
　スライドには写っておりませんが、夕方から若者

がスケボーに興じております。若い人が遊べる場所
があるということはいいことでは。

　もうちょっと中に入っていきますと、看板やら張
り紙やらが目立ち、上を見ると電線だらけ。こうい

ったいわゆる飲み屋さん・マンションの並ぶ街並み

を見て、街はどっちの方向へ向かっていくのかなと
いう疑問を私自身は感じました。

」

　南側の踏み切りは、ようやく幅が広がりまして通

りやすくなりました。福生・牛浜間の東側の側道で

す。

《本多》
  多摩川、玉川上水とも遊歩道があります。横田基

地沿いもきれいになりました。そこで提案ですが、

福生全体を一周できるぐらいの遊歩道はできない
ものでしょうか。



　この場所については、車とすれ違い時に自転車が

危ないなど、考慮の必要があるようです。

《村山》
  ここでスライドも約半分になりました、先程に続

いて自己紹介をお願いします。

《男性Ｈ》

  鍋二町会で役員をしているものです。福生院前の
景観のよいところに住んでいます。柳山公園のけや

きが四季を感じさせてくれてよいです。みずくらい

どから日光橋にかけての散策も同様です。

《男性Ｉ》
  熊川駅のそば、五日市線と青梅線の間に住んでい

るものです。先程のスライドに写っていた鉄橋の近

くに住んでいます。音の問題が言われていましたが、
私はそれほどうるさくは感じません。

　小学６年のときに福生に来ました。そのころは、
北田園・南田園のあたりは、田んぼが美しかったの

を覚えています。今の景観では、日々忙しいことも

あり、思い浮かびません。

《男性Ｊ》
  都内で個人タクシーをやっている関係で、三鷹市

にアパートを借りて、週末だけ福生に帰ってきてい

ます。三鷹市と比べると福生は緑が多いようで少な
い。スライドは都内ならどこでも見られる風景で福

生固有の風景という感じはしません。
　好きな場所としては桜堤などがあげられます。基

地以外は都内と変わり映えしないと思います。

　八高線のガード下のゼブラバーについては、難し
いですね。事故が起こればマスコミが必要以上に取

り上げるだろうし、行政側もやらざるを得ないでし
ょうし。まちづくりは、５年や１０年ではできない

難しい問題だと感じました。

《男性Ｋ》

  実家は内出の真福寺の前です。あの周りと千手院
に抜ける道あたり、子ども時分と街並みがそれほど

変わっておらず、あと駐在のところを抜けるところ

が好きなところです。
  ずっと住んでいて好きな街のこういったもの（ス

ライド）をみると、どきっとするものがありますが、

ビジョン的な物が無いまま来てしまっている部分
もあると思います。

　多摩川や横田基地とかが渾然一体となったなか
で、方向性を考えていかなくてはと感じました。

《女性Ｌ》
  １０年ほど前まで福生の住人でした。羽村に現住

しています。コーディネーターを勤めている村山は
私の弟で（笑い）、今日は母を連れて参りました。

　羽村から福生にかけての上水沿いの道が、自然も

多く好きです。

《村山》
  スライドを続けてまいります。牛浜駅の東口です。

牛浜駅の駅舎のデザインを改めて見てみますと、次

の建て替えのときにはもう少し何かしたらどうか
なあと…。

　この看板は電車に乗っている人のための看板で
す。ところが、道のほうからは裏側をさらしている。

これは経済的理由なのかセンスの問題なのか…。
　みんなで景観を考える上で、何とかしなくてはと

感じるのは私だけではないと思います。



　駐車場ですが、駐車場ですからあまりお金は掛け

たくないでしょうし、看板もこういう風に架かって
います。

　一中前の道、とても狭い道なのに交通量が多い。
その道をずっと南のほうに行きますと踏み切りが

ありまして、ここを曲がっていく車が非常に多い。
事故の危険性があり、車も地元の方ではないように

思えます。

　市役所です、見かけは質実剛健。でも対震度はほ
とんどありません。ではデザイン的には？（笑）。

　ここは圏央道が開通した関係で通過台数が以前
に比べて非常に多く、道路の表面に轍ができるくら

い凸凹しています。

　一段下がって長沢へ。ミラーの設置の仕方にも工

夫が要るのでは、またミラーの枠の色ですが、これ

ほど目立つ必要があるのでしょうか。



　手入れのいい生け垣や、ずっと広がる茶畑が目に
入ります。

　

田村酒造の一角と玉川上水。先程から皆様に支持さ

れたこの一帯の景観ですが、現在は車を運転する人
だけが享受できるような状態です。

　ここをゆっくり歩けるようなところがもっと増
えたらいいなと思います。

　橋を渡りまして、長徳寺と、対する田村酒蔵の塀

は日本伝統の美しさを表現していてよいのですが、
そんな中でこの電信柱は邪魔ではないでしょうか。

　多摩川にたどり着きました。永田橋から多摩川の

上流を見たところですが、かに坂公園が広がってい
ます。

　ここは非常に人気が高く、撮影時にもお一人で車

椅子で犬といっしょに散歩しているおばあさんが
いらっしゃいました。この公園には種類の違う犬が

たくさん集まって愛犬家の交流があり、看板には犬
を入れないでとありましたが、きちんとしたマナー

をもった方たちでしたからこういう交流も悪くな

いのでは。



　多摩川を改めて見ますと、こうした人工のテトラ
ポットが数多くあります。

　入ってはいけないという看板があるかもしれま

せんが、多摩川と親しんでいる親子もおりました。
こういう状況はどうしたらいいのでしょうか。これ

から皆さんと考えていく必要があるのではないで
しょうか。

　街づくりというものが、いつしか「車の走る道路
を作る」事になってないでしょうか。

　自転車が通るのにとても通りにくい、真っ直ぐキ
チンと立っている交通標識さえないのではないで

しょうか。２０～３０センチくらいしかありません。
人が通るときには車道にはみ出すようで、車椅子の

人は尚更です。標識は斜めになっています。どう考

えても人は無視されています。



　福生駅の西口大通り。きれいになりました。電線

も地中化され、歩道もきれいになりました。駐車中
の車は多いですが、気のせいか人が戻ってきたよう

に思えます。

　これに交差する銀座通り。道もインターロッキン

グできれいになりましたが、まだ電線が気になりま
す。

　

　

　銀座通りの牛浜側も写してみました。車道と歩道
の区別がはっきりしましたが、これがどのような効

果をもたらしたかは判断が難しいところではない

でしょうか。

　そろそろ最後の写真になりますが、これはあさひ

銀行の交差点から西側を望んだ写真です。

　率直に申し上げて、とても気に入っています。と

てもすっきりしました。尖塔がよいアクセントをつ

けています。最初に申し上げたように景観について
はそこに住む人、働く人たちが輝かないと、街も輝

かないと思います。

　まだご紹介いただかなかった方がいらっしゃい
ますので、どうぞ。

《女性Ｍ》

  牛浜に嫁いで３０年になります。前に住んでいた

ところが山梨でしたが、福生は外人さんにもよく会
い、七夕・ほたる祭などもあり、にぎやかな町だと

思いました。
　横田基地も好きな場所です。牛浜幼稚園の裏に住

んでいますが、幼稚園の近くにもかかわらず、歩道

が狭く疑問を感じます。

《女性Ｎ》
  熊川に生まれて以来５０数年住んでいます。昔の

熊川はれんげ畑などありよかった。なくなったのは

残念。今気に入っているのは、横田基地も好きです
が、多摩川沿いの桜並木などです。

《女性Ｏ》

  スライドを見て福生駅西口に電線がなくなった



のを初めて知りました。好きなところは多摩川沿い

のかに坂公園からあがって玉川上水までの部分で
す。

《男性Ｐ》

  ７８歳です。志茂に住んでいます。よい所はと聞

かれれば、昔はよかったなということになりますが、
私は５１年前に七夕まつりを提案しました。

《村山》

  好きな所はという問いの答えを見ると、人の活動

につれて、街の魅力だったところが失われているよ
うな傾向があるように皆さんおっしゃっています

ね。

《男性Ｑ》

  山王橋の近くに住んでいます。中央公園の木々も
好きですが、横田基地近辺のごちゃごちゃしたとこ

ろも好きで、景観との兼ね合いは難しいかなと感じ
ました。

《男性Ｒ》
  五丁橋の近くに住んでいます。３５年から住んで

いますが、昔はいっぱい見られた蛍が最近ではあま
り見られないのが残念。好きなところは玉川上水と

みずくらいど公園です。

《貫井》

  皆さんのお話を伺って感じたのが、考えているこ
とは同じだということ。

　私なりに景観というものを考えますと、物質性と

いいますか物があるということと、安らぐという精
神性というものがあり、両方のバランスというもの

が大事だと感じています。
　基本的には都市の本質はやはり人が中心でなく

てはなりません。人と人が出会う場所が大事です。

　昔の道路というのは、子どもも遊べ、親同士も話
ができたコミュニティー・アメニティーがありまし

たが、最近は人口・車の増加とともに人の道は、車
の道に押し寄せられていった。

　都市を考える上で、道路率が大事になってくると

思います。幹線道路は車を通さなければいけません
が、車が通るのがむりな道路は歩行者専用道にすべ

きでしょう。
　ですから道路の占める率が上がることによって、

結局は安全で住みやすくなる。しかし、結論を言え

ば皆さんと同じで、物質的なものと精神的なものの
バランスが必要と考えます。

《女性Ｓ》

  本多さんの近くの加美平に住んでいます。犬と玉

川上水沿いをよく散歩します
　以前、主人とマウンテンバイクで玉川上水を三鷹

まで下っていったことがありますが、その中でもみ
ずくらいど公園あたりの景観はよいですね。珍しい

野草もあり、散歩コースによいと思います。

《女性Ｔ》

  熊川の福東から参りました。福生駅の西口のイル
ミネーションが、夏は生き生きとして、冬は暖かで

よいと思っています。

《女性Ｕ》

  コーディネーターの村山の妻です。
　自宅の近くにみずくらいど公園があり、好きな場

所の一つです。
　福生駅の西口に電線がなくなり、すっきりとし、

夜にはイルミネーションも灯り、この近辺には無い

景観がよいです。東口の再開発も西口同様にしてほ
しいです。

《女性Ｖ》

  長沢に住んでいます。桜の花の咲くころの柳山公

園沿いを歩くのが好きです。

《女性Ｗ》
  今は福生市には住んでいませんが、福生に住んで

いたときを懐かしく思い出した。よそではあまり外

人を見かけないことを思い出しました。

《男性Ｘ》
  福生に来て５～６年になります。スライドにはこ

れはどうかなというところが多く映し出されたが、
実際に直していくには財源が必要であり、現在の経

済等の状況からいくと、簡単にはいかない。相当の

年数、１０～２０年くらいかかるのではと思います。
　そうしますと、ここに参加している我々は、力を

発揮する年齢から離れていくわけで、むしろこうい
う話題は、もっと若い世代の人達に参加をしていた

だき考えてもらうことが必要だと思います。

　ですから学校の教科書などでも出したほうがい
いのではないかと思います。

　好きなところは玉川上水と多摩川の土手のあた
り、散歩すると空気が違うような感じがします。

《男性Ｙ》
  スライドにも出てきた田村酒蔵のＹです。スライ

ドを観て、問題のある色や景観があることを再認識
しました。

　欧米では良い悪いは別として近隣の家の色合い

にまで口を出して良い法律があるそうですが、その



良し悪しは別として、意見を出し合い、我々が自ら

都市計画を作っていく時代になったと感じました。

《村山》
  今こうして皆さんと一緒にスライドで市内を散

歩していただいたのですが、確かに改善していくの

は大変な作業かと思いますが、最初の一歩はどのよ
うに進めていけばよいでしょうか。

《本多》

  道路を広げる、家並みをそろえるといったことは、

物理的な制約が多く困難でしょうし、経済的なこと
を考えれば不可能になってしまうと思います。しか

しながら、私ができる提案を一つ用意してきました。
　人を一番に考え、福生に住む住民が生き生き暮ら

せる町作りというのが本命。

　具体的な方法については、議論が必要なところで
しょうが、ともかくこの考えを一番上において進め

る事によって、周囲の人が福生に住んでみようかな
とか、遊びに行ってみようかなと思うようになると

思うのです。

　福生の人が楽しく元気に豊かに活き活きワクワ
ク暮らせるということになると、道を歩道のために

広げようとか、この道は車を通行止めにしようとか、
多様な意見がでると思うのです。

　根本が間違っていなければ、雑然とした部分があ

っても結構。横丁の無いところに文化は育たないと
いう言葉もあるように、東口の飲み屋街も、あれは

あれで良いのでは。きれいさっぱり無くしてしまう
と、水通りのいい側溝のようなもので、何も留まら

なくなってしまいます。

　自分の家と庭をきれいにするように塀の外にも
関心を持って、それから組内で、さまざまなことを

話し合う。チラシの問題なども、違法なものなのだ
から、組ではがしてしまえばよろしい。

　こういった行動が全市内に広がっていくことが

まず最初のステップ。それがこじんまりとした運動
で終わってしまわないように、こういった場を継続

的に持って頂いて、行動の確認をすることが必要で、
いろいろな町会の人が集まって意見交換をして交

流すれば、まち全体のことがわかって来るのではな

いかなと思うのです。

《貫井》
  一人ひとりの運動から始まっていくこと、またそ

れが徐々に広がっていく継続性が大事です

　市政を支えているのは市民の方であるわけで、市
民の方が納得する景観を作り出す、まちづくりを行

っていくということが必要でしょう。
　また、財政の問題という意見もありましたが、一

方では５０年かかるまちづくりも着実に進めてい

くことも必要であろうと思います。その際、道路率
ということが重要なポイントとなってくるだろう

と思うのです。

《男性Ｊ》

  電柱のゼブラ模様は私も許せないと考えるし、ま

た各セクションで安全面等考慮して今の状態にな

っているのかもしれないが、こういった事に対する
意見が吸い上げられても、実践されなければ同じこ

とになってしまう。
　例え市長や担当が替わっても、こういった会合の

試みについて、継続性を持たせるよう、セクション

が続くようにしないと、実現は無理だと思います。
　我々ができることは、先程出てきた、ビラはがし

や町内のごみ拾いからだろうと思います。
　しかし今回のように市民が意見を出しても、行政

側が真剣に実行するか、市民の側は常に注視し、疑

問を抱いています。

《男性Ｈ》
  大事なことは何かを実践することで、鍋二町会で

は主要道路のごみ拾いを決めました。

　当初はたばこの吸い殻が道路に捨てられていま
したが、次第に道路がきれいになっていきました。

そうすると吸い殻を捨てる携帯灰皿袋を持つよう
な人もでてきました。ですから今回の集まりで出た

意見を広報等に出して頂き、行政の手を経ずに、チ

ラシははがして良いとか、ステ看は処分してしまっ
ても良いとか、今各自でできることを周知して頂き

たいと思いますし、今回のような集まりをぜひ続け
て頂きたいと願います。

《男性Ｘ》
  市長が出て来て、市民の中で意見を聞く姿勢は非

常に大切なことだと思っています。地方分権の時代
だそうですから、行政と市民の垣根を取り払ってや

っていかなくてはならない。

　ですから景観を作る前提に、情報公開として市の
基本計画等を市民に知らしめる努力をするべきだ

と思うし、いろいろな計画を作る時には、市民に対
して白紙の状態で向き合い、市民と職員が一体とな

って意見を交換するべきだと思うのです。その結果

に関しては、市民が参画してやったことなので、自
分自身の責任となります。そういう形を進めるべき

だと思います。

《女性Ｆ》

　福生の町をゾーンで分けると、基地近くのアメリ
カ的ゾーンや、文化的なゾーンや商店街、また桜並

木の癒し的ゾーン等多彩な面を持っており、ごちゃ
ごちゃしたり、ゆったりしていたりといった多様さ

も良いところと思っています。

　個人のやることについても、今所属している老人
会では明神下公園を月一回掃除しており、家の近く

の桜並木の掃除をしていますが、道行く人と会話す
るなど自分なりに楽しみを見つけながら行ってい

ます。

《村山》

　鍋二町会の美化運動に参加して気づいたことで
すが、シルバーの人が仕事としてやっているのか、

町会がボランティアでやっていることなのか、ヨソ

の人は見分けられないようで、むしろリボンとかは



っきりできる目印を作ったほうが、波及効果が見込

めると感ずるときがあります。
　ごみの清掃なので、きれいな格好でするわけでは

ないので、どうもみすぼらしく見えてしまうのです
ね。活気があり、「運動」として周りの人に認識し

てもらえるようにしないと。この辺も鍋二の美化委

員さんと相談しようと思っています。（笑い）

　そろそろ時間がなくなってきましたので、まとめ
の話をしたいと思います。外国の例を挙げると、子

どもの交通安全をテーマにスイスに行ったとき、チ

ューリッヒ市の警察署長が同行してくれて、子ども
の道路横断の訓練を見せていただき取材したこと

がありました。
　その際、警察署の２階においてあるチューリッヒ

市の 1000 分の 1 の模型を見せてもらいましたが、

これは各家から建築申請が出ると、申請された形の
1000 分の 1 の模型を今ある模型の上に置き、また

建設予定地には、周辺の人に日照や壁の具合を現地
で確認できるように、実際の家のサイズで細い柱で

組み、3ヶ月間確認させるというのです。そして近

隣からクレームがなければ最終的に警察が許可を
出す。

　色や屋根の形についてすべて決まりがあるそう
です。日本では自分の家は基本的に自由に決められ

ますが、チューリッヒはカーテンの色まで『薄いピ

ンクか白』と決まっているそうです。ガラスが汚れ
ているとお隣さんから注意をされるというのです。

スイスは観光を世界で最初に産業にした国なので、
景観・美化についてはお互いに注意しあっているの

ですね。

　福生でも、例えば塀や壁を作るときに標準を作っ
たりしてみてはどうでしょうか。その標準は市民が

集まって作れば良いでしょう。今日の明日というわ
けにはいかないと思います。粘り強く活動していけ

ば、いつしか住み良い町ができると思います。

　スライドには勝手に「つづく」と表現させていた
だいたのですが（笑い）、こういった会を継続して

いただきたいと希望をいたしまして終わりにした
いと思います。（拍手）

《市長》
　結論を出していただいたようなので…。

　今回は私の方からはコメントを一切しないとい
うことになっていますのでお話をすることはあり

ませんが、いずれにいたしましても、今後報告書を

まとめまして、また今継続することについての話も
ありましたので、その方法など、さらに行政と市民

の役割分担など整理をしていきたいと思います。
　いろんな意味で、いろんなことを本気で考えてい

ただいている市民の方が大勢いらっしゃるという

ことを信じさせていただける会議になりました。大
変力強く感じております。

　本日の会のコーディネーター、話題提供者として
御協力をいただきました、村山さん貫井さん本多さ

んの３人の方に、拍手をもって、終わりにしたいと

思います。ありがとうございました。（拍手）


