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地域別の景観づくりの方針 
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３ 地域別の景観づくりの方針 

 

景観づくりの方向性を踏まえ、主な景観資源や特性、まちづくりの動きに対する景観づく

りの方針を、国立市都市計画マスタープランをもとに「北地域」「東・中・西地域」「富士見台

地域」「南部地域」の４地域ごとに示します。なお、南部地域は、崖
がい

線
せん

を境にして、崖
がい

線
せん

北側

と崖
がい

線
せん

南側の２つの地区に区分します。 

 

 
地域区分図 
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１）北地域 

 
北地域の景観 

・JR中央線の北側に位置する東西に長い地域

で、国分寺市と立川市に隣接しています。 

・東側の市境には国分寺崖
がい

線
せん

が位置しており、

みどりはほぼ残っていないものの、坂などが

あり、崖
がい

線
せん

の地形を感じることができます。 

・北大通りは北地域を東西に貫く通りとして、

街路樹が植えられています。 

・主要地方道４３号線の沿道には店舗が建ち並

び、地域のにぎわいをつくりだしています。 

・都営国立北三丁目アパートなどの団地があ

り、中層の建物が建ち並んでいます。 

 

 

 

 

北地域の景観資源図 
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北地域の目指す方向性 

 

●国分寺崖
がい

線
せん

の地形を活かした景観づくりに取り組みます。 

●文教地区および文教地区以外の市街地においても、落ち着いたゆとりある景観づくり

を推進します。 

●国立駅周辺では、国立の玄関口として、東・中・西地域と一体的なにぎわいのある景

観づくりを推進します。 

 

 

｜景観資源の保全と資源を核にした地域の魅力づくり｜ 

●崖
がい

線
せん

のみどりを保全し地形を活かした景観づくり 

・北地域の東端にある国分寺崖
がい

線
せん

の斜面地では、地形を

感じる坂を活かした景観づくりを進めるとともに、眺

望を活かした空間づくりに取組みます。 

 

 

 

｜骨格となるみちのシンボル性の向上｜ 

●みちと沿道の市街地が一体となった連続性のある景観づくり 

・北大通りの沿道は敷地内に庭などの空地を確保し、敷地際や敷地内の緑化を促進すること

で街路樹のみどりとの一体性を確保するとともに、通り沿道の敷地の形態意匠や色彩を協

調することで連続した美しい景観づくりを進めます。 

・主要地方道４３号線の沿道は、通り沿道の敷地の形態意匠や色彩を協調し、低層部に店舗

が並ぶ、歩いて楽しめるにぎわいのある景観づくりを進めます。 

 

●地域住民との連携・協働による公園等のみどりを維持 

・公益財団法人 鉄道総合技術研究所に至る引込線の面影を残したポッポみちや北第一公園

などの地域に親しまれる公園や緑道は、地域住民との連携・協働により、生活にとけ込ん

だみどり豊かな景観を維持します。 

 

 

｜個性を活かした多様なにぎわいのあるまちなみづくり｜ 

●にぎわいのある景観づくり 

・再整備した国立駅北口周辺では、国立の玄関口にふさわ

しいにぎわいのある景観づくりを南口と一体的に進めま

す。 

 

 

 

地形を体感できる国分寺崖
がい

線
せん

 

国立駅北口の駅前広場 
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｜落ち着きのある住宅を中心とした景観づくり｜ 

●文教地区にふさわしいみどり豊かで落ち着きのある景観づくり 

・文教地区では、重点地区や地区計画、地区まちづくり計画等を活用し、大正時代に整備さ

れたゆとりある敷地規模を維持し、敷地内の庭などの空地を確保するよう努めます。ま

た、既存の樹木の保全や自然素材を用いた垣・柵
さく

の設置などにより敷地際や敷地内のみど

りを保全し、建築物の形態意匠、色彩を周辺の建築物と協調することで、個々の住宅が文

教地区を感じる落ち着いた景観を維持します。 

 

●みどり豊かで落ち着きのある景観づくり 

・文教地区以外の市街地では敷地際や敷地内の緑化を促進し、みどり豊かで落ち着きのある

景観づくりを進めます。 

 

｜周囲に比べ高さや大きさのある建築物の景観的工夫｜ 

●周辺に配慮した質の高い景観づくり 

・都営国立北三丁目アパートなどの団地や学校などの公共施設は、隣接する低層の住宅地と

の連続性に配慮し、敷地内の空地を活かしたゆとりある景観づくりを誘導します。このよ

うなまとまった敷地において建替えや土地利用転換が行われる場合には、周辺の住環境に

調和した質の高い景観づくりを誘導します。 
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２）東・中・西地域 

 
東・中・西地域の景観 

・JR中央線の南側に位置し、国立駅を中心に商業

施設が集まり、大部分が文教地区に指定されて

いる国立の顔となる地域です。 

・東側の市境には国分寺崖
がい

線
せん

が位置しており、み

どりはあまりありませんが、坂などがあり、崖
がい

線
せん

の地形を感じることができます。 

・国立駅前から延びる大学通り、旭通り、富士見

通りは地域の骨格を形づくっています。大学通

りには緑地帯が設けられ、国立のシンボルとな

るみどり豊かな空間が広がっています。 

・国立駅南口駅前ロータリー及び再築された旧国立駅舎は国立のシンボル的な存在となって

います。 

・一橋大学をはじめとする大学や学校などの多くの教育施設が点在し、古くからある施設に

は雑木林が今も残され、武蔵野の面影を感じることができます。 

・大正時代に学園都市として近代都市計画により開発された地域であり、みどり豊かで整然

とした市街地が形成されています。 

・大学通り、旭通り、富士見通りの沿道には商店街が形成され、市民に親しまれる空間とな

っています。通りの沿道以外にも個性的な商店街や店舗がみられます。 

 
東・中・西地域の景観資源図 
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東・中・西地域の目指す方向性 

 

●地域の骨格となる通りでは、歩きやすい空間を整え、潤いのある景観を保全します。 

●道路空間と沿道市街地が一体となり落ち着いたたたずまいのある景観を形成します。 

●文教地区のみどり豊かで落ち着いたまちなみを保全し、住宅と教育施設の調和がとれ

た景観づくりを推進します。 

●国立駅周辺は、北地域と一体的なにぎわいのある景観づくりを推進し、駅前や富士見

通りからの眺望を活かした景観づくりに取組みます。 

 

 

｜景観資源の保全と資源を核にした地域の魅力づくり｜ 

●崖
がい

線
せん

のみどりを保全し地形を活かした景観づくり 

・たまらん坂など国分寺崖
がい

線
せん

に接する地域では、地形を感じる坂や眺望を活かした景観づく

りを進めます。 

 

●歴史的資源を中心とした景観づくり 

・学園都市の歴史の発端となる一橋大学に残された歴史的

建造物はその保全を図るとともに、大学の敷地内におい

て新たに建築物等を整備する際には、歴史的資源に配慮

した配置や形態意匠、素材、色彩、植栽を誘導し、文教

都市を感じる景観づくりを目指します。 

 

 

 

●関係者との連携・協働による雑木林の保全 

・一橋大学や桐朋学園、郵政大学校にある武蔵野の雑木林

である豊かなみどりは、関係者との連携・協働のもとそ

の保全に努めます。 

 

 

 

 

｜骨格となるみちのシンボル性の向上｜ 

●シンボル性の高い空間の創出 

・地域の骨格となる大学通り、旭通り、富士見通りでは、歩道の舗装や適切な照明の設置に

より、安全で落ち着いた空間を創出するとともに、放置看板や放置自転車等、路上の障害

物を除去し、歩行者の快適性を高めます。 

 

  

一橋大学兼松講堂 

桐朋学園のみや林 
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・大学通りは国立のシンボルとして、春のサクラ、夏の新緑、秋のイチョウと季節を感じる

優れた景観を大切に守り育てるとともに、緑地帯を保全と利活用の観点から総合的な維持

管理に取り組みます。 

・大学通りのイチョウ・サクラ並木を保全するため、市民と協働しながら維持し、地域の魅

力を高めるための景観づくりに取組みます。 

 

●みちと沿道の市街地が一体となった連続性のある景観づくり 

・大学通り沿道では、敷地際や敷地内の緑化を促進するこ

とで並木のみどりとの一体性を確保するとともに、通り

沿道の敷地のスカイラインや形態意匠、色彩を協調する

ことで連続した美しい景観づくりを進めます。 

・富士見通り沿道では、沿道の商店街のまちなみのスカイ

ラインや建築物の壁面線の位置、形態意匠、色彩を協調

し景観の連続性を確保するとともに、屋外広告物は適切

な大きさや色彩とし、低層部に店舗が並ぶ、歩いて楽しめるにぎわいのある景観づくりを

進めます。また、富士山への眺望を確保するため、都市計画道路の整備に併せ無電柱化を

促進し、周辺の建築物についても富士山への眺望に配慮します。 

・旭通り沿道では、沿道の商店街のまちなみのスカイラインや建築物の壁面線の位置、形態

意匠、色彩を協調し景観の連続性を確保するとともに、屋外広告物は適切な大きさや色彩

とし、歩いて楽しめる親しみやすいにぎわいのある景観づくりを進めます。 

・矢川通りでは、沿道の住宅等のまちなみのスカイラインや形態意匠や色彩に配慮し、通り

としての一体性を感じる文教地区にふさわしい適切な規模の景観づくりを進めます。 

 

 

｜個性を活かした多様なにぎわいのあるまちなみづくり｜ 

●にぎわいのある景観づくり 

・国立駅周辺は商業、業務、文化などの機能を備えた国

立の拠点として、隣接する住宅地に配慮しながら、旧

国立駅舎の再築や駅前市街地の再編、無電柱化などを

通じてにぎわいのある景観づくりを進めます。 

・ブランコ通りなどの商店街や住宅地の中に立地する店

舗では、それぞれの個性を活かしながら、周辺の住宅

に配慮した落ち着いた中にもにぎわいを感じられる景

観づくりを進めます。 

  

大学通りのサクラ並木 

国立駅周辺 

仮 
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｜落ち着きのある住宅を中心とした景観づくり｜ 

●文教地区にふさわしいみどり豊かで落ち着きのある景観づくり 

・文教地区では、地区計画や景観協定、地区まちづくり

計画等を活用し、低中層の住宅地として大正時代に整

備されたゆとりある敷地規模を維持し、敷地内に庭な

どの空地を確保するよう誘導します。また、既存の樹

木の保全や生垣の設置などによる敷地際や敷地内の緑

化、建築物の形態意匠、色彩を周辺の建築物と統一す

ることで、文教地区を感じる落ち着いた景観を維持し

ます。 

 

●みどり豊かで落ち着きのある景観づくり 

・文教地区以外の市街地では敷地際や敷地内の緑化を促進し、みどり豊かで落ち着きのある

景観づくりを進めます。 

 

 

｜周囲に比べ高さや大きさのある建築物の景観的工夫｜ 

●周辺に配慮した質の高い景観づくり 

・学校などの公共施設は、隣接する低層の住宅地との連続性に配慮し、敷地内の空地を活か

したゆとりある景観づくりに取組みます。このようなまとまった敷地において建替えや土

地利用転換が行われる場合には、周辺の自然環境や住環境に調和した質の高い景観づくり

を誘導します。 

 

 

  

文教地区の住宅 
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３）富士見台地域 

 
富士見台地域の景観 

・JR南武線の北側に位置し、昭和 30年代後半に

当時の日本住宅公団（現在の UR都市機構）に

より、区画整理による基盤整備が行われまし

た。 

・UR都市機構国立富士見台団地があり、中層の建

築物が多いまちなみとなっています。団地の周

辺には戸建住宅や多くの公共施設や教育・文化

施設が集まっています。 

・地域の西側には立川崖
がい

線
せん

があり、UR都市機構国

立富士見台団地などの中には崖
がい

線
せん

の地形を感じ

ることのできる場所があります。 

・矢川駅及び谷保駅周辺には、商店街が広がり、

個性的なにぎわいをつくりだしています。 

・さくら通りにはサクラやイチョウといった街路樹が植えられ、地域のシンボルとなってい

ます。 

 

 

富士見台地域の景観資源図 
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富士見台地域の目指す方向性 

 
●大規模団地を中心としたまちづくりでは、ゆとりある空間を保全・創出し、周辺の住

環境や景観、眺望に配慮した景観づくりに取組みます。 

●老朽化による公共施設の建替えを行う際は、地域の景観づくりの先導的な役割を担

い、周辺のまちづくりと一体となった地域の模範となる景観づくりを目指します。 

●地域のシンボルであるさくら通りの沿道では、並木と建築物のバランスに配慮した景

観づくりを誘導します。 

●矢川駅、谷保駅周辺は、身近な商店街として個性的なにぎわいの感じられる魅力ある

景観づくりに取り組みます。 

 

 

 

｜景観資源の保全と資源を核にした地域の魅力づくり｜ 

●崖
がい

線
せん

のみどりを保全し地形を活かした景観づくり 

・立川崖
がい

線
せん

では、団地内に残されたみどりなどまとまって残されている樹林地や斜面地のあ

る地形を保全し、周囲の市街地との立体的なみどりの連続性に配慮します。 

 

●地域住民との連携・協働による公園等のみどりを維持 

・谷保第四公園などの地域に親しまれる公園などでは、地域

住民との連携・協働により、市民の生活にとけ込んだ憩い

の場となるようなみどり豊かな景観を維持します。 

 

 

 

 

｜骨格となるみちのシンボル性の向上｜ 

●シンボル性の高い空間の創出 

・さくら通りの再整備にあたっては、地域のシンボルとしてサクラ・イチョウ並木を維持す

るとともに、ベンチ等の休憩施設や自転車道等の整備、適切な照明を設置し安全で落ち着

いた空間を創出し、放置自転車などの路上の障害物を除去することで歩行者の快適性を高

め回遊性の向上を図ります。 

  

国立富士見台第２団地 
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●みちと沿道の市街地が一体となった連続性のある景観づくり 

・さくら通り沿道では、商業施設や住宅等の敷地の空地を

確保し敷地際や敷地内の緑化を促進することで並木のみ

どりとの一体性を確保するとともに、まちなみのスカイ

ラインや形態意匠や色彩に配慮し、歩行者目線で楽しめ

る景観づくりに取組みます。 

・矢川通り及び大学通りから谷保駅までの都道沿道では、

街路樹と沿道の住宅地のみどりの連続性を確保し、沿道

のまちなみのスカイラインや形態意匠や色彩に配慮した

美しい景観づくりを進めます。 

 

｜個性を活かした多様なにぎわいのあるまちなみづくり｜ 

●にぎわいのある景観づくり 

・谷保駅や矢川駅周辺では、身近な商業の機能を備えた地

域の拠点として、周辺の中層の住宅地のまちなみに配慮

したスカイラインや形態意匠や色彩とし、親しみのある

にぎわいの景観づくりを進めます。 

・ダイヤ街商店街などの地域に根ざした商店街では、商店

街の取組みを活かしながら、落ち着きの中にもにぎわい

の感じられる景観づくりを進めます。 

・地域に暮らす人々の生活基盤となる谷保駅及び矢川駅周

辺の商店街では、商店会などの関係機関との連携・協働のもと、親しみとにぎわいを感じ

る景観づくりを進めます。 

 

｜落ち着きのある住宅を中心とした景観づくり｜ 

●みどり豊かで落ち着きのある景観づくり 

・団地以外の市街地では、低層の住宅地として敷地際や敷地内の緑化を促進し、文教都市に

ふさわしいみどり豊かで落ち着きのある景観づくりを進めます。 

 

｜周囲に比べ高さや大きさのある建築物の景観的工夫｜ 

●周辺に配慮した質の高い景観づくり 

・UR都市機構国立富士見台団地、都営矢川北アパートな

どの団地のまちづくりでは、住民と事業者が協働しなが

ら、既存のみどり豊かな空間を保全し、周囲の建築物か

ら突出した形状や色彩等が浮いている印象を与えるよう

な建築を避け、隣接する住宅地と調和した景観づくりを

誘導します。 

・市役所等の公共施設の再編にあたっては、周辺のまちな

みに配慮し、施設全体の形態意匠や色彩の調和を図るな

ど地域の先導的な役割を担う景観づくりを目指します。  

さくら通りの並木 

谷保駅周辺のにぎわい 

くにたち市民芸術小ホールと 

くにたち市民総合体育館 

 

● 
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４）南部地域 

 
南部地域の景観 

・JR南武線の南側に位置し、国立発祥の地とし

て、国立の原風景を感じることのできる地域で

す。近年は、道路整備とともに開発が進み、産

業の拠点となる景観が見られます。 

・JR南武線から青柳崖
がい

線
せん

にかけては、樹林地や

湧水
ゆうすい

など自然豊かな環境となっています。 

・地域の南側には多摩川が流れ、広い空と豊かな

水を感じることのできる景観となっています。 

・古くから甲州街道を中心に集落が形成され、谷

保天満宮をはじめとする神社仏閣や旧家など市

内でも特に歴史的資源が残されている地域です。 

・立川崖
がい

線
せん

から青柳崖
がい

線
せん

、多摩川にかけては、農地や用水のあるみどりや潤いのある景観と

なっており、農のなりわいが今も残されています。 

・地域の西側や南側の準工業地域では、日野バイパスや中央自動車道へのアクセスの良さか

ら、業務施設が集積しています。その周辺に住宅もあり、業務施設と住宅が共存した景観

が広がっています。 

 
南部地域の景観資源図 
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＜崖
がい

線
せん

北側地区＞ 

南部地域崖
がい

線
せん

北側地区の目指す方向性 

 

●崖
がい

線
せん

の樹林地や崖
がい

線
せん

下の湧水
ゆうすい

、崖
がい

線
せん

周辺の国立が農村だった頃の景観を一体的に保全

し、農地と周辺市街地が調和した美しい景観づくりを推進します。 

●甲州街道周辺に残る神社仏閣や旧家、農家などの歴史的資源を保全・活用し、歴史的

資源と調和した景観づくりを推進します。 

●JR南武線から甲州街道において、谷保駅、矢川駅を中心とした商業地としてにぎわい

を呼ぶ景観づくりを目指します。 

●青柳地区は戸建住宅や中層系の集合住宅が増えていることから、工業系用途の建築物

と周辺の住宅と調和する景観づくりを推進します。 

 

 

 

｜景観資源の保全と資源を核にした地域の魅力づくり｜ 

●崖
がい

線
せん

のみどりを保全し地形を活かした景観づくり 

・立川崖
がい

線
せん

や青柳崖
がい

線
せん

では、まとまって残されている樹林

地や斜面地のある地形を保全し、周囲の市街地との立体

的なみどりの連続性に配慮します。 

・東京都の歴史環境保全地域に指定されている城山公園で

は、豊かに残されている樹林を保全します。 

・周辺住民との協働により崖
がい

線
せん

のみどりの維持管理を行

い、積極的な保全に取組みます。 

 

 

●潤いを感じられる水のある景観づくり 

・矢川では、生態系に配慮した水辺環境の維持・向上を図

り、散策路や憩いの空間づくりを進めることで、身近に

生き物や自然を感じることのできる潤いのある景観づく

りを進めます。 

・青柳北緑地などの大小様々な湧水
ゆうすい

やその周辺では、湧水
ゆうすい

の豊かな水量に動植物が集まる湿地帯や緑地のある貴重

な自然景観を保全します。 

 

  

水を感じる矢川周辺 

多摩川沿いの武蔵野の路 
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●歴史的資源を中心とした景観づくり 

・国立の歴史を継承する谷保天満宮や南養寺、青柳稲荷神社などの歴史的建造物を保全する

とともに、歴史的資源の周辺にある建築物等は、既存の樹木の保全や自然素材を用いた

垣・柵
さく

の設置などにより敷地際や敷地内のみどりを保全し、歴史的資源に配慮した配置や

形態意匠、素材、色彩を誘導し、歴史を感じる景観づくりに取組みます。 

・鎌倉時代に築城されたといわれる城山公園には、園内に江戸時代の茅葺
かやぶき

屋根・入母屋造り

の古民家が移築されています。このような国立の歴史の積み重ねを感じる景観を継承しま

す。 

・谷保天満宮の例大祭などの伝統行事を担う地域の担い手とともに、国立の歴史文化を継承

する景観の保全に取組みます。 

 

●関係者との連携・協働による雑木林の保全 

・滝乃川学園にあるかつての武蔵野の雑木林を感じさせる豊かなみどりは、関係者との連

携・協働のもとその保全に努めます。 

 

●地域住民との連携・協働による公園等のみどりを維持 

・地域に親しまれる公園等は、地域住民との連携・協働により、生活にとけ込んだみどり豊

かな景観を維持します。 

 

 

｜骨格となるみちのシンボル性の向上｜ 

●歴史文化を感じる景観づくり 

・古来より国立と周辺のまちをつないできた甲州街道の再整備にあたっては、歴史的な面影

を感じることのできる通りになるよう、関係者へ働きかけを行います。 

 

●みちと沿道の市街地が一体となった連続性のある景観づくり 

・甲州街道の沿道の市街地では、歴史的資源に配慮した配置や形態意匠、素材、色彩とし、

歴史を感じる景観づくりに誘導します。 

 

 

｜個性を活かした多様なにぎわいのあるまちなみづくり｜ 

●にぎわいのある景観づくり 

・谷保駅や矢川駅周辺では、身近な商業の機能を備えた地域の拠点として、周辺の低層の住

宅地や農地に配慮したまちなみのスカイラインや形態意匠や色彩とし、親しみのあるにぎ

わいの景観づくりを誘導します。 
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●産業と住環境が調和した景観づくり 

・業務施設と低中層の住宅などが混在している準工業地域では、隣接する建築物との連続性

や配置、形態意匠、色彩を近隣に十分配慮し、敷地内の緑化や敷地境界を生垣にするなど

空地の作り方を工夫して周辺環境と調和した景観となるよう誘導します。 

 

 

｜農を感じる景観づくり｜ 

●農村を感じる景観づくり 

・みどり豊かで農地の多い地域では、農地の保全や都市農

業の振興を図るとともに、農地の周辺及び農地を宅地化

する場合には屋敷林を保全し、敷地内の緑化や敷地境界

を生垣にするなど空地を工夫して敷地と周辺の農地や崖
がい

線
せん

のみどりの連続性を確保します。 

・建築物等は崖
がい

線
せん

に配慮したスカイラインや農村を感じる

建物の形態意匠や色彩とし、周辺の豊かな自然環境や農

地と調和した景観づくりを進めます。 

 

●みどり豊かで周辺の農地と調和した景観づくり 

・低層の住宅を中心とする市街地では敷地際や敷地内の緑化を促進し、周辺の農地に配慮し

たみどり豊かで落ち着きのある景観づくりを進めます。 

・農地と建築物が調和した面的に広がる豊かな農の景観を、地権者とともに維持・保全しま

す。 

 

 

｜周囲に比べ高さや大きさのある建築物の景観的工夫｜ 

●周辺に配慮した質の高い景観づくり 

・学校などのまとまった敷地では、隣接する低層の住宅地との連続性に配慮し、今ある豊か

なみどりを保全するとともに、敷地内の空地を活かしたゆとりある景観づくりに取組みま

す。このようなまとまった敷地において建替えや土地利用転換が行われる場合には、周辺

の自然環境や住環境に調和した質の高い景観づくりを誘導します。 

 

 

  

農地を取り囲む住宅地 
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＜崖
がい

線
せん

南側地区＞ 

南部地域崖
がい

線
せん

南側地区の目指す方向性 

 

●崖
がい

線
せん

の樹林地や崖
がい

線
せん

下の湧水
ゆうすい

と崖
がい

線
せん

周辺の国立が農村だった頃の景観を一体的に保全する

とともに、周辺の市街地は農地と調和した美しい景観づくりを推進します。 

●日野バイパスより南側では、国立の産業拠点として、工業系地域と周辺の住環境との調和

を図ります。 

●多摩川の水辺の環境を保全し、水に親しめる景観づくりを行うとともに、周辺の市街地か

ら多摩川の広がりのある空間への眺望を維持します。 

 

｜景観資源の保全と資源を核にした地域の魅力づくり｜ 

●崖
がい

線
せん

のみどりを保全し地形を活かした景観づくり 

・青柳崖
がい

線
せん

では、まとまって残されている樹林地や斜面地のある地形を保全し、周囲の住宅

地は立体的なみどりの連続性に配慮します。 

 

●潤いを感じられる水のある景観づくり 

・ママ下や郷土文化館下などの大小様々な湧水
ゆうすい

及びその

周辺では、湧水
ゆうすい

の豊かな水量に動植物が集まる湿地帯

や緑地のある貴重な場所として、自然豊かな景観を保

全します。 

・多摩川とその河川敷は、スポーツやレクリエーショ

ン、散策などの場として、市民に親しまれる活動のあ

る景観づくりを進めます。 

・多摩川沿いの地域では、水辺の広がりを感じる空間への眺望を確保する高さの建築物とな

るよう誘導します。 

 

●地域住民との連携・協働による公園等のみどりを維持 

・ママ下湧水
ゆうすい

公園など地域に親しまれる公園や緑地は、地域住民との連携・協働により、生

活にとけ込んだみどり豊かな景観を維持します。 

 

｜骨格となるみちのシンボル性の向上｜ 

●みちと沿道の市街地が一体となった連続性のある景観づくり 

・日野バイパスの沿道は、スカイラインや形態意匠、色

彩に配慮するとともに、沿道の屋外広告物を適切に誘

導し、周辺のみどり豊かな景観と調和した良好な景観

を形成します。 

  

広い空が広がる多摩川 

機能美と人工的な印象を与える日野 

バイパス 
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｜個性を活かした多様なにぎわいのあるまちなみづくり｜ 

●産業と住環境が調和した景観づくり 

・物流拠点と低中層の住宅などが混在している準工業地

域では、隣接する建築物との連続性や配置、形態意

匠、色彩に十分配慮するとともに、適切な大きさや色

彩の屋外広告物を設置し、周辺環境に配慮した景観と

なるよう誘導します。 

・準工業地域において、敷地で大規模な建築行為等を行

う際は、周囲に圧迫感を与えないよう規模に応じて形

態や色彩により壁面の分節化を行うとともに、敷地内

に複数の施設がある場合には、各施設の形態意匠の調

和を図り、施設としてのまとまりが感じられる景観とします。また、敷地内の緑化や敷地

境界を生垣にするなど駐車場や空地を工夫し、敷地内と周辺の農地などのみどりと連続性

を確保します。 

 

 

｜農を感じる景観づくり｜ 

●農村を感じる景観づくり 

・府中用水は、農業用水として農地と一体的に維持・保

全し、生活に潤いを感じさせる景観づくりに取組みま

す。 

・みどり豊かで農地の多い地域では、農地の保全や都市

農業の振興を図るとともに、農地の周辺及び農地を宅

地化する場合には屋敷林を保全し、敷地内の緑化や敷

地境界を生垣にするなど空地の作り方を工夫して敷地

内と周辺の農地や崖
がい

線
せん

のみどりの連続性を確保しま

す。また、崖
がい

線
せん

に配慮したスカイラインや農村を感じ

る建物の形態意匠や色彩とし、周辺の豊かな自然環境や農地と調和した景観づくりを進め

ます。 

 

●みどり豊かで周辺の農地と調和した景観づくり 

・農地の宅地化が進んだ低層住宅地では敷地際や敷地内の緑化を促進し、周辺の農地に配慮

したみどり豊かで落ち着きのある景観づくりを進めます。 

 

 

｜周囲に比べ高さや大きさのある建築物の景観的工夫｜ 

●周辺に配慮した質の高い景観づくり 

・物流拠点や団地などのまとまった敷地において建替えや土地利用転換が行われる場合に

は、周辺の自然環境や住環境に調和した質の高い景観づくりを誘導します。 

農地と隣接する住宅地 

 

物流施設と農地が共存 
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コラム４ ～市民意識にみる国立の景観～ 

本計画の改訂にあたって、アンケート調査だけでなく、国立市民の皆さまに景観について

の意見を直接伺うために、30 名の方にご参加いただきワークショップを開催（平成 31 年 1
月 12 日 くにたち市民総合体育館 2 階会議室）しました。ワークショップの結果から、景観

の意識について、次のようなことが明らかになりました。 

 
●国立の良い景観の再発掘 

・国立全体では、地域ごとに特徴があり、崖
がい

線
せん

が作り出す地形

の高低差が生み出すシーンの変化や、富士山などの山々の見

える眺望が素晴らしいというご意見がありました。 

・谷保のカエルのいる田んぼの景観や富士見台団地の武蔵野の

緑が残っていることなど、自然や農に関するものや、四季を

感じられる手入れの行き届いた大学通り、谷保天満宮の歴史

を感じる空間についても良い景観としてあがっていました。 

・大学通りの魅力的な個人商店のあるまちなみや、国立ならで

はの個性的なお祭りやイベントの良さについても意見が出さ

れました。 

 

●国立の課題だと思う景観 

・良い景観として意見のあった大学通りですが、一方で自転車

駐輪場のあり方や樹木の維持管理の現状については厳しいご

意見をいただきました。 

・住宅地になり畑が減少していることや、建物のデザインや高

さに統一感がないこと、空き家・空き店舗の増加、駅前の商

店街のにぎわいが減っているなど、景観について気になるご

意見もいただきました。 

 

●良い景観にするためのアイディア 

・景観条例を厳しくするなどの良い景観にするための制度を整えたり、植栽を管理したり休憩場所

を増やすなど屋外で楽しめる空間を整えたり、再築した旧国立駅舎の有効活用などについての意

見がありました。 

・市民のマナーや景観についての関心を高めるための取り組みも必要なのではないかというご意見

もいただきました。  
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景観づくりの方針図 
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