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大山	 祐加子*・薬袋	 奈美子** 
Yukako OYAMA *･Namiko MINAI** 

This article proposes and examines a method for classifying residential streets in Suginami-ku, Tokyo. To some 
extent, it was possible to classify the area in which a land readjustment project was implemented by using either the 
Zoshigaya or Suginami types. Conversely, in the area in which the development of new fields was carried out, the 
number of community roads tended to increase by adopting the Zoshigaya type. However, the introduction of the 
Suginami type, which reflects the existing rules, slightly enriched the classification. Although the Zoshigaya type 
classification constitutes a foundation, it is advisable to introduce the Suginami type in places in which classification 
is difficult, such as the development of new fields. 
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1. 研究の背景と目的 

道路は多くの住民にとって最も身近な公共空間であり、その

空間の使い方を変えることで大きく生活の質を変えることがで

きる場である。通行のみならず近隣交流や子供の遊び場等「生

活の場」として活用されていたこれらの道路は、モータリゼー

ションの進展によりその機能を失い、均質な道路が整備され

た。 

オランダでのボンエルフ指定に始まり、西欧諸国では、1970
年代から生活道路での滞留行為を認める交通規制が導入されて

きた。この制度を導入するにあたっては、指定する道路と周辺

道路との関係性が大事である。日本でも、これに類した取り組

みは幾つか見られる。1970年代に盛んであった遊戯道路の指定

や、近年の中心市街地の活性化を目的とした国家戦略道路占用

事業などである。しかし、身近な生活道路に車両が自由に出入

りできる状態で、滞留行為を促す欧州に見られるボンエルフと

は根本的に異なる。 
道路空間の多様な活用には、均質な道路にヒエラルキーを設

け、交通を重視する道と滞留行為を認め「生活の場」として使

用する道等を区分することが必要だと考える。そこで筆者ら 1)は

豊島区雑司が谷を対象に生活道路マスタープランを模擬的に策

定し、住民にヒアリング調査を行うことで、策定の可能性を検

討した。 

江戸時代からの道の形状のままスプロール的に住宅地が形成さ

れた雑司が谷では、道路の通り抜け状況や幅員等をもとに分類

をしたところ、住民にも納得感の得られる分類が可能であっ

た。そこで本稿では、1) 近代化以前に新田開発に伴い区画が整

理され、短冊形の街区が残りつつも、市街化の過程で現在の法

令に基づく適切な基盤が整備されていない地区、2) 土地区画整

理事業にて碁盤の目に近い状態へと計画的に整備された地区で

の分類を試みることとする。具体的には、第一報と同じく東京

都23区内の住宅地の一つである東京都杉並区の既存道路の分類

を試みる。 

2. 対象地の概要と市街地形成経緯 
2-1. 対象地の選定 

東京都杉並区のうち、市街地形成経緯の異なる２ヶ所を本研

究の対象地として選定した。範囲はC.A.ペリーが近隣住区論 2)で

提言した一住区の面積160エーカー（約65ha）を基準とし、2割

増減程度の広さで大街路や線路に囲まれた場所を選定した。１

つ目の上井草地区（図１）は、上井草１・２丁目、上井草３丁

目及び井草３〜５丁目の一部を含み、西武新宿線上井草駅と井

草駅の南側に位置する約66.6haを対象とする。２つ目の久我山
地区（図２）は、久我山４丁目の一部及び久我山５丁目、宮前

４・５丁目を含み、京王井の頭線の久我山駅と富士見ヶ丘駅の

北側に位置する約72.3haを対象とする。 

2-2. 市街地形成の経緯 

杉並区は、江戸時代から大正時代までは野菜や雑穀を中心と

した農村地だった。江戸幕府のもと、人口増加への対応や生産

力向上のために開発が進められ、1670年代には当時「高井戸札
野」と称され幕府直轄の茅場があった場所に、新田開発によっ

て、大宮前新田・中高井戸村・松庵村の3つの新しい村が拓か

れた。中央部を東西に貫通する五日市街道に沿って、その南北

をほぼ同等に地割りした短冊形の地割りを公平に開発百姓に分

与したとされており、割地の一場所は横20間、縦250間余りだ

った。五日市街道沿いに屋敷地があり、奥に畑を広げる典型的

な神殿村の景観であった 3)。旧大宮前新田にあたる久我山地区の
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北側地域では、現在でもこの名残である短冊状の区割りを確認

することができる（図３）。 
大正12（1923）年の関東大震災後に都心の被災者が郊外に移

り住んできたことをきっかけに、区全域で急速に宅地化が進ん

だ。無秩序な宅地開発を防ぐため、杉並地域でも井荻、永福、

和田堀等で土地区画整理事業が行われた。上井草地区の属する

井荻地区では、大正14（1925）年9月に井荻村土地区画整理組

合が設立され、10年かけて事業が終了した。この時の整理面積
は約880haに及び、単一町村で行われた土地区画整理事業として

は全国でも他に例を見ない程、大規模な事業であった 4)。上井草

地区には、土地区画整理事業でできた区割りが現在も残されて

いる。 

 
2-3. 現状 

昭和7（1932）年に、杉並・和田堀・井荻・高井戸の4町が合

併して出来た杉並区は、東京23区の西端に位置し23区中8番
目の広さを持っている。区内を南北に移動する交通手段が少な

く、杉並区では区内の南北の鉄道駅を結ぶコミュニティバス

「すぎ丸」5)を、けやき路線、さくら路線、かえで路線の計3路

線運行している。 

道路に関する施策として杉並区では、平成29（2017）年3月
に「すぎなみの道づくり（道路整備方針）」6)を策定しており、

対象期間は平成29（2017）年度〜37（2025）年度までである。

今後の道づくりの方向性として、防災性、安全性、円滑性、利

便性、住環境の5項目が設定され、特に防災性及び安全性に重

点が置かれている（注１）。この整備方針の中で将来の道路網

の段階構成として道路分類及び役割を定めている。生活道路は

主要生活道路と区画道路の大きく2つに分類されており、区画

道路の中には主要区画道路が存在する。主要生活道路は幹線道

路・補助幹線道路を補完し、地域における身近な交通の中心と

なる道路、生活サービスの自動車通行の道路と定められ、歩道

を設けることを基本としている。主要区画道路は、地域内での

基本的な生活道路サービス機能と平常時の消防活動が円滑に行

われるための道路として、約250ｍ程度の間隔に設定されてい
る。区画道路は各宅地に接続する最も身近な生活道路であり歩

行者優先を原則とする道路として定めるに留まり、将来の道路

網の対象外と記述している。「すぎなみの道づくり」では道路

整備を意識した道路分類及び役割が定められており、道路上で

の滞留行為を促すための記述はされていない。 

また、安全で快適な自転車通行空間の整備を進めるため、平

成29（2017）年3月に「杉並区自転車ネットワーク計画」7)も策

定している。駅及び自転車利用が多く見込まれる施設周辺の優

先的計画策定エリアにて、自転車の事故が多い道路や自転車利

用が多い道路等を対象に自転車ネットワーク路線を選定してい

る。 
さらに、杉並区ホームページ 8)では区内の散歩地図が複数公開

されており、特に「すぎなみ景観ある区マップ」（以下、ある

区マップ）9)ではエリアごとに複数の散歩モデルコースが設定さ

れている。 

 

すぎナビ 10)をもとに国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図１ 上井草地区 
 

 
すぎナビ 10)をもとに国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図２ 久我山地区 

 

  
明治期迅速測図 国土地理院地図 

点線が対象の久我山地区、灰色が大宮前新田の範囲。 

明治期迅速測図 12)及び国土地理院地図 13)に筆者加筆。 
図３ 明治期と現在の地図における大宮前新田の位置 

300m  300m 
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3. 道路分類雑司が谷型による道路分類の検討 

はじめに、雑司が谷地域における道路分類法を参考に分類を

行った。道路分類の再現性を高めるため、第一報で示した雑司

が谷道路分類方法（以下、道路分類雑司が谷型）のうち客観的

に判断しやすい項目を分類時の判断基準として用い、分類手順

を定めることとした。分類手順としては国道・都道に指定され

ている道を幹線道路、幅員の広い長距離の通り抜け道路及び商

店街等多くの人が利用する道を主要生活道路、区立小学校の通

学路に指定されている道を住民道路、私道を前庭通路に分類し

た。この分類手順に該当しない道については、道路の幅員やネ

ットワーク性から道路分類雑司が谷型と同様に判断し、住民道

路もしくは交流道路に分類した。上井草地区の分類結果を図

４、久我山地区の分類結果を図５に示す。 
土地区画整理事業にて計画的に整備された上井草地区では地

区内を通り抜ける主要生活道路が東西方向南北方向に2本ずつ

とバランス良く配置されている。住民の日常生活で利用される

住民道路は地区全体で大きな割合を占め、数本並列している場

所も見受けられる。限られた住民しか利用しない交流道路は本

数がやや少なく通学路指定のされていない比較的長距離な道も

分類されている。私道の数は少なく、ほとんどは行き止まりの

道路である。 

 

 
国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図４ 道路分類雑司が谷型による上井草地区の道路分類 

 

久我山地区の主要生活道路は、新田開発区域とそれに続く田

畑として利用されていた矩形街区の境界であり、地区中央を東

西に通り抜ける1本と久我山駅前の商店街、地区境界を南北に
走る道路のみであり、地区内を南北に通り抜ける長距離の主要

生活道路は無い。幹線道路や主要生活道路へと抜ける地区内移

動の道としての住民道路はバランス良く配置されている。交流

道路は比較的短距離な通り抜け道路が分類されているが、中に

は幹線道路と主要生活道路を結んでいるものもある。新田開発

の短冊形区割りが残る北側地域では、似たような道路が並列し

ているため、住民道路と交流道路の分類が特に難しかった。ま

た、私道が地区内、特に田畑として利用されていた矩形街区で

ある南側地域で多くの割合を占め、行き止まりだけでなく短距

離の通り抜けも複数確認できた。今回の分類作業の最終目的

を、欧州でのボンエルフ指定のように、滞留行為が可能となる

道を選定するという点とすることを踏まえると、生活道路分類

としての分類方法として改善の余地があると判断した。 

 
国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図５ 道路分類雑司が谷型による久我山地区の道路分類 

 
4. 道路分類杉並型による道路分類の検討 

2章で述べたように、杉並区は道路施策に力を入れており様々

な既存計画などが存在する。そこで、既存のルールや地域性を

反映した道路分類杉並型（図６）を考案した。 

道路分類は雑司が谷型と同様に、幹線道路、主要幹線道路、

住民道路、交流道路の4種類とし、性質の大きく異なる私道は
前庭通路とした。各道路の使用イメージも概ね道路分類雑司が

谷型と変化はなく、分類の過程を杉並区の地域性に合わせて変

化させたものである。生活道路分類の判断基準として、所有

権、杉並区道路整備方針内での区分、南北バス・散歩道・通学

路などの既存ルールを用いることとした。分類手順としては、

国道・都道に指定されている道を幹線道路、区の道路整備方針

で主要生活道路と定められている道や区内の南北を結ぶコミュ

ニティバス「すぎ丸」のルートを主要生活道路に分類した。ま

た、区の道路整備方針にて主要区画道路と定められている道や

区指定の散歩道（ある区まっぷ）、区立小学校の通学路に指定

されている道を住民道路とした。更に、自転車ネットワークに

記載されている自転車用の道は、住民道路以上の階級とするこ

ととした。この分類手順に該当しない道については、道路の幅

員やネットワーク性から道路分類雑司が谷型と同様に判断し、

住民道路もしくは交流道路に分類した。私道は通学路指定され

ているものを除き、前庭通路とした。 
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上井草地区の分類結果を図７、久我山地区の分類結果を図８

に示す。分類手順に該当せず幅員及びネットワーク性にて判断

を行った道路に関しては、地図上に破線で表記した。また、判

断に迷う箇所については、住民道路と交流道路を並列して記入

している。 
 

 

自転車ネットワーク路線は住民道路以上の階級とした。 
図６ 杉並区の道路分類 

 

土地区画整理事業によって整備された上井草地区では、地区

内を通り抜けられる主要生活道路が東西に1本、南北に2本存

在している。住民の地区内移動を支える住民道路が地区内で最

も多くの割合を占め、並列している箇所も多い。交流道路は住

民道路との判断が難しく、住民道路と2本線を引いている箇所

も多い。 
久我山地区では、住民道路は東西に長距離及び短距離道路が1

本ずつ、南北は途中分断される形で1本通っている。住民道路

と交流道路が同じくらいの本数を占めているが、上井草地区と

同様、住民道路と交流道路の判断に迷う箇所も多数存在した。 

 

 
国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図７ 道路分類杉並型による上井草地区の道路分類 
 

 
国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図８ 道路分類杉並型による久我山地区の道路分類 

 

5. 道路分類結果の地区別考察 
5-1. 上井草地区 

道路分類雑司が谷型と道路分類杉並型の分類結果を比較してみ

ると、最も大きな違いは西武新宿線の南側の道（図９中A）で
ある。駅周辺で商業施設も立ち並んでいることから道路分類雑

司が谷型では主要生活道路に位置付けているが、道路分類杉並

型では区の道路整備方針で主要区画道路に位置づけられており

区立小中学校の通学路指定を受けている点から住民道路へ分類

している。実際の道路の使われ方を考えても、商業施設が少な

い西武新宿線の北側の住民道路とは明らかに性格が異なる。通

学路等を住民道路に分類するのは一つの目安ではあるが、実際

の使われ方に応じて他の階級へ変更することも必要だと考えら

れる。 

道路分類杉並型の分類結果に着目すると、分類手順には当ては

まらず道路幅員やネットワーク性で判断した道では、住民道路

と交流道路の判断に迷った箇所が複数見られる（図９中B）。そ

の殆どが直線道路の一部のみが通学路に指定されていることか

ら住民道路に分類されており、他の部分の扱いを苦慮したもの

である。また、地区全体をみると道路分類雑司が谷型・道路分

類杉並型双方とも住民道路の割合が非常に多い。区画整理事業

にて計画的に整備された上井草地区では道路網が格子状になっ

ているため並列して均質な道路が存在しており、分類法上は全

て住民道路に分類されてしまったと考えられる。このように同

分類の道路が並列して存在する箇所（図９中C）については、住

民で実際の道路の使い方を考慮しながら話し合いを行い、並列

する道路が異なる機能を持つよう分類を行うことが好ましいと

考える。 
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国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図９ 上井草地区の道路分類比較 
 

5-2. 久我山地区 

道路分類雑司が谷型と道路分類杉並型の分類結果を比較する

と、道路分類雑司が谷型では長距離通り抜け道路は東西に1本

のみであった主要生活道路が、道路分類杉並型では東西方向南

北方向にバランス良く配置されていることが分かる（図１０中

D）。地区外への移動に使用する道が道路分類雑司が谷型の1本

のみとは考え難く、既存ルールや地域の性格に則って作成した

道路分類杉並型の分類が適切であることが確認できる。 

地区全体を見ると、久我山地区では前庭通路が多くの割合を占

めていることが分かる。田畑として利用されていた久我山地区

南側だけでなく、地区北側にも新田開発の短冊形区割りを更に

分割する形で追加されている私道が確認できる。私道が集中し

ている場所（図１０中E）では遠回りする必要があり移動に支障
をきたすと想定される。そのため、前庭通路が集中して存在す

る地域では住民同士で話し合いを行い、通行のための私道開放

を行うことが好ましいと考える。 

また、道路分類雑司が谷型では交流道路が多くを占める結果と

なっていたが、自転車ネットワークやある区マップ等、道路の

使い方を示す杉並区の指定を道路分類の手がかりとして用いる

ことで住民道路に分類することが出来た（図１０中F）。 
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国土地理院地図 11)に筆者加筆。 

図１０ 久我山地区の道路分類比較 
 

6. 結論 

本研究では東京都杉並区を対象に生活道路分類法の提案と考

察を行った。杉並区では、通学路に加えて「ある区マップ」や

「自転車ネットワーク」といった道路の使い方を示す指定が、

区により行われている。この指定を意識した道路分類を杉並型

としたものである。土地区画整理事業が施行され、計画的な住

宅地内道路構成になっている区域では、均質な道路が碁盤の目

に近い状況となっていることから、道路分類雑司が谷型での分

類でも、杉並型でもある程度の整理ができた。ただ、通学路が

一本の道の一部を使いながら町の中に展開しているために、通

学路に基づいた住民道路指定を行うことで、地区内の道の殆ど

が住民道路指定されてしまうような状況ともなり、雑司が谷型

の分類のほうが道路の使い方の差を示すことができる結果とな

った。一方新田開発区域とそれに続く田畑として利用されてい

た矩形街区の久我山地区では、雑司が谷型の分類であると交流

道路ばかりになってしまう傾向が見られたが、特に杉並区型の
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散歩道指定を手がかりにすることで住民道路に分類する道路が

増え、分類が少し豊かになった。いずれの方法でも、同質な分

類が並ぶ箇所があり、最終的には住民同士での意見交換による

分類をすることが望まし場所も住民道路・交流道路の判断の中

には見られた。 
杉並区のように既存のルールが存在する地区では、その地域

性を活かした分類手順にすることでより実際の使われ方に近い

道路分類が可能になることが分かった。特に新田開発による住

宅地では、杉並区型の分類が求められた。雑司が谷型分類を基

本としつつも、新田開発地域のように分類が難しい場所では、

杉並区型を導入すると良いと結論づけられる。 

また、この道路分類法は原則であり、実情に応じて変更する

必要がある場所も存在することが確認できた。同分類が並列し

て存在する箇所では、住民で分類を話し合う必要があると考え

られる。豊島区雑司が谷とは異なり、行き止まりではなく通り

抜け可能な私道を含んだスプロール市街地では、通行に支障を

きたすこともあるため、私道が集中している場所では住民で私

道開放の相談をする必要性も確認できた。 
 

補注 

(1) 杉並区の道路整備方針「すぎなみの道」では、下図のように
重点化する項目として災害時の避難・救出を主とした防災

性、交通安全を主眼とする安全性が示されている。 

 
図 道路整備方針 6)で定められている今後の道づくりの方向性 
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