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 ウ まちづくりのテーマと深大寺北町が目指す方針 

 
～深大寺北町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 産業としての都市農業の活性化を図ります。 

 都市農地を中心とした緑豊かで，地域に残る貴重な田園風景を保全します。また，生活道路の

整備を図り，快適な住環境を形成します。 

 地区住民が主体となり，だれもが気軽に利用できる，地域に開かれた都市計画公園の整備を推

進します。 

 
 エ まちづくりの方針図（深大寺北町エリア） 

 

 
 

農
みのり

の里にふさわしい元気な都市農業と， 

地域に開かれた大規模公園のある魅力的なまちを創る 

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 
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 

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 
住環境維持向上ゾーン  良好な住環境を維持しつつ，防災性の強化を図っていくゾーン 

環境軸を形成する地区として，緑のつながりと広がりを持った，緑豊かなうるおいのある自然環

境を確保しつつ，防災性の課題を解決し，安心して住み続けられるまちづくりを目指す 
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 
公園緑地整備計画ゾーン  都市計画決定されている，現在は未整備の公園や緑地のゾーン 

周辺の住環境に配慮しつつ，地域特性に合わせて地区住民の交流や憩いの場となる公園・緑地の

整備を検討する 
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 ) 深大寺元町エリア 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 神代植物公園，深大寺を生かしたまちづくり 

【現況特性】 

神代植物公園や水生植物園，深大寺そばや深大寺だるま市で知られる深大寺があり，多く

の観光客が訪れています。 
【主要な課題】 

調布駅から神代植物公園や深大寺を含む広域的な回遊ルートを整備するなど，観光資源を

生かした地域活性化を図るまちづくりの推進が必要です。 
 

 

深大寺の山門前 神代植物園正門 

深大寺本堂 神代植物園・深大寺門 
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② 連続した緑の創出 

【現況特性】 

深大寺の南側にある国分寺崖線は，深大寺や神代

植物公園のある台地面と野川が流れる低地面を分

けています。崖線の斜面は緑地となっており，水生

植物園や深大寺城跡などの豊かな自然環境が残さ

れています。 
【主要な課題】 

環境軸に位置付けられている武蔵境通りから国

分寺崖線の緑地，深大寺や野川へ続く連続した緑を

保全していくことが必要です。 
 
 
 

 

水生植物園 

深大寺城跡 
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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 野川，国分寺崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 都営調布深大寺第２アパート，深大寺老人憩の家, 神代植物公園前郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地 

文化・教育施設等 調布星美幼稚園,神代植物公園,水生植物園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 深大寺,深大寺城跡,池上院,青渭神社 

３.交通 

中央自動車道，武蔵境通り（主要地方道１２号線，調布３・２・６号線），

三鷹通り（都道１２１号線，調布３・４・２６号線），佐須街道（主要市道

４号線，調布３・４・１１号線），深大寺通り（主要市道５号線，調布３・

６・１２号線），神代植物公園通り（主要市道６号線） 

４.文化財 

深大寺城跡，梵鐘（深大寺），銅造釈迦如来倚像（深大寺），深大寺山門，深

大寺深沙大王堂内宮殿，河鍋暁斎の天井画（竜図）（深大寺），深大寺中横合

狼藉禁止の朱印状，武陽多麻郡浮岳山昌楽院深大寺縁起，深大寺慈恵大師坐

像，深大寺毘沙門天立像，深大寺元三大師参詣の道標，文明十六年銘胎蔵界

大日板碑（深大寺），青渭神社のケヤキ 

５.景観 
神代植物公園と深大寺，深大寺城跡，青渭神社，国分寺崖線緑地の眺望点，

野川の桜並木，深大寺通り，武蔵境通り，深大寺山門に続く通り 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと深大寺元町が目指す方針 

 
～深大寺元町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 深大寺や神代植物公園等の観光施設について，ユニバーサルデザインに配慮したまちの案内図

の整備や回遊ルートについての検討を行い，地域の活性化を図ります。 

 歩道や植栽，街路灯の整備により，だれもが歩きたくなる快適なまちづくりを推進します。 

 国分寺崖線区域内の緑地や野川の豊かな自然を保全，活用します。 

 深大寺通り周辺では，自然と歴史・文化的風情との調和に配慮しつつ，観光・景観資源を生か

したまちづくりを推進します。 

 
 エ まちづくりの方針図（深大寺元町エリア） 

 

 
 

調布駅から深大寺，植物公園への回遊ルートを整備して， 

より活性化を図るまちづくり 

まちづくりのテーマ
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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 

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 
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 

国分寺崖線の豊かな水，樹木や緑地などの自然環境を維持，保全しながら，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 
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 
観光関連産業保護育成ゾーン  深大寺通り沿道などの観光関連産業を保護し，育成していくゾーン 

古い歴史を持つ深大寺を中心にそば店や土産物店等が数多く立地しており，周辺には国分寺崖線

の水や緑など豊かな自然が存在しているため，貴重な地域資源と周辺の歴史的風致などとの調和に

配慮しつつ，観光関連産業の保護育成を推進する 
景観形成ゾーン  市内において，特長的で景観形成上重要な資源が存在するゾーン 

調布駅と深大寺を結ぶ深大寺への玄関口として，周辺の良好な自然や歴史的風致との調和に配慮

したまちづくりを推進し，良好な土地利用と景観形成を図る 
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 
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 
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 ( 3 ) 深大寺東町エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 良好な低層住宅地の維持 

【現況特性】 

調布航空宇宙センターや消防大学校などの大規

模な文教・研究施設が立地しています。敷地内は緑

化され，周辺の良好な住環境を形成する要素となっ

ています。 
【主要な課題】 

公共性の高い大規模な文教・研究施設の一部で土

地利用の更新があり，民間のマンション開発が行わ

れています。主要な道路からのアクセス性のよさか

ら，今後も中高層住宅地等が形成される可能性があ

ります。そのため，地区住民の合意の下に，周辺の

低層住宅地の良好な住環境を維持するためのまち

づくりのルールを決めていくことが必要です。 

② 住環境の質の向上 

【現況特性】 

地区内の低層住宅地は，形成されてから年月が経

過し，落ち着いた雰囲気の住宅地となっています。

果樹園などの都市農地も残されており，良好な住環

境を形成しています。 
【主要な課題】 

小規模な住宅開発や相続による敷地細分化によ

る住環境の悪化が懸念される地域です。そのため，

生活道路や小規模公園の整備を進めるとともに，宅

地内緑化や敷地細分化防止策など，住環境の質の向上を目指したまちづくりのルールが必要

となっています。 
 

 

良好な住環境を持つ低層住宅地 

調布航空宇宙センター敷地内の桜 

新たに開発されたマンション 
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③ 新ごみ処理施設周辺の住環境 

【現況特性】 

深大寺東町７丁目では，新ごみ処理施設の建設が

予定されています。 
【主要な課題】 

新ごみ処理施設の建設に伴い，環境，景観に配慮

しながら，地域施設の充実に資する地域全体のまち

づくりを推進し，良好な住環境を形成していくこと

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  

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
都営調布深大寺町アパート，深大寺市営住宅, 深大寺児童館,野ケ谷ふれあい

の家,調布消防署深大寺出張所,ふじみ衛生組合,調布深大寺郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，調布航空宇宙センター（宇宙航空研究開発機構）, 梅の湯商店会,

野ヶ谷中央商店会 

文化・教育施設等 消防大学校, 野ケ谷公園,しいの木公園,きつね山児童遊園,とりで公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等  

３.交通 

中央自動車道，東八道路（主要地方道１４号線，三鷹３・２・２号線），三

鷹通り（都道１２１号線，調布３・４・２６号線），原山通り（主要市道９

号線，調布３・４・１８号線），神代植物公園通り（主要市道６号線），野

ケ谷通り（主要市道７号線），消防大学通り（主要市道８号線） 

４.文化財  

５.景観 調布航空宇宙センター（宇宙航空研究開発機構）の桜並木 

６.その他  

 

ふじみ衛生組合 
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 ウ まちづくりのテーマと深大寺東町が目指す方針 

 
～深大寺東町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 敷地の細分化を抑制するなど，低層住宅地の良好な住環境を保全します。 

 調布航空宇宙センターや消防大学等の大規模施設と低層住宅との調和を図ります。 

 日常的に利用できる小規模公園，コミュニティ施設の整備や公共交通（バス）の充実により，

すべての人が住みやすい環境を整えます。 

 新ごみ処理施設の建設に当たっては，積極的な緑化などを行い，周辺地域の住環境に配慮した

質の高いまちづくりを行っていきます。 

 
 エ まちづくりの方針図（深大寺東町エリア） 

 

 

小規模公園や生活道路，公共交通等の生活基盤施設を創りなが

ら，低層住宅地としての良好な住環境を維持していく 

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 
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 

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 
住環境維持向上ゾーン  良好な住環境を維持しつつ，防災性の強化を図っていくゾーン 

緑豊かなうるおいのある自然環境を確保しつつ，防災性の課題を解決し，安心して住み続けられ

るまちづくりを目指す 
公園緑地整備計画ゾーン  都市計画決定されている，現在は未整備の公園や緑地のゾーン 

周辺の住環境に配慮しつつ，地域特性に合わせて地区住民の交流や憩いの場となる公園・緑地の

整備を検討する 
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 
公共利用施設ゾーン  地方公共団体の公共施設などが立地するゾーン 

周辺環境に配慮しながら，公共的な施設の適正な配置と運用を図る 
処理施設ゾーン  都市計画などで処理施設が立地又は計画されているゾーン 

周辺環境に配慮しながら，都市生活を支える施設の適正な配置と運用を図る 
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 ( 4 ) 深大寺南町エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 国分寺崖線と良好な自然環境の保全 

【現況特性】 

国分寺崖線には，自然林が多く分布しており，深

大寺自然広場（カニ山），農業高校の神代農場，野

草園があり，崖線緑地や崖線南側の低地部のまとま

った規模の都市農地など，良好な自然環境が残され

ています。 
【主要な課題】 

深大寺自然広場，農業高校の神代農場を中心とし

た自然環境は，野川流域の重要な保水空間であり，

市民の財産として保全していく必要があります。 
 

 

野草園への散策路 

農業高校神代農場 

深大寺自然広場 
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② 調和のとれたまちづくり 

【現況特性】 

国分寺崖線の緑地や深大寺自然広場（カニ山）下

の水田など，質の高い環境の中で低層住宅地が形成

されており，良好な住環境を形成しています。 

【主要な課題】 

良好な住環境を維持するため，大規模マンション

が周辺環境に及ぼす影響などを考慮して，調和のと

れたまちづくりを進めていくことが必要です。 

 

 
 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 国分寺崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 調布城山保育園，深大寺南町市民農園，深大寺南町第２市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地 

文化・教育施設等 柏野小学校,農業高校神代農場,深大寺自然広場 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 池ノ上神社 

３.交通 

中央自動車道，三鷹通り（都道１２１号線，調布３・４・２６号線），佐須

街道（主要市道４号線，調布３・４・１１号線），原山通り（主要市道９号線，

調布３・４・１８号線），神代植物公園通り（主要市道６号線） 

４.文化財 絵堂のカゴノキ，絵堂のヒイラギ 

５.景観 深大寺自然広場南側のまとまった農地，国分寺崖線緑地 

６.その他  

 

深大寺自然広場（カニ山）下の水田 
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 ウ まちづくりのテーマと深大寺南町が目指す方針 

 
～深大寺南町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 緑と湧水等の自然環境の保全に努め，深大寺の歴史的風致を維持，保全します。 

 地域資源を活用して，市民が親しめる環境教育・環境学習の場としての活用を図ります。 

 街路灯の設置等により防犯性を高め，良好な住環境の形成に努めます。 

 
 エ まちづくりの方針図（深大寺南町エリア） 

 

 
 

自然（緑）と住環境との調和を図るまちづくり 

まちづくりのテーマ
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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 
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 

国分寺崖線の豊かな水，樹木や緑地などの自然環境を維持，保全しながら，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 
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 
公園緑地整備計画ゾーン  都市計画決定されている，現在は未整備の公園や緑地のゾーン 

周辺の住環境に配慮しつつ，地域特性に合わせて地区住民の交流や憩いの場となる公園・緑地の

整備を検討する 
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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 ( 5 ) 佐須町エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 野川の景観と農の風景の保全 

【現況特性】 

野川が流れ，春には桜並木が美しい，自然豊かな

地区となっています。周辺には比較的まとまった規

模の都市農地が数多く分布しており，野川流域では

貴重な保水空間になっています。 
【主要な課題】 

野川を中心とした良好な自然環境を保全するた

め，生態系に配慮し，野川の景観と周辺の都市農地

を一体的に保全し，農の風景を維持していくことが

必要です。 

② 良好な住環境の保全 

【現況特性】 

エリアの大部分が敷地規模の大きなゆとりある

低層住宅地となっています。国分寺崖線の台地上に

は文教施設が立地しており，良好な住環境を形成し

ています。 
【主要な課題】 

既存の都市農地における小規模な住宅開発や大

規模敷地の急激な土地利用転換による住環境の悪

化を防止し，良好な住環境を維持するために，まち

づくりのルールを早急に決めていくことが必要で

す。 

 

都市農地と調和した住宅地 

緑豊かな野川 
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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 野川，国分寺崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 都営佐須町アパート, 佐須児童館, オリンピア保育園,佐須ふれあいの家 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，深大寺表参道商店会 

文化・教育施設等
晃華学園小学校,神代中学校,晃華学園中学校・高等学校，マリアの園幼稚園,

佐須公園,図書館佐須分館 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 祇園寺,虎狛神社 

３.交通 

三鷹通り（都道１２１号線，調布３・４・２６号線），佐須街道（主要市道

４号線，調布３・４・１１号線），祇園寺通り（主要市道３号線，調布３・

４・３０号線） 

４.文化財 佐須の禅寺丸古木，祗園寺僧形八幡神坐像 

５.景観 野川と桜並木，佐須の田園風景，虎狛神社 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと佐須町が目指す方針 

 
～佐須町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 都市計画道路を整備することにより，幅員を確保し，ミニバス（コミュニティバス）路線の延

伸を検討するなど，安全性，利便性の向上に努めます。 

 野川沿いは歩行者が安心して歩けるような空間とし，歩行者の安全性の確保に努めるとともに，

自然環境と調和した豊かな生活空間の創出を図ります。 

 都市計画制度等の活用によりまちづくりのルールを定め，安心して暮らし続けられる快適な住

環境の維持，保全に努めます。 

 
 エ まちづくり方針図（佐須町エリア） 

 

 

 

住環境をさらにより良くするまちづくり 

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 
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 

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 

国分寺崖線の豊かな水，樹木や緑地などの自然環境を維持，保全しながら，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 
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 
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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 ( 6 ) 調布ケ丘北エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 野川の連続した緑と布多公園 

【現況特性】 

野川沿いにはサイクリングロードと遊歩道が整

備されており，春には桜並木が美しい地区となって

います。 
また，三鷹通り沿いには昭和１７年に都市計画決

定された布多公園の計画地があります。 
【主要な課題】 

地区住民の憩いの場となる快適な環境の形成を

図り，多様なレクリエーションの場を確保するた

め， 野川の連続した緑を保全し，安心して歩ける

ような空間づくりを進めるとともに，布多公園の活

用に努める必要があります。 

② 良好な住宅地の形成 

【現況特性】 

調布ケ丘３丁目は準工業地域に指定されており，

工場が立地していましたが，現在では工場の立ち退

き後の跡地でマンション開発が行われ，中高層住宅

地が形成されています。 
【主要な課題】 

準工業地域では，工場跡地にマンション建設がさ

れるなどの土地利用の転換が行われています。周辺

の低層住宅地の住環境に配慮しながら，調和のとれ

た住環境の維持，向上が必要です。 
 

地区住民の憩いの場となる布多公園

工場跡地に立地したマンション 

良好な自然環境の野川 



 
 - 136 - 

 

③ 交通ネットワークの形成 

【現況特性】 

調布ケ丘地区は，調布３・４・３０号線が整備された沿道ではマンション開発など，新た

な土地利用が図られています。南側の調布ケ丘１丁目付近については，未整備となっていま

す。 
【主要な課題】 

調布３・４・３０号線が整備されている地区では，マンション開発と合わせて，沿道の土

地利用について検討を進める必要があります。また，地区の南側の調布３・４・３０号線に

ついては，道路ネットワークを形成し，道路の機能を生かしたまちづくりを行うことが必要

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 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 調布ケ丘地域福祉センター 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，深大寺表参道商店会 

文化・教育施設等 布多公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等  

３.交通 
中央自動車道，三鷹通り（都道１２１号線，調布３・４・２６号線），佐須

街道（主要市道４号線，調布３・４・１１号線） 

４.文化財  

５.景観 野川と桜並木 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと調布ケ丘北が目指す方針 

 
～調布ケ丘北が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 マンション等の中高層住宅を含め，良好な住環境の維持に努めるとともに，地区の特性に応じ

た公園の確保や機能の充実を図ります。また，公園を中心とした防災性の向上に努めます。 

 野川沿いは歩行者が安心して歩けるような空間とし，自然環境と調和した豊かな生活空間の創

出を図ります。 

 地区住民に活用されているコミュニティ関連施設について，地域コミュニティの更なる充実を

図るため，施設の維持及び機能の向上を図ります。 

  
 エ まちづくりの方針図（調布ケ丘北エリア） 

 

 
 
 

安全・安心な地区を目指すまちづくり 

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 
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 

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 
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 
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 

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 
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 
公園緑地整備計画ゾーン  都市計画決定されている，現在は未整備の公園や緑地のゾーン 

周辺の住環境に配慮しつつ，地域特性に合わせて地区住民の交流や憩いの場となる公園・緑地の

整備を検討する 
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 ( 7 ) 柴崎エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 貴重な自然環境の保全と国分寺崖線の緑地の修復 

【現況特性】 

国分寺崖線は，市街化の進展とともに，徐々に緑

地が減少し，上ノ原公園，柴崎稲荷神社及びマンシ

ョンの敷地内に残されているだけとなっています。 

【主要な課題】 

連続した緑を確保するため，上ノ原公園，柴崎稲

荷神社などの残された崖線緑地を保全するととも

に，マンション開発や低層住宅開発などにおいて

も，崖線緑地を確保していくことが必要です。 

 

② 土地利用の適切な誘導と周辺環境との調和 

【現況特性】 

上ノ原通りの周辺は工業系施設や商業施設，中高

層住宅，低層住宅が混在しています。また，低層住

宅地は敷地規模が小さく，建て詰まり，十分なオー

プンスペースが確保されていません。 

【主要な課題】 

上ノ原通り周辺は，住宅・商業・工業が混在して

いるため，地区の特性にふさわしい適切な土地利用

の誘導と住工混在地域の良好な住環境を確保する

ためのルールづくりが必要です。 

 

 
 

緑豊かな上ノ原公園 

工業系施設と高層マンション 
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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 野川，国分寺崖線緑地 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
都営調布柴崎一丁目アパート，都営調布柴崎一丁目第２アパート，都営柴崎

二丁目アパート, 北部公民館, シルバーピア柴崎，調布上ノ原保育園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，深大寺通り商店会，上の原商店会 

文化・教育施設等 上ノ原小学校, 上ノ原公園,柴崎公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 光照寺 

３.交通 

甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），佐須街道（主要市道４号線，

調布３・４・１１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  

５.景観 上ノ原公園（眺望点），野川，国分寺崖線緑地 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと柴崎が目指す方針 

 
～柴崎が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

● 文教施設や公園，生産緑地などを生かしたうるおいのあるまちづくりを進めます。 

● 工業系施設と中高層住宅の調和を図り，良好な住環境を形成するためのルールづくりを検討し

ます。 

● 都市計画道路を整備し，幅員の確保やミニバス（コミュニティバス）の路線の延伸を検討し，

安全性，利便性の向上に努めます。 

● 地区住民の増加に対応した緑地や公園の確保に努め，良好な居住環境を保った都市型住居の形

成を図ります。 
 

 エ まちづくりの方針図（柴崎エリア） 

 

文教地区にふさわしいまちづくり 

～学校・公園・生産緑地を生かした農住調和のまちづくり～ 

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 
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 
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 

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 
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 
 
 




