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第５章 まちづくりの推進とマネジメント 

第２章で示す「２０４０年代の都市の姿」の実現に向け、まちづくりの推進の方策とマネジ

メントの考え方を明確にします。

５－１ 個別のまちづくり計画 

本計画は、まちづくりの基本的な方針を定めるものですが、「２０４０年代の都市の姿」の実現に向

けては、東村山市総合計画基本計画や関連計画と連携して取組を具現化するとともに、必要に応じ

て個別計画を策定し、「まちづくりの方針」の深度化・具体化を図ります。 

■まちづくりに関連する個別計画の例

都市計画マスタープランとあわせ、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機

能を適切に誘導するために市が策定する計画として、立地適正化計画があります。

【立地適正化計画】

 都市再生特別措置法に基づく計画であり、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって

立地し、福祉や交通等も含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」

という考えでまちづくりを進めていくためのものです。

 空き地、空き家等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する都市のスポンジ化

への対応や、近年頻発・激甚化する自然災害に対して都市づくりの観点から総合的な防災・

減災対策を講じていくための計画としての役割が求められています。

 また、立地適正化計画は、公共交通施策をはじめ、多様な分野の計画との連携が求められて

います。

■公共交通施策との連携

公共交通施策に関する計画として、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく

「地域公共交通計画」があります。地域公共交通計画では、従来の公共交通サービスに加え、

地域の多様な輸送資源を最大限活用する取組を盛り込み、地域の移動ニーズにきめ細かく対

応することで、持続可能な地域公共交通の実現を図ります。 

また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律では、まちづくり施策や観光の振興に

関する施策と連携した地域公共交通サービスの持続的な提供について明記されており、地域

交通をきっかけにさまざまな分野の計画推進につながる取組に発展させることが可能です。 
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５－２ まちづくり手法 

本計画等によるまちづくりは、「まちづくり事業」「まちづくりルール」「まちづくりソフト施策」の３

つの方法を組み合わせて推進します。 

まちづくり事業 道路や公園等の都市の基盤を整える

まちづくりルール 建築や開発等のルールを定めて望ましい姿の実現を担保する

まちづくりソフト施策 ソフト面からまちづくりを後押しする

各々の手法の具体的な内容は以下のとおりです。これらの手法を目的や状況に応じて活用し、ま

ちづくりを推進します。 

（１）「まちづくり事業」による推進

資金を投入して都市の基盤を目に見える形で変えていく手法を、「まちづくり事業」と定義しま

す。これらには、主として次のようなものがあります。 

事業の概要は以下のとおりです。分野別・地域別まちづくりの方針に基づき、必要に応じて各事

業を適用していきます。 

① 市街地再開発事業

 鉄道駅周辺等の利便性の高い区域において、都市機能の更新と駅前広場や道路をは

じめとする都市基盤の整備等を行う事業のことで、居住者の各々の土地や建物を、事

業後の再開発ビルの床に権利変換する手法です。

 市街地再開発事業により、土地の高度利用、都市機能の集積、住環境の改善、防災性

や安全性の向上、エリアの価値や持続性の向上等が期待されます。

② 土地区画整理事業

 敷地形状が不整形で、道路基盤整備の遅れた区域等において、道路や公園といった都

市基盤を整備・改善する事業のことで、居住者の各々の土地を、都市基盤整備とあわせ

て整形化する手法です。

 土地区画整理事業により、住宅の密集や脆弱な道路基盤の解消等の抜本的な改善、農

住が共存した良好な環境の創出等が期待されます。

【まちづくり事業】

① 市街地再開発事業 ④ 連続立体交差事業

② 土地区画整理事業 ⑤ 公園や緑地の整備・保全に関する事業

③ 街路事業
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③ 街路事業

 都市計画道路をはじめとする幹線道路の整備を行う事業であり、都市における円滑な

交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市

生活と機能的な都市活動に寄与することを目的とします。

 街路事業により、交通渋滞の緩和、物流機能の強化、歩行者の安全性の向上、防災機

能の強化等が期待されます。

④ 連続立体交差事業

 市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架化又は地下化するこ

とで立体化を行い、多数の踏切の除却や新設交差道路との立体交差を一挙に実現す

る事業です。

 踏切での慢性的な交通渋滞の解消、道路と鉄道それぞれの安全性の向上、鉄道により

分断されていた地域の一体化、安全で快適なまちづくりの実現等が期待されます。

 市では、東京都が事業主体となり、東村山駅を中心に西武鉄道新宿線、国分寺線及び

西武園線の約４．５ｋｍの区間について鉄道を高架化する事業が進められており、府中

街道等５か所の踏切が除却されます。

⑤ 公園や緑地の整備・保全に関する事業

 公園や緑地は、良好な住環境の形成、生物多様性の保全、都市の防災性の向上、市民

の活動や憩いの場の形成等に寄与するものです。

 各公園の特徴や地域のニーズにあった公園づくり、大規模な緑地の整備・保全を進め

ていきます。

上記の事業はまちの基盤を整えるために必要となる事業ですが、一方で、既存道路の拡幅や改良

等の維持補修、歩道橋を含む橋梁の補修等や、河川等の護岸改修等もまちづくりにおいて重要な

事業です。そのため、これらの事業についても実施していきます。 
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（２）「まちづくりルール」による推進

建築や開発等のルールを定め、関係者がそれを守ることで、望ましいまちの姿を実現していく手

法を「まちづくりルール」と定義します。 

【まちづくりルール】

①地域地区制度 ⑤地区計画制度

②都市施設の都市計画決定制度 ⑥まちづくりに関連する条例等

③開発許可制度 ⑦まちづくり関連の協定制度

④建築確認制度

ルールの概要は以下のとおりです。分野別・地域別まちづくりの方針に基づき、必要に応じて各

ルールを適用していきます。

① 地域地区制度

 地域地区制度とは、土地の合理的な利用を図るため、都市計画区域内の土地をその利用目

的によって区分したり、建築物などに対するルールを決めたりする制度です。以下の制度を含

め、様々な地域地区制度があります。 

【用途地域制度】 

 住居、商業、工業等市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、１３種類あります。

用途地域ごとに、それぞれの目的に応じて建てられる建物の用途が決められています。

 用途地域にあわせ、建蔽率や容積率といった建物の建て方に関するルールも定められ

ます。

 用途地域の指定により、土地利用の混在防止、地域の環境に応じた土地利用の誘導、

良好な住環境や業務環境等の形成を図ることができます。

【特別用途地区制度】

 用途地域を補完する地域地区で、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保

護等、特別の目的の実現を図るために指定します。特別用途地区内では、条例を定め

ることで、用途地域による全国一律的な用途の制限を修正するものです。

 地域の特性に応じて、用途地域による用途制限の強化または緩和を定めることができ

ます。

② 都市施設の都市計画決定制度

 都市計画道路や都市計画公園、ごみ処理場等の公共的・根幹的都市施設についての計

画を、都市計画法に基づき都市計画決定する制度です。

 都市計画決定はその都市計画の実現を担保するものであり、土地利用に一定の制限が

働きます。
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③ 開発許可制度

 一定規模以上の民間による開発行為が行われる場合に、その内容を行政が審査し、必

要に応じて指導する制度であり、開発に見合った道路や公園等の都市基盤の提供等が

義務づけられています。

 開発許可制度により、適正な都市水準の確保と秩序ある市街地の形成が期待されま

す。

 市では、よりきめ細かい指導を行うため、独自の開発指導要綱を定め、開発許可権者

の東京都と連携して指導を行っています。

④ 建築確認制度

 建物の新築や建て替え、大規模な増改築等の際に、行政がその内容を審査し、法的条

件を満たしているか否かを確認する制度です。東村山市では、東京都の権限で執行さ

れています。

⑤ 地区計画制度

 用途地域や特別用途地区のような広域的見地からのゾーニング手法に対して、地区か

らの発想で、きめ細かな地区の特性に応じたまちづくりをするための手法です。

 建物の高さや壁面位置等をきめ細かく定めることで、地区の環境保全・改善が期待さ

れます。地区計画制度には、まちづくりの目的に応じて、規制を強化するだけではなく

緩和を行う場合もあります。

⑥ まちづくり関連の条例等

 市独自の条例等の策定や既存条例等の見直し、適切な運用によって、地域にあったよ

りきめ細やかなまちづくりを推進していきます。

⑦ まちづくり関連の協定制度

 市民同士、事業者同士が、まちづくりに関する任意の（法令に基づかない）協定を締結

し、それに沿ったまちづくりを行う方法もあります。

 現在の法制度では、「建築協定制度」「緑地協定制度」があるため、それらを含めた適用

の可能性を検討していきます。
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【建築協定制度】

 建物の高さ・壁面位置・デザイン・垣や柵の種類

等を、市民同士が話し合って区域のルールとし

て定める制度です。

【緑地協定制度】

 建物周りの樹木や植栽、緑地等の保全や整備

のあり方等を、市民同士が話し合って区域のル 

ールとして定める制度です。

（３）「まちづくりソフト施策」による推進

（１）まちづくり事業や（２）まちづくりルールの法令等で定められているまちづくり方策に加え

て、市独自にソフト面からまちづくりを後押しする方策を考えていく必要があります。 

また、まちづくりの初期段階から関係者のさまざまな参加機会を設けるとともに、多様な

方々がまちづくりに参加できるよう、今後も工夫していきます。 

具体的には、以下のような情報共有や参加の機会等を設けることで、まちづくりの機運醸成

や検討内容の深度化を進め、まちづくりを推進していきます。 

【まちづくりの働きかけ】

 地区計画等のまちづくりルールの導入や、具体的な事業の実現に向け、関係機関や関

係者への働きかけを行っていきます。

【アンケートの実施】

 まちづくりの計画等に対する市民の満足度や重要度等を幅広く把握します。

【広報誌やホームページ等を活用した広報活動の実施】

 インターネットのホームページやＳＮＳ、広報誌の活用により、まちづくりに関する情報共

有に努めます。

【ワークショップやオープンハウス、説明会、シンポジウム等の開催】

 現状や問題点等の意見の把握、計画に関する説明等を行うとともに、まちづくりの機

運醸成を図ります。

【社会実験や実証実験の実施】

 新たな施策や具体的な事業を本格的に実施する前に、場所や期間等を限定して試行

し、効果を検証するために行います。公民連携によるオープンカフェ等の道路空間の新

たな活用、公園や河川におけるイベント開催によるにぎわいの創出等が考えられます。

参考：道路を活用した社会実験の事例  

建築協定（富士見町１丁目） 
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５－３ 多様な主体によるまちづくり 

市では、みんなで進めるまちづくり基本条例第３条において、自治を進める基本原則として、情報

共有、市民参加、協働を掲げ、まちづくりを進めています。 

また、多様化・複雑化・高度化する行政課題を解決し、良質で持続可能な市民サービスを提供して

いくために、公民連携によるまちづくりにも取り組んでいます。 

本計画では、これらの取組を十分に踏まえながら、多様な主体の連携のもと「２０４０年代の都市

の姿」の実現を目指します。 

（１）市役所内外での連携強化

 まちづくりに関連する市役所内の部局について、横断的な連携をさらに強化していきます。

 まちづくり関連の広報、相談のための窓口や市民との協働、事業者との連携の充実に努め

ていきます。

 国や東京都、周辺市とも連携しながら、まちづくりに取り組んでいきます。また、鉄道沿線の

価値向上、広域交通ネットワークの形成、都市計画制度の対応等に向け、広域連携を進めて

いきます。

（２）民間事業者ならではのアイデアやノウハウを活かしたまちづくり

 ライフスタイルや価値観の多様化、人口減少や少子高齢化に対応した持続可能なまちづくり

を進めるため、ＰＰＰやＰＦＩ（民間事業者の公共事業への参入）を活用し、民間事業者ならで

はのアイデアやノウハウを活かしたまちづくりを進めていきます。

（３）まちづくり組織の支援

 ＮＰＯ（民間非営利組織）等のまちづくり関連の市民組織との連携やその活動環境の育成に

努め、必要に応じて支援を行います。

 鉄道駅周辺の「まちづくり協議会」や「まちづくり研究会」、河川や公園・緑地の清掃等の活

動を行っている市民組織等と連携し、協働関係を維持していきます。

 エリアマネジメント組織による地域の課題解決に向けた取組や、公園等のパブリックな空間

を自ら運営管理する取組等について支援していきます。

 デベロッパーや建築業を営む事業所についても、本計画の内容に合致した事業に協力いた

だくため、良好なパートナーシップの構築に努めます。
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５－４ 財源の確保 

まちづくりを進めるに当たっては、多くの資金が必要であり、財源の確保は重要な課題です。 

そのため、まちづくりの具体的な取組に対する重点的・効率的な投資、国や東京都のさまざまな

制度等の活用や基金の充実等の取組を進めるとともに、適正な受益者負担（開発の利益を得る人

がそれに見合った金銭的負担や緑地・道路等の提供等を行うこと）や開発者負担を求めていきます。 

また、エリアマネジメントの考え方に基づく負担金制度の創設等の検討も進めるとともに、市民や

事業者の協力による効率的なまちづくりも進めていきます。 

５－５ 適切な進行管理 

本計画は、計画期間を概ね２０年、目標年次を２０４０年代とする長期計画であることから、ＰＤＣ

Ａサイクルに基づく適切な進行管理が必要です。 

このため、概ね５年ごとに本計画に基づく取組状況を把握し、中間期には、社会動向や上位関連

計画、市民ニーズ等を踏まえ、見直しの必要性について検証を行います。 

改定 

２０２１年 

目標年次 

２０４０年代 

取組状況の把握 

計画期間：概ね２０年 

中間期の検証 

Plan 
（計画策定） 

Do 
（施策実施） 

Check 
（評価・検証） 

Action 
（改善・見直し） 

ＰＤＣＡサイクル 

取組状況の把握と中間期の検証のイメージ 
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Higashimurayama City 

市民が映す東村山 

北山公園の菖蒲  さくら通りの夜桜  

新青梅街道  

さ

正福寺の千体地藏  

産業祭の山車と神輿の競演  
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