
 

 

 

 

 

「町田市中心市街地活性化基本方針（案）」 

パブリックコメント実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市経済観光部産業観光課 



ご意見の内訳は、次のとおりです。

　・７月１３日から町田市ホームページに詳細を掲載

Ⅰ．意見募集期間

２００９年７月１３日～８月１０日

Ⅱ．意見募集の方法

　・広報まちだ ７月１１日号に概要を掲載

「町田市中心市街地活性化基本方針（案）」

に関する意見募集の実施概要

　市では、町田駅周辺中心市街地の求心力を維持し、市の継続的な発展を促進し
ていくため、新たな中心市街地活性化に向けた仕組みづくりを進めています。

　このたび、中心市街地活性化基本方針の策定にあたり、より多くの市民の方の
ご意見を伺いたいと考え、意見募集を行いました。

　・産業観光課（市役所森野分庁舎３階）、市民相談室（市役所本庁舎１階）、
　　市政情報「やまびこ」（市役所中町分庁舎１階）、市民協働推進課（市民
　　フォーラム３階）、各市民センター、木曽山崎センター、玉川学園文化セン
　　ター、各市立図書館、町田市民文学館における資料配布

Ⅲ．寄せられたご意見の内訳

６０名の方から延べ１４４件のご意見をいただきました。

※　ご意見の概要と市の考え方は、次ページ以降をご覧ください。なお、取りま
とめの都合上、いただいたご意見は要約し、掲載しています。

ご 意 見 の 内 訳 件　数

１．中心市街地の区域について ２件

２．基本理念について ２件

３．基本的な方針について １６件

４．活性化の目標について ３件

５．検討体制について １件

６．主な取り組みの提案について ７９件

７．その他取り組みの提案について ４１件

市内 市外

町田地区 南地区 鶴川地区 忠生地区 堺地区 相模原市 川崎市 大和市 その他 未記入

17 9 4 2 1 6 2 2 7 10

男性 女性 未記入

45 13 2

意見提出者の内訳

１．地域別

２．性別
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ご意見の概要 市の考え方

相模原市と連携したまちづくりを進めるため、
JR町田駅南口を区域に加える必要があると思い
ます。

町田市の中心市街地は都県境・市境に位置してお
り、町田市民の生活の拠点であると同時に、隣接
市の市民に対しても各種のサービスを提供する役
割を担っています。区域については行政区域内を
基本として設定していますが、広域的な観点に立
ち、他都市と連携したまちづくりの検討を進めて
いきます。

区域を拡大せず、JR町田駅から芹ヶ谷公園を機
軸とした、わかりやすいまちづくりを進める必要
があると考えます。

森野・中町の一部では市庁舎の移転が計画されて
おり、今後、新庁舎周辺の諸機能の配置、交通動
線の整備などを進めていく必要があると考え、周
辺地区を新たに区域に編入しています。区域内に
おける都市機能の充実を図り、利便性の高いまち
づくりを進めていきます。

ご意見の概要 市の考え方

基本理念をもとに大幅な改革を行い、来街者の
ニーズに沿ったまちづくりを進めるべきである。

ご意見については、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきます。

基本理念には、わかりやすいスローガンが必要で
あると考えます。

ご意見については、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきます。

ご意見の概要 市の考え方

安全・安心にまちで時間を過ごすことができるよ
う、治安対策を強化してほしい。（同様７件）

治安対策に関する取り組みは、安全・安心のまち
づくりを進めるうえで重要であると認識していま
す。今後も警察、行政ならびに商店会などが一体
となった治安対策を進めていきます。

芹ヶ谷公園へのメインのアクセスルートは、原町
田大通りにした方が良いと考えます。（同様２
件）

ご意見については、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきます。

まちの潤いは自然だけではなく、歴史のある店、
品格のある店などからも得られるものと考えま
す。（同様１件）

風情や落ち着きのある街並みを創出するために
は、歴史や品格のある店舗の存在が必要であると
考えています。ご意見を踏まえて、今後のまちづ
くりを進めていきます。

来街者や商業者のニーズを的確に把握し、まちづ
くりを進めてほしい。（同様１件）

現在、地元商業者や地域住民などが参加する「町
田市中心市街地活性化協議会」で将来のまちづく
りに関する検討を進めています。また、検討を進
めるに当たり、来街者へのアンケート調査なども
実施し、ニーズの把握に努めています。

方針を策定するに当たり、関係部門（行政機関、
事業者、地域住民など）との十分な協議が必要で
あると考えます。

事業者、地域住民などとの十分な協議は方針の策
定を進めるうえで重要であると認識しています。
ご意見を踏まえて、町田市中心市街地活性化協議
会をはじめとする関係者と引き続き協議を進めて
いきます。

～「町田市中心市街地活性化基本方針（案）」に対する
ご意見の概要と市の考え方～

Ⅰ．中心市街地の区域について（２件）

Ⅱ．基本理念について（２件）

Ⅲ．基本的な方針について（１６件）
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ご意見の概要 市の考え方

名所めぐりやスタンプラリーなどのイベントを実
施し、中心市街地の回遊性を向上させることを提
案します。

イベントの開催は回遊性の向上やにぎわいを創出
させるために必要であると認識しています。ご意
見を踏まえて、地元商業者などと連携して検討を
進めていきます。

公募などにより町田のシティソングをつくること
で中心市街地への愛着が高まり、にぎわいが創出
されると考えます。

ご意見については、参考とさせていただきます

町田ミツバチプロジェクトを発足させることによ
り、環境と調和したまちづくりが進められると考
えます。

ご意見については、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきます。

ご意見の概要 市の考え方

行政・地域住民合同の委員会を設置し、審議を進
めるべきである。

現在、町田商工会議所と（株）町田まちづくり公
社を中心に、学識経験者、地元関係者、事業者、
市民ならびに行政で組織された「町田市中心市街
地活性化協議会」において、今後のまちづくりに
関する検討が進められています。

ご意見の概要 市の考え方

FC町田ゼルビアを支援するとともに、まちの活
性化を図るため、駅周辺にサッカースタジアムを
建設してほしい。（同様３５件）

スポーツの振興は、まちの活性化に大きく寄与す
るものであると認識し、市はFC町田ゼルビアを
支援しています。現在、市ではFC町田ゼルビア
の活動拠点として、市立野津田陸上競技場を考え
ています。

中心市街地でゆったりと快適に時間を過ごすこと
ができるよう、広場や憩いの場を整備してほし
い。（同様１１件）

中心市街地でゆったりと快適に時間を過ごすため
に、広場や憩いの場を創出することは重要である
と認識しています。ご意見を踏まえて、今後の事
業検討を進めていきます。

中心市街地で安らぎや潤いを感じられるよう、沿
道などの緑化を進めてほしい。（同様５件）

中心市街地で安らぎや潤いを感じるために、緑化
を進めていくことは必要であると考えています。
ご意見を踏まえて、今後の事業検討を進めていき
ます。

芹ヶ谷公園や国際版画美術館を訪れやすくするた
め、駅周辺からのアクセスルートを整備してほし
い。（同様５件）

ご意見については、魅力あるまちづくりを進めて
いくうえで重要であると認識しています。今後の
事業検討の参考とさせていただきます。

人にやさしく回遊性のあるまちにするため、中心
市街地内に巡廻バスを導入してほしい。（同様４
件）

現在、市では中心市街地に点在する公共施設の利
便性の向上を図るため、市民バス「まちっこ（公
共施設巡廻ルート）」を運行しています。人にや
さしい回遊性のあるまちづくりを進めるため、今
後もバスの利用促進を図っていきます。

市庁舎移転後の跡地活用として、都市公園を整備
してほしい。（同様３件）

現在、市では市庁舎移転に伴う跡地活用に関する
検討を進めています。ご意見については、検討を
進めていくうえで参考とさせていただきます。

Ⅵ．主な取り組みについて（７９件）

Ⅳ．活性化の目標について（３件）

Ⅴ．検討体制について（１件）
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ご意見の概要 市の考え方

中心市街地を快適に回遊することができるよう、
車両進入の抑制や歩行者天国区間の拡大など、歩
行者優先の空間づくりを進めてほしい。（同様２
件）

中心市街地を快適に回遊することができるよう
に、歩行者優先の空間づくりを進めていくことは
重要であると認識しています。ご意見について
は、事業を検討していくうえで参考とさせていた
だきます。

中心市街地を快適に回遊することができるよう、
景観に配慮したまちづくりを進めてほしい。（同
様１件）

景観に配慮したまちづくりを進めていくことは、
回遊性やにぎわいを高めるために重要であると認
識しています。現在、市では「（仮称）町田市景
観計画」の策定を進めていますので、その中で中
心市街地における取り組みについても検討してい
きます。

中心市街地の都市機能を向上させるため、小田急
町田駅北口周辺の整備を進めてほしい。（同様１
件）

ご意見については、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきます。

中心市街地を快適に回遊することができるよう、
電線地中化を進めてほしい。

中心市街地を快適に回遊することができるよう
に、電線の地中化を進めることは重要であると認
識しています。ご意見を踏まえて、今後事業を検
討していきます。

環境負荷の少ないまちづくりを進めるため、屋上
緑化やソーラー発電などを促進することを提案し
ます。

屋上緑化やソーラー発電などを促進し、環境負荷
の少ないまちづくりを進めてていくことは重要で
あると認識しています。ご意見を踏まえて、環境
負荷の低減に向けた取り組みを検討していきま
す。

安全で安心なまちづくりを進めるため、歩行中の
喫煙・ポイ捨ての厳罰化を検討してほしい。

市では、「町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止
等に関する条例」の一部を改正し、町田駅周辺に
喫煙禁止区域を設け、区域内における違反者には
過料を科すことができるようにしました。今後も
安全で安心な中心市街地を目指した取り組みを進
めていきます。

ご意見の概要 市の考え方

町田バスターミナル周辺の機能拡充およびバス
ルートの再編

市民ホール南側道路の拡幅およびJR横浜線との
立体交差化

境川遊歩道の拡幅、護岸の改良

市立中央図書館の機能拡充

市庁舎移転後の中町第二・第三庁舎跡地への複合
施設の建設

森野公社住宅周辺の機能更新

駅周辺への映画館の誘致

原町田四丁目の街角ギャラリー、町内会館、ぽっ
ぽ町田のイベントスペースなどの一般開放

「すきまちポイント」による商業活性化の促進

通りごとのイメージづくり

ご意見については、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきます。

Ⅶ．その他の取り組みについて（４１件）

Ⅵ．主な取り組みについて（つづき）
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ご意見の概要 市の考え方

町田駅周辺への公共施設の整備
【警察署、消防署、コンサートホール、体育館、
アリーナ、産業技術博物館】

町田駅周辺への商業施設等の誘致に関する提案
【百貨店、ホテル】

境川周辺施設の整備に関する提案
【市営駐輪場の機能拡充、わくわくプラザの機能
更新】

町田駅周辺の地下街の整備、バスターミナル等の
地中化

JR町田駅前とJR町田駅ターミナル口付近のデッ
キの連結

町田駅前通りの拡幅ならびに鎌倉街道との立体交
差化

第一踏切地下道の拡幅および出入口のスロープ化

都市計画道路沿いへの歩行者・自転車専用レーン
の設置

小田急線の複々線地中化、小田急町田駅北口から
境川にかけての陸橋整備

リニアモーターカー途中駅の誘致

高齢者や障がい者専用の回遊ルート整備

森野公社住宅の移転、跡地への市民ホールの建
設、市民ホール跡地と新市庁舎前庭の都市公園化

すみれ会館・サルビア図書館・保健所のある区画
の再編、公園の整備

中央通りのアーケード化

高級商業地区の創設

米軍機墜落記念碑の設立

町田タワーの建設

ぽっぽ町田の全国的なアンテナショップ化

歩行中の携帯電話の禁止

商店街で放送される音楽の高質化

商店街の早朝美化活動の推進

Ⅶ．その他の取り組みについて（つづき）

ご意見として承ります。
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－ 問い合せ先 － 

町田市経済観光部産業観光課 

〒194-0022 町田市森野 1-33-10 

TEL 042-724-3296 FAX 042-724-1185 


