
調布市都市計画マスタープラン（案）に対するパブリック・コメントの実施結果 

    

   

      【パブリック・コメント手続の実施概要】     
       

 １ 意見募集の概要     

         (1) 意見の募集期間 平成２６年５月２１日（水）～平成２６年６月１９日（木）     

         (2) 周知方法    平成２６年５月５日号，５月２０日号及び６月５日号市報及び市ホームページ   

     (3) 資料の閲覧場所 市役所７階都市計画課，公文書資料室，各図書館，各公民館，各地域福祉センター， 

たづくり１１階みんなの広場，市民プラザあくろす，神代出張所，教育会館    

     (4) 意見の提出方法 氏名，住所，御意見を記入し，直接または郵送，ＦＡＸ，Ｅメールで市役所政策企画課まで提出  

       ２ 意見募集の結果概要     

      (1) 意見提出件数：９１件（１６人）     

          ＜提出意見の内訳＞     

           全般に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２件   

       「Ⅰ はじめに」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件   

       「Ⅱ まちづくりの動向と改定の視点」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・２２件   

       「Ⅲ まちづくりの構想」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件   

        「Ⅳ まちづくりの基本方針」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０件   

        「Ⅴ 地域別の整備方針」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０件   

        「Ⅵ 実現に向けて」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件   

        その他意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６件   

    

         (2) 意見の概要と意見に対する市の考え方 別紙のとおり    
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【意見の概要と意見に対する市の考え方】※御意見は，原則，いただいた原文を基に掲載しています。 

全般    

項目 No 御意見の概要 市の考え方 

全般 1 パブリック・コメントの意見の概要を作成するにあたって，提出者の意見

の趣旨を曲げられることがあるので，無断で要約しないこと。要約する必

要がある場合は，必ず意見提出者の了解を得ること。なお，要約不要にな

るように簡潔に記載したつもりである。 

御意見のとおり，全文を掲載します。 

全般 2 「都市計画マスタープラン改定に対しての市民提案書（以下「市民提案

書」）の各項目が，「調布市都市計画マスタープラン（案）」（以下「都市マ

ス（案）」）のどこにどのように反映されたかを，市民提案書の各提案ごと

に一覧表で示してください。 

都市マス（案）に具体的に市民提案書が十分に反映されていない。結果と

して，市民提案書は市民に意見を聞いたという「アリバイ作り」，「ガス抜

き」程度にしかなっていない。 

今回の改定にあたっては，市民の皆様の御意見をお聞きするために“都

市計画マスタープランを考える市民サロン（全１３回）”を開催し，市民

の視点から見た課題と，その解決方策について検討した結果を市民提案

書としてとりまとめており，都市計画マスタープラン（案）に反映して

います。 

ただし，提案の中には都市計画マスタープランに反映できない他分野の

提案が多く出されています。そのため，関係部署・議会等へ報告し，全

庁的な情報共有を図ることで，今後の他分野の取組に生かしていく考え

です。なお，平成 26 年 6 月に開催した第 13 回市民サロン（最終回）

では，この案の説明と意見交換を行っており，市民提案書を作成した参

加者から反映状況についても御意見をいただいています。 

全般 3 市民提案書は，不十分ながら総体的に市民感覚・市民目線を反映している

と言える。その点では，都市マス（案）よりはるかに優れている。しかし，

十分検討がされたか疑うものもある。例えば，提案２－②「洪水対策とし

てスーパー堤防を整備する」がその典型である。完成までに何百年もかか

るような，有効性を疑う事業であり，また，江戸川区における，住民を強

制的に立ち退かせるような人権無視の進め方など，十分議論されたであろ

うか。 

もうひとつの問題は，提案を都市マス（案）に反映するプロセスを提案書

に盛り込まなかったことである。これは，いわゆる「自治基本条例」の策

定における，市民や有識者の会の提案を市職員だけの検討チームが引き継

ぎ，作成された進め方と類似している（途中で市民意見が聞かれている

が）。この進め方を許容することは，市民に意見を聞いたという「アリバ

イ作り」を認めることになる。市民は市民提案書提出まででなく，都市マ

ス（案）策定まで実質的に関与し，市職員を叱咤激励・監視すべきである。

都市マス（案）や基本計画の類は予算を考慮しない，バラ色の未来像を描

くので，総花的になり，行政の恣意的な施策づくりを導き，結果として市

民要望と大きなギャップを生じることになる。 
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全般 4 １，総論：仕方がないのかもしれませんが，調布市のマスタープランとい

うよりも，一般的なマスタープランというイメージがぬぐえません。もう

少し，調布市である特徴が生きるように，修正した方が良いと思います。

例えば，調布市は，都心に最も近い場所で湧水が多くみられる場所である

こと。それに伴って，希少な生き物も生息していること，だからこれらの

生き物の保全と人々の生活を一体化させる施策を展開するなどの用語が

どこにも見当たりません。修正を要望します。 

調布市は，水と緑の自然や文化・スポーツ，業務・商業等の拠点が各地

域にある恵まれたまちであると捉えています。その特性を活かすため，

目標とする将来都市構造に“水と緑の拠点”を位置付けており，それら

の育成・強化を図っていくこととしています。同時に，“水と緑の軸”を

位置付けることで，商業や文化の拠点と水と緑の拠点を連携させ，身近

に緑などの自然を感じることのできるまちを目指していくこととしてい

ます。 

全般 5 平成１０年に立ちあがったマスタープランは，京王線の駅を中心にプラン

が組まれてきました。人々が集まるから当然と言えば当然ですが，立ちあ

がった当初から「一極集中」を掲げています。 

それは単に行政の管理がしやすいからだと考えています。通常の生活にお

いての「一極集中」はただ人や車が混雑するだけと思います。公共施設や

公的機関などは，分散するべきと考えています。 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。公共施設の

配置については，既存の公共施設の現状を踏まえ，適正な配置と効率的

な運営を中心に検討を進めて参ります。 

全般 6 また「安全・安心」の中に，犯罪から守る項目が抜けています。とりわけ

子供が被害者にならない「街づくり」が必要と考えています。マスタープ

ランの中に組み入れて頂けるようお願いいたします。 

いただいた御意見を踏まえ，公園整備，住環境整備に係る部分に防犯の

視点を追加していきます。 

 

【修正：福祉 第 2 節 実現のための施策③（Ｐ67）】 

●すべての市民が交流でき，子どもが安心して元気よく遊ぶことがで  

きるよう，広場や公園などを快適性・防犯性が確保されたふれあいの場

として整備します。 

 

【修正：住環境 第１節 基本的な方針，方針①（Ｐ75）】 

●また，環境に配慮したうるおいのある住環境づくり，防犯性を考慮し

た安全・安心な住環境づくりを進めます。 

全般 7 ４，車椅子で安心して楽に通行できる段差のない平坦な路面に。 

点字ブロック音声信号で，視覚障害者が安心して通行できる街路に。 

自動車の通路の一方通行を増やし，歩道と自転車路を充実。商店街などで

歩行者天国を活用し，街中で子供が安心して遊べる街路に。 

御意見のとおり，市としても重要であると認識しております。御意見に

ある，車椅子で安心して楽に通行できる段差のない平坦な路面について

は，福祉分野「安全・快適な道路の整備」の項目の中で基本的な考え方

を示しています。 
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全般 8 ■全体をとおして 

「持続可能なまちづくりへ」の必要性が随所で述べられていることは適切

であると考えますが，一方で全国的に喫緊の課題となりつつあることが指

摘されている，高度経済成長期あるいは調布市の人口急増期につくられて

きた都市インフラの老朽化対策（その安全な維持と更新）がほとんど意識

されていないことに驚きます。 

これは対象期間を平成 34 年度まで（何と，わずか 8 年後）と短期にして

いることと関係しているのかもしれません。しかし，都市マスタープラン

は少なくとも 30 年，50 年先を見通したビジョンのもとに検討されなけ

れば，その役割を果たせないと私は思います。 

第 1 章第１節で述べられている「これまでの需要対応型のまちづくりから

課題対応型のまちづくりへの転換」の必要性からも，もっと長期的な課題

をしっかり見据えて，その解決策をできるだけ具体的に示す内容にすべき

です。 

御意見のとおり，持続可能なまちづくりを実践していくうえで，既存イ

ンフラの長寿命化は大切な要素だと認識しております。そのため，御意

見の趣旨を踏まえ，環境分野の施策⑦に文言を追加いたします。 

なお，防災分野の第２節実現のための施策①「災害に強い都市基盤整備」

において，下水道について，老朽化した管路の改築・更新を計画的に進

めていく考え方を示しております。 

 

【修正：環境 施策⑦ （Ｐ63）】 

●持続可能なまちづくりを実現するため，戦略的なインフラの維持管 

理・更新等に取り組むことにより，市民の安全・安心の確保，中長期的

な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化に努め

ます。 

全般 9 都市マス（案）は，将来計画のはずだが，将来予測がほとんどなされてお

らず，過去の事実や過去に策定された計画の引き写しが多く，時代の変化

を十分に反映したものになっておらず，改定案の名に値しない。 

いわゆる道路整備等のハードの公共事業は既存の諸計画が存在するので

詳細に記述されているが，今回市民提案書に記載されているような少子高

齢化社会を反映した，人口構造変化，環境問題，地域活性化等に対応した

まちづくりの提案の具体化が大変貧弱か，みあたらない。 

道路整備においては，具体的な道路名まで記載されているが，喫近の問題

である待機児童対策の保育園や高齢者施設，公園など具体的なものが記載

されていない。 

都市計画マスタープランは，調布市の都市計画の基本的な考え方を示し

た都市計画分野の最上位計画です。明確な財源を確保しながら具体的な

方策を示す性質の計画ではなく，個別のまちづくりを進める上での基本

的な方針を示す役割のものです。 

また，保育園や高齢者施設に関する具体的な取組は，福祉等の他分野の

計画の中で具体化されるものであるため，都市計画マスタープランには

示されていません。 

全般 10 人口減少社会に入りつつあるにもかかわらず，右肩あがりの時代のバラマ

キ型のプランを継承している。予算を厳密に考慮する必要はないが，全く

無視してよいわけでもない。総花的に多くのことがかかれているが，お互

いに矛盾することもある。それらが，行政の恣意的運用にまかされるので

なく，住民福祉の観点から適切に優先順位を付けて行われるべきである

が，そのような仕組みがみられない。 

全国的に人口減少が課題となっている中で，調布市の人口は平成 36 年

をピークに減少に転じる予測となっています。 

また，災害に備えた都市基盤整備の重要性も高まっているため，市民生

活を支えるためには今後も一定のインフラ整備は必要であると認識して

います。 

全般 11 人口減少社会に入りつつあるにもかかわらず，道路整備などのハード中心

のまちづくりのプランである。道路等のインフラの老朽化に伴う維持管理

の視点が乏しい。 

また，インフラ整備といったハード面でなく，「人」に焦点をあてたソフ

ト面でのプランがほとんど具体化していない。 

全国的に人口減少が課題となっている中で，調布市の人口は平成 36 年

をピークに減少に転じる予測となっています。また，災害に備えた都市

基盤整備の重要性も高まっているため，市民生活を支えるためには今後

も一定のインフラ整備は必要であると認識しています。一方で，既存都

市施設の老朽化も課題であるとも認識しているため，御意見を踏まえ，

維持管理の視点を追記していきます。 

全般 12 全体にわたって，年の表記は，年号表記（平成）ではなく，西暦表記に改

めるか，両方を併記すべきである。 

御意見のとおり，修正いたします。 

【修正】平成 26 年⇒平成 26（2014）年 
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Ⅰ はじめに   

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

第１章 都市計画マスタープラン改定の目的と位置付け 

第１節  

改定の目的 

2 ページ 

13 一，「1，改定の目的」に欠けている都市整備の転換 

かつての映画のまち『調布』は歩行者の目線で地平線がみえた。市政 60

周年を迎えようとする今日地平線の見える場所は何処にいったのか。何処

も構築物の林立で自然環境を維持していた樹木も追いやられている。 

終戦後 70 年前のこと，焼け野原と化した都心居住者の住宅，戦後の復興

を担って都市集中した人びとの住まいで市の姿は変わってきた。大都市東

京における都市計画の役割と分担のためやむお得えない側面である。しか

しその後，世帯数を超えて開発を続ける事業者に抑制が効いていない。何

故か。 

4，5 年前，市の主催した都市開発の講演で「可能性をつくれ」と市民の

発意，それも多様な発意の必要性。多様な意見をコンセンサスして新しい

価値を造りだす民意の形成が国際的には一般化していると説いた。しか

し，「開かれた」との対応にとどまっていると感じたのか二度目の講演で

は「（これで）可能性はあるのか」とトーン・ダウンした話になった。 

建物の高さについては，地域の状況を考慮しつつ，学識者・市民・土地

所有者等の様々な方々の視点での検討を経て，用途地域や地区計画等の

法規制を指定し，適切な誘導を図っているところです。 

都市計画マスタープランにおいては，低層で良好な住宅環境を保全すべ

き場所は「低密度住宅地区」に位置付けたり，商業等の集積を図る駅前

等の場所は，土地を効率的に活用するため，建物の高層利用を許容する

「業務・商業地区」に位置付けたり，地域ごとにその特性を踏まえた考

え方を示し，メリハリのある土地利用誘導を図ることとしています。 

第２節  

位置付け 3

ページ 

14 二，「2，計画の位置付け」 

この項，感覚を図案化。 

3 ページに「都市計画マスタープランの位置付け」として図示化してお

ります。 

第３章 計画指標 

第１節  

人口 

7 ページ 

15 Ⅰ 第３章  

第１節「人口」において「老年人口（65 歳以上）は今後とも増加傾向を

続けるものと思われます」としていますが，たいそう甘い，悠長な書き方

であることに驚きます。団塊世代が 75 歳を超える「2025 年問題」をご

存知ではないのでしょうか。とくにこの調布市を含む東京圏での 75 歳以

上の高齢者人口の急激な増加が生み出す諸問題の深刻さが，十分に意識さ

れているとは思えません。これも「平成 34 年（2022）」までを計画期

間とすることで，意識化されなかったのだとしたら，たいへん残念です。 

将来人口推計では，生産年齢人口の減少，老年年齢人口の増加は確実に

到来することを予測しています。それを踏まえた計画となっています。 
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第３章  

計 画 指 標 

7 ページ 

16 三，「3，計画指標」 

京王線地下化が誘引したのか，ゼネコン・デベロッパー・大手中小建設業

者や宅建業者の市内開発事業は現在ブームである。45 年前より調布に移

り初めて経験することである。計画指標をあらゆる意味で超える構築物や

建物は過剰気味の現存建物と矛盾した現実を危慎する。この矛盾は街のバ

ランスを崩し街破壊，自然破壊の促進に繋がる問題である。 

これは都市整備部という一セクションで対応できる問題ではないことを

都市マス市民サロンに参加して知った。 

都市計画マスタープランにおいては，低層で良好な住宅環境を保全すべ

き場所は「低密度住宅地区」に位置付けたり，商業等の集積を図る駅前

等の場所は，土地を効率的に活用するため建物の高層利用を許容する「業

務・商業地区」に位置付けたり，地域ごとにその特性を踏まえた考え方

を示し，メリハリのある土地利用誘導を図ることとしています。 

また，まちづくりは一セクションで対応するものでなく，各セクション

連携して進めていきます。 

Ⅱ まちづくりの動向と改定の視点  

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

第１章 調布市をとりまく社会情勢 

第２節  

東京都の都

市づくりに

おける調布

市の位置付

け 

12～13 ペ

ージ 

17 Ⅱ 第 1 章 調布市をとりまく社会情勢 

東京都の都市計画をここで説明していますが，従来の都市マスタープラン

にこした記述がありましたか？なぜ，ここで都の都市計画を記述するのか。 

また，この書き方では都の計画は調布市の都市計画の上位計画であり，所

与のものとして示されているが，調布市としては都の計画策定にどのよう

に係わってきたのか，どのように考えているのか（改めるべき点はないの

か）。 

これらを市民に対して説明すべきですし，この改定文書でも記述すべきで

す。 

調布と狛江がともに「調布都市計画区域」に含まれていることも初めて知

りましたが，狛江市民と都市計画について語り合うような場もなかったの

ではありませんか。 

都市計画法において，市町村が策定する都市計画マスタープランは，都

道府県が策定する都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）に即すると定めています。そのため，東京都の定

める都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画区域マスター

プラン）は，調布市の都市計画マスタープランの上位計画にあたります。

東京都の都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画区域マス

タープラン）が策定される際は，策定の過程において，各市町村に意見

照会があり，調布市としての意見を提出していますので，内容として整

合が図られたものになります。 

第２章 調布市の概況 

第１節  

まちの歴史

14 ページ 

18 Ｐ．１４「現在では約２０万人の都市へと大きく変貌を遂げました」とあ

るが，「約２０万人」を「約２２万人」，「約２３万人」，あるいは「約２０

万人（を超える都市）」に改めること。しっかりと見直すべき。 

御意見のとおり修正いたします。 

【修正】 

「約 22 万人」と修正 

第２節  

まちの形成

過程 

①人口・世

帯数の推移 

15 ページ 

19 Ｐ．１５「順調な増加傾向を示しています。」とあるが，「順調な」という

表現は適切ですか。どのような意味で使用されていますか。 

人口推計により算出し，右肩上がりで増加すると想定した将来予測値に

向かって，減少に転じることなく推移しているため，このような表現に

しておりますが，一部文言を修正いたしました。 

 

【修正】 

近年は人口減少の局面を迎える中でも，集合住宅等の建設により，ゆる

やかな増加傾向を示しています。 
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第２節  

まちの形成

過程 

③地勢 

16 ページ 

20 第２章 調布市の概況  

「第２節 まちの形成過程」で「この高低差の大きい面と面の境は「国分

寺崖線（はけ）」と呼ばれ，崖下からは地下水が豊富に湧き出し，市内の中

央部を貫流する野川や，東部を流れる野川支流の入間川，仙川の主な水源

になっています。」と記述しているが，「地下水が豊富に湧き出し」「野川や，

東部を流れる野川支流の入間川，仙川の主な水源になって」ると言えます

か？ 

P．２３では「貴重な湧水量・地下水量は減少しており，河川・湧水等の

環境整備が課題となっています」と書いているのと整合性がありません。 

前者を現実に合わせた書き方に改めるべきです。 

他地域に比べ，湧水が豊富な地域ですが，市内の湧水は減少傾向にある

ため，豊かな湧水の保全・回復が課題となっているということであり，

現況と課題に整合性は取れているものと判断しております。 

21 Ｐ．１６「崖下からは地下水が豊富に湧き出し，市内の中央部を貫流する

野川や，東部を流れる野川支流の入間川，仙川の主な水源になっています。」

とあるが，この記述は正しいでしょうか？たとえば，入間川は雨天時を除

けばほとんど水が涸れている。仙川の主な水源は三鷹市の下水処理場から

の排水ではないでしょうか。 

平成 16，19，23 年度に湧水調査をおこなっており，乾水期にも崖線

の多くの地点で湧水を確認しております。市内の湧水は減少傾向にある

とされていますが，他地域に比べ，多くの湧水がある地域と認識してお

ります。 

第３節  

調布市の都

市構造の変 

19 ページ 

22 第３節 調布市の都市構造の変化 

「京王線連続立体交差事業により柴崎～西調布，調布～京王多摩川間の南

北市街地の分断が解消され，人・モノの交流活発化，まちの一体化が見込

まれる土台が整ったのを機に，調布市が目指す将来像の実現が求められま

す。」 

⇒この文は前後を合わせて読んでも，意味不明です。 

御意見を踏まえて，文言を一部修正いたします。 

 

【修正：調布市の概況 調布市の都市構造の変化 （Ｐ19）】 

 現在は，調布駅，布田駅，国領駅等の駅を中心とした市街地が形成さ

れ，公共施設や商業・業務施設が集積しています。また，市内には商業，

文化・交流，水と緑等の拠点が各地域に点在しています。 

しかし，都市計画道路の未整備など，拠点間のネットワーク化が図れて

いない箇所もあります。そんな中，京王線連続立体交差事業により柴崎

～西調布，調布～京王多摩川間の南北市街地の分断が解消され，人・モ

ノの交流活発化，まちの一体化が見込まれる土台が整いました。これを

機に，調布市が目指す将来像の実現が求められます 

第３章 まちづくりの現況と課題 

第１節  

『交通』の

現況と課題 

20 ページ 

23 第３章第１節 『交通』の現況と課題「・市内の都市計画道路の整備率は，

「多摩地域における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）」に基づ

き，市内の都市計画道路の整備を進めてきました。平成 24 年度末時点で 

50.8%となっていますが，多摩地域全体（58.2%）よりも低くなってい

ます。幹線道路網の整備が遅れていることにより，渋滞の発生や生活道路

への通過車両の流入が多く見られます。」⇒調布市で，幹線道路網の整備が

遅れていることが原因で，渋滞の発生や生活道路への通過交通の流入が多

いことを示す具体的なデータはあるのでしょうか。どのような文献・報告

書などがあるのかご教示ください。 

幹線道路は，つながるべき箇所と箇所が各路線で結ばれ，道路網として

構築されることで，本来見込んだ効果が現れてきます。都市計画道路の

整備前後の交通量調査により，渋滞の抑制や生活道路への流入の抑制が

結果として得られています。 
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第１節  

『交通』の

現況と課題  

20 ページ 

24 Ｐ．２０①計画的な道路整備 

「幹線道路網の整備が遅れていることにより，渋滞の発生や生活道路への

通貨車両の流入が多く見られます。」という記述は必ずしも正しくない。道

路整備が誘発交通を発生させている。 

渋滞は，道路整備の進捗にともない交差点などの改良で改善される時代に

なっている。人口減少社会に入り，数十年前に計画決定された路線を上記

のような誤った考えで造り続けるのでなく，適切に見直すことが真の「計

画的な道路整備」である。 

御意見のとおり，交差点改良も渋滞緩和方策の１つと認識しております

が，幹線道路は，つながるべき箇所と箇所が各路線で結ばれ，道路網と

して構築されることで，本来見込んだ効果が現われてきますので，計画

に沿った整備が重要であると認識しています。 

生活道路への通過交通の流入は，本来役割を担うべき幹線道路機能が不

足していることが要因であると認識しており，市民の生活環境を守るた

めにもそういった課題箇所の解消が必要であると考えています。 

第１節 

『交通』の

現況と課題 

②快適な公

共交通機関

の充実 

25 Ｐ．２１②快適な公共交通機関の充実 

調布市域の地図に公共交通機関である鉄道路線及びバス路線を示した図を

記載すべきである。 

御意見のとおり，バスネットワーク図を掲載します。 

【修正】 

バスネットワーク図を追加 

第２節 

『環境』の

現況と課題 

②都市の緑

空間・水辺

空間の創出 

23 ページ 

26 Ｐ．２３②都市の緑空間・水辺空間の創出 

調布市域の地図に公園を示した図を載せるべきである 

公園については，24・6４ページに記載しています。 

第２節 

『環境』の

現況と課題 

②都市の緑

空間・水辺

空間の創出 

23 ページ 

27 Ｐ．２３北部に大きな公園がある反面，公園不足の地域もみられることか

ら，引き続き公園の整備を進めていく必要があります。」は，そのとおりで

あるが，しっかりと検討し，施策に反映すべきである。公園が絶対的に不

足しているだけでなく，利用者（幼児，児童，老人等）のニーズにあった

ものかまで含めた検討がされていない。そうすれば公園施策の貧困さや対

応する財源不足が見えて来るだろう。例えば，入間町２丁目の糟峰神社近

くの仲良し広場はキャッチボールができる少ない広場であったが，市に買

い上げ予算がなかったようで宅地化したことは子どもにとっては悲しい事

実である。 

御意見のとおり，市としても重要であると認識しております。Ⅱまちづ

くりの現況と課題「第２節 環境の現況と課題」でお示しているように，

公園不足地域等について課題として認識しております。そのため，公園

の整備に当たっては，環境分野「公園・緑地の保全，整備」の項目の中

で基本的な考え方を示しています。 

第２節 

『環境』の

現況と課題

①豊かな自

然環境の保

全と活用

23 ページ 

28 Ｐ．２３ ①豊かな自然環境の保全と活用「調布市は都心に近接した地域で

ありながら，区部における緑被率（約 10％～20％）と比較して高い数値

（約 30％）を示しており」とあるが，区部における緑被率全体と比較す

るのは恣意的で，フェアでない。また，約 10％～20％も正しいと思えな

い。調布市に隣接する世田谷区（ 22.89% （平成 23 年度調査））や多摩

地域に隣接する練馬区（25.4% （平成 23 年度調査）），区部に隣接する

三鷹市などと比較して，適切な数値や表現を用いるべきである。 

本文は，近隣市との緑被率を個別に比較することを目的としているので

はなく，区部との緑被率について総体的に比較し，区部に比べ貴重な緑

空間が多く残されているなどの調布市の現状を示した内容となっていま

す。 
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第２節 

『環境』の

現況と課題 

③環境負荷

の少ないま

ちづくり 

24 ページ 

29 Ｐ．２４ ③環境負荷の少ないまちづくり 

「調布市においては，市民，事業者の方々の努力によりごみ減量が進んで

きましたが，環境負荷の低減，資源循環型社会推進のため，さらなる取組

が必要です。」の「進んできましたが，」の後に，「近年鈍化しており，」と

いった表現を記載すること。 

御意見を踏まえ，文章表現を修正します。 

 

【修正】 

調布市においては，市民，事業者の方々の努力によりごみ減量が進んで

きましたが近年は鈍化しており，環境負荷の低減，資源循環型社会推進

のため・・・ 

第２節 

『環境』の

現況と課題 

③環境負荷

の少ないま

ちづくり 

24 ページ 

30 P. 24 ③環境負荷の少ないまちづくり 

「また，調布市全体としてだけでなく市民一人一人が環境に対する意識の

向上することが求められます。」という表現は余り適切でない。市民の意識

の低さに「責任転嫁」 しているように読める。意識が高く生ごみ等のたい

肥化に取り組んでいる市民もいる。平均的には意識は低くないが，具体的

な施策が示されてないのではないか。行政が高い理念や強い意志を持って，

市民の意識を向上させ，具体的に有効な施策を提案できてないだけではな

いか。 

日本では未だ徳島県上勝町など極めて少数の自治体の取組しかないが，「ゼ

ロ・ウェイスト(ごみゼロ)」の取組を学ぶべきである。特に燃やすごみを

減らすことは，放射性物質を含む大気汚染や最終処分地である日の出町の

大気汚染や土壌汚染の緩和に有効である。 

P. 6３の施策⑦を見ても 3R が謳われているだけで，具体的施策がない。 

御意見を踏まえ，文章表現を修正します。なお，市においても，低炭素

社会の実現に向けて，ごみの発生抑制等の取組は重要であると捉えてお

り，まちづくりの基本方針の環境分野において基本的な考え方を示して

おりますが，個別具体的な検討が必要なものについては，担当課と連携

を図りながら，個別計画の中で検討をして参ります。 

 

【修正】 

また，調布市全体としてだけでなく，市民一人ひとりの環境に対する意

識向上に向けた取組が必要となっています。 

第３節 

『福祉』の

現況と課題

25 ページ 

31 P. 25 第 3 節「福祉」の現況と課題 

「ユニバーサルデザインの考え方に配慮した，福祉のまちづくりを進める

必要があります。」とあるが，高齢者や障碍者に配慮したまちづくりを，「ユ

ニバーサルデザイン」に矮小化している。基本的な問題，医療・介護施設

や人員の不足，在宅ケアなどを見すえたまちづくりは，ユニバーサルデザ

インではとても対応できないはずである。 

また，「安心して徘徊できる町」，全国の認知症の地域づくりのモデルにな

っている福岡県大牟田市の例などに学ぶべきである。 

都市計画マスタープランでは福祉分野の取組のうち，都市計画分野にも

係るものを記載しており，取組全体は調布市地域福祉計画に位置付けら

れています。都市計画分野に係るものとしては，主に福祉の視点を考慮

したハード整備が該当し，ユニバーサルデザインの考え方を取り込むこ

とで，福祉のまちづくりを支えていくことが都市計画分野の役割である

と認識しています。 

第５節 

『住環境』

の現況と課

題 29 ペー

ジ 

32 P. 29 第 5 節「住環境」の現況と課題 

「生活環境に起因する近隣紛争も増加しており，用途地域制度の適切な運

用が求められています。」とあるが，「用途地域制度」の後に「や景観計画」

を追加すること。また，「①良好な住環境の形成」においても，それに関す

る文を追加すること。景観計画も一定の役割を果たすはずである。景観に

ついては第 6 節に書かれているが，第 5 節にも記載すべきで 

ある。 

御意見をいただいた箇所は，工業系の用途地域に指定された地域におけ

る土地利用の混在が課題であり，景観誘導による課題解消ではなく，土

地利用の規制による誘導が適切であると考えています。 
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第５節 

『住環境』

の現況と課

題 

②地域コミ

ュニティの

促進 

30 ページ 

33 P. 30 ②地域コミュニティの促進 

視点が間違っている。広い世界のある若い世代の問題でなく，自宅にとど

まっている高齢者の問題として捉えるべきである。高齢者がふらりと行け

るような場所が絶対的に不足している。道路整備よりこちらの方が優先度

が高いし，安いし，容易にできる。 

自治会活動に触れているが，自治会活動を活性化するためには，地域住民

が集まれる場所が不足している。 

地域コミュニティの課題は住民同士のつながりの希薄化であり，世代間

のつながりの希薄化も含まれていると認識しています。御意見の趣旨と

同様に地域住民が集まれる場所が必要だと認識しており，文章中におい

ては”身近な交流の場づくり”という表現を用いています。 

第６節  

『景観』の

現況と課題

32 ページ 

34 第６節 『景観』の現況と課題「平成 24 年 4 月には，個性的で魅力あふ

れる「調布らしい景観」をつくりはぐくんでいくための基本的な方向性を

示す調布市景観基本計画を策定しました。」⇒26 年 2 月に景観計画を策定

したことをどうして書かないのですか。次の②においても，都の景観計画

における景観基本軸についてふれるのみで，調布市景観計画における景観

形成重点地区の指定などが行われていること，そして何よりも，調布市が

東京都に代わって景観行政団体になったこと書かないのは不可思議です。 

御意見を踏まえ，修正を図りました。 

⇒①総合的な景観施策の展開 

・平成 24（2012）年 4 月には，個性的で魅力あふれる「調布らしい

景観」をつくりはぐくんでいくための基本的な方向性を示す調布市景観

基本計画を策定しました。また，平成 25（2013）年 6 月に，調布市

は景観法に定める「景観行政団体」へ移行しました。 

・調布市景観基本計画に掲げた景観まちづくりの目標や方針の実現を目

指して，平成 26（2014）年 2 月に，景観法に基づく「調布市景観計

画」を策定しました。 

⇒②自然景観の保全・形成 

・国分寺崖線の樹林地など，調布市を横断する崖線により繋がる緑の自

然景観については，調布市景観計画において，景観形成重点地区（国分

寺崖線地区）として位置付けられ，連続性のある自然景観の形成が図ら

れています 

第４章 改定の視点 

第１節  

改定の基本

的考え方 

36 ページ 

35 P. 36 第 1 節改定の基本的考え方 

「現行のまちづくりの目標（理念・目指すべき将来都市像）については，

現時点で今後の 10 年を展望しても，その方向性は適切であると考えられ

ます。」とあるが，その根拠を示されたい。既に人口減少社会に入り，交通

量が首都圏でも減少傾向にある。にもかかわらず，相変わらず，ネットワ

ークの整備や交通渋滞解消や生活道路への通過交通侵入防止をかかげて，

数十年前の計画路線の道路整備を促進することは大きな誤りである。最新

データに基づいて将来交通需要を予測し，必要でない道路の計画を廃止す

るなど，見直しを真剣に行うべきである。 

また，展望するのは今後の 10 年でなく，20 年，50 年であるべきである。

インフラは造ったら終わりでない。維持更新まで考慮すべきである。 

一般的に，都市計画マスタープランは概ね 20 年後を見据えて策定する

ものであり，現行計画も 20 年後の平成 32 年を目標年次とした計画と

して策定されています。今回の改定は，その中間年次における内容見直

しであるため，今後約 10 年間を展望した内容となっています。なお，

今後生じる様々な要因により見直しの必要性が再び生じた際には適宜改

定することとしています。（Ｐ6 第 2 節 見直しのルール参照） 

人口減少の局面が訪れることを現行計画時点で既に認識しており，まち

づくりの理念や目指すべき将来都市像は，それを見据えた内容で策定さ

れています。また，特に都市計画分野は目標を実現させるまでに期間を

要する特徴があり，長期的視点が必要であることからも，現行計画から

方向性を引き継ぐことは適切であると考えています。 
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第２節  

改定の視点 

視点３ 

38 ページ 

36 P. 38 改定の視点 3「環境配慮型のまちづくり」の視点を強化する 

大変重要な視点である。具体的な施策を積極的に追加すべきである。 

今回の改定において，環境問題に対応するため，環境負荷の少ないまち

づくり，都市の低炭素化など環境分野において基本的な考え方を示して

おります。個別具体的な検討が必要なものについては，担当課と連携を

図り，個別計画の中で検討をしながら，環境配慮型のまちづくりの実現

に向けて取り組んでいきます。 

第２節  

改定の視点 

視点３ 

38 ページ 

37 P. 38 改定の視点 3「環境配慮型のまちづくり」 の視点を強化する 

また，「ごみの発生抑制・資源の循環利用の推進など持続可能な環境配慮

型・循環型のまちづくりの考え方を示します。」 とあるが，「循環利用の推

進」後に「放射能汚染の拡散抑制」を追加すること。調布市内全域の土壌

も低濃度の放射能汚染がされたが放射性物質は，剪定枝など焼却などによ

り，日の出町の最終処分場周辺の土壌や大気，また，排水による多摩川を

汚染することが危惧されている。廃棄物の焼却処理を減らすなどの対応が

必要である。 

御意見のとおり，放射能汚染の拡散抑制は需要だと考えますが，環境基

本計画等で扱う内容となるため，都市計画マスタープランに記述する内

容ではありません。 

第２節  

改定の視点 

37～39 ペ

ージ 

38 P. 39 改定の視点 9 (追加) 

改定の視点 9 として，子どもの視点，子育ての視点を追加すべきである。 

通学路の安全性，子どもの遊び場，保育所，児童館など多くの項目が欠落

しているのではないか。 

改定の視点は，現行計画策定時から特に変化した社会情勢等に対応して

設定していることから，子どもの視点・子育ての視点の追加は馴染まな

いと考えます。 

また，御意見の趣旨につきましては，福祉・住環境の分野に考え方とし

て既に反映しているものと認識しております。 

Ⅲ まちづくりの構想  

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

将来都市構

造 

土地利用の

方針 

44～49 ペ

ージ 

39 私が住んでいる深大寺町は，都市計画マスタープラン（案）によると現在

ある都市計画マスタープランと同様変化なく，「緑と歴史ゾーンで低密度住

宅地区」になっています。 

しかし，① この地域は１０年前２０年前と比べて，人口が急増していま

す。しかも高台にあり，買物などで京王線各駅周辺へは大変行きにくい場

所にあります。下って街へ行けば，帰る時，荷物等を持って坂を上がって

こなければなりません。徒歩や自転車では不可能です。 

したがって，高台にある北部地域だけで，歩いて生活できるまち（コンパ

クトシティー）が必要です。「緑と歴史ゾーン」では生活できません。 

深大寺北町・深大寺元町・深大寺東町・深大寺南町は，地域全体のまち

づくりの方向性は，自然と歴史を大切にしながら緑と調和したまちづく

りを進める「緑と歴史ゾーン」としていますが，土地利用構想図におい

ては，幹線道路沿道を「中密度住宅地区」に位置付け，日常生活サービ

スなどを扱う生活利便施設等の立地を誘導する方針です。 

第１章 まちづくりの目標 

第２節  

将来都市像

43 ページ 

40 将来都市像 住み続けたい 緑につつまれるまち 調布「一方，都市生活は便

利でなければなりません。これまでは，働く場，買い物の場，文化に触れ

る場など，様々な都市機能を都心や副都心に依存しながら発展してきまし

た。今後，超高齢社会を迎え，調布のまちにこうした機能を備え，住み続

けたいと思えるまちづくりが必要です。 」⇒都心や副都心と同じような機

能を調布市も持たねばならないという意味でしょうか。 

本文は，平成１０年に策定した現行計画の考え方を踏襲し，都心や副都

心と同規模の機能を持つという意味ではなく，調布市は今まで働く場や

買い物等，都心に依存してきた経緯があるため，調布市の中で衣食住を

より充実させ，さらに住み良いまちにしていこうという考えです。 
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第３節  

将来都市構

造 文化・

交流の拠点

45 ページ 

41 P. 45 文化・交流の拠点 

「NTT 中央研修センタ周辺を，地区住民が交流する活力ある「文化・交流

の拠」 として位置付けます。」 とあるが，再開発に伴い管理が強化され，

敷地内を市民は利用しにくくなっていている。拠点となりうるか疑わしい。

雑木林の保全活動や地域自治会のラジオ体操の場以外に，具体的な施策の

事例を挙げられたい。 

ＮＴＴ中央研修センタ敷地内やその周辺は，武蔵野の面影を残す国分寺

崖線の緑豊かな環境が形成されています。 

また，桜の季節には施設の公開も行われ，地区住民の交流の場となって

います。このため，ＮＴＴ中央研修センタ周辺を地区住民が交流する緑

豊かな活力ある文化・交流の拠点として位置付けております。 

第４節  

土地利用の

方針 

48 ページ 

42 P.48 第 4 節土地利用の方針 

「⑪中小規模公共的施設 

●周辺環境と住民合意に配慮しながら，公共的な施設の拡充，適正な配置

を推進します。」を追加すること。今後，高まるニーズにこたえて，高齢者

の介護等の施設やコミュニティの場を各地に設置するであろう。それに対

して必要な文章である。 

土地利用の方針は，敷地１つひとつについてではなく，複数の面的な広

がりを持った土地，法的な位置付けが必要であったり，周辺の環境に影

響を与える大規模な土地利用についての大枠の考え方を示したもので

す。公共施設の配置については，既存の公共施設の現状を踏まえ，適正

な配置と効率的な運営を中心に検討を進めて参ります。 

Ⅳ まちづくりの基本方針   

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

第１章 交通 

55 ページ 43 （６）まちづくりの基本方針【交通】 

 

ア）交通 安全・安心，快適に“動く” 

 （交通において 安全・安心は重要な要素なので追加変更） 

御意見をいただいた箇所は，内容に直接関わらないタイトル名称であり，

都市計画マスタープランを平成１０年６月に策定した際に，市民の方々

のまちづくりの思いを，各分野ごとに示したタイトルであり，具体的な

まちづくりの施策等を示すものではありませんが，内容に係る箇所に反

映させるため，「第 1 節 基本的な方針 方針①（56 ページ）」に，“安

全・安心”の考え方を追加します。 

なお，「安心」に係る要素は，御意見のとおりまちづくりにおいて必要不

可欠な要素であると考えており，「安心」の視点については，基本的な方

針や実現のための施策の中に含まれていると考えております。 

第１節  

基本的な方

針「方針②」

56 ページ 

44 方針②  

まちの自立を促進し，交流の基礎となる道路の整備，サインの充実など（動

くための ガイドとしてのサインは 重要） 

まちづくりの基本的な方針は，調布市の目指すまちづくりの構想を実現

するため７つの分野ごとに，まちづくりの方向性を示しております。御

意見を踏まえ，「第２節 実現のための施策③」にサイン整備に関する施

策を追加いたします。  

なお，サイン整備については，地域別の整備方針に記載しておりますが，

サインの設置等の個別具体な整備の方向性については，平成２４年３月

に策定した「調布市公共サイン整備方針」に基づき進めて参ります。 

【修正：第２節 実現のための施策，施策③（Ｐ57）】 

●交通結節点や来訪者の多い施設の周辺を中心に，まちづくりと連携し

たわかりやすい情報提供を行うため，公共サインの整備を推進します。 
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第２節  

実現のため

の施策 

施策① 57

ページ 

45 P. 57 施策①都市計画道路の整備 

「●交通網の骨格をつくるため，広域的に都市を結ぶ道路計画を促進しま

す。また，整備に当たっては，地域の特性への配慮に努めます。」を「●

交通網の骨格をつくるための広域的に都市を結ぶ道路計画を将来交通量

需要をもとに見直します。また，整備に当たっては，自動車公害の防止と

地域の特性への配慮に努めます。」に改めること 

東京都と調布市を含む多摩の 28 市町により「多摩地域における都市計

画道路の整備方針（第三次事業化計画）」を策定し，優先的に整備する路

線，要検討路線などを指定しております。今後も東京都において，都市

計画道路の必要性・優先性等の検証を行い，第四次事業化計画が策定さ

れる予定です。また，市として道路網計画を策定する予定であり，これ

らに基づいて随時整備を進めていく考えです。また，公害の防止の観点

から御意見の趣旨を踏まえ，修正いたします。 

 

【修正：交通 実現のための施策① （Ｐ57）】 

●交通網の骨格をつくるため，必要に応じて見直しを行うとともに，広

域的に都市を結ぶ都市計画道路の整備を促進します。また，整備に当  

たっては，地域の特性や環境への配慮に努めます。 

第２節  

実現のため

の施策 

施策① 57

ページ 

46 P. 57 施策①都市計画道路の整備 

「●東京外かく環状道路の整備により，大きな交通環境の変化が想定され

ることから，アクセス道路を含めたインターチェンジ周辺の交通環境の整

備を促進します。」を「●東京外かく環状道路の整備による交通環境の変

化を最新のデータによる将来交通需要をもとに精査し，アクセス道路を含

めたインターチェンジ周辺の交通環境の整備を見直します。」に改めるこ

と。 

交通関連方

針図 

５９ページ 

47 【交通関連方針図】 

都市計画道路：調 3・4・10 号の計画線は環境・景観と相反するので見

直し要 

調布３・４・１０号線（品川通り）は，「多摩地域における都市計画道路

の整備方針（第三次事業化計画）」において，必要性の確認がなされ，優

先整備路線として位置付けており，都市基盤としての必要性を明らかに

しています。そのため，調布３・４・１０号線（品川通り）については，

現時点で必要な路線と考えています。 

また，将来地域構造は，将来を見据えた地域を特徴づける拠点，軸を示

すものとして，必要な記載と考えています。 

第２章 環境 

６０ページ 48 イ）環境 自然と共生し，水と緑に“憩う” 

（自然との共生は 重要なキーワードなので追加） 

御意見をいただいた箇所は，内容に直接関わらないタイトル名称であり，

都市計画マスタープランを平成１０年６月に策定した際に，市民の方々

のまちづくりの思いを，各分野ごとに示したタイトルであり，具体的な

まちづくりの施策等を示すものではありません。 

なお，自然との共生については重要であると捉えており，「方針④自然と

ふれあう，水と緑のネットワークづくりを進めます（Ｐ61）」において，

基本的な考え方を記述しています。 

第１節  

基本的な方

針 方針③ 

61 ページ 

49 第２章 環境：水と緑に“憩う” 

 方針 ③ 循環型の都市づくりを進めます。 

「効率性，利便性が確保された，地球環境への負荷の少ない環境優先のま

ちづくりを推進し，限りある資源を有効活用できる，持続可能な環境配慮

型の都市の構築に努めます。」 

⇒効率性・利便性の確保と環境優先をどうやって両立させるのですか。環

境優先なら，優先されないものも出てくるのではありませんか。こういう

「作文」はやめたほうが良いのではありませんか。 

御意見を踏まえ修正を図りました。 

 

【修正】 

効率性・利便性に配慮した，地球環境への負荷の少ないバランスのとれ

た環境のまちづくりを推進し，限りある資源を有効活用できる，持続可

能な環境配慮型の都市の構築に努めます。 
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第２節  

実現のため

の施策 

施策⑦ 63

ページ 

50 P. 63 施策⑦循環型都市の創造 

「●落ち葉やせんて枝を利用した堆肥化を推進します。」とあるが，「生ご

みや落ち葉」を追加すること。落葉やせんてい枝は現在も実施されている。

学校給食や家庭から出る生ごみのたい肥化に積極的に取り組むべきであ

る。 

落ち葉やせんてい枝の堆肥化については，資源の有効活用の面から堆肥

化することを本計画に掲載していますが，生ごみの堆肥化につきまして

は，市の基本計画である「調布市一般廃棄物処理基本計画」に記載され

ており，本計画への記載については現在のところ考えておりません。現

在市の生ごみ減量施策としては，各家庭からの「発生抑制」を基本とし，

具体的には生ごみを捨てる際に水切りしていただくネットを配布した

り，生ごみ処理装置の補助金等を行っています。 

また，生ごみの堆肥化講習会を開催し，各家庭から排出される生ごみの

削減について啓発活動を行っています。その他事業所から排出される生

ごみについても「発生抑制」を基本とし，ごみ減量についての指導を  

行っています。今後も引続き落ち葉やせんてい枝については適正に有効

活用し，また生ごみについても上記減量施策を行うことにより資源循環

型社会の構築を目指して参ります。また，生ごみの減量化・堆肥化の取

組が市内各地で実現できるよう，関係部署と連携を図りながら推進して

参ります。 

第２節  

実現のため

の施策施策

⑦63 ペー

ジ 

51 P. 63 施策⑦ 循環型都市の創造「●「ゼロ・ウェイスト（ごみゼロ）」宣

言都市に取り組みます。」を追加すること。現状の延長線上でなく，高い

理念や強い意志を持って取り組むべきである。 

調布市一般廃棄物処理基本計画に基づき推進していますが，現段階で市

としてゼロ・ウェイストを理念とする考えは持っていません。 

第３章 福祉 

第１節  

基本的な方

針① 

６6 ページ 

52 ウ）福祉 人々の心かよう“福祉” 

方針① 子どもや高齢者，障害のある人だけでなくを含め，すべての人々

にとって， 

（だけでなくは 違和感があるので 素直な表現とする） 

御意見のとおり修正いたします。 

 

【修正：第１節 基本的な方針，方針①（Ｐ66）】 

●子どもや高齢者，障害のある方を含め，すべての人々にとって，住み

やすいまちづくりを進めます。 

第２節  

実現のため

の施策  施

策①67 ペ

ージ 

53 P. 67 施策①安全・快適な道路の整備 

「●街路樹の配置を工夫し，歩道と車道が適切に分離された道路の整備を

促進します。」とあるが，「街路樹の配置を工夫し，」を削除すべきである。

様々な手法があるはずで，「街路樹の配置」に限定するべきでない。そも

そも意味不明である。 

御意見の趣旨を踏まえ，修正いたします。 

 

【修正：福祉 実現のための施策① （Ｐ67）】 

●歩道と車道が適切に分離された道路の整備を促進します。 

第２節  

実現のため

の施策 

施策① 67

ページ 

54 P. 67 施策①安全・快適な道路の整備 

「●自転車の走行空間の確保を図ります」を追加すること 

車優先の道路政策により，自転車が歩道に追いやられてきたが，見直しを

図るべきである。 

御意見の趣旨は，交通分野の実現のための施策⑥「自転車の利用環境の

充実（Ｐ58）」に考え方を示しております。 



14 

 

 

第４章 防災 

第２節  

実現のため

の施策 

施策② 

71 ページ 

55 エ）防災 住みよいまちを“まもる” 

★実現のための施策 

●主要道路の耐震強化や，身近な生活道路において，狭あい道路や行き止

まり道路の 

（主要道路の耐震向上は 重要な課題なので追加） 

道路空間の防災性向上に向けては，沿道建築物や橋梁の耐震化による避

難路・輸送路の確保が有効であり，それらに取り組むための施策を，第

４章第２節「実現のための施策」にある施策①③（71 ページ）に，基

本的な考え方を示しています。 

第２節  

実現のため

の施策 

施策⑦ 

72 ページ 

56 P. 72 施策⑦ 風水害に対応する防災機能の充実 

「●多摩川の洪水に備えた治水対策として，多摩川流域で高規格堤防 

（スーパー堤防）事業の促進を国に働きかけます。」を削除すること。 

スーパー堤防事業は，費用はかかるが効果が疑わしく，また，かさ上げ土

砂による環境破壊や他地域では住民に立退きを強制するなど，問題の多い

事業である。このような事業を十分に検討せずに安易に国に要望すべきで

ない。まず，要望の根拠となる検討結果を市民に示すこと。 

スーパー堤防については，国主導のもと事業を進めているものでありま

す。東京都の地域防災計画においても，多摩川における高規格堤防整備

の実施が位置付けられています。 

なお，本市における洪水対策につきましては，堤防等のハード整備だけ

ではなく，適切な土地利用誘導等，ソフト対策と合わせた対策を推進し，

より災害に強いまちづくりを推進して参ります。 

第２節  

実現のため

の施策  施

策⑦ 

72 ページ 

57 72 ページにある多摩川の洪水に備えるためとして，「多摩川流域での高規

格堤防（スーパー堤防）事業の促進を国に働きかけます」という文言には

異議を唱えます。 

防災対策としてのダム建設や巨大堤防などのコンクリート建築物はほと

んど意味がないことは，東日本大震災が証明しています。堤防は災害に対

して 1 センチでも足りなかったら何の意味もなさないのです。災害の大き

さが想定できない中で，ただそれに巨大さだけで対抗するのは殆ど無意味

であり，スーパー堤防を推し進める国の政策は，無駄な公共事業の推進で

す。いつ起こるかわからない大洪水に切れ切れのスーパー堤防で対抗する

という考え方そのものが無謀と言わなければなりません。 

治水については，すでにコンクリートの堤防ではなく，自然を生かした河

岸の整備で被害を最小限に抑える方法へと転換するのが先進国の常識で

す。 

多摩川の整備事業が国の事業だからと言って，国にこのような事業の促進

を働きかけるなどとんでもないことです。財政問題に敏感な自治体とし

て，国の無駄で無謀な公共事業に歯止めをかける役割をこそ果たすべきと

考えます。 
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第５章 住環境 

第２節  

実現のため

の施策 

施策④ 77

ページ 

58 P. 77 施策④ 

「●地域のふれあいの場として，河川や農地などの地域資源を生かした小

公園や広場づくりを検討します。」の後に，「また，公共施設や空家などを

活用して，コミュニティ活動の拠点を充実します。」を追加すること。施

策④は公共施設や地域福祉センターの縮小化と読み取れるが，市民のニー

ズに逆行する。効率化は必要だが，高齢者がぶらりといけるような雨に濡

れない施設が絶対的に不足している。道路整備よりこちらの方が優先度が

高いし，安いし，容易にできる。 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。公共施設の

配置については，既存の公共施設の現状を踏まえ，適正な配置と効率的

な運営を中心に検討を進めて参ります。 

第２節  

実現のため

の施策施策

④１行目 

７７ページ 

59 オ）住環境 うるおいとくつろぎをもって”住まう“★実現のための施策

●既存の公共施設の現状を踏まえ，適正な配置と効率的な運営を中心に，

今後の公共施設の在りかたを検討します。点在する福祉関連施設は，出き

るだけ地域毎に集中化して利便性を高めるべき 

第６章 景観 

第２節  

実現のため

の施策 

施策① 80

ページ 

60 P. 80 施策①武蔵野の面影を残す自然環境を生かした景観形成 

「●国分寺崖線沿いの開発や建築計画を適切に誘導し，国分寺崖線の自然

景観と周辺の住宅地との調和を図ります。」を追加すること。 

入間町 2 丁目の中高層集合住宅などは，景観計画の観点からもしっかりチ

ェックすべきである。 

御意見のとおり，追加いたします。 

【修正】 

●国分寺崖線沿いの開発や建築計画を適切に誘導し，国分寺崖線の自然

景観と周辺の住宅地との調和を図ります。 

- 

61 カ）景観 みんなが誇れる“風景”（イ）環境と合わせて） 

環境（自然環境・都市環境），景観（自然景観・都市景観），資源（エネル

ギー・資源）３つのカテゴリーで項目整理をすべき 

（案）では環境・エネルギー・景観が混然としている） 

エネルギーに関する取組は，「調布市環境基本計画」に基づき推進してい

る状況です。そのうち「循環型の都市づくり」に向けた取組については

都市計画にも関連しているため，都市計画マスタープランに位置付けて

いる状況です。これらは環境配慮の考え方が根底にあるため，「第 2 章 

環境」の１項目としています。 

また，自然環境は環境と景観の両方に係ってきますが，景観形成を主目

的とした取組については「第 6 章 景観」に位置付けています。 

第７章 地域活性化 

第２節  

実現のため

の施策 

地域活性化

関連方針図 

86 ページ 

62 P. 86 「地域活性化関連方針図」 

図から「外環」 を削除すること。国の事業であり，2020 年までに供用

されることはない。また，調布市の地下を通過する道路であり地域活性化

との関連薄い。 

道路については位置関係等をわかりやすくするための基礎情報として掲

載しており，地域活性化の施策として掲載しているわけではありません。 
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Ⅴ 地域別の整備方針 

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

第２章 東部地域の整備方針 

第２節  

東部地域の

街づくり方

針 

（３）将来

の地域構造

①イ 92 ペ

ージ 

63 P. 92「イ 文化・交流の拠点」 

●NTT 中央研修センタ周辺 

地区住民が交流する緑豊かな活力ある文化・交流の拠点，として位置付け

ます。」とあるが，再開発に伴い管理が強化され，敷地内を市民は利用し

にくくなっていている。雑木林の保全活動や地域自治会のラジオ体操の場

以外に，具体的な施策の事例を挙げられたい。 

ＮＴＴ中央研修センタ敷地内やその周辺は，武蔵野の面影を残す国分寺

崖線の緑豊かな環境が形成されています。また桜の季節には施設の公開

も行われ，地区住民の交流の場となっています。このため，ＮＴＴ中央

研修センタ周辺を地区住民が交流する緑豊かな活力ある文化・交流の拠

点として位置付けております。 

第２節  

東部地域の

街づくり方

針 

（３）将来

の地域構造 

東部地域の

将来地域構

造 

93 ページ 

64 P.93 「東部地域の将来地域構造」 

道路を示す線において，事業化されてない計画路線は削除するか，少なく

とも点線にして既存部分と区別すること。 

「調 3・4・10 号（品川通り）」の計画路線部分を削除すること。少なく

とも点線にして既存部分と区別すること。調 3・4・10 号（品川通り）

は第三次の優先整備路線に位置付けられたが問題の多い路線であり，第 4

次では優先整備路線から落とすべきである。 

白百合女子大学を貫通する路線は，数十年前に計画されただけの路線であ

り，P. 93 にある「文化交流の拠点」にふさわしい環境を破壊するもので

ある。人口減少社会に入り，交通需要の大幅な減少が始まっているにもか

かわらず，数十年前の計画を載せ続けることが理解できない。 

東京都と調布市を含む多摩の 28 市町により「多摩地域における都市計

画道路の整備方針（第三次事業化計画）」を策定し，優先的に整備する路

線，要検討路線などを指定しております。今後も東京都において，都市

計画道路の必要性・優先性等の検証を行い，第四次事業化計画が策定さ

れる予定です。また，市として道路網計画を策定する予定であり，これ

らに基づいて随時整備を進めていく考えです。 

将来地域構

造９３ペー

ジ 

65 （７）地域別の整備方針東部地域の整備方針＜将来地域構造＞都市計画道

路：調 3・4・10 号の計画線は将来の地域構造に反するので見直し要 

調布３・４・１０号線（品川通り）は，「多摩地域における都市計画道路

の整備方針（第三次事業化計画）」において，必要性の確認がなされ，優

先整備路線として位置付けており，都市基盤としての必要性を明らかに

しています。そのため，現時点において，調布３・４・１０号線（品川

通り）については，必要な路線と考えています。 

また，将来地域構造は，将来を見据えた地域を特徴づける拠点，軸を示

すものとして，必要な記載と考えています。なお，御意見につきまして

は，関係部署との情報共有を図ります。 
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第３節  

実現に向け

た施策 

（１）交通 

方針 94 ペ

ージ 

66 P.94 方針① 表（全体構想の方針と東部地域の方針の関連性）及び（方針

と実現に向けた施策） 

「方針①：道路ネットワークの整備を促進し，生活道路への通過交通の進

入を防止します」を「方針①： 将来交通需要を考慮した道路ネットワー

クの整備を行います」に改めること。 

幹線道路を整備しても生活道路への通過交通の進入はなくならない。むし

ろ誘発交通を増やす。幹線道路の車は，生活道路から来て生活道路に戻る。

生活道路への通過交通の進入は交通規制等，他の施策で行うべきである。

本当に必要なものを見極めて，整備すべきである。 

幹線道路は，つながるべき箇所と箇所が各路線で結ばれ，道路網として

構築されることで，本来見込んだ効果があらわれてきますので，計画に

沿った整備が重要であると認識しています。 

生活道路への通過交通の流入は，本来役割を担うべき幹線道路機能が不

足していることが要因であると認識しており，市民の生活環境を守るた

めにもそういった課題箇所の解消が必要であると考えています。 

第３節  

実現に向け

た施策 

（１）交通 

方針 94 ペ

ージ 

67 P. 94 方針⑥表（全体構想の方針と東部地域の方針の関連性 )及び   

（方針と実現に向けた施策） 

全体構想の方針「○自転車をひとつの交通手段として位置付け，走行環境

等を整備します」はよいが，東部地域の方針「方針⑥：歩行者や自転車が

共存できる走行環境を整備します」は意味不明である。自転車は原則とし

て車道を通行すべきものであり，乗用車等と共存できる走行環境を車道に

整備すべきである。歩道は，歩行者が安全に通行できる空間にすべきであ

る。また，実現に向けた施策「●歩行者・自転車の安全性の確保を優先し，

そのための整備の手法を検討していきます。」 は何ら具体策がない。 

地域の特性に応じたまちづくりを進めていくために，各分野に応じてま

ちづくりの基本的な考え方を方針として位置付けをしております。具体

的な施策としては，歩行者・自転車の安全性の確保を優先し，そのため

の整備の手法を検討していきますとして，基本的な考え方を示しており

ます。 

第３節  

実現に向け

た施策 

（１）交通 

方針① 94

ページ 

68 P. 94 方針① 

「対策箇所」 の表は削除すること。 

人口減少社会に入札交通需要の大幅な減少が始まっているにもかかわら

ず，また，環境破壊や大気汚染などの影響があるにもかかわらず，数十年

前の計画路線を載せることは大きな誤りである。第 4 次事業化計画の検討

が始まりつつあるが，計画の廃止を含めた検討を行うことが重要である。 

幹線道路は，つながるべき箇所と箇所が各路線で結ばれ，道路網として

構築されることで，本来見込んだ効果があらわれてきますので，計画に

沿った整備が重要であると認識しています。 

生活道路への通過交通の流入は，本来役割を担うべき幹線道路機能が不

足していることが要因であると認識しており，市民の生活環境を守るた

めにもそういった課題箇所の解消が必要であると考えています。 

第３節  

実現に向け

た施策 

（１）交通 

方針② 95

ページ 

69 P. 95 方針② 

対象箇所として都道 118 号が記載されているが，都道 3・4・17 号と成

城富士見橋通り間の約 150m 間の交通渋滞と歩行者の安全対策を最優先

して行うよう東京都に働きかけるべきである。周辺の都道 3・4・17 号

はダンプカーの「無料路上駐車場」となっていることと好対照である。都

道 3・4・17 号の延伸よりも都道 118 号の改良が先である。 

現在，東京都で第四次事業化計画が検討されているため，東京都へ情報

共有を図り，今後の参考とさせていただきます。 

第３章 西部地域の整備方針 

第３節  

実現に向け

た施策 

（２）環境 

方針⑤110

ページ 

70 P. 110 方針⑤ 自然とふれあう，水と緑のネットワークづくりを進めま

す 

「崖線や文化財と一体となった緑を守り，身近な水辺空間と縁の空間を結

ぶ水と緑のネットワークを形成していきます。」とあるが，幹線道路は騒

音と排気ガスとふれあえるだけであり，道路整備の理由づけにするのは間

違っている。 

道路整備を進めていくということではなく，道路の新設や既存道路の改

修に合わせた街路樹の整備などにより，市民が憩える緑を形成し，崖線

などのまとまった緑空間を結ぶネットワークを形成するということで

す。 
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第５章 北部地域 

将来地域構

造 

１３２ペー

ジ 

71 北部地域の整備方針 

 ＜将来地域構造＞ 

国分寺崖線の緑，野川の水辺，武蔵境通りの環境軸は重要な要素なので追

加 

市としても，国分寺崖線，野川，武蔵境通りについては，北部地域の環

境を構成する重要な要素だと認識しており，水の軸，緑の軸として将来

地域構造に位置付けております。 

第６章 特定市街地の整備 

第３節  

農住市街地

②農住市街

地重点整備

地区と整備

方針 148

ページ 

72 P. 148 ②農住市街地重点整備地区と整備方針「若葉町：都市計画道路整

備が予定されている地区」 の「●生活道路及び都市計画道路の整備」を

「●生活道路及び都市計画道路の整備の見直しに改めること。 

東京都と調布市を含む多摩の 28 市町により「多摩地域における都市計

画道路の整備方針（第三次事業化計画）」に基づき計画されている道路を

対象としており，都市計画道路の必要性・優先性等の検証を行い，第四

次事業化計画が策定される予定です。今後随時宅地化されていく見込み

の市街化農地について，計画的に開発を行っていく上での考え方を示し

ていることから，”見直し”という言葉は馴染まないと考えます。 

Ⅵ 実現に向けて   

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

第２章 推進体制の整備 

第１節  

参加と協働

によるまち

づくりの推

進 

153 ペー

ジ 

73 五，「意見の結論とイメージ図」 

市の現実指標を勝手にイメージ図（1）に描いた。イメージ図（2）は市

政公認の市民，事業者，行政の役割を三位一体として示したものである。

これは理想図である。現実は市民発意とその成熟度，金融経済のカ関係で

図（1） になっている。市政を担う幹部職の諸氏は「『可能性をつくれ」

を掲げて，図（2）の調布市を実現すベく市民とともに，その責務を全う

するよう求める。 

Ⅲまちづくりの構想第３章「合意形成によるまちづくり」にあるように，

市民・行政（市）・事業者の適切な役割分担のもと参加と協働によるまち

づくりを計画的に進めて参ります。 

第３節  

庁内体制の

整備 

156 ペー

ジ 

74 P.156 第 3 節庁内体制の整備 

「また，住民の合意形成によるまちづくりを推進するために，職員の資質

の向上が必要であり，あらゆる機会を捉えて人材育成を図ります。」とあ

るが，市民・住民と交流することが職員の資質の向上にもっとも必要であ

ることを強調しておく。職員の意識や働きぶりを見ていると，住民福祉の

増進という本来の目的を忘れ，目先の法令等の順守と責任回避が第一にな

っていて，何も考えずに決められたことをやるだけという感じがする。 

平成 25 年に策定した調布市基本構想に掲げているとおり，参加と協働

のまちづくりが重要であると認識しており，都市計画マスタープランに

おいては「合意形成によるまちづくり方針（Ｐ50）」等を位置付けてい

ます。御意見につきましては，市政運営に対する御意見として，今後の

参考とさせていただきます。 
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第４節  

都市計画マ

スタープラ

ンの進捗管

理 

157 ペー

ジ 

75 P. 157 第 4 節都市計画マスタープランの進捗管理 

相変わらず PDCA サイクルの図を示しているが，たとえば「H34：定期

見直し」に相当する今回の見直しが，どれほど，まともな進捗状況把握 

（・施策評価・事務事業評価，・市民の意向調査）されたか示されたい。

データなしに，実現可能性のわからない美しい未来像が描かれている。市

民にとって「画餅」に終わらないことを祈る。 

進捗状況の管理のために，調布市基本計画に掲げる施策評価・事務事業

評価を毎年実施しており，それを踏まえて今回の改定作業を行っていま

す。なお，施策評価・事務事業評価の結果は市のホームページでご覧い

ただけます。市民意向については，細かく把握する目的から，対話形式

の市民サロンを全 13 回開催する中で把握しております。 

その他    

項目 No 御意見等の概要 市の考え方 

－ 

76 調布市は，花火大会があるのに高層マンションを建てるのはおかしい。野

外で，朝日，夕日，花火も見られるように，建売り住宅や，高層マンショ

ンをこれ以上増やさないでほしい。 

良好な街並み景観の形成に向けて，景観分野の第２節実現のための施策

③において基本的な考え方を示しております。 

なお，建物の高さについては，建築物の高さの最高限度を定める高度地

区や地区計画等の都市計画制度を活用し，適切な誘導を図っているとこ

ろです。 

－ 

77 2－②スーパー堤防：これは絶対にやめるべきです。ここに大規模な堤防

を作った結果，アユは棲まなくなりました。要望を出された下流の方々は

移転した方も多く，残ったのはコンクリート構造物です。また，補助を受

けるにしても莫大な費用の負担が市にかかってきます。環境面からも最悪

な状況になります。堤防を作る前に，危険地域への住宅の建設を規制する

方が先であります。 

今後，私の専門の立場からも洪水の発生確率は確実に上がると予想できま

す。災害に対しては，硬いもので対応するのでなく，方策という柔らかい

もので対応していただきたいです。 

スーパー堤防については，国主導のもと事業を進めているものでありま

す。東京都の地域防災計画においても，多摩川における高規格堤防整備

の実施が位置付けられています。 

なお，本市における洪水対策につきましては，堤防等のハード整備のみ

ではなく，適切な土地利用誘導等，ソフト対策と合わせた対策を推進し，

より災害に強いまちづくりを推進して参ります。 
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－ 

78 3―⑦，３－⑭：環境問題に対する対応が一般的すぎます。外来種問題も

はやりのように扱われていますが，オオキンケイギクがきれいだからと庭

に植えたり，ホームセンターで外来種を公然と売っている状況を調布市が

先頭で条例によって売らせないなどの対策を立てていただけないでしょ

うか。１年に何回かイベントを開いてもホームセンターでは毎日外来種を

売っています。イベントが効果ないことをそろそろ築いていただき，少な

くとも市の上位計画に外来種駆除などの用語は入れないでいただきたい

です。 

また，環境と言うと自然環境のようにとらえられ，マスタープランでもそ

のように扱われていますが，それは間違いです。環境には社会環境も入り，

大切なのは人の心の問題なのです。人の心が，豊かになれば，自然環境も

保たれますし，おいしい食材も，文化も育つのです。二酸化炭素問題や湧

水の問題を個々に扱うのではなく，全体として考えるべきです。そこに市

民が到達するために環境に関する市民サロンのようなものを創設し，その

場所で社会環境も含めた環境マップをみんなで作成し，順応的管理の方法

で，市民と行政が一緒になって環境を考えていくというのはいかがでしょ

うか？ 

マスタープランというのは，市民が中心で作るものですが，市民にもいろ

いろなレベルの方があり，ブレーンストーミングを正しくやるのは，与条

件を示してから同じレベルにしてから議論しないとただ会議を開いただ

けということになり良いものはできません。もう一度検討してみてくださ

い。 

調布市の環境分野に関する具体的な取組については，「調布市環境基本計

画」や「調布市緑の基本計画」に基づき推進しております。御意見につ

きましては，関係部署と情報共有を図り，今後の参考とさせていただき

ます。 

なお，今回の改定を進めるに当たり，市民との見直し作業の場として設

置した「都市計画マスタープランを考える市民サロン」において，市民

の方々と意見交換を重ねてまいりました。本提案書は，これまでの市民

サロンでいただいた意見等を「市民提案書」としてとりまとめ，市に提

出されたものでございます。 

今回の改定に当たっては，本市民提案書に配慮し，都市計画マスタープ

ランの関連分野等に適切に反映することに努め，改定案の作成に向けて

作業を進めてきました。 

本提案書の内容については，都市計画の分野に限らず，環境分野をはじ

め福祉，防災などの他分野に関連する意見・提案をいただいております。

都市計画マスタープランへ反映するとともに，都市計画マスタープラン

の内容を超えた意見・提案につきましては，関係部署が所管する，関連

計画や事業を進めるうえで配慮する内容として，庁内において広く周知

を図っております。 

  

－ 

79 ② 現在の調布駅・市役所周辺は，すべての公共施設がそろっており，ま

さに一極集中ですが，万一の災害などの事故にそなえて，高台にある当地

域にも新しく神代出張所（支所）を設け，代替機能をもち，いちいち本庁

に行かなくても，子どもの転校の手続きや年金の申請などすべてのサービ

スがワンストップで一切ができるようにすべきです。他市区でやっている

ことが調布市ではなぜできないのですか？ 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。公共施設の

配置については，既存の公共施設の現状を踏まえ，適正な配置と効率的

な運営を中心に検討を進めて参ります。 

－ 

80 ③ 今後，人口減少社会が到来した時，駅から遠く不便な地域（しかも私

達の地域は高台にあります）から人口が減少してきます。これでは「住み

続けたいまち」からほど遠い状態です。調布市の合併前の旧調布町に多く

の税金を使い，便利になっていますが，旧神代町はなおざりにされたまま

になっております。もっと平等に税金を使い，迷惑施設であるふじみ衛生

組合新ごみ処理施設を作るだけでなくだけでなく，深大寺町にもっと生活

に便利になる公共施設・安全な道路を設けて下さい。都市計画マスタープ

ランの変更を望みます。 
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－ 

81 １，福島を忘れずに脱原発で生活できる都市。 

再生エネルギーによるエネルギー自給都市を目指す。 

太陽光発電，屋根は財産として最大限活用し普及させる。 

太陽熱の温水・冷暖房の普及を図る。 

地中熱，風力，バイオマスの活用を図る。 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。 

また，地球環境への負荷の少ないまちづくりは重要であると認識してお

り，環境分野において循環型の都市づくりに向けた基本的な考え方を示

しております。 

御意見のとおり，再生可能エネルギーの活用に向けた取組は重要である

と考えますが，環境基本計画や地球温暖化対策実行計画で扱う内容とな

るため，都市計画マスタープランに記述する内容ではありません。 

－ 

82 ３，ツバメの飛来・巣作り・子育てができる自然環境の再生。 

ウグイスの声がきけるヤブなど自然環境を再生。 

メダカ・ドジョウ・カエル・ヘビ・ウナギなどの生息できる湧水/水流/水

辺環境の再生。 

タバコの吸殻のある街路から花で飾られた街路に ,街路樹を花木や果実の

あるものにボランティアを活用してする。 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。 

御意見のとおり，自然環境の再生は重要だと考えますが，環境基本計画

や緑の基本計画で扱う内容となるため，都市計画マスタープランに記述

する内容ではありません。 

－ 

83 調布駅周辺ですが，幼児連れや，ベビーカーで休憩できるスペースがあり

ません。国領のすこやか規模とは言いませんが，ベビーカーや幼児連れで

も立ち寄れて，休憩のできるスペースを是非，調布駅に作ってください 

・赤ちゃんや幼児を連れて集まれる場所（低料金か無料） 

・買い物時にほんの一息，授乳やオムツがえや抱っこからおろせる場所な

どが望ましいです。 

市においても，子育てしやすい環境づくりは大切であると捉えており，

福祉分野の方針①（Ｐ65）で基本的な考え方を記述しています。 

御意見につきましては，個別具体の事業になりますので，関係部署と情

報共有を図り，今後の参考とさせていただきます。 
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－ 

84 ウ 福祉において 

「方針① 子どもや高齢者，障害のある人だけでなく，すべての人々にと

って，住みやすいまちづくりを進めます。 」 

オ 住環境において 

 「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。 」と方針が掲げられているにもかかわらず，調布

市の課題の１つである，「喫煙対策，受動喫煙対策」が掲げられておりま

せん。 

（１）タバコ規制枠組み条約では，日本国政府および国内の自治体に，タ    

バコの消費を抑制する施策および受動喫煙から完全に防ぐ措置が求めら

れています。 

（２）子どもや高齢者，ぜん息や心臓病等の持病のある人は，短時間の受

動喫煙であっても致命的になることがあります。 

（３）受動喫煙に関する相談・苦情が調布市に多く寄せられているとおり，

安全で快適な生活空間づくりには喫煙対策が避けて通れません。 

（４）喫煙・受動喫煙を起因とした救急搬送をなくし，もって地域救急医

療の崩壊を防ぎ安全安心できる医療サービスを受けられるようにする必

要があります。 

http://www.city-nakatsu.jp/hospital/parties/organ/digest/digest

201305/9.pdf 

（５）調布市は 2020 年東京五輪の会場となります。IOC の会長は，「開

催地には法令上の受動喫煙防止規制が求められる」と明言しています。 

上記（１）～（５）より，これからのまちづくりにあたっては，喫煙対策，

受動喫煙対策を確実に盛り込む必要があります。福祉健康部健康推進課の

意見・助言を必ず得て，その観点も盛り込んでください。 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。御意見のよ

うな個別具体的な検討が必要なものについては，担当課と連携を図りな

がら，個別計画の中で検討をして参ります。 

なお，調布市の受動喫煙対策については，平成 25 年 7 月に「調布市施

設の受動喫煙防止に関する基本方針」を策定しており，今後も受動喫煙

防止に向けて取り組んで参ります。 

－ 
85 ２，ＰＭ２.５対策 

ＰＭのでない燃料ＤＭE の利用普及。デイーゼルエンジンでＰＭを排出す

る軽油を止め，ＰＭを排出しないＤＭE の利用普及促進を図る 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。大気汚染な

どの公害に対する取組は，調布市環境基本計画に基づき推進しているた

め，都市計画マスタープランには示されていません。御意見を今後の参

考とさせていただくため，関係部署と情報共有を図ります。 

－ 

86 道路整備がもたらした大気汚染などの公害に対する視点が全くと言って

よいほどない。 
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－ 

87 東日本大震災の経験から防災面の記述はあるが，最悪の公害である福島第

一原発事故の経験が，再生エネルギーの創出などもっともっと多くの施策

に結びつけるべきである。 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。 

また，地球環境への負荷の少ないまちづくりは重要であると認識してお

り，環境分野において循環型の都市づくりに向けた基本的な考え方を示

しております。 

御意見のとおり，再生可能エネルギーの活用に向けた取組は重要である

と考えますが，環境基本計画や地球温暖化対策実行計画で扱う内容とな

るため，都市計画マスタープランに記述する内容ではありません。 

－ 

88 北部公民館，神代中学正門に京王ミニバスを停めていただきたい。神中の

坂はキツイです。 

市においても，バス路線の充実など公共交通の充実は重要であると捉え

ており，交通分野の第２節実現のための施策②「公共交通等の充実（Ｐ

57）」で基本的な考え方を記述しています。 

御意見につきましては，個別具体の事業になりますので，関係部署と情

報共有を図ります。 

－ 

89 調布駅が地下化され，使いやすくきれいになりよかったと感じています。

また，駅周辺もこれから開発され，増々にぎわっていくのだろうと思われ

ます。 

そのことについては何の抵抗もありませんが，駅まで行くためにどうして

も便利さを考え，自転車に乗って行かなければならないことで，ここのと

ころ悩みが 1 つ増えました。駅周辺の自転車置き場のことです。 

せっかく京王線の駅が地下になり，踏切後がきれいに整備されつつあるの

に…と思ったりもします。放置されている自転車を見るたび無料の自転車

置き場がもっと便利な場所に，置ける台数にも余裕があるなら，きちんと

置くことができるのではないか，放置したくて放置しているわけではない

のではと思うのです。 

駅周辺の計画をされたり開発に携わる方々は，きっと市民の立場，気持ち

を反映して下さり，皆が増々調布に住みたい，調布に住んでよかったと心

から言える町づくりをお願いいたします。 

駅の近くに有料の自転車置き場が，これからもできるということも聞いて

おりますが，そこができるまでの間ということでもよいのです。今の現状

では有料（月極）のところも借りることができない状況ということをご理

解いただきたいのです。 

調布市では，調布駅をはじめとした駅周辺を放置自転車禁止区域に指定

しております。この禁止区域に放置されている自転車については，定期

的に撤去作業を行っております。 

また，調布駅の自転車等駐車場の整備につきましては，自転車等対策実

施計画に基づき，整備を進めていきます。 

京王線連続立体交差事業が完了し，駐輪場を整備するまでの間，ご不便

をおかけすることになるかと思いますが，ご要望にお応えすべく撤去作

業を行って参りますので，ご理解のほどよろしくお願いします。 
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－ 

90 提案いたします。私の提案は，貴都市計画マスタープランのの 8 つの改定

の視点のうちの「景観，地域活性化」の方針・施策を新たに示すに該当す

る案です。 

私の提案は， 

①調布市立図書館の現在の蔵書・資料・コンテンツに，新たに，毎年度    

（あるいは隔年），数十点ないし数百点の「2 か国語ページ表示の電子書

籍」を加えて頂きたいことです。もちろん，その電子書籍は，市内・市外

の誰もが有料あるいは無料で，貸与などによるダウンロードできるものと

します。 

②新たに加える 2 か国語ページ表示の電子書籍の制作は，原則として，市                          

内の中高年者によって制作され，調布市立図書館によって（言い換えれば 

調布市によって）買い上げられる電子書籍であること 

③提案の必須の要件ではありませんが，上記の中高年者が，その電子書籍  

を制作したり，制作に関連して協議できる場として，市内数か所に， 

常設の「（仮称）市民による図書館電子コンテンツ制作所」を設営する。

以上 

都市計画マスタープランは，都市計画に関する基本的な方針を示すもの

であり，個別具体の事業計画を定めるものではありません。御意見のよ

うな個別具体的な検討が必要なものについては，担当課と連携を図りな

がら，個別計画の中で検討をして参ります。 

－ 

91 ①都民住宅も少なく，都営住宅も倍率が高い。 

②中古マンションも値段が高く，買えません。 

③府中市に引っこしを考えています。（府中市の中古マンションなら買え

そうなので。） 

御意見につきましては，関係部署と情報共有を図ります。 

  


