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【提案の趣旨】
1.【人に優しく、適法な緑の「区画街路」へ遅滞なく変更して整備】
本提案は、
「幹線街路」3･4･27 号線を「区画街路」の都市計画へ変更する
ことを求める具体的かつ包括的な提案である。都市計画 3･4･27 号は武蔵境
駅直下を自動車の南北通過交通に供することを主たる目的として、1994 年
に決定された「幹線街路」の都市計画である。市が既に公表した見直し方針
に従って市と市民が共同して検証し、人に優しく、現在及び将来の地域に相
応しい緑の「区画街路」へ遅滞なく都市計画変更して、まちづくりに寄与す
る「みち」を整備することを提案する。
本件都市計画の対象地は、武蔵境駅直近にありながら、豊かなみどりに囲
まれ、最大９ ｍ 余の広幅員歩道を有し、武蔵野プレイス、境南ふれあい広
場公園、観音院に面し、高架下では JR nonowa 口に直結し、日々2 万人を超
えると推定される市民に親しまれ、境山野緑地の雑木林、玉川上水等へ続く
水と緑のネットワークの起点となる特別の「みち」である。これをどのよう
に整備するかは市民にとっても市政全体にとっても重要な意義を有する。
それ故、本件は重要でかつ先例的意義を有する案件として、引き続き市長
決裁案件に指定され、市長、副市長、都市整備部長の方々も当初から直接関与
され、当該路線のあり方について市民とともに集中的に検証する場を速やかに設
けて頂き、都市計画変更とその実施を具体的に加速されるよう強く要望する。
２．
【幹線街路の都市計画 3･4･27 号線存続は既に都市計画法違反のおそれ】
｢幹線街路｣の都市計画 3･4･27 号は、既に都市計画法の根幹規定に違反して
いるおそれが強い上、市の長期計画、市民交通計画等の定めにも抵触する。
したがって、この状態を続けることは自治体としての裁量権の範囲を超え
又はその濫用として違法とされる恐れがある。
市は、見直し方針に基づき、遅滞なく法令等及び市の長期計画等に適合す
る適切な都市計画への変更を行い、違法状態を速やかに解消すべきである。
３．
【関係法令、条例等の解説と本提案に係る都市計画変更の適法性】
都市計画変更に関係する法令、行政規則、武蔵野市条例等を解説し、本提
案に係る都市計画変更の適法性を説明する。
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〔提案の理由・目次〕
1.【人に優しく、適法な緑の「区画街路」へ遅滞なく変更して整備
1－1 都市計画 3･4･27 号線道路計画の内容とその目的
1－2 都市計画 3･4･27 号の検証に関する市の方針
1－3 市の見直し方針は、都市計画法の根幹規定に適合
1－4 本提案は市の見直し方針に基づく「区画街路」への都市計画変更
1－5 「区画街路」の意義と都市計画変更の目的、まちづくりへの寄与
1－6 具体的な「区画街路」整備内容の提案
1－7 武蔵野市第六期長期計画との適合性、都市マスタープラン、予算措置
1－8 市長決裁事項として市民と共に速やかに整備を進めることを強く要望
2．【幹線街路の都市計画 3･4･27 号線存続は既に都市計画法違反のおそれ】
2－1 ｢幹線街路｣としての都市計画 3･4･27 号線とその内容、目的
2－2 都市計画制度の根幹理念、適法要件、都市計画変更
2－3 司法判断、武蔵野市における裁量権の範囲
2－4 都市計画変更の要否を決定する実務上の基準、必要性と現実性
2－5 都市計画 3･4･27 号決定時の土地利用や交通
2－6 都市計画決定後 26 年間における土地利用や交通環境の大きな変化
2－7 都市計画 3･4･27 号に必要性や実現性はなく先送りは違法のおそれ
2―8 都市計画 3･4･27 号は長期計画に抵触
2－9 事業認可期間の完了
3．【関係法令、条例等の解説と本提案に係る都市計画変更の適法性】
3－1 都市計画法及び同政令、省令との適合性
3－2 国土交通省「連続立体交差化に関する要綱」との適合性
3－3 道路構造令及び武蔵野市条例、規則との適合性
3－4 都市計画決定の変更に向けた東京都との事前協議について
【追記・東京都の見解、市の検討内容等、これに対する当会の意見】
（追記―1） 東京都の見解と当会の意見
（追記―2） 市の検討内容等と当会の意見
（追記―3） 外部会社へ委託された「計画見直し」案／当会の総括意見
添付写真１．武蔵野プレイス隣接の広幅員歩道で黄葉と戯れる
添付写真２．深緑の広幅員歩道を歩く．写真中央の柵より左が歩道
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【提案の趣旨 1】
人に優しく、適法な緑の「区画街路」へ遅滞なく変更して整備

〔提案の理由 1〕
1－1 都市計画 3･4･27 号線道路計画の内容とその目的
都市計画 3･4･27 号線道路計画は、武蔵境駅北側広場や市道 84 号線（スイン
グ通り）等から、鉄道高架下の武蔵境駅 JR nonowa 口前及びその南側に続く武
蔵野プレイス西側の市道 74 号線（寺前境南線）を経て市道 73 号線（境南通り）
に至るまでの全長 150 ｍ を、南北に自動車を通過させることを主たる目的と
する車道 2 車線、車道幅員９ ｍ 、総幅員 16 ｍ の「幹線街路」として建設す
る道路計画である。
この都市計画は、東京都知事が決定し、26 年前である 1994 年 5 月 11 日に東
京都によって告示された。その後、地方分権一括法により、市道の都市計画に関
して都の権限は失われ、現在は市が自ら都市計画を決定することも、変更する
こともできる。
都市計画 3･4･27 号線の表示は、
「幹線街路」
（区分「3」
）であって、その幅員
が 16 ｍ （幅員「4」）であり、幹線街路としては武蔵野市で 27 番目に決定され
た（一連番号「27」）都市計画道路であることを示している。
｢幹線街路｣は、自動車を主とするまとまった交通ネットワークの一翼を担い、
地域の骨格を形成する都市計画道路であることを意味する。
補助幹線街路も幹線街路の一種であって、範囲は狭いが同様の機能を有する。
都市計画 3･4･27 号線が前記のような目的と性質を有することは、その制定に
至る過程で市が作成した文書「武蔵境駅周辺南北道路の整備方針」において、
「車両の通行可能な街路として整備する」、これによって他の「南北道路の交通
量負担を減少させる」ことが明記されていることからも裏付けられる。
また、都市計画 3･4･27 号の背景には、駅周辺における自動車利用の利便性を
第一義とする当時の計画思潮があり、現に市が当該計画の策定に当たって依頼
し、参考とした専門機関（財団法人都市計画協会）の報告書「武蔵野市駅前広場
高度利用構想調査」
（1991 年 3 月）には、武蔵境駅南口広場と食糧倉庫跡地に約
450 台分の公共駐車場を設け、駐車場用地不足の北口と接続してその需要を分
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担する必要性まで記載されていた。
このように駅直近に自動車を集める都市計画や思潮は、今日、市によって明
確に否定されており、市民の賛同を得ることもありえない過去のものである。
1－2 都市計画 3･4･27 号の検証に関する市の方針
市は、都市計画 3･4･27 号に関して、計画設定時以降に武蔵野プレイスの開館
や駅周辺の通行環境等に大きな変化があったことの認識を踏まえて、駅周辺の
まちづくりに有益か否かの観点から、そのあり方を整理する旨を、以下の通り
公表している。
(１) 都市計画 3･4･27 号線について市議会本会議で市が公表した検証方針
2017 年 6 月 5 日及び 9 日の市議会本会議において、都市計画 3･4･27 号線予
定地の緑がまちの大きな魅力となっている等の事実により、これを損なう計画
の見直しが必要である等の複数の議員の質問に対して、当時の市長は、
｢同旨の意見は市民からも寄せられている。調布保谷線（新武蔵境通り）が 2013
年に開通したことにより本宿踏切の自動車交通量が 4 割減少したこと、2011 年
に武蔵野プレイスが開館したこと、2013 年にＪＲ西口（nonowa 口）が設置され
たこと、2016 年に駅北口広場が完成したこと等に伴い駅周辺の自転車、歩行者、
自動車等の通行環境が大きく変化したことを認識している。
これら大きな変化の認識を踏まえて、都市計画 3･4･27 号線のままで置くこと
が、駅周辺のまちづくりに有益か否かの観点から、本件路線のあり方について、
今後庁内で整理し、方向性をまとめていく」旨の答弁を行なった。
(２) 都市計画 3･4･27 号線に関する「ふれあいトーク」時の市回答
さらに、2019 年 7 月 6 日に開催された「市民と市長のふれあいトーク」に於
ける都市計画 3･4･27 号線に関する市民の書面質問に対して、市（同報告書の注
記によれば都市計画について専決権限を有する都市整備部長ご執筆と推測され
る）は、
「都市計画道路 3･4･27 号線の事業は、平成 30 年 4 月から休止している。
周辺の南北道路や、高架下に改札が設置されたことから、自動車や歩行者の交
通環境が大きく変化している。武蔵野プレイスや境南ふれあい広場公園に隣接
する立地なども考慮し、3･4･27 号線のあり方について検討していきたい」と回
答されている。
当該回答(2)は、武蔵野市の公式ホームページで公表されており、2017 年公表
の上記(1)の方針が現在に至るまで一貫した市の方針であることが示されている。
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1

3

市の見直し方針は、都市計画法の根幹規定に適合

(１) 公表された市の方針は、上記 1-2 (1)(2)のいずれにおいても、
 都市計画 3･4･27 号線のあり方について検証を進めること、
 その検証は、武蔵野プレイスの開館等の土地利用の変化及び
 nonowa 口開設等の交通状況の大きな変化を認識としていることと、将来の
見通しに基づいて、
 武蔵境駅周辺のまちづくりに有益か否かの観点に立って行う
との市の方針を明確に表明したものと解される。
(２) かかる市の方針は、都市計画の設定及びその変更の要件である都市計画法
の根幹規定
「都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要
な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう
に定めること。」
（13 条 1 項 11 号、21 条 1 項）

に対する的確な理解に基づくものであって、適法かつ適切な方針である。
1－4

本提案は市の見直し方針に基づく「区画街路」への都市計画変更

(１) 当会は、都市計画 3･4･27 号の見直しに関して、市が公表している前記方針
を支持する。本提案は、市と同一の認識と観点に基づき、都市計画 3･4･27 号の
あり方を検証したものであり、検証の結論として「幹線街路」の都市計画である
都市計画 3･4･27 号を遅滞なく「区画街路」の都市計画へ変更し、速やかに整備
することを提案する。
本提案の都市計画変更は、関係法令、行政規則及び武蔵野市条例の全てに適
合し、当該変更の妨げとなる規定は存在しないと判断される（詳細は、提案理由
３）
。
(２) 計画対象地である武蔵野プレイス周辺に残された樹木は、沢山の市民が憩
う貴重な緑の環境である。計画対象地である高架下周辺は、2 万人を超えると推
定される多数の市民が日々安全に利用する大切な移動経路である。
貴重な緑の環境と多数の市民の安全な交通を勘案して都市計画変更を行うこ
とは、都市計画制度の前記根幹規定（都市計画法 13 条 1 項 11 号、21 条 1 項）
に合致し、以下に述べるように武蔵境駅周辺のまちづくりに計り知れない寄与
を為すことができよう。
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1－5 ｢区画街路｣の意義と都市計画変更の目的、まちづくりへの寄与
｢幹線街路｣を「区画街路」に都市計画変更することによって、安全で豊かな自
然環境のもと、ゆとりある広幅員歩道で市民が憩うことができ、歴史的風土を
大切にした｢みち｣を実現することができる。その理由は、以下の通りである。
(１) ｢区画街路｣の性格を活かした安全、緑、歴史的風土尊重のまちづくり
｢区画街路｣は、｢幹線街路｣とは違い、骨格を形成する自動車ネットワーク道
路ではなく、適切な規模、形状の街区を形成するとともに、通過する自動車交通
の進入を誘導しないようにする等の役割を有する道路であって、両者は性格と
意義を異にする道路である。
｢区画街路｣は、「幹線街路｣が広い車道を必要とするのとは異なり、広い車道
を必要とせず、これに代えて広い歩道を確保することができる。その結果とし
て、以下に述べるように、歩行者等の安全で快適な移動や緑の自然環境の保存･
保全、観音院墓地群等歴史的風土を大切にしたまちづくりが実現できる。
① 高架化部分における歩行者等の安全確保
現在、高架下部分の舗装は整備され、北側からの自動車進入は暫定的に認め
られていない。規制の決定権限は、東京都公安委員会にあって、武蔵野市にはな
い（道路交通法 4 条 1 項、同法施行令 1 条の 2 第 1 項）
。
「幹線街路」は、自動車交通のネットワークを形成することを主たる目的と
する都市計画である。都市計画 3･4･27 号線も、自動車の南北通過を目的として
計画された「幹線街路」であるから、このままで完成した場合には、
「幹線街路」
の目的と性質から、完成後も自動車の南北通り抜けが規制されると期待するこ
とは難しい。
これに対して、
「区画街路」は歩行者の安全なネットワークを形成することを
主たる目的に含み、このために自動車の通過交通を排除することも有り得うる
都市計画道路である。
それ故、公安委員会は「区画街路」における歩行者等の安全を極めて重視して
おり、「区画街路」とした場合、自動車の通り抜けを規制する（非常時を除く）
可能性は、
「幹線街路」と比べて極めて高い。
高架下部分には、2013 年に nonowa 口が開設され、多くの市民がＪＲの乗降に
利用している。また、高架下を歩いて南北に移動する市民も極めて多い。歩行者
交通量調査の記録は未だ見当たらないが、ＪＲ公表の武蔵境駅の「降車人数を含
まない乗車人数のみ」で 1 日当たり 6 万 8,985 人との 2018 年調査結果（市政統計
2019 年版）を含めて推定すれば、合わせて２万人を越える市民が歩行又は自転車
で高架下部分や市道 74 号線を移動していると推定される。

7

｢区画街路｣へ変更することによって、自動車の通過で歩行者等の安全が損な
われる事態は抑止されるため、まちづくりにとって重要な歩行者、自転車利用
者の安全が将来に亘って保障されることの意義は極めて大きい。
なお、高架下部分における舗装や幅員を変更する必要はない。
② 緑の自然保護、自然環境と一体となった広幅員歩道の維持
市道 74 号線の予定地東部分（武蔵野プレイス・公園側）には、2011 年に最大
約 9.5 ｍ (9.49 ｍ、南端）、最小約５ｍ （4.97ｍ、北端）幅員の広幅員歩道が
暫定的に設置された。歩道上には 15 本のケヤキ・イチョウ並木が毎年の枝落と
し等により大切に保全されており、春の新緑、秋の紅葉や黄葉を楽しむ市民が
絶えない（添付写真 1 及び２）。
また、西側の観音院墓地内には多くの樹木が大切に育てられており、東側の
広幅員歩道から春はサクラ、秋はモミジの借景を楽しむ市民も絶えない。
歩道上にはサークルベンチが設けられ、単なる歩道ではなく、境南ふれあい
広場公園とも一体化して市民が憩い、自然の中に留まる場を提供している。
広幅員歩道は、安全な歩行のためだけではなく、秋には大量の落ち葉と戯れ
る子供たちの安全な遊び場としても活かされている（添付写真１）
。
このように、駅直近にありながら、安全で広々とした空間で、市民が自然を味
わい憩うことができ、子供たちが安全に自然と遊ぶことができる広幅員の歩道
は、市内でも稀有であり、仮設から 10 年を経て、既に市民に親しまれる地域の
特徴として定着している
。
かかる地域の特徴は、都市計画において、まちづくりの観点から将来にわた
って尊重されるべき貴重な「価値」である。
都市計画を「区画街路」へ変更することによって、「幹線街路」とは異なり、
広い車道を要しなくなる。その結果、広幅員な歩道の幅員をそのまま維持して
確定整備を行うことができ、歩道上のケヤキ・イチョウ並木の伐採も一切必要
ではなくなる。
「区画街路」へ都市計画変更することによって、地域の特徴である緑豊かな
自然環境と景観が、これを市民が味わうことのできる広幅員歩道と共に、損な
われることなく保存・保全されることとなる。
さらに、本提案は、武蔵境駅周辺を境山野緑地の雑木林、玉川上水、千川上水、
仙川や農地、屋敷林とつながる緑と水のネットワークの起点として、武蔵境の
特色あるまちづくりの中心となることができる。
③ 観音院墓地群の保存
市道 74 号線に隣接して、西側には 1653 年開山以来の長い歴史を刻む観音院
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の墓地群が並び、緑を大切にする同院の尽力によって、随所にサクラ、モミジ等
沢山の樹木が植えられており、市民は四季の借景を楽しむことができる。
観音院に対しては、市は 2000 年に都市計画 3･4･27 号の事業認可を得て以来、
18 年間に亘って土地買収を図り強制収用制度を背景に迷惑をかけ続けてきたが、
結局買収は難しく、2018 年に事業認可期間が終了した経緯がある。
「幹線街路」は広い車道を必要とするから、都市計画 3･4･27 号線計画は観音
院の歴史的墓地群を侵食することなしには完成できない。
したがって、「幹線街路」を実施することはできず、都市計画 3･4･27 号は実
現性がない。
「幹線街路」のまま幅員を 14 ｍ 等に短縮しても、同じことであ
る。
これに対し、
「区画街路」の都市計画に変更することによって、観音院敷地に
手を触れることなく、速やかに整備を行うことができる。
(２) ｢区画街路｣への都市計画変更が最も適切な解決手段
以上を総合して、武蔵境周辺のまちづくりの観点から、市民が享受すること
ができる価値について比較衡量すると、本提案に係る「区画街路」が「幹線街
路」より格段に高い。
当会が調査した限り本提案である「区画街路」に変更することを妨げる法令上、
実務上の障害はないと判断される。その詳細は本提案理由３に記載の通りである。
他方、幹線道路の計画である都市計画 3･4･27 号線が実施された場合には、安
全性、自然環境、この環境と一体化した広幅員歩道、歴史遺産等の貴重な価値が
毀損され、これにより喪失する価値は、得られる利便より遥かに大きい。
したがって、都市計画 3･4･27 号を実施することは都市計画法の根幹規定に違
反する。
また、新型コロナウィルス感染症に限らず今後も起こりうるパンデミックへ
の対応という観点からも、空間的豊かさやソーシャル･ディスタンスを確保する
ために、みちや公園などの野外空間の活用は今後の重要な課題となる。
都市計画 3･4･27 号線を、歩行者等が十分な空間をもって安全に利用できるよ
うにし、さらに武蔵野プレイスの敷地及び境南ふれあい広場公園と実質的に共
有する空間を広げることによって、より安全で多用な空間利用が実現できる可
能性がある。
(３) ｢区画街路｣都市計画の先例
なお、武蔵野市において「区画街路」の都市計画決定を行った先例としては、
都市計画 7･6･1 号（代表幅員 10 ｍ 、玉川上水北添い、三鷹駅万助橋線）があ
り、施工率は 70.2 パーセント（市政統計、2019 年 4 月 1 日現在）である。
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1－6 具体的な「区画街路」整備内容の提案
整備の基本方針と具体的内容につき提案を箇条書すると、以下の通りである。
(１)｢区画街路｣とする都市計画変更を遅滞なく行う
既存の都市計画を検証する法令と実務の常法に従って、
「幹線街路」都市計画
3･4･27 号線の必要性と実現性を検証すると、対象地域に新たに幹線街路を建設
すべき実際の需要も法的必要性も存在しない。また、当該道路の建設が地域の
特徴である多くの価値を損傷することから、市民の支持を得られることもない。
さらに都市計画法の根幹規定にも違反し、法的にも実現性が認められない。
（詳
細は提案理由 2 を参照されたい）
。
したがって、「区画街路」とする都市計画変更を遅滞なく行う。
その車道幅員は 6.36 ｍ （現在の市道７４号線車道と同じ。自転車レーンを
含む）
、歩道幅員は最大 9．49 ｍ 、最少は 4．97 ｍ （現在の暫定整備歩道と
同じ）
、総幅員は最大 15．85 ｍ 、最少 11．33 ｍ 、代表幅員 14 ｍ となる。
（ただし、高架下部分を除いた計算値）
(２) 現在の自然環境等を最大限保全、活用し、人と緑に優しい「みち」を整備
具体的整備にあたっては、現在の緑豊かな自然環境と景観、広幅員歩道、観音院
の墓地群、武蔵野プレイスや隣接する公園等の価値を最大限保存し、歩行者、自転
車の安全を保障し、高架下部分及び市道 74 号線上の暫定整備を活用して、以下の
ように、人と緑に優しい「みち」を整備する。
① 地域の特色として市民に親しまれている市道 74 号線東側の歩道は、幅広い
暫定歩道の幅員を引き続き確保し、バリアフリーの本格舗装を行う。
② 広幅員歩道上のケヤキ・イチョウ並木は全て保存･保全する。
③ 車道は、北から南方向への自動車が１日当たり 30 台（2018 年市調査）と極端
に少ないことから、現在の市道 74 号線幅員（6.36 ｍ ）の一部約３ ｍ を自動
車の南から北への一方交通に供し、その両側に各 1 ｍ 以上、１.5 ｍ 未満の自
転車通行専用帯（自転車レーン）を設け、路面を青色にペイントする。これによ
り違法駐車を排除する。路肩は西側にのみ 0.5 ｍ 設ける。車道東側は歩道に接
するので路肩は設けない（道路構造令 8 条 7 項、武蔵野市市道における道路構
造の技術的基準に関する条例７条３項）
なお、一方通行が妥当でない特段の事情があって、双方交通を採用する場合
には、現在の市道 74 号線の車道幅員をそのまま用いて「車線のない第 4 種第
4 級の道路」として整備し、自転車は「軽車両」として車道の各方面左側を通
行する。
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④ 西側（観音院側）には歩道を設けない。東側の歩道は最小でも約５ ｍ 、最
大では９ ｍ 以上の広幅員を有するから、子供を遊ばせる家族も、目的地へ
急ぐ歩行者も、緑豊かな環境をゆっくりと楽しむ歩行者も（添付写真１、２）、
互いに妨げることなく、何不自由なく利用することができる。こ環境が地域
の価値である。この上、観音院の墓地群を毀損してありきたりの歩道を西側
につくる必需はない。また、法的にも必要性がない（提案理由 3-3-⑴-⑦）
。
⑤ 観音院の墓地は侵食しない。また、観音院は正門を新設又は移転する予定
があると聞くことから、新たな観音院正門と緑及び人にやさしい「みちづく
り」との調和を図る。
⑥ 高架下部分は、現在の表面舗装（インターロッキングブロック等による舗
装）を維持し、自動車の南北通り抜けは非常時を除いて不可とする。北端の柵
は現在と同様に非常時のみ開錠可能とする。
⑦ 車道と歩道は同一の高さによるバリアフリーとするが、万一の事故に対す
る安全性の見地から、車道と歩道は安全柵で分離する。
⑧ 車道及び歩道の舗装は、透水機能を有する素材を原則とし、これに反しない
限り、高架下部分と共通のインターロッキングブロック舗装等により一体感を
強調する。
⑨ 東側歩道は公衆トイレを一刻も早く移転し、高架下の歩道と直接接続するバ
リアフリーの歩道として整備する。
公衆トイレの移転先としては、境南ふれあい広場公園北東部の災害時マンホ
ール近辺が好ましい候補と思われる。
⑩ 東側歩道上のサークルベンチは必要な補修、増設を行って維持し、公園と
の一体感を高める。
⑪ ケヤキ・イチョウ並木が境山野緑地、玉川上水等へ続く、緑と水のネットワ
ークの一部（起点）であることを、例えば地図とともに表示する。
⑫ 自動車の設計速度は、20 ㎞とするよう公安委員会に働きかけ、車道における
自転車走行の安全を確保する。搬入のため高架下へ進入する車両については、
更に厳格な低速とし、自転車は降りて歩行者として通行するのが好ましい。
⑬ 観音院と市道 74 号線境界の塀は、震災時における倒壊リスクから、作り直
しが必要と思われ、可能な支援を行う。
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⑭ 武蔵野プレイス敷地及び境南ふれあい広場公園との空間的な結合や連坦に
配慮した｢みちづくり」、「まちづくり」を行う。
1－7 武蔵野市第六期長期計画との適合性、都市計画マスタープラン、予算措置
武蔵野市第六期長期計画 2020-2029（以下、「長期計画」という）が成立し、
既にその適用期間に入っている。また、武蔵野市都市計画マスタープランの改
定が進められている。
(１) 長期計画は、全ての個別計画に対する最上位の判断基準
長期計画は、市が定める「最も重要な計画」であり、都市マスタープランをは
じめとする全ての個別計画の「最上位に位置し」、
「市政運営の基本理念」を示す
ものであって、市の政策は、「速やかな対応が特に必要と思われるものを除き、
原則として長期計画に基づき実施される」ことが定められている。
したがって、長期計画自体は個別の計画に直接言及するものではないが、個
別の計画を評価し、その是非を判断するに当たって用いる「最上位の判断基準」
を提供するものと理解される。
(２) 長期計画の「重点施策」、「施策の体系」
長期計画は、その「重点施策」及び「施策の体系」において、本提案の趣旨で
ある都市計画道路の見直し、駅周辺のまちづくり、緑を基軸とした環境都市、市
民の共有財産である街路樹、緑のネットワーク等に関して、次のように規定し
ている。


事業化されていない都市計画道路・・・については、社会情勢や交通需要
を踏まえ、今後の交通体系と誰もが使いやすい交通環境のあり方の視点か
ら必要性の検証を継続的に行い、必要な見直しを進める。



駅周辺に培ってきた文化、緑の空間を含む良好な都市景観等があり、魅力的
なまちが形成されている。今後も、各駅周辺で積み重ねてきた風土や文化、
活動を大切にしつつ、市民や市民活動団体、事業者等の様々な主体によるま
ちづくり活動の始動を支援し、地域特性を生かしたまちづくりを進める。



本市の実情を踏まえながら、これからも日々の暮らしの中で緑を楽しむこ
とができるまちづくりを推進していく。



市では、樹種固有の樹形を尊重した街路樹の管理を実施しており、張りの
ある街路樹は、公園や水辺とともに市民の共有財産であり、緑豊かな本市
の魅力の一つとして大きな役割を果たしている。
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点在している公園緑地などの緑や、昔からある農地、屋敷林、雑木林、社
寺林など、先人が育んできたまとまりのある緑を守り、市内を流れる玉川
上水、千川上水、仙川などの水辺と街路樹でつなぐことで厚みのある緑と
水のネットワークの形成を推進していく。

(３) 本提案に基づく都市計画変更は、長期計画の判断基準に適合
本提案は、「幹線街路」の都市計画 3･4･27 号を緑豊かな「区画街路」へ都市
計画変更して整備する提案であり、その内容は提案の理由 1-4～1-6 に詳記した
通りである。本提案に基づく都市計画変更は、長期計画の判断基準に適合する。
すなわち、


都市計画 3･4･27 号は、施工率０％（市政統計 2019 年版）のままで 2018 年
4 月 1 日に事業認可も終了（事業認可は期限付きの認可である）しており、
「事業化されていない都市計画道路」である。本提案は、かかる都市計画に
対して、武蔵野プレイスの開館等周辺の土地利用や交通政策の変化、JR
nonowa 口の開設に伴う２万人を超すと推定される歩行者の増加等の大きな
変化を踏まえて、長期計画が目指している市民の誰でもが安全に移動できる
交通環境を整備する提案である。



武蔵境南口周辺には、武蔵野開拓期以来の歴史を刻む寺院があり、ケヤキ・
イチョウの並木を含む緑豊かな都市景観と、これを楽しむことができる広幅
員の歩道がある。これらは全て本提案の対象地域に含まれている。また、図
書館や市民活動の中心である武蔵野プレイスがあり、対象道路に直接隣接し
ている。本提案は、これらの地域特性を毀損することなく、最大限生かした
まちづくりを進める提案である。



本提案対象地のケヤキ・イチョウ並木は、市によって固有の樹形を尊重した
枝落しが毎年行われ保全されている街路樹である。駅直近でありながら幅広
い歩道を有し、自動車交通が少なく安全で静かな環境の中で、隣接する寺林
ともにその景観を季節ごとに楽しむ多くの市民がいる。本提案は、
「市民の共
有財産である街路樹」と隣接する寺林が毀損されるのを防ぎ、長期計画が求
めている貴重な「都市景観」を維持し、市民が「日々の暮らしの中で緑を楽
しむことができるまちづくりを進める」提案である。



さらに、多くの市民が街路樹の並木や寺林の四季を味わうことができる本提
案の対象地は、境山野緑地の雑木林、玉川上水、千川上水、仙川や農地、屋
敷林とつながる緑と水のネットワークの起点として武蔵境の特色あるまち
づくりの始点となることができる。

13

以上から、本提案に基づく都市計画変更は、長期計画の判断基準に合致し、武
蔵境のみちづくり、まちづくりを推進するうえで、重要な寄与を為し得ると確
信する。
本提案に長期計画に抵触する内容は存在しないと判断される。
他方、都市計画 3･4･27 号の内容は、長期計画に抵触し、実施することは不可
能である（詳細は、提案理由 2-8 に記載）
。
(４) 都市計画マスタープランと本提案
本提案に基づく都市計画変更計画とその実施が長期計画の定めに合致し、武
蔵境の特色あるまちづくりに重要な意義を有し、関係法令、条例等にも全て適
合することは、提案に詳記した通りである。
長期計画は、事業化されていない都市計画道路の検証と見直しを進めること
を「基本施策」としている。都市計画 3･4･27 号がこれに該当する第１の都市計
画道路であることは明らかである。
都市計画マスタープランは、長期計画の下位計画であるとともに、都市計画
法 18 条の 2 の規定に基づいて定める「市町村の都市計画に関する基本的な方
針」を明示する重要な計画である。
本提案の内容は現在改定が進められている次期都市計画マスタープランに反
映されたい。2011 年改定版のマスタープランには、都市計画 3･4･27 号線につい
て、単に「整備を進める」旨の記載があるが、当該都市計画が実現不可能である
ことは提案理由 2 記載の通りである。
「地域のまちづくりにふさわしい都市計画
として区画街路へ変更し、早期に整備を進める」旨の記載を要望する。
(５) 次年度の予算措置
全国の自治体で都市計画の見直しが進められている（全ての都道府県と約 8
割の区市町村、国土交通省「都市計画道路の見直しの手引き・総論編」
）にもか
かわらず、武蔵野市では本格的な都市計画変更が未だ行われていない。都市計
画 3･4･27 号については、変更の必要性が長い間にわたり繰り返し指摘され、市
も 3 年以上前に見直しの方針を公表している。
都市計画 3･4･27 号には実現性がない一方で、本提案に係る都市計画変更には
必要性、有益性、適法性、実現性、長期計画適合性がいずれも高く、本提案を基
盤に進めることが適法、適切と考えられることから、遅滞ない実施を可能とす
る予算措置を講じて頂きたい。
ちなみに、都市計画 3･4･27 号道路計画を実施する場合は、土地開発公社を介
して支出する金額や多数の巨樹からなる並木の伐採費等を含め多大な支出を必
要とするのに対して、本提案の都市計画変更による実施の場合は、高架下部分
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の施工費資料を参酌して推計すれば、前者の 20％程度の費用で竣工することが
できると推認され、この点は市財政にとって大きなメリットと考えられる。
（地
方自治法 2 条 14 項、地方財政法 4 条 1 項）
1－8 市長決裁事項として、市民とともに速やかに検証することを強く要望
(１) 市が、都市計画 3･4･27 号線見直しの方針を公表してから既に 3 年が経過
した。市が表明した方針は、都市計画法の根幹規定に適合し、都市計画 3･4･27
号の見直しにあたって適法かつ適切な方針である。
市民や市民団体は、2010 年以降都市計画 3･4･27 号の見直しについて、繰り返
し意見を述べてきた。
その間、市もその都度対応され、適切な解決へ向けた努力を重ねられてきた
事実が、市が東京都の同意を得たうえで今般情報開示された多数の関係資料に
より、市民に初めて明らかになった。
(２) すなわち、市が今回開示されたところにより、
① 市民、市民団体から寄せられた意見書等は全て行政文書としてファイルさ
れていること、
② 意見書等に対しては、その都度担当課が検討され、意見を付して市長へ報
告されていること、
③ 東京都にも繰り返し相談されていること、
④ 東京都のコメントが残されていること、
⑤ 市長のコメントも残されていること、を確認することができた。
そして、何よりも、かかる情報開示は
⑥ 市が市民や市民団体の意見に向かいあって、真摯にこれを検討して、問題
を解決しようとする姿勢であることを市民が感じることができ、市に対す
る信頼感を強めることができた。
(３) しかし、都市計画変更自体に関しては、都市計画 3・4・27 号の都市計画決
定後に武蔵野プレイス開館、JR 西口(nonowa 口)開設等、土地利用と交通の現状
と将来の見通しが大きく変化したことを認識し、これを踏まえて、駅周辺のま
ちづくりに有益か否かの観点から、本件路線のあり方について方向性をまとめ
ていく」旨の市の明確な方針が 2017 年に公表され、2019 年に追認されているに
もかかわらず、残念ながら検証が実際に深化され、地域の特性を反映した適法
な都市計画変更案が見出されているとは言えないように思われる（詳細は、※
末尾 2-（4）に記載した）。
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本提案は、市民団体として今日までの検討及び市との対話を総括するものと
して、都市計画 3･4･27 号の問題点と、これに代わる都市計画変更の具体的な内
容を提案し、これが武蔵境駅周辺のまちづくりにふさわしく適切なものであり、
かつ法的にも関係法令等に全て適合するものであることを包括的に述べたもの
である。
本提案書は開示された情報を入手する前にほぼ完成しており、一部の数値等
を除いては今回の開示により提案の内容を修正する必要はなかった。
開示された東京都の見解や市が見解された内容に関しては、本提案書の末尾
に※追記―１、２としてまとめて当会の意見を記載した。
他方で、市から検討状況を早期に知らせて頂くことの重要性については強く
感じられるところがあり、これができたならば、市と共に検証を更に深化出来
たかと、当会としても公開請求の遅れを悔やむ面もある。
本提案を早期にご検討頂き、市としてのご見解、疑問点等をご開示頂き、当会
も意見を再考する期間を得たうえでお会いする方法をもって、市と市民が情報
を共有し、地域に相応しく、法の趣旨に適合した都市計画変更を実現するよう
願っている。
本件都市計画の変更は重要でかつ先例的意義を有する案件として、従来に引き
続き市長決裁案件に指定（武蔵野市事務専決規程 3 条 1 項）され、2017 年議会答
弁において公表した市の方針に基づいて、市長、副市長、都市整備部長の方々に
当初から直接関与して頂き、当該路線のあり方について市民とともに集中的に検
証を深化し、都市計画変更とその実施を具体的に加速されるよう強く要望する。
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【提案の趣旨２】
幹線街路の都市計画 3･4･27 号線存続は既に都市計画法違反のおそれ

[提案の理由２]
2－1 「幹線街路」としての都市計画 3･4･27 号線とその内容、目的
都市計画 3･4･27 号道路計画は、前記の通り武蔵境駅高架下を南北に自動車を
通過させる、車道 2 車線、車道幅員９ｍ 、総幅員 16 ｍ の「幹線街路」として
建設する道路計画である。
「幹線街路」は、自動車を主とするまとまった交通のネットワークとなり、都
市や地域の骨格を形成する都市計画道路であることを意味する。
都市計画 3･4･27 号がこのような性格を有する幹線街路の都市計画であるこ
とは、その制定に至る過程で市が作成した文書「武蔵境駅周辺南北道路の整備
方針」において、「車両の通行可能な街路として整備する」、これによって他の
「南北道路の交通量負担を減少させる」目的を有することが述べられているこ
とによっても裏付けられる。
2－2

都市計画制度の根幹理念、適法要件、都市計画変更

(１) 都市計画制度の根幹理念、適法要件
都市計画法は、道路を含む都市計画施設の設置について、
「土地利用、交通等
の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置すること
により、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めるこ
と」
（13 条 1 項 11 号）と規定しており、都市計画制度はこれを根幹的な理念と
して成立している。
この規定は都市計画決定のみならず、都市計画変更（21 条 1 項）においても
根幹理念とされ、適法性を判断する場合における要件でもある。
(２) 都市計画は変更を予定している制度
都市計画はその変更を予定している制度であって、都市計画法 21 条 1 項は、
都市計画を変更する必要が生じたときは、
「遅滞なく、変更しなければならない」
ことと定め、計画の内容が法の理念に合致しなくなったときには、制定者に対
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して「遅滞なく」都市計画を変更することを求めている。
制定時には妥当な内容の都市計画であった場合であったとしても、長い年月
を経て、対象地域の土地利用、交通等の環境が当初の想定と大きく変化するこ
とがあり、この場合、当初の都市計画を変更することなく維持すること自体が
行政庁に与えられた裁量権の逸脱、濫用となって、違法とされるおそれがある。
(３) 市の見直し方針は都市計画法の規定に適合する
市は、武蔵野プレイスの開設（2011 年）等の土地利用の変化、高架下 nonowa
口開設（2013 年）による歩行者交通量の激増や駅周辺の自動車通行量の減少等
の交通環境の変化を認識し、まちづくりに有益か否かの観点から本件路線のあ
り方を検証する方針を公表（2017 年、2019 年）している。
かかる市の方針が都市計画法に適合することは、上記(1)、(2)に記載した法
規定により明らかであり、市が公表した方針に従って都市計画変更を進めるこ
とこそが適法な選択肢である。
2－3

司法判断、武蔵野市における裁量権の範囲

(１) 最高裁判所 2006 年 9 月 4 日判決
本都市計画の際立った特徴は、他の多くの都市計画とは異なって、延長距離
150 ｍ の極めて短い範囲の都市計画という点にある。
同じように、都市計画公園の門に至る短い範囲のアプローチ道路について、
規模と位置が争点となった事案に関して、最高裁判所は都市計画決定を適法と
した原審判決を取消して差し戻し、次のように判示している。
｢都市施設は、その性質上、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案
して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活躍を確保
し、良好な都市活動を維持するように定めなければならないものであるから、
都市施設の区域は、当該都市施設が適切な規模で必要な位置に配置されたもの
となるような合理性をもって定められるべきものである。」
｢本件国有地ではなく本件民有地を本件公園の区域と定めた建設大臣の判断
が合理性を欠くものであるということができるときには、その建設大臣の判断
は、他に特段の事情がない限り、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと
なるのであって、本件都市計画決定は、裁量権の範囲を超え又はその濫用があ
ったものとして違法となるのである。
」
（林試の森事件）
(２) 武蔵野市における裁量権の範囲
上記最高裁判所判決を踏まえると、武蔵野市が有する裁量権の範囲は、既に
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計画としての妥当性を失った都市計画 3･4･27 号に対して、2017 年の議会答弁
等で公表した検証方針及び長期計画 2020-2029 等の定めに基づいて速やかに見
直しを進め、地域の特性に相応しく、武蔵境駅周辺のまちづくりに貢献するこ
とにより、都市計画法をはじめとする法令、条例等に適合する都市計画変更を
行うことに限られ、然らざる場合は裁量権を超え又はその濫用として適法性へ
の懸念が強まることになると考えられる。
市が市民とともに、適切な検証を深めることを強く要望する。
2－4 都市計画変更の要否を決定する実務上の基準、必要性と実現性
都市計画の変更又は廃止は、その理由を明確にしたうえで行うべきであり（国
土交通省「都市計画運用指針」）、都市計画変更の要否を判断するにあたっては、
前記した都市計画法 13 条 1 項 11 号の規定に適合するか否かが検証されなけれ
ばならない。
また、武蔵野市においては、市の「最も重要な」、
「最上位」の計画である長期
計画の定め等に合致するか否かも検証されなければならない。
検証を行ったうえで、その結果を総合的に評価し、既存の都市計画をそのま
ま存続させることができるか否かを最終的に決するにあたっては、実務上次の
判定基準が常用されている。
すなわち、存続させるためには、
「実施する必要性がある都市計画であること」
（必要性の要件）、かつ「実現することができる都市計画であること」
（実現性の
要件）の双方を充たすことを要する（国土交通省「都市計画道路の見直しの手引
き」総論編及び各論編）。
必要性がない都市計画、もし必要性があっても実現性がない都市計画は、都
市計画制度の根幹を満たさないものであるのみならず、社会通念にも反するも
のであるから、いずれも遅滞なく変更又は廃止を決定しなければならない。
2－5 都市計画 3･4･27 号決定時における土地利用や交通環境
都市計画 3･4･27 号線に関して、1994 年の都市計画決定時おける土地利用、交
通等の環境をまとめると次の通りである。
(１) 武蔵境駅南側は農水省倉庫が解体された状態のままで、その後の用途も定
まらず、荒れ地のままであった。ケヤキ・イチョウ並木も荒地の中に取り残さ
れた立木にすぎず、市民の注目を浴びることもなかった。南口広場も整備さ
れていなかった。
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(２) 武蔵野プレイスも、その北側に隣接する境南ふれあい広場公園も全て存在
せず、具体的な計画もなかった。
(３) 市道 74 号線は、当時の幅員が僅か 3.63 ｍ の細道で、歩行者も疎らであ
った。その後、幅員 6.36 ｍ （現行の車道部分）に拡張して供用が始まった
のは 2008 年 7 月であった。現在の広幅員歩道を含む幅員 11.33～15.85 ｍ が
市道区域に編入され、その工事が竣工したのは 2011 年であった。
(４) ＪＲ及び西武鉄道も高架化されていなかった。
(５) このため、高架下をＪＲ nonowa 口の乗降のために利用する具体的な計画
はなく、南北の移動に利用する現状で２万人以上と推定される多数の歩行者、
自転車利用者も存在しなかった。
(６) 都市計画決定当時は、増え続ける自動車の円滑な走行のために、駅直近部
を含む大規模な自動車ネットワークを形成することが強く求められていた。
このような状況のもとで、本件都市計画が「幹線街路」
（都市計画道路、区分
3）として決定されたことは、当時としては一理があったと認めることができる。
2－6 都市計画決定後 26 年間における土地利用や交通環境等の大きな変化
本件都市計画後 26 年が経過し、
計画対象地域における土地利用も交通環境も、
武蔵野市の交通政策の変更による将来交通の見通しも根底から変化した。
その変化の程度は、以下に述べる通り、本件都市計画時の想定を遙かに超える
根本的で重大な変化であった。
(１) 武蔵野プレイスの開館
2011 年 7 月に、市道 74 号線の東側に接して「武蔵野プレイス」が開館した。
武蔵野プレイスは、年間 192 万 3,162 人（2018 年、開館 307 日、1 開館日当
たり 6,264 人）もの来館者を集める武蔵野市一番の複合文化施設となった。
交通の便が良いことにより、来館者の 99 パーセント以上が歩行、自転車利用、
公共交通利用者であり、
自動車による来館は1 日当たり10 台に満たないとされる。
(２) 境南ふれあい広場公園の開設
武蔵野プレイスの開館と同時期に境南ふれあい広場公園が隣接して開設された。
ふれあい広場公園には多くの樹木が保存され、ベンチもおかれ、緑のなかで子ども
たちを遊ばせる家族も多く、都市計画 3･4･27 号線予定地との一体感も強い。
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(３) 暫定歩道上のケヤキ・イチョウ並木、市民が憩う幅広い歩道
都市計画 3･4･27 号線予定地東側の暫定歩道上には、イチョウ・ケヤキの並木
が樹種固有の樹形を尊重した管理により保全・保存されていて、市民が春の新緑、
秋の紅葉・黄葉を待ち望んで、豊かな自然環境のなかで憩うことができる貴重な
空間となっている。
晩秋には、降りそそぐ黄葉と歩道上で戯れる子どもたちも少なくない（添付写
真１）
。仮設整備後 10 年近くを経て、安全でゆったりとした広幅員歩道は、単に
移動するためのありきたりの狭い歩道とは全く異なる特徴的な空間となり、市民
が憩う貴重な公園の一部のように受け取られている。
(４) 歴史遺産である観音院の墓地
観音院の墓地は武蔵野開拓の長い歴史を今日に伝える遺産である。玉川上水
の開削によって始まった開拓の歴史への関心が市民に広まっている現在、その
価値は一層貴重なものとなっている。観音院敷地内にはサクラ、モミジ等多く
の樹木が育てられ、市民にとって貴重な借景となっている。
(５) 自動車交通政策の転換、自動車交通状態の大きな変化
都市計画決定が為された 1990 年代は、高度成長期から引き続いて自動車交通
も毎年増加を重ねていた。これを背景に都市計画 3･4･27 号線も鉄道高架化後に
武蔵境駅直下に南北に自動車を通過させ、他の南北道路の自動車負担を軽減さ
せることを目的として計画された都市計画道路であった。
しかし、市の交通政策はその後、自動車を駅周辺に集めないこととし、駅周辺
の通過交通を排除する方針に転換した（第３次武蔵野市市民交通計画 2011 年。
2016 年修正）
。
また、都道保谷調布線の開通によって、駅に近い旧本宿踏切の南北自動車交
通量は 4 割減少した（2017 年市長・議会答弁）。
2018 年の市調査によると、都市計画予定地における自動車交通量は、南から
北方向へ 1 日当たり 173 台と極めて少なく、北から南方向へは 30 台と一層少な
くゼロに近い。
(６) 歩行者等交通環境の大きな変化
歩行者等の交通環境、交通政策についても大きな変化があった。ＪＲ高架下
部分には、2013 年 5 月に nonowa 口が開設された。nonowa 口前はＪＲに乗降す
るために極めて多数の市民や通学者等が集散しており、さらに徒歩や自転車で
南北に移動する目的で高架下を利用する市民も極めて多い。その実態調査を市
が速やかに行うべきであるが、当会が知る限り未だ為されていないようである。
ＪＲ公表の武蔵境駅の１日当たり「
（降車人数を含まない）乗車人数のみ」の調査
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結果を含めて推定すれば、1 日当たり延 2 万人をはるかに越える市民が日々高架下
を歩行又は自転車で移動していると推測される（提案理由 1－5（1）①）
。
2－7 都市計画 3･4･27 号線は必要性や実現性がなく、変更先送りは違法状態
都市計画決定後における土地利用や交通環境等の大きな変化に基づき、都市
計画 3･4･27 号線の必要性と実現性について検証する。
考慮すべき事実と判断の結果は以下に述べる通りである。
(１) 土地利用の現状及び将来の見通し
農水省倉庫解体後の荒れ地で、人の動きも疎らであった決定時とは異なって、
現在では前記の通り武蔵野プレイスが開館し、境南ふれあい広場公園が開園し、
計画予定地上のケヤキ・イチョウ並木の新緑、紅葉、黄葉、観音院墓地のサクラ
やモミジを沢山の市民が楽しみ、憩うことができる広幅員歩道を含む環境が既
に整っている。将来の見通しも同様であって都市計画決定時とは大きく変化し、
決定当時の状態に今後戻ることもない。
(２) 交通等の状況及び将来の見通し
現在のＪＲ高架下部分は日々極めて多数の歩行者や自転車利用者が行き交う
みちとなった。この高架下を自動車の南北通過に供することは、歩行者の安全
を害する結果となるのは明らかである。このような事態を市民が受け入れると
は考え難い。
自動車を駅近くに寄せないことが交通政策の柱となり、今後とも自動車通行
量が増加する見通しはない。交通環境や将来の見通しは根本的に変化し、都市
計画決定時の状態に戻ることはない。
(３) 都市計画法適合性に関する検証方法
都市計画 3･4･27 号線のあり方を検証するためには、決定後 26 年を経過した
現在において、
 上記(1)で認識した土地利用の現状及び将来の見通しと
 上記(2)で認識した交通等の現状及び将来の見通し
に基づいて、都市計画 3･4･27 号線の内容である「南北に自動車を通過させる
目的の 2 車道、車道幅員９ ｍ 、全幅員 16 ｍ の幹線街路を建設する」ことが、
 都市計画法 13 条 1 項 11 号に規定する「適切な規模で必要な位置に配置す
ること」に該当するか否か、
 武蔵境駅周辺のまちづくりに貢献するか否か
との観点から検証しなければならない。
このような検証方法が都市計画法の規定に基づく適正な検証方法であり、市
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が公表している見直し方針はこの基準に適合する適法かつ適切な方針である。
そこで、土地利用と交通の現状及び将来の見通しを踏まえて武蔵境駅周辺の
まちづくりに貢献するか否かの観点から検証すると、
「南北に自動車を通過させ
る目的の 2 車道、総幅員 16 ｍ の幹線街路を建設する」ことを内容とする都市
計画 3･4･27 号線が「適切な規模で必要な位置に配置すること」に該当し、適法
な都市計画であると評価することはできない。
さらに、かかる都市計画が、まちづくりに貢献するか否かの観点から検討し
ても、都市計画 3･4･27 号計画は、市民の安全な通行を害し、自然環境を損う弊
害をもたらすだけのものであって、武蔵境のまちづくりに積極的に貢献すると
評価することは到底できない。
これらは、幹線街路のままで、幅員を短縮しても同様である。
(４) 必要性、実現性の基準に基づく判定
前記都市計画法 13 条 1 項 1１号の規定に基づく評価を経て、都市計画を変更
又は廃止するか、存続させるかの判定を下さなければならない。
この判定は、当該都市計画が「必要性を有するか否か」
、
「実現性を有するか否
か」を基準とすることが各自治体において実務上広く採用されている（国土交
通省「都市計画道路見直しの手引き」総論編、各論編）
。
この基準によれば、当該都市計画に「必要性」がない場合、又は必要性があっ
ても「実現性」がない場合は、都市計画は変更又は廃止すべきものと判定され
る。
これらは、都市計画制度の目的を達成できないことから、当然の結果である。
本件都市計画については、以下の通りである。
① 必要性について
前記の通り、都市計画 3･4･27 号線は、増加する自動車を武蔵境駅下で南北に
通過させ、ネットワークを形成する目的で、車道 2 車線、幅員 16 ｍ 、車道の
幅員だけでも 9 ｍ の「幹線街路」として建設する道路計画である。
しかし、市の交通政策は既に、駅近くに自動車を集めないことを基本とする
政策に転じている。
すなわち、第３次武蔵野市市民交通計画（2011 年、同 2016 年修正）は、交通
政策として「駅周辺への一般車両の乗入れは、恒常的な交通渋滞を誘発し、排気
ガスなど都市環境の悪化を招くだけでなく、緊急・防災活動の障害、交通事故の
多発、路線バスの定時性阻害など、多くの問題を生じさせています。」との認識
を表明しており、道路に関しても、都市計画道路の整備は「交通渋滞や環境問題
の解決、駅前や住宅地区内の通過交通の排除のため」に行うことが、明記されて
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いる。
駅周辺の自動車交通量は実際に減少しており、将来、これが変化する見通し
はない。
したがって、計画予定地に幹線街路である都市計画 3･4･27 号線道路を建設す
る必要性は既に消滅し、存在しないことが明白である。
これは、幅員の如何を問わないのであり、仮に総幅員を 14 ｍ 又はそれ以下
に短縮したとしても幹線街路である限り、必要性の要件を充足しない。
② 実現性について
都市計画 3･4･27 号は、武蔵境駅直下に自動車の南北通過道路を新たに建設す
ることを目的とした都市計画である。このため、駅周辺への一般車両の乗入れ
は多くの問題を生じさせるゆえに、都市計画道路の整備は駅前や住宅地区内の
通過交通の排除のために行うとの市の交通計画と矛盾し、必要性がないだけで
なく、政策の整合性の観点からも実現性がない。
また、高架下部分に nonowa 口が開設され、ＪＲ利用者や南北に移動する歩行
者、自転車利用者等、日々2 万人を超える極めて多数の市民が計画予定地を行き
来している。南北に自動車を通過させる目的の幹線街路である都市計画 3･4･27
号線を実施した場合には、これら多数の市民等の安全でスムーズな移動が必ず
損なわれる。
さらに、幹線街路である都市計画 3･4･27 号線を計画予定地に建設するために
は、ケヤキ・イチョウ並木の多くを伐採すること及び観音院の墓地数十基の侵
食が不可避であり、これにより地域の特徴である貴重な自然環境が毀損され、
歴史遺産が失われる。市民が憩うゆとりある広幅員歩道も狭められ、その貴重
な機能が破壊される。
これは「幹線街路」のまま総幅員を例えば 14 ｍ に縮小しても同じことであ
る。この場合も、市民の安全な移動を毀損し、武蔵境駅前の緑豊かな都市景観を
構成するケヤキ・イチョウ並木を伐採し、広幅員歩道を毀損し、観音院の墓地群
の侵食を避けることができず、武蔵境駅周辺のまちづくりの妨げとなる。武蔵
野市長期計画や市民交通計画の規定にも違反する。
かかる都市計画は、武蔵境駅周辺のまちづくりの観点から実現性がない。また、
交通政策のみならず、最上位の計画である「長期計画 2020∼2029」との整合性も
欠いて、実現性がない。武蔵野市長期計画や市民交通計画の規定に違反する。
このような道路建設を市民が容認することも有り得ない
したがって、都市計画 3･4･27 号は、幅員を縮小する場合を含めて、存続させ
るための要件である「必要性」がないことに加えて、「実現性」もない。
よって、計画対象地の「現状及び将来の見通し」に適合する「区画街路」へ都
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市計画変更することなく、
「幹線街路」を維持することは、
「社会通念に照らし著
しく妥当性を欠くもの」であり、
「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったも
のとして違法となる」
（最高裁判所 2006 年 9 月 4 日判決、提案理由 2-3）恐れが
高い。市は、都市計画 3･4･27 号線につき、遅滞なく「区画街路」への計画変更
を行うべきものと理解する。
なお、
「幹線街路」以外の都市計画への変更を行うことが難しいとの考え方の
前提には、国土交通省「連続立体交差化に関する要綱」２条、都市計画法施行規
則７条１項の規定に対する誤解があるかと思われる。詳細は、提案の理由 3-1，
3-2 及び末尾※追記の 1-（３）を参照されたい。
2－8 都市計画 3･4･27 号は長期計画に抵触
都市計画 3･4･27 号道路計画は、市の「最上位の計画」であり、
「市政運営の
基本理念」である長期計画に対して、次の観点から抵触している。したがって、
実現性がない。
(１) 長期計画は、
「事業化されていない都市計画道路」について、
「社会情勢や交
通需要を踏まえ、今後の交通体系と誰もが使いやすい交通環境のあり方の視点
から必要性の検証を継続的に行い、必要な見直しを進める」こととしている。
都市計画 3･4･27 号は、
「事業化されていない都市計画道路」に該当する。
(２) 長期計画は、都市計画道路について「安全で快適な」
「誰もが使いやすい交
通環境」の視点からの検証を求めている。高架下部分を利用する極めて多数
の市民の安全を保障する観点から見直しを進め、将来とも自動車の南北通り
抜けがなく、市民の安全性が保障される「区画街路」の都市計画への変更が行
われるべきと判断される。しかし、現状はかかる観点からの検証が深化され
ておられず、長期計画の趣旨を充たさない状態が続いている。
(３) 長期計画は、長年の間に培われてきた駅周辺の緑を大切にすること、樹種
固有の樹形を尊重して管理された街路樹は「市民の共有財産」であるとして
いる。計画地におけるケヤキ・イチョウ並木は緑豊かな武蔵境駅周辺を代表
する都市景観を形成しており、大切に管理された「市民の共有財産」に該当す
る。都市計画 3･4･27 号道路計画は、このような都市景観を毀損し、市民が日々
の暮らしの中で緑を楽しむ場である幅広い歩道も毀損してその特徴的な魅力
を奪い取り、市民の共有財産を破壊することによってのみ実施することがで
きる道路計画であって、長期計画の定めに抵触する。
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(４) 都市計画 3･4･27 号は、西側に位置する観音院の墓地群を買収することに
よって初めて実施することができる計画であるが、観音院の墓地群は武蔵野
開拓以来の長い歴史を刻む遺産であり、また、境内には多くの樹木が保存さ
れ、市民が四季に借景を楽しむ対象となっている。このような観音院の墓地
群を、全く必要のない「幹線街路」建設のために侵食することは、武蔵境駅周
辺に長年かけて積み重ねてきた歴史的風土や文化を毀損するものであって、
長期計画の定めに抵触する。
2－9 事業認可期間の終了
市は 2000 年 2 月 3 日に東京都から期限付きで事業認可を受けた（都市計画法 59
条、60 条）ものの、この 18 年間、高架下部分の整備が事実上行われただけであ
って、市道 74 号線を含む全体は正式には未着工のままである（施工率 0 パーセ
ント、市政統計 2019 年版）。事業認可は、期限付きのものであるから、何度か
期限の更新を申請し認められてきた経緯がある。
しかし、市は、2018 年 3 月 31 日の事業認可期間切れにあたって、更新申請を
取り止める方針をとり、同日をもって事業認可期間は終了している。市の説明
では、現状は「休止」状態としているが、認可を期限付きとした法の規定によれ
ば既に事業認可のない状態となっていることに変わりがない。
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【提案の趣旨３】
関係法令、条例等の解説と本提案に係る都市計画変更の適法性】

[提案の理由３]
3－1 都市計画法及び同政令、省令との適合性
(１) 都市計画に関する根幹規定
都市計画制度の根幹をなす規定が、都市計画法 13 条 1 項 11 号に定められてい
ること、これが都市計画変更（法 21 条１項）における根幹規定であること、市が
議会本会議等で公表した方針が当該規定に適合すること、市公表の方針を踏まえ
て検証した本提案が都市計画 3･4･27 号制定時とは大きく変化した土地利用及び
交通等の現状と将来の見通しを勘案して、武蔵境駅周辺のまちづくりにふさわし
い特徴的な都市環境を将来に残すことができる具体的な提案であって、法の根幹
規定に適合すること、これが司法判断においても支持されるものであることは本
提案の理由 1 及び 2‐3 等に詳記した通りである。
(２) 都市計画道路の種類
｢都市計画法により都市計画決定された道路」には、自動車専用道路、幹線街
路、区画街路、特殊街路（歩行者専用道路、自転車専用道路、歩行者・自転車共
用道路、その他）の 4 種類が含まれている（都市計画法 11 条 1 項 1 号、同法施
行令 6 条 1 項 1 号、2 項、同法施行規則 7 条 1 号）
。
したがって、「幹線街路」である都市計画 3･4･27 号道路と同じく、本提案に
かかる「区画街路」もまた都市計画道路と成り得るものである。
この規定は、下記 3-2 に示す通り、国交省要綱における「幹線道路」の定義
との関係で、都市計画 3･4･27 号線の変更可能な範囲を定めるうえで重要な点で
ある。
また、都市計画法は、道路に関する都市計画変更が、単なる幅員の変更にとど
まらず、都市計画制度の目的を達成するために必要な道路の種別を変更するこ
とを制限していない。
この点、東京都の見解も本提案と同一である。詳細は、末尾の※追記-１-（３）
を参照されたい。
なお、武蔵野市における都市計画「区画街路」の先例としては三鷹駅万助橋線
（都市計画 7・6・1 号線）がある。
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3－2 国土交通省「連続立体交差化に関する要綱」との適合性
国土交通省「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」
（
「国
交省要綱」という）は道路と鉄道との連続立体交差化事業における費用分担方
法を定めた行政規則であって、本件の検討に重要な関係を有する。
すなわち、国交省要綱２条には、要綱が適用され自治体の建設費用負担が軽減
されることとなる「幹線道路」の定義として、
「道路法による一般国道及び都道府
県道、都市計画法により都市計画決定された道路をいう。
」と規定されている。
当該定義を正解に理解するためには、法定概念である「幹線街路」と法定概念
でない「幹線道路」とは異なる概念であるから、両者を混同しないことが重要で
ある。
すなわち、国交省要綱が「幹線道路」について定義を明記したのは、
「幹線道
路」の用語が場面ごとに異なる意味で用いられるものに過ぎず、法律上の定義
が存在しない用語であることから、法令、行政規則等に「幹線道路」の用語を使
用するためには、その都度明確な定義が必要となるからに他ならない。
このため、国交省要綱 2 条は、
「一般国道及び都道府県道」に加えて「都市計画
法により都市計画決定された道路」をもって「幹線道路」と定義したのである。
前記した通り、
「都市計画法により都市計画決定された道路」には、
 自動車専用道路、
 幹線街路、
 区画街路、
 特殊街路（歩行者専用道路、自転車専用道路、歩行者・自転車共用道路、
その他）
の 4 種類が含まれている（都市計画法 11 条 1 項 1 号、同法施行令 6 条 1
項 1 号、2 項、同法施行規則 7 条 1 項 1 号）
。
※このような広い定義がなされた背景には、国交省要綱が道路特定財源制度
の廃止に伴って、上記各種の道路を平等に取り扱うとした建設省と運輸省
間の協定（いわゆる建運協定）を承継したことがある。
したがって、幹線街路に限らず、本提案のように「区画街路」であっても、歩
行者専用道路、自転車専用道路のような「特殊街路」であっても都市計画決定さ
れた道路である限り、いずれも国交省要綱における「幹線道路」に該当する。
よって、3･4･27 号線を「幹線街路」ではなく、本提案に係る「区画街路」と
しての都市計画道路に変更しても、引き続き国交省要綱が定義する「幹線道路」
に含まれることは明白であって、
「都市計画変更された区画街路」は国交省要綱
の要件に適合する。
国交省要綱に適合するためには「幹線街路」でなければならないとの理解は、
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「幹線街路」と「幹線道路」を混同し、誤解したものと客観的に考えられる。
国交省要綱に、本提案に係る都市計画変更を妨げる規定は存在しない。
これは、2020 年 1 月 20 日の市面談において当会が述べたところであるが、そ
の後公開された東京都の見解も同一であった（※追記 1-（３））
。
3－3 道路構造令及び武蔵野市条例、規則との適合性
(１) 本提案の適合性
本提案にかかる区画街路は、国が定めた道路構造令（以下、令という）
、市が
定めた「武蔵野市道における道路構造の技術的基準に関する条例」
（以下、条例
という）、「武蔵野市道における道路構造の技術的基準に関する条例施行規則」
（以下、規則という）の全てに適合する。
条例は、地域主権改革一括法による改正道路法 30 条 3 項（2011 年）の規定に
基づいて、道路構造令を参酌して、地方分権化の趣旨のもとで、武蔵野市が 2013
年に定めた条例であって、武蔵野市道における技術的基準をなす。
本提案にかかる区画街路が、道路構造令、武蔵野市条例、同規則の技術的基準
全てに適合する理由は以下の通りである。
① 本提案に係る区画街路は、市の後記調査（2018 年）を参照すれば、明らかに
1 日当たりの自動車交通量 500 台未満の都市部における市町村道となる。
したがって、道路構造令 3 条の規定により、第 4 種第 4 級の道路に属する
（令 3 条 1 項、2 項）。4 種 4 級の道路は、車線を設ける必要がない（令 5
条、国土交通省「都市計画運用指針」
、条例 4 条１項但し書）
。
② それ故、本提案に係る区画街路の車道は、現市道 74 号線部分（幅員６.36
ｍ）のみを用い、観音院墓地を侵食することなく、ケヤキ・イチョウ並木を
１本も伐採することなく、東側の広幅員歩道も毀損することなく、整備を行
うことができる。
③ 計画予定地は、自動車交通量の極めて少ない道路である（2018 年 11 月市調
査によれば、南から北方向へ 173 台/日、北から南方向へは１日わずか 30 台）
であるから、自動車の走行は、南から北方向への一方通行とし、車道 6.36
ｍ のうち中央部約 3 ｍをこれに当てる。
上記 30 台以外の自動車は、車種が同じものを含めて市道 74 号線を南下
することなく、すべて市道 72 号線（東から西方向への一方交通）を用いて
幹線街路へ抜けており、上記自動車も同様とする。
30 台という極少数の自動車のために双方交通とすることは、自転車の安
全な走行のための下記レーン確保の観点から好ましくない。なお、大型車の
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交通は既に禁止されており、その旨の交通標識が掲げられている。
④

車道の残り 3 ｍ余の使用について優先度が高いのは自転車の安全な走行で
ある。自転車走行は、市の上記調査によれば 1,966 台/日であって、北方向
へ走る自動車の 10 倍を超える。したがって、車道の主要な利用者（軽車両）
として、車道の左右両側に自転車レーン（幅員各 1 ｍ 以上、1,5 ｍ 以下、
青色ペイント、左側通行）を設ける。

⑤

自動車を双方交通とすることは避けるべきであるが、万一、一方通行が妥
当でない事情があって双方交通を採用する場合には、自転車レーンは設置
できない。この場合、自転車は車道の主たる利用者として、車道の左側を通
行する。

⑥

車道の設計速度（規制速度）は 20 ㎞とする（条例 14 条、規則 14 条 1 項）
。

⑦

車道の両側に歩道を設けるのは必要でない（令 11 条１項但し書、国交省「道
路構造令の一部を改正する政令の施行について」
3 項 3 号、
条例 11 条 2 項）。
「効果に比して工事に過大な費用を要する場合」
、他の側に歩行できる公園が
ある場合等は両側の歩道は不要とされている（上記国交省通知）
。さらに、優
先適用される条例 11 条 2 項は、4 種 4 級の道路について「安全かつ円滑な交
通を確保するために必要がある場合」に限って歩道を設置するとしている。
したがって、東側に既に広幅員の歩道を有しながら、さらに西側にも歩道
を設け、このために墓地を侵食し、かつ工事等に過大な費用を投じることは
法的にも妥当性がない（法は「最小の経費で最大の効果を挙げる」よう求め
ている。地方自治法２条 14 項、地方財政法４条２項）

⑧

区画街路とする結果として、歩道上のケヤキ・イチョウ並木は全て保存･保
全される。また、観音院の墓地や武蔵野プレイス、境南ふれあい公園の敷地
を侵食することも、残地が生じることもない。東側の歩道も縮小すること
なく、バリアフリーの広幅員歩道として本格整備を完成することができる。
市民の安全と憩いの環境が保全される。

以上の通り、道路構造令等に、本提案に係る都市計画変更を妨げる規定は存
在しない。よって、本提案の「区画街路」へ都市計画変更することは、国交省要
綱、道路構造令、武蔵野市条例、規則の技術基準の全てに適合するとともに、
「適切な位置に必要な規模で」
（都市計画法 13 条１項 11 号）道路を建設するこ
とができる。

30

(２) 都市計画 3･4･27 号道路計画の不適合性
都市計画 3･4･27 号線を実施した場合に、これは南北にネットワークされた自
動車交通を円滑にすることを重要な目的とした「幹線街路」の都市計画である
から、公安委員会が南北の自動車通り抜けを禁止する可能性は高くない。
また、
都市計画 3･4･27 号を実施した場合は、
南北の通り抜け自動車を含めて、
１日の自動車交通量は 500 台以上となり、第 4 種第 3 級の道路として 2 車線を
必要とすることとなる（令 3 条 1 項、2 項、5 条）。
都市計画 3･4･27 号の全幅員は 16 ｍである。
車道部分だけでも幅員 9 ｍ (1 ｍ の中央帯を含む。規則 6 条 1 項）を必要
とし、市道 74 号線の 1.5 倍の車道幅員を予定する。
従って、かかる都市計画 3･4･27 号線計画を道路構造令の規定に適合するよう
に実施した場合には、高架下部分の歩行者の安全が害されるとともに、ケヤキ・
イチョウ並木の伐採及び墓地群の侵食が不可避となり、加えて、現在の東側広
幅員歩道も大幅に削減され、地域の貴重な特徴が失われることになる。
また、自動車の増加により、自転車走行者の安全性も大きく損なわれること
となる。
これは、幹線街路のままで、全幅員を 14 ｍ （車道幅員７ｍ 程度）に減縮し
た場合も同じである。この場合も、ケヤキ並木 6 本全部の伐採が不可避であり、
広幅員歩道も大幅に削られて、幅員 3.5 ｍ 程度のありきたりの歩道に過ぎな
くなる。これによって得られるメリットは皆無である。観音院墓地の侵食も最
大奥行 5 ｍ から 3 ｍ 程度に減ずるだけであって、地域の特性を生かしたまち
づくりに寄与するみちを整備することはできない。
したがって、都市計画 3･4･27 号を、そのまま又は幅員を若干縮小して「幹線
街路」のままで道路構造令に適合するように整備する結果は、
「土地利用、交通
等の現状及び将来の見通しを勘案」したものではなく、道路を「適切な規模で必
要な位置に配置する」ことでもなく、
「円滑な都市活動を確保する」ものでもな
く、いわんや「良好な都市環境を保持」できるものでもない。
よって、都市計画 3･4･27 号は、都市計画法の根幹規定（13 条１項 11 号）に
違反し、実施することができない。
3－4 都市計画決定の変更に向けた東京都との協議について
475 本の法律を対象とした地方分権一括法が 1999 年 7 月 8 日に成立し（7 月
16 日公布）、その一環として、市の都市計画変更に対する東京都の関与権限は従
来の「同意」から事前の「協議」へと後退し、市の独立性が高まることとなった。
これにより、市は、都市計画変更に関して都の「同意」を得る必要がなくなった
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（都市計画法 21 条 1 項、2 項、19 条 3 項）
。
その後、2011 年には地域主権改革一括法が成立し、これに基づいて道路法 30
条 3 項が新設され、武蔵野市も前記条例及び規則を新設（2013 年）することと
なり、分権化が一段と進行した。
さらに、東京を含む全ての都道府県は、都市計画の新設、変更における市及び
町との「協議」にあたって用いる詳細なマニュアルを予め作成している。
マニュアル作成の目的は、
「協議」の公正と透明性、公開性であり、その内容
は、都市計画の新設、又は変更の必要性と適法性を中心とするものであり、決し
て不合理なものではない。
もとより東京都は法令遵守を旨として執務を行っており、市が提示する都市
計画変更案の適法性、妥当性を厳正に精査したうえで、東京都としての意見を
述べることになろうが、市が都市計画法の趣旨に適合し、同法をはじめとする
関係各法令を精査したうえで、適法、適切な都市計画変更案を提示する限り、都
が不合理な干渉を行うことは有り得ない。
なお、本提案書の作成がほとんど完成したのち、市の情報開示によって、市の
相談に対する都の回答（都市計画法上の「協議」ではない）を知ることができ
た。その内容は、以下、※追記―１に記載した通りであった。これによると東京
都の回答は全うなものであると理解することができ、理不尽なところはなかっ
た。
「協議」においても、充分な根拠に基づく都市計画変更案を作成し、これが
都市計画法をはじめ関係法令等に適合することを明らかにすればよいことと理
解される。
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【追記・東京都の見解、市の検討内容等、これに対する当会の意見】
市は都市計画 3･4･27 号に関して市が検討し、あるいは市が東京都と相談して
得た回答等について、都の同意を得たうえで内容を開示された。
今回の開示は、本件に関する市民や市民団体の意見書を行政文書（定義.「実
施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・・・であって、当該実施機関
の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」
）とし
て適切な文書管理が為されている点とともに、意思形成過程の情報開示が為さ
れている点からも高く評価される。
その内容はいずれも初見で、市と市民が情報を共有して、より良い市政を実
現していくうえで不可欠かつ有益なものであった。
主な開示内容とこれに対する当会の意見は以下の通りである。
(追記 1) 東京都の見解と当会の意見
(１) 都市計画変更理由の妥当性、法律上の適合性
東京都は、2015 年 3 月 26 日のヒアリングにおいて、市に対して、「変更理由
の妥当性、法律上整合がとれていれば協議を受ける」と述べている（2015 年 4
月 20 日理事者協議資料）。本提案に係る都市計画変更理由の妥当性は、提案の
理由１及び２に、法律上の整合性は、同３に各々詳記した通りである。
(２) 都市計画決定時の根拠の明示。
市の相談に対して東京都は、都市計画変更にあたっては「都市計画決定当時
の議論や根拠をよく調べる必要がある」とアドバイスを行っている（2019 年 11
月 6 日）
。当然のこととして、当会も賛成である。
都市計画変更は、当初の都市計画がそのままでは実施することができない故
に行うものであるから、その都市計画が土地利用及び交通等の現状と将来の見
通しをどのように認識し、どのような性質の計画を意図してかを把握すること
が前提として必要である。本提案書は、提案の理由 1-1 において、記載した。
(３) 如何なる都市計画へ変更するのか
市の面談報告（2014 年 11 月 21 日）によれば、東京都は市の相談に応じて「都
市計画変更にあたり幹線道路（これは市が誤解、誤記したもので、正しくは「幹
線街路」であることは文脈から明白）で無くなったとしても、都市計画道路の位
置付けが残るなら、要綱の条文上、採択要件は問題ないと考える。
（ただし、高
架下部の道路の、位置、幅員は現状の通りとする）」との見解を表明している。
これは、
「幹線街路」の都市計画が実施不適当と判断される場合、適法な都市
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計画道路である限り他の種別の道路に変更しても問題ないこと、本件で言えば、
適法な「区画街路」の都市計画へ変更を行ったとしても国交省要綱に適合する
ことを意味する。かかる東京都の解釈は、本提案の判断（提案理由 1-4．1-5．
3-2）と完全に一致する。
都の見解表明が６年前であったにもかかわらず、市が「区画街路」への都市計
画変更を検討した記録は見当たらない。また、開示された市の文書には「区画街
路」の用語はもとより、
「幹線街路」の用語すら見当たらない。さらに、都市計
画変更の検討も客観的には専ら「幹線街路」の内容のままで幅員縮小のみが検
討されているよう思われる。
これらの誤解を解消するためには、法定用語でない「幹線道路」と法定用語で
ある「幹線街路」とを峻別し、国交省要綱における「幹線道路」の定義には都市
計画決定（又は変更）された「区画街路」も含まれることを理解すればよいだけ
である（詳細は、提案の理由 3-2）
。
(４) 歩行者優先、コミュニティ道路の都市計画への転換
他方で、市は「幹線道路機能を無くし歩行者優先など、16 ｍ 幅員の都市計
画道路とできるか」を検討課題とし（2014 年 11 月 21 日）
、東京都への質問で
「車道６ ｍ 、歩道 10 ｍ の道路構成が都市計画道路としてありえるか」と尋
ねた。都は、
「都市計画決定事項は、道路の位置と幅員のみであるため、歩・車
道の幅（断面構成）は、市の裁量による。合理的に説明できれば良いのではない
か。
」と回答している（2015 年 3 月 26 日）
。
また、市は 2020 年 3 月 24 日の東京都との打ち合わせにおいて、
「いわゆるコ
ミュニティ道路としていきたいと考えている。取得している用地内で整備でき
ないか検討している。」と発言し、これに対して、東京都は都市計画上の整理が
必要」と回答している。これが、都との折衝の最も新しい記録と思われる。
歩行者を優先とするコミュニティ道路として、都市計画道路となり得るのが
本提案に係る「区画街路」の都市計画にほかならない。
本提案に記載したように、計画予定地においては、市民に親しまれている駅
前の稀有なケヤキ・イチョウ並木の景観と、市民がこれをゆったりと楽しむこ
とのできる広幅員歩道、及び長い歴史を有する墓地群を保全する必要性こそが、
車道幅員約６ｍ（自転車レーンを含む）
、歩道幅員約５～９ ｍ 、代表幅員 14 ｍ
からなる特徴的道路構成とする合理的根拠であり、この事実を丁寧に説明する
ことこそが、市が裁量として採用した歩行者優先の道路構成に関する「合理的
な説明」にほかならない。
また、都市計画 3･4･27 号を「区画街路」の都市計画へ変更することが、東京
都が求める「都市計画上の整理」にほかならない。
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（追記 2） 市の検討内容等と当会の意見
(１) 歩行者優先道路と都市計画変更
市民が個人として 2014 年～2015 年に提出した３通の意見書に関する理事者
協議資料（2015 年 4 月 20 日）において、市長は「広幅員の道路であるが、今
後、自動車交通量は見込めないため、基本は歩行者優先であると思う。
」とコメ
ントするとともに「当初の幹線道路としての位置付けと歩行者優先道路との整
合性を説明できるかという課題もある。
」と述べている。
市が行った検討結果は、都との上記折衝（※追記１-（4）記載）を含め、一貫
して計画予定地は歩行者優先の道路として整備されるのが望ましいということ
であった。これを、今回の情報開示によって知ることができた。これは、当会の
目指すものと同一である。市のかかる姿勢は高く評価される。
他方で、当初の都市計画である「幹線街路」との矛盾をどのように解決するか
の方針が発見されていないことも、市長の上記発言を含む全部の開示資料から
伺うことができる（追記 1-（3）
）。
この矛盾を解決し、歩行者を優先する道路を、法適合性をもって整備するこ
とができるのが本提案に係る「区画街路」への都市計画変更にほかならない。
歩道の幅員が車道の幅員を上回る部分が生じるが、歩行者を優先とする「区
画街路」においては、その性質上当然のことであって何ら問題ではない。
(２) 道路線形、歩道幅員の不均一等
本提案に係る車道は、市道 74 号線の現行車道部分をそのまま使用するから、
その幅員は 6、36 ｍ で均一である。高架下部分の車道も中心線が市道７４号線
と直線であるから、車道の線形に問題はない。
自動車、自転車の安全な走行のために均一な線形が求められる車道とは異な
って、歩道は土地の実情に合わせてベンチや花壇を設ける等様々な線形を有効
に組み合わせることができる。
本提案においても、広幅員歩道の幅員には、南北端で前記のように約 4.5 ｍ
の広狭差が生じる。しかし、最も狭い北端部でも約 5 ｍ の幅員を有するから、
歩行者にとって何ら支障がない。歩道の南部分と北部分では、街路樹の種類も
植栽位置も異なり、幅員の違いもごく自然な多様性として市民に肯定的に受け
止められていて、歩行の妨げとはなっていない。
したがって、道路線形を整えるために歩道の幅員を均一にする必要はない。
歩道の幅員を最短幅員（4.97 ｍ ）に統一することは対象予定地の特性を無視
することになり、都市計画制度の本質に反することになる。
それ故、ふれあい広場公園の一部を取得し、あるいは武蔵野プレイスの一部
（自転車置き場）を侵食する必要（2014 年 11 月 21 日都との相談記録、2015 年
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４月 20 日理事者協議資料）は全くなく、残地を残すこともなく、東側暫定整備
歩道の全てを用いることができる。
また、市では南北歩道の連続性や商業施設の賑わいのために市道 74 号線部分
の西側にも歩道も必要とする意見も過去にはあった（2014 年 7 月 10 日理事長
協議資料）ようであるが、現在では「墓地を買収してまで、3.5 ｍ の歩道を両
側に整備しても地元にも受け入れられない」
（2017 年 5 月 18 日、東京都ヒアリ
ング）との認識に達している。これは社会常識に基づく正確な認識と考えられ
る。この場合、高架下の西側歩道と市道 74 号線東側歩道との直接の連続性が失
われるが、その連続性を得るために墓地を買収する等の社会通念に反する道路
構成までを法は要求しているのではない。歩行者は東側広幅員歩道を利用して
接続すればよいから、本提案に係る「区画街路」は道路線形に関しても問題がな
い。もとより、東側歩道北端に残存するトイレを速やかに他に移転することは、
歩道としての不可欠の前提である。
(３) 墓地群の買収
墓地群買収については、情報開示においても「難航している状況である」
、
「買
収の見込みは立っていない」、「協力姿勢が硬化したまま現在に至っている」と
の市の認識が繰り返し述べられており、東京都にもその旨が伝えられている。
事業認可後 18 年を経ても、強制収用を発動しなかった市の方針は、歴史ある
観音院の意思を尊重するものであって正しいと考えられる。
この様な状況のもとで、買収を必要としない本提案に係る「区画街路」への適
法な都市計画変更の方法が存在する以上、「難航している任意買収」を断念し、
この方策を選択すべき時期は既に到来している。
（追記 3） 外部会社へ委託された「計画見直し」案／当会の総括意見
情報開示によれば、市は費用を投じて 2018 年 11 月に大手建設コンサルタン
ト会社に対して、
「都市計画 3・4・27 号線の道路計画の必要性を検証し、現状
や課題を明確にした上で道路計画案を複数検討し事業の推進を図ることを目的
とする」業務委託を行い、報告書は 2019 年 3 月に提出された。
開示された情報から知る限り、これが都市計画 3・4・27 号の見直しに関する
最新でかつ唯一の都市計画見直しの検証案であるから、これに対する当会の意
見を述べるとともに、併せて当会の総括意見を記載する。
(１) 報告書の「計画見直し」案検討内容と結論
報告書が「現況と整合を図った幅員構成」の「都市計画変更案」として検討対
象とした「計画見直し」案の内容は、都市計画の対象地であった墓地群の買収が
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困難になったことからこれを断念するとともに、総幅員を 14 ｍ に変更し、樹
木 6 本とトイレを全て移設又は撤去し、
中央の車道は双方交通で合わせて 4 ｍ 、
その左右に各 0.5 ｍ の両側路肩と路上施設帯を置き、更にその外側（両側）を
自転車歩行者道各 4 ｍ とする案であった。
報告書は、当該見直し案が道路構造令に適合するか否かのみを検討し、適合
すると認めた。これに続いて、樹木 6 本や公衆トイレの必須移転又は撤去が必
須となるので市民理解が必要となる、ふれあい広場公園側で不足用地、武蔵野
プレイス側で残地が発生する等の理由で「
（総幅員 14 ｍ とする上記内容の）都
市計画（への）変更をすることは妥当とは言い難い」との結論を下している。
結論は当然である。
(２) 報告書の暫定整備案
報告書は上記に続けて、暫定整備が望ましいとして、更に２つの案を示した。
両案とも総幅員を 11.33 ｍ として、現在の市道 74 号線車道部分を双方交通の
車道とし、１案は現在の広幅員歩道の一部である 5.83 ｍ をもって歩道と一方
向のみの自転車の通路とし、他方向への自転車通路はない。２案は、東側広幅員
歩道を幅員 4.47 ｍ へ更に短縮して歩道とし、自転車は車道各方向 3.18 ｍの
一部であって路肩を含む１ｍ の極めて狭い矢羽部分を自動車と共有して走行
する。いずれも、計画予定地の特徴である広幅員歩道を削除し、自然環境と一体
化した歩行者及び自転車の安全快適な移動を毀損し、交通量の極めて少ない自
動車の双方交通のために車道の全てを用いるものであって、地域の特性と交通
の実状への考慮を欠き、武蔵境駅周辺のまちづくりに資すものではない。よっ
て、両案とも都市計画 3・4・27 号に対する都市計画変更案として、適法に成立
するものではない。
また、現在は既に、長年の課題であった都市計画 3・4・27 号のあり方を最終
的に検証し、その適切かつ適法な解決策を講ずる時であって、解決を先送りす
るだけの暫定整備に留まる時期ではない。
(３) 適切な検証の不存在/当会の総括意見１．
報告書は、以上の記載のように、もっぱら見直し案が道路構造令に適合する
か否かのみを機械的に数合わせしたに過ぎない。
「都市計画見直しの検証」である以上は、当該変更案が都市計画法に対する
法適合性を有しているか否かに関する検証が肝心であるにもかかわらず、これ
を全く行っていない。
当該都市計画変更案が法適合性を有していることを検証するためには、市が
その認識を 2017 年に公表し、2019 年にも同趣旨の方針を公表している通り、対
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象地域における「土地利用や交通環境等の大きな変化」を勘案して、
「適切な規
模で必要な位置に」
（都市計画法 13 条１項 13 号）道路を建設し、これによって
地域のまちづくりに貢献するものであること（提案の理由 1-2、1-3）の確証に
よって、都市計画変更の要件を充足していることを検証することが不可欠であ
るにもかかわらず、これら不可欠の検証を全く行っていない。
これでは都市計画変更案の適否を検証したことにはならない。
また、当該都市計画変更案が道路構造令に適合するか否かの検討を外部へ委
託するのであるならば、まず市において、当該変更案が都市計画法の根幹規定
に適合し、適法な都市計画変更として成立するものであることの検証を既に行
っていたことを前提とする必要があった。
然るに、開示された全ての情報によって知る限り、市が公表した上記方針に
基づいて都市計画変更の検証を深化させ、前記「大きな変化」を踏まえて、具体
的な都市計画変更案について、その法適合性を検証した記録は見当たらない。
都市計画に関する法適合性の検証を経ることなく、道路構造令への適合性の
みを先行して検討しても、都市計画変更に対する意義は皆無であり、外部への
検討委託は費用の無駄に過ぎないものになる。
この点について、報告書作成者も同意見であったと解され、報告書には「都市
計画変更に関した見直しの検証を行う必要がある（他自治体の事例参照）」（報
告書 3-4 ページ、下から５行目）旨の異例の注意書までが記載されている。
(４) 都市計画 3・4・27 号に関する市の法令解釈に対する疑問／当会の総括意見２．
適切な施策が法の正確な理解無しに行われないことは当然のことである。
市による外部会社への委託が検討対象とした「計画見直し」案が、関係法令等
に対する誤った理解から「幹線街路」の範囲内における都市計画変更である必
要があると誤解し、総幅員を縮小しただけの「幹線街路」の「計画見直し」案に
過ぎなかったことは残念である。
計画対象地に「幹線街路」を建設することが「市民の理解」を得られないこと
は、報告書作成者が危惧する（追記-３、(１)）通りである。
都市計画 3・4・27 号関係法令に関する市の解釈については、次の疑問がある。
① 都市計画法及び鉄道高架化に関する国交省要綱の規定
都市計画法及びその施行令、施行規則によれば、都市計画道路には「自動車専
用道路」、
「幹線街路」、
「区画街路」
、
「特殊街路」
（歩行者・自転車道等）の４種
類がある。
他方、鉄道高架化事業に重要な関係を有する国交省要綱 2 条には、関連建設
費用の負担に関して「幹線道路」の定義が定められており、これによれば「都市
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計画法により都市計画決定された道路」であれば要件を充足するとされている。
したがって、
「幹線街路」、
「区画街路」、
「歩行者・自転車道」のいずれであって
も「都市計画決定された道路」である限り、区別されることなく平等に国交省要
綱の規定が適用されることは明らかである（提案の理由 3-1 及び 3-2）
。
② 都市計画法及び国交省要綱の規定に対する市の混同・誤解
「幹線街路」と「幹線道路」は一見すると紛らわしい用語ではあるが、法律上
は明確に区別される別の概念である。
「幹線街路」が都市計画法に基づいて定め
られた法定用語であるのに対して、
「幹線道路」は法定用語ではないから、両者
は峻別して理解しなければならない。
したがって、
「幹線道路」の用語を使用する際にはその都度定義する必要があ
り、それ故、国交省要綱も前記の定義を定めたのである。
然るに、市は国交省要綱における「幹線道路」を「幹線街路」と区別すること
なく同一視して、実質上「幹線街路」でなければ国交省要綱に適合しないと誤解
したものと考えられる（提案の理由 3-2）。これは 2020 年 1 月の市面談でも確認
され、当会はこれが法令解釈として誤りであることを指摘済である。
用語の混同・誤認は市によって公開された文書においても、全て「幹線道路」
と記載され、
「区画街路」の記載はもとよりのこと、
「幹線街路」の記載も一切な
かったことによっても裏付けられる。
以上の混同・誤解があった故に、都市計画 3・4・27 号の都市計画変更におい
て「区画街路」への変更については全く検討することがなかったと考えられる。
「幹線街路」と「幹線道路」の概念を峻別することがなければ、計画対象地の特
性を反映した都市計画変更を実現し、課題を解決することはできない。
市が 2017 年に公表した検証（提案の理由 1-2）が深化されず、今回開示され
た 2014 年の東京都のアドバイス（追記 1‐3）が同様の指摘を行っていたにも関
わらず、理解され活用されなかったのも、上記の原因によるものと客観的に考
えられる。
③ 道路構造令、市条例等に対する市の誤解
市は従来から、計画対象地には車道両側に歩道を設置することが法令上必須
であるとしていた。外部会社へ検証を委託した都市計画変更案でも両側に自転
車歩行者道を設け、このため、東側広幅員歩道が大幅に削減されている。
しかし、両側に歩道設置が必須であるとの市の解釈は、道路構造令、国交省通
知、市条例の規定に対する誤解である（提案の理由 3-3）
。
この点、報告書作成者も当会と同解釈と思われ、暫定整備案は 2 案とも西側
の歩道は設けていない。
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(５) ｢本都市計画見直し｣で検証されるべき核心的事項 ／当会の総括意見３．
計画対象地の土地利用と交通等の現状と将来の見通しを把握したうえで、何
が地域の特徴であり、何を保全することがまちづくりに貢献することができる
かの観点から、その価値を見極めて、適切な位置に適切な規模の道路を設置す
るのが、都市計画道路設定及び変更の真髄である。これは、都市計画法 13 条 1
項 11 号に規定されているとともに、市民が都市計画に願う核心でもある。
都市計画 3・4・27 号のような狭い範囲の都市計画においては、恣意を排除し、
この核心的な事項を実現することが最も重要である。
さらに、この目的を実現することができる法的枠組みを正確に選択し、制度
上の裏付を確認することが、市と市民の共通の課題である。
これらの観点から都市計画３・4・27 号について検証すると、以下の通りである。


計画対象地のうち、高架下部分は、ＪＲ nonowa 口開設に伴い、極めて
多数の歩行者が日々利用し、自転車利用者も多い。高架下における自動
車の南北通り抜けを（非常時を除き）確定的に排除して、これら多数の
市民の移動における安全を確実に保障することができる都市計画へ変
更することは「本都市計画見直し」において検証されるべき核心的事項
に該当する。



東側広幅員歩道には、15 本のケヤキ・イチョウの巨木が並木となって四
季様々な姿で市民を楽しませている。駅直近に 100ｍに亘って続くこの
並木は、「本都市計画見直し」において保全されるべき核心的事項に該
当する。



また、約 5～9 メートルの広幅員を有する東側歩道自体が、単に安全な
歩道であるのに留まらず、四季折々の自然環境を市民が味わい、時には
自然のなかで子どもたちを遊ばせる安全な公園とも言うべき貴重な空
間である（添付写真１．２．
）
。境山野緑地の雑木林や玉川上水等へ続く
緑のネットワークの始点でもある。駅直近にこのような自然環境と一体
化した広幅員歩道があるのは東京全体でも稀有であって武蔵境駅周辺
のまちづくりに不可欠の特徴であり、「本都市計画見直し」において保
全されるべき核心的事項に該当する。



本都市計画は、西側の観音院墓地群を買収することを前提とする都市計
画である。しかし、計画後２６年を経ても買収の見込みはない。観音院
は江戸時代初期に開山された歴史を有する寺院である。武蔵野開拓の歴
史を反映する墓地群の存在は、地域の特徴であり、これは「本都市計画
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見直し」において保全されるべき核心的事項に該当する。
以上の 4 点は、いずれも「本都市計画見直し」において、まず検証されるべ
き必須の事項である。
本提案は、都市計画 3・4・27 号の都市計画変更において、検討すべき上記核
心的事項の全てを検証し、その全てを保全する（提案の理由 1-4、1-5、1-６）
、
適法な（提案の理由 3-1、3-2、3-3）、都市計画変更の具体的提案である。
これに反して、開示された全ての記録においても、外部会社の報告書におい
ても、上記の核心的事項については一切検討されていない。
これらでは、何を地域の特徴と理解し、如何なる価値判断をもって、どのよう
なまちづくりに貢献できる「計画見直し」であるのか、一切明らかでない。
前記の特徴を有する計画対象地に「幹線街路」を建設することが、地域のまち
づくりに如何なる負の影響を与えるかについても検討していない。
これでは、都市計画 3・4・27 号のあり方について検証し、その見直し案を検
討したことにはならない。
他方で、開示された市の検討ファイルには、
「基本は歩行者優先である。
」
（前
市長、追記-2-（１））、
「いわゆるコミュニティ道路としていきたい。
」
（追記-1、
(４)等の発言が残されている。
これらの声を実現する法的手段が、本提言に係る「区画街路」へ都市計画変更
することにほかならない。
今回開示された情報によれば、東京都も既に、
「都市計画変更にあたり幹線道
路（これは市の誤解、誤記で、正しくは「幹線街路」）で無くなったとしても、
都市計画道路の位置付けが残るなら、国交省要綱の条文上、問題ない」旨を表明
している（追記-1-（３））。これは、都市計画 3・4・27 号を「区画街路」の都市
計画へ変更したとしても問題がないことを意味する。かかる東京都の見解は、
本提案の法的判断と完全に一致する。その他、東京都の見解は記録された限り
全て当会の意見と合致している（追記-1、(１) ～(４)）
。
本提案をたたき台として、市と市民が協力して、適切かつ適法な都市計画変
更を実現するよう強く希望する。
(６) 情報開示と今後の市民参加について／当会の総括意見４．
本提言書がほとんど完成した後であるが、東京都の同意が必要である等とし
て延期されていた第 2 次開示が為された。第１次と合わせて、開示された大量
の文書により、市民や市民団体が提出した意見書等が行政文書として適法に保
管され、また、文書は市長決済事項として、担当課が検討した意見を付して市長
あてに報告されていたことが明らかにされていた。また、庁内で検討され、適宜
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東京都とも相談されていることも確認された。
これらはいずれも初見の文書であるが、市が市民、市民団体の意見に真摯に
対処されている事実を読み取ることができ、市に対して一層の信頼を置くこと
ができた。
ただ、一方で従前の市との面談においては、当会の意見を述べるのみで、これ
に対する市のご疑問、ご意見、方針を伺うに至ることなく時間切れとなり、市と
の対話が深化することは乏しかった。
この経過への反省から、本提案書は都市計画 3・4・27 号の見直しに当たって
想定される具体的な問題点を網羅的に検証して作成した。情報開示により知り
得た外部会社への検討委託内容についても追検証した。
都市計画 3・4・27 号の問題点が議論され始めてから 10 年以上が経過する。
この見直しは、市にとって初めての本格的な都市計画変更であり、武蔵境駅周
辺のまちづくりにとって重要な意味を有している。
担当部課はもとより、市長、副市長にも初めより関与して頂き、従前通り市長
決済事項として、相互の信頼関係のもと、市民とともに当該都市計画に対する
適切、適法な都市計画変更を加速されるよう強く希望する。
ご多忙中とは存じますが、まずは、本提案をたたき台として、内容をご検討頂
き、具体的なご感想、ご疑問、ご意見等検討結果を、10 月下旬を目途にご連絡
いただき、11 月上旬を目途にご面談の機会を得られましたら幸いに存じており
ます。
以上
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[添付写真１]武蔵野プレイス隣接の広幅員歩道で黄葉と戯れる（１１月）
都市計画３・4・27 号建設で歩道が縮小し、遊ぶ場が失われる。

[添付写真２]深緑の広幅員歩道を歩く。写真中央の柵より左が歩道（５月）。
ここに幹線街路の建設は不要。ケヤキ並木５本も全て伐採される。
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