
 



防災性の向上と密集市街地の改善
地域の課題
●地域の骨格を構成する都市計画道路､主要生活道路､区画道路が未整備なまま残されており､

防災上の課題となっています｡

●狭い道路､行き止まり道路が多く､老朽木造住宅が密集しており､防災上の課題となっています｡

●公園､緑地等のオープンスペースが不足しており､居住環境上の課題となっています｡

●良質で､多様な都市型住宅が不足しており､多様な生活ニーズへの対応が課題となっています｡

●少子･高齢化が進んでおり､生活支援サービスの供給が課題となっています｡
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世田谷区や地域と連携したまちづくり

課題への取組み
●世田谷区と協力して､都市計画道路､主要生活道路､区画道路等を拡幅整備します｡

●小公園､広場等の整備によりオープンスペースを確保します｡

●沿道緑化等を行い､まちなみ景観に配慮した良好な住環境を創出します｡

整備イメージ
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密集する住宅地 小型車も通れない路地

口＼､ヾー＼ �.���� ��

†＼-､ 

i 倅ﾘ萪�醍 ∴ 灘':. 

( .二二一一 唸耳�"�

｢ノ｢一三一1.- 剪�

ノ" 剪�

未整備な都市計画道路(補助209号線)



世田谷ティーズヒルのまちづくり

防災性の向上

●都市計画道路､主要生活道路､外周道路

等を拡幅整備します｡

●万一の災害時にも安心して集まれる広場を

整備します｡

●団地内の通り抜け通路を確保します｡

●広場には､かまど型ベンチ､非常用トイレなど

を用意します｡

環境への配慮

●既存樹木の活用とともに緑豊かな空間整

備を行います｡

●施設等の屋上緑化､駐車場の壁面緑化を

行います｡

●雨水の地下浸透を図ります｡

●ディスポーザーシステムにより生ゴミの減量

化を図ります｡

良好なまちなみ景観の形成

●まちかと広場の整備を行います｡

●歩道状空地の整備､道路沿いの植栽によ

り､地域に開かれた潤いのある空間を創出し

ます｡

●シンボルヅノーであるメタセコイヤの保存な

ど地域の記憶の継承を図ります｡

●沿道側からのアクセスにより､防犯性の向

上と周辺地域との融合を図ります｡

豊かな都市生活の支援

●子育て､高齢者支援､医療サービスなどを提

供します｡

●コンビニエンスストア､レンタカーサービスな

どで生活利便性を高めます｡

●ガーデニングショップ､ティールームなどで生

活に潤いと安らぎを与えます｡

●高度情報化システムに対応する超高速イン

ターネット環境を整備します｡

●立体駐車場により駐車場を集約することに

よって歩車分離による安全性を確保します｡

●人々が自由に集い､憩い､安全に遊べる広

場を整備します｡

●都市居住に対応した住宅管理､セキュijティ

システムを整備します｡

メタセコイヤ

地区中央部にあった約20メートルのメタセコイヤを保存し､

シンボルツリーとします｡
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生ゴミ減量化システム(ディスポーザー排水処理システム)で' 
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まちづくり計画に基づいた民間の分譲住宅

配置図･イラスト･写真等は実際と異なる場合があります｡



シティコート上馬のまちづくり

防災性の向上
●主要生活道路､区画道路の拡幅整備します｡

●防火水槽を整備し､周辺市街地の消防活動に備えます｡

環境への配慮

●屋上緑化､沿道緑化を行い､地域に潤いのある空間を創出します｡

●地域に開放するまちかと広場(ポケットパーク)を整備します｡

(D 駐車場 身近な小公 板���""●●●●● 唸蓼ﾋ鞴�����Gづx.���f��f����?ﾈﾏｲ�

一一二Ti1 -i ｣二､一 

ヽ ち 入口 ∴一一一- ｢歩道の整備｣ 

歩行豪速護憲諜TU..一一一 ｢まちかど広場｣ `ポケットI閥ます｡E--- 

揺;ii ｢見蒜蟻-, 

譜｣ 

都市計画道路補助209号線(明薬通り)の整備

公団の直接施行制度を利用し､世田谷区と連携して公団が整備します｡

防災性の向上
●幅員6mの一方通行の道路を1 6m幅員に拡幅整備します｡

● 4m幅員の歩道に植栽帯を整備し､延焼防止に寄与します｡

環境への配慮
●電線類の地中化を計画し､美しいまちなみ景観を創出します｡

●植栽帯を整備し､木かげのある歩道空間を創出します｡

まちづくり用地の活用

●道路整備に伴う移転者の代替地として公団保有のまちづくり用地を活用し､整備の促進を図ります｡

国道246号線側から見た現況
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配置図･イラスト･写真等は実際と異なる場合があります｡
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