
地域別まちづくりの方針（案）に関する意見募集結果まとめ
（意見募集期間：令和２年10⽉15⽇（⽊）〜令和２年10⽉30⽇（⾦））

回答者数 16 人
意見件数 39 件

地域別の件数

第１地域 0 件
第２地域 2 件
第３地域 6 件
第４地域 16 件
第５地域 5 件
全域 4 件
地域限定なし 6 件

１２項目で分類した場合の件数

施設 13 件
道路 5 件
空家 1 件
交通 4 件
上水 1 件
騒音 4 件
環境 2 件
防災 1 件
景観 2 件
福祉 1 件
産業 1 件
計画 4 件



都市計画マスタープラン・地域別まちづくりの方針（案）に関する意見募集結果

第１地域

意見なし

第２地域

分類 要旨 回答 関連部課

昭島駅北口の大規模商業施設内に市の出張所を常設できないか。
公共施設は公共施設等総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針に基づき、地
域ごとに必要となる施設について地域間で不均衡が生じないよう最適な再配置、再編に努め
ていきます。

行政経営担当

つつじが丘ハイツ内に、高齢者のための通所施設や、高齢者用の住居、介護老人保健施設な
どを設置できないか。

地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するために定める地区計画を、地域に必要な施設の
状況等を踏まえて検討していきます。

都市計画課

第３地域

分類 要旨 回答 関連部課

⻄⽴川駅周辺は商業交流機能が衰退している。昭和記念公園の⻄⽴川口もある場所なので、集
客、地域活性化の目玉施設が欲しい。

「拠点に準ずる地区」として、駅周辺にふさわしいまちづくりの展開を検討していきます。 都市計画課

東町地域に、地域コミュニティを充実させるための拠点となる施設が必要。

公共施設は公共施設等総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針に基づき、地
域ごとに必要となる施設について地域間で不均衡が生じないよう最適な再配置、再編に努め
ていきます。なお、第3地域内において現在老朽化が進む市⺠交流センターについて、防災機
能を有した市⺠総合交流拠点として令和7(2025)年の開設を目指し整備を進めていきます。

行政経営担当
生活コミュニ
ティ課

図書館がなくなったので、総合スポーツセンター内に図書館分館を併設するか、小・中学校
の空き部屋を活用することは考えられないか。

東部地域の図書館機能については、引き続き検討していきます。 図書館管理課

陸上競技場を上級アスリートが利用できるものに改装・改築し、オリンピアン有名選手を輩
出するスタジアムにできないか。

昭和公園整備構想を踏まえ検討していきます。 スポーツ振興課

道路
「昭3・5・12号」や「昭3・4・8号」線は道幅が狭く大変危険な道路。早期に対策をしてほし
い。数⼗年にわたる⻑期道路整備計画を⽰してほしい。

未整備の都市計画道路は、おおむね10年ごとに必要性を検証し、10年以内に優先的に整備す
る路線を定め、計画的な整備に取り組んでいます。

都市計画課

騒音
時々飛行機が住宅近くの低空を旋回していて怖いので、市街地（住宅地）上空での訓練はやめ
てもらいたい。

東京都と基地周辺の５市１町（昭島市・⽴川市・福生市・羽村市・武蔵村山市・瑞穂町）
で、国を通じた要請活動を引き続き実施していきます。

基地・渉外担当

施設

施設
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第４地域

分類 要旨 回答 関連部課

土地利用の方針について、「市の中心拠点として、公共・公益施設を集約し利便性の向上を図
る」とあるが、大規模施設への一本化をせずに、現施設を修理しながら使用を続け、それぞれ
の公共・公益施設が、その地域で果たしている役割を⼗分に生かせる利用方針であってほし
い。

公共施設は公共施設等総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針に基づき、既
存施設の有効活用を図り複合化、多機能化により施設の再編をしつつ、地域ごとに必要となる
施設については地域間で不均衡が生じないよう最適な再配置に努めていきます。なお、公共
施設の改修・建替えににあたっては人口規模や財政状況を踏まえて、その経費と提供するサー
ビス水準のバランスを取りながら進めていきます。

行政経営担当

新型コロナウイルス感染症の⻑期化が想定されるため、市内に保健所と複数のＰＣＲ検査セン
ターが必要だと思うので、東京都と連携し、保健所の設置を位置付けてほしい。

東京都において計画がないため、保健所の設置を位置付けることは困難です。 健康課

昭島市は⻘梅線で大きく南北に分断されており、北側にしか児童館がないため、南側での児童
館の増設を望む。

公共施設は公共施設等総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針に基づき、地
域ごとに必要となる施設について地域間で不均衡が生じないよう最適な再配置、再編に努め
ていきます。

行政経営担当
子ども育成課

勤労商⼯市⺠センターは、東京都にも働きかけ、共同で高層化するなど、多目的施設として高
齢者や市⺠の一層の利便性向上が図られるよう位置付けてほしい。

公共施設は公共施設等総合管理計画における公共施設等に関する基本的な方針に基づき、既
存施設の有効活用を図り複合化、多機能化により施設の再編に努めていきます。その中で、
勤労商⼯市⺠センターについても、検討を進めていきます。

行政経営担当
産業活性課

雨が降ると水溜りができて、歩くのが大変な道路がある。 市内の浸水被害の軽減を図るため、順次下水道の雨水管の整備を進めています。 下水道課

玉川町５丁目１６番周辺の五鉄通りについて、中神停車場通りに接続する部分が4.5ｍ幅に
なっており、朝は一方通行になっている。ここで道路沿いの家屋の取り壊しがあり、更地に
なっているため、道路拡幅をしてほしい。
（同趣旨で3件）

道路整備は、代替道路の有無等の必要性や安全性等を鑑みたうえで、検討していきます。 管理課

空家
空き家になってしまった⼾建てが駅周辺にも多い印象がある。空き家を流通しやすくなるよう
な施策があった方がよい。

空家の利活用も含めた、空家対策計画の策定を検討しています。 都市計画課

スクールゾーンを通行する保育園への送迎車両があり、登校中の児童が危険。補助により職場
内託児所整備を促し、送迎車両を減らしてはいかがか。

事業所内保育所については補助制度があり、各事業所において整備が行われています。登下校
中の児童については、交通管理者とも連携し、引き続き安全確保を図っていきます。

子ども子育て支
援課
交通対策課

Ａバスの運行について、１時間以上時間が空いていると利用しづらいため、もっと回数を増や
してほしい。

ルートや運行時間を検証し、利便性の向上を図っていきます。 交通対策課

昭島中央線（昭3・4・1号線）の開通区間（諏訪松中通り〜昭和通り）に横断歩道に信号機の
設置がないため、近隣住⺠や小・中学生の横断時の安全確保が課題となっている。計画実施
にあたっては、近隣住⺠や利用者等の声を⼗分くみ上げていく必要があるのではないか。

昭島中央線（昭3・4・1号）は、全区間開通の際に信号機等の設置がされる予定ですが、安全
の確保について引き続き交通管理者と協議していきます。

建設課

施設

道路

交通
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第４地域

分類 要旨 回答 関連部課

交通
「自転車利用の促進」の仕組みが位置付けられているが、中神駅南口周辺の駐輪場スペースの
拡大が必要ではないか。

⺠間での整備状況も踏まえて検討していきます。 交通対策課

騒音

最近の米軍飛行ルートは、市の東部も含めて低空飛行・夜間飛行しており、騒音や落下物の危
惧など安全性が心配。市としても国や横田基地に抗議・要請し、実効性のある強い対策の方針
を⽰してほしい。
（同趣旨で2件）

東京都と基地周辺の５市１町（昭島市・⽴川市・福生市・羽村市・武蔵村山市・瑞穂町）
で、国を通じた要請活動を引き続き実施していきます。

基地・渉外担当

防災
風水害時の避難所対策として、第４地域は避難所が少ないので、公共施設だけではなく店舗等
⺠間施設を活用できるように、積極的な取組を期待したい。

風水害時の避難所については、⺠間施設等も含めて適切な数の確保に努めていきます。 防災課

第５地域

分類 要旨 回答 関連部課

都営拝島町３丁目アパートの遊休地は⺠間売却せずに、早期に有効活用し、住宅不⾜を補うた
めに、都営住宅を増設してほしい。もし、それが叶わない場合は、市独自の公共施設として利
活用を図ってほしい。市独自の活用にあたっては、市⺠アンケートや市⺠懇談会、市⺠検討
協議会等により、市⺠主体で進めるべきである。

地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するために定める地区計画を、地域に必要な施設の
状況等を踏まえて検討していきます。

都市計画課

旧拝島第四小学校の利活用についてはできるだけ早く検討し、市⺠懇談会を数回にわたって
開くなどして、市⺠の意見を⼗分に反映したものにすべきである。

旧拝島第四小学校につきましては、今後庁内検討委員会において利活用の検討を行い、その中
で⺠間活⼒を利用した施設運営についてもあわせて検討を行っていくこととしております。ま
た検討に際しては市⺠参画を前提とした情報共有を図っていきます。

行政経営担当

騒音
航空機騒音について、夜遅くの騒音が多く、低空飛行も増えている。また、飛行機からの落
下物も多く、オスプレイそのものが落ちてくる恐怖もある。市⺠の命と安全を守るため、国や
横田基地にも抗議や要請をしてほしい。

東京都と基地周辺の５市１町（昭島市・⽴川市・福生市・羽村市・武蔵村山市・瑞穂町）
で、国を通じた要請活動を引き続き実施していきます。

基地・渉外担当

環境
多摩川土手に咲く大金鶏菊は特定外来生物であると先日知った。多摩川の緑を残そうと願っ
ても知らないことが多いので、⽴札を⽴てたり、パンフレットを作ったりして、市⺠に分かり
やすく知らせてほしい。

オオキンケイギクやクビアカツヤカミキリなどの特定外来生物については、注意喚起及び駆除
等のお願いを市公式ホームページに掲載しています。更なる周知方法については、引き続き検
討していきます。

環境課

防災
多摩辺中学校の給食調理施設を改修し災害時の食料供給拠点の機能を持たせることは、大事
なことなのでぜひ実現してほしいが、洪水時の対応が心配。

洪水時に多摩辺中学校の給食調理施設が使用できない場合は、備蓄食料の配布や、他施設を
活用して対応します。

防災課

施設
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全域

分類 要旨 回答 関連部課

上水 市の地下水は有限であるため未来に残せる⼯夫はないか。
豊かな水環境を将来にわたって保全していくため、雨水浸透施設や雨水貯留槽の設置助成な
ど、水の循環や水の大切さのPRに引き続き取り組んでいきます。

下水道課
⼯務課

環境
昭島市の特性である多摩川緑地や地下水100％のおいしい水は重要。横田基地からの有機フッ
素化合物の地下水への流出チェックを実施し、豊かな水環境を保全してほしい。

水道水については、有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）を含めて、水道法に基づき定期的に
水質検査を実施しています。また、市内の湧水については、有機フッ素化合物（PFOS・
PFOA）は検査項目としていませんが、環境基準健康項目を中心に定期的に水質検査を実施し
ています。

環境課
⼯務課

街路樹は、どういう基準で選んでいるのか。手入れが大変で費用もかかりそうな植え方をして
いると思うが。

沿道景観や維持管理等を踏まえ、選定しています。 建設課

昭島の景観や、自然を残しながらの計画を強く望む。 市の基本理念の１つである「環境との共生」を踏まえて計画改定を進めています。 都市計画課

地域限定なし

分類 要旨 回答 関連部課

福祉
市の障害福祉計画に記載のある、東中神駅北側の国有地での障害者施設（グループホーム等）
が白紙になった。今後のまちづくりの中で考えていくのか。

引き続き施設整備に向けて検討していきます。 障害福祉課

産業 個性ある街になるように、個店、商店街活性化への支援、創業支援を望む。
効果的な商店街活性化支援策や創業支援について、他市の事例も含めて、今後とも研究してい
きます。

産業活性課

個々の方針の目標、実行計画、期限、優先度については、マスタープランとは別に検討され
るのか。10年以内に実行できないような方針は、⻑期課題として別枠にしたらどうか。ま
た、実行段階においては、市⺠の意見を⼗分に聞いてほしい。

個別の課題については、都市計画マスタープランの方針を踏まえて、それぞれの担当部課にお
いて分野別計画などを策定して取り組んでいくこととなります。計画の実行にあたっては財政
の裏付けが必要となることから、実施計画の中で実行年次を検討していきます。

全課

現行マスタープランにおける課題については、何が、どの程度達成されたのか。年表にするな
ど分かりやすい方法で⽰してほしい。また、達成されなかった項目については、その理由を明
⽰してほしい。

現行マスタープランの進捗状況については、今回の改定にあたって取りまとめを行っていま
す。次期プランの参考資料として、掲載を検討します。

都市計画課

5つの地域区分はどのような根拠に基づいたものか。3〜5地域をさらに南北に区分した方がよ
いのではないか。

5つの地域区分は、日常生活圏や駅利用圏、自治会や小学校区等のほか、鉄道や幹線道路等に
よる区分を踏まえて行っています。

都市計画課

地域別まちづくりの方針を作成するために、無作為抽出で市⺠意見調査を実施しているが、そ
の抽出人数は統計学上妥当な人数なのか。

地域別かつ年代に偏りが出ないように無作為抽出を行っておりますので、妥当であると考えて
おります。また、地域のことを良くご存知の自治会の代表者に対しても意見調査を実施したほ
か、市公式ホームページにおいても、同内容の調査を行っています。

都市計画課

景観

計画
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