
（1）現況と主要課題

北部地域の現況

▼	人口は 49,073 人（H22 年国勢調査）で、市全
体の 8.5％であり、今後は横ばい傾向にありま
す。また、高齢化率は 20.1％で、市平均
（20.8％）よりも若干低い水準となっていますが、一部の地域では 30％を超え高齢化が進んでいます。
▼	北部地域は、地域の中央を谷地川が流れ、新滝山街道や滝山街道が通り、その南北を加住丘陵が包
み込むような地形を有しています。

▼	地域内には、中央道八王子 IC が設置されているほか、国道 16 号と国道 16 号バイパス、滝山街道、
新滝山街道が結節する広域的な交通の要衝であるとともに、新滝山街道を通り圏央道あきる野 IC 方
面へ、また、ひよどり山トンネルを通り中心部へアクセスできるなど、自動車交通の利便性の高い
地域となっています。

▼	中央道八王子 IC 北地区では、広域交通の要衝という立地条件を活かして、広域集客と地域の利便性
向上、産業・業務機能の集積を目指した拠点づくりが進められています。

▼	北八王子駅周辺の産業拠点では、本市
を代表する先端技術産業を中心とし
た産業が集積しており、高度な研究・
開発機能が立地しています。

▼	地域内には、レクリエーションやス
ポーツの場として小宮公園や滝山公
園、滝ガ原運動場を有しています。ま
た、八王子の農産物等の地産地消の場
である「道の駅八王子滝山」が立地し
ています。
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図　北部地域の土地利用の変化（資料：東京都土地利用現況調査より作成）

図　北部地域の人口・世帯数・高齢化率の推移（資料：八王子市資料より作成）
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北部地域の主な課題

▼	加住丘陵一帯に広がるみどり豊かな自然環境と、まとまった農地を有する高月町や戸吹町などの良
好な営農環境と集落環境の保全を図りつつ、多世代の交流による地域コミュニティの活性化と、つ
ながりのある地域づくりが求められています。

▼	小宮公園や滝山公園、谷地川など、豊かな自然環境と地域資源をつなげ、日常生活で「活かす潤い」
と人々が「集う潤い」づくりが求められています。

▼	中央道八王子 IC 北地区や新滝山街道沿道では、豊かな自然環境の保全と周辺環境との調和に十分配
慮しながら、加住町の大規模な公有地などを活用した職住近接や地域の利便性向上に資する産業・
業務機能などが集積する新たな魅力を創出することが求められています。

▼	人口減少や高齢化の進展と、交通空白地域等へ対応するために、買い物を中心とした日常生活の利
便性の高い住環境づくりと、地域の特性に合った多様な交通手段の最適な組み合わせによる移動し
やすい環境づくりが課題です。

▼	みつい台や丸山町、久保山町などの大規模に開発された住宅地では、空き家等の適正な管理や利活
用への対応など、良好な住環境づくりが課題です。

▼	北八王子駅周辺の工業系土地利用と住居系土地利用が混在している地域では、居住機能と工業生産
機能が調和する地域づくりが課題です。

（2）地域の将来像

加住丘陵一帯に広がるみどり豊かな自然環境、まとまりのある農地の景観を守り、活かしながら、交
通環境のポテンシャルを活かして人々が集い、にぎわいと活力のあるまちづくりを目指し、

みどり豊かな自然環境と田園風景に抱かれた
人々が集う潤いとにぎわいが調和する交流と活力のあるまち

を将来像として掲げます。

（3）地域づくりの方針

交通 ▼	道路ネットワークでは、北西部幹線道路の整備を図り、圏央道八王子西 IC を起点に、
西部地域との拠点間・地域間連携と、市内へ流入する自動車交通の適切な分散・誘導
を図ります。

▼	都市計画道路 3・4・72 宇津木尾崎線、3.・4・71 宇津木大谷線などの整備を進めると
ともに、3・4・28 石川宇津木線の事業を促進し、市内道路ネットワークの充実と、防
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災や物流など市域を超えた広域的な都市機能の強化を図ります。
▼	生活道路では、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・快適に通行でき
る道路空間の確保に努めます。

▼	公共交通では、路線バスの充実を図りながら、高齢者等の外出支援や交通空白地域等
へ対応するために、地域が主体となって運営する地域交通の促進や、路線バスと地域
交通等の乗り継ぎ利便性の向上など、地域特性を考慮した多様な交通手段の最適な組
み合わせによる移動しやすい環境づくりを地域の理解と協力を得ながら進めます。

▼	軌道系交通では、JR 八高線八王子・高麗川駅間の複線化等による利便性の向上と輸送
力の強化について関係機関に働きかけていきます。

市街地整備 ▼	中央道八王子 IC 周辺では、広域交通の要衝という立地条件を活かして、周辺の住環境
や良好な自然環境との調和に配慮した商業、業務など、広域集客とともに地域の利便
性向上と日常の活動や交流の中心を担う複合的な機能が集積する地域拠点づくりと、
製造業や流通・物流などを中心とした産業拠点づくりを進めます。

▼	加住町や宮下町、戸吹町の新滝山街道沿道の一部は、八王子市企業立地支援条例に基
づく企業立地促進地域に位置づけられており、加住町の大規模な公有地等の活用を促
進しながら、製造業や流通・物流、業務などを中心とした地域経済の活性化や職住近
接、地域の利便性向上に資する新たな魅力づくりを進めます。

▼	宇津木地区では、道路や公園などの都市基盤施設の整備と、農地の整序化を図り、良
好な住環境を目指して土地区画整理事業を進めます。

▼	高月町と戸吹町の沿道集落では、周辺の自然環境の保全を前提に、地域コミュニティ
の維持、農林業や新たな産業の担い手の定住など、地域活力の向上と地域振興に資す
る地域づくりを地域の理解と協力を得ながら進めます。

みどり ▼	谷地川は、災害時の延焼遮断等の多面的な機能を有する水辺の軸と位置づけ、自然環
境を活かした市民が憩える親水空間として保全・活用を促進します。

▼	国道 16 号は、災害時の延焼遮断等の多面的な機能を有するみどりの軸と位置づけ、沿
道民有地の緑化等を促進します。

▼	小宮公園や滝山公園は、多面的な機能を有するオープンスペース拠点として位置づけ、
市民が憩えるレクリエーションの場として整備・拡充・有効利用を促進します。

▼	高尾山から北西部の山地と丘陵地を経て加住丘陵に至る地域を観光・交流エリアと位
置づけ、自然環境や歴史・文化資源などの保全を図るとともに、水とみどりのネット
ワークや豊富な観光・レクリエーション資源を活かして、豊かな地域資源をつなげ、
日常生活で「活かす潤い」と人々が「集う潤い」づくりを進めて、地域振興と広域的
な観光振興を図ります。

▼	地域西側に広がる山林や丘陵地は、広域的な水源涵養機能や観光・レクリエーション
機能など多様な役割を担っているため、観光・交流エリアとしての有効活用を図る一
方で、豊かな自然環境を保全するため、法的規制による都立自然公園、保安林などの
適正な維持・管理を図ります。
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都市環境 ▼	日常生活では、自家用車から公共交通機関への転換を促し、公共交通等の充実による
利便性向上に努めて、効率的なエネルギー利用を進めます。

▼	下水道では、機能の維持・向上に向けて老朽化している下水道管の維持管理や更新を
計画的に進めます。また、浄化槽整備区域については、高度処理型合併処理浄化槽に
よる整備を進めます。

都市景観 ▼	滝山公園では、多摩川方向への眺望の確保を図るとともに、季節感のある人々の憩い
の場として、滝山城跡の歴史的環境の維持・保全とともに、周辺の自然環境と一体と
なった景観形成を図ります。

▼	谷地川沿いでは、屋敷林等のみどりを保全するとともに、水辺空間と一体となった潤
いが感じられる景観形成を図ります。

▼	中央道八王子 IC 周辺では、周辺の自然環境と調和した拠点づくりを進めながら、まと
まりのある景観を創出します。

▼	加住丘陵の穏やかで潤いが感じられる山並みや自然環境は、地域の貴重な景観資源と
して保全・活用を図ります。

▼	新滝山街道や北西部幹線道路の沿道では、周辺の自然環境との調和や眺望にも配慮し
た景観づくりを進めます。

▼	高月町では、多摩川に沿って広がる田園風景の継承に努めます。

都市防災
　防犯

 ▼	中央道八王子 IC 北地区を大規模災害時の活動を支援する拠点として位置づけ、地域拠
点の交流の場としてのオープンスペースや産業拠点としての日常の機能と一体となっ
た防災機能の強化を図ります。

▼	谷地川の河川整備事業を促進するとともに、丹木・滝山地区を対策地区として浸水被
害対策を進めます。

▼	土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域に指定された区域など、土砂災害のおそれ
のある区域では、災害防止対策の推進と警戒避難体制の整備を図るとともに、災害履
歴やリスクを踏まえた土地利用の規制・誘導を進めます。

▼	国道 16 号や新滝山街道などの特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進します。
▼	住宅市街地では、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震化を促進するとともに、生
活道路の拡幅や公園などの整備により防災空間の確保を図り不燃化を進めます。

▼	市民、企業、大学と行政との協働により、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられ
るよう、地域が主体となったコミュニティづくりや、地域での防災の担い手となる人
材育成とともに、地域の自助・共助を強化するための仕組みづくり、犯罪を未然に防
ぐ取り組みの支援など、地域の活力向上と防災・防犯力の強化に努めます。
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土地利用
 一般商業複合地：地域拠点型 
▼	地域拠点である中央道八王子 IC 北地区の一部を一般商業複合地として位置づけ、中心
拠点の機能と連携し、地域住民の都市活動や日常生活の利便性向上と交流の中心とす
るために、商業、業務などの機能集積を図ります。

 一般商業複合地：幹線道路沿道型 
▼	国道 16 号バイパスや新滝山街道、都市計画道路 3・4・9八王子村山線などの沿道を
一般商業複合地として位置づけ、沿道型商業を中心に業務や居住など多様な機能の共
存と、歩いて暮らせる身近な生活圏の形成を図ります。

 工業地 
▼	産業拠点である北八王子駅周辺の一部を工業地として位置づけ、研究開発機能の充実
や高度化を図るとともに、中央道八王子 IC へのアクセス性を活かして、操業環境の維
持・向上に努めます。

 工業複合地 
▼	北八王子駅周辺の工業地周辺を工業複合地として位置づけ、住環境の悪化を招くおそ
れのない工場や流通・業務施設などと住宅の共存に資するよう、都市基盤施設の整備
や建築物用途の適正配置に努めます。

 産業・業務複合地 
▼	中央道八王子 IC 周辺、新滝山街道沿道の一部などを産業・業務複合地として位置づ
け、良好な自然環境の保全や周辺環境との調和に十分配慮しながら、職住近接や地域
の利便性向上に資する産業、業務、流通などの機能集積を図るとともに、既存の操業
環境の維持・向上に努めます。

 低層住宅地 
▼	みつい台や久保山町、小宮町や石川町などの一部を低層住宅地と位置づけ、戸建住宅
など低層住宅を主体に、周辺のみどり等と調和した良好な住環境づくりを進めるとと
もに、日常生活の利便性向上を目指します。

 都市型複合住宅地 
▼	甲州街道沿道の高倉町などを都市型複合住宅地として位置づけ、建築物の共同化・不
燃化等により、土地の高度利用と防災性の向上を促進し、商業・業務施設と住宅が共
存する利便性が高く、安全で快適な住環境づくりを進めます。

 一般住宅地 
▼	滝山街道沿道などを一般住宅地として位置づけ、住環境の悪化を招くおそれのない商
業・業務系の他用途との混在を許容しつつ、良好な住環境づくりを進めます。
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 沿道集落地 
▼	高月町や戸吹町などの幹線道路沿道に形成されている集落を沿道集落地として位置づ
け、農地と住宅地が一体となった農村環境の向上に努めます。

 自然緑地・農地 
▼	滝山近郊緑地保全区域の一帯は、良好な自然環境の保全・形成に資するため、土地利
用の規制強化を図ります。また、加住丘陵一帯の山林や都市計画緑地である八王子緑
地については、引き続きその保全を図ります。
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交通環境のポテンシャルを活かした地域拠点と産業拠点づくり 
・中央道八王子ICなどの広域的な交通環境を活かした地域の利便性と日常の活動や

一体となった防災機能の強化 

移動しやすい広域的な交通環境づくり 

交流の中心を担う複合的な機能の集積による地域拠点づくり 
・製造業や流通、物流などを中心とした産業拠点づくり 
・地域拠点の交流の場としてのオープンスペースや産業拠点としての日常の機能と

・高月町と戸吹町の沿道集落での農林業や新たな産業の担い
沿道集落の活力向上 

手の定住などの地域づくり 

流、業務などを中心とした地域経済の活性化 
・加住町の大規模公有地と新滝山街道沿道の活用による製造業や流通・物

地域経済の活性化や職住近接に資する新たな魅力づくり 

地域資源を活かした景観形成 

水辺空間や市街地の背景となるみどりを活かした景観づくり 
・谷地川、加住丘陵の山並み、滝山公園、高月町の田園風景など

・道路ネットワークの充実と市域を超えた広域的な都市機能の強化 
3・4・28石川宇津木線、北西部幹線道路 
3・4・72宇津木尾崎線、3・4・71宇津木大谷線 

0 1000 2000 4000 m

小宮
公園
小宮
公園

滝山公園滝山公園

石川事務所石川事務所
3・4・72 宇津木尾崎線

3・4・72 宇津木尾崎線

3・4・29 小宮駅前線

3・4・29 小宮駅前線

八王子緑地八王子緑地

新滝山街道
新滝山街道

滝山街道
滝山街道

小宮小宮

3・4・40  石川小宮線3・4・40  石川小宮線

3・4・71  宇津木大谷線3・4・71  宇津木大谷線

3・4・36  北八縦貫線3・4・36  北八縦貫線

中央道中央道

3・4・63  館町谷野線3・4・63  館町谷野線

3・4・9  八王子村山線3・4・9  八王子村山線

加住事務所加住事務所

北八王子北八王子 甲州街道甲州街道

滝ガ原
運動場
滝ガ原
運動場

3・4・28  石川宇津木線3・4・28  石川宇津木線

八王子IC八王子IC

北西部幹線道路北西部幹線道路

久保山
公園

久保山
公園

高尾街道高尾街道

圏
央
道

圏
央
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国道 16 号国道 16 号

国道 16 号バイパス国道 16 号バイパス

3・5・47  大和田梅坪線3・5・47  大和田梅坪線

市街化区域

土地利用方針
＜商業・業務系土地利用＞

ａ）中心商業・業務複合地
ｂ）一般商業複合地

＜産業系土地利用＞
ｃ）工業地
ｄ）工業複合地
ｅ）産業・業務複合地

＜住居系土地利用＞
ｆ）低層住宅地
ｇ）中高層住宅地
ｈ）都市型複合住宅地
ｉ）一般住宅地

＜自然系土地利用＞
ｊ）沿道集落地
ｋ）公園施設地
ｌ）自然緑地・農地
m）河川

公共公益施設
［市役所、大学・短大、高専、
  都市施設（汚物処理場・ごみ焼却場・火葬場）など］

道路
鉄道（国土数値情報　鉄道データ）

地域づくり方針図　／　北部地域

86Ⅴ　地域づくりの方針




