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第３節 下布田遺跡の管理・活用状況 

１．管理及び公開 

平成３０年度末における史跡指定面積１２,７７２.１４㎡に対する公有化率は，民有地３筆，

史跡中央部の生産緑地地区（布田６－３３－６～７）７８０㎡と，府中崖線下の宅地（布田６

－３２－１）６９㎡を除き，９３.３５％に達する。文部科学省所管地を含む公有化区域の管理

は，調布市が行っている。 

現在，史跡指定地には北側の市道に近い位置に史跡標柱・説明板を設置し，史跡境にフェン

スや柵を巡らしている。また，南側には遺跡調査会事務所の建物がある。 

現状は自由に立ち入りできる状況である。そのため市教育委員会では，史跡地内での無断掘

削・採取等のき損行為を防止するため，定期的な見回りや注意喚起の掲示を行うなどしている。

また，史跡地内で繁茂，高木化した樹木の剪定作業や，下草の除草作業を年に数回行っている。 

 これら日常的な管理のほかに，史跡整備に向けて指定地内にあった市道の一部を廃道するな

ど，公有化した史跡の地目変更等の手続きを進めている。また，史跡を管理する基礎情報とす

るため，平成１７年度に現況測量を実施し，現況平面図及び植栽図を作成した。 
 

   

市道脇に設置した標柱          遺跡調査会事務所          無断掘削防止の注意喚起 

 

２．植生 

 史跡地内には，多くの樹木が繁茂している。高木にはクヌギ，ムクノキ，エノキ，ミズキ，

ケヤキなどの落葉広葉樹が多く，武蔵野の里山的景観の面影を残している。次いでスギ，クロ

マツといった針葉樹が多く，常緑広葉樹のクスノキ，マテバシイ，ツバキ，アラカシ等も含ま

れている。史跡の中央部に密集する樹木には，史跡指定を受ける以前から，調布市が街路樹等 
 

   

崖線下から見た樹林       かつて街路樹用に育成していた樹木     史跡地内で繁茂するカラムシ 
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図２３ 計画対象地の構成要素位置図 
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の苗圃として利用してきたため，ユリノキ，メタセコイア，ヒマラヤスギ等の外来種，公園木

等に好まれるソメイヨシノ，サンゴジュ等が多く含まれる。高木が林地を構成する一方で，そ

の間にササ類が密生している。春季以降はカラムシも繁茂し自生化しており，段丘崖の湿地帯

的な植生を形成している。 

 

３．活用の取組状況  

 史跡の活用については，未整備の現状においても可能な事業を進めている。史跡に対する理

解を深め，史跡への親近感を高めてもらえるよう様々な取組を始めている。 

 

（１）調布市郷土博物館・郷土博物館分室での出土品等の展示 

 郷土博物館では，「調布の歴史」と題して，考古，民俗，歴史資料などを常設展示しており，

史跡下布田遺跡から出土した土製耳飾（複製）や土版，土偶，石鏃などを展示している。常設

展以外でも，平成２７年度に市制施行６０周年記念特別展「考古資料でたどる調布の三万年」

を開催し，下布田遺跡の出土遺物を紹介している。また，郷土博物館分室では，通常公開はし

ていないが（事前予約制により見学可），下布田遺跡から出土した晩期土器や石器等をはじめ，

市内遺跡から出土した考古資料を展示している。実際に発掘調査で出土した遺物を見ることで，

史跡に対する興味や関心を引き出す場としている。 

 

（２）講演会・講座 

 史跡下布田遺跡でのこれまでの発掘調査の成果や，明らかになった史跡の価値を周知するた

め，講演会を開催している。平成２６年度には，国立市，東村山市，西東京市と合同で「多摩

の遺跡発掘成果報告会」を行い，下布田遺跡につい

て報告した。また，平成３０年度には多摩市教育委

員会・東京都埋蔵文化財センター共催の文化財講演

会において，「国史跡下布田遺跡の発掘調査と今後

の整備について」と題して講演を行った。 

 このほか，生涯学習出前講座「意外と知らない？

調布の歴史」として，市民団体や地区協議会が主催

する学習会などで下布田遺跡を取り上げ，解説して

いる。 

 

（３）発掘調査現場説明会 

 平成２９年度と平成３０年度に史跡地内の詳細

確認調査を実施した。発掘調査の成果を広く周知

し，史跡に対する理解を深めてもらうことを目的

に，発掘調査現場説明会を開催した。 

 

遺跡発表成果報告会 

発掘調査現場説明会 
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（４）体験学習 

 平成２８年度から，東京都埋蔵文化財センターと

の共催事業「苧糸づくり体験教室」として，史跡地

内に自生しているカラムシから繊維を取り出し，糸

を撚る体験学習会を開催している。 

 

 

 
 

（５）市民活動との協働事業 

 平成２８年度に，市民と郷土博物館との協働事業「縄文の杜プロジェクト・千色工房」を立

ち上げ，史跡地内の植物を利用した草木染めの体験学習を中心に，史跡見学や自然観察会を年

数回実施している。 

 

（６）学校教育との連携 

 史跡下布田遺跡の価値を確実に次世代に継承していくため，市内小中学校での総合的な学習

の時間や社会科等の出前授業，まち巡りや調べ学習への協力を行っている。また，市立中学校

の社会科副読本『新しいふるさと調布』に下布田遺跡出土の土製耳飾に関するコラムを載せ，

地域の大切な歴史遺産として認識されるよう，授業で活用している。 

 

（７）地域との連携 

 史跡が所在する布田地区の地域組織である「布田小地区ハッピータウン協議会」と連携して，

地区内巡回活動「ハッピーウォーク」に併せて史跡見学を行ったり，広報誌に史跡の紹介記事

を掲載してもらうなど，地域住民に史跡下布田遺跡についてより良く知ってもらい，親しみを

感じてもらえるような取組を進めている。また，調布の市民活動の更なる活性化を目的に開催

されている「調布まち活フェスタ」において，協議会の活動ＰＲポスターに下布田遺跡の紹介

記事を載せてもらうなど，協力体制を構築している。 

 

（８）情報発信 

 史跡の認知度が低いという現状を打破するため，市のホームページ上に史跡の紹介記事を掲

載するほか，パンフレットを作成し，史跡の価値の普及に努めている。また，下布田遺跡出土

の土版の写真をあしらったクリアファイルを作成し，郷土博物館主催の講演会や文化財見学会

等のイベントで配布するなど，様々な形で情報発信を行い，史跡の普及に努めている。 

 

 

  

史跡見学・自然観察会 
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第４節 史跡の公開活用のための諸条件 

１．史跡整備市民ワークショップ 

 下布田遺跡の整備計画に市民意見を反映するとともに，下布田遺跡への関心を高めつつ，こ

れからの市民連携のきっかけづくりとすることを目的に，令和２年９月から１０月にかけて，

史跡整備市民ワークショップを開催した。 

参加者を公募した結果，近隣住民を中心に約２０名の調布市民が集まった。下布田遺跡や縄

文時代の自然環境，植物利用について学びつつ，史跡公園の将来像や縄文時代の遺跡にふさわ

しい活用方法についてグループ討議を行い，その成果を発表した。 

 

表４ ワークショップ（ＷＳ）実施概要  
日 程 開催場所 参加人数 実施内容 

第１回 ＷＳ 
 

令和２年 
９月５日 

下布田遺跡 

郷土博物館分室 
１７名 

下布⽥遺跡の植⽣を考えよう 
【全体説明】 ＷＳ開催主旨，本日の作業の進め方 
 
【遺跡説明・現地視察】遺跡の概要・現状を聞きながら見学
 
【グループ作業】 気づいたこと（魅力と改善点）を挙げる 
 
【 発 表 】 各班でまとめた意見や感想の発表 

第２回 ＷＳ 
 

令和２年 
９月１９日 

東京都埋蔵文化
財センター 
（縄文の村） 

１５名 

遺跡公園の植物について学ぼう 
【現地視察】 縄文植物園の事例見学 
 
【意見交換】 見学を終えた感想発表，都担当者へ質疑応答

第３回 ＷＳ 
 

令和２年 
１０月４日 

調布市教育会館 １５名 

下布⽥遺跡の植⽣整備と活⽤について話し合おう 
【全体説明】 第１回・第２回の振り返り，整備案の説明 
 
【グループ作業】 ５つのテーマを話しあう 

 ①植物について 

 ②史跡公園に必要な設備 

 ③近隣住民への配慮 

 ④遺跡公園でやりたいこと 

 ⑤その他（自由意見） 
 
【 発 表 】 各班でまとめた意見の発表 

 

 

   

開催状況写真 
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（１）第３回ＷＳで出された意見（各班） 

①第１班 
 

①植物について （２）防犯 

・子供の安全，火災等 

・早朝・夜間の管理，ごみの管理 

・近隣住宅への防犯・騒音・目隠し植栽等の配慮

が必要 

・自宅が公園の隣地なので植栽の高さが気になる

（３）衛生 

・蚊の駆除 

（１）原っぱ  

・原っぱを作ってほしい 

・縄文期の草花も意識的に育てたい 

（２）縄文の木 

・縄文時代の木を植える（環境復元） 

・縄文の植物を特定する 

・縄文期の樹木を再現して利用する（クリ・トチ

ノキ・サクラ・ケヤキ・カヤ・コナラ） 

-容器（トチ・サクラ・ケヤキ） 

-弓（イヌガヤ・コナラ・ムラサキシキブ） 

-建築（栗） 

（３）植栽の方法 

 ・現状から縄文植生への漸次移行 

（４）管理 

・３０年放置して困らぬよう，３～５年おきに手入れ

・管理は神代植物園の支援を受ける 

④遺跡公園でやりたいこと 

・他の遺跡公園との交流会 

・調布南部地域，布田崖線周辺におけるエコミュ

ージアムの展開を望みます。当地区当施設はそ

のセンターの役割 

・パブリックアーケオロジー 

憩いの場→遺跡啓蒙 

・市民が参加する本整備事業の「ニュース」の刊行

・縄文の夏祭り 

・縄文の料理教室 

・カラムシ等を使った体験学習 

・学習会等を定期的に実施 

・ボランティアガイド 

・解説要員はボランティア 

・ボランティアの継続  →縄文検定を！ 

・散策・ピクニック（グループ，個人） 

②史跡公園に必要な設備 

（１）ガイダンス・情報提供 

・遺跡までの案内板の整備 

・遺跡の分かりやすい解説版 

・ガイダンス施設（映像と要点パネル） 

・魅力的なパンフ 

・デジタルサイン（スマホを使った情報取得）を

配備して欲しい 

（２）その他 

・木陰とベンチ 

・水飲み，トイレ 

・モニュメント（耳飾り等）と案内板 

・物語性のある整備，エリア（場所）の位置づけ

が必要 

⑤その他 

・市内のほかの遺跡との関連付け 

・先進事例をたくさん調査 

・他の遺跡公園の見学や意見交換会をしたい 

・マンガ等を使ったパンフレット 

・現実的にあまり市民は興味を持っていない 

（縄文遺跡の価値を持続的に啓発する計画を） 

・発掘調査の公開 

・交通不便（下布田）市内循環バス 

・小学校の教材（見学） 

・植物資源とともに，動物資源（縄文の狩り，二

ホンジカ他）に注目して欲しい 

③近隣住民への配慮 

（１）地域住民の参画 

・近隣住民から問題点・要望を聞く 

 

 
グループ作業の成果（第１班）  
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②第２班 
 

①植物について ・子供も参加できる，体験イベントができる施設 

・テーマパークにならないように 
（１）活用 

・縄文人の自然活用を体験できるような植物の配置

・利用していたもの（樫，栃の実，椎，からむし）

-食用植物（ゼンマイなどの山菜・どんぐり）

-衣類に使用した植物（からむし） 

-生活に使っていた植物（竹・つる） 

・植物利用のワークショップ（例：カゴ作り） 

・縄文植物のエリア明示，使い方のプレート，シ

ンボルツリー 

・縄文時代の気候に合った植生にしてほしい 

（２）いこい 

・四季の草花・果実でリピーターを 

・いこいの空間 

・自然ふれあいゾーンは，縄文にこだわらない，子

供が足を運びたくなる木が必要 クヌギ→カブト

ムシ 

・植物の種類の選定（場所によっては）調布全体

の生態系を視野に入れてほしい 

（３）管理 

・自然ふれあいゾーンは管理しすぎないように，

市が管理基準を作ってほしい 

・縄文時代の以外の樹木をどうするのか 

①何年かに 1 回手入れする ②共生させる 

③近隣住民への配慮 

（１）防犯 

・防犯対策（火事・騒音・のぞき見） 

・夜間に人が集まらないように 

（２）対話 

・近隣，市，市民グループと定期的に対話の場を 

（３）災害時の利用 

・防災公園を目指してほしい 

・防災ベンチ（かまど）  

④遺跡公園でやりたいこと 

（１）活用 

・縄文生活体験・草木染 

・遺跡発掘，自然観察 

・どんぐりを実際に食べてみる 

・植物をどう利用していたかを体験（衣食住） 

・石器で料理，土器で煮炊き 

・縄文式土器を焼く 

・からむしから繊維をとり，布を織る 

（２）関心 

・学校教育・社会教育利用で興味ある人を増やす

・プレイパーク 

（３）参加 

・地域を巻き込む → 防犯 

・遺跡公園のオープンは先になるが，それまで興

味ある方がボランティア参加できないか 

・何回も行ける，参加できる，仲間ができる仕掛け

・ＷＳの継続 

・運営ボランティアの組織化・予算化 

・公園管理のプロを採用 

②史跡公園に必要な設備 

（１）必要な設備 

・トイレ・水回り・ベンチ・駐車場 

・駐車場の整備は必要 

・近隣の田んぼを駐車場に 

・ところどころに休めるベンチを 

・ゆっくり散歩できるようにベンチを多く 

・施設の中だけでなく広場にもトイレを 

（２）紹介のための施設 

・ガイダンス施設，ＷＳスペース，案内サイン 

・復元かＶＲ 

・地形はそのまま残す。盛土による遺跡の保護 

（３）体験のための施設 

・水場・作業場・土器を焼く所 

・縄文の体験ができるようなイベントを 

⑤その他 

〇調布の魅力を再発見する。 

・案内板 

・狐塚古墳への配慮 

・野川遺跡等，全国的に有名な遺跡との関連を考

える 

 

 
グループ作業の成果（第２班） 
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（２）意見まとめ 

 ワークショップで挙がった意見をまとめると以下の通りである。これからの整備や活用の参

考となる具体的なアイディアが数多く挙げられ，市民の遺跡への関心や整備に対する期待の高

さがうかがえる。 

 

①植物について 

・縄文時代の植物に対しては，環境を再現するだけではなく，当時の利用と結びついた活用方

法が多く出された。 

・整備方法に関しては，現状を縄文時代の植生へと徐々に移行すること，縄文にこだわらず調

布の生態系を視野に検討して欲しいといった意見等があった。 

・自然に手を入れ過ぎないという意見，一方で定期的な手入れして放置し過ぎない，といった

意見も挙がった。管理基準を作る方が良いといった意見も挙げられた。 

②史跡公園に必要な設備 

・ベンチ・駐車場・トイレなどの便益施設，土器焼等の作業場・水場の要望が多く挙がった。 

・解説板には，分かりやすい説明，スマホと連動したデジタル情報提供等の要望が挙がった。 

・駐車場は公園範囲が狭いことから，周辺の田畑がやむなく住宅地に変わる前に，駐車場を確

保するべきではないかといった意見も挙がった。 

③近隣住民への配慮 

・騒音やのぞき見，夜間利用等の防犯面は，近隣住民と定期的な対話の必要性が挙げられた。 

・災害時に利用できる公園であることの要望が多く挙がった。 

・防犯面（閉鎖管理）と災害時利用（開かれた管理）は，議論の中でも課題として挙がった。 

④遺跡公園でやりたいこと 

・縄文祭り，縄文時代の生活体験（土器を焼く，煮炊きする，布を織る，ほか），学習会，自然

観察などのほか，ボランティア設立，縄文検定など，多種多様なアイディアが提起された。 

⑤その他 

・市民に関心を持ってもらう取組として，学校教材，マンガを使ったパンフ，先進事例の視察

といったアイディアが出された。 

・調布の魅力を再発見するために，周辺遺跡との関連付けの説明や案内板の設置なども挙がっ

た。  
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２．まちづくり計画における位置づけ 

（１）都市計画上の位置づけ 

 史跡下布田遺跡の所在する布田地区は，市街化区域に含まれ，都市農地や布田崖線の緑とと

もに低層住宅市街地が形成された地区であり，都市農地と住宅地の調和を図るまちづくりを重

視している。 

 都市計画マスタープランにおいては，史跡の南側にあるまとまった生産緑地を，都市農業の

振興を図り，地域の良好な環境と農の風景を守っていく「農の拠点」として位置付けている。

下布田遺跡や布田崖線の緑についても，南部地域の個性を育み，循環型のまちづくりを実現す

るうえで重要な役割を担う「緑」の軸として位置付けている。 

 

 

図２４ 調布市都市計画マスタープラン（南部地域の将来地域構造） 
 

 

 また，史跡範囲の東部については，都市計画道路３・４・２６号多摩川三鷹線という幅員１６

ｍの都市計画道路が計画されている。 

 調布市は平成２８年３月に策定した「調布市道路網計画」において，当該路線は，計画線上

下布田遺跡
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に国指定史跡があり，かつ史跡の復元等にあたり検討が必要な路線であるとして「計画検討路

線」に位置付けている。 

 

 

表５ 史跡とその周辺部の都市計画概要 
項 目 内 容 

用途地域 第１種低層住居専用地域 

高度地区 上記の第１種低層住居専用地域

は第１種高度地区に該当。 

※建築物の高さ制限１０ｍ 

都市計画道路 調３・４・２６多摩川三鷹線 

（計画検討路線） 

地区計画 布田六丁目地区地区計画 

（青網掛け） 

 面  積 約７.４ha 

決定年月日 平成１５年１１月６日 

地区計画 

の目標 

本地区内における土地区画整理

事業に合わせ，道路・公園等の都

市基盤施設の整備を図るととも

に，低層住宅と農地が調和する安

全でうるおいのあるまちづくり

を進める。 

生産緑地地区 指定地・周辺に多く含まれる。 

（緑線の範囲） 

 

 

  

図２５ 調布市都市計画図（部分）
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（２）景観計画 

 調布市景観計画（平成２６年２月）において，史跡下布田遺跡を含む「染地・布田周辺地区」

は，先人の土地への思いを受け継ぐ田園風景を保全しつつ，田園風景に調和した住宅地の景観

形成を図る必要があることから，農の景観形成推進地区として，地区別の景観形成基準や景観

形成方針などを活用しながら，一定規模以上の建築物等の規制誘導を図っている。 

 

 

図２６ 農の景観形成推進地区 景観形成のイメージ（調布市景観計画） 
 

 

 

図２７ 「農」の景観形成推進地区の範囲（調布市景観計画） 
  

下布田遺跡
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（３）布田六丁目地区地区計画 

布田六丁目地区地区計画は，整備目標に「本地区内における土地区画整理事業に合わせ，道

路・公園等の都市基盤施設の整備を図るとともに，低層住宅と農地が調和する安全でうるおい

のあるまちづくりを進める。」を掲げ，そのために必要となる地区内の土地利用，諸施設に関す

る整備方針を定めている。 

 史跡指定地に隣接する郷土博物館分室敷地は，布田六丁目地区の地区計画の区域に含まれて

いる。地区施設として，分室の北側を公園，西側を緑地に定めており，地区施設の整備方針を，

「本地区内に整備された道路，公園等については，その維持と保全を図る。」としている。 

 

 

 
図２８ 調布市都市計画地区計画（布田六丁目地区地区計画 計画図２） 

 

 

 

  

下布田遺跡（整備計画範囲）
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第５節 整備にかかる課題の整理 

 前節までに掲げた史跡とその周辺の現状，上位計画やまちづくり関連の位置づけ，地域要望

等を踏まえて，整備課題を整理する。 

 

現状・既往計画・地域要望 整 備 の 課 題 

●計画対象範囲の設定 

・整備対象範囲は，史跡指定地と隣接する公有地で
ある。そのうち，指定地にある宅地と畑（生産緑
地）は短期的には整備対象外となる。ただし，宅
地は湧水地点に接し，畑は低位面と高位面の境界
部にあることから，いずれも遺跡の特徴を伝える
重要な地点である。 

・遺跡調査会事務所が指定地内にある。（平成１５年
築。軽量鉄骨造２階建。建築面積約８３㎡，延床面
積約１６２㎡） 

 
●調査に関する現状 

・史跡下布田遺跡では，これまで数次にわたり発掘調
査が行われてきたが，目的や主体が異なり，系統だ
った調査に取り組むことができていなかった。ま
た，遺構の性格付け，集落の基本構成など，未解明
な部分がある。このため，市は平成２９年度から整
備に向けて確認調査を開始している。 

 

●遺構の保存に関する現状 

・史跡の地下には縄文晩期の遺構が残っている。方形
配石遺構や石棒集積遺構などのほか，遺物包含層が
高位面・低位面ともに広がっている。史跡にはフェ
ンスや柵を設けているが，無断掘削や無断採取が過
去に発生し，注意喚起の掲示を行っている。 

 
・史跡指定地中央部では，樹木が高木化している。ヒ
マラヤスギやメタセコイア等の外来種が多く，密植
栽培のまま成長して自然樹形が崩れている。さら
に，地中に伸びた根により遺構が攪乱を受けてい
る。樹木が遺跡の保存に悪影響を与えているととも
に，武蔵野の里山的な景観も損ねている。 

写真① 写真②
 

・崖線斜面部でも樹木が密集・高木化しており，この
まま成長しても自然な樹形に戻ることはない。ま
た，崖線地形の維持が危ぶまれる。 

●計画対象範囲にかかる課題 

・宅地・生産緑地は，公有化の見通しはない
（交渉継続中）。このため，公有化された段
階ですみやかに整備できるよう，整備事業
期間中の調査等，実施できる事項を検討す
る必要がある。 

 

・史跡公園としての開園に先立ち，遺跡調査会
事務所は，移転する必要がある。 

 

●継続的調査による史跡全体像の解明 

・遺跡の特徴を伝えるために必要な調査につい
て，整備事業に先立ち計画的に取り組む必要
がある。 

 
 
 

 

●遺構の保存に関する課題 

・史跡は常に開放しており，今後もいたずら行
為や無断掘削等が行われる可能性がある。保
存の対策として地下遺構に対する盛土を十
分確保する必要がある。 

 
 

・樹木根が遺構に悪影響を与えている，あるい
は縄文時代の景観への理解を損なっている
既存樹木の伐採。 
  
 
 
 

 
・崖線斜面部の樹木管理（間伐等）による地形
保全。 
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現状・既往計画・地域要望 整 備 の 課 題 

●遺跡の特徴の表現に関する現状・方向性 

・保存活用計画において，「史跡の整備において，可
能な限り，縄文時代晩期の植生や旧地形の復元を図
り，…」と方針を示してある。 

・発掘調査で検出された植物リスト（ただし、令和２
年度の調査成果を含めて精査を進めている） 
木本類：マキ・モミ・マツ・スギ・コナラ・ハンノ

キ・オニグルミ・クリ・ムクロジ 等 
草本類：カヤツリグサ・アカザ・ヨモギ・ススキ 等

・保存活用計画において，「検出遺構を復元展示もし
くは平面表示し，解説板等を設置する。」と方針を
示してある。 

・石棒集積遺構の出土遺物の７割が所在不明である。
 

●公開・活用に関する現状 

（アクセス） 

・史跡に隣接する道路は，幅員最大６.０ｍの生活道路
であり，大型バスの通行に適していない。 写真③ 

 
・品川通りや桜堤通りには，バス路線が運行している。
 
 
・指定地への既存の３か所の出入口（北・南・分室側）
のうち，北の市道が主入口となっているが目立たな
い。東側には入口を設けていない。    写真④ 

・史跡範囲の東部は，調布都市計画道路３・４・２６号
多摩川三鷹線（幅員１６m）と重複している。 

 

（まちづくりとの連携） 

・整備計画範囲は「布田六丁目地区地区計画」の範囲
と一部重なっている。 

・保存活用計画に，災害発生時の避難・集合場所とし
ての利用を掲げている。 

・史跡整備市民WS（ワークショップ）を開催した。

・計画地の接道範囲が少ないため，沿道から認識され
にくい。南（低地）の道路際は，高いフェンスが囲
んで，立ち入りできない。史跡の広い空間があるも
のの，存在自体がわかりにくい。    写真⑤ 

・私有地（宅地・農地）と接する範囲が多く，住宅地
が目立つ。              写真⑥ 

●遺跡の特徴の表現に関する課題 

・縄文時代の自然環境を学び，体感するために，
地形と植生の復元検討に取り組む必要がある。
 

・最新の自然科学分析の成果を踏まえ，現在の
自然環境や気候等の条件を踏まえて，復元と
して実現できる内容を整理して，整備に反映
する必要がある。 

 

・集落構成のあり方が感じられるよう，各遺構
のスケールや特徴，保存状況にあわせて，現
地における適切な整備手法を検討する。 

 
 

●公開・活用に関する課題 

（アクセス） 

・車・バス利用（学校教育，団体利用）を想定
し，近隣地に駐車場の借上げ，あるいは主要
道路からの誘導を検討する。 

 
・最寄駅（調布駅・布田駅）やバス停留所から
の，徒歩によるアクセスを基本に，誘導を検
討する。 

・災害時避難や，利用のしやすさを考慮すると，
わかりやすい，複数の入口設定が望まれる。
 
・当該路線は，調布市道路網計画（平成２８年
３月策定）において，計画検討路線と位置付
け，検討を進めている。 

（まちづくりとの連携） 

・まちづくりと連携した整備となるよう，日常
的な利用方法や災害時対応など，公園利用に
かかる地域の要望を市民ＷＳ，市民説明会な
どを開催して把握する必要がある。 

・市民ＷＳは，史跡への関心を高めたり，要望
などの把握に有益であることから，今後も継
続的な開催が必要である。 

・沿道からのわかりやすさ，開放的で見通しの
良い空間づくり。 

・史跡公園と隣接する住宅との間は，緑化等に
よる景観的配慮が必要。 
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現状・既往計画・地域要望 整 備 の 課 題 

（ガイダンス施設計画地） 

・保存活用計画において，「分室を取り壊して，史跡
を管理し，活用する拠点となるガイダンス施設を新
設する。」方針を定めている。 

・郷土博物館分室は閉鎖中。出土遺物等を収蔵する保
管スペースに利用している。（平成３年築。軽量鉄骨
造２階建。建築面積約１５７㎡，延床面積約２７７㎡）

・現分室の北・西の区画は，布田六丁目地区地区計画
に「緑地」「公園」と位置付けられている。この区
画は，「緑地」「公園」の継続を地元が要望している
ことから，駐車場への変更ができない。 

・史跡隣接部は宅地の中に生産緑地が多く含まれて
いるが，ガイダンス施設用地以外に，駐車場の土地
取得の見込みは低い。 

（活用事業） 

・史跡の理解や周知にむけて，様々な活用事業に取り
組んでいるが，史跡地での積極的な活用事業は進ん
でいない。 
・下布田遺跡は市内周遊の起点となり得る，調布市の
中央に位置している。 

 
・体験学習会の際に，自生するカラムシを使ってお
り，今後も継続することが望まれる。   写真６
 

・学校教育の中で下布田遺跡を利用する機会がない。
 

 

 

●維持管理に関する現状 

・高く成長した樹木が鬱蒼として視界を妨げ，暗い印
象を与えている。            写真⑦

 
・指定地内の無断掘削等が行われたことがある。 

写真⑧

・周辺から，史跡地内での草の繁茂に関する苦情・要
望が増加している。教育委員会は，年に数回，除草
作業を行っているが，現況の予算・人員配置では対
処しきれなくなっている。 

・市民と郷土博物館との協働事業を始めており，史跡
における市民と連携した活用事業の運営に努めて
いる。 

（ガイダンス施設計画地） 

・ガイダンス施設に求められる，遺跡の紹介展
示・体験学習・便所・休憩，事務等の機能や
規模を検討する。 
   

 
 
 
・現分室敷地の範囲で，新たなガイダンス施設
のほか，必要最小限の駐車スペースを配置す
る。 
 
 

 

 
 

（活用事業） 

・歴史学習に限らず，郷土の自然を身近に体験
観察できる場所としての活用。 

 

・様々なイベントや事業を企画し，多くの人が
集まる公園（広場）としての役割。 

・現在生育している植物のうち，遺跡の保存に
影響を与えない範囲で，選択的に残す樹木，
植物（草花や雑草等）を設定する。 

・学校教育のカリキュラムと連携しやすい環境
整備（展示解説の充実，整備内容と整合性の
ある体験プログラムの開発，団体利用のアク
セス対策など）。 

 
●維持管理に関する課題 

・明るく快適な空間の維持管理（密生した樹林
の間伐・剪定等）。 

・防犯的観点からの管理のあり方の検討。（死角
をつくらない，夜間利用，照明，施錠管理，
防犯カメラ） 

・整備による費用対効果を考慮し，過大な維持
管理費にならない方法を選択する必要があ
る。 

・市民や周辺住民との協力体制のもと，官民共
同による管理や運営の仕組みづくり。 
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  写真① 伸張した根が遺構に絡んだ状況        写真② 高木化，自然樹形が乱れた樹木 

（苗圃として植栽） 
 

   
  写真③ 市道 123-36               写真④ 指定地への入口（市道） 

 
 

   
 写真⑤ 道路に沿って設けたフェンス     写真⑥ 史跡に自生するカラムシ（手前）と住宅地 

 
 

   
写真⑦ 多摩丘陵への視界を妨げる樹木            写真⑧ 無断掘削 
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図２９ 整備計画範囲の現況（整備課題図）  

写真①

写真②

写真④ 

写真⑧

写真⑥

写真⑤

写真③

写真⑦


