
都市再生整備計画（第２回変更）
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 69.2 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

都道府県名 東京
とうきょう

都
と

日野市
ひ の し

日野駅
ひ の え き

周辺
しゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 23

大目標：『交流』 日野市の玄関口として歴史・文化・自然を活かした出会い、交流あるまちづくり
目標１：水と緑を活かした住みよいまちの形成・整備
目標２：日野市の中心とした広く活用可能な市民交流の場づくり
目標３：『新選組のふるさと日野』の歴史を感じるまちなみづくり

【現況】
対象地区はJR中央線日野駅と国道20号の結節点であり、豊田駅周辺、高幡不動駅周辺と並んで日野市の三大拠点を形成している。日野駅は都心方面から市内への玄関口として、地域住民とともに日野市に通勤通学する人々も多く利用する重要な駅
となっている。また国道20号は広域的幹線としての機能とともに甲州街道の趣も随所に残しており、旧宿場町の歴史を伝える地域住民にとって大切な日野宿通りである。土地利用は日野駅周辺と国道20号沿道に商業・業務系施設が立地している他は低
層戸建てを中心とした住宅地となっている。国道20号を中心として、寺社や旧宿場町の本陣、井上源三郎資料館など観光的な要素はあるが点在しているため、観光地としての印象が薄い地域である。また豊富な水量を誇る日野用水が地区内を多く走っ
ているが、暗渠化されていたり景観的整備がなされておらず、水と緑を活用した居住環境の形成が望まれる地区である。
さらに本地区周辺は土地区画整理事業が進められており、日野市の中心として、さらなる市民交流の活性化とまちなか居住の促進、中心市街地の活性化が望まれる地区である。

【経緯】
平成１３年１１月に周辺自治会・商店会・学識経験者・鉄道会社・関係官公庁から組織した「日野駅改良及び駅周辺地区整備計画策定調査」にて、都市計画マスタープラン等の上位・関連計画に基づく本地区周辺のまちづくりの基本方針をまとめた。ま
た、平成１５～１６年度に放映された大河ドラマ「新選組！」を機会に「新選組フェスタｉｎ日野」を約１０ヶ月間開催し、都内唯一存在する本陣（日野宿本陣）を中心に「新選組のふるさと日野」とを全国にアピールし集客を図った。これを機に「旧宿場町」「新選
組」を中心としたまちの再生気運が高まってきたため、士気を落とすことなく平成１７年６月に「日野宿通り周辺再生・整備基本計画策定協議会」を組織し、「日野宿をみずとみどりと歴史の街に再生する」ことを基本理念とした「地域交流拠点整備、観光・自
然環境・生活環境・交通環境の各事業整備」についてとりまとめた。

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／12h Ｈ17 Ｈ23

人 Ｈ17 Ｈ23

人 Ｈ17 Ｈ23

人／年 Ｈ17 Ｈ23

・日野市民全体の交流、地域住民の交流、ふれあいの場が少なく日野市における拠点としてあまり機能していない。
・日野宿本陣や井上源三郎資料館など観光施設が点在しているが、案内板や散策路などの整備がなされておらず観光地としての印象が薄い。
・日野用水は暗渠化され恵まれた水辺環境の形成に活用されていない部分がある。
・日野駅周辺の商店街はあまり活気がなく、国道20号沿いも店舗や中高層住宅が混在しまとまりある中心市街地にはなっていない。

上位計画・・・日野いいプラン2010（第4次基本構想・基本計画）では、「ともに創りあげるまち」を将来都市像として、市民、行政、企業等あらゆる層の人々がともに協力し、まちづくりを進めていくことを位置づけている。なかでも、「日野人・日野文化を育てる
まちづくり」として、スポーツ・レクリエーション活動の推進・文化・生涯学習の市民イベントの開催を、また、「ふれあいのあるまちづくり」としてコミュニティ活動の活性化とコミュニティ施設の整備と有効利用を、さらに、「個性と魅力と活気のあるまちづくり」と
して観光地域イベントの開催・支援を目指している。
中位計画・・・「日野市まちづくりマスタープラン」では日野宿地域として位置付けられ、身近な自然を活かした暮らしや、まちの歴史や文化を学びふるさと意識を高める暮らし、駅前で買い物ができるような暮らし、などが目標として示されている。市街地整
備として土地区画整理事業が施行中であり、駅に近接して密集市街地整備事業（平成18年完成）も進められている。また、ふれあいの場づくりとしての施設整備もあげられている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

1,250

市民対象の交流イベントの参加人数 市民参画型イベント（アートフェスティバル他）等の参加人数 市民の森ふれあいホールを交流イベント会場にすることで大規模なイベン
ト開催が可能となり、交流とまちが活性化していく

13,000 17,000

ウォーキングコースの利用者数 ウォーキングコースの歩行者交通量 水と緑を活用した道路環境整備により地元住人の歩行者数が増加する 1,055

88,000

住民まちづくり活動の参加人数 住民によるまちづくりの活動 まちづくり組織（協議会）の活動により、まちづくり活動への市民参加者が
増加し賑わいのあるまちとなる

36 120

観光客対象のｲﾍﾞﾝﾄの参加人数 日野市三大まつり（新選組まつり他）等の参加人数 旧宿場町の景観整備とふれあいホールをメイン会場にすることにより観光
客の来訪が増加する

73,000
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都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

① 地域生活基盤施設 ［基幹事業］

高質空間形成施設 ［基幹事業］

地域創造支援事業 ［提案事業］

② 地域創造支援事業 ［提案事業］

③ 道路事業 ［基幹事業］

① 高質空間形成施設 ［基幹事業］

高次都市施設 ［基幹事業］

① 地域生活基盤施設 ［基幹事業］

高質空間形成施設 ［基幹事業］

地域創造支援事業 ［提案事業］

方針に合致する主要な事業
整備方針１（水と緑を活かした住みよいまちの形成・整備）

　　①暗渠となっている日野用水を部分的に開渠化し、歩道や歩行者溜りを合わせて整備することで親水空間の創出を図る。 （安兵衛川通り案内板整備）

　　③交通バリアフリー基本構想の特定経路を中心とした道路の整備を進めることにより、回遊性のある安全で快適な歩行空間を確保する。 （市道Ｂ47・Ｂ48号線の整備、幹線市道Ｉ-9号線
の整備、幹線市道Ｉ-14号線の整備、幹線市道I-
10号線の整備、安兵衛川通り整備）

整備方針２（日野市の中心とした広く活用可能な市民交流の場づくり）

　　①地域住民、市民の交流を支援するために文化、健康活動の場として(仮称)市民の森ふれあいホールを整備する。 （市民の森ふれあいホールせせらぎ整備）

（日野用水上堰の景観整備）
（日野用水下堰の景観整備）

（安兵衛川通り緑化整備）
（日野宿再生協議会等への専門家派遣）

　　②日野宿通りや安兵衛川通り、散策路については街路の植栽や民地の緑化協力を誘導し、みどり豊かなまちづくりを図る。 （安兵衛川通り緑化整備）
（甲州街道宿場町（日野宿通り）の再生整備）

（市民の森ふれあいホールの建設）

整備方針３（『新選組のふるさと日野』の歴史を感じるまちなみづくり）

　　①新選組のふるさと「日野」の観光地としての整備を図るため、ストリートファニチャアや植栽、建物ファザードの修景等により旧宿場町景観の復元を行う。 （ウォーキングコース「あいの道」案内板整備）
（安兵衛川通り案内板整備）

（ウォーキングコースの整備（宿場町の再生（あ
いの道）））
（日野宿交流館せせらぎ等整備）

（甲州街道宿場町（日野宿通り）の再生整備）地域創造支援事業 ［提案事業］

② 道路事業 ［基幹事業］

その他

（甲州街道宿場町（日野宿通り）の再生整備）
（コースマップの作成（ウォーキングコース））
（安兵衛川通り緑化整備）

　　②点在する観光拠点をネットワーク化し、カラー舗装などにより歩いて楽しい観光地づくりを図る。 （(仮）井上源三郎通り整備）
（安兵衛川通り整備）

まちづくりへの取り組みとしては日野宿通りを中心とした地域住民の協議会が活動しており、マスタープランに基づく市民参画を進めている。このなかでは日野宿街並み再生や観光資源となるにぎわい創出などについて検討され、 （仮称）市民の森
ふれあいホールについて、「日常的な交流活動・講習会・大規模イベント」の拠点とするのために早期建設の要望書が提出されている。
また、 （仮称）市民の森ふれあいホールについては、平成18年臨時市議会において「日野のまちの発展のため、市民交流の活性化、市民の元気回復の施策を発展していくために当施設の建設実施されることを強く求める」決議がされている。さら
に、パブリックコメントを開催し大多数の市民から施設の早期建設要望の意見が出されている。
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交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 日野市 直 128m H20 H22 H20 H22 72 72 72 72

日野市 直 340m H19 H23 H19 H23 123 123 123 123

幹線市道Ｉ-9号線整備 日野市 直 100m H21 H22 H21 H22 53 53 53 53

幹線市道Ｉ-14号線整備 日野市 直 150m H21 H23 H21 H23 185 185 185 185

幹線市道I-10号線整備 日野市 直 70m H21 H22 H21 H22 35 35 35 35

安兵衛川通り整備 日野市 直 100ｍ H22 H23 H22 H23 20 20 20 20

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 日野市 直 － H19 H21 H19 H21 22 22 22 22

高質空間形成施設 日野市・個人 直・間 － H19 H23 H19 H23 306 306 306 306

高次都市施設 日野市 直 － H19 H21 H19 H21 2,079 2,079 2,079 2,079

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

住宅市街地
総合整備
事業

ー

－

－

－

－

市道Ｂ47号線・市道Ｂ48号線整備

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

（仮）井上源三郎通り整備

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 3,052 交付限度額 1,220.8 国費率 0.4

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,895 2,895 2,895 2,895 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
個人 間 850m H20 H23 H20 H23 280 280 140 140

ウォーキングコース一体 日野市 直 10,000部 H22 H22 H22 H22 2 2 2 2

個人 間 10ヵ所 H21 H23 H21 H23 10 10 5 5

日野市 直 全域 H23 H23 H23 H23 5 5 5 5

－

日野市 直 － H19 H23 H19 H23 5 5 5 5

－

合計 302 302 157 157 …B
合計(A+B) 3,052

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
日野宿通り整備 国 国土交通省 850m ○ H17 H23 100

東町土地区画整理事業 東町土地区画整理事業 日野市 国土交通省 34.5ha ○ H 4 H26 16,661

JR日野駅の改修 JR日野駅 JR・日野市 ｴｽｶﾚｰﾀ２基等 ○ ○ Ｈ20 Ｈ23 1,590

都市計画道路3・4・8号線 都市計画道路3・4・8号線 東京都 東京都 300ｍ ○ H18 H20

ミニバスの運行 日野駅周辺地区 日野市 3000ｍ ○ H17 70

都市計画道路3・4・17号線 都市計画道路3・4・17号線 日野市 東京都 80m ○ H21 H23 1,215

合計 19,636

日野宿通り（旧甲州街道）

145

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

日野宿再生協議会等への専門家派遣 －

－

5

事業活用調
査

事後評価調査 全域

－

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

甲州街道宿場町（日野宿通り）の再生整備 国道20号沿道の民地 140

コースマップの作成（ウォーキングコース）

安兵衛川通り緑化整備 安兵衛川通り

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間
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都市再生整備計画の区域

日野駅周辺地区（東京都日野市） 面積 69.2 ha 区域 日野本町1丁目～4丁目、7丁目の全部、日野本町6丁目の一部　他

【図面作成上の留意点】

・Ａ４版横長であれば縮尺は自由。ただ

し必ずスケールバー・方位を記入するこ

と。

・市町村全体の中での位置がわかる範

囲を対象とすること。

・都市再生整備計画の区域を赤太線縁

取りとし、地区名、区域面積を記入する

こと。

・鉄道、高速道、幹線道等の都市の骨

格を成す施設及び計画の内容に影響

を与える主要な施設を明記すること。

【記入要領】

・水色のセルは計画作成者において記入すべきことを表す。記入漏れのないよう留意すること。

・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

【図面作成上の留意点】

・Ａ４版横長であれば縮尺は自由。ただ

し必ずスケールバー・方位を記入するこ

と。

・市町村全体の中での位置がわかる範

囲を対象とすること。

・都市再生整備計画の区域を赤太線縁

取りとし、地区名、区域面積を記入する

こと。

・鉄道、高速道、幹線道等の都市の骨

格を成す施設及び計画の内容に影響

を与える主要な施設を明記すること。

【記入要領】

・水色のセルは計画作成者において記入すべきことを表す。記入漏れのないよう留意すること。

・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部
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観光客対象のｲﾍﾞﾝﾄの参加人数 （ 人 ） 73 000 （１７年度） → 88 000 （２３年度）

　日野駅
ひ の え き

周辺
しゅうへん

地区
ち く

（東京都
と う き ょ う と

日野市
ひ の し

）　整備
せ い び

方針
ほう しん

概要
がい よう

図
ず

観光客対象のｲﾍ ﾝﾄの参加人数 （　人　） 73,000 （１７年度） → 88,000 （２３年度）

市民対象の交流イ ベントの参加人数 （　人　） 13,000 （１７年度） → 17,000 （２３年度）

住民まちづくり活動の参加人数 （人/年） 36 （１７年度） → 120 （２３年度）

目標
『交流』 日野市の玄関口として歴史・文化・自然を活かした出会い、交流の場づく
り

代表的な
指標

■基幹事業:高質空間形成施設
市民の森ふれあいホール
せせらぎ整備

○関連事業
都市計画道路3･4･8号線
（JRとの立体交差）の整備○関連事業

ミニバスの運行

■基幹事業:道路事業
安兵衛川通りの整備

■基幹事業 地域生活基盤施設

■基幹事業:高次都市施設
市民の森ふれあいホールの建設

■基幹事業:地域生活基盤施設

■基幹事業:高質空間形成施設
日野宿交流館せせらぎ等整備

ミニバスの運行

○関連事業 道路事業

■基幹事業:道路事業
(仮)井上源三郎通りの整備

■基幹事業:地域生活基盤施設
安兵衛川通り案内板整備

□提案事業:地域創造支援事業
安兵衛川通り緑化整備

■基幹事業:高質空間形成施設
ウォーキングコースの整備（宿場

■基幹事業:地域生活基盤施設
ウォーキングコース「あいの道」
案内板整備

市民の森ふれあいホール防災備
蓄倉庫整備

○関連事業:道路事業
都市計画道路3･4･17号線整備

○関連事業:道路事業
JR日野駅の改良

■基幹事業:道路事業
幹線市道Ⅰ－14号線の整備

■基幹事業:高質空間形成施設
日野用水下堰の景観整備

ウォ キングコ スの整備（宿場
町の再生（あいの道））

□提案事業:地域創造支援事業
コースマップの作成
（ウォーキングコース）

○関連事業
日野宿通り整備

□提案事業:地域創造支援事業
甲州街道宿場町（日野宿通り）の
再生整備

○関連事業
東町土地区画整理事業の推進

■基幹事業:高質空間形成施設
日野用水上堰の景観整備

日野宿通り整備

凡 例

基幹事業

提案事業

関連事業

■基幹事業:道路事業
幹線市道Ⅰ－９号線の整備

■基幹事業:道路事業
市道B47号線の整備

□提案事業:まちづくり活動推進支援
日野宿再生協議会等への専門家派

【整備イメ ジ】

【整備イメージ】

関連事業市道B47号線の整備
市道B48号線の整備

■基幹事業:道路事業
幹線市道Ⅰ－10号線の整備

遣

□提案事業:事業活用調査
事後評価調査

【整備イメージ】
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