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や障害者を含めだれもがストレスなく利用でき，円滑な移動が可能な公共交通体系の構築を

目指します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  京王多摩川駅は，ユニバーサルデザインに配慮した駅舎と，周辺地域の整備改善を進めていきます。 

 ミニバスを含め地域の回遊性を高めるため，バス交通の充実を図ります 

高齢者の移動手段としてバス交通は，非常に重要です。地域間ネットワークを充実させ，

利便性を向上させるため，ミニバス（コミュニティバス）の導入，運行時間の延長，ノンス

テップバス
※

や電気自動車などの導入，バス停のベンチの設置など，利用者に配慮したバス交

通の在り方を検討し，その実現を進めていきます。特に，調布駅から他地域の拠点への連絡

や，調布駅から桜堤通りを通り国領駅へ至るルートなど，回遊性を高めるルートを検討して

いきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  各地域からだれでも，種々の公共施設に手軽に行けるように，地域全体の公共交通機関のサービス向

上を研究・検討します。 

  現在，多摩川住宅から国領駅を結ぶ公共交通機関がなく，地区住民の利便性向上のため，バス路線の

延長，新設をバス事業者と協議し検討します。 

 
○ 歩行者（車いす利用者などを含む）や自転車が共存できる走行環境の整備を行います 

歩行者が安心して歩ける歩道や自転車レーンの設置など，自転車の走行環境を整備します。 
(ｷ) 歩行者・自転車の走行環境整備 

 歩行者・自転車の安全性の確保を優先した整備の在り方を検討していきます 

地球温暖化対策として，自転車や公共交通体系への転換が求められており，移動手段とし

ての歩行や自転車の重要性が増してきています。低炭素型都市の構築という観点からも，「歩

いて暮らせるまちづくり」が取り上げられています。自動車中心の交通体系を改め，歩行者・

自転車の安全性が確保された新しい道路整備の在り方を検討していきます。また，併せて，

計画的な駐輪場（自転車等駐車施設）の設置も検討していきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  主要市道１８号線は幅員が狭く，歩行者・自転車の通行が妨げられています。歩行者・自転車通行の

安全性確保のため，大型車の進入禁止などの対応策を検討していきます。 

  主要市道２０号線は桜の名所として安全で快適に歩ける歩行者空間の整備を推進します。 

  三中通りと主要市道２３号線の交差点は複雑に入り組み，歩行者・自転車の通行が多く，安全を確保

する必要があります。さらに，桜堤通りが延長された時の交通量を予測し，安全な交差点を検討しま

す。 

  自転車の通行が多い駅周辺道路では安全性・利便性に配慮し，自転車レーンの設置，駐輪場（自転車

等駐車施設）の確保を検討していきます。 
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 ( 2 ) 交 通 分 野 方 針 図  
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 ２ 環境 

 

環 境 
水と緑に“憩う” 

～生命の安らぐまちづくり～ 

 (1 ) 環 境 分 野 の基 本 的 な考 え方  

都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ，南部地域の環境分野におけるまちづ

くりの基本的な方針を示します。 
 都市計画マスタープランの“環境”の基本的な方針 

１ 武蔵野の限りある水と緑の環境を積極的に守り育て，調布らしさを発揮します。 

２ 循環型の都市づくりを進めます。 

３ 都市農地を守り生かし，安らぎのあるまちづくりを進めます。 

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。 

 

 地域別街づくり方針の目標 

○○必必要要ななととこころろにに自自然然環環境境をを残残ししたたままちちづづくくりりにに取取りり組組みみまますす  

多様な地域特性に応じて，駅周辺の市街地整備とともに，必要なところに自然環境を保全し，

ゆとり空間のあるまちを目指します。 

○○地地域域ににふふささわわししいい公公園園・・緑緑地地のの整整備備とと環環境境維維持持ののたためめのの仕仕組組みみづづくくりりをを考考ええまますす  

市民のレクリエーションや身近な交流の拠点として，地域にふさわしい身近な公園・緑地を整

備するとともに，利用者の視点に立った安全・安心な公園づくりを推進します。 

○○河河川川のの親親水水化化をを推推進進しし，，安安全全なな憩憩いいのの場場ととななるる河河川川環環境境づづくくりりにに取取りり組組みみまますす  

多摩川，野川は，水とふれあう空間として活用を図るため，市民の安全な憩いの場としての河

川環境づくりに取り組みます。 

○○都都市市農農業業をを継継続続ででききるる仕仕組組みみづづくくりりとと合合わわせせてて，，周周辺辺環環境境とと調調和和ししたた都都市市農農地地のの保保全全にに取取りり

組組みみまますす  

「 農
みのり

の里」づくりとして，都市農業を継続できる仕組みづくりと合わせて，周辺環境と調和し

た都市農地の保全・活用方策を検討していきます。 

○○自自然然ととふふれれああうう，，水水とと緑緑ののネネッットトワワーーククづづくくりりをを進進めめまますす  

多摩川の水辺や布田崖線（立川崖線）の緑，文化財等と一体となった身近な緑などの自然環境

を守り，つなげていくことで，人にも自然にもやさしい，うるおいのある都市環境の形成を図り

ます。 

○○公公・・民民のの連連携携にによよるる緑緑づづくくりりをを推推進進ししまますす  

公共による緑の拠点を基軸として，民間により創出されるさまざまな緑との連携により，緑豊

かな都市環境の創出を図ります。 
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【施策の体系（実現に向けての方策）】 
都市計画    

マスタープラン 地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

1  水 と 緑 の

環 境 資 源 の

保全 

 

2  循環型都

市づくり 

○必要なところに自然環

境を残したまちづくりに

取り組みます 

(ｱ）緑の環境資源

の保全 

布田崖線（立川崖線）の緑や歴史・

文化と一体となった身近な緑の環

境資源を保全していきます 

(ｲ)湧水，地下水，

雨水の確保 

崖線付近の湧水を確保するため，

雨水の浸透性の向上に努めます 

○地域にふさわしい公

園・緑地の整備と環境維

持のための仕組みづくり

を考えます 

(ｳ）公園・緑地の

整備 

地域特性に合わせた公園・緑地を

計画的に整備します 

市民の交流拠点として，利用者の

視点に立った安全・安心な公園・緑

地づくりを推進します 

団地の再生では，地区計画制度を

活用した適切な地区施設の配置な

どにより，良好な環境を確保します 

○河川の親水化を推進

し，安全な憩いの場とな

る河川環境づくりに取り

組みます 

 

(ｴ）河川環境づくり 河川の動植物の生息環境を守り，

多自然型・親水型の河川環境を形

成します 

野川沿いの美しい桜並木の手入れ

や草刈りなどの維持管理に関して

市民参加と協働の仕組みづくりを検

討していきます 

多摩川サイクリングロードでは，安

全で快適なサイクリングやウォーキ

ングなどが楽しめるよう利用環境の

向上に取り組みます 

3 都市農地

等の保全 
○都市農業を継続できる

仕組みづくりと合わせ

て，周辺環境と調和した

都市農地の保全に取り組

みます 

 

(ｵ）都市農地の保

全，活用 

生産緑地を含む田畑を残し，周辺

環境と調和するように保全策を検討

します 

都市農地を活用した市民と農のふ

れあいの場づくりに取り組みます 

(ｶ）屋敷林の保全 武蔵野の風景を残す屋敷林の保全

を支援していきます 

4  水 と 緑 の

ネットワーク

の形成 

○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 

(ｷ）水と緑のネット

ワークの形成 

崖線や文化財と一体となった緑を守

り，身近な水辺空間と緑の空間を結

ぶ水と緑のネットワークを形成して

いきます 

5 緑の創出 

 
○公・民の連携による緑

づくりを推進します 

(ｸ）公共施設等の

緑化の推進 

ヒートアイランド現象の緩和など地

球温暖化対策として，公共施設や

教育文化施設などの屋上緑化
※

，壁

面緑化を推進していきます 



 
 - 68 - 

都市計画    

マスタープラン 地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

道路や駅前広場の緑化を推進し，

にぎわいと環境の調和のとれた都

市環境を創出します 

(ｹ）民有地の緑化

の誘導 

地区計画制度等を活用した緑化を

推進します 

 
○ 必要なところに自然環境を残したまちづくりに取り組みます 

南部地域は，調布駅・布田駅・国領駅の各駅を中心としたエリアに都市機能が集積し，活気

とにぎわいのある市街地が形成されています。一方，中心市街地の周辺では，多摩川の大きな

オープンスペースと布田崖線（立川崖線）の緑，府中用水の水辺，布田から染地にかけて広が

る都市農地が水と緑の骨格を形成するなど，地域のうるおいと安らぎを呈しています。また，

下布田遺跡や布多天神社，国領神社等の社寺林などの地域の貴重な環境資源が残されています。

これらの多様な地域特性に応じて，駅周辺の市街地整備とともに，必要なところに自然環境を

保全し，ゆとり空間のあるまちを目指します。 
(ｱ) 緑の環境資源の保全 

 布田崖線（立川崖線）の緑や歴史・文化と一体となった身近な緑の環境資源を保全していきます 

南部地域には，武蔵野の面影を残す布田崖線（立川崖線）の緑や都市農地や屋敷林と一体

となった田園風景が残されています。染地から布田，小島町に至る布田崖線（立川崖線）の

緑，多摩川・府中用水沿いなどの自然環境や布多天神社，国領神社の社寺林などの歴史・文

化と一体となった周辺の緑を保全するため，地域制緑地
※

の指定や公園・緑地としての整備等

により保全，活用策を検討します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  調布南高等学校交差点の既存樹木の保全を図っていきます。 

  布田３丁目の道路脇には巨木などの良好な自然環境が残されているため，保全を推進します。 

  水田脇の水路の保存・復元など地域の自然景観の形成を図っていきます。 

  桜堤通りの桜並木を保全していきます。 

 
(ｲ) 湧水，地下水，雨水の確保 

 崖線付近の湧水を確保するため，雨水の浸透性の向上に努めます 

地域に見られる湧水は，崖線の緑とともに市民にうるおいを与える貴重な資源となってい

ます。これらの貴重な水資源である湧水の保全，涵養を図るため，雨水浸透ますの設置の働

きかけや既設の雨水ますの浸透式への改良を進めるとともに，道路の透水性舗装
※

により，循

環型の都市づくりに取り組みます。 
 

○ 地域にふさわしい公園・緑地の整備と環境維持のための仕組みづくりを考えます 

公園には，市民生活にうるおいや安らぎをもたらし，市民のふれあいの場であるレクリエー

ションとしての役割，都市防災の拠点としての役割，生態系の保全など環境保全の役割，地域
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を特徴づける景観を形成する役割などがあります。 
市民のレクリエーションや身近な交流の拠点として，地域にふさわしい身近な公園・緑地を

整備するとともに，利用者の視点に立った安全・安心な公園・緑地づくりを推進し，維持管理

のための仕組みづくりを検討します。 
(ｳ) 公園・緑地の整備 

 地域特性に合わせた公園・緑地を計画的に整備します 

地区住民の交流や憩いの場となる，歩いて行ける公園・緑地の充実を図ります。調布駅前

広場の整備に当たっては，市民意見を聞きながら関係機関との協議等を踏まえ，検討を進め

ていきます。また，国史跡である下布田遺跡については，保全に向けた取組を進め，史跡公

園としての活用について検討を進めていきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  下布田遺跡（ヘビ山）は全国的に見ても貴重な歴史資源であり，緑とともに保全します。 

  調布駅前はシンボルとしての噴水の復活や，タコ公園（調布駅前公園）を残すことを検討します。 

  布多公園の拡大整備後は，良好な環境の維持と積極的な公園の活用による地域の活性化を図るため，

地元住民の参加による管理体制も検討していきます。 

 市民の交流拠点として，利用者の視点に立った安全・安心な公園・緑地づくりを推進します 

身近な自然的環境とのふれあいの場や日常的な健康づくりの場など，子どもから高齢者ま

で幅広い年齢層の人々が都市空間で快適に暮らすためのニーズに対応するため，公園利用者

のニーズを把握しながら，利用者の視点に立った快適で安全・安心な公園・緑地づくりを推

進します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  南部地域の公園や緑道等にはトイレ等の施設がないため，維持管理と防犯上の観点から，近隣住民と

意見交換しながら，必要に応じて公園，遊歩道にトイレの設置を検討していきます。 

  多摩川沿いにはトイレが少なく，維持管理と防犯上の観点から，近隣住民と意見交換しながら，必要

に応じてトイレの設置を検討していきます。 

 団地の再生では，地区計画制度を活用した適切な地区施設の配置などにより，良好な環境を確

保します 

大型集合住宅の将来的な再生に当たっては，ゆとりある敷地を生かした公園づくりの検討

が必要です。一団地の住宅施設である多摩川住宅の建替え等に当たっては，地区計画制度を

活用した適切な地区施設の配置等により，良好な環境を確保します。 
 

○ 河川の親水化を推進し，安全な憩いの場となる河川環境づくりに取り組みます 

河川は，さまざまな動植物が生息する水と緑の空間として，市民に安らぎをもたらすオープ

ンスペースとしての機能や，沿川地域と一体となってうるおいのある美しい都市景観を形成す

る機能，さらには，人の集まる水辺空間として市民の憩いの場となる重要な役割を担っていま

す。多摩川，野川は，水とふれあう空間として活用を図るため，市民の安全な憩いの場として

の河川環境づくりに取り組みます。 
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(ｴ) 河川環境づくり 

 河川の動植物の生息環境を守り，多自然型・親水型の河川環境を形成します 

多摩川，野川は，本来の水辺環境の復元や，川沿いの緑化による景観の向上，市民が自然

とふれあう憩いの空間としての活用を図るよう河川管理者に働きかけます。 
府中用水については，多自然型・親水型の整備等により，河川環境づくりに取り組みます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  多摩川の河川敷に，親子で遊べるスペースの確保や利用マナーの啓発を促すサインの設置等を河川管

理者と検討します。 

  府中用水に沿って緑道とビオトープなどの親水空間の整備を検討します。 

  多摩川への入口は一部の看板等が老朽化しており，バリアフリー化も図られていないため，整備・改

善を行い，多摩川の河川敷との連続性を確保します。 

 野川沿いの美しい桜並木の手入れや草刈りなどの維持管理に関して市民参加と協働の仕組み

づくりを検討していきます 

野川沿いの桜並木は，沿川地域と一体となって，うるおいのある都市景観を形成していま

す。野川の河川環境を守るとともに，桜並木の手入れや草刈りなどの維持管理に関する市民

参加の仕組みづくりを検討します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  野川には心が和む景観がたくさんあり，市と市民との協働により，野川の素顔を守り，水質の向上を

図るなど自然環境の保全と活用を図ります。 

 多摩川サイクリングロードでは，安全で快適なサイクリングやウォーキングなどが楽しめるよう利

用環境の向上に取り組みます 

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ているとともに，多摩川サイク

リングロードは，自転車歩行者道として，自転車ばかりでなく，ウォ―キング，ジョギング

や散歩など，広く市民の憩いの場として親しまれています。利用者が，安全で快適に楽しめ

るよう管理を進めていきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  多摩川サイクリングロードは広く市民に親しまれており，今後も更なる利用促進を目指して，多摩川

の自然景観と調和した整備の検討を行い，安全性・利便性・快適性の向上を図ります。 

 
○ 都市農業を継続できる仕組みづくりと合わせて，周辺環境と調和した都市農地の保全に取

り組みます 

都市農地は，農産物の供給と合わせて，災害時における延焼の防止や地震時における避難場

所，仮設住宅用地など災害時のオープンスペースを提供するなどの役割があります。また，都

市の貴重な緑を構成する緑地空間として，市民の生活に安らぎやうるおいをもたらすなどの役

割があります。地域に残された貴重な緑空間を形成する都市農地を守り，生かし，うるおいの

ある都市環境の形成を図ります。 
調布市緑の基本計画に位置付けられた「農

みのり

の里」づくりとして，都市農業が継続できる仕組

みづくりと合わせて，周辺環境と調和した都市農地の保全・活用方策を検討していきます。 
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(ｵ) 都市農地の保全，活用 

 生産緑地を含む田畑を残し，周辺環境と調和するように保全策を検討します 

市内に残されている都市農地は，貴重な緑の一つです。都市化が進む中で年々減少傾向に

ある都市農地を守り生かし，うるおいのある都市環境の形成を図ります。 
南部地域には，下布田遺跡，水田や田畑，屋敷林など，多くの自然環境が残されています。

調布市緑の基本計画では，染地・布田地区を「農
みのり

の里」として位置付けし，武蔵野の水と緑

の生活文化をはぐくんできた環境を次世代に継承することを目指して，市民と農のふれあい

の場として活用する取組を推進していきます。また，下布田遺跡を中心に周辺の都市農地を

活用し，調布の歴史と農業の体験空間の形成を図ります。 
都市農地を保全するため，生産緑地の新たな指定を積極的に行っていきます。相続などに

より，生産緑地の継続が困難な場合は，地区の状況などを踏まえつつ，公園などの公共施設

用地として取得することに努めるとともに，取得が困難な場合は，都市農地としての維持・

保全を図るため，積極的に農地取得者への斡旋や市民農園や体験ファームの開設の働きかけ

を行っていきます。また，都市農地の集約化などを推進し，営農環境の向上を図ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  布田３，４，５，６丁目，染地１，２丁目には武蔵野の面影を残す貴重な都市農地が残されているた

め，調布市の特色としてのこれらの生産緑地を含む田畑を残し，周辺環境と調和するように保全策を

検討します。 

 都市農地を活用した市民と農のふれあいの場づくりに取り組みます 

都市農業は生産地と消費地が近接しているため，消費者が求める新鮮で安全な農産物を供

給するとともに，食と農業に関する情報提供など食育の役割を果たしています。市民農園や

自然観察農園，体験ファームは，主に都市部において，地区住民や学童の農業体験・交流ふ

れあいの場としての役割を果たしています。これらの市民農園や体験ファームの開設の支援，

働きかけを行うことにより，市民と農のふれあいの場づくりに取り組みます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  自然観察農園や市民農園への支援策の充実を図ります。 

 
(ｶ) 屋敷林の保全 

 武蔵野の風景を残す屋敷林の保全を支援していきます 

屋敷林は，調布に暮らす人々と自然の営みの中ではぐくまれ，巨木をはじめ多くの樹木が

あり，武蔵野の風景を形成する重要な要素です。これらの屋敷林を保全するため，保全地区

や保存樹木などの指定を積極的に推進するとともに，税制面や管理上の負担の軽減を行い，

市民への開放を進めます。また，文化財としての位置付けを検討します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  都市農地や屋敷林等のまとまって残されている緑を保全していきます。 

 

○ 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 

多摩川の水辺や布田崖線（立川崖線）の緑，文化財等と一体となった身近な緑などの自然環
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境を守り，つなげていくことで，人にも自然にもやさしい，うるおいのある都市環境の形成を

図ります。 
(ｷ) 水と緑のネットワークの形成 

 崖線や文化財と一体となった緑を守り，身近な水辺空間と緑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 

多摩川の水辺と布田崖線（立川崖線）の緑，下布田遺跡や布多天神社等の社寺林，都市農

地のネットワーク化を図ることで，水と緑の連続性が確保できます。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，動植物が生息しやすい多様性のあ

る質の高い緑を形成し，崖線の緑や歴史，文化等と一体となった身近な水辺空間と緑の空間

を結ぶネットワークを形成します。 
また，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ににぎわい

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

進めます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  主要市道２０号線は桜の名所として安全で快適に歩ける歩道空間の整備を推進します。 

  主要市道２４号線，市道南１７６号線，市道南１９２号線，主要市道２０号線（桜堤通り）の桜並木，

国道２０号（甲州街道）のけやき並木や植物など街路樹の永続的な保全を行っていきます。 

  多摩川沿いのコース，府中用水コース，染地から布田を経て佐須に至るコース，調布駅から布多天神

を経て深大寺に至るコースについて，主要市道２０号線沿いのように周囲と調和した散策路や緑道を

整備し，水と緑のネットワークの整備を検討していきます。 

  調布３・４・３０号線沿道の既存の樹木を保全し，緑を生かした景観形成を進めるとともに，街路灯

の設置により夜でも安全なまちづくりを行います。 

  調布３・４・２５号線沿道の街路樹は，永続的な保存を行っていきます。 

  京王線立体化事業後の軌道跡地を活用し，緑豊かな環境形成が図れるよう検討していきます。 

  桜堤通りを桜の名所として活用できるように環境を整備し，安全・快適に歩行できる空間づくりを検

討します。 

 
○ 公・民の連携による緑づくりを推進します 

公共による緑の拠点を基軸として，民間により創出されるさまざまな緑との連携により，緑

豊かな都市環境の創出を図ります。 
(ｸ) 公共施設等の緑化の推進 

 ヒートアイランド現象の緩和など地球温暖化対策として，公共施設や教育文化施設などの屋上

緑化，壁面緑化を推進していきます 

市民に親しまれる緑豊かな施設として，市役所や文化会館たづくり，小中学校などの公共

施設への屋上緑化や壁面緑化を推進するとともに，地域へ普及促進するようＰＲします。 
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＜市民検討会からの提案＞ 

  ヒートアイランド現象緩和など温暖化対策として，屋上緑化や壁面緑化を進めます。 

 道路や駅前広場の緑化を推進し，にぎわいと環境の調和のとれた都市環境を創出します 

道路の街路樹や植樹帯は，市域に広がる緑の拠点をつなげていくことにより，緑の軸を形

成します。道路の整備に当たっては，道路特性，地域特性に応じて街路樹の設置や駅前広場

の緑化を推進し，うるおいのある都市環境を形成します。 
また，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として，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・コンセプトを踏ま

え，にぎわいと環境の調和のとれた都市環境の創出を図ります。 
 

(ｹ) 民有地の緑化の誘導 

 地区計画制度等を活用した緑化を推進します 

市街地の緑の減少は，市民生活にゆとりとうるおいを与える良好な自然環境の喪失をもた

らすだけでなく，都市のヒートアイランド現象を発生させる要因にもなっています。土地利

用の面からも自然環境の保全と創出を図るとともに，美しい街並み景観やうるおいのある都

市環境を形成することにより，都市としての魅力を高めていくことが大切です。そのため，

地区計画制度等を活用した敷地内の緑化や生垣化を推進するとともに，屋上緑化，壁面緑化

などを誘導し，うるおいのある都市環境の誘導を図ります。 
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 ( 2 ) 環 境 分 野 方 針 図  
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 ３ 福祉 

 

福 祉 
人々の心かよう“福祉” 

～みんなにとって住みやすいまちづくり～ 

 ( 1 ) 福 祉 分 野 の基 本 的 な考 え方  

都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ，南部地域の福祉分野におけるまちづ

くりの方針を示します。 
 都市計画マスタープランの“福祉”の基本的な方針 

１ 子どもや高齢者，ハンディキャップ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。 

２ ユニバーサルデザインをもとに，安心して使える施設整備を進めます。 

３ 市民と地域と市が協働して，自立を支えるまちづくり，ふれあいや助け合いの意識づくりを進

めます。 

 

 地域別街づくり方針の目標 

○○すすべべててのの人人ににととっってて住住みみややすすいいままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

調布市交通バリアフリー基本構想では，調布駅，布田駅，国領駅周辺を重点整備地区に，京王

多摩川駅周辺を展開地区に位置付けています。これらの駅周辺では，京王線連続立体交差事業や

都市計画道路等の整備と合わせて，駅を中心とした交通結節点周辺の一体的なバリアフリー化を

目指します。 

また，公共交通，公共施設，公共空間，不特定多数が訪れる民間施設やこれらを結ぶ経路など

においては，ユニバーサルデザインの考えを導入し，すべての人にとって住みやすいまちづくり

を推進します。 

○○ユユニニババーーササルルデデザザイインンををももととにに，，すすべべててのの人人がが安安心心ししてて使使ええるる施施設設のの整整備備をを推推進進ししまますす  

既存公共施設や新たに整備する公共施設等においては，ユニバーサルデザインの考え方を導入

し，子どもや高齢者，障害者など，あらゆる人の利用しやすさの向上を目指します。 

○○市市民民とと地地域域とと市市のの協協働働にによよりり，，高高齢齢者者やや障障害害者者ななどど，，すすべべててのの人人がが安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちちづづ

くくりりをを進進めめまますす  

高齢者や障害者などの意見を反映できる仕組みづくりなど，市民と地域と市の協働により，安

心して暮らすことができるまちづくりを進めます。 
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【施策の体系（実現に向けての方策）】 
都市計画    

マスタープラン 地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

1  すべての

人 に 住 み や

すいまちづく

り 

 

○すべての人にとって住

みやすいまちづくりを推

進します 

(ｱ)安全・快適な道

路の整備 

歩道の凹凸をなくし，段差の解消に

努めるなど，安全・快適な道路の整

備に取り組みます 

(ｲ)鉄道・バスなど

の交通結節機能

の強化 

交通機関相互の結節機能を強化

し，すべての人の移動の円滑化を

図ります 

(ｳ)放置自転車対

策 

駐輪場の設置などの放置自転車対

策により，歩行者空間の安全性確

保に努めます 

(ｴ)すべての人に

やさしい公共交通

の充実 

高齢者や障害者が使いやすいミニ

バスの導入など，公共交通機関の

充実を図ります 

(ｵ)憩いの場となる

広場や公園の整

備 

すべての人が集える憩いの空間と

して，広場や公園の整備を推進しま

す 

(ｶ)高齢者，障害者

に配慮した住宅の

供給 

バリアフリー住宅の建設を促進し，

すべての人が使いやすい住宅の供

給を促進します 

2  安 心 し て

使 え る 施 設

の整備 

○ユニバーサルデザイン

をもとに，すべての人が

安心して使える施設の整

備を推進します 

(ｷ)ユニバーサル

デザインの視点で

の施設の整備 

既存公共施設や新たに整備する公

共施設等の整備では，ユニバーサ

ルデザインの考え方を導入し，すべ

ての人が使いやすいものとします 

３ ふれあい

と助け合いの

まちづくり 

○市民と地域と市の協働

により，高齢者や障害者

など，すべての人が安心

して暮らせるまちづくり

を進めます 

(ｸ)施設整備に関

する意見交換の機

会づくり 

すべての人に開かれた施設とする

ため，市民と地域と市の協働によ

り，高齢者や障害者などの意見が

反映できる仕組みづくりを検討しま

す 

 
○ すべての人にとって住みやすいまちづくりを推進します 

調布市交通バリアフリー基本構想では，調布駅，布田駅，国領駅周辺を重点整備地区に，京

王多摩川駅周辺を展開地区に位置付けています。これらの駅周辺では，京王線連続立体交差事

業や都市計画道路等の整備と合わせて，駅を中心とした交通結節点周辺の一体的なバリアフリ

ー化を目指します。 
また，公共交通，公共施設，公共空間，不特定多数が訪れる民間施設やこれらを結ぶ経路な

どにおいては，ユニバーサルデザインの考え方を導入し，すべての人にとって住みやすいまち

づくりを推進します。 
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(ｱ) 安全・快適な道路の整備 

 歩道の凹凸をなくし，段差の解消に努めるなど，安全・快適な道路の整備に取り組みます 

主要な道路では，車いすやベビーカーなどが通行しやすいように，段差の解消や歩道の凹

凸の軽減に努めます。また，すべての利用者にとってストレスがなく通行できるよう，ユニ

バーサルデザインの考え方を導入し，安全・快適な道路の整備を図ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  主要市道２１号線は幅員が狭く，歩道上の電柱により通行者の安全性が損なわれているため，都市計

画道路として整備する際は，歩行者・車いす・ベビーカー等の安全性に配慮し，ユニバーサルデザイ

ンに配慮した整備を検討します。 

  調布駅前は車いすが通行できない歩道が多いため，ユニバーサルデザインに配慮した調布市交通バリ

アフリー基本構想に基づき，快適な歩行者ネットワークの形成を図ります。 

  「調布市私道整備に関する規則」の活用により，舗装が破損した私道などの改善を進め，良好な住環

境の形成を図っていきます。 

  主要市道２０号線及び２１号線は歩道が狭く，歩道上の電柱が歩行者・自転車・車いす・ベビーカー

等の交通を妨げているため，調布３・４・２６号線の整備に当たっては，歩行者の安全性を確保し，

ユニバーサルデザインに配慮します。 

 

(ｲ) 鉄道・バスなどの交通結節機能の強化 

 交通機関相互の結節機能を強化し，すべての人の移動の円滑化を図ります 

調布駅，布田駅，国領駅，京王多摩川駅などの公共交通機関の乗り換えを行う交通結節点

周辺では，一体的なバリアフリー化を図るなど，人の移動の円滑化に努めていきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  調布駅周辺は市の行政・文化・コミュニティの中心であり，広域的な拠点としての整備が望まれるた

め，駅利用者の快適性を高めるための検討を図ります。 

 

(ｳ) 放置自転車対策 

 駐輪場の設置などの放置自転車対策により，歩行者空間の安全性確保に努めます 

自転車は，環境負荷の少ない乗り物として見直され，利用が増加していますが，駅周辺な

どにおいては，歩行者の通行を阻害する放置自転車も数多く見受けられます。駅周辺の放置

自転車は，車いす利用者等の通行の妨げになるだけでなく，駅前のにぎわいや街並み景観，

消防車・救急車など緊急車両の通行の阻害にもなります。すべての人が住みやすいまちを目

指すためにも，鉄道事業者や商業施設管理者等との相互協力による駐輪場（自転車等駐車施

設）の設置と，通行の妨げとなる放置自転車の撤去，利用者のマナー向上への啓蒙などを推

進することにより，安全な歩行空間の確保に努めます。 
 

(ｴ) すべての人にやさしい公共交通の充実 

 高齢者や障害者が使いやすいミニバスの導入など，公共交通機関の充実を図ります 

高齢者は，公共交通の利用を主とすることが多く，高齢社会への対応として公共交通の充

実は重要であるといえます。また，子どもや高齢者，障害者のみならずだれもが使いやすい
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鉄道やバスの整備，ミニバス（コミュニティバス）の導入を検討し，すべての人にやさしい

公共交通の充実を図ります。 
また，ノンステップバスなどの人にやさしい車両の導入や，新たなモビリティの構築など

も促進します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  だれでも円滑に公共施設に行けるように，地域全体のミニバス（コミュニティバス）のサービス向上

を研究・検討します。 

 

(ｵ) 憩いの場となる広場や公園の整備 

 すべての人が集える憩いの空間として，広場や公園の整備を推進します 

子どもや高齢者などにもやさしい，すべての人が集える憩いの空間としての機能も兼ね備

えた，調布駅など各駅前広場や公園・緑地の整備を推進します。また，市民の声も聞きつつ，

ユニバーサルデザインの視点から必要な附帯施設の設置なども検討します。 
 

(ｶ) 高齢者，障害者に配慮した住宅の供給 

 バリアフリー住宅の建設を促進し，すべての人が使いやすい住宅の供給を促進します 

調布市福祉のまちづくり条例
※

に基づき，一定規模以上の住宅については，バリアフリー化

を推進します。また，段差の解消，手すりの設置，廊下幅の確保，便所の配置等について配

慮し，すべての人が使いやすい住宅の供給を促進します。特に，将来的に多摩川住宅等の再

生を行う際には，バリアフリー化を働きかけます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  多摩川住宅は経年変化による劣化が進み，エレベーターがないなどバリアフリーにも対応していない

ため，住み続けられるまちづくりを促進していきます。 

  多摩川住宅は耐震性を高め，高齢化に対応した居住環境の整備を検討するとともに，新たなコミュニ

ティの拠点となる機能の導入についても検討を行います。 

 
○ ユニバーサルデザインをもとに，すべての人が安心して使える施設の整備を推進します 

既存公共施設や新たに整備する公共施設等においては，ユニバーサルデザインの考え方を導

入し，子どもや高齢者，障害者など，あらゆる人の利用しやすさの向上を目指します。 
(ｷ) ユニバーサルデザインの視点での施設の整備 

 既存公共施設や新たに整備する公共施設等の整備では，ユニバーサルデザインの考え方を導

入し，すべての人が使いやすいものとします 

既存公共施設については，建物の更新時等にユニバーサルデザインによりすべての人が使

いやすい施設整備を進めます。また，新たに整備する公共施設等は，調布市福祉のまちづく

り条例の理念に基づき，あらゆる人の利用しやすさに配慮したユニバーサルデザインの考え

方を導入します。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  車いすやブラインドウォークなど，障害者の疑似体験を通して，障害者の視点で考え，すべての人が
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使いやすい道路づくり進めます。 

  染地地域福祉センターのスロープや点字ブロックは雨天の日には滑るなどして危険であるため，公共

施設の安全性の検証と必要な整備を実施します。 

  多摩川への入口は，一部の看板等が老朽化しており，バリアフリー化も図られていないため，整備・

改善を行い，多摩川の河川敷との連続性を確保します。 

  多摩川住宅の建替えに当たっては，福祉・健康支援機能の導入について具体的な方策を検討します。 

 

○ 市民と地域と市の協働により，高齢者や障害者など，すべての人が安心して暮らせるまち

づくりを進めます 

高齢者や障害者などの意見を反映できる仕組みづくりなど，市民と地域と市の協働により，

安心して暮らすことができるまちづくりを進めます。 
(ｸ) 施設整備に関する意見交換の機会づくり 

 すべての人に開かれた施設とするため，市民と地域と市の協働により，高齢者や障害者などの

意見が反映できる仕組みづくりを検討します 

公共の施設は，多くの人に利用されるため，子どもや高齢者，障害者などさまざまな立場

の人の意見を把握し，施設整備の在り方を検討する必要があります。また，整備する施設の

機能や地域特性なども考慮する必要があり，市民と地域と市の協働により，施設整備に関す

る意見交換の機会づくりを検討するなど，高齢者や障害者などが安心して暮らせるまちづく

りを進めます。 
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 ( 2 ) 福 祉 分 野 方 針 図  

 

 
 



 
 - 83 - 
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 ４ 防災 

 

防 災 
住み良いまちを“まもる” 

～みんなが安全に暮らせるまちづくり～ 

 ( 1 ) 防 災 分 野 の基 本 的 な考 え方  

都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ，南部地域の防災分野におけるまちづ

くりの基本的な方針を示します。 
 都市計画マスタープランの“防災”の基本的な方針 

１ 災害の被害を最小限にとどめ，復旧を迅速に行うために，防災機能の高いまちづくりを進めま

す。 

２ 市民と地域と市が協働して，防災の意識づくり，地域の連携の充実を図ります。 

３ ハード・ソフトの両面から，災害に強くみんなが安全に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 地域別街づくり方針の目標 

○○防防災災のの拠拠点点ととななるるススペペーーススをを確確保保しし，，防防災災機機能能のの高高いいままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

防災活動空間や延焼遮断機能としての都市計画道路等の整備を進めるとともに，避難・復旧資

材を輸送するための緊急啓開道路
※

も含め，沿道建築物の不燃化・耐震化を促進します。さらに，

避難場所としてのオープンスペースの確保や，一時避難場所
※

や広域避難場所，避難所
※

を相互に連

絡する道路を整備するなど，まちの防災性の向上を図ります。 

老朽木造住宅が多い木造住宅密集地域では，建替え時の不燃化などにより，防災性の確保を図

ります。 

○○水水害害にに強強いいままちちづづくくりりをを推推進進ししまますす  

突発的な豪雨にも対処できる河川・水路環境の整備を行い，都市型水害の発生を抑制し，水害

に強いまちづくりを推進します。 

○○被被災災後後のの迅迅速速ななままちちのの復復興興ががででききるる体体制制をを検検討討ししまますす  

被災後の都市の復興を計画的・迅速に行えるよう都市復興計画等の策定を検討します。 

○○防防災災のの意意識識をを高高めめ，，地地域域連連携携のの充充実実をを図図りりまますす  

地域の防災意識の向上を図り，被災時の被害拡大を防止します。 
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【施策の体系（実現に向けての方策）】 

都市計画    

マスタープラン 地域別街づくり方針の目標 項目 基本的な方針 

1 防災機能

の高いまちづ

くり 

 

○防災の拠点となるスペ

ースを確保し，防災機能

の高いまちづくりを推進

します 

(ｱ)延焼遮断機能

の向上 

災害の被害を 小限にとどめるた

め，延焼遮断機能の向上を推進し

ます 

(ｲ)避難・救援施設

となる道路の整備

避難・救援路となる道路を優先的に

整備します 

(ｳ)オープンスペー

スの確保 

避難場所としてのオープンスペース

を確保していきます 

(ｴ)ライフライン
※

施

設の安全化 

上下水道などのライフラインの安全

性の向上を図ります 

(ｵ)消防水利など

の防災関連施設

の充実 

防火貯水槽，防災備蓄倉庫など防

災関連施設の充実を図ります 

(ｶ)公共施設や住

宅などの耐震性，

不燃性の向上 

公共施設や住宅など建築物の耐震

性，不燃性の向上を図ります 

(ｷ)木造住宅密集

地域などの防災性

の向上 

木造住宅密集地域などの狭あい道

路や行き止まり道路の改善を行い，

消防活動困難区域の解消に努めま

す 

○水害に強いまちづくり

を推進します 

(ｸ)河川環境の整

備・改善 

突発的な豪雨にも対処できる河川・

水路環境の整備を行い，都市型水

害の発生を抑制します 

雨水浸透ますなどの普及を図り，浸

水対策を促進します 

市街化調整区域の保持，緑地の保

全など適正な土地利用を誘導して

いきます 

2 防災意識

づ く り によ る

地域の連携 

 

○被災後の迅速なまちの

復興ができる体制を検討

します 

(ｹ)都市復興計画

等の策定 

被災後の都市の復興を計画的・迅

速に行えるよう都市復興計画等の

策定を検討します 

○防災の意識を高め，地

域連携の充実を図ります

(ｺ)防災市民組織

の設置，強化 

地域の防災意識の向上を図り，被

災時の被害拡大防止に努めます 

 
○ 防災の拠点となるスペースを確保し，防災機能の高いまちづくりを推進します 

防災活動空間や延焼遮断機能としての都市計画道路等の整備を進めるとともに，避難・復旧

資材を輸送するための緊急啓開道路も含め，沿道建築物の不燃化・耐震化を促進します。さら
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に，避難場所としてのオープンスペースの確保や，一時避難場所や広域避難場所，避難所を相

互に連絡する道路を整備するなど，まちの防災性の向上を図ります。 
老朽木造住宅が多い木造住宅密集地域では，建替え時の不燃化などにより，防災性の確保を

図ります。 
(ｱ) 延焼遮断機能の向上 

 災害の被害を 小限にとどめるため，延焼遮断機能の向上を推進します 

道路は，災害時に住民の避難や物資の輸送に使用されるだけでなく，延焼遮断機能も有し

ています。道路幅員の確保と沿道建築物の不燃化を行うことで，延焼遮断機能の向上を推進

し，都市計画道路等の整備を行うことで災害に強いまちづくりを図っていきます。 
 

(ｲ) 避難・救援施設となる道路の整備 

 避難・救援路となる道路を優先的に整備します 

避難路機能の充実のため，幅員の狭い道路や避難・救援路として重要な道路については，

生活道路網整備計画をもとに優先的に整備していきます。また，一時避難場所や広域避難場

所，避難所を相互に連絡する道路に関しても，拡幅整備などを検討していきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  地域全体の防災性を高めるため，被災時の避難誘導などを記した防災機能，まちを案内する機能及び

観光機能などのサインを総合的に見直し，わかりやすい案内板，防災標識（避難場所など）へ改善を

図ります。 

 
(ｳ) オープンスペースの確保 

 避難場所としてのオープンスペースを確保していきます 

公園や緑地は，憩い，コミュニティ，レクリエーションの場としての役割とともに，震災

時の避難場所，火災時の延焼防止機能の役割も担っており，都市空間として大変重要です。

水と緑の保全と創出，育成に努め，安全で快適な空間の確保に努めていきます。また，生産

緑地などの都市農地もオープンスペース機能として災害発生時の一時避難場所などの役割を

担っているため，保全に努めていきます。 
広域避難場所となっている「多摩川河川敷」では，緑を維持し，周辺の公園・緑地と一体

的に，将来的にもその機能を保全していきます。また，現在都市計画決定されている多摩川

緑地の整備も進めていきます。 
 

(ｴ) ライフライン施設の安全化 

 上下水道などのライフラインの安全性の向上を図ります 

市民の生活を維持していくうえで，上下水道，電気，ガス，通信などのライフライン施設

は，欠かすことができない施設です。地震により施設に被害が生じた場合，復旧に相当期間

を要することから，社会全体に影響を及ぼし，都市生活を維持していくことが非常に困難に

なります。このため，震災時において，ライフライン施設の機能を十分に発揮し，社会生活

全体に及ぼす影響を 小限にとどめるため，安全対策を推進していきます。 
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(ｵ) 消防水利などの防災関連施設の充実 

 防火貯水槽，防災備蓄倉庫など防災関連施設の充実を図ります 

消火栓や防火貯水槽などの消防水利について，整備促進を図るとともに，開発事業などの

機会に合わせ，貯水槽の設置を行っていきます。また，避難所に指定されている各小中学校

などにおいて，防災備蓄施設の充実を図ります。さらに，街区公園などでも，防災ベンチや

災害復旧設備などの設置を検討していきます。 
 

(ｶ) 公共施設や住宅などの耐震性，不燃性の向上 

 公共施設や住宅など建築物の耐震性，不燃性の向上を図ります 

大地震による火災などから市民の生命及び財産を守ることは，重要なことです。市の施設

は，災害時における避難所，救護所，復旧対策等の拠点となることから，計画的な耐震改修

を実施することで，公共施設・住宅等の耐震性の向上を図ります。 
民間建築物の耐震診断は，所有者，使用者の自主的判断と自覚に負うところが大きいため，

市報などを通じて，耐震診断・改修の必要性のＰＲに努めていきます。 
また，耐震化とともに不燃化により，市街地の大火の防止及び災害時の避難路の確保を図

ることが必要です。そのため，不燃化地域の拡大と防災上必要な公共施設などの耐震化・不

燃化を促進し，良好な住環境の形成を図ります。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  多摩川住宅は経年変化による劣化が進み，エレベーターがないなどバリアフリーにも対応していない

ため，住み続けられるまちづくりを促進していきます。 

  多摩川住宅は耐震性を高め，高齢化に対応した居住環境の整備を検討するとともに，新たなコミュニ

ティの拠点となる機能の導入についても検討を行います。 

  行き止まり道路や狭あい道路の改善を行い，防災性の向上を図ります。 

 
(ｷ) 木造住宅密集地域などの防災性の向上 

 木造住宅密集地域などの狭あい道路や行き止まり道路の改善を行い，消防活動困難区域の解

消に努めます 

木造住宅密集地域については，木造住宅における防災対策について，市民や事業所への指

導・啓発を徹底するとともに，防火地域・準防火地域等の住宅の規制・誘導策も検討のうえ，

住宅の耐震化，不燃化を図っていきます。また，生活道路等の整備を促進し，消防活動困難

区域の解消を行うことで，耐震化，不燃化と合わせて，防災性の向上を図っていきます。 
＜市民検討会からの提案＞ 

  地域内の狭幅員道路や行き止まり道路については，緊急車両が入れるように，生活道路の拡幅，行き

止まり道路の解消，宅地内電柱など，生活道路網整備計画に基づき，生活道路の防災性の向上を進め

ます。 

  行き止まり道路や狭あい道路の改善を行い，防災性の向上を図ります。 
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○ 水害に強いまちづくりを推進します 

近年，東京において，地球温暖化やヒートアイランド現象の影響と考えられる豪雨が増加し

ています。今後も増加するであろう突発的な豪雨に対して，ハードとソフト両面の総合的な治

水対策を実施していきます。ハード面では，河川と下水道の連携による浸水対策を推進します。

ソフト面では，市街化調整区域の保持，緑地の保全など適正な土地利用を誘導していきます。 
これら両面の対策の実施により，突発的な豪雨にも対処できる河川・水路環境の整備を行い，

都市型水害の発生を抑制し水害に強いまちづくりを推進します。 
(ｸ) 河川環境の整備・改善 

 突発的な豪雨にも対処できる河川・水路環境の整備を行い，都市型水害の発生を抑制します 

多摩川は，広い流域を形成しており，ひとたび氾濫した場合，下流域にある調布市は甚大

な被害を受けるおそれがあります。このため，洪水による災害を防止するため，高規格堤防

（スーパー堤防）の整備などの治水対策を検討します。 
また，中小河川の流域では，都市化に伴い保水・遊水機能が低下し，降雨時の河川への流

出量が増大し，河川の能力不足による溢水や内水氾濫による被害が発生しています。そのた

め，野川などでは１時間５０mm の降雨に対応できるよう河道整備を東京都へ働きかけてい

きます。 
 雨水浸透ますなどの普及を図り，浸水対策を促進します 

河川等への流出を抑制するため，雨水を地下に浸透させる雨水浸透ますの設置などの流域

対策，地下空間への浸水対策などを促進していきます。 
 市街化調整区域の保持，緑地の保全など適正な土地利用を誘導していきます 

調布市の市街化調整区域は，多摩川河川区域内のみとなっていますが，これを保持し，河

川空間の確保を引続き行っていきます。また，保水・遊水機能の向上を図るため緑地等を保

全し，突発的な豪雨などの際の雨水の流出抑制を行っていきます。 
 

○ 被災後の迅速なまちの復興ができる体制を検討します 

大規模な震災被害が発生した時は，速やかに復興に関する方針を定めて対策を講じる必要が

あります。復興に際しては，災害に強い安全なまちづくりに努めるとともに，だれもが安心し

て暮らせるよう，雇用，保健，医療，福祉などの施策を総合的かつ計画的に進めることが重要

です。さらに，首都の一角として，都市活動を迅速に再開させ，復興後には，より快適で魅力

的な都市としての発展が求められます。よって，被災後の都市の復興を計画的・迅速に行える

よう都市復興計画の策定を検討します。 
(ｹ) 都市復興計画等の策定 

 被災後の都市の復興を計画的・迅速に行えるよう都市復興計画等の策定を検討します 

市民が１日も早く震災前の暮らしに戻るためには，震災後の復興の進め方について，基本

的な考え方をあらかじめ定めておくことが必要です。都市の復興及び生活の復興を図るうえ

で必要な行政の行動手順や役割分担，計画策定の指針を明らかにする都市復興計画等の策定

を検討します。 
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○ 防災の意識を高め，地域連携の充実を図ります 

災害の被害を 小限にとどめるには，都市基盤を含めたハード面の対策と，防災に対する意

識の向上が必要です。多数の市民が災害への不安を抱いている反面，日常生活における対策に

ついての意識は高くありません。自助・共助という災害に対する基本的な役割を果たすことで，

災害に対する備えや発災時の活動体制など，防災意識及び防災行動力の向上に努め，被害の拡

大の防止，軽減を図ります。 
(ｺ) 防災市民組織の設置，強化 

 地域の防災意識の向上を図り，被災時の被害拡大防止に努めます 

市をはじめ各防災機関は，平素から市民・事業所等地域の防災行動力の向上のため，パン

フレットの配付，ビデオ，講演会や防災フェア等の開催，コミュニティＦＭ，ケーブルテレ

ビを活用するなど，それぞれに適した方法で震災に関する知識の普及や防災意識の向上に努

めます。 
また，市民による自主的な防災組織の活動を充実・強化するため，防災市民組織の結成を

促進するとともに，防災に関する各種広報・啓蒙活動を積極的に行い，育成指導・助言を図

っていきます。 
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 ( 2 ) 防 災 分 野 方 針 図  

 

 
 




