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 ３ エリア別まちづくり方針 

 

 (1 ) 西つつじケ丘エリア 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① つつじケ丘駅を中心とした良好な住環境 

【現況特性】 

つつじケ丘駅は，市内９駅のうち調布駅を除い

て唯一の急行電車の停車駅であり，都心へのアク

セスが便利な位置にあり，乗降客が多く，また，

市の観光の中心である深大寺へのアクセス駅とな

り，路線バス網も発達していることから，東部地

域の交通結節点としての役割を担っています。そ

の拠点性から，駅周辺では商業施設が立地するな

ど，にぎわいを創出しています。また，駅周辺に

は，都市農地が多く残され，武蔵野の面影を感じる

ことができます。 
【主要な課題】 

つつじケ丘駅周辺は，未整備の道路が多く幅員

が狭いため，快適な歩行者空間の形成やユニバー

サルデザインの視点を取り入れた整備を行う必要

があります。また，放置自転車解消のため，駐輪

場（自転車等駐車施設）の整備が必要です。さら

に，周辺に残る都市農地等の活用と保全の検討と

ともに，駅周辺の基盤整備を行う際には，神代出

張所の代替機能の確保と合わせて，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検討が必要です。 

 

② ゆとりある快適な住環境の確保 

【現況特性】 

西つつじケ丘１丁目周辺の準工業地域では，工場等の土地利用がなされてきましたが，近

年は，工場等の撤退とともに宅地開発が行われ，大規模なマンションが建設されています。 
【主要な課題】 

工場等の撤退により，大規模なマンションが建設され，戸建て住宅との混在が生じている

ため，マンションと周辺環境との調和に配慮し，ゆとりある快適な住環境を形成するための

ルールづくりが必要です。 

地域の中心であるつつじケ丘駅周辺 

つつじケ丘駅周辺の都市農地 



 
  - 117 - 

 

③ 緑豊かでゆとりある神代団地 

【現況特性】 

神代団地は，一団地の住宅施設に関する都市計画で定められた団地として，高度経済成長

期の集合住宅のストックとともに，公園や集会所などの生活基盤となる公共公益施設の整備

が進められ，緑豊かでゆとりある良好な住環境を形成しています。しかし，高度成長期の昭

和４０年代に建設された建築物の老朽化が進み，

居住者の高齢化も進んでいます。 
【主要な課題】 

神代団地は，建築物の耐震性の低下や居住者の

高齢化が進んでいます。また，将来的な建替えも

含めた継続的な検討を行う必要があります。検討

に当たっては，ユニバーサルデザインの視点を導

入し，高齢者や障害者だけでなく子どもや若年層

にも魅力的な居住空間を形成していく必要があり

ます。 
 

 
 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 野川 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

神代団地，神代出張所，つつじケ丘児童館，金子地域福祉センター，神代保

育園，金子保育園，ポピンズナーサリー調布（保育園），調布消防署つつじ

ケ丘出張所，神代郵便局，調布西つつじケ丘郵便局，調布金子郵便局，西つ

つじケ丘市民農園，西つつじケ丘第２市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，神代団地商店会，つつじケ丘商店会，上の原商店会，富士見街商

店会 

文化・教育施設等
調和小学校，調布るんびに幼稚園，つつじがおか幼稚園，つつじケ丘公園，

図書館神代分館，図書館調和分館，つつじケ丘児童館ホール  

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 厳島神社，常楽院 ，金龍寺 

３.交通 

京王線つつじケ丘駅，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），品川

通り（主要市道１２号線，調布３・４・１０号線），都道１１４号線，神代

植物公園通り（主要市道６号線），上ノ原通り（主要市道１０号線） 

４.文化財 金子のイチョウ 

５.景観 野川 

６.その他  

緑豊かでゆとりある神代団地 
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 ウ まちづくりのテーマと西つつじケ丘が目指す方針 

 
～西つつじケ丘が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 つつじケ丘駅北口の放置自転車対策として，駐輪場の整備を図るとともに，駅前広場の整備に

当たっては，ユニバーサルデザインに配慮した歩行者の安全性を確保します。 

 駅前のにぎわいと周辺のゆとりある住環境を確保するため，都市計画制度を活用した土地利用

の規制誘導により，快適な住環境の形成を図ります。 

 神代団地の再生では，世代交流のできる生活，文化，コミュニティ機能を備えた魅力的な市街

地環境の形成を図ります。 

 
 エ まちづくりの方針図（西つつじケ丘エリア） 

 

 

にぎわいのある駅前と，戸建て，集合住宅， 

緑が調和した快適なまちづくり 

まちづくりのテーマ
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駅前市街地活性化ゾーン  
地域の中心となる駅前の市街地としての活性化，利便性の向上，バリア

フリー化を促進し，交通結節機能の向上を推進するゾーン 

駅舎の建替えや都市計画道路の整備に合わせた交通結節機能の向上を推進することで，魅力的で活

気のある商業・業務施設の立地の誘導，既存商店街の活性化など，利便性の向上とともに，駅前市街

地の活性化を図る 
駅周辺市街地活性化ゾーン  

駅前市街地の周辺として商業・業務の活性化を図り，地域の利便性の向

上を推進するゾーン 

既存商店街の活性化を図り，日常生活品を扱う生活密着型の商業・業務施設を誘導し，地区住民が

落ち着いて買い物を楽しめる商業・業務空間を形成する 

商業系沿道ゾーン  
業務・商業系の土地利用を図り，延焼遮断機能を有する道路沿道のゾー

ン 

生活サービス施設などの商業・業務施設の集積を誘導しつつ，沿道の建築物の不燃化による防災性

の向上を図るとともに，歩行者や自転車の安全な通行に配慮した住環境と調和したまちづくりを促進

する 
住居系沿道ゾーン  

住環境との調和を図りながら，生活利便施設等の立地を図る道路沿道の

ゾーン 

うるおいある住環境を保全しつつ，沿道には日常生活品などを扱う生活利便施設を誘導し，周辺環

境と調和した安全で安心なまちづくりを推進する 
中高層住宅ゾーン  主にマンションや団地等の中高層住宅が立地しているゾーン 

ゆとりある都市型住宅と日常生活に必要な生活利便施設が調和した，緑豊かで秩序ある市街地の形

成を図る 
住環境保全ゾーン  うるおいある住環境を永続的に保全していくゾーン 

緑豊かでうるおいとくつろぎのある住環境を保全しつつ，建築物の用途の混在や密集を防ぎ，安全

で安心なゆとりある住み続けられる住宅地の形成を図る 
農住調和ゾーン  都市農地や屋敷林などを保全し，住宅地等と調和を図るゾーン 

多面的な機能を有している都市農地を保全し，生産性の向上を図るとともに，緑豊かな住環境との

調和を図る 
防災市街地再生ゾーン  

建物の耐震性・耐火性を高め，防災性を向上させるとともに，密集市街地

などを改善し，良好な住環境の再生を図るゾーン 

安全な避難経路の確保や，建築物の耐震性・耐火性の向上を推進し，災害時における安全性を確保

するとともに，密集市街地などを改善することにより，住環境の向上を図る 
住工調和ゾーン  工場と住宅の調和を図り，秩序ある複合市街地化を目指すゾーン 

工場と住宅が混在しているため，周辺環境に配慮しながら，秩序ある利便性の高い複合市街地とし

て，うるおいある住環境の維持・形成を図る 
河川環境調和ゾーン  良好な河川環境の保全と防災性の向上を図るゾーン 

野川の良好な環境を保全するとともに，親水性の向上を目指し，周辺との調和に配慮した整備を図

る 
文教・研究施設ゾーン  学校，研究施設などが立地するゾーン 

地域固有の資源として周辺環境と調和した，秩序ある公共的な土地利用を図る 
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 (2 ) 東つつじケ丘エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① つつじケ丘駅を中心とした良好な住環境 

【現況特性】 

つつじケ丘駅は，市内９駅のうち調布駅を除い

て唯一の急行電車の停車駅であり，都心へのアク

セスが便利な位置にあり，乗降客が多く，また，

市の観光の中心である深大寺へのアクセス駅とな

り，路線バス網も発達していることから，東部地

域の交通結節点としての役割を担っています。そ

の拠点性から，駅周辺では商業施設が立地するな

ど，にぎわいを創出しています。また，駅周辺に

は，都市農地が多く残され，武蔵野の面影を感じる

ことができます。 
【主要な課題】 

つつじケ丘駅周辺は，未整備の道路が多く幅員が狭いため，快適な歩行者空間の形成やユ

ニバーサルデザインの視点を取り入れた整備を行う必要があります。また，放置自転車解消

のため，駐輪場（自転車等駐車施設）の整備が必要です。さらに，周辺に残る都市農地等の

活用と保全の検討とともに，駅周辺の基盤整備を行う際には，神代出張所の代替機能の確保

と合わせて，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検討が必要

です。 

② 豊かな都市農地と住宅の混在 

【現況特性】 

東つつじケ丘エリアの南側には，多くの都市農

地が残され，加えて屋敷林などにより緑豊かでう

るおいある住環境が形成されています。 
【主要な課題】 

都市における貴重な緑としての都市農地を保全

するための取組を検討し，うるおいのある都市環

境を形成していく必要があります。 
また，街路灯を設置するなど，夜間の通行に配

慮し，周辺環境に配慮しながら，安全で安心なまち

を目指します。 

 

つつじケ丘駅周辺は地域の中心として
の機能を持っています 

農のある風景を保全・活用するまちづ
くりへ 
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③ 入間川周辺の災害対策 

【現況特性】 

入間川沿いは住宅が密集しており，平成１７年９月には，

時間 大雨量８９mm を超える豪雨により野川・仙川・入

間川で本川溢水を含む水害が生じ，100 棟以上の住宅への

被害が確認されました。現況は，狭い幅員で河川断面を確

保するため，３面張りのコンクリート擁壁で補強され，フ

ェンスで囲われています。 
 

【主要な課題】 

平成１７年の集中豪雨を原因とした入間川での水害によ

り，床上浸水などの被害が確認されたため，今後も入間川

周辺での水害対策が必要です。 
 

 
 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 入間川 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 都営東つつじケ丘二丁目アパート，地域包括支援センターつつじケ丘 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，つつじケ丘商店会 

文化・教育施設等 滝坂小学校，調布白菊幼稚園，調布たちばな幼稚園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等  

３.交通 
京王線つつじケ丘駅，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），品川

通り（主要市道１２号線，調布３・４・１０号線） 

４.文化財  

５.景観  

６.その他  

 

入間川の水害対策を実施する
必要があります 
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 ウ まちづくりのテーマと東つつじケ丘が目指す方針 

 

～東つつじケ丘が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 都市農地を市民農園や体験ファームに活用するなど，市民と農のふれあいの場づくりを通じて，

緑豊かなまちづくりを目指します。 

 駅前広場の整備とともに，市民参加と協働により，コミュニティ施設や駐輪場などの公共的な

利便施設の充実を図ります。 

 突発的な豪雨等による都市型水害対策として，入間川の安全対策を促進します。 

 
 エ まちづくりの方針図（東つつじケ丘エリア） 

 

 

都市農地とともに暮らし，駅周辺の利便性を生かした 

緑豊かで安心なまちづくり 

まちづくりのテーマ
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駅前市街地活性化ゾーン  
地域の中心となる駅前の市街地としての活性化，利便性の向上，バリア

フリー化を促進し，交通結節機能の向上を推進するゾーン 

駅舎の建替えや都市計画道路の整備に合わせた交通結節機能の向上を推進することで，魅力的で

活気のある商業・業務施設の立地の誘導，既存商店街の活性化など，利便性の向上とともに，駅前

市街地の活性化を図る 

駅周辺市街地活性化ゾーン  
駅前市街地の周辺として商業・業務の活性化を図り，地域の利便性の向

上を推進するゾーン 

既存商店街の活性化を図り，日常生活品を扱う生活密着型の商業・業務施設を誘導し，地区住民

が落ち着いて買い物を楽しめる商業・業務空間を形成する 
商業系沿道ゾーン  

業務・商業系の土地利用を図り，延焼遮断機能を有する道路沿道のゾー

ン 

生活サービス施設などの商業・業務施設の集積を誘導しつつ，沿道の建築物の不燃化による防災

性の向上を図るとともに，歩行者や自転車の安全な通行に配慮した住環境と調和したまちづくりを

促進する 
住環境保全ゾーン  うるおいある住環境を永続的に保全していくゾーン 

緑豊かでうるおいとくつろぎのある住環境を保全しつつ，建築物の用途の混在や密集を防ぎ，安

全で安心なゆとりある住み続けられる住宅地の形成を図る 
農住調和ゾーン  都市農地や屋敷林などを保全し，住宅地等と調和を図るゾーン 

多面的な機能を有している都市農地を保全し，生産性の向上を図るとともに，緑豊かな住環境と

の調和を図る 
河川環境調和ゾーン  良好な河川環境の保全と防災性の向上を図るゾーン 

入間川について，周辺との調和に配慮した整備や防災性の向上を目指す 
文教・研究施設ゾーン  学校，研究施設などが立地するゾーン 

地域固有の資源として周辺環境と調和した，秩序ある公共的な土地利用を図る 
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 (3 ) 菊野台エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 柴崎駅周辺の都市基盤整備 

【現況特性】 

菊野台エリアには，柴崎駅がほぼ中央に位置して

います。柴崎駅周辺には，市民が利用する商業店舗

などが立地し，にぎわいをみせています。駅の北側

には甲州街道が通り，沿道には商業・業務施設が立

地し，駅前とともににぎわいをみせています。駅の

南側は住宅地に隣接して日用品を供給する商業施

設が立地しています。 
【主要な課題】 

柴崎駅周辺は，基盤整備が十分でなく，狭あい道路や行き止まり道路が多い地区です。京

王線の踏切も十分な幅員が確保されておらず，現状では歩行者と自動車の分離が難しく，通

行が不便で危険な状況です。また，建築物が密集している場所も多く，防災上の課題も残さ

れています。 

② 野川と周辺の住環境の保全 

【現況特性】 

柴崎駅から離れると，閑静な住宅地が広がっています。エリアの南側には野川が流れ，憩

いの場として市民に親しまれ，うるおいのある住環境を形成しています。 
【主要な課題】 

エリアの南側を流れる野川の周辺は，うるおいのある住環境を形成しています。自然環境

を身近に感じられ，美しい河川景観を形成し，市民にうるおいと安らぎをもたらす憩いの場

として，河川環境を保全していく方策を検討していく必要があります。 
 

整備・改善が望まれる柴崎駅周辺 

柴崎駅南側の閑静な住宅街 野川の自然が身近に感じられます 



 
  - 125 - 

 
 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 野川 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
都営菊野台一丁目アパート，大町ふれあいの家，菊野台地域福祉センター，

柴崎駅前郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，柴崎駅北口商店会，深大寺通り商店会 

文化・教育施設等  

観光・レクリエー

ション施設等 

市民大町スポーツ施設，調布スポーツセンター 

歴史的施設等 八剣神社 

３.交通 

京王線柴崎駅，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），品川通り（主

要市道１２号線，調布３・４・１０号線），上ノ原通り（主要市道１０号線），

大町通り（主要市道２５号線） 

４.文化財 地蔵菩薩立像（妙円地蔵） 

５.景観 野川 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと菊野台が目指す方針 

 
～菊野台が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 人々が集えるコミュニティ関連施設の充実を図ります。 

 柴崎駅前は交通量が多く道路の幅員が狭いことから，歩行者の安全性を確保するため，都市計

画道路の整備を促進します。 

 緑豊かな住環境を保全し，うるおいのある住み続けられるまちづくりを目指します。 

 野川は，野鳥の観察などを楽しむ憩いの場として親しまれているため，親水性の向上を目指し，

自然豊かなまちづくりを目指します。 

 点在する緑地や屋敷林，公園などの維持・保全に努めるとともに，これらを有機的に結び付け

る緑のネットワークを形成します。 

 

 エ まちづくりの方針図（菊野台エリア） 

 

 
 

にぎわいのある駅前と，戸建て，集合住宅， 

緑が調和した快適な街づくり 

街づくりのテーマ

駅周辺の整備と人々の交流のある 

自然豊かな住みやすいまちづくり 

まちづくりのテーマ
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駅前市街地活性化ゾーン  
地域の中心となる駅前の市街地としての活性化，利便性の向上，バリア

フリー化を促進し，交通結節機能の向上を推進するゾーン 

魅力的で活気のある商業・業務施設の立地を誘導し，既存商店街の活性化を図るなど，利便性の

向上とともに，駅前市街地の活性化を図る 

駅周辺市街地活性化ゾーン  
駅前市街地の周辺として商業・業務の活性化を図り，地域の利便性の向

上を推進するゾーン 

既存商店街の活性化を図り，日常生活品を扱う生活密着型の商業・業務施設を誘導し，地区住民

が落ち着いて買い物を楽しめる商業・業務空間を形成する 
商業系沿道ゾーン  

業務・商業系の土地利用を図り，延焼遮断機能を有する道路沿道のゾー

ン 

生活サービス施設などの商業・業務施設の集積を誘導しつつ，沿道の建築物の不燃化による防災

性の向上を図るとともに，歩行者や自転車の安全な通行に配慮した住環境と調和したまちづくりを

促進する 
住居系沿道ゾーン  

住環境との調和を図りながら，生活利便施設等の立地を図る道路沿道の

ゾーン 

うるおいある住環境を保全しつつ，沿道には日常生活品などを扱う生活利便施設を誘導し，周辺

環境と調和した安全で安心なまちづくりを推進する 
住環境保全ゾーン  うるおいある住環境を永続的に保全していくゾーン 

生産緑地や緑豊かで良好な住環境を保全しつつ，建築物の用途の混在や密集を防ぎ，住民生活を

重視した安全で安心なゆとりある住み続けられる住宅地の形成を目指す 
防災市街地再生ゾーン  

建物の耐震性・耐火性を高め，防災性を向上させるとともに，密集市街

地などを改善し，良好な住環境の再生を図るゾーン 

安全な避難経路の確保や，建築物の耐震性・耐火性の向上を推進し，災害時における安全性を確

保するとともに，密集市街地などを改善することにより，住環境の向上を図る 
住工調和ゾーン  工場と住宅の調和を図り，秩序ある複合市街地化を目指すゾーン 

工場と住宅が混在しているため，周辺環境に配慮しながら，秩序ある利便性の高い複合市街地と

して，うるおいある住環境の維持・形成を図る 
河川環境調和ゾーン  良好な河川環境の保全と防災性の向上を図るゾーン 

野川の良好な環境を保全するとともに，親水性の向上を目指し，周辺との調和に配慮した整備を

図る 
文教・研究施設ゾーン  学校，研究施設などが立地するゾーン 

地域固有の資源として周辺環境と調和した，秩序ある公共的な土地利用を図る 

 



 

 
  - 128 - 

 

 (4 ) 緑ケ丘エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 緑豊かな都営仙川アパート 

【現況特性】 

都営仙川アパートは，都市計画の一団地の住宅

施設として建設された団地のため，緑豊かな環境

を形成しています。周辺住宅も雑木林や都市農地

等をはじめとした緑が豊かであり，うるおいのあ

る住環境が形成されています。 
【主要な課題】 

都営仙川アパートは，昭和４０年頃に建設され

たため老朽化が進み，災害時の対策を検討する必

要があります。また，居住者の高齢化も進んでいるため， バリアフリー化への対応などの対

策も必要です。団地内には，住宅のストックとともに，利便施設として公共公益施設が立地

しており，その機能の維持が望まれます。団地の中央部には調布３・４・１７号線が計画さ

れ，まちの様相の変化に合わせたまちづくりの検討が必要です。 

② 仙川と白百合女子大学の良好な自然環境 

【現況特性】 

緑ケ丘エリアには，仙川が，北側からエリアの中

央を通り，東側の世田谷区へ流れています。仙川崖

線とともに，水と緑のうるおいある環境を形成して

います。また，周辺には，白百合女子大学も立地し，

仙川崖線とともに，まとまった緑を構成する要素の

一つとなっています。 
【主要な課題】 

仙川の水辺，仙川崖線や白百合女子大学の緑と一

体となった水と緑を保全し，緑豊かでうるおいのあ

る住環境を永続的に保全していく必要があります。 
 

都営仙川アパート 

仙川と仙川崖線 

白百合女子大学 
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外環と接続予定の中央自動車道 

 

③ 外環とジャンクションの建設 

【現況特性】 

エリアの北側には，中央自動車道が東西方向に通っています。それと交差する形で，外環

が都市計画決定され，ジャンクションの整備が予定されています。 
【主要な課題】 

ジャンクションの整備予定地は，調布市，三鷹

市，世田谷区に囲まれているため，関係各自治体

と周辺住民が連携を図り，周辺地域のまちづくり

を検討していく必要があります。 
ジャンクション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周辺を含めたまちづ

くりの検討が必要です。 

 
 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 仙川，仙川崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
都営仙川アパート，緑ケ丘児童館，緑ケ丘地域福祉センター，緑ケ丘保育園，

調布緑ケ丘郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地 

文化・教育施設等
緑ケ丘小学校，白百合女子大学，東京緑ケ丘幼稚園，緑ケ丘みんなの森，図

書館緑ケ丘分館 

観光・レクリエー

ション施設等 

市民緑ケ丘テニスコート，緑ケ丘ゲートボール場 

歴史的施設等 八幡神社 

３.交通 
甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），白百合学園通り（市道東１２号

線） 

４.文化財  

５.景観 仙川，仙川崖線緑地 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと緑ケ丘が目指す方針 

 
～緑ケ丘が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 ジャンクション周辺の関係行政機関との連携とともに，市民間の連絡会などを活用しながら，

周辺地域と協働によるまちづくりを進めます。 

 仙川や白百合女子大学周辺の緑地等の自然環境を保全するとともに，都市農地や市民農園，体

験ファームなどの保全，活用により市民と農のふれあいの場づくりに取り組みます。 

 中高層住宅地では，建築物の老朽化や地域の高齢化など，地域の実情に応じた課題への対策を

検討し，将来的な団地の再生に当たっては，周辺環境と調和したうるおいある住環境を形成し

ます。 

 
 エ まちづくり方針図（緑ケ丘エリア） 

 

 
 
 

外環，調３・４・１７号の整備の影響を考え， 

住宅，自然環境を再構築するまちづくり 

まちづくりのテーマ
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商業系沿道ゾーン  
業務・商業系の土地利用を図り，延焼遮断機能を有する道路沿道のゾー

ン 

生活サービス施設などの商業・業務施設の集積を誘導しつつ，沿道の建築物の不燃化による防災

性の向上を図るとともに，歩行者や自転車の安全な通行に配慮した住環境と調和したまちづくりを

促進する 
中高層住宅ゾーン  主にマンションや団地等の中高層住宅が立地しているゾーン 

ゆとりある都市型住宅と日常生活に必要な生活利便施設が調和した，緑豊かで秩序ある市街地の

形成を図る 
住環境保全ゾーン  うるおいある住環境を永続的に保全していくゾーン 

緑豊かでうるおいとくつろぎのある住環境を保全しつつ，建築物の用途の混在や密集を防ぎ，安

全で安心なゆとりある住み続けられる住宅地の形成を図る 
農住調和ゾーン  都市農地や屋敷林などを保全し，住宅地等と調和を図るゾーン 

多面的な機能を有している都市農地を保全し，生産性の向上を図るとともに，緑豊かな住環境と

の調和を図る 
河川環境調和ゾーン  良好な河川環境の保全と防災性の向上を図るゾーン 

仙川の良好な環境を保全するとともに，仙川崖線など周辺との調和に配慮した一体的な整備を図

る 
文教・研究施設ゾーン  学校，研究施設などが立地するゾーン 

地域固有の資源として周辺環境と調和した，秩序ある公共的な土地利用を図る 
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新たに整備された調布３・４・１７号線と
せんがわ劇場 

 

 (5 ) 仙川町エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 仙川駅周辺のまちづくり 

【現況特性】 

仙川駅の周辺では，土地区画整理事業，地区計

画制度を活用して駅前広場や道路が整備されまし

た。商業施設が立地し，近隣からの買い物客によ

り，にぎわいをみせています。また，地区計画制

度の活用により，美しい街並みが形成されつつあ

ります。 
【主要な課題】 

仙川駅の北側は，基盤整備が行われておらず，

南側に比べてにぎわいがあまり感じられず，活性化のための取組が必要です。仙川駅南側で

は，商店街の道路への違法駐輪が多いため，駐輪場（自転車等駐車施設）の整備を進め，便

利で楽しく安心して買い物ができる環境整備が必要です。また，道路が狭く，建築物の密集

している箇所もあり，防災上の観点から，それらの改善も検討する必要があります。 

② 新たな交通体系と文化香るまちづくり 

【現況特性】 

仙川エリアは，多摩地域を東西に支える広域的

な道路としての甲州街道が走り，また，南北方向

の交通網としての調布３・４・１７号線が整備さ

れ，利便性が向上しています。また，その沿道で

は，新たな土地利用がなされ，「音楽・芝居小屋の

あるまちづくり」として，安藤忠雄氏設計による

せんがわ劇場などが建築されるなど，文化が感じ

られるまちづくりが進んでいます。 
【主要な課題】 

新たな都市計画道路の整備により，沿道の土地利用が更新されています。周辺環境との調

和を図りつつ，地区の特性を生かした魅力ある商業・業務施設やゆとりある生活空間を実現

する良好な市街地環境の形成が課題となります。また，「音楽・芝居小屋のあるまちづくり」

と連動したまちづくりの検討が必要です。 

 

にぎわいのある仙川駅 
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 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 仙川，仙川崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
仙川ふれあいの家，東部ふれあいの家，地域包括支援センター仙川，仙川保

育園，調布仙川郵便局，調布仙川二郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，仙川商店街協同組合 

文化・教育施設等 第八中学校，仙川かおる幼稚園，せんがわ劇場 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 昌翁寺 

３.交通 

京王線仙川駅，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），都道１１４

号線，都道１１８号線，日向通り（主要市道３１号線），ハーモニー通り

（市道１１２-３号線） 

４.文化財 仙川一里塚跡 

５.景観 仙川，仙川崖線緑地 

６.その他 仙川駅周辺地区地区計画 
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 ウ まちづくりのテーマと仙川町が目指す方針 

 
～仙川町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 新規店舗や老舗，個人商店などが調和し活性化する商業のにぎわいを維持します。 

 学校や公園等の施設の充実を検討し，親子で過ごせる安全でうるおいのあるまちを目指します。 

 人の視線に合わせた，ヒューマンスケールで街並みを考えます。 

 ユニバーサルデザインの実現により世代間の交流，相互理解を進め，既存の商店街や文教施設

との交流により，まちの活性化やコミュニティの形成を図ります。 

 
 エ まちづくりの方針図（仙川町エリア） 

 

 
 

商業・生活・文化をはぐくみ，全世代が 

安心・安全・快適にすごせるまちづくり 

まちづくりのテーマ
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駅前市街地活性化ゾーン  
地域の中心となる駅前の市街地としての活性化，利便性の向上，バリア

フリー化を促進し，交通結節点としての機能を向上するゾーン 

魅力的で活気のある商業・業務施設の立地を誘導し，既存商店街の活性化を図るなど，利便性の

向上とともに，駅前市街地の活性化を図る 

駅周辺市街地活性化ゾーン  
駅前市街地の周辺として商業・業務の活性化を図り，地域の利便性の向

上を推進するゾーン 

既存商店街の活性化を図り，日常生活品を扱う生活密着型の商業・業務施設を誘導し，地区住民

が落ち着いて買い物を楽しめる商業・業務空間を形成するとともに，回遊性に配慮したまちづくり

を推進する 
商業系沿道ゾーン  

業務・商業系の土地利用を図り，延焼遮断機能を有する道路沿道のゾー

ン 

生活サービス施設などの商業・業務施設の集積を誘導しつつ，沿道の建築物の不燃化による防災

性の向上を図るとともに，歩行者や自転車の安全な通行に配慮した住環境と調和したまちづくりを

促進する 
住居系沿道ゾーン  

住環境との調和を図りながら，生活利便施設等の立地を図る道路沿道の

ゾーン 

うるおいある住環境を保全しつつ，沿道には日常生活品などを扱う生活利便施設を誘導し，周辺

環境と調和した安全で安心なまちづくりを推進する 
中高層住宅ゾーン  主にマンションや団地等の中高層住宅が立地しているゾーン 

ゆとりある都市型住宅と日常生活に必要な生活利便施設が調和した，緑豊かで秩序ある市街地の

形成を図る 
住環境保全ゾーン  うるおいある住環境を永続的に保全していくゾーン 

緑豊かでうるおいとくつろぎのある住環境を保全しつつ，建築物の用途の混在や密集を防ぎ，安

全で安心なゆとりある住み続けられる住宅地の形成を図る 
防災市街地再生ゾーン  

建物の耐震性・耐火性を高め，防災性を向上させるとともに，密集市街

地などを改善し，良好な住環境の再生を図るゾーン 

安全な避難経路の確保や，建築物の耐震性・耐火性の向上を推進し，災害時における安全性を確

保するとともに，密集市街地などを改善することにより，住環境の向上を図る 
工業系立地ゾーン  主に工場・流通施設等が立地する工業系ゾーン 

周辺環境に配慮した施設整備を誘導し，住居等との混在や密集を防ぎ，適正な土地利用を誘導す

る 
河川環境調和ゾーン  良好な河川環境の保全と防災性の向上を図るゾーン 

仙川の良好な環境を保全するとともに，仙川崖線など周辺との調和に配慮した一体的な整備を図

る 
文教・研究施設ゾーン  学校，研究施設などが立地するゾーン 

地域固有の資源として周辺環境と調和した，秩序ある公共的な土地利用を図る 
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 (6 ) 若葉町エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 国分寺崖線の保全 

【現況特性】 

若葉町エリアは，国分寺崖線をはじめ，雑木林な

どの緑が多い地域であり，良好な自然環境を形成し

ています。また，武者小路実篤が晩年を過ごした地

としても有名であり，歴史的・文化的な資源として，

実篤公園，武者小路実篤記念館が立地しています。

反面，基盤の整備が不十分であり，狭あい道路が多

く，街路灯が少ない道路もあり，防災面や安全面の

向上が必要な地区です。 

【主要な課題】 

国分寺崖線区域内の緑地は，公共用地となっていない

箇所もあり，相続等が発生した場合に開発され，貴重な

緑が失われてしまうおそれがあります。緑の連続性を確

保し，良好な景観を維持するための取組や仕組みづくり

が必要です。 
 

② 武蔵野の面影を残す都市農地 

【現況特性】 

若葉町エリアには，国分寺崖線区域内の樹林地や緑地のほか，都市農地や屋敷林も多く残

され，武蔵野の面影が感じられます。また，神社・仏閣などにより，歴史的・文化的な景観

が残されています。 
【主要な課題】 

豊かな自然環境や歴史的資源が多く，それらと一体となった都市農地や屋敷林から形成さ

れる武蔵野の面影を後世に残していく必要があります。また，地域全体で教育文化施設等が

充実している反面，これらの施設とのふれあいなど，地域活動としての活用が少なく住民と

の結び付きがやや薄い印象があるため，地域コミュニティ等の活動の場となるような活用の

方策が必要です。 

国分寺崖線と若葉小学校 

緑が残る屋敷林 
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③ 入間川周辺の防災性向上 

【現況特性】 

入間川沿いは住宅が密集しており，平成１７年９月には，

時間 大雨量８９mm を超える豪雨により野川・仙川・入間

川で本川溢水を含む水害が生じ，100 棟以上の住宅への被害

が確認されました。現況は，狭い幅員で河川断面を確保する

ため，３面張りのコンクリート擁壁で補強され，フェンスで

囲われています。 
【主要な課題】 

若葉町エリアの一部は，木造住宅が密集した地域があり，

震災や火災などが発生した場合，多大な被害をこうむる可能

性が想定されます。狭あい道路の拡幅など防災性の向上が課

題となります。また，平成１７年の集中豪雨を原因とした入

間川での水害により，床上浸水などの被害が確認されたため，

今後も入間川周辺での水害対策の実施が課題です。 

 
 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 入間川，国分寺崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 都営調布若葉町二丁目アパート，東部公民館，東部児童館，東部保育園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，若葉商友会，若仙会 

文化・教育施設等
若葉小学校，第四中学校，神代高校，桐朋学園，桐朋幼稚園，実篤公園，調

布市若葉町３丁目緑地，図書館若葉分館，武者小路実篤記念館 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等  

３.交通 都道１１４号線，都道１１８号線，主要市道３０号線 

４.文化財  

５.景観 実篤公園と記念館，仙川の寺町，国分寺崖線緑地 

６.その他  

 
 

入間川 
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 ウ まちづくりのテーマと若葉町が目指す方針 

 
～若葉町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 連続性のある「緑の回廊」を形成するとともに，緑と調和した良好な住環境の保全に努めます。

また，品川通りと緑の関係については十分に検討し，地域の特性を踏まえ，良好な自然環境の

保全を目指します。 

 雨水の河川流入を抑制するため，緑地保全による保水力の向上など，入間川の災害対策に取り

組みます。 

 歩行者，自転車に配慮した，安全でゆとりある道路整備を推進します。 

 文教施設や実篤記念館などの文化施設を，人が集いふれあえる場所として積極的に活用し，「ふ

れあいとにぎわい」を創出します。 
 

 エ まちづくりの方針図（若葉町エリア） 

 

 
 

緑の回廊の保全と創出・良好な住環境の実現・ 

地域特性（学校，お寺，崖線）を生かし，災害に強いまちづくり 

街づくりのテーマ
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駅前市街地活性化ゾーン  
地域の中心となる駅前の市街地としての活性化，利便性の向上，バリア

フリー化を促進し，交通結節機能の向上を推進するゾーン 

魅力的で活気のある商業・業務施設の立地を誘導し，既存商店街の活性化を図るなど，利便性の

向上とともに，駅前市街地の活性化を図る 

商業系沿道ゾーン  
業務・商業系の土地利用を図り，延焼遮断機能を有する道路沿道のゾー

ン 

生活サービス施設などの商業・業務施設の集積を誘導しつつ，沿道の建築物の不燃化による防災

性の向上を図るとともに，歩行者や自転車の安全な通行に配慮した住環境と調和したまちづくりを

促進する 
住居系沿道ゾーン  

住環境との調和を図りながら，生活利便施設等の立地を図る道路沿道の

ゾーン 

うるおいある住環境を保全しつつ，沿道には日常生活品などを扱う生活利便施設を誘導し，周辺

環境と調和した安全で安心なまちづくりを推進する 
中高層住宅ゾーン  主にマンションや団地等の中高層住宅が立地しているゾーン 

ゆとりある都市型住宅と日常生活に必要な生活利便施設が調和した，緑豊かで秩序ある市街地の

形成を図る 
住環境保全ゾーン  うるおいある住環境を永続的に保全していくゾーン 

緑豊かでうるおいとくつろぎのある住環境を保全しつつ，建築物の用途の混在や密集を防ぎ，安

全で安心なゆとりある住み続けられる住宅地の形成を図る 
農住調和ゾーン  都市農地や屋敷林などを保全し，住宅地等と調和を図るゾーン 

多面的な機能を有している都市農地を保全し，生産性の向上を図るとともに，緑豊かな住環境と

の調和を図る 
緑住調和ゾーン  崖線や緑が多く存在し，住宅等と調和を図るゾーン 

国分寺崖線区域内の豊かな緑，樹木や緑地などの「調布の森」の自然環境を維持，保全しながら，

緑の回廊として連続的に周囲の環境と調和した住環境を誘導するとともに，環境に配慮した土地利

用を図る 
防災市街地再生ゾーン  

建物の耐震性・耐火性を高め，防災性を向上させるとともに，密集市街

地などを改善し，良好な住環境の再生を図るゾーン 

安全な避難経路の確保や，建築物の耐震性・耐火性の向上を推進し，災害時における安全性を確

保するとともに，密集市街地などを改善することにより，住環境の向上を図る 
河川環境調和ゾーン  良好な河川環境の保全と防災性の向上を図るゾーン 

入間川について，周辺との調和に配慮した整備や防災性の向上を目指す 
公園緑地ゾーン  都市計画公園・緑地などが位置するゾーン 

緑豊かな環境を維持し，うるおいや安らぎをもたらす生活空間を創出することで，市民の交流や

憩いの場などの拠点として充実を図る 
文教・研究施設ゾーン  学校，研究施設などが立地するゾーン 

地域固有の資源として周辺環境と調和した，秩序ある公共的な土地利用を図る 
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 (7 ) 入間町エリア 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 国分寺崖線区域内の緑地の保全 

【現況特性】 

入間町エリアは，国分寺崖線をはじめ雑木林など

の緑が多い地域であり，良好な住環境を形成してい

ます。また，民間の大規模な緑として NTT 東日本研

修センタが立地し，国分寺崖線と一体的に良好な環

境を形成しています。反面，都市基盤の整備が不十

分で，狭あい道路が多く，街路灯が少ない道路もあ

り，防災面や安全面の向上が必要な地区です。 

【主要な課題】 

国分寺崖線区域内の緑地は，公共用地となっていない箇所もあり，相続等が発生した場合

に開発され，貴重な緑が失われてしまう可能性があります。緑の連続性を確保し，良好な景

観を維持するための取組や仕組みづくりが必要です。特に，NTT 東日本研修センタの一部は

既に売却され，マンション建設が計画されており，地区の特性にふさわしいルールづくりが

必要です。 

② 野川・入間川周辺の環境保全と災害対策 

【現況特性】 

野川・入間川は，国分寺崖線の湧水に由来し，崖線や浸食谷に沿って流下する細流であっ

たとみられています。野川では，サギ類，カモ類，カモメ類及びカワウ等の水鳥が確認され，

貴重種としてはカワセミが確認されています。 
一方，野川・入間川の沿岸部は，市街地となっており，集中豪雨等への対策が望まれます。

平成１７年９月には，時間 大雨量８９mm を超える豪雨により野川・仙川・入間川で本川

溢水を含む水害が生じ，100 棟以上の家屋の被害が確認されました。 
【主要な課題】 

野川では，近年，貴重な動植物が確認されてお

り，それらの保護・育成のため，永続的な環境保

全の取組が必要です。一方，平成１７年９月には，

時間 大雨量８９mm を超える豪雨により，入間

川で発生した水害による被害が確認されたため，

入間川周辺での水害対策が必要です。 

 

野川付近からみた国分寺崖線 

野川 
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③ 歴史的・文化的資源の保全と有効活用 

【現況特性】 

糟嶺神社と明照院は，調布八景
※

の一つとして，

歴史や文化を感じ取れる貴重な資源です。陵山（み

ささぎやま）の丘を二分して老木に囲まれた高所

に糟嶺神社，低所に明照院があります。糟嶺神社

は農業の神糟嶺大神を祀るかつての村社であり，

社殿は多摩郡の墳陵の一つといわれる墳陵の上に

建っています。明照院は，１６世紀中旬に開かれ

た天台宗の寺で正面に提灯のさがる本堂のほか，

観音堂，えんま堂，整備された庭には地蔵尊・六地

蔵巡拝供養塔などがあります。 
【主要な課題】 

市の重要な歴史的・文化的資源となっている糟嶺神社と明照院を周辺の緑と一体的に保全

していくとともに，観光資源として有効活用を図るなど，まちの活性化につなげる検討が必

要です。 
 

 
 イ 特徴的な地域資源 

 
【特徴的な地域資源】 

分  野 特徴的な地域資源 

１.自然環境 野川，入間川，国分寺崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

都営入間町二丁目アパート，都営入間町三丁目アパート，入間地域福祉セン

ター，希望の家分場，コミュニティサロン調布入間町，認知症デイサービス

ぷちぽあん，NTT 東日本研修センタ内郵便局，入間町市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，NTT 東日本研修センタ，入栄会商店会，入間商栄会 

文化・教育施設等 入間公園，調布市入間町１丁目緑地，かすみね公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 糟嶺神社，明照院 

３.交通 都道１１４号線，中央学園通り（主要市道２７号線），主要市道３０号線 

４.文化財 百万遍供養塔 

５.景観 糟嶺神社と明照院，野川，国分寺崖線緑地，赤松景観 

６.その他 糟嶺神社のどんど焼 

 

明照院から国分寺崖線への眺望 
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 ウ まちづくりのテーマと入間町が目指す方針 

 
～入間町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 歩行者，自転車に配慮した安全・安心な道路整備を検討します。 

 国分寺崖線をはじめとする緑の保全を行い，都市農地や市民農園等，市民による緑の育成に取

り組むことで後世まで続く，自然と人との共生を目指します。 

 入間川，野川の防災性を高めるとともに，親水化などの検討を進めます。 

 国分寺崖線の自然環境と景観を生かした“広い空・緑・圧迫感のない建築物”による美しいま

ちづくりを進めます。 

 
 エ まちづくりの方針図（入間町エリア） 

 

 

 
 

後世に残す，水と緑がはぐくむみんなが住みよいまちづくり 

まちづくりのテーマ




