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北山町･西原町では、地区ごとにまちづくりの

課題が異なります。このため、協議会は北山町部

会、西原町部会の２つの部会を設置し、それぞれ

で検討を進めることとしています。
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必要なまちの土地利用

内容を整理します。

２．今後の

●部会と全体会との関係

発行・問合せ：
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まちづくり協議会

各部会において

ルづくり
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随時ホームページにも、まちづくり協議会

＜ホームページの開き方＞

※

１

 

２

 

 

町部会 

まちの土地利用や建築のルールづくり 

北山町･西原町では、地区ごとにまちづくりの

課題が異なります。このため、協議会は北山町部

会、西原町部会の２つの部会を設置し、それぞれ

通して、

の項目や

の進め方について

●地区ごとのまちづくりの課題

8703 東京都府中市宮西町

    Mail : tosikei01@city.fuchu.tokyo.jp

低層住宅地の住環境の保全 

都市計画道路沿道のまちづくり 

において取りまとめを行いながら、

＜ホームページの開き方＞

※１、２のいずれかの方法で開けます。

１ 右の二次元コードをスマー

トフォン等で読み込む。

 

２ 検索サイトにて、「北山町

ちづくり」と入力して検索

 

 

について 

地区ごとのまちづくりの課題

東京都府中市宮西町

Mail : tosikei01@city.fuchu.tokyo.jp

取りまとめを行いながら、

＜ホームページの開き方＞

のいずれかの方法で開けます。

右の二次元コードをスマー

トフォン等で読み込む。

検索サイトにて、「北山町

ちづくり」と入力して検索

北山町 ⻄原町

 

地区ごとのまちづくりの課題

東京都府中市宮西町 2 丁目 24

Mail : tosikei01@city.fuchu.tokyo.jp

取りまとめを行いながら、

＜ホームページの開き方＞ 

のいずれかの方法で開けます。

右の二次元コードをスマー

トフォン等で読み込む。 

検索サイトにて、「北山町 

ちづくり」と入力して検索。 

⻄原町 まちづくり

地区ごとのまちづくりの課題

24 番地 

Mail : tosikei01@city.fuchu.tokyo.jp 

取りまとめを行いながら、まちのルー

のいずれかの方法で開けます。 

右の二次元コードをスマー

 西原町 ま

 

まちづくり 

地区ごとのまちづくりの課題 

ルー

ま


