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目 
的 

対 象 市内全域 
意 図 便利で快適になる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ150＞ 

都市計画の最上位計画である調布市都市計画マスタープランを基本として，適正な土地利用を推進するとともに，市

民の身近な景観の価値を高める景観まちづくりを推進し，利便性と快適性を兼ね備えた良好な市街地を形成します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 住みやすいと感じてい

る市民の割合【☆，◎】 
89.9% 89.8% 89.9% 91.5％ 95.0％ 

２ 市内に優れた景観があ

ると感じている市民の割合

【☆，◎】 
84.3% 89.8% 83.4％ 81.3％ 85.0％ 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 住みやすいと感じている市民の割合【☆，◎】 
 
平成２９年度市民意識調査では，前年度調査より１．６ポイント上がり，９１．５％となりました。目

標値には達していませんが，これまで８０％台だった数値が９０％台となりました。 
 
   
２ 市内に優れた景観があると感じている市民の割合【☆，◎】 
  
平成２９年度市民意識調査では，前年度調査より２．１ポイント下がりましたが，過去５年間の平均は，

８４％超で推移しています。 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№21 良好な市街地の形成） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
２１-１ 適正な土地利用の推進 

 都市計画マスタープランについては，街づくりの進捗や近年の新たな都市政策課題に対応した将来の

街づくりの方向性を明らかにするため，平成２３年度から改定に向けた検討を進め，平成２６年９月に改

定しました。また，地方分権一括法の成立を受け，平成２４年度から用途地域等の都市計画決定権限が東

京都から移譲されたことから，これまで東京都の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を準用し

ていましたが，調布市の地域特性にあわせ調布市独自の指定方針及び指定基準を平成２６年９月に策定し

ました。これらを踏まえ，平成２７年度から３か年で，土地利用の誘導方策等に関する検討として用途地

域等地域地区の見直し作業を開始，用途地域等見直し方針及び見直し検討地区の選定等の作業を行い， 

平成２９年１２月には都市計画道路沿道の用途地域の見直しを行いました。 

地区計画制度を活用した街づくりとしては，入間町周辺地区は，平成２７年度に都市計画変更した「入

間町周辺地区地区計画」に基づき，国分寺崖線の豊かな自然環境と調和した文教施設や福祉施設等の立地

に向け協議調整を行い，各施設の工事に着手しました。 

多摩川住宅地区では，平成２４年の街づくり協議会の発足後，多摩川住宅の再生をテーマに約５年にわ

たる検討を重ねてきました。その成果として，平成２８年６月には街づくり条例に基づく，「街づくり提

案書」として取りまとめ，調布市・狛江市へ提出されました。この街づくり提案を踏まえ調布市及び狛江

市で構成する「調布都市計画多摩川一団地の住宅施設に関する連絡協議会」を開催するなど，一団地の住

宅施設の都市計画を廃止し，地区計画への移行に向け，「多摩川住宅地区地区計画」の素案として取りま

とめ，平成２８年１２月から街づくり懇談会を開催するとともに，各管理組合に対する懇談会を開催しま

した。これらの懇談会等で頂いたご意見等を踏まえ，「多摩川住宅地区地区計画」都市計画案として取り

まとめ，都市計画法に基づく諸手続きを経て，平成２９年９月に地区計画の都市計画決定を行いました。

また，街づくり協議会においては，引き続き周辺環境への配慮や景観形成など，地区計画では定めきれな

い街づくりのルールについて検討を行うなど，住み続けられ魅力を持ち続けられる多摩川住宅の再生に向

け，地元協議会へ助言・支援を行いました。 

柴崎駅周辺地区では，これまでの調査検討を踏まえ，自由通路を含む橋上駅舎化を軸として鉄道横断施

設を含めた交通環境の改善に向け，京王電鉄との協議・検討を行いました。また，柴崎駅と周辺改善街づ

くり準備会と第四次事業化計画で優先整備路線として位置付けられた柴崎駅南北の都市計画道路も含め

面的な街づくり等について意見交換及び協議検討を行いました。 

調布駅南口中央地区については，調布駅周辺地区地区計画において，活気とにぎわいのある商業・業務

地区の形成を図ることとしており，街づくり協議会設立以降，検討を重ねてきた成果として平成２８年５

月の街づくり条例に基づく「街づくり提案書」が市へ提出されました。この街づくり提案を踏まえ，調布

駅周辺地区の土地利用方針の見直し検討も含め，その実現に向け調査検討等を行いました。 

調布銀座地区においては，街づくり協議会において，調布駅周辺地区地区計画における位置付け等を踏

まえ，地区の将来像等を描いた「街づくり提案書」として取りまとめ，平成２９年８月に市へ提出されま

した。また，調布銀座商店街の魅力を残しつつ，地区の再生に向けた協議検討等，協議会への助言・支援

を行いました。 
 
２１-２ 景観まちづくりの推進（総合戦略Ｊ－①） 
 
景観まちづくりの推進については，景観条例等の景観法の届出制度を活用した規制誘導の取組を実施し

ました。また，景観に対する意識啓発を図り，良好な景観形成を推進するため，平成２７年８月に設置し
た調布市景観まちづくり市民検討会において，景観形成重点地区である「深大寺」を主題とし，景観に関
する課題や将来像，子どもたちを対象とした景観学習に活用できる景観学習の教材づくりについて意見交
換等を行うとともに，景観計画を補完するものとして，平成２８年度の市民検討会で題材として取り上げ
た「身近な景観づくり」について，調布市景観形成ガイドライン（身近な景観づくり編）の中間とりまと
めを行いました。 
公共サイン計画の設置・検討については，調布市公共サイン整備方針や調布市公共サイン整備ガイドラ

インを運用した「調布市中心市街地公共サイン整備計画（布田駅・国領駅編）」に従い，布田駅・国領駅
前広場に案内・誘導サインを設置しました。 
また，ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会を見据え，調布駅・西調布駅・飛田給駅周

辺の公共サイン整備を推進していくため，「調布市中心市街地公共サイン整備計画（調布駅編）第１期」
を取りまとめるとともに，西調布駅及び飛田給駅周辺の公共サイン整備の検討を行いました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№21 良好な市街地の形成） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・平成２８年３月に，用途地域等地域地区の見直し方針及び見直し検討地区を取りまとめた。 

・平成２８年３月に，入間町周辺地区地区計画の変更について都市計画審議会へ付議し，議決を得た。 

・平成２８年３月に，調布駅南口中央地区及び多摩川住宅地区において，地元街づくり提案の準備が整った。 

・平成２８年３月に，柴崎駅周辺地区において，開かずの踏切対策として橋上駅舎化案を軸に検討を進めることとした。 

・平成２７年８月に，調布市景観まちづくり市民検討会を設置し，景観形成の課題等の検討・取り纏めを行った。 

・平成２８年３月に，緑ケ丘二丁目地区において，市内初となる景観協定を認可した。 

・平成２８年３月に，調布市中心市街地公共サイン整備計画（布田駅・国領駅編）を策定した。 

 

 

（平成２８年度） 

・土地利用の誘導方策等に関する検討として用途地域等地域地区の見直し作業の２か年目に入り，都市計画変更箇所の抽出及び将来

的な用途地域等の誘導方策について検討を行った。 

・入間町周辺地区地区計画に基づき，関係各課と連携し，国分寺崖線の保全，地区整備計画内における学校施設及び福祉施設等の立

地に向けた協議調整を行った。 

・多摩川住宅地区において，多摩川住宅地区地区計画の原案を作成し，都市計画決定に向けた手続きを開始した。 

・多摩川住宅地区及び調布駅南口中央地区において，地域住民で進める街づくり活動の成果である「街づくり提案書」がそれぞれ取

りまとめられた。 

・柴崎駅周辺地区では，開かずの踏切対策及び安全対策として，自由通路を含む橋上駅舎化を軸として，鉄道横断施設を含めた交通

環境の改善に向け，京王電鉄との協議・検討を行った。 

・景観に対する意識啓発や景観学習として，景観まちづくり市民検討会において「私たちが見つけたステキ景観“調”」を作成すると

ともに，桐朋学園女子高等学校と早稲田大学が作成した調布の景観映像作品を用いて景観学習を行った。 

・公共サインについては，布田駅及び国領駅の案内サイン等を作製するとともに，ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０

大会を見据えつつ調布駅周辺のサイン計画の検討を行った。 

 

 

 

（平成２９年度） 

・平成２９年８月に，調布銀座地区において，地元街づくり提案が取りまとめられた。 

・平成２９年９月に，多摩川住宅地区において，地区計画の都市計画決定及び一団地の住宅施設の廃止を行った。 

・平成２９年１２月に，都市計画道路沿道の用途地域の見直しを行った。 

・平成３０年３月に，用途地域等地域地区の見直し方針及び見直し検討地区における都市計画諸制度の活用方法等を取りまとめた。 

・調布駅南口中央地区において，調布駅周辺地区の将来土地利用方針の検討と併せ，当地区における今後の検討方針等について整理

を行った。 

・柴崎駅周辺地区においては，京王線の高架化等を見据えつつ，第４次事業化計画に位置付けられた駅南北の都市計画道路のあり方

等について検討を行った。 

・景観まちづくり市民検討会において，景観形成重点地区である「深大寺」を題材に，景観に関する調査・視察を実施したほか，慶

応大学生とともに深大寺の景観分析等を行った。 

・景観まちづくり市民検討会において行った「深大寺」の景観調査資料を基に，深大寺小学校における社会科授業に使用する資料を

作成し，提供した。 

・布田駅及び国領駅駅前広場に案内・誘導サインを設置した。 

・ラグビーワールドカップ２０１９・東京２０２０大会を見据え，調布駅・西調布駅・飛田給駅周辺のサイン計画の検討・見直しを

行った。 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№21 良好な市街地の形成） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 住みやすいと感じている市民の割合【☆，◎】 
（目標値：95.0％ 現状値：91.5％） ○ 

【要因・課題】 

地区計画等の諸制度を活用し適正な土地利用の誘導

を図り，安全・安心な街づくりの推進が重要である。 

２ 市内に優れた景観があると感じている市民の割合

【☆，◎】 
（目標値：85.0％ 現状値：81.3％） 

○ 
【要因・課題】 

崖線における生産緑地等の減少が進む中，平成３４

年度問題への対応が求められている。 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 都市計画マスタープランの運用においては，新たな都市政策
課題や街づくりの進捗等に対応した適正な土地利用の検討

を行った。 

② 多摩川住宅地区等において，地区計画制度を活用した街づく
りを推進している。 

③ 景観計画・景観条例の運用において，景観計画に基づく届出
をはじめ，ガイドラインの作成，景観学習も含め意識啓発等

を推進している。 

④ 公共サイン計画の検討・運用については，中心市街地におけ
る整備計画の検討を行った。 

 

① 都市計画法の諸制度等を活用した総合的な見直しについて，
各関係権利者等との協議調整を進め，適正な土地利用の実現

を目指す。 

② 柴崎駅周辺や京王多摩川駅周辺において，地区計画制度を活
用した街づくりを推進する。 

③ 景観行政団体となって５年目を迎え，調布らしい景観まちづ
くりを進めるため，景観計画の見直しや景観学習等を進め

る。 

④ 2019年・2020年に向け，競技会場周辺において，公共
サインを整備し，回遊性の向上を図る必要がある。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

  

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・都市計画マスタープランを基本として，用途地域等による適正な土地利用を推進するとともに，地区計画等によるよりきめ細かな

街づくりのルールづくりを着実に推進してきた。また，市民の身近な景観の価値を高める景観まちづくりや，緑地の保全を併せて推

進することで，将来にわたり，便利で快適で安心して住み続けられる良好な市街地を誘導することができた。 

・地区計画制度を活用した街づくりでは，入間町周辺地区，国領町８丁目周辺地区及び多摩川住宅地区について，地区計画の活用に

よる都市計画決定等を行った結果，市内の地区計画策定地区数は１３地区となった。 

・調布駅をはじめとする市内各駅周辺のまちづくりが進む中，公共サイン整備ガイドラインや整備計画に基づき，景観に配慮された

統一感のある公共サインの整備を進めている。 

 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№21 良好な市街地の形成） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 

◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・平成３４年度の調布市都市計画マスタープランの改定に向け，中心市街地の機能向上，産業構造への変化への対応，エネルギー・

セキュリティの確保と環境負荷の低減，高齢者が生き生きと暮らせる環境づくり，防災上危険な市街地の改善など，都市政策課題

対応型の適正な用途地域等の誘導を図る。 

・住民発意・住民参加による街づくりを推進するため，地区計画制度等を活用し地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを推進

する。 

・景観まちづくりについては，景観計画等の見直しも含め，地域の特性に応じた適切な誘導を図るとともに，景観まちづくりの将

来の担い手である子どもたちへの景観学習をはじめ，地域での活動を通じた景観に関する意識の醸成を図る。 

・調布駅周辺地区をはじめ，各地域の特性に応じた調布らしい景観まちづくり推進する。 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 平成２２年の地域主権戦略大綱に基づき，平成２３年８月に地域主 
権推進一括法が公布された。平成２４年４月から，都市計画決定権限
などに関して，基礎自治体への権限移譲がなされた。 

② 拡散都市構造から集約型都市構造への転換，緑地の保全や都市緑化 
の推進など，低炭素都市づくりの基本的考え方として，平成２２年８
月に低炭素都市づくりガイドラインが策定された。 

③ 都市のコンパクト化と周辺等との交通ネットワーク形成の必要性を 
積極的に推進するため，平成２６年度に，立地適正化計画制度及び地
域公共交通網形成計画制度が創設された。 

④ 都市における緑地の保全及び緑化等を推進するため，平成２９年５ 
月に生産緑地法の一部改正を含む都市緑地法等の一部改正が行われ，生
産緑地の面積要件の引下げが可能となったほか，特定生産緑地地区や田
園住居地域が創設された。 

⑤ 平成３４年には，平成４年の生産緑地の指定から３０年が経過し， 
その後は，随時買取り申し出が可能となる。 
  

① 用途地域の都市計画決定権限移譲により，都市 
政策課題への対応等，調布市らしいまちづくりが

可能となった。 

② 世界規模での環境問題が深刻化する中で，二酸 
化炭素排出量の抑制に加え，災害時のエネルギー

セキュリティの確保など持続可能な環境配慮型の

まちづくりを進める。 

③ 調布駅周辺地区における公共施設の再編も見据 
え検討を進める。 

④ 生産緑地の面積要件の引下げに関する条例化 
を行ったところではあるが，引続き農政課・緑と

公園課と連携して保全・活用について検討する。 

⑤ 特定生産緑地地区の指定に向けては，生産緑地 
 台帳作成が必須であり，早期の作業着手が求められ

ている。また，農地・緑地としての保全等と併せて，

計画的な都市整備に向け，多様な公共公益施設用地

としての確保について検討する。 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

① 東京都内の６市１９区が景観行政団体に移行している。 
② 東京都グランドデザインを平成２９年９月に策定し，東京の目指す

べき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針
と具体的な方策が示された。 

 

① 調布らしい景観まちづくりを推進する。 
 

 

 

そ
の
他 

① 調布駅前広場整備が段階的に進捗している。 
 

① 駅前広場整備に併せ，広場周辺の建築物及び屋
外広告物等の適切な誘導を図るなど，調布駅周

辺地区における景観まちづくりを推進する。 

 

 

 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№21 良好な市街地の形成） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民はまちづくりに主体的に参加し，地域のルールづくりとその実践に努めます。 

・事業者は，安心して暮らすことができる良質な住環境の創出に努めるとともに，地域のまちづくりルールを理解し，良好な市街

地の形成に努めます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 
・適正な土地利用を誘導するための生産緑地等の活用（農政課・緑と公園課） 
・特定生産緑地の指定に向けた準備（農政課） 

・多摩川住宅地区における公共公益施設等の立地誘導や地区施設等の一体的整備などによる多摩川住宅地区の再生（関係各課） 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・参加と協働による景観まちづくりを推進するため，「【第２期】調布市景観まちづくり市民検討会」において，景観の基礎を市民

に学んでもらうとともに，調布市景観計画で景観形成重点地区に指定している「深大寺」を主題にし，「深大寺」の景観の魅力

と「深大寺」の景観を構成する要素を学ぶため，慶應義塾大学の学生にも参加してもらい，市民と一緒に「深大寺」の景観につ

いて学んだ。その結果，景観を創り出す要素の一つとして，深大寺通り周辺地区における「街づくり協定」の取組みや地元街づ

くり協議会の活動をはじめとした周辺住民の活動が重要な役割を果たしており，「深大寺」の景観づくりには様々な人々の営み

が折り重なっていることを改めて発見することができた。 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・景観まちづくりの将来の担い手である子どもたちへの景観学習をはじめ，地域での活動を通じた景観に関する意識の醸成を図る。 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


