


   



 

 

 
 
調布市では，平成１０（１９９８）年６月に，市民との協働作業を積み重ね，めざすべき

まちの姿を描いた，都市計画の基本的な方針となる「調布市都市計画マスタープラン」を策

定いたしました。以後，「住み続けたい緑につつまれるまち 調布」の実現に向けて，市民・

事業者・行政（市）が一体となり，様々な取組を進めてきました。 

 策定から１６年余りが経過した今，平成 23（2011）年 3 月の東日本大震災による防災

対策への意識の高まりや，平成 24 年（2012）年 8 月の京王線の地下化の実現などによ

り，まちづくりを取り巻く環境は大きく変化しており，新たな課題等に対応する必要性が生

じてまいりました。 

 また，平成２４（２０１２）年４月には，権限移譲により用途地域に関する決定権限が調

布市に移され，これまで以上に調布独自のまちづくりが進むことが期待されます。 

これらの状況に鑑み，今回，都市計画マスタープランの改定を実施することといたしまし

た。 

 改定においては，現行計画の考え方を基本とし，策定以後変化のあった社会情勢や，まち

づくりの動向などを踏まえ作業を進めてまいりました。また，市民の皆様の関心が高い環境

問題をはじめ災害に強いまちづくりを進めていくために防災に関する視点や，平成２２ 

（２０１０）年３月に策定した「調布市地域別街づくり方針」など関連計画の考え方をマス

タープランに反映するなど，様々な視点を加え，着実にまちづくりを進めていくための計画

としております。 

引き続き，マスタープランを踏まえ，市民のみなさんと協働でまちづくりを実践し，誰も

が住み続けたいと願うまちの実現に取り組んでまいります。 

 結びに，調布市都市計画マスタープランの改定に当たっては，市民との協働作業の場であ

る「都市計画マスタープランを考える市民サロン」を設置し，市民の皆様とともに本計画に

ついて様々な角度から意見交換をさせていただきました。これまでに，市民サロンやパブリ

ック・コメント，説明会等にご参加いただきました皆様に感謝申し上げます。   

  平成 26 年 9 月 

   調布市長 
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