分科会（３）

「 都 市 景 観 」
平成１４年１０月１９日（土）午後１時〜３時
さくら会館２階第３集会室
コーディネーター：村山 利夫氏 本多 豊國氏
渡邉 一成氏
市 職 員
：都市計画担当課職員ほか

美推進委員会というものを設置しまして、都市景観
に対する全体構想の作成、また統一性、調和等の検
討などを図ってきております。
それを受けてかどうかわかりませんが、総合基本
計画の第二次の総合計画の策定中でございました
ので、平成２年度の４月に第二次福生市総合計画が
発足したわけでございますが、その中の第３章の都
市像、いわゆる市の将来像におきまして、福生市の
まちづくりの方向の第一が美しさであるというよ
うな提言もされております。
そういうことで、この委員会もかなり継続してき
ておりましたが、平成４年度にやはり役所内部の組
織改正がございまして、行政推進担当という部署が
廃止されまして、この都市美推進委員会が一時中断
されてきております。ところが組織改正をしながら
≪司会≫
平成７年度におきまして、今度は都市美に関する事
本日は「いっしょに話そう、まちづくりフォーラ
務事業につきまして、都市計画課の方で受けまして、
ム」にご参加いただきまして、大変ありがとうござ
います。こちらのテーマは都市景観でございますが、 そのときに今度は都市景観事業推進委員会と名称
を変更いたしまして再開させていただきました。メ
去年開催されたフォーラムを受けて市の方ではど
ンバーはやはり同じように役所内の係長を中心に
のように行政に反映させているか、また、それを受
構成してきております。目的といたしまして、当初
けてどのような取り組みがあったのかというよう
の都市美推進委員会と同様に、趣旨を踏まえた形で
なことについてご報告させていただきます。また、
現在まで検討してきているところでございます。
参加いただいております方々からも、いろいろとご
なお、今年度におきましては都市景観マスタープ
意見を伺っていきたいと思います。
ランを市で策定しようという考えがございまして、
それでは、本日お越しのコーディネーターの先生
平成１６年、１７年度を一応予定してございますの
方の紹介をさせていただきます。
で、それに向けましてこの委員会のメンバーにより
向こう側から、村山利夫さんでございます。
まして市内を５地区に分けました。ちょっと申し上
続きまして、本多豊國さんでございます。
げますと、福生、東福生と東町地区、それから本町、
続きまして、渡邉一成さんでございます。
志茂、牛浜地区を一つに、それから熊川地区を一つ
そして、私ども行政側から内部のプロジェクトチ
に、加美平、武蔵野台を一つに、それから北田園、
ーム、政策課題検討チームという名称でございます
南田園を一つと５地区に分けまして、今現在、委員
けれども、都市景観の分野の担当課長でございます
の方に年度内で現況調査を実施していただきたい
都市計画課長の荒井でございます。
というお願いをしているところでございます。
それでは本題に入っていきたいと思いますが、ま
以上、組織的な委員会のことになるわけでござい
ず最初に行政の主な取り組みにつきまして、都市計
ますが、御案内のとおり市といたしましては都市景
画課長の荒井の方から皆様に御報告をさせていた
観事業の一環としまして、昭和６３年度から彫刻の
だきます。
設置事業を実施してまいりました。この彫刻の設置
事業は、美しい町並みづくりによって魅力ある都市
≪荒井≫
景観をつくり出す、また都市環境の潤いのあるまち
それでは私の方から、市で都市景観に対する、今
にするという目的を進めてまいったものでござい
までどのような取り組みをしてきたかということ
ます。毎年１基から３基程度設置してまいりました
につきまして、御報告させていただきます。
が、財政上の問題がございまして、平成９年度で設
過年度になるわけでございますけれども、当時の
置事業は一時中断しております。
行政推進担当というセクションがございまして、そ
この事業によって市内に設置された彫刻でござ
こによりまして都市美形成の推進のために体制強
いますが、全部で２８基ございます。記念彫刻や寄
化を図るということから、役所の職員に対する都市
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贈されたものを含めますと、現在では市内に３２基
の彫刻がございます。
そういうことで、いろいろ財政上の問題がありま
して９年度でそういう形でハード部分の事業の方
は中断しましたが、平成１０年度に、今お手元にお
配りしました、今まで設置いたしました彫刻や福生
十景などを中心に「福生景観彫刻マップ」を作成、
いわゆる都市景観事業の推進委員会の手づくりと
いいますか、印刷は別途委託したものですけれども、
手づくりによって作成いたしました。特に四つのハ
イキングコースなどは委員会の中でも小グループ
に分かれまして、そのコースを実踏してきたところ
でございます。
このマップが大変好評で、２月に作成したのです
が、９月ごろになったら、在庫を調べましたら１０
０部しか残ってないと、４０００部つくったのです
ね。大変好評で我々もうれしい悲鳴だったのですが、
そんなことがございました。ですからかなり皆さん
それぞれこういう都市景観についての関心がある
のかなというふうに我々も感じているところでご
ざいます。
今後はこういうようなフォーラムを通じながら、
また先ほど申し上げました都市景観マスタープラ
ン、さらには前進していくには都市景観条例という
ものを策定していかなければなりませんので、皆さ
んの御意見等を聞きながら策定に当たっていきた
いと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思
います。
以上がこれまでやられてきたようなご報告でご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。
≪司会≫
どうもありがとうございました。

それでは、フォーラムに入るわけでございますけ
れども、今回も村山さんにまた写真を撮ってきてい
ただきました。どうでしょうか。最初に見ながら始
めてよろしいでしょうか。
≪村山≫
先ほど御紹介がありましたように、本多さんは芸
術的な分野で活躍の方でいらっしゃいますし、それ
から渡邉さんは都市計画のコンサルタントを主た
る業務とされている方ですので、このフォーラムを
進めていく上ではもうお二方で十分なのだと思う
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のですけれども、景観というのは視覚的なところも
ありますし、視覚にあらわれる以前の問題もいろい
ろあるかと思いますので、このフォーラムをお受け
するときに、私が最も得意とするということと、口
はばったいのですが、やはり写真か動く映像で今の
福生の町並みというものを一緒に、共通に把握して
いただく必要があるのではないかなというふうに
思いまして、それで写真を何十枚か撮ることを計画
しました。
それでこのフォーラムというのは継続すること
がとても大事ではないかなというふうに思ってお
りましたので、データを見ましたら、去年の１０月
６日と７日に２日間かけて撮影をしました。それで
今回はもう付け焼き刃で、きのうまで私、岐阜県の
白川村の方に出かけておりましたので、けさ少し早
起きをいたしまして、この１年間で福生市内で視覚
的にどんなふうに変化が生じたのかなということ
でいろいろ伺いましたら、何箇所か具体的な変化が
あらわれておりますので、それらも含めて、去年の
写真と同じものがかなりあるわけですけれども、そ
れを皆さんと一緒にごらんいただきながら、それぞ
れのお立場で自由に御意見をおっしゃっていただ
ければよろしいのではないかなというふうに思っ
ております。
去年の最初のときは、私が、私どもの方であまり
はっきりとした意見を申し上げてしまいますと、そ
れだけでフォーラム全体を誘導するようなことに
なりかねませんので、なるべく意見を申し上げずに、
写真そのものを皆さんにごらんいただいて、どんな
ふうに感じられるかということを大事にしたいと
いうふうに思いました。
しかし、きょうは本格的な２回目ということにな
りますので、この写真を撮ったねらいみたいなもの
が実はありまして、そういうものを含めて皆さんに
ぜひ活発に御意見をいただきませんと、せっかく貴
重なお時間をいただいているわけですので、どうぞ
御遠慮なさらずにいつでも御意見をおっしゃって
いただきたいと思います。
それでは始めさせていただきます。
まちの景観というのは、きょうはタイトルは「都
市景観」となっていますが、私は「都市」というよ
りは、もっと自然というものを積極的にこのまちの
中に取り入れていこうという傾向があるような気
がするのです。
なぜかと申しますと、１回目にお集まりいただい
た２０数名の方々にアンケートを取りました。御意
見も伺いましたら、「一番好きな福生の場所はどこ
ですか」との質問に、多摩川沿いの景観が大好きだ
とおっしゃる方が圧倒的に多かったのです。つまり
ビルの中の界隈性みたいなものを求める方よりも
やはり自然、水や緑とたわむれる、ああいう景観を
好む方がとても多いのだなと思います。そういう意
味では疲れている方がいらっしゃるのかなとも思
ったり、世代の違いなのかなとも思ったりして、い
ろいろ考えさせられることがあったわけです。
とりあえず「都市景観」というタイトルがついて
いますから、ここで進めさせていただきますが、こ

れまでは役所任せだったまちづくりも、これからは
皆さんそんなことを言っていられませんから、私た
ちのまちを住みやすくするのもしないのも一人ひ
とりの市民の皆さんのかかわり方次第という新し
い時代がきております。やはりまちが輝くというこ
とはそこに住んでいる人たちが輝かなければまち
は輝かないのではないかと思います。
それから、市民と行政だけでまちづくりができる
かといえば、必ずしもそうではなくて、警察や交通
や学校や地域、コミュニティといったようなところ
が総合的に連携してきて、どの一つも外すことはで
きないと思います。
それから、具体的にはまちに掲げられている看板
だとか、それから建物を設計するデザイナーのセン
スだとか、それから建設会社の技量だとかといった
ようなものも景観に大いに影響してくるわけです
が、そうするとどんなに一つひとつのデザインがよ
くても、まちの全体の雰囲気というものを醸成して
いくためには、そこに何か一つの共通の認識という
か、そんなふうなものが必要と思います。
こんなふうなお話をしながら、市民の皆さんが本
当に参画した景観づくりのための実施組織という
ふうなものができないものだろうかという大きな
課題があると思います。
先ほどはお名前だけの御紹介になりましたが、本
多豊國さん、自己紹介をお願いいたします。

それで、私がなぜここにいるのかなというのもち
ょっと自分自身も不思議な気もするのですけれど
も、ちょうど福生というまちが、絵を書く人間から
見ますと縦が２キロ、横が４キロという非常に書き
やすい比率になっております。またコンパクトで、
わりあい神秘的な見方の仕事なものですから、きょ
う村山さんが撮っていらっしゃった写真などを見
せていただきながら、いろいろどうも視覚的に色の
問題があるか、形の問題であるとか、そういうとこ
ろでいろいろ言いたいこともたくさんありますの
で、お許しを得てきょうは言わせていただこうかな
と思っております。よろしくお願いいたします。

≪本多≫
私の仕事は絵描きでして、今、実は隣の中央図書
館で絵本の仕事もやっていますので、原画展もやっ
ていますので、ぜひついでがありましたら見てくだ
さい。普段はこういうような、要するにいわゆる日
本画なのですけれども、それをやっております。

≪Ａさん≫
南田園の一丁目の桜並木の下にいますＡです。
たまたまあそこに住むことになったのですけれ
ども、先ほどの話があったように、福生の人が一番
好きな場所ということで非常に幸せに思っていま
す。これからもそういう周りをやはり大事にしてい
きたいというふうに思います。

≪村山≫
きょう御参加いただいている方々にちょっと簡
単に自己紹介していただきたいなと、お住まいの場
所とお名前と、福生のこんなところが好きというの
をぜひ、まずこういう集まりをやるときはアイスブ
レーキングとかという英語の喩えで申しわけあり
ませんが、ようはお互いまだ顔がよくなじんでなく
て、何となくわだかまりがあったりするわけですが、
そういうようなものを取っ払うという意味でぜひ
自己紹介をしていただければありがたいと思いま
す。
恐れ入りますが、最前列の方からお願いいたしま
す。

≪Ｂさん≫
Ｂと申します。南田園三丁目に住んでおります。
五日市街道を真っ直ぐ行ってぶつかったあたり、榎
の木がありますが、そこのすぐそばです。２５年ほ
ど住んでおります。南田園三丁目の町会の活動に携
わってきました。いいところに住んでいると思って
おります。
≪小峰≫
市役所の方の都市計画を担当しております小峰
と申します。よろしくお願いいたします。
私はこの多摩川の河口口から福生の大体、そうで
すね、体育館があるところが５１キロ地点です。私
今、ライフワークで、実は去年の３月ぐらいから
はもうちょっと下流の４１キロ地点の南の、日野の
アメリカにいまして、アメリカがちょうど５０州あ
りますので、安藤広重の５３次にヒントを得まして、 方から来ていまして、生まれも育ちもそこでござい
まして、日野の新撰組という、土方さんという方が
５０州全部書いてやろうと思いまして、今４州終わ
います。そこの生まれの者でございます。日野も緑
りました。それで来月、ちょっと寒いのですけれど
が多くて、非常に自然がすばらしくあるのかなとい
も、シアトルとオハイオと２州、そのあとがミシシ
うことを私は意識しているのですが、福生もこれに
ッピィということでやっております。とにかく墨絵
負けないように、また緑を大きくするように努力し
が中心でそれに色をつけるというふうな仕事をや
てまいりますので、よろしくお願いいたします。
らせていただいております。仕事はそういうことで
す。
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≪村山≫
小峰さんのようにきょうは役所の方も自由に御
発言いただけます。去年はもう口にテープを張って、
何か言われても、本当は言い返したい場面がたくさ
んあったのだろうと思いますが、きょうはそういう
制限はありませんので、どうぞ自由に御発言になっ
てください。
≪関塚≫
市役所の都市計画課からまいりました。きょう始
めて来たのですけれども、私も福生の緑は好きでし
て、小さい頃からよく遊びに来ていました。住まい
は青梅です。きょうはよろしくお願いいたします。
≪村山≫
ありがとうございました。若い方でも緑がお好き
だと聞いて安心しました。
≪山崎≫
私は市役所の教育委員会におります山崎と申し
ます。
先ほど都市計画課長が申したように、プロジェク
トの関係でメンバーをやっております。その関係で
きょうはこちらの分科会に参加させていただきま
した。
住んでいるところは、実は福生ではございません
で、日の出町という山の中でございます。ただ２０
数年間福生市に通いながら常々思うのは、多摩川か
ら見た福生市というのは非常にきれいだなと思い
ます。中から見てもきれいなのですけれども、あき
る野市の方から見ると、河岸段丘が帯状になってい
ます。そして一番下に川があって、土手沿いに緑が
あって、また市街地があって、また緑があってとい
う、そういう縞模様がよくわかるのですね。それか
ら私はバスの中でいつも思うのは、永田橋から見た
ところの、入ってきてずっといったところ、桜の木
の川沿いの風景がおもしろいのかなと思います。そ
れとあと個人的な趣味ですけれども、第２ゲートか
ら福生駅に行く道の、途中に三叉路がありまして、
右へ曲がりながらカーブしていく、下がっていく道
があるのですね。そこの景観がおもしろいなと、カ
ーブして、しかも下がっていて、しかも建物がなに
か妙に雰囲気があるなというところがありまして、
なんかちょっとしゃれた雰囲気の町並みになるよ
うなところで、私はいつもそういうふうに思ってい
ます。
≪渡辺（職員）≫
渡辺と申します。同じく都市計画課で、今は建築
担当で仕事をしております。
好きなところは、福生はなかなかいいところがた
くさんあるので好きなのですけれども、やはり何と
いっても開放的なところですね。それは何かという
と、横田基地の開放感、それから多摩川の開放感、
開放感はどちらかというと、さっき山崎が言いまし
たように、河岸段丘に沿ってのスカイライン、あの

形が好きですね。それから縦のラインでは、福生の
駅から下りてきて、マルミのところから斜めに入っ
ていく道がありますね。団子屋さんの成木屋さんの
あるところ、あそこの雰囲気が好きです。それから
１６号の町並みも好きです。それが１６号へ福生と
か牛浜からそういうふうな、さっき言いましたけれ
ども、成木屋さんのああいうふうなものがあればい
いなと、縦の道ですね。そういう道があればいいな
と思うのですけれども、なかなかまだ見つけるには
至っておりません。それからもう一つ付け加えたら、
拝島の駅のところの玉川上水、さっき皆さんがご覧
になった、この表紙に出ている、日光橋公園のあの
雰囲気は好きなものの一つです。よろしくお願いい
たします。
≪Ｃさん≫
福生駅と牛浜駅の間ぐらいに住んでおりますＣ
と申します。
東福保育園の近くなのですけれども、好きな場所
は、皆さんがおっしゃったように多摩川沿い、あと
仕事で東福保育園に行きますので、その前に栗林が
あるのですけれども、原ケ谷戸緑地、あの辺では外
人森と呼んでいるのですが、そこで子供たちがいろ
いろな散策をしているのですけれども、園庭が狭い
ものですから、その緑が、毎日見ていてもとても好
きです。きょうは初めてなので何もわかりませんけ
れども、よろしくお願いいたします。
≪Ｄさん≫
私、福生病院の近くに住んでおりますＤです。
私は犬の散歩でよく歩き回るのですけれども、か
に坂の方の町内ですので、神明社のところからずっ
と下りまして、かに坂の方からずっと遊歩道という
のでしょうかね、あの辺がとても好きで、よく散歩
します。
たまたま仕事が、老人クラブの方の仕事をしてお
ります関係で、年に４〜５回中央公園の自由広場を
利用させていただいて、いろいろな催し物に、スポ
ーツ大会なんかするのですけれども、あの辺の景色
も本当にいいなといつも思っているのです。ただ行
政側の手入れがよく行き届いているのでしょうか、
芝生もきれいに刈られていますし、それから木の手
入れなんかもできているので、あそこでゲートボー
ルですとかグランドゴルフですとかペタンクです
とかの大会をしますときに、本当に目が休まります
ね。それで町会の方の行事として春と秋に必ずスポ
ーツ大会のバーベキュー的なものをやるのですけ
れども、かまどのところから下に広がっているあの
景色も好きなのですね。
きょうはいろいろな面でお勉強になるかなと思
ってこのイベントの方に参加させていただきまし
た。どうぞよろしくお願いいたします。
≪司会≫
先ほど申し遅れまして、本日の司会進行を仰せつ
かっております、市役所秘書広報課の福島でござい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
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名前だけですので、渡邉さん、自己紹介をお願いし
私は、以前飲み屋さんがいっぱいあったところが
好きなのですけれども（笑い）、最近は中央図書館、 ます。
文化の森と呼んでいるのですけれども、あの辺の雰
≪渡邉≫
囲気というのはすてきだなと常日ごろから思って
南田園２丁目に住んでおります渡邉といいます。
おります。
仕事は都市計画のコンサルタントをやっている
のですけれども、ほとんど夜は福生にいなくて、余
≪荒井≫
りよろしくないということで、去年ぐらいまで、い
先程からお話させていただいておりますけれど
つごろだったですかね、基本構想の審議会のメンバ
も、都市計画課長の荒井と申します。よろしくお願
ーを公募しているというので、たまには地元に役立
いいたします。
たないかというのでそれにエントリーしまして、そ
青梅の方に住まわせていただいているわけです
れから福生市との本当に住民としての付き合いが
けれども、私はどういうわけだか建設の関係で都市
始まりました。
計画関係が長くて、いろいろ聞かれるわけなのです
先ほどから河岸段丘のお話が出ているのですけ
けれど、私の方がいいところと言いますといろいろ
れども、私は崖下に住んでおりまして、一番幸せな
語弊があるかと思うのですが、平成９年ですかね、
のは、お休みの朝に鳥の声で目が覚めるというのは
朝日新聞で玉川上水を、ちょっとはっきりしないの
非常に幸せだなと思っています。
ですが、８月２０日から９月２０日にかけて玉川上
秋になると枯れ葉のシーズンで、道路一面葉っぱ
水を連載されたのですね。そんなことがありまして、
になるのですけれども、住民としては一生懸命掃い
その当時この委員会でこんなふうにＰＲ、その部分
てきれいにしたいと思うのですが、うちの女房なん
だけ焼いて配ったことがあるのですけれども、私は
唯一玉川上水の、玉川の基本軸になっているような、 かは「どうせ市役所の車がきてがっとはいてくれる
からいいのよ」と言うのですけれども、「おまえ、
そういう部分が全体的に、個人的にはすごく好まし
そうじゃないだろう」と言って、まず家庭の中から
く思っております。今後ともひとつよろしくお願い
参加型のまちづくりをしなければいけないという
いたします。
ところが実は一番正直なところでございます。
それから、今ちょっと申しました都市景観という
≪Ｅさん≫
と、やはり見る方は結構多いのですけれども、例え
羽村市のＥと申しますけれども、まちづくりフォ
ば鳥の声だとか、風で木がさわさわさわというその
ーラムということで、みんなで話し合うという機会
音というのですか、サウンドスケープと専門では言
が福生にあるということで参加させてもらって、前
うのですけれども、そういった都市の中の音をどう
回７月に参加させてもらって、今回も来たのですけ
つくっていくか、どうそれをみんなで共有していく
れども、好きなところというのは、やはりさっきお
かというのもおもしろいことだと思うので、そうい
話が出た河岸段丘がありまして、やはり羽村から福
ったことにも気配りして、新しいまちができればな
生にかけてずっと河岸段丘があるのですけれども、
というふうに思っております。
そういったものを残していきたいなと思います。そ
れと個人的には先ほどおっしゃった市の図書館が
≪村山≫
ありますね。あそこの雰囲気は好きです。
景観というと視覚的なことばかりが中心になり
がちなのですけれども、今の御意見、非常に重要だ
≪鳥越≫
と私は思います。玉川上水というのはとてもきれい
私も市の仕事をさせていただいております。今は
なのですけれども、水が静かに流れ過ぎていてちょ
公園緑化係というところです。
っとつまらないなと。けさちょっと家の前の道路を
都市景観につきましてから福生はとても好きで
掃除していましたら、水がさらさら流れる音がする
す。それぞれ味がありますし、なんか東京で変な異
わけですね。あれどこかなと思ったら、下水の水が
国情緒があったり、それから解放感もあったり緑も
流れる音が聞こえていました。できれば玉川上水に
あったりということで、千差万別のまとまりのない
少し段をつくって、ジャーっと流れるようなところ
まちだなという感じがしますけれども、それがある
があるととてもいいのではないかなと、そういう小
種すごく気にいっております。
さな滝でも水が生き返る、そこで空気が混ざって水
子供のころから比べますとかなり変わってきま
が生き返る、浄化されるとかという話も聞きました
したから、少しずつよくなっているのか悪くなって
けれども、そんなふうなことをちょっと今朝感じた
いるのか自分でもよくわかりませんけれども、仕事
ところなのです。
をする中では、公園が７０公園もありますし、少し
私は映画のカメラマンという職業を経て、世界中
でもいい、やさしいまちというか、目にやさしいと
飛び回りたいというのが私の夢だったのですけれ
いうか、住んで気持ちがいい、そういうようなこと
ども、本当にそんな夢が実現いたしまして、取材を
で仕事をしております。
した国が６０カ国ぐらいになりまして、今ごらんい
ただいている写真は、２０００年だったですね。北
≪村山≫
京で中国最初の科学技術の大きな国際映画祭があ
残るのは渡邉さんと私なのですけれども、渡邉さ
りました。それの審査員を仰せつかりまして中国に
んからは個人の情報でいただいてなかったので、お
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行ったのですけれども、そのときに撮りました。
今も映像等にかかわる仕事をさせていただいて
おりますが、取り上げるテーマというのは千差万別
でございまして、そのうちの一つにやはり時代を反
映して環境というのがありまして、そんなこともあ
りまして市の方からお声をかけていただいたわけ
です。
さて、変わる福生なのですけれども、１年間の行
政でどのぐらい、何の変化もないのではないかなと、
大変失礼ながらと思って、福生を改めて見直してみ
たのですが、なにか都市景観ですから、視覚だけに
とらわれないようにしていただきたいと思います
が、写真を使ってまた改めて福生市内を散歩してみ
たいというふうに思いますが、皆さんがどんなふう
に感じられるかというのを大事にしていきたいと
思います。
これは福生の、よくラジオの渋滞情報があります
ね。拝島の駅の１６号のところがいつも混んでいる。
それから１６号と五日市街道の合流点、その辺のと
ころも渋滞がひどいということですけれども、本多
さん、渡邉さん、また何か御専門として感じられる
ところがありましたらおっしゃっていただけたら
と思います。
拝島の駅の構内というのは相当広いなといつも
私は思っているのですね。五日市線の熊川の駅がカ
ーブに差しかかったところにあるものですから、複
線化する上で非常に限界があるということで、五日
市線が伸びてあきる野市の方に行くわけですけれ
ども、あきる野市の方からぜひ複線化してほしいと
いった強い要望があるそうです。複線化されればも
ちろん地元の福生も便利になるわけですけれども、
なんかちょっと私が個人的に感じたアイディアは、
拝島駅の一番北側ですね。つまり１６号と立体交差
になっているところ、あの辺を開発したらどうかな
と、立派な拝島駅の正面玄関をここへつくったらど
うかと。拝島駅の東口も西口ももう狭くて、狭くて
どうにもならない状況で、そんなことを感じている
のですが、もし何かどうぞ、一通り話が進んだらな
どといわずに、感じられることがありましたら何で
もおっしゃってください。

区ということなのだそうです。しかしなんかそれに
しては、ここに住んでおられる方がいらしたら申し
わけないのですが、もっと緑豊かなスペースを持っ
た住環境というのはつくれないのかなと思うので
すけれども、少しごちゃごちゃしているような私は
印象を受けるのですけれども、どうでしょう。
それだけならまだよろしいのですけれども、あと
でちょっと問題がありますので、それはここのとこ
ろを見ていただきたいのですが、この道路ですね、
この細い道路。これが１６号のバイパス的な役割を
していまして、静かな住環境の住宅街にいつも車が、
特に土曜日、日曜日になると、この武蔵野橋が混む
ものですから、それを知っている人たちがみんなこ
っちへ入ってくる。こういう問題をどう解決したら
いいかというのは、行政の皆さんもそうでしょうが、
一市民レベルではどうにもならないことではない
かなという、警察の方なんかに訴えたって、つまり
最高の住環境をつくらなければいけないのに、騒音
と排気ガスをまき散らす。私も車を運転しますから、
そんなに人のことを言えないのですけれども、やは
り何か規制というふうなものをうまく活用しない
とまずいのではないかなというふうに思うのです
けれども、どうでしょう。もういきなり肝心なこと
を言い出しているのですけれども。
≪渡邉≫
国道１６号は拡幅工事という道路の幅を広げる
工事がちょうどここで始まったところなのです。多
摩工業高校の前当たりからずっと片側１車線にな
っているのですね。あれが今度片側３車線ぐらいに
なるのかな。なんかかなり広がっていい道になるら
しいのですけれども、そういう意味では本来１６号
を走らなければいけない車がこっちに入ってきた
というのが、そこが問題なのですけれども、今度１
６号がきちんと整備されて、道をしかるべく通って
くれると少し中の方もすいてくれるのかなという
気はしますね。

≪村山≫
それから、この建物、申し訳ありませんが、もち
ろん目立つためのお仕事ですから、お店も十分目立
つようになっているのですけれども、こういう色使
≪渡邉≫
いとか、そういうふうなことについては、もうちょ
拝島駅というのは福生市と隣の昭島市とちょう
っと何かしなければいけないのではないかな、景観
どまたがっているところなので、なかなか難しいみ
の統一というと日本はとにかく自由ですから、規制
たいですね。
されるようなことを言うと反発されるかもしれま
せんけれども、話し合いをして色使いというものを、
≪村山≫
外に対して色使いというものは、なにかちょっと標
そのようですね。この写真の上でいえば、境界は
この辺なのではないですか。そんな感じがあります。 準がないといけないのではないかなという気がす
るのですけれども、これは私が見て思うだけですけ
これが福生の典型的な、大体２階建ての家が一面
れども、いかがでしょうか。
に並ぶ武蔵野町会で、これは１６号のすぐわきに建
ここで、きょう配られました印刷物を参考に、５
っております大きなマンションの屋上から撮影し
たものです。この住宅がつくり出す景観というのは、 カ所紹介させていただきます。「福生景観・彫刻マ
ップ」その表紙に使われているのが日光橋公園から
皆さんごらんになってどんな風に感じられますか。
みずくらいど公園を結ぶ玉川上水沿いの散歩道な
もっとたくさん緑があってもいいのではないかな
と思うのですが、つまり第１種住居専用地域という、 のですけれども、これは私が一番好きな道です。こ
れが日光橋公園です。こんなふうに、これがその散
用途地域でいえば最も住みよい環境を醸成する地
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しゃったような形になっていくのではと思います。

歩道なのですけれども、僕はいつも通勤のときも天
気がいいときは使っているのですが、木の枝が枯れ
て落ちていたりしているわけです。実はこれは渡辺
さんのデザインしていた、計画なさったのですけれ
ども、お話を伺いたいなと思って、ここは土なので
すね。とてももちろん歩き心地はいいのですけれど
も、周りに落ちている材木をチップにして、ここに
チップを敷いたらどんなことになるのかなという
ふうに。雨が降った翌日はぬかるんだりして、歩く
のに困ることがあります。

≪村山≫
ちなみに、鍋二町会の組長懇親会というのがあり
まして、そのときはここを使わせていただいていま
す。そのかわり終わりましたらみんなでお掃除をし
て、使い始めたとき以上にきれいにしてお返しする
ということで。
さて、景観という面では相当問題になりそうな部
分が出てきました。この踏み切りの色使いとかとい
うのはちょっと考えていただいた方がいいのでは
ないかと思います。
≪渡辺（職員）≫
それからまさにこの騒音ですね。もうそばにいた
これは土のように見えるのですけれども、これは
ら耐えられないと思うような、近所で大きな音で警
土壌改良材といいまして特殊な薬液を混ぜて、現場
報機が鳴ります。西武線の踏み切りを調べてみまし
で２０センチぐらい攪拌をして、それで転圧をした
たらば、音の質、それから回数が全然違います。西
という形になっています。それでこの全部ではなく
武線の方がやさしくできている。ああいうのはやは
て、それと並行した八高線側についてはチップの鋪
りＪＲの人に聞いていただいて、そういういいとこ
装にしてあります。チップの鋪装は流れ出してしま
ろはどんどん真似をしていただかないといけない
うという危険性がありますので、玉川上水は飲み水
のではないかと思います。
ですよね。そうなってくると、東京都との話し合い
それから、これは玉川上水のところにかかってい
の中では、明確な土どめでもつけない限りチップを
る青梅線のガードですけれども、私が思いますには、
入れることは今の状況ではできないということで
横田基地の騒音よりもこの周辺のガードの出す音
すね。もし荒れてきたということになるならば、１
の方が大きいのではないかと思って騒音の調査を
０年程度経っていますから、もう１回土壌改良材を
しました。１１０デシベルでしたね。しかしこの調
混ぜてつくった土を上に乗せるような形で、上乗せ
査をしたのは１年前ですが、そのときは、少し専門
していくような形で整備するしかないかなと思い
ます。ただチップでやっていくのはいいと思います。 的になるかもしれませんが、１０３系という古いタ
イプの電車ががんがん走っていたときです。ところ
ここは単なる雑木林ですね。雑木林とあるのは里
がＪＲはことしの３月いっぱいで古いタイプの電
のものですね。雑木林は人間の力がない限り育たな
車は全部廃止しました。それで今は２００系という
いものなのです。原生林ではなく雑木林です。雑木
電車が走っています。これは比較的静かですね。電
林というのは適当に育てたらそれをもとから切っ
車の車両の重さが違うそうです。それから経済性が
て、薪に使ってというサイクルというか、そうする
違うそうです。
とある年代で切った木はまたそこから出てくるの
私、自分の家がこれなものですから、家の周りを
です。ですから倒してしまうわけではないのです。
きれいにしてもらいたいから言うのではないので
それは人と自然との接点でうまくこういうものを
すけれども、このポールの多さを皆さん見てくださ
利用してということで考えると、ある一定の時期に
い。本当になぜこんなにポールが必要なのか、ミラ
切るとまた同じものが生えてくる、それをうまい具
ーはこういうふうにわかるようにはなっているの
合にやっていくと生活の中で十分利用できるとい
ですけれども、これを支えているポールはこんな色
う、昔の人が考えたのですね。それが萌芽更新と言
が必要なのかなと思います。ともかくこれは何とか
われているものです。
行政と市民と一緒になって、写真の散歩ではなくて、
本当に実際歩いて、このポールがいるのかいらない
≪村山≫
のかというのは、皆さんでこれだけやるだけでも景
僕は利用していて思うのですが、ここをお掃除を
観というのは大分改善されるのではないかと思う
する、協力を呼びかけるような日というのがあって
のですけれども。
もいいのではないかと思うのですね。というのは、
これが八高線のガードです。これが将来拡幅され
使うだけというので、中でそれこそ犬の散歩でふん
るという計画があるそうですけれども、ここは非常
を置きっぱなしにしてしまうとか、なんかちょっと
に問題があるなと思います。
本当に有料にでもしたいなという、した方がいいの
今度は東福生の方にきました。この１６号につい
ではないかとも思ったりするのですが。
ては警察の駐車取り締まりと地元の商店街との非
常にいろいろトラブルがあるという話を聞いてい
≪渡辺（職員）≫
るのですけれども、私は極端な意見かもしれません
有料化するのはいいのですけれども、行政ではな
が、ここは全部駐車可能にしてあげた方がいいと思
るべく地域の方に利用していただこうというとこ
うのですが、どうでしょうか。
ろを強く出した方がという気もするのですね。小さ
い公園については町会の方に花を植えていただく
≪渡邉≫
とかして、その分お祭にも使っていただこうという
もともと道路というのは、車の通行の用に供する
ところがありますので、もう一歩進めば多分、おっ
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が構わず、とにかく注意を引きつけるという、だか
らこの色というのはほとんど自然の中には珍しい、
花でもありますけれども、花の黄色はもう少し違う
のですね。だからこれは多分、非常に茶色に深い黄
色なので、それでそろえてすることによって、本来
は紫の濃いのにしたいのでしょうけれども、補色で
すから、黒に多分して、目に入る、補色によって違
ってきますのでね。そういうことで多分だれかが考
えたのでしょう。
だけどこれは極めて押しつけがましいというか、
例えば車のドライバーに対しても、警察行政のなに
か、あるいはＪＲもそうなのですけれども、子供扱
いしたやり方だと僕は思います。だからもう少し大
人のセンスというのか、そういう視点で見るとこれ
は使わないのではないかと思います。僕はアメリカ
に大分行っていますけれども、余り見ないですよね、
こういうのは。

とか道路法に書かれていて、要するに道路に車を止
めるということは余り許されてなかったのですけ
れども、最近の傾向として、都心なんかそうなので
すけれども、パーキングメーターをつけて車を止め
られるとか、そういうふうに道の使い方が大分変わ
ってきているので、今、村山さんがおっしゃったよ
うにもう１６号の外側というか、左側の商店街の方
は１車線分はもうパーキングにしてしまいますよ
とか、それでただ止めてもらうのではなくて、やは
りパーキングメーターをつけて、お金を取って、そ
れを何かうまく使うとか、そんな考えというのはあ
るのですね。
≪村山≫
非常にこれが日本の一角かと思うような、そうい
うふうなお店がたくさんありまして、結構週末は若
い人たちを魅きつけて集まってきているようです
ね。
≪本多≫
これ（産業道路）は村山さんにぜひここのところ
を撮ってほしいというのでお願いしたものです。と
いいますのは、さっきからお話が出ていますけれど
も、これも乱暴な言い方をしますと、やはり車の方
にウエートが置かれていて、まちということ、そこ
に住んでいる人間の方ではなくて、そこを通過して
いく車であったり、全部その問題だと思うのです。
ポールの問題も。
この場合、ごらんになってわかりますように、も
ともとはこっちの幅だったのですよ、道が。広かっ
たのを縮めたのですよね。縮めてしまうというのは
ちょっと乱暴だなと。あの工事のために縮めている
のかもしれないのですけれども、やはり歩道をむし
ろ広げるみたいな、電柱もむしろ、もしか僕なんか
車に乗りませんからガンガン言うのですけれども、
ちゃんと車道の方に車をつけてもらいたいし、それ
からあのガードレールだってあの向きね、あれはい
ろいろ事故の問題があるから力学的にあるのでし
ょうけれども、歩いている方は裏道を歩いているみ
たいになってしまう。
それから、黄色が目立ちますよね。さっきのシャ
ッターもそうですし、それから電車のやつもそうな
のだけれども、あれはやはり色彩をするときは一番
目立つようにすると、自然の中に余りないもので、
目につくようにやっていると。
≪渡邉≫
警察の規制標識を見ますとすべて黄色標識です
ね。黄色と黒のゼブラとかね。
≪本多≫
だからもう絶対に見逃さないよということなの
でしょうか。だけど僕が思うのは、これはほとんど
都市景観という点からいうととんでもない話であ
って、もうこれがある限り景観は全部変わりますよ。
景観そのものに対するアンチテーゼですから、要す
るに町並みがどうだろうが、どんなにきれいだろう
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≪渡邉≫
黄色は警戒色というか、注意を促すのだけれども、
だれに対して注意を促しているのかなと、車はまさ
か柱にぶつかることはないだろうなと、恐らく。
≪本多≫
結局ある意味でいうと、景観の中に溶けないよう
に設計がして、アンチテーゼというのは景観の中に
溶けないような色なのですよ。だから景観の中に溶
けてしまう、例えば極端な話、あれがグリーンだと
後ろのグリーンに溶けてしまう。だから存在を示せ
ない。
だからやはりこの色と、特にゼブラ模様のやつを
見ると、皆さんもう慣れてしまっているからあれか
もしれないけれども、どきどきしますよね。だから
田舎の、ローカルの方に行くと余りないですね。
アメリカの話で恐縮ですけれども、ずっと走って
いて、工事中のところはピンクなのですよ、これが。
きれいな柔らかいピンク。ホワイトローズ。その三
角が立っているのですけれども、上に、何と言った
らいいのでしょうか、お姫様みたいなのをつけてい
るのですね。旗みたいなのをつけて、かわいいので
すよ、すごく。だからこの色に関しては僕はちょっ
と注文をつけたいな。
≪渡邉≫
この色は工事エリア内の色ですから、多分現場監
督さん、あるいは警察の指示で黄色くするというと
ころまでは、多分そこまでは行政指導してないと思
うのですね。ですから現場サイドで何にしようとな
ったときに、黄色というものが使われたのかなと思
うのですけれども。
≪本多≫
色彩に関しては非常に日本では無頓着で、例えば
さっきも言った武蔵野町会のあれを見てもわかる
ようにみんなばらばらで、ああいうふうになってし
まうことが、それぞれがもう少しまちの中での我が
家であったり、色彩的なものにもう少し関心を払っ

てもらいたいなと僕は思いますけれどもね。
≪渡邉≫
自分は設計をやっていますが、設計の中でイメー
ジアップという経費をみるところがあるのですけ
れども、都内なんかにいきますと全部花柄のマーク
で囲ってしまったりというようなところがひとつ
ありますけれども、黄色は確かに景観の話からすれ
ば、いまいわれたようなものが手法とすればあるの
ですけれども、ですからここの現場は長いですけれ
ども、こういうのはやはりきっちりやっておかない
といけないというのはあるのではないでしょうか。
黄色というのは、自分は以前防災の方の仕事をし
ていましたけれども、交通安全の方なのですけれど
も、あれがもし黄色でなければかなり突っ込みます
ね。死亡事故は起きると思います。例えば目の前に
看板があって突っ込むドライバーの人というのは、
錯覚で結構あるので、ある種注意を促すような形、
景観の問題と相反する論点としても認識しなけれ
ばいけない。
最近はやはり必ず、おっしゃるとおり赤とかピン
クとかブルーなんかは製品として出てきましたの
で、あれはですから交通安全の、さっき言ったよう
に死亡事故の部分でガードする部分の色と違いま
すから、どういうふうな形で使うかという手はやは
りあると思います。少しずつ現場もやさしくなるか
なという感じはあるのではないかなと思います。そ
ういう意識がまず初めに、景観的な部分がなかなか
行き届いてないというのは、そういう話はまだしま
せんからね。どうやってつくろうか、どうやって安
全確保しようかと、この２点が大体現場の主流です
ので、そういう面では工事の設計に関しては参考に
しています。
≪村山≫
今度海外取材に行きましたらば、海外の工事現場
はどんなふうになっているか、写真を撮ってきたい
と思います。
そういうのを一つ取り上げても、本当に何分あっ
ても時間が足りないのですけれども、これは産業道
路の南です。正面はガソリンスタンド、わりと景観
に配慮した計画道路が進んでいるのかなという感
じです。
いよいよ核心に触れてまいりました。福生駅の東
口の正面です。今ちょっと何か工事をしているよう
です。それから西口です。電線の地中化が終わりま
した西口です。実はここにまた一つ大きな計画が進
んでおりまして、今の現状は東口の駅前というのは
こんな感じで、１０００台駐車できるような駐輪場
ということで、便利なのですけれども、ちょっと目
にはやさしくないなという感じですね。こうやって
見るときれいというか、何というのでしょうか、も
う目立ちたがりやがたくさん集まっていて結局ど
れも目立たないのではないかというようなガチャ
ガチャなのですね。これも夜になりますとこの電線
が全部見えなくなって、ネオンだけが見えてきます
ので、それなりの雰囲気があるというふうに思うの

ですけれども。
ここの踏み切りは大変歩きやすくなりましたね。
ただ渡った途端に狭い道になりますから。
これ（新西友の完成予想図）はお断りして写真を
撮影させてもらいました。このパースの一番左側が
福生の駅です。駅の改札口は２階のレベルになって
いるわけですが、そこからずっと同じ高さでこの歩
道が伸びるそうです。ペデストリアンデッキ、この
同じ高さでずっと歩道がつながりますので、非常に
便利になるのです。その便利というのは何かという
と、上がったり下りたりしないのはもちろんなので
すが、車を気にしないで歩けるということです。
それから、これが柳通りです。柳通りを越えて駐
車場までつながる、今は平面の駐車場があって、こ
れも工事が始まりました。
それで市民の皆さんにとって耳寄りなニュース
というのは、先ほど見えました１０００台止まる駐
輪場、あの駐輪場のスペースをこの建物の地下に全
部入れるそうです。その駐輪場、それからペデスト
リアンデッキ、これは僕は画期的なことではないか
と思うのです。デッキによってお客さんが集まると
いうこともあるのでしょうけれども、私はこれは非
常に評価すべき大英断だと考えます。事業主と行政
が協力しあった、民活による都市づくりという点で
非常に福生において注目すべき事業ではないかと
いうふうに思われます。これがきれいな景観をつく
り出すひとつの起爆剤になる可能性があると思い
ます。
聞いた話によりますと、屋上は都の指示によって
緑化すると、都市はヒートアイランドということで
いろいろ、温暖化の原因になると言われていますが、
そんなもろもろ話題が集中しています。ぜひ皆さん
も関心を持ってその推移を見守っていただきたい
と思います。
≪荒井≫
ちょっとその件について補足させていただきま
す。先ほどの地下駐輪場の問題でございますけれど
も、現在、青梅線沿いに１０００台の駐輪場がござ
います。それともう一つ、福生駅東口には第二東口
駐車場といいまして、先ほどのロータリーを出た交
差点の南側にもう１カ所、福生駅東口第２駐輪場と
いうのがあるのですが、それとあわせまして約２０
００台を地下へ駐輪場として設置します。
現在考えているところの駐輪場の運営といたし
ましては、いわゆる公設民営というような形でいこ
うと進めております。そういう形で、先ほど来民活
活用ということで、今、国の方でも大分さわがれて
いる都市再生ということで、そういうような形を、
都市再生交通拠点整備事業というのを活用させて
いただいて、おのおの国、市、それから民間の方の
それぞれが３分の１ずつの負担割合で今回進めて
いるということです。
≪村山≫
大変ありがとうございました。
全体の計画の一端だと思いますが、東口の交差点
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の空間が広くなったと。それからこれはお米屋さん
のところの交差点ですが、これはちょうどクランク
になっているものですから、小さいながら交通の難
所というところだったのですが、スムーズに曲がれ
る交差点になりました。けさ私はこの写真を撮って
きたのですけれども、近所の方に聞いたところです
と、交通は非常に流れがよくなったけれども、その
分交通量が増えたと、騒音も排気ガスも増えている
かなといいます。将来はこの前の狭い道、これが柳
通りの方からずっと伸びてきて、５０メートルぐら
いカットされますけれども、それから同じようにこ
れと交差している、多摩橋の方からきている道路な
のですけれども、これも３０メートルぐらいカット
されるということで、道は長期的には広がっていく
方向なのですけれども、それが本当に正しい選択か
どうかというのは、一度立ち止まって考える必要も
あるのではないかなというふうなところがあるの
です。
それから、これは福生の駅と牛浜の駅を結ぶ、両
サイドにちょうど同じぐらいの幅の道があるので
すが、これは結論から申し上げると、私はここは車
は通行止め、通さない方がいいのではないか、ただ
し近くに家がありますから、そこの方々の御意見を
しっかりと聞いていただいて、ここは基本的には歩
行者と自転車だけの道路、こんな細い道をどうして
車が通らなければいけないのか、いつも歩いていて
感じています。
むしろそこの幅をちょっとけずって、線路との堺
を生け垣にするとかなんとかして、少しでも騒音を
吸収するような工夫をして、歩きたくなるような歩
道にしていただけないかと強く私は感じるのです
けれども、いかがでしょうか。
≪本多≫
ここはわりあいよく使うのです。ここはちょっと
直ったような感じがしますけれども、こんなだった
のですよ、道が。線路の方からこっちの家の方まで
非常に歩きづらいけれども、まあまあ車の通りも少
なかったのですけれども、牛浜方面に行くにはちょ
うどよかったのです。
≪村山≫
それから、牛浜駅なのですけれども、確かにこれ
で支障はないかもわかりませんけれども、公共的な
施設というもののデザインをもう根本的に見直し
た方がいいのではないかなという気がします。その
象徴は後で述べます。
これはあのときにちょっと説明しましたけれど
も、看板は電車のお客さん向けのものですから、外
から見ると看板は裏側になります。
それから、一中の通学路のわきの駐車場、ここは
今まで一中通りは問題がありました。全面解決では
ないかもしれませんけれども、今は拡幅をしている
と、そのために老木の桜が何本か切られてしまった
ということはありますが、前よりか危険が大分抑え
られました。ここをよく見ましたら、その桜をちゃ
んと生かしているというふうな感じを受けました。
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それから、山王橋という、御存知でしょうか。こ
こも歩車分離で大分安全になりました。そういうこ
とで、交通の要所なのですけれども、大部改善され
ました。
これが私たちの誇るべき福生市の市役所です。質
実剛健といえばそういうことかもしれませんけれ
ども、ただもっと象徴的なデザインでつくり直すな
らつくり直した方が、デザインを誇れるような建物
にしていったら、それは決して贅沢ではないのです。
もうそういう時代は過ぎたのです。
このように今は圏央道につながる道になりまし
たから、通過交通量が相当多いのではないかと思い
ます。そうするとそういう道に歩道があることの意
味がどれだけあるのかなというふうな疑問も感じ
ます。
多摩川は護岸工事というのは確かにしっかりと
行われているようですけれども、さっきかに坂公園
の話が出たのですが、これなんかも防災上は確かに
盤石という感じがしますけれども、景観という面で
は非常に不満足です。
それから、先ほど本多さんもおっしゃいましたけ
れども、都市づくり、道路づくりは車の道づくりに
なっていて、歩行者が忘れられてしまっているのだ
と感じます。
それに引き換え西口は大変改善されました。ただ
し、１６号と共通の問題があります。駐車問題です
ね。私はここも極端にいえば１車線は駐車を全面許
可にしていただいたらだめでしょうか。駐車すると
どういう問題が出てくるか。
それから、銀座通りは車が１台入るだけの幅を通
って、あとは歩行者用となったわけですけれども、
これもできることならばゆっくり散歩しながらシ
ョッピングができるような感じの方がいいのでは
ないかなと、ここに車を通す意味がどういうところ
にあるのかなといつも実は通りながら感じていま
す。どうでしょうか。電線もたくさん気になります
し。それに引き換え西口は、前にもお話しましたけ
れども、この何気ない三角帽子の塔ですが、このき
れいな景観を一層引き締めている効果があると思
います。という意味で、私は福生駅のデザインとい
うものも将来はまた考えていかなければならない
と思います。
ということで、私の独断と偏見で感じることを無
茶苦茶に申し上げてしまいましたが、もう一度今回
のフォーラムの総括編ということで、都市景観フォ
ーラムの現状、それから主役は、役所の方と同じレ
ベルで市民が主役であるとか、こういうことで再確
認をしていただきたいと思います。
それでは、残り２０分弱ありますので、写真を見
ていただいた御感想でもいいですし、これは触れて
ないのではないかという何か御意見がありました
ら、その辺でも。
≪Ｂさん≫
私、環境課の方がやっています福生環境市民会議
の方に出ておりまして、これと同じような議論がで
ています。私はまちづくりの方ですので、全く今の

お話、ダブっているところなのです。
この間拝島駅からリサイクルセンターの方へ向
かって歩いて、とにかく福生市の半分、熊川寄りの
方を歩いたのですけれども、まず最初に拝島駅から
歩きまして、緑道をリサイクルセンターの方へ向か
って歩いていって、こういうところだったのかと、
本当にあそこは気温が２〜３度低いのではないか
と思うような感じがするのですね。
私は福東通りの状況ばかり見ていて、ここに住ん
でいる人は大変だろうと思っていたら、あそこを通
ったら「いや、これはまた別の意味で別天地だな」
ということを非常に感じました。
私がきょうぜひ訴えたかったのは、やはり皆さん
と基本的には同じなのですけれども、まちづくりと
いうのは本当に交易、物流、道路によってつくり出
されて、私たちは本当に買い物に行くのでさえも、
例えば御老人の方が手押し車みたいなものを押し
てスーパーへ買い物に行けるだろうかということ
を考えただけでも非常に無理だろうと、大体もう歩
くのが不愉快でどうしようもないというのがまち
であって、ここで昔ながらの駅前商店街を反映させ
るなんていうのはとても無理だろうというふうに
思っています。何とか昔ながらの生活平面、安らか
な生活平面を取り戻せないかというふうに思って
おります。
さいわい、私なんかは田園地区に住んでおります
から、非常に快適な、ほとんど多摩川に沿って遊歩
道を利用すれば、３分の２ぐらいはそこを通ってど
こへでも行けるというような状況ですから、本当に
そういう意味では幸せなのですけれども、しかし一
度川を渡るということを考えますと、本当に快適に
渡れる道というのは一つもないわけで、物流道路の
わきに歩道がついていて、非常に不愉快な排気ガス
を吸いながらしか渡れない、多摩橋にしましても、
睦橋はもうなおさらのこと本当に大変だと、私たち
はもう一遍、昔はこうではなかったのはないかと、
牛浜の渡しというのがあったわけですけれども、渡
し船に乗ってさえももっと気分のいい暮らしをし
ていたのではないだろうかと、それで町内の一番古
い階層の人たちというのは、本当に渡し船で生計を
立てていたというような方も２所帯ぐらいいらっ
しゃいますね。
そういうことを考えると、やはり本当に昔ながら
の生活平面、それも川に沿っていけば自然になだら
かな生活平面が広がっているではないかと、私たち
から見れば多摩川はもちろんだけれども、向こう側
へ渡って平井川だって、あれに沿ってずっと歩いて
いけば段差のない平面を上がっていけるではない
かと、そういうなんか生活平面というのをもう一遍
考え直そうではないかと、私はちょっと強引だと思
うのですけれども、行く先々でこういう話をしてい
るのですけれども、ぜひひとつ、例えば青梅には簡
保の宿ですか、あそこに向かって遊歩道橋みたいな
ものが二つありますね。本当にすばらしいと、あん
なにすばらしくはいかないかもしれないけれども、
田園地区、多分どこでと言ったら私たちの南田園三
丁目当たりだと思うのですけれども、やはり遊歩道
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橋というか、両岸渡して、ついでに平井川の両岸も
渡すというような遊歩道橋ができれば、ずっと続い
ていった生活平面というのが再生できると、それは
遊歩道でもあると同時に、やはり買い物への道でも
あるし、お役所やいろいろなところへ、病院やそう
いうところへ共通に利用できるものでもあると思
うのですね。
今まで、大きなまちの構想というのは全部国か都
かなにかがやっていたけれども、やはりこちら側か
ら５０年先、１００年先にはこういう景観にするの
だよという、ぜひこういう景色のまちづくりをしよ
うというような、そういう地域の何か夢みたいなも
のを私たちの側から描いていくと、そういう意味で
のアイデンティティだろうし、それをみんなで支え
ていくコミュニティの合意みたいなものが必要な
のだろうと、それにはわかりやすくて、みんながこ
うしたいと、こういう景色にしたいと、こうなった
らどんなにすばらしいかと、生活がどんなに便利か
と、そういう絵を書くことはやはり今大事なのでは
ないだろうかと、そういうものをぜひ今の時期つく
り出して、身の回りで助け合っていく、物も流れて
いく社会をつくるためにはそういう生活平面の再
生というのをぜひ御一緒に考えていきたいと、それ
には川沿いの平面というのをもう一遍思い出せな
いかと、それを生かすような都市計画、グランドデ
ザインを御一緒に考えていきたいものだというふ
うに思っております。
≪村山≫
どうもありがとうございました。Ａさん、いかが
ですか。
≪Ａさん≫
今のものを見せてもらって痛感というか、これは
いけないというのはやはり車ですね。一番の人間に
対する害毒というか、極端な言い方。
もっとこれからますます高齢化して、車に乗れな
い、あるいは今乗れても乗れなくなる人もふえてく
ると思うのです。そういう人が、今の話ではないけ
れども、市内を自由に動き回れるようにするために
は、やはり公共交通というものをもっと充実して、
いわゆる自家用車を減らす方向、通過交通はこれは
ちょっとまた別に考えなければいけないかもけれ
ども。
例えばうちのところから歩いて１０００歩足ら
ずのスーパーまで車で行くわけですね。それは自転
車でも行けるし、先ほどどなたかお年寄りの手押し
車、そういうのでも行けるような、そういう環境は
やはり必要だと。
それにはやはりいろいろなものが絡んでくるわ
けですね。さっきの電柱の問題も絡んでくるわけで
す。通りにくい。当然歩道がなければ危険というこ
ともあるけれども、その歩道だって平らでなくては、
段差をなくすために所々斜めになっているのです
ね。そういったところもやはり景観として、横から
見るとこんなになっていますね。そういったことも
やはり考えなければいけないというふうに感じま

いいとか文化だとか言っているけれども、これは全
部なくしていますよね。
僕はだから歩く文化みたいなものがあって、よく
≪村山≫
狩猟民族と、それから農耕民族とかいうけれども、
羽村からお越しのＥさんでしたね。本当に隣の市
そうではなくて採取民族みたいなものがいて、拾っ
の方まで関心を持っていただいてありがたいなと
て歩くような、そういうことで言うと拾って歩くの
思うのですけれども、いかがですか。御感想は。
は散歩道があって、あそこの家の庭木がいいなとか、
この道楽しいなとか、僕らは加美平だったのですけ
≪Ｅさん≫
れども、土の道がどこもないのですよ。１カ所だけ。
今の写真を見せていただいて思うのはやはり車
そこは近道なのです。僕らは近道、近道といって、
の問題なのですね。東口に西友ができるということ
あそこは多分私道だと思うのですけれども、ところ
で、あるいは相当身近な問題だと思うのですけれど
も、それで商業を活性化したいと駐車場をつくって、 がおもしろいのは、僕はこれで絵本を書いたのです
が、あそこは通学路ではないのです。だから通って
それはそれでいいと思うのですが、それで大きいビ
はいけないのです、子供たちはみんな。ところがう
ルをつくります。それはそれでいいと思うのです。
ちの方まであそこを通って学校、一小、学校から通
ただ、それで車がくるわけですね。それは集客力、
ってくるわけです。あそこの通過時間がすごく長い
あきる野や羽村や青梅とか、そうするとやはりどう
のです、子供たちは。子供はいつもいるのです。例
しても車両が多くなって、商業的な面で活性化する
えば生け垣があって、そこでクモを眺めて、２０分、
のはいいけれども、住宅街、私たちが住んでいる住
３０分ですよね。水たまりをバチャバチャやって、
居の人はどうなるかとすごく心配で、これは羽村も
それでまた２０分、３０分、だから普通の通学路だ
そうですし、福生もそうですけれども、それは圏央
と１５分、１０分で帰ってきてしまうところが小一
道もそうですね。圏央道ができると便利になるけれ
時間かかってしまう。それは何だろうと思うと、楽
ども通過車両が増える。そのときにどう住環境を守
しいのですよ。それはまさに生活であり、我々が生
るかということで、特に拡幅ができるところはいい
きている、あるいは生かされている生活の場なので
けれども、そうではないところは多いじゃないです
すね。
か。さっきの１６号の抜け道とか、そういうところ
僕にも一つ、歩く文化というのも提案したいなと
の住宅街をどう守るかということを具体的に、早急
思っているのですが、そうするとさっきの村山さん
にみんなで参加しながら考えていけばと思います。
の家の方の横道に車が入ってしまうところも、いっ
一つは、例えばこれはアイディアですけれども、
ぱいポールがあるのも、歩く文化を、一つだけポー
住宅街には車両を規制するか、もしくは入ったとし
ても低速度、２０ｷﾛを守る。極端な話ですけれども、 ルを立てて「ここから車はだめよ」と言ってしまっ
たら、中にはほとんど立っているやつはみんな車の
そういうのをそれこそ行政と住んでいる市民と警
ためになくなってしまいますよね。
察と、皆さんと一緒に話していって、安全なまちを
そうすれば、色のそういう、今問題になっている
つくっていくことができればと思います。
のはかなり片づくと思うのです。しかしそれは非常
にある一面的な考え方で、乱暴な考え方なので、車
≪村山≫
というものをどこかで生かすところはつくらなけ
住居専用地域は、イギリスのラドバーン方式とい
ればいけない。そうでないと今度は産業そのものが
うのでは、住宅街を通る道路を通過する構造にしな
成り立たないということがあるので、通過だけでは
いのですね。つまり真ん中で立ち切ってしまうので
なくてあると思いますので、そこのところをどのよ
す。そうすると住宅街に住んでいる人以外は入れま
うにするか、都市景観という立場からいえば、かな
せんから、そうすると余計な車は入ってこない。こ
りもう強めに歩く文化ということを提案して、それ
ういう方式を考えた都市の名前をとってラドバー
を実現するのが、緑もふえましょうし、自然という
ン方式と言っている方式があります。
形で出てくるでしょうし、犬の散歩も楽になるでし
もしかしたら道は拡幅するというばかり考える
ょうし、子供たちが多少長い時間かかってもいいじ
のではなくて、縮幅というか、幅を縮めるとか、車
ゃないですか、汚して帰ってもいいじゃないですか。
の道路を廃止するとかというのも、そういうことも
もう少しコミュニケーションがとれるような、早く
含めて将来のひとつの検討すべきアイディアなの
帰りなさい、なんて言うだけでもやはりそれもコミ
ではないかと思います。
ュニケーションなのです。だから歩くというのも一
つあるのではないかなと思います。
≪本多≫
その例としまして、今思い出したのですが、オラ
今のに賛成です。最初にＥさんがおっしゃったの
ンダは自転車をとても進めています。私は実は半年
に僕は基本的にというか、全面的に賛成で、やはり
前ばかり前に福生を出まして、今は昭島にいるので
諸悪の根源はと言ったら言い過ぎかもしれないで
すが、昭島には散歩道が結構あちこちあります。そ
すけれども、これは今の時代に逆行するかもしれま
こは車が入れません。もしついでがありましたら来
せんけれども、みんな車ですよね。車の問題はかな
てみてください。駅のすぐもう、緑街道のすぐ下の
りシビアに考えないと、例えば美しさとかやさしさ
ところに、幅がどれぐらいかな。２〜３メートルぐ
とかいろいろな言葉が出ています。市の憲章でもた
らいの道がありまして、本当に横丁なのです。自転
くさん出ています、そういう言葉は。みんな自然が
した。
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ないと思います。
また、オランダの自転車の話、それから共用自転
車の御提案等がありました。また、さきほどの本多
先生から歩くという御提案、他にもいろいろなこと
がありましたが、今後も施策化のできるところから
行っていきたいと思いますので、そのときにはぜひ
皆様の御参加をお願いしましていろいろなアイデ
ィアをいただきたいと思います。
それでは、長時間にわたりましたけれども、どう
もありがとうございました。

車と人間は歩けるのです。何の自然があるわけでは
ないのです。よその家の庭なのですけれども、見え
たりして、裏庭だったり表庭だったり、すごくいい
のですよ。だからもう少し意図的に福生の中に歩き
回れる、散歩道というほどのものでなくてもいいの
だけれども、人の家の庭の花を見て楽しんで歩き回
れる、ぶらつける、そういうものができると商業活
性にもなるのではないかと思いますね。
無理に車で集めて、駐車場がないとだめだよとい
う発想そのものが非常に貧しくて、時代遅れのよう
な気がしますけれども、まとめるところはまとめて
しまって、車は車で。それでタウンの中、まちの中
はみんな歩くという感じになったらすごくすてき
な光景になるでしょうね。

−

≪村山≫
福生はそれにふさわしい狭さというので、それで
公共交通の電車はあるわけですし、今、ここにこう
いうのを出しましたけれども、これらの点を結ぶ道
路がどうなっているかということで調べてみると、
みずくらいど公園から日光橋に向けて、今までは道
路が誇らしげにできていましたけれども、それ以外
のところは本当に人を中心に道路ができてきたと
いうことで。
すみません。もう役所の方をこき下ろすようなこ
とばかり取り上げてしましいましたけれども、もう
時間が過ぎてしまいました。
それでは、最後にどなたかいらっしゃいましたら
どうぞ。
≪Ｂさん≫
私はとにかく今の村山さんの話でも五つも駅が
あるのだよという話があって、そういうことを考え
ると、自転車をひとつの新交通システムと考えて、
共用自転車、乗り捨てられると、駅から駅へ、ある
いはどこか決められたところで乗り終える、もちろ
んただというわけにはいかないでしょうが、そうい
う交通システムというのは考えられないのだろう
かと、車の共用の問題というのもあるだろうし、何
かとにかく、このままの車の状態ではもう力関係で、
とても人間は非常に多くのものを失っているのに
気がついていない状況ですね。車社会のためにこう
なっているというふうなことを。
≪司会≫
大変ありがとうございました。まだまだ話がつき
ないようですけれども、時間が過ぎてまいりました。
今回、都市景観ということで、それをひとつの切
り口としてまちづくりを考えてきましたけれども、
人間の社会はいろいろなものにかかわっています
ので、今話が出ました環境の方にも影響してきます。
いろいろな切り口からやっていっていただいて、い
ろいろなことをこれからは市民の皆様方が積極的
に自己責任でもって自己決定していく時代になり
ましたので、例えば車の問題につきましても、乗る
のは市民でありますので、市外の方もいらっしゃい
ますが、自らがいろいろと考えていかなければなら
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終了 −

