
 

２ 調布市基本計画の４つの重点プロジェクト等の推進 

(1) 「強いまち」をつくるプロジェクト 

ア 地域の防災力を高める 

近年の各地の災害の経験と教訓を生かし，市として災害時に迅速かつ的確に対応する

ため，調布市地域防災計画に基づき，組織横断的な検討組織として設置した防災対策検

討委員会により，引き続き，具体的な防災体制の整備を図りました。「医療救護部会」，「避

難所部会」，「二次避難所（福祉避難所）部会」，「帰宅困難者対策部会」及び「物資物流

部会」の５つの作業部会を開催し，それぞれの諸課題について検討を進めるとともに，

職員の災害対応力の向上と防災意識の高揚を目的とした防災研修会，シェイクアウト訓

練，災害対策本部会議運営訓練を行いました。 

地域の防災力を高める取組としては，引き続き，防災市民組織の新たな結成や運営支

援に取り組むとともに，平成２４年度から継続して進めてきた避難所運営マニュアルの

作成において，新たに１箇所１校で作成し，全ての市立小・中学校で作成が完了したほ

か，各地域や団体主催の防災訓練等の支援を行いました。 

災害備蓄品の確保・充実については，引き続き，小学校３校に２基目のコンテナを設

置するとともに， 非常用小型発電機やマンホールトイレの配備を進めました。 

広域的連携による防災対策として，平成２９年度は，東京都調布市合同総合防災訓練

を８年振りに実施し，災害時相互応援協定を締結している岐阜県岐阜市及び岩手県遠野

市に参加いただいたほか，岐阜市の訓練に調布市が参加しました。 

多様な主体との連携による防災対策として，ＮＰＯ法人及び狛江市と平成２９年３月

に締結した無人航空機ドローンを活用した激甚災害時の支援活動に関する協定について

は，平成２９年７月に，多摩川流域の４市（府中市，日野市，多摩市，稲城市）に広が

り，その後，協定の輪は多摩川流域自治体にとどまらず更に広がりを見せています。 

超急性期における緊急医療救護所の運用については，医師会，歯科医師会，薬剤師会

等の協力により作成したマニュアルに基づく訓練を調布東山病院，青木病院，東京慈恵

会医科大学附属第三病院の３病院合同で実施したほか，東京都との合同総合防災訓練で

は，調布病院に協力いただき，医療救護活動訓練を実施しました。 

災害時における要支援者の避難支援については，調布市避難行動要支援者避難支援プ

ラン（総合計画）に基づき，避難支援の体制づくりを推進し，平成２９年度は，新たに

７つの自治会等と「避難行動要支援者の支援に関する協定」を締結しました。また，東

京都との合同による総合防災訓練において，４自治会，３管理組合が安否確認及び避難

訓練を実施しました。 

命の教育活動の推進としては，平成２９年度で６回目となる「調布市防災教育の日」

について，地域や市内都立高校に加え，私立学校の明治大学付属明治高等学校・中学校

と連携した訓練を実施したほか，障害者避難所受入訓練等を実施し，市内関係機関・団

体との連携強化を図りました。 

このほか，風水害対策としては，引き続き，市報等を通じて，早めの避難や雨水枡の

清掃等，家庭における風水害対策をはじめ，市内の土砂災害危険箇所等の周知・啓発を

行ったほか，調布市洪水ハザードマップの内容について，国土交通省の新たな浸水想定

区域図を反映するとともに，具体的な情報収集の方法に緊急速報メールの配信を記載す
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るなど一部更新を図り，全戸配布しました。 

 

イ 強い都市基盤をつくる 

災害に強い都市基盤づくりとしては，特定緊急輸送道路沿道建築物の震災時における

緊急輸送機能を確保するため，東京都と連携した個別訪問など，対象建築物の所有者に

対し，きめ細かな啓発活動を実施し，耐震化の促進に継続的に取り組みました。 

住宅の耐震化の促進については，引き続き，耐震アドバイザー制度の派遣，耐震診断

及び耐震改修に係る費用の一部助成を実施したほか，平成２９年度から平成３２年度ま

での４か年事業として，東京都建築士事務所協会南部支部と連携し，旧耐震基準の木造

住宅の所有者を個別に訪問して普及啓発を図る事業を開始しました。 

下水道施設の地震対策として，調布幹線の耐震診断を行い，耐震性能を確認しました。

また，入間川上流域の浸水被害の軽減を図るため，バイパス管設置・粗度係数軽減（水

路のコンクリート壁面を滑りやすくする）等の対策工事を行いました。 

橋りょうについては，安全な維持管理のため，調布市橋りょう長寿命化計画に基づき，

引き続き，計画的な耐震補強・補修工事等に取り組みました。 

このほか，路面下空洞調査について，平成２９年度は，これまで実施した９０キロメ

ートルのうち，１０キロメートルについて再度調査を行うとともに，埋設物の輻輳する

歩道についても調査を実施し，路面下の空洞の早期発見に努め，調査結果に応じて適切

な対応を図りました。 

 

(2) 「安心して住み続けられるまち」をつくるプロジェクト 

ア 高齢者や障害者の暮らしを支える 

福祉分野においては，平成２９年度は，「調布市地域福祉計画（平成３０～３５年度）」，

「調布市高齢者総合計画（平成３０～３２年度）」，及び「調布市障害者総合計画（平成

３０～３５年度）」の福祉３計画を策定し，新たに３計画共通の将来像や各計画を貫く共

通の理念を定めたほか，これまで計画ごとに異なっていた圏域設定を，福祉，教育，地

域コミュニティ等の共通基盤である小学校区を基礎とし，それらの複数で構成される新

たな８つの福祉圏域に再編・整理しました。 

高齢者福祉においては，引き続き，介護保険制度改正への対応としての各取組を着実

に推進するとともに，地域包括支援センターについて，相談機能の充実とともに地域包

括支援センターを中心とした関係機関とのネットワークの充実を図りました。 

在宅医療・介護の連携を推進する取組として，ちょうふ在宅医療相談室において，在

宅医療・介護に関わる相談を受け付けたほか，医師，歯科医師，薬剤師，介護支援事業

所，地域包括支援センター等で構成する「ちょうふ在宅医療相談室運営協議会」を開催

し，医療や福祉の資源把握や情報共有に努めました。また，市民向けに「ちょうふ在宅

医療ガイドブック」を作成し，在宅医療に関する周知を図りました。 

見守りネットワーク事業の定着及び見守り体制の強化については，引き続き，関係団

体ネットワーク会議，見守りサポーター（みまもりさん）養成講座を実施したほか，「調

布市高齢者人感センサー安否通報システム事業」の利用者拡大に取り組み，ひとり暮ら
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し高齢者が自宅内で倒れた場合等に早期発見ができるよう努めました。 

認知症に対する取組としては，認知症サポーター養成講座，フォローアップ研修を継

続実施し，認知症に関する正しい知識と理解の普及啓発に努めるとともに，「認知症連携

会議」において，認知症に対する早期発見・早期対応するための専門チームである認知

症初期集中支援チームの設置に向けた検討を行いました。 

生活支援体制整備事業については，地域で高齢者を支援する関係者間のネットワーク

づくりを目的として設置した協議体において，平成２９年度は，会議を５回開催したほ

か，講演会・学習会を通して，普及啓発に努めました。 

障害者福祉では，障害者の就労支援について，「ちょうふだぞう」及びこころの健康支

援センター就労支援室「ライズ」において，引き続き，就労支援事業として，就労相談，

就職準備支援，職場定着支援等を継続実施したほか，就労支援機関やハローワークなど

で構成する就労支援担当実務者会議を開催し，ネットワークの強化を図りました。「ちょ

うふだぞう」及び併設の「すまいる分室」については，平成２８年度に移転が完了し，

利用者はもとより地域住民への認知度も高まりました。 

障害児・者の日中活動の支援としては，知的障害者通所施設２箇所の開設費補助を行

いました。その他開設を希望する事業者に対する支援を行い，精神障害者通所施設２箇

所，障害児通所施設６箇所が開所しました。 

障害者差別解消法への対応については，「調布市における障害を理由とする差別の解消

の推進に関する対応を定める規則」に基づき，職員向け研修を実施し，庁内における理

解の促進を図ったほか，地域への出前講座の実施による普及啓発など，障害者の差別解

消に向けた取組を推進しました。さらに，平成２９年度は，障害者団体や福祉作業所等

連絡会等で構成する障害者差別解消支援地域協議会を設置し，関係機関の意識と情報の

共有を図りました。 

地域福祉の推進に向けた取組では，地域福祉コーディネーターによる地域の福祉課題

に対する個別の相談支援や，自治会，地区協議会及び地域包括支援センターなどの地域

における団体とのネットワークづくりを行ったほか，ひだまりサロン（住民主体の交流

活動の場）や地域活動等の立ち上げ支援，生活困窮への取組や子どもの居場所づくりな

ど，地域において，幅広い活動の支援を行いました。 

また，ユニバーサルデザインの考えに基づく福祉のまちづくりを推進するため，「調布

市福祉のまちづくり推進計画」（平成３０～３５年度）を策定しました。 

健康施策については，「調布市民健康づくりプラン」及び「調布市食育推進基本計画」

に基づき，地域の健康づくりに継続的に取り組むとともに，両計画について，平成３０

年度から平成３４年度を計画期間とする第３次計画として改定しました。国民健康保険

の保健事業では，糖尿病重症化予防，受療勧奨，薬剤併用禁忌予防啓発などの国保ヘル

スアップ事業を実施するとともに，効果的・効率的な健康づくりを推進するため，「第２

期調布市国民健康保険データヘルス計画（平成３０～３５年度）」を策定しました。 

また，平成２９年度は，ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会に向け，

受動喫煙防止対策を全庁的に検討するため，庁内連絡会を立上げ，国や都の動向を踏ま

えた市としての対策を検討しました。 

生活困窮者の自立支援の取組としては，引き続き，調布市社会福祉協議会と連携した
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ワンストップ型相談窓口「調布ライフサポート」において，相談者に適した支援プラン

の作成や支援制度の情報提供などを行い，就労支援が必要な方には，ハローワークや民

間職業紹介事業者と連携を図りながら，カウンセリングや職業紹介などの支援を行い，

生活困窮者の自立の促進を図りました。 

 

イ 子どもたちの健やかな成長を支える 

子育て施策において，待機児童対策をはじめとする多様な保育ニーズへの対応，妊娠

期から子育て期にわたる切れ目ない支援,子どもの貧困の連鎖防止と社会生活を円滑に営

むうえで困難を抱える若者の自立支援の３つの視点から，引き続き，関連事業を総合的

に展開し，一層の充実を図りました。 

最重要課題である保育園待機児童対策については，平成３０年４月の開設に向けて，

認可保育園１０箇所を誘致・整備し，８１１人の定員拡大を図りました。また，子ども・

子育て支援法に基づき，保育の質の維持と向上を図ることを目的に市内の特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業を運営する施設に対して指導検査を実施したほか，市内

保育施設の保育人材の確保に向け，保育事業者と連携して就職相談会を２回実施し，保

育従事者７人の採用につなげました。 

学童クラブについては，上ノ原小学校地域において「しばさき公園北第１・第２学童

クラブ」を平成２９年４月に開設しました。また，第三小学校地域及び若葉小学校地域

での整備に向けた設計業務を行ったほか，第一小学校地域及び調和小学校地域において，

平成３０年４月開設に向けて施設整備を進めました。さらに，既存の学童クラブでは受

入れが困難な障害児も利用できる施設の整備について，調布心身障害児・者親の会をは

じめとする関係団体と協議・調整を行いました。 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援については，母子保健事業として，妊婦

を対象に保健師等の専門職が面接を行う「ゆりかご調布事業」を実施し，妊娠早期から

の状況把握に努めるとともに，育児や授乳に関する相談等を行う「産後ケア事業」を開

始するなど，産前産後の母子を支援しました。このほか，「こんにちは赤ちゃん訪問事業」

を継続実施しました。 

社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える子ども・若者の自立に向けた支援に関して

は，平成２７年度に開始した子ども・若者総合支援事業「ここあ」において，引き続き，

相談事業，学習支援事業及び居場所事業を実施するほか，ひとり親家庭等の保護者や関

係機関に対する相談事業を実施しました。また，子ども・若者に対して支援を行う関係

機関，団体等でネットワークを形成する子ども・若者支援地域協議会を設置し，先進事

例の研究や連携の在り方に関する意見交換を行いました。 

教育施策においては，平成２９年度は，市長と教育委員会で構成する総合教育会議を

１回開催し，「子ども若者総合支援」，「オリンピック・パラリンピック教育」など，「調

布市教育大綱」に基づき市長と教育委員会が連携して取り組むテーマにおける教育課題

について情報共有・意見交換を行いました。 

個に応じた支援・指導の充実について，スクールサポーターを市立小・中学校全校に

配置し，特別な支援を要する児童・生徒一人一人の状況に合わせたきめ細かな教育的支

援を行いました。また，小学校における特別支援教室の拠点校を平成３０年度に４校か
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ら８校に増やすための体制整備を行いました。 

教育施設の整備では，児童・生徒数増加への対応として，神代中学校で校舎増築工事

に着手したほか，北ノ台小学校の校舎増築及び第五中学校体育館の改築工事が完了しま

した。また，老朽化対策として，柏野小学校ほか１校で防水改修，第一小学校ほか３校

で校舎外壁改修を実施するとともに，体育館及びプールの改修を実施しました。さらに，

第一小学校ほか２２校で校舎耐久性調査を実施しました。また，避難所機能の強化とし

て，市立小・中学校各２校で整備工事を実施しました。このほか，学習環境の改善に向

け，杉森小学校で芝生化工事を実施したほか，特別教室への空調整備については，第一

小学校ほか１５校で実施しました。 

食物アレルギー対策については，引き続き，保健師等による日常相談と月 1 回医師に

よる専門相談を実施するとともに，食物アレルギー対応マニュアルの適切な運用の下，

教育委員会事務局に管理栄養士を継続配置したほか，セカンドオピニオンとして医師会

指定医療機関の受診を勧める取組など，緊急時の対応や事故防止に関するこれまでの改

善・強化の取組を継続して実施しました。 

通学路の安全確保の推進については，平成２９年度においても引き続き東京都の補助

制度を活用し，市立小学校全校の通学路に防犯カメラを設置しました。 

このほか，地域人材を活用した教育活動の推進では，新たに多摩川小学校及び神代中

学校ほか２校に，地域住民がボランティアとして学校の教育活動を支援する学校支援地

域本部を設置しました。 

 

(3) 「利便性が高く快適で豊かなまち」をつくるプロジェクト 

ア ２１世紀の調布のまちの骨格をつくる 

新生・調布のまちの骨格づくりについては，駅前広場の整備をはじめ，目に見える形

で着実に都市基盤整備を前進させました。平成２９年度は，布田駅前広場及び国領駅前

広場については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，引き続き工事を進

めるとともに，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を実施しました。 

鉄道敷地利用については，鉄道敷地整備計画に基づき，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，調布東第１路上自転車等駐車場及び調布東

第２路上自転車駐車場の整備に向けた取組を進めました。さらに，「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。 

調布駅周辺の市街地再開発事業については，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。 

都市計画道路の整備については，交通の円滑化を図るため，調布３・４・２６号線（三

鷹通り，布田南通り），調布３・４・２８号線（蓮慶寺前の通り）の２路線の用地取得を

行いました。また，調布３・４・２１号線（つつじヶ丘駅南口）の事業化準備を行いま
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した。 

また，ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会を見据えた環境整備を

計画的かつ着実に推進する中で，平成２９年度は，主要市道３３号線（スタジアム通り）

において，歩道のバリアフリー化，車道の低騒音排水性舗装及び遮熱性舗装を実施する

とともに，次年度の施工準備として主要市道３２号線（スタジアム通り），主要市道１２

号線（品川通り）の測量設計及び自転車走行空間（主要市道３２，３３号線）の設計を

実施しました。 

生活道路については，布田小学校西側の白山通りの歩道整備を進めるなど，調布市道

路網計画に基づき計画的に整備を進めました。 

自転車等駐車場については，施設の適正管理に努めるとともに，調布市自転車等対策

実施計画に基づき，有料駐輪施設５箇所（国領東路上，布田東路上，調布西第１路上，

調布西オートバイ，つつじケ丘北第４）を新たに開設するとともに調布駅南地下自転車

駐車場の整備に向け，修正設計に着手しました。 

都市計画マスタープランに基づく適正な土地利用の推進については，平成２６年９月

に策定した調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準を踏まえ，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平成２７年度から開始し，

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

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，各施設の工事が開始されま

した。 

多摩川住宅地区では，街づくり協議会から平成２８年６月に街づくり条例に基づく「街

づくり提案書」が調布市・狛江市へ提出され，この提案やその後の懇談会等での意見等

を踏まえ，「多摩川住宅地区地区計画」案を作成し，平成２９年９月に地区計画の都市計

画決定を行いました。 

柴崎駅周辺地区では，地元街づくり準備会が主催した柴崎駅と周辺改善街づくり懇談

会において，市としての方針の説明，意見交換を行ったほか，今後の地区の街づくりや

都市計画道路等の整備について，検討を行いました。 

調布駅南口中央地区では，平成２８年５月に街づくり協議会から市へ提出された「街

づくり提案書」を踏まえ，その実現に向け調査検討を行いました。また，調布駅南口中

央地区街づくり協議会の街づくりに対する検討について助言・支援を行いました。 

調布銀座地区では，街づくり協議会から地区の将来像等を描いた「街づくり提案書」

が平成２９年８月に市へ提出されました。当該提案を踏まえ，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。 

 

イ まちの活力を高める 

中心市街地の活性化に向けては，京王線の地下化を契機としたソフト・ハード一体的

なまちづくりを推進する中で，平成２９年９月に，市民待望のシネマコンプレックスを

含むトリエ京王調布が開業し，市にとって商業的な一大転換期を迎えました。市では，
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この開業直前から年末までの期間を「調布１００日まつり」と銘打ち，７０を超える事

業等を実施し，調布の魅力向上，一層の活性化を図りました。 

特に，商工会・商店会・「イオンシネマ シアタス調布」との連携事業として，市内全

域を対象に映画鑑賞券を活用した「チケット半券サービス」を実施するなど，市内消費

拡大に向けた新たな取組を実施しました。また，調布駅前広場を活用し，様々なイベン

トを主催・共催・後援することで，まちの賑わいの創出を図りました。 

商業活性化策としては，市内駅周辺の飲食店でのワンコインイベントの開催，調布ま

ちゼミの実施，旧甲州街道沿いの３商店会主催で行った旧道さんぽ等の商店会イベント

の支援や，観光協会と連携した「Ｏｈ!!辛チャレンジ」の開催支援などにより，市内回遊

性の向上と市内消費の促進を図ったほか，歳末商戦を見据えた調布市独自の「２０１７

絆・ぬくもり がんばろう調布セール（スクラッチカード事業）」（商工会事業）の支援

を継続実施しました。 

市内中小企業等への支援としては，市内金融機関と締結している中小企業等支援に関

する包括協定に基づき，各種セミナーの開催，販路拡大の支援，子ども向けセミナーの

開催など，民間ノウハウを活用した市内事業者の経営支援等を行いました。 

「映画のまち調布」の取組としては，例年開催している「高校生フィルムコンテスト」

等の各種イベントに加え，調布観光フェスティバルで映画のまち調布応援キャラクター

「ガチョラ」の任命式を行ったほか，シアタス調布と連携し，市のＰＲ動画の上映（プ

レアド）や「シネマでお出かけサポート」など，新たな映画関連事業に取り組みました。 

また，調布市名誉市民・故水木しげる氏に対する変わらぬ感謝と敬意を表するととも

に，その御功績を市民と共有することを目的に，「ゲゲゲ忌」と命名した命日の１１月 

３０日を中心に，調布駅前広場や布多天神社でのイベント，ゆかりの地をめぐるスタン

プラリー，シアタス調布でのアニメ上映会，トークショー等を実施しました。 

ラグビーワールドカップ２０１９及び東京２０２０大会に向けた取組としては，「２０２０

年に向けた調布市の取組方針」の具現化を図るため策定した「２０２０年に向けた調布

市アクション＆レガシープラン２０１７」に基づき，スポーツ振興をはじめ，産業・観

光振興，文化振興，国際交流，平和施策，青少年の健全育成，教育・福祉の充実など様々

な角度からの取組を進めました。大会に向けては，市内外の多様な主体と連携するとと

もに，組織横断的に取組を推進し，機運醸成や調布市で実施されるスポーツを中心とし

た競技普及を図りました。 

 

(4) 「うるおいのあるまち」をつくるプロジェクト 

ア 豊かな水と緑を大切に守り生かす 

公園・緑地，崖線樹林地の保全については，市内の特徴的な緑を保全し，将来世代に

引き継ぐため，「調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画」に基づき，深大

寺南町２丁目において約４，１２６平方メートルの民有地について公有化しました。ま

た，平成２５年度に「特別緑地保全地区」を指定した緑ケ丘のみんなの森において，約

４２１平方メートルを用地取得しました。 

平成２６年７月に都市計画決定した「入間町周辺地区地区計画」において，恒久的に

担保する地区施設に指定した入間町２丁目緑地について，保全管理に関する計画策定に
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向け，平成２８年度に実施した現況調査結果に基づき，概ね１０年後の将来像を見据え

た崖線樹林地の保全管理に関する計画策定のための検討を進めました。 

深大寺・佐須地域の里山，水辺環境の保全・活用については，深大寺・佐須地域環境

資源保全・活用基本計画に基づき，公有化した土地の活用方法について検討を行いまし

た。また，雑木林ボランティア講座，こどもエコクラブ，神代農場公開講座等を開催し，

環境保全意識の啓発を図りました。 

地球温暖化対策については，引き続き，民生用燃料電池（エネファーム）や太陽熱・

太陽光を利用する設備に対する補助を行うなど再生可能エネルギーの普及拡大を推進す

るとともに，ゴーヤの種・苗の無料配布を行い，市民によるグリーンカーテン設置の促

進を図りました。また，平成２７年度に策定した第３次調布市地球温暖化対策実行計画

（事務事業編）に基づき，市の施設の省エネ・節電に取り組みました。 

ごみの一層の減量と資源化に向けた取組としては，市報，広報誌「ザ・リサイクル」，

出前講座等，様々な媒体・機会を活用して，市民や事業者への効果的なごみ減量方法の

周知や３Ｒの浸透に努めたほか，「ごみアプリ」による，タイムリーな情報提供に努めま

した。小型廃家電製品の拠点回収では，「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェ

クト」に参加し，資源化の一層の推進に努めました。また，クリーンプラザふじみの環

境学習機能を活用するなど，ごみ減量と適正分別に向けた意識啓発に取り組みました。 

このほか，クリーンセンター機能の再編・移転に向けて，平成２９年度は，整備工事

に着手するとともに，新施設の管理運営業務委託事業者候補を選定しました。 

 

イ 良好な景観を創出する 

景観まちづくりの推進について，市の良好な景観形成を推進するため，景観法の届出

制度を活用した規制誘導など，景観計画や景観条例等の景観法の諸制度を活用した景観

施策に取り組みました。また，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，景観学習に活用でき

る教材づくりについて意見交換等を行ったほか，調布市景観形成ガイドライン（身近な

景観づくり編）の中間取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踏まえた「調布市中心市街地公共サイン整備計画（布田駅・国

領駅編）」に基づき，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，調布駅周辺の

公共サイン整備を推進するため，「調布市中心市街地公共サイン整備計画（調布駅編）第

１期」を取りまとめたほか，大会会場周辺の西調布駅・飛田給駅における公共サイン整

備について検討を行いました。 

深大寺地区においては，「調布市深大寺地区街なみ整備基本計画」に基づく取組を推進

する中で，街なみ環境整備事業を活用した散策路整備を進めるため，平成２９年度は，

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。 
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