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東村山市センター地区構想とは、市役所周辺の

2040年代のあるべき姿を地域住民、事業者、行

政と共有し、今後のまちづくりの方向性を示すガイ

ドラインのことです。

平成３年度に「市センター地区の整備プラン」を

掲げて以降、当市を取り巻く状況は大きく変動し

ています。現在市役所周辺では、東村山駅付近の

連続立体交差事業（以下、「連続立体交差事業」と

いう。）や都市計画道路３・３・８号府中所沢線（以

下、「３・３・８号線」という。）等の整備が進み、まち

の骨格構造が変わろうとしています。これに伴い、

将来的な土地利用のポテンシャルが上がり、利便

性が高まることが見込まれています。その一方、

本庁舎をはじめ北庁舎や中央図書館等の公共施

設の老朽化が進んでおり、今後適切に補修や改修、

再編・再配置を行う必要があります。

また、市役所東側には、東京都有地を活用した本

町地区プロジェクトの「むさしのiタウン四季の街」

や、福祉インフラ事業＊の病院が立地していますが、

北側の久米川第13住宅敷地は、都営住宅の建て

替えにより集約化された結果、残地が生じています。

今回、このような現状を踏まえ、改めて今後の方向

性について示すことを目的とし策定に至りました。

今後、市の総人口は2050年までには現在より

約18％減少すると推計され、また少子高齢化の進

行や、ICT＊等の新技術の進展のほか、首都直下地

震や台風等の自然災害を見据え、持続可能なまち

を実現するため、市の中心部として魅力のある新た

な発展に向けて、次の世代に引き継いでいくことを

目指していきます。

東村山市センター地区構想
　また東京都の都有施設等総合管理方針や、主要

施設10か年維持更新計画等も踏まえます。

　この構想は、まちづくりの方向性を示したものであり、
これによる新たな権利制限を課すものではありません。

＊福祉インフラ事業：障害者施設、高齢者施設、子育て支援施設等の地域における福祉インフラ整備を進めるため、民間事業者等に対して
都有地を減額して貸し付け、整備促進を図っている。

＊ICT：Information and Communication Technologyの略。ネットワーク通信により情報の入手や発信、活用などを促進する技術の総称。

区域は下図の赤線で囲まれた約26haです。

東村山駅東村山駅

東村山駅東村山駅

　等

第２次都市計画
マスタープラン

2040年代の都市の姿：
豊かな自然と良好な都市
環境が調和し人々の快適
なくらしと活力を生む
まち

将来都市像：みどり  にぎわい  いろどり豊かに
　笑顔つながる　東村山

第５次総合計画
～わたしたちのSDGｓ～

第２期創生
総合戦略

公共施設
再生計画

地域防災計画

２  構想の区域 ３  構想の位置付け

１  はじめに
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＊Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を
両立する、人間中心の社会。狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に
続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱。

＊５Gネットワーク：５th Generation（第５世代移動通信システム）の略。次世代の通信規格で、「超高速・大容量」、「超低遅延」、「多数同時接続」と
いった特長を持つ。５Gが普及すれば、さまざまなモノがネットワークに接続され（IoT）、生活のあらゆるところで通信が行われると予測されている。

市センター地区構想の歩み 周辺の主な事業の歩み 主なデジタル化
等の歩み

・市民センター完成

・いきいきプラザ完成

・本町地区プロジェクト工事着手
  (完了：平成18年度)

・北庁舎耐震改修工事着手
  （完了：平成19年度）

・第２次総合計画後期５か年の施策の大綱に、
市民センター、市役所、中央図書館等の増改
築・整備を進め、「市センター地区の整備プラ
ン」により、市役所周辺地域を市のシンボル的
ゾーンとして整備すると掲載

・当時の財政事情から公共施設等建設基金を
廃止　※ 大幅な政策転換を余儀なくされる

・都市計画マスタープランに、市役所周辺を
「行政機能の核」と位置付け

・Windows95発売

・iPhone登場

・久米川駅北口駅前広場等着手
　（駅前広場の完了：平成21年度）

・東村山駅西口地区市街地再開発事業着手
  （完了：平成21年度）

・第３次総合計画前期基本計画に、市センター
地区の整備として、「市の中心ゾーンとしての長
期的展望のもとに整備を進める」と掲載

・まちづくりオープンハウスを開催

※東日本大震災

平成３年度

平成７年度

平成８年度

平成９年度

平成13年度

平成12年度

平成1４年度

平成1６年度

平成1７年度

平成1８年度

平成1９年度

平成25年度

平成22年度

平成24年度

平成27年度

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

※新型コロナウイ
ルス流行

・５Gネットワーク＊

商用化

・３G運用開始

・持続可能な開発
目標（SDGs）

・官民データ活用
推進基本法成立

・Society5.0＊提唱

・４G運用開始

・通称：スーパーシ
ティ法成立

・３・３・８号線(新青梅街道〜さくら通り)着手
・連続立体交差事業及び鉄道付属街路整備
事業着手

・３・３・８号線（さくら通り～所沢市境）着手

・中央図書館耐震補強
工事着手、完了

・本庁舎耐震補強等改
修工事着手

　（完了：平成30年度）

・第４次総合計画後期基本計画に、将来的な
市役所の建て替えを見据え、検討を進める
と掲載

・まちづくり方針（案）説明会を開催
・パブリックコメントを実施
・第５次総合計画等５計画を公表

・第５次総合計画等５計画策定に着手
　〇第５次総合計画
　〇第２次都市計画マスタープラン
　〇第２期創生総合戦略
　〇公共施設再生計画
　〇市センター地区構想
・将来のまちづくりに係るアンケート調査

・課題の整理、検討の開始

・公共施設白書作成

・超小型携帯電話
発売

・東村山駅東口土地区画整理事業着手
　（完了：平成７年度）

４  これまでの経緯
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①第２次都市計画マスタープランでの位置付け

②目指す2040年代の市センター地区の姿

市センター地区では、 行政機能の再編及び店舗や

業務等の複合的な施設の集積した公共 ・ 公益機能

の拠点の形成のため地区計画によるまちづくりを推

進し、 必要に応じて用途地域の見直し等に取り組み

ます。また、 3 ・ 3 ・ 8 号線へ接続する地区内の道路

整備を検討するなど、 利便性 ・ 安全性の向上を図り

ます。

■コンセプト

■将来ビジョン

■魅力創造核 【将来都市構造図】

●土地が有効かつ高度利用され、新しい産業が創出されることで地域経済が
活性化している

●働き方や働く場の選択肢が多いまちが実現している

●自動運転車等新たなモビリティを含み、地区へのアクセスが向上している

●暮らしや行政サービスの提供が、デジタル化されている

●ユニバーサルデザイン＊のまちが実現している

●災害に強いまちが実現している

●環境負荷の少ない低炭素なまちが実現している

●再生可能エネルギー＊の活用により、持続可能なまちが実現している

●身近なみどりが充実し、良好な街並みが形成されている

活力

快適・
安全・安心

環境

活力

快適・
安全・安心

環境

新たな活力を生み出し、快適に暮らし働ける質の高いスマートな地区＊

「魅力創造核」としての役割を実現するため、 これ

までのハード （道路 ・ 建物等） 中心のまちづくりに加

え、 ICT 等の新技術を積極的に活用するとともに、

商業 ・ 業務や、行政サービス、文化、医療、住居等の

諸機能が集積した複合市街地の形成を図ります。

■まちづくりの推進方針

＊スマートな地区：都市の抱える諸課題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運営等）が行われ、全体最適化
が図られる持続可能な都市または地区。国土交通省 スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】スマートシティの定義に同じ。

＊ユニバーサルデザイン：年齢、性別、国籍、身体的な差異にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように配慮したデザイン。
＊再生可能エネルギー：太陽光、風力、バイオマス、地中熱等、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。

６  将来ビジョン

久米川駅久米川駅

東村山駅東村山駅

秋津駅秋津駅

八坂駅八坂駅

多摩湖駅多摩湖駅

西武園駅西武園駅

萩山駅萩山駅

武蔵大和駅武蔵大和駅

新秋津駅新秋津駅

北山公園周辺

スポーツセンター周辺

市センター地区

八国山緑地

狭山緑地
（狭山公園）

小平霊園

東村山
中央公園

前川公園

萩山公園

せせらぎの郷
多摩湖緑地

淵の森緑地

東村山公園
（運動公園）

多磨全生園

②市センター地区における現状と課題

①市のこれからのまちづくりの課題

　人口減少 ・ 少子高齢化や、市の現状、社会経済の動向等から見た主な課題は、次のとおりです。

■現在の様子（2020年時点）

　〇 変化を見据えた都市のマネジメントと、にぎわいのある都市空間の形成

　〇 みどりの保全と、みどりを守り活かすまちづくり

　〇 地域経済の活性化と働く場づくり

　〇 安心して出産・子育てできるまちのさらなる推進　　

　〇 良質な生活環境の確保

〇 多様な主体との連携によるまちづくり

〇 地域コミュニティの形成と多様性の尊重

〇 安全・安心なまちづくり

〇 持続可能な行財政運営の基盤づくり　等

　地区内の現状や課題は、次のとおりです。

　〇 行政施設が多く集積している

　〇 働ける場所が少ない

　〇 歩道が狭いうえ、電線が乱立している

　　　（むさしのiタウン四季の街を除く）

〇 市の拠点としてのにぎわいがない

〇 土地が有効活用されていない

〇 公共施設を含めICT化が進んでいない

〇 エネルギー資源の適切な利活用が図られていない

中央
図書館

東村山
郵便局

本町地区
地区計画

東村山
警察署

天王森
公園

平和塔
公園

東村山
税務署

4040

400400

11 一低一低

地区計画第二種住居地域　

凡例　

第一種中高層住居専用地域　

第二種中高層住居専用地域　

第一種住居地域　

第一種低層住居専用地域　 準住居地域　

商業地域　

準工業地域　

近隣商業地域　

容積率

建蔽率

高度
地区

用途
地域

【都市計画図】

構想区域

都市計画公園

都市計画道路

都市高速鉄道

生産緑地

５  主な現状と課題

消防署本町出張所

1965年に建築後、55年
が経過

久米川第13住宅敷地

東京都所有の約10,000㎡
の敷地の一部を、市の庁用
車駐車場等として利用中

多摩地域の「郊外型居住モ
デルを提示するまちづくり」
として、良好な住環境が形成

むさしのiタウン
四季の街

本庁舎

1972年に建築後、48年
が経過

北庁舎

1958年に建築後62年
が 経 過し、特に老朽化し
ている

都市基盤整備が事業中で
あり、今後、高架下利用が
想定される

3・3・8号線、
連続立体交差事業等

3



①将来ビジョンを具現化する方向性

②今後の進め方

　右の図は、概ねの期間をイメージ

していますが、引き続き都市 計画

道路等の整備を推進するとともに、

今後概ね20年間で具体化できる

項目から検討を進め、実現に向け

た取組を進めていきます。

＊MaaS：Mobility as a Serviceの略。スマートフォンアプリにより地域住民や旅行者１人１人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組みあわせて検索、予約、決済等を一括で行うサービス。
＊BEMS：エネルギーの消費を監視/制御するシステム（Energy Management System)のこと。BEMSは商用ビルや公共施設等向け（Building）、HEMSは住宅向け（Home）。これらは利用されている電力の使用量を可視化したり、自動的に電気の使用量をコントロールし、需給バランスの最適化を図る。
＊コージェネレーション：天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる排熱も同時に回収するシステム。
＊IoT：Internet of Thingsの略。インターネットに多様かつ多数の物が接続され、相互に情報交換する仕組み。 モノのインターネット。

2040
年代

適切な土地利用の誘導

行政サービスの最適化

道路・交通ネットワークの形成

地球にも人にもやさしいまちの創出

新技術を活用したスマートなまちづくり

現在

適切な土地利用の誘導

・地区計画等まちづくりのルールを活用するとともに、用

途地域の変更や道路等の配置を視野に、当地区にふさ

わしい商業・業務施設等の複合的土地利用を民間主導

で誘導することを検討します。

（本町地区地区計画区域を除く）

・久米川第13住宅敷地については、民間の知恵と力を生

かした施策連動型の財産利活用や、多様かつ弾力的な

財産利活用手法の展開を、東京都と協議・連携のうえ、

検討します。

・新た な 時代 の働き 方 として 、職 住近 接で 働ける環境 を

整備するため、多様な働く場の創出を促進します。

・市の中心部に配置すべきサービス（機能）を見直し、高架

下空間を含めた公共・公益機能やサービス等の配置を促

進します。

・公共施設の再配置・最適化等で生まれるスペースの活用

を促進します。

・行政手続きのデジタル化・オンライン化を推進し、利用者

視点に立ったサービスの向上と業務の効率化を図ります。

・防災拠点としての機能強化を図るため、消防や警察、病院

をはじめとした関係機関との連携・協力体制を構築します。

・公園の有効活用を図り、魅力ある公園づくりを促進します。

 道路・交通ネットワークの形成

・ 連続立体交差事業に伴う踏切除却により、交通渋滞を解消し、交通の円滑化を図ります。

・ ３ ・ ３ ・ ８号線や鉄道付属街路等、安全で快適な道路づくりを進めます。

・ ICTを活用した移動サービス（MaaS＊）や、自動運転の可能性を踏まえた交通環境

整備について検討します。

 行政サービスの最適化

※各イラストは、イメージです。

 地球にも人にもやさしいまちの創出

・ 環境負荷の少ないまちの実現を目指し、 省エネルギー化と再生可能エネルギーの

利用を推進するとともに、 ICTを活用した効率的 ・ 効果的な管理運営 （BEMS＊

等）を検討します。

・ 公共施設の再生や集約等にあわせ、 コージェネレーション＊施設や分散型エネル

ギーの導入、 及びそれらの有効活用に向けた検討を行い、 被災後も機能が維持で

きるよう、エネルギーの安定化に向けた取組を促進します。

・ 市役所等公共空間の緑化を推進します。

・ 都市計画道路の整備、面的な整備等にあわせ、無電柱化、植栽の配置等、防災面 ・

景観面の向上に取り組みます。

・ 公共施設の整備の際には、 ユニバーサルデザインの考え方に基づき、 だれもが安

全で、利用に支障のない空間形成を図ります。

主要鉄道駅周辺地区

　  高架下地区

沿道複合地区

中高層住宅中心地区

中層住宅中心地区

低層住宅中心地区

　  農住共存地区

公益施設地区

〈土地利用ゾーニング〉

広域交通軸
（整備済み・概成整備済み）

広域交通軸（未整備）

アクセス向上軸（整備済み）

主要道路

鉄道

連続立体交差事業区間

駅

鉄道付属街路事業区間

〈道路・交通網〉

まとまった緑のあるエリア

水の軸

主な施設

〈環境〉〈核〉

中心核

魅力創造核

凡 例

・ ICT・IoT＊等を活用して、複数分野のデータ

を公民で共有・利活用を図り、分野横断的に

まちづくりに活用します。

・ 高速通信を可能とする５Ｇネットワーク等の

新技術のもと、多様なイノベーションを生み

出す新しいサービスの実証実験等を検討し

ます。

 新技術を活用したスマートなまちづくり

分野横断的な全体最適個別分野の最適化

交通

防犯・防災
行政

エネルギー

小売

医療 交通

防犯・防災
行政

エネルギー

小売

医療
暮らし 暮らし

データ
取得

データの
利用

データの
蓄積・
統合・
分析

国土交通省 スマートシティの実現に向けて【中間とりまとめ】より抜粋

７  市センター地区構想

【地域のまちづくりの方針図（本町）】
第 2 次都市計画マスタープラン

本町
四丁目

本町
三丁目

本町
一丁目

本町
二丁目

＜魅力創造核/市センター地区＞
・公共・公益機能の拠点の形成
・低炭素まちづくりの促進
・災害時にも継続してエネルギー供給
できるシステムの構築
・ICT等の新技術の活用によるスマートな
地区の形成

＜中心核＞
・にぎわいと活力を生む商業・業務等
機能の集積
＜東村山駅東口周辺＞
・東口駅前広場の再整備
・市街地開発事業等の促進
＜高架下空間＞
・にぎわい空間の創出

＜３・４・10＞
・広域的な道路ネットワークの強化

＜主要道路＞
・鷹の道の拡幅整備

＜高架下空間＞
・公民連携等による
さまざまな事業展開

＜３・３・８＞
・広域的な道路の
整備
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HIGASHIMURAYAMA
Quality of Life

①まちづくりの主体と役割

②スマートなまちづくりを目指して

市センター地区構想を実現するためには、地域住民、

事業者、行政それぞれの果たす役割を明確にし、対等

な立場で連携し、パートナーシップによる協働のまち

づくりを進める必要があります。

めざましい発展が見られるICT・AI＊等の新技術は、これまで

民間が取組を展開してきた分野であるため、民間事業者と連

携した政策をさらに推進するとともに、Society5.0の実現に

向け、デジタルトランスフォーメーション＊でまちづくりを進め、住

民の生活の質（QOL）の向上を図っていきます。 

＊PFI：Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営等について、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。
＊PPP：Public Private Partnershipの略。行政と民間事業者が協働で公共サービスや、事業効率の向上、地域経済の活性化等に取り組むこと。
＊AI
＊デジタルトランスフォーメーション：ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念。

タ

協働による
まちづくりの

推進

地域
住民 事業者

行政

地域住民や行政とともに、まちづくりの主体として重要な役割を担っており、地

区の将来ビジョンに配慮した土地利用を進めることで、地域のまちづくりに貢献

する役割を全うすることが期待されます。

また、公民連携によって、アイデア、ノウハウ、技術等の強みを発揮してもらうこと

で、持続可能で良質な市民サービスを実現し、市民の満足度の向上や東村山市の

持続的な発展を目指すことが期待されます。

事業者

暮らしの安全・安心や希望ある自立した地域社会をつくるうえで、自主的、主体

的にソフト面でのまちづくりに参加することが期待されます。
地域
住民

保有する情報は共有し、地域住民や事業者が主体的に進めるまちづくり活動

の支援や総合調整などを行うとともに、道路や公共施設の整備など、ハード面で

のまちづくりを推進する役割を担っています。

また、国や東京都との行政間においても共通の課題については相互連携し取り

組むとともに、公共サービスの事業運営手法や施設整備について、PFI＊/PPP＊等

民間等と連携した事業手法を導入する可能性について検討します。 

行政

お問い合わせ先 東村山市経営政策部企画政策課

TEL：０４２（３９３）５１１１（代表）
FAX：０４２（３９３）６８４６

E-mail：kikakuseisaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp

URL：https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp

８  実現のために
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