２ 地域別のまちづくりの方針
１ ひばりヶ丘駅周辺地域
（１）地域の現況
① 概況
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市北西部に位置し、西武池袋線ひばり
ヶ丘駅周辺の地域です。大正４ （1915）
年に武蔵野線（現在の西武池袋線）の開
通とともに田無町駅が開設され、戦後の
公団（現在のＵＲ）ひばりが丘団地の建
設にあわせて「ひばりヶ丘駅」に名称が
変わりました。南口駅前には、第一種市
街地再開発事業 によりアリエビル（再開
発ビル）が整備されています。

② 人口・世帯
人口は増加傾向にあります。
少子高齢化が進行していますが、市内では年少人口の割合が高い地域です。
人口・世帯数の推移
（ひばりヶ丘駅周辺地域）
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※各年 1 月 1 日付住民基本台帳より

※各年 1 月 1 日付住民基本台帳より

※年 少 人 口： 0～14 歳
生産年齢人口：15～64 歳
高 齢 者 人 口：65 歳～

 第一種市街地再開発事業：機能更新や基盤整備などを目的に街をつくりかえる法定事業で、土地や建物
の権利を事業後の再開発ビルの床に権利変換する
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100%

（％）

③ 土地利用
ひばりヶ丘駅前は南北口とも商業地で、南口は大型店舗とバス通りを中心に
広がる小規模店舗からなる商店街が、北口は駅から延びる放射状の道路に沿っ
て小規模店舗からなる商店街が形成されており、その周辺は低層の住宅地とな
っています。南西部はＵＲひばりが丘団地などの中高層住宅地となっており、
東部には比較的農地が多く分布しています。
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屋外利用地
公園、運動場等
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未利用地等

1.4%

道路等

16.0%
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現況土地利用構成
（ひばりヶ丘駅周辺地域）
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※平成 19 年度東京都土地利用現況調査（多摩部）より
※少数点以下第 1 位を四捨五入しているため、
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合計値は必ずしも 100 とならない
※内側：市平均

外側：本地域

④ みどり・水辺・景観
地域内に、谷戸イチョウ公園、ひばりが丘北わんぱく公園、たけのこ公園、
中島公園、はなみずき公園、谷戸二丁目第２公園、ひばりが丘三丁目けやき公
園、谷戸セントラルパークがあります。白子川は現在、ふたかけされ歩道とな
っています。その周辺には、農地・屋敷林 、雑木林などの豊かなみどりが存在
しています。

⑤ 交通環境
南北方向の保谷志木線（主要地方道 36 号）と谷戸新道（都道 112 号）が、
地域内の主要な道路になっています。西東京３・４・13 号保谷秋津線の一部
及び西東京３・４・20 号武蔵境保谷線の一部、西東京３・４・22 号ひばりが
丘駅南口線と西東京３・４・11 号練馬東村山線の一部が整備済みになってい
ます。また、西東京３・５・10 号東町西原線の一部、西東京３・４・21 号ひ
ばりが丘駅北口線が事業中です。西武池袋線が地域を東西に横断し、ひばり
ヶ丘駅と西武新宿線田無駅を結ぶ路線バスが通っています。

 屋敷林：農家などの周りを囲んでいる樹林
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5.7%

⑥ 防災・人にやさしいまちづくりなど
ひばりヶ丘駅北口周辺は、建物が密集し狭い道路や行き止まり道路が多く、
防災上の危険性が高くなっています。今後、事業中の西東京３・４・21 号ひば
りが丘駅北口線の整備や既定の地区計画などにより防災面での課題は次第に
解決されていくものと期待されます。広域避難場所 として、西東京いこいの森
公園が指定されています。避難広場 として、谷戸イチョウ公園、ひばりが丘総
合運動場、谷戸小学校、栄小学校、中原小学校が指定されています。福祉施設
として、福祉会館（ひばりが丘福祉会館）、地域包括支援センター（栄町、緑
町）、特別養護老人ホーム（保谷苑、福寿園ひばりが丘）、介護老人保健施設（葵
の園・ひばりが丘、エバグリーン田無）、在宅サービスセンター（谷戸高齢者
在宅サービスセンター）があります。
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ひばりヶ丘駅北口商店街

ひばりヶ丘駅南口

ＵＲひばりが丘団地

西東京いこいの森公園

 広域避難場所：大地震等の発生に伴う延焼火災やその他の危険から避難者の生命を保護するために必要
な面積を有する大規模公園や緑地等
 避難広場：広域避難場所へ避難する前に近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所、または避難
者が避難するために一時的に集団を形成する場所で、集合した人々の安全が確保されるスペースを有す
る学校のグラウンド等
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（２）地域の意識
平成 24 年の西東京市
市民意識調査における
ひばりヶ丘駅周辺地域
住民のまちづくりに関
する意識を見ると、買い
物利便性や歩行環境、
緑・水辺に関して市平均
以上の改善度を認めて
おり、全体的にまちづく
りに係る環境改善を感
じていることが分かり
ます。

①ひばりヶ丘駅周辺地域
（住吉町２・３丁目、ひばりが丘１～３丁目、ひばりが丘北１～４丁目、
栄町１～３丁目、緑町３丁目、谷戸町２・３丁目）
防犯・防災
1

防犯・防災
2

0.5
1.5

買い物
利便性

0

緑・水辺

買い物
利便性

-1

公共交通
利便性

0.5

街並み
・景観

歩行環境

緑・水辺
1

-0.5

公共交通
利便性

街並み
・景観

歩行環境

注：ピンクは改善度、オレンジは重要度、青線はそれぞれの市平均を示す

（３）地域のまちづくり上の課題

ひばりヶ丘駅周辺と、そこから放射状に広がる商業地について、その活性化
と防災性の向上が求められます。ＵＲひばりが丘団地は、現在、地区計画に基
づき再生整備に向けた取組みが進められており、新たなまちづくりの展開が期
待されます。

② みどり・水辺・景観
ＵＲひばりが丘団地周辺は、みどりの拠点として保全・活用が望まれます。
現在、ふたかけされ歩道となっている白子川について、周辺のみどりも活かし
た整備が求められます。

③ 交通環境
現在、西東京３・４・20 号武蔵境保谷線及び西東京３・４・13 号保谷秋津
線の一部で整備が完了していますが、田無駅や西武池袋線保谷駅へ向かう交通
改善のためにも、全線の完成が待たれます。ひばりヶ丘駅北口周辺やその周辺
の住宅地では、西東京３・４・21 号ひばりが丘駅北口線が事業中であるものの
幹線道路や生活道路などの基盤整備が遅れており、駅前まで、路線バスが入れ
ないなど、防災や交通安全、利便性の面で課題を抱えています。
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① 土地利用

④ 防災・人にやさしいまちづくりなど
地域の防災性の向上を図るため、ひばりヶ丘駅北口周辺の住宅密集地の整備
や都市計画道路をはじめとする幹線道路や生活道路の整備、消防活動の空間の
確保を進める必要があります。

（４）地域の将来像
「健やかな暮らしとともに、にぎわいのあるまち」～ひばりヶ丘駅周辺地域～

安全で快適な住環境を、地域全体にわたって創出することを目指したまちづく
りを進めます。市内では田無駅に次いで乗降客数の多いひばりヶ丘駅を含んだ地
域であることから、にぎわいのある商業中心拠点をもつまちとしての発展を目指
します。駅周辺の基盤整備を進め、安全性と利便性の高い空間づくりを目指しま
す。
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（５）地域のまちづくりの方針
地域のまちづくり方針については、先に設定した３つの戦略的テーマに留意し
つつ分野ごとに整理すると以下のようにまとめられます。

① 土地利用の方針
ひばりヶ丘駅の周辺や谷戸新道（都道 112 号）をはじめ、その沿道に商店街
を形成しているところは、にぎわいのある商業地として育成・整備を目指しま
す。駅の周辺や幹線道路の沿道では、良質な中層住宅を中心とした市街地の形
成を進めます。建替え中のＵＲひばりが丘団地は、周辺環境との調和、住宅以
外の用途との複合利用の計画的な推進、自然環境豊かな空間づくりなどに配慮
して進めます。そのほかの市街地については、みどり豊かで良質な低層住宅が
中心となる区域として、その環境の保全と改善に努めます。

② みどり・水辺・景観のまちづくりの方針
人にやさしいまちづくり条例によって確保された公園・緑地や児童遊園の保
全と充実を目指します。新たな整備についても検討します。東大原子核研究所
跡地に整備された西東京いこいの森公園については、市民と行政との協働によ
り、適正な維持管理と活用を行います。農地・屋敷林 ・雑木林の保全とあわせ
て周辺の公園や緑地との連携や散歩道などによるみどりと水のネットワーク
の形成を図ります。地域内に散在する小規模な緑地の保全と充実、建物の敷地
内や屋上・壁面の緑化、生垣化などを総合的に進めることで、地域全体にわた
ってみどりを保全・創出します。
 屋敷林：農家などの周りを囲んでいる樹林
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③ 交通環境の方針
西東京３・４・21 号ひばりが丘駅北口線（事業中）、西東京３・４・13 号保
谷秋津線、西東京３ ・４ ・20 号武蔵境保谷線、西東京３・５・10 号東町西
原線（一部事業中）や、そのほかの生活道路の整備を進めることで、ひばりヶ
丘駅周辺の利便性と安全性の向上を目指します。東西都市軸である西東京３・
４・11 号練馬東村山線について、事業化を目指します。路線バスなどの公共交
通機関の充実を図るとともに、コミュニティバス （はなバス）の駅北口への乗
り入れも検討します。ひばりヶ丘駅の駅舎とその周辺空間について、バリアフ
リー化 を推進します。長期的な取組みとして、西武池袋線の踏切をなくし、車
や歩行者がスムーズに通行できるよう、連続立体交差化の実現に向けた取組み
を進めます。

④ 防災・人にやさしいまちづくりなどの方針

 コミュニティバス：路線バスの運行していない地域を運行する小型バスで、本市では「はなバス」の愛
称で運行
 バリアフリー化：障壁を取り除き、誰もが利用しやすい都市環境をつくること
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災害に対する危険度が高いと指摘されている区域では、消防活動の空間の確
保など住環境の整備と連携した防災まちづくりを進めます。西東京３・４・21
号ひばりが丘駅北口線の整備などにより、災害時の延焼防止と避難・救援・復
興活動の円滑化を目指します。ひばりが丘総合運動場及び西東京いこいの森公
園の周辺を避難・防災活動の拠点と位置づけ、施設の整備とアクセスの改善に
努めます。とくに防災面での危険性が指摘されている、ひばりヶ丘駅周辺の商
業地で、建物の不燃化・耐震化を促進します。農地付近にみられる暗がりの解
消を図るため、照明施設などの設置を検討します。地域内に立地する各種の公
共公益施設のバリアフリー化を推進します。市の商業中心拠点のひとつとして、
にぎわいや交流環境の充実について検討します。
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図２－２ ひばりヶ丘駅周辺地域まちづくり方針図

66

