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1． 背景と目的

・杉並区は、東京都区部西部に位置し、人口約 54 万人を抱える住宅都市である。

・このなかで、荻窪駅周辺は、地理的にも区の中心に位置するだけでなく、一日あた

り約 24 万人が利用する区内最大の交通結節点である荻窪駅があり、駅周辺に業務・

商業施設が集積する杉並区の中心的な拠点となっている。

・また、青梅街道や環状 8 号線といった幹線道路が通過し、多くのバスルートも集中

しており、駅周辺は、杉並区及び周辺地域の交通の要衝としての機能を果たしている。

・都市計画マスタープランでは、区内唯一の「都市活性化拠点」に位置付けられており、

バリアフリー化の進展や新たな北口駅前広場の整備等、ターミナル駅としての機能

向上が図られつつあるが、一方で荻窪駅は区内のＪＲの駅で唯一高架化されておら

ず、地域の南北分断が見られることなどの構造的な課題を抱えている。

・本調査は、今後、広く区民や地元住民、関係機関等と連携しながら荻窪駅周辺のま

ちづくりを推進していくための基礎資料とするため、駅利用者や周辺住民等の意向

調査や現況調査を通じてまちづくりの課題を整理するとともに、南北連携強化の可

能性や、区の中心拠点として活性化を図るためのまちづくりの方向性や事業手法等

の検討を行うこととする。

２． 対象地区の位置 ・ 規模

・ 対象地区は、ＪＲ中央線と地下鉄丸ノ内線が乗り入れる荻窪駅の周辺に位置する以下の

11 町丁目（約 260ha）とする。

　　　　上荻一丁目、上荻二丁目、天沼一丁目、天沼二丁目、天沼三丁目、荻窪二丁目

　　　　荻窪三丁目、荻窪四丁目、荻窪五丁目、南荻窪四丁目、阿佐谷南三丁目

・ 荻窪駅は、新宿駅からＪＲ中央線で短時間（約 10 分）でアクセスができ、地下鉄丸ノ内

線の始発駅にもなっていることから、都心へのアクセスが便利な場所であるとともに、２

つの広域幹線道路（青梅街道と環状８号線）に挟まれた地区であることから、鉄道、道

路ともに非常に交通利便性の高い重要な交通結節点となっている。
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アンケート調査

・ 住民 ・ 来街者 ・ Ｗｅｂアンケート

・ 商業者 ・ 事業者アンケート

ヒアリング調査

・ 有識者ヒアリング

・ 事業者ヒアリング

３． 報告書の構成

　第Ⅰ章　

　アンケート調査及びヒアリング調査

・ 上位計画等の位置付け

・ 交通機能の状況

・ 居住 ・ 商業 ・ 業務環境等の状況

　第Ⅱ章　

　現況調査

・ ＳＷＯＴ分析

・ これまでのまちづくりの取組み

　第Ⅲ章　

　まちづくりに関する課題
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　第Ⅳ章　

　今後のまちづくりに係る検討）

・市街地の分断による影響と分断解消に向けた手法の検討

・合理的な土地利用の可能性 

・公共施設等の集約に関する検討 

・類似事例の整理 
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