
小川駅西口地区市街地再開発準備組合

小川駅西口地区第一種市街地再開発事業

周辺説明会

◇開催日時

・第１回： 令和元年8月29日（木） 18：30～19：30

・第２回： 令和元年8月31日（土） 10：00～11：00

◇開催場所

小川西町公民館 学習室1･2（ホール）
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序．はじめに

皆様におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、小川駅西口地区は、小平市の「西の玄関口」と位置づけられている小川駅周

辺地域において、小川駅の西口に位置する交通利便性、拠点性の高い地区であり、

小川駅前の商店街を中心とした商業、業務の集積地として発展してきました。

しかしながら昨今は、周辺駅や府中街道などのロードサイド型店舗群との集客競争

が厳しい環境におかれ、建物の老朽化の進行、建替え更新も図りにくい状況もあり、駅

前のにぎわいは衰退してきています。

また昭和３７年に都市計画決定された駅前広場は、今日まで未整備の状況で、本

地区の交通アクセス向上は未だに図られておらず、加えて、まちの防災性は脆弱であり、

魅力的な街並み景観も形成されていない状況です。

このような状況のもと、私たちは、市街地再開発事業を活用した、小川の地域拠点に

ふさわしいまちづくりを実現するべく、平成１９年に準備組合を設立してからこれまで成立

可能な再開発計画の検討を進めてきました。

そして、再開発の事業化に向け、平成３０年８月に都市計画決定が行われました。現

在は、次のステップである組合設立認可を目指し、小平市をはじめ関係機関と協議を重

ねながら、活動しているところです。

つきましては、組合設立認可に先立ちまして、現段階での再開発計画の概要につい

て、周辺住民の皆様にご説明する次第です。多くの皆様に、本事業へのご理解を承り

たいと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。

小川駅西口地区市街地再開発準備組合

理 事 長 高 橋 英 明 ｂｂ



１. 小川駅西口地区の概要

平成 ４年 ５月 小川駅西口地区再開発協議会 発足

平成19年 ５月 小川駅西口地区市街地再開発準備組合 発足

平成23年 ２月 事業協力者を選定（旭化成不動産レジデンス株式会社）

平成26年 ２月 小川駅周辺地区まちづくりビジョンの策定（小平市）

平成30年 8月 都市計画決定

○これまでの取り組み経緯

■地区名 小川駅西口地区

■所在地 小平市小川西町四丁目及び 小川東町一丁目各地内

■区域面積 約1.2ha

■事業主体 小川駅西口地区市街地再開発組合（予定、現在は準備組合）

▲航空写真
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○地区の範囲

小川駅西口地区
再開発区域
約1.2ha

○地区内権利者

■権利者総数 ４2名

（内訳）

・土地所有者 ２6名

・借地権者 １6名
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２. 地区の抱える課題

３. 地区のまちづくりコンセプト

・駅前の交通結節地であり、小平市の西・小川地域の生活拠点の形成が役割づけられている。

・多摩の特徴的な地域環境を活かしたまちづくり、野火止用水や農地、屋敷林、幹線道路沿道の

連続するみどりをつなぐなど地域のネットワークを形成するまちづくりが求められている。

・急激な人口増加、市街化に対し、地区周辺では区画整理など基盤整備が図られてきたが、本地

区においては、西口交通広場が未整備であるなど、都市基盤が脆弱な状況である。

・小川地域の生活の中心地となる役割を担うため、小川駅に隣接する立地特性を活かして、都市

基盤の整備とあわせ、多様な生活機能を集約するまちづくりが求められている。

○地区整備の目標

「小平市の西の玄関口となり、地域の生活を支える小川地域拠点の形成」

○整備方針

① 交通結節点にふさわしい都市基盤の整備

②地域のにぎわい・交流の場づくり

④安心と防災の向上

・新たな基準に則した機能を備えた、地域の交通結節点に資する交通広場の新設

・地区西側に、現存の区画道路を拡幅して整備（区画道路１号）

・地区北側に、新たな区画道路を整備（区画道路２号）

・地区南西側に、現存の区画道路を拡幅して整備（区画道路３号）

・日常的に人がふれあい憩う場、イベント時のにぎわいの場となる市民広場を整備（広場１号）

・再開発と別に計画中である、小川駅及び駅東西を連結する「東西自由通路」に空中レベルで接続

することにより、施設へのスムーズな移動、施設の集客性の向上を実現

・商業店舗や公益施設などの生活機能を集約して、地域生活を支える複合市街地を形成することで

商店街の再活性化、新たなにぎわい創出及び生活利便性向上を実現

・交通広場と市民広場をつなぎ、南北の連続性を高める「南北貫通通路」の敷地内の設置や、これ

らの広場や通路に面した外向き店舗の配置などにより、にぎわいにあふれ多様な交流を生み出す

魅力ある都市空間を形成

・ファミリー世帯を中心として多様な世代・世帯の居住に対応した、住みよい集合住宅を整備

・高層部の住宅棟はタワー型とし、明るく眺望のよい、魅力ある居住空間を創出

・エントランスなどの住宅共用部分には、住宅の品格を高め、アクセス性の高い住環境を整備

・歩行者の安全性、快適性を確保した、地区内の歩行者空間の整備

・再開発による建物の不燃化及び耐震化、都市基盤整備により、地域の防災性向上に寄与

・災害時に備えた防災機能の導入・整備を小平市等と連携して展開

・再開発による地域の防犯性の向上

③住みよい住環境の創出
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４. 都市計画決定の内容

都市計画 内容の説明

高度利用地区
・建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築

面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定め、土地の高度利用を図る。

第一種市街地
再開発事業

・本地区において第一種市街地再開発事業を行うことを都市計画に定める。
・公共施設の配置及び規模、建築物の整備、建築敷地の整備等を定める。

地域地区
（変更）

・地区内の第一種中高層住居専用地域をすべて商業地域に変更する。
・地区内の準防火地域の区域をすべて防火地域に変更する。
・高度利用地区の指定に併せ、地区内の高度地区の指定を解除する。

都市計画道路 ・小平3･4･12号線の延長及び交通広場の規模、配置等の変更を行う。

○公共施設、敷地及び施設建築物の整備の方針

○都市計画の種類（平成30年8月10日小平市告示）

５.施設計画の方針

まちの顔となる空間づくり

駅前空間の演出

まちの憩い空間となる「市民広場」

みどりの連続による
快適な沿道空間の形成

にぎわいあふれる商店街の継承
周辺地域との連続性の確保

再開発区域

施設建築敷地

歩行者動線

車両動線

日常的な憩い空間、イベント時の活動

ステージとなる、市民広場（（仮称）小

川にぎわい広場）を整備します。

小川駅区画道路 建築敷地

歩道

車道 建物

道
路
境
界
線

壁面後退

壁
面
線

歩行者空間

前面歩道と敷地内空地が一体化した、

街路樹などのみどりが連続する、快適な

歩行者空間を整備します。

地区整備イメージ（１階）

誰もが利用できる、地区の南北をつな

ぐ貫通通路を敷地内に設けます。

人が交わる空間にふさわしく、にぎわ

いが表出する開放的な空間を整備します。

みどりや修景施設を配置した、人の集ま

る駅前にふさわしい場を演出します。

歩行者空間
イメージ

小平3.4.12号線

駅へ
東西自由通路

住宅
エントランス

南
北
貫
通
通
路

区
画

道
路

３
号

区
画
道
路
１
号

区画道路２号

荷さばき
スペース

交通広場
約3,700㎡

（仮称）小川
にぎわい広場
約1,000㎡

施設用
駐車場
（自走式）

商業
商業



項 目 計 画 内 容

敷地面積 約5,050㎡

規模・構造
地下1階、地上27階
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

建物高さ 約98.5ｍ※建築基準法上の高さ

建築面積 約3,518㎡

建ぺい率 約70％

容積対象
床面積

約27,747㎡

容積率 550％未満

延床面積 約39,917㎡

導入施設

住宅５～27階
業務・公益３～５階
商業１～２階
駐車場・駐輪場

住戸数 約214戸

○施設計画概要
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○施設構成イメージ（東西断面）

年度 主な予定

平成30年度

令和元年度

令和2年度以降

令和4年度以降

都市計画決定告示

▼

市街地再開発組合設立認可

▼

建物解体除却工事着工

建築工事着工

▼

工事完了

６.事業の予定スケジュール
※注

「施設計画の方針」は、施設建築物等の大

まかな内容を規定するための計画案であり、

設計が確定したものではありません。

また、「事業の予定スケジュール」は、目

標とする最短のスケジュールであり、こちら

も確定したものではありません。

施設建築物等の設計、事業スケジュールに

ついては、組合設立後、詳細に検討を行う予

定です。

※南側(交通広場)から見た断面図

※別途、関連事業として、小平市により、交通広場地下の自転車駐車場や、
駅を東西に横断し再開発施設建築物と接続する自由通路が検討されております。
これらの工事が令和５年度以降に実施となる見込みです。



【お問いわせ先】 小川駅西口地区市街地再開発準備組合 事務局

◇ 事務所 所在地
〒187-0035 小平市小川西町4丁目14-27 NMCビル2階

◇ 事務所 在室予定
月・火・木・金 各曜日の午前10～午後４時

◇ 電話：ファックス ０４２-３８６-４６２５

◇ 電子メール：ogawa-sta.west@outlook.jp

多摩
信用
金庫

キッチン
りぼん

保育園

交番

⻄⼝
小川駅

小川駅通り

セブン
イレブン

小
川
駅
西
通
り

二
中
通
り

ＮＭＣビル２階
準備組合事務所

本日はご多忙の中、説明会に出席頂きありがとうございました。

今後は、建築計画の詳細の検討をしていくと共に、周辺への影響（日影、

工事中の騒音・振動、工事用車両の台数・走行ﾙｰﾄ、工事中の駅への動線

等）及びその対策も検討して参ります。

その内容については改めて説明会等を開催させて頂きます。

また、その間、本事業に関するご質問・心配事などがありましたら、下記

問い合わせ先まで、ご連絡頂けると幸いです。

引き続き、本事業へのご理解を承りますよう、何卒よろしくお願い申し上

げます。

小川駅西口地区市街地再開発準備組合
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