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目 
的 

対 象 市内全域 

意 図 
地域特性を踏まえ，多様な機能が調和し，人々が集い，活気とにぎわい，うるおいとやすらぎが

ある 
◇施策の方向 

京王線の地下化を機に，駅前広場や鉄道敷地周辺への都市機能の集積や，ゆとりある空間の確保により，魅力ある中
心市街地を形成するとともに，地域の特性を生かした質の高い都市空間を形成します。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ 中心市街地が魅力的であると感じ

ている市民の割合【☆，◎】 
53.1% 54.8％ 66.1% 67.8％ 70.0％ 

２ 駅周辺の利便性が高いと感じてい

る市民の割合【☆，◎】 63.6% 64.8％ 68.9% 67.0％ 70.0％ 

３ 深大寺周辺の景観が優れていると

感じている市民の割合【☆，◎】 
87.2% 88.2％ 87.6% 89.0％ 90.0％ 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 中心市街地が魅力的であると感じている市民の割合【☆，◎】 
 平成３０年度市民意識調査では，前年度調査より１．７ポイント上昇し，６７．８％と目標を下回りま
したが，年々上昇しており，計画期間トータルで１６ポイント上昇しました。現時点では，調布駅前広場
等，整備途中の事業があることから，目標値に到達していないと思われますので，引き続き，魅力的な中
心市街地を目指し，市民参加を実践しながら事業を推進していきます。 
２ 駅周辺の利便性が高いと感じている市民の割合【☆，◎】 
 平成３０年度市民意識調査では，前年度調査より１．９ポイント減少し，６７．０％と目標を下回りま
した。これは，西調布駅北側や飛田給駅の駅前広場及び周辺道路整備は完了したものの，柴崎駅やつつじ
ヶ丘駅，西調布駅南側の駅前広場及び周辺道路整備はこれからであり，市民の皆様の期待に応えられてい
ないこと等が要因と考えられます。今後も，駅周辺の利便性向上に向け，駅前広場や周辺道路等の整備推
進を図ります。 
３ 深大寺周辺の景観が優れていると感じている市民の割合【☆，◎】 
平成３０年度市民意識調査では，前年度調査より１．４ポイント上昇し，８９．０％と目標を下回りま

したが，あと一歩という状況でした。計画期間内では，増減を繰り返しておりますが，トータルでは 
０．９ポイント上昇しており，今後も引き続き，深大寺周辺の景観向上を目指します。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 中心市街地が魅力的で

あると感じている市民の

割合 

京王線の地下化に連動した中心市街地の街づくりを着実に推進

し，市民の8割が中心市街地を魅力的であると感じられること

を目標とした。（調布市民意識調査） 

67.8% 

（平成30年度） 

80.0% 

（令和4年度） 

２ 駅周辺の利便性が高い

と感じている市民の割合 

駅周辺での利便性を向上させるため，住民発意による街づくりと

合わせて都市基盤整備を推進することにより，市民の8割が駅

周辺の利便性が高いと感じられることを目標とした。（調布市民

意識調査） 

67.0% 

（平成30年度） 

80.0% 

（令和4年度） 

３ 深大寺周辺の景観が優

れていると感じている市

民の割合 

深大寺周辺の趣を守りつつ，緑の保全と良好な住環境や街なみ景

観の維持・向上を図り，市民の大多数が深大寺周辺の景観が優れ

ていると感じられることを目標とした。（調布市民意識調査） 

89.0% 

（平成30年度） 

90.0% 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

２２－１ 魅力的な中心市街地の形成 

京王線地下化後の中心市街地において，南北一体の街づくりを推進するため，中心市街地街づくり総合

計画に基づき，国領駅・布田駅・調布駅の各駅前広場整備，京王線地下化後の鉄道敷地整備，市街地再開

発事業や土地区画整理事業等の面的整備，都市計画道路や区画道路及び生活道路などの道路整備等，京王

線連続立体交差事業の事業効果を最大限発揮し魅力的な中心市街地とすべく，多くの事業を融合しながら

実施してきました。 

駅前広場整備については，過年度までに国領駅・布田駅の各駅前広場整備が完了し，残る調布駅前広場

については，平成３０年度も引き続き用地取得を進め，用地取得率が９９％と事業が大きく進捗しました。

また，北側の最終的なロータリー形状が分かるようになるとともに，上屋工事にも着手し，交通結節機能

の向上に寄与しました。 

鉄道敷地整備については，平成３０年度は，引き続き用地取得を進めるとともに，各駅周辺に計画した

５箇所の駐輪場整備が完了し，西側端部の公園整備に着手するなど，着実に事業進捗を図り，中心市街地

の活性化に寄与しました。 

面的整備では，過年度までに，国領駅南，国領駅北，調布駅南，調布駅北，調布駅南口東の市街地再開

発事業及び布田駅南土地区画整理事業について実質的に完了し，魅力的な中心市街地の形成に大きく寄与

しました。平成３０年度は，調布駅北第１市街地再開発事業の関連事業として，都市計画道路調布７・５・

１号線の歩道整備を実施し，歩行空間を確保することで回遊性向上を図りました。また，調布駅南口中央

地区では，商業・業務地区にふさわしい土地の有効・高度利用と都市機能の向上を図るため，まちづくり

の検討を行いました。 

道路整備については，平成３０年度は，調布駅前広場と同時に，調布区画道路２号の用地取得を進める

とともに，国領駅周辺の区画道路等の整備工事を実施し，南北一体の街づくりを推進しました。  

 

２２－２ 駅周辺におけるまちづくり 

つつじヶ丘駅周辺においては，平成３０年度に駅南側の駅前広場を含む，品川通りまでの都市計画道路

調布３・４・２１号線を事業化し，用地取得を開始しました。 

柴崎駅周辺においては，平成３０年度は，最終目標である京王線連続立体交差事業を見据え，駅前広場

を含む都市計画道路の在り方などの検討を行い，街づくりの基盤となる都市計画道路の計画策定に向けた

検討を進めました。 

飛田給駅周辺においては，平成３０年度は，駅西側の飛田給１号踏切の拡幅を実施し，併せて踏切への

取り付け道路の拡幅整備も行うことで安全な歩行空間の拡充を図りました。 

２２－３ 深大寺地区におけるまちづくり 

深大寺地区においては，平成２４年１１月に策定した「調布市深大寺地区街なみ整備基本計画」に基づ

き，深大寺地区の自然景観や街なみ景観に配慮した遊歩道・散策路の改修・整備を進めました。 

平成３０年度は，深大寺と都立神代植物公園の間にある市道北１３６号線等の散策路の改修・整備工事

を実施し，街なみ環境の改善と活性化に寄与しました。 

 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策.22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・調布駅前広場の用地取得を引き続き進め，２１７．７７㎡の用地を取得し，用地取得率９９％，残り１案件となり，事業が大き

く進捗した。 

・調布駅前広場北側のロータリー整備を進め，北側ロータリーがこれまでよりも広く利用しやすくなるとともに，ロータリーの形

状が分かるようになった。 

・調布駅前広場北側のロータリー部上屋について，東京２０２０大会までの完了を目指して工事着手し，ラグビーワールドカップ

までに半分を完成させ，令和元年度中の上屋工事完了に向け着実に事業推進した。 

・鉄道敷地の調布駅東側の駐輪場整備を実施し，３駅５箇所に計画した駐輪場整備が完了して駐輪台数を確保することにより，中

心市街地の活性化，市民の利便性向上が図られた。 

・鉄道敷地の用地２，３９６．１７㎡を取得し，緑道整備に向け着実な事業進捗が図られ，中心市街地の活性化，回遊性向上に資

することが期待される。 

・都市計画道路調布７・５・１号線の西側歩道整備工事が完了し，中心市街地の回遊性向上，歩行空間の確保が図られた。 

・調布区画道路２号について，調布駅前広場の用地取得と合わせて１２４．６４㎡の用地取得を行い，用地取得が完了した。 

・国領歩行者専用道路１号や国領駅東側の地区内道路の整備工事を実施し，回遊性向上を図った。 

・都市計画道路調布３・４・２１号線について，事業化した上で用地取得を開始し，３０㎡の用地を取得して着実な事業進捗を図

った。 

・飛田給１号踏切の拡幅整備を実施し，安全な歩行空間を確保した。 

・深大寺と都立神代植物園の間の市道北１３６号線等の散策路の改修・整備工事を実施し，街なみ環境の改善を図った。 

評価 A 

【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。    計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。   計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。    概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①国領駅，布田駅の各駅前広場整備が完了した。 

②西調布駅北側，飛田給駅南側の各駅前広場を含む都市計画道路

整備が完了した。 

 

③鉄道敷地への公共施設２箇所，駐輪場５箇所の整備が完了し，

公園１箇所の整備を行うとともに，緑道の用地取得を進めた。 

④市街地再開発事業，土地区画整理事業について，予定どおり実

質完了した。 

⑤飛田給１号踏切の拡幅が完了した。 

①市民参加を実践しながら，調布駅前広場整備を進める。 

②つつじヶ丘駅南側駅前広場整備を進めるとともに，柴崎駅の駅

前広場について，連続立体交差計画との整合を図りながら方向

性を決めていく。 

③引き続き，計画どおりの用地取得を行うとともに，緑道整備を

進める。 

④調布駅北第１A地区の関連工事である道路整備を進める。 

 

⑤踏切に接続する道路整備を進める。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 深大寺地区におけるまちづくりについて，深大寺と都立神代
植物園の間の市道北１３６号線等の散策路の改修・整備工事

は実施したが，平成３０年度に予定していた市道北１３４－

９号線等の測量設計については，ラグビーワールドカップや

東京２０２０大会を見据え，次年度以降に繰り越した。 

①東京２０２０大会後の整備に向け，関係機関と調整を図る。 

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・国領駅，布田駅の各駅前広場整備が完了し，交通結節機能の充実，中心市街地の活性化に寄与した。今後，市民参加を実践しなが

ら調布駅前広場の整備を推進する。 

・鉄道敷地において，公共施設２箇所，駐輪場５箇所の整備が完了し，中心市街地の活性化，市民の利便性向上に寄与した。今後，

公園や緑道整備を推進し，更なる活性化，回遊性向上を目指す。 

・調布駅南口東地区，調布駅北第１A地区，調布駅北第１B地区の各市街地再開発事業が実質完了し，中心市街地活性化に寄与した。

今後，調布駅北第１地区の関連事業である都市計画道路調布７・５・１号線等道路整備を推進し，回遊性向上を図る。 

・調布区画道路１３号の整備，及び，調布区画道路２号の用地取得が完了し，国領歩行者専用道路１号や国領駅東側の地区内道路の

整備工事を実施することで，駅周辺の回遊性向上に寄与した。今後，その他区画道路や関連道路整備を進め，更なる回遊性向上を

目指す。 

・西調布駅北側，飛田給駅南側の各駅前広場整備が完了し，交通結節機能の充実が図られた。今後，つつじヶ丘駅南側の駅前広場整

備を進めるとともに，柴崎駅の駅前広場について，京王線の連続立体交差計画との整合を図りながら方向性を決めていく。 

・飛田給駅西側の飛田給１号踏切が拡幅され，安全性が向上した。今後，踏切取付道路の整備を行い，更なる安全性向上を図る。 

・深大寺と都立神代植物公園の間の市道北１３６号線等の散策路の改修・整備工事を実施し，街なみ環境の改善を図った。 

評価 A 

【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。    計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。   計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。    概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 平成２３年に都市再生特別措置法が改正され，道路占用許可基準

の特例が認められたことで，自由度の高い利用の可能性がある。 

② 平成２５年に国家戦略特別区域法が制定され，国家戦略特別区域

における道路法の特例措置により，道路占用許可に係る要件を緩和

し，無余地性の基準を適用除外できるようになった。 

③ 全国の駅前広場整備において，多目的広場等にぎわい空間が設置

されている事例が増えており，平成３０年３月に，国から無余地性

の基準について事例が示された。 

①②③ 調布駅前広場の整備に当たっては，交通結節機

能の充実はもとより，にぎわいと交流機能を兼ね備え

た利用しやすい広場空間として整備していくため，他

市の事例を踏まえ，国家戦略特区域法の活用に限定せ

ず，広範囲に，自由度の高い駅前広場となるよう検討を

進める。また，整備後の維持管理等もあわせ，整備仕様

を検討する必要がある。 

 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

① 平成２１年７月の東京の都市づくりビジョン改定とあわせて，平

成２５年８月に多摩の拠点整備基本計画が改定され，同基本計画に

おいて調布駅・布田駅・国領駅周辺地区として生活拠点に位置付け

られた。 

② 平成２９年９月，東京都による都市づくりのグランドデザインに

おいて，調布市は新都市生活創造域に指定され，調布駅周辺と武蔵

野の森地区について，将来像が示された。 

①② 都市づくりのグランドデザインにおいて，調布駅

周辺は，回遊性と利便性が高まるとともに，土地の有効

活用により商業施設や高質な住宅が集積するなど，利

便性が高く魅力的な拠点が形成されているとされてお

り，より魅力を高める必要がある。 

 

 

そ
の
他 

① 調布駅前広場整備については，連続立体交差事業とあわせ都市計

画変更手続き，市民参加による駅前広場利用検討会や，説明会，パ

ブリック・コメント手続等によるデザインコンセプト，基本設計の

策定と進めてきたが，最終案を検討するうえでは，多様な市民参加

手法を実践することが求められている。 

② 連続立体交差事業や駅のバリアフリー化により，市内にある京王

線９駅のうち柴崎駅を除く８駅について，地下化及び高架化，橋上

駅舎化及び自由通路等の整備が完了したため，柴崎駅周辺のみ，開

かずの踏切が取り残されたとの意見がある。 

③ 平成２８年３月に，東京における都市計画道路の整備方針（第４

次事業化計画）において，都施行，市施行の優先整備路線を位置付

けた。 

① 駅前広場の最終形を決定するためには，学識経験者

を含む市民参加を経て決定する必要がある。 

 

 

 

② 近年のハード整備を振り返ると，柴崎駅周辺は，調布

駅付近の連続立体化に伴い，開かずの踏切状況が悪化

しているとの声もあり，早期の解決が望まれる。 

 

③ 市は，第４次事業化計画と合わせて調布市道路網計

画を策定し，柴崎駅南北を含む６路線を優先整備路線

と位置付けたことから，各地域特性を含め，まちづくり

と連動した計画検討を進める必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策.22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・中心市街地において，南北一体の街づくりを推進するため，調布駅前広場整備や鉄道敷地整備，面的整備手法を活用した街づく

り，区画道路等の道路整備などの重点施策を推進し，魅力ある中心市街地の形成を図る必要がある。 

・調布駅前広場については，交通結節機能の向上はもとより，にぎわいの創出や市民のふれあい，交流が育まれる広場空間となる

よう，市民参加を実践しながら整備を進めていく必要がある。併せて，ハード・ソフト一体となった，にぎわいや交流，うるお

い，やすらぎのある都市空間の創出を目指し，自由度の高く利用しやすい広場となるよう関係機関と調整していく。 

・各駅周辺において，交通利便性や市民の日常生活の利便性向上に向け，地域の特性に応じた土地利用の誘導方策，都市基盤整備

を推進し，にぎわいのある地域の特性を生かした駅周辺のまちづくりを進める必要がある。 

・調布市の代表的な観光地である深大寺地区の趣きを守りつつ，国分寺崖線のまとまった緑の保全と良好な住環境を維持するため，

諸制度を活用した規制・誘導を図るとともに，深大寺地区にふさわしいまちづくりを推進するため，街なみ景観の維持，向上を

図る，街なみ環境整備事業を推進する必要がある。 

◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆調布駅前広場整備の着実な推進に向け，南側について，令和元年度に市民参加を実践しながら導入機能を確定し，令和２年度に

詳細設計を完了させ，令和３年度から整備を開始する。 

☆中心市街地の回遊性向上を図り，活性化に資するため，計画に位置付けた鉄道敷地の用地取得を行い，段階的に整備を進めてい

く。 

☆調布駅北第１地区の関連事業である都市計画道路調布７・５・１号線等道路整備を推進し，回遊性向上を図る。 

☆区画道路や関連道路整備を進め，更なる回遊性向上を目指す。 

・つつじヶ丘駅周辺のまちづくりを推進し，利便性向上を図るため，南側の駅前広場を含む都市計画道路調布３・４・２１号線の

用地取得を完了させる。 

・柴崎駅周辺のまちづくりを推進し，利便性向上を図るため，駅前広場について，京王線の連続立体交差計画との整合を図りなが

ら方向性を決めていく。 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 
 

 
  

○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・調布駅前広場については，市民参加を実践し，使い勝手の良い，市民に愛される駅前広場とするため，庁内横断的な連携はもとよ

り，庁外関係部署，障害者団体とも連携・調整し，使い勝手がよく市民に愛される駅前広場とする必要がある。 

・鉄道敷地整備については，引き続き，市民参加を実践し，庁内連携も図りながら，計画どおり整備推進し，使い勝手がよく市民に

愛される施設とする必要がある。 

・道路整備については，地権者はもとより，周辺住民や市民の理解を得た上で事業を進める必要がある。 

・柴崎駅周辺や西調布駅周辺のまちづくりを推進するため，地域住民と連携し，まちの将来像を共有したうえで，計画的に進めてい

く必要がある。 

 ≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ2 「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」 

・京王線地下化後の中心市街地において，南北一体の街づくりを推進するため，市民参加を実践しながら，調布駅前広場整備を

進め，交通結節機能の向上を図る。 

・にぎわいとうるおいのあるまちづくりを進めるため，京王線地下化後の鉄道敷地整備を推進し，中心市街地の活性化を図る。 

・調布駅北第１地区市街地再開発事業の関連事業である都市計画道路の調布７・５・１号線等道路整備を推進し，歩行者の回遊

性向上を図る。 

・都市計画道路や区画道路，生活道路等道路整備を推進し，歩行者の回遊性向上を図る。 

・つつじヶ丘駅南側の駅前広場整備を進めるとともに，柴崎駅や西調布駅南側の駅前広場についても，関連計画と整合を図りな

がら，事業化に向けた取組を進め，交通結節機能の向上を図る。 

 

■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・歩行者の安全性向上を図るため，飛田給駅西側の飛田給１号踏切を拡幅し，スタジアム来訪者の安全性向上を図る。 

・飛田給駅，西調布駅北側の各駅前広場を整備するとともに，調布駅前広場についても，ファンゾーン等の展開を見据えた整備

を進めていく。 



（施策22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

        ● 

        

 

 ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 

 
 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，地域のまちづくりに自発的に参加するとともに，住むまちに愛着と誇りを持ち，魅力ある街並みを創出するために地域

のルールづくりとその実践に努めます。 

・事業者は，調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に示されたまちづくりの基本理念を遵守し，良好な都市環境の創

出に努めます。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・調布駅前広場は，約１６，７００㎡と大規模な駅前広場であり，単なる交通結節機能だけでなく，広場空間等の充実を図り，調

布のまちの魅力向上につなげていく。 

・鉄道敷地は，中心市街地において，連続した貴重な空間であり，鉄道敷地整備計画に基づき，緑道や公園等の整備を進め，調布

のまちの魅力向上につなげていく。 

・深大寺の白鳳仏が国宝に指定され，周辺の武蔵野の風情とあわせ，市内有数の観光地であり，貴重な地域資源であるため，景観

行政団体としての取組をアピールするとともに，積極的に魅力発信していく。 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・調布駅前広場については，交通結節機能の向上はもとより，にぎわいの創出や市民のふれあい，交流が育まれる広場空間となる

よう，市民参加を実践しながら整備を進めていく必要がある。併せて，ハード・ソフト一体となった，にぎわいや交流，うるお

い，やすらぎのある都市空間の創出を目指す。 

・鉄道敷地整備については，引き続き，市民参加を実践し，庁内連携も図りながら，計画どおり整備推進し，使い勝手がよく市民

に愛される施設とする必要がある。 

 


