
１　意見・提案の提出時期

　　令和２年３月１０日（火）から令和２年４月８日（水）まで

２　意見の提出者等

Ｅメール 窓口

５人 －

３　意見の概要とそれに対する市の考え方

    別紙のとおり

ＦＡＸ

－

分倍河原駅周辺地区まちづくり基本計画（案）に対するパブリックコメント手続の実施結
果

提出者数 意見の提出方法（人数）

６人
意見投函箱

１人

件数

１５件
郵送
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意見の要旨 市の考え方

　このことについては、私が市民になる以前
から意見交換があったと聞いており、30年近
く堂々巡りで論じられていると聞いている。
しかし、分倍河原駅について、45年前から駅
近くで営業してきた店主に聞くと、駅はほと
んど変わってないという。乗降客数は10倍く
らいになってるようだが、全くおかしなこと
だ。
　今回示された計画が、こうした長い歴史経
過と、周辺住民の思いが結集した成果とはと
ても思えない。せいぜい数回の会合で得た情
報で、マーカーの線を地図に描いたものにす
ぎない。
　30年もカネと時間をかけて、もっとリアル
で具体の絵がなぜ示せないのか不思議だ。市
やコンサルはやる気がないとしか思えない。
そんなことで鉄道事業者が出てくるわけがな
い。役所の仕事の仕方から改善しないと、こ
の難しい場所に、市民の理解を得る成果は得
られない。
　現場に職員常駐事務所を開いて、現場の声
を常に聴きとる仕事を始める必要がある。何
時までも人ごとのように対応されていたので
は、市民はたまったものではない。背水の陣
で結果を出すべきである。

　分倍河原駅周辺地区では、平成８年に当時
のまちづくり協議会からまちづくり提案書が
提出され、20年以上にわたりまちづくりに取
り組んできました。
　平成29年には、現在のまちづくり協議会が
スタートし、まちの課題解決に向けた検討を
重ね、平成30年に新たにまちづくり提案書が
市へ提出されています。この提案書の提言を
踏まえて、市民協働によるまちづくりを推進
するため、まちづくりの全体像を示したまち
づくり基本計画を策定したものです。
　今後も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、まちづくりを推
進してまいります。

　下記の理由から改札機の増設を希望する。
　先日公表された府中市内の駅利用者数で最
大だった分倍河原駅に改札が１つしかないの
はアンバランスであると感じている。他社私
鉄でも無人改札機を多く導入している。
　市道4-159号側からの駅利用に際し、一度駅
をくぐる必要があり、アクセス性が悪い。ま
ちの将来像の方針２「歩行者中心のまち」に
する為にも公共交通機関の利用はセットで考
えるべき。南西側のスペースを使って、京王
線の改札を新設する。北西側にも改札があっ
た方が良い。
　コンセプト（将来像）に掲げるコンパクト
なまちに欠かせないアクセス性を高めるため
にも、京王電鉄との具体的な交渉をお願いす
る（図の添付あり）。

　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。
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　整備の対象区域から外れるかもしれない
が、2018年に事故の起きたサミットと農工大
の畑の角の交差点を歩車分離信号およびスク
ランブル式にしてはどうだろうか。息子が近
くの保育園に通っていて、将来は第三小学校
に通う予定で、これからもこの交差点をよく
通ることになる。警察官や、ボランティアの
方々が見てくれているが、毎日ずっとではな
いので、追加の安全対策をしてもよいので
は、と考えている。それに、右折や左折の車
が歩行者を待って渋滞しているのをよく見る
ので、歩車分離式にした方が交通の流れも良
くなるかもしれない。
　もし、すでに市で安全対策を検討していた
ら、教えてほしい。

　分倍河原駅の現状について、一日の乗降客
は95,000人（乗り換え72,000人、乗り降り
23,000人）。
　駅舎のコンコースが狭く、乗り換え時には
大混雑状態のため大きく面積を確保する。コ
ンコース内には、コンビニを設け駅の利便性
向上を図る。
　パブリックトイレも広げ、特に女性用トイ
レには、パウダーコーナーを設ける（図の添
付あり）。

　北東改札口前の広場は、一般車の乗り入れ
を規制する。広場は自転車と歩行者の動線を
分離する。広場東端には自転車ブリッジを設
ける。現状を調査すると、駅前混雑時に自転
車と歩行者との間で、いつ事故が起きてもお
かしくない状況が続いている。
　また、広場から南ロータリーへの通路は歩
行者動線と自転車動線を完全に区分けする
（図の添付あり）。

　駅北西側近隣住民のアクセスは、京王線
ホーム北端に臨時改札口を設け、出勤時の開
かずの踏切を解消する。
　臨時改札口前には広場を設け、臨時改札口
は南武線下りホーム臨時改札口と同じ扱いに
する（図の添付あり）。

　片町公園は石積みの植え込みがあり、遊べ
る公園ではない。観賞用公園は不要。また防
犯上死角が多く問題もある。
　ここに本設として自転車駐車場を整備し、
ロータリー西側自転車置き場は、広場として
整備する。
　また、南側既存駐輪場は駅前広場とし、駅
舎改良と合わせ広めの階段、エスカレーター
を設け東改札口へのアクセスを容易にする。
　片町公園前の緑道も段差が多く、殆ど市民
利用がない観賞用公園になっており、段差を
なくし、ベンチを配置し憩いの場としての整
備する（図の添付あり）。

　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。

　北東改札前は、歩行者の待機や非常時に救
援活動を行う、歩行者のための溜まり空間と
して整備します。また、南武線上空をまたぐ
南北自由通路も、自転車の押し歩きのルール
化等を検討し、歩行者の安全確保を図りま
す。

　駅北西部と駅とのアクセス性を向上するた
め、道路の拡幅整備や東西自由通路の整備に
取り組みます。
　駅施設の計画は、鉄道事業者が主体的に進
めるものになりますが、駅周辺の整備と整合
を図りながら、鉄道事業者と連携・調整を
行っています。

　片町公園については、安全安心な憩いの場
を創出するため、防犯性を向上させる改良を
行います。
　駅南自転車駐車場については、南北自由通
路の再整備に併せて、適正な位置に移転・再
整備を行います。

　交差点における交通規制については警視庁
が主管となりますので、ご意見は府中警察署
へお伝えします。当該事故後の対策としまし
ては、市と府中警察署で検証を行い、人と車
が安全に通行できるように、①歩行者信号が
赤になっても車両信号の青の時間を長くする
②車両が交差点において右折するときに通行
すべき位置を指定する記号を道路中央に設置
する③横断歩道の位置を交差点から離す、以
上の３点について規制変更を行いました。
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　南北・東西自由通路や溜まり空間の整備に
ついては、駅改良と整合を図るため、鉄道事
業者と連携・調整を行っています。また、駅
周辺では利便性やバリアフリーに配慮した動
線となるよう、一体的に検討を進めていま
す。

　市道4-159号については、自動車の速度を
抑制するための路面標示などの現道の改良を
行い、歩行者の安全性の向上を図ります。
　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。
　都市計画道路３・４・６号は、路線全体で
今後の在り方の検討を進めています。

　基本計画（案）を読み、これまで不便に
思っていたことが明文化されていて参考に
なった。意見は以下のとおりである。
　府中崖線や線路に分断された地域特性は、
見方を変えれば、山並みを見渡せる眺望の良
さと崖線下の湧水につながる遊歩道などの自
然景観、高倉古墳や高安寺、弁慶の井戸、古
戦場などの文化遺産に恵まれた地域である。
　車と自転車に行き来が優先的に便利になる
全国画一的な駅前風景とするのではなく、今
のまちの雰囲気を残しつつ、地域住民と駅利
用者が豊かな自然景観と文化遺産を生活の中
で感じられる「歩行者中心のまちづくり」を
行う。

　地区内の良好な景観の保全・活用を図るた
め、住民の方々とともに府中崖線などの自然
景観の保全や、良好な街並み景観の形成等に
つながるまちづくりルールの検討を行いま
す。

　現在のかえで通りの自転車走行空間は歩道
と一体のため、歩行者にとって危ない。かえ
で通りの自転車走行空間を直ぐに車道に移
し、市道4-139の自転車走行空間とつながった
ものとする。

　かえで通りについては、現在のところ改良
予定はありません。

　現在の南北通路、スロープ、エレベー
ター、駅舎、京王線ホームと南武線ホームと
の連絡通路を一体的に改築する。
　自転車と歩行者が接触しないだけの充分な
幅のある南北通路とし、山並みの展望、朝焼
け夕焼け、四季の富士山など、毎日の生活の
中で眺められるようにする。
　ロータリーから駅への移動にエレベーター
を複数設置する。日常利用だけでなく、多摩
川決壊時に車イス利用者が崖線上部への避難
しやすくなる。
　溜まり空間の整備、南北通路の再整備、東
西自由通路の整備を一体的に整備することに
より、利便性の高い動線を確保する。

　市道4-159を歩きやすい道として整備し、通
勤通学者の安全を確保する。
　京王線以西について、歩道の拡張や、路面
標示による積極的な方法で車の交通量を抑え
る。一般車の駅へのアクセスは鎌倉街道側か
ら入ることで、利便性に問題はない。
　現在、一般車はターミナルの横断歩道付近
で車輌を止め、同乗者を降ろしており、危な
い。一般車用の昇降場所を作る。
　分梅通り～京王線の間を都市計画道路とす
る案を中止する。
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　基本計画（案）はあくまでも計画なので、
これを実際にどう実行するのかが課題だと思
う。地元住民、関係者の意見をきちんと取り
入れて、時間を十分にかけて実行計画を検討
して欲しい。

　分倍河原駅周辺地区まちづくり基本計画
（案）の７ページの７章まちづくりのステッ
プにおいて、STEP１に施策【１】良好な商店
街の形成、施策【４】駅へのアクセス道路の
整備、施策【５】自転車駐車場の移転・再整
備が挙げられているが、これらはSTEP２の施
策【９】駅舎の改良がどうなるか分からない
うちは無理なのではないだろうか。

　まちづくり基本計画に掲げる施策の展開に
当たっては、段階的に実施する必要がありま
す。駅周辺の整備については、駅改良の計画
とも整合を図りながら検討を進めています。

　商店街区域対象の地区計画等検討会に３回
参加したが、結局、駅舎・駅広・商店街道路
への車の乗り入れ・東西自由通路の位置な
ど、どのような方針も決まらなかった。地区
計画等検討会という名目だったので、地区計
画の具体的なものを決めるのかと思っていた
が、時間が少なく、「地区計画をやるかどう
かも含めて」の検討会であり、実質は「まち
づくり検討会」だったと思う。
　私が検討会に参加して感じた問題点は、ま
ず、検討時間の不足である。各回１時間から
１時間半、都合３～５時間でこのような重要
な地区計画を決めるのは無理だと思った。２
点目は、参加人数が少ないことだ。参加され
ない方々の意見はどのように聞き、どのよう
に反映するのだろうか。３つ目として、市の
計画や交通事業者との交渉経過をきちんと知
らせるべきである。交通事業者と交渉したと
のことだが、市がどのようなプランをもって
交渉に臨んだのかそのプランと交渉結果につ
いて質問したが答えはなかった。４点目は、
南北自由通路や自転車駐車場の移転・再整備
は市の事業になると思うが、その時期、方法
についても何の説明もなかった点だ。５点目
は、駅前広場について検討会では説明がな
く、住宅地区で説明があったと聞いたので訊
ねたところ出てきた。重要なことは、最初に
説明すべきではないだろうか。また、市の説
明は人溜まり用で緊急車両以外の車の転回は
考えていないとのことだったがそれにしては
余りに広い。跨線橋の架け替えや駅舎の拡張
を計算に入れているのかも知れないが、その
説明もなかった。また、駅広設置は買収で行
うとのことだが、地区計画の範囲などにも影
響してくる重要なことだと思う。最後に、南
北通路については、商店街からまっすぐに整
備する案や、土地に高低差があるので調整す
る必要がある話や、歩道整備の際は縁石を切
下げ型にする案など、話している中でいろい
ろな考えが小出しで出てきていたが、それら
を系統立てて市としての考えを提示すべきだ
と思う。

　地区計画等検討会は、まちづくり協議会か
ら提出いただいたまちづくり提案書の提言に
基づき、地区計画などまちづくりのルールを
検討するために開催しています。今後の地区
計画等検討会の開催に当たっては、ご意見を
踏まえ運営方法等を検討してまいります。
　各施策については、具体的な実施計画の策
定過程において、説明会やまちづくりニュー
ス等により、地区の皆様にも適宜お知らせす
る予定です。

　各施策の具体的な実施計画については、関
係権利者の方々をはじ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。12
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　意見交換会や検討会では、セットバックに
よる歩道の設置がしきりに言われたとの印象
がある。歩道を作るということは、車道を作
るということだと思うが、私は車道を作った
ら「人にやさしい街」にはならないと考えて
いるので、これについては多くの問題点があ
ると思った。しかし、問題点を整理する時間
もそれを検討する時間もなく疑問は解けぬま
まだった。例えば、車道は作るが駅前広場は
人溜り用で緊急車両以外の車の転回は考えて
いない、車は走らせるのに自転車は押し歩き
を求めるなどは、「まちづくり提案書」と整
合が取れていないし、セットバックについて
も市は「歩道」だが、提案書は「駐車スペー
ス」とある。歩道を作る場合の問題点も、作
らない場合の問題点もそれぞれ多々あったと
思うのだが、話し合われずに終わってしまっ
た。

　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。駅前商店街においても、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や
自転車の押し歩きなど、まちづくりのルール
を検討してまいります。


