
Ⅳ  都市づくりの方針

「20 年後の都市ビジョン」を実現するため、「都市づくりの理念と目標」のもと、市民の皆さんにわ
かりやすく、都市づくりの方向性やテーマが共有できるよう、「目標型・戦略型」の「都市づくり方針」
を示します。

都市づくりの方針

4. 協創の都市づくりを実現する「土地利用」の方針

ビジョン１：広域的な交通利便性のポテンシャルを活かした
　　　　　　交通体系の整備により、人とものを惹きつけ、
　　　　　　地域経済が活性化している。

ビジョン２：都市機能の集積や公共交通等の充実により、
　　　　　　暮らしやすいまちが実現している。

ビジョン３：中心拠点は人でにぎわい、
　　　　　　地域拠点は魅力が高まっている。

ビジョン４：まちと自然とのつながりが深まり、
　　　　　　生活の様々な場面でみどりが活かされている。

ビジョン５：環境負荷の低い低炭素なまちづくりが進み、
　　　　　　都市の自立性が高まっている。

ビジョン６：歴史・文化・自然・まちなみを活かし、
　　　　　　訪れたいまちが実現している。

ビジョン７：災害への強さを活かし、
　　　　　　住み続けられるまちが実現している。

１．活力と魅力が溢れ、
快適性と利便性を高める
「攻め」の都市づくり方針

２．地域資源を活かし、
つなげ、さらに進化させる
「潤い」の都市づくり方針

３．災害に強く、しなやかな、
「安全・安心」の
都市づくり方針

都市
環境

市街地
整備 みどり交通

（主な施策分野） （主な施策分野） （主な施策分野）

都市
景観

都市
防災

都市
環境

市街地
整備 みどり交通 都市

景観
都市
防災

都市づくりの方針にかかわる施策分野都市づくりの方針の施策分野と
都市ビジョンとの関連
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活力と魅力が溢れ、快適性と利便性を高める
「攻め」の都市づくり方針（交通・市街地整備）

本市では、主要な国道や高速道路、鉄道が交差する広域的な交通結節点としての特性を活かし、定
住・消費・生産・交流活動の場としての都市機能の強化を計画的な市街地整備とともに進めています。
これらの既存ストックを活かして首都圏西部の中核都市としての活力と魅力をさらに高めるため
に、広域的な都市機能を有する中心拠点を核として、これまで以上に地域特性に応じた都市機能・サー
ビスの集積を進め、にぎわいと生活利便性の向上に資する魅力ある地域拠点の形成と、地域経済の活
性化に資する産業拠点の形成を目指します。また、住宅市街地では、まちの魅力と活力の向上と、安
心して快適に暮らせる住環境づくりを目指します。
交通においては、既存の都市基盤ストックとともに、新たな都市の骨格となる新滝山街道や八王子
南バイパス、北西部幹線道路の整備効果を活かした道路ネットワークの充実、公共交通の利便性向上、
身近な道路交通の安全確保など、交通施策を体系的にとりまとめた「八王子市交通マスタープラン」と
連携したすべての人が移動しやすい都市づくりを目指します。

 方針の体系 

（1）拠点のにぎわいと魅力づくり

中心拠点の新たなにぎわいづくりをはじめとして、地域拠点や産業拠点では、地域特性に応じた機
能集積と魅力づくりを積極的に進めます。

幹線道路ネットワークの充実
安全で快適な生活道路づくり
総合的な自転車施策の展開

都市内交通の円滑化
ゆとりと潤いあるみちづくり

（３）道路ネットワークと交通環境の充実
中心拠点の新たなにぎわいづくり

地域拠点の魅力づくり
産業拠点の機能強化

（１）拠点のにぎわいと魅力づくり

路線バスの利便性向上
多様な交通手段の展開
軌道系交通機関等の充実
交通施設の利便性向上

（４）すべての人が移動しやすい公共交通
大規模開発住宅地の魅力づくり
質の高い住宅市街地づくり

住工混在市街地の適切な誘導

（２）住宅市街地の魅力づくり

 中心拠点の新たなにぎわいづくり
中心拠点では、新たなにぎわいづくりに向けて、
市街地再開発事業等による敷地や建物の共同化を
促進し、旧耐震建築物や低未利用地への対応を進
めて、質の高いオープンスペースの創出や細街路
の整備などによる防災性の向上とともに、市民発
意によるまちづくりや民間投資を促す総合的な市
街地再生を進めます。
また、回遊性の向上に向けて、人を中心とした

道路空間の再配分を進めるとともに、市街地再開
発事業等と連携した道路環境整備を促進し、歩行
者の安全性と利便性の確保、駅周辺の交通流動の
円滑化を図ります。
特に、中心市街地では、旭町・明神町地区や八

王子駅南口周辺の新たなまちづくりを契機とし
て、西放射線ユーロードを活かした回遊性の向上、
学園都市にふさわしい教育・文化機能の集積、空
き店舗対策による商店街の連続性の促進など、
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（2）住宅市街地の魅力づくり

人口減少・超高齢社会に対応した住宅市街地の魅力と活力の維持・向上に向けて、様々な世代の交
流を促し、多様化する市民の価値観とライフスタイルに対応した安全で快適に暮らせる住環境づくり
を進めます。また、空き家や空き地の適正な管理を前提とした利活用など、地域が主体となった地域
活力や防犯力の向上につながるコミュニティづくりを促進します。

ハード・ソフト両面から新たなにぎわいづくりを
進めます。
甲州街道沿道とその周辺では、八王子駅へのア
クセスに優れた立地を活かし、商業・業務・居住
を中心とした都市機能と歴史・文化が調和した複
合市街地として活気と潤いあるまちづくりを進め
ます。

 地域拠点の魅力づくり
地域拠点では、地域特性や担うべき役割を踏ま
えながら、生活利便性の向上と活動や交流の中心
を担う機能・サービスの集積とともに、まちなみ
や歴史などの特色ある地域資源を活かした魅力づ

 大規模開発住宅地の魅力づくり
多摩ニュータウンや八王子ニュータウン、計画
的に開発された郊外の戸建て住宅や共同住宅など
の大規模開発住宅地では、日常生活における買い
物や福祉、子育て支援などのサービス機能の誘導
や多様な交通手段の展開など、地域特性に応じた
身近な生活圏の形成に資する魅力ある住環境づく
りを進めるとともに、既存コミュニティの更なる
醸成を促進します。
また、更新期を迎える公的住宅をはじめとする
共同住宅では、居住者の高齢化を踏まえつつ、周

くりを進めます。
また、地域内の多様な交通手段と路線バス等と

の乗り継ぎの利便性向上と、自転車走行空間など
の日常生活を支える交通環境を整えて拠点の魅力
づくりを進めます。
生活拠点では、地域拠点の機能・サービスはも

とより、身近な生活圏の形成に資するアクセシビ
リティを補完する拠点として、日常生活の買い物
を中心とした機能・サービスのさらなる集積を進
めます。

 産業拠点の機能強化
産業拠点では、広域的な交通結節点としての優

位性を活かし、産業施策と連携を図りながら、製
造業や流通・物流等を中心とした産業・業務複合
機能の導入を促すため、周辺環境との調和に配慮
した企業立地の受け皿づくりを進めます。
また、圏央道八王子西 IC 周辺の産業拠点の形成

に合わせて、新滝山街道や北西部幹線道路の沿道
と結節点周辺で積極的な土地利用を図りながら、
拠点機能を支える新たな産業機能の導入・育成を
促進します。

辺環境との調和に配慮した建替えやストック活用
などによる良好な住環境づくりを促進します。

中心拠点

大規模開発住宅地
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 質の高い住宅市街地づくり
木造住宅を中心とした低層住宅地では、建築物
の耐震化や不燃化、民有地の緑化など、防災性の
向上に努め、安全で快適に暮らせる住環境づくり
を促進します。
また、道路や公園などの都市基盤施設の整備が
不十分な市街地では、市街地整備事業の活用によ
るオープンスペースの確保、狭あい道路や行き止
まり道路の解消など、質の高い住宅市街地づくり
を進めます。

 住工混在市街地の適切な誘導
住宅と工場が混在する市街地では、道路や公園
などの都市基盤施設の整備が不十分な場合が多い

ことから、引き続き土地区画整理事業や地区計画
などの活用により、建築物用途の整序化と効率的
な都市基盤施設の整備を図り、居住機能と工業生
産機能の適正配置に努めます。
また、住居系への土地利用転換が進んでいる既

存の工業系用途地域のうち、今後も引き続き、工
業地として保全することが望ましいと考えられる
地区では、特別用途地区の指定などにより良好な
操業環境の維持に努めます。
一方、住居系建築物の立地が著しく、工業の操

業が極めて難しく工業生産機能の転換が見られる
場合は、住居系土地利用への転換に向け、用途地
域の見直しなどを検討します。

（3）道路ネットワークと交通環境の充実

首都圏の他都市や市内の地域間の交通アクセス機能の強化を図るため、良好な自然環境や住環境に
配慮しつつ、道路ネットワークの充実を計画的に進めます。一方、社会経済状況の変化や都市計画事
業の進捗状況、土地利用の動向を踏まえ、広域的かつ総合的な視点に立ち、道路ネットワークの構築
を進めます。
また、都市内の円滑な交通流動を確保するため、交差点改良や交通需要の調整など、ハード・ソフ
ト両面から交通環境の改善を促進するとともに、防災機能や様々な情報が行き交う交流機能など、道
路空間が有する多面的な機能を発揮させるため、ユニバーサルデザインの考え方を基本に交通環境の
充実を図ります。

 幹線道路ネットワークの充実
市内へ流入する自動車交通を適切に分散すると
ともに、広域的な避難路の機能を高めるため、都
市計画道路等の整備を促進します。
また、広域的な交通結節機能をさらに高めるた
め、八王子南バイパスと北西部幹線道路の整備に
よる幹線道路ネットワークの充実を図り、地域内
の連絡強化と円滑な交通アクセスの確保による地
域経済の活性化に資する産業、商業、業務などの
諸機能のさらなる集積を促進します。
特に、大規模災害時の活動を支援する拠点とし

ても効果が期待される圏央道八王子西 IC周辺の産
業拠点の形成に合わせて、中央道八王子 IC周辺の
地域拠点や産業拠点をはじめとした拠点間連携と、
物流や防災など市域を超えた広域的な都市機能の

強化に資する北西部幹線道路の整備を図ります。

 安全で快適な生活道路づくり
安全で快適な市民生活を確保するため、地域の

実情に十分配慮しつつ、交通事故危険箇所の解消
や道路照明灯の設置、時間帯による通行規制や速
度低減に資する施設の導入など、通過交通の抑制
に努めるとともに、通学路をはじめとして、歩行
者や自転車が安全で快適に通行できる道路空間の
確保に努めます。
また、狭あいな道路については、セットバック

を誘導するなど、一定幅員の確保に努めます。

 総合的な自転車施策の展開
地域ごとの交通手段の特徴や道路幅員に応じ
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（4）すべての人が移動しやすい公共交通

市民生活の利便性向上や地域間の機能連携などに向けて、事業者をはじめ関係機関との調整のもと、
すべての人が移動しやすい公共交通への取り組みを進めます。

 路線バスの利便性向上
主要な鉄道駅の駅前広場や周辺の街路整備とと
もに、幹線道路ネットワークの充実と連動したバ
ス優先・専用レーンの整備や交差点改良、バスロ
ケーションシステムの導入などを進めて、バスの
定時運行と路線網の充実を促し、利用者の利便性
向上に努めます。

 多様な交通手段の展開
都市拠点等への移動が便利で、誰もが暮らしや
すい生活圏を形成するため、地域の理解と協力を
得ながら多様な交通手段の充実を図ります。また、
交通空白地域等への対応では、地域特性を考慮し
た多様な交通手段の最適な組み合わせによる利便
性の向上に努めます。
地域循環交通については、地域と運行事業者と
行政が協力して公共交通の相互乗り継ぎや走行環
境の改善など、利便性を向上させて利用促進を図
ります。

 軌道系交通機関等の充実
JR 八高線八王子・高麗川駅間の複線化や、JR 横
浜線と JR 八高線の利便性の向上と鉄道輸送力の

て、自転車走行空間の整備に努めるとともに、駅
などの都市拠点と公共公益施設等を結ぶ走行空間
のネットワーク化や放置自転車対策、安全に関す
る啓発活動など、総合的な自転車施策を進めます。

 都市内交通の円滑化
都市内の円滑な交通流動を確保するため、鉄道
と道路が平面交差している箇所の立体交差化や、
ボトルネックにより交通渋滞を引き起こしている
箇所の右折レーンの設置等による交差点改良など
を促進するとともに、交通需要の調整などハード・
ソフト両面から地域特性に応じたきめ細かな交通

強化について関係機関に働きかけていきます。
また、地域間の連携強化等を図るため、多摩都

市モノレール八王子ルートの早期事業化に向けて
関係機関に働きかけていくとともに、JR 八王子駅
周辺〜四谷地区〜高尾駅周辺に至るルートなど、
新たな交通システムについても研究を進めます。

 交通施設の利便性向上
鉄道駅及びその周辺部では、エレベーター等の

設置や段差解消などのバリアフリー化を促進し
て、利便性と安全性の向上に努めます。特に、高
尾駅では、北口駅前広場の拡張と南北自由通路の
整備を進めます。

環境の充実を図ります。

 ゆとりと潤いあるみちづくり
新たに整備する路線では、地域特性を考慮した

道路構造の採用を促すなど、適切な沿道環境対策
に努めます。また、安全な歩行空間を確保するた
め、ゆとりある歩道の整備や段差解消、電線類の
地中化などを進めます。
整備済みの路線では、地域住民の理解と協力を

得ながら、歩道や街路樹、植樹帯などの環境改善
を図ります。また、道路アドプト制度等を活用し
て、ゆとりと潤いのあるみちづくりを進めます。

地域循環交通「はちバス」
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 【都市拠点】　　

　　　中心拠点

　　　 地域拠点

　　　 生活拠点

　　　 産業拠点

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

  【都市交通】

　　　 広域幹線道路

　　　 主要な幹線道路

　　　 主要な幹線道路（計画）

　　　 地域幹線道路

　　　 鉄道

　　　 モノレール

　　　 モノレール（構想）

　　　 新たな交通システム

　　　 リニア（中央新幹線）　

【大規模開発住宅地】

　　　大規模に開発された
　　　郊外の戸建て住宅や共同住宅
　　　　　　　　　　　　　（八王子市資料）

【人口密度】

　　　　　　  （平成 24 年住民基本台帳）

　　　

　　　　

　　　

（人 /ha）40 60 80 100 120 140

活力と魅力が溢れ、快適性と利便性を高める「攻め」の都市づくり方針図

46Ⅳ　都市づくりの方針


