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１ 策定の経過 

１－１ 策定体制 

本計画は、以下に示すような体制で検討・策定を行いました。 

報告
諮問 

答申

※５計画等：東村山市第５次総合計画、第２次東村山市都市計画マスタープラン、東村山市人口ビジョン（改

訂版）・第２期東村山市創生総合戦略、公共施設再生計画（公共施設等総合管理計画）、東村山市センタ

ー地区構想

市 民 等
・アンケート調査

・まちづくりオープン

ハウス

・地域団体意見聴取

・パブリックコメント

・地域別説明会  等

市 長
東村山市

都市計画審議会
東村山市議会

まちづくり

検討会議

検討部会

意見等 

５計画等※策定

所管部連絡

調整会議

有識者

ヒアリング

東京都

隣接市等

都市計画マスタープラン

改定委員会
意見
提案

情報
提供

事務局：まちづくり部都市計画課

協議

協議
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１ 策定の経過 

１－２ 主な策定経過 

平成３０年度 

１１月 １３日 平成３０年度第１回都市計画審議会 

２月 １９日 第１回改定委員会 

３月 ８日～ 「将来のまちづくりに係るアンケート調査」実施（～３月２９日）※ 

令和元年度 

５月 ９日 有識者ヒアリング 

５月 １７日 第１回検討部会 

５月 １８日 「東村山の未来を考えるシンポジウム」開催※ 

６月 １日 ワークショップ「みんなで話すこれからの東村山」開催※

６月 １６日 ワークショップ「みんなで話そう！ 子育て×まちづくり」開催※

６月  ８日～ 「東村山わかものインタビュー」実施（６月８、１６、２０、２１日）※ 

６月 ２５日 第２回改定委員会 

６月 ２７日 「東村山市暮らしたい街アンケート」実施（～７月２６日）※ 

７月 ５日 令和元年度第１回都市計画審議会 

７月 ９日 第１回まちづくり検討会議 

７月 ９日 令和元年度第１回障害者福祉推進部会 

７月 １１日 中学生アンケート「将来の東村山のまちづくりアンケート」実施（～７月２４日）

７月 １２日 「まちづくりオープンハウス」開催、団体等意見聴取（～７月２７日） 

１０月 １６日 有識者ヒアリング（将来都市像について） 

１０月 １８日 第２回まちづくり検討会議 

１０月 ２５日 第２回検討部会 

１１月 ６日 第３回改定委員会 

１１月 １４日 令和元年度第２回障害者福祉推進部会 

１１月 ２９日 令和元年度第２回都市計画審議会 

１２月 １０日～ 出前講座（１２月１０、１３、１８日）※ 

１２月 １７日 有識者ヒアリング（みどりについて） 

1 月 ２１日 第３回検討部会 

1 月 ２９日 第４回改定委員会 

1 月 ２９日・３０日 有識者ヒアリング（中間のまとめについて） 

２月 ７日 第５回改定委員会 

２月 ２０日 令和元年度第３回都市計画審議会 

２月 ２０日～ 
パブリックコメント（「第２次東村山市都市計画マスタープラン中間のまとめ」 

に対する意見募集）（～３月１０日） 

※５計画等で実施

※５計画等で実施



 

124 

 

巻    末 

令和 2年度 

5月 15日 第４回検討部会 

7月 6日 第５回検討部会 

7月 

7月 

7日 

9日 
有識者ヒアリング（地域別まちづくりについて） 

7月 17日 第６回改定委員会 

7月 30日 令和２年度第１回都市計画審議会 

8月 1日～ 
「地域別まちづくり方針（案）説明会」開催、市ホームページにおける資料公開 

と意見収集（～８月２９日） 

8月 26日 令和２年度第１回障害者福祉推進部会 

10月 1日 第３回まちづくり検討会議 

10月 13日 第６回検討部会 

10月 28日 第７回改定委員会 

11月 19日 令和２年度第２回都市計画審議会 

11月 19日～ 

パブリックコメント（「第２次東村山市都市計画マスタープラン(素案)」に対す 

る意見募集）（～１２月 ８日） 

あわせて、「東村山市のまちづくりの動向」「東村山市を取り巻く将来の状況」 

「上位関連計画におけるまちづくりに関するキーワード」を取りまとめた別冊 

資料を公表 

１月 １２日 第７回検討部会 

１月 １９日 第８回改定委員会 

２月 ２日 令和２年度第３回都市計画審議会 
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２ 東村山市都市計画審議会 

巻末 
資料 

２ 東村山市都市計画審議会 

２－１ 委員構成 

 
氏  名 選任区分 （所属等） 

会 長 三上 豊 
学識経験者（アーバンデザイン東村山会

議理事長） 

委 員 肥沼 茂男（平成３０年度第１回まで） 

市議会の推薦する市議会議員（東村山市

議会議員） 

 村山 じゅん子（平成３０年度第１回まで） 

 さとう 直子（平成３０年度第１回まで） 

 木村  隆 （令和元年度第１回から） 

 渡辺 英子（令和元年度第１回から） 

 山口 みよ（令和元年度第１回から） 

 佐藤 まさたか 

 大沢 昌玄 
学識経験者（日本大学教授  理工学部土

木工学科） 

 新 義友 学識経験者（東村山市商工会会長） 

 長瀬 勝男 
学識経験者（東京都宅地建物取引業協会 

北多摩支部顧問） 

 肥沼 和夫（令和元年度第３回まで） 
学識経験者（東村山市農業委員会会長） 

 増田 勝義（令和２年度第１回から） 

 菅原 英司（令和元年度第１回まで） 
関係行政機関の職員（東村山警察署長） 

 加藤 光二（令和元年度第２回から） 

 髙﨑 剛彦（平成３０年度第１回まで） 

関係行政機関の職員（東村山消防署長）  蛭田 芳則（令和元年度第１回から３回まで） 

 日高 真実（令和２年度第１回から） 

 若林 茂樹（平成３０年度第１回まで） 関係行政機関の職員（東京都北多摩北部

建設事務所長）  周郷 友義（令和元年度第１回から） 

 鈴木 菜穂美（平成３０年度第１回まで） 関係行政機関の職員（東京都多摩建築指

導事務所 建築指導二課長）  田辺 康弘（令和元年度第１回から） 

 廣田 佳郎（令和元年度第３回まで） 

一般市民（公簿）  山本 良広（令和２年度第１回から） 

 川島 明美 
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２－２ 審議経過 

日  程 主な内容 

平成３０年度 

第１回 

平成３０年 

１１月１３日 

〇報告 

・東村山市都市計画マスタープランの改定について 

令和元年度 

第１回 

令和元年 

７月 ５日 

〇報告 

・中間のまとめ骨子案について 

・市民参加の取り組みについて 

第２回 
令和元年 

１１月２９日 

〇報告 

・市民参加の取り組みについて 

・将来都市像案について 

第３回 
令和２年 

２月２０日 

〇報告 

・中間のまとめ公表及びパブリックコメントの実施 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン 中間のまとめ 

令和２年度 

第１回 

令和２年 

７月３０日 

〇報告 

・地域ごとのまちづくり方針について 

・まちづくりの推進とマネジメントについて（構成案） 

・市民参加の取組みについて 

第２回 
令和２年 

１１月１９日 

〇報告 

・市民参加の取組みについて 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（素案）について 

第３回 
令和３年 

２月 ２日 

○諮問・答申 

・東村山市都市計画マスタープラン改定について 

〇報告 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン〔巻末資料（案）・デザイ

ン案・概要版(案)〕について 

 

  

答申を市長へ渡す会長（令和３年２月２日）  
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２ 東村山市都市計画審議会 

２－３ 諮問・答申 
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３ 庁内検討 

３ 庁内検討 

３－１ 都市計画マスタープラン改定委員会 

（１）委員構成

氏 名 区 分 

委員長 渡部 尚 市長 

副委員長 荒井 浩 (令和元年１２月３１日まで) 副市長 

野崎 満 (令和 ２年 １月 １日から) 副市長 

松谷 いづみ (令和 ２年 ４月 １日から) 副市長 

委員 森 純 (平成３１年 ３月３１日まで) 教育長 

村木 尚生 (平成３１年 ４月 １日から) 教育長 

間野 雅之 経営政策部長 

東村 浩二 総務部長 

武岡 忠史 地域創生部長 

清水 信幸 市民部長 

平岡 和富 環境安全部 

大西 岳宏 資源循環部長 

山口 俊英 健康福祉部長 

瀬川 哲 (平成３１年 ４月 １日から) 子ども家庭部長 

粕谷 裕司 まちづくり部長 

野崎 満 (令和元年１２月３１日まで） 教育部長 

田中 宏幸 (令和 ２年 １月 １日から) 教育部長 

南部 和彦 議会事務局長 

(平成３１年 ４月 １日から) 

議会事務局長心得 

(平成３１年 ３月３１日まで） 

野口浩詞 会計管理者 

(平成３１年 ４月 １日から) 

子ども家庭部長 

（平成３１年 ３月３１日まで) 
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（２）検討経過

日  程 主な内容 

第１回 
平成３１年 

２月１９日 

〇審議 

・都市計画マスタープラン改定委員会検討部会の設置について

第２回 
令和元年 

６月２５日 

〇審議 

・中間のまとめ骨子案について

・市民参加の取り組みについて

〇報告 

・都市計画マスタープランまちづくり検討会議の設置について

第３回 １１月 ６日 

〇報告 

・市民参加の取り組みについて

〇審議 

・将来都市像案について

第４回 
令和２年 

１月２９日 

〇審議 

・中間のまとめ公表及びパブリックコメントの実施

・第２次東村山市都市計画マスタープラン 中間のまとめ

第５回 ２月 ７日 
〇審議 

・中間のまとめについて

第６回 ７月１７日 

〇報告 

・中間のまとめについて

〇審議 

・地域ごとのまちづくり方針について

・まちづくりの推進とマネジメントについて（構成案）

・市民参加の取組みについて

第７回 １０月２８日 

〇報告 

・市民参加の取組みについて

〇審議 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（素案）について

第８回 
令和３年 

１月１９日 

〇報告 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（素案）意見募集の結果

〇審議 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（案）について
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３ 庁内検討 
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３－２ 検討部会 

（１）委員構成 

 氏  名 区  分 

部会長 粕谷 裕司 まちづくり部長 

副部会長 山下 直人 まちづくり部次長（基盤整備推進担当） 

部会員 原田 俊哉 経営政策部次長（経営担当） 

 荒井 知子 (令和 ２年 ４月 １日から) 総務部次長 

 新井 一寿 地域創生部次長 

 肥沼 裕史 市民部次長 

 細渕 睦 (令和 ２年 ３月３１日まで) 環境安全部次長 

 
高柳 剛 (令和 ２年 ３月３１日まで） 総務部次長 

環境安全部次長 (令和 ２年 ４月 １日から） 

 花田 一幸 健康福祉部次長 

 谷村 雅則 子ども家庭部次長 

 肥沼 卓磨 資源循環部次長 

 尾作 整一 まちづくり部次長（施設管理担当） 

 田中 宏幸 (令和元年１２月３１日まで) 教育部次長（生涯学習担当） 

 平島 亨 (令和 ２年 ３月３１日まで) 教育部次長（生涯学習担当） 

 山田 裕二 （令和 ２年 ４月 １日から） 教育部次長（生涯学習担当） 
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（２）検討経過

日  程 主な内容

第１回 
令和元年 

５月１７日 

・検討体制及び進め方について

・現行計画の評価、骨子案について

・市民参加について

・都市計画マスタープランまちづくり検討会議の設置について

第２回 １０月２５日 
・市民参加等の報告

・検討状況について

第３回 
令和２年 

１月２１日 

・中間のまとめ公表及びパブリックコメント実施

・第２次東村山市都市計画マスタープラン 中間のまとめ

第４回 
５月１５日 

(書面開催) 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン中間のまとめ 意見募集の結果

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（序章から第８章地域区分）素

案

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（第８章地域ごとのまちづくり

方針）事務局案たたき台

第５回 ７月 ６日 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（序章から第８章地域区分）

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（第８章 地域ごとのまちづくり

方針）

・地域別の市民参加の取組み

・「第９章 まちづくりの推進とマネジメント」の記載事項

第６回 １０月１３日 
・地域別市民説明会の報告

・第２次東村山市都市計画マスタープラン素案の検討

第７回 
令和３年 

１月１２日 

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（素案） 意見募集の結果

・第２次東村山市都市計画マスタープラン（案）について
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３ 庁内検討 

３－３ まちづくり検討会議 

（１）委員構成

氏  名 区  分

会 長 山下 直人 まちづくり部次長（基盤整備推進担当）

副会長 炭山 健一郎 都市計画課長

会 員 伊藤 佳祐 財政課

大野 傑 営繕課

髙橋 正美 産業振興課

並木 義之 (令和２年 ３月３１日まで） シティセールス課

森 健二 市民スポーツ課

髙橋 明乃 課税課 

(令和２年 ３月３１日まで) 

シティセールス課

(令和２年 ４月 １日から）

深野 智美 収納課

葛城 敦識 地域安全課

貞吉 啓亘 環境住宅課

本間 健太 防災安全課

小宮山 勝也 公共交通課

牛頭 康浩 地域福祉推進課

三島 洋 (令和２年 ４月 １日から) 子ども政策課

天明 公正 （令和２年 ３月３１日まで） 子ども政策課

石黒 裕樹 施設課

瀨川 黎 まちづくり推進課 

(令和２年 ３月３１日まで) 

都市計画課 

(令和２年 ４月 １日から） 

和久津 駿也 市街地整備課

藤村 祐希 用地課

星野 原 みどりと公園課

大森 陽介 道路河川課 

(令和２年 ３月３１日まで) 

下水道課 

(令和２年 ４月 １日から） 
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松尾 国靖 下水道課

石堂 敬 教育総務課

山本 麻由 図書館

小西 悠斗 公民館

鈴木 貴之 ふるさと歴史館
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３ 庁内検討 

（２）検討経過

日  程 主な内容

第１回 
令和元年 

７月 ９日 

〇ワークショップ

・将来予測、これまでの取り組み、まちの現状などについての説明

・東村山市の魅力、改善したいところ、将来のまちのイメージの洗い出し

・これからのまちづくりに求められるものについての意見交換

第２回 １０月１８日 

〇市民意見・団体意見の共有 

〇ワークショップ 

「２０年後の東村山の都市の姿について」 

・キーワード・キーフレーズの抽出

・２０年後の都市の姿の要素を作成

・暮らしと活動のイメージの作成

・２０年後の東村山の都市の姿を作成

第３回 
令和２年 

１０月 １日 

〇地域別まちづくり方針の検討と発表

〇ワークショップ

・各地域の現状把握、印象を共有・発表

・各地域の将来像を共有し、そのための課題や施策を発表
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３－４ 有識者ヒアリング 

東村山市都市計画マスタープランの改定に際し、有識者ヒアリングを行いました。

（１）有識者

日本大学教授 理工学部土木工学科 大沢 昌玄

特定非営利活動法人 Green Connection TOKYO 代表理事 佐藤 留美 

（２）ヒアリング経過

日  程 有識者 主な内容

第１回 
令和元年 

５月 ９日 
大沢 昌玄 

・令和２年２月のパブコメで公表する中間とりまとめの構

成やアウトプットイメージ、改定に向けた主な論点やまち

づくりの主な強化ポイント等について

第２回 
令和元年 

１０月１６日 
大沢 昌玄 

・２０年後の都市の目標像や将来都市構造、分野ごとのま

ちづくり方針、地域区分の考え方等について

第３回 
令和元年 

１２月１７日 
佐藤 留美 

・東村山市におけるみどりのポテンシャルやまちなか・界わ

いのみどりの創出について

第４回 
令和２年 

１月２９日 
大沢 昌玄 ・分野（テーマ）ごとのまちづくり方針について

第５回 
令和２年 

１月３０日 
佐藤 留美 ・みどりに関連した方針について

第６回 
令和２年 

７月 ７日 
大沢 昌玄 

・地域別方針（案）について、各地域のポテンシャルや方向

性、まちづくりの具体化に向けたあり方、コロナ禍のまち

づくり方針への影響等について

第７回 
令和２年 

７月 ９日 
佐藤 留美 

・地域別方針（案）について、各地域のみどりに関連した方

針について
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４ 市民参加 

４ 市民参加 

４－１ ５計画合同実施の市民参加 

以下の市民参加については、東村山市第５次総合計画、第２次都市計画マスタープラン、東村山

市人口ビジョン（改訂版）・第２期東村山市創生総合戦略、公共施設再生計画（公共施設等総合管

理計画）、市センター地区構想の５計画で実施しました。

【名 称】 【概 要】 【実施時期】 【参加者】

ア
ン
ケ
ー
ト
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査

①「将来のまちづくりに

係 る ア ン ケ ー ト 調

査」

（紙面アンケート）

・市民２，０００人を対象にまちの望

ましい将来像、将来のまち・ひと・

くらしのイメージ等を聞いた調査

平成３１年 

3 月

１６歳以上 

無作為抽出 

回答者７８２名

②「東村山市くらしたい

まちアンケート調査」

（Ｗｅｂアンケート）

・幅広い層の市民の声を把握するた

め、Ｗｅｂ上でまちの望ましい将来

像やくらしの意向等を聞いた調査

令和元年 

6～7 月

自由参加 

回答者 

１，０７３名

③「将来の東村山のま

ちづくりアンケート

調査」

（紙面アンケート）

・市立中学校 3 年生全員を対象に

まちの望ましい将来像やくらしの

意向等を聞いた調査

令和元年 

7 月

市立中学校の 

３年生の生徒 

回答者９８８名

④「東村山わかものイン

タビュー」

・市内の公園や運動施設におい

て、次代を担う若い世代のまち

づくりへの意見等を聞いた調査

令和元年 

6 月
回答者２４７名

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

⑤「みんなで話す これ

からの東村山」

・多様な市民による意見交換や発

表を通じて目指すべきまちの姿に

関する意見をもらうワークショッ

プ

令和元年 

6 月

１６歳以上 

無作為抽出 

参加者２５名

⑥「みんなで話そう！

子 育 て ×ま ちづ く

り」

・子育て世代の市民による意見交

換や発表を通じて目指すべきま

ちの姿に関する意見をもらうワ

ークショップ

令和元年 

6 月

子育て中の親子 

公募 

参加者４６名

⑦ 事業者意見交換会

・民間事業者や市民活動団体等か

ら見た東村山市の事業・活動環

境や、今後のまちづくりに関する

意見をもらうワークショップ

令和元年 

9 月

公募 

参加者２５団体 

４２名

周
知
イ
ベ
ン
ト

⑧「東村山の未来を考

えるシンポジウム」

・未来の東村山市を取り巻く社会

経済や人口減少等の予測につい

て、市と市民が情報共有するた

めのイベント

令和元年 

5 月

自由参加 

約３００名

⑨ 出前講座

・市内の児童・生徒たちへ東村山市

の魅力を伝え、まちへの関心・愛

着を醸成する講義とワークショッ

プ

平成31・ 

令和元年 

2 月・12 月

小学校 1 校 

中学校 1 校 

高等学校 1 校
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４－２ 改定のための市民参加 

（１）オープンハウス

市民の多様な意見を把握し、都市計画マスタープラン改定の検討に反映するとともに、市民がま

ちについて知る、都市計画マスタープランとは何かを知る、まちづくりへの興味をもつきっかけと

することを目的として開催しました。

あわせて、地域のまちづくりや地域活動等を牽引している団体や組織へのアンケートや必要に応

じたヒアリング等を行いました。

手  法 日程等 実施概要 参加者数 

まちづくり 

オープンハウス

団体等意見聴取 

令和元年 
７月１２日（金） 

場所：秋津公民館 
展示室 

まちづくりオープンハウス 

（展示パネル） 

この２０年間の東村山市のまち

の変化、現行の都市計画マスタ

ープランの成果やまちの現状・

課題などパネルで説明 

（来場者アンケート） 

オープンハウス来場者を対象に

アンケートを実施

（シールアンケート）

「これからのまちづくりに求めら

れるもの」について、重要と感じ

る事項を選択

（付箋による意見収集） 

市の全体図をもとに、「良いとこ

ろ、活用したいところ」「改善した

いところ」「将来のまちのイメー

ジなど」についての意見やアイデ

ィア、提案などを収集 

団体等意見聴取 

各団体等が考える東村山市の魅

力や、くらし・活動の価値観・展

望などを把握 

４７名 

７月１３日（土） 
場所：秋津公民館 

展示室 
５１名 

７月１９日（金） 
場所：栄町ふれあいセン

ター 集会室１・２
２１名 

７月２０日（土） 
場所：栄町ふれあいセン

ター 集会室１・２
１７名 

７月２６日（金） 
場所：サンパルネ 

会議室 
３４名 

７月２７日（土） 
場所：サンパルネ 

会議室 
５０名 
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４ 市民参加 

（２）都市計画マスタープラン改定のための地域別まちづくり方針（案）説明会

「第２次東村山市都市計画マスタープラン」について、地域別のまちづくり方針（案）の内容や策

定経過を情報共有するため説明会を開催しました。

説明会については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当初予定していた懇談会形

式から説明会形式に変更し、参加者同士の間隔をあけるなどの対策を講じました。

手  法 日程等 実施概要 参加者数 

説明会 

（市内 各町 の

会場で実施） 

令和２年 

８月 １日（土） 

場所：秋津公民館 
フラットルーム

（地域別市民説明会） 

・ 市内７ヶ所において全体方針と

対象地域について、スライドと

配布資料にて説明を実施

・ 最終日は、地域ごとに分かれて

説明を実施

（市ホームページにおける資料公 

開と意見収集） 

・ 説明会当日の配布資料を、市の

ホームページで公開し、意見を

メールかファックスで募集

１３名 

８月 ６日（木） 

場所：市民スポーツ 
センター大会議室

７名 

８月 ８日（土） 

場所：中央公民館 
レクリエーション
ルーム

２１名 

８月２０日（木） 

場所：廻田公民館 
視聴覚室 

１８名 

８月２２日（土） 

場所：栄町ふれあい 
センター集会室
１・２

８名 

８月 27 日（木） 

場所：富士見公民館 
フラットルーム

10 名 

８月 29 日（土） 

場所：市民センター 
第１・２・３会議室 

11 名 
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（３）パブリックコメント

より多くの市民の意見を第２次東村山市都市計画マスタープランに反映するため意見を募集し

ました。

手  法 日程等 実施概要 参加者数 

「第２次東村山市
都市計画マスター
プラン中間のまと
め」に対する意見
募集 

令和２年 
２月２０日（木）～ 
３月  １０日（火） 

・市内公共施設に設置した回収ボック
スへの投函、電子メール、ホームペ
ージへの送信、郵送、ファックス、都
市計画課への持ち込みによる意見
募集

3 名 
（意見９件） 

「第２次東村山市
都市計画マスター
プラン（素案）」に
対する意見募集 

令和２年 
１１月１９日（木）～ 
１２月 ８日（火） 

・市内公共施設に設置した回収ボック
スへの投函、電子メール、ホームペ
ージへの送信、郵送、ファックス、都
市計画課への持ち込みによる意見
募集

3 名 
（意見１３件） 
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５ 用語集 

５ 用語集 

●ア行

エリアマネジメント

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主

体的な取組のこと。

延焼遮断機能 

道路、河川、鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等、地震に伴う市街地火災

の延焼を阻止する機能。

オープンガーデン

個人の庭を一定期間、一般の人に公開する活動。

オープンスペース

都市や敷地内で建物の建っていない土地。都市の骨格の形成、都市景観の形成、レクリエーション需

要等、多様な日常的な役割を担うスペース。

●カ行

環境基本法

環境保全に向けた基本的方向が示された、環境に関わる全ての法律の最上位に位置する法律。

環状メガロポリス構造

東京圏の交通ネットワーク、とりわけ国際的な交通アクセスに不可欠な空港・港湾や環状方向の広域

交通基盤を強化して、圏域内の活発な交流を実現するとともに、業務、産業、文化、居住、物流、防災等、

多様な機能を地域や拠点が分担し、広域連携により東京圏全域で一体的な機能を発揮する、東京圏の

集積メリットを活かした多機能集約型の都市構造。

建蔽率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。

交通結節機能

異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）を相互に連絡する機能。

公民連携

行政と民間が連携し、互いの強みを生かすことにより、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の

価値や住民満足度の最大化を図るもの。

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。

コーポラティブハウス

入居希望者が組合を設立し、共同で土地の取得や建物の企画設計、建築工事発注等を直接行い、建

築する集合住宅のこと。

コミュニティガーデン

住民が共同で造成・管理する花壇等。
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コミュニティビジネス 

地域の抱える課題を、地域住民が主体となって、地域資源を活用した店舗の経営やブランドの開発

等、ビジネスの手法を活用して解決すること。  

コモンスペース 

共同住宅や住宅地等で、数戸程度の住戸が共用するために設けられた道路や庭等の空間。 

コワーキングスペース 

独立して働く個人が、机・椅子・ネットワーク設備などの実務環境を共有しながら仕事を行う場所。利

用者同士の積極的な交流や共働といったコミュニティー形成を促している。 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

「コンパクト」とは、空間的な密度を高める「まとまり」、「ネットワーク」とは、地域と地域の「つながり」

の意。行政や医療・介護、福祉、商業、金融、エネルギー供給等、生活に必要な各種サービスが効率的に

提供できるよう、これらの機能を一定の地域に集約することで「まとまり」をつくり、交通や情報ネットワ

ークによって「まとまり」同士を結ぶ「つながり」をつくること。 

 

●サ行                                                   

サードプレイス 

家庭（第１の場＝ファーストプレイス）でも職場（第２の場＝セカンドプレイス）でもない、“第３の居心地

のよい場所（サードプレイス）”のこと。 

災害時活動困難度 

地震による建物倒壊時や火災発生時における、危険地域からの避難や消火・救助などの災害時活動

のしやすさ（困難さ）。地域の道路の多さや道路ネットワークの密度の高さ等、道路基盤の整備状況に

基づき測定する。 

自動運転バス 

公共的な交通を担うことを目的とした無人自動運転のバス。移動サービス向上やドライバー不足に

よるバス路線の廃止対策等が期待されている。 

市民緑地認定制度 

民有地を、地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町

村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度。 

スマートシティ 

あらゆる分野においてデジタル化や先進技術等を活用し、将来に向けて地域の持続可能性やまちの

レジリエンスを高め、地域課題解決やまちづくりを進めていく一連の取組。 

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、スマートシティの定義

に同じ。 

生産緑地制度 

良好な都市環境の確保に効用があり、一定の要件を満たす土地を都市計画に定め、建築行為等を許

可制により規制し、都市農地の保全を図る制度。 
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５ 用語集 

生物多様性

さまざまな生きものの豊かな個性とつながり。

●タ行

多摩新宿線

都市づくりのグランドデザイン等において位置づけられている検討中の高速道路路線の１つ。西多摩

や北多摩方面と区部中心部を結ぶ地域高規格道路の候補路線。

地域公共交通計画

地域の移動手段を確保するため、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにし、

ビジョンや事業体系等を記載する計画。

地域包括ケアシステム

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい

くらしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供

されるシステム。

地区計画

良好な市街地環境を維持・保全するため、地区の住民が主体となって、目標や方針、道路や公園等の

配置や建築物等の制限等についての独自のルールをきめ細かく定めたもの。

低炭素まちづくり

都市機能の集約化と公共交通の利用促進、建築物の省エネ化やエネルギーの効率的利用、みどりの

保全・創出に関する各種施策の連携・相乗効果等により、都市における社会経済活動に起因して発生

する二酸化炭素の低減を図るまちづくり。

田園住居地域

平成３０年に創設された住居系用途地域の１つ。農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域

で、住宅に加え、農産物の直売所等の農業用施設が建築可能。農地における一定規模以上の開発等が

制限される。 

特定生産緑地制度

生産緑地地区の告示の日から３０年を経過する農地等に対して経過する日までに、所有者の意向を

踏まえ、特定生産緑地に指定することで、これまでと同じ行為制限と税の特例が１０年間継続される制

度。 

特別用途地区

用途地域を補完する地域地区の１つで、地域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するもの。市町村が、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可能。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都道府県が広域的見地から都市計画の基本的な方針を定めるもの。

都市計画公園

都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とし、公園として必要な区域を明確化して長期的な視点か

ら計画的な整備を進めるため、都市計画決定された公園。
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都市計画道路 

都市の骨格を形成するとともに、都市の円滑な自動車交通体系や良好な環境を形成するために必

要な施設として、都市計画決定された道路。

都市計画緑地 

主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上及び緑道の用に供

することを目的として、都市計画決定された緑地。

都市づくりのグランドデザイン 

２０４０年代の目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針、具体的な

方策を示す行政計画。 

土地区画整理事業 

道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。

（P113 第５章まちづくりの推進とマネジメント ５－２まちづくり手法 （１）②参照）

●ナ行

農福連携

障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組。

農の風景育成地区制度

農地や屋敷林等が比較的まとまって残る地区について、散在する農地を一体の都市計画公園等とし

て計画決定するなど都市計画制度を積極的に活用し、地域のまちづくりと連携しながら農のある風景

を保全、育成していく制度。 

●ハ行

パーソナルモビリティ

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる１～２人乗り

程度の車両。

プレイスメイキング

あらゆる住環境において居心地のよい心的価値をつくり、生活の質を高める場所づくりの概念。

分散型エネルギー

比較的小規模で、かつさまざまな地域に分散しているエネルギーの総称であり、従来の大規模・集中

型エネルギーに対する相対的な概念。

保全配慮地区

緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域で、重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区。

東村山市みどりの基本計画２０２１で位置づけられている。

ボトルネック踏切

交通渋滞等、都市活動に著しい支障をきたしている踏切。



巻末 
資料 

145 

５ 用語集 

●マ行

マルシェ

フランス語で「市場」の意。その地域において自ら生産した農産物、水産物、畜産物、加工品、工芸品

等を持ち寄り、複数の商人が集まって開催されるもの。

モビリティ

社会的活動のために交通（空間的移動）をする能力の意。「新たなモビリティ」とは、MaaS、シェアリ

ングサービス（カーシェアやシェアサイクル）、新型輸送サービス（オンデマンド交通、超小型モビリ

ティ、グリーンスローモビリティ）等。

●ヤ行

ユニバーサルデザイン

あらかじめ障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が利用しやすいよう、都市や生活

環境をデザインする考え方。

容積率

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。

用途地域

地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、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。全部で１３種類。 

●ラ行

ランニングステーション

ロッカーやシャワールーム、休憩スペース等を備えたランナー向けの施設。

立地適正化計画

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誘導し、コンパクトなまちづくりを

進めていくための計画。

リノベーション

間取りから内装・配管等全て考え直し、これから住む人たちのくらしにあわせてつくり替えることで機

能を刷新し、新しい価値を生み出す改修。

緑化地域

緑が不足している市街地等において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積

の一定割合以上の緑化を義務づける地域。

連続立体交差事業

道路と鉄道を連続的に立体交差化することで、交通渋滞、踏切事故の解消や分断されていた市街地

の一体化等を目指す街路事業。 

市内では、東村山駅付近（西武新宿線、国分寺線、西武園線）の約４．５ｋｍ区間を高架化することに

より、府中街道等５か所の踏切が除却される。（P11４ 第５章まちづくりの推進とマネジメント ５－２

まちづくり手法 （１）④参照） 
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●Ａ～Ｚ

ＡＩ

Artificial Intelligence の略で、人工知能のこと。 

ＢＥＭＳ

Building Energy Management System の略で、情報通信技術の利用により業務用ビルの照

明や空調等を制御して最適なエネルギー管理を行う、ビル管理システムのこと。 

ＨＥＭＳ

Home Energy Management System の略で、家庭で使うエネルギー消費量を可視化しつつ積

極的な制御を行うことで、省エネやピークカットの効果を狙う仕組み。 

ＩＣＴ

Information & Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。 

ＩｏＴ

Internet of Things の略で、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

る仕組みのこと。モノのインターネットと呼ばれる。 

ＭａａＳ

Mobility as a Service の略で、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。 

Ｐａｒｋ-ＰＦＩ 
飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生

ずる利益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・

改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。平成２９年の都市公園

法改正により、新たに設置された制度。 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）／ＰＰＰ（Public Private Partnership）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行うこと

で、効果的・効率的に公共サービスを提供する手法。

ＳＤＧｓ

Sustainable Development Goals の略で、持続可能な開発目標。平成１３年に策定されたミレ

ニアム開発目標（Millennium Development Goals:MDGs）の後継として、平成２７年９月の国連

サミットで採択された国際目標。「誰一人取り残さない（no one will be left behind）」持続可能で

多様性と包摂性のある社会を実現し、豊かで活力ある未来をつくるため、令和１２（２０３０）年までに達

成すべき１７のゴール等を設定。（次頁参照） 

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（Ｓｏｃ ｉｅ ｔ ｙ1.0 ） 、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。

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。 
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５ 用語集 

SDGs の 17 のゴール

目標 1 ［貧困］ 

あらゆる場所あらゆる形態の貧困
を終わらせる

目標 2 ［飢餓］ 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び
栄養の改善を実現し、持続可能な農
業を促進する

目標 3 ［保健］ 

あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進
する

目標 4 ［教育］ 

すべての人に包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する

目標 5 ［ジェンダー］ 

ジェンダー平等を達成し、すべての
女性及び女児のエンパワーメント
を行う

目標 6 ［水・衛生］ 

すべての人々の水と衛生の利用可能
性と持続可能な管理を確保する

目標 7 ［エネルギー］ 

すべての人々の、安価かつ信頼で
きる持続可能な近代的なエネルギ
ーへのアクセスを確保する

目標 8 ［経済成長と雇用］ 

包摂的かつ持続可能な経済成長及
びすべての人々の完全かつ生産的な
雇用と働きがいのある人間らしい雇
用（ディーセント・ワーク）を促進する

目標 9 

［インフラ、産業化、イノベーション］ 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、
包摂的かつ持続可能な産業化の促
進及びイノベーションの推進を図る

目標 10 ［不平等］ 

国内及び各国家間の不平等を是正
する

目標 11 ［持続可能な都市］ 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエン
ト）で持続可能な都市及び人間居
住を実現する

目標 12 ［持続可能な消費と生産］ 

持続可能な消費生産形態を確保する

目標 13 ［気候変動］ 

気候変動及びその影響を軽減する
ための緊急対策を講じる

目標 14 ［海洋資源］ 

持続可能な開発のために、海洋・海
洋資源を保全し、持続可能な形で利
用する

目標 15 ［陸上資源］ 

陸域生態系の保護、回復、持続可
能な利用の推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対処ならびに
土地の劣化の阻止・回復及び生物
多様性の損失を阻止する

目標 16 ［平和］ 

持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人々に
司法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する

目標 17 ［実施手段］ 

持続可能な開発のための実施手段
を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する
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