
低層住宅地のまちづくり検討について 

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）を実施します。 

【目的】 

市では、第 2次都市計画マスタープランに掲げた将来都市像の実現のため、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」を実施している。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。 

 

【概要】 

１．対象者 

市内に 10a（1,000 ㎡）以上の農地を所有する農家 約 270件(※) 

(※)低層住宅地に農地を所有していない農家を除外するため 10 件程度の減の可能性あり 

２．配付方法 

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する 

３．回答方法 

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 

４．実施期間 

令和 4年 7月 4日（月）～7月 29 日（金） 

５．集計結果の公表 

集計結果は、市のホームページ等で公表予定 

 

【これまでの経過と今後のスケジュール】 

令和 4年 2月 市民アンケート（無作為 2,000 名）実施 

令和４年３月～４月 市民アンケート集計 

令和 4年６月 市民アンケート集計結果公表 

令和 4年 7月 農地編アンケート配付 

令和 4年 8月～9月 農地編アンケート集計 

令和 4年度内  地域懇談会等の開催 
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敷地面積

床面積

容積率（％）＝ ×100
敷地面積

床面積の合計

敷地面積

建築面積

建蔽率（％）＝ ×100
敷地面積
建築面積

これからの東村山市のまちづくりに対するご意見をお聞かせください

※　アンケートの集計結果は、市ホームページ等で公表する予定ですが、個人を特定する
　　内容はございませんので、ご了承いただけますと幸いです。

　日頃から東村山市のまちづくりについて、ご理解とご協力をいただき、誠にあ
りがとうございます。
　東村山市では、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
策定し、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』と定めました。この都市計画マスタープランに
おいて、災害に強く、持続可能なまちの実現に向け、低層住宅地における最適な
土地利用が図られるよう、居住水準の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・容積率の緩和等に取り組むことを位置付けております。そのため、
市内の多くを占める低層住宅地において、少子高齢化やライフスタイルの多様化、
ポストコロナ等の新しい生活様式への対応などを踏まえながら、住環境の悪化防
止や防災性の向上など、快適な住環境の形成に向けたルールの見直しを検討して
います。
　そこで、市内の低層住宅地に農地をお持ちの皆様が日常生活の中で感じている
お考えをお伺いするため､アンケートを実施いたします。
　いただいたご意見をもとに、今後の検討を進めてまいります。
　お忙しいところお手数をおかけしますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協
力いただきますようお願い申し上げます。

令和 4年 7月　東村山市

≪アンケート調査ご協力のお願い≫

■　7月 29 日（金）までに、農業会議の調査回答とあわせて、別紙回答
　　用紙をご提出ください。

【お問い合わせ先】　
　東村山市  まちづくり部  都市計画・住宅課  計画調整係
　電話　042-393-5111　内線 3712

■  低層用途地域の住環境を向上するためのルールと考え方

　低層用途地域に居住する市民の皆様のお住まいに対する希望を叶えたり、住環境に対する不安を
解消し、住環境を向上させるための都市計画のルールと、その考え方をご紹介します。

 【建蔽率の緩和】

　建蔽率とは、敷地内の空地を確保することで、日当たりや
防火上の安全性を備えるためのルールで、建築面積を敷地面
積で割って算出します。 
　本市の低層用途地域では主に 40%が定められています。
　緩和した場合、建替えや増築の際、建築面積を増やすこと
が可能です。

　容積率とは、建物の床面積を制限するためのルールで、建
物の各階の床面積を合計した延べ面積を敷地面積で割って算
出します。 
　本市の低層用途地域では主に 80%が定められています。
　緩和した場合、建替えや増築の際、延床面積を増やすこと
が可能です。

　敷地面積の最低限度を定める、敷地の細分化を防ぐルールのことです。 
「１つの敷地を、新たに 2つ以上に分割して建物を建てようとする場合、分割後の敷地面積は
○○㎡以上にしなくてはいけない」というルールです。現在、市内の一部に指定されています。 
　敷地面積の最低限度を導入することにより、宅地規模の小さい敷地の増加を防止するなど居
住環境の悪化を防ぐことが可能です。

　密集した市街地などで火災が広がる危険性を防ぐためのルールで、建築物の構造に一定の
防火措置を定めるものです。さらに強い制限の防火地域と合わせて、市内の約 4割の地区に
指定されています。
　準防火地域を導入することにより、火災の延焼防止を図ることが可能です。

 【容積率の緩和】

 【敷地面積の最低限度の導入】

 【準防火地域の導入】

（例）敷地面積の最低限度が 120 ㎡
　　  の場合
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≪用途地域・田園住居地域について≫

■  「用途地域」とは？
　用途地域とは、都市計画法に基づき、建築できる建物の種類や高さ、用途の制限を定めたルール
のことです。（都市計画法第 8 条）
　現在、13 種類の用途地域に分けられていますが、その種類によって、建てられる建物の大きさや
種類などが制限され、市内では 10 種類が指定されています。
　用途地域は大きく分けて住居系・商業系・工業系の 3種類に分類されています。

■  「田園住居地域」とは？

　「田園住居地域」は用途地域の一つで、平成 30 年４月に新たに創設されました。

田園住居地域とは．．．
住宅と農地が混在し、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地域
を、あるべき市街地像として都市計画に位置付け、 開発 / 建築規制を通じてその実現
を図るもの。

 「田園住居地域」に指定されるとどうなるの？

◆  開発規制
・  農地の開発や建築物の建築等について、市長の許可が必要になり
　ます。
・  農地については一定規模 （政令で 300 ㎡と規定）以上の開発行為
　等は、原則不許可になります。

◆  建築規制（以下のものは建築可能）
・  住宅、老人ホーム、診療所等や、150 ㎡以内の日用品販売店舗、
　食堂・喫茶店、サービス業店舗等（低層住居専用地域に建築可能
　なもの）
・  500 ㎡以内の農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工
　所等 
・  温室、集出荷施設、米麦乾燥施設、貯蔵施設 等

◆  形態規制
・  低層住居専用地域と同様の形態規制
　（日影等の影響を受けず営農継続可能）

◆  税制措置
・  田園住居地域内の宅地化農地（300 ㎡を超える部分）について、
　固定資産税等の課税評価額を 1/2 に軽減 （令和元年度分より適用） 
・  田園住居地域内の宅地化農地について、相続税・贈与税・不動産
　取得税の納税猶予を適用

≪低層用途地域のルールについて≫

■  低層用途地域のルールの検討が必要な背景
　市では、現在市民の皆様の意見を踏まえ策定した第 2次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 ( 第一種及び第二種低層住居専用地域の定められた地域・詳
しくは「低層用途地域とは？」参照 ) 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に、用途地域のルールの検討が必要と考えております。

■  「低層用途地域」とは？

　【課題】  

　「低層用途地域」とは、用途地域のうち、「第一種及び第二種低層住居専用地域」が定められた地
域です。
　低層用途地域は、用途地域のルールによって２～３階建ての住宅が建ち並ぶ、閑静な住宅地が保護・
形成されています。

参考資料① 参考資料②

　令和 3年度には、低層用途地域にお住まいの方（2,000 名）を対象にアンケート調査を実施し、
低層住宅地のまちづくりに対するご意見をお伺いしています。

◆  人口減少や少子高齢化の進行に伴う、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。 

◆  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。 

◆  新型コロナ禍による「新しい生活様式」のもと、郊外でのゆとり 
　  ある生活や、テレワークのための居室増を求める志向が高まって 
　  います。 

◆  建築ルールの制約により、子ども世代と暮らせる広さへの建替え 
　  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。 

→  裏面へ

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域

　低層住宅のための地域です。小規模
なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中
学校などが建てられます。

　主に低層住宅のための地域です。小
中学校などのほか 150 ㎡までのお店な
どが建てられます。
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１．基本的な事項 

はじめに、あなたご自身についておたずねします。 

問１．あなたの年齢についてお答えください。（１つ選んでください） 

１．１８～２９歳  ２．３０～３９歳  ３．４０～４９歳   

４．５０～５９歳  ５．６０～６９歳  ６．７０～７９歳   

７．８０歳以上 

 

問２．あなたがお住いの地域はどちらですか。該当する町名と丁目にそれぞれ○をつけてく

ださい。 

 

1 本町  1 一丁目 

2 久米川町  2 二丁目 

3 秋津町  3 三丁目 

4 青葉町  4 四丁目 

5 恩多町  5 五丁目 

6 萩山町    

7 栄町    

8 富士見町    

9 美住町    

10 廻田町    

11 多摩湖町    

12 諏訪町    

13 野口町    

 

 

 

 

  

回答欄 

 

回答用紙 

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） 
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２．所有している農地に関する質問 

次に、あなたの所有している農地についておたずねします。 

問３～問７．あなたの所有している農地について、問ごとに、あてはまるもの１つに「✔」

をつけてください。 

農地が複数ある場合は、大きい順に、一団の土地ごとにご回答ください。 

 

   
記入

例 
① ② ③ ④ ⑤ 

問

３ 

土地の所在地に

ついてご記入く

ださい。 

 

町 町 町 町 町 町 

丁目 丁目 丁目 丁目 丁目 丁目 

問

４ 

おおよその面積

について教えて

ください。 

１．120 ㎡未満       

２．120 ㎡以上 240 ㎡未満       

３．240 ㎡以上 300 ㎡未満       

４．300 ㎡以上 500 ㎡未満 ✔      

５．500 ㎡以上       

問

５ 

耕作状況

と指定状

況を教え

てくださ

い。 

耕作

状況 

１．耕作している ✔      

２．遊休農地となっている       

指定

状況 

１．生産緑地であるが、特定

生産緑地ではない 
      

２．特定生産緑地である ✔      

３．それ以外である       

問

６ 

今後１０年間の

土地活用につい

て教えてくださ

い。 

１．農地として継続したい 

（貸借を含む） 
✔      

２．転用を検討している       

３．わからない、その他       

問

７ 

１０年後以降の

土地活用につい

て教えてくださ

い。 

１．農地として継続したい 

（貸借を含む） 
      

２．転用を検討している ✔      

３．わからない、その他       

 

本 

１ 

※用途地域が低層住居専用地域

にかかる農地についてのみご記

入ください。 

わからない場合は、都市計画・

住宅課へお問合せください。 
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３．田園住居地域に関する質問 

平成30年４月に新たに創設された「田園住居地域」について、おたずねします。 

（※別紙参考資料①をお読みになりお答えください） 

問８．田園住居地域に指定された場合のイメージについてどのように思うか、あてはまるも

のを各段階の中から選んで１つ○をつけてください。 

 

１．農産物の直売所や農家レストランなどの施設が建築できるようになること 

 

 

２．固定資産税などの優遇措置が生産緑地ではなくても受けられること 

 

 

３．農地開発が規制されることで、相続の際に農地の転用がすぐに出来ないこと 

 

 

４．一定規模で指定することで、地域の農業環境が保たれること 

 

 

 

問９．問８のお答えを踏まえて、田園住居地域の指定についてどう思いますか？ 

１． 指定してほしい 

２． 指定してほしくない 

３． どちらでもない・わからない 

 

 

問１０．問９の回答に至った大きな理由をお書きください。その他、田園住居地域について、

ご自由にご意見をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

メリットと感じる どちらでもない メリットと感じない 

メリットと感じる どちらでもない メリットと感じない 

メリットと感じる どちらでもない メリットと感じない 

メリットと感じる どちらでもない メリットと感じない 

１ ２ ３ 

回答欄 
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４．都市計画制度に関する質問 

現在、低層用途地域の住環境の向上を目的にまちづくりのルールの検討をおこなっています。

それらの都市計画制度についておたずねします。（※別紙参考資料②をお読みになりお答えくだ

さい） 

問１１．所有される農地を転用・活用する際に、期待される低層住宅地のまちづくりについ

ておたずねします。以下のまちづくりのイメージについてどのように思うか、あては

まるものを各項目の中から選んで１つ○をつけてください。 

１． 市内の一般的な建売住宅よりも敷地面積を広めに設定することによる、良好な街並みの

景観や統一感がある住宅地 

 

 

２． 敷地面積の最低限度を定めることにより、隣の建物との間隔を保ち、日当たり・風通し

のよいゆとりのある住宅地 

 

 

３． 建蔽率や容積率を緩和することにより、親・子・孫など多世代での暮らしや、仕事や趣

味の部屋が確保できる建物が建てられる住宅地 

 

 

４． 建物の不燃化を図ることによる、災害に強い住宅地 

 

 

 

問１２．所有される農地を転用・活用する際に、取り組みたい土地利用の制度やまちづくり

のルールについて、あてはまるもの全てに○をつけてください。 

１． 土地区画整理事業により、住宅地と道路、公園など街並みを一体的に整備したい。 

２． 地区計画を導入し、ルールに沿って秩序ある住宅地を整備したい。 

３． 個人による５００㎡を超える規模での開発行為によって、宅地造成をおこないたい 

４． 特にない・わからない 

５． その他 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 

期待する どちらでもない 期待しない 

期待する どちらでもない 期待しない 

期待する どちらでもない 期待しない 

期待する どちらでもない 期待しない 

１ ２ ３ ４ ５ 

回答欄 

（具体的に） 


