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 ５ 住環境 

 

住環境 
うるおいとくつろぎをもって“住まう” 

～住み続けられるまちづくり～ 

 (1 ) 住 環 境 分 野 の基 本 的 な考 え方  

都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ，東部地域の住環境分野におけるまち

づくりの基本的な方針を示します。 
 都市計画マスタープランの“住環境”の基本的な方針 

１ 親しみと誇りをもって住み続けるため，安全で快適な生活空間づくりを進めます。 

２ 地域のつながりや地域資源を活かした，ふれあいと憩いの場づくり，街並みづくりを進めます。

 

 地域別街づくり方針の目標 

○○快快適適なな生生活活空空間間づづくくりりをを進進めめまますす  

現在の良好な住環境を保全するとともに，密集している市街地の改善，中高層住宅地として良

好な住環境の保全，高齢者や障害者に配慮した住宅の供給，住環境に配慮した沿道土地利用の促

進，商業・業務地と住宅が共存する複合市街地の形成，住工共存のまちづくりにより，良好な住

環境の形成に努めます。 

また，国分寺崖線や河川と一体となった住環境の形成，うるおいを創出する街路樹などの道路

緑化の推進を図り，良好な住環境を維持・保全します。 

都市農地や大規模民間用地の緑を保全することにより，農と住が調和した良好な住環境の形成

を目指します。 

○○安安全全なな住住環環境境のの形形成成をを目目指指ししまますす  

生活道路への通過交通の流入を防ぎ，安全な住環境の形成を図るとともに，外環の整備による

道路ネットワークの変化に合わせ，住環境の維持・向上に努めます。 

○○地地域域ののふふれれああいいとと憩憩いいのの場場づづくくりりをを図図りりまますす  

地域コミュニティを醸成する施設の配置を検討します。また，公共住宅等を再生し，若者にも

魅力あるまちとしての活性化を図り，幅広い世代が暮らし，集う地域コミュニティを創出します。
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【施策の体系（実現に向けての方策）】 
都市計画    

マスタープラン 
地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

1  安全で快

適 な 生 活 空

間づくり 

 

○快適な生活空間づくり

を進めます 

(ｱ)良質な住宅スト

ックの形成 

良質な住宅・住環境の確保のため，

敷地面積の最低限度や壁面の位置

の制限などに関するルールづくりを

積極的に行っていきます 

(ｲ)快適な生活空

間の形成 

中高層住宅などの建設等では，周

辺の住環境の悪化を招くことがない

ように，ルールづくりに取り組みます

(ｳ)良質な公共住

宅等の供給 

公共住宅等の再生支援を行い，良

質な住宅の供給を行います 

(ｴ )ユニバーサル

デザインへの配慮

高齢者や障害者に配慮した住宅の

供給を行うとともに，公益的施設等

のユニバーサルデザインについて

配慮します 

(ｵ)環境共生，都市

緑化，都市美化の

推進 

環境との共生を図るため，省エネル

ギー，宅地内緑化，保水機能の向

上など，環境に配慮した住宅の普

及拡大を促進します 

(ｶ)工場などと住宅

の共存 

工業系地域にある住宅地につい

て，調和を図りながら良好な住環境

を形成します 

(ｷ)都市農業と住

宅の調和 

都市農地を保全し，農と住の調和を

目指します 

(ｸ)文教施設等と住

宅の共存 

文教研究施設や大規模民間施設等

と調和を図りながら，良好な住環境

を形成します 

○安全な住環境の形成を

目指します 

(ｹ)安全・安心な市

街地の形成 

木造住宅が密集し，狭小宅地や行

き止まりの道路が多い地域では，そ

れらを改善する取組を行います 

(ｺ)防災機能の向

上 

建築物の耐震性や不燃性を向上さ

せ，周辺環境と調和した良好な住環

境を形成します 

(ｻ)外環の整備に

配慮した市街地の

形成 

外環の整備に合わせ，周辺地域の

環境保全や良好な住環境が維持で

きるよう，健全な市街地の形成を検

討していきます 

2 地域コミュ

ニティの創出 

 

○地域のふれあいと憩い

の場づくりを図ります 

(ｼ)地域活動の拠

点となるコミュニテ

ィ関連施設等の複

合施設の配置検

討 

つつじケ丘駅周辺等に地域コミュニ

ティ関連施設等の複合施設の配置

を検討します 
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都市計画    

マスタープラン 
地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

(ｽ)公共住宅等の

再生 

公共住宅等を再生し，若者にも魅

力あるまちの活性化を図り，幅広い

世代が暮らし，集う地域コミュニティ

を創出します 

 
○ 快適な生活空間づくりを進めます 

現在の良好な住環境を保全するとともに，密集している市街地の改善，中高層住宅地として

良好な住環境の保全，高齢者や障害者に配慮した住宅の供給，住環境に配慮した沿道土地利用

の促進，商業・業務地と住宅が共存する複合市街地の形成，住工共存のまちづくりにより，良

好な住環境の形成に努めます。 
また，国分寺崖線や河川と一体となった住環境の形成，うるおいを創出する街路樹などの道

路沿道の緑化の推進を図り，良好な住環境を維持・保全します。 
都市農地や大規模民間用地の緑を保全することにより，農と住が調和した良好な住環境の形

成を目指します。 
（ｱ）良質な住宅ストックの形成 

 良質な住宅・住環境の確保のため，敷地面積の最低限度や壁面の位置の制限などに関するル

ールづくりを積極的に行っていきます 
都市基盤整備の促進などにより土地の有効利用，民間を主体とした良好な住宅ストックの

形成を図り，職住近接の都市づくりを目指します。また，居住水準や安全性の向上，高齢社

会への対応，さらに，地区計画制度を活用し，敷地の細分化防止のために敷地面積の 低限

度を定めるなど，ゆとりある住環境の形成を図ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  良質な住宅・住環境の確保のため，敷地面積の 低限度や壁面の位置などに関するルールづくりを積

極的に行っていきます。 

 
（ｲ）快適な生活空間の形成 

 中高層住宅などの建設等では，周辺の住環境の悪化を招くことがないように，ルールづくりに取

り組みます 
マンションなどの中高層住宅の建設は，周辺環境に大きく影響を及ぼす場合があります。

住環境の悪化や周辺の景観に影響を及ぼすことがないよう，高度地区や地区計画などの都市

計画制度を活用して，地域の特性に応じたルールづくりにより，快適で良好な住環境の形成

を図ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  仙川駅周辺はマンション開発を抑制し，引き続き地区計画を活用して住環境の保全を図ります。 

  工業地帯として土地利用されてきた地域は，近年では住宅に転換する傾向にあるため，地区計画制度

等の活用により高さ制限を行うことで高層マンションの建設を防止し，高さを抑えた良好な住宅地へ

と移行させます。 
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（ｳ）良質な公共住宅等の供給 

 公共住宅等の再生支援を行い，良質な住宅の供給を行います 
都営仙川アパートや神代団地の老朽化した公共住宅等の建替え，大規模改修時には，市民

の機運に合わせてまちづくり活動を支援し，耐震性の向上やバリアフリーに対応した整備を

行うことによる良質な住宅の供給を事業者に働きかけます。 
 

（ｴ）ユニバーサルデザインへの配慮 

 高齢者や障害者に配慮した住宅の供給を行うとともに，公益的施設等のユニバーサルデザイン

について配慮します 
調布市福祉のまちづくり条例に基づき，一定規模以上の住宅については，バリアフリー化

を推進します。段差の解消，手すりの設置，廊下幅の確保，便所の配置等について配慮し，

すべての人が使いやすい住宅の供給を促進します。特に，将来的に都営仙川アパート，神代

団地の再生を行う際には，バリアフリー化を働きかけます。 
また，商業施設など多くの人が利用する場所でもユニバーサルデザインについて配慮し，

だれもが気軽に立ち寄ることができる，魅力ある施設整備を誘導します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  神代団地は高齢化が著しいため，建替え等により，バリアフリー化を図ります。 

  神代団地は高齢化が進んでいるため，活気のある再生へ向けたまちづくりを進めます。 

 

（ｵ）環境共生，都市緑化，都市美化の推進 

 環境との共生を図るため，省エネルギー，宅地内緑化，保水機能の向上など，環境に配慮した

住宅の普及拡大を促進します 
環境との共生を図るため，省エネルギー，宅地内緑化，保水機能の向上などの，環境に配

慮した快適でうるおいのある住環境の創出を図り，それに対応した住宅の普及，拡大を促進

します。 
 

（ｶ）工場などと住宅の共存 

 工業系地域にある住宅地について，調和を図りながら良好な住環境を形成します 
食品産業の工場や複合商業施設などと住宅が混在する地区は，利便性の高い活力ある複合

市街地として，その育成を図りながら，良好な住環境の維持・形成に配慮します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  工業地帯として土地利用されてきた地域は，近年では住宅に転換する傾向にあるため，地区計画制度

等の活用により高さ制限を行うことで高層マンションの建設を防止し，高さを抑えた良好な住宅地へ

と移行させます。 

 

（ｷ）都市農業と住宅の調和 

 都市農地を保全し，農と住の調和を目指します 
緑豊かなうるおいのある住環境を実現するために，住宅地にふさわしい適切な土地利用を
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目指すとともに，都市農地については市民が身近にふれあえるよう都市農業の振興を図り，

その保全と活用を検討しながら農と住の調和を目指します。 
また，都市農地を他の土地利用として転換する際には，周辺の住環境に配慮するとともに，

緑の充実やオープンスペースの確保を働きかけます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  既存の都市農地や緑豊かな住環境を保全し，農住調和の良好な環境形成を目指します。 

 
（ｸ）文教施設等と住宅の共存 

 文教研究施設や大規模民間施設等と調和を図りながら，良好な住環境を形成します 
白百合女子大学や桐朋学園，神代高校などの文教施設，NTT 東日本研修センタなどの大規

模民間施設は，緑豊かで良好な住環境の形成に大きく寄与しています。将来においても，こ

れらの施設と連携を図りながら貴重な緑を保全し，良好な住環境を形成するよう働きかけま

す。 
 

○ 安全な住環境の形成を目指します 

生活道路への通過交通の流入を防ぎ，安全な住環境の形成を図るとともに，外環の整備によ

る道路ネットワークの変化に合わせ，住環境の維持・向上に努めます。 
（ｹ）安全・安心な市街地の形成 

 木造住宅が密集し，狭小宅地や行き止まりの道路が多い地域では，それらを改善する取組を行

います 
良好な住環境を実現するために，地区計画制度などを活用して土地利用の計画的な誘導を

行うとともに，地区レベルの住民参加のまちづくりを推進します。土地区画整理事業や市街

地再開発事業などの市街地開発事業と地区計画制度等を組み合わせることにより，適切なま

ちづくりを展開していきます。 
また，木造住宅密集地域については，積極的に整備を推進し，安全性の向上と住環境の改

善を図っていきます。特に，若葉町などの斜面地に立地する住宅地は，生活道路の整備を促

進し，避難路を確保するとともに，宅地造成の指導を徹底し，安全性を確保します。 
 

（ｺ）防災機能の向上 

 建築物の耐震性や不燃性を向上させ，周辺環境と調和した良好な住環境を形成します 
市の施設は，災害時における避難所，救護所，復旧対策等の拠点となる施設であることか

ら，計画的な耐震改修を実施することで，公共施設や住宅などの耐震性の向上を図り，周辺

環境と調和した良好な住環境を形成します。 
また，民間建築物の耐震診断については，耐震診断・改修の必要性を，所有者や使用者に

対してＰＲに努めていきます。また，建築物の耐震改修が必要な市民に対して，建物の耐震

改修を実施するように指導や助言，助成制度などのＰＲを行っていきます。 
さらに，耐震化とともに不燃化により，市街地の大火の防止及び災害時の避難路の安全化

を図ることが必要です。そのため，不燃化地域の拡大と防災上必要な公共施設の耐震・不燃
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化を促進します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  崖線の傾斜地に沿った住宅地であるため，耐震耐火を進め景観に配慮した整備を行い，周辺環境と調

和した良好な住環境を形成します。 

 

（ｻ）外環の整備に配慮した市街地の形成 

 外環の整備に合わせ，周辺地域の環境保全や良好な住環境が維持できるよう，健全な市街地

の形成を検討していきます 
外環の整備に当たっては，住環境への影響が極力小さくなるよう，環境施設帯の設置によ

る環境対策や蓋かけ部の有効活用を検討し，地区住民の意見を聞きながら，現況の生活環境

が維持，向上できるよう，健全な市街地の形成を検討していきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  外環の整備に当たっては，合わせて周辺地域の環境保全のため，周辺を含めたまちづくりを進めます。 

 

○ 地域のふれあいと憩いの場づくりを図ります 

地域コミュニティを醸成する施設の配置を検討します。また，公共住宅等を再生し，若者に

も魅力あるまちとしての活性化を図り，幅広い世代が暮らし，集う地域コミュニティを創出し

ます。 
（ｼ）地域活動の拠点となるコミュニティ関連施設等の複合施設の配置検討 

 つつじケ丘駅周辺等に地域コミュニティ関連施設等の複合施設の配置を検討します 
神代出張所の代替機能の確保と合わせて，駅周辺に公共施設の配置を検討していきます。

地区住民の意見を取り入れつつ，地域活動の拠点となるコミュニティ施設としての機能導入

の検討も合わせて行います。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  つつじケ丘駅前に児童館や出張所，ホールなどの複合コミュニティ関連施設の設置を検討します。 

  柴崎駅前は地区住民の交流の場として，公民館，保育園，児童館等のコミュニティ施設の設置を検討

します。 

  都営仙川アパートの将来像について，緑ケ丘の地域コミュニティの中心となるような公共施設の充実

を目指し，東京都に働きかけていきます。 

 

（ｽ）公共住宅等の再生 

 公共住宅等を再生し，若者にも魅力あるまちの活性化を図り，幅広い世代が暮らし，集う地域コ

ミュニティを創出します 
都営仙川アパートや神代団地の老朽化した公共住宅等の建替え，大規模改修時には，現在

の住宅事情を考慮した整備や，幅広い世代が暮らし，集う地域コミュニティの核となる施設

等の設置を図るよう事業者に働きかけます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  神代団地は，建替え等により，若者にも魅力あるまちの活性化を促進します。 
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 (2 ) 住 環 境 分 野 方 針 図  
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 ６ 景観 

 

景観 
みんなが誇れる“風景” 

～地域の個性が輝くまちづくり～ 

 (1 ) 景 観 分 野 の基 本 的 な考 え方  

都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ，東部地域の景観分野におけるまちづ

くりの基本的な方針を示します。 
 都市計画マスタープランの“景観”の基本的な方針 

１ 武蔵野の限りある水と緑の環境を積極的に守り育て，調布らしさを発揮します。 

２ 都市景観に配慮し，うるおいのあるまちづくりを進めます。 

 

 地域別街づくり方針の目標 

○○武武蔵蔵野野のの面面影影をを残残すす自自然然環環境境をを生生かかししたた景景観観形形成成をを図図りりまますす  

野川沿いの国分寺崖線や仙川沿いの崖線等では，調布を特徴づける緑が連続し，豊かな湧水も

見られるなど，地域の貴重な自然環境を形成しています。武蔵野の面影を残す地域の原風景とも

いうべき自然環境を生かした景観形成を図ります。 

○○歴歴史史的的・・文文化化的的資資源源をを生生かかししたた景景観観形形成成をを図図りりまますす  

歴史的・文化的資源を継承し，地域の貴重な景観資源を次世代に遺していきます。 

○○良良好好なな街街並並みみ景景観観のの形形成成をを図図りりまますす  

地区計画制度や建築協定
※

などの活用により，地区の特性に応じて，建築物や屋外広告物に関す

る形態・意匠・色彩，高さ制限などのルールづくりを進め，良好な街並み景観の形成を図ります。

また，都市計画道路などにおける無電柱化や沿道の緑化などにより沿道景観づくりを進めます。
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【施策の体系（実現に向けての方策）】 
都市計画    

マスタープラン 
地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

1 武蔵野の

自 然 景 観 の

保全 

 

○武蔵野の面影を残す自

然環境を生かした景観形

成を図ります 

(ｱ)自然景観の保

全 

豊かな自然と武蔵野の面影が残る

良好な景観を保全していきます 

(ｲ)良好な眺望の

保全 

地域の特性を生かした良好な眺望

を後世に伝えていきます 

(ｳ)河川景観づくり 野川，仙川の自然景観を周辺地域

とともに一体的に保全していきます 

○歴史的・文化的資源を

生かした景観形成を図り

ます 

(ｴ)歴史的・文化的

資源を生かした景

観形成 

自然環境と一体的に歴史的・文化

的資源を生かした景観形成を図り

ます 

2 うるおいの

あ る 都 市 景

観の形成  

 

○良好な街並み景観の形

成を図ります 

(ｵ )景観に関する

ルールづくり 

地区計画等の活用により，地区の

特性に応じた建築物や屋外広告物

に関するルールづくりを進め，良好

な街並み景観を形成します 

建築物の高さは，周辺地域と調和

するように規制・誘導していきます 

(ｶ)街並み景観に

配慮した公共施設

の整備 

良好な街並み景観を形成するた

め，公共施設の整備による都市空

間の向上を図ります 

(ｷ)無電柱化の推

進 

良好な街並み景観の形成のため，

無電柱化を検討します 

 
○ 武蔵野の面影を残す自然環境を生かした景観形成を図ります 

個性豊かで魅力的な景観形成を推進するためには，地域の個性をはぐくむ自然環境や歴史，

文化を象徴し，地域を印象づける景観資源を積極的に保全し，これらを核とした景観形成に取

り組んでいくことが必要です。 
野川沿いの国分寺崖線や仙川沿いの崖線等では，調布を特徴づける緑が連続し，豊かな湧水

も見られるなど，地域の貴重な自然環境を形成しています。武蔵野の面影を残す地域の原風景

ともいうべき自然環境を生かした景観形成を図ります。 
（ｱ）自然景観の保全 

 豊かな自然と武蔵野の面影が残る良好な景観を保全していきます 
東部地域は，国分寺崖線や仙川沿いの崖線などの緑と，野川・仙川の河川によって形成さ

れる骨格的な空間に，都市農地や屋敷林が広がり，緑豊かな空間を形成しています。これら

の優れた自然環境を保全するため，地域制緑地などの緑地保全の諸制度との連携を図り，「調

布の森計画」や「農
みのり

の里計画」の実現に向け，崖線の緑，湧水，河川，都市農地などを一体

的に捉えた自然景観の形成を図ります。 
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＜市民検討会からの提案＞ 

  白百合女子大学の構内は，豊かな自然と武蔵野の面影が残されているため，良好な景観の保全を働き

かけます。 

 
（ｲ）良好な眺望の保全 

 地域の特性を生かした良好な眺望を後世に伝えていきます 
東部地域には，国分寺崖線や仙川崖線など，地域の原風景として「調布らしさ」を感じさ

せる貴重な景観資源が多数あります。同時に，晴れた日には富士山が見える場所など美しい

眺望を楽しむことができる場所が多くあります。 
調布の原風景の基盤となる国分寺崖線や公園・緑地の風景を守るため，それぞれの要素を

生かし，これらの風景を楽しめる眺望景観づくりに取り組みます。 
 

（ｳ）河川景観づくり 

 野川，仙川の自然景観を周辺地域とともに一体的に保全していきます 
野川や仙川には，野鳥や魚，昆虫等が生息し，市街地の中で広がりのある良好な自然景観

を形成しています。現在の河川環境を維持しつつ，親水化など水とふれあいのできる空間を

確保するとともに，河川沿いの開発や建築計画を適切に誘導し，周辺の住宅地との調和を図

ります。 
 

○ 歴史的・文化的資源を生かした景観形成を図ります 

歴史的・文化的資源は，生活に快適さと風格ある街並みを形づくる貴重な共有財産です。長

い間，親しんできた神社や仏閣，並木の緑や里山など，これらの景観資源はまちの魅力を生み

出す要素として地域の活性化にも生かすことができます。こうした歴史的・文化的資源を継承

し，地域の貴重な景観資源を次世代に遺していきます。 
 
（ｴ）歴史的・文化的資源を生かした景観形成 

 自然環境と一体的に歴史的・文化的資源を生かした景観形成を図ります 
東部地域の国分寺崖線の周辺では，広域的に連続する武蔵野の緑や崖線が生み出す自然環

境，さらには糟嶺神社や明照院，実篤公園などは，地域の歴史や文化を感じ取れる貴重な資

源です。これらの自然環境と一体的に歴史的・文化的資源を生かした景観形成を図ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  東部地域には良好な自然景観が多く残されており，神社・仏閣・公園等を生かした観光ルートづくり

など，地域の景観資源を生かしたまちづくりを進めます。 

 

○ 良好な街並み景観の形成を図ります 

調布市は，武蔵野の面影を残す昔ながらの原風景と都市に近接した利便性の高い市街地環境

とが調和し，それぞれの魅力を合わせながら街並みが形成されてきました。近年，マンション

などの大規模な建築物の立地や駅周辺の調和しない屋外広告物の設置など，良好な環境や景観
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に及ぼす影響が懸念されています。そのため，地区計画制度や建築協定などの活用により，地

区の特性に応じたルールづくりを進め，良好な街並み景観の形成を図ります。また，都市計画

道路などにおける無電柱化や沿道の緑化などにより，沿道景観づくりを進めます。 
 
（ｵ）景観に関するルールづくり 

 地区計画等の活用により，地区の特性に応じた建築物や屋外広告物に関するルールづくりを進

め，良好な街並み景観を形成します 
地区の特性を生かした地域主体の景観づくりを推進するため，地区計画制度や建築協定を

活用し，建築物に関するルールづくりとして，周辺と調和した適正な土地利用への誘導，建

築物の壁面の位置や形態・色彩・意匠の制限による統一感のある街並み形成，敷地面積の

低限度の導入，生垣等による緑化を推進します。また，周囲と調和しない建築物や屋外広告

物の設置などを抑制し，良好な景観形成を図ります。 

＜市民検討会からの提案＞ 

  和光堂の跡地は，地区計画の活用により緑地の確保や，安全に配慮した自動車の出入り口の整備を行

うことを検討します。 

  マンション建設の際は，地区計画の活用により，生垣などの緑化や建物の意匠に関するルールづくり

を進め，緑の空間を確保します。 

  自然景観要素の保全を行うため，地区計画の活用により，生垣による緑化や建物の意匠に関するルー

ルづくりを進め，緑の空間を確保します。 

 建築物の高さは，周辺地域と調和するように規制・誘導していきます 
建築物の高さは，周辺環境と調和するよう地区の特性に応じ，権利者の理解を得ながら地

区計画制度等を活用したルールづくりを進めます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  工業地帯として土地利用されてきた地域は，近年では住宅に転換する傾向にあるため，地区計画制度

等の活用により高さ制限を行うことで高層マンションの建設を防止し，高さを抑えた良好な住宅地へ

と移行させます。 

  国分寺崖線と調和した住環境の形成のため建物の高さ制限等を行います。 

  野川沿いでは，自然との調和を図るため，建物の高さ等に関するルールづくりを行います。 

  野川沿いでは，河川環境と調和した住環境形成のため，建築物の高さ制限，屋上・壁面緑化等のルー

ルづくりを進めます。 

 
（ｶ）街並み景観に配慮した公共施設の整備 

 良好な街並み景観を形成するため，公共施設の整備による都市空間の向上を図ります 
道路，公園，河川，公共建築物などの公共施設は，都市の骨格を構成し，人々の暮らしや

企業活動等を支える基盤となるだけでなく，人々に快適さやうるおいをもたらし，都市に風

格を与えるなど良好な景観を形成する重要な要素となります。また，これらの公共施設は，

景観づくりにおいて周辺に与える影響は大きく，民間建築物の景観デザインを適切に誘導す

る重要な役割を担っています。調布の魅力をさらに高め，地域のシンボルとなる都市景観の

形成を図るため，公共施設景観デザインの検討に取り組みます。 
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（ｷ）無電柱化の推進 

 良好な街並み景観の形成のため，無電柱化を検討します 
道路上の電柱や電線類を撤去する無電柱化は，街並みを改善し，都市景観を向上させます。

また，歩道を広く利用できるようになるため，歩行者はもちろんベビーカーや車いすを利用

する人にも安全で利用しやすいユニバーサルデザインの歩行空間が形成されます。ただし，

無電柱化の実施は財政負担が大きくなります。そのため，主要な道路などの整備に当たって

は，街並みの改善や快適な歩行空間の確保が急がれる箇所等において無電柱化を検討し，沿

道景観づくりに取り組みます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  歩行者の通行が多い道路や地域のシンボルとなる道路の整備に当たっては，電線類の地中化
※

を検討し

ます。 
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 (2 ) 景 観 分 野 方 針 図  
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 ７ 地域活性化 

 

地域活性化 
にぎわいあふれる“魅力” 

みんなが集まる活気のあるまちづくり 

 (1 ) 地 域 活 性 化 分 野 の基 本 的 な考 え方  

都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ，東部地域の地域活性化分野における

まちづくりの基本的な方針を示します。 
 都市計画マスタープランの“地域活性化”の基本的な方針 

１ 地域のつながりや地域資源を活かした，ふれあいと憩いの場づくり，街並みづくりを進めます。

２ 生きがいをもって住み続けるため，就業の場となる様々な産業を育成し，職住近接のまちづく

りを進めます。 

 

 地域別街づくり方針の目標 

○○地地域域資資源源をを活活用用しし，，文文化化・・芸芸術術・・伝伝統統のの香香りり豊豊かかなな活活気気ああるる地地域域づづくくりりをを目目指指ししまますす  

地域との連携の中で，身近にある環境保全型農業の生産の場として生産緑地を保全し，地域活

性化を進めます。また，糟嶺神社・明照院でのお祭りやどんど焼などの文化・伝統を受け継ぎ，

地域コミュニティの形成により地域を活性化していきます。 

さらに，武蔵野の面影を残す実篤公園は地域に愛される公園とするため，来園者の快適な利用

促進を図り，大規模民間施設の広いオープンスペースを生かしたスポーツやイベントを開催する

など産学公で連携し，まちの活性化を図ります。 

○○高高齢齢化化がが進進むむ地地域域をを再再生生しし，，若若年年齢齢層層もも住住みみややすすいい魅魅力力ああるるままちちをを目目指指ししまますす  

地域の生活拠点として駅周辺商業の活性化を進め，ふれあいや活気のあるまちづくりを進めま

す。 

各駅周辺地域などでは，周辺住環境と調和しつつ，生活に密接した利便施設等の立地を誘導す

るなど，自動車交通のアクセスの利便性を生かした地域活性化を検討していきます。  

○○職職住住近近接接ののままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

地域と密着した産業を育成することにより職住近接のまちづくりを推進します。地域商店の活

性化など，周辺への波及効果のある駅周辺のまちづくりを推進します。また，地域の誇りとなる

産業を守り地域活性化を図ります。 

地域に根ざした商工業と周辺地域との調和を図り，職住近接のまちづくりを進めます。 
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【施策の体系（実現に向けての方策）】 
都市計画    

マスタープラン 
地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

1 地域コミュ

ニティの創造 

 

○地域資源を活用し，文

化・芸術・伝統の香り豊

かな活気ある地域づくり

を目指します 

(ｱ)地域資源を生

かした活性化 

良好な自然景観が多く残されている

神社・仏閣・公園などの地域の観

光・景観資源を生かしたまちづくりを

進めます 

(ｲ)コミュニティ関連

施設等を含む公共

施設の配置検討 

地域活動の拠点となるコミュニティ

関連施設等を含む公共施設の配置

を検討します 

○高齢化が進む地域を再

生し，若年齢層も住みや

すい魅力あるまちを目指

します 

(ｳ)ユニバーサル

デザインの導入に

よる利便性の向上

ユニバーサルデザインに配慮した，

まちの案内図及びバス停など，わ

かりやすい公共サインの設置を検

討します 

(ｴ)公共住宅等の

再生 

公共住宅等を再生し，若者にも魅

力あるまちの活性化を図り，幅広い

世代が暮らし集う地域コミュニティを

創出します 

2 職住近接

となるまちづ

くりの推進  

 

○職住近接のまちづくり

を推進します 

(ｵ)地域に密着した

産業振興 

農業支援の仕組みを活用し，市民

農園の開設や地産地消の促進な

ど，地域の農業を生かした地域活

性化を図ります 

地域に密着した商店街等のにぎわ

いを維持・向上し，地域の活性化を

図ります 

地域に根ざした工場と周辺地域と

の調和を図り，住工が共存できるま

ちづくりを目指します 

(ｶ)駅周辺の活性

化 

まちのにぎわい創出のために，駅

前広場等の整備・改善を検討してい

きます 

各駅におけるバスと鉄道の移動の

円滑化，駐輪場の整備改善を図り，

交通結節点としての機能向上を検

討していきます 

駅周辺の利便性を生かしたまちづく

りを推進します 

 
○ 地域資源を活用し，文化・芸術・伝統の香り豊かな活気ある地域づくりを目指します 

地域との連携の中で，身近にある環境保全型農業の生産の場として生産緑地を保全し，地域

活性化を進めます。また，明照院・糟嶺神社でのお祭りやどんど焼などの文化・伝統を受け継
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ぎ，地域コミュニティの形成により地域を活性化していきます。 
さらに，武蔵野の面影を残す実篤公園は地域に愛される公園とするため，来園者の快適な利

用促進を図り，大規模民間施設の広いオープンスペースを生かしたスポーツやイベントを開催

するなど産学公で連携し，まちの活性化を図ります。 
（ｱ）地域資源を生かした活性化 

 良好な自然景観が多く残されている神社・仏閣・公園などの地域の観光・景観資源を生かしたま

ちづくりを進めます 
国分寺崖線，実篤公園，明照院・糟嶺神社などの地域の貴重な資源を生かし，まち全体を

歩いて楽しんでもらえるような回遊性による魅力の向上を図るため，観光・景観資源を回遊

するような仕組みづくりや歩行者空間の充実，人が集まるまちづくりを進めます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  桐朋学園大学と交流を図り，市民が文化に親しめる施策を市と地域とが連携して進めます。 

  東部地域には良好な自然景観が多く残されており，神社・仏閣・公園等を生かした観光ルートづくり

など，地域の景観資源を生かしたまちづくりを進めます。 

  NTT 東日本研修センタグラウンド内の，施設（グラウンド，武道館，研修棟など）や，緑空間（崖

線，桜など）の一般住民への開放について働きかけます。 

 
（ｲ）コミュニティ関連施設等を含む公共施設の配置検討 

 地域活動の拠点となるコミュニティ関連施設等を含む公共施設の配置を検討します 
地域コミュニティの醸成のために，地域で伝統的に実施されているお祭り等の行事，地域

の課題解決に向けたまちづくり活動やボランティア活動，そして，サークルなどの生涯学習

活動など，地区住民が主体となったさまざまな地域活動を促進することも重要です。このた

め，公共施設の在り方を含め，駅周辺における地域活動などの拠点機能の充実を図ります。 
また，神代出張所の代替機能の確保と合わせて，つつじケ丘駅周辺に公共施設等の配置を

検討するなど，駅周辺の総合的なまちづくりの方向性を検討していきます。検討に当たって

は，地区住民の意見を取り入れ，地区住民が利用しやすい公共施設としての機能の充実を図

ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  つつじケ丘駅前に児童館や出張所，ホールなどの複合コミュニティ関連施設の設置を検討します。 

  柴崎駅前は地区住民の交流の場として，公民館，保育園，児童館等のコミュニティ施設の設置を検討

します。 

  都営仙川アパートの将来像について，緑ケ丘の地域コミュニティの中心となるような公共施設の充実

を目指し，東京都の考え方を早期に明らかにするように，働きかけていきます。 

 
○ 高齢化が進む地域を再生し，若年齢層も住みやすい魅力あるまちを目指します 

地域の生活拠点として駅周辺商業の活性化を進め，ふれあいや活気のあるまちづくりを進め

ます。 
神代団地など高齢化が進む地域では，周辺住環境と調和し，生活に密接した利便施設等の立

地を誘導するなど，自動車交通のアクセスの利便性を生かした地域活性化を検討していきます。  
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（ｳ）ユニバーサルデザインの導入による利便性の向上 

 ユニバーサルデザインに配慮した，まちの案内図及びバス停など，わかりやすい公共サインの

設置を検討します 
各駅などを起点として，買い物や観光などいろいろな目的を持った人々が，安全かつ円滑

に利用できる公共サインの設置を検討します。市民の移動をサポートし，地域の活性化を図

ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  仙川駅南側だけでなく北側のバス停も含め，駅周辺を一体的に配慮した街の案内図やバス停の設置な

ど，「バリアフリー新法」に基づき，わかりやすい公共サインの設置を検討します。 

  東部公民館は，だれもが利用しやすい施設にするため，わかりやすい案内板の設置を検討します。 

 

（ｴ）公共住宅等の再生 

 公共住宅等を再生し，若者にも魅力あるまちの活性化を図り，幅広い世代が暮らし集う地域

コミュニティを創出します 

神代団地や都営仙川アパートの老朽化した団地等の公共住宅等の建替え，大規模改修時に

は，現在の住宅事情を考慮した整備や，幅広い世代が暮らし，集う地域コミュニティの核と

なる施設等の設置を図るよう事業者に働きかけます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  神代団地は，建替え等により，若者にも魅力あるまちの活性化を促進します。 

 
○ 職住近接のまちづくりを推進します 

既存産業の活性化を図るため，市内企業や商店街の取組へのソフト的な支援を行うことによ

り，職住近接のまちづくりを推進します。また，駅周辺地域については，商業施設が一定のま

とまりをもって集積するよう，商店や住商併用建物を中心とした土地利用を進め，市民の日常

生活を支え，地域の業務・商業の核となるよう育成します。 
（ｵ）地域に密着した産業振興 

 農業支援の仕組みを活用し，市民農園の開設や地産地消の促進など，地域の農業を生かした

地域活性化を図ります 
東つつじケ丘エリアは，調布市緑の基本計画に位置付けられた「農

みのり

の里」が広がり，市民

と農のふれあいの場として，地域活性化を図っていきます。生産緑地制度などを活用し，調

布市の農業を守り，育て，いきいきとした農業経営を支援していきます。また，年々ニーズ

の高まりがある市民農園の開設を促進し，市民と農のふれあいの場づくりにも取り組んでい

きます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  都市農地の保全・活用については，農業支援の仕組みを活用し，市民農園の開設や地産地消などの都

市農地を生かした地域活性化を図ります。 

 地域に密着した商店街等のにぎわいを維持・向上し，地域の活性化を図ります 
地域の活性化を図るためにも，自宅から歩いて往復できる範囲の中に，日用品を揃えられ
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る商業施設や公共施設，医療機関などがあることが望ましいと考えられます。地域のにぎわ

いを向上させるため，小規模商圏内で充実した買い物が図れるよう，地域の商店街の活性化

を支援します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  神代団地は高齢化が進んでいるため，活気のある再生へ向けたまちづくりを進めます。 

  主要市道３０号線は地区住民の利便性向上のため，地区計画を活用し，生活サービス施設の誘致を検

討します。 

 地域に根ざした工場と周辺地域との調和を図り，住工が共存できるまちづくりを目指します 
東部地域では，製造産業や食品産業などの工場が立地している地域がありますが，近年で

は減少し，西つつじケ丘１丁目などでは工場からマンションなどへの土地利用転換が進んで

います。そうした工場と周辺地域との調和を図り，共存共栄できるまちづくりを目指してい

きます。 
 

（ｶ）駅周辺の活性化 

 まちのにぎわい創出のために，駅前広場等の整備・改善を検討していきます 
仙川駅南側では，土地区画整理事業の完了後に地区計画制度を活用して土地利用の計画的

な誘導を行い，ゆとりある空間の創出と良好なまちのにぎわいが形成されています。つつじ

ケ丘駅，柴崎駅でも駅周辺としての機能確保のため，駅前広場や主要な道路からのアクセス

路などの都市基盤の整備に合わせて地区計画制度を活用したまちづくりを検討していきます。

にぎわいがあり，だれもが集いやすい駅周辺のまちづくりを目指していきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  つつじケ丘駅前広場の整備では，買物客や待ち合わせのスペースの設置や送迎車の停車帯の設置な

ど，つつじケ丘駅前ロータリーの機能面の向上を図り，ゆとり空間を創出します。 

  柴崎駅前は道路の幅員が狭く，交通量が多いため歩行者の快適性が低くなっています。歩行者の安全

性を高め，にぎわいを創出できる余裕のある駅前広場の整備を進めます。 

  駅前広場の整備に当たっては，休憩できるベンチ等の設置や小広場を設けるなど，ゆとりある空間の

創出を検討します。 

  柴崎駅は歩行者が歩きやすく，まちのにぎわいを創出できるゆとりのある駅前広場の整備を検討しま

す。 

  ハーモニー通りは，まちのにぎわいを生かすため，今後も自動車の進入抑制を検討していきます。 

  柴崎駅前は地区住民の交流の場として，公民館，保育園，児童館等のコミュニティ施設の設置を検討

します。 

 各駅におけるバスと鉄道の移動の円滑化，駐輪場の整備改善を図り，交通結節点としての

機能向上を検討していきます 
駅周辺の基盤整備と合わせて，バスと鉄道などの乗換えの円滑化，放置自転車を防止する

ための駐輪場（自転車等駐車施設）の整備など，交通結節点としての機能向上を検討してい

きます。 
 駅周辺の利便性を生かしたまちづくりを推進します 
駅周辺の利便性を生かし，周辺住民が利用しやすい生活環境づくりを検討し，子育て世代

など，多世代が住み続けられる魅力あるまちを目指します。 
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 (2 ) 地 域 活 性 化 分 野 方 針 図  
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第 ３ 節  エリア別まちづくり方針 

 
 １ 地域のエリア区分 

 

地域を７つのエリアに区分し，それぞれの地域特性を生かしたエリア別のまちづくりの方針を掲

げます。エリア別のまちづくり方針は，第４章第２節に掲げた分野別の将来像を踏まえ，エリアご

とのまちづくりのテーマやまちづくりの方針を掲げることにより，地域主体のまちづくりを推進す

る基本的な方針とするとともに，大規模土地取引行為に対する助言や大規模開発事業に対する指導，

助言を行うための指針として活用していきます。 
 

 
 
 
 
 

緑ケ丘エリア

→ p.128 

仙川町エリア

→ p.132 

入間町エリア 

→ p.140 

若葉町エリア

→ p.136 

菊野台エリア

→ p.124 

西つつじケ丘エリア

→ p.116 

東つつじケ丘エリア

→ p.120 
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 ２ ゾーニングの考え方について 

 (1 ) ゾーニングの目 的 と位 置 付 け ～なぜ，ゾーニングを行 うか～ 

ゾーニングは，市内において，ある一定の同質的な領域（同じ土地利用の領域）を定め，そ

の領域ごとにグループ分けすることです。ゾーニングに当たっては，都市計画マスタープラン

の土地利用構想，用途地域
※

，現況の土地利用，市民意見等を踏まえ作成しています。まちの将

来イメージを明確化することによって，まちづくりの方向性や役割を位置付けます。まちづく

りの方針を掲げることにより，まちづくりの実現方策につなげることを目的としています。 
今後は，用途地域

※

，高度地区，防火・準防火地域などの地域地区や地区計画などに反映し，

土地利用の将来像の実現を図ります。 
 




