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鉄道敷地の整備に関する説明会  

開催日  平成２９年７月１８日（火）  

開催時間  1９：００～２１：００  

開催場所  調布市  文化会館たづくり８階映像シアター  

参加者  １０３名  

 

【司会】  

冒頭でも申し上げた通り8時50分まで，一人でも多くの方にご発言いた

だきたいと思っていますので質問の方は簡潔にお願いしたいと思います。  

また，マイクをご用意しておりますので，ご質問のある方は係の者がマイク

をお持ちいたします。  

ご発言に際して支障のない限り，お所とお名前を簡潔にお話ししていただけ

ればと思います。  

 

 

【小島町  ○○】  

要望になるかもしれないんですけれども，調布FMのパーソナリティのい

ちファンなんですけれども，その人は歌手として池袋の路上ライブを行って

います。あるとき警察署から２回ライブを止められることがありました。に

ぎわいエリアで誰でもライブを行なうことが出来るようにしてほしいことと，

既存の広場でもライブを行って，この映画の街としてスカウトされて役とか

音楽の幅を広げて欲しいということを要望します。  

  

【街づくり事業課】  

鉄道敷地については道路扱いという形で整備を進めさせていただきたいと

考えているところです。１０ｍしかない幅員のところに今までは電車が走っ

ていたところですけれども，両側には民家もございますので，その辺の調整

であるとか，ライブという形でありますと今後は調布駅前広場，ここには多
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目的空間ということで，ある程度の広さの空間を作っていきたいと考えてい

ます。以前はステージがあったりですとか，皆さん噴水の前に集まったり何

かしているところがあったと思います。今現在，工事中でいろいろ塀が立っ

ていたり，工事車両があったりしていますけれども，完成した暁には真ん中

の空間に多目的空間という形を作っていきたいと考えていますので，そこで

できれば活用していただきたいと思っています。そのにぎわいをどれだけ緑

道の方に広げられるかも課題の一つだと思います。ご意見ということでうけ

たまわりたいと思います。  

 

【小島町2丁目  ○○】  

私はその絵でいきますと，ちょうど水木ゾーンと書いてあるところの下の

ところにある映画ゾーンのところに住んでいます。今まで一度もそこの部分

について，発表がなかった。今回初めて見させていただいて，今回イメージ

が，他のところは水木ゾーンとありますが，今まで映画ゾーンのイメージが

全く今まで伝わっていない。今現状，駐車場になっていまして夜も車の出入

りがあります。その辺のきちんとした説明を一度聞きたいなと思っています。

イメージも含めて見せていただければと思っています。  

 

【緑と公園課】  

今ご質問いただきました映画ゾーン全体のイメージというところが，これ

まで皆さんにお示しが出来ていないというところで，申し訳ない部分があり

ます。今日ご説明をさせていただきました全体の「鉄道敷地整備計画」の中

で，スライド２３番でお示しをしているようなゾーンのデザインの例という

ことでは，平成27年にこちらの計画を作成したときには，市民の皆様にお

知らせはしていますが，そのあたりが十分に浸透はしていないのかなと思い

ます。この中の都市公園の部分については，今年度これから設計作業を進め

てまいりますので，その中で，具体的な映画ゾーンの中の公園としてのイメ

ージについてはこれから作成していきたいと思っています。そこについては

検討の段階のところでですね，近隣の皆様にも当然情報をお示ししながら，

またご意見をいただいて進めてまいりたいと思っています。  
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【小島町2丁目  ○○】  

子どもたちのためのタコ公園に代わるようなものが当初考えられていたの

ではないでしょうか。全然出てきてないですね。水木ゾーンというのはどう

いうことですかね。あの辺に子どものゾーンが出来ると思っていたのですけ

ど。子どもたちのためには考えてないのですか。  

それと，街づくりをするために子どもたちの意見は聞いていないでしょう

か。子どもの人権とか子どもが計画に参画するというのが主流になっている

と思うんですけどね。ぜひそういう努力をしていただきたいと思います。こ

れからの街づくりを支えるのは子どもたちですからね。そして駅周辺に，に

ょきにょきマンションが新しく建っていますよね。小さい子どもたちがたく

さん住まわれることになりますよね。そういう子どもたちが遊ぶスペース，

緑のスペースをぜひ考えていただきたいと思います。  

 

【街づくり事業課】  

はい，ご意見ありがとうございます。  

調布駅前広場の中にありました調布駅前公園，通称タコ公園といわれたとこ

ろにつきましては，駅前広場の再整備に伴って，どうしても支障になってく

るということで，今撤去させていただいたところでございます。その代替に

つきましては緑と公園課でも検討いただいている，映画ゾーンの中に代替を

持っていきたいと考えています。  

シネマの建とうとしている北側のところも候補地としてあがったところなの

ですけれども，どうしても日陰になるとか，いろいろなところから相模原線

上に考えたというところでございます。  

子どもの意見ということでございますが，我々もいろいろな方々からご意

見いただきながら皆様のためになる施設をつくっていきたいと十分認識して

います。そのためには子どもを守るための親たちの意見も加味していきたい

と考えています。鉄道敷地のご意見を小学校に聞きに行くと言うのはなかな

か難しいと思うので，検討課題とさせていただければと思います。  

【緑と公園課】  

タコ公園の代替えのところが，映画ゾーンの相模原線の線路跡地というこ
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とで，公園については考えています。もともと調布駅前タコ公園については，

おそらく子どもさんの利用が非常に多い公園であったということで，これの

代替となるということは，子どもさんの利用ということで我々も十分に考え

ていかなくてはいけないと思っています。  

意見については，これから意見交換会をやっていく予定ではありますが，

その中でも特に第一小学校であるとか，富士見台小学校の児童のご意見は伺

いたいなと思っています。それの他に，また保育園の利用もかなり調布駅前

公園，多いということで，近隣のタコ公園閉鎖する時にも市内の保育園，ま

た園庭を持っていない保育園，保育所も最近増えていますので，意向調査も

させていただいている結果もありますので，そういった保育園利用について

もご意見を伺いながら，公園の作業については進めていきたいと思います。  

 

【上石原1丁目  ○○】  

このような会があって大変うれしいです。平成14年からの鉄道敷地委員

会のメンバーだったんですけれども，3年間で毎月1回というすごいペース

でやっていました。その後どうなったかということを多分，会のメンバーの

方も知りたいと思います。何かしら連絡をつけることができたらいいのでは

ないかと思います。それが1点いろいろとアイデアを拝見したのですけれど

も，基本的に大きな枠組みはとても無難に作って，装飾とかキャラクターを

散りばめて，木はどれがいいですかとかデザインとしては凡庸になるのでは

ないかと危惧してしまいました。もう少し大きな枠組みから例えば，ランド

スケープデザイナーとかが中心的な役割を担ってまとめていくことをしない

と，10年間をかける長大なプロジェクトですので，途中でどんどんぶれる

ことになるのではという気がするので，これからのデザインの進め方に関し

ても何かアイデアがあるのではと思います。  

あと1点，具体的な部分なのですが，鉄道敷地西側に計画している駐輪場

なのですが，駐輪場に関してはいままでは大まかな位置は公開されてきたと

思うのですが，具体的なレイアウトは今日初めて見た気がします。駐輪場を

先に整備されるということなんですが，緑道とか公園の施設を先にどういう

形で整備するかが来るべきではないか。機能として駐輪場があるのはわかる
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のですが，例えば西側に関しては，駐輪場を北側に寄せて南側に歩道という

ことになると，ライオンズマンションの影と駐輪場の間に歩道ができてそこ

の歩道から調布銀座にアクセスしにくい位置関係になるのではないかという

ことになる。本来なら，ライオンズマンションの陰に近い方に駐輪場，北側

の日当たりがもう少し期待できそうな方に歩道というレイアウトに検討され

てしかるべきではないかと思いますが，そういうことが急に出てくることが

残念だなと思いました。以上です。  

 

【街づくり事業課】  

提言書というのは，平成15年，16年ですね。延べ40名の方々が携わっ

ているのは認識しています。おっしゃる通り我々としても参加していただい

た方々の今のご意見はお話し伺いたいと思います。ありがとうございます。

気が付かないところをご指摘ありがとうございます。  

ランドスケープデザインにつきましては，おっしゃる通り，緑道について

はコンサルタントに設計委託していきたいと思っています。そこの中でどう

しても我々の設計業務は単年度単年度でいく部分もあるので，なかなか難し

いところもありますが配慮した形でやっていきたいと思っています。  

その中でこの水木ゾーンだとか，映画ゾーンなどは，どうしても後付けの

イメージを追加していくということもあるかな，と考えているところでござ

いますので，いっぺんにすべてが仕上がるということではなくて，皆さんで

徐々に仕上げていく，緑道について空間はある程度用意しておいて，市民参

加の植栽的なもので増やしていくとかというのもあるでしょうから，時代時

代に徐々に成長していく部分があってもいいのかなとは考えています。貴重

なご意見ありがとうございます。  

 

【交通対策課】  

駐輪場についてのご質問をいただきました。冒頭ご説明の中にもありまし

たように，今調布市の駐輪場は敷地を民間の方からお借りして運営をしてい

ることがたいへん多くございます。やはり不安定な運営になっておりますの

で，一日も早く調布市の市有地に設けたいと市では考えております。また敷
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地の北側あるいは南側に通路，それから駐輪場というご意見もいただきまし

た。鉄道敷地の整備計画を立てた時点で，北側が駐輪場，南側が通路という

のは，お示しさせていただいたところでございますが，今後とも近隣の方な

どご意見を伺いながら整備を進めていきたいと思っています。  

よろしくお願いします。  

 

【（匿名）】  

３つほどあるんですけれども。手短にいたします。  

妖怪のキャラクターにカオナシがあったか水木さんか定かではないんです

が・・・駅前広場のことがここで発表されないと，全体計画自体がまるでカ

オナシみたいな。一番肝心のところが，どうなるんだろう。今の段階で伺い

たいと思います。  

いろいろお考えになっているところ冷水をかけるようなことを言ってはい

けないかもしれないけれど，むしろ率直な意見でと思うので。映画ゾーンと

いうのは陳腐でありまして，つまり調布は映画のまちと言っている人はそん

なにいなくて，昔にぎわったものをモニュメントとして置いてみてもしょう

がないんではないか，はっきり言って。ここを子どもに開放して，子どもも

未来の映画ファンになるかもしれないし。例えば，水木さんはある種ファン

タジーの方ですからね，だんだん過去の人になりつつあるわけですね。これ

は時代と共に。10年後に，どのくらい水木しげるさんをどれくらい覚えて

いるか。だから一つの映画，妖怪というのはファンタジーですからね。世界

の子どもがワクワクするようなゾーンとして，そこに公園なんかも含めて子

どもが喜んで遊び，且つ映画にも関係あるというふうに再設計をお願いでき

ないかと感じがしております。  

3つ目は，僕も市のHPを見ている方ではないんですが，そもそも安藤忠

雄さんという名前が一番最初にあって，国立競技場のことでいろいろ話題に

なったけれども，あの人の作った駅前は，非常に無機質な交通を南北に良く

するということでは意味があるのかもしれないが，うるおいとそういうもの

のかけらもないデザインで，あれが今結局，どこまで拘束力があってそれに

駅前広場がどう制約されるのかということがちょっと知りたいことです。  
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最後に，コンサルタントとか言われましたけれども，そういう人たちのお

名前とか所在地とかそういったものが公開されているのでしょうか。国会，

その他でも情報公開とか非常に言われていますし，小池都知事も豊洲問題も

情報公開だと言っていますし，そういう市民アクセス手段が現在あって今後

どういうことをお考えか，たくさんになってすみませんけれども，よろしく

お願いします。  

 

【街づくり事業課】  

調布駅前広場とこの緑道空間につきましては「にぎわい庭園ちょうふ」と

いう形で安藤忠雄設計事務所さんに監修していただき，意匠をいただいてい

るという形になっています。質問に対する回答が順不同になるかもしれませ

んが。駅前の図面は今日持っていませんが，調布駅前の広場口を降りて行っ

ていただいた，エスカーレーターを上がった正面にちょっとした看板を立て

させていただいていまして，そこに楕円形のロータリーであるとか大屋根で

あるとか公共施設棟であるとかというところのデザインをいただいていると

ころであります。無機質という形のご意見でございますけれども，布田駅，

国領駅につきましても，同じく安藤忠雄設計事務所さんにお願いした同じデ

ザインコンセプトの中の一つの成果物でございます。あそこにつきましても

同じなんですけれども，既存の樹木が何本かあったところを，どうしてもそ

のロータリーの整備に伴って撤去せざるを得ないということで，新たに樹木

を植えたという形になってございます。  

もともと基本のコンセプト「にぎわい庭園」ということで緑あふれる調布

をイメージした中でご提案いただいたものを我々として整備するにあたって，

周辺住民の方々，商店街の方々と意見交換した中で，樹木をどういうふうに

配置するかという形をご相談させたいただく中で，今の布田と国領のような

形になっているのも事実でございます。  

調布駅前につきましては，調布駅前公園というタコ公園という立派なもの

もあったと，今その既存樹木の活用について，皆様方と議論させていただい

ているところですけれども，ある程度大きなシンボル的な樹木を残して，活

用するような形で，駅前空間を作っていきたいと考えているところです。  
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単に無機質的なロータリー機能だけあればいいというところは考えてござい

ません。そこについては，市としてもにぎわいあふれる緑あふれる空間にし

ていきたいというふうに考えているところです。  

本日のご説明につきましては，ピンポイントで絞らせていただいて，鉄道

敷地の西側の映画ゾーンと水木ゾーンのイメージですら，皆様方からご指摘

いただいている通り中身がまだ全然わからないではないかという，囲ったま

ま放っておいているところは心苦しいところですけれども，それについてい

よいよどういうふうなものが具体的に，お示しできるかということを議論し

ていきたいということで今日設定させていただいたところです。  

駅前広場の説明会につきましては近々に設定させていただきたいと考えてい

るところでございます。  

それと映画ゾーンにつきましても今相模原線上に映画ゾーンという形で設

定はさせていただいています。ちょうど水木ゾーンと映画ゾーンの交わって

いるあたりに今回京王電鉄さんの方でシネマコンプレックスが出来るという

ことで，映画館とリンクしたような形で，何かしら映画といえば調布という

ようなところが打ちだせないかというイメージで，映画ゾーンというものを

設定していただいて，具体的にはどんなものかイメージとしては確かにおっ

しゃる通り手形であるとか，京王多摩川駅にある公園の中に置いてある手形

とか銘板を活用できないかというようなものも1つの案として出ているとこ

ろです。新しく出来る映画館とリンクしたような形で回遊が出来るような設

えができればいいなと考えているところです。  

コンサルタントにつきましては，受注業者の名前は市のHPで見られるよ

うになっています。こういう中でご意見をいただいてもよろしいですし，街

づくり事業課に直接お手紙だとか要望書だとかお出しいただければ拝見させ

ていただきたいと思います。  

 

【国領町1丁目  ○○】  

よろしくお願いします。駅前広場の全体像について，それから駐輪場につ

いて，それから樹木の計画について，そういうことについて市に提言してい

っている樹木を守る会というものがありまして，運動をしております。そう
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いうところから街づくり課ともいろいろお話させていただいています。  

どうしてもそれだけ，例えば駐輪場だけ，ロータリーだけ，線路敷地だけの

話をするのは結構無理があるなというふうに思います。これまでずっと考え

てきましたけれども。全部調布駅前の街づくりですね。どれ１つも欠かせな

いし，どれ1つだけを取ってその議論をするわけにもいかないと私は思いま

す。今日は線路敷地の西側ということで，ちょっと気付いたことを質問させ

てください。  

7ページにあります計画表ですよね。7ページの左の下の方に用地取得と

か整備工事というスケジュール表がありますけれども，これは10年間にわ

たって，線路跡地について3つのゾーンに分けて工事をするんですが，並行

的にやっていくんでしょうか。それともどこかを何年から何年まで，どこを

何年から何年までという具合に分けていくんでしょうか。その目安ですね。  

それからその上に用地取得とありますけれども，用地の取得というのはこれ

から10年かけてやるわけなんですか。用地の取得の予算規模を教えていた

だけますか。それから整備工事の予算規模を教えていただけますか。  

全体で線路敷地にはどれくらいかかるのか。例えば，駅前広場総合計画を策

定しましたし，都市計画事業認可も受けているわけなんですけれども，全体

の中でどれくらいの額を占めるのか，そういうことをちょっと教えていただ

きたいと思います。  

敷地内，この線路敷地のところにいろいろな計画をして，きれいな夢のあ

るような話を聞かせていただいたことはうれしいんですけれども，そのこと

をちょっと教えていただきたいです。  

 

【街づくり事業課】  

ご質問ありがとうございます。ちょっと見づらいのですけれども，まず用

地取得，平成27年から35年まで。イメージとしては平成27年に買ったも

のは28年度に工事をする。買った次の年に整備工事をする。具体的な場所，

大変見づらくて申し訳ないですが，先程，説明の中にもあったんですけれど

も，まずは駐輪場ですとか公園は比較的早期に用地取得をして，そのあとす

ぐに整備をするというイメージです。その後に緑道を整備していくイメージ
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です。具体的な時期で言いますと，例えば，都市公園と言われている公園部

分につきましては，今年度用地取得をして来年度買うということが書かれて

います。今日お配りしていなくて申し訳ないんですけれども，中心市街地の

街づくりというパンフレットを市でも発行させていただいていまして，その

中で個別具体に，何年に買って何年に工事をするということを具体的に記載

していますのでご了承ください。  

用地取得と整備工事費の規模でございますが，用地取得の規模がだいたい

50億円を割るくらいの規模。整備工事費につきましては，まだその仕様が

決まっていないので明確に，申し上げる材料を持っていないのですけれども，

数億円規模かなというふうに考えてございます。  

そのお金の方につきましては，その都度その都度例えば用地取得であれば，

買う年度に正式に鑑定をして価格を査定したりとか，工事費であれば今機材

が高騰している関係がございますけれども，その前の年から整備する年度に

かけて設計をしていく積算をしていくということでございますので，今精査

している額は持ち合わせていませんけれども，大体の規模としてはそういう

規模でございます。以上でございます。  

 

【小島町1丁目  ○○】  

よろしくお願いします。この中でたぶん何人かいらっしゃると思います。

跡地の説明会って今回3回目なんですよね。たづくりの12階でやって，そ

こで2回くらいやったかな。その時に今みたいな話もずっと出ていて用地取

得をいつからしてどうなるって，もう少し大きな地図をもらっていますので，

多分うちに帰ったらそれもあるんですが，もらっていらっしゃる方いっぱい

いらっしゃると思います。今回この資料をみて細かい写真がたくさん出てい

るんですが，その時にさんざん出た意見というのが，全く反映されていなく

てその当時と同じ内容で同じことが書いてあるんですね。  

例えば，桜の話にしても，桜はどうなの，さんざんみんなで議論して，そ

んなの日陰になるだけでしょ。ということもやったし，まるっきり反映され

ていないんですね。先ほど跡地検討会に出られた方の話もあったんですけど，

まず，鬼太郎ゾーンて誰が決めたのって聞いたら，決まっていましたって言
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う。敷地検討会で出た意見かなと思ったらそんな話でもなさそうだし，よく

わかんないんですよね。  

市の担当に言いましたけど，その時の議事録もちゃんと残してくれよと，

配ってくれよとこういう会議の時には。それが今回また反映されていない。

先ほど前の方が発言されましたけど，意見はちゃんと聞いてもらえるんです

か。過去2回の意見が全く聞いてもらえていない。同じものが出ている。今

後どうなるんですか。意見を聞くつもりはあるんですか。毎回聞いています

けど。反映されるってことはあるんですか。それともそちらで進められた通

りの説明会ガス抜きってやつですか。毎回聞いていますけど。それをはっき

りしていただかないと，来ても意味ないですね。  

うちは調布銀座なんですけど，調布銀座の前のことに関していうと京王電

鉄が9月29日開店に向けて，日にちもないんでこんな短い期間でそこを整

備できるのかなと思って京王電鉄の方と話したら固定物は置けないってこと

になっているらしいですね。簡単に移動できるものだけでやるだけの話でと

いうふうになっていて，ちゃんとした整備が暫定2か月でやるみたいです。

あとは調布市さんのほうでやるみたいで。その辺の調整もできているのかも

疑問ですし，どうなっているんですかね。今後のことも含めて，どういう形

で意見を聞いてもらえるのかちゃんとしていただかないと。毎回決まったも

のだけ出されても困ってしまうので。その辺を回答よろしくお願いします。  

 

【街づくり事業課】  

厳しいご意見ありがとうございます。  

私も全く聞いていないとは思っていません。そこは最初に申し上げておきま

す。  

桜については桜並木が欲しいっていう方もいらっしゃれば，虫がついたり

だとか，手入れがたいへんだとかというご意見があるのも認識しております。

その中で１つの目玉という言い方が正しいかどうかですが，緑道空間につい

ては四季感あふれるような樹木をもってこようということで，多方面からい

ただいた意見を総合的に判断させていただいたところです。いろいろなご意

見が出てくるのは事実ですので，それをどういうふうに集約するかというと
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ころの苦労かなと思っております。それについては，どういうふうにまとめ

ていくか，今，守る会の方のお話もありました既存の樹木を守るのを先行す

べきか，やはり利便性の向上をめざしたロータリー整備をやるべきか，多目

的空間をなるべくお祭りなどが出来るよう樹木などはなるべくないほうがい

いよという意見とか，複合的に勘案しないと1つのものが出来上がってこな

いのも事実でございます。そこは調整させていただきたいのが事実でござい

ます。  

それと京王電鉄との話し合いでございます。これにつきましては最終的に

は緑道空間として市としては整備していきたいと考えておりますが，今回

10年間かけて，いっぺんに４０何億，50億近いお金で買えるわけではない

ので，部分，部分で買収させていただいている。その中でシネコンの前につ

いては31年度の予定で予算を組み立てているところですので，まだ向こう

2年か3年程は京王電鉄さんの所有地ですので，その中でシネマコンプレッ

クスとの相性の良い，自分で使いたい，にぎわいを持ったような使い方をし

たいとご提案をいただいているところです。  

その中で，もともと，話をしていた中では固定物も今後の緑道の整備に支

障のない範囲で高さも道路としての整備も行って，それから使い勝手の良い

ものをしようよという話もさせていただきましたが，どうしてもやはり市の

出すお金を，京王電鉄さんから買えていない中で整備していいのかというこ

とがあるので，どうしても今の状態は現況のまま京王電鉄さんがお使いにな

ると。将来的には緑道にするのか，そのまま今のにぎわいが京王電鉄さんの

シネマコンプレックスと相性のいい整備のようなものがあれば，その中でも

意見交換させていただきながら整備を進めていきたいと考えているところで

す。具体的なシネマコンプレックスの前がどのようになるかということは

我々も伺っていないところがありますので，一緒に話はしていきたいと考え

ているところでございます。  

水木ゾーンの考え方につきましては，「鉄道敷地利用に向けての提言書」

でては出てきていない話です。これにつきましては平成24年，25年あたり

ですかね，緑道の使い方について事業者さんにご提案を募集させていただき

ました。その中で水木プロさんから水木ゾーンにしたいという提案もあり，
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市のほうでも検討した結果，西側の部分について水木先生のイメージを活用

させていただきたいというところで，「鉄道敷地整備計画」に載せさせてい

ただいたという形でございます。  

 

【小島町  ○○】  

先ほど前の方の意見を，市の担当者は厳しいとおっしゃたんですけれど，

私はそうは思いません。前の方と同じように思いましたので，それを厳しい

とお考えのなるのはどうなのかなと思いました。私が聞きたいことは，とて

も心配なことがあるんですね。公園のことなんですけれど，私は子どもをタ

コ公園のところで利用させてもらって，あそこの，皆さんタコ公園のタコは

すり減るほど利用して，私も子どもをあそこで育ててきたと言っても過言で

はないほど，利用させてもらいました。なんであそこがいいかと言いますと，

皆さんお分かりになりますか。あそこから公園が撤去されて非常に心配して

いるんです。というのはあそこが安全だったからです。なぜか，交番があっ

たからです。やはり交番があって歯止めになるので，あそこで安心して遊ば

せられました。でもそれが撤去させられて違うところに移って交番は近くに

ないわけですから，非常にそれが心配です。  

それからもう1つは，やはりあそこは，人が行きかうところで子どもが大

きな声を出してもうるさいとか，言われなかったんですね。皆さんご存知で

しょうけれども，公園の中にあっていろいろな人が行き交うので公園デビュ

ーなんていらないんですよ。いろいろな人が行ってすぐに遊ばせられる。本

当にすばらしい安全なタコの滑り台だったわけですね。あれがほかのところ

に行ってしまって，周りからうるさいっていわれる心配もあるし，南口広場

にあるからこそ，みんな利用できたし，市民だけではないです。調布に来た

方が，子どもを遊ばせていたりね，おじいちゃんおばあちゃん，お父さんま

でもあそこで遊んでいたわけですよ。それは調布市民だけではないです。他

から来た方もそうなんですね。もちろん私もしょっちゅう使っていましたけ

れども。  

私はやはり，安全のためにもタコ公園が広場の中に南口の公園があってほ

しいと強く思います。それは，安全のため，それが一番なんですけれども，



 

14 
 

それが心配なのでお話ししました。  

 

【街づくり事業課】  

調布駅前公園を，守る会の方々，市民会議を通じて議論させていただいて

おります。厳しいと申しあげたのは，いろいろな種類のご意見を総合的に判

断して一つのものを作り上げる，その作業の厳しさというものを考えて，と

の思いです。  

公園について，交番の安全性でございますけれども，緑と公園課からまた

お話しがあるかと思いますが，いろいろなところにある公園，すべてにわた

って目が届くか，それはやはり，社会の皆さん方がどういうふうな思いをも

って子どもたちを見守るかというところもあろうかと思います。  

調布駅前広場につきましては，先ほども申しあげました通り南北一体の街

づくりに向けて，現況のロータリーを作り変えるという大きな命題の中で市

は進んでいると考えています。その中でどうしても再編していきたいという

ところで皆様方とお話合いの中で駅前広場計画を立ててきたというふうに認

識しています。その中の一環ということで調布駅前公園の移転とあえて言わ

せていただきたいと思うんですけれども，相模原線の方に代替機能を持って

いきたいというところでご理解いただきたいと思います。  

 

【緑と公園課】  

これから公園の設計の方を進めてまいります。ご意見ありましたように今

回代替えの場所が調布の駅前広場から離れており，また，近隣には住宅地も

ありますので，今，ご懸念されているようなことを私たちもやはり心配の部

分もあります。  

これから地域の皆さん含めて意見交換会をやっていきますが，その中でも

たぶん公園に面した方からは，結構音の問題はどこの公園の設計を進めても

同じようなご意見をいただいていますので，やはりなかなか厳しいところは

あるかなと思っています。ただ，延長が非常に長い空間でもありますので，

すべてが同じように子どもの声が気になってだめだということではなくて，

子どもの声が聞こえる場所・空間もですね，長いエリアのゾーンとしてはそ
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ういったものを設けていきたいと考えておりますので，これから始まる意見

交換の中で，私たちも説明をしながら地域の皆様のご理解をいただいたうえ

で整備の方を進めてまいりたいと思っております。以上です。  

 

【●●大  ○○】  

率直な意見なんですけれども，平成24年の中心市街地活性化プランで緑

道空間で，３つの駅と市内の自然をつなぐということを明記されていたので，

もっと緑の回廊というのがスケールのでかいイメージだったんですけれど，

今日出てきた植栽計画というのもちょっと，ちんけなものというかよくあり

きたりのものだったので，残念な印象を受けました。  

上位計画を市民の皆様の意見を聞きながらやっているのであれば，緑道空

間を3つの駅でつなぐと具体的に明記されているのであれば，ちゃんとそれ

を守ってほしいというか市民参加とかそういうものの意義が問われてしまう

ので，ちゃんと従ってほしいなというのが率直な意見です。  

具体的な質問ですけど，調布駅東と西の駐輪場部分のパースを見ると緑が

つながっていないですよね。先ほどもおっしゃられていたのですが，京王電

鉄さんの敷地というのがにぎわいを生む場で，何もない空間となると緑がつ

ながってない。にぎわいが続けば今後も活用していく，そうでなければ緑道

空間として利用するというあいまいな，上位計画に沿ってないような形だっ

たのでそのへんがちょっとわからないです。  

希望なんですけれど，緑道空間それぞれのゾーンごとに分けるのではなく

て，一回全体を通した模型なり，パースなりなんでもいいんですけれど，全

体を通した絵，イメージを見ないとそれぞれの機能をそれぞれ当てがってい

ってそれにそった形になっちゃうような気がするんですね。なので，一回全

体を通したパースとかイメージというのを今後，市民会議の場で示していた

だけたらと思っております。よろしくお願いいたします。  

 

【交通対策課】  

先ほど冒頭の説明の中でちょっと写真もあったのですが，わかりにくかっ

たと思います。通路の部分と駐輪場，実際の自転車を止める部分のあいだに
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ですね，植栽を配置するなど，場所，場所でですね，緑を配置してまいりた

いと考えてございます。  

また，今後市民の方々と意見交換をしながらそのあたりもつめていきたい

と考えてございます。よろしくお願いいたします。  

 

【街づくり事業課】  

今，交通対策課長からご説明があったとおり，１０ｍしかない空間に今現

道がたとえば４ｍしかないところがあると２ｍ程度は道路として使わせてい

ただいて６ｍの道路を作ります。  

その中で，車と自転車道を有効に配置して，残りを緑道だとか公園に自転車

駐車場に使おうという計画にします。もともと１０ｍしかない空間の中に自

転車駐車場もちょっと欲張りなんですけれどもね。自転車駐車場が配置され

ると，どうしても通路通行帯としては３ｍないし4mなりしか取れないとこ

ろですので，そこでどれだけ緑の連続性を担保するかという形だと思います。  

全体のプランでは緑の回廊とつながっている，イメージパース的には書かせ

ていただいているとこもあるのですが，具体的には自転車駐車場の部分につ

いては，本当に低木的なものであるとか民地さんとの境の植栽であるとか，

そのようなものを活用し，緑がなるべくつながっているような形にしたいと

いうふうに思っているところです。  

それと，模型であるとかパースにつきましては，調布駅前広場については，

3次元のグラフィックを用いたイメージパースをパソコン上で動かせるよう

なものは作っております。何回か説明会の中でも使用させていただいたりホ

ームページでもそれを1枚切り取ったような写真を使ったりしております。  

今回，今年度それの時点修正をかけようと思っておりますので，その中で見

ていただければと思っております。今年度の委託としては，調布駅前広場を

対象にしていますが，過去の委託については一部鉄道敷地についてもバーチ

ャルを作成はしております。  

そのようなものを活用しながらそれぞれ意見交換する中で活用できればと

いうふうには考えております。  
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【小島町  ○○】  

先ほどちょっと  聞きたかったんですが，○○さんの話かな，２７ページ

の駐輪場のこと。  

これって１番最初に調布駅があった場所ですか。１番最初に調布駅だった

場所ですよね。これ28ページの駐輪場がありますが，これはただ北と南，

駐輪場と歩行空間を入れ替えただけの話なの。こっちでは北側だから南に持

ってくるとか，先ほど○○さんが言ったように，なんで南側が歩行空間で，

北側が駐輪場なのかよくわからないけど。現地知っているのですか。角って

駐輪場のところって○○さんのコンビニがあるところですよね，ファミリー

マートが。ファミリマートにどうやって入るつもりなの？営業妨害なの？そ

ういうところ全然考えないで書いているの？現地を見れば当然，北側が歩行

空間になるのは当たり前でしょ。違います？なんでそういうところ全然考え

ていないんだろう。おかしくないですか。赤いところの一番左側の端にコン

ビニがあるんですよ。そこに○○さんのコンビニがあるはすだよね。  

それから歩行空間ってどれだけの幅があるんですか。歩行空間からコンビニ

にどうやって入るんですか。どういうふうに考えているんだろう。  

それから街づくり事業課長をあまり責めては悪いんだけれども，交通結節

点でいわゆる利便性利便性って言いますけど，誰にとっての利便性ですか。  

南側の作ろうとしている大きなロータリー，あれって私小島町2丁目です

けれど，東急ストア，調布住宅と裏に住んでいる南に住んでいる人たちにと

って，調布駅に行くのにあのロータリーがどれだけ邪魔になると思います。

あのケンタッキーフライドチキンの前の横断歩道渡らないと駅に行けないで

しょ。渡ってでかいロータリーがあると邪魔なんですよね。まっすぐ行けな

いの駅まで。ずうっと遠回りしないと行けないの。それを今，市の方で作ろ

うとしているんですよ。それはどう考えていらっしゃるんでしょう。  

それからもうひとつ，最後にお願いなんですが，さっきのこともあるよう

にそれぞれのゾーンがありますよね。それぞれ例えば○○さんのところだと

第3自治会，小島町の第3自治会の人たち，25ページ，コミュニティ花壇等

の設置ってありますけれども，自治会の人たちに負わせることになるわけで

すよね，頑張ってもらうように。そういう人たちが活躍してくれるようにな
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ると思うんですが。それぞれの地域の人たちともうちょっと相談して考えて

話し合って決めていただきたいと思います。それぞれのところに自治会があ

るんですから。その自治会の人たちと話し合っていろいろ考えていって頂き

たいと思います。それがお願いです。以上です。  

 

【交通対策課】  

駐輪場のご質問いただきました。まず，図面写真が4枚ございますけれど

も，赤と青は鉄道敷地の部分の色を塗らせていただということでございます。  

したがってちょっと航空写真を使って分かりづらいんですけれども，赤の北

側に現道がございまして，そちらは今回駐輪場の整備ということでは，触ら

ないということでございます。  

あとはですね。近隣にマンションがございますしお住いの方もございます

ので，鉄道敷地の南側の方に通路，そして道路に接している方に自転車駐輪

場，そういう配置を考えたところでございます。   

鉄道敷地の西側の北側ですよね。既設の駐輪場ございます。先ほどご説明

しました通り民間からお借りしている駐輪場でございますので，なかなか不

安定な経営となってございます。  

歩行空間の幅なんですけれども全体で３ｍ以上ということで計画されてお

りまして，これからまた皆様のご意見をいただきながら幅の方も設計してま

いりたいと考えてございます。  

 

【街づくり事業課】  

駅前のことについてご質問いただきましたので，ロータリーの件について

はお答えさせていただきます。利便性につきましては駅前広場を，駅前の都

市計画を変更したのですね。もともと真ん中に鉄道があって北にロータリー

があって，南側にロータリーがあって，鉄道がなくなったんだから全部一体

で大きい駅前広場をつくりましょうよ，人は皆地下から上がってきていただ

いて，北は北に行く，南は南に行きましょうよということで，分断したロー

タリーを作らせていただきました。確かにおっしゃる通り南にお住まいの方，

さらに歩いて行かれる方はどうしてもロータリーは迂回して東急の方へ行か
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れるのは当然のことでございます。そこはご理解いただきたいとしかいいよ

うがないことでございます。  

ロータリーにつきましては南側のロータリーはかなり手狭でございます。  

バスの発着バースは増やすわけではないですけれども，現在ギリギリのとこ

ろで停まっている。この間も横断抑止柵にバスがぶつけたりがございまして，

それをなるべく安全に乗り降りできるような空間，さらには一般車も停車で

きる乗り降りできるスペースも必要なので，それもつけたり身障者用のスペ

ースもつけたりと今考えているところでございます。なるべくたくさんの方

の利便性が向上するようにということで，検討させていただいているところ

でございますので，ご理解いただきたいと思います。  

もう一つ，コミュニティ花壇につきましては，直接，まだ地元の皆さん方

にお話し合いはさせていただいておりません。この鉄道敷地の市民参加につ

きましては，次のステップとして我々が道路を作るだけで管理も市が全部や

ればよいのかということではなくて，皆さんと共に何かをやっていきたいな

という仕掛けはしていきたいと思っています。  

そのために今日も鉄道敷地については，街づくり事業課だけではなく緑と

公園課の所管，交通対策課の所管，産業振興課の所管，さらに地域の活性化

という形でいけば，協働推進課も一緒になってやらせていただければと思っ

ています。その中では例えば思い出ベンチだとか今ご寄付を募ってベンチを

置いて名前を刻むなど，いろいろな手法があると思うんですね。自治会さん

の方にもお願いして花いっぱい運動だとか緑と公園課のほうでやられている

ような活用も出来るでしょうし，調布駅前広場の多目的空間を利用するにあ

たっても市民参加が是が非でも必要な状況でございます。これについてはま

だ警察さんとの協議であるとか，世間をにぎわせている国家戦略特区とかの

制度の活用を検討し，駅前広場を活性化したいと考えておりますので，これ

についてはまとまりましたらまた，ご相談させていただければと思っており

ます。よろしくお願いいたします。  

【小島町  ○○】  

10年という期間がいかにも長いなというのが，率直な意見でございます。  

私も90近い80半ばの母親がいますけど，今日の説明会の結果を楽しみに家
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で待っていますけれども完成が10年後だと聞いたらすごくがっかりすると

思います。  

費用を単年度で賄っていくというお話なんですけれど，例えば世間で銀行

が貸し出し先がないゼロ金利だというときに，市で借入を起こして10年で

返済をしていくという形で一括購入してもう少し早い事業の完成を目指せな

いものなのか伺いたい。  

 

【街づくり事業課】  

おっしゃることはごもっともかと思います。調布市におきましても実は毎

年度毎年度借りて返すという行為を繰り返しています。それは実はなんでか

というと，１つの年度に基盤整備というものをドーンと行うと，今，税金を

納めている方にすべてのことをご負担して頂いていいのか，ということがあ

ります。道路整備はなるべく長い時間かけて，整備自体が長くなってはよろ

しくはないが，お金を返すということ自体は1本の道路に対して10年，20

年のご負担で市民の皆さんに払っていただきたいという思いを込めて，わざ

とお金を借りて返していくという仕組みもしています。その中で，鉄道敷地

もフレームの中で割り振らしていただいているのも実態でございます。 50

億円一気に借り入れると，例えば夕張の問題であるとか財務会計処理の問題，

そこまで詳しくないですけれど，なかなか難しいとしかお答えできないかと

思います。申し訳ございません。  

 

【小島町2丁目  ○○】  

我が家は水木ゾーンにもろにひっかかっているんですけれど，私の家のも

ろに北側に水木ゾーンというのができるということなんですが，北側に遊歩

道が出来るということでうちも塀をきって門をつけて，そこからその遊歩道

に出入りできるようにしたいなと思っているんですよ。そうすると，すごく

便利になって今までぐるっとまわって３００ｍ位歩かないと京王線に出られ

なかったのが，１５㎝外に出るだけで京王線の上に出られますのでそのよう

にしたいなと。そこに桜の木など植えて毛虫に悩まされながら，掃除をしな

がら植栽を管理しながらやるんだったら，塀くらい切って門つけてもいいか
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なと思っているんですが，どうでしょう。  

 

【街づくり事業課】  

個別の方のご要望にしては，その整備の段階でお聞きさせていただければ

と思っています。今まで電車が走っていたところですからどうしても皆さん

背中向けているのは当然でございますね。今回，新たに緑道という空間を設

けて人の回遊性を出しましょうという政策を出したいと思っているところで

すから，本来であれば皆さん向きを変えていただいて店舗展開であるとかね，

皆さんちょっと立ち寄る場所とかやっていただきたいのは事実でございます。

玄関になるところを避けたところに高木であるとか低木であるとか通行帯，

歩行者の出入り口は検討させていただきたいと思っています。  

お願いしたいのは，車の出入りについてはなかなか難しい，お断りさせて

いただければと思っています。緑道がどうしても車の出入り口で，対岸には

道路があるんで，そこから自分の家に入りたいというところは，緑道ががた

っとくずれてくるので，そこはお断りさせていただきたいと思っています。  

でも人の出入り口だとか，ものを売ったりだとかにぎわいの創出については

なるべくお話しさせていただきながら整備できればと思っているところでご

ざいます。  

 

【（匿名）】  

前にご意見出ましたけれども映画ゾーンというのが実際には児童遊園とい

うお話のようでして，大変うれしく思っています。そうしましたら映画ゾー

ンというネーミングにあまりピンときておりませんで，むしろ児童にぎわい

ゾーンとか，ネーミングを変えたらどうかなあというふうに提案をしたいと

思います。特に映画ゾーン，気持ちはわかりますが，この写真見ていますと

レトロなノスタルジアだけという感じで，むしろ調布の映画のイメージを壊

すんじゃないかという心配をするしだいです。以上です。  

【産業振興課】  

ご意見ありがとうございます。今いただいた通り，これまでのご説明があ

りました通り子ども，公園ですからいろいろな形があるんでしょうけれども
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小さいお子さんでにぎわうべきかな，と思っております。個人的にも子ども

は大好きですし，将来を担うのはやっぱり子どもたち，そういった子たちが

のびのび出来る場所があってしかるべきかと思っています。  

映画ゾーンということでありますので，今おっしゃっていただいような子ど

もたちにも映画っていうものが，調布に作る企業がたくさんあったりして，

何かしらわかるような設えをできたらなと思っています。やはりそこで遊ん

だことが思い出に残って，頭に残って，何かしら調布ってこういう街だよね

というのが，感じられるような印象を残せるような設えを考えていきたいと

思っておりますので，またまたご意見をいただけたらなと思っております。  

 

【（匿名）】  

いろいろあったけれども今日の説明会の議事録をきっちり書くということ

を，ここで約束してほしい。それでたとえば１０月１日に市役所の街づくり

課に行けば，議事録はどなたにでもお渡ししますと，日にちをきって約束し

ていただけませんか。  

 

【街づくり事業課】  

ご意見ありがとうございます。説明会はやるとすぐ，１週間２週間はでき

ないですけれども，必ず１か月程お時間いただければお配りしている資料と

共に議事録もホームページに張り付けてダウンロードできるようにしており

ますので，ご確認いただければと思います。その場合，来ていただければお

渡しさせていただきます。  

 

【国領町1丁目  ○○】  

今，聞いていますとやはり駅前広場についての関心が高いということが実

感できます。今日，駅前広場についての図面を持ってくればよかったのに，

と思うんですけれども，私たちも持ってくればよかったなと思っています。  

ただ，樹木を守る会で，とにかく駅前広場，地下駐輪場について一般市民の

方への説明会というものを去年の６月８日に１回やったきりなんですね。そ

の説明会では，いやその前の時にアンケート報告会というものをやりました



 

23 
 

ね。その時には５人位参加でした。去年の６月８日に駅前広場説明会，駐輪

場もですけれども説明会やりました，その時の図面では，たとえば地下駐輪

場の入り口はどこなのか。北なのか，南なのか。そんなこともわからない。

ただここにできるよという地図しかないような地図だったんです。ですから

私たちは行政と何回もお話しさせてもらったり議会を傍聴したりして手に入

れていますけれども，一般市民の方は，地下駐輪場ができてから初めて，え

っ，こんなの出来たのってそういう調子なのではないかと思って，その市民

全体向けの説明会をやってくださいって言うことを６月２３日に申し入れ書

を渡してあります。それは，部内で調整中だということで，今日か明日か返

事が来るかと待っているところです。  

先ほどの予算の事なんですけれども，私も沢山税金を払っているわけでは

ないので，おこがましいんですけれど，○○さんが言われているように何回

もでているようでしたら，ここに予算を書いておけばいいのに，と思います。  

もう一つは，これは質問ではないんですけれども，用地取得というのが今か

ら１０年かけて取得した箇所について次の年に工事をするということだった

んですけれども，用地取得の約束は２０１３年にしていますよね。それは協

約書が出来ていますね。ここを６７億で買うという協約が出来ていますよね。

それが商業施設が３つできることになったんで，それは京王電鉄側の土地だ

ろうから市は買わないよということで４７億になった。それが先ほど鈴木さ

んが言った５０億位だということだと思うんですけれども。実際に買っては

いないけれども買いますよということが２０１３年には協約書が出来ていま

す。これは議会にも秘密にしておいたことで，２００３年にその約束をした

ことが１０年後の２０１３年に議会で発見されたというか，どういう経過か

わかって市長がペナルティを受けたりしていますね。実際には払っていない

けれども買いますよ，という協約をしているのですから，それは適宜に京王

電鉄から必ず買う約束をしているわけですから，どこから工事をしてもいい

んじゃないんですか。どこを工事してもいいんじゃないんですか。ここをど

かしてくれということで，工事をしてもいいんじゃないんですか。それはも

ちろん緻密な計画があってからですね。  

いつも一生懸命計画をたててくれているんでしょうけれども，わりと頭の
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中で計画をたてられることが多かったり，地元民の先ほど○○さんからでた

ように本当に住んでいる方たちの意見とか調布駅利用者の意見を聞かないで

計画をたててしまうことが多かったので，図面というものがはっきり緻密な

図面が書けるんでしょうけれども，遅くなるかもしれませんがそういうもの

をきちんと作って市民に投げかけたうえで，どこから工事をしてもいいんじ

ゃないか，私はそんなふうに思います。  

敷地は買うように決まっているわけですから，そのことはそうなんですか

らなんといっても調布の顔ですから，調布駅前のところはそれはやっぱり，

市の担当者は先ほど前から決まっていた壮大な計画だとおっしゃいますけれ

ども，平成２４年の１２月に補助金の種類を街路事業に変えましたよね。街

路事業に変えたということはその地点でここはやっぱり公園だという視点が

非常に薄くなったと思っています。ですから，その次の年に工事のために邪

魔なものは樹木原則伐採というような方針を出してしまうんですね。でも私

たち市民会議の時に部長もおっしゃいました。公園としての視点は失わない

とはっきり明言されたので，私たち期待しております。    

 

【街づくり事業課】  

今日の説明会は鉄道敷地利用ということで申し訳ありません。皆様方にい

ろいろな資料をお見せしたいのは山々なのですが，調布駅前広場にしてはま

た近々に説明会は間違いなくさせていただきたいと思っています。また，ご

参加いただければと思います。  

予算の記入であるとか，本当はいろいろな情報をご紹介したいのですけれ

ど，ある程度ペーパーの関係上絞らざるを得ないことをご了承いただきたい

と思います。わからないところはこの場でなくても，市役所の方にお越しい

ただければ，電話でも結構でございます。答えられる範囲で答えさせていた

だければと思っております。  

それから事業の協定書，協約書と言われましたが協定書です。平成２７年

３月に京王電鉄と結んでおります。お約束をしております。買うお約束をし

ています。そのお約束の中には何年に買いますというものまでお約束してい

ます。１０年間に渡って買いますというお約束をしているものですから，買
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ってないものに対して，やはり市が何かやるということは所有権の侵害と言

いますかそこは紳士協定といいますか，やはり責任範疇というものもありま

すので，どうしても今，囲いの中のままになってしまうというのもご理解い

ただければと思います。本来であれば，囲いは早く解放して人でも通してく

れよというのはごもっともだと思います。でも，その中で何かしら事故が起

きた時にまだ京王電鉄さんの所属物，所有物，市はまだ手を出せない中で，

どうしようかという時点で今の状態になっているということをご理解いただ

ければと思います。  

 

【深大寺  ○○】  

京王線の跡地の利用については，すでに渋谷区笹塚で実施されたが，埋設

になったところが３０年前にできているんですね。当時の世論と言ったらい

いかいろいろな声があって，あそこの計画がなされて３０年たって，この前

てくてく歩いてきました。今日発表になった内容は，笹塚にも届かないので

はというレベルの内容ではっきり言ってがっかりしました。  

お粗末なのは自転車と歩道なんだけれども，自転車は太陽なんかなくたって

とめることが出来るけど，通路は北風が吹くときの歩く人の気持ちになった

ら，日の当たるところを歩きたいって考えるのは普通の話なのよ。そういう

感覚がこの計画に全く抜けてて，無機的な話で話が進んでその上にお飾りの

植木を植えてどうなるのと思ったのね。  

ダメな話をしてもしょうがないので，いい例も沢山あります。宇都宮には

釜川っていう繁華街の裏側のどぶ川で，みんな立小便したりゲロ吐いたりす

るようなきったねえ川だったんだけど何とかしたいってことで，うちの庭師

でそこを整理しました。どういうことが起きたって言ったら，表通りと裏通

りがひっくり返っちゃったんですよ。裏通りの方があまりにもきれいになっ

ちゃったから，お客さん裏側の方が雰囲気がいいからあっちでお茶飲みたい

って。だから表で看板立てていたお店が裏側が表玄関になるようになった。  

ぜひ，京王線の跡地も調布の街がそういうふうになってほしいなと思います。  

プランを聞いてくるようなことも大事だと思うのね。下北沢に負けないよう

な内容にしたいのね。よろしくお願いいたします。  
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【上石原  ○○】  

大雑把な話なんですけれども，先ほどご回答がいただきました通り単年度

だからというのはやはり些末な話というか，せっかくの壮大な構想というふ

うにおっしゃっているんですし，全体として筋を通すような何かこう体制の

工夫と言いますか，全体を統括するような組織的な工夫が出来ないかなとい

うふうに期待します。  

合意形成の手法が非常にうまくいっていないと，意見を言っても聞いてもら

えたのかわからない。今日のご回答にもいくつかありましたが，こういうふ

うな意見をおっしゃる方もいますのでというふうに反対の意見を役所の方が

言われて何となくうやむやになるという，そうとう繰り返されている気がす

るんですね。どういう意見があるのか我々はわからない，市民にとっては。

やっぱり合意形成をするなにか工夫がないと言ったけれども，誰かがどこか

で反対している，もしかしたらそれを口実に市役所が決めているんじゃない

かとか，すごいよくわからない感じになりますね。なので，もう少し皆さん

の意見がまとまっていくような工夫ができないかなというふうに思います。  

逆に，市民同士で不信感が生まれたりとか，なんか対立構造ができてしま

うのは非常にもったいなくて，市民が皆，いいものを作りたいと望んでいる

のにああいう意見もありますよという，どこから聞こえたかわからないこと

が理由にされるのは，ちょっと良くないんじゃないかなと思いました。  

 

【小島町  ○○】  

最後になってしまいましたけれども，実はですね，防災という概念からこ

のプロジェクトで考えていただきたい。全体のコンセプトとしてはいいかも

しれません。あそこに防災倉庫を作ります。防災機能をチェックするとおっ

しゃっていますけれど，いったん災害があればおそらく跡地に対して南北か

ら逃げてくる。そのときに水，ガス，水道，簡易トイレ用のマンホール，そ

ういうものを検討していっていただきたい。そうしないとおそらくこれだけ

の敷地があれば京王線の南北の人たちが一時的に避難してくると思います。  

そのような観点からぜひ検討をいただけないかと思います。  
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これは要望であります。よろしくお願いいたします。  

 

【街づくり事業課】  

いろいろな事例を見て来いというご指摘でございます。我々も小田急沿線

とか，東急沿線を見てはきております。その中でがっかり，お粗末というご

指摘，重く受け止めます。この１０ｍという限られた空間の中，さらには鉄

道敷地でギリギリに住宅やマンションが接して並んでいる。いろんな条件を

加味した中で今，ゾーニングというイメージを出させていただいたところで

ございます。  

先ほど，通路に出入りしたいという個別のご意見もありましたが，やはり

面している方のご意見を伺いながらでないとなかなか前に進まないという事

実もありますので，しっかり調整させていただければと思います。単年度と

いうところにつきましては，ご指摘の通り，鉄道敷地整備計画の取りまとめ

については街づくり事業課が，私どもの方で責任をもって取りまとめたとこ

でございます。それをベースに公園であるとか自転車であるとか産業振興課

があいまって一つのものを作り上げていこうというふうに考えているところ

でございます。先ほど申しあげた緑道の設計についてはどうしても単年度発

注ということですので，そこをうまくコントロールするのは街づくり事業課

であると考えておりますので，いろいろご指摘いただければと思っておりま

す。  

それと防災の概念につきましては今後，水であるとか，植栽用の水道蛇口

をつけたりとか，カマドベンチであるとか，避難防火の体制としてはある程

度樹木で延焼を遮断するだとか十分配置出来るかなと思っています。マンホ

ールトイレにつきましては，下水の設置というのが必要になってこようかと

思いますので，これは今駅前広場の中で検討させていただいているところで

ございます。  

緑道につきましては皆さん方が避難してきてちょっと休憩できるようなも

の，カマドのベンチであるとかそういうような設え，あとはカーテンを上に

つけて囲いが出来るような仕切りもあるかと思いますので，それは研究させ

ていただければと思います。以上でございます。  
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【司会】  

はい，ありがとうございました。  

定刻より少し超過してしまいましたが，長時間にわたりご意見を賜りまして

ありがとうございました。今後は各部署を中心にしながら意見交換，あるい

は個別の説明の場を設けていきたいと思います。  

詳細につきましては市報またはホームページあるいは周辺の自治会さんの方

にもご協力いただくこともあるかもしれません。ぜひご協力いただければと

思います。  

それから最後に，本日入り口で配らせていただきました紙でございますが，

お名前ご住所等，可能な範囲でご記入いただきまして帰りに受付までお戻し

願います。  

それでは長時間にわたり本日はありがとうございました。  

 

―以上―  


