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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和３年度 第２回 東村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和４年２月１０日（木）午後５時３０分～７時４０分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

出席者： 

（委  員）三上豊会長、志村誠委員、横尾たかお委員、渡辺みのる

委員、白石えつ子委員、増田敏喜委員、長瀬勝男委員、水

谷正史委員、金子秀之委員、山本良広委員、川島明美委員 

（委員以外）東村山消防署 予防課長 海上敬子氏 

（市事務局）渡部尚市長、山下まちづくり部長（都市計画担当）、屋代

まちづくり部次長、炭山都市計画・住宅課長、立河都市計

画・住宅課長補佐、坂本都市計画・住宅課計画調整係長、

竹崎都市計画・住宅課主任、藤澤都市計画・住宅課主任、

當間都市計画・住宅課主任、島田開発指導係長、井上まち

づくり推進課長、吉川まちづくり推進課長補佐、松尾まち

づくり推進課主任 

欠席者：大沢昌玄委員、増田勝義委員、松川恒委員、日高真実委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 

傍聴者数 １名 

会 議 次 第 

１. 開会 

２. 議題 

 ［諮問事項］ 

  ・東村山都市計画地区計画 久留米東村山線沿道北地区  

地区計画の決定 

  ・東村山都市計画用途地域の変更 

  ・東村山都市計画高度地区の変更 

  ・東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

 ［報告事項］ 

  ・用途地域等に関する指定方針及び指定基準の見直しに 

ついて 

  ・魅力創造核（スポーツセンター周辺）まちづくり検討に 

ついて 

  ・特定生産緑地の指定状況について 

  ・低層住居専用地域の都市計画検討に関するアンケートに 

ついて 

  ・その他 

 東村山駅周辺まちづくりの進捗報告 

３. 閉会 
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問い合わせ先 

担当部課 まちづくり部 都市計画・住宅課 計画調整係 

担当者名 坂本・竹崎・藤澤 

電話番号 ０４２-３９３-５１１１ (内線２７１２・２７１３) 

ＦＡＸ番号 ０４２-３９３-６８４６ 

e-mail toshikeikaku@m０１.city.higashimurayama.tokyo.jp 

会  議  経  過  

１. 開会 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和３年度 第２回 東村山市 

都市計画審議会を始めさせていただきます。 

本日は、ご多忙の中、また足元の悪い中、ご出席をいただきまして、誠にありが

とうございます。本日の進行を務めさせていただきます、都市計画・住宅課の炭山

でございます。よろしくお願いいたします。 

本審議会につきましては、新型コロナウィルス感染予防及び、積雪予報を受けま

して、Web 参加を併用する形での開催とさせていただきました。委員の皆様、急

な対応になりましたが、ありがとうございました。 

Web 参加の皆様に申し上げます。質疑等での挙手を確認するため、ビデオをＯ

Ｎにしてご参加をお願いいたします。また、発言の際は、挙手をいただき、会長よ

り指名されたのちに、音声をＯＮにして発言をいただき、発言後は、ミュートにし

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

○会議成立の報告 

《 都市計画・住宅課長 》 

続きまして、会議の成立についてご報告させていただきます。 

本日の出席委員さんは、全１５名中１１名で、１／２以上の出席であり、条例の

規定を満たしていることをご報告いたします。 

なお、本日の欠席委員は大沢委員、東村山市農業委員会 会長・増田委員、東村

山警察署長・松川委員、東村山消防署長・日高委員でございます。日高委員の代理

として、予防課長・海上敬子様に Web 参加をいただいております。よろしくお願

いいたします。 

 

○資料の確認 

《 都市計画・住宅課長 》 

続きまして、本日の審議会開催にあたり、配付資料のご確認をお願いいたしま

す。本日の資料として、事前に送付させていただきました資料をお出しいただけま

すでしょうか。 

－ 以下の資料を確認する － 

 

事前配付資料１ 東村山都市計画地区計画 久留米東村山線沿道北地区 地区 

         計画の決定 

mailto:toshikeikaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
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        東村山都市計画用途地域の変更 

        東村山都市計画高度地区の変更 

        東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

事前配付資料２-１ 用途地域等に関する指定方針及び指定基準改定のポイント 

事前配付資料２-２ 用途地域等に関する指定方針及び指定基準（案） 

 

議事次第 

資料１ 委員名簿 

資料２ 東村山市都市計画審議会の会議の公開に関する事務取扱要領 

資料３ スポーツセンター周辺まちづくり まちづくりニュース第１号 

資料４ 低層用途検討に向けた市民アンケートについて 

資料５ 東村山駅周辺まちづくり実行プラン（案）（抜粋） 

資料６ 東村山駅市街地総合再生基本計画（案）（抜粋） 

 

以上をお配りしております。 

Web 参加の皆様には、データを送付させていただいております。 

 

続きまして、本審議会の会議の公開等についてお知らせいたします。 

市では、市政への市民参加を推進し、市政の透明性、公平性を更に向上させるた

め、庁内の一定の統一ルールに沿って会議を実施しています。本審議会において

も、議事録の作成のためボイスレコーダーを使用しておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

これより、会議の進行は、三上会長、よろしくお願いいたします。 

 

○傍聴希望者の確認、傍聴に関する定めについて 

《 会 長 》 

改めまして、こんばんは。本日は、新型コロナウィルスのオミクロン株がピーク

に達してきている状況での開催となります。また、本日はお足元の悪い中、委員の

皆様には、ご出席を賜りまして、ありがとうございます。急遽、大雪の予報が出と

ことにより、Web 参加になった委員の皆様もどうぞよろしくお願いします。 

それでは事務局に確認します。本日の審議会に傍聴希望者はいらっしゃいます

か。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

本日の審議会に対し、１名の傍聴希望者がいらっしゃいます。 

 

《 会 長 》 

それでは、委員の皆様にお諮りいたします。 

事務局からの報告で、本日の審議会に１名の傍聴希望者が待機しています。 

よって、東村山市都市計画審議会運営規則 第９条に定める「会議の公開」に基

づき、本日の審議会への傍聴について、これを許可いたしますが、ご異議のあるか
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たは、挙手をお願いいたします。 

 

－ 「異議なし」 － 

 

では、傍聴者の入室を許可します。傍聴者の着席まで、暫時休憩します。 

 

それでは、再開いたします。審議に先立ちまして、傍聴者の皆様にお願い申し上

げます。 

当審議会の審議を傍聴されるにあたっては、「東村山市都市計画審議会の会議の

公開に関する事務取扱要領」第８条の「傍聴者の遵守事項」をお守りいただきます

ようお願いいたします。 

 

○市長挨拶 

《 会 長 》 

それでは、次第に沿って議事を進めます。 

令和３年度 第２回 東村山市都市計画審議会の開会にあたり、渡部市長より、 

ご挨拶をお願いします。 

 

《 市 長 》 

あらためまして、皆様こんばんは。東村山市長の渡部尚でございます。 

本日は、コロナ感染の拡大がまだ続いている最中、また、大変足元の悪い中にも

かかわらず、第２回 都市計画審議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうござ

います。常日頃より、当市の都市計画行政をはじめ、市政全般にわたりまして、三

上会長をはじめ、委員の皆様には、ご指導、ご協力をいただいておりますことに、

この場をお借りいたしまして、御礼を申し上げる次第でございます。本日は、ハイ

ブリッドな形での開会ということで、通常と勝手が違いますが、限られた時間です

けれども、実り多いご審議をお願い申し上げる次第でございます。 

本日は、後程、事務局より説明をさせていただきますが、都市計画道路３・４・

５号線の整備に伴いまして、沿道の地区計画をはじめ、用途地域等の都市計画の変

更をお願いしたく、４点の諮問をさせていただきますので、よろしくご審議いただ

き、ご承認をいただければと思っております。報告事項としては、かねてよりご報

告をさせていただいておりますが、東京都の区域区分の見直しに伴います、用途地

域の一斉見直しと、建ぺい率・容積率の見直し等を、当市においても行うこととい

たしております。いわゆる一斉見直しについては、平成１６年以来ということにな

りますので、今回、久しぶりに一斉見直しが行われることになります。長瀬委員か

らも、以前より、特に第一種低層住居専用地域の建ぺい率・容積率の緩和につい

て、ご指導いただいてきたところでございます。市としても、居住性を向上させる

とともに、防災性を鑑みながら、広く市民の皆様のご意見をいただきながら、より

良い形でできればと考えておりますが、本日は、その要となります「用途地域等に

関する指定方針及び指定基準の見直し」について、ご報告をさせていただき、ご意

見を賜りたいと思っております。そのほか、いくつかの事項についても、ご報告を
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させていただきますが、ご指導をいただければと考えておりますので、限られた時

間ですけれども、よろしくお願い申し上げて、冒頭、私からのご挨拶に代えさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。 

 

２. 議題 

《 会 長 》 

次第「（２）議題［諮問事項］」に進みます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、お手元の事前配付資料１をご覧いただければと思います。本日、諮問

いたします案件でございますが、東村山市決定となっております 

「東村山都市計画地区計画 久留米東村山線沿道北地区 地区計画の決定」 

「東村山都市計画用途地域の変更」 

「東村山都市計画高度地区の変更」 

「東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更」の４案件でございます。 

地区計画関連４件を一括で進めたいと思いますので、後程、改めて内容の説明を

させていただき、ご審議の後に答申をいただきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、本日の案件について、市長より諮問させていただきますが、新型コロ

ナウィルス感染予防の観点から、自席にて諮問を読み上げさせていただきます。 

市長、よろしくお願いいたします。 

 

－ 市長、諮問文を読み上げ、会長に手渡す － 

 

《 会 長 》 

ただ今、市長より諮問をいただきました地区計画関連４案件の審議に移ります。

４案件について、事務局より、説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、地区計画の決定、用途地域の変更、高度地区の変更、防火地域及び準

防火地域の変更について、担当より説明させていただきます。 

 

○東村山都市計画地区計画 久留米東村山線沿道北地区 地区計画の決定 

東村山都市計画用途地域の変更 

東村山都市計画高度地区の変更 

東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 
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それでは、案件一覧の No.１から No.４、「東村山都市計画地区計画 久留米東村

山線沿道北地区 地区計画の決定」、「東村山都市計画用途地域の変更」、「東村山都

市計画高度地区の変更」、「東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更」の４案

件につきまして、関連しておりますので、一括で説明いたします。 

事前にお送りした資料の１ページから３ページが各案件の概ねの位置を示した

位置図であり、４ページから１０ページが各案件の計画書、１１ページ１２ページ

が計画図となっており、１３ページは地区計画の内容を、図を入れ、まとめた参考

資料、１４ページが用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域の変更について

概要を示した参考図になっております。 

資料と同様の内容をスライドに沿って説明いたします。 

はじめに、本案件の地区計画の決定について、概ねの位置を示した位置図でござ

います。 

地区計画の区域については、後程、詳しく説明させていただきます。 

続いて、本案件の用途地域の変更について、概ねの位置を示した位置図でござい

ます。 

地区計画の区域と同様になります。 

続いて、本案件の高度地区の変更及び、防火地域及び準防火地域の変更につい

て、概ねの位置を示した位置図でございます。 

地区計画の区域の中で、変更の必要がある第一種低層住居専用地域であった部

分のみを示しております。 

地区計画等の検討経過といたしまして、令和３年３月に沿道の地域の方々にま

ちづくりアンケートを実施いたしました。また、令和３年７月には、沿道の地域の

方々のご意見を伺うため、懇談会を２回開催しております。 

アンケートや懇談会でのご意見を参考に、地区計画の原案を作成し、合わせて変

更をする用途地域等の変更とともに、令和３年１０月に原案等説明会を開催し、原

案の縦覧・意見書の受付を行いました。なお、原案に対する意見書の提出はござい

ませんでした。１１月に都市計画法に定める東京都協議を行いましたが、意見なし

の回答でございました。この結果を受けまして、１月に案を作成し、案の縦覧・意

見書の受付を行ったところでございます。なお、意見書の提出はございませんでし

た。 

それでは、地区計画の決定内容について、説明いたします。 

地区計画の構成はスライドのようになっております。 

はじめに、先程、位置図で大まかな位置を示しました区域について、改めて説明

いたします。 

今回、地区計画の決定を行う区域は、都市計画道路３・４・５号線の道路端から

２０ｍの範囲としており、面積は約２．６ha です。 

地区計画の名称は、都市計画道路３・４・５号線の路線名「久留米東村山線」と、

東久留米市境から都市計画道路３・４・２６号線まで定められている地区計画「久

留米東村山線・久米川駅清瀬線南地区 地区計画」の延伸にあたる位置関係を踏ま

え、その北側の地区であることを示す「北地区」を入れて、「久留米東村山線沿道

北地区 地区計画」としております。 
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次に、地区計画の目標及び方針について説明いたします。 

地区計画の目標は、東村山市都市計画マスタープランにも位置づけております

が、住宅のみならず、沿道型の商業・業務施設等の立地した複合的土地利用によ

り、活気ある沿道空間の形成を図ることや、この地区が、さまざまな交流によるに

ぎわいの拠点の形成を図る「魅力創造核」の南側に位置していることを踏まえ、後

背地を含めた住環境に配慮しつつ、利便施設となる商業・業務施設等の立地誘導に

努め、周辺の低層住宅や農地の環境と調和のとれた良好な市街地の形成を図るこ

ととしております。 

また、土地利用の方針は、後背地の低層住宅や農地に配慮しつつ、久留米東村山

線の沿道として、商業・業務施設等と中層の住宅が調和した良好な街並みの形成を

図ることとしております。 

続きまして、地区整備計画について説明いたします。 

地区整備計画として、（１）建築物の敷地面積の最低限度、（２）建築物の高さの

最高限度、（３）建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、（４）垣又はさくの

構造の制限について定めたいと考えております。 

はじめに、建築物の敷地面積の最低限度について説明いたします。 

建築物の敷地面積につきましては、最低限度を１００㎡としたいと考えており

ます。ただし、地区計画を定めた時に、既に１００㎡未満の土地や、都市計画事業

等公共事業に協力して建築物を建てる場合等については、適用を除外します。 

この制限を定めることにより、敷地の分割によって新たに狭い土地が生まれる

ことや、建て詰まりを防ぐとともに、日当たりや風通しの確保を目指します。 

次に、建築物等の高さの最高限度について説明いたします。 

建築物等の高さの最高限度は地盤面から１７ｍとしたいと考えております。 

一般的なマンションの１階あたりの高さが３ｍですので、これの５階建て、プラ

ス屋上の搭屋などを考慮し、１７ｍといたしました。ただし、地区計画を定めた時

に、既に建築中の建物は適用を除外します。 

この制限を定めることにより、沿道空間に統一性のあるまちなみの形成を目指

します。 

続いて、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限についてご説明いたしま

す。 

建築物等の外観の色彩は、原色を避け、周辺の環境と調和するものとしたいと考

えております。 

屋外広告物は、色彩、大きさ及び設置場所に配慮し周辺の環境と調和するものと

したいと考えております。 

これらの制限を定めることにより、外観に統一性のあるまちなみの景観形成を

図ることを目指します。 

最後に、垣又はさくの構造の制限について説明いたします。 

垣又はさくを設置する場合には、道路に面する部分は、門の部分を除きまして、

生垣又はフェンスとしたいと考えております。ただし、フェンスの基礎となるよう

な、高さ６０cm 以下、これはブロック３段分となりますが、この高さのコンクリ

ートブロック塀等は、この限りではありません。 
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これらの制限を定めることにより、みどりの多いまちなみの形成や震災等の発

生時に塀の倒壊による生命の危険や、倒壊によって避難が困難になることを防ぐ

ことができると考えております。 

なお、現在既に設置されているブロック塀等については、すぐに撤去をする必要

はなく、塀を作り直す際に、生垣やフェンスにしていただくこととしております。 

以上が地区計画の説明となります。 

続きまして、用途地域等の変更について、説明いたします。 

先程説明いたしました地区計画の目標である土地利用の誘導等を図るため、用

途地域や建ぺい率・容積率・高さの制限・高度地区・防火地域及び準防火地域を変

更いたします。 

今回の変更は、黒い点線で囲われている部分①及び②について行います。 

なお、関係する部分の用途地域の表示についてですが、水色の部分が、第一種低

層住居専用地域、黄緑の部分が、第一種中高層住居専用地域、黄色の部分が、第二

種中高層住居専用地域となっております。 

はじめに、①の部分の変更について説明いたします。 

①については、用途地域の変更として、第一種低層住居専用地域から第二種中高

層住居専用地域に変更したいと考えております。変更後の建ぺい率は６０％、容積

率は２００％に変更となります。 

高度地区は、第一種高度地区から第二種高度地区へ、防火地域及び準防火地域

は、防火の指定なしから準防火地域に変更となります。 

続きまして、②の部分の変更について説明いたします。 

②については、用途地域の変更として、第一種中高層住居専用地域から第二種中

高層住居専用地域へ変更したいと考えております。 

用途地域の変更により、建てられる建物用途が変更となりますが、建ぺい率６

０％、容積率２００％は変わらず、高度地区、防火地域及び準防火地域の変更もご

ざいません。 

用途地域等の変更についての説明は、以上です。 

また、本日の都市計画審議会でご審議をいただき、答申をいただけましたら、都

市計画の決定や変更の告示を行う予定です。 

説明は以上となります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました 

「東村山都市計画地区計画 久留米東村山線沿道北地区 地区計画の決定」 

「東村山都市計画用途地域の変更」 

「東村山都市計画高度地区の変更」 

「東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更」に対するご意見やご質問が

あるかたはいらっしゃいますか。Web 参加者の皆様も、発言があれば、挙手をお

願いいたします。 

 

《 委 員 》 
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参考図書の用途地域等の変更内容で、高さの制限に規制がかかっている部分に

ついて、高さが１０ｍからカットされているようですが、１７ｍという規制は入ら

ないのですか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

用途地域での高さの制限ではなく、用途地域の上にかける地区計画の中の制限

において、高さの制限を１７ｍで設けるということです。 

 

《 委 員 》 

変更後に、一般的な地域調査をするような場合、この制限がどうかかるかという

ことになると思います。都市計画図には、地区計画の制限をどういった形で表記す

るのでしょうか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

都市計画図に地区計画の制限をこと細かには載せておらず、都市計画図の裏面

に、地区計画の概要を記載しております。地番等でお問い合わせをいただければ、

それぞれの地区計画の計画書を説明する形で、ご案内をしております。 

 

《 委 員 》 

分かりました。 

 

《 委 員 》 

先程、都市計画案の縦覧で、ご意見はなかったということでしたが、以前、私が

縦覧させていただいたときは、窓口で見せていただく形だったと思います。それだ

と地域の方々は、なかなか見られないのではないかと思います。その地区計画や、

用途地域にかかわってくる市民、特に当事者の意見が、なかなか反映しづらい方法

だと思いますが、例えば、市役所以外のほかの場所でも縦覧できるような方法等の

案は、あったのでしょうか。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

縦覧につきましては、市報で、市民の皆様に縦覧期間等をお伝えしています。 

委員おっしゃるとおり、縦覧図書につきましては、本庁舎４階の窓口で見ていただ

く形になります。また、沿道の２０ｍの範囲の皆様には、事前にまちづくりニュー

スを配付させていただいて、その縦覧期間等について、お示しをさせていただいて

おります。 

 

《 会 長 》 

以前の都市計画審議会でも、まちづくりニュースの報告をさせていただきまし

た。 

先程、高さの件も出ましたけれども、１７ｍの建物を建てるとき、北側に第一種

低層住居専用地域があると、沿道の両側ににぎわいを持たせるのは、なかなか難し
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いと思います。また、路端から２０ｍの範囲で地区計画をかけるということです

が、コンビニやドラッグストアが入ってきて、似たようなものばかりになってしま

うことが、にぎわいの創出のネックになると思うところです。 

ただ今、いくつかご意見をいただきましたが、本案の制度の趣旨を考え、案のと

おり決定されることが妥当と考えますので、そのように答申いたしたいと思いま

すが、ご異議のあるかたは、挙手をお願いいたします。 

 

－ 「異議なし」 － 

 

答申の案を準備しますので、休憩します。委員の皆様はそのままお待ちくださ

い。 

 

それでは、再開いたします。 

「東村山都市計画地区計画 久留米東村山線沿道北地区 地区計画の決定」の答

申案について賛成のかたの挙手を求めます。 

 

－ 委員による挙手 － 

 

挙手多数と認めます。 

 

続いて、「東村山都市計画用途地域の変更」の答申案について賛成のかたの挙手

を求めます。 

 

－ 委員による挙手 － 

 

挙手多数と認めます。 

 

続いて、「東村山都市計画高度地区の変更」の答申案について賛成のかたの挙手

を求めます。 

 

－ 委員による挙手 － 

 

挙手多数と認めます。 

 

最後に、「東村山都市計画防火地域及び準防火地域の変更」の答申案について賛

成のかたの挙手を求めます。 

 

－ 委員による挙手 － 

 

挙手多数と認めます。 
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それでは、東村山市都市計画審議会として地区計画関連４案件を一括して答申

いたします。 

 

－ 答申文を読み上げ、市長に手渡す － 

 

それでは、引き続き事務局より議題［報告事項］の説明をお願いします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、議題［報告事項］として都市計画・住宅課より４点、その他といたし

まして、まちづくり推進課より１点、報告させていただきます。 

それでは、１点目の報告でございます。「用途地域等に関する指定方針及び指定

基準の見直し」について、事務局より説明をさせていただきます。 

 

〇用途地域等に関する指定方針及び指定基準の見直しについて 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

それでは、用途地域等に関する指定方針及び指定基準の改定について、説明させ

ていただきます。 

事前配付資料２－１及び２－２と同じものを画面に映して、ご説明いたします

ので、お手元の資料と画面を合わせてご覧ください。 

はじめに、事前配付資料２－１をご覧ください。 

こちらには、用途地域等に関する指定方針及び指定基準の改定のポイントをま

とめております。 

用途地域等に関する指定方針及び指定基準とは、用途地域等の指定を行う際の

方針及び基準であり、将来都市像の実現に向けた土地利用を推進するため、この指

定方針及び指定基準に基づき、適切に用途地域等の指定等を行うものでございま

す。 

現在の指定方針及び指定基準は、平成２４年に、用途地域の決定権者が東京都か

ら東村山市へ移管された際に策定したものでございます。 

その後、令和３年３月に第２次東村山市都市計画マスタープランを策定し、２０

４０年代の都市の姿を『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』とし、その実現に向けた方向性を定めました。 

今回の改定では、第２次都市計画マスタープラン策定に基づくまちづくりを進

めるため、４つのポイントにより検討をいたしました。 

１点目として、第２次東村山市都市計画マスタープラン策定による変更でござ

います。 

主な変更点として、資料に記載しておりますとおり、将来都市構造及び分野別ま

ちづくりの方針について変更をしており、内容についてはこの後、改定案の中でご

説明いたします。 

２点目として、東京都の指定方針及び指定基準の改定に合わせた変更として、令

和元年１０月に改定された東京都の改定内容に合わせた変更を行っております。 

次に３点目、市の実態に即して整理をした変更でございますが、こちらは、現行
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の市及び都の方針基準において記載があるものの、現状及び将来的にも市に該当

がないと考えられるものの削除や、現行の方針基準において記載がないものの、現

状及び将来的に市に該当すると考えられるものの追記を行っております。 

最後に４点目ですが、その他の修正といたしまして、文章の整理、漢字変換、項

ずれ、整合を取る等の軽微な変更を行っております。 

以上の４点について、事前配付資料２－２の改定案に、変更点を下線で示してお

りますので、具体的な内容について、続いて説明させていただきます。 

事前配付資料２－２をご覧ください。主な変更点について、抜粋してご説明いた

します。 

表紙をめくっていただきますと、「はじめに」ということで、改定についての経

緯等を示すとともに、この指定方針及び指定基準に基づき、適切に用途地域等の指

定等を行うものとすることを記載しております。 

続いて、１ページをお開きください。事前配付資料は白黒でお配りしております

ので、図については画面をご覧ください。 

用途地域等に関する指定方針の１、「第２次東村山市都市計画マスタープラン」

を踏まえた土地利用の方針といたしまして、都市計画マスタープランで示してい

る、持続可能なまちづくりの推進や、２０４０年代の都市の姿について記載してお

ります。 

１将来都市構造として、将来都市構造を構成する要素である、核、軸、ゾーンを

将来都市構造図で示しており、第２次東村山市都市計画マスタープランの内容に

合わせた変更を行っております。 

続いて、２ページ、２土地利用の方針といたしまして、第２次都市計画マスター

プランにおける土地利用方針についての記載と、土地利用方針図を示しておりま

す。土地利用の方針として、「にぎわいと交流のある核の形成」と「適切な土地利

用の誘導」に関する基本的な方針を示しており、「中心核」「魅力創造核」「地域交

流の核」の３つの核の形成に取り組むとともに、１１の土地利用ゾーニングによ

り、各々の地区にふさわしいまちづくりを展開していくこととしております。 

次に３ページをお開きください。３ページからは用途地域等に係る指定方針に

ついて記載をしております。 

１用途地域等に関する設定方針として（１）住宅地、（２）業務・商業地、（３）

工業地、（４）複合市街地に分類しており、（１）住宅地では、住居専用地域の指定

について定めております。変更点としましては、中段の下線部分、第一種中高層専

用地域を指定する区域として、「大規模公園緑地地区」をはじめとした公園・緑地

のうち施設設置の必要がある区域を追記しております。これは、第２次東村山市都

市計画マスタープランの中で、ニーズに対応した公園づくりとして、指定管理者制

度や Park-PFI 等の手法を用いた公民連携による運営等を推進することなどから、

今後の公園等の在り方を検討する際に施設設置の必要がある場合の方針として記

載をしております。 

また、後段には、新たに新設された用途地域として、低層住宅地と農地等の調和

を図り、良好な居住環境と営農環境の形成を促進する区域は、田園住居地域を指定

することを追記しております。 
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次に、４ページ（３）工業地についてですが、こちらも第２次東村山市都市計画

マスタープランに基づき、「公益施設地区」のうち、供給処理施設が立地する区域

については、その機能維持のため、将来計画等を踏まえ、必要に応じて適切な用途

地域を指定することを追記しております。 

続いて（４）複合市街地については、第２次東村山市都市計画マスタープランに

おいて新たな地区として位置づけられた高架下地区や、魅力創造核、地域交流の核

について記載を追記しております。 

魅力創造核としては、北山公園周辺では、東村山の里山の風景を残し、生物多様

性の保全等の市民活動や市内外の人々の交流、体験の場として活用されるよう、土

地利用のあり方を検討し、交流の拠点の形成を図るため、必要に応じて適切な用途

地域を指定する。また、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

複合的な施設が集積した公共・公益機能の拠点の形成を図るとしており、スポーツ

センター周辺では、後背地を含めた住環境に配慮しつつ、利便施設となる商業・業

務施設等の立地誘導に努めるとともに、住宅と共存したスポーツ、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

の形成を図るため、必要に応じて適切な用途地域を指定することとしております。 

また、市民のくらしの中心となる「地域交流の核」では、市立の小・中学校を中

心に、公共・公益機能、店舗等の商業・業務機能や健康・福祉・子育ての機能等を

最適に配置し、地域住民の日常的な交流を推進する核の形成を図るため、必要に応

じて適切な用途地域を指定することとしております。 

続いて、６ページをお開きください。用途地域等の変更及び決定に当たって留意

すべき事項といたしまして、（１）用途地域等の適時適切な見直し、（２）地区計画

の原則化、（３）区域の設定について記載しておりますが、（１）用途地域等の適時

適切な見直しでは、中段の下線部また以降を追記しております。これは、東京都の

指定方針・指定基準の改定に合わせた変更であり、都市計画道路沿道の目指すべき

街並みの早期形成を図るため、用途地域等の変更等について、適時適切に行うこと

や、都市計画道路の廃止・幅員縮小・線形変更を行う場合、合わせて用途地域等の

変更を基本とすること。ただし、東京都の方針に基づき、沿道や周辺市街地の将来

性や地域の実情を踏まえ、用途地域等の変更を行わないことができるものとする

ことを記載しております。 

（２）地区計画の原則化では、主な変更として、中段に東京都の改定に合わせ、

みどりの保全・創出については、地域の特性に応じ、厚みとつながりのあるみどり

の充実やみどりの量的底上げ、質の向上を図るための地区施設の配置や緑化率の

設定などについても考慮するものとすると追記しております。 

次に、９ページをお開きください。９ページからは、用途地域等に関する指定基

準を定めております。 

見開きで、左側のページには、各々の用途地域の指定、配置及び規模等の基準、

右側のページには、指定標準として適用区域や建蔽率、容積率等を定めておりま

す。 

主な変更点としまして、１０ページの第一種低層住専用地域の指定標準の適用

区域１の下線部分、低層住宅地と農地が調和した良好な居住環境と営農環境の保
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全を図る区域を追記しております。これは第２次東村山市都市計画マスタープラ

ンに位置付けられた農住共存地区について追記をしたものです。 

続いて、１４ページをお開きください。第一種中高層住居専用地域の指定標準に

ついて、適用区域の３に追記、４を追加しております。 

３については、３ページの用途地域等に関する設定方針でご説明しました、公

園・緑地で施設設置の必要のある区域を指定基準にも合わせて追記をしておりま

す。 

また、４については、同じく、設定方針の４ページ、魅力創造核と地域交流の核

についての追記に合わせて追加をしております。この魅力創造核、地域交流の核に

ついては、現段階で設定する用途地域が決まっているものではなく、今後のまちづ

くりの検討を進めていく中で適切な用途地域を指定する必要があることから、１

６ページ、１８ページ、２０ページの第二種住居専用地域、第一種住居地域、第二

種住居地域にも同様に追加をしております。 

続いて、２３ページをお開きください。２３ページ、２４ページは田園住居地域

の指定基準になりますが、こちらも３ページ用途地域等の設定方針でご説明しま

した、新たに設定された用途地域である田園住居地域についての基準になります。

内容は、低層住居専用地域の基準に伴い、適用区域として、１環境良好な一般的な

低層住宅地と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成し

ている区域のうち、特に農地の保全又は農業の利便の増進等が必要な区域と、２土

地区画整理事業の完了した区域若しくは仮換地指定が行われた区域又は道路等の

公共施設が整備された区域で、居住環境と営農環境の形成を図る区域について指

定標準を定めております。 

その他、全体を通して、事前配付資料２-１の改定のポイント４でお示ししまし

た、文章の整理や漢字の変換、整合をとるため等の軽微な変更を行っております。 

以上、本日の都市計画審議会でご意見をいただきましたうえで、改定を行いたい

と考えております。 

以上で、用途地域等に関する指定方針及び指定基準の改定についての説明は終

わります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「用途地域等に関する指定

方針及び指定基準の見直し」に対するご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

 

《 委 員 》 

市長にお伺いしたいのですが、東村山市内の６割から７割が第一種低層住居専

用地域だと思いますが、今回の資料を見ても、建築基準法に書いてあることが書い

てあるくらいです。既存宅地の建ぺい率４０％・容積率８０％を建ぺい率５０％・

容積率１００％にすることによって、例えば、同じ敷地で建てられる住居の面積が

大きくなりますし、そうなることを望む市民がある程度いると思います。 

実際、我々が現場を見て回りますと、それこそ古い空き家のうち、１００㎡くら

い土地がある場合は良いですが、実際の土地が８０㎡前後の小さいところが沢山
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あります。そういうところが売りに出ても、建て替えができないから売れずに空き

家になっている。こういった空き家の問題も何とかしたいですが、建ぺい率・容積

率の見直しが、今回の資料に全然入ってないです。 

以前から建ぺい率４０％・容積率８０％を建ぺい率５０％・容積率１００％にす

ることを、我々業界でもお願いしています。それには、最低敷地面積というのが当

然、必要になってきますが、例えば、地区計画の隣接するような地域から建ぺい率

５０％・容積率１００％にする等はできないでしょうか。 

いつも１６年前の一斉見直しについて考えてしまいますが、やはり東村山市の

開発指導要綱は１１０㎡ですから、建売り住宅を見ても、１００㎡や１１０㎡です

と、正直に言って、あまり良い家が建たないと思います。地主さんの中にも、自宅

に近い場所に、小規模な建売り住宅は建てたくないと言う地主さんもいました。

我々が扱っている１２０㎡に限定すると、道路も５ｍで造りますし、ある程度、余

裕のある住宅が建つので、いわゆる担税能力のある市民が増えます。これは清瀬市

でも成功例がありますが、実際に見直し等をやっていかないと、ずっと言葉だけが

残って、置き去りになっているような気がしています。 

実際、建ぺい率・容積率というのは、空き家の問題も絡めて、切実な問題だと思

います。そういうところも含めて、実際、現場としては、早く見直してもらいたい

と思っていますが、市長は、どうお考えですか。 

 

《 市 長 》 

先程の冒頭のご挨拶でも申し上げましたが、今回は東京都の区域区分の見直し

に合わせて、東村山市においても、この間の道路の整備等によって、一定の地形地

物の変更がありましたので、それに伴う用途地域の見直しを行う予定にいたして

おります。それに合わせて、委員がおっしゃったように、建ぺい率・容積率の緩和

等を、今回は特に低層の用途地域について、一斉に見直しを考えていきたいという

ことでございます。 

後程、説明させていただきますけれども、今回は、低層の用途地域にお住まいの

市民の皆様に、かなり大規模なアンケートを実施させていただきます。合わせて、

まだ住宅は建っておりませんが、低層の用途地域に農地をお持ちの方々が、将来、

農地から住宅地に転用して売買する可能性もあるので、一応、意向について確認を

させていただきたいと考えているところでございます。 

今回は先程も申し上げたとおり、東京都内では平成１６年以来の見直しという

ことになりますので、非常に大きなチャンスと捉えております。当然、建ぺい率・

容積率を緩和すれば、それに合わせて、防災性を高めていくことや、最低敷地面積

を１１０㎡より上げていき、狭小住宅ばかりではない住宅都市を目指していくこ

とになります。そのように住環境を良くすると共に、緩和を図り防災機能を向上さ

せるというような両面で、これから検討を進めていきたいと思っております。私の

選挙公約に掲げてもおりますので、私の思いとしては、何とか今回、低層用途につ

いての建ぺい率・容積率については、緩和をしていきたいというところです。 

ただ、市民の中には、あまり緩和されると隣との距離が縮まって圧迫感がある、

風通しが悪くなる、日当たりが悪くなる等、反対する向きもあろうかと思います。
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それは慎重に、丁寧に説明と議論を重ねながら、最終的には都市計画審議会で決定

をいただけるように、これから努力をしていきたいと考えております。 

 

《 委 員 》 

ありがとうございます。１００㎡や１２０㎡、２００㎡等、広い土地に住んでい

る人は、あまり考えないと思いますが、やはり１００㎡以下の敷地に住んでいる人

が多いです。 

２０年くらい前までは、銀行がどんどんお金を貸していましたし、建築指導も、

日当たりについては非常に厳しかったのですが、建ぺい率の確認は、追いつかなか

ったというのが実情のようです。ここ２０年くらいは、違反建築は銀行がお金を貸

さなくなりましたから、現金を持っている人は建て替えができますが、お金を借り

て建て替えようと思うと、同じ大きさの家が建たないということがありますので、

建て替えができない人のほうが多いと思います。一般市民のかたは、あまり建ぺい

率・容積率はピンと来ないと思いますが、自分の家を建て替えるときになって初め

て、同じ家が建たないということに気づくかたも多いですし、現金を持っている人

は、広いところに住む人が多いです。決して小さい住宅をどんどん建てるというこ

とではなく、お金を借りて建て替えをしたいという人も含めて、やはり指導要綱も

１１０㎡ではなく１２０㎡くらいにしていただいたほうが、環境が良くなると思

います。 

多摩地域で、市長もベテランのほうに入ってきていますので、ぜひ率先して引っ

張っていただきたい。コロナ禍で、我々の業界も活動が非常に停滞していますが、

ここで多摩地域、全市にかけて、いろいろお願いをしていきたい。渡部市長ではな

いとできないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

《 市 長 》 

委員からは、ずっとご指導いただいている点でありますので、ご意見を踏まえつ

つ、これからアンケート調査を行いますので、市民の皆さんにも丁寧に説明し、議

論を重ねながらご意向に沿えるように私も最大限に努力していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

《 委 員 》 

資料２-２の４ページの複合市街地の中段の部分で、「スポーツセンター周辺で

は」というくだりがありますけれども、こういった沿道についての開発等におい

て、当市の場合、比較的、路線規定の構成が比較的多くて、やはりある程度のポテ

ンシャルを持ったものを誘導しようと思うと、いわゆる用途緩和の問題等で、なか

なか難しいところが多いと思います。鷹の道についても変則的な開発をしている

のが現状だと思います。 

そういった点では、今後、都市計画道路３・４・９号線、東村山駅西口の一街区

から後背地に向けての点についても、面的な構成をかけなければ、なかなか市街地

のにぎわいの誘導は難しいと思います。ですので、さらに枠を広げて、もう少し面

的な構成でいろいろな構想ができるように方向性を持って、全体の用途見直しを
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していただきたいと考えます。 

また、高さ制限の問題につきまして、本来、良好な環境ということはもちろんあ

るわけですが、流動的に利用したいという部分については、厳しい状況がありま

す。東京都には第一種高度がありますが、第二種高度は、非常に制限がきついで

す。ですから、商業地でも、第三種高度になっていればまだ良いほうですが、第二

種高度がかかっている場所ですと、建ぺい率８０％・容積率２００％、３００％と

言いながらも、なかなか用途を使いきれず、良好な費用対効果になる開発ができに

くい部分があるかと思います。そういったことを複合的にぜひ考えていただいて、

もう少し面的構成で考えていただければと思います。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

ご意見ありがとうございます。本日お示しさせていただいた資料２-２の４ペー

ジの中ほどにある、「にぎわいと交流のある核の形成を図る魅力創造核」というも

のを、令和３年度の第２次東村山市都市計画マスタープランの改定にあたり、市内

３箇所に位置づけをさせていただいております。そのことを、ここに記載しており

ます。次の報告事項の魅力創造核スポーツセンター周辺でも詳しくご説明させて

いただきますが、今回の指定方針・指定基準の改定につきましては、令和３年度に

改定した、第２次東村山市都市計画マスタープランに記載しております「土地利用

の方針」を実現していくための改定でございます。第２次東村山市都市計画マスタ

ープランとしては、２０年の期間という長期の計画ではございますけれども、市と

して、段階的に進めてまいりたいと考えております。 

また、都市計画道路３・４・９号線と３１号線を、現在、市のほうで用地取得を

進めさせていただいているところでございます。これにつきましても、都市計画道

路沿道の地区計画や用途地域等の検討をしっかり進めてまいりたいと思います。 

 

《 会 長 》 

高さの件も、住宅のほうも、高さの最高限度が１０ｍとなっていますが、最近、

環境性能の上がった住宅は、例えば、ダクトが天井の懐に入ってきたりしているも

のがあります。そういった１０ｍを超えてくるものが結構出てきているので、そう

いったところも含めると、第一種低層住居専用地域でも、最高限度の高さを少し上

げるような見直しをしていく必要があると思っています。その辺の検討ができま

したら、是非お願いしたいと思います。 

続いて、２点目の「魅力創造核（スポーツセンター周辺）まちづくり検討」に関

して事務局より、説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、報告事項の２点目でございます。「魅力創造核（スポーツセンター周

辺）まちづくり検討」について、担当より報告をさせていただきます。 

 

〇魅力創造核（スポーツセンター周辺）まちづくり検討について 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 
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それでは、スポーツセンター周辺まちづくりについて、説明させていただきま

す。 

スライドにてご説明いたします。資料に関しては、当日配付の資料３（まちづく

りニュース第１号）になります。 

Web 参加の皆様へは、画面の共有もいたしますので、お手元に資料があれば、

合わせてご覧いただければと思います。 

スポーツセンター周辺のまちづくりについて、地域の皆様へさまざまな情報を

お知らせするため、まちづくりニュース第１号を発行しました。 

第１号の主な内容は、令和３年３月から実施しましたアンケート調査の報告と、

去る２月５日に開催いたしました、地域懇談会の開催周知になります。 

それでは、ニュースの内容について説明してまいりたいと思います。 

まずは、１面です。魅力創造核について、第２次東村山市都市計画マスタープラ

ンでの位置づけを踏まえ、説明しております。２０４０年代の都市の姿を「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」としてお

ります。 

また、将来都市構造図の中で、スポーツセンター周辺が魅力創造核に位置づけら

れており、市センター地区や北山公園周辺と共に、さまざまな人々の交流の創出を

推進する方針であることを説明しております。 

続いて２面では、スポーツセンター周辺についてクローズアップしており、まち

づくりの状況と第２次東村山市都市計画マスタープランに記載している方針など

を説明しております。 

第２次東村山市都市計画マスタープランにおける地域別方針において、スポー

ツセンター周辺が該当する「久米川・恩多地域」の将来像は「農と産業がくらしと

つながり、新たな魅力が生まれるまち「久米川・恩多」」としております。魅力創

造核として「スポーツ、食・生産・加工等の事業、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の形成」を目指しますとしております。ま

た、公共施設として、スポーツセンターの今後の検討内容や、都市計画道路の整備

状況として、本日諮問させていただきました３・４・５号線に関しても記載してい

ます。 

また、ページの下では１２月議会での市長の所信表明を抜粋させていただき、市

が具体的にこの地域の検討を始めていく、ということを記載しております。 

続きまして３面は、令和３年３月～７月で実施いたしましたアンケート及びヒ

アリング結果の一部抜粋になります。 

アンケート配布範囲は、下の図の赤い範囲における事業者の皆様などで、１２件

のうち、9 件のかたに回答いただきました。 

アンケートに際しては、訪問させていただき、地域の位置づけなどを説明させて

いただくとともに、将来の土地利用のご意向を伺うことを目的として、実施いたし

ました。 

集計結果に関しては、記載の通りです。 

４面に行きますと、まちづくりの検討イメージ（案）ということで、この魅力創

造核のまちづくりの進め方のイメージをフローで説明しております。 
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魅力創造核のまちづくりは、一度に広範囲で行うのではなく、段階的なサイクル

で回りながら、実施される取組によって、徐々に形成されていくイメージを持って

おります。 

まずステップ１では、行政主導による地域勉強会を開催し「中長期的なまちづく

りのイメージ共有」を図ろうと考えております。 

どういったまちづくりを検討し、どういった手法や取組があって、どのような効

果が期待できるのかなどを学びながら、地域の方々と共に将来像や、まちづくりの

イメージを共有してきたいと考えています。 

ステップ２では、ステップ１の次の展開として、地域の方々を中心に構成·運営

される、仮称まちづくり協議会を立ち上げ、より具体的なまちづくりの検討をして

いくことが考えられます。ここでは地域の方々が主体となり進めていく段階とな

りますので、市は事務局的な役割で運営をサポートしていく形を想定しておりま

す。 

このステップ２において、様々な検討を行うことが、その後のまちづくりの取組

みの実現化に繋がっていくものと捉えております。 

そして、ステップ３ではステップ２で検討したまちづくりの取組みを実施して

いき、魅力創造核の目指す賑わいの拠点を形成していく事業期間として想定して

います。 

実施されるまちづくりの取組みは、一つではなく、規模も内容も違う多様なもの

を創造しておりますが。いずれにせよ、ステップ２において、さまざまなことが検

討され、深度化し、具体化される中で、実施できるものからステップ３に移行して

実施していく、という流れをイメージしております。 

※印で記載しております通り、先行整備地区という地区については、このサイク

ルとは別にまちづくりを進めていく予定をしております。 

先行整備地区は、スポーツセンターの北側に位置しておりまして、現在は生産緑

地として使用されております。 

先行整備地区の範囲内で、現在、ＪＡ東京みらいさんが府中街道沿いからの移転

を計画しており、まだ詳細は決まっておりませんが、農作物の直売所や金融機関機

能がこちらに移ることで、今までにない人の流れや周辺施設との交流が期待され

ております。 

また、魅力創造核のまちづくりにふさわしい用途地域等への変更を含めた地区

計画策定の検討や、先行整備地区と隣接する地区を区分する周回道路等の整備の

ため、測量等を行ってまいりたいと考えております。 

それらの詳細については、検討が進み次第、改めて報告させていただきたいと思

います。 

最後に、令和４年２月５日（土）にスポーツセンターの大会議室にて開催いたし

ました、地域懇談会の報告を簡単にさせていただきます。 

当日の参加者は地域創生部の職員を含め、5 名でした。 

説明内容を大きく二つに分け、それぞれで質疑応答と懇談の時間を設けました。 

説明内容としては、先程まちづくりニュースで説明したものを中心に行いまし

た。 
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懇談の時間では、こちらで用意しました題目について、ご意見をいただき、休憩

をはさみ、取りまとめたものを最後に共有させていただきました。 

懇談会ということで、本来であれば市担当者や参加者同士での意見交換なども

行いたいところでしたが、まん延防止期間ということもあり、このような構成で開

催いたしました。 

参加者の方々に意見をいただいた題目は次のとおりです。 

・地域の現状についてどう思われますか 

・地域の将来像をどう描きますか 

・この地域の将来像を踏まえ、どういったまちづくりが考えられますか 

の三点について、ご意見をいただき、事務局でとりまとめた内容を発表いたしま

した。 

報告書は現在作成中ですので、いただいたご意見などを含め、改めて報告させて

いただきます。 

報告書については、市のホームページでも公開予定としております。 

以上で、魅力創造核（スポーツセンター周辺）まちづくり検討についての説明を

終わります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「魅力創造核（スポーツセ

ンター周辺）まちづくり検討」に対するご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

今後、スポーツセンター周辺のまちづくりの検討が進んでいくということで、よ

ろしくお願いいたします。 

続いて、３点目の「特定生産緑地の指定状況」に関して事務局より、説明をお願

いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

続いて、「特定生産緑地の指定状況」について、ご報告いたします。では、担当

より説明いたします。 

 

〇特定生産緑地の指定状況について 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

それでは、特定生産緑地の指定状況について、説明させていただきます。資料は

ございませんので、画面をご覧ください。 

前回１１月の都市計画審議会におきまして、特定生産緑地の指定についてご意

見をいただいた際に、特定生産緑地の制度についてご説明いたしましたので、本日

は制度についての説明は割愛させていただきます。 

はじめに、指定までの流れについて、ご説明いたします。 

全体の流れといたしまして、受付を３回に分けて行っております。 

１回目が、令和元年１１月から令和２年３月までで、昨年度に公示を行ったも

の、２回目が、令和２年４月から１２月までで、前回の都市計画審議会において指

定についてのご意見をいただき、１１月に指定の公示を行ったもの、３回目が、令
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和３年１月から１２月までで、来年度公示予定のものとなります。 

後程、３回目の受付状況について説明いたしますが、来年度の予定といたしまし

て、４月から８月頃、利害関係者の同意取得、東京都への報告を行い、都市計画審

議会でのご意見をいただいたのち、指定期限の１０月２７日までに指定の公示を

行う予定となっております。 

続いて、令和３年１２月２８日が期限となっておりました、３回目の受付状況を

報告させていただきます。 

１２月末時点で、８７件の意向確認書を受理しており、１回目、２回目と合わせ

まして合計３１９件となっております。 

期限までに全所有者よりご提出いただけるよう、令和３年９月頃より、農業委員

会や農業協同組合との連携を図りながら、未提出のかたへは個別対応を行い、計３

１９件のご意向の確認ができたところでございます。 

こちらのスライドには、ご提出いただきました３１９件の特定生産緑地の指定

及び受付内容について、お示ししております。 

まず、件数ですが、先程ご説明しましたとおり、全対象者３２１名に対し、１回

目及び２回目受付分を合わせて、２３２名、約７２％のかたにご提出をいただき、

指定の公示を行っております。 

また、３回目受付分としまして８７名、約２７％のかたにご提出をいただき、未

提出のかたが 2 名、約 1%でございます。 

ご提出いただいたかたの指定希望の内訳は、指定を希望されているかたが３０

５名で約９５％、見送られるというかたが１４名で約５％となっております。 

提出されていない 2 名のかたについては、相続の発生により提出が間に合わな

いため期間を延ばしてほしいとのご相談をいただき、現在その期限まで提出をお

待ちしているところでございますが、令和４年度の最終公示に向け、残り 2 名の

かたも合わせ、もれなく、ご意向に沿って公示ができるよう、努めてまいります。 

以上で、特定生産緑地の指定状況についての説明を終わります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「特定生産緑地の指定状

況」に対するご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

 

《 委 員 》 

申請期限の話ですが、昨年末で締め切り、残り２名のかたの書類提出を待ってい

るという話でしたが、今現在、生産緑地指定を受けているかた全員が、その対象に

なっているという認識でよろしいですか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

平成４年と、平成５年の指定から３０年を経過する生産緑地が、現在の特定生産

緑地の対象になりますので、間もなく３０年を経過する所有者のかたを全対象者

としております。 
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《 委 員 》 

そうすると、順次、そのあとに指定された生産緑地の指定が切れてくるわけです

よね。そのかたたちは、どのタイミングで、特定生産緑地への変更ないし変更しな

いという意思表示をする必要があるのか、きちんと説明していただいていますか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

今回、特定生産緑地の制度が新設されてから、最初の意向の確認になりますの

で、３年前の令和元年の時点から説明会を開催して、周知を行ってきているところ

でございます。周知に関しては、全所有者のかたに対して行っておりまして、全体

の約８割が、平成４年、５年の指定のかたになります。残りのかたにも、これまで

周知はしてきておりますが、３０年経過が近づく前に、漏れのないように周知と意

向の確認を行っていく予定でございます。 

 

《 委 員 》 

ぜひお願いします。 

 

《 会 長 》 

農地も含めて、都市の限られた緑地空間なので、是非とも保全していただきたい

なと思います。 

続いて、４点目の「低層住居専用地域の都市計画検討に関するアンケート」につ

いて事務局より、説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、「低層住居専用地域の都市計画検討に関するアンケート」について、

担当より説明をさせていただきます。 

 

〇低層住居専用地域の都市計画検討に関するアンケートについて 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

低層住居専用地域の都市計画検討に関するアンケートについて、説明させてい

ただきます。 

机上配布資料４をご用意ください。内容を抜粋してご説明します。 

資料４の１枚目は「アンケート調査のご協力のお願い」になります。アンケート

を行う際に、お願いの文書を載せておりますが、内容に沿って、簡単に説明させて

いただきます。 

市では令和３年３月に第２次東村山市都市計画マスタープランを策定いたしま

した。２０４０年代の将来都市像「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」と定め、災害に強く、持続可能なまちの実現に向

け、低層住宅中心地区における、用途地域の制限緩和等の検討について記載をして

おります。 

そのため、前回の都市計画審議会でもご説明いたしましたが、東京都が予定して

いる令和６年の用途地域の一括変更に合わせ、低層用途地域について、居住水準の
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向上に向けた建築物の敷地面積の最低限度導入や建蔽率・容積率の緩和等の検討

を進めるため、現状の市民意識を調査し、次年度において検討を進める原案作成に

反映させたいと考えております。 

続きまして、アンケート調査の実施概要になります。 

市内の低層用途地域にお住いのかたで無作為抽出された２千名を対象者として

おります。 

なお、今回の対象者は低層用途の居住者を中心に考えております。市内の低層用

途地域にお住まいでないが土地を多く所有されている場合もあると思いますの

で、そういった方へは別途ご意見をいただく機会を設ける予定です。 

無作為抽出した２千名のかたへ回答用紙や参考資料、返信用封筒を同封し、郵送

いたします。 

回答については、回答用紙を返信用封筒で送付していただく方式と、アンケート

調査ご協力のお願いに記載してある回答用ＱＲコードより、回答フォームにアク

セスし、回答する Web 方式を用意しております。 

また、アンケート期間については、２月１７日～３月１６日までの４週間とし、

その後、集計結果は市のホームページ等で公表する予定です。 

続いて、回答用紙の内容についてですが、全１５問あり、大きく３つに分かれて

おります。問１～６では回答者の基本属性を把握する質問をしております。ただ

し、個人を特定できるようなものはございません。次に問７～１２では住環境に関

する質問を設けております。前半の問７～９では現状について、後半の問１０～１

２は今後について伺っています。最後に、問１３～１５では「都市と農業の共存に

関する質問」を設けております。本日、それぞれ個々の説明はいたしませんので、

後程、ご確認いただければと思います。 

また、アンケート調査の参考資料を付けております。１ページでは、今回検討し

ているルールについて大まかに説明したあとで、「低層用途地域」について説明し、

「低層用途地域のルールの検討が必要な背景について」を記載しております。 

読み上げたいと思います。 

市では、市民の皆様の意見を踏まえ策定した都市計画マスタープランを基に、将

来の都市の姿の実現に向け、まちづくりを進めています。市内の約６０％を占める

低層用途地域において、以下に示すような課題に対応し、これから求められるまち

づくりを進めるため、用途地域の検討が必要と考えております。課題としていくつ

か挙げております。１つ目は、首都直下型地震等の大規模災害に備えるため、木造

住宅が多い地区について、地震や火災に強い地区づくりへの対応が求められてい

ます。２つ目は、人口減少や高齢化の進行に伴い、空き家の増加や敷地の細分化な

どによる住環境の悪化が懸念されています。３つ目は、新型コロナ禍による「新し

い生活様式」のもと、テレワークのための居室増や、ゆとりある生活を求める志向

が高まっています。最後に、建築ルールの制約により、子ども世帯と暮らせる広さ

への建て替えが困難で、子ども世代が市外へ転出してしまう状況が課題となって

います。こういった背景があるということを説明させていただいております。 

裏面では、具体的なルールとその考え方を記載しております。例えば、建蔽率の

説明や、容積率の説明、また緩和によってどういうことができるのか、敷地の細分
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化を防ぐための最低敷地面積の導入について、まちの安全性を高める準防火地域

の導入に関しての説明を、アンケート資料の補足として、まとめております。これ

らの資料を同封して、２千名のかたに送付する予定でございます。 

以上で、低層住居専用地域の都市計画検討に関するアンケートについての説明

を終わります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「低層住居専用地域の都市

計画検討に関するアンケート」に対するご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

 

《 委 員 》 

無作為抽出で２千名に送られて、それ以外に土地をお持ちのかたにも別途とあ

りました。大きな施策を決めるときのアンケートの取り方として、駅前でＱＲコー

ド付きの簡単なチラシ等を配ると、結構、多くの人が Web で回答してくれたとい

う結果があります。２千名に送ったとしても、今までの傾向として回答率はかなり

低いと思いますので、そういった工夫は、何か考えがあれば、教えていただければ

と思います。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

今回、この２千名の無作為抽出で、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専

用地域にお住まいのかたに送る手法に至った経緯を説明させていただきます。 

広く意見をいただくときに、ＱＲコードを公表して Web で回答いただくという

やり方も当然、検討はさせていただきました。今回、検討内容が低層用途の居住環

境に特化した内容が多いので、例えば、市外のかたや、駅前のかたの意見も入って

きてしまうと、低層にお住まいのかたの意見が、どういった傾向にあるのかという

分析が難しくなってきます。今回は、居住しているかたのご意向を伺う趣旨があっ

た関係で、お住まいになっているかたを対象に、２千通ということでやらせていた

だきます。 

この２千通という数字に関しては、一般的に示されているアンケートの信頼度

の計算上、回答数が３８５件程度あれば、９５％の信頼度があるとされておりま

す。近年の市の２千通の無作為アンケートの回答率の実績では、３割から４割の結

果が出ています。２千通の３割から４割ですと、８００件前後見込めるため、９

５％の信頼度は、優に超える見込みが持てるということが言えるので、今回は、こ

の方式でやろうと考えております。 

 

《 委 員 》 

分かりました。 

 

《 会 長 》 

新築住宅より、むしろ一定の年数以上、そこに住まわれているかたにアンケート

を送っていただいたほうが、効果がある気がしますね。 
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《 委 員 》 

住環境の質問をしているアンケートですが、建物のことしかないですよね。農業

についてはありますが、住宅に接続する道路のことや、周辺環境の道路、それ以外

についての設問がないのは、何か意図があるのでしょうか。 

最後のページ、参考資料の２ページ目の敷地面積の最低限度の導入のところが、

１２０㎡になっていますが、最初に諮問答申のあった地区計画でも１００㎡でし

たし、多くが１００㎡だと思います。東村山市内では１２０㎡がほとんどであれば

誤解なく良いですが、この１２０㎡にしている意味があれば、教えてほしいです。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

この検討の趣旨としては、低層用途の検討に資するためのアンケートになって

おりますので、道路や、その他の住環境に関する要素は、対象としておりません。 

また、ご指摘のページに記載の最低敷地面積を１２０㎡としている意図は、特に

意味はありません。割合に関しても、１２０㎡が多いということはなく、おっしゃ

っていただいたとおり、開発指導要綱で、低層の最低敷地面積は１００㎡、１１０

㎡となっておりますので、現状、そちらのほうが市の現状としては多いという認識

は持っております。 

 

《 委 員 》 

道路については、分かりました。私としては、道路も入れてもらえると、例えば、

住宅開発をしたときに、どういうふうに開発をしてもらうのかということも含め

て、住民の意向が聞けるのかなと思いました。 

後段の敷地面積のところは、前回、１００㎡では狭いのではないかという話をさ

せてもらった関係もあって、広いにこしたことはないと思います。ただ、今後１２

０㎡にしていくのであれば、１２０㎡で良いと思いますし、今回のように地区計画

を作るときには、概ね１００㎡で行くのであれば、１００㎡のほうが誤解を与えな

いのかなとも思うので、その辺はご検討いただければなと思います。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

敷地面積の最低限度の導入で、その最低の面積の関係について、補足をさせてい

ただきたいと思います。 

先程、説明した中で、今回のアンケート調査をするに当たって、課題を４点ほど

挙げさせていただいております。その課題の４つ目、一番下に書いてある課題で

「建築ルールの制約により、子ども世帯と暮らせる広さへの建て替えが困難で、子

ども世代が市外へ転出してしまう状況が課題となっています。」があります。また、

敷地面積の最低限度につきましては、敷地の細分化を防ぐルールということもあ

ります。この最低○○㎡以上ということでは、現段階では、まだ決定はしておりま

せん。今回のアンケート調査の結果を踏まえて検討し、案を作成していきたいと考

えております。 
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《 会 長 》 

次世代に、更新して住めるような住環境を創っていくということが、大事かなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、その他の「東村山駅周辺まちづくりの進捗報告」に関して事務局より、

説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、「東村山駅周辺まちづくりの進捗報告」について、まちづくり推進課

より報告がございますので、まちづくり推進課職員の入室をさせていただきます。 

 

《 まちづくり推進課長 》 

― 以下、職員自己紹介 ― 

 

・井上 まちづくり推進課長 

・吉川 まちづくり推進課長補佐 

・松尾 まちづくり推進課 主任 

 

まちづくり推進課では、現在事業中の東村山駅の連続立体交差事業と合わせた

駅周辺のまちづくりを進めております。 

本日は委員の皆様に、まちづくりに関する２計画の策定や都市計画道路などの

進捗を、スライドを用いて報告させていただきます。これからご報告させていただ

きます内容に関連する資料につきましては、本日配付しております資料５の東村

山駅周辺まちづくり実行プラン案から抜粋いたしました、まちづくりの案内図Ａ

３の資料になりますが、こちらと資料６の東村山駅東口地区市街地総合再生計画

案から抜粋した資料になります。説明については、課長補佐の吉川より説明させて

いただきます。 

 

〇その他（東村山駅周辺まちづくりの進捗報告） 

《 まちづくり推進課長補佐 》 

現在東村山駅付近では、東京都により連続立体交差事業が進められており、駅部

では高架橋構築工事が行われ、市民の皆様の目に見えて進捗が図られているとこ

ろでございます。まず、本日ご説明するまちづくりに関する報告のうち、まずは東

村山駅周辺まちづくり実行プランについて、ご説明いたします。 

東村山市では、連立事業に合わせた駅周辺のまちづくりとして、様々な取り組み

を行ってまいりました。 

この『東村山駅周辺まちづくり実行プラン』は、連立事業と合わせて取り組むべ

きまちづくりについてまとめ、その内容をお示しするものです。 

この計画では、２つの観点から、取り組むべき施策をまとめています。 

「にぎわい・交流の創出に向けて」と、「安全で快適な道路によるまちの一体化

に向けて」、それぞれ説明してまいります。 

にぎわい・交流の創出に向けた１点目は、東村山駅東口駅前広場のリニューアル
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についてです。 

東口駅前広場は、完成から５０年余りが経過しており、現在、歩行者と車両が交

錯するなどの交通安全上の問題や、人が集うための広場空間が不足しているとい

った問題があります。 

広場リニューアルでは、東西の駅前広場の連絡や、歩行者中心の誰もが利用しや

すい広場に再整備を行います。 

この計画では、レイアウトが異なる駅前広場のイメージ案を３つお示ししてい

ますが、これらは、いずれの案も、歩車分離、交流空間の創出、適切な施設配置と

いった共通するキーワードを踏まえ作成したものであり、今後市民の皆様や駅利

用者のご意見を伺いながら検討を進めてまいります。 

にぎわい・交流の創出に向けた２点目は、高架下空間の利用についてです。 

高架下空間は、利用可能な箇所のうち約１５%を東京都と東村山市が利用するこ

とができます。 

土地の所有者である西武鉄道と連携を図りながら、高架下に導入する機能や利

用方法の検討を進めているところです。 

スライドの画像は、今年度３回実施したワークショップの様子です。現在、社会

実験として、マーケットイベントを計画しておりまして、引き続き、高架下の交流

の場を使いこなす担い手の発掘や、高架下ににぎわい・交流を生むための社会実験

を実施しながら検討を進めてまいります。 

にぎわい・交流の創出に向けた３点目は、中心核機能の向上についてです。 

まず、駅西口地区では、これまでに駅前広場の整備や再開発事業などの基盤整備

が進められ、引き続き建て替え等に合わせて狭い道路の解消に努めてまいります。 

次に、駅東口地区に関しては、より具体的な内容を、今回ご説明する２つ目の計

画である「東村山駅東口地区市街地総合再生基本計画」に記載しております。 

この計画は、土地利用や土地の高度化が充分に図られていない東村山駅東口地

区について、現況調査を行い、地区整備の基本方針を定めるともに、再開発が必要

な地区の選定を行うものです。 

この計画に位置付けることで、今後の面的整備事業、例えば市街地再開発事業な

どの面積要件が緩和されることなどにつながっていきます。 

また、権利者の方々に今後の土地利用について検討していただく材料のひとつ

となるものと考えています。 

この計画では、東村山駅東口地区を４つのエリアに区分しており、それぞれにつ

いて整備方針と整備手法をまとめています。 

なお、この計画は、市民の皆様に直接、具体的な権利義務の制限を課すものでは

ございません。 

にぎわい・交流の創出に向けた取組みは以上です。 

戻って２つ目の視点である、安全で快適な道路によるまちの一体化に向けた取

り組みを説明してまいります。 

１点目、幹線道路網の整備についてです。 

東村山駅周辺では現在、東村山市の施行による都市計画道路３・４・１０号線及

び３１号線の整備事業と、東京都の施行による都市計画道路３・３・８号線の整備
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事業が進められております。 

これらの幹線道路の整備により、駅前や生活道路への通過交通車両の流入抑制

を図り、安全で快適な道路網、また歩行空間の形成を図ってまいります。 

次に、東西動線の整備についてご説明いたします。 

東村山駅付近はこれまで、鉄道によってまちが東西に分断されておりましたが、

今後の鉄道高架化に合わせて、新たな東西動線を整備し、まちの一体化を進めてま

いります。 

東村山駅の東西駅前広場をつなぐ動線は、２４時間常時通行可能な通路として

整備を進めます。また、先程ご説明した幹線道路には、主に自動車交通を担わせ、

新たに整備する東西動線は、歩行者や自転車の通行を優先するなど、求められる役

割に応じた整備を検討していきます。 

次に、側道の整備です。 

鉄道の高架化に合わせて、鉄道沿いに新たな道路を整備いたします。 

この側道は、住環境の保全や地域の利便性、防災性の向上を目的として、連立事

業と合わせて整備する道路です。また、駅や鉄道沿いの施設、高架下施設へのアク

セスや、まちの回遊性を高めます。 

最後に、駅周辺道路の整備についてです。 

市では現在、東村山駅へのアクセス向上に資する都市計画道路３・４・９号線の

整備を進めるとともに、この道路に接続する市道２８０号線１や、東西の主要道路

である鷹の道の道路拡幅事業を進めております。 

以上、説明してまいりましたように、東村山駅周辺まちづくり実行プランでは、

２つの観点から、７つの取組みを通じて、駅周辺のまちづくりを進めるということ

を取りまとめたものでございます。以上が、東村山駅周辺まちづくりに関する２つ

の計画の説明となります。 

なお、これらの計画案につきましては、１月末までパブリックコメントを実施い

たしました。様々お寄せいただきましたご意見につきましては、今後、市の考え方

をまとめ、市ホームページ上で公表してまいります。また、いただいたご意見も踏

まえ、２つの計画は、今年度末までを目途に、策定していきたいと考えておりま

す。 

最後に、都市計画道路３・４・９号線の事業認可取得についてご報告いたしま

す。 

西口の駅前広場から延びる都市計画道路３・４・９号線及びこれに接続する市道

第２８０号線１については、これまで道路法に基づく整備を進めてまいりました。

このうち３・４・９号線については、更なる財源確保を図るため、令和３年１２月

２０日付で都市計画事業認可を取得しました。 

１月２１日には、オープンハウス形式による事業説明会を実施し、37 人のかた

にご来場いただきました。 

事業用地は既に東村山市及び東村山市土地開発公社で取得済みであることか

ら、今後は各占用企業者の埋設管設置工事、道路築造工事を経て、令和８年度末ま

での開通を目指してまいります。 

報告は以上となります。ありがとうございました。 
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《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「東村山駅周辺まちづくり

の進捗報告」に対するご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

今後の東村山駅周辺まちづくりについて、よろしくお願いいたします。 

全体を通して、何かご質問等ございますか。以上でよろしいでしょうか。 

それでは、次回の開催予定について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

今年度中の都市計画審議会は、今回で最後となります。 

また、本審議会委員の皆様の任期が令和４年４月３０日で満了となりますので、

審議会委員の改選を予定しております。改選に伴い、皆様の関係機関へ推薦依頼な

どをおこなってまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、現市民委員の皆様におかれましては、市民委員の募集を２月２５日まで行っ

ております。詳細は、２月１日号の市報に掲載しておりますので、ご検討いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

令和４年度の都市計画審議会の予定ですが、令和４年度上半期を予定しており

ます。詳細につきましては委員改選を含め、決定しだい、別途ご連絡させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

本日は夜間開催のため、お帰りは、本庁舎の夜間出入口のみとなっております。

この部屋を出ていただいて、右に進んでいただき、本庁舎との渡り廊下を渡ってい

ただき、エレベーターで地下１階まで下りていただくと、左側に出入口がありま

す。足元にお気をつけてお帰りください。 

 

３. 閉会 

《 会 長 》 

長時間、ありがとうございました。以上で、本日の議題はすべて終了いたしまし

た。 

これをもちまして、令和３年度 第２回 東村山市都市計画審議会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。 

 


