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第２章 まちの将来像 

２－１ ２０４０年代の都市の姿 

本計画における２０４０年代の都市の姿を次のように描きます。 

東村山市は、都心まで３０ｋｍ圏内に位置し、９つの駅を擁しており、都心へのアクセス利便性の高

い生活都市として発展してきました。一方で、八国山緑地をはじめとした公園緑地、河川や用水沿

いの水辺空間、武蔵野の面影を残す雑木林や各所に点在する農地等の豊かな環境に恵まれた里山

風景が残っています。また、下宅部遺跡では、縄文時代や古代のくらしが分かる貴重な資料が出土

し、国の重要文化財に指定されています。さらに、国宝建造物である正福寺地蔵堂等、有形・無形の

特色ある文化財が数多く残されています。 

これからのまちづくりを進めるにあたっては、人口減少・少子高齢化をはじめとした時代の転換期

にあることを踏まえ、これまでのような成長を前提とした考え方ではなく、東村山市の良さを発展さ

せ、将来においても住み続けたいと思えるまちをつくっていくことが必要です。そのため、持続可能

なまちづくりを行うことで、まちの価値を高めていく必要があります。 

そこで本計画では、第１章に示す「これからのまちづくりに求められるもの」を踏まえ、豊かな自然

や歴史・文化を守り、活かしていくとともに、駅周辺や道路等の都市基盤の整備や交流の場づくり等

により良好な都市環境を形成し、時代の変化に対応した魅力的なまちへの進化を目指します。 

「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」 
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第２章 まちの将来像 

２－２ 将来都市構造 

将来都市構造とは、２－１で示す「２０４０年代の都市

の姿」の実現を目指すために、東村山市のまちの骨格を

形成する要素を「核」「軸」「ゾーン」の３つの要素で概念

的に表現したものです。 

将来都市構造図及び各要素の位置づけは、以下のと

おりです。 

 

〈将来都市構造の形成要素〉 

核 軸 

ゾーン 

〈将来都市構造図〉 
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（１）核

さまざまな機能の集積を図る地区を「核」として位置づけます。

中心核 

東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺を「中心核」に位置づけ、都市機能の

集積を図り、にぎわいと交流の創出を推進します。

魅力創造核 

市センター地区、スポーツセンター周辺、北山公園周辺を「魅力創造核」に位置づけ、それ

ぞれ以下のような拠点を形成し、さまざまな人々の交流の創出を推進します。

・市センター地区

市役所を中心に、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による「公共・

公益機能の拠点」を形成します。

・スポーツセンター周辺

スポーツ、食・生産・加工等の事業や複合サービス事業等を通じたさまざまな交流による

「にぎわいの拠点」を形成します。

・北山公園周辺

里山の風景を残し、生物多様性の保全等の市民活動、市内外の人々の交流や体験の場と

して活発な活動がなされる「交流の拠点」を形成します。

地域交流の核 

市立の小・中学校を中心に公共・公益機能、店舗等の商業・業務機能、健康・福祉・子育て

の機能等が最適に配置された地区を「地域交流の核」に位置づけ、地域の日常的な交流を推

進します。

みどりの核 

八国山緑地、狭山緑地（狭山公園）、せせらぎの郷多摩湖緑地、淵の森緑地、東村山中央

公園、北山公園、前川公園、萩山公園、東村山公園（運動公園）、小平霊園、多磨全生園を「み

どりの核」に位置づけ、自然や歴史・文化の保全・活用を推進します。
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（２）軸

隣接市や「核」をつなぐ交通ネットワーク及び河川や水路、連続した緑を「軸」として位置づけま

す。

シンボル軸

２つの「中心核」を結ぶ軸を「シンボル軸」に位置づけ、両駅間のスムーズな移動を支えるネ

ットワークを形成するとともに、沿道ではシンボル軸にふさわしい土地利用、良好な沿道景観

の形成を推進します。

広域交通軸 

東村山市と隣接市等とをつなぐ道路ネットワークを位置づけ、広域的な交通ネットワーク

の形成を推進します。

鉄道軸 

鉄道ネットワークを「鉄道軸」に位置づけ、広域的な交通ネットワークの維持、充実を推進し

ます。

水の軸 

緑の軸 

空堀川、柳瀬川、北川、前川、野火止用水、出水川、多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）

を「水の軸」、「緑の軸」に位置づけ、水質の保全や市民に親しまれる水辺空間の充実を図る

とともに、緑や自然環境を保全し、市民の活動や交流に活用できる環境の創出を推進します。
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（３）ゾーン

「核」や「軸」、地域ごとの特性を踏まえた基本的な土地利用を「ゾーン」として位置づけます。実

際の土地利用は、次章の土地利用の方針に示すようにきめ細かく考えていきますが、マクロ（巨視

的）のゾーン区分として、以下の３類型をまちづくりの基本としていきます。

複合市街地ゾーン 

商業、業務、居住等の機能の集積を図る地域、現在の工業立地の保全や新たな産業創出

につながる企業の集積を目指す地域を「複合市街地ゾーン」に位置づけ、住環境に配慮しつ

つ、地域の特性に応じた土地利用を推進します。

住宅系市街地ゾーン 

良好な低層住宅と生産緑地等の都市農地が共存する地域、現在の工業立地の保全や新

たな産業創出につながる企業の集積を目指す地域を「住宅系市街地ゾーン」に位置づけ、ゆ

とりやうるおいのある環境の創出を推進します。

歴史・文化・自然ゾーン 

歴史、文化、自然の景観保全を図る地域を「歴史・文化・自然ゾーン」に位置づけ、農業、農

業関係産業等の用途を適切に配置するとともに、豊かな自然環境を保全・活用した快適な

住宅地の形成を推進します。
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２－３ まちづくりの目標・将来のくらしと活動イメージ 

２－１で示す「２０４０年代の都市の姿」の実現に向けて、どのような目標でまちづくりを進めてい

くのか明確にする必要があります。そこで、以下の４つのまちづくりの目標を設定しました。 

各目標に対して、東村山市がどのようなまちになり、どのような暮らし方・過ごし方ができるよう

になるのかを「将来のくらしと活動イメージ」として示すとともに、ＳＤＧｓで定められている１７のゴ

ールのうち関連性の高いゴールを示します。 

＜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」

＜まちづくりの目標＞

目標 
1 

目標
2 

みどりあふれる自然豊かな環境を守り、活かすまち

目標
3 

東村山市の特性にあったくらしを守り、つくり、育てるまち

目標

4 
だれもが安全・安心で、心健やかに暮らせるまち
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目標１ 核を中心として、さまざまな人々が交流し、にぎわいがつくられるまち

駅を中心とした都市機能の再編、新たな市民交流の場や働く場、憩いの場の創出・活用等により、

時代の変化に対応しながら進化し続けています。

 

＜ＳＤＧｓで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

 環境保全・活用 

～北山公園や緑地を拠点に活動～  

駅前広場活用 

～高架下や駅広でイベント～ 

 
多様な働き方に対応 

～シェアオフィスやコワーキング

スペースでの交流～

 
健康増進・交流 

～スポーツセンターや広場で 

健康づくり活動～ 

 多世代交流 

～サードプレイスの展開～  

 駅近の保育施設に子どもを預け、週の半分は駅前のコワーキングスペースで仕事をします。

ここでは異業種交流も盛んで新たな仕事の展開にもつながっています。

駅前の広場では、市民やアーティスト、駅周辺の商店会と連携したイベントが定期的に開催さ

れ、市内外から多くの人が集まりにぎわっています。

会社帰りに駅のランニングステーションで着替えて市内をランニング。週末はスポーツセンタ

ーで仲間とスポーツを楽しんだ後、近接のビアガーデンで打ち上げをするのが人気のコース



 ５Ｇ等の情報通信ネットワークが整備され、それらを活用した新たな事業が展開されたり、新

たな移動手段の実験等が行われたりしています。



になっています。

 北山公園と周辺の農地を拠点として環境保全や体験学習、イベントの企画、市民活動等が活発に行

われ、多世代交流の場にもなっています。また、周辺の農園で収穫した農産物や加工品等が並ぶ

「市（いち）」には市民だけでなく遠方から新鮮な野菜を求めて訪れる人が絶えません。

 多磨全生園では、園内における樹木等の自然環境の保全活動や歴史の継承、「人権の森」等

についてさまざまな学習体験やイベントが開催され、全国から多くの人が訪れ、景色や市民と

の交流を楽しんでいます。

＜将来のくらしと活動イメージ＞
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目標２ みどりあふれる自然豊かな環境を守り、活かすまち

豊かな緑や水辺空間、歴史・文化資源を公民連携で保全・活用し、魅力が向上しています。

 

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

大規模緑地の活用 

～市民主体のイベント～ 

農ある風景 

～農園、野菜の販売所～ 市街地の緑化 

～みんなで花壇づくり～ 

市民活動 

～農業体験・緑化～ 

 歴史・文化の楽しみ 

～身近な観光～  
自然環境の保全活動 

～多世代で自然を学び

楽しむ場づくり～ 

 豊かな緑や水辺空間、歴史・文化が身近にあり、いつでも歩いて楽しめます。自然に触れ

あえる環境が整っているので、市民の散策や憩いの場となり、市外からも家族連れ等多

くの人が訪れて楽しむ光景が見られます。

 市内に残された貴重な農地が守られ、農のある風景が市の魅力となっています。

 自然環境を守り育てる活動をまちが一体となって進める体制づくりや、多世代で自然を

学び楽しむ場が広がっています。

 自然環境の保全や市街地のみどりを増やす市民活動によってみどりの空間が広がり、

地球温暖化防止につながっています。

 八国山緑地や狭山緑地（狭山公園）等の自然の中で、市民が主体となって企画するさま

ざまなイベント等により、市内外から多くの人が集まり、にぎわっています。

 駅前のレンタサイクルスタンドを利用し、市内外の人々が自然豊かなサイクリングコース

を楽しんでいます。果樹園や農地を巡る直売所コースが人気です。

＜将来のくらしと活動イメージ＞
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目標３ 東村山市の特性にあったくらしを守り、つくり、育てるまち

自然の豊かさや農のある環境を活かした、東村山市ならではのくらしの場を創出するとともに、

生活を豊かにしていく方策が進んでいます。

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

 農園やガーデン付き住宅 
～多世代交流等～ 

 まちなかにカフェが増加 
～空き家をリノベーション～ 

 オープンガーデン
～ガーデニングの普及～ 

 
体験農園等 
～農福連携による野菜づくり 
バーベキュー等～ 

東村山ブランドの開発 
～試食会、商品販売等～ 

 共有の農園やイングリッシュガーデン等をシェアできる住宅（コモンスペース付住宅やコーポ

ラティブハウス）があり、まちの各所で多世代交流が盛んになっています。

 くらしの中でのガーデニングの普及とともにコミュニティガーデンが広がり、「ひがしむらや

まオープンガーデン」が開催されています。

 休日には近所の体験農園で農家さんの指導のもと野菜づくり。収穫した野菜をマルシェで

販売したり、バーベキューをしたりして、野菜づくりを楽しむ人が増えています。

 空き家をリノベーションしたリノベカフェでは、地場産野菜を使ったメニューが評判となり、

その味を求めて市外からも多くの人が訪れています。

 市内の産業と農園での野菜や果物、ガーデニングでのハーブ等のコラボレーションが、新

たな商品開発につながっています。

＜将来のくらしと活動イメージ＞
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目標４  だれもが安全・安心で、心健やかに暮らせるまち   

  

安全・安心に暮らせる環境づくり、防災・防犯面での機能の充実、市民の健康増進につながる環

境づくりが進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

 小・中学校で防災活動  
～近隣住民の拠点～  

 
コミュニティガーデン・ベランダ緑化等  
～ガーデンづくりで見守り活動～  

 広場等の活用 
～マルシェ等～ 

 
移動しやすい歩行空間  
～自動運転バスの充実～ 

 
公園での防災訓練  
～防災活動のイベント～ 

 車も自転車も歩行者も、安心して移動できるまちなかは、多くの人が行き交い活気がありま

す。沿道では、定期的に手づくり市等も開催され、市内外から多くの人が集まっています。 

 都市計画道路の整備にあわせ、自動運転バスの運行開始や、無人配達サービスによる定期

便が開始され、地域交流の核は高齢者から子どもまで多くの人に利用されています。 

 大地震等の災害時にも安全に移動でき、救援活動が可能な交通基盤の整備とともに、総合

的な治水対策や都市機能維持に必要なエネルギーの確保が進み、災害に強い強靭なまちと

して、移住してくる人が増えています。 

 身近にある公園や小・中学校での防災活動の充実や、花壇づくりによる見守り活動等の防

犯面での取組も活発になり、市民の健康増進や、地域コミュニティ形成にもつながっていま

す。 

＜将来のくらしと活動イメージ＞ 



24 

Higashimurayama City 

市民が映す東村山 

北山公園から八国山を望む

菖蒲の花摘み北山公園の紫陽花と園児

八坂神社例大祭

大善院でのイベント風景
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