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第 35回 南町田駅周辺地区整備計画検討会 議事録
日

時

2019年 5月 15日

場

所

セ ミナー プラス南町 由

出席者

(水 )

10:00〜 12:00

3階

町内会・ 自治会】
【

￨

鶴間町内会 :4名
南町 田自治会 :3名
南町田第一 自治会 :1名
ガニ デンセシア自治会 :1名
南地区連合会 :1名
【
見学者】な し
町田市】
【
都市 づ くり部 :神 蔵部長
都市づ くり部都市政策課 :窪 田課長、荒木担当課長、辻野担当課長、仲村担当係長、樋渡主
任、島村主任、榎本主任 t伊 賀主任、慶冨主事、竹嶋主事
都市 づ くり部地区街づ くり課 :須 藤主任
都市 づ くり部公園緑地課 :新 担当課長、小野 (薫 )主 任、塩澤主事、小島主事
道路部道路政策課 , カロ
藤担当課長、塩野係長

:

【
東京急行電鉄株式会社】
都市創造本部 :澤 田課長、小川課長代理、山田課長補佐t中 山課長補佐、勝畑課長補佐、藤
田課長補佐、諸角主事、久家氏t島 崎氏
次
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工事の状況について
プロジエク ト発表会の開催について
現場見学 について
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主な

<検 討会の説明内容 について >

意見交

・東急電鉄か ら、土地区画整理事業、商業施設新築工事、駅施設改修工事、パー クライ フサ イ

換 内容

トの工事状況についてご説明 しま した。
日町田市公園緑地課か ら、公園整備工事の状況 をご説明 しま した。
E都 市政策課か らパー クライフサイ トの建築 日外構整備 工事 について説明 しま した。
日都市政策課か ら、駅南 口の一般車の転回スペースについてご説明 しま した。
日東急電鉄、町田市都市政策課か らプロジェク ト発表会 の概要 についてご説明 しま した。
B商 業街区、公園の現場見学会を開催 しま したも
《駅南 日の転 回ス ペースについて》
南町 田自治会 )車 の寄付 き部の歩道幅 員 は どうなるのか。
東急電鉄 )幅

2.Omの

歩道 が寄付 きに沿 うて 設置 され る計画である。

《北 口側 の トイ レ設置 について》
南町 田自治会 )ト イ レにつ いては改札内だ けではな く、北 口広場内 にも設置 で きな いのか 。

鶴間町内会)北 回か ら通学する学生たちはコンビニエ ンスス トアの トイ レを利用 しているのが
実態だ。
東急電鉄)商 業施設の トイ レではあるものの、自由通路か ら利便性が良いように配慮 して
計画 している。
・

《歩行者動線等 について》

鶴闘町内会 )本 日の説 明 では車 、歩行者 の通行ルー ト、駐輪場 の説明が無 いが 、発表会 で説 明
しないのか。
鶴間町内会 )南 口の 改札ま での暫定開放 については ど うな るのか。

!

東急電鉄 )本 日の 説明 はダイジ エス ト版で あ り、当 日は通行ルー トや、駐輪場 に つ いて説
明 させ ていただ く。南 口については 、まちび らきまで今回説明 したルー ト1か
所 のみ で ある。

.

￨

鶴間町内会 )我 々鶴間町 内会 と しては銀河歩道橋か らスムーズに駅方面に行 きた い と考 えてい
る。また、車 の寄付 き部か ら駅までのルー トを明確 に して欲 しい。
東急電鉄 )銀 河歩道橋 か らのルー トについては、地 区計画 において歩行者通路が 4m確 保す
る ことと して お り、グラ ンベ リーパ ー クや駅 まで エスカ レー タァや階段 で乗 降
が可能 で ある。寄付 きか ら駅 までのル ー トにつ いては後ほ ど現 場視察 の 時 に実
‐
際 に見 て貰 ちた方が判 りやす いと思 う。
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《防災機能 について》
鶴間町内会)説 明が無かったが、今回の計画の 中で太陽光発電は商業施設内に設置 されないの
か 。今の時代、太陽光発電は常識だと思 う。発表会の場でも説明すべ きである。
東急電鉄)太 陽光発電は商業街区に設置 してお り、災害時の対応も可能 と考えている。
鶴間町内会

)被 災者対策についてはパーク ライフ・サイ トに設けるべ きだと思 う。

南地区連合会 )パ ークライフ棟の歩行者用通路に面 した部分の上水板を開めて しまえば浸水 し
ないのではないか。
都市政策課 )防 災機能の強化については東急電鉄 と連携 して行つてい く予定であ る。帰
宅困難者の対策につぃては、帰宅困難者を発生させた施設管理者が行うもの
である。当然のことなが らパー クライフ・サイ トの子 どもクラブやまちライ
ブラ リーでも災害時における一時避難は可能となるよう協議 していく。
災害対策 については、発表会の場においても説明を行 う。
なお、2019年 度 中を目途に洪水ハザー ドマ ップの見直 しを現在行つているの
で、見直 し後の結果に基づいて、安全な場所に。避難場所を確保 していきた
い

。

《その他》
南町田自治会)ま ちび らき後もリエ ゾンは存続 され るのか。
都市政策課)郵 便局については駅前 に移転 されるものの、リエゾンについては現位置で存続
するが、市民センター機能全体 の あ り方について市内部 で検討 しているところ
である。
ニ
ガ デ ンセシア)北 口地下道に改札を設ける予定は無いめかどまた、VRで 見ると中央改札が
‐
狭 く見えるが実際はどうなのかと
都市政策課 )地 下改札の要望は聞いているが 、今 のところ予定はない。

′

東急電鉄 )VRだ と狭 いよ うに見えるかも しれないが、実際はもう少 し広 く、また、改札機
の台数も必要台数を確保 している。

.
以

上

