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会 議 次 第

開会
令和３年度事業概要について
議題
⑴ 中間とりまとめ冊子（案）について
⑵ 今後の対応について

４
５

その他
閉会

〇

中間とりまとめ冊子（案）について各委員の了承を得た（一

部文言等の修正あり）。
〇 次回の協議会までに、事務局にて以下の項目について対応を

会 議 結 果

検討することとした。
・ 市から市民への積極的な情報提供及び市民からの各種質
問等に対応できるような場の創出
・ 新型コロナウイルス感染症蔓延時でも対応できるような
会議形態の検討
・ 交通広場の植栽について、散水栓設置検討や除草等の各種
維持管理の徹底及び利用方法の検討

１ 次第

２ 中間とりまとめ冊子（案）

提 出 資 料
４ 今後の運営予定

３ 年度別施行予定図
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審議経過
会議に先立ちまして各委員にお願いがございます。会議録作成のためボ
イスレコーダーへの録音をさせていただきたいと存じますので、ご理解の
ほどお願いいたします。はじめに資料のご確認をさせていただきたいと思
います。
＜ 配付資料の確認 ＞
続きまして、区画整理課長からご挨拶を差し上げます。
＜ 課長挨拶 ＞
それでは会長、お願いいたします。
ただ今より、令和３年度第１回東小金井駅北口まちづくり協議会を開催
いたします。第４次のまちづくり協議会といたしましては第５回目の開催
となります。
本日、土屋委員、仙波委員、上條委員、加藤委員の４名の委員より欠席
のご連絡をいただいておりますのでご報告申し上げます。
本日の議題は中間とりまとめについてとのことでございますが、約１年
半ぶりの開催となりますので、まず事務局にはあらためて土地区画整理事
業の概要及びこれまでの動きや今後の予定等をご説明いただきまして、そ
の後、議題である中間とりまとめの内容に入らせていただきたいと思いま
す。それではまず事務局より事業概要等についてご説明いただきますよう、
お願いいたします。
＜ 事業概要等について説明 ＞
事務局から事業概要等についての説明が終了いたしました。皆様からの
ご質問等ございましたらお願いいたします。
今ご説明いただきました今後の事業スケジュールにつきまして、新型コ
ロナウイルス感染症拡大等で遅れていたりするのでしょうか。
昨今の社会情勢を踏まえた最新のスケジュールとなっております。
事務局にはぜひこのスケジュールに沿って進めていくよう、お願いいた
します。ほかにご質問等はございますか、よろしければ次の議題に入らせ
ていただきます。中間とりまとめ冊子（案）及び今後の対応の２点につい
て、事務局よりまとめてご説明いただき、その後一括で質疑に入りたいと
思います。事務局からのご説明をお願いいたします。
＜ 中間とりまとめ冊子（案）及び今後の対応について説明 ＞
事務局からの説明が終了いたしました。皆様からのご質問の前に事務局
に確認させていただきたいのですが、ご説明いただいた中間とりまとめ冊
子（案）について、委員皆様の了解が得られた際は、表紙についている（案）
の表記が取れるということでよろしいでしょうか。
そのとおりです。
承知いたしました。それでは、皆様からご質問もしくは今後の進め方等
についてのご意見ご要望等ございましたらお願いいたします。
それではまず私の方から伺いたいのですが、今後の協議会の議論予定に
つきまして、ご説明いただいた内容では不十分かと思います。まず換地処
分はいつ頃を予定していますか。
換地処分は令和７年度末から令和８年度初め頃を予定しております。
事業期間が長期となっております。土地区画整理事業として最後の取り
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まとめを市としてどのように考えていますか。事業の締め括りとして、駅
前公園にて完成式典等を行うのか、もしくは事業誌を作成するのか、それ
らを踏まえた上で、今後協議を行っていく方が良いと思います。
本事業は長期にわたり地元の方々の多大なるご協力があったからこそこ
こまで進めてくることができました。本協議会は、公園の樹木等をただ選
定するだけではなく、事業完了後のまちの在り方についても決める協議会
であるべきと考えます。事務局の方でぜひご検討いただければと思います。
事業の最後の締め括りとして式典を行うのかもしくは事業誌を作成する
のかはまだ市の方で決めておりません。市としては必要なことと考えてお
りますので、今後、まちづくり協議会の皆様とも話し合って決めていきた
いと考えております。
市の予算についても考えなければいけないと思いますので、今後ご検討
いただければと思います。
今後の課題につきまして、公園ができた後のことについても考えていか
なければならないと思います。せっかく市民の方もご参加いただいている
協議会となりますので、新しく設置したこの駅前公園を今後どうしていき
たいのかという協議も必要と考えます。
「まちづくり」は公園を整備するだ
けではありませんので、そのことを念頭に置いて今後進めていただければ
と思います。
駅前公園につきまして、どのようなことができるのか市の公園担当部署
と協議して進めていきたいと思います。今後の課題とさせていただきたい
と存じます。
ぜひ善処いただくようお願いいたします。
道路の街路樹整備時期について、電線共同溝の整備が終わった後に行う
という理解でよろしいのでしょうか。
まずは都市計画道路３・４・１６号線の整備を令和３～４年度にかけて
進めてまいります。その後、まだ未整備となっている都市計画道路の電線
共同溝整備を行っていく予定です。街路樹整備については、電線共同溝整
備との調整を図りながら進めていきたいと考えております。
電線共同溝整備と街路樹整備について、非効率にならないよう調整して
進めていただきたいと思います。
中間とりまとめ冊子（案）について、２１ページと２９ページに武蔵野
の野草を示す箇所を「下草」と表記しています。せっかく本協議会にて武
蔵野の野草と名付けて進めておりますので、冊子内での表記を統一した方
がよろしいかと思います。
「下草」表記を「武蔵野の野草」表記に訂正させていただきます。
次回の協議会まで１年以上期間が空くようですが、この間に我々が事業
の進捗状況を確認できるような場または事業について市に意見を言えるよ
うな場というものはありますか。
事業の進捗状況につきましては、市から年１回まちづくりニュースを発
行しておりまして、今後の施工予定箇所等を皆様にお知らせしております。
また、ツイッターやホームページにて適宜情報を載せるよう努めておりま
す。地権者皆様からのご意見につきましては、お問い合わせいただければ
適宜ご対応させていただいております。
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年１回市民向けにニュースを発行しているとのことですが、それだけで
はどうしても市から市民への一方通行となってしまいます。本協議会は、
地権者の皆様と市で話し合いができるという重要な場となります。市から
市民への一方通行の情報提供では、市民が間違った理解をしてしまう可能
性があったり、不明な点を市に質問できないというデメリットがあります。
本協議会のような場がありますと不明点等を市に質問できますので、長
期間このような場がなくなってしまうことが心配です。市の担当窓口へ電
話や訪問するということも市民にとってはなかなかできないと思います。
市には、説明会もしくは市民からの自由な質問等に対応できるような場
を一日だけでも設置するような対応をされた方がよろしいかと思います。
説明会開催はなかなか難しい状況ではございますが、市民からの質問等
に対応できるような場の設置について、どのような形でできるかを今後検
討させていただきたいと思います。
次回の協議会まで何も行わないということはもったいないと思います。
せっかく交通広場に植栽を行ったのですから、維持管理を行う際や植物の
開花の際など、市と地権者が自由に話せる場を設けていただけたらと思い
ます。
武蔵野の野草は様々な種類を植えているのですが、交通広場中心部のた
め、花の様子などを近くで見ることができません。交通管理者との調整が
必要かと思いますが、短時間だけでも交通広場内に人が入れるよう調整し、
地元小学生に近くで野草の紹介等ができれば、地元への愛着や興味を持っ
ていただけると思います。次回の協議会まで何もしないのではなくて、こ
のような行動を市の教育委員会等と検討していただければと思います。
交通広場は道路となるため、人が入れるよう調整するのは難しいところ
ではございますが、教育委員会にも伝えて検討していきたいと思います。
そういったことをツイッター等で市民に情報提供していただければ地元
の愛着へと繋がりますし良いことと思います。よろしくお願いいたします。
事務局へのお願いですが、本日各委員からご意見のあったことについて
は、中間とりまとめ冊子（案）４０ページの本日の会議録開催結果欄に記
載していただき、次回へと引き継げればと考えております。委員の皆様、
いかがでしょうか。
＜ 異議なし ＞
それではそのように対応していただきたいと思います。
承知いたしました。
先日事務局よりＷｅｂ開催に備えてのアンケート調査がありました。今
後はＷｅｂ開催等を想定しているのでしょうか。
昨今の社会情勢を踏まえ、Ｗｅｂ開催の可能性に備えて委員の皆様を対
象にアンケート調査をさせていただきました。皆様から概ねＷｅｂ開催に
対応可とのお返事をいただいておりますが、一部の委員より、
「自由発言が
主体である本協議会はＷｅｂ開催では馴染まないのではないか。」「対面で
の協議会が望ましい。」とのご意見をいただきました。それを踏まえまして
庁内で検討させていただき、本日一堂に会する形式での開催と判断させて
いただきました。
現在の社会情勢にも対応できる開催形式を考えておかなければならない
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と思います。今後の協議会に向けて、委員の皆様から何かご意見ございま
すか。
私は小金井市役所の別の附属機関の委員もさせていただいております。
先日、Ｗｅｂにて会議を行いました。小金井市ではＷｅｂ会議では「Webex
Meetings」というシステムを使用するのですが、会議中に何度も画面がフ
リーズしたりマイクが作動しなかったりしました。Ｗｅｂ会議を行うので
あれば、しっかり環境を整えなければ難しいと思います。
この件については、小金井市役所全体での対応になるかと思いますが、
ぜひご対応いただければと思います。
私は自宅にＷｅｂ環境が整っていないのですが、その場合は市の方で環
境を整えていただけるのでしょうか。
Ｗｅｂ環境が整っていない方には、市の方でＷｅｂ環境を整えた会場を
ご用意いたしますので、ご来場いただきましてＷｅｂ会議にてご出席いた
だく形となります。
Ｗｅｂ開催にはメリットもございますので、それも踏まえて市役所全体
で今後の対応をご検討いただければと思います。
市民が自由に参加可能な協議の場で、参加できず意見が言えない市民が
でてしまう可能性もあります。Ｗｅｂ開催等新しい形式で進めるというな
らば、環境整備をしっかり整え、しっかり市民に周知した上で市民へ協力
を求めていくことが行政の役割と考えます。
会議そのものが開催できず意見も言えずただ時間だけが過ぎていくこと
が一番良くないと思いますので、Ｗｅｂ出席と来場出席どちらでも対応で
きるようご検討いただければ幸いかと思います。
先日交通広場に植えた植物について、武蔵野の野草以外の雑草が生え始
めているのでそれらは早めに除草していただきたいと思います。また、水
やりについて、交通広場内に水が引かれておらず業者がタンクにて水やり
を行っている状況です。一日にも早く散水栓を設置し、直接水やりできる
ようにしていただきたいと思います。
除草については早急に業者と調整して対応していきたいと思います。水
やりについては定期的に業者委託にて行っている状況ですが、散水栓設置
については今のところ考えておりません。今後必要であれば検討していき
たいと考えております。
散水栓は必要になると思います。タンクでの水撒きでは限界があります
ので、ぜひとも前向きにご検討いただければと思います。
ほかにご質問がないようでしたら、本日の議題は以上で終了とさせてい
ただきます。お忙しいところ皆様ご出席いただきまして誠にありがとうご
ざいます。
次回の協議会まで期間が空きますので、事務局にはこの間何もしないの
ではなく、情報発信及び地権者からご意見ご質問できる機会を設けていた
だくことを要望いたします。
また、交通広場の植栽については、維持管理の方をよろしくお願いいた
します。本日はありがとうございました。

4

