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 ウ まちづくりのテーマと野水が目指す方針 

 
～野水が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 野川公園の環境維持に努め，近隣住民の緑のオアシスとして，利用促進を図り，ふれあいと憩

いのまちづくりを進めます。 

 
 エ  まちづくりの方針図（野水エリア） 

 

 

 
 

近隣住民の緑のオアシスとしての現環境を維持する 

まちづくりのテーマ
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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 
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 
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 

周辺環境と調和した公共的土地利用を図る 
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 ( 2 ) 西町エリア 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 大規模なオープンスペースをつなぐ緑の軸の形成 

【現況特性】 

西町エリアには，武蔵野の森公園や調布基地跡

地，味の素スタジアムなど大規模なオープンスペー

スがあり，スポーツやレクリエーションの場とし

て，親しまれています。休日には多くの人々が訪れ，

にぎわっています。 
【主要な課題】 

武蔵野の森公園や調布基地跡地，味の素スタジア

ムなど大規模なオープンスペースは，地域の文化・

交流拠点として活用し，人々が憩い，集うことがで

きる地域の個性をはぐくむまちづくりを進めていく必要があります。 
 

② 文化・交流拠点の形成 

【現況特性】 

味の素スタジアムは，サッカーなどのスポーツだ

けでなく多様なイベントに使用されています。ま

た，周辺には調布基地跡地運動広場として，各種ス

ポーツを通じ，多くの人々が交流する文化・交流の

拠点となっています。 
【主要な課題】 

味の素スタジアムの周辺では，東京都の武蔵野の

森総合スポーツ施設基本構想に示されたように，東

京国体の会場施設をはじめ，各種スポーツ施設の建

設が予定されています。 
これらを契機として，多くの人々の交流の場としての環境の維持・向上とともに，スポー

ツ文化の発信拠点として総合的な地域の振興を図ることが期待されています。 
 

味の素スタジアム 

総合スポーツ施設用地案内図 
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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 

ちょうふの里（特別養護老人ホーム，地域包括支援センター，高齢者在宅サ

ービスセンター），調布福祉園，デイセンターまなびや，子ども発達センタ

ー，知的障害者援護施設（なごみ，そよかぜ，すまいる） 

産業関連施設及び

地場産業等 

 

文化・教育施設等 武蔵野の森公園，西町公園 

観光・レクリエー

ション施設等 

味の素スタジアム，市民西町サッカー場，調布基地跡地運動広場 

歴史的施設等  

３.交通 

調布飛行場，甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），天文台通り

（都道１２３号線，調布３・４・３２号線），スタジアム通り（主要市道

３２号線，調布３・３・３４号線） 

４.文化財  

５.景観 
武蔵野の森公園（眺望点），味の素スタジアム前歩道橋（眺望点），調布飛

行場（眺望点） 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと西町が目指す方針 

 

～西町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 

 味の素スタジアム，武蔵野の森公園，調布飛行場，調布基地跡地等の施設を活用し，地域の交

流機能を生かしたまちづくりを進めます。 

 ユニバーサルデザインによる回遊ルートづくりにより，施設の快適な利用を促進します。 

 緑化を推進し，良好なレクリエーションの拠点としての環境の維持・向上を図ります。 

 
 エ まちづくりの方針図（西町エリア） 

 

 

市のレクリエーションの拠点として， 

多くの人を受け入れられるまちづくり 

まちづくりのテーマ
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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 

各地への交通拠点や地域交流の場として，周辺の環境に配慮した土地利用に努める 
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 
レクリエーションゾーン  大規模グラウンド等のレクリエーション施設が立地するゾーン 

周辺環境に配慮しながらレジャー，レクリエーションの場としての土地利用を推進する 
社会福祉施設ゾーン  社会福祉施設が立地するゾーン 

施設利用者の安全に配慮した，周辺環境と調和した土地利用を図る 
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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 ( 3 ) 富士見町エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 住宅地における歩行者の安全の確保 

【現況特性】 

富士見町エリアは，市の中心部に近接し，生活の

利便性が高い地域です。そのため，古くから住宅開

発が進み，戸建の住宅も多く見られる住宅市街地が

形成されています。 
【主要な課題】 

富士見町エリアは，古くから住宅地が形成された

こともあり，十分な幅員の道路が未整備の地域とな

っています。この地域では，狭あい道路の整備とと

もに，見通しの悪い交差点の改良を行うことによ

り，歩行者の安全性を確保する必要があります。 
 

② 中央自動車道沿いの安全の確保 

【現況特性】 

富士見町エリアでは，中央自動車道が北東方向か

ら南西方向に抜け，その中央部に調布インターチェ

ンジがあります。中央自動車道の高架下は一部児童

遊園等として開放され，市民に親しまれています。 
【主要な課題】 

中央自動車道の側道を利用する際の安全面の点

検や，中央自動車道の高架下を地区住民が憩いの場

として有効活用できるように働きかけるとともに，

歩行者の安全性を確保していく必要があります。 
 

 
 

住宅地の見通しの悪い交差点 

中央自動車道調布 IC 
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③ 老朽化が進む公共住宅等の住環境の向上 

【現況特性】 

富士見町エリアには，多くの公共住宅等が立地し

ています。中でも一団地の住宅施設に関する都市計

画に基づいた富士見町住宅は，憩いの場としての公

園とともに緑の多い団地となっています。 
一方では，団地の老朽化とともに，居住機能の向

上と防災面の改善が求められています。 
【主要な課題】 

富士見町エリアには多くの公共住宅等がありま

すが，中には老朽化しているものもあり，将来的な建替えも視野に入れた検討が課題です。

住環境の向上のため，建物の耐震化やバリアフリー化など，住み続けられる魅力ある居住機

能の向上と生活空間の確保が必要です。 

 
 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 

富士見町住宅，調中前市営住宅，富士見第１市営住宅，富士見第２市営住宅，

都営調布富士見町一丁目アパート，都営調布富士見町二丁目アパート，都営

調布富士見町三丁目アパート，都営調布富士見町三丁目第２アパート，都営

富士見町三丁目第３アパート，都営調布富士見町四丁目アパート，都営調布

富士見町四丁目第２アパート，富士見児童館，富士見町ふれあいの家，富士

見地域福祉センター，希望の家，知的障害者ケアホームじょい，保恵学園保

育所，富士見保育園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，富士見ロード商店会，富士見町商店会 

文化・教育施設等

石原小学校，調布中学校，明治大学付属明治高等学校・中学校，電気通信大

学，保恵学園幼稚園，富士見公園，石原小前公園，こぐま公園，どんぐり林

公園，下石原公園，図書館富士見分館 

観光・レクリエー

ション施設等 

調布中テニスコート，富士見町ゲートボール場 

歴史的施設等 光岳寺，八幡神社 

３.交通 

調布ＩＣ, 中央自動車道, 甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），

武蔵境通り（主要地方道１９号線，調布３・２・６号線） ,天文台通り（都

道１２３号線，調布３・４・３２号線），石原小通り（主要市道１号線） 

４.文化財 下石原八幡神社の獅子頭 

５.景観 調布中学校の桜 

６.その他  

 

富士見町住宅 
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 ウ まちづくりのテーマと富士見町が目指す方針 

 
～富士見町が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 ユニバーサルデザインによる生活道路の整備により，歩行者の安全性を確保するとともに，見

通しの悪い交差点等の改善を図り，歩行者空間を確保します。 

 中央自動車道の高架下を有効活用するなど，市民の交流・憩いの場となる公園の整備を目指し

ます。 

 老朽化した集合住宅の将来的な建替えに当たっては，居住環境の向上とともに，生活空間の確

保を図るため，地区計画制度等を活用した良好な住環境の確保を図ります。 

 地域に密着した商店と多くの人がふれあう，快適で暮らしやすい居住環境を目指します。 

 
 エ まちづくりの方針図（富士見町エリア） 

 

 
 

安全・安心な，住みやすく暮らしやすい環境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 
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 
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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 ( 4 ) 飛田給エリア 

 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 地域拠点としての飛田給駅及びその周辺のまちづくり 

【現況特性】 

飛田給エリアは，飛田給駅を中心とした市街地が

形成されています。駅前には，日用品を供給する近

隣型の商業施設が集積しています。また，駅北側に

は，スポーツや文化・交流の拠点として味の素スタ

ジアムが立地し，市内外から多くの人が集まり，に

ぎわいをみせています。 
飛田給駅北口の駅前広場やスタジアム通りは，ユ

ニバーサルデザインの考え方を導入して整備され

ました。また，駅舎もユニバーサルデザインによる

整備がなされています。 
【主要な課題】 

飛田給駅南口の都市計画道路の整備の際には，ユ

ニバーサルデザインに配慮した安全で快適なまち

づくりの推進が必要です。また，都市計画道路の整

備に合わせて，土地利用の規制誘導による地域の生

活拠点となる魅力ある商業・業務複合市街地を形成

していく必要があります。 
 

② 住宅市街地の住環境保全 

【現況特性】 

旧甲州街道沿いは，宿場のなごりとして間口の狭

い敷地が細分化され，狭小な住宅地が形成されてお

り，道路が十分に整備されておらず，防災面で課題

があります。 
狭あい道路の整備等により，密集市街地を改善す

る必要があります。 
  

 

飛田給駅北口駅前広場 

飛田給駅前の商店街 

甲州街道と旧甲州街道間の住宅地 
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【主要な課題】 

品川通り沿いの台地上面の住宅地は，生垣などの

緑化により良好な住環境が形成されています。緑豊

かな街並みを形成するため，敷地内の緑化等によ

り，良好な居住環境づくりが必要です。 

 
 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 長瀞川，布田崖線緑地（立川崖線） 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 
西部ふれあいの家，飛田給ふれあいの家，青少年交流館，特別養護老人ホー

ム爽爽荘，調布飛田給郵便局 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，飛田給駅南口商店会 

文化・教育施設等 飛田給小学校 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 道生神社 

３.交通 

京王線飛田給駅,中央自動車道,甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線）,

旧甲州街道（都道２２９号線），品川通り（主要市道１２号線，調布３・４・

１０号線），スタジアム通り（主要市道３３号線） 

４.文化財 飛田給石造瑠璃光薬師如来立像（薬師堂），飛田給薬師堂境内行人塚 

５.景観 長瀞川，布田崖線緑地（立川崖線），旧甲州街道 

６.その他  

 

品川通り南側の住宅地 
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 ウ まちづくりのテーマと飛田給が目指す方針 

 

～飛田給が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 飛田給駅南側の都市計画道路の整備の際には，ユニバーサルデザインに配慮するとともに，既

存商店街の活性化を図り，地域の核となる魅力ある商業・業務空間を形成します。 

 子どもが安心して遊べる空間を確保します。 

 緑の育成に取り組み，ゆとりある住環境を整備します。 

 
 エ まちづくり方針図（飛田給エリア） 

 

 

住みやすい・住み続けたいまちづくり 

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 

既存商店街の活性化を図るとともに，魅力的で活気のある商業・業務の機能の立地を誘導するな

ど，利便性の向上と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 

日常生活品を扱う生活密着型の最寄品を中心とし，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 
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 
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 ) 上石原エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 西調布駅及びその周辺地域の市街地整備 

【現況特性】 

上石原エリアは，西調布駅を中心とした市街地が

形成され，駅周辺の地域では，地区住民の日常生活

の利便性を高める近隣型の商業施設が集積してい

ますが，道路幅員が狭く，通過交通などにより安心

して買い物ができないなど，歩行者や自転車の安全

性を確保する必要があります。また，旧甲州街道沿

道は，間口の狭い敷地に狭小な住宅地が形成され，

木造住宅密集地域となっています。 

西調布駅駅舎は，バリアフリー化のため橋上化

が計画されており，それに合わせた駅前広場や都

市計画道路の整備が予定されています。 
【主要な課題】 

駅前広場や都市計画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

ちづくりを推進する必要があります。また，木造

住宅密集地域では，生活道路等の基盤整備により

防災性の向上を図る必要があります。 
  

② 若宮八幡神社とはけの緑の保全 

【現況特性】 

下石原の若宮八幡神社とその周辺は，布田崖線

（立川崖線）の「はけの緑」に覆われています。

はけの緑沿いには，府中用水・長瀞川が流れ，地

域の貴重な環境資源となっています。 
 
 

 

西調布駅前の踏み切り 

西調布駅北側の商店街 

若宮八幡とはけの緑 
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【主要な課題】 

若宮八幡神社とはけの緑を永続的に保全する検

討が必要です。また，府中用水や長瀞川は，多自

然型・親水型の整備等による河川環境づくりの検

討が必要です。 
 
 

③ 都市農地の保全 

【現況特性】 

上石原エリアには，都市農地が多く残され，周

辺の住宅地と調和した街並みを形成しています。 
また，市民農園の開設により，市民と農のふれ

あいの場となっています。 
【主要な課題】 

市内に残されている都市農地は，都市化の進展

に伴い，年々減少傾向にあります。都市の貴重な

緑として，都市農地を永続的に保全し，うるおい

のある都市環境を形成する必要があります。 
 

 

品川通り南側の農地 

若宮八幡通り西側の農地 

府中用水 
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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 多摩川，長瀞川，府中用水， 布田崖線緑地（立川崖線） 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

都営上石原一丁目アパート，都営上石原一丁目第２アパート，西部公民館，

西部児童館，上石原ふれあいの家，青少年ステーションＣＡＰＳ，西部地域

福祉センター，地域包括支援センターせいじゅ，老人保健施設グリーンガー

デン青樹，子供の家こすずめ保育園，子供の家こすずめ保育園分園，上石原

保育園，宮の下保育園，調布上石原郵便局，調布上石原三郵便局，上石原市

民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，西調布南口商店会，西調布一番街，上石原大通り商店街，西調布

駅前通り商店会 

文化・教育施設等 第三小学校，第五中学校，凸凹山児童公園，図書館宮の下分館 

観光・レクリエー

ション施設等 

西調布体育館，西調布ゲートボール場 

歴史的施設等 西光寺 

３.交通 

京王線西調布駅,中央自動車道,甲州街道（国道２０号，調布３・４・１号線），

旧甲州街道（都道１１９号線～都道２２９号線），品川通り（主要市道１２

号線，調布３・４・１０号線），若宮八幡通り（主要市道１６号線，調布３・

４・３１号線），多摩川堤通り（主要市道１８号線） 

４.文化財 
真木家住宅・洋館，真木家住宅・日本館，西光寺仁王門，西光寺観音三十三

身像，西光寺大日如来坐像 

５.景観 多摩川，長瀞川，府中用水， 布田崖線緑地（立川崖線），旧甲州街道 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと上石原が目指す方針 

 
～上石原が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 密集市街地の改善を図りつつ，今ある良好な住宅地の環境を維持し，住み続けられるまちづく

りを進めます。 

 布田崖線（立川崖線）の水と緑を保全し，憩いの場として豊かな空間を維持します。 

 駅前広場を含む都市計画道路等の都市基盤整備に当たっては，日常生活に密着した地域の個性

を生かした商店街のコミュニティを維持し，ユニバーサルデザインに配慮した歩道の整備等に

より，すべての人にやさしい環境を目指します。 

 
 エ まちづくりの方針図（上石原エリア） 

 

 

府中用水と布田崖線（立川崖線）の限られた水と緑の景観を 

再生させながら，活気ある西調布駅商店街を目指すとともに，

密集市街地の改善を図り，良好な住環境を維持する 

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 

既存商店街の活性化を図るとともに，魅力的で活気のある商業・業務の立地を誘導するなど，利

便性の向上と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 

日常生活品を扱う生活密着型の最寄品を中心とし，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 
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 
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 ) 下石原エリア 

 
 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 旧甲州街道沿いの街並みを生かしたまちづくり 

【現況特性】 

京王線の北側にある旧甲州街道は，源正寺など

の寺院や石碑が昔の街道の面影を残しています。

また，旧来の町割りが残されており短冊状の土地

所有形態となっているため，道路が少なく幅員も

狭く，建物が密集しているなど防災面での課題も

あります。 
【主要な課題】 

旧甲州街道沿いの市街地では，昔の街道の面影

を生かすとともに，密集した市街地の再生が課題と

なっています。 

② 若宮八幡神社とはけの緑の保全 

【現況特性】 

若宮八幡神社の名は，応神天皇の御子，仁徳天

皇を祀っていることに由来し，総檜造りの本殿は，

こけらぶき一間社流造り，そして全体に渡る精巧

な彫刻がみごとで，調布市の重宝に指定されてい

ます。神社の周辺は，布田崖線（立川崖線）の「は

けの緑」に覆われ，はけの緑沿いには，府中用水

が流れています。 
【主要な課題】 

若宮八幡神社とはけの緑を永続的に保全するとともに，活用についても検討が必要です。 
また，府中用水は，多自然型・親水型の整備等により，河川環境づくりの検討が必要です。 

 
 

 
 
 

旧甲州街道の街並み 

若宮八幡神社 
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③ 農と住の調和した住環境の維持 

【現況特性】 

布田崖線（立川崖線）上と京王線に挟まれた地

区は，鶴川街道沿いの中高層住宅を除いてほとん

どが低層住宅地となっています。この地区では，

まとまった都市農地が残されており，ゆとりのあ

る住環境となっています。 
【主要な課題】 

永続的な都市農地の保全や活用等を図り，農と

住の調和したまちづくりへの取組が必要です。  

 
 

 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 府中用水，布田崖線緑地（立川崖線） 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 

下石原市営住宅，都営下石原アパート，都営下石原第２アパート，下石原地

域福祉センター，特別養護老人ホームちょうふ花園，地域包括支援センター

ちょうふ花園，老人保健施設フロリール調布，調布消防署，下石原市民農園，

下石原第３市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，下石原商店会 

文化・教育施設等 マルガリタ幼稚園 

観光・レクリエー

ション施設等 

 

歴史的施設等 上石原若宮八幡神社，源正寺 

３.交通 

調布ＩＣ,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）, 旧品川みち（市道西

８８号線） 

４.文化財 上石原若宮八幡神社本殿， 

５.景観 上石原若宮八幡とはけの緑，府中用水，旧甲州街道 

６.その他  

 

農と住の調和した住環境 
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 ウ まちづくりのテーマと下石原が目指す方針 

 

～下石原が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 旧甲州街道沿いに残る趣ある雰囲気を維持し，建替えの際には周辺環境への配慮に努めます。 

 狭あい道路の解消により，歩行者の安全性・快適性を高めます。 

 緑豊かでゆとりある住環境を維持し，災害時の避難場所となる都市農地の保全を図ります。 

また，親しみを持って利用できるよう市民の憩いの場となる公園整備を進めます。 

 若宮八幡神社，西光寺などの歴史資源と凸凹山公園等を活用し，歴史・文化等と自然環境が一

体的・有機的に結ばれるネットワークを検討し，うるおいのある都市環境の形成を目指します。 

 
 エ  まちづくりの方針図（下石原エリア） 

 

 

旧甲州街道や若宮八幡神社など歴史ある風景を生かし， 

緑豊かな活気ある住環境を保全するまちづくり 

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 
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 
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 
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 ( 7 ) 多摩川西エリア 

 ア 現況特性と主要な課題 

 

① 自然資源を生かした良好な景観形成 

【現況特性】 

多摩川は，貴重な自然空間として人々に多くの

恵みを与え，広く市民の憩いの場として親しまれ

ています。また，その河川敷は，多くの動植物が

生息する都市の中の貴重な自然環境が残され，う

るおいと安らぎをもたらしています。 
【主要な課題】 

市民の憩いの場として，多摩川などの自然資源

を生かし，良好な景観に配慮したまちづくりを進

めていくことが必要です。 

② 住工が調和したまちづくり 

【現況特性】 

多摩川西エリアは，エリアの大半の用途地域が

準工業地域に指定され，工業や流通施設が集積し

ています。近年，工場などの跡地にマンション開

発が進んでおり，住宅と工業・流通施設の混在化

が進んでいます。 
【主要な課題】 

多摩川西エリアは，市の重要な工業・流通施設

の集積地である一方，マンションなどへの土地利

用転換が進んでいるため，既存の工場と住宅との調

和したまちづくりのルールづくりが必要です。 
 

多摩川の風景 

工業と隣接したマンション 
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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 多摩川，府中用水 

２.施設・建

造物等 

生活関連施設等 調布なないろ保育園，多摩川市民農園，多摩川第２市民農園 

産業関連施設及び

地場産業等 

生産緑地，鹿島建設技術研究所，工業・流通系施設の集積地 

文化・教育施設等  

観光・レクリエー

ション施設等 

東宝調布ゴルフコース 

歴史的施設等  

３.交通 

鶴川街道（主要地方道１９号線，調布３・２・６号線），若宮八幡通り（主

要市道１６号線，調布３・４・３１号線），多摩川堤通り（主要市道１８号

線） 

４.文化財  

５.景観 多摩川，府中用水 

６.その他  
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 ウ まちづくりのテーマと多摩川西が目指す方針 

 
～多摩川西が目指す，まちづくりの方針（方向）～ 

 歩行者や自転車が共存できる走行環境の整備を図り，安全性を確保します。また，地区住民と

工場の交流を促し，住工の調和を図ります。 

 大規模敷地は，オープンスペースとして緑が多く残されています。土地利用の変化等，将来を

見据えた緑の確保に取り組み，街路樹等の整備と合わせ，緑のネットワークの形成を目指しま

す。 

 狭あい道路や行き止まり道路が多い地域では，地域の特性に応じた地区計画制度などを活用し，

建替え時に合わせた歩行者空間の確保など，防災面の強化を図ります。 

 
 エ まちづくりの方針図（多摩川西エリア） 

 

 

 

多摩川の水辺の自然と調和した緑豊かなまちづくり 

まちづくりのテーマ



 
 - 142 - 

 

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 
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 
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 
レクリエーションゾーン  大規模グラウンド等のレクリエーション施設が立地するゾーン 

周辺環境に配慮しながら，レクリエーション施設などの有効な土地利用を図る 
 
 




