
No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

1 新規 ― ＜７つのテーマによるまちづくりの見方＞（Ｐ３－１～２）

2 修正 ３．７つのテーマによるまちづくり（Ｐ21～42）
（１）地域特性にあわせた土地利用（Ｐ21～25）
（２）水と緑と生き物を大切にするまちづくり（Ｐ26～29）
（３）安心して豊かに暮らせるまちづくり（Ｐ30～32）
（４）地域を活性化する産業振興（Ｐ33～34）
（５）安全で快適なみちづくり（Ｐ35～37）
（６）美しい景観を大切にするまちづくり（Ｐ38～40）
（７）安全に暮らせる災害に強いまちづくり（Ｐ41～42）

第３章　７つのテーマによるまちづくり（Ｐ３－１～52）
１　地域特性にあわせた土地利用（Ｐ３－３～12）
２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり（Ｐ３－14～20）
３　安心して豊かに暮らせるまちづくり（Ｐ３－22～31）
４　地域を活性化する産業振興（Ｐ３－32～36）
５　安全で快適なみちづくり（Ｐ３－37～43）
６　美しい景観を大切にするまちづくり（Ｐ３－44～48）
７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり（Ｐ３－49～52）

１　地域特性にあわせた土地利用

3 新規 ― １　地域特性にあわせた土地利用
＜現状＞（Ｐ３－３～５）
○「東京の土地利用 平成24年多摩・島しょ地域 」によると、国立市の都市的土地利用比率は88.6％で多摩地
域26市の中では高い方から４番目と、都市化が進んだ土地利用構成となっています。また、宅地が60.5％で４
番目、道路等が18.4％で２番目に高い比率となっており、道路等が確保された都市基盤のもとで宅地化が進
展していることが特徴的といえます。【図表３－１－１】
○宅地利用比率の内訳をみると、住宅用地が62.1％で最も高く、公共用地 が24.6％でこれに次いでいます。
多摩地域25市と比較すると、公共用地が清瀬市に次いで２番目に高い一方、商業用地が8.8％で高いほうか
ら18番目、工業用地が4.3％で高い方から17番目にとどまっており、住宅地に一橋大学をはじめとする教育文
化施設が集積する「文教都市くにたち」としての特徴がうかがえます。【図表３－１－２】

4 新規 ― １　地域特性にあわせた土地利用
＜現状＞（Ｐ３－３～５）
○国立駅舎と大学通りによるシンボル的な軸線を形成し、駅前の円形公園から放射状に伸びる通りを骨格と
した都市空間は、長い歴史の中で育まれ、大切に継承されてきた国立市ならではのかけがえのない貴重な地
域資源の１つとして、広く市民から親しまれ、愛されています。
○富士見台地域では、約50年前に日本住宅公団（当時）による土地区画整理事業によって都市基盤整備が
行われ、公営・公団（現：ＵＲ都市機構）団地等の集合住宅が多く立地しています。

国立市都市計画マスタープラン 「現行計画（１次改訂版）」－「改訂計画（２次改訂版）」
【第３章】　新　旧　対　照　表
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

5 修正 （１）地域特性にあわせた土地利用
◇課題（Ｐ21）
・街並みが整備されている地区は、その街並みの良さを国立の良好な住環境の特性として捉
え、継承し、保全していくことが必要です。
・街並みの整備が遅れている地区は、基盤整備を推進し、自然環境に調和した街並みの形成
を図っていくことが必要です。
・国立駅周辺と南武線以南の地区は、まちが発展するために重要な役割を担っています。そ
のため、住環境に配慮した街並みの整備とともに、ＪＲ中央線連続立体交差事業や都市基盤
を整備することが必要です。
・商業地と低層住宅地の用途地域境においては、商業施設やマンションの建設など、周辺の
住環境に影響を及ぼす土地利用がされる場合があります。これに関しては、地区計画等により
地域の合意に基づいて街並みの形成を進める必要があります。

１　地域特性にあわせた土地利用
＜主要な課題＞（Ｐ３－６）
○全国的な人口減少や高齢化の進展等により、これまでの人口増加を前提とした都市の拡大成長から、社会
構造の成熟へと転換が進むと見込まれる中で、国立市が持続的な発展を遂げるためには、子ども、若者、子
育て世代から高齢者まで、より多くの市民が快適で暮らしやすい都市空間の形成に継続して取り組むことが
必要です。
○国立駅周辺においては、現在、進めているまちづくりをさらに推し進め、旧国立駅舎の再築等を実現するこ
とにより、国立市ならではの文化を次世代へ確実に継承するとともに、より多くの人々をまちなかに引き込むこ
とで、ひいては市全体の活性化に結びつける必要があります。
○富士見台地域では、約50年前に整備された公営・公団（現：ＵＲ都市機構）団地等の集合住宅の経年変化
が進み、居住者の高齢化率も高くなっていることから、若者・子育て世代の呼び込み及び高齢者が安心して暮
らすことのできる住環境づくりが課題となっています。
○崖線の樹林地や矢川の清流、湧水群等とともに、谷保の原風景ともいえる良好な自然環境が残されている
一方、幅員の狭あい道路等が目立つ地区のある南部地域では、今後も引き続き、地域に残された良好な自然
環境を大切に守り育てながら、自然環境との調和に配慮した都市基盤整備を推進する必要があります。
○多くの踏切が残されているＪＲ南武線では、安全で快適な歩行・交通環境を整え、南北一体のまちなみの形
成を図る必要があります。

6 新規 （１）地域特性にあわせた土地利用（Ｐ21）
総合的な土地利用の誘導
― 住環境の保全や商業、業務地の活性化を図り、文教都市にふさわしい調和のとれたまちづ
くり ―

１　地域特性にあわせた土地利用
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－６）
総合的な土地利用の誘導
― 住環境の保全や商業、業務地の活性化を図り、文教都市にふさわしい調和のとれたまちづくり ―
　良好な市街地環境を内外に印象づける「文教都市くにたち」としての魅力向上に向け、各地域の特性を最大
限に引き出し付加価値を高めることにより、子ども、若者、子育て世代から高齢者まで、来訪者を含めたより
多くの人々から住み続けたい・住んでみたいと支持される調和のとれた土地利用を目指します。【図表３－１－
３】
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

7 修正 （１）地域特性にあわせた土地利用（Ｐ21～24）
１）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
　①住宅地の土地利用
　②商業地の土地利用
　③工業・業務地の土地利用
２）活力に満ちた拠点の形成
　①国立駅周辺の都市拠点の形成
　②谷保、矢川駅周辺の地域拠点の形成
３）南部地域の市街地整備
　①自然環境と調和した住環境の整備
　②土地区画整理事業の推進
４）自然環境の保全
５）土地利用の制度による誘導
　①用途地域等の指定
　②まちづくり制度の活用

１　地域特性にあわせた土地利用
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－６）
【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
　①住宅地の土地利用
　②商業地の土地利用
　③工業・業務地の土地利用
【施策２】活力に満ちた都市・地域拠点の形成
　①国立駅周辺の都市拠点の形成
　②谷保駅及び矢川駅周辺の地域拠点の形成
【施策３】自然環境と住環境が調和した市街地整備の推進
　①自然環境と調和した住環境の整備
　②市街地の面的整備の推進
【施策４】良好な自然環境の保全・育成
【施策５】土地利用の規制・誘導手法の柔軟な活用
　①都市計画制度の活用
　②国立市まちづくり条例の活用

8 新規 ― １　地域特性にあわせた土地利用
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（Ｐ３－７）

9 変更
なし

１）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ21）
　市民が健康で快適な都市生活を営むことができるよう、低層住宅と中層住宅との適正な配置
を図り、静かで緑豊かな質の高い住環境の形成を推進します。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ３－７）
【変更なし】
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

10 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ21）
ア．落ち着きのある低層住宅ゾーン
　戸建て住宅中心の良好な低層住宅地では、市民の協力を得て宅地内の緑を増進するととも
に、沿道の街路樹の保全に努め、安心でき落ち着きのある住環境の形成を図ります。
　大学通り沿道の住宅地については、緑地帯の樹木と建物が一体となった美しい街並みをめ
ざし、景観を配慮した連続する街並みの形成を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ３－７）
ア．落ち着きのある低層住宅 ゾーン
　戸建て住宅中心の良好な低層住宅地では、生垣助成制度等の活用を推進し、市民の協力を得て宅地内の
緑を増進するとともに、沿道の街路樹が整備されている地域等では、良好な都市空間の保全などの機能が十
分に発揮されるよう、その維持管理に努めることによって、安心でき落ち着きのある住環境の維持・形成を図
ります。
　大学通り沿道の住宅地については、緑地帯の樹木と建物が一体となった美しい街並みを維持するため、景
観に配慮した連続する街並みの保全を図ります。

11 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ21）
イ．緑豊かな低層住宅ゾーン
　崖線の緑や水路、農地及び屋敷林などの緑が多い地域については、地域の歴史資源や自
然資源を活かします。特に良好な農地については生産緑地制度を活用し、自然環境と調和し
た住宅地の整備を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ３－７）
イ．緑豊かな低層住宅ゾーン
　崖線の緑や水路、農地及び屋敷林などの緑が多い南部地域では、「国立市南部地域整備基本計画」に基づ
く秩序のある宅地化や道路等の都市基盤整備を推進することで、自然環境と調和した、安全・安心かつ快適
でゆとりのある住環境の形成を図ります。

12 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ22）
ウ．街並みに調和した低中層住宅ゾーン
　公営、公団（現：ＵＲ）団地等の集合住宅が多く立地する低中層住宅地では、身近な緑の創
出、オープンスペースの確保等を推進します。そして、防災性の向上とともに、街並みに配慮
した住環境の形成を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ３－８）
ウ．街並みに調和した中層 住宅 ゾーン
　富士見台地域をはじめとする都市基盤整備が整い、整然とした街区が形成されている中層住宅地では、既
存の緑豊かな住環境を保全するとともに、身近な緑の創出、オープンスペースの確保等を推進し、防災性の
向上と周囲に調和した街並みの維持・整備を図ります。

13 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ22）
エ．沿道の低中層住宅ゾーン
沿道の低中層住宅地では、土地の有効活用を図るとともに、沿道建物の不燃化を促進し、周
辺環境に配慮した街並みの形成を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ３－８）
エ．沿道の中層住宅ゾーン
幹線道路沿道の中層住宅地では、都市計画道路の整備にあわせた土地の有効活用や沿道建物の不燃化等
を促進することで、快適で便利な住宅地としての付加価値及び防災性の向上に配慮した住環境の形成を図り
ます。

14 新規 ― 【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
①住宅地の土地利用（Ｐ３－８）
オ．環境に配慮した魅力ある団地ゾーン
　富士見台地域の都営、ＵＲ都市機構の団地等の集合住宅が多く立地する区域では、東京都やＵＲ都市機構
等による団地の再生に向けた取組みとの連携のもと、市内外から若者・子育て世代を呼び込むとともに、高齢
者が安心して暮らすことができるよう、地域包括ケアシステムの実現に向けたまちづくりに取り組み、良好な住
環境の形成を進めます。
　さらに、身近な緑の創出、オープンスペースの確保等を積極的に推進し、環境に配慮した魅力ある街並みの
整備を図ります。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

15 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
②商業地の土地利用（Ｐ22）
ア．魅力ある商業ゾーン
　国立駅周辺の商業地は、国立の中心となる都市拠点として位置付け、商業・業務機能を中
心とした土地の有効利用や都市機能の集積、回遊性のある環境の創出を図ります。
　谷保駅、矢川駅周辺の商業地は、日常生活を支える地域拠点として位置付け、地域に密着
した便利で親しみのある商業環境の形成を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
②商業地の土地利用（Ｐ３－８）
ア．魅力ある商業ゾーン
　国立駅周辺の商業地は、国立の中心となる都市拠点として、商業・サービス機能や公共公益機能、文化・交
流機能等の多様な都市機能の利便増進や回遊性の向上を図るとともに、旧国立駅舎の再築・活用等によっ
て、市内外からより多くの人々が集い・行き交う、にぎわいの場づくりを推進します。
　谷保駅及び矢川駅周辺部に広がる既存の商業地は、住民の日常生活を支える地域拠点として、新たなにぎ
わいの創出による既存商店街の活性化と住民サービスの需要に対応できるよう土地利用等の誘導を図るとと
もに、商業・サービス機能の向上を図ります。

16 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
②商業地の土地利用（Ｐ22）
イ．沿道の商業ゾーン
　幹線道路沿道の商業地は、沿道ごとに備わった特色を活かしつつ、厚みと広がりのある緑の
形成を図るなど、さらに魅力的な商業環境の形成を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
②商業地の土地利用（Ｐ３－８）
イ．沿道の商業ゾーン
　幹線道路沿道の商業地では、沿道の緑の形成や円滑で安全な歩行空間の確保に十分配慮しつつ、その立
地特性を活かした商業・サービス機能等の集積を促進し、利便性の高い商業地として有効利用を図ります。

17 新規 ― 【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
②商業地の土地利用（Ｐ３－８）
ウ．景観に配慮した住宅・商業複合ゾーン
　谷保駅南地域及び矢川駅南地域は、住宅地と地域に密着した商業や業務施設が立地する住宅・商業複合
地として位置づけ、景観に配慮した南部の玄関口にふさわしい土地利用の誘導を図ります。

18 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
③工業・業務地の土地利用（Ｐ22）
ア．環境に配慮した住工混在ゾーン
　青柳地区及び多摩川沿いの地区は、住宅地と工業系業務地が混在した地区です。そのた
め、住環境に配慮した業務地にふさわしい土地利用を誘導するとともに、地区計画等により業
務施設の用途の制限や沿道の緑化など、住宅地と業務地とが共存する良好な市街地環境の
形成を図ります。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
③工業・業務地の土地利用（Ｐ３－９）
ア．環境に配慮した住工共存ゾーン
　青柳地区及び崖線南側地区の多摩川沿いの地区は、住宅地と工業・業務地が混在した地区です。そのた
め、国立市まちづくり条例 や地区計画 等を活用し、既存の住環境に配慮した土地利用の誘導や沿道の緑化
等を行うことで、住宅地と工業・業務地が共存する良好な市街地環境の形成を図ります。

19 修正 １）地域特性にふさわしい土地利用の誘導
③工業・業務地の土地利用（Ｐ22）
イ．環境に配慮した業務ゾーン
　中央自動車道国立・府中インターチェンジ周辺地区は、幹線道路整備に伴い交通の利便性
がさらに向上し、交通の要衝になる立地要件を活かし、緑化の拡充等に配慮した都市基盤整
備の推進を図るとともに、企業誘致奨励制度を活用した業務系の土地利用の誘導を図りま
す。また、都市基盤整備を含めた周辺のまちづくりの中で、緑豊かな都市空間の形成を図りま
す。

【施策１】各地域の特性にふさわしい土地利用の誘導
③工業・業務地の土地利用（Ｐ３－９）
イ．環境に配慮した業務ゾーン
　中央自動車道・国立府中インターチェンジ周辺地区は、広域交通の要衝という立地特性を活かしながら、地
権者の意向や農地の保全にも配慮しつつ、近隣の住環境・自然環境と調和するような環境負荷の少ない優良
企業の積極的な立地促進に努めます。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

20 修正 ２）活力に満ちた拠点の形成
①国立駅周辺の都市拠点の形成（Ｐ23）
　国立の中心となる都市拠点として位置付けられる国立駅周辺では、利便性が高く、活力に満
ちた商業・業務機能の集積を図ります。それとともに、「文教都市くにたち」にふさわしい景観に
優れた緑豊かな都市空間を創出します。
　また、ＪＲ中央線連続立体交差事業により、南北の交通の円滑化を進め、高架下空間、市有
地の有効活用による駐輪場、公共施設の整備に努めます。
　市民に親しまれていた旧国立駅舎については、関係機関等との協議を進め、「国立駅周辺
まちづくり基本計画」に基づき、ほぼ元の場所に復原し、単に国立のシンボル、文化財として
ではなく、駅前広場との一体的な整備・活用を図ります。

【施策２】活力に満ちた都市・地域拠点の形成
①国立駅周辺の都市拠点の形成（Ｐ３－９）
　国立駅周辺では、様々な交通機関や人が集まる交通結節点としての機能強化や、旧国立駅舎の再築・活用
による景観的価値の向上、南北駅前広場を中心に安全・快適に人々が回遊できる動線づくり、複合公共施設
の整備等による新たな交流とにぎわいの場づくりなどを推進し、利便性が高く、「文教都市くにたち」にふさわし
い景観にも優れた都市拠点の形成を図ります。

21 修正 ２）活力に満ちた拠点の形成
②谷保、矢川駅周辺の地域拠点の形成（Ｐ23）
　地域拠点として位置付けられる谷保駅、矢川駅周辺は、地域のサービス向上、日常生活を
支える親しみのある商業空間の形成を図ります。また、駅前にふさわしい商業地の景観形成
やバリアフリーなど安全で快適な地域拠点として、南口の駅前広場等の整備を目指します。

【施策２】活力に満ちた都市・地域拠点の形成
②谷保駅、矢川駅周辺の地域拠点の形成（Ｐ３－９）
　谷保駅及び矢川駅の周辺部に広がる既存の商店街では、商店会や商工会などの関係機関との連携・協働
のもと、高齢者・子育て世代を意識した駅前の新たなにぎわいの創出と親しみのある商業地の形成を図りま
す。
　谷保駅南地域及び矢川駅南地域では都市基盤整備の検討に取り組み、住宅地と地域に密着した商業や業
務施設が立地する住宅・商業複合地として適正な土地利用の誘導を図ります。
　さらに、駅前広場等の整備にあたってはユニバーサルデザイン化及びバリアフリー化を推進することで景観
に配慮した南部地域の玄関口にふわさしい地域拠点の形成を図ります。

22 修正 ３）南部地域の市街地整備
①自然環境と調和した住環境の整備（Ｐ23）
　城山公園、城山の歴史環境保全地域を含む崖線や水路などの自然環境については、都市
計画公園の整備や地区計画制度、土地区画整理事業などを活用して樹林地や農地を保全
し、自然環境と調和した住環境を整備します。

【施策３】自然環境と住環境が調和した市街地整備の推進
①自然環境と調和した住環境の整備（Ｐ３－10）
　城山公園、城山の歴史環境保全地域 を含む崖線や水路等が分布する地区では、都市計画公園の整備、地
区計画や国立市まちづくり条例、土地区画整理事業や谷保の原風景保全基金等を活用し、既存の樹林地や
農地を大切に守り育て、自然環境と調和した住環境の整備を推進します。

23 修正 ３）南部地域の市街地整備
②土地区画整理事業の推進（Ｐ23）
　南部地域の都市基盤が未整備な地区は、地域の特性に応じて、地権者の合意形成を図りな
がら、自然環境を配慮した土地区画整理事業等により、道路、公園、緑地の整備、生産緑地
等農地の集合化及び整形化を図ります。
　また、地区計画の導入とあわせて、土地区画整理事業の方針に適合した用途地域等の見直
しを検討し、農地と住環境に調和したまちづくりをめざします。

【施策３】自然環境と住環境が調和した市街地整備の推進
②市街地の面的整備の推進（Ｐ３－10）
　南部地域の都市基盤が未整備な地区では、地域の特性に応じて、地権者等の理解と協力のもと、土地区画
整理事業や地区計画等の面的整備手法の導入により、道路・公園等の整備や緑地の保全・創出、生産緑地
の集約・整形化等の一体的な推進を図るとともに、用途地域等の見直しに取り組み、谷保の原風景ともいえる
自然環境と住環境が調和したまちづくりに努めます。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

24 修正 ４）自然環境の保全（Ｐ23）
　多摩川河川敷は、市街化調整区域であり、都市生活にやすらぎとうるおいを与える市民の憩
いの場として、環境の保全と整備に努めます。それとともに、生き物の生息空間としての環境を
重視し、人的環境圧等のバランスに配慮した整備方法を検討し、河川管理者等へ提案するな
ど自然環境の保全に努めます。
　また、まとまりのある樹林地や自然が残る崖線、矢川、府中用水、本宿用水や湧水及び生産
緑地地区に指定されている農地などは、うるおいとゆとりをもたらす空間として、地権者や市民
の合意を得ながら、隣接市と連携した自然環境の保全に努めます。

【施策４】良好な自然環境の保全・育成（Ｐ３－10）
　多摩川河川敷は、市街化調整区域であり、都市生活にやすらぎとうるおいを与える市民の憩いの場として、
環境の保全と整備に努めます。それとともに、生き物の生息空間としての環境を重視し、人的環境圧等のバラ
ンスに配慮した整備方法を検討し、河川管理者等へ提案するなど、自然環境の保全に努めます。
　まとまりのある樹林地や自然が残る崖線、矢川、府中用水、本宿用水や湧水及び生産緑地地区に指定され
ている農地などは、うるおいとゆとりをもたらす空間として、地権者や市民の合意を得ながら、隣接市と連携し
た良好な自然環境の保全・育成に努めます。

25 修正 ５）土地利用の制度による誘導
①用途地域等の指定（Ｐ24）
　地域地区の指定は、都市の土地利用を適正に誘導し、良好な市街地環境の形成に関する
都市計画の基本となるものです。そのため、本都市計画マスタープランに示された土地利用の
方針に沿って、適切な用途地域の指定を行い、国立にふさわしい土地利用と街並み形成を図
ります。
　また、計画的なまちづくりを推進するために、指定後も継続的に地区計画等の導入を図り、
用途地域等の見直しを行います。
　なお、土地区画整理事業により整備された地域は、その目的に添った用途地域等を指定し
ます。さらに、完成した都市計画道路沿道などの土地利用については、周辺の街並みに配慮
した適切な用途地域の指定を行います。

【施策５】土地利用の規制・誘導手法の柔軟な活用
①都市計画制度の活用（Ｐ３－10）
　国立市都市計画マスタープランに掲げた土地利用の方針の具体化に向け、都市計画事業等の進捗に応じ
た用途地域等の適時適切な見直し、土地区画整理事業や地区計画等の面的整備手法の導入拡大など、都
市計画制度を柔軟に活用し、それぞれの地区の特性を踏まえ、きめ細やかに建物の高さや規模、用途等を誘
導することで、「文教都市くにたち」にふさわしい調和の取れた土地利用と美しい街並みの形成を図ります。

26 修正 ５）土地利用の制度による誘導
②まちづくり制度の活用（Ｐ24）
　用途地域境の高層マンション等の建築や大規模敷地の土地利用転換に際しては、地域の
住環境に対して、大きな影響が及びます。したがって、地区の特性を活かし、良好な街並みの
形成や保全を図るため、地域住民のみならず市民の意見を反映しながら、策定するまちづくり
条例に基づき地区計画や建築協定等の制度を活用したまちづくりを促進します。
　すでに地区計画を指定している地区においては、地区計画の目標及び地区整備計画に基
づき、良好なまちづくりを促進します。

【施策５】土地利用の規制・誘導手法の柔軟な活用
②国立市まちづくり条例の活用（Ｐ３－10）
　国立市都市計画マスタープランに掲げた将来都市像の実現に向け、平成28（2016）年10月から施行した「国
立市まちづくり条例」に基づき、市民に身近な地区内のまちづくりに関するルールを、市民同士が話し合って取
りまとめた上で策定する「地区まちづくり計画」の普及拡大を図ります。

27 新規 ― １　地域特性にあわせた土地利用
＜関連する主な個別計画＞（Ｐ３－11）
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり

28 新規 ― ２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－14）
○国立市は都心部近郊に位置しながら、湧水やこれらを源とした矢川、多摩川や府中用水などの水辺、青柳
崖線、南養寺、谷保天満宮などのまとまりのある緑地、ＪＲ南武線以南に広く分布する農地など、南部地域を
中心に良好な自然環境が残されています。これらの自然環境は、市民がゆとりとうるおいを実感できる都市生
活を営む上でなくてはならない地域資源であるとともに、多様な動物や植物の生息地として重要な場となって
います。現存する水田、畑等が織りなす谷保地域の貴重な原風景を後世に引き継ぎ保全するため、平成28
（2016）年４月には谷保の原風景保全基金が設立されています。
○平成26（2014）年度に実施した「第15回市政世論調査」によると、「水とみどりをはぐくむまち」は、「特に力を
入れてほしい」と「力を入れてほしい」の合計値が85.9％に上り、対象32施策中８番目に高くなっています。ま
た、同調査で国立市に住み続けたいと回答した方に対し、その理由を質問した結果、「自然環境に恵まれてい
るから」は33.5％で３番目に高い回答比率となっています。

29 新規 ― ２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－14）
○近年、農業従事者の高齢化や後継者不足等を背景とした都市化の進展により、崖線や平地林、水田等の
緑は減少傾向に歯止めがかからない状況が続いています。ＥＣＯ東京62（オール東京62市区町村共同事業）
の公表資料によると、市域面積に対する樹木被覆地・草地・農地・水面等の緑被地面積の占める割合（緑被
率）は26.0％であり、多摩地域26市の中でも低い状況にあります。

30 新規 ― ２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－14）
○平成28（2016）年４月１日現在、市内には83施設、18.94haの公立公園が設置されており、人口１人当たりに
換算した面積は2.57人／㎡となっています。多摩地域26市の中で人口１人当たりの公立公園面積は、下位か
ら５番目に位置しており、緑被地及び公立公園の面積ともに十分な量が確保されているとはいえない状況に
あります。【図表３－２－１】

31 新規 ― ２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－14）
○多摩川や矢川は、昭和40年代（1965年以降）～60年代（1985年以降）に家庭雑排水等の混入による水質汚
染が発生しましたが、公共下水道の整備と流域下水道北多摩第二号処理場（現：北多摩第二号水再生セン
ター）の稼働により大幅に水質が改善し、現在はかつての清流が復活しています。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

32 修正 １）水に親しむまちづくり
◇課題（Ｐ26）
・崖線や湧水群周辺の水と緑の豊かな環境は、国立のイメージを特徴づける重要な要素であ
り、生き物が生息する貴重な自然環境が残されています。これらの環境は適切な保全を図ると
ともに、緑の育成や水辺環境の親水化等が求められます。
・水や緑、公園等の整備方針や緑化の目標を定めた緑の基本計画をもとに、水と緑を大切に
するまちづくりを推進していきます。
・水や緑による美しい都市景観を形成していく必要があります。
・水循環基本計画に基づき水辺空間を保全し、水循環に配慮したまちづくりを推進します。

２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜主要な課題＞（Ｐ３－15）
○都市化の進展に伴い、身近な緑を中心にさらに緑が減少していくことが予測される中で、緑の量的な不足を
質的な側面から補うとともに、市域の約６割を占める民有地の緑化を推進する体制の強化を図る必要があり
ます。
○市内を流れる河川の湧水量を維持するためには、水源となっている浅い地下水のかん養が重要な役割を
担っていることから、雨水浸透ますの設置や地下浸透機能を持つ緑地等の積極的な保全・育成を図る必要が
あります。
○昭和46（1971）年から整備事業に着手した公共下水道は、平成６（1994）年度末に人口普及率100％を達成
しており、現在、総延長約219㎞に及んでいます。今後も多摩川や水路等の公共用水域の水質向上を図るた
め、計画的に老朽化した管きょの更新・改築等の維持管理を実施していく必要があります。

33 修正 １）水に親しむまちづくり（Ｐ26）
自然環境の保全と回復
― 水と緑と生き物を大切にする、うるおいのあるまちづくり ―

２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－16）
自然環境の保全と回復
― 水と緑と生き物を大切にする、うるおいのあるまちづくり ―
市内外に国立の魅力を印象づける重要な地域資源として、市内に残された水と緑の豊かな自然環境を次世
代に確実に継承できるよう、まとまりのある緑地や良好な水辺環境の保全・育成等に努めるとともに、市民の
憩いの場や学びの場としての活用を促進することで、人と生き物がともに快適に暮らせるまちを目指します。
【図表３－２－２】

34 修正 (２) 水と緑と生き物を大切にするまちづくり（Ｐ26～29）
１）水に親しむまちづくり
　①水辺環境の保全と育成
　②水に親しむ空間づくり
２）水循環の推進
３）緑豊かなまちづくり
　①自然環境と緑の保全
　②公園・緑地の整備
　③公共施設や民有地の緑化
　④緑のネットワークの形成
　⑤緑の基本計画に基づく緑のまちづくりの推進
４）下水道の整備

２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり　（Ｐ３－14～20）
【施策１】ゆとりとうるおいのある親水空間づくりの推進
　①良好な水辺環境の保全・育成
　②自然や生き物とのふれあいの機会の創出
【施策２】水循環の確保
【施策３】地域ぐるみでの緑豊かなまちづくりの推進
　①花と緑のまちづくりの推進
  ②良好な自然環境及び緑の保全
　③公園・緑地の機能充実
　④公共施設や民有地の緑化
　⑤緑のネットワークの形成
【施策４】下水道の適切な維持管理の推進
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

35 新規 ― ２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（Ｐ３－16）

36 修正 １）水に親しむまちづくり
①水辺環境の保全と育成（Ｐ26）
　多摩川、矢川、崖線下の湧水群や水路等の水辺は、市民生活にやすらぎやうるおいを与え
る貴重な資源であるとともに、多様な生き物の生息、生育の場でもあります。
　これらの貴重な自然環境を守り続けるため、関係者の協力を得ながら、水と親しむ空間として
整備します。また、生き物の生息環境の保全、回復を図るとともに、市民とともに力をあわせて
維持していく仕組みづくりを進めます。

【施策１】ゆとりとうるおいのある親水空間づくりの推進
①良好な水辺環境の保全・育成（Ｐ３－17）
　多摩川、矢川、崖線下の湧水群や用水路等の水辺は、将来にわたって市民生活にやすらぎやうるおいを与
える場であり、多様な生き物の生息地として大切に守り育てるため、良好な水辺環境の保全・育成の重要性に
対する市民への意識啓発を図りながら、より多くの市民参加により清掃等の維持管理活動を行うことのできる
環境づくりや仕組みづくりを推進します。

37 修正 １）水に親しむまちづくり
②水に親しむ空間づくり（Ｐ26）
　子どもたちが、水辺の自然にできるだけ多く触れ親しむ空間の整備を推進するとともに、地
域と協力して総合的な学習などに活用します。また、羽村市から大田区までの約５０キロメート
ルにわたり、ウォーキング、ランニング、散策などが連続して楽しめるコースづくりを目指す「た
まリバー５０キロ」などにおいて、だれでも水辺に近づき親しめる空間の整備を進めます。

【施策１】ゆとりとうるおいのある親水空間づくりの推進
②自然や生き物とのふれあいの機会の創出（Ｐ３－17）
　河川・用水路を活用した自然観察会等の開催を通じ、市民が気軽に国立ならではの自然や生き物とふれあ
える機会の創出に努めるとともに、河川等の改修時に生態系に配慮した護岸や親水空間、散策路等の整備
を推進します。

38 修正 ２）水循環の推進（Ｐ26）
　自然の水循環を保全、回復するため、隣接市とも連携して、貴重な湧水群や河川の水量の
確保を図ります。そして、生態系に配慮した水辺環境を市民とともに守り育てます。また、水循
環基本計画に基づき、都市活動や日常生活における地下水、井戸水、雨水といった国立の
水の循環利用、雨水浸透による地下水の涵養、安全で清らかな水質の確保、仕組みづくりを
進めます。

【施策２】水循環の推進（Ｐ３－17）
　地下浸透機能をもつ緑地等の保全や雨水浸透施設の設置を促進し、地下水のかん養及び湧水量の維持に
努めるとともに、地下水及び湧水の定期的な調査・監視を行い、その結果を踏まえ良好な水質を維持するた
めに必要な対策を講じます。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

39 新規 ― 【施策３】地域ぐるみでの緑豊かなまちづくりの推進
①花と緑のまちづくりの推進（Ｐ３－17）
　国立市のシンボルとなっている大学通り緑地帯の桜は、毎年、美しい花を咲かせ、訪れる多くの人々の心に
残る風景を創り出していますが、これは先人たちの努力によって維持されてきた賜物です。
　四季折々の彩りと潤いが感じられる魅力あるまちとして市内外の人々に印象付けられ、将来にわたって継承
すべき貴重な財産となる花と緑を守り育て活かしていくために、地域をあげた取り組みとして、花と緑のまちづ
くり協議会 の活動を促進し、市民・学校・企業等の様々な主体と行政が協働して活動する体制をさらに強め、
活発化していきます。
　さらに、市民一人一人が花と緑のまちづくりの主人公として、自らできることを自ら選んで行動することができ
るよう普及啓発を図ります。

40 修正 ３）緑豊かなまちづくり
①自然環境と緑の保全（Ｐ27）
　崖線に代表される緑や水路、湧水群などの自然環境の保全、身近な生き物の生育空間の確
保とともに、市街地化により失われた自然環境の復元、再生に努めます。また、特別緑地保全
地区や生産緑地地区、保存樹林等の指定及び拡大、税制面での優遇措置など、緑の保全を
確かなものにしていくための施策の検討を行い、国立の自然を後世に継承していきます。

【施策３】地域ぐるみでの緑豊かなまちづくりの推進
②良好な自然環境及び緑の保全(Ｐ３－18)
　崖線に代表される緑や水路、湧水群等の良好な自然環境の保全、身近な生き物の生息空間の確保を図る
とともに、都市化の進展により失われた自然環境の復元・再生に努めます。また、特別緑地保全地区 や保存
樹林及び保存樹木 などの指定拡大、農地の公有地化、税制特例の導入など、地域をあげて緑の保全を推進
するための取り組みを検討します。

41 修正 ３）緑豊かなまちづくり
②公園・緑地の整備（Ｐ27）
　地域の配置バランスや防災性を考慮しながら、緑の拠点を形成する都市公園、緑地の整備
を推進します。そして、子どもたちの遊び場、身近なレクリエーション空間の確保及び新たな景
観創出に努めます。また、市民と行政の協力による適切な維持管理を進めます。
　未整備の都市計画公園・緑地については、都市計画公園・緑地の整備方針に基づき計画
的に整備を進めます。

【施策３】地域ぐるみでの緑豊かなまちづくりの推進
③公園・緑地の機能充実（Ｐ３－18）
　既存公園等の再整備や学校等の活用を検討するとともに、多様な生物の生息・生育拠点や市民の身近なレ
クリエーション活動の場、市街地の防災機能の向上等に寄与している公園・緑地の機能充実を図ります。ま
た、今後も引き続き、関係団体等との連携・協働のもと、既存公園等の適切な維持管理に努めます。
　未整備の都市計画公園・緑地については、都市計画公園・緑地の整備方針に基づき計画的に整備を進めま
す。

42 修正 ３）緑豊かなまちづくり
③公共施設や民有地の緑化（Ｐ27）
　学校などの公共施設や民有地の植栽、壁面や屋上の緑化の推進を図ります。それとともに、
住宅地における緑地協定の締結や地区計画制度の導入により、市街地全体の緑の質、量の
維持、向上を図ります。

【施策３】地域ぐるみでの緑豊かなまちづくりの推進
④公共施設や民有地の緑化（Ｐ３－18）
　生垣の形成、緑のカーテン（壁面緑化）、屋上緑化等により、公共施設や民間建築物の敷地内及び壁面、屋
上等の緑化を推進します。また、市民と行政が連携・協働し、具体的にまちづくりを実践する場として、「花と緑
のまちづくり協議会」の活動を促進し、民有地に残された緑の確保や新たな緑の創出に取り組みます。

43 修正 ３）緑豊かなまちづくり
④緑のネットワークの形成（Ｐ27）
　多摩川、矢川などの水辺の自然空間、谷保天満宮や城山などを含む青柳崖線、教育施設
等のまとまりある緑、身近な公園、緑地、団地内の緑や屋敷林は、大学通りの緑地帯などの街
路樹や歩道空間により結び、樹種にも配慮した緑の連続性、回遊性を効果的に活用した、
ネットワーク化を図ります。

【施策３】地域ぐるみでの緑豊かなまちづくりの推進
⑤緑のネットワークの形成（Ｐ３－18）
 多摩川、矢川などの水辺の自然空間、谷保天満宮や城山などを含む青柳崖線、一橋大学などのまとまりの
ある緑、身近な公園・緑地、団地内の緑や屋敷林は、大学通りの緑地帯等の街路樹や歩行空間により結ぶこ
とで、樹種にも配慮した緑の連続性・回遊性を効果的に活用したネットワーク化を図ります。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

44 修正 ３）緑豊かなまちづくり
⑤緑の基本計画に基づく緑のまちづくりの推進（Ｐ27）
　緑の基本計画の基本コンセプトである「生き物と共に暮らせるまち・くにたち」の理念と「自
然」、「文化」、「美しさと安らぎ」の３つのテーマに沿って、市民との協働による緑のまちづくりを
推進します。そして、計画の目標の実現に向けた施策の展開を図ります。また、緑化重点地区
においては、各地区の方針に基づき、重点的に緑化事業を推進します。

※削除※

45 修正 ４）下水道の整備（Ｐ28）
　多摩川や水路の水質向上を図るため、下水道の適正な維持管理と処理水質向上に努めま
す。分流区域での未整備の雨水管の整備を推進するとともに、合流式下水道の改善を進めま
す。

【施策４】下水道の適切な維持管理の推進（Ｐ３－18)
　下水道施設の公共下水道ストックマネジメント基本計画に基づく計画的な補修・改築や、地震対策を推進す
るとともに、予防保全型の維持管理に努めます。

46 新規 ― ２　水と緑と生き物を大切にするまちづくり
＜関連する主な個別計画＞（Ｐ３－19）
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

３　安心して豊かに暮らせるまちづくり

47 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－22）
○国立市では、昭和47（1972）年に制定した国立市開発行為等指導要綱により、一定規模以上の建築や宅地
造成等の開発事業を対象に、無秩序な市街化を抑制し、良好な市街地の形成及び快適な住環境の保全を図
るため、事前の手続や公共公益施設の整備を求める基準を定めていました。
○その後、これまで指導要綱を運用してきた中で明らかになった課題を踏まえ、より地域特性に応じた住環境
を形成するための仕組として、平成28（2016）年10月１日から、市民が主体となって地区ごとのまちづくりの
ルールを決めるための制度等を定めた「国立市まちづくり条例」を施行しています。

48 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－22）
○国立市では、市民の新たなニーズや時代の要請に対応したまちづくりを推進するため、平成26（2014）年８
月に「国立市南部地域整備基本計画」を策定しています。現在、国立市では本計画に掲げた南部地域の将来
像「豊かな自然・歴史ある文化とともに発展するまち」の実現に向け、「総合的な土地利用の誘導」、「都市基
盤の整備」、「良好な住環境の整備」を主な施策の柱として設定し、個別具体のまちづくりに取り組んでいま
す。

49 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－22）
○市中央部の富士見台地域には、市役所をはじめとする主要な公共施設が集積していますが、これらの施設
の多くは築後30年超が経過し、老朽化が進んでいます。また、地域内には中層５階建ての住棟が建ち並び、
第一団地から第三団地まであわせて2,000戸強の規模を誇る市内屈指の大規模住宅団地である国立富士見
台団地が立地しています。
○国立富士見台団地は、昭和40（1965）年の完成から50年超が経過し、全国各地に立地する高度成長期に
建設された住宅団地と同様に、居住者の高齢化や空き家率の上昇等が顕著となっています。

50 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－22～23）
○近年、景観や治安の悪化、倒壊や火災発生といった防災上の問題等を引き起こし、ひいては地域の魅力低
下につながる空き家の増加が、新たな社会問題として全国的に顕在化しています。
○平成25（2013）年10月１日現在、国立市の空き家数（全体）は5,300戸、空き家率は12.73％となっています。
空き家率は、多摩地域26市の中では高い方から４番目となっているものの、平成20（2008）年と比べほぼ横ば
いの状況にあります。【図表３－３－２】
○空き家の内訳をみると、「賃貸用の住宅」が4,150戸で全体の78.2％ を占め、世帯が長期にわたって不在の
住宅や取り壊すことになっている住宅等の「その他の住宅」が920戸（全体比17.3％）でこれに次いでいます。
【図表３－３－１】
○「その他の住宅」のうち、特に周辺への住環境に悪影響を及ぼす可能性が懸念される「一戸建て」の空き家
数は、平成20（2008）～25（2013）年に多摩地域26市全体で約1.3倍（5,960戸増）、計20市で増加している一
方、国立市では450戸の横ばいで推移しています。【図表３－３－２】
○ＪＲ南武線の周辺地域では、鉄道による地域の分断、踏切渋滞や踏切事故の危険性などの問題が残され
ています。
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現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

51 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－24）
○国立市立小学校に通う第５・６学年の児童を持つ保護者約1,000人を対象に実施したアンケート調査の中で
「子育て世帯の定住促進に向け、国立市が取り組むべき方策」について質問したところ、全体の半数以上が、
「子どもたちの身近な遊び場の確保」、「親子で憩える大規模な公園や緑地の充実」、「夜間照明の充実や見
通しの悪い箇所の改善等による、防犯に配慮したまちづくり」に対して「かなり効果がある」と回答しています。
【図表３－３－３】

52 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－24～25）
○国立市では、国や東京都が定める公害規制法令に基づき、工場や指定作業場、その他の公害発生源に対
する監視・指導に取り組んでおり、平成26（2014）年度における大気汚染、水質汚濁、騒音、振動の環境基準
達成率は約89％に上っています。近年は、一般家庭のピアノ・クーラーの騒音や飲食店の調理臭気など、日
常生活に伴って発生する都市生活公害といわれる新たな環境問題が顕在化しています。
○地球温暖化の主な原因とされる温室効果ガス排出量全体の大部分を占める二酸化炭素の排出量は、平成
16（2004））年度から３年連続で対前年度比マイナスで推移した後、減少幅が下げ止まりの傾向に転じていま
す。国の温室効果ガスの削減目標は、平成32（2020）年度までに平成17（2005）年度比マイナス3.8％としてい
るが、国立市の二酸化炭素の排出量は、平成25（2013）年度には平成17（2005）年度と比べて9.3％増加して
います。ただし、増加の大きな要因としては二酸化炭素排出係数の増大が考えられます。【図表３－３－４】
○平成17（2005）年度と平成25（2013）年度の二酸化炭素の排出量を部門別に比較すると、民生部門における
排出量が増加しています。これは、家庭部門 においては世帯数の増加、業務部門 においては延床面積の増
加が主な要因だと考えられています。【図表３－３－４】

53 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－25～26）
○試算の結果、既存の公共建築物の機能を維持するために、現状と同一の規模で大規模改修や建替えを
行った場合に必要となる更新費用は、今後50年間で年平均61.0億円に上るのに対し、過去５年間の更新費用
の実績値は年平均51.9億円であり、年間約9.14億円の財源不足が生じると予測されています。【図表３－３－
５】
○平成28（2016）年３月31日現在、国立市が保有・管理する公共建築物の施設数は120施設、延床面積は約
12.3万㎡となっています。築年別の整備状況をみると、学校や市役所庁舎を整備した昭和44（1969）～53
（1978）年度の10年間に集中しており、この期間内に全体の半分以上にあたる約6.7万㎡が整備されていま
す。【図表３－３－６】
○この結果、国立市が保有・管理する施設のうち、全体の81％にあたる約10.0万㎡が築後30年以上、さらに全
体の94％にあたる約11.6万㎡が築後20年以上経過し、今後、相次いで大規模改修や建替えによる機能更新
が必要な時期を迎えます。【同上】
○高齢者人口の増加にともない、社会保障給付費等の増加は一層増大すると考えられます。そのような中
で、国立市内の都市計画道路の整備率は、約38％となっています。また、インフラ施設のうち、特に下水道施
設は全面的な更新や改修が必要となっています。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

54 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－26）
○超少子高齢社会においては、近所付き合いの低下や地域コミュニティの希薄化等にともなって、一人暮らし
の高齢者等を見守りのネットワークで支え合うことが一層困難になると予想されます。また、超少子高齢社会
の中心となる、中高年世代の運動習慣者は特に少なく、このままで高齢世代に移行した場合、早期に自立的
な行動が困難となる高齢者等が急増する恐れがあります。

55 修正 (３) 安心して豊かに暮らせるまちづくり
◇課題（Ｐ30）
・子どもも高齢者、しょうがいしゃも、だれでも安心して暮らせるまちづくりが求められています。
・地域からも地球環境を配慮していく観点から、環境負荷が少ないまちづくり、システムづくりが
必要です。
・世代を越えて、心と心の豊かなつながりが育まれるコミュニティの形成が必要です。
・だれもが参加でき、市民、事業者、まちづくり関係団体・ＮＰＯ、行政などがそれぞれの立場
で責任を持ち、自らの役割を担いながら進めていくまちづくりの仕組みづくりが必要です。

３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜主要な課題＞（Ｐ３－26～27）
○居住者の高齢化や空き室率の上昇等が顕著となっている国立富士見台団地においては、今後、多様な世
代が安心して豊かに住み続けられる住まいづくりを推進し、地域全体の持続的な発展に結びつくよう、地域住
民、事業者、行政の連携・協働に根ざした取組を積極的に展開していくことが喫緊の課題となっています。
○将来にわたり、安心して豊かに暮らせるまちづくりを進める上では、環境負荷の軽減に向けた地域の取組
継続が必要です。特に、二酸化炭素の排出量削減においては、民生部門における取組の強化が重要な課題
となっています。
○国立市が将来にわたって適切な行政サービスの提供と持続可能な財政運営の両立を図るためには、道
路・公園等のインフラ施設及び土地を含めた市有財産を経営資源としてとらえ、次代を見据えたより戦略的な
管理運営を推進することが極めて重要な課題となっています。
○行政が地域コミュニティ活動の活性化のための支援をしていくには、分野横断的な取り組みの検討並びに
行政内の関係部署や行政外も含めた多様な主体の連携が課題となっています。また、高齢者を含む多様な
世代が、既存の公共施設等をコミュニティ活動の場として有効活用できるよう、公共施設等の機能及び建物性
能の見直しが課題となっています。
○年々、社会保障給付費等が増加していく中で財政負担を軽減させるためには、優先整備路線となっている
都市計画道路については、その整備を推進する一方で残る計画路線のあり方を検討すること、学校や公共下
水道等の施設においては、更新・統廃合などを計画的に行うこと、及び今後、超少子高齢化が急速に進展し
た場合、介護施設や病院等に対応できるだけのキャパシティを確保することは困難になると想定されるため、
これらの抑制化を図ることなど、さまざまな取り組みを健康・医療・福祉のまちづくりの視点を踏まえて進めるこ
とが必要です。
○超少子高齢社会の中心となる、中高年世代の運動習慣者が興味をもって運動に取り組めるハード・ソフト両
面からの環境整備が重要です。公園や遊園への移動やウォーキングで利用されるルートについては、特に道
路横断時を含めた歩行空間の安全性の確保が必要です。
○多くの踏切が残されているＪＲ南武線では、鉄道と道路との立体交差化等により、安全で快適な歩行空間の
創出、効果的な道路整備、災害に強いまちづくり等を進めていく必要があります。

56 修正 (３) 安心して豊かに暮らせるまちづくり（Ｐ30）
地域特性に応じた定住環境の形成
― だれでも安心できる、やすらぎのあるまちづくり ―

３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－27）
地域特性に応じた定住環境の形成
― だれでも安心できる、やすらぎのあるまちづくり ―
個人・家庭でできることは個人・家庭が行う「自助」、個人・家庭でできないことは地域でお互いに助け合って取
り組む「共助」、個人・家庭・地域ではできないことは行政が担う「公助」を適切に組み合せながら、良好な住環
境の保全・形成、地球環境への負荷軽減、「文教都市くにたち」にふさわしい子育て環境等の充実に取り組
み、だれもが安心して心豊かに暮らせる快適な住環境が整ったまちを目指します。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

57 修正 (３) 安心して豊かに暮らせるまちづくり(Ｐ30～32)
１）良好な住宅地環境のまちづくり
　①良好な住宅地の保全
　②自然環境と調和した住宅地の形成
　③防犯への対応
２）環境への負荷の少ないまちづくり
　①環境にやさしいまちづくりの推進
　②循環型社会づくりの推進
３）コミュニティが基盤となるまちづくり
　①コミュニティづくり
　②子どもたちがのびのび育つ環境整備
　③人に優しい生活環境の整備
４）人を育むまちづくり

３　安心して豊かに暮らせるまちづくり（Ｐ３－22～31）
【施策１】良好な住環境の保全・形成
　①良好な住環境の保全
　②自然環境と調和した住環境の形成
　③多様な世代が安心して豊かに住み続けられる住まいづくりの推進
  ④超少子高齢社会への対応
　⑤空き家の適正管理と活用の推進
　⑥人にやさしいまちづくりの推進
【施策２】文教都市にふさわしい子育て環境の充実
【施策３】環境への負荷の少ないまちづくりの推進
　①公害防止対策の充実
　②環境にやさしいまちづくりの推進
【施策４】公共施設等マネジメントの推進
【施策５】健康・医療・福祉のまちづくりの推進
　①地域コミュニティの充実
　②街歩きを促す歩行空間等の形成
　③都市機能の計画的な確保と公共交通の充実

58 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（Ｐ３－28）
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

59 修正 １）良好な住宅地環境のまちづくり
①良好な住宅地の保全（Ｐ30）
　健康で快適な生活を営むことができる質の高い住環境の実現をめざし、市民の一人ひとりが
できること、地域の合意でできることなど、地域特性に配慮した住宅地の保全を図ります。ま
た、都市施設等の整備を進め、生活環境全体の水準を高めるまちづくりを推進します。一方、
マンション建設等により、周囲の住宅地との間で生じる日照や景観等の課題を解消するため、
既成市街地の住環境の保全と大規模な建物との調和ある市街地を市民自らが形成できるよ
う、まちづくり条例の制定等により誘導を図ります。

【施策１】良好な住環境の保全・形成
①良好な住環境の保全（Ｐ３－28）
　子どもから高齢者まで年齢やしょうがいの有無にかかわらず、だれもが国立らしい良好な住環境のもとで、
健康で快適な都市生活を営むことができ、市民が自発的に地域特性にふさわしいまちの実現を図ることがで
きるよう、国立市まちづくり条例による「地区まちづくり計画」の策定及びこれに基づく個別具体の取り組みを推
進します。
　あわせて、建築物の建築や宅地造成のうち、特に日照や採光、景観等の面で既存の住環境に大きな影響を
与える可能性のある大規模開発事業については、国立市まちづくり条例の適正な運用により、地域特性に
あった良好な事業となるように誘導を図ります。

60 修正 １）良好な住宅地環境のまちづくり
②自然環境と調和した住宅地の形成（Ｐ30）
　南部地域の地形的、自然的特性である崖線の環境を保全し、生物多様化や生態系に配慮
しながら、自然環境と調和した住宅形成を図ります。
　さらに、災害時の安全面や生活の利便性の向上を図るため、生活道路に関して、狭あい道
路の拡幅、隅切りの整備並びに行き止まり道路の解消等による歩行者優先の視点に立つ整
備に努めます。

【施策１】良好な住環境の保全・形成
②自然環境と調和した住環境の形成（Ｐ３－28）
　南部地域の特性である崖線・農地等の良好な自然環境を保全し、次世代に確実に継承していけるよう、国
立市まちづくり条例や地区計画等を活用し、自然環境と調和したゆとりとうるおいのある住環境の整備を推進
します。
　あわせて、災害時の安全面や生活の利便性の向上を図るため、狭あい道路の拡幅や歩行者・自転車の通
行上危険な箇所の解消を図る必要があります。

61 修正 １）良好な住宅地環境のまちづくり
③防犯への対応（Ｐ31）
　公園等の公共施設においては、夜間照明の充実や外部からの見通しを確保するなど防犯
に配慮したまちづくりを推進します。また、関係機関との連携を図り、地域と一体となった防犯
体制を確保するため、防犯意識の普及啓発を推進します。

※削除※

62 新規 ― 【施策１】良好な住環境の保全・形成
③多様な世代が安心して豊かに住み続けられる住まいづくりの推進（Ｐ３－29）
　富士見台地域を、超少子高齢社会に対応した、だれもが住みやすい理想的な住空間として、若年層や子育
て世帯、高齢者等の多様な世代がいつまでも安心して暮らし続けることができる地域となるよう、地域住民、Ｕ
Ｒ都市機構、東京都との連携・協働により、既存の大規模住宅団地の再生や公共建築物の再編等に取り組
みます。

63 新規 ― 【施策１】良好な住環境の保全・形成
④超少子高齢社会への対応（Ｐ３－29）
　超少子高齢社会の進捗を見極めた上で、サービス付き高齢者向け住宅など、医療・介護・予防・住まい・生
活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築推進を検討します。一方で、健康意識を高め、
運動習慣を身につけることで、一人でも多くの市民が長く健康で生活し続けられるよう、ハード・ソフトの両面か
ら環境の整備・充実を図ります。

64 新規 ― 【施策１】良好な住環境の保全・形成
⑤空き家の適正管理と活用の推進（Ｐ３－29）
　地域における空き家化の未然防止、空き家の解消、空き家の適正管理を促進するため、空き家等対策の推
進に関する特別措置法 に基づき、実態調査、計画策定、個別対応等の対策を総合的かつ計画的に推進する
ほか、空き家を有効に活用できる仕組づくりを進めます。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

65 修正 ３）コミュニティが基盤となるまちづくり
③人に優しい生活環境の整備（Ｐ32）
　高齢者やしょうがいしゃを含むだれもが安心してまちを歩け、安全で快適な生活を営めるよ
う、ユニバーサルデザインの考え方のもとに、住宅地や商店街、道路、公共施設等のバリアフ
リー化を進めます。さらに、日常生活を支援するボランティア制度の充実や「こころのバリアフ
リー」の共有化など、人に優しい環境づくりを進めます。

【施策１】良好な住環境の保全・形成
⑥人にやさしいまちづくりの推進（Ｐ３－29）
　高齢者やしょうがいしゃを含め、だれもが安心してまちを歩き、安全で快適な都市生活を営めるよう、ユニ
バーサルデザイン の考え方のもとに、住宅地や商店街、道路、公共施設等のユニバーサルデザイン化及び
バリアフリー化を推進します。
　道路、公園等の公共施設の整備に際しては、安全・安心なまちづくりの観点から、犯罪抑止に配慮した環境
設計を行い、安全に安心して暮らせる地域社会をつくり出します。また、ＪＲ南武線と道路との立体交差化等に
より踏切事故や踏切渋滞を解消し、より安全で快適な歩行空間を整備します。

66 修正 ３）コミュニティが基盤となるまちづくり
②子どもたちがのびのび育つ環境整備（Ｐ32）
　子どもたちが、国立の良さを受け継ぎ、未来のまちづくりを担う視点から、よく学び、よく遊ぶ
ことができる環境の充実をめざします。それとともに、世代を超えた心のつながりを大切に育む
ために、地域施設を交流の場として活用し、子どもの居場所づくりに努めます。また、「子ども
総合計画」を活かし、学校、地域、行政等が連携して、あたたかく子どもたちを見守る地域社
会の形成を目指します。

【施策２】文教都市にふさわしい子育て環境の充実（Ｐ３－29）
　将来にわたり活力ある地域経済社会の形成に向け、より多くの子育て世代から住み続けたい、住んでみた
いと強く支持されるよう、子どもたちの身近な遊び場の確保、親子で憩える公園や緑地の機能充実、防犯灯の
設置や見通しの悪い道路の改善、より快適に買い物を楽しめる商店街の形成等を通じ、ハード面から「文教
都市くにたち」にふさわしい子育て環境の充実を図ります。

67 修正 ２）環境への負荷の少ないまちづくり
①環境にやさしいまちづくりの推進（Ｐ31）
　良好な生活環境を維持するために、大気汚染、水質汚染、土壌汚染及び騒音、振動等の公
害防止など環境保全に向けた取り組みを行います。
　地球的規模の環境問題である地球温暖化やオゾン層破壊等の防止のために、緑化の増進
を図るとともに、崖線の湧水群や樹林の緑など自然環境を保全し、太陽光・太陽熱など再生可
能なエネルギーの導入を公共・公益施設に進めるほか、一定規模以上の民間建築物に導入
を誘導する仕組みを検討するなど、総合的な施策を展開し環境にやさしいまちづくりをめざし
ます。

【施策３】環境への負荷の少ないまちづくりの推進
①公害防止対策の充実（Ｐ３－30）
　快適な住環境の保全・形成を図るため、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭と
いった典型７公害の発生防止に向けた監視・指導に継続して取り組みます。あわせて、市民の日常生活が発
生源そのものとなる都市生活型公害を地域社会で自主的に解決していけるよう、相談・支援に取り組みます。

68 修正 ２）環境への負荷の少ないまちづくり
②循環型社会づくりの推進（Ｐ31）
　廃棄物等の発生が抑制され、なお排出された廃棄物等についてはできる限り資源として利
用され、最後にどうしても利用できないものについては適正に処分されるようにします。その上
に立って、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会づくり
を進めます。
　この社会づくりは、行政のみに委ねて実現できるものではないことから、市民、事業者、まち
づくり関係団体・ＮＰＯ、行政という各主体の自覚と努力、相互の協力により実現を図っていき
ます。また、循環型社会づくりに不可欠である廃棄物等のリサイクル、処理施設については、
都市の必要施設として位置付け、適正配置、環境への負荷の低減、周辺環境との調和に配
慮した計画、近隣住民等との十分な調整などきめ細かい対応を図ります。

【施策３】環境への負荷の少ないまちづくりの推進
②環境にやさしいまちづくりの推進（Ｐ３－30）
　多摩地域26市の中で２番目に小さな市域面積という特性を活かしながら、民生部門における二酸化炭素の
排出量の削減に結びつくよう、子どもから高齢者まで、だれもが安心して自転車を利用できる環境づくりや市
内公共交通機関（コミュニティバス「くにっこ」、民間路線バス、タクシー等）の利用促進を図ります。
　地球温暖化の防止に向け、市民・事業者・行政が一体となって、省エネルギー化の推進や再生可能エネル
ギーの導入、ＪＲ南武線以南に多くみられる民有林・農地等のまとまりのある緑や湧水群の保全に努めます。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

69 修正 ３）コミュニティが基盤となるまちづくり
①コミュニティづくり（Ｐ31）
　生活環境や情報化社会の変化に伴って、人々や地域の関係も変わってきています。少子高
齢社会に対応した、人と人とのつながりづくりが求められています。
　少子高齢社会や地方分権社会などへの移行に伴い多様なコミュニティが生まれ、これに対
応していく仕組みづくり、地域拠点の整備が求められます。自然環境、福祉、教育、防災など
様々なテーマに対応するコミュニティ活動等の情報の発信とともに、これら社会活動、地域の
活動を支える施策と施設整備を並行して進めることにより、豊かな活動の場を提供し、子育
て、子育ちの環境、地域のコミュニティの充実を促し、さらに、コミュニティ間、近隣自治体のコ
ミュニティ等との連携、交流も図ります。

※削除※

70 修正 ４）人を育むまちづくり（Ｐ32）
　まちづくりは、市民参加による合意形成を図りながら進めることが大切です。そのためには、
「わがまち国立」を知ってもらうことが必要であり、まちづくりに関する情報の提供や生涯学習な
どの機会を通じて郷土に対する関心と理解を深めます。
　「まちづくり」は「ひとづくり」からという観点に立ち、生涯学習を支援し、文化活動、交流の場
として、社会教育施設の充実と学校教育施設等の多様な活用を図ります。

※削除※

71 新規 ― 【施策４】公共施設等マネジメントの推進（Ｐ３－30）
　今後も継続利用が見込まれる施設については、限りある予算の中で優先順位をつけて計画的な保全・更新
に努めます。また、市民の日常生活や経済活動に必要な下水道施設等のインフラ施設及び公共施設等の整
備、維持管理は、健全な財政運営との両立の上で進めます。
　より効果的・効率的な維持管理や運営の実現に向け、先進的な取組事例を調査・研究して取り入れるほか、
民間事業者のもつノウハウや資金を積極的に活用することにより、市民に対するサービスの向上と経費の削
減を同時に推進します。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

72 新規 ― 【施策５】健康・医療・福祉のまちづくりの推進（Ｐ３－30～31）
①地域コミュニティの充実
　地域の見守りネットワークからこぼれ落ちる高齢者等を減らすため、多様な主体が連携し、地域コミュニティ
の充実を図ります。また、コミュニティ施設は、徒歩での移動を前提とした配置を検討し、既存施設について
は、十分な機能・建物性能を有しているか検討し、必要に応じて充実を図ります。
②街歩きを促す歩行空間等の形成
　市内に整備されている公園・遊園の更なる機能充実を検討します。また、既にある９種の健康ウォーキング
マップ等について、関係部署が連携して周知することで、活用促進を図ります。また、魅力的な景観及び歩行
空間の創出を検討し、鉄道の踏切解消などによる歩行環境の改善なども含め、歩くことを習慣化できるような
魅力ある歩行空間のネットワークづくりにつなげます。
③都市機能の計画的な確保と公共交通の充実
　超少子高齢社会の到来に対応するため、多くの高齢者が地域において活動的に暮らせるとともに、助けが
必要な高齢者に対しては、「地域包括ケアシステム」とまちづくりとの連携等により、地域全体で生活を支える
ことができる社会の構築が必要です。そのため、都市機能の計画的な確保と公共交通の充実を図ります。

73 新規 ― ３　安心して豊かに暮らせるまちづくり
＜関連する主な個別計画＞（Ｐ３－31）

38



No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

４　地域を活性化する産業振興

74 新規 ― ４　地域を活性化する産業振興
＜現状＞（Ｐ３－32）
○平成26（2014）年７月１日現在の商業（小売業）は、事業所数358事業所、従業者数3,078人、年間商品販売
額518億円、また、１事業所当たりの年間商品販売額は1億4,470万円、売場面積は117㎡であり、多摩地域26
市の中では前者が４番目、後者が３番目に少なく、経営規模の小さな事業所が多い傾向にあります。【図表３
－４－１】
○各地域（都道府県・市町村など）の小売業が買い物客を引きつける総合的な力を指数化したものであり、こ
の値が１より大きいと他地域から買い物客を吸引し、地域の購買力以上の売り上げを獲得していることを示
し、１より小さい場合には買い物客が他地域に流出超過となっていることを示す小売吸引力指数は0.86であ
り、多摩地域26市の中では低い方から11番目となっています。【同上】

75 新規 ― ４　地域を活性化する産業振興
＜現状＞（Ｐ３－33）
○国立市都市計画マスタープランの改訂にあたって、20歳以上の市民約1,000人を対象に実施したアンケート
調査の中で「今後の商業地のあり方」について質問したところ、「身近な商店街のにぎわいを創出する」が
45.1％で突出しており、「駅周辺の商業機能を充実する」が26.3％でこれに次いでいます。【図表３－４－２】
○国立市立小学校に通う第５・６学年の児童をもつ保護者約1,000人を対象に実施したアンケート調査の中で
「子育て世帯の定住促進に向け、国立市が取り組むべき方策」について質問したところ、「道路の拡幅や歩車
道の分離による、快適に買い物が楽しめる商店街の形成」は、「かなり効果がある」が44.1％で４番目に高い
回答比率となっています。【図表３－４－３】

76 新規 ― ４　地域を活性化する産業振興
＜現状＞（Ｐ３－33）
○国立市では、平成20（2008）年11月に企業誘致促進条例 を制定するとともに、企業立地の促進及び土地・
建物の有効活用を支援することを目的に、企業側の意向と不動産情報とのマッチングを図る「企業あっせん事
業」に取り組んでいます。平成29（2017）年４月１日までに誘致が実現した件数は10事業所14件で、平成31
（2019）年度の目標である14事業所の誘致に向けて、土地のデータベース化や、企業立地あっせん協力者の
多角化に取り組んでいます。

77 新規 ― ４　地域を活性化する産業振興
＜現状＞（Ｐ３－34）
○南部地域の谷保地区を中心に営まれている農業・農地は、新鮮で安心・安全な農産物の提供、農業体験等
を通じた市民相互及び生産者とのコミュニケーションの促進、崖線・用水・農地等から構成される谷保の原風
景の保全など、国立市にとってなくてはならない多面的機能を有しています。しかし、農業従事者の高齢化及
び後継者不足等により、従事者の離農や農地の減少傾向に歯止めがかからない厳しい状況が続いていま
す。【図表３－４－４・５】
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

78 修正 (４) 地域を活性化する産業振興
◇課題（P33）
・地域ごとに、市民の要望に対応した特色がある商店街を形成することが必要です。
・交通の利便性を活かした南部地域への産業集積や地域住民の利便性の向上に資する商業
機能の誘導等の施策が必要です。
・農地が有する多面的な環境への効果に配慮した都市農業の振興対策と生産緑地の拡充を
図ることが必要です。
・国立に根づいてきた軽工業については、周辺環境との調和に配慮しながら育成していくこと
が必要です。
・清化園跡地は、地域住民の生活利便性や周辺の環境に配慮した活用が必要です。

４　地域を活性化する産業振興
＜主要な課題＞（Ｐ３-34）
○市内外からより多くの人や消費を引き込み、地域経済の活力を高めるは、地域の潜在力と創意工夫を最大
限に引き出しながら、個性豊かで魅力ある商店街づくりを推進するとともに、今後も引き続き、新たな産業の誘
致に努める必要があります。
○農業・農地の有する多面的機能が適切に維持・発揮されるようにするため、より多くの市民や事業者等との
連携・協働により、市全体で農業・農地を大切に守り支えていくための取り組みを強化する必要があります。

79 修正 （４）地域を活性化する産業振興（Ｐ33）
特色ある地域産業の振興
― 国立らしい産業を発展させ、活力ある都市農業を育成するまちづくり ―

４　地域を活性化する産業振興
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－35）
特色ある地域産業の振興
― 国立らしい産業を発展させ、活力ある都市農業を育成するまちづくり ―
地域経済の活力の維持・増進につながるよう、市内外からより多くの人や消費を引き込み、にぎわいのあるま
ちを目指します。あわせて、国立市にとって重要な地域資源の１つである農業・農地の多面的機能が、将来に
わたり適切に維持・発揮されるまちを目指します。

80 修正 （４）地域を活性化する産業振興（Ｐ33～34）
１）活力ある商店街の形成
２）新しい都市産業の担い手の育成
３）南部地域の産業集積
４）都市農業の振興

４　地域を活性化する産業振興　（Ｐ３-32～36）
【施策１】魅力ある商店街づくりの推進
【施策２】企業誘致の促進
【施策３】都市と農業が共生するまちづくりの推進

81 新規 ― ４　地域を活性化する産業振興
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（Ｐ３－35）
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

82 修正 １）活力のある商店街の形成（Ｐ33）
　国立の中心となる都市拠点として位置付けられる、国立駅周辺の商店街については、ＪＲ中
央線連続立体交差事業に伴い、南北動線や交差道路を整備し、周辺の交通体系の改善を図
り、歩行者にとって安全で快適な商店街の形成を推進します。
　また、消費者の要望に応える情報提供を行うとともに、様々な文化が共存し、交流する、賑わ
いと魅力にあふれた国立らしい商業空間の形成を図ります。
　地域拠点として位置付けられる、谷保駅、矢川駅周辺及び幹線道路沿道商店街は、土地利
用の誘導やコミュニティ道路の整備などを組み合わせながら商業の活性化を図ります。

【施策１】魅力ある商店街づくりの推進（Ｐ３－35）
　国立駅周辺では、既存商店街への来訪者の増加にも結びつくよう、様々な交通機関や人が集まる交通結節
点としての機能強化や、旧国立駅舎の再築・活用による景観的価値の向上、南北駅前広場を中心に安全・快
適に人々が回遊できる動線づくり、複合公共施設の整備等による新たな交流とにぎわいの場づくりなどを推進
します。
　谷保駅及び矢川駅の周辺部並びに幹線道路沿道の商業地は、住民の日常生活を支える地域拠点として、
徒歩圏内で様々な生活利便施設を利用できるよう、土地利用の誘導や歩行者の安全性を考慮した道路の整
備等を組み合せ、日々の暮らしに密着した商業・サービス機能等の利便増進を図ります。

83 修正 ２）新しい都市産業の担い手の育成（Ｐ33）
　行政と連携する社会的ビジネスとして、ＮＰＯ法人等との協働・支援を進めます。また、環境、
福祉、ＩＴ等の産業を誘致し、地域と一体化した産業の担い手となるよう育成します。

※削除※

84 修正 ３）南部地域の産業集積（Ｐ33）
　中央自動車道国立・府中インターチェンジ周辺は、土地利用の方針に従って、農業との調
和を図りつつ、環境負荷の少ない産業の誘導を図ります。そのため、都市基盤の未整備地区
については、土地区画整理事業等による整備を促進し、自然と調和した魅力ある市街地を創
出します。

【施策２】企業誘致の促進（Ｐ３－36）
　産業誘導地域 への市外からの新規企業の立地や既存企業の移転・増設を促進します。企業誘致にあたっ
ては、「文教都市くにたち」にふさわしく、また、地域ごとの特性や市民の生活環境への影響を配慮して、隣接
住宅地への環境負荷等にも十分配慮し、騒音・振動の少ない、環境にやさしい企業の誘致を進めます。
　さらに、中央自動車道・国立府中インターチェンジ周辺の準工業地域では、周辺の自然環境と調和した、環
境負荷の少ない優良企業の積極的な立地促進に取り組み、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図りま
す。

85 修正 ４）都市農業の振興（Ｐ34）
　市民生活に欠くことのできない新鮮で安心できる農産物の供給を支援します。それと同時
に、うるおいのある生態系、景観の保全や災害時の防災空間としてのオープンスペースの確
保をめざします。
　生産者、市民、企業及び行政が一体となって都市農業のもつ多面的な機能を活かし、農業
生産に必要な整備と生産緑地の保全と拡充を図ります。また、税負担による農地の減少を防
ぐため、相続税など税制度の改善に向けて国へ働きかけます。

【施策３】都市と農業が共生するまちづくりの推進（Ｐ３－36）
　生産緑地制度や農地制度等の改善を国や東京都などの関係機関に働きかけるとともに、都市農地の保全
や都市農業の振興を図ることを目的とした都市農業特区など、農地の利用・保全に関する諸制度の効果的な
運用等を通じ、農地の保全及び有効利用を促進します。
　市独自の景観的魅力を大切に守り育むことにもつながるよう、南部地域に分布する個性的で魅力ある景観
を醸し出している農地を公有化し、保全を図ります。また、農業・農地の多面的機能の重要性に対する市民の
理解を深め、地域ぐるみで都全体からみても数少ない水田とそれを支える農業用水の適切な維持管理に努
めます。

86 新規 ― ４　地域を活性化する産業振興
＜関連する主な個別計画＞（Ｐ３－36）
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

５　安全で快適なみちづくり

87 新規 ― ５　安全で快適なみちづくり
＜現状＞（Ｐ３－37～38）
○都市計画道路は、機能的な都市活動を十分に確保するための都市基盤施設として、都市計画法に基づき
都市計画決定した道路です。一般的に都市計画道路は延長が長く、かつ広幅員の路線が多く、整備に要する
費用も相応なものになるため、都市計画として決定した後、相当な年数が経過しているものの、実際の整備の
着手には至っていない路線や区間も数多く存在します。
○平成28（2016）年度現在、市内の都市計画道路は合計16路線、総延長28,240ｍ、このうち整備済の延長は
10,776ｍ、整備率は38.1％にとどまっています。また、都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現況道路とし
て、８ｍ以上の幅員を有する概成 の延長は9,018ｍです。【図表３－５－１】
○東京都、特別区及び26市２町では、都内の都市計画道路を計画的かつ効率的に整備するため、おおむね
10年間で優先的に整備する路線を定めた事業化計画を４度にわたり策定し、対象路線の整備の推進に努め
ています。平成28（2016）年３月に策定された「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）」
では、市内の16路線のうち６路線が優先整備路線に位置づけられています。【同上】
○南部地域は、都市計画道路の整備進展により、幹線道路の整備状況は改善されているものの、地域住民
に身近な生活道路の整備は土地区画整理事業の施行区域内や一部の区間にとどまっているため、路線バス
やコミュニティバスが運行できない地区も残されています。
○鉄道のうち、ＪＲ中央線では平成24（2012）年度に完成した連続立体交差事業によって、踏切は解消されて
いますが、ＪＲ南武線では市内に多くの踏切が残されており、交通渋滞を招く一因となっています。同線の矢川
～立川駅付近間は、東京都が平成16（2004）年６月に策定した「踏切対策基本方針」の中で鉄道立体化の検
討対象区間の１つに位置づけられています。

88 新規 ―  ５　安全で快適なみちづくり
＜現状＞（Ｐ３－38～39）
○市民アンケート調査においては、暮らしに関する環境要素として「歩行時・自転車通行時における道路の安
全性」に対する今後の重要度が高くなっています。【図表３－５－２】
○民間バス路線のほか、既存の交通手段では対応が難しい交通不便地域を対象に、コミュニティバス「くにっ
こ」を運行しています。
○「くにっこ」の乗車人員（合計）は、平成22（2010）年度以降、４年連続対前年度比プラスで推移しており、平
成25（2013）年度では282,626人、平成21（2009）年度の264,198人と比べ7.0％（18,428人）増加しています。【図
表３－５－３】
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

89 新規 ―  ５　安全で快適なみちづくり
＜現状＞（Ｐ３－39）
○市内は、平坦地が多いことから、鉄道駅へのアクセスや買い物等の交通手段として自転車が広く利用され
ています。平成26（2014）年度現在、市営の有料自転車駐車場の収容台数は7,864台、無料自転車駐車場が
1,900台であり、特に国立駅や谷保駅の周辺部に立地する自転車駐車場では、日中はほぼ満車の状況となっ
ています。
○市内各駅周辺の商業機能の衰退等が進み、自動車利用を前提とした生活施設の立地が進んだ場合、車の
安全な運転に不安を感じる高齢者や自由に車を利用できない高齢者にとっては、買い物や通院等の日常生
活への影響が深刻となることも予測されます。
○自動車運転免許を保有していない人は、自宅から駅までの距離が1.5km圏外になると、外出率が低下する
と言われています。国立市の場合、市域のほぼすべてがＪＲ駅の1.5km圏域に含まれますが、南部地域にお
いては、駅までの経路に崖線があり、狭あい道路も多く、特に高齢者の外出を阻害する要因となっている可能
性があります。

90 修正 (５) 安全で快適なみちづくり
◇課題（P35）
・だれもが安全で安心して歩くことのできるバリアフリーのみちづくりが必要です。
・歩行者を優先するみちづくり、市民の足として自転車の利用に配慮したみちづくりが必要で
す。
・市民の暮らしと都市活動を支える道路の整備が必要です。また、整備のあり方や環境上の配
慮などの観点から、計画の見直しの検討が課題です。
・鉄道の高架化に伴う南北交通の円滑化やバス交通等の交通空白、不便地域の解消が求め
られます。
・公共交通の活性化、良好な歩行空間の確保、自動車交通の円滑化、違法駐車対策の推進
及び環境問題へ対応するため、総合交通計画を策定する必要があります。

 ５　安全で快適なみちづくり
＜主要な課題＞（Ｐ３－40）
○今後、さらに財政状況が厳しさを増していくことが懸念される中、より効果的で効率的な道路整備を推進す
るためには、将来的な交通需要や財政規模を踏まえ、従来にも増して一定の整備効果が見込まれる路線を
選定する必要があります。
○誰もが安全で安心して歩くことのできる、歩行者を優先するみちづくり、また、市民の足として自転車の利用
に配慮した道づくりを推進する必要があります。
○超少子高齢社会の進展に伴い増加すると見込まれる、自らの移動手段を持たない交通弱者対策はもとよ
り、地域社会の活力の維持・増進や環境にやさしいまちづくりを推進する上でも、公共交通の利便性の向上や
自転車利用の促進に向けた環境づくりを積極的に推進する必要があります。
○ＪＲ南武線では、鉄道と道路との立体交差化等により踏切事故や踏切渋滞を解消し、安全で快適な歩行・
交通環境を整える必要があります。

91 修正 (５) 安全で快適なみちづくり（P35）
公共空間の形成
― すべての人が安全で快適に移動できるまちづくり ―

 ５　安全で快適なみちづくり
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－40）
公共空間の形成
― すべての人が安全で快適に移動できるまちづくり ―
だれもがより安全で快適に移動できる人にやさしいみちづくりを推進するとともに、超少子高齢社会をしっかり
と支え、駅や駅周辺にアクセスしやすい地域交通を整え、より多くの市民が公共交通機関や自転車を積極的
に利用できるまちを目指します。

92 修正 (５) 安全で快適なみちづくり（P35～37）
１）安全で便利な道路整備の推進
　①市民生活を支える道路整備
　②都市活動を支える道路整備
２）だれもが安心、安全な道路のバリアフリー化の推進
３）便利で快適に利用できる交通網の整備
　①ＪＲ中央線連続立体交差事業に伴う交通機能の向上
　②交通空白・不便地域の解消

 ５　安全で快適なみちづくり（P３－37～43）
【施策１】計画的な道路整備の推進
　①都市計画道路等の整備の推進
　②南部地域における道路整備の推進
【施策２】既存の道路空間の安全性・快適性の向上
　①安全性・快適性の向上に向けた総合的な取り組みの推進
　②国立駅周辺における交通環境の改善
【施策３】だれもが安心、安全な道路のユニバーサルデザイン化及びバリアフリー化の推進
【施策４】地域の公共交通体系の充実
【施策５】自転車の安全利用の推進
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

93 新規 ―  ５　安全で快適なみちづくり
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（Ｐ３－41）

94 修正 １）安全で便利な道路整備の推進　（Ｐ36）
②都市活動を支える道路整備
ア．都市計画道路の整備の促進
　交通の円滑化、交通渋滞の解消、防災機能の向上、生活道路の通過交通の減少等を図る
ため、周辺環境への影響、交通量の分担など、近隣市を含めた広域的な道路体系等の課題
を整理検討します。また、道路整備計画の整合や地域環境への配慮を行い、沿道住民との合
意形成を図りながら、近隣市、東京都、国等との協議、調整を行い、都市計画道路の整備を
促進します。さらに、整備のあり方や環境上の配慮などの観点から、必要に応じて計画の見直
しを検討します。
イ．道路新設、拡幅整備
　道路新設、既存道路の隅切りや拡幅など、地域特性に整合した土地利用を促進するため、
安全で快適な道路の整備を図ります。
ウ．道路の断面構成の検討
　周辺道路の整備状況や交通量等利用実態に基づき、必要に応じて、現在の道路車線を減
少することや、緩衝緑地帯を設置するなど、環境に配慮した道路の断面構成を検討します。

【施策１】計画的な道路整備の推進　（Ｐ３－41）
①都市計画道路等の整備の推進
　国立市域では、東京都・特別区・26市２町が策定した「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）」に優先整備路線として位置づけられている都市計画道路は６路線あります。これらは、地域の特性
や課題に対応した道路網をより効果的・効率的に形成するため、優先度の高い路線を抽出した上、沿道の地
域住民の理解と協力のもと、その着実な整備を推進します。
　優先整備路線以外の都市計画道路は、広域的なネットワークとして機能することを前提に、改めて計画につ
いて検証し、必要に応じて段階的な整備を進めます。また、一部の未整備の都市計画道路については、環境
上の配慮などを含めた様々な観点から、必要に応じて計画の見直しを検討します。
②南部地域における道路整備の推進
　歩行者・自転車の通行上の危険性、市全体の交通政策からみた重要性、防災機能等を総合的に勘案し、
「国立市南部地域整備基本計画」に基づき、より効果的に狭あい道路の拡幅整備を推進します。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

95 修正 １）安全で便利な道路整備の推進（Ｐ35）
①市民生活を支える道路整備の推進
ア．歩行環境の整備
　歩行空間の幅員の確保、連続性、バリアフリー化を推進するほか、街路樹の保全、育成やポ
ケットパーク等の設置により、やすらぎとうるおいのある、人に優しい歩行環境の整備と歩行空
間の確保を図ります。また、歩行者が優先される地区内の生活道路については、安全性、快
適性の向上など、生活環境の改善を図るため、速度制限やハンプ、狭さくなどによる通過交通
の侵入の抑制等、歩行者のための安全対策を検討します。

【施策２】既存の道路空間の安全性・快適性の向上　（Ｐ３－41～42）
①安全性・快適性の向上に向けた総合的な取り組みの推進
　市民生活に及ぼす影響を十分に勘案しながら、老朽化した道路の改修、街路樹の維持管理を計画的に推
進するとともに、狭あい道路の拡幅、通り抜けできる道路の整備、見通しの悪い交差点の改善、住宅地内の
一方通行化等を進めるとともに、周辺道路の整備状況や交通量等の利用実態を踏まえ、必要に応じて現在の
道路車線を減少することや緑地帯を設置するなど、環境に配慮した道路の断面構成を検討します。あわせ
て、既存の道路空間の適正管理にも結びつくよう、道路台帳 を適切に更新していきます。
　さらに、都市計画道路をはじめ、道路の新設や改良時には無電柱化による安全・安心な道路づくりに努めま
す。
　ＪＲ南武線の踏切対策については、東京都の踏切対策基本方針に基づき、東京都、隣接市、鉄道事業者等
の関係者と連携して鉄道と道路との立体交差化等に取り組みます。
これらを総合的に取り組むことによって、世代を超えて利用される平面的な歩行空間ネットワークづくりや公共
交通のサービス水準を向上させ、より自由な往来が可能となるよう、既存の道路空間の安全性・快適性の向
上に努めます。

96 修正 ３）便利で快適に利用できる交通網の整備（Ｐ36）
①ＪＲ中央線連続立体交差事業に伴う交通機能の向上
　連続立体交差事業に伴い、周辺道路の整備を進め、踏切の解消、南北交通の円滑化と交
通の集中抑制及び高架下の有効利用など駅周辺での総合的な交通体系の整備や交通規制
を市民や関係機関とともに検討します。

【施策２】既存の道路空間の安全性・快適性の向上
②国立駅周辺における交通環境の改善（Ｐ３－42）
　国立駅周辺では、都市計画道路３・４・10号線などの南北動線の整備を推進するとともに、南北方向の通過
交通の円滑化やＪＲ中央線との交差道路の整備を進めることで、駅周辺部の交通を分散化させ、交通混雑の
緩和を図るとともに、誰もがまちを歩いて楽しめる道路空間を創出します。

97 修正 ２）だれもが安心、安全な道路のバリアフリー化の推進（Ｐ36）
　移動の利便性、安全性の向上を促進するため、道路の段差解消や安全で快適な舗装、ゆと
りある歩行空間など高齢者やしょうがいしゃを含むだれもが安心、安全に通行できる道路のバ
リアフリー化を推進します。

【施策３】だれもが安心、安全な道路のユニバーサルデザイン化及びバリアフリー化の推進（Ｐ３－42）
　歩行者の視点に立って道路交通の利便性の向上を図るため、道路の段差解消、歩行者と自転車の通行空
間の分離、透水性に優れた舗装の導入等により、高齢者やしょうがいしゃを含むだれもが安心で安全に通行
できる道路のユニバーサルデザイン化及びバリアフリー化を推進します。

98 修正 ３）便利で快適に利用できる交通網の整備（Ｐ36）
②交通空白・不便地域の解消
　高齢者、しょうがいしゃの行動範囲の拡大や買い物等、日常生活や通勤通学の利便性向上
のため、交通手段の空白、不便地域の解消を図り、だれもが便利な交通網の整備を推進しま
す。

【施策４】地域の公共交通体系の充実（Ｐ３－42）
　利用者のニーズや費用対効果を十分に勘案しながら、コミュニティバス「くにっこ」の運行形態の適切な見直
しなどに取り組み、より利便性の高い交通手段として、その機能向上に努めるとともに、今後、増加すると見込
まれる高齢者やしょうがいしゃの移動手段を確保するため、民間事業者との連携・協働のもと、福祉的な交通
の充実を図ります。また、市内のどの地区においても、高齢者にとって移動が外出の阻害要因とならないよ
う、公共交通の整備や安全な歩行空間の確保を検討します。

99 修正 １）安全で便利な道路整備の推進
①市民生活を支える道路整備（Ｐ35）
イ．自転車の利用に配慮した環境整備
公共交通網の補完や駅へのアクセス性向上、環境対策等の観点から、自転車の利用に配慮
した環境整備を図ります。歩行者の安全を確保するとともに、自転車が安全で快適に通行でき
る道路や交通安全施設、駐輪場などの整備を推進します。また、市民と共に自転車利用のマ
ナーの徹底をすすめ、交通安全の充実や公共交通機関の利用促進などを図り、自転車の似
合うまちづくりを推進します。

【施策５】自転車の安全利用の推進（P３－42）
　子どもから高齢者まで、だれもが安心して自転車を利用できる環境を整えるため、利用者がより安全で快適
に通行できる自転車通行空間の整備を推進します。また、市内３駅の乗車人員の動向等を的確に見極めなが
ら、民間事業者との連携・協働のもと、通勤・通学等の駅利用者向けの自転車駐輪場の整備を推進します。
　さらに、市民とともに自転車利用のマナーの徹底を進め、交通安全の充実を図ります。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

100 新規 ― ５　安全で快適なみちづくり
＜関連する主な個別計画＞（P３-43）

46



No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

６　美しい景観を大切にするまちづくり

101 新規 ― ６　美しい景観を大切にするまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－44）
○国立市は、甲州街道を中心とする農村地帯から発展した南部地域と、大正末期以降、民間開発により整備
された北部地域（富士見台地域以北）という都市形成の過程が大きく異なる２つの地域に大別でき、景観上の
特徴も両地域で大きく異なっています。
○南部地域は、崖線の樹林地や湧水を源とする水と緑に恵まれた自然景観と、谷保天満宮や南養寺、城山
等の歴史的景観を兼ね備えています。一方、北部地域は、国立駅を中心に大学通り、富士見通り、旭通りが
放射状に伸び、その沿道に整然とした街並みが形成され、市内外に「文教都市くにたち」にふさわしい良好な
市街地の都市景観を強く印象づけています。
○大正15（1926）年に竣工した旧国立駅舎は、平成18（2006）年10月に解体されるまでは、原宿駅舎に次いで
現存する２番目に古い木造駅舎として、国立市を象徴する重要な景観資源の１つとなっていました。平成29
（2017）年２月には、旧国立駅舎をほぼ元の位置に建てることができる用地を取得し、国立市の魅力的な景観
が復活されるよう、平成32（2020）年２月予定の竣工に向けて再築事業を進めています。
○国立市では、平成の初め頃（1990年代前半）に大学通りに計画された高層マンションの建設をきっかけとし
て、全国でも早くから良好な都市景観の保全・形成に注力してきました。平成８（1996）年11月には、都市景観
形成の目標と方針を定め、これを実現するための方策を明らかにした「国立市都市景観形成基本計画」を策
定しています。
○平成10（1998）年３月には、「文教都市くにたち」にふさわしい美しい都市景観を守り、育て、つくることを目的
に「国立市都市景観形成条例」を施行し、良好な景観の保全・形成が図られるよう指導を行っています。さら
に、平成16（2004）年12月には、新東京百景にも選出された大学通り及びその沿道一帯（一橋大学から江戸街
道まで）を「都市景観形成重点地区 」に指定しています。【図表３－６－１】

102 新規 ― ６　美しい景観を大切にするまちづくり
＜現状＞（Ｐ３－45）
○国立市立小学校に通う第５・６学年の児童をもつ保護者約1,000人を対象に実施したアンケート調査の中
で、「これからもずっと住み続けたい」、「どちらかといえば住み続けたい」と回答した方々に対し、そう思う理由
を質問したところ、「大学通りに象徴される良好な街並みに満足しているから」が20.4％と重要度第１位の中で
最も高い回答比率となっています。【図表３－６－２】
○20歳以上の市民約1,000人を対象に実施したアンケート調査の中で「良好な景観の保全・形成を進めるた
め、国立市が取り組むべき方策の力点」について質問したところ、「河川の清流、湧水や用水路等の良好な水
辺の景観を守っていく」が39.5％で最も高く、「建物の色彩や屋外広告物のデザインにガイドラインを設けて、
良好な景観を守っていく」が33.1％でこれに次いでいます。【図表３－６－３】
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

103 修正 (６) 美しい景観を大切にするまちづくり
◇課題（P３８)
・落ち着きがあり整然とした住宅地の街並みを維持、保全することが必要です。
・自然、歴史、文化等の国立の特性を活かした美しい街並みを形成することが求められていま
す。
・都市景観形成基本計画の理念のもと、国立らしい都市景観をさらに向上させていくために、
重点地区を指定することにより、美しい街並みを保全し、育成していくことが必要です。
・策定する景観条例とまちづくり条例との連携を図り、市民一人ひとりが景観をつくり、守り育て
る意志のもと、市民、事業者、まちづくり関係団体・ＮＰＯ、行政が一体となって美しいまちづく
りを推進し、次世代に引き継ぐことが必要です。
・市民に親しまれていた旧国立駅舎については、関係機関等との協議を進め、「国立駅周辺ま
ちづくり基本計画」に基づき、ほぼ元の場所に復原し、単に国立のシンボル、文化財としてで
はなく、駅前広場との一体的な整備・活用を図ります。

６　美しい景観を大切にするまちづくり
＜主要な課題＞（Ｐ３－46）
○「文教都市くにたち」としての付加価値をさらに高めていくために、各地域の特性に応じた秩序ある街並みを
将来にわたって大切に守り・育て・つくるためのルールの運用や電線類の地中化、屋外広告物の規制・誘導
等の景観まちづくりを積極的に推進することで、国立らしさを醸し出している優れた市街地景観や自然的景
観、歴史的景観の保全・形成を図ることが極めて重要な課題となっています。
○国立市全体として良好な都市景観の保全・形成を図る上では、市民の自発的な活動の促進が必要不可欠
であることから、市民の景観への関心や共有意識の向上を図る必要があります。

104 修正 (６) 美しい景観を大切にするまちづくり（P３８)
景観に配慮したまちづくりの推進
― 次世代に引き継ぐ調査のとれた美しいまちづくり ―

６　美しい景観を大切にするまちづくり
＜施策の目的及び体系＞（Ｐ３－46）
景観に配慮したまちづくりの推進
― 次世代に引き継ぐ調査のとれた美しいまちづくり ―
より多くの市民との連携・協働のもと、誇りをもって次世代に引き継げる美しい景観づくりを推進するとともに、
時代の変化に対応しながら、各地域の特性を十分に活かした景観を創造することにより、ゆとりとうるおいに
満ちた「文教都市くにたち」にふさわしい調和のとれた景観が発展するまちを目指します。

105 修正 (６) 美しい景観を大切にするまちづくり（P38～40）
１）地域特性を活かした都市景観形成の推進
２）美しい都市景観の街並みづくり
　①都市景観形成重点地区の指定による景観の保全、向上、創出
　②大規模行為の都市景観形成の誘導
　③重要景観資源の保存
３）都市景観形成に向けた市民活動の促進
　①市民一人ひとりが守り、育て、つくる都市景観形成
　②景観とともに暮らすひとづくり
　③市民の景観形成活動への支援

６　美しい景観を大切にするまちづくり（P３－44～48）
【施策１】地域特性を活かした都市景観形成の推進
【施策２】美しい街並みづくりの推進
　①都市景観形成重点地区の指定による景観の保全・向上・創出
　②大規模行為等の都市景観形成の誘導
【施策３】都市景観形成に向けた市民活動の促進
　①市民一人ひとりが守り、育て、つくる都市景観形成の促進
　②地域ぐるみによる都市景観形成の促進
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

106 新規 ― ６　美しい景観を大切にするまちづくり
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（Ｐ３－46）

107 修正 １）地域特性を活かした都市景観形成の推進（P38）
　都市景観形成基本計画に基づき、地域の景観特性を活かした土地利用の用途にふさわし
いまちづくりを進めるため、自然地区、歴史的地区、住宅地区及び商業・業務地区の４地区に
分類し、それぞれの地域の特性に応じた景観形成を推進します。
・自然地区は、豊かな緑を守り育てるとともに、自然に親しめる景観づくりを進めます。
・歴史的地区は、優れた歴史的資源の周辺地区において、歴史的な雰囲気の保全を図りま
す。
・住宅地区は、それぞれの地区の環境を活かし、落ち着いたたたずまいの住宅地景観を保全
します。
・商業地区は、国立のまちにふさわしい、個性と賑わいのある景観をつくります。
・業務地区は、周辺環境に配慮した、個性的な景観をつくります。

【施策１】地域特性を活かした都市景観形成の推進（P３－47）
　国立市都市景観形成基本計画に基づき、それぞれの場所の景観特性にふさわしいまちづくりを進めるた
め、自然地区、歴史的地区、住宅地区及び商業・業務地区の４地区に大別し、それぞれの地域の中での特性
に応じた景観形成を推進します。

①自然地区では、緑のネットワークの形成、親しみのある水辺空間の創造、自然景観と調和した土地利用等
の誘導により、豊かな緑を大切に守り育て、自然に親しめる景観づくりを進めます。
②歴史的地区では、歴史的景観と調和した土地利用等の誘導、歴史的景観を構成する緑の保全、常夜燈等
の小さな歴史的資源の保全・活用、歴史的な場所をめぐるネットワークの形成により、優れた歴史的資源の周
辺地区における歴史的な雰囲気の保全を図ります。
③住宅地区では、建築物相互が調和したまとまりのある住宅地景観づくり、緑豊かでわかりやすく親しみの感
じられる住宅地景観づくり、安全でゆとりと落ち着きを感じられる街路の整備により、それぞれの地区の環境を
活かした、落ち着いた住宅地景観の保全・形成を図ります。
④商業・業務地区では、各地区の特性を活かした個性とにぎわいのある空間づくり、隣接する住宅地の景観
にも配慮したまとまりの感じられる街並みの確保、安全で快適な歩行空間の充実により、多様な都市活動が
展開する個性的な景観の形成を図ります。

108 修正 ２）美しい都市景観の街並みづくり
①都市景観形成重点地区の指定による景観の保全、向上、創出（P39）
　都市景観上優れた特性を有し、その保全、改善、整備が都市景観の形成に極めて重要であ
る地域を指定し、地域特性にふさわしい街並みづくりを進めます。
　都市景観形成基本計画に基づく重点地区の候補地である大学通り地域及び青柳崖線地域
については、都市景観形成重点地区の指定を行います。そして、市民及び事業者等が設立
する景観形成協議会を支援し、協議会が作成する重点地区景観形成計画に基づき、その都
市景観上優れた環境の保全、または改善、整備を行い、市民及び事業者等と共に美しい街
並みづくりを進めます。また、地区計画などのまちづくり制度の導入もあわせて検討します。

【施策２】美しい街並みづくりの推進
①都市景観形成重点地区の指定による景観の保全・向上・創出（P３－47）
　都市景観形成重点地区の指定のを推進するとともに、地区計画や地区まちづくり計画等の導入等により、市
内に残されている面的な広がりをもつ優れた景観を大切に守り育てるとともに、都市景観上重要な価値がある
建築物や樹林、樹木等について、その所有者の同意を得て重要景観資源に指定し、適切に保全するために
必要な措置を講じます。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

109 修正 ２）美しい都市景観の街並みづくり
②大規模行為の都市景観形成の誘導（P39）
　大規模な開発や建築行為については、街並み景観に及ぼす影響が大きいため、周辺の景
観との調和に十分配慮するようにします。そして、策定するまちづくり条例と連携しつつ、大規
模行為の景観形成基準による誘導も図ります。また、街並み景観の保全のためにも絶対高さ
高度地区の導入に向け合意形成を図りながら進めていきます。

【施策２】美しい街並みづくりの推進
②大規模行為等の都市景観形成の誘導（P３－47）
　美しい街並みづくりに及ぼす影響が大きい一定規模以上の建築行為については、周辺の景観との調和に配
慮したまとまりを感じられる街並みとなるよう、「国立市まちづくり条例」や「国立市都市景観形成条例」の運用
を通じ、良好な都市景観の保全・形成を図ります。

110 修正 ２）美しい都市景観の街並みづくり
③重要景観資源の保存（P39）
　都市景観上重要な価値がある建築物や樹林、樹木等については、所有者の同意を得て重
要景観資源として指定し、保全に必要な措置を講じます。

※項目としては削除※

111 修正 ３）都市景観形成に向けた市民活動の促進
　①市民一人ひとりが守り、育て、つくる都市景観形成（P39）
　市民の景観に対する価値観や生活意識が優れた都市景観の形成に関わってくるため、市
民の景観への関心と共有意識を高めるよう、啓発、広報活動を積極的に進めます。また、国立
の良さを、学校や地域、自然から学ぶ機会をつくり、次世代を担う子どもたちを育てます。

【施策３】都市景観形成に向けた市民活動の促進
①市民一人ひとりが守り、育て、つくる都市景観形成の促進（P３－47）
　市全体として良好な都市景観の保全・形成を図る上で必要不可欠な市民の主体的な活動の促進に向け、市
民の景観への関心や共有意識を高められるよう、啓発・広報活動や技術的な支援等を積極的に推進します。
また、次世代を担う子どもたちを対象に、学校や地域において景観を大切にする意識を育てるための景観教
育を推進することにより、良好な都市景観の形成を推進することはもとより、国立に愛着を抱ける心の醸成に
つなげます。

112 修正 ３）都市景観形成に向けた市民活動の促進
②景観とともに暮らすひとづくり（P39）
　まちの景観は、そこで営まれる人々の生活を映し出すものであり、高齢者やしょうがいしゃに
対するさりげない心配りや自転車利用のマナーなどが、まちの美しさに反映されます。そのよう
な人々の姿を含めた国立の景観に誇りが持てるよう、市民同士、市民と行政の対話を大切に
し、意識づくりを進めます。

【施策３】都市景観形成に向けた市民活動の促進
②地域ぐるみによる都市景観形成の促進（P３－48）
　良好な都市景観の保全・形成に向けた市民の自主的な美化活動への支援、ごみのポイ捨てに防止に対す
る意識啓発、自然や景観を守るための清掃活動の開催等を通じ、良好な都市景観の保全・形成に向けた地
域ぐるみの活動を促進します。

113 修正 ３）都市景観形成に向けた市民活動の促進
③市民の景観形成活動への支援（P40）
　都市景観の形成を図ることを目的とする団体の認定や一定の区域内の市民や事業者等によ
る景観協定等の締結など、市民活動の促進を図ります。それとともに、都市景観形成に寄与し
た建築物等の所有者や設計者、都市景観形成活動を行っている団体等に対する顕彰や技術
的援助等の支援を行います

※項目としては削除※
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

114 新規 ― ６　美しい景観を大切にするまちづくり
＜関連する主な個別計画＞（Ｐ３－48）
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり

115 新規 ― ７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり
＜現状＞（P３－49）
○東京都が平成24（2012）年４月に公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」によると、多摩直下地
震（設定条件：冬の夕方18時、風速８ｍ／秒）の発生による国立市の人的被害は死者が46人、負傷者が468
人に上ると推定されています。【図表３－７－１】
○国立市では、市・東京都及び関係機関並びに市民が連携してその有する全機能を発揮し、市域における減
災対策、応急対策及び復旧・復興対策を適切に実施することにより、市民の貴重な生命、身体及び財産を災
害から保護することを目的とした「国立市総合防災計画」について、災害時における各組織の役割を明確にす
ることで、より迅速に対応できるよう活動体制を見直し、また、被害想定の変化や法改正への対応を図るた
め、平成27（2015）年11月に計画を修正しています。
○災害時に市または地域の応急活動拠点になり得る公共施設のうち、市役所は平成26（2014）年度に耐震化
が完了しているほか、耐震化が必要とされたその他の公共施設についても、平成28（2016）年度までに耐震化
が完了しています。
○災害時の避難所に指定されている国立市立小・中学校は、平成22（2010）年度までにすべての学校で、校
舎及び体育館の構造体の耐震補強が完了しており、現在、天井等の落下防止対策として非構造部財の耐震
化を進めています。
○災害時の応急対応、応急復旧や本格的な復旧・復興に取り組む上で必要不可欠なインフラ施設のうち、昭
和46（1971）年の事業着手後、約45年が経過している下水道は、標準耐用年数50年を超えた管きょもあり、現
在、老朽化対策として改築・更新を進めています。

116 修正 (７）安全に暮らせる災害に強いまちづくり
◇課題（P41）
・市民、ボランティア及び行政による相互の連携協力体制の一層の充実、防災意識の高揚や
コミュニティの育成などが求められます。
・学校の校庭、公園や農地などオープンスペースを確保する必要があります。
・幹線道路の拡幅や沿道緑化を促進し安全なまちをつくることが必要です。
・震災時の火災等に備え、耐震性消防水利を基盤整備等に併せて適正に配置することが必
要です。

７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり
＜主要な課題＞（P３－50）
○近年、首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震発生の切迫性の高まりに加え、気候変動に伴い全
国的に風水害や土砂災害等の発生リスクが高まっている中、いつどこで起きるのかわからない災害時の被害
を最小限に抑制するために、道路・公園等のインフラ施設の防災機能の向上や特定緊急輸送道路 沿道の建
築物の耐震改修の推進、市民一人ひとりが自ら備え、地域で共に助け合う自助・共助に根ざした防災体制の
強化など、ハード・ソフトの両面から総合的な対策を推進する必要があります。

117 修正 (７）安全に暮らせる災害に強いまちづくり（P41）
都市防災の推進
― 安全に暮らせるまちづくり ―

７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり
＜施策の目的及び体系＞（P３－50）
都市防災の推進
― 安全に暮らせるまちづくり ―
市民の貴重な生命、身体及び財産を災害の脅威から守るため、地震、台風、集中豪雨等の自然災害や火災
等による被害を最小限に抑えることができる、災害に強い都市基盤整備等を計画的に推進し、だれもがより安
心・安全に暮らせるまちを目指します。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

118 修正 (７）安全に暮らせる災害に強いまちづくり（P41～42）
１）震災対策
　①震災に強い市街地整備
　②災害の軽減と復興対策
　③防災意識の高揚とコミュニティづくり
２）水害への対応

７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり（P３－49～52）
【施策１】地震や火災等に強いまちづくりの推進
　①災害に強いまちづくり
　②災害復興まちづくりの方針
【施策２】水害に強いまちづくりの推進
【施策３】自助・共助に支えられた防災体制の充実

119 新規 ― ７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり
＜施策の進捗状況を測定するための指標＞（P３－50）

120 修正 １）震災対策
②災害の軽減と復興対策（P41）
　公共建築物等は耐震診断をもとに耐震性向上対策を進め、さらに幹線道路沿道については
不燃化・耐震化を誘導します。また、被災後の都市復興を円滑に進めるため、都市復興計画
等の作成を検討し、速やかな復興対策が図れるまちづくりをめざします。

※削除※

121 修正 １）震災対策
①震災に強い市街地整備（P41）
　延焼阻止線としての役割がある幹線道路は、沿道緑化、沿道建物の不燃化・耐震化及び震
災時に対応できる消防水利を配置した整備を促進します。公園、緑地、農地などは、避難場
所など災害時の安全確保や火災の延焼防止に役立つことが期待されるとともに、多目的機能
があるため、これらの拡充、保全によるオープンスペースの確保に努めます。また、狭あい道
路の拡幅や隅切り整備、並びに道路の行き止まりの解消等に努めることにより、消防活動の困
難地域の解消を図ります。さらに上下水道などライフラインは、耐震性の向上を図ります。

【施策１】地震や火災等に強いまちづくりの推進
①災害に強いまちづくり（P３－51）
　地震や火災などの災害時の避難路、輸送路及び消防活動等の救援・救護活動等の空間として、並びに市街
地の延焼を遮断する役割のある幹線道路については、これらの機能の向上を図るため、沿道緑化及び沿道
建築物の不燃化・耐震化を促すとともに、災害時に対応できる消防水利を配置した道路整備を促進します。あ
わせて、消防活動が困難な区域の解消を図るため、狭あい道路の拡幅や隅切りの設置、通り抜けできる道路
の整備や生垣助成制度等の活用により、塀等の倒壊防止策を推進します。
　ＪＲ南武線と道路との立体交差化等により踏切を解消することで、消火活動の円滑化や緊急輸送道路の機
能充実を図ります。
　既存の公園や緑地、農地等については、避難場所など災害時の安全確保や火災の延焼防止としての機能
向上にもつながるよう、市域全体からみた配置のバランスに配慮しつつ保全を図ることで、オープンスペース
の確保に努めます。
　さらに、既存の下水道施設の耐震改修や老朽化した管路の更新など、道路以外のインフラ施設の防災機能
向上に向けた取り組みを計画的に推進します。
　土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定状況により、警戒避難体制の整備等を検討します。
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No. 分類
現行計画

（１次改訂版）
改訂計画

（２次改訂版）

122 新規 ― 【施策１】地震や火災等に強いまちづくりの推進
②災害復興まちづくりの方針（P３－51）
　大規模な災害が発生した場合、被災者の生活を一日も早く震災前の状態に戻し、その安定を図ることを第
一の目的として、速やかに復興方針を定めて対策を講じる必要があります。
　災害により被害を受けた地域が市の地域内で相当の範囲に及び、かつ復興に相当の期間を要すると考えら
れる大規模な被害を受けた場合に、被災後１週間程度の早い時期に国立市災害復興本部を設置します。ま
た、被災後２週間以内を目途に復興本部会議の審議を経て災害復興基本方針を策定し市民に公表します。
　地域の災害復興は、市民、自治会、事業所等の地域が主体となって復興を推進することが必要です。このた
め、市民、自治会、事業所等による復興市民組織を形成し、災害復興基本計画や復興まちづくり計画等の計
画策定過程への参画を推進し、行政と協働して復興に取り組みます。

123 修正 ２）水害への対応（P42）
　多摩川の治水については、国と連携して流域の自治体と調整を図りながら、総合的な治水
対策を推進します。
　また、雨水浸透を推進し、河川や下水道への雨水の集中を防ぐとともに、都市型水害の発生
状況など市民への情報の提供を行います。

【施策２】水害に強いまちづくりの推進（P３－51）
台風や集中豪雨による浸水被害を最小限に抑えられるよう、多摩川の治水については、国と連携して流域の
自治体との調整を図りながら、総合的な治水対策を推進します。また、公共下水道の分流地域では、浸水被
害を防止するため、雨水管の整備を推進します。

124 修正 １）震災対策
③防災意識の高揚とコミュニティづくり（P41～42）
　　　「自助・共助・公助」の理念のもと、消防団や自主防災組織の育成と拡充に努めます。そ
して、地域の連携と活性化を図り、コミュニティの連携と活性化を促進します。それとともに、地
域住民が活用できる消火、救助、救急資機材の整備を図ります。また、災害時において援護
を要する子ども、高齢者やしょうがいしゃなどいわゆる「災害時要配慮者」に対しては、地域住
民の協力を得て避難計画を整備し、スムーズに避難できるよう、避難ルートや避難場所などの
バリアフリー化を推進します。
　さらに、地域の防災意識と安全性を高めるため市民、ボランティア、行政相互の連携と協力
体制の整備を図ります。

【施策３】自助・共助に支えられた防災体制の充実（P３－52）
　市民一人ひとりが自ら備え、地域でともに助け合う、自助・共助による地域の防災体制の充実を図るため、
地域に根ざした防災活動の主体となる消防団や自主防災組織の育成及び拡充に努めるとともに、地域住民
が活用できる消火・救助・救急資機材等の計画的な整備を推進します。
　災害時に援護を要する子どもや高齢者、しょうがいしゃなどの災害時要配慮者が、災害発生時や災害発生
する危険性が高まった場合に速やかに避難できるよう、地域住民の理解を得て避難計画を策定し、これに基
づく避難ルートや避難場所等のユニバーサルデザイン化及びバリアフリー化を推進します。

125 新規 ― ７　安全に暮らせる災害に強いまちづくり
＜関連する主な個別計画＞（P３－52）
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