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２－５．一人ひとりが個性を輝かせ、認めあい、地域で支え合う環境をつくりあげる 

（１）基本的な考え方 

地域とのつながりの必要性 
・⾃治会等の地域コミュニティに帰属する必然性が薄らぐ傾向にある⼀⽅で、⼦育て世代や⾼齢者への⽀援、防災対

応や健康・福祉の⾯で地域コミュニティの必要性は増しています。 
地域コミュニティのあり⽅を問い直す 
・地域住⺠が求める地域コミュニティの役割を改めて問い直し、地域のニーズに対応したコミュニティ活動と、それ

を受け⼊れる場所や空間を確保していきます。 
住み慣れた地域で活躍し⽣きるまち 
・住み慣れた地域で、多世代の多様な⼈々と交流しながら、いつまでも健康に活躍でき、必要に応じて医療や介護を

受けることができるまちの実現を⽬指していきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①地域資源や人材を活かした地域コミュニティの継続支援                         

■地域住⺠や事業者等を主体とする、地域コミュニティの活動を⽀援する 
・市⺠と⾏政が連携し、地域について考え、地域毎の活性化に向けた課題を考えて対策を検討し、実⾏に移すための

きっかけづくりの場である『地域懇談会』を開催し、アクションプランを実施していきます。 
・マスタープラン改訂にあたって開催したテーマ別意⾒交換会や地域別意⾒交換会についても、全市的なまちづくり

活動の場・交流の場と捉え、今後も継続的な開催等を検討していきます。 
・地域活動の拠点となる施設等については、住宅地内の空き家等の活⽤や、余裕教室等の既存施設の活⽤も視野に⼊

れ、地域活動の拠点となる場を確保していきます。 
・様々な分野と地域で活動する⽅々の情報を共有し発信するための情報媒体や仕組み、運⽤⽅法等について検討して

いきます。 
・地域住⺠が⾃ら地域の困りごとに対して解決できるような、⾃助・互助による、負担の少ない仕組みを作れるよう

な⽣活基盤の醸成を⾏います。 
 

■⽇野市で活躍できる共創の場と機会をつくる 
・⾃⾝がもつ得意分野や空き時間を活かすことができ、地域住⺠の利⽤可能な技術や時間・場所・その他の属性等を

予め可視化して、シェアできるような仕組みが必要です。例えば、対象者を⾼齢者に限定しないような⼈材バンク
が想定されます。  

・活動内容を家庭や会社、公共の仕事に限定することなく、保育・福祉介護・⾼度⼈材派遣をはじめとする、柔軟で
幅広いマッチングが⾏われることを⽬指します。  

・地域課題の解決を通じて、⼈材が地域に⽋かせない存在であるという役割を感じることができ、居場所を⾒つけら
れる仕組みであることが望まれます。 

 
  ②地域コミュニティが中心となる福祉のまちづくりの推進                         

■⽣涯活躍できるまちづくりの推進 
・住み慣れた地域で⽣き、看取られる、暮らし・医療・福祉のまちづくりを、多摩平や平⼭、⾼幡台団地等での取り

組みをモデルとして、必要な地域に展開していきます。 
・多摩平の森地区では健康・医療・福祉とまちづくりの連携を進め、住宅団地における地域包括ケアのモデルとなる

⼀体的な施設整備を進めていきます。 
・モデル地域では、住み替えの仕組み検討や、⾼齢化・⼈⼝減少が進⾏する丘陵部住宅地におけるエリアマネジメン

トモデルとして、空き家の活⽤・再⽣プロジェクト、地域情報共有プラットフォームの構築等の検討を進めていき
ます。 

 
■福祉施策と連携した地域まちづくりの推進 

・診療所等及び地域包括⽀援センターを核とした在宅医療・在宅介護サービスの充実、地域住⺠による⾼齢者の⽀援
体制の充実、⾼齢者が健康で⾃⽴した⽣活を営むための⽀援の充実等を柱とする福祉施策と連携して、健康づくり
に関する施策や⾼齢者の居場所づくりなど、地域の特性に応じたまちづくりを推進していきます。 

・地域の中の⾝近な場所で、⾼齢者が気軽に利⽤できるふれあいサロン等の拠点の運営を⽀援するとともに、既存の
公共施設の有効活⽤、余裕教室や空き家が発⽣した場合の利活⽤など、地域に開かれた多様な⾼齢者の集いの場を
確保していきます。 

 

[福祉] 

[地域コミュニティ] 
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・地域住⺠及び地域で活動する団体等が諸⼒を合わせ、住まいや暮らしを含めた福祉的地域課題を把握し、その解決
を試みる仕組みと地域住⺠の課題に取り組む体制を作り、より⼀層暮らしやすいコミュニティの形成を進めていき
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） 
地域コミュニ
ティの継続⽀
援 
 

①住⺠や事業者
等による主体的
なまちづくりの
推進 

○  ・地域のまちづくり活動のきっかけの場である地域
懇談会の⽀援とアクションプランの推進 

・マスタープラン改訂にあたって開催した意⾒交換
会 

を契機としたテーマまちづくりへの展開等 

・⽣涯学習推進計
画 

・新しいコミュニ
ティづくり⽩書 

・住宅マスタープ
ラン 

・空き住宅等対策
計画 

・公共施設総合管
理計画 

②地域コミュニ
ティの継続⽀
援 

○  ・⾃治会活動に関する補助 
・市職員による地域サポーター制度の実施 
・市⺠活動⽀援センターのリニューアルによるNPO

等による共創の場づくり 
③地域コミュニ

ティの継続を
実現させるた
めの場の整備 

○  ・居場所としての地域活動拠点の整備 
・市⺠の森ふれあいホールの多⽬的利⽤の推進 

 ○ ・既存施設の活⽤も視野に⼊れた地域活動拠点の整
備（余裕教室の活⽤等） 

・空き家・空き地を活⽤した地域コミュニティの拠
点の整備 

④地域情報の共
有と発信 

 ○ ・地域住⺠によるまちの情報管理・運営の⽀援 
・⽣涯学習ポータルサイト「HiKnow!」の周知 
・地域懇談会参加者のもつネットワークを有効活⽤

できる仕組みの検討 
⑤地域活動拠点

の運営に関す
る検討 

○  ・地域活動拠点の管理・運営⽅法の検討 
・地区センター等地域の拠点の在り⽅に合わせた場

の更新、⺠間活⼒の活⽤等 
・学校施設(現⾏施設及び廃校含)の利⽤促進 

⑥地域の歴史・
⽂化を伝える
⼈材の発掘 

○  ・地域の歴史を知り様々な⽣活の知恵や技術を持って
いる名⼈や達⼈の発掘 

・地域活動の持続性を⾼めるための経営的スキル(⾦
銭⾯、運⽤⾯、制度⾯等)をもつ市⺠の発掘･育成 

・⽣涯学習推進計
画 

⑦⾼齢になって
も地域で活躍
できる機会の
充実 

 ○ ・地域の課題解決、地域⽀援の担い⼿となる有償ボ
ランティア制度の検討 

・⼈材バンクの事業拡⼤、仕組みの検討 

・⽣涯学習推進計
画 

・保健福祉計画 
・⾼齢者福祉総合

計画 
・まち･ひと･しご

と創⽣総合戦略 （2） 
地域コミュニ
ティが中⼼と
なるまちづく
りの推進 

①⽣涯活躍のま
ちづくりの推
進 

 ○ ・⽣涯活躍のまちづくりによる施策の展開 
…多摩平の森地区まちづくり事業と豊⽥駅南⼝の⼟

地区画整理事業との⼀体的な駅周辺まちづくりの
推進 

…住み替えの仕組み検討 
…丘陵部住宅地におけるエリアマネジメント（空き

家の活⽤・再⽣、地域情報共有プラットフォーム
の構築等） 

・地区まちづくり計画の策定⽀援 
②福祉施策との

連携 
 

○  ・地域共⽣社会実現を⽬指し、各福祉計画の横断的
な地域福祉計画を検討 

・初期総合窓⼝の機能及び対応強化、情報提供機能
の拡充(情報発信プログラム) 

・⾼齢者・障害者等への聞き取り調査によるニーズ
の把握と、介護サービスの充実 

・⽣活困窮者の⽀援 (セーフティネットプログラム) 
・地域の⾒守り⽀援協⼒体制の強化 
・モデル地区におけるミニミニふれあいサロン・交

流ひろば等の地域住⺠の交流活動の⽀援 (地域福祉
いきいき活動プログラム) 

・地域福祉計画 
・⾼齢者福祉総合

計画 
・在宅療養体制構

築のための基本
⽅針 



- 106 - 

 

・リバースモーゲージ（不動産担保型⽣活資⾦）の
活⽤促進 

 ○ ・地域包括⽀援センターの交流・福祉機能の充実・
他施設との複合化の検討 

・地域の連携を強化した地域包括ケアシステム 
・障害者の⾃⽴施策の充実 
・⽣活拠点における福祉サービスの充実 
・住⺠・事業者を含めた⺠⽣委員や⾒守りサポータ

ー、認知症サポーターによる⽀援 
③適切な福祉サ

ービスが受け
られる環境の
整備 

○  ・地域に開かれた認知症カフェ等の推進 ・⾼齢者福祉総合
計画 

・⽇野⼈げんきプ
ラン  ○ ・⾝近な地域で⾼齢者が気軽に利⽤できるふれあい

サロン等の拠点の整備・運営⽀援（既存の公共施
設、余裕教室や空き家の活⽤等） 

・健康づくり施策（さわやか健康体操、楽･楽トレー
ニングふらっとエクササイズ等）の継続と⾝近な
活動の場の検討 

 

  



- 107 - 

 

  



- 108 - 

 

  



- 109 - 

 

基本方針３ 人々が活発に活動するまちをつくる                        

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 

（１）基本的な考え方 

コミュニケーションの場としての商業を育成する 
・⽇野は、⼋王⼦や⽴川等の集客⼒の⾼い商業核に囲まれています。⽇野の商業は、拠点駅を核として、さまざまな

⼈が訪れ、住み、働き、遊ぶコミュニケーションの場としての商業地を創出していきます。 
週末型レクリエーション施設の連携 
・⽇野には、⾼幡不動尊、多摩動物公園、百草園等の週末型レクリエーション施設が⽴地しています。鉄道やモノレ

ール、公共交通による回遊性を⾼め、⼦どもからお年寄りまで楽しめる拠点づくりに取り組んでいきます。 
⽇野の魅⼒の再発⾒ 
・外国⼈旅⾏者が増加しているなかで、私たちが⾒落としている⽇野の⽔と緑や歴史、⼈や場所の魅⼒を再発⾒しな

がら、多様な観光資源をつなぎ、発信し、⽇野の魅⼒を誇りに思える地域づくりに取り組んでいきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①自由に買い物が楽しめる環境の整備                                 

■歩いて楽しめる駅周辺の環境整備 
・３拠点（⽇野、豊⽥、⾼幡不動駅）周辺は、さまざまな⼈々が訪れ、住み、働き、遊ぶ、重層的な魅⼒のあるまち

を⽬指し、歩⾏者の利便性と快適性を重視したまちづくりを進めていきます。 
・拠点の役割に応じた魅⼒ある商業環境の整備と、⾼齢者が⾝近な⽣活圏の中で買い物ができる住環境の充実に向け

て、⽴地適正化計画を活⽤し、必要な都市機能を誘導していきます。 
・３拠点以外の駅周辺は、周辺住宅地等の⽣活拠点としての機能をもつ、地域密着型の商業地を形成していきます。 
・楽しく安⼼して買い物ができるよう、バス・タクシーを除く⼀般⾞両の通⾏規制や歩⾞の分離、歩きやすく魅⼒的

な歩⾏者主体の道路にリニューアルしていきます。 
・来訪者の利便性・快適性を向上し、駅前空間の有効利⽤を図るため、⺠間施設と連携して駐⾞場施設を確保するな

ど、駐⾞場の計画的な整備や集約化等を検討していきます。 
 
■広域幹線道路沿道の⼟地利⽤の誘導 

・⽇野の⾃然環境や農産物等の資源をつなぐ⽇3・3・2号線沿道では、周辺地域の利便性の向上や活性化に寄与しう
る⼟地利⽤を誘導していきます。 

・広域的な商業・観光・レクリエーション施設等の⽴地の際には、周辺の⾃然環境と⽣活環境に配慮した⼟地利⽤と
施設整備を誘導していきます。 

・施設⽴地の際には、迷惑駐⾞・違法駐⾞等による渋滞対策として、⼗分な駐⾞場の確保を誘導していきます。 
 
■丘陵部における⽣活利便機能の誘導 

・丘陵部の住宅地等において、⾼齢者が利⽤可能な⼩さな⽣活圏での移動販売の仕組みや公共施設の場所の提供等に
ついて検討していきます。 

 
   ②内外から人が集まりにぎわうレクリエーションの拠点づくり                      

■週末型レクリエーションに対応した商業地づくり 
・⽇野宿本陣や歴史館、⾼幡不動尊、多摩動物公園、百草園周辺は、広域的な週末型レクリエーション施設の特性を

活かし、最寄り駅の再整備や公共交通による相互のネットワークの強化等によって、滞留性と回遊性のあるレクリ
エーション拠点づくりに取り組んでいきます。 

・観光協会による観光まちづくりプラットフォーム等と連携し、⽇野の地域資源である⽔路や緑地等の⾃然と、⽇野
宿や⾼幡不動尊等の歴史の要素を相互につなげる、⾯的な観光施策を推進していきます。また、多摩地域の周辺市
との連携により、多摩地域全体の観光の活性化を図っていきます。 

・外国⼈旅⾏者が増加しているなか、インバウンド誘客に向けた情報発信や旅⾏者の受け⼊れ環境の整備など、外国
⼈⽬線の観光まちづくりについても、⺠泊等のあり⽅を含めて地域住⺠と連携し検討していきます。 

・まちの魅⼒を⾼め、市⺠や来訪者の回遊性を向上するため、統⼀された分かりやすい公共サインづくりや看板類の
ガイドラインづくりを検討していきます。 

 
■地域住⺠が誇れる地域資源を活かした観光環境の醸成 

・来訪者を呼び込み経済効果を追求する観光から、そこに住む⼈が誇れる資源に光をあて、来訪者と地域との交流を
深め、課題解決に繋げる観光交流を⽬指すことが求められていまます。 

[商業] 

[観光] 
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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） 
⾃由に買い物
が楽しめる環
境整備 

①拠点に応じた
商業環境の整
備 

 ○ ・⽴地適正化計画による３拠点の都市機能の誘導 
…拠点の特性に応じた商業・交流・医療・福祉施設

の誘導等 
・⽴地適正化計画による３拠点以外の駅周辺の都市

機能の誘導 
…地域住⺠が⾝近な⽣活圏の中で買い物ができる住

環境の充実等 
 

・まち・ひと・し
ごと総合戦略 

 

②買い物が楽し
める環境の充
実 

○ 
 

 ・駅周辺の⾞両通⾏規制や歩⾞分離 
・駅周辺の駐⾞場の計画的な整備 
・魅⼒ある個店づくり⽀援 

③広域幹線道路
沿道の⼟地利
⽤の誘導 

○ 
 

 ・周辺地域の活性化に寄与する⽇3・3・2号線沿道の
⼟地利⽤の誘導 

・まちづくり条例等による施設の建築制限や協議の
仕組みの導⼊ 

・施設⽴地の際の駐⾞場の確保 
④丘陵部におけ

る⽣活利便機
能の誘導 

 ○ ・丘陵部の住宅地等における⾼齢者が利⽤可能な、
⼩さな⽣活圏での移動販売等の仕組みの検討 

（2） 
内外から⼈が
集まりにぎわ
うレクリエー
ションの拠点
づくり 

①観光資源の活
⽤ 

 ○ ・⾼幡不動駅･⽇野駅周辺の観光事業の推進 
…⽇野宿交流館の観光拠点としての整備 
…⾃然の要素と歴史の要素をつなぐ観光施策の推進 
…新選組のふるさと歴史館・⽇野宿本陣のバリアフ

リー化や解説等の外国語対応 
・滞留性と回遊性のあるレクリエーション拠点、歴

史、観光ネットワークづくりの施策を検討 
・観光資源をつなぐ交通ネットワークの確保と分か

りやすい情報提供 
…ウォーキングルートやロケ地マップ等の地域資源

のネットワーク化 
…回遊性のある歩⾏者環境や駐⾞場の整備 
…公共サインのガイドライン作成の検討 
・多摩地域の各市との連携による多摩地域全体の観

光の活性化 

 

○  ・⽇野市観光協会等による会議体である観光プラッ
トフォームによる施策の⽴案と進⾏管理 

・観光協会との連携 
・多摩地域全域において観光を考え近隣市と連携 
・新選組祭りやその他イベントの情報発信 

 

②外国⼈⽬線の
観光まちづく
り 

 

 ○ ・外国⼈⽬線の観光まちづくりと誘致施策の検討 
…公共交通の利⽤⽅法やHP・SNS環境等の情報発信 
…外国⼈⽤フリー無線LAN環境の整備、外国⼈向け

HPの整備 
…⽇野市在住の外国⼈へのモニターツアーの実施等

によるニーズ把握 
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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 

（１）基本的な考え方 

⽇野を⽀えてきた⼯業 
・⼯業は、雇⽤や税収の⾯で⽇野を⽀えてきた産業の⼤きな柱のひとつです。今後、職住近接のまちづくりや持続可

能な⾃治体運営を図るためにも、地域と事業者との良好な関係を醸成し、事業者が操業しやすい環境づくりを進め
ていきます。 

産業の構造転換に沿った変化 
・育まれてきた産業に加え、消費地と近いという特性を活かし、⽣活課題解決型産業を育てるなど、市はイノベーシ

ョン活動等の⽀援を⾏っていきます。今ある産業のポテンシャルを活かして、新たな事業分野を創造する事業者と
も連携を深め、⽇野の活⼒向上に共に取り組んでいきます。 

・従来型の製造業からの⽅向転換や、時代に沿った新事業へのチャレンジを⽀援することで、地域産業の活⼒向上を
図ります。 

多様な主体による地域まちづくりへ 
・事業者や⼤学、⺠間団体、地域住⺠など多様な主体による連携を深め、健康増進やQOL向上に必要とされる製

品・サービスが⽣まれる環境づくり等を進めることで住みやすいまちを⽬指します。 
 

（２）施策の展開 

  ①工業を活性化するまちづくりの推進                                 

■住と⼯が共存したまちをつくる 
・⼯業系の⼟地利⽤を定めた地域にあっては、⽣産・操業環境の場であることを重視した環境整備を進めていきま

す。 
・⼯業地域及び準⼯業地域及びその周辺部において、⼯業⽤途と住宅が既に混在している地域では、⽣産・操業の場

であることを前提としつつ、住⼯共存のまちづくりに向けて、⼯場からの騒⾳・振動等の抑制や緑化の推進等を進
め、⼯場操業に対する住⺠の理解促進を図っていきます。 

 
■⼯業を⽀える道路交通網の整備を進め、⼯場操業に対する住⺠の理解促進を図る 

・⼯業を⽀える広域幹線道路となる⽇3・3・4号線、⽇3・3・2号線、⽇3・４・２４号線の整備を促進し、圏央道
や中央道等の広域幹線道路との接続による効果を発揮させます。 

 
■事業者と市⺠との対話を進める 

・事業者の活動を広く市⺠に伝えるPR活動、⽣活上の困りごとを事業者と市⺠が共有できる場の創出を通し、地域
に開かれた技術や⼈材交流の機会づくりを推進します。 

 
   ②住宅都市の特性を活かした新たな産業の育成                             

■住宅都市の特性を活かした新たな産業の育成 
・住宅地にいながら働く、起業するなど、住宅都市の特性を活かした新たな産業の育成を⽀援していきます。 
・サテライトオフィスやテレワーク、モバイルワークといった、場所の制約を受けない多様な働き⽅を受け⼊れるた

め、住宅地にある既存の公共施設や空き家の活⽤、テレワーク等に必要な情報通信の基盤整備等について検討して
いきます。 

 
■多様な主体の連携による新たな産業の育成 

・⼈⼝減少・⾼齢化等に伴って住宅地や住宅団地において⽣じる⽣活課題を解決するような新たな産業の誘致・創出
をまちづくりとともに進めていきます。 

・商⼯会による⽇野商業まちづくりプラットフォームと連携し、市・事業者・⼤学・地域住⺠など多様な主体が、地
域の課題解決に向けて協働するリビングラボに取り組んでいきます。 

 
   ③適切な土地利用転換の誘導                                   

■適切な⼟地利⽤転換への誘導 
・現在産業系の⼟地利⽤については、可能な限り継続していきます。社会情勢変化によりやむを得ず⼟地利⽤転換が

⾏われる場合には、予め対話を⾏い、⼟地利⽤の⽅針を⾒出していきます。 
  

[新たな産業] 

[⼟地利⽤転換] 

[⼯業] 
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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） 
⼯業が活性化
するまちづく
りの推進 

①住⼯共存のま
ちづくりの推
進 

○  ・地区計画等を活⽤した、住⼯混在地域における、
住環境に配慮した⽣産・操業環境を重視する環境
整備の推進・⼯業、準⼯業地域で操業する事業者
に対する⽀援 

…企業⽴地⽀援、産業創出施設・貸し施設設置等の
事業者に対する奨励⾦等 

 

・⼯業振興基本構
想 

・企業⽴地⽀援制
度 

・⽴地適正化計画 

 ○ ・⽴地適正化計画による⼯業地域への住宅建築の抑
制 

②産業活動の基
軸となる物流
を⽀える交通
基盤の整備 

○  ・都市計画道路⽇3･3･2号線、⽇3･3･4号線の整備促
進・活⽤ 

・広域幹線道路へ接続する⼯場周辺の道路整備 

・地域公共交通総
合連携計画 

③事業者間の連
携・オープン
イノベーショ
ンへの⽀援 

○  ・事業者間や、事業者と⼤学・NPO・⾏政など多様
な主体との交流・連携による新たな技術・サービ
スの開発⽀援 

・⼯業振興基本構
想 

・⽣涯活躍のまち 

④事業者と市⺠
との交流の場
づくり 

○  ・事業者の活動を広く市⺠に伝える活動や、⽣活上
の困りごとを事業者と市⺠が共有できる場の創出 

・地域に開かれた技術や⼈材交流の機会づくりの⽀
援 

・⼯業振興基本構
想 

・企業⽴地⽀援制
度 

・⽣涯活躍のまち 
 ○ ・学校との連携によるものづくり体験授業等、住⼯

共存のまちづくりを⾝近に感じる取り組みの⽀援 
（2） 
住宅都市の特
性を活かした
新たな産業の
育成 

①住宅地での新
たな産業の環
境整備 

 ○ ・サテライトオフィスやテレワーク、モバイルワー
クなど多様な働き⽅を受け⼊れる環境整備（住宅
地の既存の公共施設や空き家の活⽤等） 

 

②情報インフラ
の整備 

○  ・テレワーク等に必要な情報通信の基盤整備（無線
LAN環境の充実・整備等） 

・いつでもどこでも必要な情報が⼿に⼊る環境整備
（無線LAN環境の充実・整備等） 

 

③産学官⺠の連
携による新た
な産業の育成 

 

 ○ ・市・事業者・⼤学・地域住⺠など多様な主体が、
地域の課題解決に向けて協働するリビングラボの
実施 

  

・⽣涯活躍のまち 

（３） 
適切な⼟地利
⽤転換の誘導 

⑧事業者の⽤地
等の⼤規模な
敷地における
適切な⼟地利
⽤の推進 

 

 ○ ・社会情勢変化によりやむを得ず⼟地利⽤転換が⾏
われる場合、予め対話を⾏い⼟地利⽤の⽅針を検
討します 
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３－３．農地のある暮らしを次世代へつなげる 

（１）基本的な考え方 

農地とその周辺環境の維持 
・⽇野市はかつて多摩の⽶蔵といわれるほど有数の穀倉地帯でしたが、都市化の進⾏とともに農地が減少しており、

⼈⼿不⾜や後継者不⾜への対応とともに、農地の維持・保全が課題とされています。 
地域住⺠の暮らしと共に 
・農地には⾷糧の供給だけではなく、防災や⾬⽔の保⽔、⽣態系の保全、癒しや教育など多⾯的な機能が備わってお

り、市⺠と農地のある暮らしの価値を共有し、まちづくりを進めていく必要があります。 
次世代へつなげる農業の確⽴ 
・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、⽇野に暮らす⼈々の⽣活に農地と農

業が深く結びつくようなまちを⽬指していきます。 
 

（２）施策の展開 

  ①市民との協働による農地の維持                                    

■農地の保全 
・広がる農地の連なりを保全するため、⽣産緑地の拡充や残すべき農地の検討、農地の公有地化等に取り組んでいき

ます。 
・川辺堀之内地区や⻄平⼭地区においては、農地を保全する⼟地区画整理事業を推進していきます。 
・都市緑地法や都市公園法、⽣産緑地法等の改正を受け、都市農地の保全と利活⽤を図るため、特定⽣産緑地の指

定、⽣産緑地⾯積要件等の緩和による⼩規模農地の保全、⽥園住居地域の指定の検討に取り組んでいきます 
・農地が持つ多⾯的な機能の⼀つである、防災上のオープンスペースとしての機能等の⾯からも、農地を積極的に保

全し活⽤していきます。 
 

■農地の活⽤ 
・農地を暮らしの⼀部として⾝近に感じ、また、市⺠のレクリエーションの場として活⽤するため、農地を体験農園

として積極的に整備していきます。 
・体験農園は、農業者の安定的な収益の確保や⼈出不⾜の緩和等の点において、営農を⽀える重要な取り組みと位置

づけ、その運営に関しても、農地の中間⽀援機構の育成等を検討していきます。 
・まちづくり条例を活⽤した市⺠主体のまちづくり制度や仕組みを活⽤して、地域住⺠の暮らしを豊かにするための

農地の活⽤や⺠間活⼒の導⼊検討など、情報共有及び意⾒交換できるような場を設けていきます。 
・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。 
 

■農業体験の推進 
・⼦どもたちの社会学習や⾷育、⼤⼈の⽣涯学習機会としての農業のあり⽅やものづくりの技を次世代に継承する場

づくり、経験と技術⼒を必要とする職能である農業を市⺠が理解し、営農を⽀援するための農の学校等を開催して
いきます。 

 
  ②生産者と消費者とが協力して次世代へつなげる農業の確立                        

■産業としての農業を育成する 
・耕作放棄地や遊休農地、後継者問題など農業者の現状と課題をふまえ、農地保全のための制度や⽀援⽅策、事業者

等の参画による農業経営の在り⽅等について、農業者、農業関係者及び地域住⺠とともに検討していきます。 
・都市農業を守り育てるため、地域住⺠や事業者の農業への関わり⽅を検討していきます。 
・新規就農希望者が農業に関わることで円滑な世代交代を促進するような農業経営の仕組みづくりや、⽇野のブラン

ドづくりなど農業技術の⾼度化による産業基盤の強化、税制⽀援等について検討していきます。 
・⽇野でとれた農作物を⽇野で消費する地産地消を推進し、学校給⾷での利⽤率増加の促進や作物マップ等の作成に

よる農産物のPRを⾏い、市⺠の消費活動とつなげていきます。 
 
■農業の拠点を中⼼にネットワークを広げる 

・⽇野の農産物の販売や加⼯を可能とし、流通経路の拡⼤、農業体験を通した農業の普及啓発など、総合的な農業活
性化の拠点となるファーマーズセンターを活⽤していきます。 

・⽣産者の顔が⾒え、安全・安⼼でおいしい作物を⾃分の好みに応じて選択することのできる共同販売所の設置・運
営をJAとともに進めていきます。 

・⽣産緑地法等の改正による新規施策として、⽣産緑地地区内の直売所や農家レストランの設置等、農業を⾝近にす

[農地] 

[農地] 

[農業] 
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る交流の場の整備を進めていきます。 
 

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） 
市⺠との協働
による農地の
維持 

①農地の保全と
集約化の推進 

○  
 

・農の拠点及び農の連なりにおける⽣産緑地の指定
の拡充 

・農地を保全する⼟地区画整理事業の推進（川辺堀
之内地区や⻄平⼭地区） 

・農業振興計画 
・みどりの基本計

画 
 

 ○ ・農地の公有地化の検討 
・都市緑地法等の改正による新規施策の推進 
…⽣産緑地⾯積要件の緩和による⼩規模農地の集約 
…⽥園住居地域の指定による農地の保全(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) 

②体験農園の整
備、活⽤ 

○  ・計画に基づく体験農園の整備・活⽤と進捗管理 
・落ち葉・剪定枝チップ等を利⽤した循環型農業の

推進 

・農業振興計画 
・みどりの基本計

画 

 ○ ・まちづくり条例を活⽤した、地域住⺠による農地
の活⽤や⺠間活⼒の導⼊検討 

・農地の利活⽤を推進するための、緑の担い⼿とし
て⺠間主体を指定する制度の検討・整備 

③農業を学ぶ学
習の場づくり 

○  ・農業を考え学ぶことのできる学習の場の設置 
・農業体験イベントの拡充 
・⽇野農産物の学校給⾷への利⽤ 
・⾷育推進計画における⾷育の推進 
・学校と農業者の連携による学童農園の充実 

・農業振興計画 
 

（2） 
⽣産者と消費
者とが協⼒し
て次世代へつ
なげる農業の 
確⽴ 

①農地や農業経
営を農業者と
地域住⺠で学
ぶ勉強会・講
習会の開催 

○  ・農業後継者･Ｕターン就農者の農業技術向上と交流
⽀援 

・援農体制の構築に向けた専⾨性の⾼いボランティ
ア育成のための勉強会・講習会の開催 

・農の学校の継続 
・⼥性農業者の経営参画・起業の⽀援 
・地産地消の推進 
・都市農地の役割や在り⽅について考える場づくり

(農業懇談会等)の継続 

・農業振興計画 
 

②地域振興の拠
点となる場の
整備 

○  ・ファーマーズセンターや共同直売所の有効活⽤ 
・週末型レクリエーションや情報発信など地域振興

の拠点となる農作物の直売所等の整備 
・都市農業シンポジウムの開催 
・⽇野産農産物のPR 
・JAとの連携 

・農業振興計画 
・農のあるまちづ

くり計画 

③共同直売所等
の整備 

○  ・商店会のイベントの中で農業者と連携した即売の継
続 

・みどりの基本計
画 

④農家レストラ
ンの設置 

 ○ ・⽣産緑地地区内の直売所や農家レストランの設置  
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３．駅周辺まちづくり基本計画                                             
 

⽇野駅、豊⽥駅、⾼幡不動駅等の駅周辺は、商業・業務施設が集積し、鉄道・バス等の交通も集中し、⽇
野の都市活動の拠点的な役割を担っています。 

そのため、多くの⼈々が集い、その交流の中から新しい⽇野⽂化を創造し、発信できる場として再整備していく
必要があります。 

そこで、多様な⼈々が集まり、そして憩うことができるよう、歩⾏者空間の確保や公共交通基盤の整備、にぎわ
いと交流、安らぎや学び等の機能の導⼊等に取り組むとともに、緑豊かで潤いのある良質な街並みの整備や、緑
と清流が感じられる潤いのある空間を整備していきます。 

また、駅周辺を都市拠点として整備するにあたっては、駅周辺の地域特性や担うべき都市機能の役割分担を
考慮し、各拠点を交通ネットワークで連携させることによって、⽇野市が⽬指す都市構造を実現していきます。 

 
（1）⽇野駅周辺地区 

台地を利⽤した橋上駅という⽴地特性を活かし、駅からの景観を⼤切にした駅周辺整備、崖線のみどりの
連続性を維持したりと、みどりや歴史を感じることのできる、甲州街道の宿場町の趣を活かした駅前空間や、駅
周辺ににぎわいと安らぎを与える空間を整備していきます。また、職住が近接した⽣活圏にふさわしい、商業・サ
ービス・業務などの産業と、住宅、そして⽂化施設が調和したまちづくりを進めていきます。 

駅周辺に⽴地する、市⺠の森スポーツ公園や⽇野宿本陣等の歴史資源、市街地を流れる⽤⽔等を活か
しながら、公共施設の再編等も視野にいれて、⽇野の⽞関⼝として市⺠の交流の場にふさわしい市街地環境
を整えていきます。 

 
（2）豊⽥駅周辺地区 

多摩平団地地区に代表される良好な住環境や、駅周辺に⽴地する緑豊かな⼯業地、そして農地や⽤⽔、
崖線樹林地と湧⽔等の⾃然環境を活かしながら、商業・住宅・⾃然環境・⼯業が調和した駅周辺整備を進
めていきます。 

豊⽥駅北⼝周辺は医療・福祉関連施設の集積を活かした住環境の整備や、商業施設の利⽤者や多数
の事業者との連携による更なる活⼒の向上につながる駅前空間の利活⽤を進めていきます。また、豊⽥駅南
⼝周辺は、背後に丘陵部を収めた⾵景や、崖線の⽔やみどりを活かししつつ、地域に根差した親しみのある商
業施設に近接する利便性の⾼い住宅地として整備を進めていきます。 

 
（3）⾼幡不動駅周辺地区 

⾼幡不動駅は、京王線、多摩動物公園線、多摩都市モノレールの 3 つの路線が集まり、周辺の⾼幡不動
尊や多摩動物公園といった広域的なレクリエーション拠点への⽞関駅や⼤学等への通学の乗り換え駅であるこ
とから、今後も多様な活動が展開される地域性を活かした広域交流拠点として維持していきます。 

⾼幡不動の地域性を活かした特⾊ある店舗づくりや、駅周辺の既成市街地の更新を進め、さらに交通結
節点として周辺駅のネットワークを強化することによって、観光・交流・商業の中⼼地としてさらなる発展を⽬指
す駅周辺整備を進めていきます。 

 
（４）⾝近な交通・地域コミュニティ活動の中⼼となる⽣活拠点 

少⼦⾼齢社会には、公共交通のさらなる活⽤が求められることから、百草園・南平・平⼭城址公園・甲州
街道・万願寺・程久保・多摩動物公園の各駅については、⽇常的な公共交通を受け⽌める交通拠点としま
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す。特に⾼齢者においては⾝体的に移動⼿段も限定されてくるうえに、公共交通による交通ネットワークにも限
度があることから、新たな交通⼿段について検討・実現していくとともに、各⽣活圏に求められる公共サービス機
能、⾝近な商業機能、コミュニティ機能、医療・福祉機能等を⽣活利便機能として把握し、地域の状況に合
わせて必要な⽣活拠点を育成していきます。 
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駅周辺地区まちづくり⽅針  
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第Ⅴ章 地域別構想（地域別まちづくり⽅針）                             
 
１．地域別まちづくり構想の位置づけと役割                                         

 
１）地域区分の考え⽅ 

本市は、浅川や多摩川、多摩丘陵など地形の変化に富み、住環境も、⼤規模に造成された住宅
地や古くからの集落、農地が多く残る住宅地など、様々な特性を有しており、まちづくりの課題
も地域によって異なっています。 

今後、地域主体のまちづくりを促進していくためには、それぞれの地域の環境やコミュニティ
の特性に応じた対応が必要です。そのため、地域別構想は本市を８つの中学校区に分けて整理し
ています。 

  
２）位置づけと役割 

地域別構想は、各地域にお住まいの⽅々にとって、まちづくり活動や建物の更新に際しての前
提となる、まちづくりの基本⽅針であり、⾏政においては個別の事業の実施に際しての指針とな
るものです。 

今後は、この地域別構想をふまえて地域のまちづくりを推進していきます。 
 

  

⼤坂上中学校地域 

⽇野第⼀中学校地域 

⽇野第⼆中学校地域 

⽇野第四中学校地域 

平⼭中学校地域 

七⽣中学校地域 

三沢中学校地域 

⽇野第三中学校地域 
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⼤坂上中学校地域  ⽇野の⽞関のあるまち 
 

１．地域の特徴とまちづくりの課題 
 
・多摩川が北を流れ、緑豊かな崖線や農地、⽤⽔

路があり、⾃然を⾝近に感じられる地区ですが、
宅地化が進み、農地は減少しています。 

・⽇野駅は⽇野の⽞関⼝としての役割を担ってい
ますが、駅周辺には、賑わいを⽣む施設や住⺠
が気軽に集える空間が⼗分ではありません。 

・⽇野駅周辺には共同住宅等が少しずつ⽴地し、
⼈⼝が増えていますが、医療施設や⼦育て⽀援
施設など⽣活を⽀える施設が不⾜しています。 

・⽇野⾃動⾞の⼯場は、2020年までに⼯場機能の
移転が予定されています。 

・⽇野台には⽼朽住宅が⽐較的多い住宅地や、住
宅と⼯場が混在する市街地がみられます 

・新町地区には、基盤が整った住宅地と基盤が未整備な住宅地がみられます。 
・神明・⼤坂上地区は、市役所や⽇野中央公園、実践⼥⼦⼤学など多くの⼈が集まる施設が集積しています。 
・成就院や七ッ塚等の史跡が残されています。 
 
（⼈⼝動向） 
・地域全体の⼈⼝・世帯数は、今後は緩やかに減少に転じることが⾒込まれています。 
・他の地域と⽐較すると、単独世帯の割合が多い地域です。 
・地域別にみると、⽇野駅周辺や区画整理事業が⾏われた東光寺で今後も⼈⼝増加の傾向がありますが、⼀

⽅で⽇野台、⼤坂上、神明では⼈⼝減少が⾒込まれています。 
・神明・⼤坂上では、特に75歳以上の⼈⼝増加が⾒込まれています。地域全体では、2030年以降に⾼齢化率

が25％を超えることが予想されています。 
 
【⼤坂上中学校地域の⼈⼝・世帯数の現況と推計】 

  

【⼤坂上中学校の区域】 
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２．暮らし⽅の⽬標と実現するための取り組みの⽅向性 
⼤坂上中学校地域 

暮らし⽅の⽬標１︓⾝近な⾃然を楽しみ、親しめる暮らし 
・東光寺周辺では、林や崖線の緑など豊かな緑を⾒渡すことができます。また、よそう森堀のように⾃然のままの⽤⽔

路が残されており、そこにはさまざまな動植物が⽣息しています。 
→⽥園住居地域の指定など新たな制度の活⽤や、緑地の公有地化の検討、まちなかの樹⽊の保全や住宅地の⽣け垣化等

を進めることによって、恵まれた⾃然を⽇頃の⽣活の中で⾝近に感じることのできるような暮らしを⽬指します。  
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

東光寺の林の広がりや⽇野駅から⾒える崖線の緑、 
多様な⽣物が⽣息できる、⽣物多様性に配慮した⾃然を守っ
ていこう 

【緑の保全と緑のネットワーク化】 
・登録樹林・樹⽊制度を活⽤した崖線緑地や湧⽔・まちなかの

樹⽊の保全、緑地の公有地化の検討 
・都市計画制度による緑地の保全（特別緑地保全地区、⽥園住

居地域、都市計画公園・緑地） 
・幹線道路の緑化の推進、住宅地での⽣け垣化の推進 
・地域住⺠による緑地の管理や、緑地トラストの活⽤ 

多様な⽣物が⽣息できる、⽣物多様性に配慮した⽤⽔路
を取り戻し、 
多摩川を楽しみ、親しめる⽔辺環境をつくりあげよう 

【多摩川に親しむ】 
・多摩川を回遊できるウォーキングルートの連続性・快適性の

向上（公園・⽤⽔・多摩川・樹林地とのネットワーク化やベ
ンチや⽊陰の整備等） 

【⽤⽔路の活⽤】 
・⽇野⽤⽔の取⽔の確保と年間通⽔の維持 
・⽤⽔の開渠化や⽇野緑地を⽣かした景観づくり 
・住⺠による清掃活動や環境に関する勉強会や観察会の開催 

⽣き物が暮らせるような 
⾃然を活かした公園をつくろう 

【⾃然を活かした公園づくり】 
・⾃然や地形を活かした住⺠参加による公園の整備とリニュー

アル 
・東光寺グラウンドの再整備や、⽥んぼを取り⼊れたよそう森

公園の活⽤ 
・事業者所有のグラウンドなど⼤規模敷地を活⽤した交流の拠

点の整備 
・緑化地域制度の活⽤ 

 
暮らし⽅の⽬標２︓いつでも先⼈たちが残してきた遺産にふれあえ、地域への愛着を育める暮らし 
・地域には、成就院や七ッ塚等の史跡が残されています。 
→これらの史跡や伝統・⾵習を次世代に引き継いでいくことによって、先⼈たちが残してきた遺産にふれあえ、地域へ

の愛着を育める暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

史跡巡りや祭り等のイベントを通して、 
地域への愛着を育んでいこう 

【地域を学ぼう】 
・地域の⾵習を知るための講座の開設 
・地域住⺠による雑⽊林の下草刈り 

 
暮らし⽅の⽬標３︓近所の⼈たちと⽴ち話ができるような住環境の整った暮らし 
・地域には、緑豊かな街並みの整った住宅地がある⼀⽅で、狭隘道路の多い住宅地や、⼟砂災害や⾵⽔害への対応が必

要な住宅地があります。 
→地域住⺠によって、街並みを保全するためのルールづくりや災害時の対応等について連携し、安全で住みやすい住環

境の整った暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 
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いつまでも安⼼して住み続けられる 
良好な住環境をつくりあげよう 

【街並みや眺望の保全】 
・低層住宅地及び周辺市街地の適切な⼟地利⽤の誘導による住

環境の保全 
・良好な街並み景観を誘導するためのルールづくり（地区計画

制度の活⽤やまちづくり条例の検討等） 
・眺望点の案内板の設置 
【安全・安⼼・快適なまちづくり】 
・住み続けられるまちをめざした基盤整備の推進 
・基盤が未整備の住宅地でのオープンスペースの確保（狭隘道

路整備や共同化等） 
・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 
・⽔害に対する避難ビルなどの避難施設の指定の検討（公共施

設や⾼層のマンション等） 
・崖地の安全性確保に向けた取り組みの推進と、より安全性の

⾼いエリアへの居住誘導 
・⾃主防災組織の設⽴と育成 
・要配慮者の状況把握や災害時の通報・避難誘導⽀援などの体制づ

くり 
 

暮らし⽅の⽬標４︓誰もが安⼼して歩けて、暮らしを⽀える施設に気軽に⾏ける暮らし 
・地域には、道路が狭い地区や公共交通の利⽤が不便なエリアがあります。 
→⾼齢者の居場所や、誰もがスムーズに移動できるような公共交通⼿段を充実し整備することによって、⾼齢者にとっ

ていつまでも便利で住み続けたいと思える暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

誰もが安⼼して歩くことのできる新しい道と、 
交通空⽩地域対策として新たな交通システムを導⼊し、
公共施設や駅など暮らしを⽀える施設へのアクセス確
保をしよう 

【安全・安⼼な道づくり】 
・都市計画道路⽇ 3・4・17 号線（第四次事業化計画における

優先整備路線）の整備促進 
・幹線道路のバリアフリー化や緑化の推進 
・交通規制等による⽣活道路への変換(幹線市道Ⅰ-23 号線) 
・歩⾏者や⾃転⾞が安⼼して通⾏できる景観を重視した甲州街

道の整備促進 
【公共交通の充実】 
・交通空⽩地域での地域との協働による新たな交通システム導

⼊の推進 
・⾼齢者等の移動介助サービス等の仕組みづくり 

 

暮らし⽅の⽬標５︓⾃然に⼈が集まってくる場所のある暮らし 
・地域には、多くの⼦どもたちや市⺠が集まる、⽇野中央公園や市役所、⼤学等があります。 
→多くの⼈の集まる場所や既存の施設を、ふれあいや交流のある場として充実するとともに、学校の余裕教室等があれ

ば活⽤し、いつも⾝近に⼈々が集うような場所のある暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

市役所や学校、公園等を活⽤して、 
いろいろな年齢層や職業の⼈たちや⼦どもたちと 
ふれあえる場をつくろう 

【気軽にくつろげる居場所づくり】 
・⾼齢者の憩いの場・交流の場・健康づくりの場の充実 
・ふれあいサロン等の PR・活⽤促進 
・空き家を活⽤した居場所づくり 
・施設の耐⽤年限を⾒据えた市役所の再整備と市⺠会館や⽇野

中央公園等交流拠点機能の再編・拡充・更新等の在り⽅の検
討 
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【多世代の交流のあるまち】 
・多くの⼈が集まる市役所や⽇野中央公園、地区センター等の

公共施設を交流の拠点として活⽤ 
・学校の空き教室・余裕教室を活⽤した交流拠点づくり 
・事業者や実践⼥⼦⼤学と連携した⾼齢者が暮らしやすいまち

づくりの推進や⼦育て世代の転⼊促進 
・公営住宅の再整備に伴う、地域の交流の場の整備 
・利⽤しやすい公共のトイレの整備 

 
暮らし⽅の⽬標６︓いつでも⼈にふれあえる、出会いと交流のある暮らし 
・⽇野駅は、交流施設を利⽤する市⺠や、⽇野に訪れる⼈々の「⽇野の⽞関⼝」です。 
→⽞関⼝にふさわしい景観づくりや駅舎の改良、歩いて買い物ができる駅周辺の整備によって、様々な出会いと交流が

あり、いつでも⼈にふれあえる暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

⽇野駅を「⽇野の⽞関」として育て、 
駅周辺をにぎわいとやすらぎのある場にしよう 

【駅の改良】 
・駅舎の歴史や特徴を活かし安全性に配慮した利⽤しやすい駅

改良 
・東⻄をつなぐ⾃由通路のリニューアル整備 
・市⺠と⾏政、事業者との協働による駅前づくり 
【⻄⼝駅前広場の有効活⽤】 
・駅前広場の⼀体的利⽤（駐⾞・駐輪場、イベント広場、フリ

ースペースの確保）、リニューアル整備 
・イベント広場としての整備と交流イベントの開催（朝市・フ

リーマーケット・楽器演奏・昔話） 
【駅前の商業地の整備】 
・甲州街道沿道の歩⾏者空間や休憩スポットの整備 
・⼩売店の特徴づくり（地元野菜販売等、地場産業を⽣かした

商店づくり）（若い世代にとって魅⼒ある⼩売店づくり） 
・若者による店舗経営や、起業のためのスペース提供等の⽀援 
・無線 LAN 環境の充実 
【交流拠点づくり】 
・市⺠が⾃由に活動できる多⽬的施設の整備 
・駅周辺の⼦育て⽀援・福祉サービス施設及び機能の充実 
【駅前の景観づくり】 
・看板類の規制・誘導 
・多摩川までの緑豊かな散歩道の整備 

駅へのアクセスについてのルールをつくり、 
誰にとっても利⽤しやすい駅にしよう 

【利⽤しやすい駅周辺づくり】 
・駅へアクセスする歩きやすい道路空間の整備 
・誰もが、歩いて買い物がしやすい歩道の整備 
・駅前レンタサイクル・サイクルシェアの導⼊の検討 
・駅周辺における効率的な駐⾞場の配置と運⽤ 

 

暮らし⽅の⽬標７︓⽇野の新たな産業と地域の共存できる暮らし 
・地域には、⽇野の産業を⽀えてきた⽇野⾃動⾞の⼤規模⼯場がありますが、製造部⾨の移転が予定されています。 
→⼯場移転後も、地域と共存する産業施設等の⽴地誘導を進め、産業と地域が共存できる暮らしが望まれます。 
→現在の産業系の⼟地利⽤を可能な限り継続していきます。社会情勢変化によりやむを得ず⼟地利⽤転換が⾏われる場

合には、予め対話を⾏い、⼟地利⽤の⽅針を⾒出していきます。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 
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⽇野の産業を⽀えてきた 
⽇野⾃動⾞等の⼯場と、これからも共に歩んでいける
まちづくりを進めていこう 

【地域の活⼒維持】 
・⽇野⾃動⾞⼯場の移転跡地利⽤とまちづくりの連携 
・事業者と住⺠の交流の場づくり 
・事業者⾒学の機会づくり 

 
暮らし⽅の⽬標８︓農業者の誇りと⾃然の恵みをみんなが感じ、農地・⽤⽔をみんなで守り育てる暮らし 
・地域には、まとまった農地があり、農業を⽣業とされている⽅々がいます。 
→⾝近に農地のある恵まれた環境をいつまでも維持できるように、営農環境の充実や、農地を⾝近に感じられる場を充

実することによって、誰もが⽣活の中で農地や⽤⽔を守り育てる意識を持てる暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

⾷べるものが⽬に⾒えるところでつくられている 
安⼼感と、農の⽣業を体験できる環境を守っていこう 

【農業環境の充実化】 
・農の拠点（ファーマーズセンター）の活⽤、直売所の充実 
・きめ細やかな農地の保全・⽔⽥の積極的保全 
・体験農園の積極的な活⽤ 

地域で農業を⽀える仕組みを考えていこう 

【農業の⽀援】 
・農産物を市内の飲⾷店で利⽤できる仕組みづくり 
・駅周辺での朝市の開催 
・地域住⺠の農業への理解の醸成 
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⽇野第⼀中学校地域  かつての⽇野⼈の⼼が息づくまち 
 
１．地域の特徴とまちづくりの課題 
 
・地域には多摩川が北を流れ、市⺠の森ふれあい

ホール、市⺠の森スポーツ公園、仲⽥の森蚕⽷
公園など多くの⼈が集まる場所や緑豊かな環
境があります。 

・⽇野駅前の甲州街道沿道には⽇野宿本陣等があ
り、歴史・観光の事業をふまえたまちづくりが
実施されています。 

・上⽥や宮、万願寺三・四丁⽬には都市農地と住
宅が共存するエリアがあります 

・⽇野駅は市⺠の交流施設や歴史・観光施設へ
⼈々を導く、⽇野の⽞関⼝としての役割を担っ
ています。 

・モノレール甲州街道駅、万願寺駅の周辺では⼟地区画整理事業により基盤整備が進められ、駅周辺には福
祉施設や商業施設の⽴地がみられ、地域の⽣活拠点となっています。 

・⼤字⽇野では⼟地区画整理事業が予定されていますが、未だ着⼿されていない地区もあり、また、⼯業系
の⼟地利⽤も多く、住⼯が調和するまちづくりが進められています。 

・万願寺地区はモノレールや鉄道により利便性が⾼く、万願寺中央公園等の⼤規模公園が近く良好な住環境
が整備されているため、⼈⼝は増加傾向にあります。 

・地域内には３つの病院や特養、有料⽼⼈ホームなど医療・福祉系の施設が⽐較的多く⽴地しています。 
 
（⼈⼝動向） 
・地域全体の⼈⼝・世帯数は、今後も引き続き増加することが⾒込まれています。 
・他の地域と⽐較すると、夫婦と⼦の世帯や単独世帯の割合が多い地域です。 
・近年の万願寺地区の⼟地区画整理事業によって都市基盤が⾏われており、地域別にみても、ほぼ地域全域

で⼈⼝増加の傾向にあります。 
・地域全体では、2040年頃に⾼齢化率が25％を超えることが予想されています。 
 

【⽇野第⼀中学校地域の⼈⼝・世帯数の現況と推計】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【⽇野第⼀中学校の区域】 

(0.3) (0.4) (0.5) (0.7) (0.9) (0.9) (1.0) (1.1) (1.2) (1.4)(0.4) (0.6) (0.8) (0.9) (1.1) (1.2) (1.2) (1.2) (1.4) (1.6)

2.7 3.0 3.6 4.0 4.3 4.4 4.8 5.0 5.0 4.9
0.9

0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.33.1 3.0
3.4 3.6

3.9

4.0

4.0
4.0 3.9 4.0

1.2 1.3

1.4
1.6

1.6 1.8
1.9 2.1 2.2 2.2

8.6 9.2

10.8
11.9

12.9 13.5
14.2 14.7 15.0 15.3

(6)

(4)

(2)

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

高齢単独世帯 高齢夫婦のみ世帯 単独世帯
夫婦のみの世帯 夫婦と子の世帯 その他の一般世帯
総数

(総数：千世帯) (類型別：千世帯)

3.3 3.3 3.5 3.9 4.2 4.0 3.9 3.9 4.1 4.2

16.6 17.0 17.8 18.4 18.9
19.9 21.1 22.0 22.1

21.9

1.4 1.8
2.1

2.5
2.9 2.8

2.5
2.8 3.7 4.6

0.8
1.2

1.9
2.2

2.9 3.3
3.8 3.9 3.9

4.2

22.2
23.4

25.4
27.2

29.3 30.0
31.3 32.6

33.8
34.9

14.8 14.3

13.9 14.5 14.3 13.2 12.5

12.0 12.1 12.1

74.9
72.9

70.2
67.4

64.3
66.4 67.4 67.4 65.5

62.5

10.1
12.8

15.9 17.4
19.9 20.4 20.0 20.6

22.5 25.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

75歳以上 65～74歳 15～64歳
0～14歳 不詳 総数
0～14歳人口比 15～64歳人口比 65歳以上人口比

(千人) (％)



- 134 - 

２．暮らし⽅の⽬標と実現するための取り組みの⽅向性 
⽇野第⼀中学校地域 

暮らし⽅の⽬標１︓いつまでも多くの⽣き物とともに暮らしていけるように⾝近な⾃然を⼤切に育てていく暮らし 
・当地域には、仲⽥の森蚕⽷公園や崖線の緑など、季節の移り変わりが感じられる⾃然があります。また、多摩川や湧

⽔・⽤⽔など、⽔辺の環境にも恵まれています。 
→崖線など⽴体的で景観の重要な要素である緑地の公有化の検討や緑地保全のための新制度の活⽤等によって、⾃然を

守るだけではなく、⾃然を体験し、楽しむことのできる環境を整備し、⾃然に棲む⽣き物と共⽣できるような暮らし
を⽬指します。 

■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

⾝近に季節の移ろいが感じられる仲⽥の森蚕⽷公園や
崖線の緑を保全し、活⽤していこう 

【緑の保全】 
・緑地の公有地化と湧⽔の保全 
・緑地保全のための基⾦やトラストの活⽤ 
・⺠間事業者による緑地の保全・整備・活⽤⽅策の検討や、管

理のための組織や仕組みづくり 
・緑化地域制度の活⽤ 
【⾃然体験の場づくり】 
・⾃然の⼤切さを学び体験できる、地域住⺠の⼿づくりによる

公園づくり 
・地域住⺠による仲⽥の森蚕⽷公園の活⽤⽅法の検討 
・仲⽥の森蚕⽷公園と周辺緑地の⼀体的な活⽤ 

⾝近な⽣き物がずっと住み続けられるように 
多摩川の⾃然を⼤切にしていこう 

【多摩川を守り楽しむ】 
・⽣き物が棲みやすい環境の保全と、⽣態系に配慮した⾃然を

楽しめる場の整備 
・地域住⺠との協働による堤防のあり⽅の検討や、地域住⺠に

よる清掃やごみ捨ての禁⽌規制 
・⽴川市、国⽴市との連携による多摩川の保全 

⽔路脇や多摩川の⼟⼿・堤防を遊歩道・サイクリングロ
ードとして整備しよう 

【⽔辺の散歩道】 
・あぜ道や⽤⽔路を活⽤した遊歩道の整備 
・ウォーキングルートやサイクリングロードの整備・ネットワ

ーク化 

湧⽔・⽤⽔をしっかりと守り、⾝近な⽔辺を取り戻そう 

【⽤⽔路を活かそう】 
・⽤⽔路の開渠化、親⽔性のある⽤⽔路としての整備 
・地域住⺠による⽤⽔の清掃や⾃然の⼤切さを学ぶ機会づくり 
・「あゆ祭り」や「多摩川を遊ぶ」等のイベントの開催等の開

催 
 

暮らし⽅の⽬標２︓まちの歴史や⽂化、⾵習、歳時記を学び、ふるさと意識を育める暮らし 
・地域には、都市的な整った街並みがある⼀⽅で、⽤⽔のある⾵景や、国登録有形⽂化財である「桑ハウス」（旧蚕⽷

試験場）や古い⺠家等の歴史を感じる街並みが残されています。 
→これらの⾵景を守り育てるためのルールづくりや対策を進めることによって、⾵景を形づくるまちの歴史や⽂化、⾵

習や歳時記等を学び、ふるさと意識を育んでいける暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 
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⽇野の歴史的な遺産をまちづくりに取り込み、 
ふるさと意識を育てよう 

【⽇野宿まちづくり】 
・宿場町をコンセプトとした⽇野の景観づくりと賑わいの創出

（無電柱化やハード整備とあわせた甲州街道の沿道景観の
魅⼒化と路地を活かしたまちづくり） 

・歴史散策ルートの設定と回遊性の向上（⽇野宿〜⼟⽅歳三資
料館〜⽯⽥寺〜⾼幡不動尊〜新選組ふるさと歴史館）、標識・
案内板の設置 

・歴史・⽂化財の再発⾒（旧蚕⽷試験場⽇野桑園等の交流の場
としての活⽤、古い⺠家や史跡の保全、郷⼟史の編纂等） 

・祭りや⾏事の保全と積極的な参加の推進 
 

暮らし⽅の⽬標３︓⼦どもからお年寄りまでが交流できる場所のある暮らし 
・地域には、市⺠の森スポーツ公園やふれあいホールなど、⼈が集まる施設があります。 
→そのような場所をふれあいや交流のある場につくりあげることによって、⾃然に⼈が集うような場所のあ

る暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

⼦どもからお年寄りまで⾃由に過ごせる居場所や、 
⼈と⼈がふれあい、交流できる場をつくっていこう 

【多世代のふれあいの場づくり】 
・公⺠館・図書館・地区センター・市⺠活動⽀援センター等の

公共施設の再編・更新 
・福祉サービス施設等の地域に開かれた活⽤⽅法等の検討 
・⼦どもから⾼齢者まで気軽に⽴ち寄れるカフェやサロンの充

実 
・住宅と調和した福祉施設ゾーンの形成、⾼齢者施設周辺に健

康づくりを⾏える場の整備 
・市⺠の森スポーツ公園の施設内容の再検討 
・学校の余裕教室の活⽤等、学校を活⽤した交流拠点づくり 
【コミュ⼆ティを⽀える仕組みづくり】 
・ふれあいの場の運営やボランティア等の⽀援体制の検討 
・町会や⾃治会等の地域のコミュニティづくり 
・⾼齢者が活動する場や機会の創出 

 

暮らし⽅の⽬標４︓誰もが安⼼して⼼地よく毎⽇を過ごし、暮らしを⽀える施設に気軽に⾏ける暮らし 
・地域の⼀部には、⾞の抜け道になっている⽣活道路など、安⼼して歩くことのできない道や、⾵⽔害への対応が必要

な地域があります。 
→安⼼して安全に暮らせる環境をつくるとともに、、地域住⺠によって災害時の対応等について連携する体制を整える

ことによって、安⼼して毎⽇を過ごせる暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

安⼼して安全に暮らせる環境をつくろう 

【安⼼・安全まちづくり】 
・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 
・⽔害に対する避難ビル等の避難施設の指定の検討（公共施設や⾼層

のマンション等） 
・崖地の安全性確保に向けた取り組みの推進と、より安全性の

⾼いエリアへの居住誘導・⾃主防災組織の設⽴と育成 
・要配慮者の状況把握や災害時の通報・避難誘導⽀援等の体制づくり 
・万願寺グラウンド⽤地の防災まちづくりへの活⽤の検討 
・⾼齢者施設や医療施設の充実 

安⼼して⼦育てができる環境をつくろう 
【⼦育て環境の充実】 
・地域⼦ども家庭⽀援センターの充実、あり⽅の検討（⼦育て

について話せる場づくり、⼦育て情報ネットワークの確保） 



- 136 - 

・既存施設や空き家を活⽤した、⼩中学⽣の放課後の居場所の
確保と⽀援の仕組みづくり 

・不審者等への防犯対策 
・浸⽔の恐れのある区域での、避難の円滑化等に向けた訓練や

避難ルートの確保 

美しい街並みをしっかりと守り、育てていこう 

【街並みの保全】 
・沿道に花を植える 
・歴史資源を活かした景観を守り育てるルールづくり（地区計

画制度の活⽤やまちづくり条例の検討等）と地域主体の街並
みづくり 

・低層住宅地及び周辺市街地の適切な⼟地利⽤の誘導による住
環境の保全 

 
歩⾏者も⾃転⾞も⾞も安⼼して移動でき、 
⼦どもの遊ぶ声が聞こえるようなまちをつくろう 

【安全・安⼼な道づくり】 
・緑豊かで安全に歩ける、緊急⾞両が通⾏できる道路網の整備

（⼟地区画整理事業等の基盤整備との連携） 
・狭隘道路での待避所の増設やハンプの設置 
・幹線道路の整備、バリアフリー化やベンチの設置、緑化の推

進 
・基盤が未整備の住宅地でのオープンスペースの確保（狭隘道

路整備や共同化等） 
・中央線や幹線道路沿いの騒⾳・振動改善策の検討 

 

暮らし⽅の⽬標５︓いつでも⼈にふれあえる、出会いと交流のある暮らし 
・⽇野駅は、ふれあいホール等の公共施設を利⽤する多くの市⺠や、⽇野に訪れる⼈々を迎える「⽇野の⽞関⼝」とし

ての役割を担っています。 
→⽇野の⽞関⼝としてふさわしい景観づくりや駅周辺の交通基盤を整え、駅前を楽しく歩いて買い物ができる、出会い

と交流のある暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

⽇野駅を「⽇野の⽞関」として育て、 
駅周辺をにぎわいとやすらぎのある場にしよう 

【駅の改良】 
・駅舎の歴史や特徴を活かし安全性に配慮した利⽤しやすい駅

改良 
・東⻄をつなぐ⾃由通路のリニューアル整備 
・市⺠と⾏政、交通事業者による駅前づくり 
【駅前の商業地の整備】 
・⽇野宿本陣や市⺠の森ふれあいホール、仲⽥の森蚕⽷公園な

ど駅周辺を訪れる⼈のための甲州街道沿道の歩⾏者空間の
整備 

・⼩売店の特徴づくり（地元野菜販売等、地場産業を⽣かした
商店づくり）（若い世代にとって魅⼒ある⼩売店づくり） 

・若者による店舗経営や、起業のためのスペース提供等の⽀援 
・無線 LAN 環境の充実 
【利⽤しやすい商業地づくり】 
・商業地への⾞の進⼊禁⽌ 
・駅と商業地の連携の強化（掃除・花、緑化の管理等を通した

⽇常的な活動） 
【交流拠点づくり】 
・中央公⺠館の有効活⽤と再編・更新 
・駅周辺の⼦育て⽀援・福祉サービス施設及び機能の充実 
・出かけるきっかけとなる、回遊性と滞留性のある商業・業務

機能の誘導 
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【駅前の景観づくり】 
・⽇野緑地や⽤⽔を⽣かした景観づくり 
・看板類の規制 
・多摩川までの緑豊かな散歩道の整備 

駅へのアクセスについてのルールをつくり、 
誰にとっても利⽤しやすい駅にしよう 

【利⽤しやすい駅周辺づくり】 
・駅へアクセスする歩きやすい道路空間の整備 
・誰もが、歩いて買い物がしやすい歩道の整備 
・駅前レンタサイクル・サイクルシェアの導⼊の検討 
・駅周辺における効率的な駐⾞場配置と運⽤ 

 

暮らし⽅の⽬標６︓モノレール駅を⽣活の拠点とし、緑のある住宅地を楽しめる暮らし 
・地域には、モノレール甲州街道駅、万願寺駅があり、地域の⽣活拠点としての役割を担っています。 
→市内外へのアクセスが便利なモノレール駅を⽣活の拠点駅として、多くの⼈が集える公園や公共施設が⾝近にあり、

緑や⽤⽔など⽇野の⾃然を⽇々感じられる、快適な住宅地を楽しめる暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

モノレール駅を地域の⼈々にとって 
使いやすい空間にしよう 

【魅⼒ある空間づくり】 
・⽂化施設や魅⼒ある店舗の誘致、駅周辺での交流イベントの

開催や朝市・農産物販売の充実 
・個店など商業機能を⽀える仕組みの検討 
・駅舎内のベンチ・案内板の充実や駐輪場の緑化、タクシー乗

り場の整備等による駅の魅⼒と利便性の向上 
・需要に応じたバス停の適正配置 
・モノレール駅を拠点としたサイクリングロードの整備、レン

タサイクル・サイクルシェアの導⼊の検討 
・モノレール沿線の緑化の促進  

 

甲州街道駅を「⽇野に触れられる駅」「⽇野を感
じられる駅」にしよう 

【⽇野の歴史を感じる】 
・甲州街道駅から⽇野宿までを観光客が歩いていける街道とし

ての整備(もてなしの空間づくり、案内サインの設置) 
・甲州街道駅と中央道⽇野バス停の交通結節機能を強化し、周

辺地域を含め広域交流拠点として⼀体的に育成する 
・都市計画道路⽇ 3・４・１号（甲州街道）、⽇ 3・４・８号

線への⽂化施設や魅⼒ある店舗の誘致 

「万願寺駅」周辺を新たに住む⼈がふるさとと
思えるまちをつくろう 

【歩いて暮らせるまちづくり】 
・多摩川・浅川・万願寺中央公園、北川原公園など、⽔と緑を

回遊できる歩⾏者空間づくり 
・都市農地と共存した緑豊かな住環境の維持向上 
・農産物の直売所等の機能を中⼼として市⺠と都市農業の接点

を育成する  
 

暮らし⽅の⽬標７︓⽇野の産業を⽀えてきた⼯場と地域の⽣活が共存できる暮らし 
・地域には、⽇野の産業を⽀えてきた⼯場があり、⼯場と住宅が調和したまちづくりを進める必要があります。 
→⼯場の操業環境を継続し、かつ快適な住環境を維持するため、地区計画を活⽤したルールづくり等の検討を進め、⼯

場と地域での⽣活が共存できる暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

⽇野の産業を⽀えている⼯場と共存したまちづくりを
進めていこう 

【住⼯の共存】 
・住⼯が共存する市街地整備（⼟地区画整理事業の推進、地区

計画制度等の活⽤） 
・周辺の住環境と調和する⼯場の施設デザインや⼯場の緑化 
・事業者と住⺠の交流の場づくり 
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暮らし⽅の⽬標８︓⼦どもがまちの中で、⾃然や⼈と交流できる、緑と農地のある暮らし 
・地域には、⽇野・万願寺から川辺堀之内にかけて農地や⽔路が多く残っていますが、休耕地など利⽤されなくなった

農地も増えています。 
→緑豊かで潤いのある住宅地の整備や、休耕地を体験農園等に活⽤することによって、⾝近に農地があり、⾃然や⼈と

交流のできる暮らしを⽬指します。 
■ ⽬標を実現するための⽅針 ■ プロジェクト 

農地のあるまちを残そう 

【農地のあるまちづくり】 
・農地の保全を図るべきエリアでの権利者主体のまちづくりや

農地保全に係る取り組みの実施 
・体験農園の積極的な活⽤ 
・地域内流通の仕組みを活かした農の拠点の利活⽤の推進 

 




