
１　意見・提案の提出時期

　　令和２年３月１４日（土）から令和２年４月８日（水）まで

２　意見の提出者等

３　意見の概要とそれに対する市の考え方

    別紙のとおり

分倍河原駅周辺地区まちづくり基本計画（案）に対する意見募集の実施結果

提出者数 件数 意見の提出方法

４２人 ８５件 郵送



Ｎо

１

２

３

４

５

６

　商店街は、人と車の分離ができるとよい。
商店街へ入ってくる車の制限を望む。

　分倍河原駅周辺地区では、歩行者中心のま
ちを将来像に掲げています。駅前商店街にお
いても、歩行者の安全を確保する事業を実施
するため、商店会等と協議・調整の上、自動
車乗り入れ時間帯規制や荷捌き車両用の路外
駐車場の確保などを検討してまいります。

　分梅通りは、いたしかたないものの通り沿
いぎりぎりまで住宅がせり出し、狭小と言わ
ざるを得ない。住宅街から分梅通りに出る際
も見えにくく、車両・歩行者ともに危険であ
る。歩道整備は必要であろうが、明らかな段
差式ではなく、相応のバリアフリー化を図
り、感覚的に拡張することも一つの手段では
ないかと思う。
　どれをとっても利・不利、受益・損害を生
じることにもなるが、損害等を生じる方への
補填等をしっかり行い、相応の補償をしなが
ら計画を進めていただきたいと思う。
　また、平穏な街並みが良いところであるの
で、生活地区と商業地区、道路等をしっかり
分けながら開発を進めていただければと思
う。引き続き、住民との対話を図りながら進
めていただきたい。

　分梅通りについては、道路空間の見直しや
植栽の配置等の見直しを行うことで歩行者空
間を確保するとともに、自転車走行区間の明
示などにより安全性の向上を図ります。
　これまでいただいたご意見を含め、今後も
関係権利者の方々を始め地区の皆様のご意見
をお聴きしながら、まちづくりを推進してま
いります。

意見の要旨 市の考え方

　変える必要がないと思う。分倍河原駅はそ
のままでよいと思う。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良を進めてまいります。

　東西自由通路の整備に期待している。駅西
側に住んでいると度々踏切で引っかかり、乗
りたい電車に乗れないことが多々ある。
　新宿駅と同じように、京王線の駅を通って
ＪＲ線に行ける方法でもよいと思う。

　東西自由通路については、駅改良と整合を
図るとともに踏切道閉鎖の検討を含め、整備
に取り組みます。

　南北自由通路の再整備について、車イスの
人が改札から南側に行きやすいとよい。今の
こ線橋は坂の角度がきつく、車いすでは昇り
降りが難しい。駅前の路面状況もガタガタで
だめだ。

　既存のこ線橋は撤去し、バリアフリーの基
準を満たした南北自由通路を再整備します。

　駅南側駅前広場は車で人待ちができるス
ペースが欲しい。雨にぬれずに駅から車に行
けるとよい。

　駅前広場の再整備に当たっては、車椅子利
用者など移動に制約がある方のための乗降場
を整備します。



　商店街、駅、駅前広場、商業・業務施設を
結ぶ、地区の根幹となる歩行者のための「に
ぎわい軸」を形成し、にぎわいの連続性が確
保されたまちづくり進めてまいります。

　駅施設の機能は、鉄道事業者が主体的に検
討することになるため、ご意見は伝えてまい
ります。

　快適でにぎわいのある商店街を形成するた
め、商店会のご意見をお聴きしながら、まち
づくりのルール等を検討します。

　分倍河原駅周辺は環境美化推進地区に指定
されており、その一部の道路は喫煙禁止路線
となっています。
　そのため、市では定期的に啓発活動やパト
ロール活動を実施していますが、引き続き対
策を講じてまいります。

　分倍河原駅周辺の基盤整備に当たっては、
良好な景観の保全・活用に向けて、地区内の
無電柱化の検討を行います。

　交番の設置は警察が所管となるため、まち
づくり基本計画に基づく整備の予定はありま
せん。
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　駅でJR定期も新幹線切符も買えないのは不
便だ。

　商店街に飲み屋が多すぎて治安が悪い。子
供連れでも安心して食事やお茶できるお店が
増えてほしい。

　商店街で歩きタバコをしている人がたくさ
んいるので、指導員を増やして歩きたばこを
なくしてほしい。
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　電柱を地下になくしてほしい。

　駅付近に交番をぜひ作っていただきたい。
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　駅舎を改良することによって、階段の昇降
が増えないようにしてほしい。こじんまりと
した駅が分倍河原の良さだと思っている。

　駅施設の改良については、鉄道事業者が主
体的に進めるものになりますが、駅周辺の整
備と整合を図りながら、検討を進めていま
す。

　南武線以南のかえで通りは、まちづくり基
本計画に基づく改良の予定はありません。な
お、南武線以北の市道4-139号については、
道路拡幅や道路空間の再配分により、安全な
歩行者空間を確保します。

　かえで通りの歩道が狭すぎる。片側に寄せ
て幅を広げたほうが良いと思う。

　駅ビルを豪華にすると、MINANOや商店街に
人が流れなくなることもあると思う。



　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　駅周辺の整備に当たっては、駅改良と整合
を図る必要があるため、鉄道事業者と協議を
しながら検討を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、お知らせできる時期に
なりましたら、地区の皆様にもご説明したい
と考えています。

　施策の実施期間については、関係権利者の
方々への影響が生じるため、明確な期間を示
さずに段階的な実施としています。なお、分
倍河原駅周辺地区を対象に策定した府中市都
市・地域交通戦略では、概ね５年程度と10年
程度で実施する施策を掲げています。

　幅員４ｍ未満の狭あい道路は、建築基準法
に基づき、建築物の新築や増築等の際にセッ
トバックをする必要があります。なお、地区
計画によりセットバックをして歩道空間を確
保した範囲は、原則として敷地面積に含めて
建ぺい率を算定することができます。

　南武線上空をまたぐこ線橋は点検を実施し
た結果、緊急に措置を講じる必要はない状態
と判断しています。ただし、老朽化が進んで
いるため、南北自由通路の整備の際には撤去
します。

　駅施設の計画については、鉄道事業者が主
体的に進めるものになるため、ご意見は伝え
てまいります。
　なお、南武線南側の臨時改札口について
は、鉄道事業者に常時開設を要望していま
す。

　駅南側に改札口を作ってほしい。または、
ＮＥＣ用の臨時改札口を常設にして欲しい。
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　まちづくりを進める上で、分倍河原駅の改
良は無縁ではない。
　基本計画書の中では鉄道の高架化や地下化
あるいは駅舎の建替えの話は一切ない。第３
回目の地区計画等検討会ではJRと京王電鉄と
府中市の３者で何回か会合を持ったという報
告があったが、今まで何回協議をしたのかと
協議した内容を開示してほしい。
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　施策を短期的・中期的・長期的に分けて段
階的に実施するとある、それぞれ何年と決め
ているのだろうか。１年、３年、５年という
ように具体的な数字を示してほしい。

　狭あい道路の改良には敷地の一部を提供し
てもらうしかない。土地の一部を提供すると
敷地が狭くなって建ぺい率がオーバーし、違
法建築になることもある。また、家屋が老朽
化して建て替える場合、元の家と同じ広さの
家が建てられないことも考えられる。その場
合建ぺい率を緩和する特例を設けるのだろう
か。

　駅の南北こ線橋がずいぶんさびているよう
で、場所によってはさびた跡が穴になってい
る。通行する際に、少なくとも２ヶ所透けた
穴があり、向こう側が見えるところもある。
　昨今、歩道橋が都内で姿を消しているが、
その理由はさびがひどく崩落の恐れがあるか
らだとニュースなどで聞いた。分倍河原駅へ
の重要なルートであるため、そろそろ補強す
るなりしないと非常に危ないと感じている。

　駅の改良をしてほしい。利用者が多いの
で、改札や乗換え動線を分かりやすく、通り
やすくしてほしい。乗換えと改札から入る人
がクロスし、通りづらい。
　京王線にもホーム新宿寄りに臨時改札
（カード専用）があるとよい。

20



　分倍河原駅周辺は、環境美化活動を推進す
るため、条例に基づき環境美化推進地区に指
定しています。喫煙マナーについては、引き
続き対策を検討してまいります。

　駅前溜まり空間については、歩行者の待機
場所や救援活動を行う空間を確保するととも
に、緊急車両の転回スペース等にも配慮した
規模で整備します。

　快適でにぎわいのある商店街を形成するた
め、商店会のご意見をお聴きしながら、まち
づくりのルール等を検討します。

　分倍河原駅周辺地区は、歩行者中心の人に
優しいコンパクトなまちを将来像に掲げてい
ます。駅北西側は大半が居住環境保全エリア
であるため、車のための駐車スペースを整備
する予定はありません。

　既存のこ線橋は老朽化が進んでいるため撤
去し、南北自由通路を再整備します。

　分倍河原駅周辺地区では、歩行者中心の人
に優しいコンパクトなまちを将来像に掲げて
います。自由通路や溜まり空間の整備など基
盤整備を中心としたまちづくりを進めてまい
ります。

　分倍河原駅周辺地区では、歩行者中心の人
に優しいコンパクトなまちを将来像に掲げて
います。南北のアクセス性の向上のため、人
と自転車が通行できる南武線をまたぐ南北自
由通路を再整備します。

　南北自由通路が老朽化しているので、綺麗
にしてほしい。
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　地域住民が住みやすいまちになると、外か
ら利用する人も増え、住みたいと思うように
なると思う。コンパクトなまちのままの改良
を期待している。

　分倍河原駅は北と南のアクセスが悪い。特
に車、自転車は踏切につかまり、本当に大変
だ。せめて、自転車と人が通り抜けできるア
ンダーパスを作ってほしい。
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　タバコのポイ捨てが結構あるので、取り締
まってほしい。
　分倍河原駅は、住民より通勤の方が多く
使っているので、街をきれいにする意識が低
いと思う。街路樹の植え込みにいっぱいごみ
が捨ててある。高い企業ごみ袋で捨てたくな
いので、ゴミを拾うのは止めた。
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　駅前の溜まり空間は、待ち合わせしやす
く、コンパクトな空間がよいと思う。
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　難しいとは思うが、商店街の業種を全体で
考えてほしい。食品などのちょっとした買い
物ができると、わざわざサミットまで行かず
にすむ。22
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　駅北西側で迎えの車の駐車が多いので、駐
車スペースがあってもいいと思う。



　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　セットバックについては、安全で快適な歩
行者空間を確保することを目的としていま
す。まちづくりのルールとして地区計画に定
めることについては、関係権利者の方々のご
意向をお聴きしながら、検討してまいりま
す。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものとなるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　まちづくり基本計画に基づき、分倍河原駅
周辺地区のまちづくりを推進してまいりま
す。

　セットバックは公共の利益のために進めて
ほしい。
　また、駅ビルは必要がないと思う。分倍河
原はこのままでも、府中駅の伊勢丹跡の用地
等で府中のにぎわいを戻してほしい。
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　計画案はよく検討されていると思う。
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　商店街の形成は業種的には変わらない、変
えられないと感じる。道路は緊急車両が支障
なく通行できる広さが必要と考えるが、駅ビ
ルでも作らない限り、用地買収的に難しいの
ではないか。
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　駅南西側から改札口まで行くには、大回り
する必要があるため、駅南西側にも改札口が
あるとより利便性が向上する。
　また、南武線と京王線のホームそれぞれを
島式ホームにして、乗換えしやすくするのは
いかがだろうか。
　さらには、エキナカとラウンジを設けると
より居心地の良い空間となるのではないだろ
うか。レンタルオフィス、バーチャルオフィ
ス、コワーキングスペースもあってもよいと
思う。コワーキングスペースから「分倍河原
の街へ繰り出す動線」がひとつ増える。
　単なる乗換え駅ではなくなることを大切に
思う。

　分倍河原駅周辺地区では、歩行者中心の人
に優しいコンパクトなまちを将来像に掲げて
います。商店街においても、歩行者の安全を
確保するため、商店会等と協議・調整の上、
セットバックによる歩行者空間の確保など、
まちづくりのルール等を検討します。

　分倍河原駅周辺では、特に駅北西部におけ
る駅へのアクセス道路が狭隘で見通しが悪い
ため、改善が必要と考えています。
　そのため、歩行者通行の安全性確保のほ
か、災害時における避難救助活動の経路確保
など防災性の向上を図るための道路整備を実
施します。

　駅へのアクセス道路の整備について、現在
のアクセスでも緊急時以外は特に問題ないと
思う。
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　駅西側を南北に進む道が非常に不便だ。分
梅通りより内側で駅よりは西側のエリアで南
北にまっすぐな道を歩行者専用でもよいので
作ってほしい。あまりにも通りづらく、遠回
りしなければならないため不便だ（図の添付
あり）。
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　市道4-139号の改良、分梅通りの改良及び
市道4-159号の改良（現道の改良）について
は、通行量が少ないので、現状のままでよ
い。

　市道4-139号及び分梅通りは歩行者空間が
狭く、改善が求められているため、歩行者に
配慮した整備を行います。
　市道4-159号は歩行者の安全性の向上を図
るため、自動車の速度を抑制するための路面
標示などの道路改良を行います。
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　駅の南北こ線橋のエレベーターは、健常者
の自転車利用が多く見られ、自分も以前は理
解しておらず、自転車の乗降に利用してい
た。自転車が乗れない工夫が必要だ。スロー
プが全く機能していない。
　狭い土地なので、分倍河原のイメージを変
えるのはなかなか難しい。今のままでも充分
だ。

　南北自由通路の再整備に当たっては、自転
車の押し歩きのルール化など、歩行者の安全
性に配慮した利用方法を検討します。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　駅北西側への改札口の設置や駅舎改良につ
いて検討を進めていただけるとありがたく思
う。
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　商店街区域について、飲酒できる店が多数
立地しているが、第三小学校の児童らの通学
路でもあるので、防犯対策がしっかりとられ
るような施策を実施してほしいと思う。

　快適でにぎわいのある商店街を形成するた
め、商店会のご意見をお聴きしながら、まち
づくりのルール等を検討します。
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　アクセスが良い利点を活かした街になるよ
う、まちづくりを進めてほしい。駅の外に人
が出てくるような配慮が必要という意見に賛
成だ。例えば、駅直結で保育所や塾などが
あったり、カフェなどもあると良いと思う。
　分倍河原駅は京王線と南武線との乗換駅な
ので、市の中心駅である府中駅よりも乗降客
数が多い。まちを活性化させてくれるのは、
住民以上に乗降客なのではないかと思う。駅
でたくさんのアンケートを取って、意見を聞
くべきだと考える。

　商店街、駅、駅前広場、商業・業務施設を
つなぐにぎわいを創出するため、生活サービ
スが整い、多くの人たちでにぎわうコンパク
トなまちづくりに取り組んでまいります。

　地区内の南北の通行については、南北自由
通路を再整備し、歩行者が安全に通行できる
空間を確保します。また、駅北西部では、駅
へのアクセス道路を整備します。
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　駅施設の改良については、鉄道事業者が主
体的に進めるものになりますが、駅周辺の整
備と整合を図りながら、検討を進めていま
す。39

　もっと乗換え等で利用しようと思うよう
な、混雑しても利用しやすい安心で安全な駅
構造を望む（ホーム幅、改札増、道幅を広
く、駅構内にカフェの設置など）。
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　もっと飲食店やスーパー等様々な店舗が軒
を連ねる商店街にし、様々な人が利用しに訪
れるイメージを持った方がよいと思う。南口
に大型テナント施設はあるが、遅い時間には
アルコール等を求めている客は北口へ流れて
くる。ならば、早い時間帯の客もとりこもう
とする気持ち、姿勢が大切かと思う。ラーメ
ン店をもっと増やし、ラーメン激戦区にし、
下車率を増やす。下車率を増やし、分倍河原
で飲食してもらう計画が有効だと考える。

　快適でにぎわいのある商店街を形成するた
め、商店会のご意見をお聴きしながら、まち
づくりのルール等を検討します。

42

　北西側の住宅地は細分化しないでほしい。 　駅北西側では、良好な居住環境を保全する
ためのまちづくりのルールを検討します。

　高安寺南側の通路（清水下小道）は、まち
づくり基本計画に基づく改良の予定はありま
せん。なお、高安寺西側の市道4-139号につ
いては、道路拡幅や道路空間の再配分による
改良を行います。

44

　分梅通りの駐在所という交差点は五差路で
判りづらい。駅から来る車は右折や左折のタ
イミングが分からない人も多い。この道も整
備するだろうが、分かりやすくしてほしい。

　ご意見にある交差点は、都市計画道路３・
４・６号が交差していますが、当該路線は今
後の在り方を検討しています。なお、まちづ
くり基本計画では、交差点を改良する予定は
ありません。

45

　南側を知らない人は銅像があるだけで何も
ない、さびしい所だと思う。ミナノをもっと
宣伝してほしい。

　商店街、駅、駅前広場、商業・業務施設を
つなぐにぎわいの創出に取り組んでまいりま
す。

　商店街では、歩行者の安全を確保する事業
を実施するため、商店会等と協議・調整の
上、自動車乗り入れ時間帯規制などを検討し
ます。
　また、快適でにぎわいのある商店街を形成
するため、まちづくりのルール等を検討しま
す。

　商店街へ車がよく入ってきて、駅前で立ち
往生している。南側に通り抜けできないこと
や、道路が狭くＵターンしづらいことの注意
を促す看板を旧甲州街道の入口辺りに立てる
とよいと思う。41

　高安寺下の道路を拡げてまっすぐにしてほ
しい。



　駅北東側には、歩行者のための溜まり空間
を整備し、駅利用者や住民が潤いを感じられ
る空間にするとともに、にぎわいの創出を
図ってまいります。

47

　居酒屋が多いのが気になる。駅周辺や駅南
側ロータリー周辺に嘔吐物が毎日のようにあ
るため、居酒屋のオーナーさんにもしっかり
と清掃していただきたい。また、昔のように
明るいお店を望む。昔は八百屋が賑わってい
た。
　近くに住む者としては、汚いイメージから
明るく風情があるまちになってほしい。

　溜まり空間や駅前広場など駅周辺の基盤整
備とともに、景観に配慮したまちづくりを進
めてまいります。

48

　まちづくり基本計画（案）は良いと思う。
これだけの計画をやるには時間と予算が必要
となり大変だ。
　当面やるべきことは京王線の西口に改札口
をつけることではないだろうか。最優先課題
としてやってほしい。
　また、西口改札のことは分梅通りより西、
新府中街道までの市民の意見を聞くべきでは
ないだろうか。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

49

　検討会は平日の夜に開催されているので参
加しにくい。土日とか昼間に開催してほし
い。

　地区計画等検討会の開催に際しては、多く
の皆様にご参加いただける日時に開催してま
いります。

46

　駅北側の商店街（線路側）を立ち退いても
らい、ビルや広場や小さな公園などを作り、
広々とした空間を作ったらどうか。ビルは
ル・シーニュのように立ち退いた人達が入居
できるように、飲食店や衣料品や雑貨などを
入れる。

　まちづくり基本計画に基づき、分倍河原駅
周辺地区のまちづくりを推進してまいりま
す。

　全般的に妥当な計画だと思う。北西側住宅
区域の計画についても異議はない。速やかな
計画推進を期待する。

50
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　駅周辺の整備について、溜まり空間の予定
区域は狭いながらも多くのテナントが密集し
てるので、駅舎を現在の駐輪場の位置に移せ
ば立ち退く店舗もすくなくて済むし、税金の
投入も少なくて済むと思うが、いかがだろう
か。
　また、お店がたくさんある商店街より、
ロータリー側に広場を作るのはどうか。
　駅北東側の音楽ホールを残してほしい。こ
の家に住んでいたい。

　溜まり空間の整備に向けた実施計画の策定
過程では、関係権利者の方々のご意向をお聴
きしながら、まちの玄関口にふさわしい駅前
空間の形成に取り組んでまいります。



53

　北西部の道路整備の際、車の通り抜けが多
くならないようにしてほしい。

52

　現在は分倍河原駅の目の前に店舗がある
が、商業エリアは少し離れたところになるの
だろうか。
　全体的にはまとまりのある街並みになり、
人の流れがスムーズになると思うが、商業エ
リアで今まで通りの営業ができるのかが心配
だ。
　今までの古いまちからとてもきれいで近代
的になりそうだと思う。けれど、今までの分
倍河原の良かった所などはどこか上手く取り
込んで残してほしい。

　駅北東側の駅前は、駅利用者や住民が潤い
を感じられる空間にするとともに、にぎわい
を創出するための溜まり空間を整備します。
　実施計画の策定過程では、関係権利者の
方々のご意向をお聴きしながら、快適でにぎ
わいのある商店街の形成に取り組んでまいり
ます。

　駅北西部における駅へのアクセス道路につ
いては、安全で快適な歩行者空間を確保する
ための整備を行います。

　旧甲州街道は都道のため、東京都にお伝え
してあります。
　なお、街路樹は年に一度の剪定を行ってい
るとのことです。

　旧甲州街道の歩道にある、葉が緑や白の街
路樹の枝が伸びて顔に当たる危険性がある。
避けると他の歩行者・自転車とぶつかること
もあるので、定期的に剪定してほしい。

54

55

　駅の南北こ線橋が古く、崩れそうな部分が
見られる。早急に改善した方がよいと思う。

　南武線上空をまたぐこ線橋は点検を実施し
た結果、緊急に措置を講じる必要はない状態
と判断しています。ただし、老朽化が進んで
いるため、南北自由通路の整備の際には撤去
します。

56

　駅北西側に改札口があると、新宿方面に行
く人は駅に入れるので、待ち人数が減る。地
下通路に入れるような改札はどうか。京王電
鉄との協議が必要だと思う。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　駅北西部では、安全で快適な歩行者空間を
確保し、駅へのアクセス性を向上するため、
東西自由通路の整備とともに駅へのアクセス
道路の整備を行います。

　居住について、ブロック塀を減らしていく
ために条例などで対応してほしい。ブロック
塀は安全面と風通しに問題がある。２～３段
でよい。

　駅北西部では、良好な居住環境を保全する
ため、関係権利者の方々とまちづくりのルー
ル等について検討しています。
　なお、一定の要件を満たしたブロック塀を
撤去する際には、市で補助金を助成していま
す。
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　駅西側のアクセスが狭いが、将来的にセッ
トバックで変わっていくので優先して力を入
れてもいいと思う。分梅通りのほうから車は
入れる。



59

　商店街の道路の幅が狭いので、業務運搬車
以外の車は通さない方がよい。
　地域住民に必要な店を望む。自由にすると
飲み屋や不動産屋が増えるだけである。

　商店街では、歩行者の安全を確保する事業
を実施するため、商店会等と協議・調整の
上、自動車乗り入れ時間帯規制などを検討し
ます。
　また、快適でにぎわいのある商店街を形成
するため、まちづくりのルール等を検討しま
す。

60

　電線の地中化は将来的にメンテナンスがで
きるのであればよいが、少子化で対応してい
く人が減っていくのであれば電柱のままでも
よい。

　無電柱化については、良好な景観の形成や
安全で快適な歩行者空間の確保などの観点か
ら検討してまいります。

　地域住民や鉄道事業者を始め、関係者との
協働により、生活サービスが整い、多くの人
たちでにぎわうコンパクトなまちづくりに取
り組んでまいります。

　各施策の実施に当たっては、関係権利者の
方々を始め地域の皆様のご意見をお聴きしな
がら、まちづくりを進めてまいります。
　また、地区計画等検討会の開催に際して
は、多くの皆様にご参加いただける日時に開
催してまいります。

　方針、施策のどれも望ましい内容で大変楽
しみだ。
　しかし、快適、潤い、良好など非常に主観
で判断されがちな表現で示されていることに
不安を感じる。客観的に判断できるような具
体的な内容を、再度住民に確認してくれるス
テップがあると安心だ。例えば、分梅通りの
改良は非常に具体的な内容が分かるが、「溜
まり空間の整備」や「溜まり空間を活用した
にぎわい創出」、「良好な居住環境の保全」
など、何がどうなるかのかよく分からない。
　子供のいる世帯が最近増えていると、自身
も含めて感じる。まちづくりの検討やルール
作りの際には、この世代の声をしっかり取り
入れてほしい。今までの検討会は夜ばかり
で、小さい子供のいる母親や家族は参加でき
なかった。

62

　府中を良くするつもりで再開発したと思う
が、ふたを開けたら全然で、調布へ人が流れ
ていると思う。
　分倍河原も同じようにしないでほしい。再
開発で失敗するのなら市民の税金を使ってま
でやらないでほしい。市民のことを考えて行
動してほしい。

　分倍河原駅周辺地区が抱えるまちづくりを
進める上での課題解決に向けて、地域住民や
交通事業者を始めとした関係者との協働によ
り、地域特性を踏まえたまちづくりを推進し
てまいります。63
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　府中駅の伊勢丹が撤退してしまい、トイザ
らス、手芸店等どんどんなくなっていく。
　企業に協力してもらうことも財政と運営面
から必要である。京王線は電車を利用する人
が増えてほしいと思っているので、京王線と
協力したまちづくりはどうか。啓文堂など本
屋さんは乗り換えのビジネスマンも利用する
と思う。



　南北自由通路の再整備に当たっては、自転
車の押し歩きのルール化など、歩行者の安全
性に配慮した利用方法を検討します。
　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。

　なるべく集まりには参加するようにした
い。
　南北こ線橋は揺れがあって怖いので、早く
きれいにしてほしい。汚物もたくさんある。
また、自転車に乗ったまま、多数の方が行き
来していて危ないと思う。
　はやく駅をきれいにしてほしい。

64

　分梅通りやかえで通りにつながる4-139号
については、道路空間の見直しや道路拡幅な
どを行い、安全な歩行者空間を確保します。
　商店街については、歩行者の安全を確保す
る事業を実施するため、商店会等と協議・調
整の上、自動車乗り入れ時間帯規制などを検
討します。
　街灯の設置については、安全面などを考慮
し、必要に応じて設置を検討します。

　なるべく早く駅西側に改札を造ってほし
い。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　にぎわいのある商店街が好ましい。 　快適でにぎわいのある商店街を形成するた
め、商店会のご意見をお聴きしながら、まち
づくりのルール等を検討します。

　駅の通路がもう少し広いとよい。 　駅施設の改良については、鉄道事業者が主
体的に進めるものになりますが、駅周辺の整
備と整合を図りながら、検討を進めていま
す。
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　駅のこ線橋が古く、壊れないか心配だ。い
つ新しくするのか。

　南武線上空をまたぐこ線橋は点検を実施し
た結果、緊急に措置を講じる必要はない状態
と判断しています。ただし、老朽化が進んで
いるため、南北自由通路の整備の際には撤去
します。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、ご意見は伝えてまいり
ます。

　計画を拝見し、特段問題はない。駅北側の
京王線踏切が開かずの踏切になっているの
で、駅舎の改良の際には、踏切を渡らなくて
もいいように駅の西側にも改札を設けてほし
い。終日が難しければ、せめて南武線のよう
に平日の朝だけでも設けてほしい。
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　歩きにくい場所が何か所かある。分梅通
り、かえで通り、商店街など、車や自転車が
とても近くを通るため、大人でも歩きにくい
と感じるので、子供達は特に危険を感じると
思う。
　また、にぎわい軸以外にもう少し街灯があ
ると良いと思う。冬になると部活帰りや学童
帰りにとても暗い所がある。
　もっと住みよいまちになる事を期待してい
る。



　駅北西側の良好な居住環境を保全するた
め、関係権利者の方々とまちづくりのルール
等を検討します。

　駅西側の南武線のこ線橋が狭く、急傾斜な
のは、ベビーカーを押すときにも危険なので
対応してほしい。

　駅西側の南武線をまたぐこ線橋（一号橋）
は、まちづくり基本計画に基づく改良の予定
はありません。なお、地区内の南北の通行に
ついては、歩行者が安全に通行できる南北自
由通路を再整備します。

73

　この計画は重要な一歩だ。にぎわいがつな
がりひろがる、歩行者中心の人に優しいコン
パクトなまちを将来像としてかかげる姿勢に
感謝するが、そのまちなみがイメージできな
い。
　新型コロナウイルスにより会議が開催され
ないことで非常に不安を感じる。
　若き商店街の商業者達の未来を語る言葉を
聞く必要を訴える。また、議論が時間で打ち
切られることは残念だ。
　地区計画はこの町の在る未来像を語るこ
と、そして行程表を示すことではないか。す
ばらしい商店街になるように力をあわせて進
めていきたい。
　駅舎の改良が街造りの要、情報の提供を求
める。世論の声が大切だ。しっかり情報をお
知らせして意見を聞く機会を設けてほしい。

　３月に予定していた説明会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から中止し、代
わりに地区の皆様への意見募集を実施したほ
か、６月にはご意見を広くお聴きするため、
オープンハウスを実施しています。
　これまでいただいたご意見を含め、今後も
関係権利者の方々を始め地区の皆様のご意見
をお聴きしながら、まちづくりを推進してま
いります。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになるため、お知らせできる時期に
なりましたら、地区の皆様にもご説明したい
と考えています。
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　基本計画が具体性に欠け、残念な思いだ。
今回こそは、まとまった方向性が出ると期待
していたが、「～の解消」「～の確保」「～
の利用」ばかりで具体的にどうなるのか分か
らず、まだ決まっていないとしたら、いつ分
かるのか。決まったその案に賛成できるかど
うか分からない。自分が住む街だから、子や
孫世代にこれからも住んでほしいので、真剣
に考えている。
　時間がかかりすぎていると思う。具体的な
図面やイメージ図などを見たかったが、その
段階になると市民の意見は取り入れられない
のだろうか。
　平成28年９月のアンケート調査に希望は全
て書いた。
　清潔で、子が安全に自転車走行できる街に
してほしい。

　まちづくり基本計画は、まちづくり提案書
の提言を踏まえて策定するもので、分倍河原
駅周辺地区で取り組むまちづくりの全体像を
示した計画となります。
　各施策の実施に当たっては、関係権利者の
方々を始め地域の皆様のご意見をお聴きしな
がら、まちづくりを進めてまいります。
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　居住環境保全エリアは、古い戸建が売却さ
れ新築戸建ができる際に２戸、３戸建つなど
細分化されているのは、ある程度規制してほ
しい。



　分倍河原駅周辺地区では、歩行者中心の人
に優しいコンパクトなまちを将来像に掲げて
いるため、駅前の溜まり空間は、歩行者のた
めの空間として整備します。
　なお、既存の駅南側駅前広場を再整備し、
鉄道とバス、タクシーの乗換利便性等の向上
を図ります。
　駅北西部から駅へのアクセスについては、
駅改良と整合を図りながら、東西自由通路を
整備します。
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　３月に中止となった説明会を改めて実施
し、説明と意見交換を行った上でパブリック
コメントを集めるように強く要望する。

　３月に予定していた説明会は、コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から中止し、代わり
に地区の皆様への意見募集を実施したほか、
６月にはご意見を広くお聴きするため、オー
プンハウスを実施しています。

77

　具体的な姿がともなった検討をすべきと思
うので私案を提案する（図の添付あり）。

　各施策の実施に当たっては、関係権利者の
方々を始め地域の皆様のご意見をお聴きしな
がら、まちづくりを進めてまいります。
　なお、駅施設の改良については、鉄道事業
者が主体的に進めるものになりますが、駅周
辺の整備と整合を図りながら、検討を進めて
います。
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　駅舎の改良や、溜まり空間の整備、東西自
由通路の整備を支持するが、これら以外の施
策は現状から変化をもたらすものとは考え難
い。
　今さら遅い意見かもしれないが、駅前商店
街はいっそのこと、段階的に全てスクラップ
＆ビルドしてはどうか。

　分倍河原駅周辺地区が抱えるまちづくりを
進める上での課題解決に向けて、地域住民や
交通事業者を始めとした関係者との協働によ
り、まちづくりを推進してまいります。
　商店街では、快適でにぎわいのある良好な
商店街を形成するため、商店会の方々とまち
づくりのルール等を検討します。
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　京王線の中でも利用客が多い分倍河原駅
が、これまで駅舎及び駅周辺の改善がほとん
ど行われて来なかった。その原因は、小売店
舗の密集により土地建物等の権利関係の複雑
化、定着化が予想以上に速く進んだ結果であ
る。
　今後、駅及び駅周辺地区のまちづくりを進
めるには、換骨奪胎の精神が必要だ。
　北西側住宅区域の住民が、踏切を利用する
ことなく駅に到着できるようになるため、駅
を内包した駅ビルの建設と、バス便を可能と
する駅前広場を創設する。これにより駅周辺
の地域の活性化にもなると確信する。

　駅北西部から駅へのアクセス性を向上する
ため、駅改良と整合を図りながら、東西自由
通路を整備します。

　居住環境エリアでは、バイクの通り抜けが
非常に多いと感じる。商店街を含め、通路を
拡げる必要性はどうか。
　昔からの分倍河原はそんなに悪くない。府
中は変化したけれど、分倍河原はそんなに変
わっていない。変化しないのも、また重要。
気持ちが安心する拠り所を残すことも考え方
の一つではないだろうか。変えてしまったら
もとへは戻れない。

　分倍河原駅周辺地区では、地域特性を踏ま
え、歩行者中心の人に優しいコンパクトなま
ちを将来像に掲げています。
　安全で快適な歩行者空間を確保するため、
駅北西部では駅へのアクセス道路の整備を行
い、商店街ではまちづくりのルール等を検討
します。
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　東西自由通路の整備について、何年も前か
ら意見していた。とにかく早くできる案はな
いだろうか。京王線の北側の踏切が問題だ
（図の添付あり）。
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　概ね内容に賛成だ。20年前に転居した時、
小さな商店街に魅力を感じたことも分倍河原
を選んだ一因だった。昔ながらのお店が守ら
れ活気を持つことが期待したい点である。年
齢を重ねていくうちに、より住みやすい街に
なることを楽しみに協力していきたいと思
う。

　まちづくり基本計画に基づき、分倍河原駅
周辺地区のまちづくりを推進していきます。

　どこがどのように変わるのかをもっと具体
的に示していただきたい。店を営んでいる人
や住んでいる人に与える影響を、良い点と悪
い点それぞれ示していただきたい。個人で負
担する費用も発生するのだろうか。

　まちづくり基本計画は、まちづくり提案書
の提言を踏まえて策定するもので、分倍河原
駅周辺地区で取り組むまちづくりの全体像を
示した計画となります。
　各施策の実施に当たっては、関係権利者の
方々を始め地域の皆様のご意見をお聴きしな
がら、まちづくりを進めてまいります。
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　喫煙所を設けていただきたい。たまに路上
喫煙や歩行喫煙を見かけることがある。喫煙
者のマナーの問題ではあるが、一方で喫煙所
がないこともとも一因だと思う。喫煙者、非
喫煙者が共存できる街であってほしい。

　分倍河原駅周辺は、環境美化活動を推進す
るため、条例に基づき環境美化推進地区に指
定しています。喫煙マナーについては、引き
続き対策を検討してまいります。

　京王線は数年かけて、相模原線等の比較的
新しい駅を除きほぼ全ての駅を改良したが、
分倍河原駅だけは一部改良のみで駅舎はぼろ
ぼろの古いままだ。改札はJRから乗り換える
人との動線が確保されておらず、ものすごい
不便を感じている。動線を考えた新駅舎の建
築を望む。

　分倍河原駅は、長年にわたり市民の皆様か
ら改善の要望が多いことから、駅周辺のまち
づくりとともに駅改良の実現に向けて、鉄道
事業者と協議を進めています。

　駅の歩道橋の建て替えを希望する。あの古
さ、汚さを放置している理由が分からない。

　既存のこ線橋は老朽化が進んでいるため撤
去し、南北自由通路を再整備します。


