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6.1.3 交 通 

(1) 道 路 

事業区間周辺の主要道路網における道路交通センサスの交通量調査地点及び交通量は、図

6.1-2 に示すとおりです。これらの地点における平成 27 年度の交通量は、表 6.1-5 に示すと

おりです。 

事業区間と重複する主要地方道新宿青梅線（新青梅街道）の平日 12 時間交通量は、27,564

台/12h（武蔵村山市緑が丘）、30,177 台/12h（武蔵村山市中原２-３-１）となっています。 

また、事業区間と交差する主要地方道所沢武蔵村山立川線の平日 12 時間交通量は、7,189

台/12h（武蔵村山市本町４丁目 42）となっています。 

 

表6.1-5 事業区間周辺の道路交通量（平成27年度） 

道路種別 区間番号 
路線名 

（通称名） 
観測地点名 

平日 
12 時間 
自動車 
交通量 
（台） 

平日 
24 時間 
自動車 
交通量 
（台） 

主要地方道 

40230 新宿青梅線 
（新青梅街道） 

武蔵村山市緑が丘 27,564 39,692 

40240 武蔵村山市中原２-３-１ 30,177 43,757 

40300 新宿青梅線 
（青梅街道） 

武蔵村山市中藤５-48-２ 5,646 7,283 

40310 瑞穂町殿ケ谷 980 11,972 15,923 

42300 所沢武蔵村山立川線 武蔵村山市本町４丁目 42 7,189 9,346 

資料：「平成 27年度全国道路･街路交通情勢調査（道路交通センサス）」（平成 29年 11月 東京都） 
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図 6.1-2 道路網、交通量 

注）東京都域の主要な道路を示しています。 資料：「平成 27年度全国道路･街路交通情勢調査（道路交通センサス）」（平成 29年 11月 東京都） 
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(2) 鉄 道 

事業区間周辺の鉄道網の状況は、図 6.1-3に示すとおりです。 

事業区間周辺の駅として、多摩都市モノレールの上北台駅、桜街道駅と、JR 八高線の箱根

ケ崎駅があります。 

事業区間周辺の駅の年間乗車人員数は、表 6.1-6に示すとおりです。 

平成 28年度から令和元年度の乗車人数をみると、上北台駅、桜街道駅ではおおむね増加傾

向、箱根ケ崎駅では横ばい傾向となっていましたが、令和２年度の乗車人員数はすべての駅

で減少しています。 

令和２年度の年間乗車人員数は、表 6.1-6 に示すとおり、３つの駅の中では上北台駅が

1,875千人と最も多くなっています。 

 

表6.1-6 年間鉄道乗車人員数 

単位：千人   

路線 駅名 種別 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
令和 
元年度 

令和 
２年度 

多摩都市 
モノレール線 

上北台 

定期 1,539 1,586 1,596 1,628 1,325 

普通 788 797 799 768 550 

合計 2,326 2,383 2,395 2,396 1,875 

 
桜街道 

定期 774 809 811 823 691 

普通 499 500 500 500 366 

合計 1,273 1,309 1,312 1,323 1,056 

JR 八高線 箱根ケ崎 

定期 1,148 1,150 1,169 1,177 897 

普通 456 458 469 427 292 

合計 1,604 1,609 1,639 1,605 1,189 

資料：「第 68回 東京都統計年鑑（平成 28年）」（平成 30年４月 東京都） 

「第 69回 東京都統計年鑑（平成 29年）」（平成 31年４月 東京都） 

「第 70回 東京都統計年鑑（平成 30年）」（令和 ２年４月 東京都） 

「第 71回 東京都統計年鑑（平成 31・令和元年）」（令和 ３年４月 東京都） 

「第 72回 東京都統計年鑑（令和 ２年）」（令和 ４年４月 東京都） 
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図 6.1-3 鉄道網 

注）東京都域の鉄道及びモノレールを示しています。 
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(3) バ ス 

事業区間周辺の路線図は図 6.1-4 に示すとおりです。事業区間周辺には、路線バスとして

立川バス、西武バス、都営バス、コミュニティバスとして武蔵村山市内循環バス（MM シャト

ルバス）、東大和市ちょこバス、瑞穂町コミュニティバスが運行されています。事業区間にお

いては、事業区間と重複する主要地方道新宿青梅線（新青梅街道）に、立川バス、MM シャト

ルバス、瑞穂町コミュニティバスが運行されています。 

運行するバス系統は、表 6.1-7（1）及び（2）に示すとおりです。 
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表6.1-7（1） バス路線一覧（路線バス） 

バス会社 系統番号 起点（終点） 経由 終点（起点） 

立川バス 

ＩＨＩ01 箱根ケ崎駅西口  ＩＨＩ 
昭 22 昭島駅北口  ＩＨＩ 
昭 22-2 昭島駅北口 立川七中 ＩＨＩ 

昭 23 昭島駅北口  イオンモール 
昭 23-2 昭島駅北口 西武立川駅南口 イオンモール 
昭 24 昭島駅北口  箱根ケ崎駅東口 

昭 26 昭島駅北口  春名塚 
昭 26-2 昭島駅北口 立川七中 春名塚 
立 10-1 立川駅北口 岩蔵街道入口 三ツ藤 

立 10-2 立川駅北口 岩蔵街道入口  
立 11-1 立川駅北口  三ツ藤住宅 
立 11-2 立川駅北口 武蔵村山市民会館  

立 11-3 立川駅北口 武蔵村山市役所前 イオンモール 
立 12 箱根ケ崎駅東口 砂川七番 立川駅北口 
立 12-1 立川駅北口  箱根ケ崎駅東口 

立 12-2 立川駅北口 三ツ藤 箱根ケ崎駅東口 
立 13 立川駅北口  イオンモール 
立 13-1 立川駅北口 イオンモール 箱根ケ崎駅東口 

立 23 立川駅北口 玉川上水駅 村山団地 
立 25 立川駅北口  イオンモール 
立 25-1 立川駅北口  玉川上水駅 

立 70 立川駅南口 （急行） 三井アウトレットパーク入間 
玉 10 玉川上水駅  村山団地 
玉 12-1 玉川上水駅  イオンモール 

玉 12-2 玉川上水駅  武蔵村山病院 
玉 13 玉川上水駅  芋窪 
羽 12-1 羽村駅東口  箱根ケ崎駅西口 

羽 13 箱根ケ崎駅西口 羽村高校前 羽村駅東口 
羽 14 羽村駅東口 羽村高校前 箱根ケ崎駅東口 
福 12 福生駅東口  瑞穂都営住宅 

福 13 福生駅東口  箱根ケ崎駅東口 
イオン 01 イオンモール  箱根ケ崎駅西口 

都営バス 梅 70 青梅車庫 東大和市駅 花小金井駅北口 

西武バス 

立 35 立川駅北口 東村山駅西口 奈良橋 
立 35-1 西武バス立川営業所 東村山駅西口 奈良橋 
立 36 立川駅北口 奈良橋 東大和市駅 

立 37 立川駅北口 奈良橋 イオンモールむさし村山 
立 37-1 西武バス立川営業所 奈良橋 イオンモールむさし村山 

立 45 
立川駅北口 南街 芝中団地 

西武バス立川営業所 いちょう通り 芝中団地 
立 70 立川駅南口 （直通） 三井アウトレットパーク 
東大和 35 東大和市駅 東村山駅西口 奈良橋 

東大和 37 東大和市駅 奈良橋 イオンモールむさし村山 
入市 44 入間市駅 三井アウトレットパーク 箱根ケ崎駅 

入市 54準
急 入間市駅 

（人事院研修所・船久保工場前
通過、三井アウトレットパーク
前） 

箱根ケ崎駅 

小手 03 箱根ケ崎駅 西埼玉中央病院 小手指駅南口 

ドーム 上北台駅  メットライフドーム（西武球場前） 

ドーム 立川駅北口 玉川上水駅・上北台駅 メットライフドーム（西武球場前） 

資料：立川バス「運行系統一覧・管轄営業所」（令和４年８月閲覧 立川バス（株）ホームページ） 

都営バス「みんくるガイド 多摩地域の路線図」（令和４年４月１日 東京都） 

西武バス「西武バス 小平営業所管内路線案内図」（令和２年 12月 23日 西武バス㈱） 

西武バス「西武バス 立川営業所管内路線案内図」（令和４年３月 16日 西武バス㈱） 

西武バス「西武バス 飯能営業所管内路線案内図」（令和３年５月１日 西武バス㈱） 
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表6.1-7（2） バス路線一覧（コミュニティバス等） 

バス会社 コース・ルート等 起点（終点） 経由 終点（起点） 

ちょこバス 

循環ルート 内回り 上北台駅 ハミングホール北 上北台駅 

循環ルート 外回り 上北台駅 武蔵大和駅入口 上北台駅 

往復ルート 東大和市役所 
玉川上水駅、東大
和市駅 

東大和市役所 

MM シャトルバス 

上北台ルート（通勤時） 上北台駅 
市役所、かたくり
の湯 

三ツ木地区会館 

上北台ルート（日中時） 上北台駅 
市役所、かたくり
の湯 

総合体育館 

玉川上水ルート（通勤時） 玉川上水駅 
シルバー人材セ
ンター前 

市役所 

玉川上水ルート（日中時） 玉川上水駅 
イオンモール、市
役所 

かたくりの湯 

瑞穂町 
コミュニティバス 

石畑・殿ケ谷コース 箱根ケ崎駅東口  箱根ケ崎駅東口 

元狭山コース 箱根ケ崎駅東口  箱根ケ崎駅東口 

元狭山・長岡コース 箱根ケ崎駅西口  箱根ケ崎駅東口 

元狭山・長岡コース 箱根ケ崎駅東口  箱根ケ崎駅西口 

箱根ケ崎・長岡コース 箱根ケ崎駅西口  箱根ケ崎駅西口 

武蔵野コース 箱根ケ崎駅西口  箱根ケ崎駅西口 

資料：東大和市「コミュニティバス ちょこバス時刻表」（令和元年 10月１日 東大和市） 

武蔵村山市「市内循環バス（MMシャトル） 運行ルート概略」（令和４年４月１日 武蔵村山市） 

瑞穂町「コミュニティバス 運行コース・時刻表」（令和４年４月８日 瑞穂町） 
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注）東京都域のバス路線を示しています。 

図 6.1-4 バス路線図 
資料：立川バス「運行系統一覧・管轄営業所」（令和４年８月閲覧 立川バス（株）ホームページ） 

都営バス「みんくるガイド 多摩地域の路線図」（令和４年４月１日 東京都） 

西武バス「西武バス 小平営業所管内路線案内図」（令和２年 12月 23日 西武バス㈱） 

西武バス「西武バス 立川営業所管内路線案内図」（令和４年３月 16日 西武バス㈱） 

西武バス「西武バス 飯能営業所管内路線案内図」（令和３年５月１日 西武バス㈱） 

東大和市「コミュニティバスちょこバス時刻表」（令和元年 10月１日 東大和市） 

武蔵村山市「市内循環バス（MMシャトル） 運行ルート概略」（令和４年４月１日 武蔵村山市） 

瑞穂町「コミュニティバス 運行コース・時刻表」（令和４年４月８日 瑞穂町） 


