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（要 旨）  

 私 ども 調布 市深 大寺 東部 地区 へそ づく りの 会の まち づく り活 動は ，地

区住 民の 積極 的・ 献身 的な 御協 力に より ，発 足以 来６ 年目 を迎 えて いま

す。 昨年 ５月 には ，５ 年間 の活 動の 成果 を地 域住 民の 発意 とす るた め，

調布 市深 大寺 東部 地区 を安 全・ 便利 にす るた めの 署名 をお 願い した とこ

ろ， 既に  8,506名の方 々か ら御 賛同 の署 名を いた だく こと がで きま した 。

この 署名 活動 は現 在も 継続 中で あり ，さ らに 御理 解・ 御支 援を いた だけ

る輪 が広 がっ てお りま す。  

 さ て， 現在 調布 市で は， 都市 計画 マス ター プラ ンを 改訂 中と のこ とで

すが ，こ のマ スタ ープ ラン は， 調布 市の まち づく りの 最上 位計 画と して ，

10年， 20年後 のこ のま ちの 都市 構造 ・土 地利 用の 構想 指針 を示 す重 要な

もの と認 識し てお りま す。 また ，市 とし ても 将来 のま ちの あり 方に 対す

る姿 勢が 問わ れる こと を十 分認 識し て， 改訂 作業 が進 めら れて いる こと

と拝 察し てお りま す。  

 署 名の 数か らも おわ かり いた だけ るよ うに ，多 くの 地域 住民 が安 全で

便利 な深 大寺 東部 地区 とな るこ とを 願っ てお りま す。 そこ で今 般， 私ど

もは ，深 大寺 東部 地区 をよ り安 全・ 便利 にす るた めの 要望 書を 市長 へ提

出い たし まし た。  

 調 布市 の行 政に 対し ては ，要 望書 の内 容の 実現 をお 願い する とと もに ，

調布 市議 会に おか れま して も， 深大 寺東 部地 区を より 安全 ・便 利に する

ため の要 望を 実現 する ため に， 御理 解と 御支 援を お願 いい たし たく ，陳

情い たし ます 。  


