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調布まちづくりの会ニュースレター

調布
まち会だより
■調布まちづくりの会

発 行 ：調布まちづくりの会
代 表： 大久保 喜正
住 所：調布市布田 1‑20‑12‑203
T E LL：
：0424‑88‑3985
F A XX：
：0424‑88‑3986
http://www.fukuda.is.uec.ac.jp/cmn/index.htm
調布まちづくりの会 11 月定例会

はこんな会です

調布まちづくりの会は
「市民の手でまちづくりを」という思
調布まちづくりの会は「
いから都市計画マスタープランづくりに参加するために集まっ
平成 8 年に発足して以来約
た市民の会からスタートしました。
た市民の会からスタートしました。平成
２年間、
ワークショップやシンポジウム、
まちあるき等を行っ
２年間、ワークショップやシンポジウム、
ワークショップやシンポジウム、まちあるき等を行っ
て議論を積み重ね、
他に例がないと言われるほど市民参加の度
て議論を積み重ね、他に例がないと言われるほど市民参加の度
合いが深い、
市民と行政との協働によって平成１０年３月に調
合いが深い、市民と行政との協働によって平成１０年３月に調
布市都市計画マスタープラン原案をつくり上げました。
この原案の完成をもって会はひとつの役割を終えましたが、
マスタープランに掲げたまちづくりの理念
「住み続けたい緑に
マスタープランに掲げたまちづくりの理念「
つつまれるまち調布」
の実現や、
合意形成、
市民参加の推進を
つつまれるまち調布」の実現や、
の実現や、合意形成、
合意形成、市民参加の推進を
図るため、
誰にも開かれた市民の自主組織として、
再発足しま
図るため、誰にも開かれた市民の自主組織として、
誰にも開かれた市民の自主組織として、再発足しま
した。
現在、
調布まちづくりの会では自主テーマや市が策定中の計
現在、調布まちづくりの会では自主テーマや市が策定中の計
画の参加など、
まちづくりに関するいくつかのテーマ毎に部会
画の参加など、まちづくりに関するいくつかのテーマ毎に部会
を立ち上げ、
検討、
提言を行っています。 より詳しい内容は
を立ち上げ、検討、
検討、提言を行っています。

■連続公開講座 やっています！
都市計画マスタープランの策定や、
その
都市計画マスタープランの策定や、その
■景観部会
後のいくつかの活動における市とのかかわ
こんなことも
りの中で、
行政の仕組みの中には一般市民
りの中で、行政の仕組みの中には一般市民
しています
まちあるき
（航空技研前ポケットパーク）
まちあるき（
●景観部会の活動
にはなかなか理解し難いところがあります
まちの景観はそこに暮らし、
働き、
事業を営むひ
まちの景観はそこに暮らし、働き、
働き、事業を営むひ
今までは疑問に感じていても何となく漫然
との活動の所産でちを見る人々の心に訴えかけるも
と捉えてきたのですが、
これから活動を続
と捉えてきたのですが、これから活動を続
のです。
具体的にこんなことを感じたとはありませ
のです。具体的にこんなことを感じたとはありませ
けていく上で、
やはり基本的な知識を理解
けていく上で、やはり基本的な知識を理解
しておく必要があるのではないでしょうか。 んか？
そこで、
今年１月から調布市がはじめた ・この建物はどう見ても周りと調和していない
そこで、今年１月から調布市がはじめた
・色々な建物があって賑やかだが、
どうも落ち着かない
色々な建物があって賑やかだが、どうも落ち着かない
「出前講座」を利用し、
１年間かけて講師
を利用し、１年間かけて講師
ケバケバし建物
最近新しい道路ができたと思ったら、ケバケバし建物
の市職員と意見交換をしながら
「市政の仕 ・最近新しい道路ができたと思ったら、
の市職員と意見交換をしながら「
や看板が建ち始めた
組みについて学んでいこう」
、 折角だから
このような問題を市民、
行政、
事業者の協働で地域
このような問題を市民、行政、
行政、事業者の協働で地域
「公開講座」にしようというのがこの講座
をあげて考え
「
こ
ん
な
風
に
建
物
を建て、その地域の
をあげて考え「
の目的です。
雰囲気を守ろう , つくろう」
、
「広告や看板などのデザ
第一回、 ６月２９日（火）
インを品のあるものにして , 騒々しくならないように
｢ 基本構想はいつごろ、
どうやってつくるの
?｣
基本構想はいつごろ、どうやってつくるの
どうやってつくるの?｣
しよう」、
「豊かな緑や川沿いの広々とした感じを損
第二回、 ７月２７日（火）
なわないようなまちにしよう」
という思いを、
例え
なわないようなまちにしよう」という思いを、
という思いを、例え
｢ 基本計画はいつごろ、
どうやってつくるの
?｣
基本計画はいつごろ、どうやってつくるの
どうやってつくるの?｣
ば景観ガイドラインのようなもので表現できないか
第三回、 ８月３１日（火）
なということを考えている部会で、
現在１０数名で
なということを考えている部会で、現在１０数名で
｢ 基本計画その二、
及び
基本計画その二、及び
活動しています .
実施計画はいつごろ、
どうやってつくるの
?｣
実施計画はいつごろ、どうやってつくるの
どうやってつくるの?｣
第四回、 ９月２８日（火）
●いままでの
活動 今までこんなことをしました。
●いままでの活動
｢ 地方分権になると何がどう変わるの
?｣
地方分権になると何がどう変わるの?｣
・H10 年 11 月「景観勉強会」
第五回、
１０月１９日
（火）
景観の考え方、
景観形成の施策、
建築の自由と
第五回、１０月１９日
１０月１９日（
景観の考え方、景観形成の施策、
景観形成の施策、建築の自由と
の関係について勉強しました。
｢ 市の財政状況と予算の組み方、
考え方
｣
市の財政状況と予算の組み方、考え方
考え方｣
第六回、
１１月 ２日
（火）
第六回、１１月
２日（
・H11 年 2 〜 4 月「市民による景観の調査」
｢ 予算書
･ 決算書の読み方、
見方
｣
予算書･
決算書の読み方、見方
見方｣
各自分担して景観要素の写真撮影を実施
（新井田）
−
これからの予定−
−これからの予定−
・H11 年 5 〜 7 月「調査発表会・まちあるき」
●第七回 1999 年 12 月 21 日（火）
撮影写真の発表。
新しい発見がたくさん！
撮影写真の発表。新しい発見がたくさん！
｢ 調布のみちづくり、
シンボル道路について
｣
調布のみちづくり、シンボル道路について
シンボル道路について｣
●これから
の活動
●これからの活動
●第八回 2000 年 1 月 25 日（火）
今後、
撮影写真から景観を分析し、
景観形成方策
今後、撮影写真から景観を分析し、
撮影写真から景観を分析し、景観形成方策
｢ 情報公開制度について〜情報公開制度を利用
の検討、
提言を行う予定です。
の検討、提言を行う予定です。
して請求してみよう
｣
して請求してみよう｣
１１月２１日
（日）には、
市主催の調布のまちづ
１１月２１日（
には、市主催の調布のまちづ
●第九回 2000 年 2 月 22 日（火）
くりに関するシンポジウムに共催で参加 しようと
｢ 新しい個人情報保護制度
（条例）について
｣
新しい個人情報保護制度（
について｣
準備中す。
時間
：午後７時〜９時
時間：
（大和田）
場所
：総合福祉センター ２階会議室
場所：
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■まちづくり調停研究部会
●まちづくり調停部会ってなにをするところ？
東京建築士会の平成 11 年度助成金を受けて
「 まち づくり にお ける第 三者 機関 の在り 方に 関する 研究 」
というテーマを研究している部会です。
●どういう内容？
マンション建設や宅地開発の際、
周辺住民との間に紛争
マンション建設や宅地開発の際、周辺住民との間に紛争
がある場合、
住民と開発者の間に立つ市民による調停機関
がある場合、住民と開発者の間に立つ市民による調停機関
の可能性を模索しようという内容です。
●いま何をやっているの？
関係法律調査、
国内外事例調査、
文献調査等をしています。
関係法律調査、国内外事例調査、
国内外事例調査、文献調査等をしています。
７月２７日に東京建築士会で中間報告会がありました。
●これから何をやるの？
まち会で調停シミュレーションを予定しています。
■シンボル道路部会

ただいまＮＯ２測定調査中
!!
ただいまＮＯ２測定調査中!!

●シンボル道路部会ってな〜に？
多摩川から深大寺を結ぶシンボル道路
を環境に負荷を与えない道にするための
活 動を して いて 、 東 京都 環境 保 全局 の
助成を受けて活動します。
●
活動内容はな〜に？
●活動内容はな〜に？
−簡易測定による大気汚染調査−
シンボル道路予定地の二酸化窒素、
粉塵
シンボル道路予定地の二酸化窒素、粉塵
騒音、
交通量を測定し、
工事前、
工事中
騒音、交通量を測定し、
交通量を測定し、工事前、
工事前、工事中
開通後の環境負荷を調査しています。
また測定結果を基に、
行政と市民が環境
また測定結果を基に、行政と市民が環境
に負荷を与えない道づくりについて考え
るシンポジウムを開催する予定です。
■市民フォーラム部会
市民フォーラム部会
（仮 称） 調布市まちづくり市民フォーラム
準備委員会
（ 主 管文 化 振 興 課 ） にまち会
準備委員会（
から、
団体代表として石川さん、
公募で
から、団体代表として石川さん、
団体代表として石川さん、公募で
大脇さん、
新井田さん、
藤山さんの４名
大脇さん、新井田さん、
新井田さん、藤山さんの４名
が委員として参加することになりました。
第一回目の準備委員会が８／２７に開か
れました。
（石川）
−委員会の予定−
1999 年 10 月 18 日（月）19:00 〜
1999 年 11 月 8 日（月）19:00 〜
1999 年 11 月 22 日（月）19:00 〜
1999 年 12 月 6 日（月）19:00 〜
1999 年 12 月 20 日（月）17:00 〜
場所
：市役所１階市民
ﾌｫｰﾗﾑ
準備委員会室
場所：
市役所１階市民ﾌｫｰﾗﾑ
ﾌｫｰﾗﾑ準備委員会室
問合わせ
：調布市文化振興課
℡ 0424･
･ 81･
･ 7036
問合わせ：
調布市文化振興課℡
まち会定例会のお知らせ
●１１月定例会
日時
：11 月 10 日（水）19:00 〜 21:30
日時：
場所
： 市民センター ４階 第３集会室
場所：
●１２月定例会
日時
：12 月 8 日（水）19:00 〜 21:30
日時：
場所
： 市民センター ４階 第２集会室
場所：
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東京建築士会での中間報告会、
４名が参加
東京建築士会での中間報告会、４名が参加

（沖崎）

参加者募集

●７月、
８月、
９月、
１０月の測定を終えて
●７月、８月、
８月、９月、
９月、１０月の測定を終えて
７月は二酸化窒素の測定のみで、
20 〜 26 日
７月は二酸化窒素の測定のみで、20
の一週間、
3･4･30 道路予定地及び、
その周辺
の一週間、3･4･30
道路予定地及び、その周辺
の７地点の測定を行いました。
８月は 11 〜 17 日（９月は 11 〜 18 日）
の間に
日）の間に
3･4･30 道路予定地及び、
その周辺の１５地点で
道路予定地及び、その周辺の１５地点で
測定を行いました。
８月１５日と１８日には
測定を行いました。８月１５日と１８日には
粉塵、
騒音、
交通量の測定も行いました。
粉塵、騒音、
騒音、交通量の測定も行いました。
測定結果は定例会で報告していきます。
ちなみに、 3･4･30 道路予定地の地点では、
二酸化窒素の濃度が非常に低い地点が１つあり
ましたが、
工事中や開通後も同地点で低い値が
ましたが、工事中や開通後も同地点で低い値が
維持されるか心配されます。
測定調査は１１月、
１２月も実施いたします。
測定調査は１１月、１２月も実施いたします。

測定ポイントウオッチングの途中、
電通大でひと休み
測定ポイントウオッチングの途中、電通大でひと休み

（ 小楠 ）
会員募集のお知らせ
市政
「 調 布ま ち づ く り の会 」 では景観、
では景観、市政
学習、
シンボル道路、
まちづくり調停等
学習、シンボル道路、
シンボル道路、まちづくり調停等
の部会を中心に、
まちづくり市民活動を
の部会を中心に、まちづくり市民活動を
行っています。
まちづくりを考え実践し
行っています。まちづくりを考え実践し
たい方の参加をお待ちしています。
年会費 ２，
０００円
２，０００円
郵便振込口座番号 00150 1 136749
加入者名 調布まちづくりの会
http://www.fukuda.is.uec.ac.jp/cmn/index.htm

