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③ 都市農地の保全 

【現況特性】 

エリアの東側，甲州街道の北には，生産緑地と

してのまとまった都市農地が残され，オープンス

ペースが確保された良好な住環境が形成されてい

ます。また，布多公園が昭和１７年に都市計画決

定されています。 
【主要な課題】 

都市農地は，地域資源として貴重な緑であり，

周辺地域と調和した都市農地を生かしたまちづく

りを検討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  

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
都営調布ケ丘二丁目アパート，都営調布ケ丘二丁目第２アパート，調布ケ丘

児童館，上布田保育園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，調布ケ丘商店会 

文化・教育施設等 調布特別支援学校，電気通信大学，上布田公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 布多天神社，大正寺 

３.交通 
甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），三鷹通り（都道１２１号線，

調布３・４・２６号線） 

４.文化財 布多天神社本殿，布多天神社狛犬，布多天神社太閤の制札 

５.景観 布多天神と市 

６.その他  

 

甲州街道周辺の農地 



 
 - 120 - 

 
 ウ まちづくりのテーマと調布ケ丘南が目指す方針 

 
～調布ケ丘南が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 布多天神社等の歴史的資源や，電気通信大学等の教育文化施設など，さまざまな機能が調和し

たまちづくりとともに，良好な住環境を形成します。 

 道路の整備に当たっては，ユニバーサルデザインに配慮した安全で快適なまちづくりを推進し，

歩行者の安全性を確保します。 

 既存の住宅街は，現在の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宅地の形成を目指します。 

 生産緑地は，貴重な地域資源として保全を図るとともに，良好な住環境や景観との調和したま

ちづくりを推進します。 

 地区住民との連携を図りながら，電気通信大学を生かした魅力あるまちづくりを目指します。 

 
 エ まちづくりの方針図（調布ケ丘南エリア） 

 

 
 

布多天神社周辺の緑と歴史と文化，教育を尊重し， 

住みやすいまちづくり 

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 
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 
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 ) 八雲台エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 甲州街道のにぎわいと良好な住環境の維持 

【現況特性】 

八雲台エリアは，布田駅・国領駅の北側に位置し，

エリアの南側には甲州街道が東西に通っています。

甲州街道の沿道は，道路の沿道の土地利用にふさわ

しい商業・業務施設が立地しています。さらに，甲

州街道北側の野川方面には，良好な住宅地と都市農

地が広がり，野川と合わせて，農住共存の良好な風

景を臨むことができます。 
【主要な課題】 

八雲台エリアは甲州街道の機能として，移動の広域的な道路沿道としての機能があり，こ

れを維持・向上させていくことが必要です。 
また，良好な河川景観を形成している野川や都市農地，これらと調和した住宅地を引続き

保全することが必要です。 

② 北部地域との交流 

【現況特性】 

八雲台エリアは，調布市の中心市街地と深大寺・

佐須町など北部地域とを結ぶ玄関口となり，現在は

三鷹通り，祇園寺通りがその役割を担っています。 
【主要な課題】 

市における南北方向の道路として，三鷹通り，祇

園寺通りは重要な路線となっています。しかし，三

鷹通り，祇園寺通りも十分な歩道が確保されておら

ず，整備改善が望まれます。また，南北方向の都市

計画道路として調布３・４・１８号線が都市計画決

定されており，良好な住環境に配慮した道路整備が課題です。 
 

 

甲州街道 

三鷹通り 
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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 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

都営国領町アパート，八雲台市営住宅，八雲台ふれあいの家，地域包括支援

センター調布八雲苑，特別養護老人ホーム調布八雲苑，八雲台保育園，調布

郵便局，調布八雲台郵便局，八雲台市民農園 

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，国領商盛会 

文化・教育施設等 八雲台小学校，第七中学校，八雲台公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等  

３.交通 

甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），三鷹通り（都道１２１号線，

調布３・４・２６号線），八雲台通り（市道北２３０号線～市道北２３５号

線） 

４.文化財  

５.景観 野川 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと八雲台が目指す方針 

 
～八雲台が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 子どもから高齢者まで，多世代が交流でき，コミュニティの拠点となる施設の設置を検討しま

す。 

 現在の良好な住環境を保全するためのルールづくりを検討し，住民生活を重視した安全で安心

なゆとりある住宅地の形成を目指します。 

 通学路等となる道路については，ユニバーサルデザインに配慮した道路の整備を検討します。 

 野川の自然環境の保全と活用を図ります。 

 生産緑地は，地域の貴重な資源として保全し，良好な住環境や景観との調和を図ります。 

 
 エ まちづくりの方針図（八雲台エリア） 

 

 

 
 

多世代が共存できるコミュニティ，安心・安全で 

野川の素顔を生かし，良好な住環境を守るまちづくり 

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 
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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 ( 3 ) 小島町エリア 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地のまちづくり 

【現況特性】 

小島町エリアは，調布駅を中心として，市役所や

文化会館たづくりなどの公共施設や，商業・業務施

設など都市機能が集積した地区です。また，道路ネ

ットワークとして甲州街道，品川通り，武蔵境通り

など主要な道路が交差するエリアでもあります。 
甲州街道や品川通りなど東西方向の交通ネット

ワークは形成されていますが，南北の交通は京王線

により分断されています。踏切による交通渋滞を解

消し，南北一体となったまちづくりを推進するた

め，京王線連続立体交差事業が進められています。 
【主要な課題】 

京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地のまちづくりにより，多様な機能が調

和し，人々が集い，活気とにぎわい，うるおいと安らぎのあるまちづくりを進めなければな

りません。また，鉄道敷地の上部など，新たに生み出される広がりのある都市空間をデザイ

ンし，調布市の象徴となる空間の創出が必要です。鉄道敷地上部の活用や駅前広場等の整備

により，中心市街地にふさわしい魅力的なまちづくりを進めていかなければなりません。 

② 地域を活性化する取組と連動したまちづくり 

【現況特性】 

小島町エリアには，小島商栄会，調布銀座商栄会協同組合，

下石原商店会などからなる駅前の商店街があるにぎやかな

場所です。夏祭りや雪まつり等のイベント，日常の買物など，

地域に根ざしたさまざまな商業活動を通じて，市民生活の重

要な役割を担っています。 
【主要な課題】 

これらの商店会などにおけるまちの活性化に対する取組

を生かし，京王線連続立体交差事業に合わせて，調布らしさ

を生かした駅前の顔づくりと，より一層の活性化をどのよう

に実施していくかが課題です。 

 

調布銀座 

調布駅 
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③ 旧甲州街道の街並みの保全と活用 

【現況特性】 

調布市は，甲州街道の宿場町（布田五宿）として

栄え，その後，都市化が始まりました。京王線が開

通し，関東大震災後は，郊外の安全な住宅地として

注目され，宅地開発が進みました。小島町エリアで

もこうした宅地化が進みましたが，旧甲州街道沿い

には，現在も古くからの蔵や住宅が残り，宿場町と

しての当時の面影を残しています。 
【主要な課題】 

旧甲州街道には，趣のある蔵などの建築物が現存しています。これらを歴史的な資源とし

て位置付けし，歴史を生かした整備，景観の保全・創出をどのように実現していくかが課題

となります。 

④ 密集市街地の防災性の向上 

【現況特性】 

小島町エリアは，調布市の中心として古くから市

街地が形成されています。そのため住宅が密集し，

災害時の避難経路の確保や緊急車両の進入が困難

な地区があります。また，見通しの悪い交差点や狭

あい道路など，交通の安全性が確保されていない箇

所があります。 
【主要な課題】 

小島町エリアは，狭あい道路が多く，密集した住

宅地であるため，交通の安全性や防災性の強化が必

要です。緊急車両に対応した道路幅員の確保や，建築物の耐震性・耐火性の向上などが課題

です。 

 

旧甲州街道沿いの趣のある建物 

道幅の狭い住宅地 
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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  

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

小島町ふれあいの家，総合福祉センター，調布市役所，皐月保育園，双葉保

育園，ひまわり保育園，調布市役所前郵便局，調布駅前郵便局，調布市シル

バー人材センター，調布福祉作業所，調布くすの木作業所，調布市医師会館，

保健センター，小島町市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，小島商栄会，調布銀座商栄会協同組合，下石原商店会 

文化・教育施設等
富士見台小学校，第一小学校，タコ公園（調布駅前公園），中央図書館，文

化会館たづくり，郷土博物館，グリーンホール，教育会館 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等  

３.交通 

京王線調布駅，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），鶴川街道（主

要地方道１９号線，調布３・２・６号線），品川通り（主要市道１２号線，

調布３・４・１０号線），旧甲州街道（都道１１９号線），都道１２０号線，

桜堤通り（主要市道２０号線，調布３・４・４号線），保健所通り（市道南

１０２号線，調布３・４・２９号線），電通大通り（市道南２１号線，調布

３・４・３０号線） 

４.文化財 小島一里塚跡 

５.景観  

６.その他 小島町二丁目地区地区計画，調布駅周辺地区地区計画 
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 ウ まちづくりのテーマと小島町が目指す方針 

 

～小島町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 駅周辺の都市計画道路については，歩行者の快適性を優先しながら整備を推進し，回遊性の高

い商業地の形成を図ります。 

 駅前空間に緑空間の創出と合わせイベントスペースの設置を検討し，にぎわいと環境の調和し

た中心市街地を目指し，調布市全体の活性化を図ります。 

 「にぎわい 庭園 ちょうふ」のコンセプトのもと，調布の顔となる公共施設デザインのルー

ル化を検討し，都市の風格を高めます。また，放置自転車対策として商業施設等への駐輪場設

置の要請を行います。 

 市の行政・文化・コミュニティの中心として，ユニバーサルデザインに配慮した施設等の充実

を図ります。 

 商業・業務・文化・居住など，多様な機能が調和した複合市街地の形成を目指します。 

 
 エ まちづくりの方針図（小島町エリア） 

 
 

 

市の中心機能を担うにぎわい・ふれあいの創出， 

人と環境にやさしいゆとりあるまちづくり 

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 
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 
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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 ( 4 ) 布田エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地のまちづくり 

【現況特性】 

布田エリアは，小島町エリアと並び，調布駅の東

側に位置し，多摩地域の主要な玄関口，交通ターミ

ナルにふさわしい広域的な拠点です。また，道路ネ

ットワークとして甲州街道，品川通りなど市の主要

な道路が交差するエリアでもあります。 
甲州街道や品川通りなど東西方向の交通ネット

ワークは形成されていますが，南北の交通は京王線

により分断されています。踏切による交通渋滞を解

消し南北一体となったまちづくりを推進するため，

京王線連続立体交差事業が進められています。 
【主要な課題】 

京王線連続立体交差事業と一体となった中心市街地の整備により，多様な機能が調和し，

人々が集い，活気とにぎわい，うるおいと安らぎのあるまちづくりを進めなければなりませ

ん。駅前広場や鉄道敷地などの連続性を生かし，新たに創出される空間と関連する周辺空間

の調和を実現するための都市空間づくりの基本的な考え方である中心市街地デザイン・コン

セプトに基づき，「庭園広場」や「庭園通り」と既存の資源をつなぐ，四季折々のにぎわいを

生む「庭園回廊」，また，散策路や緑道の整備などにより，水と緑のネットワークづくりを進

めていく必要があります。 
 

 

調布駅 
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② 旧甲州街道の街並みの保全と活用 

【現況特性】 

調布市は，甲州街道の宿場町（布田五宿）として

栄え，その後，都市化が始まりました。京王線が開

通し，関東大震災後では，郊外の安全な住宅地とし

て注目され，宅地開発が進みました。布田エリアで

もこうした宅地化が進みましたが，旧甲州街道沿い

には，現在も古くからの蔵や住宅が残り，宿場町と

しての当時の面影を残しています。 
【主要な課題】 

旧甲州街道には，趣のある蔵などの建築物が現存

しています。これらを歴史的な資源として位置付けし，歴史を生かした整備，景観の保全・

創出をどのように実現していくかが課題となります。また，古くからのまちであるため，都

市基盤の整備が不十分である地域もあり，建築物の老朽化も進んでいるため，それらを改善

し防災性の向上を図ることが課題となります。 

③ 下布田遺跡周辺環境の保全と良好な住環境の維持 

【現況特性】 

布田エリア南側にある下布田遺跡は，都内でも有

数の縄文時代晩期の貴重な遺跡として昭和６２年

に国の史跡に指定され，平成１７年には新たな区域

が追加指定されました。周辺には緑豊かな布田崖線

（立川崖線）もあり，良好な環境が形成されていま

す。また，その周辺地域では，平成１３年から平成

１７年にかけて，周辺宅地との調和や下布田遺跡な

ど歴史との調和を図りながら，宅地の利用増進を図

ることを目的として，土地区画整理事業が施行され

ました。 
【主要な課題】 

下布田遺跡周辺には都市農地も多く，また，はけと呼ばれる布田崖線（立川崖線）もあり，

土地区画整理事業により緑豊かでゆとりある良好な住環境が形成されています。それらを維

持・保全し，後世に伝えていく必要があります。 

 

旧甲州街道 

布田六丁目の土地区画整理事業完了
地区 
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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 布田崖線緑地（立川崖線） 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

下布田ふれあいの家，布田老人憩の家，こころの健康支援センター，下布田

保育園，エンゼルランド（保育園），エンゼルシー（保育園），布田市民農

園，布田第２市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，上布田商栄会，布田南商店会，不動商店会，調布中央商会，天神

通り商店会，調布百店街，小島町商栄会 

文化・教育施設等 下布田公園，古天神公園，郷土博物館分室 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 蓮慶寺，下布田遺跡（ヘビ山） 

３.交通 

京王線調布駅，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），布田南通り（主要市道２１

号線，調布３・４・２６号線），旧甲州街道（都道１１９号線），保健所通

り（市道南１０２号線，調布３・４・２９号線），天神通り（市道南５号線），

白山通り（市道南１１６号線），羽毛下通り（市道南１６３号線） 

４.文化財 

下布田遺跡，蓮慶寺本堂，蓮慶寺日蓮聖人坐像，玉川文楽のうつしえ用具，

享徳二年銘法華曼荼羅板碑（蓮慶寺），年未詳法華曼荼羅板碑（蓮慶寺），シ

ロハナヤブツバキ 

５.景観 下布田遺跡，布田崖線緑地（立川崖線） 

６.その他 布田地区地区計画，布田六丁目地区地区計画 
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 ウ まちづくりのテーマと布田が目指す方針 

 
～布田が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 自転車レーンの設置などを検討し，歩行者・自転車に配慮した道路整備を行います。 

 下布田遺跡や撮影所等の地域資源を生かし，回遊性に配慮した魅力ある散歩道などの施設を検

討し，地域の活性化を図ります。 

 旧甲州街道商店街のにぎわいを創出し，歴史的な建造物等の資源の保全・活用と防災性の向上

を図ります。 

 市民農園や生産緑地を活用した緑の保全に取り組みます。 

 
 エ まちづくり方針図（布田エリア） 

 

 

・歴史ある文化と自然を守り抜き，育てていくまちづくり 

・安全で安心なユニバーサルデザイン
※

に配慮した道づくり 

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 
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 
農住活性化ゾーン  

生産緑地が多く存在しているため，都市農地の核として保全するととも

に，住環境との調和を図っていくゾーン 

都市農地が多く存在しており，都市農業の核となっていることから，生産性の向上を図り，良好

な住環境や景観との調和を図るとともに，緑豊かな環境を保全する 
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 
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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 ( 5 ) 国領町エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 多機能を備えた魅力的な市街地環境の形成へ 

【現況特性】 

国領町エリアは，市の中心市街地の東に位置し，

商業・業務・文化・コミュニティ・住宅などを備

えた機能豊富なまちです。国領駅，布田駅があり，

鉄道やバスなどの公共交通の便は良く，通勤・通

学，買い物等に比較的便利なエリアです。 
【主要な課題】 

京王線連続立体交差事業が進ちょくする中で，

鉄道跡地の有効活用と周辺施設にアクセスする道

路の整備などが課題です。また，国領町エリアには，京王線沿線に生産緑地などの良好な環

境が残されており，周辺地域との調和を考慮し，より魅力的な市街地環境の形成が課題とな

ります。 

② 野川の良好な自然環境と調和したまちづくり 

【現況特性】 

国領町エリアの東側には，野川が流れ，緑豊かな

自然環境が残されています。 
【主要な課題】 

野川をはじめとした周辺の自然環境と調和した

緑豊かなゆとりある住環境も求められています。 
 

 

自然豊かな野川の風景 

整備された国領駅周辺 
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③ 老朽化が進む都営金子町アパート 

【現況特性】 

老朽化が進む都営金子町アパートは，順次建替え

が行われています。既に建替えが終了し，緑の多い

良好な団地となっている建物もあります。 
【主要な課題】 

都営金子町アパートは，老朽化が進んでいます

が，十分なオープンスペースが確保された集合住宅

です。建替えでは，野川などの自然環境と調和した

街並みを整備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，布田崖線緑地（立川崖線） 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

都営国領町三丁目アパート，都営国領町三丁目第２アパート，都営国領町八

丁目アパート，都営金子町アパート，都営調布くすのきアパート，シルバー

ピア国領，国領児童館，国領ふれあいの家，国領第二ふれあいの家，国領駅

北ふれあいの家，布田駅南ふれあいの家，市民プラザあくろす，特別養護老

人ホームときわぎ国領，地域包括支援センターときわぎ国領，地域包括支援

センターゆうあい，子ども家庭支援センターすこやか，調布ゆうあい福祉公

社，知的障害者ケアホームすてっぷ，ときわぎ国領保育園，みゆき保育園，

第五保育園，二葉くすのき保育園，調布クオレ保育園，調布消防署国領出張

所，調布警察署，調布国領五郵便局，国領駅前郵便局，調布くすのき郵便局

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，国領商盛会，不動商店会，染地中央商店会，布田南商店会 

文化・教育施設等
国領小学校，第二小学校，第六中学校，東京慈恵会医科大学，駿河台大学第

一幼稚園，調布若竹幼稚園，図書館国領分館 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 国領神社，圓福寺 

３.交通 

京王線国領駅，京王線布田駅，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），

狛江通り（主要地方道１１号線，調布３・４・１８号線），品川通り

（主要市道１２号線，調布３・４・１０号線），旧甲州街道（都道１１９号

線），三中通り（主要市道２０号線），染地通り（主要市道２４号線，調布

３・４・２５号線），布田南通り（主要市道２１号線，調布３・４・２６号

線）羽毛下通り（市道南１６３号線～市道南１９２号線） 

４.文化財 小橋の馬頭観音塔（常性寺） 

５.景観 調布不動尊と国領神社の千年藤，野川，布田崖線緑地（立川崖線） 

６.その他 国領駅周辺地区地区計画 

 

建替えの進む金子町アパート 
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 ウ まちづくりのテーマと国領町が目指す方針 

 
～国領町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 京王線の連続立体交差事業に合わせ，鉄道跡地の土地利用を検討し公共施設等の充実を図り，

緑豊かな中心市街地を形成します。 

 住宅地の狭あい道路の改善により，防災性の強化を図ります。 

 都市農地の保全，活用，農業従事者への働きかけや地産地消の推進と生産性の向上を図るなど，

うるおいと安らぎのある緑豊かな環境を保全します。 

 野川などの周辺の自然環境と調和した，緑豊かでゆとりある住環境の保全を図ります。 

 交通の拠点，子育てや介護，文化施設や商業施設，さらには医療施設など，多様な機能が集積

した業務・商業の拠点となるまちづくりを検討します。 

 
 エ まちづくりの方針図（国領町エリア） 

 

 
 

大きな変化を柔軟に生かし，多様性とバランスのとれた， 

地域の核・国領にふさわしいまちづくり 

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 
農住活性化ゾーン  

生産緑地が多く存在しているため，都市農地の核として保全するととも

に，住環境との調和を図っていくゾーン 

都市農地が多く存在しており，都市農業の核となっていることから，生産性の向上を図り，良好

な住環境や景観との調和を図るとともに，緑豊かな環境を保全する 
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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 ( 6 ) 染地エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 「映画のまち調布」としての活性化 

【現況特性】 

染地エリアには，日活撮影所が立地し，映画のロ

ケ地のほか，テレビ番組やＣＭ作りなどに使用され

ることがあります。調布市はかつて，「東洋のハリ

ウッド」と呼ばれ，戦後，大衆文化を支えた映画文

化の発信地となっていました。 
映画祭やフィルム・コンペティションなど，映画

関連イベントも数多く行われ，「映画のまち調布」

としての事業が行われています。 
【主要な課題】 

「映画のまち調布」としての活性化を図るため，映画やテレビの撮影などがしやすい環境

整備を行うとともに，「映画のまち」を生かしたまちづくりへの取組が課題です。 

② 多摩川周辺地域の景観保全 

【現況特性】 

多摩川沿いの桜堤通りは，遊歩道として親しまれ

ており，桜並木や新緑などが四季折々に違った表情

をみせています。 
【主要な課題】 

多摩川は，うるおいのあるオープンスペースを確

保し，良好な景観を形成している市の重要な資源の

一つです。花火大会などの各種イベントと連動させ

るため，多摩川へのアクセスの利便性の向上，トイ

レなど利便施設の設置の検討も視野に入れるなど

有効な活用方策を検討する必要があります。 
 

 

日活撮影所 

桜堤通り 

多摩川の風景 
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③ 緑豊かな多摩川住宅 

【現況特性】 

多摩川住宅は，賃貸住宅，分譲住宅合わせて約 3,800 世帯余りの生活の場となっている大

規模集合住宅です。野球場や公園，小中学校も計画的に整備され，利便性・レクリエーショ

ン等も充実し，良好な住環境を形成しています。一方，建築物の老朽化が進行しているため，

対策が望まれています。 
【主要な課題】 

多摩川住宅の老朽化の進展に合わせて，将来的な建替えも含めて，今後のまちづくりの方

向性を検討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 多摩川，府中用水 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

多摩川住宅，都営染地一丁目アパート，都営染地三丁目アパート，シルバー

ピア調布染地，シルバーピアたまがわ，染地児童館，染地地域福祉センター,

レオ保育園，調布染地郵便局，染地市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，日活撮影所，染地中央商店会，多摩川住宅中央名店街 

文化・教育施設等

染地小学校，布田小学校，杉森小学校,第三中学校,染地幼稚園,調布多摩川幼

稚園, ぬの多公園，染地公園，多摩川市民広場，多摩川緑地公園，多摩川五

本松公園，図書館染地分館 

観光・レクリエー

ション施設等 

市民野球場,市民プール,市民多摩川テニスコート,南部ゲートボール場,染地

ゲートボール場 

歴史的施設等  

３.交通 

桜堤通り（主要市道２０号線，調布３・４・４号線），染地通り

（主要市道２４号線，調布３・４・２５号線），三中通り（主要市道２０号

線），布田南通り（主要市道２１号線），羽毛下通り（市道南１２４号線～

市道南１９２号線） 

４.文化財  

５.景観 四季の多摩川と花火，府中用水，桜堤通り 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと染地が目指す方針 

 

～染地が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 多摩川住宅は，将来に渡って多世代が住み続けられる良好な住環境の形成を図ります。 

 多摩川の緑と景観を保全するとともに，多摩川と一体となり，周辺環境と調和した住環境の形

成に努めます。 

 桜堤通りを観光資源の一つとし，「映画のまち」の取組と合わせて，活性化の方向性を検討し

ます。 

 21 世紀にふさわしい新しい都市型集合住宅や多世代間のコミュニティ社会の形成の在り方を

検討するモデル地区として，まちづくりの方向性を検討します。 

 多摩川の河川環境・親水環境を生かした環境共生型の住環境の形成を目指します。 

 
 エ まちづくりの方針図（染地エリア） 

 

 
 
 

南北交流を実現し，文化の香り高く， 

多摩川の自然環境のもと，住み続けられるまち 

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 
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 
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 

市内における景観形成上重要な要素であるため，周辺環境と調和し，自然環境を生かした土地利

用と景観形成を図る 
映画産業関連施設ゾーン  映画産業に関連する施設が立地するゾーン 

日活撮影所を中心とした地区は，周辺環境に配慮した施設整備を誘導するとともに，観光資源と

しての機能を活用したまちづくりの方向性を検討する 
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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 ( 7 ) 多摩川東エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 多摩川周辺の環境保全と有効活用 

【現況特性】 

多摩川は市民の散歩道として，また，スポーツや

レクリエーションの場として活用されています。 
調布の夏の風物詩となった多摩川での花火大会

は，昭和８年に始まり，戦争と戦後の都市化や京王

相模原線延長工事によって２度の中断がありまし

たが，昭和５７年に「調布市花火大会」として復活

しました。 
【主要な課題】 

多摩川は，うるおいのあるオープンスペースを確保し，良好な景観を形成している市の重

要な資源の一つです。花火大会などの各種イベントと連動させるため，多摩川へのアクセス

の利便性の向上，トイレなど利便施設の設置など，有効な活用方策を検討する必要がありま

す。 
 

② 京王閣競輪場周辺のまちづくり 

【現況特性】 

京王閣競輪場は１９４９年（昭和２４年）に開設

され，京王多摩川駅から近いことから，開催時には

多くの入場者があり，地元の飲食店などのにぎわい

が見られます。また，隣接して，京王百花苑を前身

とする京王フローラルガーデンアンジェがあり，多

くの市民に親しまれています。 
【主要な課題】 

京王閣競輪場の周辺には，関連する駐車場が多く

あり，開催時には利用されるものの，それ以外の時間では閑散としています。有効活用方策

の検討が望まれます。また，京王閣競輪場の外塀は，無機質であり周囲への影響も大きいこ

とから，市民に親しまれる施設とするため，景観上の向上が望まれます。 
 

 

多摩川の花火大会 

京王閣競輪場 
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③ 「映画のまち調布」としての活性化 

【現況特性】 

多摩川エリアには，角川大映撮影所が立地し，映

画のロケ地のほか，テレビ番組やＣＭ作りなどの撮

影風景を見かけることがあります。調布市はかつ

て，「東洋のハリウッド」と呼ばれ，戦後，大衆文

化を支えた映画文化の発信地となっていました。 
映画祭やフィルム・コンペティションなど，映画

関連イベントも数多く行われ，「映画のまち調布」

としての事業が行われています。 
【主要な課題】 

角川大映撮影所を中心として，「映画俳優の碑」など映画に関連する施設があります。観光

名所などの資源として有効活用を図り，まちの活性化に役立つような検討が望まれます。 

 
 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 多摩川，府中用水 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 都営調布多摩川三丁目アパート,多摩川児童館,調布小島郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

角川大映撮影所,多摩川商栄会 

文化・教育施設等 多摩川小学校,調布南高校, 多摩川児童公園,多摩川五本松公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

京王フローラルガーデンアンジェ,京王閣競輪場,多摩川児童公園内運動施設

歴史的施設等  

３.交通 

京王線多摩川駅, 鶴川街道（主要地方道１９号線，調布３・２・６号線）, 桜
堤通り（主要市道２０号線，調布３・４・４号線），多摩川堤通り（主要市

道１８号線） 

４.文化財  

５.景観 四季の多摩川と花火，府中用水，桜堤通り 

６.その他  

 

映画俳優の碑 
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 ウ まちづくりのテーマと多摩川東が目指す方針 

 

～多摩川東が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 既存の施設や自然豊かな資源を道路ネットワークで結び，「映画のまち」として地域活性化を

図ります。 

 京王多摩川駅前の商店街に，だれでも利用可能な休憩スペースの確保を行うなど，活性化の方

策を検討します。 

 映画施設などの大規模施設と連携した地域活性化の方策の検討や，多摩川の緑豊かな環境の有

効利用を行い，だれもが利用できる憩いの場，親しみの場として活用・保全を図ります。 

 だれもが安心して歩ける道路を確保するため，狭あい道路の改善，歩行者空間の確保等，優先

順位をつけた生活道路の改善を進めます。 

 多摩川周辺の整備について，利便性の向上を目指した各種施設の整備など，国へ積極的に働き

かけます。 

 工業系と住宅系の土地利用が混在している地域については，利便性の高い活力ある複合市街地

として育成を図りながら，良好な住環境に配慮した安全・安心なまちづくりを目指します。 

 
 エ まちづくりの方針図（多摩川東エリア） 

 

 

文化（映画・競輪・スポーツ）と自然を 

豊かに生かしたまちづくり 

まちづくりのテーマ




