
 

 

第４回 「都市景観」 

～ みんなの心で我が街づくり ～ 

                                               平成１５年１１月１５日（土）午後２時～４時 

                                               市民会館３階 第４・５会議室 

  コーディネーター ： 村山 利夫氏 

                                                             小椋 祥司氏 

※一般の方の発言は匿名としています。 

 

≪市長挨拶≫ 

 皆さんこんにちは。お出かけをいただきましてありがとう

ございます。 

 きょうの「いっしょに話そう、まちづくりフォーラム」は「都

市景観」というテーマで開催させていただきます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

     開催の趣旨・福生市の概要については、 

第１回と重複しますので省略いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

きょうは、都市景観、「みんなの心で我が街づくり」という

副題がついておりますけれども、これから進めていただ

きたいと思っております。 

 それでは進行役を務めていただきますコーディネータ

ーの皆さんをご紹介します。最初に村山さんでございま

す。福生にお住まいで、カジマビジョンという映画会社に

お勤めです。後ほど、自分でいろいろお話くださると思い

ますので、そちらの方でお願いします。 

 それからお隣が小椋さんです。工学院大学の講師もさ

れていらっしゃいますが、自分で建築研究所を主宰され

ている方です。 

 このフォーラムは基本的にはすべて市民の方にお願い

をしております。お話をいただくのも市民の方ですし、そ

れからコーディネーターも市民の方にお願いしていくと

いうやり方ですので、きょうは村山先生と小椋先生にすべ

てお任せをしてお進めいただきます。どうぞよろしくお願

いします。 

 

≪村山≫ 

 それでは、紹介いただきました村山でございます。座っ

て進行させていただきますのでどうぞよろしくお願いいた

します。 

 きょうは皆さんのお手元に資料をお配りいたしました。き

ょうの全体の進行表ですが、Ａ４の縦でございます。これ

をちょっと簡単に口頭で御説明したいと思います。 

 初めに、コーディネーターの紹介をいただきましたので、

このフォーラムの活動というのを簡単に御説明したいと思

います。 

 ３番目は、最初のフォーラムは平成１３年に開かれたわ

けですけれども、それから２年経過いたしました。この間

に福生市の中でこういうフォーラム活動でどのような、特

に都市景観、都市景観という言葉についてもいろいろ解

釈があるのですけれども、都会と田舎をあわせて「とかい

なか」などという言葉が電車の中吊り広告のところに出た

りしていますけれども、とりあえず都市景観ということで、

それではそういう環境絡みの、景観絡みのことで、市内で

どんな活動が起こっているのかというようなことについて

もちょっと触れてみたいと思います。 

 それで今年のフォーラムなのですが、実はこれがいき

なりではなくて、今皆さまの左手に模型が並んでおります

けれども、１１月３日に「都市づくりを体験してみませんか」

ということで「まちづくりデザインゲーム」を行いました。

「広報ふっさ」に募集が出まして、それに応募された方々、

４チームがそれぞれの都市づくりの夢や思いを具体化し

たものが飾ってあります。これについては、後ほど各チー

ムの代表者に発表していただくことになっております。 

 そして、これらを見ていただいた上で、私だったらここ

のところはこうしたいといういろいろ自由に夢を描いてい

ただく、この時間を一番長くとって、せっかく皆さんお忙し

いのにお集まりいただきましたので、ぜひとも意見の交流

をしていただきたい。それではそういう夢を言いっぱなし

で終わっていいのかというと、やはりそれが具体化しない

ともったいないわけですので、それではこれを具体化す

るためにはどんなふうにしたらよろしいのかということまで

皆さんに御検討いただければと思っております。 

 全体の予定が４時まででございますので、１時間と４５分

でございます。お付き合いをいただければと思います。

せっかくの機会ですので、１人でも多くの方々に御意見

をいただければと思います。 

 それではコーディネーターの小椋さんですが、もう紛れ

もない福生市民なのですけれども、実は建築設計の事務

所を主宰しておられて、小椋さん、ちょっと簡単に御紹介

をお願いいたします。 



 

≪小椋≫ 

 御紹介するほどのことはないのですが、福生に住み始

めて１５年ぐらい、どちらかというと余り長い期間住んでな

い方かもしれません。ただ、ここ数年来地方のまちのいろ

いろなところに行く機会もありまして、ぜひこの福生で新し

い魅力的なまちができればというふうに常々思っておりま

した。こういう場でお話できることは非常にありがたいこと

だと思います。 

 大学でも若い学生達にまちについていろいろな課題を

出しているのですが、逆にいうと私は教えてもらっている、

きょうはある意味では、皆さん方に教えていただく部分も

非常に多いと思います。 

 ぜひ活発な御意見をいただいて、楽しい会にしていけ

たら、そのように思っております。よろしくお願いします。 

 

≪村山≫ 

 ありがとうございました。それでは進行表の２番ですが、

先ほどお話しましたように、平成１３年１０月１３日になりま

すが、フォーラムのテーマが都市景観、そのときのサブタ

イトルは「輝くまちを目指して」というものでやらせていた

だきました。 

 その時は福生市の中を７０枚ぐらいの写真を撮りまして、

それを皆さんにごらんいただきながら、これがいいとか悪

いとかということは特にコメントせずにそれを見ていただ

いて、居ながらにして福生市の中を散歩していただくとい

うふうな趣向で、改めて市の景観というものをごらんいた

だいたわけでございます。 

 その時に、自分が一番好きな福生のシーンというのはど

ういうものかというのを、お出でいただいた方全員におっ

しゃっていただいて、結構特徴がありました。それはやは

り共通の場所というのは多摩川の岸ですね。あのあたりを

散歩するのはとても好きだという方が大変多くいらっしゃ

いました。 

 それからその時のアンケートで、こういう都市景観という

テーマで次にフォーラムを開いたならば参加していただ

けますかというアンケートがあったのですね。その時は市

民の方が２５名参加しておられて、そのうちの１６名の方

にぜひ参加したいということをおっしゃっていただいて、

きょうも重ねて御出席をいただいている方が何人かいらっ

しゃって、大変光栄でございます。 

 それから２年経過したわけですが、３番目、やはり環境

に対する皆さんの関心というのは日を増すごとに増えて

おりまして、その間、例えば市の方では環境基本条例と

か、それから環境市民会議というものが発足したりして、

市民会議の皆さんはいろいろとお知恵を出しておられて、

その活動の報告がきょうたまたま、環境通信第６号という

形で皆さんの各家庭に配られたと思います。 

 ということで、ごみとか、それからリサイクルとかということ

についての関心も高まっておりますけれども、それに加

えて町並みについていろいろと関心を持っていただいて

いる方が増えているのではないかなと思います。 

 先ほど市長さんのお話にありましたように、いい景観が

美しい心をつくる、また美しい心がなおさらいい景観をつ

くっていくという、相互に影響し合っている関係というのが

あると思うのですね。 

 この間、玉川上水の脇にできました散歩道、みずくらい

ど公園から日光橋の公園まで、私はよく通勤でもあそこを

利用するのですけれども、玉川上水になんと自転車が捨

ててあるのですね。もう本当に飛び込んで持ち上げたい

ぐらいだったのですが、どうにもなりませんし、そうしまし

たらまたどなたかが連絡してくださったのだと思うのです

が、その自転車は１週間もたたずに引き上げられてきれ

いに元どおりになりましたが、やはり心というのは大事な

のではないかなというふうに痛感した次第でございます。 

 次に、今年のこのフォーラムですが、先ほどお話しまし

たように、１１月３日に広報を通じて「都市づくりを体験して

みませんか（まちづくりデザインゲーム）」という呼びかけ

をいたしましたところ、なんと４つのチームができまして、

丸１日かけて縮尺２００分の１、一片が１８０メートルのもの

なのですけれども、３チームが模型を使って完成しました。

それからもう１チームは、いや模型ではなくてぜひ絵を書

きたいというチームもいらっしゃいまして、その成果がこ

ちらに書かれているものでございます。 

 ということで、皆さんお忙しい中こういうところに参加して

いただいているわけですので、多分普段から福生の町並

みをどうしたらいいかなと、いつもいつも考えてくださって

いる方々ばかりではないかなと思いますので、いきなり結

果の報告に入ります前に、ちょっと今の福生がどんな状

態かというのを、なぜここで入れるかと言いますと、私は

実は都市景観の専門でも何でもなくて、専門は撮影でご

ざいます。撮影を通じて世界を飛び回りたいというのが私

の夢でございまして、本当にその夢がかなった１人でご

ざいます。それでもっとも得意とするその夢を、技術をぜ

ひ生かしてこのフォーラムで皆さんに見ていただこうと、

それでただ我々生活していますと、背がせいぜい１メート



 

ル８０とか、いわゆる人間の目線でしか見られないわけで

すが、普段なかなか見られない場所にカメラを入れてや

ろうと思いまして、マンションというマンションの端から上り

まして、それで１日かけて撮影したものの一部でございま

す。 

 時間の関係で省略する部分がありますので、飛ばすと

ころがあります。見苦しいところがあるかもわかりませんけ

れども、１６号線から第５ゲート、それからずっと下がって

飲み屋さんのまちを通って福生の駅に入り、それから西

口の中央通りを通って、一部銀座通りも入りますが、そし

て多摩川沿いに出て、それから今度は南に進路をとって、

南田園当たりの住宅街とか、最近できました渓流公園と言

ってもいいのではないかと思いますが、熊川分水と、そ

れからその一段はけの下の新しい公園、そのあたりを撮

影してまいりました。ちょっとこれをごらんいただいて、共

通の舞台に乗っていただいて、それで都市づくりに本格

的に入りたいと思います。 

 

         ―  ビデオ放映  ― 

 

 １日何万台ぐらい通るのかわかりません。ともかく１６号と

いうのは日本を代表する国道の幹線であります。特に待

ったわけではないのですが、結構、散歩したり、それから

自転車で通っていく人が非常に多かったことが強く印象

に残っております。 

 時間の関係がありますので飛ばさせてもらいますけれ

ども、今の親子連れは瑞穂から来た方だそうです。それ

でどちらへ行かれるのですかと聞きましたらば、日米交流

広場、この公園のヘリコプターの乗り物をお子さんが大好

きなのだそうです。それでいい天気のときには来て親子

で遊んでいるということでしたが、ここに設置してあります

看板などは落書きのいい黒板になっていました。 

 それから、これは１１月２日の撮影だったのですけれど

も、環境測定の記録をやっていました。 

 これは多摩橋通りに入るところですね。ただ、私の印象

では、どうしても１６号は交通量が多いものですから、ゆっ

くり散歩する道路という感じではないなと思うのですが。

皆さん、歩かれたことのある方はどんなふうに思っておら

れるでしょうか。 

 その親子の遊びをちょっと撮影しました。 

 あっ、この方は５年前から福生に住んでおられる軍人で

す。簡単にインタビューをいたしましたので、ご覧いただ

きたいと思います。 

（英語で話をしている） 

簡単に翻訳いたしますと、彼は５年間住んでいて、ヒュ

ーストン、テキサスから来た方ですね。それでこの５年間

福生は大きく変わっていると。景観がすばらしくなってき

ていると。 それと彼の印象で驚きましたのは、福生は山

が多く、それから川がある。森もある。そしていいレストラ

ンも散見される。もっともっとレストランが充実すると新宿

や東京まで出かけていかなくても済むのだが、とても住

みやすいまちであるというのが彼の印象でございました。

やはり１６号のところは通過する人が多くて、もっとお店を

拡充すればそこに寄っていく人が多くなるのではないか

なと。でも総体的には大変好きなまちだというのが彼の印

象でして、それは私が撮影する、しないに関わらず、最

初にどうですかと伺ったらばそういうことをおっしゃったの

で、ではぜひそのことをカメラに向かっておっしゃってく

ださいということでインタビューさせていただきました。 

 御本人には失礼なのですが、省略いたしまして、これが

横田基地側からすればメインのゲートなのですね。ところ

がその前の道はちょっとそのゲートにつり合った道路の

景観をなしていないかなという感じがいたします。 

 それから底地は紛れもない日本だと思うのですけれど

も、国境を越えた向こうの、カリフォルニアだそうですが、

カリフォルニアには立派な、らせん道路のついた屋上駐

車場などが設けられていて、さすが車社会のアメリカらし

い施設があるのだなと、屋根の上に上りまして初めてわ

かりました。これはビルの１０階ぐらいの高さから撮影した

ものでございます。 

 これが第５ゲートの真ん前ですね。この様な福生のまち

が展開しております。 

 これが東福生の駅前です。皆さんご覧になってどんな

ふうに思われるかわかりませんが、戦後と余り変わってな

いのではないかという印象を私は受けました。しかし、そ

こを走る八高線は最近最新型が走っておりまして、青梅

線よりも省エネルギー型で、静かで、早くて、大変快適な

電車が２本に１本ぐらいは走っているのではないかなとい

う感じがします。これが近々複線化されていくということで、

そういう計画とまちの計画とがどんなふうにリンクするのか

なという関心がわきました。 

 東福生の東側の踏み切りの角のところには、福生警察

署の本署が工事中にここに仮の福生警察署ができました

が、そこの跡地で広い場所が広がっております。 

 それからこれは皆さんよく御存知の世帯最大の貨物輸

送機、Ｃ－５ギャラクシーという飛行機でたまたま離陸の

シーンが撮れました。 

 北の方から今度は福生駅の方を眺めたシーンです。こ

れは産業道路のつきあたりのところですね。 

 それから今度は繁華街といいましょうか、飲み屋さんの

多いところなのですが、そのちょうど中心に大きなマンシ

ョンがありますが、そこのマンションの屋上から撮影しまし

た。黄色い建物はパチンコ屋さんだと思います。この辺

はタイだの韓国だの、そういった国際的な食べ物屋さん、

レストランといったところが軒を連ねておりました。 

 これは福生駅の方を見ておりますけれども、ここは地上

に下りたところですが、もう皆さんお気づきかもわかりませ

んけれども、西友の福生店が今大きな工事をしておりま



 

す。 

 そしてその柳通りのところにはこういうパネルが埋めら

れまして、まちの中を初めて来た人でもわかりやすいパ

ネルが埋められております。 

 そして歩道の一角なのですけれども、それとセットで今

度は案内板というのも道路脇にできております。これです

ね、柳通り周辺イラストマップ。これは左後ろがパン屋さ

んのところですが、恐らくここは歩道が広がって、将来は

歩きやすい道になるのかなという感じがいたします。福生

駅の東側のところですけれども、駐輪場がたくさんありま

す。 

 西口の道路の景観は大変改善されて、今、駐車の問題

がいろいろあるようですけれども、駐車できる方がいいの

ではないかという方もいらっしゃいますし、いやあれは全

部締め出した方がいいとおっしゃる方もいらっしゃって、

いろいろ論議が沸騰しているようでございます。 

 時間の関係がありますので、ちょっと省略いたしますが、

これはその西口の道路を歩くとどんな感じかということで

撮影しました。見にくくて申しわけありません。ここが中心

の交差点ですね。学生さんたちもたくさんいらっしゃいま

した。 

 第一小学校です。そしてさらに進めば玉川上水にたどり

着き、そしてさらにその先には多摩川、私がここで気にな

りましたのは、本当は多分にここに入らないようにという注

意書きがあるのだろうと思うのですが、行けば必ずこうい

うところで遊んでいる子ども達や親子連れがいますね。こ

ういう消波ブロックといいましょうか、ああいうものというの

は、ちょっと景観上はいかがなものかなという感じがいた

します。 

 そして川のほとりの公園なのに遊ぶ道具は人工のもの

というのはどうなのかなと、もう少し自然な形で水や林や、

そういうものと親しめるようなものがあった方がいいので

はないかなというような気がしました。やはりこの辺は、造

り酒屋さんがあったりしますから散歩、景観は非常に結構

ですし、散歩する方が非常に多いですね。 

 それからこれは福生高校の脇の道路、自転車で私は撮

影したのですけれども、歩いたり、自転車が通るには少し

狭いかなという感じがしました。都市づくりというのはいつ

の間にか車中心の道路づくりになってしまっているという

ことを感じたのですが、また御意見がありましたらおっし

ゃっていただきたいと思います。 

 ここは私が好きなところでして、これは南田園の一角の

住宅街なのですけれども、緑も豊かで落ち着きがあって、

通過交通もなくて、とても住環境としてはよろしいのでは

ないかなと思います。一段上がったところに熊川分水が

あります。これがその熊川分水で、右手が熊川神社です。 

 それで、これも左側のブロック塀を見ていただきたいの

ですが、すみません、どなたかの中傷になってしまうかも

わからないのですけれども、こういう塀をつくるときは、将

来はみんなで考えてもう少し景観のいい塀を推薦できる

ような形があっていいのではないかなと思っています。こ

れが先ほど話しました、田園の脇の渓流公園ですね。あ

そこはぜひ皆さん一度歩いてみたらよろしいのではない

かと思います。 

 そういうことで、私は福生のすべてを御紹介しているわ

けではありませんけれども、少し違った角度から福生を見

ていただけたのではないかなと思います。 

 それでは、大変お待たせしました。１１月３日の文化の

日に都市づくりに挑戦しました４つのチームの皆さんにこ

こで、一応目標時間としては各チーム５分間で発表して

いただきたいと思います。   

 最初のチームは、福生市を舞台にいろいろ事業をされ

ている事業者チームととりあえず名前をつけましたけれど

も、宮崎さんが代表で発表していただきます。 

 先ほどお話しましたように、この舞台となりますのは一片

が１８０メートルの正方形でございまして、縮尺でいきます

と２００分の１ということになります。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

事業者チームがつくったまち 

≪宮崎さん≫ 

 事業者チームということになっておりますけれども、建設

業に携わっているものはいなくて、それが反映されてい

るかどうかよくわかりませんけれども、当初かなり実感とし

ては戸惑いがありました。図面化されているものを現場で

施工するとか、そういうことに関しては得手としているので

すが、発想しろと言われるとなかなか難しいということが

現実にありまして、最初は手が動きませんでした。コーデ

ィネーターの方が若い女性の方だったのですが、「この

おじさんたち困ったな」という顔をしていまして、それをこ

ちらも感じて非常にプレッシャーがありました。これは何と

かしなくてはいけないということで、発想するにはもっと具

体的なものから発想しないと、おじさんたちはなかなか発

想できないということに思い当たりまして、それで福生駅

の西口の方なのですけれども、それを具体化しまして、こ

ちらが駅方面で、それでこちらの方が永田橋方面というこ

とでイメージしました。 



 

 話しの中で出ていたのは、道路を広くとりたいということ

と、非常にありがちな発想かもしれませんけれども、屋上

部分に緑が欲しいということです。作品に反映されている

かどうかちょっとわかりませんけれども、ここに住んでいら

っしゃる方は、昼間は福生から通勤なさって、働いて、ま

た、まちに戻ってくる方が多いということでしたので、休日

とか、あるいは戻ってから憩えるまちというものがいいなと

いうことだったのですが、それがなかなか形に反映させら

れず、感じとっていただけないかもしれませんけれども、

そのような話が出ていました。 

 そのようなことで、何とか時間内でやっつけたという作品

でございまして、後の方の作品の方がはるかに、特に先

ほどもちょっと話に出ていましたけれども、小学生とか、要

は固定観念を持たないで形にした方がいい作品になる

のだなというようなことを勉強させていただいたというよう

な次第でした。 

 このような機会を与えていただきまして、普段我々施工

業者としてはやはり図面に従って施工するということが多

いのですけれども、発想するということは結構大変なこと

だなと、固定観念にとらわれているからなのかもしれませ

んけれども、そういうことに気がつかせていただいたとい

うことに対して、貴重な時間をつくっていただけたなと思

いました。 

 作品の説明になったかどうかというのはまた別の話とし

て、このような機会を与えていただいたことに対してその

ような印象を持ったということです。 

 以上です。（拍手） 

 

≪村山≫ 

 ありがとうございました。せっかくの機会ですから、もし

何か御質問がありましたら、この作品ですが、あそこのと

ころがわからないというのがありましたらどうぞ御質問をい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

≪宮崎さん≫ 

 もうひとかた補足説明ということで。 

 

≪森田さん（事業者チーム）≫ 

 質問と言われても非常に困るのですが、１１月３日の３日

前ぐらいに連絡がありまして、正直なところ広報にまちづ

くりデザインゲームということを載せたのですが、人数が

余り集まらなかったということで急遽呼ばれまして、それ

で当日行き当たりばったりで模型をべたべた張ったという

のが正直なところですから、できれば余り御質問の方は

（笑）。詳細の部分については全くうまくおさまっておりま

せんので、余り質問されてもちょっと正直なところ困るの

ですが、何かありましたら。 

 

 

≪村山≫ 

 せっかくですから、小椋さん、もし何かあれば。 

 

≪小椋≫ 

 では、質問を兼ねながらですが、いろいろ案を出されて

いるチームがあるのですが、事業者ということで、日頃、

立体的なもの、まさに建物ですね、関わっていらっしゃる

方達ですね。この案、非常に不思議なのが、多くのもの

がビルの上にあったり、ビルの上にもう一つ積み重ねて

いる建物があるのですね。その当たりは何か理由はある

のですか。 

 

≪森田さん（事業者チーム）≫ 

 それは、恥ずかしいのですが、たまたまそういう模型だ

ったということなのです。特に我々がつくったものではな

くて、あったものをそのまま並べたというのが正直なところ

です。すみません。 

 

≪小椋≫ 

 この案の特徴というのは、多分皆さん、既存のまち、既

存の形はそれぞれ与えられていたのですが、この上に乗

せるというある種の思いが何となく、意識しないにせよあ

ったのではないかなと。ちょっとかわいい絵を置いたり、

ビルの上に住宅風の、あるいはクラシック風な雰囲気の

ある駅の表情をつくり出すようなものがのぞいている。 

 それから、この道路の交差点なのですが、その上にも

駐車場、ロータリーというようなものをつくりながら、道路の

上にもう一つ人工島のスペースをつくったり、それからこ

の辺りも橋のような形で建物の屋上と屋上を結んでみたり、

不思議に既存のまちの上にもう一層つみ重ねて夢、ある

いは思い、日常の感じたこと、それが何か積み重なって

いるような、そういう特徴のある模型だと思ったりしたので

すけれども。 

 

≪森田さん（事業者チーム）≫ 

 テーマは、今商店街が衰退しておりますので活性化さ

せたいと。これは一応駅前通りで、銀座通りですね。それ

でこれから地方分権という問題もありますので、福生独自

でやはり生き残ることを考えないといけないと思うのです

ね。そのためには福生に多くの人が集まってもらいたい

ということで、そのうちの一つとして、これは駅前にアミュ

ーズメントビルを造りまして、１階を市民広場で２階を映画

館にしまして、３階をレストランや遊ぶところにする。これ

を一つの核として、駅と商店街を空中ブリッジでつなぐと、

それで人の流れをスムーズにするということで、詳細な部

分は全然だめなのですけれども、一応考え方としてはそ

ういう考えでやりました。 

 あと屋上の緑とか、緑を多くすることによって、今、東京

都の教育委員会なんかでも学校の屋上の緑化問題があ



 

りますね。それで緑化することによって教室の温度が３度

ぐらい下がるそうなのです。そうするとそれが省エネルギ

ーにつながるわけで、そういったことも考慮して考えまし

た。苦しい説明なのですけれども（笑）。 

 

≪小椋≫ 

 実際に見るとよく考えられていて、多分市民の皆さんの

日頃の思いが具体化されていると思います。まさに実際

の工事や事業をやっていらっしゃる方々ですので、ぜひ

これが一般市民の思いとうまくつながって、夢の実現にぜ

ひ今後とも御協力いただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

≪村山≫ 

 次は市役所の皆さんのチームでございます。恐れ入り

ます。お名前を紹介してください。 

市役所チームがつくったまち 

≪三沢≫ 

 福生市役所福祉部健康管理課の三沢と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 現在、市役所の職員の中で都市景観プロジェクトという

組織がありまして、６月より月１回程度、１２名ほどが集まり

まして都市景観についての議論を重ねているところです。

今回のまちづくりデザインゲームに参加した市役所チー

ムは、そのプロジェクトのメンバーと関心がある職員によ

って構成されています。 

 今回、模型を作成する事前のディスカッションにおいて、

福生市というまちについて議論をしたところ、まちとしての

特徴がない、魅力がないのではないかという意見があり

ました。 

 福生というまちに関して都会であるかということについて

は、決して都会ではない。では自然があるかということに

関しても、他の西多摩と比べると山があるわけでもなく、

誇れるものがないのではないかという意見がありました。

またよく言われる横田基地、国道１６号沿いに関しては、

確かに特徴ではあるのだけれども、そのことを肯定的と考

えるか否定的に受け取るか、意見の分かれるところでした。 

 以前は西多摩の玄関と言われたのに、今では買い物を

したいのだけれども、福生では買わずに都内に行く。もし

同じ品物があったとしても福生では買わない。立川、新宿、

その先にというものでした。つまりまち自体に魅力がない

ためにそこで買う、楽しむ、集うといったことがなくなる。そ

れがまた悪循環となって単に寝に帰る場所。本当のベッ

ドタウンに終わってしまっているのではないかということに

なりました。 

 そうした中で、今回、私達がまちづくりデザインゲームの

中で考えたのは、福生というまちをある程度現実的に想

定しながら、理想的なまちに近づけるようなモデルをつく

ろうということでした。 

 具体的には、１番目として住宅地と商業地の調和であり、

２番目に歩いて巡るまち、３番目は自然と調和し、居心地

のよい空間をつくりたいということでした。人々が賑わい、

そこで生活を楽しむ、憩う、くつろぐ、そのようなまちづくり

が必要ではないかとのことになりました。 

 実際のモデルですけれども、こちらが福生駅ですね。こ

ちらが駅前通りで、ここが新奥多摩街道の辺りを想定して

おります。 

 まず私達が福生というまちに関してイメージすることは、

その言葉、まちの名前です。まず福生という漢字が読め

ない。福生と言ってから「幸福の福に生まれるという字を

書きます」と説明しなければなりません。これをメリットにし

なければなりません。 

 そこでシンボリックなものとして神社をつくり、その隣に

宝くじ売り場をつくります。福が生まれるまちの福が生ま

れる宝くじということで、今お話した神社はこちらで、こち

らの方が宝くじ売り場、こちらがラーメン屋さんになってい

ます。 

 その上に中心となる施設が欲しいということになりました。

デパートが良いのだけれども、駅の上、あるいは駅の近く

ではなく少し離れた場所にデパートをつくる。縮尺から考

えると現在のりそな銀行福生支店辺りというのはこちらの

方ですね。今、西友ということで作らせていただいたので

すけれども、現在のりそな銀行、ですから福生駅とりそな

銀行辺りに人が集まるような、駐車場もあって、先程もお

話がありましたけれども、シネマコンプレックスも入ってい

て人が集まる。そこから駅に行くには駅から現在のりそな

銀行のところの前の通りを歩いていってもいいのですけ

れども、それ以外にまちの中に回遊ルートとなる歩道を作

る。そちらがこちらの湾曲した回遊ルートですね。そちら

の回遊ルートとなる歩道をつくる。つまり人が集まるデパ

ートから、先程の神社の脇を通って駅に行くことができる

と。その回遊歩道にはせせらぎが流れています。歩道と、

こちらの青いのがせせらぎですね。私達の市内を考える

時に、せせらぎというのは市内を流れる玉川上水、それ

から先程の先生のお話にもありましたけれども、湧水であ

るとか分水のイメージかもしれません。 



 

 それからもう一つ、何らかのランドマークとなるものが欲

しいということになりました。それはよくある高さのあるラン

ドマークというよりも、人が集まれる、イベントができるよう

な空間が欲しいということになりました。それがこちらのも

のなのですけれども、ガラス等の開閉式の屋根でできた

広場で、天気が良ければ開き、雨天であっても光が注ぐ

ような多目的広場、例えばそこでは大道芸人や音楽空間

となるものとなります。ですからそこで何かやっていると楽

しい、何もやってなくても遊ぶことができる空間です。そ

の近くには図書館とか、ギャラリーであるとか、カフェであ

るとか、そういった人が楽しむことができる施設を置きまし

た。 

 デザインゲームの時にコーディネーターの方に付いて

いただいたのですが、その人に福生には二つの酒屋と

二つのハム屋さんがあるということを伝えた時に、都内に

お住まいの方だったのですけれども、確かに多摩自慢と

いうおいしいお酒は知っているのだけれども、それが福

生にあることは知らなかったということなのですね。です

からまちの中に、福生のイメージを強く伝えるためにも、

こちらの回遊ルートについては福生の地元の名産を気軽

に楽しめるアンテナショップもつくりたいということになりま

した。こちらの回遊ルートにつきましては、町並みには緑

をできるだけ多くして、散策するだけでも和む。お店に寄

ってもわくわく楽しいといったものにしたいと。福生に住

む人にとっても楽しい、また福生に来る人にとっても楽し

いといったまちが必要ではないかとのことになりました。 

 景観に関しましては、今回のまちづくりデザインゲーム

の中では商業地と住宅地区、ですからこちらが住宅地区

ですね。そちらとあと商業地域、こちらの駅の通りを中心

としたところなのですけれども、そちらに分けて、高層より

は低層が中心のまちづくり、身近に緑、樹木、水がある潤

いのあるまちであり、住む人にとっても生活が楽しめるよ

うな空間であり、人が人を呼ぶ、福が福を呼ぶような魅力

のあるまち、それは他からも人が集まってくるようなまち、

福が生まれるまちとなります。 

 以上で市役所チームの発表を終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

 

≪村山≫ 

 とてもわかりやすい御説明で、さすが普段からまちづく

りに専心しておられる方々の知恵の集まりという印象を受

けました。実現性がすごく高そうな感じもするのですが、

専門の小椋さんにコメントを一言お願いします。 

 皆さん何か御質問がありましたらばどうぞ。また気がつ

かれましたらどうぞお手を上げて質問していただければ

と思います。 

 

≪小椋≫ 

 お話を聞いて、すごく感心しました。こんなに市役所の

方がまちのことについて、偏った形ではなくて、住む場所、

商業地、あるいは公園的な自然を大事にしていく、そうい

う意味ではすごくバランスが取れた、優等生的な案だと思

ったのですね。 

 その中で象徴的でしたのは、やはり福を生む神社という

のが一番で、本当に私もこの福生という名前はすごく魅力

的だし、いろいろな可能性を持っていると思っているので

すが、それを神社で実現しているというところがすごく象

徴的でした。 

 説明されたように整然と、住宅地と商業地、こういうもの

をきちっとゾーンで分けている。その中に単純にならない

で楽しめるような歩道があったり、コミュニケーションでき

るような緑地や広場、そういうものがうまく配置されている。

つまり建物と人、それから自然と人、そういったものがうま

く絡みながらつくられているところがすごく魅力的だと思う

のですね。なかなかこの様に今あるまちをすぐにはつくり

かえできないのだけれども、こういう大きな夢のある計画

を徐々に、時間をかけてやることによってすごく魅力的に

なる。 

 それからもう一つ、ここに水がありましたよね。単にほか

のまちの川とか水辺のないところでこの水の流れる川を

実現するのと、福生のように多摩川と玉川上水というごく

身近にある水辺をここに移植し、持ち込んだような、水の

恵みを受ける住環境がまちの中にどんどん入ってくること

によって、まさに自然と暮らしが一体的になる、そういう魅

力がすごくあるようでした。 

 ぜひこの案を、先程の施工事業者の方々とともに、市民

と行政をつなぎながら、市の方は今後こういった思いをぜ

ひ実現に向けて、市民の意見を聞きながら具体化してい

っていただくと非常に楽しいなと思いました。（拍手） 

 

≪村山≫ 

 注目の３番バッターでございます。名前をお呼びします

から、その方は手を上げてくださいね。渡辺健太郎君（３

年生）、清水懐良君（４年生）、清水慎君（２年生）、そして

最後は清水惇君（２年生）。お顔が似ているところ見ると双

子の御兄弟かな。そうですね。つまり４人の子どもさん達、

そのうちの３人、清水さんといいまして御兄弟ですね。そ

れから渡辺健太郎君。この４人の方々がもう大人の概念

を全く打ち破るような楽しいまちづくりをしてくださいまし

たので、発表してください。お願いします。 

 

≪清水懐良君≫ 

 このまちには木がいっぱいあります。鳥も虫もいっぱい

集まります。木の上に秘密基地をつくって遊べます。川が

流れ、船に乗ったり釣りをしたりします。このまちに来たら

ぜひ僕達のまちのシンボルタワーの展望台に上ってみ

てください。あとビオトープをつくりました。 

 



 

≪清水慎君≫ 

 電車の線路や道路は歩道や川と立体交差しているので

とても安全です。人力車で移動することもできます。病院

の屋上も芝生になっています。僕の家の前の公園に水飲

み場をつくりました。 

子どもチームがつくったまち 

 

≪渡辺健太郎君≫ 

 新しい工場ができたら林や森がなくなるから、虫がいな

くなるからやめてほしい。近くに野球場があり、僕達が練

習したり、プロ野球の試合を見に行ったりします。サッカ

ースタジアムもあります。名前はテラマエサッカー場です。 

 

≪清水惇君≫ 

 芝生の丘の上に風車があります。まちの電気をつくり出

しています。噴水がある池のそばに僕の家があります。

お店なので池に集まる人達がたくさん買い物に来てくれ

ます。噴水の周りにあるベンチでカップルがデートをして

います。スリを警察官が逮捕しているところを書きました。

とにかく賑やかです。（拍手） 

 

≪村山≫ 

〔子ども達とのやりとり  「 」は子どもの発言〕 

 大変楽しい話をありがとうございました。若いカップルが

デートしているところはどこですか。ちょっと教えてくださ

い。「絵にある」絵にあるのか。「絵がない」「ここにはな

い」ここにはないのね。それから僕の家はどこですか。噴

水の近くのお店屋さんだというのですが、どこのところで

すか。これが噴水ですね。そこの噴水の近くの僕の家と

いうのはどこですか。「ここです」あっそこか。それでは僕

の家の近くに噴水をつくったのはどういう理由ですか。さ

っき何か説明していたね。お客さんがたくさん来るように

とさっき説明していたよね。「初めは噴水とかだけ作って、

その後にしん（子どもの名前）が近くに家をやりたいという

からそれで」このスタジアムは野球場ですね。展望台に

上ってみたいというアイディアは誰が出したのですか。お

父さんですか。隣はおじさんかな。それから風車を考え

た人はどなたですか。あの風車が発電した電気で各家庭

が電気をつけるわけね。素晴らしいですね。 

 皆さんいかがでしょうか。とても夢のある都市づくりだと

思うのですけれども、お世辞でなくて良かった点、それか

ら逆に何か御質問がありましたらどうぞ。こういう機会です

ので。大人の皆さん、並み居る都市づくりの皆さんは子ど

もさんのアイディアに本当に驚嘆してしまったというのが

本音でございました。夢のあるものでございますけれども、

何か御質問はございますか。 

 では、小椋さんからコメントしていただきましょう。 

 

≪小椋≫ 

〔子ども達とのやりとり  「 」は子どもの発言〕 

 とても素晴らしかったよね。建物のところにいっぱい虫

がくっついているよね。これはどうしてかな。「なんかみん

なが、虫がいないから作るというから作ったのです」最初

模型の木のモデルを、全部自分のところに持ち込んで全

部独り占めしてしまったのだよね。そのぐらい多分森とか

木とかそういう場所が欲しかった。それから虫の住んでい

るところが欲しかったというのがすごく現れていて、なん

か考えちゃうなというところがあったのですけれども、子ど

も達はそういうところを本当に素直に出してくれている。名

前も虫駅とついていたり、このスタジアムの後ろにもトンボ

が書いてあったり、クワガタなどが張りつけてあって、まさ

に人も生き物、虫も一緒に暮らせる楽しいまちなのだなと

つくづく思いました。 

 大人だけではなくてこういう小学生、子ども達が自分の

環境をよく考えてくれているな、将来を託せる子ども達が

たくさんいるのだなという意味でもこの模型について非常

に期待感を持って拝見しました。 

 ぜひ、みんな、これからもいろいろ楽しいのを作ってみ

んなに見せてくださいね。どうもありがとう。（拍手） 

 

≪村山≫ 

 次はラストバッターでございます。模型を用意してあっ

たにも関わらず、それに抵抗したチームでございまして、

福生のまちの将来像を描くためには、やはり舞台をしっ

かりと把握した上でそれを分析し、それに対して今後どん

なふうにつけ加えていくか、それに挑戦してみたいという

皆さんの創意の結果で、きょう御説明いただきますのは

本多さんです。本多さんは皆さんよく御存知かと思います

けれども、つい最近まで福生市内に住んでおられて、画

家でございます。細かいことは御本人に紹介していただ

いた方がよろしいと思いますが、先程との関連で一つエ

ピソードを申し上げたいのですが、私の住んでおります

近くに３００年ぐらいの樹齢のケヤキの木がありました。そ

れが元気だった頃はカッコウが毎年飛んでまいりまして、

６月頃はそのカッコウの鳴く声というのがとても私は好きだ



 

ったのですが、残念ながらある日突然ばっさりとそれが切

られてしまったのです。そうしたらその年からカッコウは来

なくなってしまいました。 

 とても残念なのですが、今の子どもさん達の都市づくり

の中にも、本当に欲をかくように木を植えられたわけなの

ですけれども、木はただ酸素を生み出すとかというだけ

ではなくて、本当に私達の生活すべてに影響のあるもの

だなというふうに感じたところでございます。 

 本多さん、お待たせしました。これから先をひとつよろし

くお願いいたします。 

 

市民チームが描いたまち 

≪本多さん≫ 

 こんにちは。僕達は市民チームということでやりました。

今、村山先生からお話があったように、模型を作れという

ことで、作らせようとするコーディネーターの方と、我々市

民チームは男もいて女もいて、実はさっきの子どもも市民

チームの分科会みたいな感じなのですが、それがお話

を伺いましたら約２００メートル四方の中にあなた方の考

えを入れなさいということだったのですが、我々は市民と

して毎日歩いたり、買い物したり、通勤したりしていますの

で、２００メートルの中に入れろというのは、それは無理だ

ぜという話で、我々が思っている福生、それから愛情を持

って見ている福生を２００メートルの中に、幾ら概念であっ

たりイメージであったりと言われてもそれは無理だよ、で

きないよという話になったわけです。 

 できないよと言ったままなのもちょっとしゃくなので、で

きるようにしよう、今、御案内がありましたように、私がたま

たま絵描きですから、じゃ描いちまおうぜということになっ

て描きました。 

 それでさっき子ども達がやったのがすべてでして、僕ら

の市民チームがこれから御説明するのはその全部補足

だと思っていただければ実にありがたいのですけれども。

これを作るに当たりまして、午前中いっぱいみんなで議

論をしたものをまとめてきました。いろいろな話が出たの

ですが、それをちょっとまとめてみますと、福生には四つ

の宝があるだろうと。四つの宝があって、私たち福生市民

はもう全員その宝の上に座布団を敷いて座っていて気が

付いてないのだろう、その一番目が、先程、市の方からも

ありましたけれども、福生というこの名前そのもののメリット、

それとその意味なのですが、この素晴らしい名前は、読

めようと読めなかろうと何だろうと、漢字で見れば意味は

わかるわけで、こんな素晴らしい名前は多分意味からい

って日本一だろうと。ですからこの名前と意味を徹底的に

活用したらどうだろうということがあります。 

 それからもともと福生にあるいろいろな資産があります。

それは我々の分類では三つに分けまして、１６号沿いの

ところが一応インターナショナルエリアということで国際的

な、今はアメリカっぽいですけれども、そこに無国籍だっ

たり、いろいろな国のものが入ってインターナショナルエ

リアというふうにしようというようにこの絵の中では象徴的

に言っています。それとこれが一番難しかったのですけ

れども、青梅線の沿線のところに商店街がいろいろありま

す。そこに商業施設その他がずっと集積されていますけ

れども、これを何と呼ぼうかということで悩みましたが、一

応かっこいい名前をつけました。「福生ダウンタウン」とい

うことにしました。この辺が商業の中心になってくるでしょ

う。そしてもう少し下がってきますと多摩川と、それから玉

川上水がありまして、ここら辺、ずっと羽村の向こうの方か

ら熊川分水が流れている、そっちの方まで全部入れて、

この辺全部がナチュラルでトラディショナルなエリアという

ふうに三つに分けました。 

 このように３分類するだけでも福生の中にある資産が見

えてくると思います。にもかかわらずこの三つが横に非常

にきれいに分類されていて交わらない。だから簡単に言

いますと、１６号から多摩川まで歩くのにどう歩いていい

か途中でわからなくなってしまうので、我々はここに書い

たオレンジのこの道が縦の道です。この縦の道を使って、

どの道を使うか別ですけれども、こういう道を構想しまして、

それで多摩川まで流れていくような道を１本造ろうというこ

とを考えました。これが２番目のもともとある福生の資産を

生かそうという考えです。 

 ３番目が、市長から最初に福生は小さいまちだという話

がありましたが、私どもの考えではこの約２キロ、４キロと

いう大きさが歩いて回るのにはちょうど都合のいい面積で

はないかということで、コンパクトではありますけれども、

まちとして１日で歩き回る規模としては非常にいいのでは

ないかと思いました。 

 それから、これは昨日、実は勉強して集めてきたのです

が、もう一つちょっと気のついたことがありまして、私ども

はこれを考えるときにどうしても頭に浮かぶのがシティ感

覚といいますか、立川と対抗したり、あるいはどこかのま

ちと対抗したり。なにかまちが都市化しようとする方向に

向かっていると思うのですけれども、そうではなくて、都心

からちょうど良い距離にあって、立川との距離もちょうど良

くて、独自性が打ち出せるのではないだろうかということ



 

を考えました。 

 この４点、この四つの宝を図解すると大体こういうことに

なる。これは何かというと、やはり市役所の方も言っていま

したけれども、二つの要素があります。一つは歩き回れる

ということです。我々はちょっとかっこよくウォークアバウト

と言いましたけれども、歩き回れる福生をつくろうと、それ

は何も新しくつくるわけではなくて、今あるところを少しず

つ少しずつ整備しながら歩き回れるようにしようじゃない

かと。その根幹にあるのが、子ども達が言っていた木がい

っぱいあり、草が生えていて、自然に歩けて、土の道があ

ってというようなことで、基盤的な要素はこういうことなので

すが、そこに先ほど一番に言いました何か、宝くじ売り場

とは私は気がつきませんでしたけれども（笑）、福が生ま

れるという要素と、エコといいますか、自然といいますか、

そういうことを基調にして福生中が歩き回れる、いわば公

園みたいなまちを構想しました。個々に説明すると時間

がないそうなので、あそこにありますので後でご覧くださ

い。 

 ただ一つ、私は実は加美平に住んでおりましたので、

熊川の方をよく知りません。熊川の方の人は加美平をよく

知らないと思います。あそこにあるコロッケ屋なんて言っ

てもわからないと思います。ですから我々はウォークアバ

ウト、歩き回ることによって熊川の人達が加美平や武蔵野

台を、武蔵野台の人達が熊川の方を知り得ることができる。

それは福生をよく知るということで、福生に対するロイヤリ

ティーが、親近感が深まるのではないだろうか、そうする

とタイトルにありましたように「我がまち」という意識が非常

に強まるのではないか、大雑把に言うとそういうことなの

です。 

 その進め方としては、まず福生の市民が福生をよく知る。

そしてその次に、日の出だったり、羽村だったり、瑞穂だ

ったりという周辺の人達が何だか福生ってわいわいやっ

ているなと、６万人の市民がこの福生のまちの中を歩き回

っているなということになると、何となく周りの人たちもちょ

っと福生もおもしろくなってきそうだなということで来ると。

そうするとそれが今度は東京の人達、新宿から遊びに来

るかもしれません。 

 ここにもし、木がいっぱいあって、商店街も木があり、ベ

ンチなんかは木のベンチであり、そういうネイチャーとい

う自然がどんどん入ります。なるべくブロック塀をやめて

生け垣にしたり、見ていて気持ちがいい状態ができます。

そうすると虫も出てきます。鳥も来ます。小さい動物もいま

す。そのようなことが知れ渡ると日本中の人達に注目され、

新しいまちづくりが多分うまくいって、世界中の一つのモ

デルとして出てくるのではないか、そしてそれが「いきい

きわくわくした福生」になり、実はこのときにもう一つ、「い

きいきわくわくどきどきはらはら」というキーワードが上が

って。どうもまちづくりってきれいでバチッとなっちゃうの

で、そうじゃなくて少し怪しい部分、おっかない部分、そう

いうような部分もつくろうということで、おいしいお酒もあっ

て、大人も楽しめる、僕らおじさんたちがちょっと飲みに

行って、子どもがいるから余り言いませんけれども、夜の

部がおもしろい、カジノもあり、免税店もありという、スポー

ツもあり、いろいろなことが書いてあります。そういうふうな

まちができたらいいなと考えてこの図を書きましたので、

後ほどまた見てください。 

 どうもいろいろありがとうございました。（拍手） 

 

≪村山≫ 

 絵で本多さんの技量を最大限に発揮していただいて、

こんな楽しいまちができているわけですけれども、もし御

質問がありましたらまたお願いいたします。 

 

≪Ａさん≫ 

 玉川上水に昔はほたるがいっぱいいたのですよ。僕が

小学校６年生まで明るいほどでした。それが中学校へ行

った途端に全部いなくなってしまって、それは何かという

と川さらいですね。川掃除をしますとほたるのエサとなる

タニシがいなくなる。それで、いなくなってしまった。それ

から蛍まつりが始まって。今、ほたる公園とかありますけど、

自然の状態が良いと思うし、いなくなって公園を造るので

はなくて、いなくならないようにしなければいけないので

はないでしょうか。 

 

≪本多さん≫ 

 ありがとうございました。僕も同じ意見です。例えば二中

の裏の所はちょっと山になっていて、あそこら辺にカブト

ムシがいましたし、それから永田橋の横の公園、あの辺も

原っぱだったからトンボがいて、もうぶつかるぐらいでし

たよね。またそういうのが幾らかでも復活できるといいで

すよね。 

 

≪小椋≫ 

 まさに市民感覚、日常の目線から見た福生の全体像が

すごく浮かび上がっていて、とてもすばらしいなと。これ

は本当に絵で終わらせないで、ぜひ形にして実現したい

ものだと痛切に感じました。以上でございます。 

 

≪村山≫ 

 以上で四つのチームの発表を終わりますが、ちょうどこ

ういう形で素材が出ておりますので、これから先しばらく

は、せっかくお集まりいただいた皆さんの中で、私はここ

の部分はぜひこうしたいとかということがございましたら、

ぜひ御意見をいただければと思うのですが、どなたかい

らっしゃいますか。いかがでしょう。どんな小さな御提案

でも結構なのですが。 

 

 



 

≪手嶋さん（市民チーム）≫ 

 志茂に住んでおります手嶋と申します。 

 先ほどの市民チームに午前中参加させてもらいしまた。

その中で私も福生、いろいろ先ほど役所の方が言われま

したけれども、基地の問題をどうするのかということがあり

ますが、我々は、要はアメリカのカリフォルニアであれば

もう積極的に活用した方がいいのではないかということで、

今できることをそれではこの絵に書いてみようという形で

幾つかを入れました。 

 その中で今、私はテーマとして生産緑地を考えておりま

して、これが福生に５５カ所あると。それでは生産緑地と

いうものをもっともっと緑をふやそうと、ないしはそういう中

で位置づけて、もっともっといろいろ農家の方にも協力を

していただき、なおかつ行政もまた指導していただき、そ

ういう中で緑を実際に、具体的につくっていくということで、

平成４年に生産緑地がなって、いわゆる３０年間あるわけ

ですから、あと１５年あるわけですから、それではそれを

核に、一つは具体的に始められるのではないかというふ

うに思っております。 

 

≪村山≫ 

 御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 次の方どなたか御意見ありましたらお願いいたます。白

いシャツを着ておられる方、いかがですか。お願いいた

します。 

 

≪Ｂさん≫ 

 あきる野市から参りましたＢと申します。 

 質問というか意見ですが、先ほど市役所チームの透明

式の開閉式の屋根というのがあったのですけれども、そこ

で大道芸人や音楽をやる場と言ったのですけれども、音

楽で僕の意見としてストリートミュージシャンを大体的に招

くという形はどうかなと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。 

 

≪村山≫ 

 いかがでございましょう。 

 

≪三沢≫ 

 そうですね。やはり人が集まるようなランドマーク、高い

ものではなくて、人が集まれるようなことで福生を象徴し

たいということでつくりましたので、もちろん御提案のとお

りストリートミュージシャン、クラシックであろうが、ロックで

あろうが、民族音楽であろうが、太鼓であろうが、何か人

が集まれるような核となる施設、多目的広場ですので、も

ちろんこれが実現すればそういうことは十分可能です。 

 

≪Ｂさん≫ 

 ありがとうございました。私の友人にもバンドをやってい

る友だちがいるのですけれども、ストリートミュージシャン

をやりたいのだけれども、その場がなかなかないと言って

いまして、熱中するにもライブハウスを借りるのにお金が

かかって大変というのがあったので、大道芸人とかを

大々的に認めるのであれば、そこでストリートミージシャ

ンに福生に行けば場所があるよというのが広まれば、そ

れだけ人も集まると思いますから、そういうのも検討して

いただければなというぐらいの質問です。 

 

≪村山≫ 

 貴重な御意見ありがとうございました。 

 きょう、皆さんにお配りした資料の一つに、日米合同演

奏会の御案内も入っていますね。これもやはり福生なら

ではの催し物ではないかなと思いますが、これは写真を

拝見する限りではかなり大きなグループの演奏会ですの

で、横田基地にいらっしゃるアメリカ人の中にはきっとそう

いう音楽面で特技を持っておられる方がたくさんいらっし

ゃるのではないかと思います。そういう方々の発表の場な

んていう形で利用できるといいのではないかなというふう

に思いました。 

 他にいかがでございましょうか。せっかくの機会ですの

で、どんなことでも結構ですので、御意見をいただけれ

ばと思います。 

 残る時間が約３０分ということになりましたけれども、一昨

年と今回とで、皆さんがこうやって御熱心に集まるとそれ

なりの形というものができるものなのだなと私は感じてお

るところでございます。 

 それでこれをこのままで終わらせてしまっては何も今ま

での努力が実りませんので、これを本当にアイディアで

はなくて具体的に実施していくためにはどうしたらいいの

かというようなことを念頭に置きつつ、もしそういう面で御

提案等がございましたら、それも含めて御意見をいただ

ければと思います。 

 時間のこともありますので、指名をさせていただいても

よろしいでしょうか。Ｃさん、福生のことについてはもう日

夜いろいろと御苦労をいただいているわけでございます

が、都市づくりといいましょうか、都市環境という面では先

生はどんな御意見をお持ちでございましょうか。よろしく

お願いいたします。 

 

≪Ｃさん≫ 

 特別にございませんが、ただいま聞いていて感心した

のは、今の市民チームですか、その絵に興味を持ちまし

た。昔、具体的な名前は言えませんが、ある市の幹部の

方が１６号沿いをインターナショナル的なゾーンにして、

それから真ん中を市民というような、あとは河原の方は広

く自然で、そういう発想を伺ったことがあるのですね。なる

ほど、そういうことは福生のためにはいいのではないかと。

そういうような大きなビジョンがあって遊びでやると。そう



 

いうことを考えてみますと、ダウンタウン部分で、具体的に

言いますと、市庁舎を建てる場合にはどういうイメージで

建てるかということもやはりこれからまちづくりフォーラム

の中でも考えていただければいいと思うのですね。奥多

摩街道の市役所通りのところに市庁舎が建てられると、先

ほどどなたかおっしゃいましたけれども、西多摩の入り口

であったのに、そういうイメージがなくなったと。だから市

をつくる場合には、そういう場合にどこをポイントにするか

ということも必要ではないかと思います。 

 そのようなことで、一番良いのがまちについて市民の方

が考えているということで、我々底辺にいてもそう思いま

す。あと、具体的な細かいことで言いますと、いろいろな

ことで市内を車で走っていると道の狭さを実感します。歩

く人のためにはいいかもわからないけれども、もう少し融

通性があってもいいのではないかと思います。それから、

ほたる公園のことについては、せっかくほたる公園を造っ

たならば、やはり渡辺さんが一生懸命繁殖をしてつくった

ということがありますので、小学生を含めて、ほたる公園

の中にいろいろ違った形の学習の場を作っていただけ

ればいいと思います。これは１０何年か前に提案したこと

があるのですけれども、なかなか庁内の方でも聞き入れ

ていただけなかったということがありますので、ぜひ実施

していただきたいと思います。と言うのも、東京に行きま

すと「福生はほたるをやっているんじゃない？」と、福生

の七夕まつりは話題に出ないのですがほたる祭りは話題

に出るのですよ。それはやはり一つの顔にもなるのでは

ないかと思っております。 

 以上、つたないことで申しわけありません。 

 

≪村山≫ 

 ありがとうございました。 

 

≪Ａさん≫ 

 ちょっと提案したいのですけれども。多摩川の土手です

が、福生団地があるところなのですけれども、我々が高校

１年生まであそこにマツムシがいたのですよ。それでよく

夜懐中電灯を持って取りに行きました。僕の同級生でそ

れをデパートに持っていって売っている奴もいましたよ

（笑）。それがいつの間にか、当時は土手に自然堤防とい

うのですか、要するに草木があったわけですよ。そこにマ

ツムシが生息していたわけです。ところがいつの間にか

コンクリートで固めてしまったのですね。それで今は恐ら

く、夜行ってみないとわからないけれども、ほとんどもうゼ

ロに近い状態だと思うのです。ですから、そういうコンクリ

ートではなくて、もう１回自然の形に戻してもらいたいです

ね。先ほどの子どもの虫のことではありませんけれども、

例えばスズムシとかマツムシが住めるような状態にして、

それでいろいろな都市化と自然の調和というのですかね、

それをうまく図ることもやはりこれからの福生市の独自性

ですか、そういうのを持つ意味でも非常に大事なことでは

ないかと思います。 

 

≪村山≫ 

 ありがとうございました。先程、環境市民会議のかんきょ

う通信のことにも触れましたけれども、その中でもそういう

活動を、改めて見直す活動をしていこうという動きがある

ようですけれども、でも非常に有効な御意見だったので

はないかなと思います。 

 もうクツワムシの鳴き声を聞かなくなって久しいですね。

非常に刺激的な御意見で、後でまた小椋さんにはまとめ

てコメントをしていただこうかと思うのですけれども、もう少

しお時間がありますので、我こそはという方がいらっしゃ

いましたらぜひ御意見をいただきたいと思います。お願

いいたします。 

 

≪Ｄさん≫ 

 我こそはというわけではないのですけれども、福生市内

に住んでいますＤと申します。 

 私は結婚後もう２０年近く福生に住んでいまして、このコ

ンパクトなまちがすごく気にいっております。と言います

のも、私の実家は八王子ですので、八王子も山あり川あり

なのですけれども、余りにも広過ぎましてまちの全体像が

なかなか見えにくい部分がありますが、福生の場合は公

共施設やそういったものもコンパクトに、要するにすべて

の市民が同じような形で利用できるというのがすごく大き

なメリットだなと、住んでみて改めて思っています。 

 先ほどの小学生のお子さん達がまちに緑があってと言

う中で、ビオトープというふうにおっしゃったのがすごく印

象に残っています。今、子ども達の総合学習の時間など

もビオトープを取り上げていて、自然環境をリサイクルと

いうか変換させるというようなことで大分注目されているの

ですがそういった形で緑地化とか、福生にも５５カ所です

か、先ほどおっしゃったようにあるのですが、ともすると、

なかなか蚊がいて入れないことがあったり、市の方達が

清掃とか落ち葉はきをしている姿を見るのですけれども、

ビオトープみたいな形で、その中に遊歩道を造ったり、そ

ういった形を生かしていけたらなと思っています。福生の

中には１０の小・中学校もありますし、高校も２校あります

ので、学校の屋上などを使いまして、ビオトープなどで子

どもへの学習がもしできるのであればいいと思います。福

生の多摩工業などはバイオ、環境等を取り上げている都

立高の工業の中では唯一の高校らしいですね。そういっ

たところと提携というか、協力しまして、そういうバイオとか

環境などのこともやっていけたらいいのではないかなと

思っています。 

 あと、神奈川県のある市はアートのまちと言われていま

して、まちの至るところに、駅周辺から歩いて行ける所や

車でも行けるような所にアートが広がっているのですね。



 

結構幾何学的なアートが多くて、福生もそういったアート

で町の中を歩かせるのはどうでしょうか。まちへ来た方に

歩いていただけるというようなものにするには、所々に何

かシンボリックなものをモニュメント的に設けまして、気が

ついたら歩いちゃった、そしてお店も楽しめたし、見ても

楽しめたし、自然も楽しめたみたいないろいろな要素で

楽しめるものがあったらいいなと思っています。 

 

≪村山≫ 

 貴重な御意見をいろいろとありがとうございました。 

 最後のアートの部分については、福生市の中でも拠点

には一部彫刻などが飾られたりして、そういう方向性とい

うようなものはあるのではないかなと思いますけれども、

専門家の知恵を拝借するのもいいですし、市民レベルで

そういうものを増やしていくというようなことも大事なことか

なと感じました。 

 Ｅさん、お願いいたします。 

 

≪Ｅさん≫ 

 熊川に住んでおりますＥと申します。 

 福生には４０年ほどでございまして、その前は湘南の茅

ヶ崎で産まれ育っております。学生時代の湘南のまちと

いうのは、一般には湘南ボーイとか何とか言われまして、

皆さん憧れの地だとこう言われるのですが、逆に湘南の

方は都市化が早く進んだために、道路行政をはじめいろ

いろと日頃の生活を見ていますと、むしろ私は大変住み

にくいと思います。 

 福生はもう年々動きがございます。たまたまこのようなフ

ォーラムをつくりまして、コーディネーターの方やなにか

も非常に御苦労なさっております。第１回の時に私も出席

しましたがいろいろ建設的ないい意見がありまして、でき

ればこれはその場だけで終わらせないでどこか現実に一

つひとつできることをおやりになっていくのがよろしいの

ではないかと、このようなことを申し上げました。 

 きょう、４つの発表の中で、特に子どもさんの発表も大変

私は感銘を受けたのですが、最後にここの図を見せてい

ただきまして、今でも福生でやれることはたくさんあるの

ではないかと思っております。 

 私ども熊川には片倉跡地という膨大な空き地がございま

して、これは今、都の所有になっているようでございます

が、かつては宇宙科学館をここに造るというような計画だ

ったようでございます。今、地元では何とかこれをもっと市

民のものにしたいということで、有志の方々で今は月１回

こちらで、フリーマーケットをやりまして、皆さん関心を持

っていただいている。一つはそこを契機に、ほたる公園

なども近くにあるのですが、もう少し南の方へいきますと

酒屋さんですとか、上水路を渡って神社では月に１回骨

董市をやったりしまして、人集めが相当できたりしており

ます。 

 先程、村山さんの話では、福生警察署の一時移転先に

なりましたあの辺の、例えば武蔵野台の方にも相当膨大

な土地がありますし、志茂の方にも何か森があったと思う

のですが、今、そういうものを幾つか活用できれば、ぜひ

地元の働きも必要でございますが、行政をはじめ皆さん

の熱意があれば、そういうものがより地元のものにもっと

近くなってくるかと思いますので、そんな開発をひとつ手

がけていただいたらよろしいのではないかなと、こんな感

じを持っております。よろしくお願い申し上げます。 

 

≪村山≫ 

 どうもありがとうございました。わずか２年なのですけれ

ども、市の周辺を調べてみますと、先程のアメリカ兵のイ

ンタビューにもありましたが、まちが本当に変わりつつあ

るなということを実感として感じられるのですね。中学校の

脇の道路も変わりましたし、駅前も今変わろうとしています。

今ここで皆さんがいろいろ知恵を出していただくと、また

さらに一層磨きのかかったまちづくりにつながっていくの

ではないかなという予感がしていますが、残り１５分なの

で、どなたか御意見ありますか。 

 

≪Ａさん≫ 

 先日、大学の講演会を聞きに行きまして感じたことなの

ですけれども、今、国土交通省で木の学校を策定中らし

いのですよね。それでたまたま大学のＯＢが筑波学園研

究都市の小学校で木の学校を設計して、それを写真で見

てきました。木で屋根をつくりまして、それを見てああい

いな、実にきれいだなと思いました。写真を見まして、福

生も校舎を耐震化したのですけれども、いずれ建て替え

る時期は自然にくるわけですから、その時に、今度は子

どもに夢を与えるという意味で木の学校を作ったらいかが

でしょう。これからは人口も、ちょっと先はわかりませんけ

れども、極端に増えるようなこともないと思うので、コンクリ

ートの固まりではなくて木の学校を、そういうものを目指し

て、たまたま奥多摩とかあっちの方にいっぱい森林があり

ますから、地場ではないですけれども、わりと距離が近い

ですから、それを持ってきて造ればいいと思います。

我々小学校のころは木造の校舎だったですね。ちょっと

古い校舎でしたがコンクリートの校舎よりも、やはり木目の

見える木の学校をつくった方が子どもに与える影響はい

いと思うのですね。 

 安全なんかも多分ああいう自然のものを使った中で教

育を受けるのと、コンクリートの中で教育を受けたのと全

然違うと思うのですよね。その人の性格的なものにも影響

を及ぼすもので、市長さんがおられますので、そういう木

の学校ということもひとつ視野に入れていただいて、これ

からの教育関係をやってもらいたいと思います。 

 

 



 

≪村山≫ 

 さっき市庁舎のことが出ましたけれども、今の市庁舎を

拝見しますと、デザイン的にはいかがかなと、それでいて

地震が起きたらば防災の拠点になるのかというと、そうで

はなくてなんか崩れそうだという話を聞いています。そう

すると取り柄がないなというような感じがしまして、皆さん

福生というと何を景色として思い出されますか。これは結

構皆さんばらばらなのではないかと。統一されることが必

ずしもいいことではないと思いますけれども、例えば市庁

舎を思い出していただけるくらいの、デザインが優れてい

るとか、機能が素晴らしいとか、災害の時には市庁舎へ

駆け込めばいいという、そういうシンボルであってもいい

と思うのですが、なんか今のところはちょっと取り柄がな

い。かといってそれ意外に連想するところは何かないの

かなというと、なかなかなくなってきていますね。 

 そういう意味ではやはり皆さんで知恵を出して、シンボ

ルづくりというか、そういうことが必要ではないかなと、そう

いう可能性みたいなものをきょうの御意見の中にたくさん

いただいたような気がしているのですが、残り時間が１２

分になりました。それでそろそろまとめに入りたいと思うの

ですけれども、せっかく小椋さんが建築設計という御専門

をお持ちで、いろいろと知識も豊富でいらっしゃるもので

すから、今後、この市民フォーラム、特に都市景観、サブ

タイトルもちゃんとついているのですが、この火を消さな

いためには一体どんなことを注意したらよろしいのか、ち

ょっとその辺の観点でまとめていただければと思います。 

 

≪小椋≫ 

 私は日頃、新しい建物を中心に設計しているのですが、

この福生というところには優れた環境があると感じており、

地元の見直しという意味で江戸名所図絵を紹介したいと

思います。この図絵は１８３６年頃、神田で３代にわたって

作り上げられたもので、江戸時代に出版されたのですが、

実はその中に景観を考えるいろいろなヒントが詰まってい

ると思うのですね。それがそのまま福生にも随分通じるも

のがある。こういうところを見習い、見直していこうというこ

とでちょっと御紹介をします。 

 これは多摩川ということで、川と、それから小高い山、そ

の背景に富士山が見える、こういう図絵は見えるものを絵

で描くわけですけれども、まさに視覚的なきょうのテーマ

である景観ということに密接に関わっているひとつの題材

だと思うのですね。川があって、山があって、はるかかな

たに富士山も見える、これが福生と共通する景観のひと

つの特徴でもある。そういう自然の要素で景観というのは

成り立っているというのが大きな特徴です。 

 こちらにしましても、小高い山の上に神社があったり、お

寺があったり、その麓には小さな小川があり、下流では川

になって流れていたり、そういう自然の地形がある程度急

激に変化するところもありますし、緩やかに変化している

ところもある。そうした地形的にも豊かな、変化の幅を持っ

た場所であるというのが大きな要素です。 

 下の方の絵ですが、高い坂の上、峠といいますか、そこ

のところに上ってみますと、はるかかなたには山が望めら

れたり、自分の住んでいるまちが望められたりするように

なっている。この福生にはありませんが、小高い場所に上

れば自分の住んでいるまちであったり、かなたには水辺、

海が見えたりする。このように、江戸名所図絵というのは

極めて大きい自然のとらえ方、それから日常の生活の微

にいり細にいったとらえ方がみごとに凝縮されていると思

うのですね。 

 もう少し身近なところにクローズアップしていきますと、

ちょっと御紹介するのは右上の方ですが、多分皆さんも

記憶にある鎮守の森と言われるような、小高い場所に神

社があって、その麓には集落とかまちがあるという形で成

り立っている。 

 ここに見る自然というのは地形的な構造、大きな形、骨

格を持ってつくられていますね。その形をうまく利用して、

集落といった生活の場所と宗教的な場所が少し奥行きを

持ってつくられている。これは上が浮世絵なのですが、

下は実際の昔の場所の写真です。茅葺きの民家があり、

そのずっと参道の奥の方に神社がある。地元を見直して

みるとこのようなところがまだたくさんあると思うのです。 

 多くのまちは商業的、あるいは生活の大きな動線とそれ

に直角に交わるように小高い山の方へ向かう宗教的な軸

線、生活軸と宗教軸という、この様に交差する形で成り立

っていて、身近にもそういう場所があると思うのです。青

梅街道沿いにもこういう場所が幾つもあります。平地と高

台や山、そういう土地の上下の関係ですごく魅力的な変

化のある場所ができているということですね。 

 今度はさらに近づいてみますと、これは北区の方です

が、川沿いには涼んだり、休憩をしながら食事を楽しんだ

り、大衆が自然を楽しみながら食べ物を食す場所があっ

たり、それからこちらは少し小高い峠の茶屋で、富士山を

眺められる峠のところに茶屋があって、休息をしながらこ

の眺めを楽しむ場所がある。それから川沿いには太鼓橋

たもとの、要するに橋詰空間といいますけれども、橋の近

くを象徴的に特徴づけることによって変化を持たせ水辺

の場所をつくり上げている。 

 一方、こういう神社とかお寺は、市内にもありますけれど

も、そういう宗教的な場所は以前はもっと身近だったので

すが、そういう場所が日常的に利用される空間になり得る

ということです。こういう神社やお寺などは、非常に特性を

持った地形の上に成り立っている。 

 福生でもそうですよね。いろいろな寺院とか神社、ある

いは水辺などは、魅力スポットになり得る場所です。少し

高台の眺めのいい場所へ行くと富士山は冬だとすごく美

しい景色で眺められると思いますね。 

 それからもう一つ、そういう構築物と自然を合わせて見



 

どころをつくる。これは小金井の小金井橋周辺なのです

が、既に江戸の頃から桜が植えられてやはり花見のメッ

カとして楽しむ場所だった。それとこちらは道灌山、北区

の方ですけれども、ここは虫聞きの場所、つまり虫の音を

楽しむような場所にもなっている。一方では月の出、こう

いう月を楽しむ場所にもなっている。こちらはさっき話に

も出ましたが、落合の方では昔蛍がいて落合蛍と言われ、

そういう楽しみ方が江戸の名所図に描かれている。 

 御紹介したこれらはまさに現在の福生にもつながり、福

生には名所図絵が書けるぐらいの名所旧跡があるのだと

いうことですね。 

 それからこちらの方は、実はけしの花を栽培しているの

ですがそういう植物を楽しんだり、花を楽しんだり、そうい

う場所も作られている。そのような視点でみれば、私達の

福生には随分いろいろな楽しめる場所がある。一つは地

形、川とか山などの地形的な特性、自然の特性がある。ち

ょっと生活に近づいた自然と生活の場、それが出合い、

結びつくような場所がある。それから公園ですね。自然の

虫であったり、花見であったり、植物があったり、そういう

場所も十分楽しめる可能性が十分ある。 

 江戸名所図絵に見てきたように、都市の景観は単に見

るだけではなくて五感で感じる場所でもある。そういうとこ

ろがすごく大事だと思うのですね。食物を食したり、ある

いは植物を楽しんだり、虫の音を楽しむ。私達にはこうい

った身近な自然を楽しむゆとりがなくなってしまった。そう

いう意味で江戸名所図絵には様々なヒントがあるというこ

とで御紹介しました。見えるだけではなくて五感に働きか

けるようなまちづくり、今後の景観をぜひこのように考えて

いただくと、福生というまちはすばらしい場所になると思

います。 

 景観の考え方の一端を御紹介させていただきました。

（拍手） 

 

≪村山≫ 

 ありがとうございました。皆さん今のお話でおわかりのよ

うに、多摩川及び玉川上水周辺、それから一番東の端に

なりますけれども、福東の当たりとか、中心市街地とは別

に散策を楽しむことができるようないい場所がたくさん全

面的に広がっておりますので、そういうものを改めて見直

したらどうかと思います。道路が狭いというお話も先程あり

ましたけれども、道路の役割を車専用の道路と、それから

歩くための歩道というのと、もう一度全体に見直したらどう

かという御意見もこの検討の課程で出てきております。福

生というのはわずか２キロ、４キロの小さな面積ではありま

すけれども、非常に魅力的なまちであり、将来の発展とい

うのはただ単に都市化というだけではなくて、自然を回復

する要素、すばらしい景観をまた取り戻す要素がたくさん

残っているということではなかったかと思うのですね。 

 それで残り３分になりました。ここで皆さんにアンケート

を取りたいと思いますけれども、次にまたこういうお誘い

をいたしましたらばぜひ参加したいという方がいらっしゃ

いましたら、ひとつ手を上げていただきたいのですがい

かがでしょうか。 

 はい、今４５％から６０％ぐらいになったのではないかと

思います。ありがとうございました。 

 一応コーディネーターを努めさせていただいた者とい

たしましては、この光を途絶えさせるわけにいきませんの

で、ぜひともきょうは御参加いだきました皆様の継続的な

御支援をいただいて、少しでも住みやすい福生のまちを

みんなでつくっていこうではありませんか。 

 きょうはつたない進行で、大分うろうろしてしまいました

けれども、ほぼ時間になりました。皆さん御協力ありがとう

ございました。（拍手） 

 

≪市長≫ 

 どうもありがとうございました。 

 今回の都市景観ですが、これについてはさきほど市役

所チームもまちの模型を出しましたけれども、都市景観プ

ロジェクトチームというものを組んで、いろいろと研究をし

ております。 

これから皆さんと一緒になって、実行できるところまで

いかないと意味がない話になってまいりますので、整理

をしながら具体化をしていきたいと思います。その時には

アイディアもそうですし、それから合意をみんなでつくっ

ていくという時もそうですし、それからそれを具体的にや

っていくということもそうなのですが、お互いに協力し合い

ながら、一緒にやっていくことが必要です。それが理想的

でありますし、その課程で、今、村山さんがおっしゃって

いましたように、このような形での話し合いの場を幾つも

つくっていくことが大事です。 

 ぜひこれからもいろいろと御協力いただきますようにお

願いを申し上げます。 

きょうは村山さんと小椋さんに大変お世話になりました。

心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。（拍

手） 

 

≪村山≫ 

 ではまた「広報ふっさ」に募集が載るかと思います。そ

の節はぜひ皆さまお集まりください。よろしくお願いいた

します。 

 

―  終了  ― 


