
項目

No
大項目 意見趣旨（項目）

ゾーニング

対応ページ

1
どの年代も利用・交流でき、利活用しやすい場としてほ
しい
（意見：６件）

P1 ①　既に趣旨は盛り込まれています。 「北野の里（仮称）」の将来像に趣旨は盛り込まれています。

2
安全・安心に配慮したまちづくりをしてほしい
（意見：３件）

P1 ②　趣旨となる文言を盛り込みます。

「北野の里（仮称）」の将来像に趣旨を盛り込み、地域住民の意見を聴きながら安全・安心なまち

づくりを進めていきます。

※ゾーニングに盛り込む文言・・・「安全・安心で」

3
景観に配慮したまちづくりをしてほしい
（意見：２件）

P1 ①　既に趣旨は盛り込まれています。 「北野の里（仮称）」の将来像に趣旨は盛り込まれています。

4
緑や農地等を保全・復元してほしい
（意見：６件）

P1 ①　既に趣旨は盛り込まれています。
「北野の里（仮称）」の将来像に趣旨は盛り込まれています。また、「対応の方針」にもとづき、

事業者に外環事業によって失われた同等以上の緑の回復を求めていきます。

5
住環境に配慮したまちづくり・みちづくりをしてほしい
（意見：４件）

P1 ②　趣旨となる文言を盛り込みます。

「北野の里（仮称）」の将来像に趣旨を盛り込み、住環境にも配慮したまちづくり・みちづくりと

なるよう市民及び事業者と協働しながら進めていきます。

※ゾーニングに盛り込む文言・・・「周辺の住環境にも配慮しつつ」

6
農業に関われる場づくりをしてほしい
（意見：１件）

P3 ①　既に趣旨は盛り込まれています。
農とみどりの憩いゾーンに趣旨は盛り込まれています。なお、「北野の里（仮称）」全体の中でも

その場づくりについては検討していきます。

7
周遊できるみちづくりを充実してほしい
（意見：３件）

P4 ②　趣旨となる文言を盛り込みます。

「北野の里（仮称）の回遊ルート」に趣旨を盛り込み、「北野の里（仮称）」全体の地域資源を回

遊できるようなみちづくりを進めていきます。

※ゾーニングに盛り込む文言・・・「蓋かけ上部空間等とその周辺の連続性を保ちつつ」

8
にぎわいを創出してほしい
（意見：２件）

P4 ③　まちづくりを進める中で検討します。
蓋かけ上部空間等も含め、「北野の里（仮称）」全体のにぎわい創出という観点からも、本ゾーニ

ングにもとづき今後策定するまちづくり整備計画の取組みの中で検討していきます。

「北野の里（仮称）ゾーニング案」に対する市民意見趣旨とその対応について

　        ■対応凡例

　        ①　既に趣旨は盛り込まれています。

      　  ②　趣旨となる文言を盛り込みます。

     　   ③　まちづくりを進める中で検討します。

　        ④　対応は困難です。

      　  ⑤　その他

・・・（ゾーニング案の段階で）既に趣旨が盛り込まれているもの

・・・意見趣旨となる文言をゾーニングに盛り込むもの

・・・今後策定するまちづくり整備計画の取組みやその後のまちづくりを進める中で検討するもの

・・・「北野の里（仮称）」のまちづくりでは対応が困難であるもの

・・・その他の意見・感想（外環事業や「北野の里（仮称）」のまちづくり等への意見・感想）

　※86件の意見の中で趣旨が近い意見をまとめて一つの意見趣旨（全体35項目）としています。

　※ゾーニング以外への意見・感想（具体の施設配置等や事業のあり方等に係る意見・感想）についての対応ページは「－」としています。

対応

北野の里（仮称）
全体について

意見提出状況 

 

・ 人 数：45人 

・ 趣旨：35項目 

・意見数：86件 
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9
北野地域の中心となる場を創出してほしい
（意見：１件）

P2 ①　既に趣旨は盛り込まれています。

「北野の良好な景観づくりの中心となる」として、蓋かけ上部空間等の整備の方向性に趣旨は盛り

込まれていますが、その整備のあり方については、本ゾーニングにもとづき今後策定するまちづく

り整備計画の取組みの中で検討していきます。

10
市民に開放された公園空間等を整備してほしい
（意見：３件）

P2 ②　趣旨となる文言を盛り込みます。

蓋かけ上部空間等の整備の方向性に趣旨を盛り込み、蓋かけ上部空間等が市民に開放された公園空

間等となるよう事業者に提案します。

※ゾーニングに盛り込む文言・・・「市民に開放された公園空間等として」

11
築山等、起伏がある空間を形成してほしい
（意見：２件）

P2 ③　まちづくりを進める中で検討します。
蓋かけ上部空間等の空間整備については、本ゾーニングにもとづき今後策定するまちづくり整備計

画の取組みの中で検討していきます。

12
農業体験が出来るようにしてほしい
（意見：３件）

P3 ①　既に趣旨は盛り込まれています。
農とみどりの憩いゾーン（農とコミュニティのエリア）のコンセプトで趣旨は盛り込まれていま

す。

13
親水空間をつくってほしい
（意見：３件）

P3 ③　まちづくりを進める中で検討します。
親水空間の整備やそのあり方については、維持管理等の観点を踏まえて、北野の里（仮称）のまち

づくりを進める中で検討していきます。

14
動物との触れ合いの場を設けてほしい
（意見：１件）

P3 ③　まちづくりを進める中で検討します。 北野の里（仮称）のまちづくりを進める中で検討していきます。

15
スポーツ
・交流ゾーン
について

利用しやすいスポーツ広場としてほしい
（意見：２件）

P3 ①　既に趣旨は盛り込まれています。 スポーツ・交流ゾーンのコンセプトで趣旨は盛り込まれています。

16
附帯工作物との
連携ゾーン
について

植樹をして景観に配慮してほしい
（意見：１件）

P3 ①　既に趣旨は盛り込まれています。
附帯工作物との連携ゾーンのコンセプトで趣旨は盛り込まれています。なお、具体の内容について

は、北野の里（仮称）のまちづくりを進める中で検討していきます。

17 全体の施設配置
について

最初から作り込まず、将来のニーズに対応できる柔軟
な施設計画としてほしい
（意見：１件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。 本ゾーニングにもとづき今後策定するまちづくり整備計画の取組みの中で検討していきます。

蓋かけ
上部空間等
について

農とみどりの
憩いゾーン
について
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18
休憩・交流できる施設をつくってほしい
（意見：６件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。
蓋かけ上部空間等のあり方を踏まえた上で、整備を含めたそのあり方については北野の里（仮称）

のまちづくりを進める中で検討していきます。

19
北野地区公会堂のあり方を検討してほしい
（意見：２件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。
北野の里（仮称）のまちづくりを進める中で、地域住民の意見を聴きながら、地区公会堂のあり方

については検討していきます。

20 防災機能について
災害時も踏まえた機能を有してほしい
（意見：１件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。

北野の里（仮称）においては、防災を含めた様々な視点からそのまちづくりを進めていくこととし

ています。災害時の防災機能の整備を含めたそのあり方については、北野の里（仮称）のまちづく

りを進める中で検討を進めていきます。

21 福祉施設について
保育施設をつくってほしい
（意見：２件）

－ ⑤　その他 将来のニーズも十分に踏まえた上で、その在り方については関係機関等と検討していきます。

22
駐車場をつくってほしい
（意見：１件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。
「北野の里（仮称）」の回遊ルートをはじめ、みちづくりの観点から、そのあり方については北野

の里（仮称）のまちづくりを進める中で検討していきます。

23
健康遊具を設置してほしい
（意見：１件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。
北野の里（仮称）における公園の空間整備のあり方を踏まえ、北野の里（仮称）のまちづくりを進

める中で検討していきます。

24
郵便局をつくってほしい
（意見：２件）

－ ⑤　その他

25
電話ボックスを設置してほしい
（意見：１件）

－ ⑤　その他

26
交通の安全対策を充実してほしい
（意見：３件）

－ ⑤　その他

27
生活道路への流入抑制をしてほしい
（意見：２件）

－ ⑤　その他

「対応の方針」の確実な実行を要請しつつ、「外環整備に伴う安全・安心のまちづくり連絡協議

会」や地域住民の意見を聴きながら、外環事業者やジャンクション周辺都市計画道路の事業者であ

る東京都に安全・安心なみちづくりを要請するとともに連携しながらその取組みを進めていきま

す。

その他の施設
について

交流施設について

交通対策の充実
について

北野の里（仮称）のまちづくりを進める中で関係機関等と将来のニーズも踏まえながら、そのあり

方について検討していきます。
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28
バスの利便性
について

バスの利便性を向上してほしい
（意見：５件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。

周辺都市計画道路の整備等も踏まえて関係機関と協議を進めるとともに、北野の里（仮称）のまち

づくりを進めていく中で地域住民や三鷹市地域公共交通活性化協議会の意見を聴きながら、そのあ

り方を検討していきます。

29
まちづくりを推進してほしい
（意見：６件）

－ ⑤　その他
本ゾーニングにもとづき今後策定するまちづくり整備計画策定の取組みを進め、「北野

の里（仮称）」のまちづくりを進めていきます。

30
整備費用の負担を明確にしてほしい
（意見：２件）

－ ③　まちづくりを進める中で検討します。
本ゾーニングを事業者に提案し、まちづくり整備計画策定の取組みを進める中で、事業

者と協議を進めていき、適切な役割分担のもと、整備費用の負担を求めていきます。

31
北野地域の変化や今後どうなっていくかが心配
（意見：３件）

－ ⑤　その他

「対応の方針」の確実な実行を事業者に要請するとともに、「北野の里（仮称）」のま

ちづくりについては、地域のみなさまをはじめ、広く市民のみなさまから意見を聞きな

がら、事業者等と協働して進めていきます。

32
早期開通してほしい
（意見：２件）

－ ⑤　その他

33
外環事業の安全を希望する
（意見：１件）

－ ⑤　その他

34
工事中の景観にも配慮してほしい
（意見：１件）

－ ⑤　その他
地域のみなさまの意見を聴きながら、外環事業実施中の安全・安心のみならず、景観に

も配慮するよう事業者に要請していきます。

35
残地の利活用を検討してほしい
（意見：１件）

－ ⑤　その他 地域に資するような利活用のあり方の検討を事業者に求めていきます。

「対応の方針」を確実に実行し、地域住民の意見を聴きながら安全・安心な事業実施に

より、早期に供用開始できるよう事業者に要請していきます。

北野の里（仮称）
のまちづくり
について

外環事業
について
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