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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 

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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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【☆，◎】 
89.8% 89.9% 91.5％ 93.0％ 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【☆，◎】 89.8% 83.4％ 81.3％ 82.5％ 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３０年度市民意識調査では，前年度より１．５ポイント上がり，９３．０％となりました。目標値

には達していませんが，過去５年間の平均は９０％超で推移しています。 

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３０年度市民意識調査では，前年度より１．２ポイント上がり，８２．５％となりました。目標値

には達していませんが，過去５年間の平均は８４％超で推移しています。 
 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 住みやすいと感じて

いる市民の割合 

地域の特性を生かした住みよいまちづくりを推進し，利便性が

高く快適で住みやすい市街地を形成していくことにより，現状

の高い水準を維持することを目標とした。 

（調布市民意識調査） 

93.0% 

（平成30年度） 

95.0% 

（令和4年度） 

２ 市内に優れた景観が

あると感じている市民

の割合 

調布市特有の景観資源を活かし，景観法を活用した景観まちづ

くりを推進することにより，市民の大多数が市内に優れた景観

があると感じられることを目標とした。 

（調布市民意識調査） 

82.5% 

（平成30年度） 

90.0% 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

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，社会経済情勢や市が抱える土地利用の課題等を踏まえ，まちの将

来像の実現に相応しい土地利用に向けた規制・誘導を図るという観点から，用途地域等地域地区の見直し

を検討してきており，平成３０年度は，「都市計画の諸制度等を活用した総合的な見直し」として，市内

産業の保護・育成に向けた地区計画制度や特別用途地区等の導入検討を行いました。 

 地区計画制度を活用した街づくりとしては，入間町周辺地区においては，これまでの成果として地区計

画で定めたルールに基づき，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開設に至り

ました。 

 多摩川住宅地区では，平成２９年に地区計画を定めましたが，平成３０年度も引き続き，地元街づくり

協議会と協働し，多摩川住宅の再生に向け，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

いルールを「開発基本協定書（案）」として取りまとめました。また，多摩川住宅地区の更なる魅力向上

に向けた検討も進めており，地元協議会への活動支援を行いました。 

 調布銀座地区では，地元街づくり協議会が当地区の将来像を描いた「街づくり提案書」を取りまとめた

後，一部区域において，開発事業計画が検討されたことから，当該事業者との協議調整を図るとともに，

調布銀座商店街の魅力を残した地区の再生に向けて協議検討等を行いました。また，地元街づくり協議会

への助言・支援を行い，調布銀座再生に向けたロードマップを描き共有しました。 

 柴崎駅周辺地区では，部内における各課の連携体制を強化し，地元街づくり準備会と連携し，優先整備

路線である柴崎駅南北の都市計画道路の在り方や地区計画制度の活用を見据えた街の将来像について，街

づくり懇談会をはじめとする意見交換や協議検討を実施しました。 

 調布駅南口中央地区では，引き続き，まちづくりの検討を進めるとともに，調布駅周辺地区（約４０ha）

の土地利用の在り方についての検討も実施しました。  

２１-２ 景観まちづくりの推進 

 景観まちづくりの推進については，引き続き，景観条例による届出制度を活用し，景観アドバイザーの

助言等を受けながら事業者と調整することで，周辺と調和した街並みへの誘導を図りました。 

 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

市景観市民検討会において，「国分寺崖線」をテーマに景観に関する課題や将来像について意見交換等を

行うとともに，国分寺崖線での開発事業等の緑の配置や樹種選定等の手引きとなる，景観形成ガイドライ

ン「緑の景観づくり国分寺崖線編」を作成しました。 

 公共サインについては，「調布市中心市街地公共サイン整備計画（調布駅／第１期）」に基づき，調布駅

広場口上屋の壁面に案内・誘導サインを設置するとともに，ラグビーワールドカップ，東京２０２０大会

の開催に向け，会場となる味の素スタジアムへの経路を示した歩行者用観光案内標識を，西調布駅北口 

ロータリーに設置しました。 

 
  

２ 平成３０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３０年度における施策の成果についての総括 
・令和４年度の都市計画マスタープランの改定を見据え，用途地域の見直し検討地区において，準工業地域の在り方について整理

するとともに，周辺と調和した市内事業所等の保護・育成に向けた地区計画等の素案を作成し，関係者との調整を行った。 

・多摩川住宅地区においては，地区の再生に向け，地区計画に定めきれない街づくりに関する基本的な事項について確認し，建替

えに当たり開発事業手続を円滑化することを目的とした開発基本協定書（案）を取りまとめるとともに，長年の懸案であった長期

優良住宅の面積要件の引下げを行った。また，東京都住宅供給公社及び各管理組合の状況に応じた支援を行った結果，再生に向け

た機運が高められた。 

・調布銀座地区においては，開発事業計画が検討された後，一時的にまちの再生に向けた機運が下がったものの，調布銀座商店街

を含む残る敷地での再生のロードマップを描くなかで，地区の再生に向けた機運を回復することができた。 

・柴崎駅周辺地区においては，街づくり懇談会等の継続的な開催により，都市計画道路の在り方や地区の将来像について，地元街

づくり準備会をはじめ，地域住民等と意見交換を行い，今後の街づくりについて検討が深められた。 

・新たな街づくりの枠組みとして，景観まちづくり（早稲田大・慶応大），調布駅南口中央地区（東工大），調布市北部地区（工学

院大）など，大学連携・協力によるまちづくりを進めることができた。 

・その他の地区においても，次年度につながる調査検討を行い，今後の取組等について整理することができた。 

・良好な市街地の形成に不可欠な都市農地の保全に向け，生産緑地の一部解除に伴い，生産緑地の指定面積要件を下回ることで解

除となる，いわゆる道連れ解除等による都市農地面積の減少を抑えるため，生産緑地の面積要件の引き下げを行った。 

 

評価 A 

【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。    計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。   計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。    概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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。 

②上記見直し方針により，都市計画道路等整備の進捗に合わせた

用途地域の見直しを行った。 

③入間町周辺地区及び多摩川住宅地区において，地区計画の都市

計画決定を行った。 

④調布銀座地区及び調布駅南口中央地区において，地元街づくり

提案を取りまとめるなど，住民発意の街づくり活動の支援を行

った。 

⑤景観計画・条例の運用による景観まちづくりを推進した。 

 

 

 

⑥公共サイン計画に基づき，公共サインの整備を推進した。 

 

①②③④令和４年度の都市計画マスタープランの改定に向け，立

地の適正化，都市政策課題へ対応した将来都市像を描くととも

に，地区計画をはじめとする都市計画諸制度を活用したきめ細

かい街づくりを推進する。更には，調布駅周辺地区における立

地の適正化をはじめ，BCP・BCDによる事業継続や CO2排

出量の抑制に資するスマートシティへの取組について検討を進

める。 

 

 

⑤地域の特性を生かした魅力ある農と住の調和した街づくりをは

じめ，駅周辺の屋外広告物等の景観ルールづくりを推進する。

また，将来のまちづくりの担い手となる子どもたちへの景観学

習をはじめ，地域における景観意識の醸成を図る。 

⑥東京2020大会に向けて，公共サイン整備による適切な誘導を

図る。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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 

  

 

 

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策２１ 良好な市街地の形成） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）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に基づき，用途地域等による適正な土地利用を推進するとともに，入間町周辺地区や多摩川住宅地区にお

いて，国分寺崖線の保全や多摩川との調和などをテーマに，地区計画制度を活用したきめ細かいルールづくりを着実に推進した。 

・適切な土地利用の誘導と併せ，地区の価値を高める景観まちづくりを推進することで，利便性と快適性を兼ね備えた良好な市街地

を誘導することができた。 

・平成２９年度には，調布市では初となる景観協定を認可した。景観協定では，地域の景観特性等に応じた景観に関するルールのほ

かコミュニティの形成にも資するルールも定めており，良好な景観が維持・保全される魅力的な地区として，現在景観協定地区は２

地区となった。 

・大学連携という新たな枠組みによるまちづくりを進めることにより，幅広い視点を持ったまちづくりの検討を進めることができた。 

 

 

 

 

評価 A 

【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。    計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。   計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。    概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。目標達成までには至らなかった。」 

 
 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

  

 

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  令和４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，調布市らしいきめ細かいまちづ

くりを進める。 

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

整備が必須であり，早期の作業完了が求められている。

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
自
治
体
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。 

③  東京都において，都市計画法に基づく都市計画区域マスタープラ
ンをはじめ，都市再開発方針等の見直しが予定されている。 

 

① 調布らしい景観まちづくりを推進する。 
② 都市計画マスタープランの改定において調整する。 

 

 

③  都市再開発方針については，今後の街づくりの動向
等を見据えつつ，東京都と調整する。 

 

 

そ
の
他 

① 調布駅前広場整備 ①  駅前広場整備が進められる中，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

の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） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向  
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・都市計画マスタープランの改定 

・用途地域の指定方針及び指定基準の見直し（東京都の見直し後） 

・京王多摩川駅周辺地区のまちづくりの検討 

・深大寺周辺地区のまちづくりの検討 

・調布銀座地区のまちづくりの検討 

・多摩川住宅地区における公共施設・福祉関連施設を含めた多摩川住宅の再生及び魅力の向上に向けた検討 

・調布駅周辺地区の大型公共施設等と連動したまちづくりの推進 

・柴崎駅周辺地区をはじめ，つつじヶ丘駅周辺地区，深大寺北部地区，西調布駅周辺地区等のまちづくりの支援 

○飛田給駅周辺公共サイン整備 

〇旧甲州街道沿道における街区表示板を活用したスタジアム等への誘導サインの整備 

・景観形成推進地区等の基準の見直し及び追加地区の検討 

・特定生産緑地の新たな指定等による都市農地の保全 

 

◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・京王多摩川駅周辺地区におけるまちづくりの推進 

・調布駅周辺地区における立地の適正化及びBCDや環境負荷の低減に資するスマートシティの推進 

◎特定生産緑地の指定に向けた準備 

 

 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・都市計画マスタープランの改定に向け，各施策との庁内横断的な連携 

・調布駅周辺の大型公共施設の再編等と連動したまちづくりを推進するための庁内横断的な連携 

・多摩川住宅地区における福祉関連施設等の誘導及び公共施設の再編検討 

・大学と連携したまちづくりの推進（景観まちづくり，深大寺北部地区，調布駅南口中央地区） 

・都市農地の保全・活用に見向けた関係課との連携 

 

 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・コンパクトシティ・立地適正化・エネルギースマートシティの導入検討に向けた産学官による連携 

 

■連携テーマ2 「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」 

・調布駅周辺地区における歩行者回遊軸沿道の適切な土地利用の誘導に向けた庁内横断的な連携 

・公共サインの整備 

 

■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・多言語を含む公共サインの整備 

・デジタルサイネージの活用検討 

 

■連携テーマ4 「パラリンピックレガシーの創出」 

・多言語を含む公共サインの整備 

 

 



（施策２１ 良好な市街地の形成） 

【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

        ● 

        

 

 ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆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。 

 

 

○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） 

・公共サインの整備 

 

（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） 

・ラグビーワールドカップ，東京２０２０大会の開催に向け，回遊性の向上やおもてなしの観点も踏まえ，街の魅力向上に資する

公共サインの整備を進める。 


