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 まちづくりマスタープランの構成                                                

 
 
序章 
序章では、⽇野市の現状やこれまでのまちづくりの成果を概観したうえで、今後の社会情勢等の変化を⾒据え、これか
らのまちづくりにおける新たな課題と本マスタープランの改訂⽅針について述べています。 
 
 
 
第⼀部 ⽇野のグランドデザイン 
ここでは、少なくとも 5 年、10 年では変わらない⽇野のまちづくりの基本理念と、⽇野市の将来の姿を描いています。 
この⽇野のグランドデザインは、前提条件である社会動向・情勢・都市計画に関わる法制度等が⼤きく変化しない限
り、ゆらぐものではありません。 
 
 
 
第⼆部 都市計画マスタープラン 
⽇野のグランドデザインを実現するための⼟地・建物利⽤のルールや⽅針を定めている「全体構想」と「地域別構想」の
２つからなります。 
 
全体構想 
⽇野市全体の⼟地・建物利⽤のルールを定めた⼟地利⽤構想と、11 のまちづくりテーマで整備⽅針を定めた「まちづく
り基本計画」、駅周辺の整備⽅針を⽰した「駅周辺まちづくり基本計画」が定められています。 
 
地域別構想 
⽇野市を 8 つの地域に区分し、地域の暮らし⽅の⽬標を定め、その暮らしを実現するためのまちづくりの⽅針とその取り
組みを⽰しています。 
 
この都市計画マスタープランは、地域のまちづくりの動きを受け、本計画で掲げた⼤⽬標を実現すべく、必要に応じ個別
の施策について柔軟に⾒直しを⾏っていきます。 
 
 
 
第三部 今後の展望 
まちづくりマスタープランの実現に向けて、まちづくりの推進体制やまちづくりの進め⽅、実現に向けたロードマップを⽰して
います。 
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序章                                            
１. ⽇野市の概況                                                   
 

１）⽇野市の概況  
 

① 地理的状況 -記憶と⽂化を伝えるまち- 
 
⽴体的に⽇野を⾒てみると、⼤きく丘陵地、台地、低地か

らなっています。また、北部を多摩川、市の中央部を浅川が流
れており、多様性に富んだ地形となっています。 

この地形から⽣まれる空間特性を活かして、それぞれの都
市活動が営まれています。 

 
○緑の⾻格を形成する多摩丘陵 

浅川流域の右岸（南側）は、考古学者が「宝の⼭」とたと
えたほどの歴史や⽂化を培った、多摩丘陵と呼ばれる起伏に
富んだ丘陵地です。これは神奈川県の三浦半島まで続く広
域的な丘陵地であり、⽇野の緑の⾻格を形成しています。 

現在では、住宅地を中⼼とした⼟地利⽤がなされ、減少し
てきてはいるものの、樹林地や湧⽔が豊かに残り、⽣活に潤い
を与えています。 

 
○⼯業の基盤となる台地 

浅川左岸（北側）は台地であり、そこから浅川に降りる２
段の段丘崖があります。 

台地上は、住宅地と今でも⽇野の産業を⽀えている⼯業地
を中⼼とした⼟地利⽤がなされています。この台地上では、緑は
減少してしまいましたが、２段の段丘崖とその下⾯に多くの湧⽔が確認されており、地形の断⾯を⾝近に感
じることができます。 

 

⾬ 

湧⽔ 

多摩川 

⽔の流れ 

浅川 

（A-A 断⾯） 

台地 丘陵地 

A 

A 
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○川沿いに広がる農地と⽤⽔ 
浅川と多摩川沿いの沖積低地は、住宅地と農地が共存す

る⼟地利⽤となっています。 
この沖積低地には、⽇野でも貴重となってしまった⽔⽥が広

がり、そこへ⽔を導く⽤⽔が網の⽬のように張り巡らされ、総延
⻑約 116 ㎞に及び、⽇野の農の⾻格を形成しています。 

また、農地や⽤⽔は減少しているものの東光寺・川辺堀之
内・新井・豊⽥・⻄平⼭・倉沢地区等では、今なお都市農業
が積極的に営まれており東京有数の穀倉地帯であった⾯影を
現在に伝えています。 

 
○減少する緑の空間 

このような多様な地形や河川、湧⽔、⽤⽔のある⽇野ですが、全体量で⾒れば、緑（緑地、公園、農地
等）は減少傾向が続いています。公園・運動場の⾯積は増加傾向にあるものの、⽥・畑・樹林地の減少傾
向が⼤きく、潤いのある⽣活実現のための施策を検討していく必要があります。 

 
【緑の⾯積推移】 

 
 

② 基盤整備状況 -暮らしの舞台となる都市環境- 
 
これまでのまちづくりは、地形を反映して東⻄⽅向に進められ、浅川から北側にＪＲ⽇野駅・豊⽥駅、浅

川の南側に京王線⾼幡不動駅といった 3 つの核を中⼼として、発展してきました。また、多摩都市モノレール
の開通により、市内東部エリアの南北⽅向の交通網が整備され、特に丘陵部に居住する⼈たちの交通利
便性が改善されました。 

 
○市街地整備の状況 

1950 年代から始まった⾼度経済成⻑期には、東京における⼈⼝増加の受け⽫として、多摩平団地をは

(日野市資料) 

湧⽔ 

⽔路 
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じめとする⼤規模団地が数多く⽴地し、⽇野市に急激な⼈⼝増加をもたらしました。その際には、⼟地区画
整理事業を中⼼として、計画的な都市基盤整備が進められてきました。これにより、浅川以北については良
好な住環境が形成されてきています。 

浅川以南の丘陵部では、1960 年以降に⼾建住宅地を中⼼とした住宅地開発が進められ、ＵＲの共
同住宅団地等が整備されました。 

2000 年以降には、⽇野駅周辺や⾼幡不動駅周辺等の⼟地区画整理事業が完了しています。他にも
万願寺地区、東光寺地区や、京王線沿線では⼩規模な組合施⾏の⼟地区画整理事業等が完了してい
ます。いずれも都市計画道路事業や密集地域の改善等、地域の課題に合わせて事業を進めてきました。 

2018 年現在においては、豊⽥南、⻄平⼭、東町、万願寺第⼆の 4 地区における市施⾏によるもの、川
辺堀之内地区における組合施⾏の⼟地区画整理事業が事業中ですが、新坂下地区及び万願寺地区の
⼀部等、都市計画決定したものの、事業が⻑期間未着⼿となっている区域があります。（事業の実施状況
については下図参照） 

 
【市街地整備履歴】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内には、JR 中央線・京王線・多摩都市モノレールの３本の鉄道網と 12 の駅があり、都⼼とは１時間
内外でつながれ、広域的な交通利便性は⾼い都市であると⾔えます。 

市内における移動をみると、段差と起伏のある地形により丘陵部等は全域において坂が多く、徒歩による
利⽤圏域が⼩さくなっています。その結果、バス交通や⾃動⾞、バイクへの依存度が⾼い状況です。 

バス交通については、⽇野・豊⽥・⾼幡不動駅を拠点として⺠間のバス路線が整備されているほか、それ
を補完する形で市のミニバス及びワゴンタクシーが運⾏されています。しかしながら、都市基盤の整っていない

(日野市資料) 
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⼀部の地区では、依然として公共交通空⽩地域が残されています。 
また、⾃動⾞やバス交通を⽀える道路については、着々と都市計画道路の整備が進められており、例えば

広域幹線道路となる⽇野バイパス（⽇３・３・４号線）や栄町―ふれあいホール間の幹線道路（⽇３・
４・８号線）が開通したこと、川崎街道、北野街道（⽇３・４・３号線）拡幅事業や交差点改良が進
められていることで、甲州街道の慢性的な渋滞は解消されましたが、依然として局所的な渋滞が⽣じていま
す。特に市南部では幹線道路がほぼ北野街道、川崎街道（⽇３・４・３号線）であるため、拡幅⼯事等
の早期完了が望まれます。 

 
  



- 11 - 

 

 【都市計画道路の整備状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  【交通空⽩地域の状況】 

(日野市資料) 

(日野市資料) 

2019 年 1 月時点 
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③ 産業経済状況  -⼈々が活発に活動するまち-  
 

市全体の⼈⼝は 2005 年から 2015 年にかけて 17.7 万⼈から 18.6 万⼈へ増加し、現在も増加基
調にありますが、今後は緩やかに減少する⾒込みです。市北部の台地部分が増加傾向に対し、丘陵部住
宅地のある市南部は減少傾向にあります。 

市内には、地形的な特性、歴史的な背景を受け、様々な経済活動が営まれています。しかし、産業構
造や社会情勢の変化により、経済活動全体にも変化が及んでいます。 

 
○商⼯業 

第３次産業のなかでも、商いの中⼼となる「卸売り・⼩売り・飲⾷業」は減少傾向にあり、⼋王⼦市や多
摩市⽅⾯などに⽴地する郊外型の店舗や、多摩都市モノレールの開通の影響、加えて、商店主の⾼齢化
もあいまって、⽇野・豊⽥・⾼幡不動駅周辺の３つの核の商業は停滞傾向にあります。 

⽇野は、「第２次産業＝ものづくり」によって発展してきたまちです。 
しかし、東芝（2009 年）、メグミルク（2014 年）、⽇野⾃動⾞（2020 年予定）など、⽇野の産業

を⽀えてきた⼤規模⼯場の移転が続いており、また、中⼩事業者の零細化や廃業など、⽇野市の産業構
造は⼤きく変化し、事業所数・従業者数ともに⼤きく減少しています。 

商店街が停滞する⼀⽅で、サービス業が増加傾向にあります。なかでも⽣活関連サービス業や医療業が
伸びており、⽇野の⾼齢化を反映していることが伺えます。 

2012 年に策定された⽇野市⼯業振興基本構想においては、「顔の⾒える産官学⾦の担い⼿による内
発的産業創出都市「⽇野」の実現」を基本理念としており、事業者、地域住⺠、⾏政が顔の⾒える関係を
築き、地域に必要なモノやサービスを⽣み出していくことで、市⺠⽣活の向上に資する取り組みを⾏っていま
す。 

 
【事業所数・従業者数の推移（卸売・⼩売業）】     【事業所数・従業者数の推移（製造業）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典：経済センサス 出典：経済センサス 
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○農業 
⽇野では、地の利を活かし、台地部では養蚕が盛んに⾏われ、浅川や多摩川沿いの沖積低地では稲作

が⾏われていました。⼤正時代には、⽶・繭ともに有数の産地となり、『東京の穀倉』と呼ばれるまでに⾄りま
した。 

その後、⾼度経済成⻑に伴い、主な産業は第２次産業、第３次産業へと移⾏し、現在では、⽣産緑
地の積極的な指定を継続し、農業を守り育てるための『農業基本条例』を全国に先駆けて制定しましたが、
後継者不⾜に⻭⽌めがかからず、農家⼾数・経営耕地⾯積も⼩規模化が進んでいます。 

しかし、⼀⽅で意欲ある農業者も多く、市⺠による援農も視野に⼊れ、農地の積極的な保全に取り組ん
でいるほか、農の拠点として東光寺ファーマーズセンターの整備、直売所、レストランが併設されたファーマーズ
マーケット東京みなみの恵みが⽇野バイパス沿道に整備され、農を介した様々な⼈の交流が⾏われています。 

 
 【農地・⽣産緑地の位置図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○観光 
⽇野には、多摩動物公園、⾼幡不動尊、百草園など、広域的な週末型レクリエーション施設が、特に市

南部に多く⽴地しています。これらは依然として集客性が⾼く、京王あそびの森 HUGHUG(ハグハグ)の開設
や京王れーるランドの改装なども含め、市南北に⾛る多摩都市モノレール等によって、より⼀層の求⼼性を
期待できます。 

⽇野駅周辺では⽇野宿本陣、佐藤彦五郎新選組資料館、井上源三郎資料館、開渠化された⽇野
⽤⽔をはじめ歴史的資源が集積しており、市南部の観光資源も含めて、こうした資源をどのようにネットワー
クさせていくかが今後の課題となります。 

  

(日野市資料) 
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２. 平成 15 年に策定したまちづくりマスタープランを活かして 
 

⽇野市のまちづくりは、平成 15 年に策定したマスタープラン（以下、前マスタープラン）に基づいて進められて
きました。策定から 15 年が経過し、市を取り巻く社会・経済情勢は変化しており、当時は想定できなかった課題
も⽣じています。 

⽇野市まちづくりマスタープランの改訂にあたっては、これまでのまちづくりの理念や基本的な考え⽅は踏襲しま
すが、過去のまちづくりの進捗状況や成果を振り返るとともに、今後の⼈⼝動向や社会・経済環境の変化を⾒
据え、新たな課題へも対応できる計画へと⾒直します。 

ここでは、前マスタープランにおけるまちづくりの理念や基本的な考え⽅について変化した考え⽅を⽰しながら、
これまでのまちづくりの動きや将来に向けた課題認識をまとめます。 

 
１）国・東京都・⽇野市の連携 

 
 

まちづくりに関する権限も大きく変わろうとしています。行財政改革の一環として、地方分権や

規制緩和が進められ、地方分権一括推進法が制定されました。 

これにより、地域から出発し、地域が考え、計画し、自ら決定するという本当の意味でのまちづ

くりができることとなりました。今までの中央集権的な縦割りのまちづくりから、地域で総合的

にまちを考え直す機会が巡ってきました。 

そして、市民のまちづくりの関心の高まりに呼応し、行政とともに協働の精神で市民がまちづく

りに参画する場が設けられるようになってきました。 

 

その後、都市計画においても、⽤途地域の決定権限が東京都から⽇野市に移譲されるなど、着実に分権が
進んできています。その⼀⽅で、⼀部とはいえ国や東京都の関与は残っています。形骸化した規制や、全国⼀
律の決まり事など、地域の実情にあわせた運⽤をするのに、制約となることも少なくありません。 

地域の特徴を⽣かし、地域が⾃ら考え⾏動することや、新たな技術を活⽤した取り組みを実⾏することが阻ま
れてはなりません。国家戦略特区制度など、国は、実態に即した規制の運⽤ができるような制度を⽤意していま
すが、⽇野市において必ずしも有効に活⽤されているとは⾔えません。 

国・東京都・⽇野市においては対等な関係として連携・協⼒し、適切な役割分担のもと、こうした制度を柔軟
で使いやすいものとして活⽤できるよう運⽤しなければなりません。様々な⼿法や諸制度について検証しつつ、⽇
野市から周辺市のモデルとなるよう提⾔、実践、情報発信を⾏っていきます。 

 
２）都市経営・都市間共創 

 
 

この地方分権には自己責任が伴います。この地方分権は「自主運営のまちづくり」を前提とする

ため、実行しなければまちは変化せず、地域主権も確立されません。そのため、税金の配分率等の

見直しを国に強く求めるとともに、地方財政をより効率的に市民のニーズに沿って運用していく

『都市経営』という視点が重要視されます。 

これにより、都市間競争は激化すると予測され、今以上に日野市の『自己主張』や『独自性』、

『市民自治の確立』、そして『都市経営』の視点が求められることになります。 

前マスタープランでは… 

前マスタープランでは… 
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前マスタープランでは、都市間競争の激化を予測していました。まさに今、各⾃治体は、住⺠獲得のためにシ
ティプロモーションに取り組んでいます。地域の良さを伝え、地域に愛着を持つ⼈に住⺠となっていただくことは⼤切
なことですが、⼀⽅で、単純な住⺠獲得競争に陥ることは避けなければなりません。 

ここで、新たな⾔葉を提案します。「都市間競争」から「都市間共創」へです。成熟した都市においては、今あ
るストックを有効に活⽤することも⼤切です。いろいろな施設もそれぞれの⾃治体で別々に作る余裕はなくなって
きているので、近隣⾃治体同⼠での共同利⽤をすることも必要です。社会全体で⼈⼝減少に備えるには、特に
連続した市街地が続く多摩地域では、⾃治体間の連携が必須となってくるでしょう。施設の共⽤だけでなく、⼈
的な交流も今以上に考えなくてはならないでしょう。 
 

３）⽇野の将来を考えるとき 
―誰かにしてもらうだけでなく、⾃分に何ができるか、皆で何ができるかを考える― 

 

 

産業・社会構造、価値観やライフスタイル、情報通信技術の進展や流動的な社会経済の動向な

ど、まちをつくっていく条件が複雑化し、未来を予測することが難しくなってきています。しか

し、未来を予測し、計画するという作業は必要性が増しこそすれ、減ることはありません。なぜな

ら、まちをつくっていくという行為が、「自主運営」を前提とした上で、その決定主体が地方に委

ねられたからです。 

今、まさに、日野で活動するすべての人々と行政が共に手を取り、知恵を出し合い、21 世紀を

生き抜くための「自主運営のまちづくりプラン」を考える時なのです。 

 

前マスタープランを作った時のこの⾔葉は今もなお必要な観点であり、今後もこれを引き継いでいきます。今後
さらに多様化する暮らし⽅を前提に、より個⼈の暮らしに寄り添って都市経営を考える必要があります。都市経
営や⽇野の将来を考えるのは何も⾏政だけではありません。⽇野に暮らす⼈、⼀⼈ひとりが、地域のことを考える
ことに他なりません。 
 

４）まちづくりとまちづかいの考え⽅へ 
 

 

高度経済成長期の発展により、大都市へ人口が集中し、東京でも三多摩を中心に人口増加が急速

に進みました。 

昭和 40 年代頃から京王線沿線の多摩丘陵地にも開発が及び、公営や民営の大規模団地や、それ

らを結ぶ道路が次々に建設されました。こうした急激な人口増加に伴う宅地開発、工場の進出に

より、山林、農地は急激に減少しました。 

このような土地や環境が無制限にあるものだというまちづくりの結果、郊外部へ延々と中密度

市街地が拡大し、自動車利用を生活に余儀なくされる多くの都市を生み出し、エネルギー効率の

悪い都市が形成されてきました。 

 

少⼦⾼齢社会となり、⽣産年齢⼈⼝の割合が低下する社会、開発が進んだ⼟地、限られた資源の中で、こ
れからも施設や道路の整備を続けることが難しいことは容易に想像ができます。またそういった状況に直⾯しつつ

前マスタープランでは… 

前マスタープランでは… 
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あります。 
都市の機能や規模を⾝の丈に合ったものにコントロールすること、整備や維持の費⽤や労⼒の負担をできるだ

け平準化することが必要であり、今あるものを上⼿に活⽤することと、必要となるものを新たに作ることをバランスよ
く組み合わせていくという、持続可能なまちづくりの観点が今後ますます重要となっていきます。 

その上で、当時提起された郊外部の拡⼤しすぎた市街地をたたみ、中⼼部に集約していこうというコンパクトシ
ティの考え⽅は必ずしも現実的とは⾔えませんでした。市⺠がそこに暮らすことを選択したということを尊重し、
個々の暮らしの中で様々な居住地を選択できるという、都市郊外部なりの、いわば⽇野市版のコンパクトシティ
に向かっていくことになります。 

 
５）まちの記憶と地域の⽂化を伝承するまちづくり 
 

 

今までのまちづくりの最大の課題は、先進国の生活パターンに習い、先進技術を学び、先進国の

生活水準を確保することにありました。 

そして、下水道や道路・公園、鉄道など都市基盤がある程度整備され、生活水準は戦後 50 年を

経て、格段に向上しました。しかしながら、どこのまちでも同じような顔、いわゆる個性のないま

ちが次々とできあがりました。地域独自の「記憶と文化」を見失ってしまったのです。 

日野の歴史を見ると、現在の日野市を支える基礎を何代にもわたってつくり出した人々がいる

ことがわかります。このような先人たちの努力の上に、現在の日野があるのです。 

現在の日野は、先人たちから伝えられた生活の知恵や作法など、日野の記憶と文化を伝える壮大

な伝言ゲームが、果てしないバトンリレーが繰り広げられてきた成果であります。しかし、今のま

ちの姿を見ると「まちづくりのバトン」を見失ったまま、まちづくりが進められている感は否めま

せん。 

 
資源が限られる時に、都市経営、効率化、合理化を優先するあまりこうした継承された歴史、⽂化のような

記憶、感性に基づく考え⽅が軽視されることも避けなければなりません。まちを上⼿く使っていくにはこうした「継承
されてきたこと」も⼀つの資源として捉え、今必要なことと上⼿く組み合わせていく必要があります。いずれも効率・
合理といった理性的なもの、感情・感覚といった感性的なもの、単純に⼆分化しているものでもありませんが、まち
づくりにおいてはそのバランスが重要です。 

 
６）計画に対して責任を持つまちづくり 

 

 

今までのマスタープランで描かれてきた都市空間像は、どこでも同じようなキャッチフレーズ

で、それが実現した事例や将来予測が当たった事例はあまりありません。 

また、10 年おきにつくった計画像は、現実と異なっていることが多く、基本的な理念を描いた

ものと理解することも難しくなっています。 

加えて、今までの計画は、夢や理想の列挙に終始し、住民の総意が得られないばかりか、期待感

すらない状況となっています。 

 
前マスタープランがあることで実現したまちづくりも数多く存在します。将来予測を⽴てることは確かに難しく、実

前マスタープランでは… 

前マスタープランでは… 
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現することも難しくなっています。仮に計画されたことと実際にできたことが異なっても、将来を描き続けることをあき
らめてはいけません。それが「なぜ」実現されなかったのか、そこにこそまちづくりの難しさや⾯⽩さがあります。そして
その原因を次に⽣かし、適宜修正していくことが必要です。都市計画は 100 年の⼤計ということを念頭に 15 年
や 20 年といった⼤きな⽬標を掲げつつ、その実現に向けて、例えば⽴地適正化計画制度等を活⽤し、3 年〜
5 年ごとという短期的な⽬標を設定して施策を組み合わせ実現していく仕組みも必要です。 

計画や理想を掲げることで、現実との「ものさし」とし、こうしたギャップから社会に対する考えを認識していくこと
からまちづくりが始まります。⾦、時間、⼈、もの、情報…何が⾜りなかったのか、それをどうにかする⼿段が他に本
当になかったのか、こうした次につながる分析は、そうあるべきだった計画や理想をもってこそ現実と⽐較できるもの
だと考えています。 

 

７）「公共性」の意義を⾒直し、「個」と「公」のバランスを図るまちづくり 
 

 

これからは、公共が執行するまちづくり事業についていろいろな議論はありますが、最終的に公

共のやることに賛成できると考えたならば、住民がそれについて良識のある行動をとることが求

められ、その行動を地域の総意として判断するルールが必要となります。 

この住民の良識ある行動とそれに基づくルールを用意することが、まちづくりを実現化するた

めにもっとも必要なこととなります。 

 

市民会館や美術館などの文化施設や、病院などの医療施設といった公共的施設が、生活の中心で

ある駅から離れた、自動車利用を余儀なくされる場所に設置された事例や、公園などが、住宅地の

端など、人があまり利用しないところに整備されている例があります。利用者である住民の声を

反映していない結果です。 

そこで、近年では「市民参加によるまちづくり」が行われ、一つのスタイルとして定着してきて

います。これは、市民生活の身近な声を聞きながらまちづくりを進め、顧客としての市民の満足度

を上げていこうという試みで行われています。 

この市民参加の仕組みを制度的に担保している自治体は少なく、行政の裁量により行われると

いった基盤の弱い仕組みとなっています。 

 
前マスタープラン策定後は、「市⺠のニーズ」ありきのまちづくりや「市⺠参加によるまちづくり」を掲げ、政策や計

画の⽴案過程から参加する仕組みをつくること、市⺠参画⾃体を制度として担保していくこと等を、本当の市⺠
参画のまちづくりとすることとしています。ゴールは無く、持続的な活動が求められます。 

しかし場合によっては、意⾒交換の場を開催にするにあたってメンバーが固定化すること、⼀⽅的な意⾒の御
⽤聞きの窓⼝となること、感情的な意⾒に終始し、課題の解決が難しいこと等、本来⾏政と市⺠の協働が⽬的
だったにも関わらず、市⺠のまちづくりに対する参画ではなく、参加するにとどまる事も課題として⾒えてきました。 

社会情勢の変化を把握し、広域的な動向をとらえ、将来を予測し分析した⻑期的な戦略に⽴脚して政策を
作っていくことも重要です。 

このような、⻑期的・俯瞰的戦略を市⺠に提⽰した上で、市⺠との対話により、市⺠主体のまちづくりが進めら
れると考えます。 

⾏政においても、このような多様な主体が多様な活動ができるような交流の場や機会を積極的に設けていき、
地域の実情に合った施策を検討していきます。 

前マスタープランでは… 
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８）まちづくりを実現する仕組み 

 

 

かつてのまちづくりは、公衆衛生上の問題に力点がおかれていたため、日照や通風などの確保が

重要視されていました。現在では、伝染病が流行するといったことも少なくなり、建築基準法も一

定の役割を果たしてきたと言えます。 

現在、住民が求めているものは、「潤い」や「街並みの豊かさ」など『線・色・数値』では体現

できない都市空間です。しかしながら、依然として、全国一律の古い基準が使われているのです。 

また、都市基盤整備に関わる事業についても、道路や公園を量的に確保することに重点がおかれ

ていましたが、住民のニーズは「量から質へ」、「物の豊かさから、心の豊かさへ」と多様化し、今

までの行政の縦割り組織では対応することが難しくなってきています。 

このような市民の意識を背景として、自主運営を前提に、地方分権が進められてきました。この

流れは積極的に進められていくことが予想されます。 

地方分権により、21 世紀は、自治体独自の条例により、まちづくりを進めていくことになりま

す。 

 
前マスタープランを作った時のこの⾔葉は今もなお必要な観点であり、今後も引き継いでいきますが、そのまち

づくりの実現の⼿段として、条例を⾒直していくだけではなく、様々な⼿段（制度や体制）を検討していき、これ
らをまちづくりの実現の仕組みとして整理しておく必要があります。 

 
９）スピードのあるまちづくり 

 
 
東京には環状８号、７号、６号など 60 年たっても、未完成な道路が存在しています。 

土地区画整理事業や再開発事業にも同様に、実行されていないものが存在します。 

一方、日野では、土地区画整理事業により、利便性の高い安全な住環境整備が行われてきました

が、バブルの崩壊以降、そのスピードが低下していることは否めません。 

このまちづくりのスピードは、経済の活性化とも関係があります。 

地方都市では、都市計画上は問題がありますが、バイパスなどが開通すると、その沿道にショッ

ピングセンターやガソリンスタンドなどの沿道サービス施設やパチンコ屋などがすぐに立地する

現象を見ることができます。これは、公共事業が民間の需要をすぐに誘発する力を持っているこ

との現れだと言えます。 

また、この力を適切に発揮するために、PFI によるプロジェクトを推進し、計画的にまちづくり

を進めていく必要があります。 

 
この考え⽅を踏まえて、公共施設においては、PPP、PFI はもちろん指定管理者制度など事業者が参画しや

すい仕組みを検討するとともに、整備だけではなく、⽣活基盤の醸成につながるような取り組みを実施し、地域
住⺠や事業者の意向を確認しつつ、事業の優先度や⺠間活⼒による費⽤対効果等を検討しながら、地域に
最も合ったまちづくりの在り⽅を模索していく必要があります。  

前マスタープランでは… 

前マスタープランでは… 
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３. マスタープラン改訂の基本的な考え⽅                                          

 
１）これまでのまちづくり  
 

これまでに、まちづくりマスタープランで定めるまちづくりの４つの基本⽅針と⽬標に基づいて各施策が展開され
てきました。以下に⽰す４つの基本⽅針にそって、これまでのまちづくりの成果と課題等について振り返ります。 

 
●基本⽅針１ ⽇野の記憶と⽂化を伝えるまち 

緑地を保全・継承し、⽔と緑のネットワークを形成するため、地区計画やまちづくり条例を活⽤して、地域
や地区の緑の保全を進めてきました。緑地の公有化率が向上し、市全体の公園⾯積も増加していますが、
その⼀⽅で、農地の⾯積は減少しています。 

⽇野の記憶と⽂化を伝える歴史資源については、⽇野宿通り周辺まちづくりを推進し、市⺠や⼤学との
連携も⾏ってきました。⽇野駅周辺では⽇野宿本陣、佐藤彦五郎新選組資料館、井上源三郎資料館、
開渠化された⽇野⽤⽔をはじめ歴史的資源が集積しており、市南部の観光資源も含めて、こうした資源を
どのようにネットワークしていくかが今後の課題となります。 

 
●基本⽅針２ ⽇野の暮らしの舞台を⽀えるまち 

⽇野バイパスが全通するなど、幹線道路の整備が進められるとともに、公共交通についてもミニバス路線の
再編や拡充、ワゴンタクシーの運⾏等により市内を結ぶ交通環境が充実してきました。しかし、市の南北をつ
なぐ交通網の強化や、丘陵部から市内へのアクセスの利便性の向上等が課題として残されています。 

万願寺地区や川辺堀之内地区で⼟地区画整理事業による市街地整備が進められてきました。丘陵部
においても住宅地開発が進み、あわせて地区計画の策定により良好な住環境が担保されてきました。 

今後は⾼齢社会での対応として、住宅地や住宅団地の維持管理や、市⺠の普段の暮らしを⽀える商業
や医療・福祉施設の⽴地状況の地域格差等に対する施策を充実していく必要があります。 

 
●基本⽅針３ ⽇野の仕事を育むまち 

三⼤拠点に位置づけた豊⽥駅周辺では拠点商業施設の開業や⼟地区画整理事業による南⼝周辺の
整備が進み、⾼幡不動駅周辺は駅ビルを含む開発により交通結節点としての拠点性が向上しました。「⽇
野の⽞関⼝」とした⽇野駅周辺のまちづくりは都市施設や拠点の整備だけでなく、これらを利活⽤し、ネット
ワーク化していくことがこれからの課題として残されています。 

市内の就業者数は商業・⼯業・農業のいずれも減少傾向にあります。過去には豊⽥駅南⼝周辺の⾷品
おおた等の撤退や東芝・メグミルクの⼯場の閉鎖があり、今後も⽇野⾃動⾞の⼯場機能移転等、産業活
⼒の向上は⼤きな課題となっています。 

今後は、多様化する社会環境の中で、多様な働き⽅・暮らし⽅のできる環境づくりへの取り組みが求めら
れます。また、AI や IoT など進歩する技術⾰新が、市の産業や市⺠の暮らしに与える影響も予⾒したまちづ
くりを考える時期にきています。 

   
●基本⽅針４ まちづくりを⽀える仕組み 

マスタープランで掲げたまちづくりを⽀える仕組みとして、まちづくり条例が制定され、通常の都市計画による
まちづくりをはじめ、市と住⺠・事業者が連携した地区まちづくりが多摩平の森地区や⾼幡台団地地区で進
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められています。また、条例に基づいて⼤規模な⼟地取引や開発事業の⼿続きが定められ、良好な都市環
境を創出する仕組みとして機能しています。 

今後は、さらに多様な主体・事業者等の連携・協働を促すまちづくりのプラットフォームの構築や、それぞれ
の地域の空間的資源・⼈的資源を活⽤する仕組みづくりに取り組んでいく必要があります。 
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２）時代の変化に対応したまちづくりの新たな課題 
 

現在の⽇野市のまちづくりにおいては、これまでのマスタープランでは想定していなかった新たな課題や、⾼齢
化・少⼦化が進⾏する中で、以前よりも対応する必要性や重要性が変化した課題等がみられます。 

これらの新たな課題等について、今後の⼈⼝動向や時代の変化を踏まえ、以下の４つの視点から整理をし
ました。 
●これからの社会・経済状況の変化に対応するための 「持続可能なまちづくり」の視点 
●住まいあるいは活動の場として選ばれる都市となるための 「暮らしの価値を⾼めるまちづくり」の視点 
●⼈⼝減少・⻑寿命化の中で地域コミュニティを維持するための 「地域で⽣き看取られるまちづくり」の視点 
●技術⾰新の⾼度化や多様性の広がりなど「⼈の⽣活の変化、そしてこれからのまちづくり」に求められる視点 

 
（１）「持続可能なまちづくり」の視点 

 
＜⼈⼝構造のバランスのとれた地域へ＞  

⽇野市の⼈⼝は全体で微増傾向ですが、地域によって⼈⼝増減及び⾼齢化の状況に⼤きく差が出てく
ることが予測されています。このため、将来的な⼈⼝規模を⾒据えた上で、地域の課題に応じた施策を実
施し、バランスの取れた都市構造を実現することが重要となります。 

全体では微増傾向であるものの、⼦ども、⽣産年齢⼈⼝、⾼齢者の割合には⼤きな変化が⾒られ、主
に台地や丘陵部に、⾼度経済成⻑期に流⼊してきた世代の⾼齢化が今後予測されます。⽣活利便施設
や交通利便性等から、適切な⼈⼝流⼊については経済活動に任せるのか、⾏政による施策によって⽀援
するのか、どの地域に、どの世代を戦略的に誘致していくのかを判断していく必要があります。 

都市基盤については、これまでに整備された道路や公共施設等を適切に維持・更新し、次世代へ過度
な負担をかけないよう留意する必要があります。さらに今後は都市基盤をはじめとした、「施設」の概念に加
え、⼈々の⽣活に必要な「機能」の観点を意識した「⽣活基盤」の醸成が必要となってきます。また、既存
の住宅地や⼤規模団地においては、空き家・空き地への対応や、今後の⽣活に必要となってくる機能の補
完や新たな機能への転換を図るなど、多世代間でバランスの取れた⼈⼝構成を誘導することが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

コラム 用語の定義について（施設や機能について） 

本マスタープランでは以下の用語の定義を行っています。 

○施設：ハコモノ、建物そのもの 

○機能：そのものの作用、能力 

○サービス：職務提供、人が関わる活動 

※例：商業施設、商業機能、商業サービスにおいてそれぞれ意図するものが若干異なりま

す。 

  ・商業施設：物理的なお店そのもの 

  ・商業機能：商業施設に加え、移動販売、日常的な露店等も含む 

  ・商業サービス：上記機能を満たした時、人を介するもの 

※それ以外にも福祉～、子ども関連～、交流～等、様々な組み合わせが考えられます。 
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＜便利で暮らしやすい⽣活圏の形成、拠点・⽣活圏にふさわしい都市機能の誘導＞ 

⼈⼝構造のバランスの取れた地域を実現することは、各地域に⽣活に必要な機能が確保され、⽣活圏
域として成⽴していることが前提となります。現状及び今後の⼈⼝予測等に基づいて、それぞれの地域に必
要な機能の洗い出しを⾏うなど、⽣活圏域と⽣活拠点の在り⽅を検討し、地域の⽣活利便性を向上させ、
各エリアの価値を向上させることが重要です。 

また、21 世紀は「都市経営」という観点で、税⾦は社会福祉に重点的に投資され、都市整備の財源は
縮⼩していくことが予想されることが前マスタープランでは触れられており、その傾向は今後も続くことが予想さ
れます。地域に必要な機能を考える際には、⾏政の資源だけでなく⺠間活⼒を活⽤すること、福祉のまち
づくりや防災まちづくりのように、機能の共有、共⽤、集約化、複合化等を総合的に考えることが、財源、資
源、⼈等が限られる中で必要となってきます。 

都市拠点である三⼤拠点駅周辺は、広域的な都市機能の集約を図るだけではなく、JR 中央線、京王
線やモノレール駅を中⼼とする周辺の⽣活拠点との機能の役割分担や、相互の交通ネットワークも考慮し
て、都市機能の誘導を図る必要があります。 

また、⼟地区画整理事業が進められる⻄平⼭地区や、丘陵部で地区まちづくりを進めている⾼幡台団
地地区など、鉄道駅等から離れた地区については、⽣活圏に必要な機能誘導と同時に、公共交通のネッ
トワークの充実や新たな仕組みづくり等についても検討が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜安⼼して暮らせるまちの形成、地域のレジリエンスの向上＞ 
暮らしの利便性は今後の⾼齢社会において重要な要素の⼀つですが、東⽇本⼤震災や熊本地震のよ

うな近年の類を⾒ない⼤きな地震災害、⾵⽔害、⼟砂災害を受けたことで、安全・安⼼な暮らしへのニー
ズも⾼まっています。 

特に⽇野市では、多摩川・浅川という２つの⼤きな河川があり、沖積地の多くが浸⽔想定区域に指定
されており、常にこうした浸⽔のリスクにさらされており、丘陵部や崖線付近では⼟砂災害による被災のリスク
が常に存在しています。 

避難場所となる公園や道路の整備、被害の低減に向けた取り組みとともに、⼀⼈ひとりの防災意識の
向上、迅速な情報伝達の仕組みや避難体制の構築などの公助の充実、⽔害においては⾼所に避難でき
る対策や仕組み、⼟砂災害においては建物の強靭化などの対策も考えられます。さらには地域住⺠による

コラム 用語の定義について（公有地における再編について） 

本マスタープランにおける公共施設の「再編」とは、以下について総合的に検討するこ

とを指します。 

○共用(化)：共に利用すること(所有者は単一) 

○共有(化)：共に所有すること(複数で所有すること) 

○集約(化)：複数の施設、機能を集めること 

 ○複合(化)：集約したうえで一つの施設にまとめること 

○再配置：複数の土地や機能についてバランスを見て配置すること 

※これらの用語も若干な差ではありますが、意図して使い分けて使用しています。 
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⾃助・共助の取り組みを⽀援し、地域の防災⼒を⾼める取り組みが必要です。 
地域の防災⼒を⾼めつつ、市も早急な情報伝達や要配慮者に対する⽀援等、⾏政の施策によってより

継続的に、安定した暮らしができるよう社会全体のレジリエンス向上を図ります。 
⾃然災害への対応だけではなく、安⼼なまちづくりという点では、防犯対策として、住宅地の空き家や空

き地の適正な管理を促すことや、バリアフリーやユニバーサルデザインの対策によって誰もが安⼼して暮らせる
ようなまちづくりの観点も必要です。 

 
＜活動の場づくり＞ 

暮らしの利便性、安全・安⼼な暮らし、そして⼈々が集い、活動できる場があることは、これからの地域に
とって、住み続けられる必要不可⽋な条件の⼀つです。 

既存の場所や施設を⼗分に利活⽤することに加えて、今後は⼈⼝の減少や少⼦化に伴って⽣じる空き
家や空き教室等を地域資源として活⽤するなど、地域住⺠の⾝近な場所に、⼦ども、⼦育て世代、⾼齢
者などの多世代が集まる場、⼼地よい活動の場、⾝近な施設で気軽に学べる⽣涯学習の場を確保するこ
とが必要です。 

特に丘陵部の住宅地においては、今後も著しい⼈⼝減少の傾向がみられるため、集会施設や学校、空
き家等のスペースを活⽤し、地域住⺠が活動できる場の創出や仕組みづくりを考えていく必要があります。 

 
（２）「暮らしの価値を⾼めるまちづくり」の視点 

   
＜ライフスタイルに応じた働き⽅ができる環境づくり＞ 

住宅都市として成熟期を迎える⽇野市ですが、今後は都市圏における単なるベッドタウンではなく、働き
ながら暮らせるまち、ゆとりと利便性が両⽴したまちとして、選ばれる住宅地を⽬指したまちづくりを進めていく
ことが重要です。 

職住の近接を可能とし、多様化するライフスタイルに応じた働き⽅ができる地域と⽣活環境を整えること
によって、若い世代や⼦育て世代が定住できる地域の魅⼒と暮らしやすさを確保をすることが必要です。ま
た、そのためには、新たな産業⽴地の促進や、新たなビジネスの創出の⽀援も重要になります。 

特に、⼦育て世代に対しては、暮らしに⾝近な場所で、無理なく⼦育てができるなど、⾝近な商業・⽣活
サービスが受けられることが魅⼒となるような住宅地の在り⽅を考える必要があります。 

 
＜⽔と緑と農地のある暮らしの価値の再認識＞ 

⾃然豊かな環境とともにある暮らしは、現在の⽇野市を⽀える基礎を何代にもわたってつくり出した⼈々
がいることに気づかせてくれます。このような先⼈たちの努⼒の上に、現在の⽇野があることを忘れてはなりま
せん。これは⽇野市の強みの⼀つであり、近年、都市部において⾃然の資源が減少傾向にあるなかで、今
後も⾃然環境の希少性は増していきます。若い世代から⼦育て世代、⾼齢世代に⾄るまで、⾃然とともに
ある暮らしは、⽇野市が住宅地として選ばれる⼤きな動機・要因となります。 

⽇野の歴史・⽂化の根幹といえる河川や緑地、⽤⽔や農地を保全し継承する活動を通して、⾃然のあ
る暮らしを⾒つめ直し、その価値を再認識することが必要です。 

また、⾃然環境の要素だけではなく、⽇野宿本陣をはじめとする歴史・⽂化資源についても、周辺の住
宅地や公園等と調和した街並みの誘導や、歴史資源を市⺠の暮らしに⾝近にする活動等とあわせて、歴
史ある地域としての価値の向上につなげていくことが必要です。 
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＜地域課題を⾃ら解決するエリアマネジメント＞ 
丘陵部の住宅地は、豊かな⾃然や優れた街並みを有する魅⼒ある住宅地ですが、今後は⼈⼝減少や

⾼齢化にあたって、空き家の発⽣やコミュニティ・地域活動の希薄化など、その持続性に⼤きな課題を抱え
ています。住宅地の価値を維持し続けるためには、住環境の維持管理とそれを⽀える仕組み、交通利便
性の向上など、⾼齢化への対応が重要となってきます。 

また、今後は⾃動運転やパーソナルモビリティなど、技術⾰新を⾒据えた移動環境づくりや、ICT、IoT を
活⽤した情報共有など、次世代のコミュニティの在り⽅の変化も想定され、そのような環境と仕組みを利⽤
する地域住⺠⾃らが、地域の在り⽅を考え、選択する時代にきています。 

それぞれの住宅地で、地域の特性や環境に応じて、地域住⺠のコミュニティを維持・更新していき、地域
住⺠が主体となって⾃らのまちを持続性のあるまちに変えていく、原動⼒となることが求められています。 

地域⾃らがその地域の価値を⾼めるという観点にたって、地域が主体となって運営されることが、まさにエリ
アマネジメントです。地域の住⺠が他の地域の住⺠を巻き込み、様々な団体と連携しながら、まちの魅⼒を
⾒つけています。そして、その魅⼒をつなぎ合せて、新しいまちの価値を⽣み出しています。⽇野市ではこの
⼦どもから⼤⼈まで、個⼈や団体を問わず、お互いの知恵を融合し、楽しみながら互いに学びあい、そして
課題を解決していく地域住⺠を「まちづくり⼈」と呼んでいます。 

これらの動きは、市⺠、事業者、⾏政をも含めた多様な主体で取り組むことが求められています。まちづく
り⼈を増やしていくため、地域の中で⼈が育て合う、⼈づくりの観点も重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（３）「地域で⽣き看取られるまちづくり」の視点 

 
＜共に活動し⽀えあえるコミュニティづくり＞ 

これからの⾼齢社会では、可能な限り住み慣れた地域で、⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最期まで続けるこ
とができるように、地域の暮らしを⽀える施設の確保やサービスの提供を持続していくことが重要です。また、
暮らしを⽀える場やサービスを充実する⼀⽅で、地域住⺠がともに活動し⽀えあえるコミュニティを形成する
ことも重要な課題です。 

今後は⾼齢者の⻑寿命化に伴い、現役を退いた⾼齢者世代が孤⽴することがないよう、地域のコミュニ

コラム 用語の定義について（歴史と記憶について） 

基本方針１「日野の記憶と文化を伝えるまち」等に出てくる「記憶」と「歴史」におい

ても、意図して使い分けを行っています。一般的には「歴史と文化」といった使い方をし

ますが、人によって日野に対する記憶や想いが異なると考えています。日野の農村なの

か、バブル期なのか、子どもなのか、学生なのか、家族でなのか等、どの時代を過ごした

のかによっても違うと思います。 

 「歴史」というと日野市史にあるような一般的に共通の通史と捉えることができ、「記

憶」とはそれぞれの人にとっての日野と捉えることができます。こうした多様な感性を含

んだものを記憶として表現しており、日野はこうした多様性を受け止めるだけの器があ

ると考え、基本方針では後者を用いています。 
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ティに参加しやすい動機付けや仕掛みづくりと、活躍できる場や機会を提供することが必要となります。 
また、⾼齢化が進む地域での暮らし、地域の活⼒を維持するためには、若い世代や新たな転⼊世帯を

呼び込み、⽀援者・⽀援組織を巻き込む仕組みについても、地域住⺠とともに考えていく必要があります。 
 

＜暮らしの中で健康になるまちづくり＞ 
地域の⾼齢者⼀⼈ひとりが孤⽴することなく、いつまでも健康でいられるためには、地域コミュニティとつな

がっていることが重要であり、また、⾼齢者の健康を⽀えるという視点での環境整備が重要となります。 
市街地整備においては、歩いても、⾞椅⼦でも、安⼼して快適に移動できる歩⾏者空間や、⼀休みし

たいときに腰を下ろせる場所があるなど、外出することが苦にならない、外に出て歩きたくなるような公共空間
を創出することが必要となります。 

さらに、⽇野の⾃然環境を活かした、⾃然に触れて歩くことのできる歩⾏者空間の整備など、歩く機会を
創出し、外出する動機となるような空間づくりや、⾝近な地域だけでなく、バスや電⾞を利⽤して、⾼齢にな
っても⾃由に遠くまで⾜を運ぶことのできる、公共交通網の形成も必要です。 

また、介護が必要になっても安⼼して⽼いることができるよう、⾼齢者を地域で⽀えるために必要なサービ
スや機能を検討し、その受け⽫となる場所や施設を、まちづくりの中で考えていく必要があります。 

 
＜地域と事業者など多様な主体の新たな関わり⽅＞ 

今後も⾼度化・複雑化が進む社会の中で、地域コミュニティの充実と再⽣、健康になれる環境や仕組み
づくりを⾏うには、地域住⺠だけではなく、より多様な知識や知⾒を有する⼈的資源をいかに集約し、地域
の課題解決にあたるかが重要となります。 

⽇野市は⼯業都市として発展した経緯から、市内に多くの事業者が⽴地し、また、都市圏の住宅都市
として公的な⼤規模団地、⼤学も⽴地しています。これらの事業者や⼤学等とともに、健康づくりや交通⼿
段など、地域の課題の解決に向けた検討や活動を⾏うことは、地域住⺠と事業者の双⽅にとって有益であ
り、新たな産業や就業の場の創出、地域の⼈材活⽤など、都市の活⼒の創出につながる可能性も有して
います。 

また、絶えず変化する社会経済情勢の中、今後も予期せぬ事業者の転出あるいは転⼊が都市環境・
⼟地利⽤に⼤きな影響を与えることも考えられるため、地域で活動する事業者や⼤学、公的機関と地域
住⺠が、相互に情報を提供し共有できる関係を構築することが、まちづくりに必要となってきます。 

 
（４）⼈の⽣活の変化、そしてこれからのまちづくりに求められる視点 

 
＜情報・通信技術の⾼度化＞ 

前マスタープランの策定時と⽐べて、インターネットをはじめとした情報通信技術の⾼度化によるコミュニケ
ーションの在り⽅やライフスタイル、産業構造などは⼤きく変わっています。IoT、AI のような発展も⾒せ、その
変化の早さもめまぐるしく、次々と新しいサービスが⽣まれたり消えたりしています。従来のまちづくりにおけるど
の領域が、この技術によって影響を受けるのかについて⾏政、市⺠、事業者も理解していく必要があります。
ネット通販や SNS のようなサービスの発展や 3D プリンタ、⾃動運転⾞やスマートフォンのようなハードの⾰
新によってリアルの空間に求められる機能も変化することでしょう。さらには、事業を⾏うにあたって、⼈からロ
ボットに業務を移管していくことも、⼈件費の削減、災害時の安全性の確保、業務の効率化、最適化など
様々な観点から、積極的に導⼊を検討し実現化していく必要があります。 

こうしたスピーディな社会に対応するために、都市計画やまちづくりに関する予め公開可能な情報について
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の検討も進めていく必要があります。 
 

＜多様な属性を持った⼈＞ 
マーケティングの分野では、その商品やサービスを提供する⼈に、ターゲット、ターゲティングといった⽤語を

⽤います。従来のターゲティングは 50 代男性や 10 代⼥性等の年齢や性別による分類でしたが、昨今で
は同じ 50 代男性でも趣味嗜好、ライフスタイルも異なり、単に年齢や性別による分類だけではリーチしきれ
ない（商品が購⼊されなかったりサービスを受けてくれない）社会になっています。これはまちづくりにおいても
同様です。ここで重要なのは何を「共有」できるのか、という点です。もちろん⽣まれた年代が近い、もしくは
同性であれば共有するものも多いかもしれませんが、それだけではない共有の仕⽅、属性（その⼈に付与さ
れる居住地、職業、家族構成、所得、学歴、趣味嗜好、⽣活習慣、⾏動 等）もあることを認識し、寛
容に受け⼊れることがまちづくりには必要であり、その結果が多様性を⽣むことになります。 

前マスタープランではノーマライゼーションの理念に基づき、ユニバーサルデザインの視点に⽴つことについて
触れていましたが、ダイバーシティやソーシャル・インクルージョンといった様々な新しい考え⽅もできています。
また、⽇野においても外国⼈の流⼊は増え続けています。⽇常⽣活だけではなく、観光的な訪問客をも想
定していくことが必要であり、こうした多⽂化共⽣の社会が求められています。 

いずれにしろ共通して⾔えるのは、孤独や孤⽴、排除や摩擦、区別ではなく、つながりや⽀え合う社会、
そして「共有」できる何か、属性を受け⼊れるまちづくりが必要なのです。 

 
＜⾼齢社会・超⾼齢社会の到来＞ 

⾼度経済成⻑に伴って⽇野市を含む⼤都市近郊都市に流⼊した世代は、当時郊外部に新たに⼤量
に造成された⼀⼾建ての住宅や分譲マンションに住みながら都⼼に通勤し、モータリゼーションに乗って⼤規
模店舗で消費⽣活を送りレジャーを楽しむという、都市的な⽣活を送ってきました。 

その多くが、家族構成が両親と⼦どものみという典型的な核家族で、住宅もそれを前提とした間取である
庭付き⼀⼾建てなど、“マイホーム”を所有することがある種の共通した価値観でした。 

歳⽉を経て、その団塊の世代が⾼齢化し、その⼦ども世代が成⼈し独⽴していくという時代になり、仕事
と家庭や⼦育てを両⽴させるため、通勤時間を短縮できる職場に近い場所や通勤に便利な場所である都
⼼や駅周辺部に住みたいという希望から、もともと住んでいた郊外部の住宅地から転出していきました。 

こうして、郊外部の住宅地は、団塊の世代の夫婦のみの世帯が多くを占めることとなり、夫婦がその⽚⽅
を介護するという⽼⽼介護や、夫婦の⼀⽅が亡くなり⾼齢者が単⾝で住む世帯が多くなるということが現実
となってきました。 

加えて、団塊の世代が⾼齢となるとともに、その⼦ども世代が⾼齢者となる時代も近付いてきています。 
ある報道では、郊外部の住宅地を抱える⾃治体では、団塊の世代の定年退職や⽣産年齢⼈⼝の減

少により住⺠⼀⼈当たり所得の減少が⽣じ、まちが衰えていくことにつながると警鐘を鳴らしています。 
このような⾼齢社会・超⾼齢社会では、推計される⽣産年齢⼈⼝の急激な減少も考慮すると、⼤幅に

不⾜する医療・介護の⼈材をどう確保するか、医療・介護にかかる費⽤の財源の捻出やそれを誰が負担す
るのか、市⺠⾃らがその役割をどう担うのか、⼤きな課題に直⾯しています。 

医療・介護や⼦育てなど、多くの時間や労⼒が必要なことは、家族の中の特定の⼈が負担することは到
底できるものではなく、また、医療・介護サービス事業等に完全にお任せすることは現実的ではないことは明
らかです。 

同居する家族や同居しない家族だけではなく、地域社会でも協働して分担することが今後必要となって
いくことでしょうし、⼈の⼿以外、例えば、AI やロボットなど新しい技術で担うことについても、現実のものと考
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え積極的に使うことや理解・受容していくことも必要となります。 
市⺠と⾏政はこの現実と将来予測をしっかりと直視し、実感し、解決に向けて次の⾏動を考えねばなりま

せん。 
 

＜今後訪れる多死社会への認識＞ 
戦後のベビーブームにより、⽇本の⼈⼝は爆発的に増加しました。⾼度経済成⻑を⽀えた、いわゆる“団

塊の世代”の⽅々やその⼦ども世代は、その前後の世代に⽐べて⼈⼝規模が特に⼤きいところです。 
これから、団塊の世代やその⼦ども世代が⾼齢となり、亡くなる時期が着実に近づいてきています。昨今、

“⾼齢社会”や“超⾼齢社会”という⾔葉をよく⽿にしますが、これが“多死社会”につながることも必然と考え
るべきでしょう。 

⼈が、⽣を受けることは、同時に死に対⾯することでもあります。我々は、“多死社会”が⽬前に迫ってい
るということを踏まえて⾏動する必要があります。近代以前は、“死”は⾝近にある存在として、⼈々の実感、
暮らしと⼀体のものでした。現代では、都市化が進む中で、あるいは、核家族化が進む中で、 “死” と
⼈々の暮らしとは極端に分化してきました。 

現代社会が⽣み出してきた葬送や埋葬の仕組みは、時に機械的・システマチックではあるものの、都市
住⺠としてその合理性に助けられてきたのも事実です。その合理性に依拠しすぎることなく、家族や市⺠がそ
れを分かち合うことも必要です。 

“死”に直⾯する際、⼈々がそこで感じる悲しみや不安を和らげるよう、市⺠⾃らが考えなければなりませ
ん。市⺠の尊厳と社会の安寧を守るうえで、“⼈⽣最後の場所”としての⽕葬場や墓地・墓園は、市⺠社
会の共通⼀致したものとして、適切に運営・更新していかなければなりません。 

この点は、市⺠がお互いの⽴場を尊重し、敬うこころを持つことによってのみ実現するものとの認識をもって
対応するべきです。 
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３）まちづくりの課題に対する⽅針 
社会経済情勢や都市を取り巻く環境の変化によって⽣じる新たな課題に対応するためには、前マスタープラ

ンで⽰されたまちづくりの考え⽅を基に、以下のようなまちづくりの視点を加え、あるいは強化することが必要であ
ると考えます。 

これらの視点をもとに、今⼀度、⽇野市の将来のまちのイメージを描き直し、それを実現するために必要とされ
る新たなまちづくりの施策や仕組み等を検討していくこととします。 

 
●今ある地域資源を活⽤し、⾼齢者が元気に活動する環境を整える 

○⾼齢者が元気に歩いて暮らせる⾃然を活かした環境づくり 
○⾼齢者が集まる居場所づくり、活動を後押しする環境づくり 
○⾼齢者が地域で⽣き看取られる安⼼で便利な地域づくり 
 

●若い世代・⼦育て世代の働き⽅・暮らし⽅を受け⼊れる環境を整える  
○⼦育て世代が地域とつながりを持てる交流の居場所づくり 
○世代の枠を超えて⼦育てができる環境・地域づくり 
○在宅ワークなど多様な働き⽅を選べる環境づくり 
 

●災害に備えて地域を知り、地域の防災⼒を向上する 
○⾃然災害に柔軟に対処できる防災計画づくり 
○安⼼して暮らすための、地域住⺠主体の防災まちづくり 
○⽼朽団地等の空きストックを地域資源と捉え活⽤するまちづくり 
 

●⽔と緑・農地と共にある暮らしの価値を再確認し、まちづくりに活かす 
○⽔・緑・農地、⾃然の価値の再確認と保全と活⽤の仕組みづくり 
○⽇々の暮らしに⽔・緑・農地のある環境づくり 
○⽔・緑・農地を活かした魅⼒ある場とにぎわいづくり 

 
●地域ニーズや地域の変化に応じて公共交通網を再編する 

○丘陵地等の不便区域における公共交通の再編 
○地域ニーズ等に応じた公共交通の新たな仕組みづくり 
 

●市の活⼒となる産業をまちづくりに活かす 
○歴史・⽂化等の特性や地域ニーズに応じた三⼤拠点駅周辺のまちづくり 
○⼯業系事業者と連携し共存するまちづくり 
○新たな産業・活動の創出に向けた多様な主体が連携できる場づくり 
 

●地域の暮らしを⽀える仕組みをつくる 
○⾼齢化等の進⾏する丘陵部等の暮らしを維持するまちづくり 
○空き家や団地等の空きストックを活⽤したまちづくり 
○地域コミュニティを⽀えあう仕組みづくり 



- 29 - 

 

  



- 30 - 

 

 

第⼀部 ⽇野のグランドデザイン                             
 
第Ⅰ章 まちづくりマスタープランの位置づけと役割                            
  
１. まちづくりマスタープランの位置づけと役割                                 

 
まちづくりマスタープランは、緩やかなまちづくりの「ビジョン」と「ルール」を定めた、⽇野市で活動するすべての⼈々

の『まちづくりの⼿引き書』としての役割を担うもので、⽇野のまちづくりの羅針盤と⾔えます。 
まちづくりマスタープランは上位計画に即し、かつ関連する様々な分野におけるプランとの整合性を図りつつ定め

られるもので、⽤途地域の⾒直しや、本計画に位置づけられている都市計画に関する事業を展開していく基本的
な⽅針となるものです。 

また、個別具体の施策を実⾏するときの⼿がかりとしても使われていくことになり、⾏政内では、都市計画に関す
る事業の予算化の指針ともなります。 
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２. 計画の⽬標年次と将来想定⼈⼝                                          
 
将来の⼈⼝は、これからのまちづくりをどう進めていくかを考える上で、⼤きな要因となります。本計画では、上位

計画である「基本構想・基本計画」及び⼈⼝の将来展望を⽰す「⼈⼝ビジョン」との整合を図りながら、将来想定
⼈⼝を設定します。 
 

１）上位計画における⼈⼝フレーム 
⽇野市の基本構想・基本計画である「2020 プラン」（2011 年 3 ⽉策定）では、2020 年の⽬標⼈⼝

を 185,000 ⼈と設定しています。あわせて、2020 プラン期間中にピークを迎えることや 65 歳以上⼈⼝が増
加し続けることに留意して、まちづくりを進めていくことを明記しています。 

⼀⽅、2016 年 3 ⽉に策定した「⽇野市⼈⼝ビジョン」では、総合戦略に基づく施策等の効果を⾒込んだ
場合、2030 年の 186,447 ⼈をピークに減少に転じるものの、2060 年には現状の⼈⼝と同⽔準の
179,118 ⼈が維持できると⾒込んでいます。 

 
２）本計画における将来想定⼈⼝と⽬標年次 

本計画における⽬標年次は、2019 年を基準年次として、2040 年を⽬標年次とし、将来想定⼈⼝は
186,000 ⼈とします。 

 
 
 
  

人口の推移（2005～2015 年）と人口推計（2020～2040 年） 
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３. 計画策定の体制                                               
 

① まちづくりマスタープラン検討会議 
・検討の⺟体として、「まちづくりマスタープラン検討会議」を設置。「検討会議」は、全体的な調整・確認を⾏
う「コア会議」と、全市的なテーマについて検討する「テーマ別意⾒交換会」の２層で構成。 

 
② コア会議 

・コア会議は、計画策定に関わる⽅向性の審議等を⾏うため、市⺠まちづくり会議、学識経験者、都市計
画審議会から参加を募った検討会議で、中核的に議論。 

（市⺠まちづくり会議・学識経験者(1名)、公募市⺠(8名)、都市計画審議会(2名)、都市計画課（事
務局）） 

 
③ テーマ別意⾒交換会 

・テーマ別意⾒交換会は、将来都市像の具体化に向けて、まちづくりマスタープランの改訂⽅針のうち、「⽇
野市に暮らす価値を⾼める」ことを主要なテーマとして開催する。これからの暮らしについて５つの視点を設
け、グループ別に検討。 

 
④ 地域別意⾒交換会 

・前まちづくりマスタープラン策定後の社会条件の変化やまちづくりマスタープラン基礎調査から得られた今後
のまちづくりに必要な視点に対する市⺠の理解・共感を得るため、地域別意⾒交換会（８地域別）を実
施。 
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第Ⅱ章 まちづくりの基本理念                                  
  
１. ⽇野市のまちづくりの定義・⽬的・原則                                   

 
⽇野市と市⺠が協働しながらまちづくりを⾏っていくために、⽇野市で活動するすべての⼈たちが持ち続けるべき

まちづくりに関する⾏動の規範が必要となります。 
この⾏動の規範をまちづくりマスタープランに記し、⽇野市で活動する⼈々との約束とします。 
 
 

 
 ⽇野市で活動する⼈々は、良識と責任をもって、⾃ら環境の価値を発⾒し、認識し、保全し、  

磨き上げ、活⽤し、あるいは新たに創造し、さらにそれらを組み合わせて、将来望ましい環境をつく
りあげ、蓄積し、次世代に引き継いでいかなければなりません。また、これを「まちづくり」と定義しま
す。 

 
まちづくりは、次の 4 つの⽬的を達成するために⾏われます。 
①⽇野市で活動する⼈々の⽣きる喜びや⽣活への満⾜感を満たすために⾏われること 
②⽇野市を経営していくために、すべての都市整備は、⽇野の仕事の活性化に寄与すること 
③次の世代の⼦どもたちに、⽇野のまちの記憶と⽂化を引き継いでいくこと 
④⽇野市で活動するすべての⼈々が、健康に暮らし続ける環境をつくること 

 
まちづくりは、次の 10 の原則にのっとり展開されなければなりません。 
①安全で健康的な⽣活が保障されること 
②快適であること 
③環境や経済的な視点から効率的であること 
④ニーズを反映していること 
⑤総合的であること 
⑥地域性を感じられること 
⑦⽇野の記憶と⽂化が感じられること 
⑧創造的であること 
⑨すべての情報やプロセスが公開され、誰もが参画できること 
⑩経済的な価値をもたらし、実効性があること 

 
 

  

 

 

 

まちづくり
の定義 

まちづくりの

４つの目的 

まちづくりの

10 の原則 
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２. まちづくりの責任と役割                                            
 

まちづくりは市の財政のみで⾏うものではなく、⽇野市に関わるすべての⼈がそれぞれの責任や役割を理解し、
協働してまちづくりに取り組む必要があります。 

地域の居住者や⼟地建物などを⽇野市に所有している「市⺠」、店舗や⼯場、事務所などの「事業者」、市
⺠の代表である「議会」、そして、市の都市経営を実際に⾏う「⾏政（市⻑）」の責任役割を以下のように定め
ます。 

 
・市⺠は、⾃らのまちにおける活動すべてがまちづくりにつながることを認識したうえで、まちづくりには⼀
定の負担が伴い、⾃らが当事者としてまちづくりの責任を担っていくことを⾃覚し、さまざまな主体と
協調しながら、まちづくりに関⼼をもち参加する権利と責任を有します。 

・市⺠は、まちづくりに関する情報を知る権利と責務を有します。 
・市⺠は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりに関する学習及び活動に参加する権利と責務
を有し、それに主体的に取り組むとともに、⾏政が実施するまちづくりに関する施策に協⼒するよう
努めなければなりません。 

 
・事業者は、⾃らのまちにおける活動すべてがまちづくりにつながることを認識したうえで、まちづくりには
⼀定の負担が伴い、⾃らが当事者としてまちづくりの責任を担っていくことを⾃覚し、さまざまな主体
と協調しながら、まちづくりに関⼼をもち参加する権利と責任を有します。 

・事業者は、まちづくりに関する情報を知る権利と責務を有します。 
・事業者は、まちづくりに影響を及ぼす⾏為を⾏う場合は、良好な環境確保に努めなければなりませ
ん。 

・事業者は、⾃主的なまちづくり活動を推進するとともに、開発に係る指導など、⾏政が計画的な⼟
地利⽤、良好な居住環境形成のために実施する施策に協⼒するよう努めなければなりません。 

 
・議会は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりに参加する権利と責任を有します。 
・議会は、まちづくりに関する情報を知る権利と責務を有します。 
・議会は、市⺠参加のまちづくりを進めるために、まちづくりに必要な情報の収集と提供に努め、⾏政
が実施するまちづくりに関する施策に、市⺠意⾒が⼗分反映されるよう努めなければなりません。 

 
・⾏政は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりに関し必要な調査を⾏うとともに、まちづくりマスタ
ープランを実効性のあるものとするため、まちづくりマスタープランに基づき、総合的・計画的な⼟地
利⽤を実施する責務を有します。 

・⾏政は、基本理念にのっとり、まちづくりマスタープランの実施にあたっては、市⺠の意⾒を⼗分に反
映させるよう努めなければなりません。 

・⾏政は、⽇野市に必要とされる施設や環境⽔準を得るため、防災性の確保や公害の防⽌、都市
⽣活の利便性の確保、社会福祉の充実などに努めていかなければなりません。 

・⾏政は、地域の特性に応じたルール化によるまちづくりを進めるために、横断的に必要な取り組みを
進めていくよう努めなければなりません。また、当事者間の対話において、相互に折り合いがつかな
い場合の調整などを総合的な視点から⾏わなければなりません。 

・⾏政は、市⺠や事業者の⾃主的なまちづくり活動を促進するために、まちづくりに必要な情報の収
集と提供の責務を有し、まちづくりに関する学習及び活動に対する⽀援を進めるよう努めなければ
なりません。 

  

 市民 

 

 

 

議会 
 
 

事業者 
 
 

行政 
（市長） 
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第Ⅲ章 ⽇野市の⽬指す姿とまちづくりの⽅向性                        
 
１．４つの基本⽅針                                                   

将来都市像を実現するためには、多様な「資源」を保全・活⽤するとともに、⼈々の暮らしが展開される「舞台」
を整え、⼀⼈ひとりが「活動」し続けられるためのまちづくりが求められます。 

まちづくりマスタープランでは以下に⽰す４つの基本⽅針をもとに、将来都市像の実現に向けて、「そこに暮らす
価値を創り出す」をキーワードに施策を展開していきます。 

 
基本⽅針１ ⽇野の記憶と⽂化を伝えるまち 

⽇野の記憶と⽂化を掘り起こし、磨きをかけ、次世代に引き継いでいく 
 

基本⽅針２ ⽇野の暮らしの舞台を⽀えるまち 
私達の暮らしを⽀え、様々な活動の舞台となる環境をしつらえる 
 

基本⽅針３ ⽇野の⼈々が活発に活動するまち 
私達の⽇々の⽣活を⽀え、市⺠がいきいきと活動できるような環境と、新たな仕事を創り出す環境
を整える 
 

基本⽅針４ まちづくりを⽀える仕組み 
まちづくりマスタープランを⽀え、実現化するための仕組みをつくりあげる 

 
この 4 つのまちづくりの基本⽅針は、私たちの暮らしが、沖積低地や⽇野台地、多摩丘陵等の⾃然地形を根

底として成り⽴っているという考え⽅を基本としています。 
その⾃然地形の上に、私たちの暮らしを⽀える舞台装置となる道路や公園、住宅等が適切に配置され、その

舞台装置により、いきいきとしたコミュニティや産業活動が展開されています。 
そして、まちづくりは市⺠と⾏政との協働の仕組みが下⽀えしてはじめて実現されます。 
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基本⽅針１︓⽇野の記憶と⽂化を伝えるまち                                 
 

多摩丘陵や⽇野台地、浅川・多摩川の沖積低地等の⾃然地形の上で、これまでの⽇野の暮らしが営まれ
てきました。これら⾃然環境は、⽇野の気候⾵⼟と、記憶と⽂化そのものであり、私たちの暮らしを将来にわたっ
て優しく⽀えてくれる⼤切な宝ものです。 

また、宿場町⽇野を彷彿とさせ、⽣活になじみの深い甲州街道や、⾼幡不動尊等の由緒ある寺社、そして
まちの華である祭り等は、これまでの⽣活の履歴を伝え、歳時記を私たちに感じさせてくれる⼤切な宝ものです。 

これからも⽔・緑・農地からなる⽇野の⾃然環境と、⽣活になじみが深く、かつての暮らしを今に伝える歴史
資源を守り、これらを根底にして、⽇々の暮らしやまちづくりを展開し、次世代へ引き継いでいきます。 

 
1）⽇野の気候⾵⼟の産物である⾃然と⽣活の履歴である歴史・⽂化資源の保全と継承 

⽇野市内を流れる総延⻑約 116 ㎞に及ぶ⽤⽔や多摩川・浅川、程久保川、⾕地川等の河川、⽴体的
な景観を構成する丘陵・崖線の緑と湧⽔、⽇野のかつての⽣業であり、市⺠への新鮮な⾷糧の供給源となる
農地を、市⺠の暮らしを⽀える⾃然環境として、これらを守り、次世代を担う⼦どもたちに継承し、より魅⼒的で、
さまざまなことを学ぶことができる空間として磨き上げていかなければなりません。 

そして、過去から現在に⾄る⻑い歴史の中で、⽇野市⺠の⽣活の基軸となり、⽇野⽂化を⽀えてきた甲州
街道、旧甲州街道、川崎街道、北野街道とその周辺に分布する社寺や屋敷林、⽤⽔やかつての⾯影を伝え
る⺠家等を⼀体的に保全・継承し、いつでも先⼈たちの暮らしを感じ取ることができるような空間として再整備
していきます。 

  
２）農地のある暮らしの継承 

河川や丘陵部の緑地や湧⽔等の⾃然環境を背景として、古くから⽇野の⼈々の暮らしが営まれ、⼈々の暮
らしとともに農地や屋敷林、⾥⼭等が継承されてきました。 

「農地とともにある暮らし」は豊かな⾃然環境に育まれた⽇野の伝統⽂化の⼀つです。今後も農作物の⽣産
のみならず、景観の創出や環境の保全、さらには⾷育や交流の創出、防災といった農地の多⾯的な機能
を活⽤し、⽇野に暮らす⼈々の活動・コミュニティをつなぐ地域資源として農地を活⽤していきます。 

また、これら⾃然環境や農地のある暮らしを継承していくために、環境負荷の少ない住まい⽅や住まいづくり
を基本とし、それを実践する⽇野⼈を育成していきます。  

 
３）地域の⼩さな「宝もの」と「習わし」の保全と継承 

地域懇談会では、地域の暮らしの上に蓄積された地域独⾃の「モノ」や「コト」が掘り起こされ、アクションプラ
ンへとつながりました。この地域の⽣活に根ざした⼩さな「モノ」や「コト」を守り育み、まちづくりに活かすことが、⼀
⼈ひとりが始める⽇野⼈・⽇野⽂化を次世代に継承していく第⼀歩となります。 
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基本⽅針２︓⽇野の暮らしの舞台を⽀えるまち                                 
 

私たちは、⽇野の豊かな⾃然環境の恩恵を受けながら、基本的な⽣活を営み続けています。⼀⽅で、都市
にはさまざまな⼈が集まり、社会的・⼈間的な関係を結びつける役割があります。その役割を担っていくように、
多様な年齢層の多彩な市⺠の能⼒を活かし、育てることができるさまざまな暮らしの舞台をつくり、それらを結び
つけていくことも必要です。 

今後は⾼齢社会へ対応した都市構造をつくりあげることはもちろん、従来の「市⺠参加のまちづくり」から、さら
に⼀歩進んで、地域住⺠が地域を⽀え、地域でまちを管理・運営する「地域住⺠による協働のまちづくり」が必
要となってきます。 

このような環境や⾼齢化への問題に対処した暮らしの舞台をつくりあげていきます。 
 

１）地域で⽀え合う⽣活空間づくりを進める 
⾼齢社会の到来は、地域福祉と都市の維持管理にかかる費⽤の今以上の増⼤を意味しています。これに、

地⽅財政のみで対応することは難しく、市⺠あるいは地域住⺠の主体的なまちづくりへの参画と協働によらなけ
れば、これを乗り切ることはできません。お互いに⽀え合うような⽣活を送ることのできる「暮らしの舞台」をしつら
えるためのまちづくりを進めていかなければなりません。 

これからは駅周辺や各地域の⽣活圏域に必要な公共施設や住宅等を整備し、⾝近な拠点として育成して
いく必要があります。また、駅周辺または⽣活圏域の中⼼に必要な機能を集約するだけでなく、公共交通のさ
らなる活⽤により、これらの拠点をつなぎ、互いに補完することも必要となります。 

⾼齢社会においては、⾼齢者の新たな⽣きがいづくりとともに、⾼齢者が住み慣れた地域で⾃分らしい⽣活
を最期まで送れるよう、家族と地域が⼀体として⾼齢者をサポートする仕組みづくりや、地域住⺠が⾃らの地域
を⾃らマネジメントするための仕組みもあわせて準備していかなければなりません。 

地域別に暮らしの舞台を整え、地域の中の学校やコミュニティ施設を、地域の防災や福祉、⽇常の教育・⽂
化・スポーツなど、地域で⽀え合うコミュニティの活動拠点として整備し、活⽤していきます。 

また、コミュニティの活動拠点や駅をつなぐ道路が安全でなければ、地域で⽀え合う暮らしを実現することはで

農の拠点
歴史と⽂化の拠点

多摩川・浅川

⽤⽔ 湧⽔
公園 緑地
農地
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きません。そのため、それらをつなぐ道路を歩⾏者の安全性を最優先に考える、安全で安⼼して歩くことのできる
空間とし、地域の⼈が誇りに思えるよう地区の美観や環境の改善に配慮した地域づくりを進めていきます。 

 
2）⾃然とともにあり、安⼼して住み続けることができるまちづくりを進める 

近年の地震災害や豪⾬による⾵⽔害の被災を教訓とし、⽇頃より丘陵部や沿川に住む地域住⺠が⾃然
災害のリスクを⾃覚し⾃ら備えるとともに、市は安⼼して住み続けることのできる住環境整備を進めていきます。
また、災害時の避難体制の構築や速やかな情報伝達の仕組みづくりについては、市と地域住⺠とで連携して
取り組んでいきます。 

また、⾃然環境の保全のみならず、市⺠⼀⼈ひとりの暮らし⽅や、環境への負荷を軽減するような都市づくり
が求められています。⽇野にある豊かな⾃然環境を保全・継承し、ごみの排出抑制、⾃然エネルギーの活⽤、
省エネルギーなど市⺠⼀⼈ひとりが環境に配慮した暮らし⽅を基本として、まちづくりを進めていきます。 

 
３）多彩な市⺠の能⼒を引き出し、多様な連携を⽣み出すようなまちづくりを進める 

市⺠⼀⼈ひとりが持つ多彩な能⼒や個性を⼗分に発揮し、元気のある⽇野としていくために、⼈・もの・情報
が交差することによって、さまざまな交流を⽣み出し、多様な活動が営まれることが重要です。 

そのため、鉄道やバス等によるスムーズな移動の⾃由を保障し、バス交通等の拠点となる駅とその周辺の基
盤整備を歩⾏者が優先という視点に⽴って進めていきます。また、多様な公共交通との連絡性を⾼め、交通
利便性を向上するとともに、丘陵部の住宅地等においては、地域住⺠との協働による交通⼿段の仕組みを検
討していきます。 

また、さまざまな活動が営まれるような機会の提供も⾏っていく必要があります。⽇野市に暮らし、あるいは活
動をするすべての⼈や組織が、互いの⽴場を尊重しながら協⼒し、それぞれが持つ⼒をつなげて、1 つの⼤きな
⼒となるような場と機会を提供できるまちづくりを進めていきます。 

  

暮らしを⽀える主要な道路
鉄道
公共交通網（バスルート）

三⼤拠点
（⽇野駅、豊⽥駅、⾼幡不動駅周辺）

⽣活拠点（その他の駅周辺）
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基本⽅針３︓⽇野の⼈々が活発に活動するまち                                
 

⽇野市は、かつては「東京の穀倉」と⾔われ、地の利を活かした産業である「農業」を基幹産業とした⼩さな
まちでした。その後、「宿場町 ⽇野」へ、そして現在では市の産業⽴地政策もあって、「⼯業都市」であるととも
に、「住宅都市」として、落ち着きを⾒せています。 

産業構造は、⼯業及びサービス業を主体とし、「⾼幡不動尊」「多摩動物公園」など広域的なレクリエーショ
ン拠点が⽴地しており、観光を対象とした産業も存在しています。これまでの産業構造の変化をみてみると、産
業の盛衰と⽇野の活⼒は密接な関係にあると⾔えます。都市の活⼒源である将来の⽇野を⽀える産業は、⻑
期・短期の経済情勢の変化に対しても全体として柔軟に対応できるものとしなければなりません。 

⼯業都市から住宅都市へと移り変わり、そして⽇野に暮らす価値をさらに⾼めるために、産官学の多様な主
体の連携によって、住宅地における⽣活課題解決型の産業の創出やコミュニティビジネスの育成など、既存の
産業とも連携をしつつ、次世代の新たな産業の創出を図っていきます。 

 
1）産業の多様な連携を⽣み、活動を⽀える道路・交通網の整備 

将来の⽇野を⽀える産業は、「農業」「⼯業」「商業」「観光」が多様な連携を持たなければなりません。つま
り、⽇野の地域資源や⽴地条件を活かし、⽣産から流通までさまざまな分野の産業が存在し、かつそれぞれが
多様な結びつきで⽀え合う都市構造としなければなりません。 

そのため、周辺都市とより活発に連携を図りながら、市内においても⾃由な産業活動と物流を⽀える道路・
交通網の整備が必要となります。 

 
2）三⼤拠点の再構築 

⽇野駅周辺は甲州街道の「宿場町」として、豊⽥駅は公団多摩平団地の開発にともなう昭和 30 年代に
おける公団のまちづくりの先駆けとして、⾼幡不動駅は⾼幡不動尊や多摩動物公園へのレクリエーションの⽞
関⼝として発展してきました。 

今後は、既存の都市機能の集積を活かしながら、公共交通基盤のさらなる整備と充実、歩⾏者空間の確
保など、「歩いて暮らせるまちづくり」を⽬指した基盤整備を進めていきます。 

加えて、周辺の事業者や観光資源と⼀体となった緑豊かで⾼質な特徴のあるまちづくりを進め、医療・福
祉・教育・⽂化等の都市的サービス産業におけるビジネスチャンスの場として位置づけ、産業の活性化を図って
いきます。 

 
3）⼈々が活動し活躍するための拠点整備 

本格的な⾼齢社会とは、⾼齢者の健康寿命が増加することで、⾼齢者が元気に働き活動できる社会であ
り、それは多様な市⺠活動や地域のまちづくりに、より多くの⼈材が参画できる社会であるといえます。 

これから増加する⾼齢者がいつまでも健康に⽣き⽣きと活動できる社会参画の仕組みと仕事、活動の機会
と場を創出し、まちづくりの事業を展開していきます。 

また、進展する情報化社会において、サテライトオフィスや在宅勤務等は⼀般化することが予想されます。特
に、医療・福祉・教育などの都市型サービス産業においても⾼度情報・通信ネットワークの構築が求められ、こ
れらの産業は従来型の産業と異なり、拠点的な産業地を建設する必要がないため、情報通信のための基盤が
整えば、住宅地がそのまま新たな産業地となり、⽇野の住宅都市としての特性を最⼤限に活かせる産業となり
えます。 

そのため、⾼度情報・通信を⽀える社会基盤整備を進め、住宅都市ならではの新産業が共存するまちづくり
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を進め、⼈々が活発に活動し活躍のできる環境を創出していきます。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
基本⽅針４ まちづくりを⽀える仕組み                                     
 

現在、⽇野市では、市⺠参画のまちづくりを主体として、多くの計画づくり等を⾏い、市⺠や事業者とともに
時代のニーズに反映した協働のまちづくりを展開しています。 

まちづくりマスタープランを実現性のあるものとし、市⺠⼀⼈ひとりが実感として⽇野が良くなったと思えるような
まちづくりを進めるために、市⺠からのまちづくりに関する具体的な活動や提案を保障し⽀援する仕組みであるま
ちづくり条例を適切に運⽤し、地域住⺠が主体となって進めるまちづくりや⼤規模開発の適切な誘導を⾏って
いきます。 

また、まちづくりを取り巻く多様な制度の活⽤や、市⺠や市⺠団体・事業者等の多様な主体と連携し、まち
づくりを戦略的に推進し進捗管理を⾏う仕組みづくりに取り組んでいきます。 
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２. 将来の都市空間の構造                                                  
 

4 つのまちづくりの基本⽅針を重ねると、⽇野の⾃然地形の上に多様な暮らしの舞台が展開し、交流する「⽇
野の将来のまちの姿」が⾒えてきます。 
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３. 将来のまちのイメージ                                             

これからの未来のまちづくりに向けた考え⽅を、これまでに述べてきた⽇野のグランドデザインをもとに、実現したい
将来のまちのイメージとして、⾃由な発想のもとで描きました。 

ここには市の概況や社会情勢を受けて捉えておくべきエッセンスが⼊っていますが、すべてを網羅したものではあり
ません。⼈々の記憶がそれぞれ異なるようにまちの将来のイメージも違ったものになるでしょう。まちづくりマスタープラ
ンを市⺠みんなで使いながらより良い将来を⼀緒に創造していきましょう。 

 
（まちづくりの課題に対する⽅針 再掲） 

●今ある地域資源を活⽤し、⾼齢者が元気に活動する環境を整える 
 
●若い世代・⼦育て世代の働き⽅・暮らし⽅を受け⼊れる環境を整える 
 
●災害に備えて地域を知り、地域の防災⼒を向上する 
 
●⽔と緑・農地と共にある暮らしの価値を再確認し、まちづくりに活かす 
 
●地域ニーズや地域の変化に応じて公共交通網を再編する 
 
●市の活⼒となる産業をまちづくりに活かす 
 
※●地域の暮らしを⽀える仕組みをつくる、については「第Ⅵ章 まちづくりマスタープランの実現に向けて」に記述し

ています。 
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将来のまちのイメージ 
計画の構成上、⾼齢者・⼦ども・⼦育てと分けていますが、その垣根はありません。⽇野市のどこにおいても、地域に合わせて、多様な⼈が交流できる環境やそれぞれの分野を横断した取り組みが必要です。 
   

●路線バス等の公共交通だけでなく電動⾞椅⼦の 
ような新しい多様な交通・移動⼿段が⾏き交う 

●活動する主体は、市⺠・⾏政だけではない 
医療・福祉・介護・健康等の様々な産業・研究 
分野の事業者、⼤学等の様々な主体が参画 
しやすい仕組み 

●地域よるケア=地域包括⽀援 
公的⽀援(公助・共助)だけでなく、 
公的⽀援外による包括的な⽀援や環境の 
整備・醸成が⾏われている 

●安⼼・安全な⽇常⽣活が過ごせる住宅、 
⼦育てしながらでも、家でも働ける環境、住まい 

●様々な⾃然を体験できる⽔や緑の環境 

●学校、学童、塾以外の時間・空間の共有 
⼦ども・親の参加しやすい居場所づくり 

●⽇常⽣活をサポートできる都市空間 
●⼦育て⽀援事業、様々な活動主体、 

産業が参⼊しやすい仕組み 

具体的なイメージ    ︓⼦ども・⼦育て・⼦ども包括⽀援、⼦育て世代包括⽀援 

適⽤され得るテーマ   ︓2-3.多様な暮らし⽅ 

  具体的なイメージ  ︓⾼齢者・地域包括ケアシステム 

  適⽤され得るテーマ  ︓2-5.福祉・地域コミュニティ 

⾼齢者が元気に、⾃分で⽣活でき、可能な限り住み慣れた地域で、⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最期まで続
けることができるよう、地域の包括的な⽀援やサービスを提供できる体制（地域包括ケアシステム）が構築さ
れています。 

地域で包括し⽀えていく環境 

多世代交流 

⾏政・住⺠だけでなく⼤学や事業者等の様々な主体との共創 

●個⼈や家族によるケアが充実する⽀援、補助メニュー 
●グループによるケア 

病院や⽼⼈ホーム等の施設による⽀援ができる 
環境が整っている 

●地域によるケア=地域包括⽀援 
公的医療・介護保険による⽀援だけでなく、 
公的医療・介護保険外の⾃助・互助による 
包括的な⽀援や環境の整備・醸成が⾏われている 

個⼈ケア 

グループケア 

地域ケア 

個⼈ケア 
グループケア 

地域ケア 

⼦育て世代が⾃由な働き⽅をしつつ、⼦どもと共に健康で元気に育つことができるよう、⾝近な地域で
親⾝に⽀える包括的な⽀援や仕組み(⼦ども包括⽀援・⼦育て世代包括⽀援)が整っています。 

  今ある地域資源を活⽤し、⾼齢者が元気に活動する環境を整える   若い世代・⼦育て世代の働き⽅・暮らし⽅を受け⼊れる環境を整える 
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具体的なイメージ  ︓農の拠点 
適⽤され得るテーマ  ︓1-1.⽔と緑 3-3.農業 

●農業者が守ってきた農地が保全されている 
●⽇野産の野菜を⾷べることができる環境が整っている 

学校給⾷をはじめとして、地場で作られた野菜を 
地域のみんなで買える、⾷べられる 

●週末型レクリエーションだけでなく、農に関わることのできる 
場として農地が有効活⽤されている 
農作物を買うだけでなく、体験を買うことのできる農地 
⽣産の場としての農地・交流の場としての農地 

●都市である利点を活かした農業 
●地域住⺠の理解と地域に⾝近な農地 
●農地の多⾯的な機能が発揮され、地域にかけがえ 

の存在となっている 
(景観・⾷育・防災・環境・健康づくり…) 

●保全すべき農地や緑地が、様々な制度を利⽤し 
確保されている 

  ⽔と緑・農地と共にある暮らしの価値を再確認し、まちづくりに活かす 

農業者によって継承されてきた農地を維持保全し、かつ農地を地域住⺠あるいは市⺠の交流の場とするな
ど、新しい制度により、⽇野に暮らす⼈々の⽣活に農地と農業が深く結びついています。 

具体的なイメージ  ︓⼟砂災害や浸⽔が想定される住宅地適⽤され得るテーマ 
 ︓2-1.防災 2-5.地域コミュニティ 

  災害に備えて地域を知り、地域の防災⼒を向上する 

豊かな地形や⾃然環境が保全・継承されている⼀⽅で、地震や、豪⾬による浸⽔や⼟砂災害に対
応できる都市基盤の整備や、住⺠⼀⼈⼀⼈が⾃ら暮らす地域の状況をきちんと理解し、予期せぬ
⾃然災害にも対応できる、地域住⺠のつながりのあるまちが実現されています。 

●被災が予め想定される区域に関しては、可能な限り 
居住を避け、安全な場所に誘導されている 
既に居住している住宅地でも⼗分な対策が準備 
されている 

●迅速な情報伝達の仕組み、避難ルート、避難所、 
⾃⽴したエネルギー源等の⾮常時における避難体 
制が充実しており、地震、⼟砂災害、⾵⽔害等の 
災害毎に、地域住⺠⼀⼈⼀⼈が万が⼀の際に 
どう動くべきか分かっている 

●地域住⺠⼀⼈⼀⼈が、地形の特性や地域の 
公園、地区センター、空き家等の地域資源について 
正しく認識し、災害毎に対処できる、利⽤しやすい 
環境が整っている 

●⾝近な地域コミュニティの拠点となる、交流、防災、 
健康づくりなど様々な地域課題の解決の場がある 

具体的なイメージ  ︓⼟砂災害や浸⽔が想定される住宅地 
適⽤され得るテーマ  ︓2-1.防災 2-5.地域コミュニティ 
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  具体的なイメージ  ︓丘陵部の住宅地、交通空⽩地域 

  適⽤され得るテーマ  ︓2-4.新しい交通⼿段 2-2.成熟した都市基盤 

●バス停や乗合い場がセットになった休憩スペース 
地域に必要な⽣活利便施設などが集約されて、 
利⽤しやすい滞留空間がある 

●地域の住⺠できれいに⼿⼊れされ、愛着を 
持てるような居場所がある 

●事業者・⼤学・研究機関の社会実証の場となり、 
リビングラボのような様々な主体との共創の場 
となるような環境や機会がある 

●地域で必要なもの（⾃転⾞、電動⾞椅⼦、充電機能 等） 
が地域で共有しやすい仕組みが整っている 

●⾞を運転できない⾼齢者・障害者・⼦どもも 
利⽤しやすい仕組みが整っている 

●⾃動運転⾞や電動⾞椅⼦のような⼩型モビリティなどの 
新しい技術が利⽤されやすい環境が整っている 

  地域ニーズや地域の変化に応じて公共交通網を再編する 

暮らしを⽀える公共交通網が充実し、地域によっては住⺠の⽅々と新たな交通システムの検討が⾏われ、誰
もが無理なく外出し、移動できる環境が整っています。 

新しい交通システム 

交通ネットワークと滞留空間のデザイン 

  市の活⼒となる産業を暮らしやまちづくりに活かす 

⼀⾔で産業と⾔っても、その事業規模や業種によって保有している知⾒、ノウハウ、⼈等によって地域やまちづくりへの
関与や影響⼒は変わってきます。さまざまな主体が地域に関わりを持ち、共創のまちづくりが実現されています。 

地域・空間・暮らしの場 

交流・共創の場 

福祉・⾼齢者・⼦ども・⼦育て 

農・みどり 

暮らし・地域コミュニティ 
交通・先端技術 

イベント・公共空間 

中⼩事業者 
⼤規模事業者 

商⼯業・農業 

具体的なイメージ  ︓地域住⺠による拠点形成 
適⽤され得るテーマ  ︓2-3.多様化する働き⽅ 2-5.地域コミュニティ 3-1.産業 

●⼦育てしながら仕事ができるような空間や仕組みが 
できている 

●中⼩事業者をはじめとする市内企業が社会ニーズに 
対応した新しいビジネス・産業を起こせるよう共創の 
場・環境ができている 

●リビングラボ等による地域、事業者との共創が 
実現しやすい空間、環境、機会がある 

●IT インフラ環境が整い、様々な働き⽅を実現する 
●住宅地など地域の中で実証をしながら、地域からの 

フィードバックを得て、新たなビジネスにつなげる 
社会実証の場が⽤意されている 

●多様な業種が分野を横断し、交流することが 
できる場が備わっている 

●製造業などの拠点が⽴地しやすく、ノウハウの共有や 
⼈的交流ができる環境が整っている 
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●駅前空間、道路、公園等の公共空間がまちの 
にぎわいや地域交流のために有効利⽤されている 

●地域の⼈が楽しく、無理なく、取り組みを続けられる 
仕組みができている 

●公共空間が地域の⼈の活動の場となり、主催しやすい 
仕組みができている 

TOYODA クラフトビールまつり 新選組まつり 

都市空間の有効利⽤
の事例

〇地域コミュニティを⽀えあう仕組みづくり 
市⺠の⾝近な⽣活圏において、住環境の保全や街並み・美観の維持管理、魅⼒づくりなどを⽬的と
して、地域住⺠・事業者・⾏政が連携した様々な活動が、公共空間で⾏われています。 

具体的なイメージ  ︓丘陵部の住宅地 

適⽤され得るテーマ  ︓2-1.防災 2-2.空き家活⽤ 

    ︓2-4.地域の交通(電動⾞椅⼦) 

    ︓2-5.地域コミュニティ 

●空き家、空き地、空き駐⾞場、⾞庫、地域の 
公園等が利活⽤されやすい仕組みが整っている 

●利⽤する⼈と利⽤できる場がマッチングしやすい 
仕組みづくりが整っている 

空き家まちづくりガイドブック 
⾸都⼤学東京と⽇野市で協働・作成 

  地域の暮らしを⽀える仕組みをつくる 

〇空き家や団地等の空きストックを活⽤したまちづくり 
⼈⼝減少社会において、今後増加する空き家、空き地の適正な維持管理がなされ、地域の課題を
解決するための資源として利活⽤が推進されています。 

●⾝近な地域コミュニティの拠点となる、交流、防災、 
健康づくりなど様々な地域課題の解決の場になっている 

●家から路線バスのバス停までの⾝近な⾜となる 
地域フィーダー交通が有効的に使われている 

具体的なイメージ  ︓新選組まつり、TOYODA クラフトビールまつり 
適⽤され得るテーマ  ︓2-2.公共空間の利活⽤ 3-1.活⼒ある場の創出  
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第⼆部 都市計画マスタープラン                           
 
第Ⅳ章 全体構想                                               
 
１．⼟地利⽤基本計画                                                 

 
⽇野の⼟地利⽤は、丘陵部や崖線の樹林地、農地や⽤⽔等の⾃然的⼟地利⽤と、道路や住宅地等の都

市的⼟地利⽤が近接しているという特徴があります。また、丘陵・台地・低地といった地形構造に規定され、東⻄
にひろがりつつ、まちが発展してきました。 

このため、⾃然的な地形と⾃然環境を根底にして、『⽇野の記憶と⽂化』を伝え、『暮らしの舞台』を⽀え、そし
て『⼈々が活発』に活動できるよう都市的⼟地利⽤を配置していきます。 

また、この⼟地利⽤構想は、⽇野で活動する⼈々の『約束』であり、区域区分や⽤途地域をはじめとする都市
計画における⼟地利⽤のルールを定めるだけでなく、⽇野の⾃然・⾵⼟に即した⼟地利⽤のあるべき姿を⾒極め、
⼟地利⽤を育むための保全・活⽤・改善の⽅向性を⽰すものです。 

このため、今後は⾃治体独⾃の⼟地利⽤規制が定められる特別⽤途地区や地区計画制度等を柔軟に活⽤
しながら、市街化の状況や都市基盤整備の状況に応じて、ここに描かれている将来像の実現に向けた⼟地利⽤
を誘導していきます。 

なお、既成市街地で地区計画制度を活⽤しながら既存道路の拡幅や地区施設の整備等が⾏われ、良好な
住環境が形成される場合には、建蔽率、容積率の⾒直しを⾏っていきます。 

また、東京都が定める区域マスタープランの⾒直しや、道路整備等による地形地物の変更等を受けて関連都
市計画の変更が必要となった際には、適切なタイミングで⽤途地域の変更など都市計画変更を実施します。 

 

１）住宅系 

土地利用 

低層 

（１）日野の原風景が残る自然と共存する地域 
（２）生活基盤を活かした身近な自然と触れ合える住宅地 
（３）昔ながらの街並みを大切にしながら住宅の持続性を高める地域 
（４）生活基盤を活かした多摩丘陵の豊かな緑と触れ合える住宅地 
（５）多摩丘陵の緑豊かな環境を維持しながら住宅の持続性を高める地域 

低・中層 
（６）地域の拠点としての役割を担うにぎわいのある住宅団地 
（７）駅近くの利便性が享受できる共同住宅が集積した住宅地 

沿 

道 

低・

中層 

（８）車利用の利便性を実感できる沿道型住宅地 
（９）農のある地域と調和した沿道環境 

２）商業・ 

業務系 

土地利用 

          （１）商業・業務等の都市機能と交通機能が集積した都市拠点 
          （２）生活に密着した商業機能を導入する生活拠点 

沿道 
（３）車利用者へのサービス施設が充実した沿道商業 
（４）様々な生活サービスを提供する拠点 

３）工業系 

土地利用 

（１）日野の産業と雇用を支える産業拠点 
（２）住工が共存する活気のある地域 

４）自然的 

土地利用 
大規模公園・緑地・河川・緑と共生した土地利用 

５）その他の 

土地利用 

（１）公共公益施設 
（２）小・中・高等学校 
（３）医療・福祉施設 
（４）大学・研究所 
（５）墓地・墓園等・市営火葬場 
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１）住宅系⼟地利⽤ 
住宅系の⼟地利⽤については、都市農地が集合して現存している住環境及び、⼤まかに地形特性・基盤

整備の実施状況から、以下のような類型を⾏いそれぞれの区域特性に合わせた⼟地利⽤を図ります。 
 
 ＜低層の住宅系⼟地利⽤＞ 

 
（１）⽇野の原⾵景が残る⾃然と共存する地域 
 

・東光寺地区、⻄平⼭地区、川辺堀之内地区、新井地区、倉沢地区などは、⽇野市の産業と市⺠⽣活
を⽀える農地が多く残されている地区です。しかし、都市農業を取り巻く環境は⾮常に厳しく、農地は年々
減少する傾向にあります。 

・⽇野市では、農業基本条例の中で、都市農業を守っていく⽅針を掲げており、まちづくりにおいても市⺠の
⾷卓を彩る農作物を⽣産する農地と⽤⽔、屋敷林、崖線樹林地など営農には⽋かせない環境を保全し
ていきます。 

・また、都市緑地法や⽣産緑地法等の新たな制度改正による⽥園住居地域の指定等と併せて、都市農
地の保全・利活⽤を図り、農地と調和した住環境を形成していきます。 

・百草地区、倉沢地区などは、今もなお昔ながらの⾥⼭⾵景が残る地区であり、多摩丘陵の東端に位置し、
起伏に富んだ⾕⼾地形を形成しています。そして、丘陵地の樹林と湧⽔に育まれた多様な⽣物が⽣息し
ています。 

・また、雑⽊林やリンゴの⾥、養鶏場などの都市農業がこの地域を特徴付けており、まとまりのある集落が良
好な⽥園景観を形成しています。 

・このように⾕⼾景観や⽥園景観が残されている地区においては、住宅⼀⼾の建築であっても⾃然の地形を
活かし、⾃然環境や景観に配慮した住宅となるように誘導していきます。 

・こうした昔ながらの原⾵景や⾥⼭⾵景を構成する⽔や緑を活かした⼟地利⽤とするためまちづくり基本⽅
針「１－１．⽔⾳と⼟の⾹りがするまちをつくる」を主とした施策を実施し、⾃然環境や集落環境を保全す
るとともに、これらと共存する低層住宅地を形成していきます。 

 
（２）⽣活基盤を活かした⾝近な⾃然と触れ合える住宅地 

 
・⼟地区画整理事業などの市街地整備により形成された住宅地や形成されつつある住宅地では、公園やま
ちなかの⾃然である⽤⽔、雑⽊林、社寺林や住宅の緑などが、⼦どもたちに⾃然と⾝近に触れ合える機会
をつくっています。 

・そのため、まちづくりのなかでこれらの貴重な緑を保全、育成し、何世代にわたっても⾝近に⾃然の恩恵を⼦
どもたちに与えられる環境をつくり、緑豊かで潤いのある住宅地となるように緑化やオープンスペースの創出を
誘導していきます。 

 
（３）昔ながらの街並みを⼤切にしながら住宅の持続性を⾼める地域 
 

・短冊状の細⻑い敷地に住宅が密集している甲州街道沿道や、昭和 30 年代に⾏われた⺠間開発による
住宅地や、川、幹線道路、地形のへり（崖線や丘陵部の⼭すそ）等に挟まれた住宅地は、道路が狭く、
⾏き⽌まり道路も多いなど防災⾯での課題を抱えています。しかしながら、こうした住宅地には歴史的に集
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落が存在していたことが多いことから向こう三軒両隣のコミュニティが今に残され、息づいていることが多く、祭
りや史跡などの記憶と⽂化が脈々と受け継がれています。 

・こうしたコミュニティを維持しながら良好な住宅地としていくために、もう⼀度、まちづくりの意識を醸成し、⼩
規模な単位でも、地区計画や地区まちづくりの制度などを活⽤しながら、区画道路やポケットパーク等の整
備を図り、安全なまちづくりを進め、市⺠の協⼒により道路⽤地やオープンスペースを⽣み出し、狭あい道路
や⾏き⽌まり道路を解消し、災害に強い住宅地を形成していきます。 

・そのため、まちの姿を⼤きく変えることなく整備していく「地域のまちづくり」や「市⺠主体のまちづくり」を進め、
向こう三軒両隣のコミュニティの輪のなかで、⼈とのふれあいが感じられる住環境を形成していきます。 

 
（４）⽣活基盤を活かした多摩丘陵の豊かな緑と触れ合える住宅地 
 

・⼟地区画整理事業などの市街地整備により形成された丘陵部の住宅地では、⾝近に広がる多摩丘陵の
緑豊かな⾃然を感じながら、⾼齢者はゆったりと、⼦どもたちはのびのびと過ごせる環境が形成されています。 

・今後も暮らしやすい住宅地として維持していくために、⾝近な⾃然環境を保全しつつ、⽣活を送る上で必
要な機能を確保することで、⾼齢者にとっても暮らしやすく、ファミリー層を始めとした新たな世帯も移り住ん
で来られる住宅地を形成していきます。 

（５）多摩丘陵の緑豊かな環境を維持しながら住宅の持続性を⾼める地域 
 

・丘陵部にある住宅地では、豊かな⾃然環境が⾝近にあり、良質な住宅地である⼀⽅、⾼齢化が進み、丘
陵という地形の特性上、徒歩による移動負荷が⼤きいという課題もあります。 

・今後も住宅地として維持していくために、地域に必要な⽣活利便機能を誘導したり、⾼齢者がより利便性
の⾼い住宅地への住み替えをしたり、住み続ける場合には⾼齢化に対応した住環境の整備を進めたり、⾃
然環境を活かし新たな居住者が移り住んで来られるような住宅地を形成したり、時代とともに変化する住ま
い⽅に柔軟に対応するため、住宅地としての多様性を持たせながらリニューアルを誘導していきます。 

 
＜低・中層の住宅系⼟地利⽤＞ 

 
（６）地域の拠点としての役割を担うにぎわいのある住宅団地 
 

・計画的に建設された中⾼層の住宅団地は、居住者が快適に暮らせるように関係機関と調整し、連携を取
りながら整備を進めていきます。 

・こうした規模の⼤きな住宅団地は、良好な地域社会を形成していく上で周囲に対する影響が⼤きいため、
地域に開かれた住宅団地としていくことが必要です。そのため、建替えにあたっては、関係機関と協議しなが
ら、さまざまな世代が住まうことのできる新たな社会・地域のニーズに対応した住宅団地として再整備を進め
ていきます。 

・地域に開かれたコミュニティ活動の拠点となるような整備を働きかけていきます。また、建替え事業の際には、
低層住宅地に隣接している住宅団地では、周辺環境に⼤きく負荷をかけないように配慮し、低層住宅地
と調和した住宅団地としての⽴地を誘導していきます。 

・丘陵部等に⽴地する住宅団地については、⾼齢社会や環境負荷の軽減となるコンパクトな市街地の形成
の観点から、駅周辺市街地への⽴地誘導を検討します。しかしながら、⽴地誘導が困難な場合には、周
辺の⾃然環境への影響が少なく、良好なスカイラインを有し、周辺の住環境と調和した住宅市街地の形
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成に寄与するような建替えまたはリフォームを誘導していきます。 
・今後⼈⼝が減少することを考慮し、⼤規模な敷地はその広さを活かして、周辺の緑や地形を踏まえた⼟地
利⽤を誘導していきます。 

 
（７）駅近くの利便性が享受できる共同住宅が集積した住宅地 
 

・⾃宅から歩いて⾏ける距離で買い物ができたり、鉄道やバス等の公共交通機関が利⽤しやすい環境は、
⾃動⾞での移動が困難な⾼齢者や障害者にとって、気軽に外出できる環境であり、⽣活に潤いと活⼒を
⽣み出す環境です。 

・都⼼へ通勤する⼈たちや駅前居住の利便性を求める⼈たちにとっても、⾃宅の窓から多摩丘陵や多摩川、
浅川といった豊かな⾃然景観が楽しめる居住環境は、⽣活に安らぎを与える魅⼒的な環境です。 

・このような住環境を求める⼈々が、少しでも多くこの環境を享受できるように低・中層の共同住宅を主体と
し、オープンスペースの確保に努め、利便性と快適性のある住環境を形成していきます。 

・駅の広場や⼗分な広さの道路等の整備がある程度完了している場所では、こうした空間をいかに利活⽤し
ていくかが⼤事です。地域住⺠や管理者等と⼗分に協議を重ねた上で、活⼒あるまちづくりを⽬指します。 

・駅からの商業圏のつながりを確保するため、⼩規模な⽣活関連店舗等と複合した住環境を誘導していき
ます。 

・⼤規模な敷地はその広さを活かして、周辺の緑や地形を踏まえた⼟地利⽤を誘導していきます。 
 
＜沿道の低・中層の住宅系⼟地利⽤＞ 

 
（８）⾞利⽤の利便性を実感できる沿道型住宅地 
 

・幹線道路沿道は、⾃動⾞での利便性に優れているため、それを多くの⼈が享受できるようにすることが求め
られます。 

・低・中層の共同住宅を主体としながら、集まって住むことの楽しさを感じることができるよう、⽇⽤品の販売を
主とする⼩規模な⽣活関連店舗等と複合した住環境を誘導していきます。 

・この地区は後背地の閑静な住宅地への騒⾳を遮断することや、⽕災時の延焼遮断帯としての防災機能
が求められます。 

・防⽕・準防⽕地域の指定とあわせ、低・中層の住宅を誘導することで建物の不燃化を促進し、あわせて緑
化による防災機能の強化をしながら、緑豊かな沿道景観を形成していきます。 

・新たに地域間や都市間を連絡する役割を担う幹線道路が整備されると、⾃動⾞交通量が適正に配分さ
れ、これまで⾃動⾞交通が集中していた道路での交通渋滞が解消されます。そして、道路によっては⾃動
⾞交通量が極端に減少することが考えられます。こうした道路ではこれまでの役割を⾒直し、歩いて楽しい
道路環境が形成されるよう、歩⾏者優先道路として再整備していくことが必要です。こうした道路沿道の住
宅地では、積極的に緑化を⾏い、歩⾏者優先道路と調和した街並みとなるよう誘導し、低・中層の緑豊
かな住環境を形成していきます。 

 
 
 

（９）農のある地域と調和した沿道環境 
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・まちづくりにおいては、居住者の利便性や快適性の向上は⼤きな⽬的の⼀つであり、基盤整備はその基本
となるものです。また、幹線道路の整備も地区の利便性の向上には⽋かせないものです。 

・⼀⽅で、都市基盤や幹線道路が整備されると地区の様相が⼀変し、それまで農地が広⼤な広がりを⾒せ
ていた地区が市街化され、住宅地が形成されていきます。しかし、こうした状況にあっても地区内に残された
農地は農業基本条例の精神に従って保全、育成していくことが必要となります。 

・そのため、基盤整備や幹線道路の整備等を含めた、住宅市街地等の整備の際には、残された農地の営
農環境を著しく悪化させないように配慮していきます。 

・例えば、東⻄軸の幹線道路沿道北側については、後背部の農地への⽇照等、良好な営農環境保全の
観点から、南側に⽐して建物⾼さを押さえるなど、柔軟で、きめ細かな都市計画を⾏い、営農環境と調和
し、交通利便性に優れた、街並みの整った住環境の形成を図ります。 

 
２）商業・業務系⼟地利⽤ 
 
（１）商業・業務等の都市機能と交通機能が集積した都市拠点 

〜さまざまな⼈々が住み、働き、憩う、出会いと交流のあるまちの形成〜 
 
・⽇野駅・豊⽥駅・⾼幡不動駅（交流拠点）周辺は、既存の都市機能の集積や公共交通の要衝として
の機能が⾼いことから、商業・業務機能の充実が求められます。 

・⽇野市全体として環境負荷を低減し、⾼齢社会を⾒据えたコンパクトなまちづくりを進めていく上で重要な
役割を担っています。 

・駅前居住を推進し、多様な世代や職業の⼈々が住み、働き、学び、交流する仕組みをつくっていくことが必
要です。そこで、さまざまな建築物が建てられる⼟地利⽤を誘導し、商業・産業のみならず、医療・福祉・
教育・⽂化等の新たなサービス産業のビジネスチャンスの場として育成していきます。 

・⽇野の産業を活性化させ、様々な交流を促進するにぎわいのある地区としていきます。 
・まちのにぎわいとなる機能を誘致するとともに、にぎわいとなるような利⽤がされることが求められます。 

 
（２）⽣活に密着した商業機能を導⼊する⽣活拠点 
 

・⽇野駅・豊⽥駅・⾼幡不動駅以外の駅についても、⾼齢化を⾒据え、駅前居住を推進しながら、市⺠⽣
活を⽀える商業施設と居住地が近接したコンパクトなまちづくりが求められています。 

・そのため、地域住⺠に⾝近な商業施設を活かした歩⾏者回遊型の低・中層の店舗と住宅が共存する住
環境を形成していきます。 

 
（３）⾞利⽤者へのサービス施設が充実した沿道商業 
 

・これからも当⾯は続くであろう⾞社会への対応から、⾞利⽤の利便性を向上させる沿道商業施設や⾃動
⾞関連施設など、沿道サービス施設の⽴地を許容した住環境の形成が求められます。 

・そのため、沿道サービス施設が周辺の⾃然環境や後背地の住宅地への⽇照・⾃動⾞騒⾳等に配慮する
など、周辺の住宅地と調和した、緑豊かで街並みの整った低・中層の住環境を形成していきます。 

・沿道サービス施設の⽴地を誘導する際には、交通渋滞への対応や通過交通の流⼊規制、特に、近年問
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題となっている営業時間の調整等、住⺠の⽣活のリズムや環境を阻害しないよう、指導を⾏っていきます。 
 
（４）様々な⽣活サービスを提供する拠点 
 

・幹線道路沿道は、⾃動⾞での利便性を多くの⼈が享受できるよう、集まって住むことの楽しさを感じることが
できる低・中層の共同住宅を主体としながら、⽇⽤品の販売を主とする⼩規模な⽣活関連店舗等と複合
した住環境を誘導していきます。 

・既存の路線型商業店舗のある道路沿道では、⾞利⽤を前提とした低・中層の⽣活密着型の商業店舗と
住宅が共存する地区を形成していきます。 

・この地区は、後背地の閑静な住宅地への騒⾳を遮断することや、⽕災時の延焼遮断帯としての防災機能
が求められます。 

・東⻄軸の幹線道路沿道北側の住宅地については、後背部の住宅地への⽇照等、良好な住環境保全の
観点から、南側に⽐して建物⾼さを押さえるなど、柔軟で、きめ細かな都市計画を⾏います。 

 
３）⼯業系⼟地利⽤ 
 
（１）⽇野の産業と雇⽤を⽀える産業拠点 

〜⽇野の産業を⽀えてきた⼯場・事業者を育む操業環境の形成〜 
 

・⽇野の産業を⽀える「ものづくり」をしている事業者やその⼯場は、私たちに働く環境を与え、職住近接とい
う暮らしを提供しています。 

・近年の経済情勢の悪化は、事業者やその⼯場をとりまく環境を年々厳しいものにしており、事業者の⼯場
閉鎖や海外への移転、私有地の売却を余儀なくしています。このように厳しい環境にある事業者やその⼯
場がこれからも⽇野市に存続し、さらに活性化していくためにはまちづくりにおいてもサポートする必要がありま
す。 

・そのため、物流を⽀える交通基盤の整備や産業振興施策に⼒を⼊れ、事業者やその⼯場の操業環境の
向上に努めていきます。 

・経済事情によりやむなく事業者の敷地が売却され、規模の⼤きな敷地での⼟地利⽤がされる場合には、
周辺住⺠の理解を得るために、事業者が主体となり、周辺住⺠の意向を踏まえながら、地区計画を作成・
提案することが望ましく、⾏政も積極的にこれを⽀援します。 

 
（２）住⼯が共存する活気のある地域 

〜事業者と共に歩み続けてきた住⼯共存の住環境の形成〜 
 

・住宅や⼯場等が混在する地区では、お互いの環境を阻害しないように共存していくことが必要です。 
・事業者やその⼯場は、まちの形成には⽋かせないものであり、また、その⼀⽅で良好な住環境を保護してい
くこともまちづくりにおいては⼤切なことです。 

・お互いが尊重しあい、共にあり続けるために⼟地区画整理事業や地区計画制度を活⽤しながらまちづくり
を進め、住宅と⼯業の調和が取れた地区の形成を⽬指していきます。 

・この地区では様々な⽤途での⼟地利⽤が可能なため、規模の⼤きな敷地での⼟地利⽤では特に周辺環
境に配慮が必要となります。このため、周辺の住環境の⼟地利⽤や建物⾼さと調和するよう、地区計画に



- 57 - 

 

よるまちづくりを進めていくことを基本的な考え⽅とします。 
・⽐較的規模の⼤きい開発事業に係る⼟地利⽤転換にあっては、事業者が主体となり、街区の単位で地
区計画を作成・提案することとが望ましく、⾏政も積極的にこれを⽀援します。 

 
４）⾃然的⼟地利⽤ 

 
・⾃然環境との共⽣を⽬指した都市を形成するため、起伏を感じることができ、湧⽔源となっている崖線及び
多摩丘陵の樹林地、⽤⽔への豊かな⽔量を提供する河川、⽇野の貴重な⾷糧⽣産の場となる農地を積
極的に保全し、⽇野の記憶と⽂化を伝え、私たちの暮らしの舞台を⽀える⾃然地形を後世に引き継いで
いきます。 

・市内幹線道路や公共公益施設や⼤規模⼯場・研究所、まちなかの住宅地内の緑化を進め、⽔と緑のネ
ットワークを創出していきます。 

 
５）その他の⼟地利⽤ 

 
（１）公共公益施設 

・公共公益施設については、⾏政サービスや⾏政情報が得られるだけではなく、さまざまな⽂化・レクリエーショ
ン活動を⾏うことができる活動拠点としての機能がますます求められています。 

・成熟した都市においては、時代に合わせた柔軟な利活⽤ができる⼟地はごく限られたものとなることが⼀般
的であり、社会経済情勢の変化に対応してまちづくりを進めるには、地域資源を有効に活⽤することが重
要です。 

・⾃治体が⾃由に利⽤できる⼟地は限定的であり、まちなかの公的不動産は特に貴重な存在です。 
・財政状況に応じた公有地の最適な再配置と、公有地の有効活⽤やその公有地が有していた機能、取得
⽬的を踏まえたまちづくり⽤地としての活⽤を両⽴させる必要があります。 

・多様な市⺠ニーズに応えることができるように、施設の複合的利⽤を前提にしながら地域的なバランス・広
域的な機能分担等を考え、総合的な⽅針を元に整備を進めていきます。 

・地域の必要性に応じて、⺠間事業者の運営によるカフェ、コンビニやスポーツジム等様々な⽤途と公共公
益機能を複合的に検討し、地域における拠点性の充実を図ります。 

・今後⼈⼝が減少することを考慮し、⼤規模な敷地はその広さを活かして、周辺の緑や地形を踏まえた⼟地
利⽤を誘導していきます。また、コミュニティ・健康・防災など、地域に必要となる機能を検討します。 

・施設や機能だけでなく様々なネットワークのハブ（結節点）になることでより⼀層の拠点性の向上を図りま
す。ここで⾔うネットワークとは徒歩や交通等の移動⼿段のネットワーク、電気、⽔道はもちろんインターネッ
ト等の通信とコンピュータとを駆使する情報技術のような都市インフラのネットワークや、様々な⼈々が集まり
活動する⼈と⼈とのネットワーク等様々なネットワークが考えられます。 

 
（２）⼩・中・⾼等学校 

・⼩・中・⾼等学校等の学校施設については、そこに通う⽣徒だけではなく、地域住⺠にとっても主にレクリエ
ーション活動の場として利⽤されている⼤切な施設です。 

・防犯や安全の確保を前提としながらも、地域への開放を進め、コミュニティ活動の拠点や防災活動の拠点
としていきます。 

・学校施設は市内にバランスよく配置されていることからも様々な⼈々が交流する地域の緑のオアシスとしても
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育てていきます。 
・今後も少⼦化の進⾏に応じて、学校施設の役割を⾒直す必要があります。その際には、社会情勢を踏ま
えながら幅広い⼟地利⽤の在り⽅を検討していきます。 

 
（３）医療・福祉施設 

・市⽴病院、⽼⼈福祉施設や障害者福祉施設等は施設利⽤者にとって安らぎの空間を⽣み出すために緑
化を積極的に推進していきます。そして、施設利⽤者と地域住⺠との⼼の交流が⽣まれるような地域とのつ
ながりを持った施設としていきます。 

 
（４）⼤学・研究所 

・市内にある⼤学や研究所等の⼤規模な研究機関については、地域との交流を持った施設としていくため、
緑豊かで地域に開かれた施設としていきます。 

・⽣涯学習の拠点として公開講座の開設や地域住⺠と共同研究等を⾏う環境づくり、NPO への⽀援など、
新たな取り組みについて働きかけていきます。 

 
（５）墓地・墓園等・市営⽕葬場 

・墓地・墓園等については、新設は原則として認めないこととします。 
・また、現在、⽼朽化が著しい市営⽕葬場については、更新が必要であり、位置及び規模等を都市計画に
定めていきます。 
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２．まちづくり基本計画                                               
 
まちづくりの 4 つの基本⽅針に基づき、分野別まちづくりの⽅針を定めます。 

 
  施策体系 
 
   基本方針１：日野の記憶と文化を伝えるまち                       
 

１－１．⽔⾳と⼟の⾹りがするまちをつくる 
１－２．⽇野⼈・⽇野⽂化を育むまちをつくる 
１－３．⽔と緑の⾃然の中で⼼と体の健康を育むまちをつくる 
 

   基本方針２：日野の暮らしの舞台を支えるまち                      

 
２－１．安⼼して住み続けられるまちづくりを進める 
２－２．地域の特性を活かした、持続可能なまちづくりを進める 
２－３．多様化する暮らし⽅を選択し、実現できるまちづくりを進める 
２－４．たくさんの⼈・もの・情報が交差するまちをつくる 
２－５．⼀⼈ひとりが個性を輝かせ、地域で⽀え合う環境をつくる 
 
 

   基本方針３：日野の人々が活発に活動するまち                    

 
３－１．買い物やレクリエーションなど毎⽇の暮らしを楽しむまちをつくる 
３－２．⽇野のまちづくりと共に歩んできた産業とこれからも共に歩む 
３－３．農地のある暮らしを次世代へつなげる 
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基本方針１ 日野の記憶と文化を伝えるまち                         

１－１．水音と土の香りがするまちをつくる 

（１）基本的な考え方 

⽇野の⾃然環境に包まれて暮らす 
・私たちは⽇野の豊かな⾃然環境の恵みを利⽤し、その恩恵を受けながら⽇々の暮らしを営んでいます。しかし、そ

れらの貴重な⽔と緑と農地は、年々減少傾向にあります。 
次世代を担う⼦どもたちのためにできること 
・次世代を担う⼦どもたちに⾃然環境を引き継ぎ、丘陵・台地・低地が織りなす豊かな⽔・緑・農地を根底にして、

⽇野のまちづくりを進めていきます。 
⽔⾳と⼟の⾹りがする⽇野をつくる 
・緑を取り巻く新たな制度を適切に活⽤しながら、⽔と緑、農地に関わる市⺠の⽅々と共に、⽔⾳と⼟の⾹りがする

まちの形成を⽬指していきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①水と緑の保全と継承                                     

■河川や⽤⽔、農地の連なり、緑地や樹林地の保全・継承 
・浅川・多摩川・程久保川・⾕地川と網の⽬のように広がる⽤⽔、浅川や多摩川に沿って広がる農地の連なり、そし

て段丘崖に連なる⽇野緑地やその下段に残り湧⽔を湛える斜⾯樹林地を保全していきます。 
・特に浅川については上流域の⼭林の減少や沿川区域の市街化等により⽔量が減少し、このため⽤⽔への取⽔も困難

な状況となっています。今後、上流域の⼋王⼦市との連携事業を継続し、市⺠との交流事業を通じてこれらの課題
を広く知ってもらい、浅川の⽔量確保、⽤⽔の安定取⽔等に向け活動していきます。 

 
■河川や⽤⽔の保全・継承 

・浅川・多摩川・程久保川・⾕地川と、網の⽬のように広がる⽤⽔等の⽣態系、地球温暖化、ヒートアイランド、⾬
⽔の貯⽔機能などの点で重要な場所を保全していきます。 

・河川や⽤⽔が交わる浅川と多摩川の合流点は、景観的にも保全すべき環境と位置づけ、⽔辺の維持管理を進めてい
きます。 

 
■緑の保全・継承 

・貴重な動植物の⽣息・⽣育の場であり⽇野の景観・⾵景の重要な要素である、段丘崖に連なる⽇野緑地やその下段
に残り湧⽔を湛える斜⾯樹林地⼀帯を保全していきます。 

・地域住⺠との関わりの深い、住宅地やまちなかの⼩さな緑である屋敷林や平地林等についても、積極的に保全して
いきます。 

・多摩丘陵⾃然公園内の良好な緑を保全するため、⼭林樹林地の利活⽤を促すとともに、保存すべき⾃然環境がある
ものの公有地化を検討します。 

・良好な緑で保全すべきもののうち、防災対策が必要な緑に関してはその保全すべき要素に配慮しながら、周辺住宅
地等への影響を軽減する安全措置を⾏います。 

・公園、緑地の利活⽤を推進するため、緑の担い⼿として⺠間主体を指定する制度等を検討していきます。 
 
■農地の保全・継承 

・農地のうち、特に⽔⽥については減少も著しいことから、⽤⽔と⼀体となった保全が必要です。このため、⽔⽥の
公有地化を検討するとともに「⽥んぼトラスト」等の市⺠活動へと発展するよう、市⺠と連携したPRを⾏ってい
きます。 

・住宅地での農業には周辺住⺠の理解が不可⽋です。市⺠は、都市農業がそこにあることの利便を享受していること
を忘れてはいけません。農地や緑を守ろうという市⺠の考えはこういった責務に裏打ちされてこそ実現するので
す。 

・農地とその上で営まれる農業を守り育てるため、農業者、農地所有者の意⾒を尊重しながら都市計画制度を有機的
に活⽤していきます。 

・⽇野の原⾵景の⼀部である貴重な農地を有し、市⺠の交流や活動の拠点ともなる、倉沢・新井・⻄平⼭・川辺堀之
内・東光寺地区を「農の拠点」と位置づけ、保全していきます。 

・「農の拠点」については、農地と調和した住環境の実現に向けて、⽥園住居地域の指定等を農業者や住⺠の意⾒を
聞きながら検討していきます。 

・農地については、環境保全上または防災上のオープンスペース等の農地の多⾯的機能にも着⽬し、積極的に保全し

[⽔と緑の保全] 
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ていきます。都市農地の多⾯的機能の重要性はますます⾼まっており、市⺠の理解も進んでいます。⼀⽅で、農地
は農業者のたゆまぬ努⼒によってかろうじて維持されていることも事実です。市⺠がこれらのことを認識し、農業
者任せにせず⾃ら主体的に守るということが重要であり、市内農作物の購⼊、体験農園への参加や援農ボランティ
アとして農業者に関わるなど、⾝近なことから取り組めるよう促していきます。 

・農地の利活⽤を推進するため、緑の担い⼿として⺠間主体を指定する制度等を検討していきます。 
・農地の保全を図るべきエリアでは、組合の⼟地区画整理事業など権利者主体のまちづくりにおいて、農地保全に係

る取り組み（⽔辺を活かしたまちづくり）を実施し、これに対して市は⼀定の⽀援策を検討していきます。 
 

  ②水と緑のネットワークの形成                                    

■幹線道路や河川沿いの住宅地等の緑化による⽔と緑のネットワークの形成 
・多くの公共施設や公園と住宅地をつなぐ幹線道路沿道を積極的に緑化していきます。 
・浅川・多摩川・程久保川・⾕地川の河川沿いの住宅地についても、⽣態系の保全・良好な河川景観の創出に向け

て、積極的に緑化を推進していきます。 
・市街地内の緑のネットワーク化を図るため、市の⼤半を占める住宅地、数多く分布する公共施設、⼤規模⼯場・研

究所、⼤規模団地、多くの⼈が利⽤する駅周辺等ついて、緑化地域制度等を活⽤し緑化を推進していきます。 
 
■開発⾏為の適切な誘導による⾃然環境の保全 

・開発⾏為においては、既存の⽔系・⽣態系に配慮し、良好な⾃然環境を維持・継承できるよう指導していきます。
また、地区計画や緑地協定等を活⽤し、宅地内の樹林地等の保全に努めていきます。 

・開発事業により形成される緑等は、事業者において周辺の住宅地等に影響しないよう安全対策を図ったうえで緑地
として保全します。 

・樹林地等の⾃然環境の確保の観点から、まちづくり条例を⾒直し充実していきます。 
・崖線が隣接する範囲においては、まちづくり条例及び清流保全条例に基づき、地下⽔とその流れ及び湧⽔の保全を

図るため、基礎⼯事が影響を与えない施⼯⽅法とすること、影響が⽣じるおそれがある場合は、科学的知⾒をもと
に、確実性・合理性をもって⼯法を選択し、事前調査・事後調査を確実に履⾏することを義務付けます。 

 
■緑に関わる⼈材の育成とネットワーク化 

・カワセミハウス等との連携や緑の保全や緑化に関わるボランティアや市⺠団体の活動を⽀援し、市⺠参画を促進し
ていきます。 

・樹林地や農地の地権者を⽀援する専⾨的なボランティアの育成に向けて、専⾨家を招いた勉強会や講習会の開催等
を⾏っていきます。 

  

[⽔と緑の育成] 



- 62 - 

 

施策の⽅向性 
施策の⽅向性 予算化の指針 内容 関連計画 

継続 新規 

（1） 
⽔と緑の保全と
継承 
 
 

①河川・湧⽔
の保全 
 

 ○ ・多摩川・浅川の流量確保 
・浅川の年間通⽔の維持 
・⽣物多様性ホットスポットマップによる⽣物多

様性環境の保全 
・⽔辺のある⾵景⽇野50選を踏まえた良好な景観

⾵⼟の育成 
・⾬⽔浸透ますの設置の推進 
・⽇野市清流保全条例による⽤⽔等の保全・維

持・管理 
・⼋王⼦市との浅川連携事業の推進（あさかわ写

真コンクール、⼦どもの交流事業等） 

・環境基本計画 
・みどりの基本計画 
・農業振興計画 
・⽇野⽣きものプラン 

②公園・緑
地・⾥⼭の
維持管理 

○  ・都市計画決定による緑地の保全(都市計画公園・
緑地の指定) 

・都市公園法・都市緑地法・都条例・信託緑地等
の法制度等による良好な緑の保全 

・公園・緑地・⾥⼭等の保全・活⽤に関する進捗
管理 

・緑地トラスト・ふるさと納税・クラウドファン
ディング等の樹林の保全のための⼿法の検討・
活⽤ 

・良好な緑の公有地化の検討 
・公園･緑地の維持管理における職場体験の受け⼊

れ 
・誰もが使いやすい公園 
・公園遊具の適切な更新 
・みどりの基本計画の改訂 
・緑の担い⼿としての⺠間活⼒の推進 

 ○ ・良好な⺠有緑地の公有地化の検討 
・丘陵部多摩丘陵⾃然公園内の市街化調整区域の

公有地化 
・森林環境税、森林環境譲与税を活⽤した緑の保

全・活⽤・維持・管理の検討 
③農地・⽤⽔

の保全 
○  ・⽣産緑地、特定⽣産緑地の指定 

・農地の集約化 
・環境⽤⽔としての⽤⽔路の維持･保全の推進 
・⽤⽔守制度の推進 
・⾥⼭の保全(百草・倉沢地区) 
・農地の担い⼿としての⺠間活⼒の推進 
・援農ボランティアの育成の実施 

 ○ ・農地が集積したエリアでの⽥園住居地域の検討
(東光寺地区、⻄平⼭地区、川辺堀之内地区、新
井地区、倉沢地区 他) 

・農地の維持管理に関する税制⾯の対策の検討 
・⼩⽔⼒発電をはじめとした地域資源を活かした

様々なエネルギーに関する実験実施 
・市⺠と連携した「⽔都・⽇野」事業の推進 
・⽔⽥の公有地化の検討（⽥んぼトラストの活⽤

等） 
（2） 
⽔と緑のネット

①河川沿いの
緑化の推進 

○  ・地区計画・緑地協定の締結の推進 
 

・公共施設等総合管理
計画 
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ワークの形成 ②幹線道路及
び市街地の
緑化の推進 

○  ・ウェルカムツリー等設置補助⾦の活⽤推進 
・公共施設の屋上緑化・壁⾯緑化の導⼊検討 
・街路樹キーパー制度の推進 

・環境基本計画 
・みどりの基本計画 
・農業振興計画 

 ○ ・主要駅周辺の緑化 
③開発⾏為等

の規制・誘
導 

○  ・まちづくり条例緑化規定による緑化推進 
・開発事業と合わせた地区計画の決定、既存の緑

の保全と新たな緑の創出 
・地区計画、緑化地域等による緑の総量の確保と

緑化協定の締結による緑の質の維持 
④緑に関わる

⼈材の育成
とネットワ
ーク化 

○  ・カワセミハウスを通した市⺠参画の促進・情報
発信 

・樹林地の地権者や農業の⽣産者への⽀援を⽬的
とする、専⾨性の⾼いボランティアを育成する
ための講習会・勉強会の開催 

・雑⽊林ボランティア講座等の開催 
・⼈材センターの活⽤ 
・事業者による⾥⼭管理の促進 
・公園守（公園アダプト制度）の検討 
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１－２．日野人・日野文化を育むまちをつくる 

（１）基本的な考え方 

五感にうったえるさまざまな景観 
・緑に抱かれる安⼼感、⽣物や季節の変化、⽊々のざわめきや⽔⾳等の⼼地よい⾃然⾳、駅を⾏き交う⼈々の⾜⾳、

天然の素材や⼿作りの素材のぬくもり、草の⾹り・⾬と⼟のにおいなど、⽇野には五感で感じることができ、⼼を
豊かにしてくれる安らぎの景観が数多く存在します。 

⼦どもたちの原⾵景・原体験となり、⼤⼈たちの⼼象⾵景となる景観 
・このような何気ない⾵景は、いつも私たちの暮らしと共にあって、⼦どもたちの原⾵景や原体験となり、⼤⼈たち

にとって懐かしい光景となっています。 
⽇野の個性と価値を⾼める景観づくり 
・市⺠が共有できる固有の財産であるこれらの景観を守り育てていくため、原⾵景や原体験となってきた景観を守

り、育み、そして新たな原⾵景や原体験となる景観を創出していきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①日野の風土と歴史を活かした景観の形成                                

■⽇野の⾵⼟を五感で感じる景観をつくる 
・多摩川・浅川の流れ、崖線と多摩丘陵、⾒晴らしが良く開放感のある台地、崖線の樹林地に囲まれ浅川を軸に豊か

な⽤⽔・農地に抱かれた低地など、⽇野の⾵⼟を五感で感じる景観を守り育てていきます。 
・⽔路については、清流保全条例に基づく⽤⽔の開渠化等により、⽔路景観の創出を図っていきます。 
・市制50周年を機に定めた将来像「⽔都・⽇野」実現に向け、⽇野⽤⽔開削450周年記念事業で採択された共同宣

⾔をもとに、市⺠・関係団体等と連携した事業を推進していき、500周年に向けて⽤⽔を保全していきます。 
 
■⽇野の顔となり市⺠が誇れる都市景観をつくる 

・⽇野・豊⽥・⾼幡不動駅を中⼼とする三⼤拠点、その他駅周辺の⽣活拠点、広域幹線道路沿いなど、多くの市⺠や
来訪者が訪れる地域において、無電柱化など、⽇野の顔となる景観づくりを市⺠との協働により進めていきます。 

 
■⽇野らしい景観を誘導する 

・⼀⽬で「⽇野」とわかる⽇野らしい景観と、地域の暮らしに根ざした愛着のある地域の景観の2つの観点から景観
形成を誘導していきます。市⺠とともに地域の景観を点検し、良い景観を守り、悪い景観を改善していきます。 

・景観法に基づく景観計画・景観条例のほか、まちづくり条例による地区まちづくり計画、地区計画等による景観形
成など、複数の⼿法を⽤いて景観づくりを進めていきます。 

 
  ②歴史を活かしたまちづくりの推進                                   

■先⼈の⾜跡をたどり、厚みのある⽇野をつくる 
・先⼈達が往来を続けてきた甲州街道、宿場町として栄えた⽇野宿を中⼼とする地域では、⽇野宿通り周辺再⽣・整

備基本計画の考え⽅を活かし、かつての宿場町の⾯影を再⽣し、路地を活かしたまちづくりや街並みの再⽣整備事
業・無電柱化等を検討していきます。 

・甲州街道及び⽇野駅周辺は歩⾏者空間の整備等を推進し、歴史資源を活⽤した回遊性のあるまちづくりを進めてい
きます。 

・世代を超えた住⺠が⾃主的に⽇野の固有な歴史を掘り起し、地形や公園の⽔と緑等の周辺の地域資源を上⼿に活か
ししつつ、市⺠⾃らが学習普及活動に取り組めるような学びの環境や活動拠点として利⽤していきます。より多く
の⼈に⽇野の魅⼒に触れてもらうために、歴史・⽂化だけでなく、それぞれの市⺠が持つ⽇野への想いを記憶とし
て、⼤切にしていきます。 

 
■⽇野の祭を育み、楽しむ 

・⽇野宿本陣や新選組に関する歴史館や資料館を活⽤し、地域の様々な歴史や⽂化を次世代に継承するイベント等の
開催を⽀援していきます。 

・祭を育み楽しむことを通して⽇野の歴史･⽂化資源の重みを市⺠で共有し、歴史の保全と活⽤のまちづくりを促進
していきます。 

 
 
 
 
 

[景観] 

[歴史・⽂化] 

[景観] 
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施策の⽅向性   
施策の⽅向性 予算化の指針 内容 関連計画 

継続 新規 

（1） 
⽇野の
⾵⼟と
歴史を
活かし
た景観
の形成 

①⽔路の復元  ○ ・清流保全条例に基づく⽤⽔の開渠化と⽔路景観の
修景 

・⽇野⽤⽔開削450周年における⽤⽔保全のための施
策の検討 

・環境基本計画 
・みどりの基本計

画 
・農業振興計画 

②公共・⺠間建築物
等の施設建築物に
おける景観形成の
誘導 

○  ・景観法に基づく景観計画・景観条例、まちづくり
条例による地区まちづくり計画、地区計画等によ
る景観形成など複数の⼿法による景観づくりの検
討 

 

③⽇野・豊⽥・⾼幡
不動駅の三⼤拠点
や広域幹線道路沿
いの景観形成の誘
導 

○  ・特別⽤途地区や⾼度地区の指定、地区計画等の活
⽤による建物のスカイラインや⾊彩の誘導 

 

 ○ ・無電柱化の推進  

（2） 
歴史を
活かし
たまち
づくり
の推進 

①歴史を活かした回
遊性のあるまちづ
くりの推進 

○  ・甲州街道や宿場町として栄えた⽇野宿周辺の路
地、蔵、及び新選組ゆかりの神社・仏閣を活かし
た回遊性のあるまちづくりの推進 

・⽇野宿通り周辺再⽣・整備基本計画の考え⽅を活
かした街並みの再⽣整備事業等の検討・実施 

・市内散策経路案内板の設置 

 

②史跡の保全・継承
と祭の活性化の⽀
援 

 

○ 
 

 ・歴史遺産の継承、緑と⼀体となった⽂化財の保護
を推進するための情報拠点の整備 

・国登録有形⽂化財「桑ハウス」の利活⽤（旧農林
省蚕⽷試験場⽇野桑園第⼀蚕室…平成29年6⽉28
⽇に⽇野市初の国登録有形⽂化財に指定） 

・⽇野宿発⾒隊・真慈悲寺調査プロジェクト等の市
⺠⾃ら⾏う学習普及活動の⽀援 

・郷⼟資料館研究成果等の開⽰ 
・地域の様々な歴史や⽂化を次世代に継承するイベ

ント等の開催・⽀援（新選組まつり等） 

 

 
  



- 68 - 

 

１－３．水と緑の自然の中で心と体の健康を育むまちをつくる 

（１）基本的な考え方 

出会いと交流のある⼦どもや⾼齢者の居場所 
・これから少⼦化・⾼齢化がますます進⾏するなかで、⼦どもたちには多くの⼈と出会い豊かな⼈格を形成すること

のできるまちが、⾼齢者にはいつまでも健康で住み続けられるまちが、求められています。 
⾝近な⾃然の中で、⼼⾝を鍛え、⼼を癒す 
・多様な⽣物の営みが息づく⾥⼭や⽔辺、農地での遊びの体験は、好奇⼼を刺激し、⼼と体の健康を鍛えることがで

きます。また、⽇野の豊かな⾃然の中の散策は、⼼と体を癒し、明⽇への活⼒を養うことができます。 
⽣涯を通じて⼈と出会い、学び、⽣きる場所の創出 
・⼦どもや⾼齢者が⽣涯を通じてまちなかでさまざまな発⾒をし、さまざまな⼈との出会いや交流を⽣みだし、⼈と

⾃然、⼈と⼈を結びつけるような場や機会がちりばめられた⽇野をつくっていきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①自らの健康を自らでつくる環境の整備                                 

■さまざまな⼈との出会いや交流を⽣み出す場をつくる  
・地域の⼈々の⽇常的な交流の場となるような⾝近な公園を適正に配置し、市⺠参画により整備していきます。 
・⽔辺を活かした公園や農業公園など、⼦どもが遊び、親同⼠が交流し、⾼齢者が憩うような多世代の交流を⽣み出

す場を整備していきます。 
・⽼朽化が著しい公園や市⺠のニーズにそぐわない公園については、地域住⺠の参画により、使いやすく愛着のある

公園に再整備していきます。 
 
■⾝近な⾃然の中で、⼼⾝を鍛え、⼼を癒すことのできる場をつくる 

・⽇野の雑⽊林や⾥⼭、⽔辺等の⾃然環境を、⼦どもから⾼齢者まで誰もが⾃然環境を体験できる場として活⽤して
いきます。 

・多摩川、浅川の河川敷等の利活⽤や、⼟地利⽤転換に併せて、健康づくりの場の確保を検討します。 
・農業者が経営する体験農園についても、⼟を耕し育て実りを収穫するという学びの場、農業者、農地への参画の

場、市⺠の交流の場として整備していきます。 
 
■まちなかを回遊できるネットワークをつくる 

・⼈々の健康には、普段から誰かと話す機会があり、買い物や外に出掛けることなど、⼈やまちと関わることが必要
です。こうした外出機会の創出や頻度の向上による普段からの健康づくりに向けて、「歩きやすい」「⾃然と歩き
たくなる」といった外出しやすい住宅地をつくるとともに、外出のきっかけとなる機能、施設を⽴地誘導するとい
う、「歩きたくなるまちづくり」を実施していきます。 

・健康づくりには、健康体操やスポーツ交流等による健康施策も必要ですが、健康に関⼼がある⼈以外も、⽇常⽣活
の中で、意識せずに、健康になれる環境づくりをポピュレーションアプローチの観点で考えることも必要です。 

・ウォーキングマップを活⽤し⽇頃ウォーキング習慣のない⼈をターゲットにしたり、ラジオ体操会の開催をはじめ
とした、市⺠にとって気軽に健康づくりのために運動できる環境を作ります。 

・⾃転⾞の利⽤についても、安全で⾃転⾞が⾛りやすい道路環境づくりを関係機関と協議し、計画的に進めていきま
す。 

 
  ②生涯を通じて学び、運動ができる機会の充実                              

■⼀⽣を通じて市⺠⼀⼈ひとりが⾃らを磨き健康に過ごせる場をつくる 
・⼈⽣100年時代に向けて、市⺠がそれぞれの⼒を発揮し、活躍し、得意分野を活かしてお互いに助け合い、⾼め合

うことが必要です。 
・⾝近な⽣活拠点としての地区センターについては、全体計画に基づいて適正な規模を検討し、拠点の再編や必要に

応じた整備・活⽤を進めていきます。 
・これらの施設運⽤にあたっては、地域ニーズを踏まえた機能を併設する指定管理制度の導⼊等の⺠間活⼒を活⽤し

ます。 
・多様な⽣涯学習活動を⾏う場として、既存の公共施設の有効利⽤や、新規施設の整備等を進めていきます。また、

活動の場や機会についての地域の情報提供や多様な活動の場として、公⺠館・図書館等の公共施設の機能を充実し
ていきます。 

・総合的な運動ができる場所として、⾝近な公園や⼩中学校の体育館やグラウンドなど、既存の施設を有効に活⽤
し、健康に⽣活できる環境を整備していきます。 

・スポーツ施設については、多様なスポーツに対応した、適切な施設配置や空間を検討します。⼟地利⽤転換に際

[⽣涯学習] 

[健康] 
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し、スポーツ競技に必要な規模や空間を計画的に配置できるよう検討します。様々な競技が考えられるので、対応
した施設整備・充実を図ります。 

・市⺠が利⽤しやすくするため、市内の⺠間スポーツ施設や⼤学、事業者等と連携します。 
・まちづくりに⼤きく影響するような、⼤学や事業者が保有する⼤規模な施設や敷地等については、地域への開放に

ついて検討していきます。 
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施策の⽅向性   
施策の⽅向性            予算化の指針 内容 関連計画 

継続 新規 

（1） 
⾃らの健康を⾃
らでつくる環境
の整備 

①⾝近な⽔
辺・公園の
新規整備と
再整備 

○  ・市⺠参画による、利⽤者の意向にそった公園の計
画・設計、⺠間活⼒の活⽤（地域ニーズに応じて
必要機能を併設する指定管理制度等の導⼊） 

・⽤⽔や⽔⽥を公園づくりに活かすなど、市⺠に⾝
近な存在となる⽔辺・公園の整備 

・公園と周辺道路や地区センター等の⼀体利⽤や、
交流拠点・防災拠点機能・⽣活利便機能の付加・
集約・複合化を含めた多⾯的利活⽤の検討・整備 

・管理⾯で⺠間活⼒を利⽤する制度（分区園や貸し
農園等）の検討 

・みどりの基本計
画 

・歩きたくなるま
ちづくり事業 

・スポーツ推進計
画 

・多摩川河川環境
管理計画(国)、
浅川圏域河川整
備計画（都） 

・新︕ひのっ⼦す
くすくプラン 

 ○ ・⽔辺を活かした公園の検討 
・多摩川・浅川の河川敷等の利活⽤や、⼟地利⽤転

換に併せ、健康づくりの場の確保を検討 
・農業公園の検討、市⺠が気軽に⽥んぼに触れ合え

る環境の整備、公園内のカフェ・直売所等の整備
の検討 

・地域交流や住⺠の⽣活機能のサポートのために公
園等の地域資源を利活⽤する 

・⾃然体験の場づくりの検討 
②⽇野の⾃然

を体験でき
る場の整備 

○  ・体験農園の積極的な活⽤ 
・⾥⼭･⽔辺･農地を活かした公園の整備･活⽤ 
・⾃然体験広場(仲⽥の森蚕⽷公園)、林間公園(落川

交流センター横)、南平丘陵公園の利活⽤の推進 

・みどりの基本計
画 

・⼦どもの貧困対
策に関する基本
⽅針 

③レクリエー
ションネッ
トワークの
形成 

○  ・交流拠点と連携し、⽇野の様々な⾃然環境資源や
レクリエーション資源を結ぶ歩⾏者を主体とした
道路の整備 

・市内公共交通機関との連携と利便性向上を⽬的と
した中央道⽇野バス停周辺の環境整備 

・⽔辺を活かした散歩道の整備 
・⽇野市ウォーキングマップの更新、活⽤ 
・健康づくりのための場づくり 

・みどりの基本計
画 

・歩きたくなるま
ちづくり事業 

・かわまちづくり
計画 

・スポーツ推進計
画 

・「⽇野⼈げん
き︕」プラン 

 ○ ・歩きたくなるまちづくり計画の推進 
・スロープの設置や排⽔溝の蓋かけ等、連続性を⽣

むような道路整備 
・無電柱化･カラー舗装･イメージハンプ等の検討 
・消費カロリー等を知らせるためのウォーキングサ

インの設置 
・市内に分散するダストボックス⽤地等の低未利⽤

公有地をベンチ等の歩⾏者サービス施設等の設置
場所として有効活⽤する 

 ○ ・⾃転⾞の⾛りやすいサイクリングルート、ネット
ワークの検討 

・駐輪場、駐⾞場環境の整備と進捗管理 

・⾃転⾞等駐⾞場
整備基本計画 
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（2） 
⽣涯を通じて学
び、運動ができ
る機会の充実 

①⽣涯学習施
設等の適正
配置と維持
管理 

○  ・市⺠のニーズを踏まえ、市⺠の学ぶ⼼を充⾜させ
るための施設機能・需要・配置等の調査、整備計
画の推進 

・⾝近な⽣活拠点としての交流センターや地区セン
ターの適正規模についての調査･検討と拠点の再編
や整備・活⽤の推進 

・地域の特性を活かした図書館分館の取り組みの充
実 

・中央公⺠館の建替えについて広域的な拠点機能の
導⼊検討 

・新選組のふるさと歴史館等を観光交流、地域交流
の軸とする 

・⽣涯学習推進計
画 

・公共施設等総合
管理計画 

・公⺠館基本構
想・基本計画 

・第３次図書館基
本計画 

②多様なスポ
ーツ・健康
づくり需要
に対応した
施設整備 

 

○ 
 

 ・スポーツ推進計画の⾒直し 
・スポーツ推進計画に基づいた、多様なスポーツに

対応した適切な施設配置や誰もが利⽤しやすい空
間の検討 

・⼤規模な屋内スポーツ施設のほか、⼩規模で使⽤
できる卓球等による健康増進を促し、交流センタ
ー・地区センターの利活⽤を推進 

・気軽にスポーツを楽しむことができる総合体育館
の整備や、⾃然環境を活かした健康運動公園の整
備 

・市北部のふれあいホールや南部地域の南平体育館
を、⽇頃の健康増進や市⺠体育⼤会等に活⽤し、
防災時の拠点やコミュニティの場としての利活⽤
を促進 

・市内の⺠間スポーツ施設や⼤学・事業者等との連
携 

・廃校施設の暫定利活⽤の検討 

・⽣涯学習推進計
画 

・公共施設等総合
管理計画 

・みどりの基本計
画 

・スポーツ推進計
画 

・新︕ひのっ⼦す
くすくプラン 
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基本方針２ 日野の暮らしの舞台を支えるまち                         

２－１．安心して住み続けられるまちづくりを進める 

（１）基本的な考え方 

成熟期を迎えた住宅都市 
・⽇野は、農村から⼯業都市へと発展し、現在は⾸都圏近郊の住宅都市として成熟期を迎えています。社会経済や⾃

然環境の変化は、空き家問題や⾃然災害の増加など、私たちの暮らしに⼤きな変化をもたらしています。 
⾃然とともに暮らすまち 
・⽇野に住み続けていくためには、豊かな⾃然環境の保全と継承を基本とする⼀⽅で、地震や、豪⾬による浸⽔や⼟

砂災害に対応できる都市基盤の整備や、地域での安全対策が求められています。 
災害に強いまちと災害に強い地域のつながりをつくる 
・道路や公園等の都市基盤の整備を進めるとともに、住⺠⼀⼈⼀⼈が⾃ら暮らす地域の状況をきちんと理解し、予期

せぬ⾃然災害にも対応できる、地域住⺠のつながりのあるまちを⽬指していきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①災害に強いまちづくりの推進                                     

■地震災害に強いまちをつくる 
・震災対策として、特定緊急輸送道路沿道の建築物や、防災上重要な公共建築物の耐震化を進めます。また、地震に

伴う⽕災の延焼を防⽌するため、幹線道路沿道の不燃化と緑化を促進し、延焼遮断帯を整備していきます。 
・震災時の⼀時避難場所となる公園等のオープンスペースの確保と、防災拠点としての機能強化を図るとともに、避

難路や物資輸送路、特定緊急輸送道路の道路ネットワークの整備を進めていきます。 
・狭⼩な宅地や狭あい道路が多く⽊造住宅が密集しているような、相対的に基盤が⼗分でない市街地については、建

替えや不燃化の推進、建築物の共同化によるオープンスペースの確保、避難路となる⽣活道路等の整備を進めてい
きます。また、地区計画の導⼊によって良好な住環境を誘導していきます。 

 
■⼟砂災害や⾵⽔害に強いまちをつくる 

・⼟砂災害に関しては、崖地の安全性確保に向けて防護⼯事等の取り組みを推進し、⽴地適正化計画等により警戒を
要する区域の周知を徹底し、より安全性の⾼いエリアへの居住を誘導するとともに、災害時には早期の⾃主避難を
促します。 

・崖地や構造などに起因して宅地の安全性に課題があるエリアにおいては、その特性に応じて国・都等の関係機関に
対して対策の働きかけ等を積極的に⾏っていきます。 

・⾵⽔害への対応として、⼈の⽣命の危機に関わる⽔位の浸⽔想定区域においては、早期の⾃主避難を促すととも
に、緊急時にやむを得ない場合に必要となる垂直避難（⾼層建物等への避難）が可能となるような空間の確保を誘
導します。⾼所避難が可能な規模での公共施設、⺠間の集合住宅やモノレール駅、中央⾃動⾞道等の⾼層建物、構
造物への避難など⾮常時の協定締結の検討を進めていきます。 

・総合的な治⽔の観点からは、⽔辺環境に配慮した河川整備による流下量の確保、樹林地・農地の保全や宅地内緑化
による保⽔機能の維持、道路の透⽔性舗装の推進や⾬⽔浸透ます及び⾬⽔貯留施設の設置推進等により⾬⽔流出量
の抑制を進めていきます。また、貯留による⾬⽔流出抑制について検討します。 

・また、浸⽔被害を解消するため、⾬⽔幹線の整備を推進していきます。 
 
■防災計画を強化する 

・防災対策の強化に向けて、地域防災計画を改訂し、⼀時避難場所や避難所の⾒直し等を⾏います。 
・市街地の安全性向上に向けて、駅や公共施設、規模の⽐較的⼤きい⺠間施設等の再整備の機会を捉え、防災施設等

の整備を実施していきます。 
 
■地域の主体的な防災体制を確⽴する 

・市⺠の地震や⼟砂災害・⾵⽔害についての理解を深めるため、平常時からハザードマップ等による正確な災害情報
の提供･更新を⾏っていきます。 

・災害緊急時に速やかな復旧・復興を⾏うため、共助の核である⾃主防災組織の設⽴と育成を図り、各地域での⾃主
的な防災体制の確⽴を進めていきます。 

・防災協⼒農地協定の締結の検討や、防災兼⽤農業⽤井⼾の設置など、農地の多⾯的機能を発揮して地域の防災に役
⽴てることが必要です。 

・単⾝⾼齢者や障害者等の要配慮者の状況を把握し、早期の避難に備えた緊急時の通報や避難誘導⽀援等の体制づく
りを進めていきます。 

[防災] 
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・災害が起こってしまった場合には、円滑に復興につなげることが市⺠にとって有益です。事前復興計画の策定な
ど、災害後への備えを平時に実施することで、復興への時間短縮につながる他、地域住⺠の交流のきっかけになる
として推進していきます。 

・⼦どもたちに対して、予告なし・引率者なしの防災訓練の実施、地図を読み解き危険な場所や避難経路を⾃ら予
測・判断すること、⾃然災害や防災・減災に関する基礎的な知識や技能（⽣きぬく⼒）等を育てるための防災教育
を推進します。 

 
  ②犯罪や事故が起こりにくい環境の整備                                 

■防犯性の⾼いまちをつくりあげる 
・公共公益施設や道路・公園等を整備する際に、防犯の視点にも配慮した施設整備・安全対策を⾏っていきます。 
・地域住⺠によるパトロール等により防犯の視点で地域をみる⽬を養い、地域の防犯⼒を⾼める取り組みを進めてい

きます。これらの活動が地域を⽀えるコミュニティ⼒の向上につながり、空き家や空き地の活⽤などにつながるこ
とが期待されます。 

 
  ③環境負荷の少ない、自然に配慮したまちづくりの推進                          

■環境負荷の少ない都市基盤整備や住まいづくりを進める 
・環境負荷の少ない交通⼿段によってコンパクトな⽣活圏を形成する循環型のまちづくりを、市⺠・事業者・⾏政の

協働で進めていきます。 
・⼤規模団地の建替えや、住環境向上のための都市基盤整備にあたっては、環境負荷の軽減、周辺環境との調和、居

住環境の健康・快適性を基本とした技術の導⼊を推進していきます。 
・環境に配慮した交通体系の⾒直しに取り組み、⾃動⾞の利⽤に頼らずに快適に暮らせるまちの創出に向けて、環境

負荷の少ない公共交通や⾃転⾞の利⽤促進のための環境整備等を⾏っていきます。 
・⽇本下⽔道協会認定品以外のディスポーザーの不使⽤等の環境負荷の少ない住まい⽅を⽇野の⽂化として啓発・普

及していきます。 
 

  

[環境] 

[防犯] 
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施策の⽅向性 
施策の⽅向性  予算化の指針 内容 関連計画 

 継続 新規 

（1） 
災害に強いまち
づくりの推進 
 

①公共建築物等
の耐震化の推
進 

 

○  ・耐震改修促進計画の定期的(5年毎)な⾒直し及び
耐震化率による指標管理 

・特定緊急輸送道路沿道建築物･住宅･特定建築物
(⺠間)･防災上重要な公共建築物の耐震化 
…特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化補助 
…⽊造住宅耐震事業に関する補助(診断･設計･改

修) 
…分譲マンションの耐震化に関する補助  

・耐震診断の実施や、計画的な耐震補強の実施 
・防災拠点や地域の核となる公共施設の地域特性に

応じた再編計画の検討 

・耐震改修促進計
画 

・地域防災計画 
・公共施設等総合

管理計画 
・学校施設の⻑寿

命化及び改築等
の整備に関する
中⻑期計画 

②都市計画道路
の整備と沿道
の不燃化・緑
化の推進 

○  ・避難路及び延焼遮断帯の形成に向けた、都市計画
道路の整備の促進と沿道の不燃化及び緑化の推進 

・安全性が確認できないブロック塀の倒壊による被
害の防⽌、安全で快適な歩⾏空間の形成のための
⽣垣化の推進 

③⽼朽住宅の建
替え等の促進 

○  ・耐震改修や建替えの相談会の開催 
・安全性の⾼いブロック塀への更新への⽀援 

 

④崖地の安全性
確保と⼟砂災
害への対応⼒
の強化 

○  ・東京都等の関係団体との連携による崖地等の防護
⼯事の実施 

・⼟砂災害特別警戒区域及び⼟砂災害警戒区域の住
宅の建築の抑制、パトロール範囲の拡充 

・避難訓練等を⾃助・互助に基づき地域防災計画に
位置づけ実施 

・⼟砂災害ハザードマップの作成･配布 
・⼟砂災害特別警戒区域に存在する公共建築物の⽴

地及び防災対策の検討 

・地域防災計画 

 ○ ・⽴地適正化計画による警戒を要する区域の周知及
び安全性の⾼いエリアへの居住の誘導 

 

⑤⾵⽔害への対
応⼒の強化 

○  ・洪⽔ハザードマップの作成・配布 
・避難ルートの更新 
・冠⽔しやすいアンダーパス等の箇所に対する通⾏

規制等の対策の実施 
・⾬⽔貯留施設の設置の推進 
・⼈の⽣命の危機となる⽔位の浸⽔想定区域におい

ては、垂直避難が可能な空間の確保を誘導 
・やむを得ない場合、⾼所避難が可能な公共施設、

モノレール駅、中央⾃動⾞道等の⾼層建物、構造
物、その他の集合住宅等への避難など⾮常時の協
定の検討 

・地区計画による最低⾼さや陸屋根の指定等の導⼊
の検討 

・地域防災計画 
 

 ○ ・⾬⽔幹線の整備 
・⾬⽔貯留施設の設置の推進 
・下⽔道の耐震化及び被災時における減災対策の推

進 

・下⽔道プラン 
・下⽔道総合地震

対策計画 

⑥地域防災計画
の更新 

○  ・東京都の動向に併せて、適時地域防災計画を改訂 
…新南平体育館の新設による防災機能の強化 
…緊急医療救護所の対象地の追加 
…北川原公園を避難場所、防災公園として活⽤、

防災機能の充実 

・地域防災計画 
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⑦防災体制の確
⽴⽀援 

○  ・災害後の市⺠・事業者・⾏政の⾏動や役割、約束
事を記載した、実⽤性のある地域防災計画の策定
（ハンディ版地域防災⾏動計画） 

・災害時に危険性の⾼い区域についての周知、早期
の避難誘導 

・災害直後の地域の防災体制を確⽴するための⽀援 
…消防団組織の充実・強化 
…⾃主防災会及び指定避難所に設⽴される地域防

災会の在り⽅の検討・⽀援 
…災害時避難⾏動対策事業に基づく体制づくり 
…災害を想定した避難⾏動要⽀援者のリスト作成

及び地図データの活⽤による避難⾏動要⽀援者
の分布の確認 

・⼦どもたちに対する⽣きぬく⼒等の防災教育の検
討 

・地域防災計画 
・公共施設等総合

管理計画 
・⾼齢者福祉総合

計画 
・障害者福祉総合

計画 

 ○ ・防災協⼒農地協定の締結の検討 
・防災兼⽤農業⽤井⼾の設置⽀援 
・事前復興計画等の策定の検討 
・災害後に円滑な復興に資するための地籍調査の実

施 

・地域防災計画 
・農業振興計画 

（2） 
犯罪や事故が起
こりにくい環境
の整備 

①防犯組織の設
⽴⽀援 

○  ・防犯パトロールなど地域での防犯まちづくりの育
成 
…⾃主防犯組織の在り⽅検討及び⽀援 
…⾃主防犯組織の組織育成のための交付⾦及び⽀

援 
…警察署との連携による防犯対策の推進及び⽀援 

 

②空き家・空き
地対策による
防犯⼒の向上 

○  ・空き家・空き地が増加する地区における地域の防
犯⼒を⾼める施策・エリアマネジメントの推進 

・空き住宅等対策
計画 

（3） 
環境負荷の少な
い、⾃然に配慮
したまちづくり
の推進 

①環境共⽣住宅
の建設促進 

○  ・環境に配慮した省エネルギー住宅の建設及び改善
の推進 

・環境基本計画 

②公共・⺠間施
設の緑化の推
進 

○  ・ウェルカムツリー等設置に関する補助⾦の活⽤ 
・地区計画・緑地協定の推進 
・まちづくり条例緑化規定による緑化推進 

 

③公共交通シス
テムの⾒直し 

○  ・⼆酸化炭素の排出の低減に資する公共交通システ
ムの整備 

・交通需要管理の構築 

・新エネルギービ
ジョン 

・地域公共交通総
合連携計画 

④ごみの減量
化・資源化の
推進 

 

○ 

 

 ・ごみの排出抑制 
・ごみの減量化・資源化の推進 
・資源回収等への助成 
・容器包装プラスチックの拡⼤回収の検討 
・⽇本下⽔道協会認定品以外のディスポーザーの使

⽤⾃粛・啓発活動の実施 

・環境基本計画 
・ごみゼロプラン 
 

 

  


