
 

 

令和２年度

第１回 東村山市都市計画審議会

令和２年７月３０日



東村山市都市計画マスタープラン改定の流れ  

 

 2018年度 2019年度 2020年度 

５計画共通 
   

現計画の総括 
   

方向性の検討 
   

計画案の検討 
   

市民参加の取組 
   

都市計画審議会 
   

庁内検討体制 
   

関係機関等 
   

 

中間のまとめ 

 

本日 

 

東村山市都市計画マスタープラン改定委員会、検討部会、まちづくり検討会議にて 

検討を行い、有識者へのヒアリングを行う。 

オープンハウス 
団体等意見聴取 

地域別説明会 

諮問・答申 

 

パブコメ 
中間のまとめ 

 

計画素案 
パブコメ 

隣接市や東京都等の関係機関と協議を行い、連携して調整する。 

※この流れは、必要に応じて随時見直しを図るものとする。 

 

計画素案 

 

令和 2年度第 1回東村山市都市計画審議会 

【事前配付資料①】 



 

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の結果 

 

 

 

１．案件名 第２次東村山市都市計画マスタープラン 中間のまとめ 

２．担当所管 東村山市まちづくり部都市計画課 

３．概要 
（１）意見募集期間 令和２年２月２０日（木曜）から令和２年３月１０日（火曜）まで 

（２）周知方法 東村山市ホームページ・Facebook「たのしむらやま＠東村山」、市報ひがしむらやま令和２年２月１日号・

意見回収箱の設置場所へのポスター掲示 

（３）意見回収箱の設置個所 情報コーナー（本庁舎１階）                         

いきいきプラザ総合窓口（いきいきプラザ１階） 

ワンズタワー内地域サービス窓口（サンパルネ２階） 

公民館（萩山、秋津、富士見、廻田） 

富士見図書館 

ふれあいセンター（多摩湖、恩多、栄町、久米川、秋水園） 

青葉地域センター 

市民スポーツセンター 

ふるさと歴史館 

美住リサイクルショップ 

社会福祉センター 

子育て総合支援センター（ころころの森）     

４．ご意見をお寄せいただいた人数 計３名（内訳：直接持ち込みによる提出１名、市ホームページからの提出２名） 

５．ご意見の数 ９件 

６．ご意見の内容と市の考え方 次ページのとおり 

 ※お寄せいただいたご意見の中に複数に渡る内容が記載されている場合は、項目ごとに分割するなど、整理して記載しています。 

また、明らかな誤字・脱字等の修正を除き可能な限り原文のまま掲載しています。 

  

【事前配付資料②】 
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№ 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方 

１ 

 

 

 

 

対象場所： 

【８】－１ 土地利用の方針（２） ① Ⓓ生産研究地区 ２）跡地利用の際の無秩序

な土地利用転換の抑制、流通の基盤となる道路の整備など、既存の工場の操業環境

に配慮した土地利用がされるよう規制・誘導を図ります。 

意 見： 

ネット回線、再生エネルギー施設（太陽光パネル、太陽熱利用など）設置優遇措

置などの検討。OA 機器や生産機械などをシェア出来るオフィスや工場への優遇措

置などの検討。 

 

【８】－６ 地域創生まちづくりの方針において、にぎわいと活力のある

商業空間の形成に向けた取り組みの推進や、市内産業の発展的な操業を支え

る基盤づくりの方針を示しておりますが、都市計画マスタープランはまちづ

くりの基本的な方針を定めるものであり、具体的な施策については、改定し

た都市計画マスタープランに基づき、担当所管が検討して参ります。 

 

 

２ 対象場所： 

【８】－２ 道路・交通網整備の方針（１）体系的な道路網・駅前広場の整備 「歩

行空間の充実を重視」 

意 見： 

体系的な道路網を考える際、市内の移動が、自転車や電動アシスト自転車などで

安全に移動できるようにして、市内移動に車が不要になる仕組みをすすめてほし

い。 

道路の面的なカラーリングによって、信号や交通規制にたよらなくても自然と自

転車と歩行者の通行が分かれたり、車が自然とスピードを落としてしまう工夫を取

り入れてほしい。 

また、自転車通行帯に駐車する必要がないように、一時的に停車するスペースを

確保することも検討して欲しい。 

東村山駅周辺と秋津・新秋津駅周辺を結ぶ「３・４・２７（さくら通り）」電動ア

シスト自転車のレンタル、セグウェイ、観光馬車など、観光シンボルにもなる特徴

的な交通システムを打ち出してほしい。上記電動アシスト自転車は、3 輪や 4 輪、

チャイルドシート付、荷台付きなど、海外にあるおしゃれで色んな人がのれる多様

な自転車や、ソーラーパネルで充電できる駐輪場なども検討してみてはどうでしょ

う？ 

空堀川、野火止用水、は、市外から長距離のサイクリングのルートに便利だが、

歩行者との未分離や幹線道路の交差点など、未整備の部分が多い。スピードは出さ

なくても、サイクリングを楽しめる道としての整備や、サイクルステーションなど

があると良いと思う。 

【８】－２道路・交通網整備の方針（２）歩行者優先の道路整備におい

て、歩行者が快適に移動できる道路ネットワークの形成の方針を示しており

ますが、都市計画マスタープランはまちづくりの基本的な方針を定めるもの

であり、具体的な施策については、改定した都市計画マスタープランに基づ

き、担当所管が検討して参ります。 
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３ 対象場所： 

【８】－２ 道路・交通網整備の方針（３）公共交通機関の改善 ③ 新たな移動手段

導入の可能性を踏まえた交通網の充実に向け検討していきます。 

意 見： 

新たな移動手段は、自動運転の実用化を待たず、再生可能エネルギーによる電気

自動車、電動自転車、電動バイクのレンタル、馬車なども選択肢に入れてほしい。 

【８】－２道路・交通網整備の方針（３）公共交通機関の改善において、

新たな交通網の仕組みづくりの検討や、新たなモビリティ導入の可能性を踏

まえた交通環境整備についての方針を示しておりますが、都市計画マスター

プランはまちづくりの基本的な方針を定めるものであり、具体的な施策につ

いては、改定した都市計画マスタープランに基づき、担当所管が検討して参

ります。 

４ 対象場所： 

【８】－１ 土地利用の方針（１）にぎわいのある核の形成 ①「中心核」 

意 見： 

秋津新秋津周辺は、市外の利用者が多いことから、市外へ向けての市をアピール

する発信基地としたらよいのではないか。空き店舗、既存店舗、道路などを使っ

て、市特産品の販売や市政情報の発信など。 

【８】－１土地利用の方針（２）適切な土地利用の誘導において、社会状

況の変化、地域の現況や特性に応じたきめ細やかな土地利用の方針で秋津・

新秋津駅周辺を示しております。 

ご意見のとおり、当該駅周辺は市外の利用者も多いことから、地域別のま

ちづくり方針において、市の情報を発信する機能の記載について検討して参

ります。  

→事前配付資料⑤ P１５ ３ 秋津・青葉地域  

 （４）土地利用の方針 【にぎわいのある核の形成】 ①に記載 

５ 意 見： 

まだ中間まとめということですが、”計画”、”プラン”と言うには不十分である

と思います。「推進します」「検討します」「努めます」という曖昧な表現ばかりで、

具体的にどのような施策を行うのか、ほとんど理解できませんでした。具体的に

「何を」「どのように」「どの程度」進めるのかを明記すべきと思います。そして

KPI（Key Performance Indicator,重要業績評価指標）を設定すべきであると思いま

す。例えば「都市計画道路の重点路線について、＊＊年までに全延長のうち〇〇％

工事完成を目指します、▲▲％用地取得を XX 年までに実現します」など、具体的

な数値目標にするべきです。 

また、施策内容についても、「安全で快適な生活空間の実現を推進します」など

の曖昧な表現ではなく「生活道路の歩車分離（ガードレールやポール設置）を市内

生活道路において全長＊＊km 施工します」などの具体的な内容を明記した方が、

わかりやすいです。 

また、民間企業では中期経営計画など、3 年ごとに区切って具体的な数値目標

（経常利益など）を掲げます。上記のように KPI を設定し、具体的な数値目標を 3

年ごとに設定することで、進捗が市民にも見えやすくなります。こういった業務の

進め方について、行政では不慣れで難しいということであれば、民間のコンサルテ

ィングファームなどにコンサルを依頼し、着実に実行できるように進めるべきであ

ると思います。私からの意見は以上です。 

都市計画マスタープランはまちづくりの基本的な方針を定めるものであ

り、具体的な施策については、改定した都市計画マスタープランに基づき、

担当所管が検討して参ります。 

また、都市計画道路事業においては東京都施行予定の路線もあり、関係機

関との調整が必要となるため、都市計画マスタープランには具体的な期限や

数値を設定するのではなく、市の将来像や方針を明確に記載することで、こ

れからのまちづくりを推進して参ります。 

都市計画マスタープランの展開に関しては、今後取りまとめる予定の【１

０】まちづくりの推進とマネジメントにおいて記載予定です。 

→事前配付資料⑥ まちづくりの推進とマネジメント に記載予定 
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６ 対象場所： 

【８】－３ 環境まちづくりの方針（３）低炭素化の推進 ①環境負荷の少ない低炭

素まちづくりを推進します。 

意 見： 

「太陽光などの再生可能エネルギーを蓄電池との一体的な導入を促進します。」

の文に、「コージェネレーションを含む分散型エネルギー」の追記をし、「太陽光な

どの再生可能エネルギーやコージェネレーションを含む分散型エネルギーと蓄電池

との一体的な導入を促進します。」を提案いたします。また、「太陽光などの再生可

能エネルギーを蓄電池との一体的な導入を促進します。」の下線部を「と」に変更い

ただきますよう併せて提案いたします。 

 【８】－５防災まちづくりの方針（１）地震や火災に強い都市基盤の構築

において、都市施設や建築物の安全性の向上の方針で示しております。 

ご意見のとおり、低炭素化に寄与する取組みとしても考えられることか

ら、環境まちづくりの方針においても、記載することについて検討して参り

ます。 

→事前配付資料④ P５７ ７－３ 環境まちづくりの方針 

 （３）低炭素化の促進 ① に記載 

７ 対象場所： 

【８】－３ 環境まちづくりの方針（３）低炭素化の推進 ①環境負荷の少ない低炭

素まちづくりを推進します。 

意 見： 

「ICT を活用したエネルギーマネジメント（BEMS、HEMS 等）について検討をして

いきます。」に賛同いたします。 

「長期エネルギー需要見通し関連資料（平成２７年７月経済産業省資源エネルギ

ー庁）」の省エネルギー対策では、２０３０年までに BEMS、HEMSによる見える化・

エネルギーマネジメントの導入が記載されている様に、BEMS、HEMSの普及を推進す

ることは、市内の低炭素まちづくりにつながる重要なことと考えます。 

ICTを活用することで、環境負荷の少ない持続可能なまちづくりや市民生活の利

便性にも貢献することから、記載に賛同いたします。 

 ICT に関して、環境まちづくりの方針においてはエネルギーマネジメント

での検討としておりますが、【３】本市を取り巻く将来の状況の中で「本市

を取り巻く将来の状況を踏まえた改定検討に際しての視点」に記載している

とおり、今後市民生活の多岐にわたり ICT や AI などの先端技術を活用した

取組みが進むものと考えております。 
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８ 対象場所： 

【８】－５ 防災まちづくりの方針～まちの強靭化に向けて～（１）地震や火災に強

い都市基盤の構築 ①都市施設や建築物の安全性の向上を推進します 

意 見： 

「大規模な土地利用転換や共同住宅の建設・更新、公共施設の再生や集約に併

せ、コージェネレーション施設や、再生可能エネルギー利用など分散型エネルギー

の導入を検討し、被災後も機能が維持できるよう、エネルギーの安定化に向けた取

り組みを促進します。」に賛同いたします。 

コージェネレーションは、災害時や電力系統の事故時にも、エネルギー供給を継

続することが可能で、事業継続にも貢献します。 

「エネルギー基本計画（Ｐ７３）（２０１８年７月閣議決定）」に、「電気・熱を

更に効率的に利用するためのコージェネレーションの推進として、省エネルギー性

に加え、送電ロスが少なく、再生可能エネルギーとの親和性もあり、電力需給ピー

クの緩和、電源構成の多様化・分散化、災害に対する強靭性を持つ」と記載されて

いる様に、コージェネレーションを非常時だけでなく、常用することが重要と考え

ます。 

 【８】－５防災まちづくりの方針（１）地震や火災に強い都市基盤の構築

①都市施設や建築物の安全性の向上の方針で示しております。 

ご意見のとおり、災害時の事業継続においてエネルギーの安定化は必要不

可欠と考えております。コージェネレーション施設や分散型エネルギー導入

後については、非常時だけでなく常用化を視野に入れ、防災まちづくり方針

の記載について検討して参ります。 

→事前配付資料④ P６３ ７－５ 防災まちづくりの方針 

 （１）地震や火災に強い都市基盤の構築 ① に記載 

９ 対象場所： 

【８】－５ 防災まちづくりの方針～まちの強靭化に向けて～（３）災害発生時の安

全な経路・拠点の確保 ①安全は避難所や避難・救援経路の確保を推進します。 

意 見： 

「避難所に指定されている小中学校などについて、避難所機能の充実を図りま

す。」に賛同いたします。 

災害時に避難所となる小中学校は、避難された市民の方へ安全で安心かつ平常時

の日常生活に近い環境を提供することが重要と考えます。このことから停電対応型

の発電機能や空調機能を併せ持つ自立型避難所としての機能の充実を図ることが、

将来的に建物やまちの価値向上につながると考えます。 

 

 防災まちづくりの方針において避難所機能の充実を図る方針を示しており

ますが、都市計画マスタープランはまちづくりの基本的な方針を定めるもの

であり、具体的な施策については、改定した都市計画マスタープランに基づ

き、担当所管が検討して参ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

第２次東村山市都市計画マスタープラン         

中間のまとめ （抜粋資料） 

【９】 地域別構想 

地域区分 

地域ごとのまちづくり方針 
〔概況・重点課題〕 

〔将来像〕〔地域まちづくりの方針〕 

【10】 まちづくりの推進とマネジメント 

基本的考え方 

2040 年代の都市の目標像を踏まえたまちづくりの展開 
（地域の経営資源活用／公民連携） 

（計画のマネジメントとまちのマネジメント） 

【８】 全体構想 

分野(テーマ)ごとのまちづくり方針 〔まちづくりの方針〕 

＜これからのまちづくりに求められるもの＞       

 【３】 
本市を取り巻く 
将来の状況 

【４】 
上位関連計画に 
おけるまちづくり
に関するｷｰﾜｰﾄﾞ 

【２】 
東村山市都市計画 
マスタープラン 

【５】 これからのまちづくりに求められるもの 

＜基本的事項＞                   

【序】 改定の趣旨 
 
【１】 改定計画の構成 

 

＜2040 年代の都市の目標＞             

【６】 2040 年代の都市の姿 

【７】 将来都市構造 

 

〔改定計画の構成〕 

事前配付資料④ 

事前配付資料⑤ 

事前配付資料⑥ 

 

再整理作業中 

 

 

※内容の一部を資料編として移動 

※今回は構成内容のみ 

※パブコメの結果及びこれまでの検

討を含めまとめたもの 

※今回新たに検討したもので、地域

別説明会にて公表し、意見をもら

うための事務局案 

※章立ては中間のまとめとは異なる 

事前配付資料③ 

今回の資料構成 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

第 ２ 次 

東村山市都市計画マスタープラン中間のまとめ資料 

  

【事前配付資料④】 
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序章 改定の趣旨 

序－１ 改定の経緯 

東村山市では、平成９（1997）年度から３か年かけ、多くの市民参加のもと、委員会、地域別

市民懇談会、シンポジウムの開催等を積み重ね、平成12（2000）年７月に「東村山市都市計画マ

スタープラン2000-2020（以下、前計画）」を策定しました。その後、将来都市像として掲げた

『緑あふれ、くらし輝く都市』を実現すべく、まちづくりに係るさまざまな取組を実施してきま

した。 

前計画の策定から約20年が経過し、国内では、人口減少・少子高齢化、増加する社会保障関連

費による国・地方自治体の財政の圧迫、高度成長期に整備されたインフラや公共施設の老朽化が

進んでいます。また、地球温暖化等の地球環境問題の顕在化・深刻化、将来高い確立で発生する

と予想されている首都直下地震等の大規模地震やゲリラ豪雨等の大規模自然災害への備え、新型

コロナウイルス（COVID-19）をはじめとした感染症という新たな脅威への対応が求められていま

す。そのような中で、「SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）」の達

成に向けた取組、自動車の自動運転やIoT、AI等の先進技術を活用した「MaaS（Mobility as a 

Service：サービスとしての移動）」等の先進技術の研究が進展するなど、本市を取り巻く社会

経済情勢は大きく変化しています。 

前計画の目標年次である令和２（2020）年を迎え、このような時代の大きな転換期にあって、

東村山市が将来にわたってまちの魅力を維持・向上し、持続可能なまちとするため、「第２次東

村山市都市計画マスタープラン（以下、改定計画）」を策定しました。その検討に際しては、多

くの市民参加により策定するという前計画の考え方を継承し、市民アンケートやまちづくりオー

プンハウス等を実施し、まちづくりに対する市民の意向を把握しながら進めました。 
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序－２ 都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の２に基づいて策定される、市町村の都市計画

に関する基本的な方針を示すものです。住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫の下

に住民の意見を反映し、「まちの将来像」やその実現に向けた「まちづくりの方針」を示しま

す。これは、まちづくりの基本的な方針を定めるものであり、個別具体の計画、事業、施策その

ものを定めるものではありません。 

 

序－３ 計画の位置づけ 

改定計画は、「東村山市第５次総合計画基本構想」や東京都の「都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」に即して定めます。また、大規模自然災害等に備えた地域の国土強靭化に係る計

画等の指針である「東村山市国土強靭化地域計画」も踏まえるとともに、「東村山市みどりの基

本計画」や「東村山市環境基本計画」等、本市の都市計画に関連する諸計画との整合を図りなが

ら策定しました。 

なお、個別の都市計画の決定やまちづくりは改定計画に基づいて実施します。 

 

＜東村山市第５次総合計画基本構想＞ 

  「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」に定められた市の最上位計画で、まちづく

りの基本理念や将来都市像、施策の方向性等を定めた計画書です。そのうち、「都市計画マス

タープラン」では、都市づくりに焦点を当てています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東村山市第５次総合計画 
基本構想 

東京都 

都市づくりのグランドデザイン 

都市計画区域の 
整備、開発及び保全の方針 

【東村山市の関連計画】 
・みどりの基本計画 
・環境基本計画 
・公共施設等総合管理計画 
・空家等対策計画 等 

個別の都市計画・まちづくり 

東村山市都市計画マスタープラン改定計画の位置づけ 

 

第２次 
東村山市都市計画マスタープラン 

東村山駅周辺まちづくり 
基本構想/基本計画 
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序－４ 計画の目標年次 

計画期間は概ね20年間とし、目標年次は2040年代とします。 

これは、都市計画がその実現に時間を要するものであり中長期的な見通しをもって定められる

ものであること、また、上位計画となる「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」におい

て、概ね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市計画の基本的方向を定めることが望まれてい

るためです。 

ただし、社会経済情勢や市民ニーズの変化等を踏まえ、必要に応じて内容の見直しや修正等を

市民参加の手法を継承しつつ行っていくこととします。 
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 東村山市のまちづくりの動向 

１－１ 東村山市を取り巻く状況 

前計画の計画期間（平成12～令和２（2000～2020）年）における東村山市を取り巻く状況の変

化について、「人口」、「産業」、「土地利用」、「都市計画」、「公共交通サービス」の５つ

の項目で整理しました。 

 

（１）人口の動向 

① 人口・世帯数・１世帯当たり人員数の推移 

国勢調査結果によると、人口は、平成22（2010）年頃まで増加を続けましたが、その後、減

少に転じ、平成27（2015）年時点で149,956人となっています。（参考：住民基本台帳による

人口の推移によると、平成24（2012）年の153,337人をピークに減少を始めたことが分かりま

す。直近のデータを見ると、令和２（2020）年７月時点で151,437人となっています。） 

世帯数（一般世帯のみ）は、平成12（2000）年以降の15年間で約１万世帯増加しました。１

世帯当たり人員数は年々減少し、平成27（2015）年時点で2.27人／世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※データ更新予定 

人口の推移（平成 12～27年） 
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出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年 10月１日時点）より作成 

出典：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」及び「東京都の外国人人口」（各年１月１日時点） 

より作成 

※外国人を含む。 

参考：住民基本台帳による人口の推移（昭和 62～令和３年） 
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② 家族類型別世帯割合の推移 

家族類型別の世帯割合は、「一人暮らし世帯（単独世帯）」、「ひとり親と子供から成る世

帯」の割合が増加傾向にあり、特に「一人暮らし世帯（単独世帯）」の増加が大きくなってい

ます。一方、「夫婦と子供から成る世帯」は大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年 10月１日時点）より作成 

 

出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年 10月１日時点）より作成 

 

※家族類型不詳の世帯を除く。／平成 17年以前の「夫婦のみの世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「ひとり親と子供から

成る世帯」には、同居する非親族（住み込みの従業員、家事手伝いなど）がいる世帯も含まれている。／四捨五入の関

係で、内訳の合計が 100％にならない場合がある。 
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世帯数・１世帯当たり人員数の推移（平成 12～27年） 
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③ 昼間人口・昼夜間人口比率の推移 

昼間人口は、平成22（2010）年頃まで増加を続け、ピーク時には12万人を超えましたが、そ

の後減少へと転じ、平成27（2015）年時点で119,897人となっています。その間、昼夜間人口

比率は80前後で推移（常住人口100人当たりの昼間人口の割合であり、100を超えているときは

通勤・通学人口の流入超過、100を下回っているときは流出超過を示す）しており、ベッドタ

ウンとしての性格が強いと言えます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 年齢５区分別人口構成割合の推移 

年齢５区分別の人口構成割合は、平成12（2000）年以降、子ども層（～14歳）、若年層（15

～29歳）が減少した一方、高齢者層（65歳～）が大きく増加しており、少子高齢化の進行がう

かがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：東京都総務局「国勢調査による東京都の昼間人口」（各年 10月１日時点）より作成 

 

※平成 12・17年の昼間人口・夜間人口には、年齢「不詳」を含まない。／四捨五入の関係で、町丁・字等別昼間人口の合

計は、必ずしも区市町村別昼間人口と一致しない。 
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年齢５区分別人口構成割合の推移（平成 12～27年） 

出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年 10月１日時点）より作成 

※年齢「不詳」を含まない。 
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⑤ メッシュ別人口 

 平成27（2015）年のメッシュ別人口を見ると、本町１・４丁目や栄町２・３丁目等、南部に

集積していることが分かります。 

平成12～27（2000～2015）年のメッシュ別人口の増減数を見ると、本町、栄町、恩多町等で

増加した一方、富士見町１・２丁目（ただし、平成30（2018）年に増加傾向へ一転）や青葉町

１・２丁目等では減少したことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：総務省統計局「地域メッシュ統計 国勢調査結果」（各年 10月１日時点）、    

総務省統計局「平成 27年 国勢調査 町丁・字等別境界データ」、        

国土交通省国土政策局「国土数値情報（行政区域データ・鉄道データ）」より作成 

メッシュ別人口増減数（平成 12～27年） 

メッシュ別人口（平成 27年） 

※駅名更新予定 
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⑥ 町丁目別高齢化率 

平成12（2000）年時点では、高齢化率20％未満の地域が多くありましたが、その後の15年間

で、久米川町等の一部を除いた多くの町丁目で上昇してきました。特に、本町４丁目や諏訪町

３丁目等では、40％以上と高齢化が大きく進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省統計局「国勢調査結果」（各年 10月 1日時点）              

総務省統計局「平成 27年 国勢調査町丁・字等別境界データ」         

国土交通省国土政策局「国土数値情報（行政区域データ・鉄道データ）」より作成 

    

町丁目別高齢化率（平成 12年） 

（平成 27年） 

町丁目別高齢化率（平成 27年） 

 

※駅名更新予定 



 

9 

 

⑦ 将来人口推計 

総人口は、今後も減少傾向が続き、令和２～32（2020～2050）年の30年間に26,779人減少す

ると予測しています。このうち、年少人口は5,756人、生産年齢人口は30,603人減少する一

方、老年人口は9,580人増加する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：東村山市第５次総合計画等５計画基礎調査報告書より作成 

将来人口推計（令和２～32年） 
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（２）産業の動向 

① 産業大分類別構成割合の変化 

産業大分類別の事業所数の構成割合は、平成28（2016）年時点で「卸売業、小売業」が

22.2％で最も高く、「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」が続きます。平成18

（2006）年と比較すると、増加傾向にある産業は変化の大きい順に、「医療、福祉」、「不動

産業、物品賃貸業」等となっている一方、減少傾向にある産業は変化の大きい順に、「卸売

業、小売業」、「製造業」等となっています（分類化が進んだサービス業を除く）。 

 一方、従業者数の構成割合は、平成28（2016）年時点で「医療、福祉」が24.6％で最も高

く、「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」が続きます。平成18（2006）年と比較

すると、増加傾向にある産業は変化の大きい順に、「医療、福祉」、「宿泊業、飲食サービス

業」等となっている一方、減少傾向にある産業は変化の大きい順に、「卸売業、小売業」、

「製造業」等となっています（分類化が進んだサービス業を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省・経済産業省「事業所・企業統計調査」（平成 18年 10月１日時点）、     

   総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」（平成 28年６月１日時点）より作成 

※産業大分類とは、生産される財又は提供されるサービスの種類（用途、機能等）、財の生産又はサービス提供の方法（設

備、技術等）、原材料の種類及び性質、サービスの対象及び取り扱われるもの（商品等）の種類に着目して区分し、体系

的に 18の分類項目に配列したものである。 

※国・地方公共団体を除く。／公務を除く。／平成 18年の産業大分類には「学術研究、専門・技術サービス業」、「生活関

連サービス業、娯楽業」がないため、0.0となっている。／グラフの分類は平成 26年で構成比の上位 10業種を並べ、そ

れ以外の業種は「その他」にまとめている。 

産業大分類別事業所数構成割合の変化（平成 18・28年） 
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小売業

宿泊業、

飲食

サービス業

医療、福祉

生活関連

サービス業、

娯楽業

建設業
不動産業、

物品賃貸業
製造業

教育、

学習支援業

サービス業

（他に分類

されないもの）

学術研究、

専門・技術

サービス業

その他

産業大分類別従業者数構成割合の変化（平成 18・28年） 

18.2

24.6

24.0

20.6

10.6

11.7

12.3

10.4

6.1

5.4

0.0

5.2

5.4

5.1

3.7

3.7

12.2

3.6

2.7

2.6

4.9

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H18年

［35,057人］

H28年

［36,679人］

医療、福祉
卸売業、

小売業

宿泊業、

飲食

サービス業

製造業 建設業

生活関連

サービス業、

娯楽業

運輸業、

郵便業

教育、

学習支援業

サービス業

（他に分類

されないもの）

不動産業、

物品賃貸業
その他
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② メッシュ別事業所数 

平成26（2014）年のメッシュ別事業所数を見ると、東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅等

の主要駅周辺とその沿線に比較的多く立地しています。 

平成13～26（2001～2014）年のメッシュ別事業所の増減数を見ると、微増または維持した地

域が多いことが分かります。特に、本町２丁目で周辺では、大きく増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メッシュ別事業所数（平成 26年） 

出典：総務省統計局「地域メッシュ統計 国勢調査結果」（各年 10月１日時点）、    

総務省統計局「平成 27年 国勢調査 町丁・字等別境界データ」、        

国土交通省国土政策局「国土数値情報（行政区域データ・鉄道データ）」より作成 

メッシュ別事業所増減数（平成 13～26年） 

※駅名更新予定 
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（３）土地利用の動向 

① 現在の土地利用状況 

土地利用現況図を見ると、集合住宅や独立住宅等の住宅用地を主として、主要な道路沿いを

中心に商業用地や工業用地が分布、農用地は富士見町、美住町、栄町、萩山町以北を中心に点

在していることが分かります。教育文化施設が集積して落ち着いた住環境が創出されている富

士見町、厚生医療施設が集積してまとまった緑のあるエリアが形成されている青葉町等、それ

ぞれの地域が土地利用によって特徴づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：東京都都市整備局「多摩部土地利用現況調査」より作成 

 

※土地利用現況調査は、都市計画法第６条の規定に基づく都市計画に関する基礎調査の一つとして、外観目視等による全

数調査により土地利用の現況と変化の動向を把握するための調査である。 

 

土地利用現況図（平成 29年度） 
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 また、都市計画公園・緑地や生産緑地などの緑を、空堀川をはじめとした河川や用水がつない

だ、水と緑の連たんした自然環境が豊かに形成されています。 

 

  

都市計画公園・緑地、生産緑地地区の分布（平成 30年度） 

出典：東京都都市整備局「平成 29年 10月版 東京都都市計画地理情報システム」、 

東村山市資料、                             

東京都都市整備局「東京都縮尺 2,500分の１地形図」より作成        

※この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の１地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）30都市基交著第 15号 

多摩湖町 

廻田町 

富士見町 

美住町 

野口町 

諏訪町 

久米川町 

秋津町 

青葉町 

本町 

栄町 

萩山町 

恩多町 

※図更新予定 

※駅名更新予定 
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② 用途別土地利用面積の推移 

用途別土地利用面積の推移を見ると、平成９～29（1997～2017）年度の間に、住宅用地は約

166.0ha増加し、特に、独立住宅の増加が大きくなっていることが分かります。 

一方、この20年間で、工業用地のうち専用工場と住居併用工場が合計3.9ha減少、農用地が

約54.4ha減少しており、工業や農業等、産業活動の縮小との関係性を見出せます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
H9年度 H19年度 H29年度

官公庁施設 4.7 7.4 7.2 2.5 53.5%

教育文化施設 66.5 83.5 83.4 16.9 25.4%
厚生医療施設 18.3 44.1 46.7 28.4 154.8%
供給処理施設 31.5 33.0 31.6 0.1 0.5%
事務所建築物 12.7 17.8 16.0 3.4 26.4%
専用商業施設 15.1 26.9 32.3 17.2 114.0%
住商併用建物 28.0 30.5 28.3 0.3 1.1%
宿泊・遊興施設 3.4 3.6 3.0 -0.4 -11.2%
スポーツ・興行施設 4.9 6.0 5.0 0.0 0.9%
独立住宅 358.5 448.4 483.1 124.6 34.8%
集合住宅 135.3 175.6 176.7 41.4 30.6%
専用工場 24.6 23.8 21.3 -3.3 -13.3%
住居併用工場 4.0 4.4 3.4 -0.6 -15.2%
倉庫運輸関係施設 20.3 26.9 26.0 5.8 28.5%

農業用地 農林漁業施設 6.8 8.4 7.2 0.4 6.6%
屋外利用地・仮設建物 80.9 75.7 70.2 -10.7 -13.2%
公園、運動場等 78.0 96.9 100.2 22.2 28.4%
未利用地等 47.5 24.0 23.9 -23.7 -49.8%
道路 192.0 239.0 252.7 60.7 31.6%
鉄道・港湾等 17.7 20.7 18.8 1.1 6.2%
田 1.7 1.6 1.4 -0.3 -19.4%
畑 163.5 149.9 124.2 -39.2 -24.0%
樹園地 52.2 46.1 37.3 -14.9 -28.6%
採草放牧地 0.1 0.0 0.1 -0.0 -10.9%
水面・河川・水路 38.6 16.7 17.1 -21.5 -55.8%
原野 11.0 22.0 22.1 11.2 101.6%
森林 77.2 81.5 74.8 -2.4 -3.1%
その他 0.5 0.5 1.3 0.7 146.5%

1,714.9 1,715.5

増減率
H29年度/H9年度

合計

商業用地

住宅用地

工業用地

―

農用地

―

公共用地

区分 主用途
面積（ha） 増減面積（ha）

H29年度-H9年度

主用途別土地利用面積の推移（平成９～29年度） 

121.0

168.1

169.0

64.1

84.7

84.6

493.8

624.0

659.8

48.8

55.0

50.7

6.8

8.4

7.2

80.9

75.7

70.2

78.0

96.9

100.2

47.5

24.0

23.9

192.0

239.0

252.7

17.7

20.7

18.8

217.6

197.6

163.0

38.6

16.7

17.1

11.0

22.0

22.1

77.2

81.5

74.8

0.5

0.5

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H9年度

H19年度

H29年度

※各項目の数値は面積（単位：ha）

公共用地 商業用地 住宅用地 工業用地 農業用地
屋外利用地・

仮設建物

公園、

運動場等

未利用地等 道路
鉄道・

港湾等
農用地

水面・

河川・水路
原野 森林 その他

用途別土地利用面積の推移（平成９～29年度） 

出典：東京都都市整備局「多摩部土地利用現況調査」より作成 

※土地利用現況調査は、都市計画法第６条の規定に基づく都市計画に関する基礎調査の一つとして、外観目視等による全

数調査により土地利用の現況と変化の動向を把握するための調査である。 
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（４）都市計画決定及び事業の進捗状況 

① 都市計画決定及び事業 

東村山市では、まちづくりの進捗等にあわせた用途地域等の変更や地区計画の決定の他、都

市計画道路「３・４・35」の都市計画決定等を行いました。 

事業としては、市街地再開発事業や土地区画整理事業等が行われました。また、都市計画公

園・緑地の整備を推進してきました。 

都市計画道路については、「東京における都市計画道路の整備方針」における優先整備路線

及びみちづくり・まちづくりパートナー事業路線等を整備するとともに、東村山駅付近の連続

立体交差事業と鉄道付属街路事業等の一体的な推進を図り、安全で快適な道路空間の実現を目

指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画決定及び事業の進捗状況（令和２年３月） 

出典：東京都都市整備局「平成 29年 10月版 東京都都市計画地理情報システム」、   

東村山市資料、東京都都市整備局「東京都縮尺 2,500分の１地形図」より作成  

 

※この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の１地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）30都市基交著第 15号 

       

※駅名更新予定 
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（５）公共交通サービス圏域の現状 

① 公共交通サービス圏域 

公共交通サービス圏域を見ると、市内全域に公共交通空白・不便地域が点在していることが

分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：東村山市「コミュニティバス新規導入ガイドライン（平成 31年３月）」 

路線バス

コミュニティバス

バス停

鉄道駅

町字境界

鉄道線

【検討地域】

• 鉄道駅から600m以上かつバス停
から300m以上離れた地域。

• バスの運行本数が1時間1本未満
の地域（7～19時台の平均）

• 標高差20m以上の地域

【検討地域内の優先地域】

丘陵地域
• 標高差20m以上の町丁目

高齢化地域
• 高齢化率30%以上の町丁目

人口密集地域
• 人口密度100人/ha以上の町丁目

小平霊園

浄水場

八国山緑地

人口密集地域

高齢化地域

丘陵地域
高齢化地域

人口密集地域

人口密集地域

高齢化地域

高齢化地域
人口密集地域

人口密集地域

人口密集地域

都営東村山
本町アパート

特別養護
老人ホーム

久米川駅東住宅

多摩北部
医療センター

全生園

公共交通サービス圏域（平成 31年３月） 
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１－２ 「東村山市都市計画マスタープラン 2000－2020」に基づく取組の状況 

東村山市では、前計画に基づき、将来都市像である『緑あふれ、くらし輝く都市』を実現すべ

く、まちづくりに係るさまざまな取組を実施してきました。ここでは、前計画におけるまちづく

り方針に示されている８つの分野ごとに、取組や成果等を総括しました。 

 

（１）土地利用の方針に対する主な成果と今後の課題 

にぎわいある核の形成、公益施設の適正な配置と整備、土地の有効利用の推進、農地や緑と水

の空間の保全・充実に取り組んできました。 

具体的には、東村山駅西口地区市街地再開発事業や久米川駅北口整備事業等の実施、東村山駅

付近における連続立体交差事業に伴うまちづくりの推進、秋津・新秋津駅周辺における「秋津町

まちづくり将来像提言集」のとりまとめによる駅周辺まちづくりの気運醸成等を推進してきまし

た。また、「都市再開発の方針」において、東村山駅西口地区を再開発促進地区、秋津駅南口地

区を誘導地区にそれぞれ位置づけ、再開発の基本的方向を明確にし、都市機能の回復や向上に向

けた再開発を推進してきました。さらに、「東村山市公共施設等総合管理計画（平成28（2016）

年）」を策定し、公共施設の大規模修繕や建て替えにあわせて、実行可能な再編・再配置を行う

ことを基本方針として位置づけ、施設の適正な配置と整備に向けた取組を推進してきました。 

関連事業として、土地区画整理事業（久米川駅北口、廻田町一丁目）による土地利用の増進、

都市基盤整備事業にあわせた地区計画の策定（東村山駅西口地区、本町地区、萩山地区、さくら

通り沿道久米川町地区、廻田町一丁目地区、久留米東村山線・久米川駅清瀬線沿道南地区）によ

る良好な住環境の形成を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、「中心核※１」の形成を継続するとともに、「地域生活核※２」に関する検討、公益施

設の適正な配置と整備、地域の実態に即したきめ細やかで計画的な土地利用の誘導等、ソフト面

における土地利用の取組が必要です。 

※１：東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺。市の中心的な商業・業務・文化・

公益機能が集積する一帯。 

 ※２：福祉・情報・行政サービス・文化・交流等の機能がコンパクトに集積し、徒歩圏で各種

施設の利用が可能な一帯。 

  

東村山駅西口地区の整備 久米川駅北口の整備 東村山駅付近連続立体交差事業 
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（２）道路・交通網整備の方針に対する主な成果と今後の課題 

体系的な道路網・駅前広場整備、歩行者・自転車優先の道路整備、公共交通機関の改善を進め

てきました。 

具体的には、踏切を除却する東村山駅付近の連続立体交差事業や大踏切における道路改良等を

進めてきました。体系的な幹線道路網を形成するため、都市計画道路（「３・３・８」、「３・

４・５」、「３・４・９」、「３・４・11」、「３・４・26」、「３・４・27」）の整備を推進

し、都市交通の円滑化、歩行者の安全確保、延焼遮断機能の向上、災害時における避難路及び緊

急輸送路の確保を図りました。また、東村山駅西口駅前広場、久米川駅北口駅前広場、地下駐輪

場を開設し、交通結節機能の向上を図りました。さらに、みどり豊かな散策路として市民に親し

まれる旧前川緑道を開設しました。 

関連事業として、コミュニティバスの運行を開始し、公共交通空白・不便地域の一部解消を図

るとともに、コミュニティバス車両の低床ノンステップバスへの入れ替え等、公共交通の利便性

向上を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、東村山駅付近の連続立体交差事業に伴うまちづくり事業の具体的な整備手法の検討及

び具現化、関連する都市計画道路等の整備を推進する必要があります。また、歩行者や自転車に

配慮した都市計画道路の整備、整備済の自転車レーンや緑道の設備劣化等への対応、超高齢社会

に対応した公共交通の検討等が必要です。 

 

（３）環境まちづくりの方針に対する主な成果と今後の課題 

みどり豊かな空間づくり、水とみどりのネットワークづくり、循環型まちづくりに取り組んで

きました。 

具体的には、平成21（2009）年に100周年を迎えた、国立療養所多磨全生園の豊かな森と人権

の歴史を広く後世に伝えるため、「いのちとこころの人権の森宣言」を行い、普及啓発を実践し

てきました。また、農地の保全・活用に関するさまざまな取組として、体験型農地（秋津ちろり

ん村）の普及啓発の実践、防災兼用農業井戸等の設置支援や都市農地の持つ防災機能の市民への

周知、生産緑地地区の規模要件の緩和に係る条例の制定、一団の定義や再指定、農地転用後の追

加についての条件の緩和等を実施してきました。さらに、秋水園の再生に取り組み、資源物処理

の効率化、騒音や臭気等の課題の解消を進めてきました。循環型まちづくりの取組としては、地

球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」の普及啓発、多摩地域25市１町の共同事業であ

る焼却灰のエコセメント化事業の開始、不燃ごみ資源化の開始等の取組を進めてきました。  

大踏切（整備後） 都市計画道路「３・４・27」の整備 コミュニティバスの運行 
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関連事業として、樹林や樹木の現状や立地環境に応じた東村山市内の公共の緑地（公共緑地、

都市公園、学校、街路樹、用水）の維持管理を計画的に実施していくため、「公共の緑の植生管

理のガイドライン」を策定し、指針として活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、「人権の森」構想の実現に向けたみどりの保全、都市農地保全支援プロジェクトや特

定生産緑地の指定の推進等が必要です。また、省資源・省エネルギーへの対応や循環型まちづく

りの取組が引き続き必要です。 

 

（４）住宅・住環境形成まちづくりの方針に対する主な成果と今後の課題 

住宅施策の充実、良好で安全な住環境の創出を進めてきました。 

具体的には、地区計画の策定により、各地域の特性を活かした良好な住環境の形成を進めてき

ました。 

関連事業として、空き家に関する苦情に対し、所有者への通知等により住環境の保全を図ると

ともに、空き家所有者に対して総合的な支援をすべく、民間不動産会社との協定による相談体制

を整備する等、対策を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、人口減少により増加が見込まれる空き家や老朽化した大規模集合住宅への対応（住宅

団地の再生等）、住宅地の低密度化等への対応、周辺環境や道路整備等の基盤整備の状況を十分

に考慮した地区計画の策定、都市計画提案制度の活用等による市民が主体となったまちづくりの

具体化が必要です。また、だれもが安全・安心に暮らせる住宅地の形成のため、地域の防災・防

犯体制の強化が必要です。 

  

地区計画による 

良好な住環境の形成 

「空家等対策計画」等の策定 土地区画整備にあわせた 

地区計画 

 

防災兼用農業用井戸の設置支援 COOL CHOICEの普及啓発 多磨全生園のみどりの保全 
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（５）防災まちづくりの方針に対する主な成果と今後の課題 

地震や火災に強いまちづくり、水害対策のまちづくり、体制の整備に取り組んできました。 

具体的には、都市計画道路等の整備にあわせて、沿道の準防火地域への変更を行ってきました。

また、沿道の地区計画において、道路面のブロック塀を禁止する規定を設けるなど、地震や火災

に強いまちの形成を推進してきました。さらに、災害時における避難や救援活動の支障とならな

いよう、延焼遮断帯となる都市計画道路の整備を行うとともに、電線類の地中化を推進してきま

した。 

関連事業として、東村山市の防災拠点である市役所本庁舎の耐震化を行うとともに、断水後も

継続72時間発電が可能となる設備へ改修しました。また、指定避難所である小・中学校の耐震化

を完了するとともに、「東村山市下水道総合地震対策計画」を策定し、下水道施設の耐震化を進

めてきました。さらに、木造住宅の耐震化や特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を支援し、

防災性の向上を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、総合危険度が比較的高い地域や災害時活動困難度が高い地域への対応、木造住宅密集

地域への対応等による地域の強靭化に向けた取組の推進や地域防災力の向上が必要です。 

 

（６）健康福祉まちづくりの方針に対する主な成果と今後の課題 

全ての人にやさしい各種施設・都市基盤づくり、人にやさしい住宅づくり、健康づくりの基盤

整備を進めてきました。 

具体的には、東村山市内の駅や公共施設の改修等にあわせたバリアフリー化等のさまざまな整

備を行うとともに、授乳コーナーの設置や多言語による表示等、だれもが安全で快適に施設等を

利用できる環境整備を行いました。また、「東村山市公共施設等総合管理計画」を策定し、バリ

アフリー化に対応できていない建物について、改修・建て替えの必要性が高い建物を把握し、対

策を検討・実施することを基本方針として位置づけるなど、公共空間のバリアフリー化を推進し

てきました。 

関連事業として、都市計画道路の新設や道路改良工事にあわせて、歩道段差解消ブロックの敷

設による歩道の安全対策に取り組んでいます。また、スポーツに親しめるまちづくりを目指し

て、「東村山市スポーツ施策基本方針」を策定し、施設の利用拡大及び安全性の確保のため、市

民スポーツセンター等の施設環境整備に取り組んでいます。さらに、子育て総合支援センター

（ころころの森）を開設し、子育て支援の拡充に取り組んでいます。  

市役所の耐震化 小中学校の耐震化 延焼遮断帯の整備 
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東村山 50景 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、公共施設の改修等にあわせたバリアフリー化を引き続き推進するとともに、公共施設

等のバリアフリー化に関する情報共有、既存施設や老朽化した施設等におけるバリアフリー化の

方向性の整理、施設管理者のバリアフリーに対する意識の向上が必要です。 

 

（７）歴史文化創出まちづくりの方針に対する主な成果と今後の課題 

個性と魅力ある都市景観づくり、伝統文化の継承と発展につなげるまちづくり、国際化に対応

するまちづくりを進めてきました。 

具体的には、「東村山50景」の選定、「景観まちづくりの手引き」の作成、「建築物等の形態

又は色彩その他の意匠の制限」を設定する、統一感のあるまちなみの景観形成を図るとともに、

風致地区における建築物等の色彩の許可基準を設定し、風致の維持を図っています。 

関連事業として、多摩湖町で発見された下宅部遺跡を「下宅部遺跡はっけんのもり」として公

園を整備しました。遺跡は、貴重な財産として地下に埋設保存されています。また、出土品が国

の重要文化財に指定された下宅部遺跡の資料を展示する施設として、かやぶき民家園跡地に「八

国山たいけんの里」を整備し、さまざまな考古体験、講座、展示解説、自然観察会、自然素材を

利用した体験等を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、景観阻害要因への対応、景観資源の保全・活用、地区計画区域や風致地区以外におけ

る景観形成への対応、増加が予想される外国人訪問客等への対応が必要です。 

  

バリアフリーに対応した 

トイレ 

多言語による表示 子育て総合支援センターの開設 

東村山 50景ワークショップ 東村山らしい景観まちづくりの 

手引き 
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（８）市街地活性化まちづくりの方針に対する主な成果と今後の課題 

商業・業務活性化のまちづくり、生産研究機能強化のまちづくり、多様な面からの活性化への

取組を進めてきました。 

具体的には、東村山駅西口地区市街地再開発事業において、駅前における行政サービス機能を

備えた文化・交流施設を整備しました。また、東村山市産の新鮮でおいしい農産物を生産者から

市民に直接届ける場として「マルシェ久米川」や、市民による「くめらくの夏」、「KUMERAKU 

FRIDAY NIGHT」、「てんしゃばフェスタ」「ちっとんべぇ季節外れのビアガーデン」等、駅前広

場の活用は、地域のにぎわい創出に寄与しています。さらに、都市計画道路「３・４・27」の整

備にあわせた沿道の地区計画の決定等により、大型店舗等の集積を推進してきました。また、桜

の植樹を含めた歩道空間を充実させることにより、にぎわいが創出されています。 

また、全国初の公民連携による「ジョブシェアセンター東村山」を開設しました。多様化する

就労ニーズに対応した「市民の働き方改革」の実現に向け、地域密着・職住近接を重視した郊外

型のオフィススペースとして活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、「中心核」形成を継続するとともに、きめ細かな土地利用の誘導、生産研究機能の強

化、多様な面からの活性化の取組が必要です。 

  

マルシェ久米川 ジョブシェアセンター東村山の 

開設 

ワンズタワー内の 

地域サービス窓口 
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 東村山市を取り巻く将来の状況 

東村山市が初めて人口減少傾向へ転じ、技術革新等、市を取り巻く社会環境も急速な変化を続

ける中、長期的視点により将来の変化を見据えたまちづくりを進めることが必要です。 

そこで、概ね今後 30年間の東村山市の姿とそれを取り巻く社会の変化について予測した結果

を以下に整理しました。なお、この予測結果は、改定計画と並行して検討を進めてきた「東村山

市第５次総合計画基本構想」で整理したものです。 

 

２－１ 今後 30 年間の東村山市の姿とそれを取り巻く社会の変化 

※東村山市の過去・現在の傾向や社会変化に関する有識者の意見等を元に予測。 

（１）総人口の減少と少子高齢化の進行 

① 総人口は、令和２（2020）年から令和 32（2050）年までに約 2.7 万人（約 18％）減少

し、令和 32（2050）年には約 12.4 万人になると推計されます。 

② 老年人口は、令和２（2020）年から令和 32（2050）年までに約 1 万人（約 24％）増

加し、令和 32（2050）年には約５万人と、人口全体の約 40％を占めるようになりま

す。それに伴い、高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯がさらに増える可能性があります。

また、認知症の人や要介護者が増加すると予測されます。 

③ 生産年齢人口は、令和２（2020）年から令和 32（2050）年までに約３万人（約 33％）

減少し、約 9.2 万人から約 6.1 万人に、年少人口は、約 0.6 万人（約 32％）減少し、約

1.8 万人から約 1.2 万人に減少すると推計されます。 

④ 再生医療等の医療技術の進展により、老化の抑制や、平均寿命、健康寿命の延伸が図ら

れ、元気な高齢者が増加する可能性もあります。 
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（２）社会の多様化 

① 外国人居住者が増加する可能性があります。 

② 女性、高齢者、外国人の働き手が増加するとともに、共働き世帯が増える可能性があり

ます。 

③ 外国語自動翻訳技術で異言語間の意思疎通が円滑になると予測されています。 

 

（３）地域経済の変化 

① 人口減少により、東村山市内における購買力が低下し、店舗や事業所が減少する可能性

があります。また、事業の後継者不足が生じる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自律型ロボットが安定した高品質の生産作業を行うようになるなどして、令和 17

（2035）年頃には、仕事の 49％がロボット・AIで代替可能になると予測されていま

す。 

③ テレワーク環境が整い、自宅で働く人が増えるなど、働き方が変化すると予測されてい

ます。 

 

（４）公共施設の老朽化と行政の変化 

① 令和 32（2050）年には、築 60年以上の公共施設（学校や市役所、図書館等の建築物）

の割合は約 45％に上り、施設を維持更新するための費用が約 651億円不足する見込み

であり、全ての施設を今まで通りに維持更新することが困難となることが予測されま

す。また、人口減少や市民の年齢構成、ライフスタイルの変化により施設に求められる

機能やサービスも変化することが予測されます。 

② 移動、エネルギー等の社会コストをリアルタイムで把握し、予測、最適化する社会イン

フラが実現すると予測されています。 

③ 行政の運営においては、市税収入の減少等による歳入・歳出の差の拡大や、人口減少等

による市職員のなり手不足等が懸念されます。 

  

2020年 2050年

987億円 
811億円 

170億円以上
の減少 

令和２（2020）年  令和 32（2050）年 

市内小売業の商品購入額の予測 

2020年 2050年

524事業所 
431事業所 

93 事業所の
減少 

令和２（2020）年  令和 32（2050）年 

市内小売業の事業所数の予測 



 

25 

 

（５）都市基盤の変化と自然災害の懸念 

① 進行中の東村山駅付近の連続立体交差事業や都市計画道路事業等の完了により、道路交

通環境の改善や東村山駅周辺の開発が進み、新たに住宅や商業施設等が建設される可能

性があります。また、自動車や自転車、歩行者等の交通の流れが変化する可能性があり

ます。 

② 総人口の減少や高齢者世帯の増加等により、空き家が増加すると予測されます。一方

で、相続等により農地、緑地が売却され、新たな宅地開発が行われる可能性もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 令和 32（2050）年頃までの首都直下地震の発生確率は約 70％と予測されています。 

④ 日本の平均気温は、令和 58（2076）年以降には 4.5度上昇していると予測されていま

す。また、気候変動による豪雨災害の増加が懸念されます。 

 

（６）市民の日常生活の変化 

① 高齢者の増加によって移動困難者が増加する可能性がある一方で、完全自動運転により

新たな移動の形が実現し、移動に関する制約が解消される可能性があります。 

② ICTや AIの進展により、住宅や家電製品が防犯や健康、家事のサポートをしてくれる

ようになると予測されています。また、介護や家事を支援するロボットが普及すると予

測されています。 

③ ICTの進展により、自宅で診療を受けることが可能になると予測されています。 

  

住宅総数約７万 4,000戸のうち 
空き家は約 8,000戸（約 11％） 

空き家 

令和２（2020）年 

住宅総数約７万 4,000戸のうち 
空き家は約２万戸（約 27％） 

空き家 

令和 32（2050）年 

市内の空き家戸数の予測 
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２－２ 改定計画の検討に際しての留意点 

「２－１ 今後30年間の東村山市の姿とそれを取り巻く社会の変化」を踏まえ、改定計画の検

討に際しては以下の点に留意しました。 

 

（１）人口減少や少子高齢化への対応 

今後さらに加速していく人口減少や少子高齢化への対応を見据えた検討を行います。 

 

（２）公共施設の老朽化への対応、維持管理費や更新・改修コストの最適化 

建設から30年以上が経過する公共施設の老朽化のさらなる進行への対応や、老朽化に伴う維

持管理費や更新・改修コストの最適化を踏まえた検討を行います。 

 

（３）まちの利便性やにぎわいの低下への対応 

人口減少に伴って懸念される、まちの利便性やにぎわいの低下への対応を考慮した検討を行

います。 

 

（４）変化を見据えた持続可能なまちづくり 

ICTやAI技術の進展による都市構造、産業、くらし方、働き方等の変化を見据え、持続可能

なまちづくりへの展開を視野に、検討を行います。 
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 上位関連計画におけるまちづくりに関するキーワード 

３－１ 上位関連計画の整理 

都市計画に関連する諸計画との整合を図るため、国、東京都、東村山市の上位関連計画につい

て、まちづくりに係る動向、本市の広域的な位置づけ、本市における各地域の位置づけ、将来

像、施策の方向性等を視点ごとに整理しました。 

 

（１）「まちづくりにおける基本的な理念」に関する視点等 

① ダイバーシティ（多様性）、コネクティビティ（連携）、レジリエンス（災害への粘り

強くしなやかな対応：都市のさらなる強靭化） 【国土のグランドデザイン2050〔国〕、国土強靭

化計画〔国〕、東京都国土強靭化地域計画〔東京都〕、都市復興の理念、目標及び基本方針〔東京都〕】 

② セーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティ 

【都市づくりのグランドデザイン〔東京都〕、多摩の振興プラン〔東京都〕】 

 

（２）「都市構造に対する考え方」に関する視点等 

① コンパクト＋ネットワーク 【国土のグランドデザイン2050〔国〕、第二次国土形成計画（全国計画）

〔国〕】 

② 環状メガロポリス構造・集約型地域構造を軸とする都市 【東京都長期ビジョン〔東京都〕、都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針〔東京都〕、都市づくりのグランドデザイン〔東京都〕】 

③ 民間活力の活用や技術革新への対応 【国土のグランドデザイン2050〔国〕】 

 

（３）「土地利用」に関する視点等 

① 拠点ネットワークの充実・強化 【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕】 

② 複合的な土地利用の推進 【東京における土地利用に関する基本方針［東京都〕】 

③ 交通容量とバランス取れた土地利用 【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕】 

 

（４）「住宅・住環境」に関する視点等 

① 良好な住環境・まちなみの形成 【住宅市街地の開発整備の方針〔東京都〕、東京における土地利用に

関する基本方針〔東京都〕、多摩の振興プラン〔東京都〕】 

② 生活機能の集積 【住宅市街地の開発整備の方針〔東京都〕】 

③ 豊かな自然との共生 【都市再開発の方針〔東京都〕、多摩の振興プラン〔東京都〕】 

④ 住宅都市の特徴を活かしたまちづくりの推進 

【東村山市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略〔東村山市〕】 

⑤ 地域活力やコミュニティの維持・向上 【住宅市街地の開発整備の方針〔東京都〕】 

⑥ 木造住宅密集地域の安全性の確保 【都市計画区域の整備、開発及び保全の方針〔東京都〕】 

⑦ 空き家等の適切な管理・利活用や所有者や市民への支援方策の検討 

【東村山市空家等対策計画〔東村山市〕】  

今後、改定・新たな策定がある計画につ

いて、更新予定。 
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（５）「緑地や農地、水辺」に関する視点等 

① みどりの量・質の確保 【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕】 

② 緑地や農地、水辺環境の保全・活用 

【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕、東村山市みどりの基本計画2011〔東村山市〕】 

 

（６）「産業」に関する視点等 

① 地域資源を活かした産業振興（商工業や都市農業） 

【多摩の振興プラン〔東京都〕、東村山市第４次総合計画〔東村山市〕】 

② 産業の育成・振興による雇用の創出 【東村山市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略〔東村山市〕】 

③ 工業の育成 【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕】 

④ 農業の保全・担い手の確保 

【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕、東村山市第２次農業振興計画〔東村山市〕】 

 

（７）「道路・交通」に関する視点等 

① 道路・交通ネットワークの充実 【多摩の振興プラン〔東京都〕、東村山市第４次総合計画〔東村山

市〕】 

② 都市計画道路の優先整備路線等への選定 

【東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）〔東京都〕】 

③ 優先整備路線等を除く未着手の都市計画道路の見直し 

【東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針〔東京都〕】 

④ 中心核（東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺）の都市機能の強化 

【東京における土地利用に関する基本方針〔東京都〕、東村山市第４次総合計画〔東村山市〕】 

 

（８）「公共施設」に関する視点等 

① 安全・安心の確保 【インフラ長寿命化基本計画〔国〕、東村山市公共施設等総合管理計画〔東村山市〕】 

② 効果的・効率的な管理運営 

【インフラ長寿命化基本計画〔国〕、東村山市公共施設等総合管理計画〔東村山市〕】 

③ 公共施設の適正化 【東村山市第４次総合計画〔東村山市〕、東村山市公共施設等総合管理計画〔東村山

市〕】 

④ 老朽化対策 【インフラ長寿命化基本計画〔国〕】 

⑤ トータルコストの縮減・平準化 【インフラ長寿命化基本計画〔国〕】 

 

（９）「防災」に関する視点等 

① 事前復興（自助・共助・公助の確立、各種計画策定の推進等を含めた防災・減災） 

【都市復興の理念、目標及び基本方針〔東京都〕、東村山市地域防災計画〔東村山市〕、国土強靭化計画〔国〕、

東京都国土強靭化地域計画〔東京都〕】 

② 防災ネットワーク（安全な市街地の整備、道路整備の推進、オープンスペースの確保、

公園の整備、農地の保全）の形成 【東村山市地域防災計画〔東村山市〕】  
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（10）「公民連携」に関する視点等 

① あらゆる分野における公民連携の積極的な推進 

【東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針〔東村山市〕】 

 

 

 計画 策定年次 

国  

国土のグランドデザイン 2050 平成 26（2014）年７月策定 

第二次国土形成計画（全国計画） 平成 27（2015）年８月策定 

首都圏広域地方計画 平成 28（2016）年３月策定 

国土強靭化基本計画 平成 30（2018）年 12月策定 

インフラ長寿命化基本計画 平成 25（2013）年 11月策定 

東
京
都 

 

東京都長期ビジョン 平成 26（2014）年 12月策定 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 平成 26（2014）年 12月策定 

都市再開発の方針 平成 27（2015）年３月変更 

住宅市街地の開発整備の方針 平成 24（2012）年３月変更 

未来の東京戦略ビジョン 令和元（2019）年 12 月策定 

都市復興の理念、目標及び基本方針 令和元（2019）年６月策定 

都市づくりのグランドデザイン 平成 29（2017）年９月策定 

東京における土地利用に関する基本方針について 平成 31（2019）年２月策定 

東京における都市計画道路の整備方針 

（第四次事業化計画） 
平成 28（2016）年３月策定 

東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針 令和元（2019）年 11 月策定 

多摩の振興プラン 平成 29（2017）年９月策定 

東京都国土強靭化地域計画 平成 28（2016）年１月策定 

東
村
山
市 

 

東村山市第４次総合計画 基本構想・後期基本計画 平成 28（2016）年３月策定 

東村山市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略 平成 28（2016）年３月策定 

東村山市都市計画マスタープラン 2000－2020 
平成 12（2000）年７月策定 

平成 19（2007）年３月一部改訂 

東村山市みどりの基本計画 2011 平成 23（2011）年３月策定 

東村山市環境基本計画 
平成 16（2004）年策定 

平成 23（2011）年３月見直し 

東村山市公共施設等総合管理計画 平成 28（2016）年６月策定 

東村山市第２次農業振興計画 平成 23（2011）年３月策定 

東村山市地域防災計画 
平成 23（2011）年度修正 

平成 27（2015）年３月改定 

第２次東村山市交通安全計画 平成 28（2016）年 11月策定 

東村山市空家等対策計画 平成 30（2018）年３月策定 

東村山市下水道プラン 2009 平成 22（2010）年２月策定 

東村山駅周辺まちづくり基本構想 平成 22（2010）年２月策定 

東村山駅周辺整備の方向性 平成 23（2011）年８月策定 

東村山市市民参加に関する基本方針 平成 29（2017）年４月策定 

東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくり

に関する基本方針 
平成 31（2019）年２月策定 

  

上位関連計画の一覧 

 

今後、改定・新たな策定がある計画につ

いて、更新予定。 
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 これからのまちづくりに求められるもの 

４－１ 改定に向けた主な論点 

「第１章 東村山市のまちづくりの動向」、「第２章 東村山市を取り巻く将来の状況」、

「第３章 上位関連計画におけるまちづくりに関するキーワード」から、改定に向けた主な論

点を以下に整理しました。 

 

（１）今後の人口動向（人口減少・人口構造の変化）に対応したまちづくりのあり方 

人口減少、少子高齢化に対応した、だれもが安全・安心で健やかに暮らせるまちづくりのあ

り方について検討する必要があります。その際、「核となる地区」と「核となる地区から離れ

た郊外」等、それぞれの地域の特性を考慮します。 

 

（２）東村山市らしいまちづくりのあり方 

都心までの鉄道交通の利便性が高い都市でありながら、緑や農地、それらをつなぐ河川や用

水等、豊かな自然環境に恵まれた住宅都市としての「東村山らしさ」を活かしたまちづくりの

あり方を検討する必要があります。 

 

（３）持続可能なまちづくりのあり方 

まちの活力やくらしの質の維持・向上、魅力の強化を図るため、「コンパクト＋ネットワー

ク」の実現、広域的な施設配置の検討を含めた公共施設の集約化、循環型社会の形成、低炭素

化の推進、都市の強靭化等、持続可能なまちづくりのあり方を検討する必要があります。 

 

（４）地方創生を支えるまちづくりのあり方 

商業、工業、農業等、地域産業の育成・振興や雇用の創出を支えるまちづくりのあり方を検

討する必要があります。その際、「東村山市らしさ」の視点に留意することが重要です。 

 

（５）先進技術の進展を見据えたまちづくりのあり方 

Society5.0の実現、パーソナルモビリティ等の新たな移動手段の普及、自動車の自動運転や

IoT、AI等の最新技術を活用した「MaaS」の実用化等、先進技術の進展を見据えたまちづくり

のあり方を検討する必要があります。 

 

（６）まちづくりの推進とマネジメントのあり方 

まちづくりを推進するための市民参加や公民連携等のあり方や、進捗管理、達成度の評価、

内容の見直し等、改定計画のマネジメントのあり方について検討する必要があります。 
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４－２ これからのまちづくりに求められるもの 

改定に向けた主な論点を踏まえ、東村山市におけるこれからのまちづくりに求められるものを

以下に整理しました。 

 

（１）「中心核」における都市機能の強化・質的向上 

① 「中心核（東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺）」では、前計画を継承

し、さまざまな都市機能の集約による質的向上が求められます。 

・東村山駅周辺 

連続立体交差事業完了後のまちを見据えた都市機能の強化、市センター地区周辺（市

役所を中心とした周辺地区）との連続性や相互補完の強化が求められます。 

・久米川駅周辺 

駅南口とその周辺における都市機能の強化、市センター地区周辺との連続性や相互補

完の強化が求められます。 

・秋津・新秋津駅周辺 

「秋津町まちづくり将来像提言集」の具現化に向けた駅周辺基本構想の策定等、東京

都における広域的な位置づけを踏まえた拠点育成の方向づけ、秋津・新秋津駅の連携に

よる交通結節機能の強化が求められます。 

② 鉄道駅の利便性を活かして、特に、若い世代の居住スタイルを意識した居住環境の創造

（リノベーション等）が求められます。 

 

（２）「新しい核」の形成 

① 公共公益機能の拠点、にぎわいの拠点、交流の拠点となる新しい核の形成が求められま

す。 

・市センター地区周辺 

市役所を中心とした公共・公益機能の拠点づくりが求められます。 

・スポーツセンター周辺 

スポーツセンターを中心とした健康・交流・にぎわいの拠点づくりが求められます。

そのためには、地場産業を支える土地利用や基盤整備の検討をきっかけに、東村山市の

新たなブランド価値を育成することを意識した戦略づくりが必要です。 

・北山公園周辺 

里山の原風景が残る北山公園を中心とした活動・交流の拠点づくりが求められます。 

 

② 市立の小・中学校を中心とした市民の日常的な交流の拠点づくりが求められます。 

 

（３）「みどりの核」の保全・活用 

みどりの保全と更なる充実を図る拠点づくりが求められます。 
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（４）交通ネットワークの強化、道路の質的向上 

中心核と新しい核の連携や相互補完の強化、都市計画道路の整備促進もしくは将来都市構造

を踏まえた見直し、交通結節機能の強化、公共交通機関の充実及び自動運転や新たなモビリテ

ィへの対応等、交通ネットワークの強化が求められます。 

特に、道路については、自動車道路の整備にあわせたバリアフリー化、歩行者道路の整備、

道路空間の再配分等による質的向上が求められます。 

 

（５）みどりの維持・活用促進 

東村山の特徴・魅力である緑や農地を維持するとともに、市民の体験農業や交流の場として

の活用促進が求められます。 

 

（６）豊かな自然や歴史・文化と調和し多様なライフスタイルに対応した住宅都市への進化 

大規模集合住宅等の老朽化した住宅地については、建て替えや住み替え、敷地の集約等によ

る、ゆとりある住宅地への更新・再生の促進が求められます。 

また、農地等のみどり豊かな自然と調和した東村山らしい住宅地の保全と形成、うるおいが

あり質の高いくらしの維持・向上が求められます。さらに、生産緑地等をコミュニティ空間と

して活用するなど、みどりがある住環境を重視するライフスタイルや、駅から距離のあるエリ

アの将来的な高齢化や空き家・空き地の出現を見越した居住スタイル、低炭素や効率性に配慮

したくらしの実現や、東村山らしい歴史・文化を活かした景観の保全と形成等、多様なライフ

スタイルに対応した住宅都市への進化が求められます。 

 

（７）健康・福祉のまちづくり 

建築物、都市施設、公共交通機関等の各種施設におけるバリアフリー化やユニバーサルデザ

インのさらなる普及、「人生100年時代」を見据えた身近な健康増進の場の創出等、健康・福

祉のまちづくりが求められます。 

 

（８）安全・安心なまちづくり 

地震、火災、水害等のあらゆる災害に強く安全・安心な都市基盤の構築や復興に向けた事前

準備の推進等、ハード・ソフト両面からの防災への取組、新型コロナウイルスをはじめとした

感染症への対応、まちづくりの側面からの防犯機能の強化等、安全・安心なまちづくりが求め

られます。 

 

（９）地場産業や産業振興を支えるきめ細かな土地利用の推進 

東村山の農産物を活かした地産地消やブランド化、地域地区と土地利用の実態との乖離の検

証に基づく適切な都市計画制度の活用・見直し、企業進出や起業・創業等を支えるきめ細かな

土地利用の推進が求められます。 
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 2040 年代の都市の姿 

「東村山市第５次総合計画 ～わたしたちのSDGs～」では、以下のようなまちづくりの考え

方、10年後に目指す将来都市像を掲げています。 

＜まちづくりの考え方＞ 

（１）市民の命を最優先に施策を展開します 

（２）時代の変化に柔軟に対応した持続可能な都市経営を進めます 

 （３）東村山の自然や文化、歴史、伝統を守り、活かします 

 （４）多様な主体が共に力を発揮してまちの魅力を高めます 

＜将来都市像＞  

 （１）将来都市像 

みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山 

（２）基本目標 

基本目標１【まちの価値の向上】 

基本目標２【ひとの活力の向上】 

基本目標３【くらしの質の向上】 

 

上記の「東村山市第５次総合計画」や東京都の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

等に基づき、改定計画では、2040年代の都市の姿を次のように考えます。 

「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」   
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第６章 将来都市構造 

６－１ 将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造とは、「第５章 2040年代の都市の姿」を踏まえ、

東村山市のまちの骨格を形成する要素を「核」、「軸」、「ゾー

ン」の３つの要素で概念的に表現するものです。 

各要素の位置づけ及び将来都市構造の考え方は、以下の通りで

す。 

 将来都市構造の形成要素 

 

 

核 軸 

ゾーン 

将来都市構造図 

 

「水辺のふれあい軸」・「みどりの交流軸」 

⇒今後、みどりの基本計画における記載内容を

反映予定 
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（１）核 

様々な機能の集積を図る地区を「核」として位置づけます。 

 

中心核 

東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺を「中心核」に位置づけ、都市機能の

集約を図り、にぎわいや交流の創出を推進します。 

 

魅力創造核 

市センター地区周辺、スポーツセンター周辺、北山公園周辺を「魅力創造核」に位置づ

け、それぞれ以下のような拠点を形成し、様々な人々の交流の創出を推進します。 

・市センター地区周辺 

市役所を中心として、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」を形成します。 

・スポーツセンター周辺 

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様々な交流による

「にぎわいの拠点」を形成します。 

・北山公園周辺 

里山の原風景を残し、生物多様性の保全等の市民活動、市内外の人々の交流や体験の

場として活発な活動がなされる「交流の拠点」を形成します。 

地域交流の核 

市立の小・中学校を中心に公共・公益的な機能、店舗等の商業・業務的な機能、健康・福

祉・子育ての機能等が最適に配置された「地域交流の核」に位置づけ、地域の日常的な交流

を推進します。 

 

みどりの核 

八国山緑地、北山公園、狭山緑地（狭山公園）、せせらぎの郷多摩湖緑地、前川公園、東

村山中央公園、萩山公園、小平霊園、多磨全生園を「みどりの核」に位置づけ、自然や歴

史・文化の保全・活用を推進します。 

 

（２）軸  

隣接市や「核」間をつなぐ交通ネットワーク及び緑や水辺空間をつなぐネットワークを「軸」

として位置づけます。 

 

シンボル軸 

２つの「中心核」である東村山駅周辺と秋津・新秋津駅周辺を結ぶ軸を「シンボル軸」に

位置づけ、両駅間のスムーズな移動を支えるネットワークを形成するとともに、沿道ではシ

ンボル軸にふさわしい土地利用、良好な沿道景観の形成を推進します。 

広域交通軸 

⇒みどりの基本計画と調整 
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東村山市と隣接市等とをつなぐ道路ネットワークを位置づけ、広域的な交通ネットワーク

の形成を推進します。 

 

鉄道軸 

鉄道ネットワークを「鉄道軸」に位置づけ、広域的な交通ネットワークの維持、充実を推

進します。 

 

水辺のふれあい軸 

北川、前川、柳瀬川、空堀川、野火止用水、出水川を「水辺のふれあい軸」に位置づけ、

水質浄化や緑の保全を図り、市民に親しまれる水辺空間の充実を推進します。 

 

みどりの交流軸 

緑・水辺空間をつなぐネットワークを「みどりの交流軸」に位置づけ、緑や自然環境を保

全し、市民の活動や交流に活用できる環境の創出を推進します。 

 

（３）ゾーン 

「核」と「軸」や地域ごとの特性を踏まえた基本的な土地利用を「ゾーン」として位置づけま

す。 

 

都市型住宅ゾーン 

商業、業務、居住等の機能の集積を図る地域、現在の工業立地の保全や新たな産業創出に

つながる企業の集積を目指す地域を「都市型住宅ゾーン」に位置づけ、住環境に配慮しつ

つ、地域の特性に応じた土地利用を推進します。 

 

  市街地ゾーン 

良好な低層住宅と生産緑地等の都市農地が共存する地域、現在の工業立地の保全や新たな

産業創出につながる企業の集積を目指す地域を「市街地ゾーン」に位置づけ、ゆとりやうる

おいのある環境の創出を推進します。 

 

歴史・文化・自然ゾーン 

歴史、文化、自然の景観保全を図る地域を、農業、農業関係産業等の用途を適切に配置す

ると共に、「歴史・文化・自然ゾーン」に位置づけ、豊かな自然環境を活かした快適な住宅

地の形成を推進します。 

  

「水辺のふれあい軸」・「みどりの交流軸」 

⇒今後、みどりの基本計画における記載内容を反

映予定 
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６－２ まちづくりの目標・将来のくらしと活動イメージ 

「第５章 2040年代の都市の姿」の実現に向けては、今後、どのようなテーマでまちづくりを

進めていくのか明確にする必要があります。そこで、改定計画では、以下の４つのまちづくりの

テーマを設定しました。 

 

（目標１）核を中心として、さまざまな人々が交流し、にぎわいがつくられるまち 

（目標２）みどりあふれる自然豊かな環境を守り、活かすまち 

（目標３）東村山市の特性にあったくらしを守り、つくり、育てるまち 

（目標４）だれもが安全・安心で、心健やかに暮らせるまち 

 

東村山市がどのようなまちになり、どのようなくらし方・過ごし方ができるようになるのか、

「将来のくらしと活動イメージ」として示します。 
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（目標１）核を中心として、さまざまな人々が交流し、にぎわいがつくられるまち 

駅を中心とした都市機能の再編、新たな市民交流と働く場や憩いの場の創出・活用等、時代の

変化に対応しながら進化し続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来のくらしと活動イメージ＞ 

・ 駅近の保育施設に子どもを預け、週の半分は駅前のコワーキングスペースで仕事をしま

す。ここでは異業種交流も盛んで新たな仕事の展開にもつながっています。 

・ 駅前の広場では、市民やアーティスト、駅周辺の商店会と連携したイベントが定期的に

開催され、市内外から多くの人が集まりにぎわっています。 

・ ５G等の情報通信ネットワークが整備され、それらを活用した、新たな事業が展開され

たり、新たな移動手段の実験等が行われたりしています。 

・ 会社帰りに駅のランナーズステーションで着替えて市内をランニング。週末はスポーツ

センターで仲間とスポーツを楽しんだあとは、近接のビアガーデンでの打ち上げが人気

のコースになっています。 

・ 北山公園と周辺の農地を拠点として環境保全や体験学習・イベントの企画等・市民活動

が活発に行われ、多世代交流の場にもなっています。また、周辺の農園で収穫した農産

物や加工品等が並ぶ「たのしむらやま市」には市民だけでなく遠方から新鮮野菜を求め

て訪れる人が絶えません。 

・ 多磨全生園では園内における樹木等の自然環境の保全活動や歴史の継承、「人権の森」

等についてさまざまな学習体験やイベントが開催され、全国から多くの人が訪れ、景色

や市民との交流を楽しんでいます。 

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

  

 
環境保全・活用 

～北山公園や緑地を拠点に活動～ 
 

駅前広場活用 

～高架下や駅広でｲﾍﾞﾝﾄ～ 
 

多様な働き方に対応 

～ｼｪｱｵﾌｨｽやｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽでの交流～ 

 
健康増進・交流 

～ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰや広場で健康づくり活動～ 
 

多世代交流 

～ｻｰﾄﾞﾌﾟﾚｲｽの展開～ 

※イラストは調整中 



 

39 

 

（目標２）みどりあふれる自然豊かな環境を守り、活かすまち 

緑と水辺空間や歴史文化資源を公民連携で保全・活用し、魅力が向上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来のくらしと活動イメージ＞ 

・ 豊かな緑や水辺空間、歴史文化が身近にあり、いつでも歩いて楽しめます。自然に触れ

合える環境が整っているので、市民の散策や憩いの場となり、市外からも多くの人が訪

れて楽しむ光景が見られます。 

・ 市内に残された貴重な農地が守られ、農のある風景が市の原風景となっています。 

・ 自然環境を守り育てる活動をまちが一体となって進める体制づくりや、多世代で自然を

学び楽しむ場が広がっています。 

・ 自然環境の保全や市街地のみどりを増やす市民活動によってみどりの空間が広がり、温

暖化防止につながっています。 

・ 八国山緑地や狭山緑地（狭山公園）等の自然の中で、さまざまなイベントを市民が主体

となって企画し市内外から多くの人が集まり、にぎわっています。 

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

  

 
大規模緑地の活用 

～市民主体のイベント～ 

 
農ある風景 

～農園、野菜の販売所～ 
 

市街地の緑化 

～みんなで花壇づくり～ 

 
市民活動 

～農業体験・緑化～ 

 
歴史・文化の楽しみ 

～身近な観光～  
自然環境の保全活動 

～多世代で自然を学び楽しむ場づくり～ 

※イラストは調整中 
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（目標３）東村山市の特性にあったくらしを守り、つくり、育てるまち 

自然豊かで農のある環境を活かして、東村山市ならではのくらしの場を創出するとともに、生

活を豊かにしていく方策が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来のくらしと活動イメージ＞ 

・ 共有の農園やイングリッシュガーデン等をシェアできる住宅（コモンスペース付住宅や

コーポラティブハウス）があり、まちの各所で多世代交流が盛んになっています。 

・ くらしの中でのガーデニングの普及とともにコミュニティガーデンが広がり、「ひがし

むらやまオープンガーデン」が開催されています。 

・ 休日には近所の体験農園で農家さんの指導のもと野菜づくり。収穫した野菜をマルシェ

で販売したり、バーベキューをしたりして、野菜づくりを楽しむ人が増えています。 

・ 空き家をリノベーションしたリノベカフェでは、地場産野菜を使ったメニューが評判と

なり、その味を求めて市外からも多くの人が訪れています。 

・ 市内の産業と農園での野菜や果物、ガーデニングでのハーブ等とコラボレーションし、

新たな商品開発につながっています。 

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

  

 
農園やガーデン付き住宅 

～多世代交流等～ 

 
体験農園等 

～農福連携による野菜づくり、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ等～ 

 
東村山ブランドの開発 

～試食会、商品販売等～ 

 
オープンガーデン 

～ガーデニングの普及～ 

 
まちなかにカフェが増加 

～空き家をﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ～ 

※イラストは調整中 



 

41 

 

（目標４）だれもが安全・安心で、心健やかに暮らせるまち 

 安全・安心に暮らせる環境づくり、防災・防犯面での機能の充実、市民の健康増進につながる

環境づくりが進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来のくらしと活動イメージ＞ 

・ 車も自転車も歩行者も、安心して移動できるまちなかは、多くの人が行き交い活気があ

ります。沿道では、定期的に手づくり市等も開催され、市内外から多くの人が集まり、

交流人口も増加しています。 

・ 都市計画道路の整備にあわせ、自動運転バスの運行開始や、無人配達サービスによる定

期便が開始されたことで、地域交流の核は高齢者から子供まで多くの人が利用していま

す。 

・ 大地震等の災害時にも安全に移動でき、救援活動が可能な交通基盤の整備とともに、総

合的な治水対策が進み、強靭なまちとして評判となり、終の棲家として移住する人が増

えています。 

・ 身近にある公園や小学校を中心として、自助・共助による防災活動の充実や、花壇づく

りによる見守り活動等・防犯面での取組も活発になり、市民の健康増進や、地域コミュ

ニティ形成にもつながっています。 

＜SDGsで定められている17のゴールのうち関連性の高いゴール＞ 

  

 
小学校で防災活動 

～近隣住民の拠点～ 

 
移動しやすい歩行空間 

～自動運転バスの充実～ 

 
コミュニティガーデン・ベランダ緑化等 

～ガーデンづくりで見守り活動～ 

 
公園での防災訓練 

～イベント的に防災活動～ 

 
広場等の活用 

～マルシェ等～ 

※イラストは調整中 
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全体構想 

「第５章 2040年代の都市の姿」の実現に向け、まちづくりの方針を以下の６つの分野ごとに

定めます。 

各分野の概要は、以下の通りです。 

 

（１）土地利用の方針 

にぎわい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明らかにしています。 

（２）道路・交通網整備の方針 

体系的な道路網・駅前広場の整備、歩行者優先の道路整備、公共交通機関の改善に関する基本

的な方針を明らかにしています。 

（３）環境まちづくりの方針 

豊かなみどりの形成、循環型社会の形成、低炭素化の促進に関する基本的な方針を明らかにし

ています。 

（４）くらしと福祉のまちづくりの方針 

良質な住宅の確保、良好で安全な住環境の創出、多様なニーズに対応したユニバーサルなまち

の創造に関する基本的な方針を明らかにしています。 

（５）防災まちづくりの方針 ～まちの強靭化に向けて～ 

地震や火災に強い都市基盤の構築、災害発生時の安全な経路・拠点の確保、総合的な治水対策

の推進、地域防災力の向上、速やかな復旧・復興への備えに関する基本的な方針を明らかにして

います。 

（６）地域創生まちづくりの方針 

地域産業の振興、地域資源の保全・活用に関する基本的な方針を明らかにしています。 

 

上記の構成に従い、分野ごとに基本的な方針を示します。 
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７－１ 土地利用の方針 

（１）にぎわいと交流のある核の形成 

核の形成に際しては、必要に応じて、用途地域の見直し、特別用途地区の指定、地区計画の

策定等都市計画を活用していきます。 

① 「中心核」における都市機能の強化・育成に取り組みます。 

・ 主要駅（東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅）周辺では、にぎわいと活力を生む商業

機能、シェアオフィスをはじめ多様な働き方を可能とする業務機能を強化するととも

に、行政・文化・教育・福祉・子育て等のさまざまな都市機能の集積に取り組みます。 

・ 既存の地域資源を活用しつつ、地域と連携しながら魅力ある空間へのリニューアルを図

り、市外からも人が集まる拠点の形成に取り組みます。 

 

② 「魅力創造核」の形成に取り組みます。 

・ 市センター地区周辺では、市役所を中心として、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に取り組みます。また、「３・３・

８」、鉄道付属街路等の整備により、拠点へのアクセス性の向上に取り組みます。 

・ 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、様々な交流によるにぎわいの拠点の形成に

取り組みます。 

・ 北山公園周辺では、里山の原風景を残し、生物多様性の保全等の市民活動、市内外の

人々の交流や体験の場として活発な活動がなされる交流の拠点の形成に取り組みます。 

 

③ 市民のくらしの中心となる「地域交流の核」の形成に取り組みます。 

・ 「地域交流の核」では、市立の小・中学校を中心に、公共・公益的な機能、店舗等の商

業・業務的な機能や健康・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

交流を推進する拠点の形成に取り組みます。拠点となる施設は、その機能を重視して、

社会経済情勢の変化にあわせて柔軟に再配置を行います。 

 

（２）適切な土地利用の誘導 

① 社会状況の変化、地域の現況や特性に応じたきめ細やかな土地利用を誘導します。 

・ 以下に示す１１のゾーニングにより、地域の特性やまちづくりの状況を踏まえた適切な

土地利用を誘導していきます。その際は、用途地域の見直しや地区計画の策定等による

規制・誘導を適切に行い、各々の地区にふさわしいまちづくりを進めます。ただし、ゾ

ーニングは、これらにそぐわない土地利用や建築を制限するものではなく、望ましい都

市の将来像を実現するために尊重するものとします。また、住環境を保全する地域発意
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の地区計画や建築協定等、住民の合意による地域のルールは、これを尊重します。 

Ⓐ 主要鉄道駅周辺地区    Ⓕ 中層住宅中心地区 

   ⓐ 高架下利用地区         Ⓖ 低層住宅中心地区 

Ⓑ 鉄道駅周辺地区       ⓖ  農住共存地区 

Ⓒ 沿道複合地区     Ⓗ 公益施設地区 

Ⓓ 生産研究地区     Ⓘ 大規模公園緑地 

Ⓔ 中高層住宅中心地区     

 

Ⓐ 主要鉄道駅周辺地区 

主要駅（東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅）周辺は、商業・業務等の機能が集積した

広域的な核の形成を推進します。 

１）東村山駅周辺では、連続立体交差事業等による東西の一体化、回遊性の向上等にあわ

せ、駅前広場の再整備や市街地開発事業等を用いた商業・業務施設の集積による、に

ぎわい・活力の創出に取り組みます。また、新たに創出される高架下空間や、鉄道付

属街路及びその沿道空間を活用し、地域・行政・鉄道事業者が連携したにぎわいと交

流を推進します。 

ⓐ 高架下利用地区 

   主要鉄道駅周辺地区のうち、連続立体交差事業で生まれる高架下空間では、周辺の

土地利用の状況に配慮したうえで、市センター地区との連続性等も考慮し、公民連携

による商業・業務の様々な事業展開を図るため、用途地域の見直し等に取り組みま

す。 

２）久米川駅周辺では、飲食店等の集積を活かして商業・業務の都市機能を強化するとと

もに、北口の駅前広場整備等による交通動線の変化を踏まえ、踏切や南口の駅前広場

の改善等により、安全で快適な利便性の高い都市空間の形成に取り組みます。 

３）秋津・新秋津駅周辺では、市街地開発事業等の手法により、市北東部の玄関口に相応

しい商業・業務等さまざまな都市機能の集積、駅前空間の改良や交通結節機能の強化

に取り組みます。 

 

Ⓑ 鉄道駅周辺地区 

Ⓐの地区を除く鉄道駅周辺では、日常生活を支える利便施設の集積を図っていきます。 

 

Ⓒ 沿道複合地区 

１）住宅のみならず、沿道型の商業施設や業務施設等の複合的土地利用により、活気ある

沿道空間の形成を図るとともに、後背地など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化

は抑止していきます。 

２）東村山駅周辺と秋津・新秋津駅周辺を結ぶシンボル軸では、沿道の空間づくり等にお

いて、シンボル軸にふさわしい土地利用を促進します。 
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Ⓓ 生産研究地区 

１）比較的多くの工場等が立地している区域については、現在の工場立地を保全し、新た

な産業創出につながる企業施設の集積を図ります。 

２）跡地利用の際の無秩序な土地利用転換の抑制、物流の基盤となる道路の整備等、既存

の工場の操業環境に配慮した土地利用がされるよう規制・誘導を図ります。 

 

Ⓔ 中高層住宅中心地区  

主要鉄道駅周辺地区に隣接し、周辺の住環境に配慮される場合や、既に中高層住宅とし

て土地利用がされている場合は、良好な中高層住宅の立地誘導を図ります。 

 

Ⓕ 中層住宅中心地区 

共同住宅などの中層住宅を中心とする地区では、周辺の住環境に配慮した良好な中層住

宅の立地誘導を図ります。 

 

Ⓖ 低層住宅中心地区 

１）住宅都市としての特性を活かし、少子高齢化やライフスタイルの多様化等を踏まえた

低層住宅地区としての最適な土地利用が図られるよう、居住水準の向上のため建築物

の敷地面積の最低限度導入や建ぺい率、容積率の緩和等に取り組みます。 

ⓖ  農住共存地区 

低層住宅中心地区のうち、農地が多く見られる地区では、生産緑地制度等により農

地を保全するとともに、田園住居地域の活用等により、低層住宅と農地の調和した地

区として農地の無秩序な宅地化を抑止し、良好な居住環境と営農環境の保全・改善を

図ります。 

また、農地の市民農園や体験農園としての活用等、農のある環境ならではのくらし

の充実を促進します。 

 

Ⓗ 公益施設地区 

１）市センター地区では、用途地域の見直しや地区計画の活用等により、活力ある公共・

公益機能の拠点の形成を目的とした、行政機能の再編及び店舗や業務等の複合的な施

設の集積に取り組みます。 

２）東村山浄水場は、施設が求められる機能に応じて用途地域の見直しや特別用途地区・

地区計画を活用して、公益施設としての機能の維持に努めます。 

３）秋水園は公益施設としての機能を維持し、施設の更新に取り組みます。 

４）病院、学校等からなる区域では、基本的には公益施設としての機能を保全しますが、

社会経済情勢の変化等必要に応じて、機能転換や施設の複合化等をしていきます。 

 

Ⓘ 大規模公園緑地 

１）八国山緑地、狭山緑地（狭山公園）、東村山中央公園、小平霊園、東村山キャンパス
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のみどりについて、東京都と連携して保全を促進します。 

２）北山公園、前川公園、萩山公園等の全部開設がされていない規模の大きな公園の整備

に取り組みます。 

３）せせらぎの郷多摩湖緑地、淵の森緑地等の緑地の保全・活用に取り組みます。 

４）多磨全生園については、多磨全生園入所者自治会の提唱する 「人権の森」 構想に基

づき、国民共有の財産として未来に受け継いでいきます。 

 

② 各々の場所が適切に利用されるように、土地の有効利用を進めます。 

・ 建物の高さは低中層を中心とし、高層建物の建設は「主要鉄道周辺地区」・「沿道複合

地区」に計画的に整備される場合、中高層住宅中心地区において周辺の住環境に配慮が

なされる場合や、魅力創造核を構成する地区に整備される場合に許容することを基本的

考え方とします。ただし、北山公園周辺は除くものとします。 

・ 公共・公益施設用地等の土地利用転換に際しては、地域の現況や特性に応じた有効な利

用方法を検討していきます。 

・ 遊休地や未利用地の状態にある土地については、関係機関等と調整し、ゾーニングに定

めた用途での有効利用を促進します。 

・ 住環境を保護しつつ地場産業を育成すべき区域等においては、特別用途地区、地区計画

等を必要に応じて適切に活用することにより、住宅と産業等が共存・調和したまちづく

りに取り組みます。 

 

③ 公共施設の最適化に向けた検討を進めます。 

・ 公共施設については、既存施設を活用することを基本とし、必要に応じた適切な修繕や

大規模改修等を行い、施設の健全性を維持していきます。 

・ 現在の公共施設全ての維持は不可能であり、大規模修繕や建て替えにあたっては、建物

ではなく機能に着目し、複合化や多機能化等の方策を検討し、時代に合ったサービス・

機能に再編していきます。その際、生活圏において日常的に必要なサービス機能を適切

に配置していきます。 

・ 新たに創出される高架下空間には、ニーズにあった公共・公益機能やサービス等の配置

を促進します。 

・ 駅の周辺や地域交流の核等では、モノの供給・移動を支える地区レベルの物流サービス

機能の配置について検討します。 

 

④ 地域ごとの特性を活かした都市構造の実現に向けた検討を進めます。 

・ 少子高齢化や人口減少等の社会経済情勢の変化や、地域毎の課題に対応し、住み慣れた

身近な地域でだれもが活動しやすく、快適に暮らすことができる環境を実現していきま

す。そのため、主要な駅周辺では、利便性の高いくらしを重視した、歩いて楽しくにぎ
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わいのあるまちの実現を目指します。また、駅から離れた地域では、みどり豊かな快適

でゆとりある環境を形成し、人々のライフスタイルに応じたくらしができるまちづくり

を検討していきます。この地域においては、人々の暮らしの拠点づくりについてもあわ

せて検討していきます。 

・ 地域ごとの特性を活かした都市構造の実現に向け、立地適正化計画の策定についても検

討していきます。 

・ 都市の基盤や計画・交通分野に関わるデータ等をスマートシティの取組みに活かすとと

もに、新技術を柔軟に取り入れることで、持続可能なまちづくりを進めます。このこと

で、まちの価値の向上や市民のくらしの質の向上を図ります。 
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７－２ 道路・交通網整備の方針 

（１）体系的な道路網・駅前広場の整備 

① 人と自転車の空間を重視した幹線道路整備を進めるとともに、都市計画道路の必要性の検

証を行い、計画の見直しを含めた最適な道路ネットワークづくりを推進します。 

 

【都市計画道路】 

・ 都市計画道路は、都市における交通の円滑化を図り、災害に強い都市の実現とともに、

良好な市街地形成のために不可欠であり、慢性的な交通渋滞の解消や住宅地への通過交

通車両の流入抑制等により、安全で快適なまちづくりに資するものです。そのため、優

先的に整備すべき路線を明確にし、着実に整備を推進します。 

・ 特に、複数市にまたがり、高速道路へのアクセス向上等に資する広域的な道路である

「３・３・８」、「３・４・４」、「３・４・５」、「３・４・９」、「３・４・11」、「３・

４・13」、「３・４・26」、「３・４・35」、広域的な道路を補完し、ネットワークを強化

する「３・４・３」「３・４・10」、「３・４・27」、「３・４・31」の路線は、優先的に

整備を進める路線として位置付けます。 

・ 都市計画道路の整備に際しては、現道や都市計画道路との接続について、その形状等の

状況を踏まえた検討を行い、安全で快適な道路網の形成がなされるよう関係機関と協議

を進め、整備を推進します。 

・ 都市計画道路の整備にあたっては、自転車走行空間を整備することで、歩行者と自転車

の通行を区分し、充実した歩行者空間を整備するとともに、安全で快適に走行すること

ができる自転車ネットワークの形成を推進します。 

・ 将来的な社会経済情勢や東京都全体の都市計画道路ネットワークを踏まえて、都市計画

道路の必要性や実現性、変更・廃止した場合の影響を確認した上で、適宜都市計画道路

の見直しを検討します。 

・ 「３・４・34」は、都市計画緑地である狭山緑地（狭山公園）と計画が一部重複してい

るため、整備の際には、狭山緑地（狭山公園）の区域の変更を行います。 

 

（広域的な幹線道路） 

・ 「３・３・８」は、多摩地域の南北を結ぶ広域的な幹線道路であり、東村山駅付近の連

続立体交差事業による踏切除却とあわせて、府中街道の渋滞緩和等、交通の円滑化と利

便性・安全性向上のため整備を促進します。 

・ 「３・４・５」は、「３・４・27」から東久留米市を連絡する広域的な幹線道路であ

り、交通の円滑化と利便性・安全性向上のため整備に取り組みます。 

・ 「３・４・９」は、東大和市へと連絡する広域的な幹線道路として、交通の円滑化と利

便性・安全性向上のため整備に取り組みます。 

・ 「３・４・11」は、所沢街道のバイパス機能を持つ広域的な幹線道路であり、交通の円
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滑化と利便性・安全性向上を図るため整備を促進します。 

・ 「３・４・13」は、「３・３・８」から新秋津駅を経由し清瀬市を連絡する広域的な幹

線道路であり、交通の円滑化と利便性・安全性向上のため整備に取り組みます。また、

道路計画区域内に新秋津駅前のロータリー機能があることを踏まえ、路線配置や構造等

については、今後検討していくものとします。 

・ 「３・４・26」は、久米川駅から清瀬市を連絡する広域的な幹線道路であり、交通の円

滑化や関越自動車道へのアクセス向上のため、整備に取り組みます。 

・ 「３・４・35」は、整備が進められている「３・３・８」、「３・４・11」と埼玉県の都

市計画道路「飯能所沢線」をつなぐ広域的な幹線道路であり、円滑な物流の確保と都市

間の連携強化のため、整備を促進します。 

 

（広域的な道路を補完する道路） 

・ 「３・４・３」は、地域の防災性の向上や、萩山駅へのアクセス向上のため整備を推進

します。 

・ 「３・４・10」、「３・４・31」は、東村山駅付近の連続立体交差事業にあわせて、交通

の円滑化や利便性・安全性の向上を図るため整備に取り組みます。 

・ 「３・４・27」は、秋津・新秋津駅周辺のまちづくりや周辺の道路ネットワークの状況

を踏まえて、東村山駅周辺と秋津・新秋津駅周辺との連絡や、秋津駅へのアクセス向上

のため整備を推進します。 

 

【主要道路】 

・ 現在、広域的な自動車交通処理を担っている道路について、都市計画道路の整備によ

り、その役割に変化が生じた際には、幅員構成の見直しなどの道路空間の再構築の必要

性を検討します。 

・ 利用者のボトルネックとなっている踏切については、改善に向けて、鉄道事業者との協

議等を進めます。 

 

② 安全で快適な道路づくりを進めます。 

・ 都市計画道路の整備、面的な整備等にあわせ、電線類の地中化、植栽の配置等、防災

面・景観面の向上に取り組みます。 

・ 都市計画道路の整備にあわせ、接続する道路との交差部について、最適な交差点形状と

なるよう整備を進めていきます。 

・ 地域レベルの自動車や歩行者・自転車の動線の中心的役割を担う道路については、交通

安全上の課題解消や防災、防犯のため、交通安全施設の設置等を進めます。 
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③ 駅周辺における基盤整備等を推進します。 

・ 東村山駅付近において、交通の円滑化、安全性の向上、地域の一体化や快適なまちづく

りのため、連続立体交差事業を促進するとともに鉄道付属街路の整備に取り組みます。 

・ 東村山駅東口の駅前広場、久米川駅南口の駅前広場等の再整備や秋津・新秋津駅の駅前

広場、萩山駅北口の駅前広場の整備を推進し、駅へのアクセス道路の整備を検討しま

す。 

・ 駅前広場の立体的な活用を視野に入れ、駐輪場等の必要となる施設を整備し、適切に管

理することを推進します。 

・ 駅周辺の商業・業務機能が集積する地域では、安全で円滑な交通を確保するため、建物

更新時における駐車場や荷捌きスペース設置の誘導を図り、路上駐車・路上利用の解消

に努めます。 

 

（２）歩行者優先の道路整備 

① 歩行者が快適に移動できる道路ネットワークの形成に取り組みます。 

・ 居心地が良く歩きたくなる、ウォーカブルなまちづくりに取り組みます。 

・ 歩行空間は、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、安全・快適で利用に支障のない

空間形成を図ります。 

・ 歩行者の安全を確保するため、都市計画道路の整備にあわせた自転車走行空間の整備に

取り組みます。 

・ 駅周辺において、通行の妨げとなる放置自転車の対策として、駐輪場の整備等に取り組

みます。 

 

② 「中心核」において歩行者優先のまちづくりを推進します。 

・ 中心核については、交通規制等により過度な自動車の進入を抑制し、通過交通車両の発

生を抑え、安全・快適な歩行空間の整備に取り組みます。 

・ 中心核の基盤整備にあわせて、商業・業務機能等の集積によるにぎわいと活力の創出

や、回遊性の向上を図ります。 

 

（３）公共交通機関の改善 

① 交通結節機能の強化を図ります。 

・ 駅施設の建て替えの際は、利便性が高く周辺環境に配慮した魅力的な施設となるよう鉄

道事業者に働きかけていきます。 

・ バス・タクシー等の乗降場や駐輪場の配置を工夫するなど、鉄道から他の交通機関への

乗り換えを容易とするような駅前広場の整備に取り組み、交通結節機能を強化していき

ます。 

・ 交通機関を繋ぐ動線上におけるエレベーターやエスカレーターの設置等、設備の充実に
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努めます。 

 

② 既存のバスのネットワークやバス利用環境の充実を図ります。 

・ 都市計画道路の整備とあわせ、既存バス路線の見直し等を検討します。 

・ ノンステップバスへの車両更新や、だれにでも分かりやすい利用情報の提供等、ユニバ

ーサルデザインの考え方に基づいた取組を促進します。 

 

③ 新たな移動手段導入の可能性を踏まえた検討を行い、交通網の充実を図ります。 

・ ICTを活用した移動サービス（MaaS）を含め、既存のタクシーや福祉車両等を利用した

移動手段等・新しい交通網づくりを検討し、既存の移動手段の利便性の向上や、公共交

通空白・不便地域における移動手段の確保を図ります。 

・ 自動運転や新たなモビリティ導入の可能性を踏まえた交通環境整備を図ります。 

 

④ 広域的な交通網の形成を目指します。 

・ 西武鉄道の池袋線、新宿線、国分寺線、多摩湖線、西武園線、それぞれの沿線の価値向

上に努め、鉄道利用者の増加を目指します。 

・ 西武鉄道と東京メトロ東西線の相互乗り入れ、所沢駅における西武鉄道の池袋線と新宿

線の相互乗り入れ、JR武蔵野線のダイヤ改正等、都心へのアクセス性や利便性の向上に

ついて、取組を検討していきます。 

・ JR武蔵野線の将来的な新駅設置について、可能性を検討していきます。 

・ 高速道路（首都圏中央連絡自動車道、関越自動車道、中央自動車道）への接続が円滑と

なるよう、都市計画道路の整備を促進します。 

・ 新たな高速道路（多摩新宿線）の建設の促進を図るとともに、建設が進められる際には

自動車の出入り口の整備に向け取り組みます。 

・ 空港連絡バスの乗り入れを要望し、駅前広場の再整備等にあわせて、バスの発着場の整

備を推進します。 
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広域的な交通網図 
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７－３ 環境まちづくりの方針 

（１）豊かなみどりの形成 

① 「みどりの核」の形成に取り組みます。 

・ 八国山緑地、狭山緑地（狭山公園）、中央公園、小平霊園のみどりについて、東京都と

連携しながら保全・活用を促進します。 

・ せせらぎの郷多摩湖緑地、淵の森緑地等の規模の大きな緑地の整備を推進します。 

・ 多磨全生園については、多磨全生園入所者自治会の提唱する「人権の森」構想の考えに

基づき、入所者の努力により守られてきた豊富なみどりの保全に努めます。 

・ 北山公園、萩山公園、前川公園等の整備に取り組みます。整備にあたっては、北山公園

では、多様な生物が生息する環境づくりと、豊かな自然に気軽に触れ合える里山の景観

を残すなど、各公園の特徴を活かした公園づくりを推進します。 

 

② みどりの保全・活用を推進します。 

・ 東京都が管理する東村山キャンパス内の雑木林をはじめとする自然環境を適切に維持す

るよう要請していきます。 

・ 市が指定する「緑地保護区域」、「保存樹木」を保全する取組等、民有地の緑を市民と

ともに保全していく活動を継続していきます。 

・ 減少を続ける都市農地の保全のため、生産緑地制度等の活用を促進するほか、田園住居

地域の指定や無秩序な土地利用転換の抑制に努めます。 

・ 都市計画緑地、まとまったみどりのある地区、農地等を市民交流や農業体験等の場とし

ての活用を推進します。 

 

③ 利用ニーズに対応した公園の整備・活用を推進します。 

・ 人口動態や時代の変化を踏まえ、高齢者・子育て世代の利用が見込まれる地域、駅周辺

等の新たなにぎわいが創出される地区等、公園の再整備を含めて、それぞれの地域のニ

ーズに合った公園づくりを推進します。 

・ 農とみどりの体験パークが持つ市民交流や農業体験の場という機能を継続していくため

に、公園の整備・拡充に取り組みます。 

・ 東村山公園（運動公園）では、多様化する市民ニーズを踏まえ、スポーツ施設の再編を

検討していきます。 

・ 各公園の駐車場設置については、その必要性を個別に検討していきます。 

・ 民間企業や市民参加による公園整備や運営等を推進していきます。 

 

 

環境まちづくり方針 

⇒今後、みどりの基本計画における記載内容を

反映予定 
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④ 身近な緑の創出を促進します。 

・ 市役所・公民館・病院・学校等の公共・公益施設やその周辺、都市計画道路の植栽帯

（街路樹ライン）、駅前空間の植樹・植栽、花づくり等、公共空間の緑化を推進しま

す。 

・ 戸建住宅、集合住宅、商業施設等における敷地内の緑化を促進します。 

・ 廻田緑道や多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）等の快適な緑道ネットワークの維持

に努めます。 

・ 公園・緑地等の落ち葉清掃や雑草処理等の維持管理については、市民との協働で取り組

みます。また、老木・高木の適正管理や活用を含め、維持管理について公民連携により

取り組みます。 

・ 身近な緑の確保のため、緑化地域の指定について検討します。 

 

⑤ 水辺の保全・活用を促進します。 

・ 空堀川、柳瀬川については、市民や河川管理者等と協働・連携して、自然豊かで地域に

親しまれる川づくりを促進します。 

・ 野火止用水については、歴史環境保全地域に指定されており、由緒ある歴史環境や良好

な水辺の維持管理に取り組みます。 

・ 北川、前川については、北山公園や八国山緑地一帯の里山の原風景に親しむ場として、

イベントや清掃等の市民活動を促進し、多様な生物が生息する環境づくりに取り組みま

す。 

 

⑥ みどりのネットワークを保全します。 

・ まとまったみどりのある地区、身近な緑、沿道の緑、河川沿いの緑等のつながりをみど

りのネットワークと捉え、「みどりの交流軸」を中心にその維持・発展を図ります。 

 

（２）循環型社会の形成 

① ごみの減量・資源化、適正処理を推進します。 

・ 秋水園を資源循環の中核施設として、ライフスタイルの見直し等、ソフト施策と連携し

たごみ処理施設の整備、リサイクルのさらなる推進、ごみの減量等を進めます。 

・ 秋水園の新たなごみ焼却施設は、「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」に基づき、周

辺環境に配慮した循環型社会の形成に寄与する施設となるよう市民意見を取り入れなが

ら整備に取り組みます。 

 

② 水循環を育む環境を保全します。 

・ 雨水をなるべく地下へ浸透させることにより、湧水や河川流量を確保し、潤いのある水

辺空間の保全と水循環を進めます。 

みどりの基本計画と調整 
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・ 東村山浄水場は、施設が求められる機能に応じて用途地域の見直しや特別用途地区・地

区計画を活用して、公益施設としての機能の維持に努めます。 

 

 

（３）低炭素化の促進 

① 環境負荷の少ない低炭素まちづくりを促進します。 

・ 太陽光等の再生可能エネルギーやコージェネレーションを含む分散型エネルギーと蓄電

池の一体的な導入を促進します。 

・ 公共施設の木質化等、環境負荷の低減に寄与する工法や資材の利用を推進します。 

・ 環境に配慮した住宅・施設や長期にわたって使用可能な質の高い住宅の普及に努めま

す。 

・ ICTを活用したエネルギーマネジメント（BEMS・HEMS等）について検討していきます。  
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７－４ くらしと福祉のまちづくりの方針 

（１）良質な住宅の確保 

① 住宅の更新・再生を促進します。 

・ 大規模集合住宅の建て替えの際には、まちづくりの方針に沿った適切な土地利用がされ

るよう、都市計画等の面から支える取組みを検討します。 

・ 市営住宅については、耐用年数や社会ニーズを踏まえ、将来的なあり方を検討します。 

・ 老朽化により住宅を更新する際は、少子高齢化やライフスタイルの多様化等を踏まえた

良質な住宅への建て替えを促進します。 

 

② 多様なライフスタイルに対応した住宅の供給を促進します。 

・ 住宅が供給される際は、ライフスタイルの多様化、地域コミュニティの形成等に配慮し

た建物・空間づくりを目指します。 

・ 低層住宅地において、地域のまちづくりの状況にあわせて用途地域を見直す際や、市内

全域で用途地域を見直す際には、居住水準の向上を目的とした建築物の敷地面積の最低

限度導入や、建ぺい率、容積率の緩和等に取り組みます。 

・ 住宅地の敷地の細分化などによる住環境の悪化を抑えるため、建築規制の強化と緩和を

組み合わせた適切な誘導手法を活用して、住宅の供給を維持していきます。 

・ 都営住宅については、既に相当数を供給してきているため、新規供給を抑制します。 

・ 市が推進する地域包括ケアシステムに沿ったサービスを提供することにより、住み慣れ

た地域での高齢者のくらしを守ります。 

 

 

（２）良好で安全な住環境の創出 

① 豊かな自然と調和した魅力ある住環境の保全と育成を進めます。 

・ 身近な緑の充実による住環境の魅力向上を促進します。 

・ 公園の機能が最大限活かされ、住環境の向上につながるよう努めます。 

・ 建築物の壁面後退、敷地面積の最低限度、高さ制限や敷地内の緑化率等、地区計画や建

築協定等のまちづくり・建築のルールによる良好な住環境づくりを推進します。 

・ 民間開発等の際に、より適切な開発指導を行うよう、社会経済情勢にあわせた基準の更

新等を検討していきます。 

・ 住宅の密集や脆弱な道路基盤の解消等の抜本的な改善が必要とされる地域では、土地区

画整理事業や道路整備等により、良好な住宅地の形成を促進します。 
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② 安全で安心して快適に暮らせる住宅地の形成を進めます。 

・ 地域の防犯力を高めるため、防犯カメラの設置や自治会防犯街路灯のLED化を推進しま

す。 

・ 犯罪の発生を未然に防ぐため、コミュニティ醸成を可能とする建物・空間づくりを、ソ

フト施策と連携しながら強化していきます。 

・ 通過交通を抑制し歩行者が安心して歩ける住宅地の形成のため、自動車の進入規制や駐

車場の計画的配置等を総合的に進めていきます。 

・ 環境基本法に基づき、騒音や振動等の公害に配慮した住宅地づくりを推進します。 

③  空き家や空き地、共同住宅の空き室への対応を進めます。 

・ 管理不全な空き家・空き地の所有者、その家族には通知や助言等を行い、近隣住民・自

治会等とは情報共有を行うなどして、適正管理を推進します。 

・ 空き家、空き地は市場への流通を促進するとともに、リノベーション等による適切な利

活用を促進し、地域の課題解決や価値向上を図ります。 

・ 共同住宅の老朽化や管理不全の対応として、空き室の適正管理を促進します。 

・ 小さな敷地単位で空き家や空き地といった低未利用地が散発的に発生し、都市の衰退を

招く恐れのある「都市のスポンジ化」への対応策を検討していきます。 

 

 

（３）多様なニーズに対応したユニバーサルなまちの創造 

① 各種施設を全ての人にやさしい施設に改善していきます。 

・ 公共建築物、道路・駅前広場や公園等の整備の際には、ユニバーサルデザインの考え方

に基づき、利用者のニーズを踏まえた、安全で利用に支障のない空間形成を図ります。 

・ 都市計画道路の整備等に際して、電線類の地中化等による充実した歩道空間を確保し、

道路改良時においては、年齢や障害の有無に関わらず誰もが快適に利用できる最適

な設備等を順次導入していきます。 

・ 非常時利用も想定される学校施設や公園内等のトイレについて、建て替えや改修を行う

際は洋式化や「だれでもトイレ」の設置等、誰でも使いやすい施設への更新を推進して

いきます。 

・ 公共交通機関の利用環境を改善していきます。バス・タクシー等の乗降場や駐輪場の整

備等においては、周辺の状況に配慮した、安全・安心でゆとりある空間の創出に努めま

す。また、ノンステップバスへの車両更新の促進、コミュニティバスの運行改善や停留

所の環境改善、福祉車両等の活用等を検討していきます。 

・ 各種公共サインの充実に努めます。道路名称や行先表示、施設の位置や方向を明示する

施設誘導標識等の充実・増設、多言語化や誰もが分かりやすいサインの普及とともに、

地域特性や施設の特徴を踏まえたトータルデザインに配慮したサイン等を検討していき

ます。 
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② 誰もが自由に活動できる環境の整備・機能の充実を図ります。 

・ 年齢、性別、国籍や障害の有無に関わらず、様々な人が交流できるよう、地域における

活動の場や集いの場の確保について検討していきます。 

・ 子どもたちの健全育成等のため、子育て環境の充実を目指します。 

・ 鉄道駅や地域交流の核等での情報端末を利用した情報提供サービスの充実、ICTやAI等

の技術を活用した新たなサービスの提供を検討していきます。 

 

③ 身近な健康増進の場づくりを進めます。 

・ 公園や遊歩道等、スポーツ施設以外の身近な場所でスポーツに親しめる環境づくりに努

めます。 

・ 地域スポーツ活動の活性化のため、公共施設を有効に活用できるよう、学校等との連携

を強化します。 

・ 公共スポーツ施設の最適な活用に向け、再編や複合化・多機能化を検討していきます。 

・ 安全・快適に歩いて暮らせる歩行空間の形成を目指します。 
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７－５ 防災まちづくりの方針 ～まちの強靭化に向けて～ 

大規模自然災害の発生時に、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず迅速に回復する

よう、「東村山市国土強靭化地域計画」と連携してまちづくりに取り組みます。 

土砂災害や水害の危険性の高い地域、木造住宅密集地域等災害のハザードエリアに関する指定

状況等を踏まえながら、地域の課題を的確にとらえ、その解決に向け取り組みます。 

 

（１）地震や火災に強い都市基盤の構築 

① 都市施設や建築物の安全性の向上を促進します。 

・ 道路橋等の公共施設や図書館、公民館等の公共建築物について、耐震化に取り組みま

す。 

・ 公共下水道管の長寿命化とともに、耐震化を進めます。 

・ 緊急輸送道路を中心とした主要な道路においては、災害時における避難や救援活動の支

障となるため電線類の地中化を進めます。 

・ 耐震診断や耐震改修に対する助成等を行い、既設の建築物の耐震化を促進します。 

・ 大規模な土地利用転換や共同住宅の建設・更新、公共施設の再生や集約にあわせ、コー

ジェネレーション施設や、再生可能エネルギー利用等・分散型エネルギーの導入、及び

それらの常用化も視野に入れた検討を行い、被災後も機能が維持できるよう、エネルギ

ーの安定化に向けた取組を促進します。 

 

② 木造住宅が密集する傾向にある地区を改善していきます。 

・ 木造住宅が密集する地域においては、建物の共同建て替え・協調建て替えや、土地区画

整理事業等による道路、公園等の整備を促進し、防災性の向上と住環境の改善を図りま

す。 

 

③ 延焼遮断帯の形成に取り組みます。 

・ 延焼遮断機能を持つ都市計画道路や河川、公園・緑地・広場等の整備を推進します。 

・ 延焼遮断帯である都市計画道路等の沿道建物の不燃化や高度利用を促進します。 
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（２）災害発生時の安全な経路・拠点の確保 

① 安全な避難所、避難場所、避難・救援経路の確保を推進します。 

・ 避難所に指定されている小・中学校等について、建て替えや改修を行う際は、避難所機

能の充実を検討するとともに、マンホールトイレの設置を進めます。 

・ 遊休地や未利用地を含めた、まとまったスペースについて、避難場所や災害対応の拠点

等としての活用を検討していきます。 

・ 避難所等へ到達するまでの避難・救援ネットワークづくりを総合的に進めます。都市計

画道路の整備や狭あいな道路の拡幅、沿道の建築物の耐震化・不燃化、電線類の地中化

や避難誘導のための標識の充実等に取り組みます。 

・ 上記の取り組みにあたっては、高齢者、障害者、外国人等の要配慮者を十分に考慮しま

す。 

 

（３）総合的な治水対策の推進 

① 河川等の治水対策を推進します。 

・ 東京都が管理する柳瀬川、空堀川について、１時間あたり50ミリ規模の大雨でも溢水し

ない河川整備を要請します。 

・ 柳瀬川の河川整備を見据え、前川の改修に向けた検討を進め、現在の流下能力を可能な

限り引き上げるため、河道整備や大規模雨水貯留施設の整備等を進めていきます。 

・ 都市計画道路の整備等に際しては、雨水幹線の整備を進め、宅地造成に伴う道路整備を

行う場合は、雨水浸透施設の設置を促進し、内水氾濫による被害抑制に取り組みます。 

・ 宅地内への雨水貯留・浸透施設の設置・普及を促進し、河川等への流入量を抑制してい

きます。 

 

② 土砂災害等への対策を促進します。 

・ 激しい降雨時の土砂災害防止に向けた点検、整備促進等の対策を検討します。 

・ 土砂災害や洪水被害により危険と考えられる区域での社会福祉施設等の土地利用の抑制

について検討します。 

 

（４）地域防災力の向上、速やかな復旧・復興への備え 

① 防災に対する意識の向上を図ります。 

・ 市民の防災に対する意識を高めるとともに、市民が安全かつ円滑に速やかに避難できる

よう、イベントや訓練を活用し、防災マップ、洪水ハザードマップ等の周知を推進しま

す。 

 

② 地域の防災体制を強化していきます。 

・ 首都直下地震や台風・豪雨災害等さまざまな災害に対して、ICTやAI等を活用しソフト
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面での備えを強化していきます。 

・ 自主防災組織等、防災のための市民組織の充実、多様な主体の相互協力を強化します。 

③ 災害後の復興に向けた事前準備を推進します。 

・ 地域の課題や望ましいまちの姿を市民、行政、事業者で共有するとともに、大規模災害

が発生した際の復旧・復興を円滑に進めるため、平時から訓練を行う体制づくりに努め

るなど、復興まちづくりについて検討していきます。 

・ 災害後の復興に際しては、都市計画マスタープランのまちづくり方針として位置づけら

れた都市計画道路、公園等の公共施設の整備を進めるとともに、土地区画整理事業の手

法等により、望ましい都市像を実現します。 

・ 業務継続計画（BCP）を基に、災害後においても市の業務を遅延なく行えるよう、実施

すべき業務の優先順位を特定し、必要な資源の確保や実施体制の早期復旧に努めます。 
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防災まちづくり方針図 

⇒今後、地域防災計画における 

記載内容を反映予定 
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７－６ 地域創生まちづくりの方針 

（１）地域産業の振興 

市民や地域の企業等がまちづくりの主体として、にぎわいや活力を生む活動ができる環境づく

りに取り組みます。 

 

① にぎわいと活力のある商業空間の形成に向けた取組みを推進します。 

・ 産業振興や起業・創業を支えるため、中心核での市街地開発事業等の面整備を推進しま

す。 

・ 都市計画道路の整備にあわせた沿道空間の商業・業務機能の集積により、歩いて楽しい

空間づくりを推進します。 

・ 人が集い、にぎわいを生む高架下空間の活用を促進します。 

・ 地域産業の振興のため、遊休地や公共施設の再配置・最適化で生まれるスペースの活用

を促進します。 

・ リノベーションによる空き店舗やプレイスメイキングによる空き地の活用等を図り、新

たなにぎわい空間の創出を促進します。 

・ 個店の魅力に接することのできる機会の創出等により、商業の活性化を促進します。 

・ 地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用し、地域の課題をビジネスの手法で解決する

コミュニティビジネス等の展開を促進します。 

 

② 市内産業の発展的な操業を支える基盤づくりに取り組みます。 

・ 工場等の市内での発展的な操業を支えるため、地区計画、特別用途地区等の都市計画制 

度を活用し、適切な土地利用を誘導します。 

・ 産業の立地ができるよう周辺都市基盤の整備を計画的に進め、時代のニーズに応える企

業の誘致に努めます。 

・ 工場の操業環境を維持するために、工場地への無秩序な住宅立地を抑制し、また、工場

地と住宅地とは、平面的に分離し緩衝帯を設置するものとします。 

・ 跡地利用の無秩序な土地利用転換を抑制するため、必要に応じて用途地域の見直しや地

区計画の策定等を検討します。 

 

③ 都市農業の発展につながる基盤づくりを進めます。 

・ 土地区画整理事業の活用により、農住が共存した良好な環境を整備するとともに、出

荷・販売に適した道路整備や農地の集約化を図り、持続可能な農業経営を促進します。 

・ 特定生産緑地制度の活用に加えて、農業従事者の減少・高齢化により、所有者自らによ

る耕作が困難になった農地については、貸借円滑化法により意欲ある都市農業者へ貸借

することや、農福連携により農地の有意義な活用を促進します。 
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・ 農地から住宅等への無秩序な土地利用転換が発生することのないよう、田園住居地域の

指定や土地区画整理事業等により、適切な土地利用を誘導します。 

・ 東村山の特産物の地産地消に加え、地産外消等によるブランド化を進め、都市農業の発

展につながる方策を検討します。 

 

（２）地域資源の保全・活用 

 自然的・歴史的景観、歴史・文化資源、自然環境を地域資源と捉え、保全・活用を推進します。 

① 自然的・歴史的景観を大切にし、保全していきます。 

・ 市内に残る緑地、水辺や農のある風景等の自然的景観や歴史的景観を大切にし、保全し

ていきます。 

・ 東村山３０景、東村山５０景、東村山らしい景観まちづくりの手引きを活用し、東村山

らしい景観形成の意識を醸成します。 

② 歴史・文化資源と自然環境の保全・活用を推進します。 

・ 各所に点在する歴史・文化資源と自然環境の保全や活用、周辺整備を行います。 

・ 安全な歩行空間の形成や公共案内標識の充実等により、歴史・文化資源を快適に回遊で

きるように努めていきます。特に、北西部の歴史・文化資源や自然的な景観が残る多摩

湖方面への来訪者の誘導に努めます。 

 

③ 周辺の景観や歴史・文化資源に配慮した良好なまちなみの形成に努めます。 

・ 土地利用転換や建築、都市計画道路の整備等に際しては、周辺の景観や歴史・文化資源

と調和するように地区計画等を活用し、良好なまちなみの形成に努めます。 

 

④ 地域資源を活かしたにぎわい・交流を支えるまちづくりを推進します。 

・ 魅力創造核に位置づけた市センター地区、スポーツセンター周辺、北山公園周辺におい

て人々の交流を創出します。その際、既存施設の有効活用とともに、市民や民間事業者

等、多様な主体によるサービス提供について検討していきます。 

・ 大学等の教育関係機関や各種研究機関等の誘致を検討していきます。 

・ まちづくりに係る各種組織の充実・活動強化・PR等により、にぎわいと交流を支えるま

ちづくりを促進します。 

  



 

69 

 

  
地

域
創

生
ま

ち
づ

く
り

方
針

図
 

 

「自然的景観の維持・向上」「自然環境の保全・活用」 

⇒今後、みどりの基本計画における記載内容を反映

予定 
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第８章 地域別構想 

「第５章 2040年代の都市の姿」の実現に向けて、第７章で掲げた分野ごとに東村山市全体で

まちづくりを進めるだけではなく、地域の特性に応じてよりきめ細かくまちづくりを進めていく

必要があります。そこで、本章では、地域の特性に応じて市域を複数の地域に分けたうえで、

「第７章 分野ごとのまちづくり方針」を踏まえ、地域ごとにまちづくりの目標や方針を定めま

す。 

 

地域区分 

改定計画の地域区分は、以下の通りです。 

１ 本町地域 

２ 久米川・恩多地域 

３ 秋津・青葉地域 

４ 栄町・萩山地域 

５ 富士見・美住地域 

６ 廻田・多摩湖・諏訪・野口地域 

 

地域区分は、以下の考え方に基づき設定しました。 

①  前計画では、６地域（本町・栄町地域、久米川・恩多地域、秋津・青葉地域、萩山地

域、富士見・美住地域、廻田・多摩湖・諏訪・野口地域）に区分していました。 

② 改定計画では、「中心核」である東村山駅周辺と久米川駅周辺の２つを有する本町・栄

町地域を分け、本町を１つの地域とし、栄町は萩山地域と統合します。 

③ 東村山駅周辺の連続立体交差事業による東西交通の円滑化や「東村山駅周辺まちづくり

基本構想」等に基づく、東村山駅を中心とした一体的なまちづくりを推進する地域とし

て、上記６地域の上層に「東村山駅周辺まちづくり基本構想地区」を別途設定します。 

 

上記の構成に従い、地域ごとの基本的な方針を示します。 

  



 

71 
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用語集 

●ア行                                        

エコセメント 

都市ごみ焼却灰や汚泥等の各種廃棄物を主原料としたセメント。 

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保持。 

 

●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。 

健康寿命 

介護状態になる前の、日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。 

建ぺい率 

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、お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 

協働組合方式によって建設する住宅。志向を同じくする複数の人が建築組合を設立し、協働し

て土地の取得や建物の企画設計、建築工事発注当を行い、住宅を取得する方式。 

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 

地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取組。 

コモンスペース 

集合住宅や住宅地等で、数個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 

主に個人事業者及び小規模法人が、オープンなワークスペースを共用し、各自が自分の仕事を

しながらも、自由にコミュニケーションを図ることで情報や知見を共有し、協業パートナーを見

つけ、互いに貢献しあうワーキング・コミュニティのスペース。 

コンパクト＋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のとびきり居心地のよい場所（サードプレイス）”のこと。 

再生医療 

患者自身または他者の細胞・組織を培養等加工したものを用いて、失われた組織や臓器を修

復・再生する医療のこと。 

自助・共助・公助 

自助とは自分の身を自分の努力によって守ること、共助とは身近な人たちで互いに助けあうこ

と、公助とは国・都・市等の行政機関による救助・援助のこと。 

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。 

循環型まちづくり 

廃棄物等の発生抑制と適正な循環的利用・処分により、天然資源の消費を抑制し、環境への負

荷ができる限り低減される社会を実現するまちづくり。 

スマートシティ 

先進技術の活用により、都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し、各種の課題の解決

を図るとともに、快適性や利便性を含めた新たな価値を創出する取組であり、Society 5.0 の先

行的な実現の場。 

生産緑地地区 

農林漁業との調和を図ることを目的とした地域地区の１つ。市街化区域内の農地等で、一定の

要件を満たす土地のうち、市町村が指定した地区。 
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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。 

セミフラット構造 

歩車道を分離する方法の１つ。歩車道を縁石によって分離し、歩道面を車道面より高く、かつ

縁石先端高さより低くする構造。 

 

●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。 

テレワーク 

情報通信技術を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。 

田園住居地域 

平成 30（2018）年に住居系用途地域の一類型として創設された用途地域の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。 

特定生産緑地制度 

生産緑地地区に定められた農地等に対して、定められてから 30年が経過する前に、所有者等の

意向を踏まえ、期間を 10年とする特定生産緑地を指定する制度。 

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。 

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。 
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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 

土地区画整理事業は、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。 

ドローン 

遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機。 

 

●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

取組み。 

 

●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 

1960 年代にアメリカで提唱された、あらゆる住環境において居心地の良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。 

ボトルネック 

交通渋滞等、都市活動に著しい支障をきたしている箇所。 

 

●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。 

みちづくり・まちづくりパートナー事業 
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地域のまちづくりに寄与することを目的として、地域にとって重要な役割を果たす都道のうち、

都市計画道路の事業化計画における優先整備路線以外で、地元市町村から要望が強い路線を東京

都と市が連携・協力して整備を行う事業。 

緑 

この計画では、樹木、草本（そうほん）等の植物を「緑」という。 

みどり 

この計画では、樹木、草本だけでなく、生態系とその総合的な環境としての土壌、大気、水等

の自然の構成要素全体、人間の精神や文化の基盤としての自然や、都市の良好な景観をつくる自

然的な要素を含むものを「みどり」という。 

モビリティ 

動きやすさ、移動性や流動性の意。 

 

●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、人種等にかか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。 

レジリエンス 

ソフト・ハードの組みあわせ等により防災・減災対策を進め、災害へ粘り強くしなやかに対応

すること。 

連続立体交差事業 

東村山駅付近で、鉄道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差化する事業。 
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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。 

Ｅラーニング 

Electronic Learningの略で、コンピュータやインターネット等を活用して行う学習。 

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。 

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。モノのインターネット。 

ｉＰＳ細胞 

induced pluripotent stem cellの略で、人間の皮膚等の体細胞に、ごく少数の因子を導入し、

培養することによって、さまざまな組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力

をもつ多能性幹細胞に変化する、人工多能性幹細胞のこと。 

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。 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goalsの略で、持続可能な開発目標。平成 13（2001）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（2015）年

9月の国連サミットで採択された国際目標。「誰一人として取り残さない（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。 

 

＜17のゴール＞ 

 １ あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

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

３ 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 

４ すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

５ ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

６ 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 
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７ すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保す

る 

８ 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 

９ 強靱（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 

10 各国内及び各国間の不平等を是正する 

11 包摂的で安全かつ強靱(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 

12 持続可能な生産消費形態を確保する 

13 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 

14 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 

15 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 

16 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 

17 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０（超スマート社会） 

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（Society 1.0）、農耕社会

（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指す

もので、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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 次 
東村山市都市計画マスタープラン資料 
 

 

 

  
地域別構想 地域ごとのまちづくり方針 

【事前配付資料⑤】 
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１ 本町地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の概況 

◼ 明治 27年の川越鉄道の開通に伴い、東村山駅が開業しました。 

◼ 地域の中央部には、市役所や中央図書館などの様々な公共施設が多く立地しています。 

◼ 平成 16年に、本町都営住宅が低層の連棟住宅（長屋建て）から中高層の建物へと建

替えが完了しました。また、市役所北東エリアの低層都営住宅についても、民間プロジェクト

として、280戸の戸建て住宅をはじめ、道路・公園・保育所・商業施設等に再整備され、

郊外型居住モデルとして平成 19年に「むさしのｉタウン四季の街」が誕生しました。 

◼ 東村山駅付近では、交通渋滞の解消や東西地域の一体化に向け、連続立体交差事業

が進められています。また、大踏切の拡幅などにも取り組んできました。 

  

1 本町地域 

 



 

2 

 

（２）地域のこれからのまちづくりの重点課題 

①中心核としての都市機能の強化 

➢ 東村山駅付近の連続立体交差事業の進展や駅前広場の再整備等にあわせ、中心核として

の都市機能の強化が必要です。 

➢ 都市機能の強化に際して、多様な世代の暮らし方や様々な働き方に対応したまちづくりが求め

られます。 

②連続立体交差事業にあわせた回遊性の向上 

➢ 連続立体交差事業にあわせ、駅前広場の再整備や高架下の活用などによる回遊性のある環

境づくりが求められます。 

➢ 回遊性の向上に際して、道路空間や公共施設等を誰もが安心して使えるような環境に整えて

いくことが重要です。 

③魅力創造核の形成 

➢ 市民生活の利便性の向上に向け、市役所や中央図書館などの様々な公共施設の集積を活

かした新たな魅力の創出が求められます。 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

 

◼ 中心核である東村山駅周辺において、連続立体交差事業を促進するとともに、都市機能の

集積を図り、駅周辺の活力を向上していきます。 

◼ 駅周辺地区を中心として、多様な世代の居場所があり、歩いて暮らしやすい回遊性のある

まちづくりに取り組みます。 

◼ 魅力創造核である市センター地区周辺では、公共・公益機能の集積を図ります。 

 

  

～市の中心的地域として、交流とにぎわいがあるまち「本町」～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 中心核である東村山駅周辺では、にぎわいと活力を生む商業機能、シェアオフィスをはじ

め多様な働き方を可能とする業務機能を強化するとともに、行政・文化・教育・福祉・子

育てなどの様々な都市機能の集積に取り組みます。さらに、魅力ある空間へのリニューア

ルを図り、市外からも人が集まる拠点の形成に取り組みます。 

② 魅力創造核である市センター地区周辺では、市役所を中心として、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に取り組みます。また、

「３・３・８」、鉄道付属街路等の整備により、拠点へのアクセス性の向上に取り組みます。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 東村山駅周辺では、連続立体交差事業等にあわせ、駅前広場の再整備や市街地開発事業等

を用いた商業・業務施設の集積による、にぎわい・活力の創出に取り組みます。 

② 高架下利用地区では、周辺の土地利用の状況に配慮したうえで、市センター地区との連続

性等も考慮し、公民連携による商業・業務の様々な事業展開を図るため、用途地域の見直

し等に取り組みます。 

③ 「３・３・８」「３・４・10」などの沿道については、住宅のみならず、沿道型の商業施設

や業務施設等の複合的土地利用により、活気ある沿道空間の形成を図るとともに、後背地

など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化は抑止していきます。 

④ 大規模住宅団地周辺では、良好な中高層住宅を中心とした立地誘導を図ります。 

⑤ 低層住宅中心地区では、住宅都市としての特性を活かし、少子高齢化やライフスタイルの

多様化等を踏まえた低層住宅エリアとしての最適な土地利用を図ります。 

⑥ 市センター地区では、用途地域の見直しや地区計画の活用等により、活力ある公共・公益

機能の拠点の形成を目的とした、行政機能の再編及び店舗や業務等の複合的な施設の集積

に取り組みます。また、地区内の道路整備等により、利便性・安全性の向上を図ります。 

道路・交通網整備の方針 

① 東村山駅付近において、交通の円滑化、安全性の向上や快適なまちづくりのため、連続立

体交差事業を促進するとともに鉄道付属街路の整備に取り組みます。 

② 「３・３・８」の整備や東村山駅付近の連続立体交差事業による踏切除却の促進により、

府中街道の渋滞緩和を図ります。 

③ 「３・３・８」の整備にあわせ、鷹の道の東村山郵便局付近の拡幅整備と、府中街道との

交差点の改良を推進します。 

④ 「３・４・10」は、東村山駅付近の連続立体交差事業にあわせて、交通の円滑化や利便性・

安全性の向上を図るため整備に取り組みます。 

⑤ 東村山駅周辺の整備にあわせ、回遊性の向上を図るとともに、ユニバーサルデザインの考

え方に配慮しながら、にぎわいの創出などを目的とした歩行空間の整備に取り組みます。 
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⑥ 東村山駅東口では、バス・タクシー等の乗降場や駐輪場の配置を工夫するなど、鉄道から

他の交通機関への乗り換えを容易とするような駅前広場の再整備に取り組み、交通結節機

能を強化していきます。 

環境まちづくりの方針 

① 市役所、公民館、病院、学校等の公共・公益施設やその周辺は、植栽や花づくりなど、公共

空間の緑を保全していきます。また、連続立体交差事業による基盤整備にあわせて緑の充

実を図ります。 

② 「３・３・８」、「３・４・10」の街路樹ラインと空堀川沿いの緑などのつながりをみどりの

ネットワークと捉え、その維持・発展を図ります。 

③ 再生可能エネルギーの導入促進、公共施設の木質化など、環境負荷の低減に寄与する工法

や資材の利用推進、環境に配慮した住宅・施設や長期にわたって使用可能な質の高い住宅

の普及、エネルギーマネジメント（BEMS・HEMS等）の検討などにより、環境負荷の少ない

低炭素まちづくりを促進します。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 東村山駅周辺に近接する区域では、住環境保全のため、高層マンション等の無秩序な立地

の抑制を図ります。 

② 市センター地区では、ICT等の新技術を積極的に活用し、快適に暮らし働く質の高いスマー

トな都市を目指します。 

③ 東村山駅周辺や市センター地区周辺の整備に際しては、各種公共サインの充実に努めます。

道路名称や行先表示、施設の位置や方向を明示する施設誘導標識等の充実・増設、多言語

化や誰もが分かりやすいサインの普及とともに、地域特性や施設の特徴を踏まえたトータ

ルデザインに配慮したサイン等を検討していきます。 

④ 連続立体交差事業で新たに創出される高架下空間では、スポーツなどにも利用できる多目

的な空間づくりを検討します。 

防災まちづくりの方針 

① 「３・３・８」「３・４・10」「３・４・27」について、災害時における避難や救援活動の支

障となる電線類の地中化の整備に取り組むとともに、沿道建物の不燃化や高度利用を促進

します。 

② 東京都が管理する空堀川について、１時間あたり 50ミリ規模の大雨でも溢水しない河川整

備を要請します。 

地域創生まちづくりの方針 

① 産業振興や起業・創業を支えるため、東村山駅周辺における市街地開発事業を用いた面整

備を推進します。 
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② 連続立体交差事業にあわせて、人が集い、にぎわいを生む高架下空間の活用を促進します。 

③ 東村山駅周辺や市センター地区周辺において、公共施設の再配置・最適化等で生むスペー

スや空き店舗・空き地等について、地域産業の振興等への活用を検討します。 

④ 東村山駅周辺を中心として、個店の魅力に接することのできる機会の創出等により、商業

の活性化を促進します。 

⑤ 東村山駅周辺では、リノベーションによる空き店舗の活用などを図り、新たなにぎわい空

間の創出を促進します。 

⑥ 市センター地区周辺において市民交流の場の創出を推進します。その際、既存施設の有効

活用の施策とともに、市民や民間事業者など、多様な主体によるサービス提供について検

討していきます。 
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（５）地域のまちづくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

  

■中心核 

にぎわいと活力を生む商業・業務機能の強化 

＜東村山駅東口周辺＞ 

 東口駅前広場の再整備 

 市街地開発事業等の促進 

＜高架下空間＞ 

 にぎわい空間の創出 

■魅力創造核 

＜市センター地区周辺＞ 

 公共・公益機能の拠点形成 

 ICT 等の新技術の活用による

スマートな都市の形成 

＜主要道路＞ 

 鷹の道の東村山郵便局付近

の拡幅整備 

＜３・４・10＞ 

 交通の円滑化や利便性・安全性

の向上を図るため整備 

＜３・３・８＞ 

 広域的な幹線道路として整備 

＜高架下空間＞ 

 公民連携による様々な事業展

開 
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２ 久米川・恩多地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の概況 

◼ 鎌倉時代前後は、「中世の宿（しゅく）」としてにぎわいをみせていました。 

◼ 野火止用水は、雑木の繁る緑道となっており、市民生活にうるおいを与えています。 

◼ 熊野神社は熊野公園を擁し、樹齢 700年といわれている大ケヤキのある梅岩寺とともに豊

かな緑を市民に提供しています。 

◼ 地域内は、梨やキウイなどの果樹園を中心とした農地の広がる地域となっています。 

◼ 都市計画道路「3・４・27」の整備が進み、新たに人の往来が生まれ、沿道では店舗等の

立地が進んでいます。 

 

  

2 久米川・恩多 
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（２）地域のこれからのまちづくりの重点課題 

①魅力創造核の形成 

➢ 魅力創造核に位置づくスポーツセンター周辺では、地域の特性を活かした新たな魅力の創出が

求められます。 

②農地やみどりのある環境を活かしたまちづくり 

➢ 地域内には、果樹園を中心とした農地が多く存在するため、その環境を保全するとともに、営農

環境と調和した良好な居住環境を形成していく必要があります。 

➢ 農のある環境や、野火止用水や空堀川などの水辺環境を活かしたまちづくりも求められます。 

③交通利便性の向上 

➢ 地域内には、鉄道駅がないため、バス路線が公共交通の中心となっていますが、バス停から離れ

た区域もあり、交通利便性がやや劣る地域となっています。 

➢ 都市計画道路の整備等にあわせたバス路線の拡充など、公共交通の利便性の向上が求めら

れます。 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

◼ 魅力創造核であるスポーツセンター周辺では、新たな魅力を持った交流やにぎわい、市民

の健康や食を支える拠点づくりを推進します。 

◼ 果樹園を中心とした農地の多い環境を維持し、農あるくらしの風景を次世代につなげる仕

組みづくりを進めます。 

◼ 都市計画道路の整備を進め、地域内にある公共交通空白・不便地域の解消と交通利便性の

向上を図ります。 

 

 

  

～農と産業がくらしとつながり、新たな魅力がうまれるまち「久米川・恩多」～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 魅力創造核である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、土地

区画整理事業等の誘導により、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・加工などの事業や複合サービス事業等を通じ

た、様々な交流によるにぎわいの拠点の形成に取り組みます。 

② 地域交流の核では、地域住民の日常的な交流を育む拠点として、市立の小・中学校を中心

に、公共・公益的な機能、業務・店舗等の商業的な機能や健康・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拠点の形成に取り組みます。また、拠点

となる施設は、その機能を重視して、社会経済情勢の変化にあわせて柔軟に再配置を行い

ます。さらに、モノの供給・移動を支える地区レベルの物流サービス機能の配置について

検討します。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 「３・３・８」「３・４・５」「３・４・11」「３・４・26」「３・４・27」では、住宅のみな

らず、沿道型の商業施設や業務施設等の複合的土地利用により、活気ある沿道空間の形成

を図るとともに、後背地など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化は抑止していきます。

また、シンボル軸は、沿道の空間づくり等において、シンボル軸にふさわしい土地利用を

促進します。 

② 地域内において、比較的多くの工場などが立地している生産研究地区については、現在の

工場立地を保全し、新たな産業創出につながる企業施設の集積を図ります。 

③ 生産研究地区における跡地利用の際の無秩序な土地利用転換の抑制、物流の基盤となる道

路の整備など、既存の工場の操業環境に配慮した土地利用がされるよう規制・誘導を図り

ます。 

④ 中層住宅中心地区では、良好な中層住宅を中心とした立地誘導を図ります。 

⑤ 農住共存地区では、生産緑地制度等により農地を保全するとともに、田園住居地域の活用

等により、低層住宅と農地の調和した地区として農地の無秩序な宅地化を抑止し、良好な

居住環境と営農環境の保全・改善に取り組みます。 

⑥ 住環境を保護しつつ地場産業を育成すべき区域等においては、特別用途地区、地区計画等

を必要に応じて適切に活用することにより、住宅と産業等が共存・調和したまちづくりに

取り組みます。 

道路・交通網整備の方針 

① 「３・３・８」の整備や東村山駅付近の連続立体交差事業による踏切除却を促進すること

により、府中街道の渋滞緩和を図ります。 

② 「３・４・５」は「３・４・27」から東久留米市を連絡する広域的な幹線道路として、交通

の円滑化と利便性・安全性向上のため整備に取り組みます。 
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③ 「３・４・11」は、所沢街道の重要なバイパス機能を持つ広域的な幹線道路として整備を

促進することにより、交通の円滑化と利便性・安全性向上を図ります。 

④ 「３・４・35」は、整備が進められている「３・３・８」、「３・４・11」と埼玉県の都市計

画道路「飯能所沢線」をつなぐ広域的な幹線道路であり、円滑な物流の確保と都市間の連

携強化のため、整備を促進します。 

⑤ 「３・４・10」の「３・３・８」との交差点以西では、東村山駅付近の連続立体交差事業に

合わせて、交通の円滑化や利便性・安全性の向上を図るため整備に取り組みます。 

東村山駅周辺と秋津・新秋津駅周辺を結ぶ「３・４・27」は、秋津・新秋津駅周辺のまちづ

くりや周辺の道路ネットワークの状況を踏まえて、東村山駅周辺と秋津・新秋津駅周辺と

の連絡や、秋津駅へのアクセス向上のため整備を推進します。 

環境まちづくりの方針 

① 市が指定する「緑地保護区域」、「保存樹木」を保全する取組みなど、民有地の緑を市民と

ともに保全していく活動を継続していきます。 

② 減少を続ける都市農地の保全のため、生産緑地制度等の活用を推進するほか、田園住居地

域の指定や無秩序な土地利用転換の抑制に努めます。 

③ 市民農園は、農業体験、市民活動や交流の場としての活用を促進します。 

④ 空堀川については、市民や河川管理者等と協働・連携して、自然豊かで地域に親しまれる

川づくりを促進します。 

⑤ 野火止用水については、歴史環境保全地域に指定されており、由緒ある歴史環境や良好な

水辺の維持・管理に取り組むとともに、適切な保全を図るため、危険木の撤去や樹木の植

え替え、護岸の改修などの環境整備を進めていきます。 

⑥ 整備を進める都市計画道路で形成する街路樹ラインと空堀川の遊歩道、野火止用水等の河

川沿いの緑や運動公園周辺の緑などのつながりをみどりのネットワークと捉え、その維持・

発展を図ります。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 住宅が供給される際は、ライフスタイルの多様化や地域コミュニティの形成などに配慮し、

地域の特性を活かした、ゆとりある空間づくりを目指します。 

② この地域の特色である農ある風景を残すために、土地区画整理事業等を誘導し、新たな農

住近接の街並み形成を促進します。 

③ 生産研究地区では、工場等と住宅が無秩序に混在することにより、操業環境と居住環境が

悪化することを防ぐ取組みを検討します。 

④ スポーツセンターや東村山公園（運動公園）について、公共スポーツ施設の最適な活用に

向け、再編や複合化・多機能化を検討していきます。 
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防災まちづくりの方針 

① 整備を進める都市計画道路について、災害時における避難や救援活動の支障となる電線類

の地中化の整備を進めるとともに、沿道建物の不燃化や高度利用を促進します。 

② 東京都が管理する空堀川について、１時間あたり 50ミリ規模の大雨でも溢水しない河川整

備を要請します。 

③ 災害時活動困難度がやや高い久米川町１・２丁目及び恩多町１・２・４・５丁目では、避

難所等へ到達するまでの避難・救援ネットワークづくりを総合的に進めます。 

地域創生まちづくりの方針 

① 府中街道沿道などでは、リノベーションによる空き店舗やプレイスメイキングによる空き

地の活用などを図り、新たなにぎわい空間の創出を促進します。 

② 生産研究地区では、無秩序な土地利用転換を抑制するため、必要に応じて地区計画などの

活用を検討します。 

③ 工場等の市内での発展的な操業を支えるため、地区計画、特別用途地区等の都市計画制度

を活用し、適切な土地利用を誘導します。 

④ 東村山の特産物の地産地消に加えて地産外消等によるブランド化を進め、都市農業の発展

につながる方策を検討します。 

⑤ 野火止用水や空堀川の遊歩道をはじめ、地域内に多く残る緑地や水辺、農のある風景など、

自然的な景観を保全していきます。 

⑥ 熊野神社、梅岩寺、恩多稲荷神社、野火止用水など、地域内に点在する歴史・文化資源と

自然環境の保全と活用を促進します。 

⑦ 土地利用転換や建築、都市計画道路の整備などに際しては、自然的景観や歴史・文化資源

と調和するように地区計画等を活用し、良好な街並みの形成に努めます。 

⑧ スポーツセンター周辺において、市民交流の創出を推進します。その際、市民や民間事業

者など多様な主体によるサービス提供について検討していきます。 
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（５）地域のまちづくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

■魅力創造核 

 市内産業の発展的な操業を支える基

盤づくりの推進 

 スポーツ、食・生産・加工などの事業、

複合サービス事業等を通じた、様々な

交流によるにぎわい拠点の形成 

＜３・３・８＞＜３・４・11＞ 

 広域的な幹線道路として整備 

＜３・４・35＞ 

 円滑な物流の確保と都市間の連

携強化のため整備 

＜３・４・27＞ 

 秋津駅へのアクセス性向上のため

整備 

＜東村山公園（運動公園）＞ 

 多様化する市民ニーズをふまえ、

再編や複合化・多機能化を検討 

 

＜３・４・10＞ 

 交通の円滑化や利

便性・安全性の向上

のため整備 

  

＜３・４・５＞＜３・４・26＞ 

 交通の円滑化や利便性・安全性

の向上のため整備 

 地区計画・特別用途地区等の都

市計画の手法を用いたまちづくりを

検討地区計画・特別用
途地区等の都市計画の
手法を用いたまちづく
りを検討地区計画・特
別用途地区等の都市計
画の手法を用いたまち
づくりを検討 



13 

 

３ 秋津・青葉地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の概況 

◼ 大正 4年に秋津駅が、昭和 48年に新秋津駅が開業しました。秋津駅、新秋津駅ともに

利用者数が多く、東村山市の交通の要所となっています。 

◼ 昭和 37年に秋水園を開設し、市内のごみ及び資源物の中間処理施設として安全で安定

的な処理を継続しています。 

◼ 武蔵野の面影を色濃く残す自然環境を有する、国立療養所多磨全生園、多摩北部医療

センターといった規模の大きな施設が立地しています。 

◼ 平成 21年に 100周年を迎えた多磨全生園の豊かな森と人権の歴史を広く後世に伝える

ため、「いのちとこころの人権の森宣言」をおこない、普及啓発を実践しています。 

◼ 淵の森緑地は、宮崎駿氏が散歩をしながら「となりのトトロ」のアイデアを練った地と云われて

おり、自然が残るこの森はボランティア団体による保全活動が行われています。 

 

  

3 秋津・青葉 
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（２）地域のこれからのまちづくりの重点課題 

①中心核としての都市機能の強化 

➢ 中心核に位置づく秋津・新秋津駅周辺では、アクセス道路の整備とともに、交通結節点にふさ

わしい都市機能の強化が求められます。 

②多磨全生園をはじめとした自然環境を大切にしたまちづくり 

➢ 多磨全生園や淵の森緑地、柳瀬川や空堀川などの豊富な緑・水辺の空間は、市民の協働の

もと保全・活用されており、これからも大切に守ることが求められます。 

➢ 地域内には、農地や緑も多くあることから、農地の無秩序な開発や、住宅地の敷地の細分化に

よる住環境の悪化を抑えていく必要があります。 

③交通利便性の向上と安全・安心な居住環境の形成 

➢ 未整備の都市計画道路については、優先度の高いものから整備に取り組んでいく必要がありま

す。 

➢ 地域内には、細街路や行き止まりの場所も多く、災害時活動困難地区の早急な改善も求めら

れています。 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

◼ 中心核である秋津・新秋津駅周辺において、二駅間の人の往来を活かした回遊性の高い活

気ある空間の形成に取り組みます。 

◼ 市民と協働のもと、多磨全生園や淵の森などをはじめとした自然環境や、農ある風景の保

全・活用を図ります。 

 

 

  

～豊かな自然環境の中に、くらしとにぎわいが共存するまち「秋津・青葉」～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 中心核である秋津・新秋津駅周辺では、にぎわいと活力を生む商業機能、シェアオフィス

をはじめ多様な働き方を可能とする業務機能の強化を図ります。また、乗り換え利用者が

多く市内外の人が行き交う拠点としての特徴を活かし、東村山をアピール・発信できるよ

うな魅力ある空間の形成を目指します。 

② 地域交流の核では、地域住民の日常的な交流を育む拠点として、市立の小・中学校を中心

に、公共・公益的な機能、業務・店舗等の商業的な機能や健康・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拠点の形成に取り組みます。また、拠点

となる施設は、その機能を重視して、社会経済情勢の変化にあわせて柔軟に再配置を行い

ます。さらに、モノの供給・移動を支える地区レベルの物流サービス機能の配置について

検討します。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 秋津・新秋津駅周辺では、市街地開発事業等の手法により、市北東部の玄関口に相応しい

商業・業務等さまざまな都市機能の集積、駅前空間の改良や交通結節機能の強化に取り組

みます。 

② 「３・４・11」「３・４・13」「３・４・26」「3・4・27」などの沿道については、住宅のみ

ならず、沿道型の商業施設や業務施設等の複合的土地利用により、活気ある沿道空間の形

成を図るとともに、後背地など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化は抑止していきま

す。また、シンボル軸では、沿道の空間づくり等において、シンボル軸にふさわしい土地

利用を促進します。 

③ 生産研究地区では、産業振興につながる企業施設の集積を図るため、無秩序な土地利用転

換の抑制、物流の基盤となる道路の整備など、既存の工場の操業環境に配慮した土地利用

がされるよう規制・誘導を図ります。 

④ 低層住宅中心地区では、その住環境を守る取り組みを検討していきます。 

⑤ 農住共存地区では、生産緑地制度等により農地を保全するとともに、田園住居地域の活用

などにより、低層住宅と農地の調和した地区として農地の無秩序な宅地化を抑止し、良好

な居住環境と営農環境の保全・改善に取り組みます。 

⑥ 秋水園は公益施設としての機能を維持し、施設の更新に取り組みます。 

道路・交通網整備の方針 

① シンボル軸を構成する「３・４・27」は、秋津・新秋津駅周辺のまちづくりや周辺の道路ネ

ットワークの状況を踏まえて、交通の円滑化、利便性・安全性の向上や秋津駅へのアクセ

ス向上のため整備を推進します。 

② 「３・４・11」は、所沢街道の重要なバイパス機能を持つ広域的な幹線道路として整備を

促進することにより、交通の円滑化と利便性・安全性の向上を図ります。 
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③ 秋津・新秋津駅周辺の基盤整備の際には、二駅の結節点となるよう駅前広場の整備もあわ

せて推進します。その際、都市計画の整合を図り、最適な駅前広場の位置や形状等の検討

を行います。 

④ 「３・４・26」は、久米川駅から清瀬市を連絡する広域的な幹線道路として、交通の円滑

化や関越自動車道へのアクセス向上のため、整備に取り組みます。 

⑤ 秋津・新秋津駅周辺の基盤整備にあわせ、回遊性の向上を図るとともに、ユニバーサルデ

ザインの考え方に配慮しながら、にぎわいの創出などを目的とした歩行空間の整備に取り

組みます。 

⑥ 秋津・新秋津駅周辺では、交通規制等により過度な自動車の進入を抑制し、通過交通車両

の発生を抑え、安全・快適な歩行空間の整備に取り組みます。 

⑦ 所沢街道、志木街道の歩道拡幅を促進します。 

環境まちづくりの方針 

① 東京都が管理する東村山キャンパス内の雑木林をはじめとする自然環境を適切に維持する

よう要請していきます。 

② 淵の森緑地などの自然環境の保全と活用、周辺整備を行います。 

③ 多磨全生園については、多磨全生園入所者自治会の提唱する「人権の森」構想の考えに基

づき、入所者の努力により守られてきた豊富なみどりの保全に努めます。 

④ 市が指定する「緑地保護区域」、「保存樹木」を保全する取組みなど、民有地の緑を市民と

ともに保全していく活動を継続していきます。 

⑤ 減少を続ける都市農地の保全のため、生産緑地制度等の活用を推進するほか、田園住居地

域の指定や無秩序な土地利用転換の抑制に努めます。 

⑥ まとまったみどりのあるエリアや農地等を市民交流や農業体験の場などとしての活用を促

進します。 

⑦ 市民交流の場や農業体験の場として活用されている農とみどりの体験パークは、都市計画

道路の整備の状況等を踏まえて、最適な形での機能のあり方を検討します。 

⑧ 空堀川、柳瀬川ついては、市民や河川管理者等と協働・連携して、自然豊かで地域に親し

まれる川づくりを促進します。また、沢の堀の護岸改修工事を進め、地域における安全な

歩行空間として再整備を図ります。 

⑨ 秋水園については、循環型社会の形成に寄与し、安全かつ安定的なごみ処理を継続できる

よう、市民意見を取り入れながら、新しいごみ焼却施設の整備に取り組みます。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 大規模集合住宅の建て替えの際は、まちづくりの方針に沿った適切な土地利用がされるよ

う、都市計画等の面から支える取組みを検討します。 

② 秋津・新秋津駅周辺の住環境を保全するため、高層マンション等の無秩序な立地の抑制を

図ります。 
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③ 農住共存地区では、土地区画整理事業等を誘導し、新たな農住近接の街並み形成を促進し

ます。 

④ 住宅が密集している地域等では、土地区画整理事業や道路整備等により、良好な住宅地の

形成を促進します。 

⑤ 生産研究地区では、工場等と住宅が無秩序に混在することにより、操業環境と居住環境が

悪化することを防ぐ取組みを検討します。 

⑥ 秋津・新秋津駅周辺の基盤整備にあわせ、駅周辺の回遊性にも配慮した、安全・安心なゆ

とりある空間の創出に努めます。また、道路名称や行先表示、施設の位置や方向を明示す

る施設誘導標識等の充実・増設、多言語化や誰もが分かりやすいサインの普及とともに、

地域特性や施設の特徴を踏まえたトータルデザインに配慮したサイン等を検討していきま

す。 

防災まちづくりの方針 

① 「３・４・11」「３・４・13」「３・４・26」「３・４・27」などについて、災害時における

難や救援活動の支障となる電線類の地中化の整備に取り組むとともに、沿道建物の不燃化

や高度利用を促進します。 

② 東京都が管理する空堀川や柳瀬川について１時間あたり 50 ミリ規模の大雨でも溢水しな

い河川整備を要請します。 

③ 災害時活動困難度がやや高い秋津町４・５丁目、青葉町３丁目では、避難所等へ到達する

までの避難・救援ネットワークづくりを総合的に進めます。 

地域創生まちづくりの方針 

① 秋津・新秋津駅周辺では、二駅を結ぶルート沿いのにぎわいの環境づくりを重視し、個性

ある沿道空間の形成を促進するとともに、地域の商業の活性化を推進します。 

② 秋津・新秋津駅周辺では、リノベーションによる空き店舗やプレイスメイキングによる空

き地の活用などを図り、新たなにぎわい空間の創出を促進します。 

③ 生産研究地区の跡地利用の際の無秩序な土地利用転換を抑制するため、必要に応じて地区

計画などの活用を検討します。 

④ 東村山の特産物の地産地消に加えて地産外消などによるブランド化を進め、都市農業の発

展につながる方策を検討します。 

⑤ 農のある風景や、空堀川、柳瀬川、野火止用水などの水辺やみどりの景観を保全していき

ます。 

⑥ 多磨全生園については、多磨全生園入所者自治会の提唱する 「人権の森」 構想に基づき、

国民共有の財産として未来に受け継いでいきます。 

⑦ 緑多い自然環境や農地が多く位置する地域での土地利用転換や建築、都市計画道路の整備

などに際しては、自然的な景観と調和するように地区計画等を活用し、良好な街並みの形

成に努めます。  
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（５）地域のまちづくりの方針図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

＜秋水園＞ 

 新たな可燃ごみ処理施設の整備 

＜３・４・13＞ 

 交通の円滑化と利便性・安全性

向上のため整備 

■中心核 

にぎわいと活力を生む商業・業務機

能の強化や交通結節機能の強化、回

遊性の向上 

＜秋津・新秋津駅周辺＞ 

 駅前広場の整備 

＜３・４・26＞ 

 交通の円滑化や関越自動車

道へのアクセス性向上のため

整備 

＜３・４・27＞ 

 交通の円滑化、利便性・安全性

の向上や秋津駅へのアクセス性向

上のため整備 

＜３・４・11＞ 

 広域的な幹線道路として整備 
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４ 栄町・萩山地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の概況 

◼ 昭和2年に久米川駅が開業しました。 

◼ 昭和3年の多摩湖鉄道の萩山駅までの開通を契機に、大都市東京の近郊住宅地として

市街化が進みました。萩山駅からは、新宿・拝島・多摩湖・国分寺の 4方向へ鉄道が結ば

れており、交通利便性の高い地域となっています。 

◼ 昭和23年に小平霊園が開園しました。 

◼ 久米川駅には「モザーク久米川」をはじめとした個性的な商店街が形成され、大きな商業拠

点となっています。 

◼ 平成22年には、久米川駅北口の駅前広場の整備が完了し、地下駐輪場も整備されまし

た。 

◼ 萩山駅周辺には中高層住宅が並び、街路樹のけやき並木と整然とした新しい街並みが形

成されています。 

◼ 地域を横断する形で多摩湖自転車歩行者道（狭山・境緑道）が整備されており、豊かな

みどりのネットワークを形成しています。また、民設公園制度により、公園的オープンスペースが

整備されました。 

 

４ 栄町・萩山地域 
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（２）地域のこれからのまちづくりの重点課題 

①中心核にふさわしいまちづくり 

➢ 久米川駅周辺では、北口の駅前広場において「マルシェ久米川」や地域住民主体のイベントが

定期的に開催され、にぎわいが創出されていますが、完成から 45年が経過する南口の駅前広

場は十分な活用ができていません。 

➢ 久米川駅周辺には個性豊かな商店街があることから、これらを活かしたまちづくりを進めるととも

に、八坂駅や萩山駅周辺の生活利便性を向上させる必要があります。 

②萩山公園の緑や多摩湖自転車歩行者道などのみどりのネットワークを活かしたまちづくり 

➢ 地域内には、萩山公園の緑をはじめ、空堀川の遊歩道や野火止緑道、多摩湖自転車歩行

者道などがあり、これらを活かしたまちづくりが求められます。 

➢ 公園の整備により、みどり豊かなまちづくりを推進していくことも必要となっています。 

③安全・安心して暮らせる居住環境の確保 

➢ 木造密集市街地や、災害時活動困難地区などでは、震災等への防災対策が求められていま

す。 

 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

 

◼ 中心核である久米川駅など、３つの駅がある利便性の高いくらしを重視した、歩いて楽し

いにぎわいのあるまちの実現を目指します。 

◼ 地域内の豊かな緑の保全・活用と、萩山公園の整備による良好な環境形成に取り組みま

す。 

◼ 密集市街地における防災性の向上を目指し安全・安心なまちづくりを検討していきます。 

  

～駅前のにぎわいと、緑豊かな環境が共存するまち「栄町・萩山」～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 中心核である久米川駅周辺では、にぎわいと活力を生む商業機能、シェアオフィスをはじ

め多様な働き方を可能とする業務機能を強化するとともに、魅力ある空間へのリニューア

ルを図り、市外からも人が集まる拠点の形成を推進します。 

② 地域交流の核では、地域住民の日常的な交流を育む拠点として、市立の小・中学校を中心

に、公共・公益的な機能、業務・店舗等の商業的な機能や健康・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拠点の形成に取り組みます。また、拠点

となる施設は、その機能を重視して、社会経済情勢の変化にあわせて柔軟に再配置を行い

ます。さらに、モノの供給・移動を支える地区レベルの物流サービス機能の配置について

検討します。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 久米川駅周辺では、飲食店等の集積を活かして商業を中心とした都市機能を強化するとと

もに、北口の駅前広場整備などによる交通動線の変化を踏まえ、久米川駅前交番前の踏切

（久米川第１号踏切道）の拡幅や南口の駅前広場の再整備により、安全で快適な利便性の

高い都市空間の形成に取り組みます。 

② 八坂駅及び萩山駅の周辺では、日常生活を支える利便施設の集積を図っていきます。 

③ 「３・４・３」「３・４・26」などの沿道については、住宅のみならず、沿道型の商業施設

や業務施設等の複合的土地利用により、活気ある沿道空間の形成を図るとともに、後背地

など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化は抑止していきます。 

④ 中層住宅中心地区・中高層住宅中心地区は、良好な中層及び中高層住宅を中心とした立地

誘導を図ります。また、駅周辺では、その交通利便性の高さを活かして計画的な土地の高

度利用を図っていきます。 

⑤ ゾーニングによる土地利用の誘導に限らず、住環境を保全する地域発意の地区計画や建築

協定等、住民の合意による地域のルールは、これを尊重します。 

⑥ 低層住宅中心地区では、良好な低層住宅地としての環境維持に努めます。 

⑦ 萩山実務学校や東村山福祉園付近の区域は、福祉施設を中心とした公益施設地区の位置づ

けを継続します。 

⑧ 萩山公園は、公園の施設機能の充実や有効活用を図り、魅力ある公園づくりを進めます。 

道路・交通網整備の方針 

① 「３・４・３」については、地域の防災性の向上や、萩山駅へのアクセス性の向上のため、

萩山駅北口の駅前広場とあわせて整備を推進します。 

② 久米川駅南口の駅前広場の再整備や、久米川駅前交番前の踏切（久米川第１号踏切道）の

拡幅に取り組みます。 

③ 久米川駅南口の駅前広場の再整備や萩山駅北口の駅前広場の整備にあわせて、回遊性の向
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上を図るとともに、ユニバーサルデザインの考え方に配慮しながら、にぎわい空間の創出

などを目的とした歩行空間の整備に取り組みます。 

④ 久米川駅南口、八坂駅周辺において、通行の妨げとなる放置自転車の対策として、駐輪場

の整備などに取り組みます。また、萩山駅北口の駅前広場を整備する際には、駐輪場の整

備を検討します。 

⑤ 久米川駅周辺では、交通規制等により過度な自動車の進入を抑制し、通過交通車両の発生

を抑え、安全・快適な歩行空間の整備に取り組みます。 

⑥ 久米川駅、萩山駅、八坂駅では、バス・タクシー等の乗降場や駐輪場の配置を工夫するな

ど、鉄道から他の交通機関への乗り換えを容易とするような駅前広場の整備に取り組み、

交通結節機能を強化していきます。 

⑦ JR 武蔵野線の将来的な新駅設置について、その実現に向けた可能性を検討していきます。 

環境まちづくりの方針 

① 小平霊園の緑について、東京都と連携しながら保全に努めます。 

② 萩山公園は、整備を進め、市民交流や農業体験の場などとしての活用を推進します。 

③ 空堀川は、市民や河川管理者等と協働・連携して、自然豊かで地域に親しまれる川づくり

を促進します。 

④ 野火止用水は、歴史環境保全地域に指定されており、由緒ある歴史環境や良好な水辺の維

持・管理に取り組むとともに、適切な保全を図るため、危険木の撤去や樹木の植え替え、

護岸の改修などの環境整備を進めていきます。 

⑤ 整備を進める都市計画道路で形成する「街路樹ライン」と野火止用水、空堀川、多摩湖自

転車歩行者道や小平霊園周辺の緑などのつながりをみどりのネットワークと捉え、その維

持・発展を図ります。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 大規模な団地の建て替えの際には、まちづくりの方針に沿った適切な土地利用がされ、地

域の特性と調和したものとなるよう、都市計画等の面から支える取り組みを検討し、地区

のルールづくりや面的な整備の誘導を図ります。 

② 久米川駅周辺に近接する区域では、住環境保全のため、高層マンション等の無秩序な立地

の抑制を図ります 

③ 萩山町４丁目付近など、住宅の密集や脆弱な道路基盤の解消などの抜本的な改善が必要と

される地域では、土地区画整理事業や道路整備等により、良好な住宅地の形成を促進しま

す。 

④ 久米川駅周辺、萩山駅周辺の整備に際しては、各種公共サインの充実に努めます。道路名

称や行先表示、施設の位置や方向を明示する施設誘導標識等の充実・増設、多言語化や誰

もが分かりやすいサインの普及とともに、地域特性や施設の特徴を踏まえたトータルデザ

インに配慮したサイン等を検討していきます。 
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防災まちづくりの方針 

① 「３・４・３」について、災害時における避難や救援活動の支障となる電線類の地中化の

整備を進めるとともに、沿道建物の不燃化や高度利用を促進します。 

② 萩山町４丁目付近などの木造住宅が密集する区域では、建物の共同建て替え・協調建て替

えや、土地区画整理事業等による道路、公園等の整備を促進し、防災性の向上と住環境の

改善を図ります。 

③ 東京都が管理する空堀川について、１時間あたり 50ミリ規模の大雨でも溢水しない河川整

備を要請します。 

④ 災害時活動困難度がやや高い萩山町１・２・４丁目では、避難所等へ到達するまでの避難・

救援ネットワークづくりを総合的に進めます。 

地域創生まちづくりの方針 

① 久米川駅周辺は、産業振興、起業・創業を支えるため、南口駅前広場の再整備にあわせた

まちづくりにより、商業・業務機能の集積を図ります。 

② 久米川駅周辺を中心に、個店の魅力に接することのできる機会の創出等により、商業の活

性化を促進します。 

③ 駅周辺において、リノベーションによる空き店舗やプレイスメイキングによる空き地の活

用などを図り、歩いて楽しい新たなにぎわい空間の創出を促進します。 

④ マルシェ久米川などの東村山の特産物の地産地消により、都市農業の発展に取り組みます。 

⑤ 小平霊園、萩山公園、八坂神社などの地域に残る緑や、空堀川や野火止用水といった水辺

のある風景と調和した良好な景観の維持・向上を図ります。  
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（５）地域のまちづくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

  

＜萩山公園＞ 

 萩山公園の整備 

 市民交流や農業体験の場などとしての

活用推進 

 

＜萩山駅周辺＞ 

 北口駅前広場の整備 

＜３・４・３＞ 

 地域の防災性の向上や、萩山駅への

アクセス向上のため整備 

＜萩山町４丁目付近＞ 

 土地区画整理事業や道路整備

等による良好な住宅地形成の促

進 

■中心核 

にぎわいと活力を生む商業・業務機能の強化や

交通結節機能の強化、回遊性の向上 

＜久米川駅周辺＞ 

 久米川駅隣接の踏切（久米川第1号踏切

道）の拡幅 

 南口駅前広場の再整備 
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５ 富士見・美住地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の概況 

◼ 昭和 49年に完成した東村山浄水場は、都内 10区部と多摩地域に水を供給していま

す。 

◼ 東村山中央公園は、市民の憩いの場となっており、週末は多くの人で賑わっています。 

◼ 公団住宅等の集合住宅が比較的多く立地するとともに、多くの教育機関が集中しており、

落ち着きのある住宅街を形成しています。 

◼ 多摩湖自転車歩行者道、野火止用水、空堀川やライシャワー記念館などの地域資源が点

在しています。 

 

  

5 富士見・美住 
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（２）地域のこれからのまちづくりの重点課題 

① 中央公園を中心とした、緑や水辺空間を活かしたまちづくり 

➢ 東村山中央公園、空堀川、野火止用水、多摩湖自転車道、美住緑道などのみどり豊かな環

境を、まちづくりの中で活かしていくことが重要です。 

② 落ち着いた環境と調和した良好な住環境の形成 

➢ 多くの教育機関や公共施設が立地していることから、これらと調和した良好な住環境の形成が

求められます。 

③ 東村山浄水場の機能確保 

➢ 地域の中でも相当の面積を占めている東村山浄水場は、都民への飲料水供給の拠点として

極めて重要な施設であり、将来にわたってその機能を確保する必要があります。 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

◼ 東村山中央公園を中心とした豊富な緑や水辺空間の保全・活用と、みどりのネットワーク

の形成を推進します。 

◼ 教育機関が多く立地する地域として、ゆとりと落ち着きのある住環境の保全を図ります。 

◼ 東村山浄水場に必要な機能と土地利用の維持を図ります。 

 

  

～緑を活かしたゆとりと落ち着きのあるまち「富士見・美住」～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 地域交流の核では、市立の小・中学校を中心に、公共・公益的な機能、業務・店舗等の商業

的な機能や健康・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

する拠点の形成に取り組みます。また、拠点となる施設は、その機能を重視して、社会経

済情勢の変化にあわせて柔軟に再配置を行います。さらに、モノの供給・移動を支える地

区レベルの物流サービス機能の配置について検討します。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 「３・４・31」の沿道については、住宅のみならず、沿道型の商業施設や業務施設等の複

合的土地利用により、活気ある沿道空間の形成を図るとともに、後背地など周辺の住環境

に配慮し、無秩序な高層化は抑止していきます。 

② 生産研究地区では、無秩序な土地利用転換の抑制、良好な生産・研究環境の整備に努めま

す。 

③ 中高層住宅中心地区では、良好な中高層住宅を中心とした立地誘導を図ります。ただし、

「東村山市富士見町一丁目住宅地建築協定」は、これを尊重します。 

④ 中層住宅中心地区では、地域内に学校などの教育施設が多いことから、落ち着きのある良

好な中層住宅を中心とした立地誘導を図ります。 

⑤ 低層住宅中心地区では、良好な低層住宅地としての環境維持に努めます。 

⑥ 保育施設や教育施設、福祉施設の集まる学園通り周辺などは、公益施設地区として位置づ

け、その機能の維持に努めます。 

⑦ 東村山浄水場は、地区計画でのセットバックによる道路拡幅等とあわせて、用途地域の見

直しや特別用途地区の策定等を行うことで、安定した機能の維持に努めます。 

⑧ 大規模集合住宅の土地利用転換の際には、まちづくりの方針に沿った適切な土地利用を誘

導します。 

道路・交通網整備の方針 

① 「３・４・４」は、広域的な幹線道路として、都市計画道路の幅員を満たすため、整備を促

進します。 

② 「３・４・31」は、広域的な道路を補完しネットワークを強化する路線として、交通の円

滑化や利便性・安全性の向上を図るため整備に取り組みます。 

環境まちづくりの方針 

① 東村山中央公園のみどりについて、東京都と連携しながら保全を図るとともに、市民活動

や交流の場としての活用を促進します。 

② 市民農園は、農業体験、市民活動、交流の場としての活用を促進します。 
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③ 東村山中央公園、空堀川、野火止用水、多摩湖自転車歩行者道、美住緑道等のみどりのネ

ットワークの保全・活用に努めます。 

④ 空堀川については、市民や河川管理者等と協働・連携して、自然豊かで地域に親しまれる

川づくりを促進します。 

⑤ 野火止用水については、歴史環境保全地域に指定されており、由緒ある歴史環境や良好な

水辺の維持・管理に取り組むとともに、適切な保全を図るため、危険木の撤去や樹木の植

え替え、護岸の改修などの環境整備を進めていきます。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 大規模集合住宅の建て替えの際は、まちづくりの方針に沿った適切な土地利用がされるよ

う、都市計画等の面から支える取組みを検討します。 

② 市営住宅については、耐用年数や社会ニーズを踏まえ、将来的なあり方を検討します。 

③ 東村山中央公園や教育機関などの立地によるゆとりある空間と調和した住宅地として、オ

ープンスペースの確保、敷地の緑化などを進め、地域の住環境の向上を図ります。 

防災まちづくりの方針 

① 「３・４・31」などについて、災害時における避難や救援活動の支障となる電線類につい

て、地中化の整備を進めるとともに、沿道建物の不燃化や高度利用を促進します。 

② 東京都が管理する空堀川について１時間あたり 50 ミリ規模の大雨でも溢水しない河川整

備を要請します。 

③ 災害時活動困難度がやや高い富士見町２・４丁目では、避難所等へ到達するまでの避難・

救援ネットワークづくりを総合的に進めます。 

地域創生まちづくりの方針 

① 生産研究地区では、無秩序な土地利用転換を抑制するため、必要に応じて地区計画などの

活用を検討します。 

② 土地利用転換や建物の更新等に際しては、東村山中央公園をはじめとした自然的な景観や、

教育機関や集合住宅等の立地による落ち着きとゆとりのある景観の形成を図ります。 

③ 東村山中央公園、空堀川、野火止用水、多摩湖自転車道、美住緑道等のみどり豊かな景観

の維持に努めます。 
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（５）地域のまちづくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

＜３・４・31＞ 

 交通の円滑化や利便性・安全性の向上

のため整備 

＜東村山浄水場＞ 

 公益施設としての機能の維持と施設更

新の促進 

＜３・４・４＞ 

 広域的な幹線道路として整備 
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６ 廻田・多摩湖・諏訪・野口地域６ 廻田・多摩湖・諏訪・野口地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域の概況 

◼ 明治 27年の川越鉄道の開通に伴い、東村山駅が開業され、西口商店街が形成されまし

た。 

◼ 昭和 2年に完成した村山貯水池は多摩湖とも呼ばれ、隣接する狭山緑地（狭山公園）

は、都内でも有数の桜の名所となっています。 

◼ 狭山緑地（狭山公園）や八国山緑地、北山公園等のまとまった緑のほか、国宝建造物

である正福寺千体地蔵堂や下宅部遺跡などがあり、ふるさと歴史館や八国山たいけんの里

などの立地と合わせて歴史文化の香りある地域となっています。 

◼ 平成 21年には、東村山駅西口地区市街地再開発事業が完了し、地下駐輪場も整備さ

れました。 

 

 

 

6 廻田・多摩湖・諏訪・野口 
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（２）地域のこれからのまちづくりの重点課題 

①自然環境と歴史・文化資源の活用とネットワーク化 

➢ 狭山緑地（狭山公園）や八国山緑地、北山公園等のまとまった緑と、北川や前川といった水

辺の環境に恵まれている地域であり、豊かな自然環境と歴史・文化資源を保全しながら、市民

活動や交流の場として活用していくことが求められます。 

②連続立体交差事業にあわせた都市機能の強化 

➢ 中心核に位置づく東村山駅周辺では、連続立体交差事業にあわせて駅周辺の回遊性の向上

や、西口のにぎわいの創出、高架下の有効利用など都市機能の強化が求められます。 

➢ 東村山駅西口再開発事業区域周辺の道路整備が求められます。 

③安全安心して移動できる道路環境の確保 

➢ 未整備の都市計画道路については、優先度の高いものから整備に取り組んでいく必要がありま

す。 

➢ 地域内には、細街路や交通量の多い主要道路が多くあることから、安全に安心して移動できる

道路環境を確保していく必要があります。 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

◼ 狭山緑地（狭山公園）や八国山緑地、北山公園等のまとまった緑や農ある風景の保全と市

民活動の充実を図り、多様な地域資源を活かした交流のあるまちづくりを推進します。 

◼ 中心核である東村山駅西口周辺において、都市機能の集積を図るとともに、地域資源への

アクセス性の向上を図ります。 

◼ 都市計画道路等の整備により、地域の資源を快適に回遊でき、誰もが安全・安心に移動で

きる道路環境を形成します。 

 

 

～東村山の原風景・歴史・文化とにぎわいが共存するまち 

「廻田・多摩湖・諏訪・野口」～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 中心核である東村山駅の西口周辺は、連続立体交差事業による東西の一体化や回遊性の向

上、にぎわい・活力の創出に取り組みます。 

② 魅力創造核である北山公園周辺では、里山の原風景を残し、生物多様性の保全などの市民

活動、市内外の人々の交流や体験の場として活発な活動がなされる交流の拠点の形成に取

り組みます。 

③ 地域交流の核では、地域住民の日常的な交流を育む拠点として、市立の小・中学校を中心

に、公共・公益的な機能、業務・店舗等の商業的な機能や健康・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拠点の形成に取り組みます。また、拠点

となる施設は、その機能を重視して、社会経済情勢の変化にあわせて柔軟に再配置を行い

ます。さらに、モノの供給・移動を支える地区レベルの物流サービス機能の配置について

検討します。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 東村山駅西口周辺では、連続立体交差事業等にあわせ、後背部の自然資源や歴史・文化資

源へのアクセス性の向上のための環境整備に努めます。 

② 高架下利用地区では、周辺の土地利用の状況に配慮したうえで、市センター地区との連続

性等も考慮し、公民連携による商業・業務の様々な事業展開を図るため、用途地域の見直

し等に取り組みます。 

③ 武蔵大和駅、西武遊園地駅（多摩湖駅）、西武園駅の周辺では、日常生活を支える利便施設

の立地の誘導を図ります。 

④ 「３・４・９」「３・４・10」「３・４・31」などの沿道については、 住宅のみならず、沿

道型の商業施設や業務施設等の複合的土地利用により、活気ある沿道空間の形成を図ると

ともに、後背地など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化は抑止していきます。 

⑤ 生産研究地区では、無秩序な土地利用転換を抑制し、事業環境の保全・改善に努めていき

ます。 

⑥ 中層住宅中心地区では、周辺の住環境に配慮した良好な中高層住宅の立地誘導を図ります。 

⑦ 低層住宅中心地区は、良好な低層住宅地としての環境維持に努めます。 

⑧ 農住共存地区では、生産緑地制度等により農地を保全するとともに、田園住居地域の活用

等により、低層住宅と農地の調和した地区として農地の無秩序な宅地化を抑止し、良好な

居住環境と営農環境の保全・改善に取り組みます。 

⑨ 八国山付近の病院等が集まる一帯は、医療・福祉の機能が集積する公益施設地区として、

その機能の保全と強化に努めていきます。 

⑩ 北山公園は、中長期的な視野で公園の整備や維持管理を行うための計画を策定するととも

に、全部開設に向けて取り組んでいきます。 

⑪ 前川公園の整備に取り組みます。 
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⑫ せせらぎの郷多摩湖緑地の保全・活用に取り組みます。 

⑬ 地域に残るまとまった民有地の緑を保全する方策を検討します。 

道路・交通網整備の方針 

① 東村山駅付近において、交通の円滑化、安全性の向上や快適なまちづくりのため、連続立

体交差事業を促進するとともに鉄道付属街路の整備に取り組みます。 

② 「３・４・10」「３・４・31」は、広域的な道路を補完し、ネットワークを強化する路線と

して、東村山駅付近の連続立体交差事業にあわせて、交通の円滑化や利便性・安全性の向

上を図るため整備に取り組みます。 

③ 「３・４・９」は、東大和市へと連絡する、市西部の広域的な幹線道路としての整備を推

進します。 

④ 「３・４・９」の整備の際には、武蔵大和駅付近のバス・タクシー等の乗降場の新設を検

討していきます。 

⑤ 「３・４・34」は、都市計画緑地である狭山緑地（狭山公園）と計画が一部重複している

ため、整備の際には、狭山緑地（狭山公園）の区域の変更を行います。 

⑥ 東村山駅周辺の基盤整備に合わせて、商業・業務機能の集積によるにぎわい、活力の創出

や、回遊性の向上を図ります。 

⑦  東村山駅西口再開発事業区域周辺の道路整備に取り組みます。 

環境まちづくりの方針 

① 八国山緑地、狭山緑地（狭山公園）の緑について、東京都と連携しながら保全を図るとと

もに市民活動や交流の場としての活用を促進します。 

② 市内でも少ない雑木林、畑、湧水が残る貴重な東村山の原風景「里山」である、せせらぎ

の郷多摩湖緑地は、さらなる整備と、保全・活用を推進します。 

③ 市が指定する「緑地保護区域」、「保存樹木」を保全する取組みなど、民有地の緑を市民と

ともに保全していく活動を継続していきます。 

④ 減少を続ける都市農地の保全のため、生産緑地制度等の活用を推進するほか、田園住居地

域の指定や無秩序な土地利用転換の抑制に努めます。 

⑤ まとまったみどりのあるエリアや農地等を市民交流や農業体験の場などとしての活用を促

進します。 

⑥ 前川公園は、市民交流の場やスポーツ施設の整備に加え、防災機能をもった公園として、

整備を推進します。 

⑦ 北山公園は、多様な生物が生息し、豊かな自然に気軽に触れ合える公園づくりを進めます。

希少生物を含む在来種保護のため、生物多様性の保全に取り組むとともに、中長期的な視

野で公園の整備や維持管理を行うための計画を策定します。 

⑧ 北川については、北山公園や八国山緑地一帯の里山の原風景に親しむ場として、イベント

や清掃などの市民活動を促進し、多様な生物が生息する環境づくりに取り組みます。 
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⑨ 狭山緑地（狭山公園）や八国山緑地、北山公園等のまとまったみどりのあるエリアと、多

摩湖自転車歩行者道や廻田緑道、北川・前川の河川沿いの緑などのつながりをみどりのネ

ットワークと捉え、その保全・活用を図ります。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 住宅が供給される際は、ライフスタイルの多様化や地域コミュニティの形成などに配慮し、

地域の特性を活かした、自然と調和したゆとりある空間づくりを目指します。 

② この地域の特色である農ある風景を残すために、土地区画整理事業等を誘導し、新たな農

住近接の街並み形成を促進します。 

③ 狭山緑地（狭山公園）や八国山緑地、北山公園等の自然資源や、歴史・文化資源へのアク

セス性の向上に向けて、都市計画道路整備にあわせて各種公共サインの充実に努めます。 

防災まちづくりの方針 

① 「３・４・９」「３・４・10」「３・４・31」について、災害時における避難や救援活動の支

障となる電線類の地中化の整備を進めるとともに、沿道建物の不燃化や高度利用を促進し

ます。 

② 柳瀬川の河川整備を見据え、前川の改修に向けた検討を進めていきます。現在の流下能力

を可能な限り引き上げるため、河道整備や大規模雨水貯留施設の整備等を進めていきます。 

③ 「３・４・９」「３・４・10」「３・４・31」の整備にあわせて、雨水幹線の整備を進め、宅

地造成に伴う道路整備を行う場合は、雨水浸透施設の設置を促進し、内水氾濫による被害

抑制に取り組みます。 

④ 諏訪町２・３丁目の土砂災害警戒区域や、多摩湖町の急傾斜地崩壊危険箇所及び前川や北

川沿いの浸水想定区域において、土砂災害や溢水被害により危険と考えられる区域では、

土砂災害防止に向けた点検、整備促進などの対策や、河川整備などを検討します。 

⑤ 大規模盛土造成地の滑動崩落防止対策の必要性について検討します。 

⑥ 災害時活動困難度が高い諏訪町１丁目や野口町４丁目では、避難所等へ到達するまでの避

難・救援ネットワークづくりを総合的に進めます。 

地域創生まちづくりの方針 

① 東村山駅西口では、後背地に立地する地域資源へのアクセス性の向上を図り、連続立体交

差事業や都市計画道路の整備にあわせて、高架下や沿道空間に商業等が集積した、歩いて

楽しめる空間づくりを推進します。 

② 地域産業の振興のため、東村山駅西口再開発ビルや高架下のスペースの活用に取り組みま

す。 

③ 東村山駅周辺では、リノベーションによる空き店舗やプレイスメイキングによる空き地の

活用などを図り、新たなにぎわい空間の創出を促進します。 

④ 東村山駅周辺を中心として、個店の魅力に接することのできる機会の創出等により、商業
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の活性化を促進します。 

⑤ 東村山の特産物の地産地消に加え、地産外消等によるブランド化を進め、都市農業の発展

につながる方策を検討します。 

⑥ 八国山緑地、北山公園、狭山緑地（狭山公園）やせせらぎの郷多摩湖緑地をはじめ、地域

内に多く残る緑地や水辺、農のある風景など、自然的な景観を保全していきます。 

⑦ 正福寺、徳蔵寺をはじめとする歴史・文化資源の保全と周辺整備に取り組みます。 

⑧ 下宅部遺跡はっけんのもりの保全・活用を推進します。 

⑨ 北山公園などの自然資源や歴史・文化資源を回遊できるよう、快適な移動ネットワークの

形成や、公共案内標識の充実に努めます。 

⑩ 東村山菖蒲まつりをはじめ、北山公園、狭山緑地（狭山公園）等の公園や歴史・文化等、地

域の観光資源を活用したイベントの充実を推進します。 

⑪ 土地利用転換や建築、都市計画道路の整備などに際しては、八国山緑地をはじめとした自

然的な景観や歴史・文化資源と調和するように地区計画等を活用し、良好な街並みの形成

に努めます。 

⑫ 北山公園において市民の交流の創出を推進します。その際、既存施設の有効活用の施策と

ともに、市民や民間事業者など、多様な主体によるサービス提供について検討していきま

す。 
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（５）地域のまちづくりの方針図 

 

 

 

 

 

【凡例】 

  

■中心核 

にぎわいと活力を生む商業・業務

機能の強化 

＜東村山駅西口周辺＞ 

 自然資源や歴史・文化資源へ

のアクセス性の向上 

 再開発地区の周辺道路の整備 

＜高架下空間＞ 

 にぎわい空間の創出 

＜３・４・10＞＜３・４・31＞ 

 交通の円滑化や利便性・安全

性の向上のため整備 

＜前川公園＞ 

 前川公園の整備 

＜３・４・９＞ 

 市西部の広域的な幹線道路として

整備 

■魅力創造核 

里山の原風景の保全と市民活動や人々の

交流、体験の場としての交流拠点の形成 
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7 東村山駅周辺まちづくり基本構想地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）これまでの経過 

東村山駅周辺のまちづくりの推進のため、平成 22 年に「東村山駅周辺まちづく

り基本構想」を策定し、それに基づきこの間まちづくりを進めてきました。社会情

勢の変化や基盤整備の進捗にあわせてこの構想を更新し、「東村山駅周辺まちづくり

基本構想地区」として位置づけます。 

 

◼ 平成 21年３月 駅周辺等の市民で組織する「東村山駅周辺まちづくり協議会」設立。 

◼ 平成 22年２月 「東村山駅周辺基本構想」策定。 

◼ 平成 23年８月 「東村山駅周辺整備の方向性」策定。 

◼ 平成 25年 12月 連続立体交差事業や鉄道付属街路事業開始。 

◼ 平成 26年 11月 「東村山駅周辺まちづくり基本計画」策定。 

 

※重複する他の地域のまちづくりの方針と整合を図りながら、方針に基づいた取組

みを進めます。 

 

■ 東村山駅周辺まちづくり基本構想地区 
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（２）地区のこれからのまちづくりの重点課題 

①都市機能の強化による中心核にふさわしいまちづくり 

➢ 中心核に位置づく東村山駅周辺では、連続立体交差事業の進展や駅前広場の再整備にあ

わせた都市機能の強化や、駅周辺の回遊性向上、にぎわいの創出など、中心核にふさわしいま

ちづくりが必要です。 

➢ 沿線の土地利用と調和した高架下の活用が求められます。 

②東西地域の一体化と安全・安心して移動できる道路環境の確保 

➢ 道路ネットワークの構築やまちの一体化に向けた駅周辺の安全で快適な道路網の整備が求め

られます。 

➢ 東西駅前広場の連絡や、歩行者中心の誰もが利用しやすい駅前広場の整備が必要です。 

 

 

（３）地域の将来像 

 

 

 

◼ 中心核である東村山駅周辺において、都市機能の集積を図るとともに、多様な働き方や

様々な世代の暮らし方等に対応したまちづくりや、地域資源へのアクセス拠点としての環

境整備の検討を進めます。 

◼ 連続立体交差事業を推進するとともに、都市計画道路等の整備により、地域の資源を安

全・安心に回遊でき、地域住民も安心して移動できる道路環境を形成します。 

◼ 高架下空間を活用し、新たなにぎわいの創出に取り組みます。 

 

  

～「出会い」「ふれあい」があり、ぶらぶらと歩いて楽しいまち～ 
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（４）地域のまちづくりの方針 

土地利用の方針 

【にぎわいのある核の形成】 

① 中心核として、にぎわいと活力を生む商業機能、シェアオフィスをはじめ多様な働き方を可

能とする業務機能を強化するとともに、行政・文化・教育・福祉・子育てなどの様々な都市

機能の集積に取り組みます。 

② 連続立体交差事業による東西地域の一体化や、高架下の活用など魅力ある空間へのリニュ

ーアルを図り、市外からも人が集まる拠点の形成に取り組みます。 

③ 周辺の景観と調和した拠点にふさわしい風格とうるおいのある景観形成に努めます。 

④ 後背部の自然資源や歴史・文化資源を活かした特徴ある商業空間の創出を目指します。 

【適切な土地利用の誘導】 

① 連続立体交差事業等による東西地域の一体化、回遊性の向上などにあわせ、東口駅前広場の

再整備や市街地開発事業等を用いた商業・業務施設の集積による、にぎわい・活力の創出に

取り組みます。 

② 高架下利用地区では、周辺の土地利用の状況に配慮したうえで、市センター地区との連続性

等も考慮し、公民連携による商業・業務の様々な事業展開を図るため、用途地域の見直し等

に取り組みます。 

③ 西口周辺では、後背部の自然資源や歴史・文化資源へのアクセス拠点としての環境整備を検

討します。 

④ 土地の整序化、細分化された敷地の統合、狭あい道路の解消等による安全で安心して暮らせ

る良好な住環境の形成を促進します。 

⑤ 「３・４・９」「３・４・10」「３・４・31」の沿道については、自然資源や歴史・文化資源

を意識し、住宅のみならず、沿道型の商業施設や業務施設等の複合的土地利用により、活気

ある沿道空間の形成を図るとともに、後背地など周辺の住環境に配慮し、無秩序な高層化は

抑止していきます。 

⑥ 生産研究地区では、無秩序な土地利用転換を抑制し、良好な生産・研究環境の整備に努めま

す。 

⑦ 駅周辺にふさわしいまちづくりを進めるため、用途地域の見直しや地区計画の活用等、規

制・誘導を適切に活用します。 

道路・交通網整備の方針 

① 東村山駅付近において、踏切の除却による交通の円滑化、安全性の向上、東西地域の一体化

や快適なまちづくりのため、連続立体交差事業を促進するとともに鉄道付属街路の整備に

取り組みます。 

② 誰もが安全・安心に移動できる歩行空間の充実を重視した幹線道路整備を進め、連続立体交

差事業にあわせた安全で快適な道路ネットワークづくりを推進します。 

③ 「３・３・８」や「３・４・９」「３・４・10」「３・４・31」の整備により、府中街道を含
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め駅周辺の道路について、歩いて楽しめる歩行環境の向上を図ります。 

④ 鷹の道の拡幅を行い、東西交通の円滑化と利便性・安全性の向上を図ります。 

⑤ 駅の周辺では、交通規制等により過度な自動車の進入を抑制し、通過交通車両の発生を抑え、

安全・快適な歩行空間の整備に取り組みます。 

⑥ 道路整備の進捗にあわせて、バス・タクシー等の乗降場や駐輪場の配置を工夫するなど、鉄

道から他の交通機関への乗り換えを容易とするような駅前広場の整備に取り組み、交通結

節機能を強化していきます。 

⑦ ICT を活用した移動サービス（MaaS）や、小型モビリティなどを活用した移動手段など、

新しい交通網の仕組みづくりを見据えた駅前広場を検討します。 

環境まちづくりの方針 

① 都市計画道路や駅前空間の植樹・植栽、花づくりなど、公共空間の緑化を推進します。 

② 都市基盤整備等による緑の拡充を図ります。 

③ 再生可能エネルギーの導入促進、公共施設の木質化など、環境負荷の低減に寄与する工法や

資材の利用推進、環境に配慮した住宅・施設や長期にわたって使用可能な質の高い住宅の普

及、エネルギーマネジメント（BEMS・HEMS等）の検討などにより、環境負荷の少ない低炭素

まちづくりを促進します。 

くらしと福祉のまちづくりの方針 

① 市街地開発事業等により、建物の共同化等が行われる際には、良好な住環境を確保するた

め、低層階は商業や業務、中層階は住宅や地域コミュニティの用途にするなどの誘導に努

めます。 

② 多様な働き方に対応できる働く場、保育の場などの創出を図るとともに、駅利用者や近隣

住民が憩える場の提供がされるよう努めます。 

③ 公共建物の新設や改修・建替え、道路・駅前広場等の整備の際には、ユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づき安全で利用に支障のない空間形成を図ります。 

④ 鉄道駅や駅前広場の整備においては、駅周辺地区の回遊性にも配慮しながら、エレベータ

ー、ホームドアの設置やトイレ等各種施設のバリアフリー化が行き届いた、安心・安全な

ゆとりある空間の創出に努めます。 

⑤ 狭山緑地（狭山公園）や八国山緑地、北山公園等の公園、歴史・文化資源や市センター地

区へのアクセス性の向上に向けて、都市計画道路整備にあわせた各種公共サインの充実に

努めます。 

防災まちづくりの方針 

① 災害時における避難や救援活動の支障となる電線類の地中化を進めます。 

② 東西地域の一体化により、避難所へ到達するまでの避難・救援ネットワークづくりを推進し

ます。 
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地域創生まちづくりの方針 

① 産業振興や起業・創業を支えるため、東村山駅東口周辺における市街地開発事業等の面整備

を推進します。 

② 都市計画道路の整備にあわせた沿道空間の商業・業務機能の集積により、歩いて楽しい空間

づくりを推進します。 

③ 連続立体交差事業にあわせて、人が集い、にぎわいを生む高架下空間の活用を促進し、東西

地域の回遊性を活かした商業施設の誘導に努めます。 
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（５）地域のまちづくりの方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

＜主要道路＞ 

 鷹の道の東村山郵便局付近の

拡幅整備 

＜３・４・９＞＜３・４・10＞＜３・４・31＞ 

 交通の円滑化と利便・安全性向上のため整備 

＜踏切＞ 

 交通の円滑化のため、

東村山駅付近における

踏切の除却を推進 

■中心核 

にぎわいと活力を生む商業・業務機能の

強化と、回遊性を活かし東西を一体化した

商業空間の形成 

＜東村山駅付近＞ 

 連続立体交差事業の促進 

 鉄道付属街路事業の推進 

＜東村山駅東口周辺＞ 

 東口駅前広場の再整備 

 市街地開発事業等の促進 

＜東村山駅西口周辺＞ 

 地域資源へのアクセス性向上のための

環境整備の検討 ＜３・３・８＞ 

 広域的な幹線道路として

整備 

＜高架下空間＞ 

 地域・行政・鉄道事業者が連携した

にぎわいや交流の促進 
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  まちづくりの推進とマネジメント （構成案）  
 

 

 

 

 

 

 

 

このマスタープランは、東村山市の地域の特性を活かしたまちづくりを進めていくために、都市計画

に関する基本的な方針を定めたものです。 

本マスタープランに描いた将来像を実現するためには、まちづくりの担い手となる市民・事業者・行

政の役割分担や、まちづくりの具体化に向けた制度や手法、個別計画による具体化、推進体制を明確に

するとともに、本マスタープランの適切な進行管理が必要です。 

そこで、本章では、このような本マスタープランの実現に向けた方策を整理します。 

 

1 まちづくりの推進とマネジメントの基本的な考え方 

（１）個別計画によるまちづくりの具体化 

※分野別の取組みについては必要に応じて個別計画を策定し、具体的な事業等を明確化する旨を記述

する。 

 

（２）適切な役割分担と協働・連携によるまちづくり 

※市民協働・公民連携を踏まえたまちづくりのあり方を記述する。 

 

（３）適切なまちづくり手法の選択 

※まちづくり手法の選択について記述する。（具体は裏面「２まちづくりの手法」で記述） 

 

（４）適切な進行管理 

※都市計画マスタープランについて適宜見直しを行っていく旨を記述することを検討している。 

 

（５）推進体制の構築 

※都市計画マスタープランの推進体制に関して記述することを検討している。（具体は裏面「3まちづ

くりの推進体制と財源確保」で記述） 

・分野別方針等を具現化し、2040年代の都市の姿を実現するための、まちづくりの
推進方策や計画のマネジメントなどについて記述します。 

 
⇒具体的には、市民・事業者・行政の役割分担、まちづくりの具現化に向けた制度
や手法、個別計画との対応、推進体制、都市計画マスタープランの進捗管理のあ
り方などについて記述します。 

 
⇒1で基本的な考え方を整理し、考え方に基づき 2～3で具体を記述します。 

【事前配付資料⑥】 
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2 まちづくりの手法 

（１）「まちづくりプロジェクト」による実現 

 

（２）「まちづくりルール」による実現 

 

（３）「まちづくりソフト施策」による実現 

 

3 まちづくりの推進体制と財源確保 

（１）庁内体制の強化 

※第２次都市計画マスタープランに関して適切に進捗管理・見直しなされるよう、フォローアップの

体制についての記載を検討している。 

 

（２）まちづくり組織の強化 

※エリアマネジメントや公共空間の利活用等の記載を検討している。 

 

（３）財源の確保、民間活力の導入 

※財源について、民間活力の導入を含めて記載することを検討している。 

 

※分野別方針との対応の整理を検討している。 
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■市民参加（地域別まちづくり方針（案）説明会）の概要 

１．市民参加の考え方 

  「東村山市第５次総合計画等５計画策定の考え方」に示したとおり、下記の考えに則り、

市民参加の取り組みを行う。 

 

○計画改定に向けて必要十分な意見を多様な市民からいただき、計画内容へ反映する。 

○将来の予測、計画策定への参加の機会、計画案等は、段階に応じて情報共有する。 

○次代を担う若年層をはじめ、幅広い市民の計画策定への参加、団体や事業者の意向把握 

を行う。参加手法は、時代に合わせた多様な手法を組み合わせる。 

（平成 30 年度第 2 回総合計画審議会資料「第５次総合計画策定への市民の参加機会（案）」より抜粋 

 

２．都市計画マスタープラン改定のための市民参加の概要 

  ５計画で共通して実施する市民参加の取り組みの他、都市計画マスタープラン改定の

ための市民参加の取り組みを実施する。 

 

令和元年度 

（上半期） 

（１）オープンハウス（終了） 

（２）地域の団体等の意見聴取（アンケート及びヒアリング）

（終了） 

（下半期） （３）中間のまとめパブリックコメント（終了） 

令和２年度 

（上半期） 

 

（４）地域別まちづくり方針（案）説明会 

（下半期） （５）計画素案パブリックコメント 

 

 実施する取組みのうち、（４）について、企画案を下記に示す。 

 なお、その他の市民参加の取り組みについて、詳細は実施までに案を検討する。 

 

３．地域別まちづくり方針（案）説明会 

 （１）実施の目的 

①昨年度末にパブリックコメントをおこなった「第２次東村山市都市計画マスター

プラン中間のまとめ」を踏まえ、地域別のまちづくり方針（案）について説明会を

開催する。 

・各地域の現状と課題を説明し、まちづくりの方向性や将来像を共有する。 

 

②各地域において、市民の多様な意見を把握し、地域別の方針に反映する。 

・各地域における課題、将来像、まちづくりの方針についての意見や提案を得る。 

 

【事前配付資料⑦】 
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（２）実施の概要 

①来場者に資料を配布し、職員がスライドによる説明を行う。 

②説明終了後、意見交換の時間を設けるが、発言者の人数は制限し、意見用紙での当

日回収またはファックスやメールなどで意見収集を行う。 

③会場には、各地域の方針図（案）（大判打ち出し）を掲示する。 

④説明資料は市ホームページでも公表し、メールにて意見収集を行う。 

 

（３）実施日時及び場所 

お盆期間を除く、木曜日の夜間と土曜日の午前を予定する。 

 

① 8月  1日(土)10:00～12:00 秋津公民館フラットルーム 

② 8月  6日(木)18:00～20:00 スポーツセンター大会議室 

③ 8月  8日(土)10:00～12:00 中央公民館レクレーションルーム 

④ 8月 20日(木)18:00～20:00 廻田公民館視聴覚室 

⑤ 8月 22日(土)10:00～12:00 栄町ふれあいセンター集会室 1・2 

⑥ 8月 27日(木)18:00～20:00 富士見公民館フラットルーム 

⑦ 8月 29日(土)14:00～16:00 市民センター第 1・第 2・第 3会議室 

 

（４）周知方法 

市報、市ホームページ掲載、SNS発信を行う。また、市内で活動するまちづくりに関

わる団体、関係する企業等に、案内文書を送付する。 

 

（５）説明会開催における注意事項 

・新型コロナウィルス禍における開催については、国や都のイベント開催制限の段階

的緩和に関するガイドライン等に則り運営を行う。 

・東京都の感染状況により、各施設の入場定員数を制限・緩和する。場合により当日

の入場制限をおこなう可能性があることから、事前予約にて人数の把握を行う。各

回定員に達していない場合は、予約なしのご来場でも入場可能とする。 

・新型コロナウィルス感染防止対策として、会場の出入口には消毒液を配備し、ソー

シャルディスタンスを保った座席の配置、定期的な換気を徹底する。入出時の手指

の消毒、マスクの着用にご協力をお願いする。入場に際し健康状態の確認をし、健

康状態によってはご入場をお断りする。 

 

以上 
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第３ 区域区分（市街化区域と市街化調整区域との区分）の有無及び 
区域区分を定める際の方針 

第１ 改定の基本的な考え方 

１ 基本的事項  

○都市計画法に基づく、広域的見地からの都市計画の基本的な方針 

○都が長期的な視点に立って都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな

道筋を示すもの 

○目標年次：おおむね 20 年後（2040 年代） 

（区域区分及び主要な施設などの整備目標はおおむね１０年後（2030 年（令和 12 年）） 

○都が定める都市計画区域マスタープランに即して、区市町村は地域に密着した都

市計画の方針を策定 

○多摩１９都市計画区域及び島しょ部６都市計画区域のマスタープランを一体で

策定し、都市の一体性を確保 

２ 都市づくりの目標と都市づくりの戦略  

〇東京が高度に成熟した都市として､AI や IoT などの最先端技術も活用しながらゼロエミッ

ション東京を目指し､地球環境と調和を図り､持続的に発展していくことを理念とする。 

〇東京のブランド力を高め､世界中から選択される都市を目指す。加えて､｢ＥＳＧ｣や｢ＳＤＧ

ｓ｣の概念を取り入れて都市づくりを進め､持続的な成長を確実なものとする。 

〇あらゆる人が活躍･挑戦でき､ライフスタイルに柔軟に対応できることが重要。個々人から見

れば､特色のある様々な地域で､多様な住まい方､働き方､憩い方を選択できる都市を目指す。 

〇みどりを守り､まちを守り､人を守るとともに､東京ならではの価値を高め､持続可能な

都市･東京を実現する。 

〇こうした基本的な考え方に基づき､2040 年代に向けて東京の都市づくりを進め､

｢成長｣と｢成熟｣が両立した未来の東京を実現していく。 

〇｢未来の東京｣戦略ビジョンや都市づくりのグランドデザインで示す都市像や将来像を

実現するため､分野を横断する８つの戦略を設定し､先進的な取組を進めていく。 

 

 

 

 

 

■ 都市計画区域マスタープランの概要 

○区部、多摩部とも、原則として現在の区域区分を変更せず 

○島しょ部は、これまで同様、区域区分は非設定 

 

１ 東京の都市構造  

○広域的には､概成する環状メガロポリス
構造を更に進化させ｢交流･連携･挑戦の
都市構造｣を実現 

⇒人･モノ･情報の自由自在な移動と交流
を確保し､イノベーションの源泉となる
｢挑戦の場｣を創出 

○身近な地域では､おおむね環状７号線外側
の地域において､集約型の地域構造へ再編 

⇒地域特性に応じた拠点(中核的な拠点､
活力とにぎわいの拠点､枢要な地域の拠
点､地域の拠点､生活の中心地)を育成
（参考附図－４） 

○拠点ネットワークの強化とみどりの充実 

⇒拠点の位置付けを再編するとともに、地
域の個性やポテンシャルを最大限に発
揮し、各地域が競い合いながら新たな価
値を創造していくなど、地域の特性に応
じた拠点等の育成を適切に進めていく 

⇒厚みとつながりのあるみどりの充実と
ともに､都内全域でみどりの量的な底上
げと質の向上を推進 

 

２ 地域区分ごとの将来像  

○｢都市づくりのグランドデザイン｣で示した
４つの地域区分及び２つのゾーンに基づ
き､それぞれの誘導の方向･将来像を記述 

○特色ある地域について､それぞれ将来像
を詳細に記述 

 

4つの地域区分と2つのゾーン構造 

第２ 東京が目指すべき将来像 

交流・連携・挑戦の都市構造 

集約型の地域構造のイメージ 

「未来の東京」戦略ビジョン

推進

※「未来の東京」戦略ビジョンの方向性を踏まえ長期戦略を策定

※

具体の都市計画

（地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画 など）

都市再開発の 方針

防災街区整備 方針

住宅市街地の開発整備の 方針

都市計画法第６条の２

都市計画法第18条の２

都市計画区域の整備
開発及び保全の 方針

（都市計画区域マスタープラン）

区市町村
都市計画マスタープラン

都市づくりのグランドデザイン

立地適正化計画

都市再生特別措置法第81条

都市計画法第７条の２

都市計画区域マスタープラン体系図 

【 事前配付資料⑧】
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第４ 主要な都市計画の決定の方針 

４ 災害  

災害に強い都市の形成や復興時の都市づくりなどに関する方針を示す。 

例） 

○都市計画道路の計画的な整備や防火規制の区域拡大などにより、沿道建築物の不
燃化を促進し、骨格防災軸などの延焼遮断帯を形成 

○木造住宅密集地域の基盤整備や環境改善、受け皿住宅の整備等の取組を新たに評
価し容積率を緩和するなど、民間活力を生かした整備を促進 

〇都市再生特別地区や都市開発諸制度を活用した開発や土地区画整理事業などの
まちづくりの機会を捉え、無電柱化を推進 

〇広域ゼロメートル市街地では､気候変動によって高まる大規模水害リスクに備えて､地
域の実情に応じた効果的な対策を講じ､浸水に対応したまちづくりを進めていく 

○被災時の都市復興においても、「都市づくりのグランドデザイン」で示した都市
像や都市計画区域マスタープランの実現に取り組んでいく 

５ 環境  

自然環境の整備･保全､エネルギーの有効活用、環境負荷の少ない都市の形成などに
関する方針を示す。 

例） 

○広域的に連続しみどりの骨格を形成する崖線や河川、用水沿いなどにおいて、地
域の状況やニーズに応じてみどりの連続性を確保する公園・緑地を配置 
（参考附図—１３） 

○崖線のみどりや屋敷林など、都市において良好な自然環境を形成している緑地
を、特別緑地保全地区や市民緑地制度など様々な制度を活用することにより保全 

〇田園住居地域の指定や地区計画の活用により、居住環境と営農環境が調和した良
好な市街地の形成を図るとともに屋敷林や農地等の保全・活用を図る。 

○都市再生特別地区や都市開発諸制度などを活用した複合開発により､最先端の省
エネ技術､未利用エネルギー､再生可能エネルギーなど(太陽光や水素エネルギー
等)の積極的な導入を促進 

○ヒートアイランド現象を緩和するため､建築設備から排出される人工排熱や､熱の有
効利用による都市排熱の低減､公園･緑地の整備､建築物や敷地などの緑化を促進
するとともに､道路の遮熱性舗装や保水性舗装の整備などの対策を推進 

６ 都市景観  

風格ある景観の形成、水辺や緑と調和した景観の形成などに関する方針を示す。 

例） 

○都市再生が進む地域では、風格、潤い、にぎわいのある街並みを形成するよう誘
導し、都市活力の維持・発展とともに、新たな個性や魅力ある景観を創出 

○夜間の景観は、土地利用の特性に応じた照明により、都市全体の夜間景観にメリ
ハリを付け、ダイナミックな都市構造を光で表現 

１ 土地利用  
主要な用途の配置や拠点の形成、市街地の密度構成などの方針を示す。 

例） 

○国際ビジネス交流ゾーンでは､国際水準の住宅やサービスアパートメント(SA)､外
国語対応の医療、教育、子育て施設などの整備を誘導 

〇多摩イノベーション交流ゾーン等では、大学周辺の住宅市街地等において研究施設
等の立地を誘導する複合的な土地利用を図る 

○都市開発諸制度等を活用し、育成用途を適切に設定することで、地域にふさわし
い用途の導入や多様な機能集積を促進 

○都心の利便性を生かした様々な居住ニーズを踏まえながら､高齢化や国際化等に
的確に対応するため､これまでの量的拡大から質の向上へ住宅施策を転換 

○市街化区域内の農地については、田園住居地域の指定や生産緑地制度等を活用し
保全に努める 

２ 都市施設  
主要な道路、鉄軌道、下水道、河川などの都市施設の整備の方針を示す。 
例） 
○区部中心部に近い羽田空港の強みを生かし､空港容量の拡大を図る施設整備の推

進を引き続き国に求めるなど､更なる機能強化に取り組む 

○三環状道路の整備促進とともに､晴海線Ⅱ期､第二東京湾岸道路､外環道(東名以南)な
どミッシングリンクの解消や広域的な交流･連携を促す路線について検討を進める
（参考附図－８） 

○国の答申において「検討などを進めるべき」とされた路線等について､鉄道事業
者をはじめとする関係者との協議・調整を加速し､調整が整った路線から順次事
業に着手   （参考附図－９） 

【答申において検討などを進めるべきとされた路線】 

  羽田空港アクセス線､新空港線､東京 8 号線､東京 12 号線､多摩都市モノレール 

【その他の路線】 

  都心部･臨海地域地下鉄構想､都心部･品川地下鉄構想､中央線の複々線化 など 

○対策強化流域においては､河道等や調節池の整備により､区部では時間 75 ミリ､
一般の流域においては 60 ミリの降雨に対し､河川からの溢水を防止 

３ 市街地開発事業  
主要な土地区画整理事業や市街地再開発事業などに関する方針を示す。 

例） 

〇市街地開発事業などによる拠点的地域の整備を行う際には､地域の特性を踏まえ､車
中心から人中心の空間へと転換し､居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成を促進 

○都市開発にあたっては、地域住民や企業などが主体となったエリアマネジメントの
普及を促進し、まちの魅力や防災性を向上 

 

「東京が目指すべき将来像」を実現するための主要な都市計画の決定の方針を記述 
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八王子市

町田市

大田区

青梅市
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世田谷区

江東区

江戸川区
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杉並区
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府中市
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三鷹市
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墨田区

豊島区

東村山市
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中央区
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清瀬市
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武蔵村山市日の出町

国分寺市

千代田区

小金井市

国立市

武蔵野市

東久留米市

狛江市

未確定

江東区

未確定

江東区

凡例

都市計画公園

都市計画緑地

重点公園・緑地の位置図
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（参考附図—１３）おおむね 10 年以内に整備する主な公園・緑地位置図 

参考附図（抜粋） 

中核的な拠点

活力とにぎわいの拠点

枢要な地域の拠点

地域の拠点

中枢広域拠点域

（参考附図—４）中核的な拠点等のイメージ （参考附図—９） 

（参考附図—８）高速道路ネットワーク 



令和2年7月20日現在

適任区分 番号 所属等 任    期（予定） 備　考

木 村 隆 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 東村山市議会議員 令2年5月1日～令和4年4月30日

渡 辺 英 子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 東村山市議会議員 令2年5月1日～令和4年4月30日

山 口 み よ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾖ 東村山市議会議員 令2年5月1日～令和4年4月30日

佐藤 まさたか ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 東村山市議会議員 令2年5月1日～令和4年4月30日

三 上 豊 ﾐｶﾐ ﾕﾀｶ
アーバンデザイン
東村山会議理事長

令2年5月1日～令和4年4月30日

大 沢 昌 玄 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾊﾙ
日本大学理工学部
都市計画研究室

令2年5月1日～令和4年4月30日

増 田 勝 義 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 東村山市農業委員会会長 令2年7月20日～令和4年4月30日

新 義 友 ｼﾝ ﾖｼﾄﾓ 東村山市商工会会長 令2年5月1日～令和4年4月30日

長 瀬 勝 男 ﾅｶﾞｾ ｶﾂｵ
東京都宅地建物取引業協会

北多摩支部顧問
令2年5月1日～令和4年4月30日

加 藤 光 二 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 東村山警察署長 令2年5月1日～令和4年4月30日

日 高 真 実 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾐ 東村山消防署長 令2年5月1日～令和4年4月30日

周 郷 友 義 ｽｺﾞｳ ﾄﾓﾖｼ 東京都北多摩北部建設事務所長 令2年5月1日～令和4年4月30日

田 辺 康 弘 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ
東京都多摩建築指導事務所

建築指導第二課長
令2年5月1日～令和4年4月30日

山 本 良 広 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 公募（令和2年3月） 令2年5月1日～令和4年4月30日

川 島 明 美 ｶﾜｼﾏ ｱｹﾐ 公募（令和2年3月） 令2年5月1日～令和4年4月30日

東村山市都市計画審議会

一般市民

氏    名

市議会の
推薦する

市議会議員

学識経験者

関係行政機関
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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  

[令和 2 年 7 月 30 日改正 ]  

 

（目的）  

第１条  この要領は、東村山市都市計画審議会運営規則（平成 12 年東村山市

規則第 12 号。以下「規則」という。）第 11 条の規定に基づき、東村

山市都市計画審議会（以下「審議会」という。）の会議の公開に関し

必要な事項を定めることを目的とする。  

（会議開催の周知）  

第２条  会議の開催にあたっては、東村山市付属機関等の会議の公開に関する

指針（以下「指針」という。）に沿って、次項の内容を周知するもの

とする。  

２  会議開催の概ね 2 週間前に、次の各号をイベント情報登録システムに

より、市ホームページに掲載するとともに、「会議開催のお知らせ」

を情報コーナー及び中央図書館に配架するものとする。  

（１）  会議名称  

（２）  開催日時  

（３）  開催場所  

（４）  議題  

（５）  会議の公開又は非公開の別  

（６）  会議の全部又は一部を非公開とする場合においては、その理由  

（７）  傍聴手続方法と傍聴者の定員及び希望者が定員を超えた場合の処置  

（８）  担当所管名（問合せ先）  

（９）  その他必要な事項  

３  前項の規定にかかわらず、会議を緊急に開催する必要が生じたとき等

やむを得ない場合は、この限りでない。  

（傍聴者の定員）  

第３条  傍聴者の定員は、 10 人とする。ただし、 10 人以上の傍聴が可能と会

長が認めるときは、この限りでない。  

（傍聴者の受付）  

第４条  傍聴の受付は、会議開催時間の 30 分前から行うものとする。  

２  傍聴希望者が 10 人を超える場合は、先着順とする。  

（傍聴証の交付）  

第５条  傍聴者は、審議会当日、傍聴証の交付を受け、これを着用しなければ

ならない。  

（傍聴席）  

第６条  傍聴席は、会長がこれを指定する。  

（傍聴することができない者）  

第７条  次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。  

（１）  決定した傍聴者以外の者  

（２）  銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を

携帯している者  

（３）  拡声器、無線機類を携帯している者  

（４）  張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯し

ている者  

（５）  はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用又は携帯し

資料 2 



ている者  

（６）  録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者（事前に会長の許可を

受けた者を除く。）  

（７）  酒気を帯びている者  

（８）  感染症に罹患している疑いのある者  

（９）  その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる

者  

（傍聴者の遵守事項）  

第８条  傍聴者は、次の事項を守らなければならない。  

（１）  会議開催中は、傍聴席において静粛に傍聴することとし、拍手その他

の方法により公然と可否を表明しないこと。  

（２）  騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。  

（３）  会場において、飲酒、食事又は喫煙をしないこと。  

（４）  会場における写真撮影、録画及び録音はしないこと。ただし、事前に

会長の許可を受けた場合を除く。  

（５）  会場内で携帯電話等の無線機器を使用しないこと。  

（６）  その他会場の秩序を乱し、審議の障害となる行為をしないこと。  

（７）  会議資料等が配布されたときは、会長がその資料を回収すべきと判断

した場合、会議終了後、当該会議資料を事務局に返却し、持ち帰る等

の行為をしないこと。  

（８）  傍聴により知り得た発言委員等の氏名を、インターネットや広報誌等

で公表しないこと。  

（傍聴者の退場）  

第９条  傍聴者が前条の規定に違反していると認められる場合は、会長は、こ

れを制止し、その制止に従わないときは、当該傍聴者を退場させるこ

とができる。  

２  規則第 9 条第 1 項ただし書の規定により審議会の会議を非公開とした

ときは、会長は傍聴者を退場させるものとする。  

（会議録等の公開）  

第 10 条  規則第 10 条に基づく会議録は、会議終了後速やかに作成し、公開に

より開催した会議の会議資料と合わせて、指針第 7 に沿って公表する

ものとする。  

（委任）  

第 11 条  この要領に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。  

 

附  則  

この要領は、平成 12 年 6 月 1 日以降に開催する会議から適用する。  

附  則（平成 21 年 9 月 1 日決定）  

この要領は、平成 21 年 9 月 1 日以降に開催する会議から適用する。  

附  則（平成 23 年 6 月 27 日決定）  

この要領は、平成 23 年 6 月 27 日以降に開催する会議から適用する。 

附  則（平成 24 年 7 月 24 日決定）  

この要領は、平成 24 年 7 月 24 日以降に開催する会議から適用する  

附  則（令和 2 年 7 月 30 日決定）  

この要領は、令和 2 年 7 月 30 日以降に開催する会議から適用する。  



隣接地区 地 区 名

なし 約 ㎡

計 0件 約 ㎡

番 号 地 区 名

久 米 川 東村山市久米川町一丁目地内 約 ㎡ 地区の一部

青 葉 東村山市青葉町一丁目地内 約 ㎡ 地区の一部

計 2件 約 ㎡

（令和２年１月～３月分、令和３年都市計画変更予定）
令和２年　生産緑地地区決定申請・買取申出状況 中間報告

決定申請

名 称
位 置 追 加 面 積 備 考 案内図

　※都市計画変更は10㎡単位で行うため、一の位を四捨五入し、記載しております。

名 称
位 置 削 除 面 積 備 考 案内図

買取申出
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