
（1）現況と主要課題

西部地域の現況

▼	人口は 100,702 人（H22 年国勢調査）で、市
全体の 17.4％であり、今後は減少傾向にあり
ます。また、高齢化率は 25.3％で、市平均
（20.8％）よりも高い水準で高齢化が進んでいます。
▼	西部地域は、秋川街道や陣馬街道などの主要な幹線道路が地域内を横断し、豊かな自然環境を有す
る山地や丘陵地と、中央地域から連なる市街地で構成されており、まちと自然が重なり合う地形を有
しています。

▼	地域内には、圏央道八王子西 IC が設置されるとともに、今後は北西部幹線道路の整備が進むなど、
広域的な交通利便性が高い地域となることが予想されます。

▼	地域西側の大部分は市街化調整区域となっており、広大な山林と北浅川や川口川などの水辺、今熊
山や陣馬山をはじめとした山並みなど、豊かな自然環境と八王子城跡などの歴史・文化資源が存在し
ます。
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図　西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　西部地域の人口・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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西部地域の主な課題

▼	市街地の背景としてみどりが連続している守るべき自然、都市活動と関連して保全・活用されている
自然、農林業等の産業の場となっている自然など、自然環境や地域資源の特性に応じたメリハリのあ
る整備・活用・保全により、バランスのとれた自然環境の保全と市街地整備が求められています。

▼	圏央道八王子西 IC 周辺では、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・業務などの集積を目指した魅力ある拠点づくりが求められ
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。

▼	宝生寺団地やグリーンタウン高尾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。

▼	諏訪町や楢原町など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。

▼	沿道集落等では、周辺の自然環境の保全を前提とした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、地域振興に資する新しい居住スタイルの創出による地域づくりが課題です。

▼	採石場は、将来大きな土地利用転換が想定されるため、転換時にはみどりの再生とともに、地域振
興に資する新たな魅力づくりが求められています。

（2）地域の将来像

みどり豊かな自然環境を守り、活かしながら、交通環境のポテンシャルを活かした新たな地域づく
りと、暮らしやすさを創出し、活力あるコミュニティづくりを目指し、

みどり豊かな自然環境と新たなまちづくりが調和し
暮らしやすさと交流が生まれ次世代を担う人々が集うまち

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、圏央道八王子西 IC 周辺の産業拠点の形成と一体的に、北西部
幹線道路の整備を図り、北部地域をはじめとした拠点間・地域間連携と、市内へ流入
する自動車交通の適切な分散・誘導とともに、防災や物流など市域を超えた広域的な

陣馬山からの眺望 上恩方町の沿道集落
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都市機能の強化を図ります。
▼	都市計画道路 3・4・61 御陵甲の原線などの整備を進めるとともに、高尾街道の整備
や松枝橋架替え、山田宮ノ前線（美山通り）のバイパス整備などを促進して、市内道
路ネットワークの充実を図りながら、安全性や円滑な交通の確保に努めます。

▼	圏央道八王子西 IC では、利便性向上とともに産業の活性化や広域的な機能強化を目指
して、スマートインターチェンジ方式によるフル機能化を進めます。

▼	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。

市街地整備 ▼	圏央道八王子西 IC 周辺では、広域的な交通利便性を活かして、周辺の住環境や良好な
自然環境との調和に配慮した産業、業務、流通・物流など、職住近接や地域の利便性
向上、地域経済の活性化に資する産業拠点づくりを進めます。

▼	圏央道八王子西 IC 周辺は、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、災害時にも機能する拠点を目指して土地区画整理事業を促進し、
地域の新たな魅力づくりを進めます。

▼	四谷交差点周辺では、商業など様々な利便機能の強化を進めて、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を進めます。

▼	楢原交差点周辺と陣馬街道沿道の小田野周辺では、身近な生活圏の実現に向けて、買
い物を中心とした利便機能の強化を進めて、地域拠点の機能・サービスを補完する生
活拠点づくりを進めます。

▼	上川町、美山町、小津町、上恩方町、下恩方町の沿道集落では、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 ▼	浅川と川口川は、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。

▼	高尾街道は、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
道民有地の緑化を促進します。

▼	小田野中央公園、横川下原公園などは、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
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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や保安林などの
適正な維持・管理を図ります。また、保全が図られていない山林等については都市緑
地法等による土地利用規制の強化を図り、開発行為の抑制と適正管理に努めます。

▼	叶谷榎池や泉町湧水群、横川弁天池は、八王子湧水ネックレス構想の拠点として湧水
の保全と水路の活用を図り、水辺の憩いの空間づくりとともに、湧水をつなげてまち
の魅力を創出する取り組みを進めます。

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 ▼	陣馬山や今熊山などの山地、山間部の集落とその周辺の農地、河川、湧水などは、地
域の貴重な景観資源として保全・活用を図ります。

▼	八王子城跡は、歴史的環境の維持・保全とともに整備を進め、地域のシンボルとして
周辺の自然景観と一体となった風格ある景観形成を図ります。

▼	圏央道八王子西 IC 周辺や北西部幹線道路の沿道では、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。

▼	陣馬街道や秋川街道、高尾街道の沿道では、丘陵地のみどりとの調和を図りつつ、地
域の生活の場としてふさわしい、にぎわいや個性が感じられる景観形成を図ります。

都市防災
　防犯

 ▼	圏央道八王子西 IC 周辺を大規模災害時の活動を支援する拠点として位置づけ、産業拠
点としてのオープンスペース機能や備蓄機能など、日常の機能と一体となった防災機
能の強化を図ります。

▼	川口川と城山川の河川整備事業を促進します。
▼	陣馬街道沿いの集落地等の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。

▼	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 
▼	地域拠点である四谷交差点周辺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：生活拠点型 
▼	生活拠点である楢原交差点周辺と陣馬街道沿道の小田野周辺を一般商業複合地として
位置づけ、地域拠点の機能を補完・分担し、地域住民の買い物を中心とした日常生活
の利便性向上と、活動や交流の拠点とともに、歩いて暮らせる身近な生活圏の形成を
図ります。

 一般商業複合地：幹線道路沿道型 
▼	高尾街道や陣馬街道、秋川街道の沿道の一部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 
▼	美山工業団地を工業地として位置づけ、既存の操業環境の維持・向上に努めます。な
お、市街化調整区域に位置していることから、騒音等の規制は無指定地域として適用
を受けます。

 工業複合地 
▼	繊維工業団地や下恩方工業団地、楢原町や叶谷町などの用途地域の準工業地域に指定
されている地区の一部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、建築物用途の適正配置に努
めます。

 産業・業務複合地 
▼	圏央道八王子西 IC 周辺、北西部幹線道路の沿道やその結節点周辺などを産業・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・物流などの機能集積を図り
ます。

 低層住宅地 
▼	中央地域から連なる市街地や宝生寺団地、グリーンタウン高尾などを低層住宅地と位
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。
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 一般住宅地 
▼	陣馬街道や秋川街道の沿道の一部、川口町や大楽寺町などの用途地域の準工業地域に
指定されているが住居系土地利用の割合が大きい地区の一部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。

 沿道集落地 
▼	上川町、美山町、小津町、上恩方町、下恩方町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。

 公園施設地 
▼	上壱分方町の大規模な公有地は、「新たな土地利用検討エリア」として位置づけ、周辺
環境との調和と計画的な都市基盤施設の整備を前提に、新たな土地利用の可能性を検
討します。

 自然緑地・農地 
▼	地域西側に広がる山林は、良好な自然環境と営農環境の保全を基本としながら、保健
休養や自然環境の重要性を教育する場として、その有効利用を促進するとともに、農
林業の就業環境の向上に努めます。一方、将来的に大きな土地利用転換が想定される
採石場については、「新たな土地利用検討エリア」として位置づけ、転換時には、みど
りの修復や防災性の向上など、適切に再生するとともに、周辺の自然環境との調和と
計画的な都市基盤施設の整備を前提に、地域振興に資する新たな土地利用の可能性を
検討します。
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交通環境のポテンシャルを活かした産業拠点づくり 

採石場の新たな土地利用の検討 

・圏央道などの広域的な交通環境を活かした、職住近接や地域の利便性向上

災機能の強化 

沿道集落の活力向上 

に資する産業・業務などの集積による地域経済の活性化 
・圏央道八王子西IC周辺の産業拠点の日常の機能と一体となった広域的な防

農林業や新たな産業の担い手の定住などの地域づくり 
・上川町、美山町、小津町、上恩方町、下恩方町の沿道集落での

移動しやすい広域的な交通環境づくり 
・北西部幹線道路の整備による北部地域などとの拠点間・地域間連携 
・防災や物流など市域を超えた広域的な都市機能の強化 

新たな土地利用の可能性を検討 
・みどりの修復や防災性の向上を前提とした地域振興に資する

・四谷交差点周辺での商業などの様々な利便機能の強化による日常の
活動や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 

生活拠点づくり 
・楢原交差点周辺、小田野周辺では、地域拠点の機能やサービスと

地域拠点づくり 

アクセシビリティを補完する身近な生活圏の実現に向けた買い物
を中心とする利便機能の強化 
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3・4・65  元八王子二丁目線3・4・65  元八王子二丁目線

3・4・67  元八王子美山線3・4・67  元八王子美山線 3・4・66  川町元八王子二丁目線
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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）

新たな土地利用検討エリア

地域づくり方針図　／　西部地域

94Ⅴ　地域づくりの方針




