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目 
的 

対 象 市内全域 

意 図 
地域特性を踏まえ，多様な機能が調和し，人々が集い，活気とにぎわい，うるおいとやすらぎがあ

る 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ156＞ 

京王線の地下化を機に，駅前広場や鉄道敷地周辺への都市機能の集積や，ゆとりある空間の確保により，魅力ある中

心市街地を形成するとともに，地域の特性を生かした質の高い都市空間を形成します。 

 

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 中心市街地が魅力的で

あると感じている市民の割

合【☆，◎】 

51.8% 53.1% 54.8％ 66.1% 70.0％ 

２ 駅周辺の利便性が高い

と感じている市民の割合

【☆，◎】 
65.0％ 63.6% 64.8％ 68.9% 70.0％ 

３ 深大寺周辺の景観が優

れていると感じている市民

の割合【☆，◎】 

88.1％ 87.2% 88.2％ 87.6% 90.0％ 

 
◆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 中心市街地が魅力的で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１１．３ポイント上がり，６６．１％となりました。

目標値にはまだ至っていませんが，大幅に改善しています。 
 
 
２ 駅周辺の利便性が高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４．１ポイント上がり，６８．９％となりました。目

標値にはまだ至っていませんが年々改善しています。 
 
 
３ 深大寺周辺の景観が優れてい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０．６ポイント下がり，８７．６％となりました。目

標値を少し下回る数値で，増減を繰り返しています。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

 
◆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） 
２２－１ 魅力的な中心市街地の形成（総合戦略Ｆ－①）  

京王線で分断されていた中心市街地について，南北一体の街づくりを推進するため，中心市街地街づく

り総合計画に基づき，平成２４年８月に京王線の地下化を実現し，平成２６年度末に京王線連続立体交差

事業が完了しました。さらに南北一体の街づくりを具現化し，地下化後の交通結節機能向上のため，布田・

国領駅前広場については，平成２７年度までに駅前のロータリー整備工事を行い交通開放するとともに，

平成２９年度にバス停留所や身障者乗降場を含む上屋工事，及びベンチや植栽等の工事を完了しました。 

調布駅前広場については，北側ロータリーについて，平成２８年度から，現況ロータリーを供用しなが

ら拡幅工事に着手し，平成２９年度に２期工事，平成３０年度に３期工事にてロータリー部を整備する予

定です。平成２９年９月にはトリエ京王調布の開業にあわせ，歩行者動線の確保やイベントスペースの確

保など，駅出入口を中心に工事調整を実施しました。 

南側については平成２８年度に駅前交番の移転を完了し，地下自転車駐車場整備工事に向け，平成２８

年９月に調布駅前公園を閉鎖して以降，既存樹木の取り扱いについて市民と意見交換を行いました。その

結果，平成３０年１月に市の基本的考え方を公表するとともに，２月から移植，伐採工事を行いました。 

鉄道敷地利用については，平成２６年９月に京王電鉄と基本協定を締結し，平成２７年度に策定した鉄

道敷地整備計画に基づき，平成３６年度までの１０年間で整備を進めることとしています。喫緊の課題で

ある自転車等の対策を推進するため，平成２９年度に国領東路上自転車等駐車場，布田東路上自転車等駐

車場及び調布西第１路上自転車等駐車場を開設するとともに，調布西第２路上自転車等駐車場と調布東第

１，２路上自転車等駐車場の整備に向けた取組を進めました。「水木ゾーン」と位置付けた調布駅西側の

鉄道敷地用地のうち，鶴川街道西側の公園用地について，庁内関係部署と調整を図るほか，関係者との検

討を進め，設計に着手しました。また，「映画ゾーン」と位置付けている相模原線の公園用地について，

用地取得しました。 

市街地再開発事業においては，平成２９年度末で調布駅北第１Ａ地区の組合解散及び清算手続きが完了

しました。 

２２－２ 駅周辺におけるまちづくり（総合戦略Ｆ－②） 

柴崎駅周辺地区では，地域の課題解決へ向けての短期的課題，長期的課題を整理し検討を進めています。

平成２８年度は，鉄道横断施設としての橋上駅舎化について京王電鉄との意見交換，課題の整理を行いま

した。平成２９年度は，南北に計画されている都市計画道路が第４次事業化計画における優先整備路線で

あることから，街の将来像を共有しながら，橋上駅舎化を含めて，都市計画である連続立体交差事業との

整合性に配慮した形での都市基盤整備等について，整備イメージを検討しました。 

飛田給駅周辺地区については，現況，片側歩道である踏切の安全対策として，鉄道軌道ポイントの移設

を含む踏切拡幅案について京王電鉄と協議を行い，平成２９年度に踏切拡幅の施行協定を締結し，踏切拡

幅の設計を進めました。 

２２－３ 深大寺地区におけるまちづくり（総合戦略Ｊ－②） 

深大寺地区においては，深大寺地区の自然景観や街なみ景観に配慮した遊歩道・散策路の舗装等の改

修・整備の実施に向けて，平成２４年１１月に策定した「調布市深大寺地区街なみ整備基本計画」に基づ

き，街なみ環境整備事業を活用し，平成２９年度は，散策路整備を進めるため，深大寺と都立神代植物公

園の境に位置する市道北１３６号線等の工事に向けた調整を行うとともに，深大寺通り沿道における修景

整備の助成を行いました。 

 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・調布駅前広場は，事業認可に基づき５６６㎡の用地取得を実施し，布田駅前広場は，バス停等の上屋の設計を実施し，国領駅前広

場は，ロータリー工事を進め交通開放を実施した。 

・鉄道敷地については鉄道敷地整備計画を策定し，京王電鉄との基本協定に基づき，都市公園等及び自転車駐車場等にゾーニングし

た鉄道敷地３箇所の用地取得を実施した。 

・連続立体交差事業に伴う公共利用にかかる協議に基づき，公租公課相当分について京王電鉄と賃貸借契約を締結した。 

・調布駅北第１地区市街地再開発事業については，Ａ，Ｂ両地区において施設建築物が竣工した。 

・調布駅北第１地区市街地再開発事業Ｂ地区及び調布駅南口東地区市街地再開発事業については，事業が完了した。 

・中心市街地の区画道路等については，調布区画７号の用地取得を実施した。 

・柴崎駅周辺地区については，橋上駅舎化案を含む鉄道横断施設について，工法，工期，事業費など比較検討し，自由通路を含む橋

上駅舎化を軸として，検討を進めることとした。 

・深大寺地区における市道北１３６号線等の測量を実施した。 

・駅前広場整備に先行し，調布駅，国領駅の下水道管新設撤去工事を実施した。 

 

（平成２８年度） 

・布田駅前広場については，ロータリーの上屋工事を進めた。 

・調布駅前広場については，北側のロータリー拡幅工事に着手し，下水道管新設撤去工事を実施した。 

・調布駅前広場については，南側の地下自転車駐車場整備工事に向けて，調布駅前公園を閉鎖し，除却に着手した。 

・鉄道敷地利用については，自転車駐車場用地の取得を進めるとともに，国領東路上自転車駐車場，布田東路上自転車等駐車場及び

調布西第１路上自転車駐車場の整備を進めた。 

・国領駅東側端部については福祉施設を開設し，相模原線端部については防災倉庫を設置した。 

・調布駅北第１Ｂ地区及び調布駅南口東地区市街地再開発事業の清算を完了し，北第１Ａ地区においては道路整備が完了した。 

・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。 

・飛田給駅周辺地区では，踏切の安全対策として，事業費を含め踏切拡幅の方向性を確認した。 

・深大寺地区では，散策路整備のため，市道北１３６号線等の設計を実施した。 

 

 

（平成２９年度） 

・布田駅前広場，国領駅前広場のバス停留所や身障者乗降場を含む上屋工事，及びベンチや植栽等の工事を完了した。このことによ

りイベントの活用によるにぎわいや地域の活性化に繋がっている。 

・調布駅前広場北側については，ロータリー拡幅工事（第２期）を進め，北側ロータリー周辺のバリアフリー化につなげている。ま

た，ロータリー上屋の設計を実施した。 

・調布駅前広場南側については，既存樹木の取り扱いについて市民と意見交換を行い，市の基本的考え方を公表するとともに，地下

自転車駐車場整備工事の準備として，調布駅前公園にあった樹木の移植，伐採工事を実施した。 

・鉄道敷地利用については，国領東路上自転車駐車場，布田東路上自転車等駐車場及び調布西第１路上自転車等駐車場を開設した。

また，調布西第２路上自転車等駐車場と調布東第１，２路上自転車等駐車場の整備に向けた取組を進めた。 

・調布駅北１Ａ地区市街地再開発事業については，組合解散及び清算が完了した。 

・柴崎駅周辺地区では，南北に計画されている都市計画道路について，連続立体交差事業との整合性に配慮した形で，整備イメージ

を検討した。 

・飛田給駅周辺地区については，鉄道軌道ポイントの移設を含む踏切拡幅案について京王電鉄と協議を行い，踏切拡幅の施行協定を

締結し，踏切拡幅の設計を完了した。 

・深大寺地区では，散策路整備を進めるため，関連する深大寺や都立神代植物公園との調整を進めました。 

 

 

 

 
 

◆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№22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

◆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 中心市街地が魅力的であると感じている市民の割合

【☆，◎】 
（目標値：70.0％ 現状値：66.1%） 

〇 
【要因・課題】 

調布駅前広場については整備途上であるが，大幅に

改善している。 

２ 駅周辺の利便性が高いと感じている市民の割合 
【☆，◎】 
（目標値：70.0％ 現状値：68.9%） 

〇 
【要因・課題】 

柴崎駅周辺については，地域住民とまちづくりにつ

いて検討途上である。 

３ 深大寺周辺の景観が優れていると感じている市民の 
割合【☆，◎】 
（目標値：90.0％ 現状値：87.6%） 

〇 
【要因・課題】 

景観行政団体に移行して，徐々に結果が現れている。 

  
◆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「駅前広場の整備」のうち，布田駅，国領駅前広場の整備が完

了した。 

②「鉄道敷地の整備」のうち，京王電鉄からの用地確保について

は平成３５年度取得完了を目指し，協定どおり進捗している。 

 

③「市街地再開発事業」については，予定どおり完了した。 

 

④「交通環境の改善による駅周辺のまちづくり」については，計

画通り進捗している。 

 

 

② 鉄道敷地に隣接した通行動線のない区間（布田駅から国領駅

間）において，鉄道敷地以外の用地買収や一体整備へ向けての検

討が必要である。 

③ 新たな開発意向街区（南口中央地区）の意向集約，事業化に

向けた課題に対応する事業手法の検討が今後の課題である。 

④ つつじヶ丘駅南側の都市計画道路事業認可を目指すととも

に，柴崎駅周辺については，地元まちづくりの動向も踏まえ，都

市基盤の整備に向けた調整をすすめる。 

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 

①「深大寺地区におけるまちづくりの推進」において，一部整備

事業が遅延している。 

 

 

① 用地境界確定などに時間を要している。 

 

 

  
◆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 
・「魅力的な中心市街地の形成」においては，京王線連続立体交差事業の完了とともに南北一体の街づくりを進め，調布駅前広場に隣

接した鉄道敷地を活用し，駅ビルや映画館を含む商業ビルが開業し，にぎわいの創出に寄与している。 

・布田駅，国領駅前広場については，整備を完了し，利便性の向上，賑わいの向上に寄与している。 

・鉄道敷地の整備については，鉄道敷地整備計画に基づき，自転車駐車場整備，都市公園の整備を優先して取り組み，５箇所の自転

車駐車場整備が完了する予定である。 

・「駅周辺におけるまちづくり」において，柴崎駅周辺地区については，現基本計画どおり，住民参加による交通環境改善に向けた検

討を進めた。今後，次期基本計画における事業の位置づけが必要である。 

・つつじヶ丘駅南側については，都市計画道路の事業認可に向けて手続きを進めた。 

・「深大寺地区におけるまちづくり」において，街なみ環境整備計画に基づき，街なみ環境整備事業を進め，遊歩道，散策路整備を実

施した。また，景観計画に基づき深大寺街づくり協議会と連携し景観協定を作成し，深大寺らしい街並み形成に寄与している。 

 

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№22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

◆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） 
◎ ２０１９ラグビーワールドカップ及び東京２０２０大会までに，調布駅前広場の多目的空間の利活用について，イベント空間

を確保したかたちで来訪者をお迎えする。 

・「魅力的な中心市街地の形成」については，中心市街地街づくり総合計画に基づき，南北一体のまちづくりをすすめるため，連続

立体交差事業による事業効果を最大限発現させるよう，駅前広場整備，鉄道敷地整備，市街地再開発，道路整備等の各種事業を，

計画的かつ着実に推進し，ソフト，ハードが一体となった，にぎわいや交流，うるおい，やすらぎのある都市空間を整備する。 

・「駅周辺におけるまちづくり」については，つつじヶ丘駅周辺地区，柴崎駅周辺地区や西調布駅周辺地区などにおいて，地域の課

題を解決するため，それぞれの地域の特性に応じ，都市計画諸制度を活用した誘導方策や，道路網計画に定めた優先整備路線や地

区内道路などの基盤整備とともに，産業振興とも連携したソフト・ハード一体となった面的なまちづくりの検討を進める。 

・「駅周辺におけるまちづくり」については，平成２７年度に策定した「調布市道路網計画」を踏まえた都市基盤整備に連動した街

づくりが必要であり，次期基本計画への位置づけが重要である。 

・「深大寺地区におけるまちづくり」については，深大寺地区の風情を守り育てるため，地元街づくり協議会と連携し，自然景観や

街並み景観に配慮した遊歩道・散策路の舗装等の事業を進める。 

 

 

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２３年に都市再生特別措置法の改正により，道路占用許可基準の

特例が認められ，自由度の高い利用の可能性がある。 

② 平成２５年に国家戦略特別区域法が制定され，国家戦略特別区域にお

ける道路法の特例措置により，道路占用許可に係る要件を緩和し，無余地

性の基準を適用除外できるようになった。 

③ 全国の駅前広場整備において，多目的広場等にぎわい空間が設置され

ている事例が増えており，平成３０年３月に，国から無余地性の基準につ

いて事例が示された。 

 

①②③ 調布駅前広場の整備に当たっては，交通結節

機能の充実はもとより，にぎわいと交流機能を兼ね備

えた利用しやすい広場空間として整備していくため，

他市の事例を踏まえ，国家戦略特区域法の活用に限定

せず，広範囲に，自由度の高い駅前広場となるよう検

討を進める。また，整備後の維持管理等もあわせ，整

備仕様を検討する必要がある。 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

① 平成２１年７月の東京の都市づくりビジョン改定とあわせて，平成 

２５年８月に多摩の拠点整備基本計画が改定され，同基本計画において調

布駅・布田駅・国領駅周辺地区として生活拠点に位置付けられた。 

② 平成２９年９月，東京都による都市づくりのグランドデザインにおい

て，調布市は新都市生活創造域に指定され，調布駅周辺と武蔵野の森地区

について，将来像が示された。 

 

①② 都市づくりのグランドデザインにおいて，調布

駅周辺は，回遊性と利便性が高まるとともに，土地の

有効活用により商業施設や高質な住宅が集積するな

ど，利便性が高く魅力的な拠点が形成されているとさ

れており，より魅力を高める必要がある。 

 

 

そ
の
他 

① 調布駅前広場整備については，連続立体交差事業とあわせ都市計画変

更手続き，市民参加による駅前広場利用検討会や，説明会，パブコメ手続

等によるデザインコンセプト，基本設計の策定と進めてきたが，既存樹木

の取扱いについての様々な市民意見等から，引き続き市民参加の実践が求

められている。 

② 連続立体交差事業や駅のバリアフリー化により，市内にある京王線９

駅のうち柴崎駅を除く８駅について，地下化及び高架化，橋上駅舎化及び

自由通路等の整備が完了したため，柴崎駅周辺のみ，開かずの踏切が取り

残されたとの意見がある。 

③ 平成２８年３月に，東京における都市計画道路の整備方針（第４次事

業化計画）において，都施行，市施行の優先整備路線を位置付けた。 

① 既存樹木の取扱いについては，平成３０年１月に

市民説明会を経て，２月に旧調布駅前公園の樹木の移

植，撤去工事を実施した。今後は，地下駐輪場を含め

て，駅前広場の仕様について，学識経験者を含む市民

参加を経て決定する必要がある。 

② 近年のハード整備を振り返ると，柴崎駅周辺は，

調布駅付近の連続立体化にともない，開かずの踏切状

況が悪化しているとの声もあり，早期の解決が望まれ

る。 

③ 市は合わせて調布市道路網計画を策定し，柴崎駅

南北を含む６路線を優先整備路線と位置付けたこと

から，各地域特性を含め，まちづくりと連動した検討

を進める必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 
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◆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，地域のまちづくりに自発的に参加するとともに，住むまちに愛着と誇りを持ち，魅力ある街並みを創出するために地域

のルールづくりとその実践に努めます。 

・事業者は，調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に示されたまちづくりの基本理念を遵守し，良好な都市環境の創

出に努めます。 

 
 
＜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） 

 

・駅前広場の整備においては，交通結節機能向上及びにぎわい創出のため，市民の利便性向上とともに，駅前広場の自由度の高い

利活用に向けて，ハード整備とソフト施策が連動する必要がある。 

・駅前広場の整備においては，環境空間の整備とあわせ，駅周辺の公共施設の再編計画と連動する必要がある。 

・鉄道敷地の整備において，側道となる生活道路と一体となった整備のほか，駅前広場と連携したにぎわい創出など，利活用に向

けた検討が必要である。 

 

 

○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） 

 

・調布駅前広場は，市内のみならず，多摩部においても大規模なものである。大屋根，噴水，プレイゾーンなど，環境空間を形成

する設えは，単なる交通結節機能を備えた駅前広場ではなく，調布駅のシンボルとして，調布のまちの魅力発信につなげる設えと

したい。 

・深大寺の風情は調布市の地域資源であり，景観行政団体としての取組をアピールするとともに，魅力を発信すべきである。 

 

 

（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） 

 

・調布駅前広場の設えについては，市民参加を求められており，学識経験者も活用しながら，市民と共に検討しなければならない。 

・市民と一体となったまちづくりを推進するため，費用負担を含めて，整備段階の市民参加はもとより，整備後の維持管理につい

ても市民との協働に向けた検討が必要である。 

 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


