
 

 

 

 

調布市バリアフリー基本構想 

～地区別計画～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年４月 

調 布 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

「みんなの“からだ”と“こころ”にやさしいまち調布」の実現を目指して 

 

わが国では,高齢化の進行や障害者等を取り巻く環境の変化を

踏まえ，高齢者や障害者,妊産婦,けが人など,全ての人々にとって

安全で自立した生活を営むことのできる社会の実現が求められて

おります。 

また，国連が「誰一人取り残さない」ことを理念に掲げた SDGs

（持続可能な開発目標）には，目標の１つに「住み続けられるまち

づくり」が挙げられています。 

調布市においては,高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（バリアフリー法）に基づき,平成２４年３月に，旅客

施設を中心とし，高齢者・障害者などが利用する施設が集まり，バリアフリー化が特に必要と認め

られる地域（重点整備地区）において，重点的かつ一体的に事業を推進するため，「調布市バリア

フリー基本構想」を策定し,重点整備地区である調布駅・布田駅・国領駅周辺地区と飛田給駅周

辺地区を中心にバリアフリー化を進めて参りました。 

この調布市バリアフリー基本構想が目標年次を迎えたこと，バリアフリー法が改正されたことな

どを踏まえ，更なる取組の推進が必要となったことから，この度，内容の見直しを行い，新たな「調

布市バリアフリー基本構想~地区別計画~」を策定いたしました。 

このバリアフリー基本構想では，引き続き調布駅・布田駅・国領駅周辺地区及び飛田給駅周辺

地区を重点整備地区とするほか，新たに土地区画整理事業等の予定がある京王多摩川駅周辺

地区を重点整備地区に設定するとともに，公共交通機関，道路，建築物，路外駐車場，公園，信号

機等のバリアフリー化事業や市民，事業者等に高齢者,障害者等への理解と協力を得るための

「心のバリアフリー」に関する具体的な内容も盛り込んでおります。 

策定に当たりまして,「調布市バリアフリー推進協議会」の委員の皆様をはじめ,事業者,まちある

き点検に参加された方々並びに素案等にご意見をお寄せいただいた皆様に厚く御礼申しあげま

す。 

調布市としましては,別冊の調布市バリアフリーマスタープランとプランを具体化した本バリアフ

リー基本構想に基づき，積極的にバリアフリーのまちづくりを推進し,市内における移動や施設利

用の利便性,安全性の向上など誰もが利用しやすい生活環境の整備に努めて参ります。皆様の一

層のご理解・ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

令和４年４月 

 
  

調布市長 
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文中で※を付けた用語は，用語集に説明文を記載しています。 


