
市  の  概  要           

 

１ 市役所の位置  田無庁舎 西東京市南町五丁目６番13号 北緯35度43分 東経139度32分 

         保谷庁舎 西東京市中町一丁目５番１号 北緯35度44分 東経139度33分 

２ 標   高  67ｍ 

３ 広 ぼ う  東西約4.8km 南北約5.6km 

４ 地   形  西から東へなだらかに傾斜したほぼ平坦な地 

５ 面   積  15.75km2 

６ 世帯と人口 

調 査 時 点 世 帯 数 
（世帯） 

人口（ 人） １km 2当たり 

の人口 密度 

（人） 

１世帯当たり 

の構成 人員 

（人） 男 女 合 計 

平成27年 92,877 96,978 101,379 198,357  12,594  2.1 

３月31日現在 （1,805） （1,566） （1,711） （3,277）   

 ※（ ）内は、世帯数及び人口のうちの外国人住民数 

７ 主な市の施設等の所在 

市役所 田無庁舎         南町五丁目６番13号 

    保谷庁舎       中町一丁目５番１号 

教育委員会事務局      中町一丁目５番１号 

防災センター       中町一丁目５番１号 

保谷保健福祉総合センター      中町一丁目５番１号 

田無総合福祉センター       田無町五丁目５番12号 

柳橋出張所       新町一丁目４番25号 

ひばりヶ丘駅前出張所       住吉町三丁目10番25号 

柳沢公民館       柳沢一丁目15番１号 

田無公民館            南町五丁目６番11号 

芝久保公民館           芝久保町五丁目４番48号 

谷戸公民館            谷戸町一丁目17番２号 

ひばりが丘公民館      ひばりが丘二丁目３番４号 

保谷駅前公民館          東町三丁目14番30号 

下保谷福祉会館       下保谷四丁目３番20号 

新町福祉会館       新町五丁目２番７号 

富士町福祉会館       富士町六丁目６番13号 

ひばりが丘福祉会館      ひばりが丘二丁目８番27号 

住吉会館      住吉町六丁目15番６号 

障害者総合支援センター      田無町四丁目17番14号 

保谷障害者福祉センター      保谷町一丁目６番20号 

中央図書館            南町五丁目６番11号 

中央図書館新町分室        新町五丁目２番７号 

保谷駅前図書館          東町三丁目14番30号 

芝久保図書館           芝久保町五丁目４番48号 

谷戸図書館            谷戸町一丁目17番２号 

柳沢図書館       柳沢一丁目15番１号 

ひばりが丘図書館      ひばりが丘一丁目２番１号 



スポーツセンター      中町一丁目５番１号 

総合体育館            向台町五丁目４番20号 

南町スポーツ・文化交流センター  南町五丁目６番５号 

武道場        東町二丁目４番13号 

消費者センター       住吉町六丁目１番５号 

ふれあいセンター      北町一丁目３番14号 

東伏見コミュニティセンター    東伏見五丁目10番22号 

高齢者センターきらら      富士町一丁目７番69号 

保谷こもれびホール     中町一丁目５番１号 

市民会館             田無町四丁目15番11号 

コール田無            田無町三丁目７番２号 

アスタ市民ホール         田無町二丁目１番１号 

エコプラザ西東京         泉町三丁目12番35号 



８　行政機構図（平成27年３月31日現在）
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介護指導給付係　介護保険料係　介護認定係　相談受付係

児童青少年係　児童館　学童クラブ

商工係　農業係

市民活動推進係　男女平等推進係
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環境保全課 環境計画係　環境保全係



固 定 資 産 評 価
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庶務係　奉仕係　保谷駅前図書館　芝久保図書館
谷戸図書館　柳沢図書館　ひばりが丘図書館

教職員係　指導係　教育情報係
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事業係　田無公民館　芝久保公民館　谷戸公民館
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