
西東京市の愛称道路紹介

普段何気なく歩いている小さな道に、名前がついていることにお気づきでしょうか？

青梅街道など大きな道は、都や国が通称を名付けますが、市道の名称は市がつ

けたものです。

旧田無市、旧保谷市は昭和42年に同時に市制を執行しました。それから20年を

経た昭和62年（1987）に、市制20周年記念行事の一環として、旧田無市では

「田無市道路愛称審議会」を設け、市民から名称を募集しました。また、旧保谷

市でも「保谷市道路愛称設定懇話会」を設置して、愛称を決定しました。

旧田無市では33の路線、旧保谷市では19の路線に愛称がつけられ「愛称道

路」として現在に至ってます。

なお、旧田無市ではこの愛称道路の紹介記事として、平成3年より市報に、市民

カメラマンの坂元元昭さんによる『みちをたずねて』というシリーズを掲載していました。

約3年に及ぶコラム掲載の後、写真展なども行われました。

旧保谷市でも平成2年の市報に17回に渡り紹介コラムを掲載しています。

本内容は、およそ30年を経た愛称道路の現在を、当時の市報の記事と比較する

ことにより、街の移り変わりを見ていくものです。

旧田無市の愛称道路は、坂元さんの文，写真による『みちをたずねて』の当時の

市報との定点比較を行いました。

旧保谷市の愛称道路も、市報掲載の『道路愛称紹介』との比較としましたが、写

真未掲載の回や、当時の写真原画が見当たらないため、市報はそのまま転載し、

現在の写真のみの道路もあります。

西東京市の愛称道路

～ 令和版 ～

令和2年（2020） 作成：瀧島 俊
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旧田無市の愛称道路地図

※地図データは当時のもの

写真展みちをたずねて総集編 －たなしの愛称道路－

田無市企画部広報広聴課 1997 より転載
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～ やすらぎのこみち ～

田無用水北水路（田柄川）だった暗渠道です。

橋場の交差点から分岐し、青梅街道の北側を走る歩行者

道路で、総持寺南東角までの約1.2㎞の愛称です。

沿道の住宅が建て替えられ、緑は若干少なくなりましたが、

道の雰囲気は昔のままです。

むしろ、ブロック塀や万年塀が減り、見通しの良いフェンス

変わった分、道が開放的になったようにも思えます。

今は通勤・通学やお買い物に利用される道として定着して

いるようです。

ただし、時代を経てここが田無用水が流れ、街の発展に多

大な寄与をした水路であった、ということを意識している人は

少なくなったように思えます。

道の愛称はプロムナード（散歩道）をイメージさせるものとし

て「こみち」とされました。

田無の愛称道路①

やすらぎのこみち

「たなし市報」平成3年6月15日号掲載（1991）

令和２年6月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 東京街道 ～

古くは芋窪街道、村山道と呼ばれた古道です。

江戸城普請の際に、成木村から石灰を運ぶために青梅

街道の原型が作られますが、初期のころはこちらの道を利

用し、箱根ヶ崎経緯で運ばれていたようです。

写真に写る沿道の屋敷林は、30年後の今もほとんど変わ

らず大木を保っています。

しかし、この先の西側は、かなり宅地化が進んできて沿道

の緑が減ってきたように思えます。

道の愛称は、江戸に向かうときに使われていた江戸道で

あったことから、後に東京街道という通称が沿道で広く使

われており、このことから名付けられました。

田無の愛称道路②

東京街道

「たなし市報」平成3年7月15日号掲載（1991）

令和２年8月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 向台東通り ～

30年前の風景とは一変して、家が建ち並ぶ坂道となりました。

向台小学校の西側にあったゴルフコースも住宅地に変わり、

道の延長線上にはIHI（石川島播磨重工業）跡地に建設

された高層マンションが見えます。

田無駅南口のロータリー開発が進められています。

何年か後にはこの写真の右側（西側）に、向台へと結ぶ新

しい道ができることでしょう。

道の愛称は、旧田無市役所の東にあり、南町から向台町

を縦断することから名付けられました。

田無の愛称道路③

向台東通り

「たなし市報」平成3年8月15日号掲載（1991）

令和２年6月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 西原自然公園通り ～

30年前は農地で野菜の販売所があったこの地も、最近宅

地となり、のどかな風景が失われてしまいました。野菜販売

所があった所は、現在は丁度「西原五丁目モミジバ公園」

付近になっています。

道路名称の基になった西原自然公園は、今では地域のオ

アシスとして武蔵野の自然を語ってくれます。

沿道のイチョウ並木は秋には黄金色の風景を見せてくれま

す。 春はツツジが咲き、美しい道です。

また、都市計画道路「西３．４．９号：保谷東村山線」も工

事が着工されており、この道を横切っていくこととなります。

道の愛称は、西原自然公園の正門を通過することから名

付けられました。

田無の愛称道路④

西原自然公園通り

「たなし市報」平成3年9月15日号掲載（1991）

令和２年7月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 東大農場通り ～

一見変わらぬ景色に見えるこの風景も、大きく変わり

つつあります。

北海道を思わせる牧歌的なポプラ並木、サイロ、牛

やダチョウなどは姿を消し、現在旧東門から演習林

の入り口にある、六角地蔵交差点に向けて東西に走

る、都市計画道路「西３．４．９号：保谷東村山線」

の工事が着工されており、農場内が分断されることに

なります。

ここから見える富士山や夕焼けは、いつまでも残って

いてほしいものです。

道の愛称は、東大農場に沿っていることから名付けら

れました。

田無の愛称道路⑤

東大農場通り

「たなし市報」平成3年10月15日号掲載

令和２年8月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 文化通り ～

江戸期より、札野道、高井戸道とも呼ばれた高井

戸方面へつながる古道です。

残念ながら写真に写る文化マーケットは閉店してし

まったようですが、商店街は現在も健在で、古いな

がらも趣のある店舗など、魅力的な商店街です。

大きな煙突のある松の湯は今では貴重な銭湯です。

道の愛称は、商店街の名称としても既に地元で定

着していることから名付けられました。

田無の愛称道路⑥

文化通り

「たなし市報」平成3年11月15日号掲載

令和２年7月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 五軒家通り ～

写真に写る屋敷林のけやきは現存し、写真の雰囲

気は大きく変化していませんが、踏切から南側は大き

く変化しました。

踏切を南に進んで左手にあった畑地は全て住宅に

変わり、突き当りにあった三共株式会社田無工場

は、このコラムが掲載された11年後の2002年12月に、

62年の歴史に幕を閉じ、跡地にスーパマーケット、マ

ンション、戸建て住宅が立ち並んでいます。

なお、記事の中に記載されている芝久保用水は、

写真の左手から進み踏切を超えて右方向に曲がり、

現在の西東京中央総合病院（旧第一病院）の方

へ流れていました。

道の愛称は、かつてのこの地の呼称「五軒家」を尊

重して名付けられました。

田無の愛称道路⑦

五軒家通り

「たなし市報」平成3年12月15日号掲載

令和２年7月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 富士見通り ～

田無駅の東側を南北に走る、武蔵境通り（旧境新

道）から橋場へ向かうこの道は、青梅街道と並ぶ田

無駅北口のメインストリートでした。市報掲載時には

駅北口の再開発事業の真っただ中で、後のアスタ

ビルの建設により道路は消滅しました。

現在、富士見通りはアスタビルの西側のローソンと、

博文堂書店が入るビルの間から西方となってます。

なお、富士見通りにあった田無アメ横の商店は、ア

スタビル内で当時の賑わいを続けています。

写真に写る生花店は昔の面影を残していますが、

周りの商店はだいぶ変わっているようです。

終点の橋場にあった東鳩製菓の田無工場は、平

成8年（1996）に閉鎖され跡地はマンションになりまし

た。

道の愛称は、商店街の名称として既に地元で定着

していることから名付けられました。

田無の愛称道路⑧

富士見通り

「たなし市報」平成4年1月15日号掲載（1992）

令和２年7月撮影（2020）平成3年撮影（1991） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 緑町病院通り ～

写真は田無病院前から東方向を写したものですが、

当時は突き当りに明治薬科大学がありました。

現在はマンションと谷戸せせらぎ公園になっています。

写真左側の住友重機械工業は、社屋に旧中島

航空金属の面影を残していますが、西側のエリアは

高層マンションと戸建ての宅地に変貌しました。

田無病院のエントランスには新しく建物が建ちました

が、以前からの病棟は現在もそのまま残っています。

西方にあったひばりが丘団地は、老朽化に伴い「ひ

ばりが丘パークヒルズ」としてリニューアルされ、新し

い街が出来ました。それに伴い、桜の老木が伐採

されたため、明るく広い区割りになりましたが、一抹の

寂しさも感じます。

道の愛称は、田無病院が中島航空金属の社内

病院として設置されて以来、地元では病院通りと

称されていたことから名付けられました。

田無の愛称道路⑨

緑町病院通り

「たなし市報」平成4年2月15日号掲載（1992）

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 市役所通り ～

旧田無市役所は、現在西東京市役所の中枢

として各部署が集約されており、新庁舎建設ま

での間は行政・文化の中心地を担っています。

旧体育館は今、スポーツ・文化交流センター

（きらっと）となっています。

その先、坂を下りたあたりのスポーツセンター、

都立田無特別支援学校（旧都立田無養護

学校）は昔のままです。

石神井川を渡った後の上り坂途中にあった雑

木林は、平成25年（2013）ごろ姿を消し、現在

は住宅地になっています。

写真の場所は若干住宅が増えたものの、道の

雰囲気は変わってません。

道の愛称は、旧田無市役所正門前を通過す

ることで、既に通称名として定着していることから

名付けられました。

田無の愛称道路⑩

市役所通り

「たなし市報」平成4年3月15日号掲載（1992）

令和２年7月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ みたけ分社通り ～

都道132号線（立川道）に沿って流れてきた田無

用水は、この道の起点付近にあった水車を回し、

芝久保用水として芝久保町2丁目、1丁目、南町

6丁目、5丁目を潤します。石神井川に落ちる手前

には、かつて水田もあったそうです。

通りの名の由来となったみたけ分社は、目立たぬ

存在ですが、現在も道路沿いに鎮座されてます。

写真の場所は芝久保運動場の北側ですが、ここ

は、はなバス第4南ルートが通っており、バス停7番

「芝久保運動場」が設置されました。

芝久保運動場は石神井川増水時の調整池も兼

ねており、周囲に植えられたツツジの名所でもありま

す。

道の愛称は、沿道に御岳神社の分社があることか

ら名付けられました。

田無の愛称道路⑪

みたけ分社通り

「たなし市報」平成4年4月15日号掲載（1992）

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 東久留米境通り ～

西東京市側である西原グリーンハイツは昔のまま

で、写真を見る限り変わっていないように見えます。

しかし、西側である東久留米市南町の農地には

住宅の建設が進み、久米川街道とイオンモール

東久留米を結ぶ直線道路が出来ました。近い将

来新青梅街道ともつながる予定です。

また、このコラムが掲載された当時存在した「西

原第二小学校」は、平成13年（2001）に西原小

学校と統合して閉校となり、現在は西原教育施

設として利用されています。

今は交通量も人通りもまばらな静かな道です。

一方、北東端には都市計画道路「西３．４．９

号：保谷東村山線」の工事が着工されており、

将来は車の流れも変わっていくことでしょう。

道の愛称は、文字通り東久留米市との境である

ことから名付けられました。

田無の愛称道路⑫

東久留米境通り

「たなし市報」平成4年5月15日号掲載（1992）

令和２年7月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 谷戸本通り ～

この道は江戸以前の田無の人々が住み、往来し

た古道の一つで、起点付近の谷戸は宗教や文化

の中心地でもありました。

コラムに記載されている三味線をつくっている店は

現在無くなっているようです。

写真の場所は農家と広い畑の間の道で、農地は

今もあり畑が広がっていますが、道路東側の木々

は既になく、山道の感じは無くなりました。

北の終点にあったひばりヶ丘ボウルも現在はマン

ションに変わってます。

道の愛称は、谷戸地区を縦断する主要な道路で

あった所から名付けられました。

田無の愛称道路⑬

谷戸本通り

「たなし市報」平成4年6月15日号掲載（1992）

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 柳沢中央通り ～

北は青梅街道の西武新宿線大ガード脇から、

南は柳沢小学校の西のエース通りとの合流

地点迄の南北の道です。

文化通りより南側には、戦中に中島飛行機の

社員住宅として造成した柳沢住宅があり、そ

の中心部を貫く道となっています。

写真の場所は、文化通りとの交差点の北側で、

紫陽花が咲いていた家は建て替えられましたが、

道の雰囲気は当時のままに残っています。

道の愛称は、旧字名の柳沢を縦断し、柳沢住

宅の中央も通過しているところから名付けられ

ました。

田無の愛称道路⑭

柳沢中央通り

「たなし市報」平成4年7月15日号掲載（1992）

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ なかよし通り ～

写真に写る、なかよし通りは、昔の姿のままに見え

ます。しかし、このコラムが掲載された当時存在し

た「西原第二小学校」は、平成13年（2001）に

西原小学校と統合して閉校となり、現在は西原

教育施設として利用されています。

記事にもあるように、西原第二小学校が開校した

昭和55年（1980）以降、PTAや児童などによっ

て植えられた街路樹はその後成長し、きれいな道

に花を添えています。

小学校は無くなりましたが、通学路の道路標識は

昔のまま残っています。

道の愛称は、児童たちが付けた名称を継承して

名付けられました。

田無の愛称道路⑮

なかよし通り

「たなし市報」平成4年８月15日号掲載（1992）

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 向南中央通り ～

府中道から東に進むこの道沿いには、かつて芝

久保用水が流れていました。 今は歩道に面影

を残しています。 市役所通りと交差する付近に

は水車小屋もあり、芝久保用水は市役所通りの

坂を下っていきました。

ハーブ栽培のハウスが立ち並ぶこの地区も徐々

に宅地や病院等の建設が進んで来ています。

土の香りを少しでも残してもらいたいものです。

写真に写る野菜販売のログハウスは、旧田無市

が平成4年（1992）に、「たなしぐりーんすぽっと野

菜小屋」として、秩父の杉の丸太で作ったログハ

ウス風野菜直売所の一つで、当初は田無市内

に5ヶ所ありました。 写真の小屋は若干南に移

動しましたが、今も現役で新鮮な野菜を販売して

います。 大きな欅もそのままでした。

道の愛称は、南町5、6丁目から向台町を貫き、

旧字名上向台と下向台を分けていることから名

付けられました。

田無の愛称道路⑯

向南中央通り

「たなし市報」平成4年9月15日号掲載（1992）

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ ふれあいのこみち ～

田無用水南水路（富士見川）だった暗

渠道です。

橋場の交差点から分岐し、青梅街道の

南側を走る歩行者道路の愛称です。

沿道の旧家がマンションに建て替えられた

りと、変化はありますが写真に写る竹藪は

今も一部健在です。

記事に書かれている壁画の塀は既に無く

なっており、アスタビル北側の道の歩道部

分が富士見川であったことは忘れ去られ

ようとしているぐらい、北口の再開発による

街並み変化は劇的でした。

旧名主宅の下田家前にあった水車小屋

の跡地付近では、用水の流れがクランク

状になっています。

道の愛称はプロムナード（散歩道）をイ

メージさせるものとして「こみち」とされました。

田無の愛称道路⑰

ふれあいのこみち

「たなし市報」平成4年10月15日号掲載

令和２年2月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 二中通り ～

このコラム掲載後、谷戸新道は直線化及び、

西武新宿線の立体交差へつながるバイパスが

出来たため、北原付近の交差点が複雑になり

ました。二中通りの始まりは、現在のローソンが

あるところで、当時は三角形の畑地であったこ

とが記事から分かります。

その先の右側の畑地は住宅地に変わり、銭

湯も無くなりました。この付近には将来都市計

画道路が東西に走る予定で、計画地上の住

宅の退去が始まっています。

写真左側にあった、谷戸二中の東側に広

がっていたキウイ畑も宅地になりました。

昔の写真には新川の蓋暗渠が写されています。

田無二中は28年前から変わっていないようで

す。

道の愛称は、田無二中の東門に至り、通称と

して定着していることから名付けられました。

田無の愛称道路⑱

二中通り

「たなし市報」平成4年11月15日号掲載

令和２年7月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 向台中央通り（その１）～

境新道（武蔵境通り）から東側を紹介した

（その１）の記載内容は、現在もほとんど変

わっていないように思えます。ぶどう園、広々と

した畑も健在で、武蔵野女子学院（現 武蔵

野大学・中学校・高等学校）、田無工業高

校（校舎は改修）もそのままで、道の雰囲気

は変わってません。

古くは江戸道と呼ばれたこの道ですが、東端

である深大寺街道との交差部にある道標（馬

頭観音）には「西 府中道」と刻字され、府中

に通じる道だったことが分かります。

道の愛称は、向台町を東西に横断し、向台

地域の中心的道路であることから名付けられ

ました。

田無の愛称道路⑲

向台中央通り（その１）

「たなし市報」平成4年12月15日号掲載

令和２年8月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～向台中央通り（その２）～

境新道（武蔵境通り）から西側の向台

中央通りは、かなり変化しました。

この数年で武蔵境通から向台東通り迄

の約360mが拡幅され、約2倍から3倍の

道幅になりました。

墓地と閻魔堂は道路拡幅の影響をほと

んど受けずに残っています。

その先向台町3丁目に入ると、当時

有った石川島播磨重工業（IHI）は平

成19年（2007）に工場を閉鎖し、現在は

戸建て住宅、高層マンション、大規模

小売店、データセンター、病院、公園な

どになりました。

写真の場所は市民公園前で、この鮮や

かな壁画はこの後すぐに完成しましたが、

塀の減少と共に縮小し、現在は撤去さ

れています。

田無の愛称道路⑳

向台中央通り（その２）

「たなし市報」平成５年1月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成4年撮影（1992） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 府中道（その１） ～

府中道（その1）で紹介された、青梅街道

から所沢街道までのこの区間は、大きな変

化が少ない道でしょう。

中世末期に鎌倉街道と呼ばれた伝馬道

は、この道ができる前に存在した古道であっ

たかも知れません。しかし、江戸期に府中ま

での道として、周辺地域からも利用された

道であることは間違いありません。

写真の風景は殆ど同じです。変わった所

では、新青梅街道の南側の、コラムで記

載されているできたての小公園（田無七丁

目第2公園）の向いの畑に「田無総合福

祉センター」が建設されています。

道の愛称は、府中道（その２）で紹介する

青梅街道から南側の起点にある庚申塔に

「ふちうみち（府中道）」の記載があり、絵

図等にも府中口への道として記載されてい

ることから、この道も一体の道として名付け

られました。

田無の愛称道路㉑

府中道（その１）

「たなし市報」平成５年２月15日号掲載

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 府中道（その２） ～

青梅街道から南側の府中道は、この間に変化

がありました。田無保健所は、障害者総合支

援センター「フレンドリー」に、市民会館は閉館

し解体を待つ身です。

写真に写るシチズンは、西側の本社ビルは変わ

りませんが、道を挟んだ東側の施設は無くなり、

マンションが建設されました。正門前の歩道橋

も撤去されました。 昔の写真はこの歩道橋か

ら撮影されたもので、残念ながら同じアングルで

撮影することが不可能になりました。

また、この先の第一病院は西東京中央総合病

院に、三共田無工場はパークウエスト東京や

戸建て住宅、マックスバリュー田無芝久保店に

変わりました。

道の愛称は、青梅街道からの起点にある庚申

塔に「ふちうみち（府中道）」の記載があり、絵

図等にも府中口への道として記載されているこ

とから名付けられました。

田無の愛称道路㉒

府中道（その２）

「たなし市報」平成５年3月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ フラワー通り～

旧保谷市側では横山道と呼ぶこの道は、中世から

ある古道です。西に直進し、東大農場を横断して

六角地蔵交差点から、現在の鎌倉街道につな

がっていました。

コラムにもあるように横山道沿いは、上宿、本宿と

呼ばれた保谷、田無谷戸の発祥の地とされていま

す。神社仏閣等も数多く存在した所です。

道は狭いのですが一方通行ではなく、車のすれ違

いに難航している状況をよく見ます。

写真に写る商店街は、旧田無市と旧保谷市の境

界付近で、ここに立ち並ぶ商店街が「フラワー通り

商店街」です。 以前よりは商店の数が減りました

が、路地裏にも個人商店が立ち並び、古き良き商

店街の様子を伝えてくれています。

道の愛称は、商店街の名称として地元で定着して

いることから名付けられました。

田無の愛称道路㉓

フラワー通り

「たなし市報」平成５年4月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 北芝いこい通り～

田無町7丁目と芝久保町5丁目を通り抜けるこ

の道は、27年前と変わらず自然が残る静かな

憩いの道です。

南側の広々とした畑で採れた野菜の販売所も

人気のスポットです。

今ではこの道に「はなバス」の第4北ルートが走

り、「田無本町7丁目住宅」と「田無橋場西」

の2つの停留所が出来ました。

写真に写る欅の大木も元気に枝を伸ばし、農

家の蔵と相まって、長閑な風景を見せてくれて

います。

道の愛称は、まさにこの風景の大きなケヤキの

木陰、両側の歩道に心安らぐところから名付け

られました。

田無の愛称道路㉔

北芝いこい通り

「たなし市報」平成５年5月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ エース通り～

「ニューエースランドリー」は今も健在です

が、商店街としては縮小傾向にあるようで、

商店から住宅への建て替えが進んでいる様

に思えます。

商店街を抜けると、「毎日住宅」、「向台住

宅」、「柳沢住宅」と呼ばれた戸建て住宅

街で、細かい区割りがなされた閑静なエリア

です。

写真に登場する農家の屋敷林は、令和元

年（201９）頃までにすっかり姿を消し、昼な

お暗いと書かれたこの場所は、とても明るくな

り昔の面影が無くなりました。

その先の、柳沢中央通りと合流するあたりか

らは学校が立ち並ぶエリアです。田無工業

高校は校舎が立て直されましたが、柳沢小

学校は昔のままです。

道の愛称は、商店街で既に定着していた名

称から名付けられました。

田無の愛称道路㉕

エース通り

「たなし市報」平成５年6月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 久米川街道～

久米川街道の起点である青梅街道の脇には、か

つて地蔵尊像があり、道標として「右・くめがわ」と

刻印されていたようです。この道は前沢村、下里

村、恩多の辻を通って久米川村へ通じる道でした。

住宅地や商店を抜け、新青梅街道までの道のり

は大きな変化は無いようですが、新青梅街道を

渡った後の写真に写る場所は宅地化され、農家

の小屋や茶畑は姿を消しました。

西原自然公園通りを超えた先には特別養護老

人ホームが出来、その先の西原グリーンハイツ前

の田無ファミリーランド北側エリアは、バッティング

センターが無くなり、パチンコ店のみ残して巨大な

ホームセンターに生まれ変わりました。

道の愛称は、歴史資料による久米川道にちなん

で名付けられました。

田無の愛称道路㉖

久米川街道

「たなし市報」平成５年7月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 鎌倉街道～

東大農場により分断されてしまいましたが、

元は旧保谷市エリアの横山道と同一の古

道でした。

西原の六角地蔵交差点から、田無三中

までは当時の雰囲気と変わりありません。

今でも農家の畑からは新鮮な野菜が収穫

されています。

新青梅街道を南に渡り、芝久保公民館、

図書館前の植木畑は現在宅地造成中。

やがて住宅地に変わっていくことでしょう。

最も劇的に変化したのは写真に写る東京

街道との交差点の南側で、屋敷林のトン

ネルと書かれた樹木は、平成31年（2018）

から令和元年（2019）頃にかけて全て伐

採され、今は木陰は無くなってしまいました。

道の愛称は、歴史資料による横山道であ

るが、鎌倉にも至ることから名付けられまし

た。

田無の愛称道路㉗

鎌倉街道

「たなし市報」平成５年8月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 鈴木街道～

旧田無市域での鈴木街道は、東端を向台

東通りとの交点としていますが、鈴木街道そ

のものは、新町1丁目の武蔵野大学前の

「文字庚申塔」が建っている所からとなり、

旧保谷市でも同名の愛称道路としています。

この文字庚申塔（建立：天明四年（1784）

）によれば、旧来この道は「小川道」「村山

道」と呼ばれていたようです。

写真に写る大木は伐採されてしまったようで

既に無く、石川島播磨重工業田無工場も

今は移転してしまいました。わずかにおおぞら

公園に残る桜並木が往時を偲ばせます。

小金井公園に食い込んだようなエリアの持

宝院付近から府中道付近までは、その昔

田無新田用水が並行して流れていました。

道の愛称は、小平市鈴木町に至り、ドライ

バーにもすでに通称名として定着していること

から名付けられました。

田無の愛称道路㉘

鈴木街道

「たなし市報」平成５年9月15日号掲載（1993）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 六角地蔵通り～

この道の起点である六角地蔵尊交差点は、現

在都市計画道路「西３．４．９号：保谷東村

山線」の建設が進んでおり、東大演習林、東

大農場を横断する道路ができます。

この交差点も、近い将来新しい顔を見せてくれ

ることでしょう。

写真に写る風景は昔のままで、天理教の教会、

畑は今もその姿を留めています。

この先にあったひばりヶ丘ゴルフ練習場は住宅

地になりました。

広大なひばりが丘団地は建て替えや分譲が進

み、高層住宅や学校、戸建て住宅が立ち並

ぶエリアとなりました。

道の愛称は、6本の道路が交差した六角地蔵

の名に由来して名付けられました。

田無の愛称道路㉙

六角地蔵通り

「たなし市報」平成５年10月15日号掲載

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 南芝久保通り～

この道は途中にある西武新宿線の踏切（田無

7号踏切）が、車の通行が不可の踏切である

ため、起点から終点までを車で移動することが

できません。そのためかあまり交通量が多くなく、

いまでも落ち着いた長閑な感じの残る通りです。

道路沿いは殆どが住宅地で、コラム掲載時に

は、みたけ分社通りとの交差点付近に商店街

が有ったようですが、現在はヘアサロンとクリー

ニング店ほどしか無いようです。

写真が写された場所からは、道幅が若干狭く

なり、三共田無工場の跡地に建った、パーク

ウエスト東京の高層マンションが見えます。

この先、芝久保用水が流れていたクランク状

の農地も、現在宅地分譲が始まっており、や

がて住宅に変わっていくことでしょう。

道の愛称は、旧字名南芝久保を貫き、約700

ｍの長さを持つことから名付けられました。

田無の愛称道路㉚

南芝久保通り

「たなし市報」平成５年11月15日号掲載

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 深大寺街道～

青梅街道から南側、旧保谷市と旧田無市の

境界の道であり、古くから深大寺や布田五宿

へと向かう道でした。 旧保谷市の榎ノ木通

りにつながる道で、沿道にある馬頭観音にも

「左（北） 所澤道」。「右（南） 深大寺道」と

刻まれています。

石神井川の境橋の南東にあった精管工場は

現在マンションになりました。 文化通りとの交

差点にある「ほうろく地蔵」は、現在も大切に

お祀りされています。

写真の右前方に写る田無工業高校の校舎

は、平成7年（1995）から平成11年（1999）に

かけて順次改築され、近代的な校舎に生ま

れ変わりました。なお、撮影ポイントの右側（西

側）に広がっていた農地は、平成14年

（2012）前後に宅地化され、田無工業高校

の校舎は見えなくなりました。

道の愛称は、歴史的名称を尊重して名付け

られました。

田無の愛称道路㉛

深大寺街道

「たなし市報」平成５年12月15日号掲載

令和２年8月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 栄通り～

コラムに紹介されたお店を探してみたのですが、

小さなお店はあるものの、銭湯をはじめ今は殆

ど存在していないようです。

時代の移り変わりを感じます。

田柄用水の分水路である暗渠道は健在で、

田無町三丁目交差点、北原町一丁目交

差点を通って、旧保谷市エリアまで続いてい

ます。

この先の大通りにある田無郵便局は、西東

京郵便局の本局となりました。

また、JAたなし（田無市農協本店）は現在

JA東京みらい田無支店となり、近い将来こ

こに田無警察が移転してくる予定です。

道の愛称は、通称として既に地元で定着し

ていることから名付けられました。

田無の愛称道路㉜

栄通り

「たなし市報」平成6年1月15日号掲載（1994）

令和２年7月撮影（2020）平成5年撮影（1993） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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～ 谷戸住吉通り～

旧保谷市と旧田無市の境界であったこの道は、

昔と変わらぬ風景を残してくれています。

植木畑やキャベツ畑は今も健在で、長閑な風

景を見せてくれてますが、写真の撮影場所付

近には東西につながる都道112号線が出来、

農地や宅地を斜めに切り取る結果となりました。

このため、写真のアパートは道路建設により撤

去となっています。

現在、写真左側（東側）宅地造成が始まって

おり、変わらぬように見える風景も、徐々に変

化していくことでしょう。

ひばりが丘中学校付近まで来ると、もうすっかり

住宅地となり、畑はほとんどなくなります。

コラムに書かれた梅林も宅地になりました。

なお、ひばりが丘中学校は2021年夏に、1.2㎞

程西のひばりケ丘3丁目に移転することが決

まっています。

道の愛称は、谷戸町と住吉町とに接しているこ

とから名付けられました。

田無の愛称道路㉝

谷戸住吉通り

「たなし市報」平成6年2月15日号掲載（1994）

令和２年7月撮影（2020）平成6年撮影（1994） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵



35/53

～ 取材を終えて～

田無市の愛称道路を紹介する「みちをたずねて」

全33回を見直す機会を得て、改めて当時の坂元

さんのご苦労が実感できました。

今回は当時の写真と比較することを主としましたの

で、撮影ポイントに立ち同じアングルで撮影すること

に注力するだけでしたが、坂元さんは33か所の愛称

道路のベストアングルを探すこと、市民にその魅力

を伝えることを毎月行っていたわけです。

令和の田無を撮影していて、約30年前に坂元さん

が立っていた場所に立つことに、感慨深いものがあ

りました。変わっていない所、劇的に変わってしまっ

た所など様々でした。

平成6年のコラム最終回に記載されている内容にと

ても共感します。当時の町の開発スピードは現在

よりも早かったことでしょう。緑や土が見える環境は

大切にしていきたいと思います。

嬉しいこともあります。当時汚染されていた石神井

川はとても奇麗な川に蘇りました。小魚や水鳥たち

も戻ってきています。

都立狭山・境緑道の花や緑の風景は、沿道の市

の特徴を盛り込みながら、利用者にやすらぎと自然

の大切さを教えてくれます。

都市計画道路や公園の整備などが進められてい

ます。このコラムの最後の文と同様、10年後、20年

後の道の周辺はどのように変わっているのでしょうか。

田無の愛称道路㉞

取材を終えて

「たなし市報」平成6年3月15日号掲載（1994）

令和２年8月撮影（2020）平成6年撮影（1994） 坂元元昭氏 西東京市図書館蔵
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旧保谷市の愛称道路地図

※地図データは当時のもの

道路愛称紹介シリーズ －「市報ほうや」より－

保谷市 1989 図書館抜粋ファイル より転載

市報ほうや 平成元年（1989） 2/15  第508号
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～ 上通り～

旧保谷市の北方、北町にある上通りは、起点

である北町1丁目6番付近は、都道234号（伏

見通り）に一部が取り込まれました。

コラムに記載されている「北町ショッピングスト

ア」は道路建設により無くなり、西側にあった酒

屋もメディカルビルに変わってます。

写真に写る馬頭観音坐像（明治五年

（1872））は健在ですが、周りの宅地化が進み、

周辺の木々が無くなりました。

馬頭観音の台座の道標には、上通り側である

左側面に「清戸 所沢道」、右側面に「引又

道」と刻まれ、右に分かれる道は、引又（志

木）への道であったことが分かります。

道の愛称は、旧小字名「上（かみ）」から名付

けられたと思われます。

保谷の愛称道路①

上通り

「市報ほうや」平成2年3月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ 榎ノ木通り～

旧上保谷村の中心地が、榎ノ木通りや横山道沿いであったといわれて

います。

写真の場所は、榎ノ木の四差路と呼ばれ、如意輪寺の旧山門に続く

道と、横山道上宿から南東に向かう道（現榎ノ木通り）の交差点で、江

戸時代の高札場でもありました。

現在は「青面金剛庚申像（正徳四年（1714））」が、見守ってくれてい

ます。

道の愛称は、この地に榎木の大木が有ったことから名付けられましたが、

西武柳沢駅西側の富士街道との交差点にある「六角地蔵石塔（寛政

七年（1795））に刻まれた道標の北の道であり、南に進む深大寺道（深

大寺街道）と一体であったと思われます。

保谷の愛称道路②

榎ノ木通り

「市報ほうや」平成2年3月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020） 令和２年1月撮影（2020）
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～ 東伏見稲荷参道～

東伏見稲荷神社は、京都の伏見稲荷の分霊を勧請し

て昭和4年（1929）に創建されたもので、東伏見駅（稲

荷神社創建に伴い、上保谷駅から改称）からの参詣に

伴ってできた参道です。

参道に連なっていた桜並木も、2010年頃以降伐採が

進み、現在ではほとんどなくなりました。

参道の屋敷や商店も世代交代が進み、新しい住宅に

変わりつつあります。

道の愛称は、東伏見稲荷神社にちなんで名付けられま

した。

駅前に一の鳥居と石銘板、途中に二の鳥居があります。

保谷の愛称道路③

東伏見稲荷参道

「市報ほうや」平成2年4月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ 保谷二小通り～

ガスタンク近くにあった本所スプリングや朝比奈機械などの工

場は、マンションに建て替わってしまいましたが、その先にはまだ

農家や農地が残るこの道は、懐かしさを感じさせる通学路です。

写真の場所には、野菜の直売所もあり、長閑な雰囲気を醸し

出しています。 道はこの先で右に曲がり、保谷第二小学校

の正門へと続きます。

道の愛称は、保谷第二小学校にちなんで名付けられています。

～ 鈴木街道 ～

文字庚申塔（天明四年（1784））の建つ、武蔵野大学正門

前から小平市鈴木町方面へ向かうこの道は、古くから利用さ

れた道で、小川道とも呼ばれていました。府中や立川、日野

方面への道として利用されていたようです。

道の愛称は、保谷市、田無市、小平市共に旧来からこの名で

親しまれていることから名付けられました。 旧田無市エリアも

同名の愛称道路となっています。

保谷の愛称道路④

保谷二小通り / 鈴木街道

「市報ほうや」平成2年4月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）

鈴木街道保谷二小通り

令和２年8月撮影（2020）
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～ 伏見稲荷通り～

昭和42年（1967）までこの道と保谷新道

との交差点に町役場、市役所があったた

め、市内でも重要な道でした。

東側に新しく「伏見通り」ができて、三鷹

行のバスはそちらのアンダーパスを通るよ

うに路線変更されました。 この道の交

通量も以前より減りました。

また、この先の青梅街道との交差点は、

伏見通りの開通により大きく変化し、幅広

の交差点となりました。

当時は主要なバス通りであったこの道も、

将来、西武線より南は「都立東伏見公

園」のエリア内に取り込まれ、廃道となる

予定です。

道の愛称は、東伏見稲荷の側面を通る

ことから名付けられたものと思われます。

保谷の愛称道路⑤

伏見稲荷通り

「市報ほうや」平成2年5月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ ひばりが丘北通り～

多くの商店が立ち並ぶこの道も、平成31年（2019）3月に北口の駅前広

場の整備、および都市計画道路3・4・2号線ひばりが丘北口線の開通に

より、駅周辺部が大きく変わりました。

写真に写る北西部の街並みは変ってませんが、入居する商店はだいぶ入

れ替わったようです。

道の愛称は、ひばりが丘駅北口の商店街を東西に貫くことから名付けられ

たものと思われます。

保谷の愛称道路⑥

ひばりが丘北通り

「市報ほうや」平成2年5月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ 横山道～

この道は、鎌倉街道中道（なかつみち）と上道（か

みつみち）をつなぐ枝道であることから鎌倉街道と

呼ばれ、また中世の武士団である横山党の拠点

である、八王子の横山へつながる道として、横山

道と呼ばれていたと考えられます。

東の起点は都道234号（伏見通り）のアンダーパス

建設により、旧道（都道234号 所沢・保谷線）の

踏切が廃止され、横にあった南入経塚も調査の

後、解体されました。今は跨線橋脇に解説プレート

を残すのみです。

保谷エリアでは「横山道」を名乗るこの道ですが、

田無域の谷戸に入ると「フラワー通り」の愛称が

付けられ、東大農場で分断された後の西原の六

角地蔵から先は、「鎌倉街道」と呼ばれています。

道の愛称は、古来からの呼び名から名付けられた

ものです。

保谷の愛称道路⑦

横山道

「市報ほうや」平成2年6月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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保谷の愛称道路⑧

碧山通り

「市報ほうや」平成2年6月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）

～ 碧山通り～

この道は、上保谷村の上宿と、ふじ大山道（富士街道）を結んで、石神井村へと続く古道であっ

たと考えられます。

碧山小学校の名は、開校当時の保谷町の原田町長が、唐の李白の詩を引用して名付けたも

ので、碧（緑）に囲まれた自然豊かな地にちなんだものとのことです。

今は、碧山小学校前の商店街は殆どが店を閉め、住宅地へと変わってきています。

碧山小学校の校舎は、平成6年（1994）に建て替えられ現在の校舎になっています。

道路の愛称は、碧山小学校にちなんで名付けられたものと思われます。

平成２年撮影（1990）
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～ 関道～

この道も古来からある古道で、沿道には屋敷林の

ある旧家がありましたが、昨今は樹木が姿を消し宅

地へと変貌しています。

東伏見団地もリニューアルされ、プロムナード東

伏見となりました。

保谷町6丁目にあった「岩船地蔵立像（享保四

年（1719）」は、令和2年（2020）に撤去されました。

写真撮影場所の先には保谷新道との交差点があ

りますが、現在進められている都市計画道路「西

３．４．９号：保谷東村山線」が交差する予定です。

そうなるとここは6差路となり、景観が大きく変わるこ

とでしょう。

道の愛称は、古来からの呼び名から名付けられた

ものです。

保谷の愛称道路⑨

関道

「市報ほうや」平成2年7月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ 福泉寺通り～

福泉寺通りは保谷駅の北口広場ができる前

は、保谷駅の北側地域から駅に向かう主たる

道でした。

保谷駅北口の再開発が行われ、新しく北口

へ直進する道が出来、この道も道路拡張、

直線化が行われ、広々とした道路になりました。

福泉寺は下保谷地区の宗教の要の寺で、下

保谷村の鎮守社である天神社（旧三十番神

社）の別当寺でもありました。このため、現在は

下保谷地区の石仏や石塔、三十番神像な

どが保管されています。

写真の場所は福泉寺の東になるところですが、

道幅は歩道も含めて約4倍ほどに拡張され、

見通しが良くなりました。

道の愛称は、福泉寺から名付けられたもので

す。

保谷の愛称道路⑩

福泉寺通り

「市報ほうや」平成2年7月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ かえで通り～

東伏見駅から保谷駅を結ぶこの道は、コラム掲載か

ら30年ほど経ちますが、今も沿道に畑や竹林を見るこ

とのできる落ち着いた道です。

保谷駅南口は再開発事業が行われ、平成24年

（2012）には、駅前交通広場とペデストリアンデッキが

完成し、かえで通りと接続されました。

東伏見駅周辺では、沿道の街路樹にクリスマスイルミ

ネーションが施されるなど、生活に憩いを与えてくれて

います。

道の愛称は、沿道に植えられたかえでの街路樹から

名付けられたものと思われます。

保谷の愛称道路⑪

かえで通り

「市報ほうや」平成2年8月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ 地蔵通り～

地蔵通りは大変変化に富む道です。

途中、又六石仏群や青面金剛庚申塔などの石仏、住吉小学校、農地などを方向を変え

ながら進み、古道の面影を残しています。 また、多くの道とも交差する道でもあります。

コラムでも書かれている又六地蔵は、現在では角地の祠に納まってますが、以前は前に広

場があり、そこで盛大に念仏申しが行われたそうです。

現在、都市計画道路として、都道112号線と保谷庁舎北側の都道234号線をつなぐ計画

があります。この道が完成すると、地蔵通りと横山道の交差部を貫通することになります。

道の愛称は、又六地蔵にちなんで名付けられたものと思われます。

保谷の愛称道路⑫

地蔵通り

「市報ほうや」平成2年8月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）平成２年撮影（1990）
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～ 伏見通り～

東伏見稲荷神社から千川上水の関前橋ま

での南北の道は、昭和40年代に拡幅され、

その時道の東側にあたる商店が退去となり

ましたが、柳沢団地通り沿いの商店も含ん

で「伏見通り商店会」を作っており、現在も

商店街は健在です。

愛称が付けられた時は、青梅街道から関前

橋までの主要地方道7号線（五日市街道

の支線扱いの杉並あきる野線）の愛称でし

たが、現在新しくできた都道233号東大泉

田無線、234号前沢保谷線も東京都の通

称道路名として「伏見通り」としています。

道の愛称は、東伏見稲荷にちなんで商店

会で名付けられたものです。

保谷の愛称道路⑬

伏見通り

「市報ほうや」平成2年9月1日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）
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～ 柳沢団地通り～

この道の西側の起点は、旧田無市から始まる「文

化通り」の終点であり、元々この道は江戸期に始ま

る田無からの継場道として栄えた古道です。

田無では札野道とも呼ばれ、高井戸に向かう道で

した。

戦中においては中島飛行機武蔵製作所の近隣と

いうこともあり、職員の独身寮や朝比奈機械などの

軍需工場、ガスタンクなどが建設された地域です。

戦後、旧保谷町では人口増加に伴い団地建設が

盛んにおこなわれ柳沢団地が建設されました。

また、南側にはURによる新柳沢団地、朝比奈機

械跡地にマンション建設など、居住エリアとして現

在に至ってます。

道の愛称は、柳沢団地にちなんで名付けられたも

のです。

保谷の愛称道路⑭

柳沢団地通り

「市報ほうや」平成2年9月15日号掲載（1990）

令和２年8月撮影（2020）
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～ 早大グランド通り～

東伏見駅南口前にあった早大プールは、現在早稲田大学東伏見キャンパス「東伏見

STEP22」に変わり、商用施設と一体となったキャンパスになりました。

ここから石神井川までのエリアに、アメフト場、軟式野球場、硬式野球場、馬場、サッカー場、

ホッケー場が並びます。また川の南側の高台にはテニスコートがあります。

早大グランド通りは、まさにグランドの中央を縦貫する道です。

写真の場所は右手の高台に下野谷遺跡がある切通しで、急な坂道のため路面にスリップ

防止のスリットが施されています。 最近のり面が整備されました。

下野谷遺跡は、平成27年（2015）に国史跡に指定されました。

現在は地域の宝として整備事業が進められています。

保谷の愛称道路⑮

早大グランド通り

令和２年8月撮影（2020）

「市報ほうや」平成2年10月1日号掲載（1990）

平成２年撮影（1990）
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～ 中原通り～

社会調査研究所は現在のインテージです。 インテージビルは旧田無市谷戸町2丁目と、

旧保谷市ひばりが丘2丁目にまたがっており、旧保谷市の愛称道路である中原通りは、旧

市境である谷戸新道から西に約60m進んだところから始まります。

この道はバス通りですが、途中のクランク部は狭いうえに見通しが悪いため、交通整理員が

配置されています。 この道の個人商店も徐々に宅地へと変わっていってます。

中原小学校は現在（2020年）建替え工事中で、令和3年（2021）初頭には仮校舎からの

引っ越しを予定しています。

～ 学園通り～

東久留米市の自由学園に通じる道で、両市で共通の道路名を制定しています。

西東京（旧保谷市）エリアには、居酒屋やうどんやなどの飲食店が並び、東久留米市に入

ると閑静な住宅街、自由学園の施設が立ち並びます。

保谷の愛称道路⑯

中原通り / 学園通り

令和２年8月撮影（2020）

学園通り中原通り

令和２年8月撮影（2020）

「市報ほうや」平成2年10月15日号掲載（1990）
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～ 深大寺街道～

旧田無市と旧保谷市の境界道路である深大寺

街道は、田無市側でも同じ愛称をつけています。

元々は榎ノ木道路と同じ道ですが、愛称をつける

ときに青梅街道以北と以南で分けたようです。

この道は深大寺参詣道としてよく使われましたが、

その先の布田五宿（調布市）への道としても利用

されました。

武蔵野大学前（旧武蔵野女子学院）の交差点

から五日市街道の上り方向に160mほど行ったと

ころで、武蔵野市の「大師通り」につながり、その

道に沿って深大寺まで進みました。なおこの道は、

境浄水場で分断されています。

写真の場所は右に武蔵野大学、左に健康保険

組合の武蔵野運動場がある直線道路です。この

間は住宅が無く、木々や草の緑を楽しめる道です。

保谷の愛称道路⑰

深大寺街道

令和２年8月撮影（2020）

「市報ほうや」平成2年11月1日号掲載（1990）

平成２年撮影（1990）


