツ合奏団」 2月6日（土）

＊ 午前10時より発売。発売日当日：電話・インターネット予約のみの取り扱い。発売日翌日
（休館日を除く）以降：市民文化会館、芸能劇場、公会堂、スイングホール、吉祥寺シア
ター、各市政センターの窓口でも購入可

＊ アルテ友の会には、電話予約時またはチケット取り扱いの各窓口で同時入会可（イン
ターネットでは不可）。年会費1000円

※小金井　宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）：同市本町6-14-45

劇団犬と串　Case15.
「バカから醒めたバカ」

　3月5日（土）〜11日（金）／芸能
劇場／日時指定・全席自由（前売の
み）一般3200円、友◯ ・市民2900円、
学生2800円、高校生以下1800円
★一般・友◯ ・市民2800円、学生2500
円、高校生以下1800円
劇団カムヰヤッセン「レドモン」
　4月6日（水）〜10日（日）／4月6
日（水）午後7時30分◆・7日（木）午
後2時◆・7時30分◆、8日（金）午後7
時30分、9日（土）午後1時・6時、10

日（日）午後4時／吉祥寺シアター
／脚本・演出：北川大輔／日時指
定・全席指定（前売のみ）一般3000
円、友◯ 2700円、学生2500円、高校
生以下500円、◆は一般・友◯ 2700
円、学生2200円
松露寄席　
雷門小助六　落語・独演会
　4月10日（日）午後2時開演／松
露庵／出演：雷門小助六／全席自
由1800円、友◯ 1620円
サム・ハリス ジャズ・ピアノ・トリオ
　4月23日（土）午後5時開演／スイ
ングホール／出演：サム・ハリス（ピ
アノ）、マーティン・ネヴィン（ベー
ス）、クレイグ・ウェインリブ（ドラム
ス）／全席指定4000円、友◯ 3600円

吉祥寺美術館「カンバセーション＿ピース：かたちを（た）もたない記録」展
　2月28日（日）まで（2月15日〈月〉は臨時休館）／関連イベント①小西紀
行トーク：2月20日（土）②AHA!トーク：2月28日（日）／午後2時〜3時
30分／同館音楽室／各90名（申込順）／申·問 2月2日午前10時から電話
または直接同館へ。

フィリップ・ビアンコーニ
ピアノ・リサイタル
　5月11日（水）午後7時開演／小
金井 宮地楽器ホール 大ホール／
ドビュッシー：「版画」「喜びの島」、
ショパン：「舟歌」「バラード第3
番」「スケルツォ第2番」／全席指
定2800円、◯友		2300円

ユーリ・バシュメット（ビオラ＆指揮）
with モスクワ・ソロイスツ合奏団
　6月6日（月）午後7時開演／小 
金井 宮地楽器ホール 大ホール／
チャイコフスキー：エレジー、モー
ツァルト：シンフォニア・コンチェ
ルタンテほか／全席指定7000円、 
◯友		6300円開演時間 5

（土）
6

（日）
7

（月）
8

（火）
9

（水）
10
（木）

11
（金）

午後1時 ★ ●
休
演
日

午後2時 ★
午後4時 ●
午後7時 ● ● ● ● ●
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