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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和４年度 第１回 東村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和４年６月２９日（水）午後２時００分～３時５０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、増田勝義委員、志村誠委員、横尾たかお委

員、白石えつ子委員、増田敏喜委員、松川恒委員、佐藤淳

委員、水谷正史委員、金子秀之委員、山口英樹委員、川島

明美委員 

（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、長谷川都市

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、

瀨川都市計画・住宅課主事、中澤みどりと公園課長、安部

みどりと公園課公園係長 

欠席者：渡辺みのる委員、大沢昌玄委員、長瀬勝男委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 

傍聴者数 ０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 東村山駅西口地区地区計画の 

変更 

  ・東村山都市計画高度利用地区の変更 

  ・住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定） 

 ［報告事項］ 

  ・低層住居専用地域の都市計画検討について 

  ・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 

  ・都市計画道路３・３・８号線沿道地区計画について 

  ・特定生産緑地の指定状況について 

  ・前川公園の都市計画変更について 

  ・その他 

３. 閉会 

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・瀨川 

電話番号 ０４２-３９３-５１１１ (内線３７１２) 

ＦＡＸ番号 ０４２-３９３-６８４６ 

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

mailto:toshikeikaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
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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４年度 第１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、ご多忙の中ご出席を賜り、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。 

 

○委嘱状の交付 

《 都市計画・住宅課長 》 

はじめに、本年５月１日に審議会委員が改選となりましたので、新たに委員にな

られた方へ渡部市長より委嘱状の交付をさせていただきます。 

なお、継続して委員となる皆様へは机上配布とさせていただいております。 

恐れ入りますが、新たに委員になられた方、お名前を呼びましたら正面までお越

しください。市長、前へよろしくお願いします。 

 

それでは、都市計画審議会条例 第３条 第１項 第３号に基づく関係行政機関の

職員としまして、 

・東村山消防署長 佐藤 淳 様 

 

次に、条例 第３条 第１項 第４号に基づく一般市民としまして、公募により選

出されました、 

・山口 英樹 様 

 

－ 市長が各委員に委嘱状を読み上げる － 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

ありがとうございました。委員の皆様の任期は、条例 第３条 第２項に基づき、

「令和６年４月３０日まで」となっています。 

任期中、都市計画行政に関する各事項につきまして、ご意見、ご指導賜りたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○委員の自己紹介 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、今回、改選を行い、第１回の都市計画審議会の開催ということで、初

めてお会いする方もいらっしゃるかと思いますので、委員の皆様から自己紹介形

式で、所属とお名前をお願いしたいと思います。 

それでは、志村委員から席の順でお願いいたします。 

 

－ 委員自己紹介 － 
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○職員紹介 

《 都市計画・住宅課長 》 

委員の皆様、ありがとうございました。 

続きまして、事務局の職員の紹介をお願いいたします。 

 

《 まちづくり部長（都市計画担当） 》 

都市計画審議会を所管するまちづくり部職員の紹介をさせていただきます。 

 

― 以下、職員自己紹介 ― 

 

・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 

・長谷川 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 計画調整係主任 

・藤澤  都市計画・住宅課 計画調整係主任 

・瀨川  都市計画・住宅課 計画調整係主事 

 

今年度は、このメンバーで事務局を担当させていただきます。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、本日の出席委員は全１５名中１２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、渡辺委員、大沢委員、長瀬委員でございます。 

 

○会長の互選 

《 都市計画・住宅課長 》 

続きまして、会長の選出に進みます。 

会長の選出は、条例 第５条 第１項に基づき、学識経験者として委嘱した５名の

委員のうちから、互選により選出することとなっております。 

立候補、若しくは推薦をいただける方は、いらっしゃいますでしょうか。 

 

《 委 員 》 

三上委員を推薦したいと思います。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

ただいま、三上委員との推薦がありました。三上委員、いかがでしょうか。 
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《 三上委員 》 

私より都市計画行政に詳しい諸先輩方もいらっしゃいますが、増田委員からの

推薦ということで、お受けしようかと思います。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

ありがとうございます。三上委員に承諾をいただきましたので、都市計画審議会

の会長を三上委員にお願いしたいと思いますが、ご異議ございますでしょうか。 

 

－ 「異議なし」の声あり － 

 

ありがとうございます。それでは、三上委員を都市計画審議会 会長といたしま

す。よろしくお願いいたします。 

三上委員は、正面の会長席に移動をお願いいたします。 

それでは、ただいま会長に就任いただきました三上会長より、ご挨拶をお願いい

たします。 

 

《 会 長 》 

ただいま会長を仰せつかりましたアーバンデザイン東村山会議で理事長をして

おります三上豊と申します。 

私は、生まれも育ちも東村山で、５０年以上まちの変化について見てきておりま

すが、高度成長期は除いても、現在が最もまちの変化として顕著になってきている

と感じております。特に東村山駅周辺は、連続立体交差事業が進んでおりますし、

市内の東西南北には、都市計画道路がどんどん進捗しております。また、住宅地の

開発も多くあり、工事車両を見かける機会が多いと感じています。 

東村山市の都市計画審議会の会長を受けるにあたりましては、これからの東村

山は、非常に貴重なみどりをなるべく保全しつつ、住みよいまちとして、より良い

東村山になっていくことが望まれると思います。この審議会では、皆様から貴重な

ご意見をいただき、慎重に審議をしながら、より良い東村山になるように、ご協力

をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○職務代理の指名 

《 都市計画・住宅課長 》 

続きまして、職務代理の指名に進みます。職務代理は、条例 第５条 第３項によ

り、会長の指名する委員となっています。会長からのご指名をお願いいたします。 

 

《 会 長 》 

職務代理につきましては、農地の保全や、特定生産緑地への円滑な移行等にご尽

力をいただいております、農業委員会 会長の増田委員にお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 
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《 増田委員 》 

承諾いたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

増田委員に承諾をいただきましたので、都市計画審議会 会長職務代理を増田委

員といたします。 

それでは、ただいま会長職務代理に就任いただいた増田職務代理より一言ご挨

拶をお願いいたします。 

 

《 増田職務代理 》 

ただいまご指名をいただきました増田勝義です。三上会長と同じく、生まれも育

ちも東村山市です。東村山は昔、畑の中に住宅がありましたが、今は住宅の中に畑

がある。そういう時代になりました。これから農地と農家、そして市民の皆様と共

存共栄で東村山を良い環境にしたいと思います。これからも、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ください。 

－ 以下の資料を確認する － 

 

【事前配付資料】 

 案件 No.１ 東村山都市計画地区計画 東村山駅西口地区地区計画の変更 

 案件 No.２ 東村山都市計画高度利用地区の変更 

 案件 No.３ 住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定） 

 

続きまして、本日、配付させていただいた資料でございますが、 

 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  低層住宅地のまちづくりに関する市民アンケート集計報告書 

 資料４-１ 低層住宅地のまちづくり検討について 

 資料４-２ アンケート調査ご協力のお願い 

 資料４-３ 低層住宅地のまちづくりに関する市民アンケート（農地編）（案） 

       回答用紙 

そして都市計画図をお配りしております。 

その他、新たに委員になられた方には、都市計画マスタープラン、生産緑地及び

特定生産緑地についてのパンフレットも併せて配付させていただいております。

配付もれはございませんでしょうか。 

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。 
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○事務取扱要領の確認 

《 会 長 》 

それでは、開会に際して、会議の進め方について報告をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

本審議会の会議の公開等についてお知らせいたします。お手元の資料２をご覧

ください。 

改選を行い、第１回の都市計画審議会となりますので、資料２「東村山市都市計

画審議会の会議等の公開に関する事務取扱要領」についてご確認いただき、会長の

承諾後に施行とさせていただきたいと考えております。 

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。 

この内容で会長に承諾をいただければ、本日の会議より施行したいと考えてお

ります。説明は、以上です。 

 

《 会 長 》 

「東村山市都市計画審議会運営規則」第１１条により、会長が定めるとなってお

ります。会長として、これを認めたいと考えますがご異議ございますでしょうか。 

 

― 「異議なし」の声 ― 

 

ありがとうございました。それでは本日の会議よりこの内容で取り扱いいたし

ます。 

 

○傍聴希望者の確認 

《 会 長 》 

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 》 

本日の審議会への傍聴希望者はおりません。 

 

○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４年度 第１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 》 

改めまして、こんにちは。東村山市長の渡部尚でございます。 
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本日は、公私とも大変お忙しい中、また真夏の暑さという中にもかかわらず、本

年度 第１回目の東村山市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。また今回、任期満了に伴う改選ということで、先程、新たに委員にご

就任いただきましたお二方に、私から委嘱状をお渡しさせていただきました。その

ほかの方につきましては再任ということでございますが、今回の改選後、向こう２

年間、都市計画審議会の委員として、さまざまな点で、ご指導とご協力をいただく

ことになろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いを申し上げるしだいでござ

います。 

また、これまでの間も、皆様方には都市計画行政をはじめ、市政万般にわたりま

して、ご指導とご協力をいただいてまいりましたことに、改めて感謝を申し上げた

いと思っております。 

本日、諮問させていただく内容につきましては、後程、事務局から詳しく説明が

ありますが、３点ほどございます。これにつきましては、引用している法令の項ず

れに伴うものなどでございますので、ご審議をいただいて、答申をいただければと

思っているところでございます。 

報告事項につきましては、一昨年度、策定をさせていただきました都市計画マス

タープランに基づいて、今、市としても様々なまちづくり、または都市計画を策定

しているところでございます。今後の当市のあり方においても重要となります、低

層住居専用地域の都市計画の検討、並びに魅力創造核のうちスポーツセンター周

辺のまちづくり検討のこれまでの取り組みについて、ご報告をさせていただきま

す。限られた時間ではございますが、今後の東村山市にとりまして、非常に重要な

施策でございますので、ご議論をいただければありがたいと考えているところで

ございます。 

今後も、都市計画審議会へのご指導やご理解、ご協力をいただきながら、東村山

の良さであります、みどりをできるだけ残し、中心核、それから道路ネットワーク

について整理をすることで、持続可能な東村山市づくりを今後も進めてまいりた

いと考えておりますので、よろしくご審議をいただきますよう、お願い申し上げ

て、簡単でございますが、市長としての挨拶に代えたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

２. 議題 

《 会 長 》 

ありがとうございました。 

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 》 

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 東村山駅西口地区地区計画の変更」 

「東村山都市計画高度利用地区の変更」の地区計画関連２案件と、 

東京都決定となっております「住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定）」

の合計３案件でございます。 
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なお、「住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定）」につきましては、 

東京都より都市計画法 第１８条に基づく意見照会がなされています。 

後程、改めて内容の説明をさせていただき、ご審議いただいた後に答申をいただ

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、自席にて

座ったまま諮問を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 》 

ただいま市長より諮問をいただきました本案件につきましては、３件ございま

すので、まず地区計画関連２案件について審議した後に、「住宅市街地の開発整備

の方針の変更（東京都決定）」について審議したいと思います。 

それでは、地区計画関連２案件の 

「東村山都市計画地区計画 東村山駅西口地区地区計画の変更」 

「東村山都市計画高度利用地区の変更」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、「東村山都市計画地区計画 東村山駅西口地区地区計画の変更」、「東

村山都市計画高度利用地区の変更」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 東村山駅西口地区地区計画の変更 

東村山都市計画高度利用地区の変更 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

案件一覧の No.１及び No.２につきまして、関連しておりますので、一括でご説

明いたします。事前にお配りしております事前配付資料とお近くのモニターをあ

わせてご覧ください。 

本案件は、平成１５年に都市計画決定をいたしました、東村山駅西口地区地区計

画及び高度利用地区の変更でございますが、地区計画、高度利用地区の区域及び内

容に変更はなく、計画書内に記載のある建築基準法の規定について、建築基準法の

改正により項ずれが生じたため、その変更を行うものでございます。具体的な内容

については、後程ご説明いたします。 

はじめに、地区計画の変更について、事前配付資料の１ページをご覧ください。

こちらは、概ねの位置を示した位置図でございます。該当地は、東村山駅西口周辺

でございます。 

続いて、２ページから５ページまでが計画書、６ページ、７ページが計画図でご

ざいます。２ページをご覧ください。 

地区計画の目標といたしまして、市街地再開発事業による都市基盤施設の整備

にあわせて、中心市街地にふさわしい道路網の整備と街区の適正な土地利用の誘

導により、後背の狭山丘陵の自然・歴史・文化等の資源を活かす特色ある商業空間
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の創出と利便性が高く防災性に優れた都市型の居住環境の形成を図ることとし、

平成１５年３月３１日に都市計画決定をいたしました。 

続いて、４ページをご覧ください。 

今回の変更箇所は、地区整備計画の建築物に係る事項のうち、「建築物の建ぺい

率の最高限度」でございます。地区計画の区域のうち、駅前地区においては、建築

物の建ぺい率の最高限度、つまり、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最

高限度を１０分の６とし、ただし、建築基準法 第５３条 第５項 第１号に該当す

る建築物にあっては、１０分の２を加えた数値とするという緩和を実施してまい

りました。そのような中、建築基準法の一部を改正する法律において、建築基準法 

第５項の規定が第６項へと改正されたことから、整合を図るため、地区計画の変更

を行うものでございます。 

５ページには、変更理由及び変更概要を示しております。 

続いて、８ページをご覧ください。 

こちらは、高度利用地区の変更について、概ねの位置を示した位置図でございま

す。地区計画における駅前地区の区域と同様でございます。 

続いて、９ページが計画書、１０ページ、１１ページが計画図でございます。 

高度利用地区は、地区計画区域のうち、交通広場を含む約 1.2ha の地区につい

て、特に、商業・業務・文化・公益機能の集積を高度に図る地区と位置づけられる

ことから、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、地区計

画とあわせて、平成１５年３月３１日に都市計画決定をいたしました。 

高度利用地区においても、建築物の建ぺい率の最高限度について、１０分の６と

し、欄外の注１において、建築基準法 第５３条 第５項 第１号に該当する建築物

にあっては１０分の２を加えた数値とするという緩和を実施してまいりました

が、地区計画と同様に、変更理由、変更概要にございますとおり、建築基準法 第

５項の規定が第６項へと改正されたことから、整合を図るため、高度利用地の変更

を行うものでございます。 

最後に、都市計画変更の流れについてご説明いたします。 

建築基準法の改正を受け、地区計画の変更原案を作成し、令和４年５月２日から

変更原案の縦覧及び意見書の受付を行いました。縦覧者は１名、意見書の提出はあ

りませんでした。 

その後、東京都協議を経て、６月７日より、地区計画及び高度利用地区の変更案

の縦覧及び意見書の受付を行いました。縦覧者は１名、意見書の提出はありません

でした。 

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

変更の告示を行い、その後、建築制限条例の改正を行う予定です。 

東村山駅西口地区地区計画及び高度利用地区の変更についての説明は以上で

す。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただいま説明のありました 

「東村山都市計画地区計画 東村山駅西口地区地区計画の変更」 
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「東村山都市計画高度利用地区の変更」に対するご意見やご質問がある方はい

らっしゃいますか。 

特に意見は無いようですので、案のとおり決定されることが妥当として答申を

いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

－ 「異議なし」 － 

 

答申の案は、この後の案件と一括して作成いたします。 

続いて、「住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定）」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 》 

それでは、「住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定）」について、担

当より説明させていただきます。 

 

〇住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決定） 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

事前配付資料 No.３とあわせて、お近くのモニターをご覧ください。 

「住宅市街地の開発整備の方針」の変更については、昨年度より都市計画審議会

において説明させていただいておりますが、今回、令和４年４月８日付で東村山都

市計画 住宅市街地の開発整備の方針の変更について、都市計画法 第１８条 第１

項に基づき、市への意見照会がございました。 

意見照会の回答期限は、令和４年８月２日でございます。本審議会後、東京都へ

の回答を行いたいと考えております。 

ここで改めて、本方針についての説明を含め、変更の概要について説明させてい

ただきます。 

まず、「住宅市街地の開発整備の方針」の目的は、長期的かつ総合的なマスター

プランとして住宅市街地の開発整備の構想の明確な位置づけを行うこと、また、住

宅市街地に係る土地利用などの計画を一体的に行うことにより、個々の関連事業

の効果的な実施や、民間の建築活動などを適切に誘導することとされております。 

次に、「住宅市街地の開発整備の方針」にて定める事項についてです。 

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（大都市

法）第４条の規定に基づき、次のことを定めるとしています。 

①住宅市街地の開発整備の目標、②良好な住宅市街地の整備又は開発の方針、③

重点地区の整備又は開発の概要です。 

重点地区とは、本方針にて指定することができる、一体的かつ総合的に良好な住

宅市街地を整備し、又は開発すべき相当規模の地区を言います。この重点地区は、

原則として、東京都住宅マスタープランの重点供給地域において定めることとし

ており、重点供給地域のうち、計画的に住宅市街地の開発整備を行う地区を対象と

して、都市計画決定・事業実施が見込まれる地区を選定することとしています。 

次に、本方針の位置づけを説明します。 
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都市計画法 第６条の２を基に定められる都市計画区域マスタープランに即し

て定められる方針として、東京都は「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備

の方針」、「防災街区整備方針」を定めております。このうち、東村山都市計画区域

で定められるものは、「都市再開発の方針」及び「住宅市街地の開発整備の方針」

の２つの方針です。「都市再開発の方針」は令和２年度に都市計画決定しており、

今回の「住宅市街地の開発整備の方針」は令和４年度の都市計画決定に向け、作業

が進められています。 

これらの方針は概ね５年ごとに見直しが行われており、「住宅市街地の開発整備

の方針」の前回の見直しは平成２７年３月でございました。 

また、大都市法 第４条 第２項において、「住宅市街地の開発整備の方針」が定

める重点地区については、東京都住宅基本条例や住生活基本法に基づく、東京都住

宅マスタープランに位置づけられた重点供給地域と適合するように定めなければ

ならないとされています。 

なお、東京都住宅マスタープランは令和４年３月に改定されております。 

それでは次に、今回の見直しのポイントについてご説明いたします。 

ポイントの１つ目は、上位計画や関連計画との整合を図るために行う修正です。 

都市づくりのグランドデザインや都市計画区域マスタープランなどの改定に合

わせた内容へ修正をしております。具体的な修正内容としては、住宅市街地の開発

整備等の目標や、良好な住宅市街地の整備又は開発の方針の修正になります。 

資料の２７ページ以降に新旧対応表をご用意しております。修正箇所に下線を

引いておりますので、ご確認いただければと思います。 

２つ目は、重点地区の見直しです。 

先程、位置づけでも説明いたしました重点地区についても、東京都住宅マスター

プランや、「都市再開発の方針」の改定に合わせ見直しを行うものです。この見直

しにより、東京都住宅マスタープランの重点供給地域や「都市再開発の方針」で位

置づけた再開発促進地区と同じ地域を、新たに本方針の重点地区に追加しており

ます。 

資料２５ページが今回、本方針に追加しました重点地区【東村山駅東口地区】の

計画図になります。 

重点地区の目標や方針については、資料の２０ページに記載しております。 

地区の整備又は開発の目標は、『人が集い交流できる場所として、歩行者中心の

誰もが利用しやすい駅前広場の整備、東西駅前広場の連絡、交通結節機能の向上を

図り、中心核機能の向上を図る。』としております。 

次に、用途、密度に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要については、

『市街地再開発事業等の共同化を前提とした事業の実施により、商業、住宅、公益

施設等の調和に配慮し、土地の合理的な高度利用の促進を図る。』としております。 

都市施設及び地区施設の整備の方針では、『東村山駅付近の連続立体交差事業と

併せて、駅前広場の再整備を図る。』としております。 

最後に、公民の役割、開発整備促進のための条件の整備については、『組合施行

の市街地再開発事業等の共同化を前提とした事業を実施し、建築物の中高層化を

図る。公共と民間の適切な役割分担のもとに事業を推進する。』としております。 
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最後に、本方針のこれまでの経過と今後の予定について説明いたします。 

令和元年より素案作成が行われ、令和３年１２月に原案の縦覧及び意見募集が

行われました。令和４年１月に予定していた公聴会については、公述申出期限まで

に申出がなかったため中止となり、今回４月８日付で、都市計画案について市へ意

見照会がされました。この意見照会に際し、市の回答について、本日、本審議会に

お諮りをしているところでございます。 

なお、案に関して６月９日に公告され、同日から２３日まで縦覧を行いました。 

今後の予定といたしまして、令和４年９月に東京都の都市計画審議会に付議さ

れ、改定となる予定と伺っております。 

「住宅市街地の開発整備の方針」についての説明は以上です。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただいま説明のありました「住宅市街地の開発整備の

方針の変更（東京都決定）」に対するご意見やご質問がある方はいらっしゃいます

か。 

 

《 委 員 》 

東村山駅東口地区では、連続立体交差事業とあわせた取り組みをされていると

思いますが、先日も社会実験をやっていられていたと思います。私もそばまで行き

ましたが、大変多くの人が参加されていて良かったと思っています。もし、再度こ

ういった計画があるのであれば、教えていただきたいというのが１つです。 

もう１つが、上位計画を踏まえた改定だと承知しておりますが、３１ページの目

標４に、『住まいにおける子育て環境の向上』といった目標が掲げられておられて、

ぜひ、そういった方向で取り組んでいただければ良いと考えます。 

 

《 都市計画・住宅課計画調整係長 》 

ご意見ありがとうございます。先日、東口で行われました社会実験。事業自体は

別所管で実施しておりましたが、参加者数が当初の予定を大幅に上回る６千から

７千名程だったと聞いております。また、このコロナ禍でいろいろな制約があった

中で、こういった社会実験に参加していただき、反響も大きかったと伺っておりま

す。 

今回追加した重点地区は、「都市再開発の方針」でも位置づけておりますが、今

後、一体的な整備を市で検討していくということで、東村山駅東口地区の「市街地

総合再生基本計画」というものを令和４年３月に策定しております。この中で、こ

れまで検討してきた東村山駅周辺まちづくり基本構想地区の整備方針等を踏まえ

ながら検討していきます。検討内容に関しては、今回の社会実験等を踏まえて、別

途、担当所管より報告させていただければと思います。 

また、今回の「住宅市街地の開発整備の方針」の目標に関してもご意見いただき

ましたが、こちらも東京都の上位計画であります、都市づくりのグランドデザイン

等の方針を踏まえて、脱炭素社会の実現や、住宅確保の配慮をした住宅の供給を行

うことも踏まえて方針を定めております。令和３年度に策定した都市計画マスタ
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ープランとともに、この「住宅市街地の開発整備の方針」に基づいて、この重点地

区の整備に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

補足させていただきたいと思います。「東村山駅周辺のまちづくり実行プラン」

を令和４年３月に策定いたしました。これは、東村山駅周辺で現在、進められてい

る連続立体交差事業等とあわせて今後取り組むまちづくりについてまとめたもの

でございます。この中で、東口駅前広場のリニューアル等のイメージ（案）などを

記載しております。市ホームページに掲載しておりますので、別途ご確認いただけ

ればと思います。 

 

《 まちづくり部長（都市計画担当） 》 

ご意見ありがとうございます。重なる部分があるかもしれませんが、東村山駅東

口で開催したイベントは、これから連続立体交差事業によって新しく高架下に使

える土地が生まれるということと、駅前広場を見直す中で、新しく公共のオープン

スペースができるということで、こういった公共の空間をどのように活用できる

か、人が集まってにぎわいが生まれるような活用ができないか等、いくつかの視点

を持ちながら社会実験として実施しております。結果については、先程お伝えしま

したように、大勢の方にお越しいただきました。 

アンケートを取ったところ、イベント前に駅周辺を利用した、あるいはイベント

後に駅周辺を利用したい、いろいろなところを訪れたいという意見もいただいて

おります。このイベントを目的に来ていただいた方々が、周辺のまちのにぎわいに

も寄与していただけたということで、これらの結果を今後のハードづくり、まさに

都市計画に活かしたいということと同時に、新しく生まれる東村山市のまちのに

ぎわいにも活用していきたいと考えております。 

この２５ページの地区と同じエリアで、「市街地総合再生基本計画」という、今

後１０年間の計画を定めまして、地域の方と共同利用できないかという話し合い

の場をすでに何回か持っております。オープンハウスという形で開催した際、共同

利用に興味があるというご回答もいただいておりますので、連続立体交差事業と

あわせて、高架下ができたり、駅前がリニューアルされたり、それと同時に、イベ

ントの行われました地区についても、一体的に都市計画を進められればと考えて

おります。 

それから資料３１ページの子育て環境の向上のところで、ご意見いただきまし

た。基本的に、これは東京都において定めておりますが、特に２点目にあります

『各々のニーズに応じて近居や多世代同居が進むなど、子育て世帯が地域のコミ

ュニティの中で、子育てを楽しみながら』という言葉は、まさに東村山市も同じ考

えです。低層住宅地においても、例えば高齢者だけ、障害者だけ、働く人だけでは

なく、さまざまな世代の方が一緒に住んで、生きがいを感じて、楽しく東村山市で

の時間を過ごせる、こういうまちを目指していきたいと思っておりますので、引き

続きご意見をいただければと思います。 
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《 会 長 》 

連続立体交差事業が進み、東西のまちが自由に行き来できるようになると、かな

り人のにぎわいが出るかと思っております。この東口エリアは、新旧いろいろな建

物が建っていますが、もう少し整合性を図って、人が集いやすい中心部になってく

れると良いと思っております。 

 

《 委 員 》 

私もこの間の駅前の社会実験に参加させていただきましたが、市民のために市

内が潤い、にぎわうことは最重要だと思います。今後もそのような計画などを立て

てくださると思いますが、例えば、これからこういう実験的なことがあった場合

に、市外の人がどのぐらい参加してくださるのか、また移り住んでくれるのか、そ

のようなことが今後の課題になってくるのではないのかと感じることが多々あり

ます。 

それに対して、市としてどのような働きかけや、どのような計画を立てていくの

かというのが１つ気になるということと、この実験的な取り組みを今後も繰り返

し実施していくということであれば、他市からの人の出入りに関しての調査等が

同時にできると、目標の１つになるのではないかと思いますので、その辺りご意見

をいただければと思います。 

 

《 まちづくり部長（都市計画担当） 》 

ご意見ありがとうございます。ようこそ東村山市へということで、他市の方にお

越しいただきたいという思いは、強くございます。今回、最初の社会実験というこ

とで、まずは普段、何もイベントがないときに、あの通りをどのぐらいの人が通行

されているのかということと、今回のイベントで、どういう人の流れがあるかとい

う調査をさせていただいております。当然、アンケート形式になりますので、どこ

まで答えていただけたか分かりませんが、他市からお越しなのか、あるいは家族が

いるからお越しいただけたのかというような設問についても、今後、検討の１つに

なると考えております。 

また、他市の方をどうやって呼び込むかということについては、これまでは検討

段階でした。例えば、お店はお持ちではないが、自分の家等で作ったケーキをあち

こちで販売しているという方が東村山市や小平市、西東京市、所沢市にもいるかも

しれない。そういった方々を東村山市に集めて、一斉に各まちの手作りのおいしい

ケーキが食べられるイベントを作って人の交流をする。あるいは、他の駅で同じよ

うなマーケットイベントを開催しているところと交流する等、大型のチェーン店

を作って人を集めるよりも、東村山市の個性を一番に考えた上で、それぞれのまち

の個性をお互いに活かしながら、人のにぎわいを作れたらと考えています。まだア

イディア段階ですので、実際にどういうことができるか分かりませんが、今いただ

いた意見も踏まえて検討を深めていければと思っております。 

 

《 委 員 》 

私も社会実験に参加しました。車いすで来ていらっしゃる方は、並んだりするこ
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とが大変難しいですし、ヘルプカードを付けている方も結構いらしたと思います。

だから、そういうカードを付けている方は、配慮が必要だということを周りが知っ

ていないといけないと思います。 

先程「障害の人だけではなく」というふうに部長がおっしゃいましたが、本当に

多様な人たちがまちに暮らしています。おそらく建物だったと思いますが、バリア

フリー法が義務化になったことで、学校にもバリアフリーの義務化が入りました。

学校は、まちをつくる中で、とても重要な部分でもありますし、どんな障害を持っ

ていたとしても、バリアがあると、そこに入れません。 

先日、３・４・２７号線（さくら通り）でバリアチェックをやってみました。や

はり新しい道なので、街渠が切ってあるところがあったり、車いすでもスムーズに

入れたりするところもありましたが、道路が少し鋭角に切ってあると、車いすでも

乗り越えられないところがありました。私たちは難なく乗り越えられるところが、

やはり障害者の人にとっては、それがバリアになってしまいます。 

本当にバリアフリーというのは難しくて、実は車いすの人にとっては点字ブロ

ックがバリアで、障害の種類によって、それぞれ違うつらさを抱えています。ただ

バリアがフリーになるだけではなく、心のバリアフリーがとても求められると思

うので、やはりこの目標３の『住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定』という

のは、とても重要なことだと思います。 

目標９は、内容が変わっていますが、セーフティネット法ができたことで、どの

ような人でも一緒に混じり合って、そのまちに暮らし続けられるということが必

要だと思います。障害のある人が外に出る回数が本当に増えているのでトラブル

にもなりますが、そのトラブルによって、私たちがどうすれば良いのかが問われて

いるのではないかと思います。東京都も、このバリアフリーにとても力を入れてい

ますので、本市でもぜひ、力を入れてやっていただきたいと思います。 

 

《 委 員 》 

３３ページの目標１０ 都市づくりと一体となった団地の再生は、既決定からの

変更ということで、東村山市は、東京都が管理している都営住宅が数多い地域でも

あります。どの地域もそうですが、特に団地は高齢化社会が起きていて、都営住宅

も構造上、これが顕著に表れています。その上で、この最初の『団地に多様な世代

が生活するとともに、様々な人が集い、交わる居場所が創出されることで』という

非常にありがたい新しい目標を掲げていただけています。 

今までも、市には裁量がない部分ではないかと思いますし、このように東京都か

ら提示していただいているので、ぜひ都市計画のほうからも、新しい世代がしっか

り入れるような都営住宅のあり方を申し入れていただきたい。また、こういう目標

を掲げられた以上、これを実現していっていただかないといけません。自治体も本

当に運営が難しくなっている現実もありますので、ぜひこの目標について、東村山

市としても積極的に取り組み、東京都と連携を取って進めてほしいということを

要望していただけないかと思います。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 



16 

目標１０ 都市づくりと一体となった団地の再生は、重要な視点の１つと捉えて

おります。市内には都営住宅もありますし、民間の団地もございます。民間の団地

も老朽化への対応等の課題があり、管理組合の有無や、修繕積立金等が適正に管理

されているか、現在、東京都と東村山市が連携して、一定の条件の分譲マンション

に助言・指導等を行っているところでございます。今後もしっかり取り組みを進め

ていきたいと思っております。 

 

《 会 長 》 

変更案は、具体的な内容が示されておりますので、そういった方向で、また新た

にこの制度が効果的に実施されていけば良いと思っております。 

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

議ございますか。 

 

－ 「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 東村山駅西口地区地区計画の変更」の答申案につい

て賛成の方の挙手を求めます。 

 

－ 委員による挙手 － 

 

挙手多数と認めます。 

答申については、他２案件の答申とあわせて後程いたします。 

 

続いて、「東村山都市計画高度利用地区の変更」の答申案について賛成の方の挙

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、「住宅市街地の開発整備の方針の変更(東京都決定)」の答申案について

賛成の方の挙手を求めます。 

 

－ 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、３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、［報告事項］として都市計画・住宅課より４点、みどりと公園課より

１点、報告させていただきます。 

１点目の「低層住居専用地域の都市計画検討」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ついて 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

本日は、大きく２点ご報告いたします。１点目に、昨年度末に実施しました、低

層住宅地のまちづくりに関する市民アンケートの集計報告、２点目に、今年度７月

に実施いたします、農地を対象としたアンケートについて説明いたします。 

資料３、資料４－１から４－３をご用意ください。 

それではまず、１点目の低層住宅地のまちづくりに関する市民アンケートの集

計報告になります。資料３の１ページ目をご覧ください。 

市内の低層住宅地に居住する１８歳以上の市民を対象に、2,000 人の無作為抽出

を行い、郵送にて配布いたしました。 

回収方法は、郵送とＷＥＢ形式の併用としております。 

回収結果としては、2,000 件のうち 853 件の回収で、回収率 42.7％でした。内

訳として、郵送回答が約 34％、ＷＥＢ回答は約８％でした。 

続いて、各問の集計に移ります。 

問１～６は基本的事項になっております。 

問１ 年齢です。結果としては、70 代が一番多く、次いで 50 代、60 代、40 代

の順となりました。また、回答方式別で見ると、その年齢構成は大きく異なってお

り、特にＷＥＢ回答では 50 代より若年の割合が高く、回答の絶対数は少なかった

ものの、結果的にこれが全体の年齢割合の均質化に貢献したことが分かります。 

問２ 地域は、グラフのとおり恩多町が最も多く、次いで久米川町、秋津町の順

となっています。こちらは低層住居専用地域が地域の中でどのぐらいウェイトを

占めているかということも大きく影響しておりまして、本町、栄町はそもそも低層

住居専用地域が少ないため、少数となっております。 

問３は割愛いたしまして、問４ 家族構成です。二世帯同居が 45％、夫婦のみが

32％という結果でした。三世帯同居は 2.6％と低い結果となっております。 

問５ 築年数です。１０～２０年未満が 24.7％、２０～３０年が 23.1％、１０年

未満が 19.8％で、築３０年未満の建物で７割近くを占めております。また、旧耐

震基準に該当する昭和５６年以前となる築４０年以上の建築物の割合が 16.8％と
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なっております。町別の集計では、築２０年未満の建物の居住者が多いのは、美住

町が 77.8%と最も多く、次いで本町 75.0%、野口町 51.9%となっております。一

方、築４０年以上の居住者が多いのは、多摩湖町 23.6%、秋津町 20.9%、青葉町

20.6%となっています。 

問６ 敷地面積では、120 ㎡未満が 54.6％となり、過半を占めています。一方、

回答割合として最も多かったのは 120～240 ㎡の 33.5％となっています。町別で

は、120 ㎡未満は美住町が 77.8%と最も多く、秋津町 64.5%、恩多町 59.0%と続き

ます。一方、240 ㎡以上敷地面積が多いのは、多摩湖町 22.5%、廻田町 14.1%、萩

山町 13.9%となっています。 

問７からは住環境に関する質問をしております。 

問７ 今の住居を選んだ際に最も重視したことでは、「交通利便性・生活利便性」

が 32.9%と最も多く、「近隣を含めた周辺の街並み」18.1%、「建物の大きさや間取

りなど」13.6%の順となっています。町別の集計では、萩山町、秋津町、本町で「交

通利便性・生活利便性」が５割を超えています。また、狭山丘陵周辺の諏訪町、多

摩湖町、全生園周辺の青葉町では「近隣を含めた周辺の街並み」が最も多くなって

おります。 

問８ 今の住居を選んだ際に希望が実現しなかったことでは、「希望通り実現で

きた」が 31.9%と最も多く、以下「もっと部屋を広くしたかった」21.0%、「敷地

の大きさにより、広い庭や駐車スペースがとれなかった」19.3%の順となっていま

す。また、町別の集計では、「希望通り実現できた」がほとんどの地域で最も多く

なっていますが、美住町と諏訪町で「もっと部屋を広くしたかった」が最も多くな

っています。 

問９ 住環境の満足や、安心の度合いでは、「日当たり・風通しの状況」が満足・

やや満足を合わせて 70.8%と最も満足度が高く、次いで「低層の住宅が建ち並ぶ街

並み景観・統一感」が満足・やや満足を合わせて 63.5%となっています。一方、「木

造建物の密集による火災時の延焼の不安」が不安・やや不安合わせて 54.4%、「敷

地の細分化の進行による隣家からの圧迫感の増加など」で 40.9%が不安を感じて

いるという回答でした。 

問１０ 今後、建て替えや住み替えなどを検討する際、最も重視することでは、

「交通利便性・生活利便性」が最も多く 43.1%で、「問７ 今の住居を選んだ際に最

も重視したこと」の同じ質問と比べて約 10 ポイント高く、次いで「近隣を含めた

周辺のまちなみ」17.1%となっており、敷地や建物の規模より、利便性や周辺の街

並みなど周辺環境を重視する傾向が高いことが伺えます。 

問１１ 今後、建て替えや住み替えなどを検討する際、実現したいことでは、「周

辺環境のよいところを選びたい」が最も多く 50.9%で、「問８ 今の住居を選んだ際

に希望が実現しなかったこと」の同じ質問と比べて約 33 ポイント高くなっていま

す。 

問１２ 低層系用途地域の住環境の向上を図るうえで重要なものでは、「日当た

り・風通しの状況がよくなること」が大変重要・重要を合わせて 94.3%と極めて重

要度が高く、次いで「木造建物の密集を防ぎ、防災性の高い住宅地」が大変重要・

重要を合わせて 93.3%と高い重要度となっています。一方、「同じ敷地で、建てら
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れる住居の面積が大きくなること」が重要と思わないが 17.8%となっており、この

回答の町別では、多摩湖町の割合が高くなっています。 

問１３以降は都市と農業の共存に関する質問です。 

問１３ 現在の農業や農地との関わりでは、「直売所などで地場産野菜を購入し

ている」が 48.8%と最も多く、「近くの農地の風景がやすらぎをもたらしている」

35.2%、「自分の家の庭で家庭菜園をしている」18.8%の順となっています。 

問１４ 「農」のある暮らしについての考え方では、「地場産野菜を購入したい」

が 62.8%と最も多く、「地場産野菜などを楽しめるレストランなどにいってみたい」

が 35.8%、「家族で楽しめる農業体験などをしてみたい」13.2%となっています。 

問１５ 農地に対する考え方では、「是非残していくべき」・「どちらかといえば残

していくべき」を合わせると、残すべきという考え方が 86.3%を占めています。町

別の集計では、概ねどの地区も同様の傾向となっていますが、美住町については積

極的に宅地化すべき割合が 22.2%と高い傾向にあります。 

以上の集計結果について、次のスライドでまとめております。 

まず【住環境に関する質問】ですが、居住地選びについては、現在の住居も今後

の建て替え・住み替えについても、主に利便性など周辺環境を重視しています。次

に、居住地選びのうち建物に関することでは、現在の住居も、建て替え・住み替え

についても、建物の大きさや間取りを重視しているほか、部屋の広さへの要望や敷

地の大きさについても要望が高い傾向があります。現在の住環境については、景

観・統一感や日当たり・風通しには満足している傾向が高いものの、隣家との間

隔・密集度合、火災時の延焼への不安、敷地の細分化の進行に対する不安を感じて

いるようです。最後に、低層系用途地域の住環境の向上を図るうえで重要なものと

考えているものは、特に日当たり・風通し、防災性の高い住宅地については大変重

要と考えている傾向にあるということが分かりました。 

次に【都市と農業の共存に関する質問】ですが、農業との関わり、「農」のある

暮らしとも地場野菜の購入など主に食に関することへの要望が高いですが、実際

に購入している人と、購入したい人の間に差がみられます。「農」のある暮らしと

して、農業を学んだり、農業ボランティアなどをやってみたりしたいとの意向が、

割合は少ないものの低層系用途地域の居住者に 9.0%程度いることから、今後の農

地の保全について、支援の可能性にはある程度、期待はできるのではないかという

ふうに読み取れます。農業との関わりについて、農業を営んでいると回答した方は

回答者全体の 2.1%程度と、このアンケートでは、その割合が低いことが分かりま

した。最後に、農地については過半数の人がぜひ残していくべきとしており、農地

を保全していくことについては概ね理解が得られていると考えられます。 

以上で、１点目の低層住宅地のまちづくりに関する市民アンケートの集計報告

を終わります。 

 

次に、２点目の農地を対象としたアンケートについてご説明いたします。 

資料４－１をご覧ください。資料４－１にアンケート実施概要をまとめており

ます。 

はじめに目的ですが、『市では、第２次 都市計画マスタープランに掲げた将来都
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市像の実現のため、低層住宅地の居住水準の向上に向けた検討を進めており、令和

４年２月には、現在、低層住居地にお住いの住民 2,000 名を対象に「低層住宅地の

まちづくりに関する市民アンケート」を実施しました。市の低層住宅地には宅地だ

けでなく、多くの農地があることから、所有者に対して、将来の土地の利活用や田

園住居地域、低層用途地域のルールの検討についての意見聴取をおこなうため、こ

こで改めて農地に関しての市民アンケートを実施する。』としております。 

対象者は、市内に 10a（1,000 ㎡）以上の農地を所有する農家、約 270 名です。 

配付方法は、東京都農業会議が実施するアンケートに合わせて、市の農業振興協

力員２０名を通じて、各農家へ手渡しで配付します。 

回答方法は、回答用紙に記入のうえ、農業振興協力員が回収し、産業振興課へ提

出されます。 

実施期間は、令和４年７月４日～７月２９日の約１ヶ月間としております。 

集計結果については、市のホームページ等での公表を予定しております。 

続いて、配付するアンケート資料の紹介です。資料４－２はアンケート調査ご協

力のお願いと参考資料を付けております。アンケートにお答えいただくにあたっ

て、解説したい内容や、専門的なルールなどの説明をまとめております。 

参考資料①では、田園住居地域を含めた用途地域に関する内容を、参考資料②で

は「低層用途地域のルールの検討が必要な背景について」を説明したうえで、今回

検討している低層用途地域のルールについて記載しております。 

資料４－３が回答用紙になります。全１２問あり、内容は大きく４つに分かれて

おります。 

問１～２では、回答者の基本的事項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内容にはなっておりません。 

問３～７では、所有している農地に関して質問しております。農地に関しては、

低層住居専用地域にかかる農地のみの記載をお願いしております。 

問８～１０では、田園住居地域に関する質問を設けております。前回のアンケー

トでは、田園住居地域に関する具体的な質問は設けておりませんでしたが、今回は

農地をお持ちの所有者の方々へのアンケートということで設けております。 

問１１～１２では、都市計画制度に関する質問を設けております。 

本日、それぞれ個々の設問について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。 

今回のアンケート集計結果に関しましては、次回の都市計画審議会にて報告さ

せていただきたいと考えております。 

２点目の農地に関するアンケート実施については以上となります。 

低層住宅地のまちづくり検討については、本日報告しました２つのアンケート

を踏まえ、今年度秋頃を予定しております地域懇談会の開催に向け、検討を進めて

まいります。 

以上で、低層住居専用地域の都市計画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。ただいま説明のありました「低層住居専用地域の都市
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計画検討」に対するご質問がある方はいらっしゃいますか。 

東村山は、以前に比べると農地もだいぶ減ってきています。職務代理もおっしゃ

っていましたが、昔は農地のほうが多く、虫食い的に住宅がありましたが、今は農

地が虫食い的にあるような状況になりつつありますから、両方が共存できるよう

な形が取れると良いと思っております。 

続いて、「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、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、「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、

担当より説明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 計画調整係担当 》 

配付資料はございませんので、お近くのモニターをご覧ください。 

まずは、前回の都市計画審議会でもご説明しましたが、改めて魅力創造核の概要

についてご説明いたします。 

はじめに、令和３年３月に策定した「第２次 東村山市都市計画マスタープラン」

において、市の将来の都市の姿を「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」と定めており、この将来都市像を実現する都市構造

を「核」、「軸」、「ゾーン」の３つの要素で概念的に表現しております。その中の核

の１つを、さまざまな人々の交流の創出を推進することを方針とする魅力創造核

と定め、市センター地区や北山公園周辺とあわせて、スポーツセンター周辺も魅力

創造核に位置づけております。 

続いて、このスポーツセンター周辺の魅力創造核の中でも、先行して整備を行う

区域、先行整備地区についてご説明いたします。 

先行整備地区は、スポーツセンターの向かいに位置しており、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ます。 

こちらの先行整備地区について、地区計画を決定する手続きを進めています。 

最後に、先行整備地区に関する地区計画のスケジュールについてご説明します。 

昨年度、周辺住民の方を対象として実施した、まちづくりアンケートや懇談会等

の結果を基に、現在、原案の作成をしております。 

今後のスケジュールといたしましては、地区計画原案の縦覧を７月下旬より２

週間実施し、あわせて７月下旬での説明会の開催を予定しております。原案の縦覧

終了後には、ご提出いただいた意見書等を踏まえ、案の作成を行い、案の縦覧をい

たします。その後、都市計画審議会においてご審議をいただき、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。 

なお、都市計画決定後には、市で策定している建築制限条例である「地区計画の
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区域内における建築物の制限に関する条例」への追加も予定しています。 

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。ただいま説明のありました「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方はいらっしゃいますか。 

これから具体的な内容が決まっていくと思いますが、府中街道沿いにあるＪＡ

さんが、府中街道の拡幅と西武鉄道の連続立体交差事業によりスペースが手狭に

なってしまうことで、このさくら通り沿いに移転をされるということです。今後も

市とＪＡさんの両方で計画検討していくとは思いますが、期待をしていますので、

よろしくお願いいたします。 

続いて、「都市計画道路３・３・８号線沿道地区計画」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、「都市計画道路３・３・８号線沿道地区計画」について、担当より説

明をさせていただきます。 

 

〇都市計画道路３・３・８号線沿道地区計画について 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

配付資料はありませんので、お近くのモニターをご覧ください。 

はじめに、都市計画道路３・３・８号線の整備について説明いたします。 

現在、赤色で示しております都市計画道路３・３・８号線 事業中箇所において、

関係権利者様の協力を得ながら東京都が事業を進めており、この整備に合わせて

地域の交通の利便性が高まりつつある地域でございます。 

この都市計画道路３・３・８号線については、地域及び市の重要な幹線道路であ

り、その沿道地域は、令和３年３月に改定された、東村山市の都市計画の基本計画

である「東村山市都市計画マスタープラン」において、『沿道複合地区』という位

置づけがされております。『沿道複合地区』の土地利用の方針として、「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」ことが謳われております。 

これらの将来市街地像の実現を目指す一方で、無秩序な土地利用による、住環境

の悪化は防がなければなりません。 

そこで、市では、この都市計画道路３・３・８号線のうち、さくら通り付近から

都県境までの区間、沿道２０ｍの範囲につきまして、都市計画マスタープランの位

置づけを基に、沿道の地域の方々のご意見を伺いながら、地区の将来像や、住環境

を守るためのまちづくりルールを検討していくこととしました。 

最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。アンケート調査はすでに

実施し、現在は上段の青枠にあります、まちづくりルールの原案の内容を検討して

おり、地域の皆様との懇談会を予定しているところです。 
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今後、作成した原案の縦覧後、東京都との協議を経て、作成した案の縦覧を行

い、都市計画審議会での審議を経て、地区計画及び用途地域等の都市計画が決定し

ます。 

なお、その後、市で策定している建築制限条例である「地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例」への追加も予定しています。 

都市計画道路３・３・８号線沿道の地区計画についての説明は以上です。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただいま説明のありました「都市計画道路３・３・８

号線沿道地区計画」に対するご質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

《 委 員 》 

先程の地図で見ますと、いわゆる街路計画、路線決定に近い形で提案されている

ように思いますが、もう少し駅に近い周辺部も含めた面的な構成で考えていただ

くことはできないのでしょうか。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

現在、東京都が３・３・８号線の用地取得を積極的に進めていただいておりま

す。このため、残った土地での住宅再建を検討される方もいると伺っており、まず

は沿道について、地区計画にあわせて用途地域の変更を進めていきたいと思って

おります。 

 

《 会 長 》 

沿道の用途地域、第一種低層住居専用地域の部分ですが、用地取得によって敷地

面積が小さくなってしまうと、建ぺい率４０％・容積率８０％のままでは建て替え

が難しいこともあります。この建ぺい率・容積率は、いつぐらいに解消されるので

しょうか。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

スケジュールとしては、担当よりご説明したとおり、地域の皆様との懇談会を開

催させていただいた後、沿道の皆様のご意見を踏まえて原案を作成してまいりま

す。用途地域の都市計画の決定の時期については、まだ手続きの前段のところです

ので、もう少し時間をいただければと思います。 

 

《 会 長 》 

よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、「特定生産緑地の指定状況」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、「特定生産緑地の指定状況」について、担当より説明をさせていただ
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きます。 

 

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 》 

配付資料はございませんので、モニターをご覧ください。 

これまで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

をいただき、公示をしてまいりました。次回の都市計画審議会でも特定生産緑地の

指定についてご意見をいただき、３回目の公示を行いたいと考えておりますので、

特定生産緑地の指定状況及び意向確認書の受付状況についてご報告いたします。 

本日は、任期開始の第１回の都市計画審議会でございますので、生産緑地及び特

定生産緑地の制度についても簡単にご説明させていただきます。 

生産緑地地区とは、都市計画の「地域地区」の１つであり、緑地機能など優れた

農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として決定

するものです。 

生産緑地地区を決定することにより、対象地が農地として明確化され、ビニール

ハウス等、許容されている施設を除き、農地以外の利用が不可能となり、地区内に

おける建築等の行為ができなくなります。 

生産緑地地区の削除には、「公共施設等の設置又は管理」に伴う削除と「買取申

出」に伴う削除の２つがございます。 

「公共施設等の設置又は管理」とは、道路等の公共施設を整備する際などの削除

でございます。 

「買取申出」とは、生産緑地の所有者が、都市計画の決定告示日から３０年を経

過したとき、農業の主たる従事者が死亡したとき、農業の主たる従事者が農業に従

事することを不可能にさせる故障を有するに至ったときのいずれかに該当したと

きに、市長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨の申し出、いわゆる買取申出を

し、市が買い取れない場合に削除となるものでございます。 

続いて、特定生産緑地制度についてご説明いたします。 

生産緑地の買取申出の要件である、都市計画決定から３０年が経過すると、農地

の保全義務が切れ、所有者が、市に対していつでも生産緑地の買取申出をすること

が可能になります。 

最初となる平成４年に都市計画決定された生産緑地が、この３０年の期限を迎

えるのが令和４年で、このタイミングで大量の農地が宅地化されるのではないか

ということが懸念されています。 

令和４年以降の農地の急激な減少を防ぎ、都市にあるべきものとして保全して

いくために、平成３０年４月に特定生産緑地制度が創設されました。 

これにより、生産緑地地区の都市計画決定告示日から３０年が経過する日であ

る申出基準日が近く到来する生産緑地について、申出基準日が経過する前に、市町

村長が農地等利害関係人の同意を得て、買取申出が可能となる期日を１０年延長

することができるようになりました。 

このことから、当市においても引き続き生産緑地の保全を図っていくため、平成

４年と平成５年に都市計画決定された生産緑地を対象に、特定生産緑地の指定手
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続きを進めているところでございます。 

続いて、特定生産緑地の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回に分けて実施しております。１回目が、

令和元年１１月から令和２年３月までで、令和２年度に公示をしたもの。２回目

が、令和２年４月から１２月までで、令和３年１１月に公示をしたもの。３回目

が、令和３年１月から１２月までで、今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、今年度の流れといたしまし

て、６月から８月頃に利害関係者の同意取得を行い、次回の都市計画審議会でご意

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回目の受付状況に

ついてご報告いたします。 

１２月末時点で、86 件の意向確認書を受理し、１回目、２回目と合わせまして

合計 318 件、対象者数が 320 件ですので、未提出が２件となっておりました。 

未提出の２件につきましては、個別に相続等のご事情をご相談いただき、２月に

１件の提出をいただきました。残り１件についても、意向については概ね決まら

れ、現在提出に向け、ご準備いただいているところでございます。 

続いて、ご提出いただきました 320 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、全対象者数 320 件に対し、１回

目及び２回目受付分を合わせて、232 件、約 72％の方にご提出をいただき、指定

の公示をしております。また、３回目受付分としまして 87 件、約 27％の方にご提

出をいただき、未提出が１件、約 1%でございます。 

ご提出いただいた方の指定希望の内訳は、指定を希望されている方が 306 件で

約 96％、見送られるという方が 13 件で約 4％となっております。 

まだご提出されていない１件につきましては、先程申し上げましたとおり、現在

提出のご準備をいただいているところでございますが、今年度の最終公示に向け、

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及び受付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。ただいま説明のありました「特定生産緑地の指定状

況」に対するご意見やご質問がある方はいらっしゃいますか。 

今後の特定生産緑地の指定について、よろしくお願いいたします。 

続いて、「前川公園の都市計画変更」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 》 

「前川公園の都市計画変更」について、みどりと公園課より報告がございますの

で、みどりと公園課職員の入室をさせていただきます。 
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〇前川公園の都市計画変更 

《 みどりと公園課長 》 

みどりと公園課長の中澤でございます。よろしくお願いいたします。 

みどりと公園課からは、２点ほど、ご報告がございます。１点目が前川公園の都

市計画変更について、もう１点が多摩湖町１丁目地内の緑地について、ご報告させ

ていただきたいと思います。次回の都市計画審議会にて、ご審議いただく予定では

ございますが、本日事前に、委員の皆様にご報告をさせていただければということ

で、この時間を作っていただきました。 

それでは、前川公園の都市計画変更でございます。前川公園は、東村山市野口町

２丁目１９番・２０番地内にございます。今現在、シチズンさんのグラウンドにな

っているところでございます。 

東村山市は、第５次総合計画において将来都市像を「みどり にぎわい いろど

り豊かに 笑顔つながる 東村山」と定め、前川公園等の規模の大きな公園の整備

を施策の方向性として示しているところでございます。また、「第２次 東村山市都

市計画マスタープラン」及び「東村山市みどりの基本計画２０２１」並びに「東村

山市国土強靭化地域計画」及び「東村山市地域防災計画」において、前川公園の整

備にあたっては、市民交流の場やスポーツ施設の整備に加えまして、防災等の機能

の拡充がその目的として掲げられているところでございます。 

こうしたことから、防災等の機能の充実をするべく、前川公園に隣接する約

0.12ha の区域において、既存の地形地物との整合を図り、オープンスペースの確

保を行うため、区域を追加する都市計画変更をしようとするものであります。 

続きまして、東村山市多摩湖町１丁目地内緑地について、説明をさせていただき

ます。場所は、東村山市多摩湖町１丁目７番地１及び１２番地１で、現在は、民間

所有の樹林地でございます。 

市の条例「東村山市緑の保護と育成に関する条例」にて、「緑地保護区域」に指

定をしているところでございます。所有者より、買取の申し出があり、当該緑地が

みどりの基本計画２０２１において位置づけた「保全配慮地区」内に位置する点、

狭山公園・八国山緑地・北山公園・せせらぎの郷多摩湖緑地・トトロの森など、東

京都、市、民間トラストがこれまで手を携え保全を進めてきた狭山丘陵の一部とみ

なせる点、キンラン・ギンラン等貴重な植物の群生が確認された点、市内の緑地保

護区域のうち最大の面積を誇る点などを総合的に判断いたしまして、身近な自然

とのふれあいの場として、公有地化に向けた取り組みを進めていきたいと考えて

いるところでございます。 

現在、公有地化に向けたスケジュールといたしましては、令和４年度に都市計画

緑地としての決定、令和５年度に都市計画事業認可を経て事業を進めさせていた

だければと考えているところでございます。 

以上 2 点でございます。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただいま説明のありました「前川公園の都市計画変

更」などに対するご意見やご質問がある方はいらっしゃいますか。 
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今後の前川公園の都市計画変更について、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。 

では、今後の審議会 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 》 

今後の都市計画審議会の開催予定につきましては、主な諮問内容といたしまし

て、東村山市生産緑地地区の都市計画変更、及び前川公園の都市計画変更について

諮問をさせていただき答申をいただきたいと考えております。 

次回、令和４年度 第２回 都市計画審議会は、令和４年１０月７日を予定してお

ります。決定いたしましたら詳細をお知らせいたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

３. 閉会 

《 会 長 》 

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４年度 第１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。 

 

 


