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Ⅰ 東村山市のまちづくりを取り巻く現況

1 東村山市の概況

（１）地理的条件
　○ 東村山市は、東京都の北西部、東京都心部から

約 30km の圏内に位置しています。市域は東西
5.83km、南北 3.09km、面積は 17.17km2 であり、
多摩地域 26 市中 13 番目の広さとなっています。

　○ 都心部までは、鉄道で約 30 分程度の時間距離で結
ばれており、交通の利便性に恵まれた地理的条件を
有しています。

　○ 市内にはコナラ、クヌギなどが繁茂し、長編アニメ
映画「となりのトトロ」の舞台のモデルともいわれ
る八国山緑地や、国立療養所多磨全生園注）の入所
者が植樹し大切に育てた木々など、都心部近郊にあ
りながら、緑豊かで特徴のある自然に恵まれていま
す。

注）国立療養所多磨全生園
　　明治 42 年（1909 年）に創立された国立ハンセン病療養所です。

（２）東村山市のあゆみ
　○ 東村山市は、かねてより畑作を中心とした農村地域として緩やかな発展を続けていました

が、昭和 30 年頃から都営や公団・公社の集合住宅団地の建設が相次いだことを契機に、住
宅都市への転換が急速に進行しました。

　○ 昭和 39 年４月には人口が 66,012 人となり、東京都で 13 番目の市となる「東村山市」が
誕生しました。昭和 40 年代に入ると、恵まれた交通利便性を背景に、市外からの転入が進み、
昭和 47 年に人口は 10 万人を突破しました。

　○ 現在、人口は 15 万人を突破し、住宅都市として持続的な発展を続けています。しかし、依
然として幹線道路を中心とした都市基盤整備が遅れているとともに、東村山らしさを特徴づ
けている農地や緑地の減少、人口急増時代に建設した公共施設の老朽化など、取り組むべき
課題が多くあります。

　○ また、東村山市には、大きな企業や事業者が少なく、逆に国や東京都の施設が多いことなど
から財政基盤が脆弱であるため、市制施行以来、普通交付税の交付団体となっています。こ
のことから、三位一体の改革による地方交付税の大幅な減額の影響を受け、さらに景気の低
迷による市税収入の減収などにより、極めて厳しい財政運営が続いています。
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図１　東村山市の位置
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Ⅰ　東村山市のまちづくりを取り巻く現況

（３）人口・世帯数注）

　○ 平成 21 年１月１日現在の人口は 150,198 人であ
り、市制施行の翌年にあたる昭和 40 年の 70,322
人と比べ約 2.1 倍に増加しています。また、平成
21 年の世帯数は 66,975 世帯であり、昭和 40 年
の 21,691 世帯と比べ約 3.1 倍に増加しています。

　○ １世帯当たり人員は、昭和 40 年の約 3.24 人／世
帯から平成 21 年の約 2.24 人／世帯へと減少して
います。全国的な傾向と同様に、今後、東村山市
でも単身世帯や夫婦のみの世帯が増えるなど、世
帯の小規模化がさらに進むものと見込まれます。

　○ 平成 21 年の年齢３区分別人口構成比は、年少人口（０〜 14 歳）約 13.3％、生産年齢人口
（15 〜 64 歳）約 65.2％、老年人口（65 歳以上）約 21.5％となっています。このうち、老
年人口の割合は、昭和 45 年の約 5.5％から大きく増加しています。

注）人口・世帯数
　 　人口・世帯数は、住民基本台帳人口・世帯数及び外国人登録人口・世帯数の合計値です。ただし、

昭和 60 年以前の数値には、外国人登録人口・世帯数は、含まれません。
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2 社会経済の動向

（１）先行き不透明な時代の到来
　○ 世界にも類を見ない我が国の急速な少子化・高齢化や、他国の経済変動が地域社会にも多大

な影響を及ぼす経済のグローバル化、地球温暖化など、わたしたちのくらしを取り巻く社会
経済情勢は、かつてない大きな変化を続けています。

　○ 国内全体を漠然とした不安感が覆う中、これまでは予測していなかったことがいつ起きても
不思議ではない、先行き不透明な時代が到来しています。

（２）人口減少・高齢化社会の到来
　○ 国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成 19 年５月）によると、東京都の人口は平成

32 年〜 37 年にかけて減少傾向に転じると予測されています。また、平成 17 年と平成 32
年の年齢３区分別人口を比べると、年少人口及び生産年齢人口は減少するのに対し、老年人
口は増加することが見込まれ、今後、高齢化が急速に進行すると予測されています。

　○ 人口減少・高齢化社会の到来に伴い、国内市場及び個人消費が縮小し、経済成長の鈍化傾向
に拍車がかかることが懸念される中、従来の堅調な人口増加や右肩上がりの経済成長を前提
としていた既存の社会経済システムのあり方を問い直すことが、我が国全体にとっての喫緊
の課題となっています。

（３）地方自治の伸展
　○ 平成 12 年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行以来、地方

自治権の拡大に向けた動きが活発化しており、市区町村の権限や責任が拡大することが予想
されます。

　○ 持続可能な地域社会をつくるため、それぞれの市区町村が創意工夫のもと、より一層効率的
な行財政運営に努めながら、地域経済の活性化や自主財源の確保、地域の実状に応じた公共
サービスの提供などに取り組むことが極めて重要となっています。

（４）地球温暖化と環境意識の高まり
　○ 近年、海面水位の上昇や、大型台風、集中豪雨等の異常気象が世界各地で観測されており、

これらは、二酸化炭素（CO2）等の温室効果ガスによる地球温暖化に起因しているといわれ
ています。地球温暖化問題の深刻化が懸念される中、人々の地球環境問題に対する意識が高
まっています。

　○ 次世代に豊かな地球環境を引き継ぐため、国や企業はもとより、家庭でも一人ひとりが環境
に与える負荷の大きさをしっかりと認識し、温室効果ガスの排出削減、ごみの分別収集の徹
底、身近な緑地や森林の保全・創出など、地域社会全体で環境にやさしい取り組みをさらに
徹底することが求められています。
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Ⅰ　東村山市のまちづくりを取り巻く現況

（５）市民と行政の新たな連携・協力関係構築の必要性
　○ 公共サービスに対する市民のニーズは今後ますます多様化・高度化し、行政だけの力でこれ

らのニーズに応えるのは、質的にも量的にも困難さを増していくと見込まれます。

　○ 市民の日常生活に直結するさまざまな課題を解決するため、市民や行政など地域社会を構成
するさまざまな主体が、お互いに責任と役割を認識し合いながら、対等なパートナーシップ
に基づく多様な取り組みを進める必要性が高まっています。
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3 今後のまちづくりに向けた重点課題

 　東村山市は、厳しい社会経済情勢の中、東村山らしさを特徴づけている緑豊かな自然環境を守
り、つくり育てながら、市民が豊かなくらしを実感できる「住宅都市」として発展を続けてきま
した。
 　今後、限りある経営資源の中で、くらしの質をより効果的・効率的に高め、居住環境・産業・
交通など、バランスの取れた都市機能を有する「生活充実都市」へと発展を遂げるために取り組
むべき重点課題は、次のとおりです。

（１）保健・医療・福祉
　①健やかで安心なくらしの実現
　 　高齢の方や障害のある方をはじめとして、市民一人ひとりが住み慣れた地域の中で、いつま

でも健康で、安心して暮らすことができるような取り組みをさらに充実させることが求められ
ています。

　②子育て支援機能の強化
　 　待機児童の解消と多様な保育ニーズに応えられる子育て支援を展開するため、今後も引き続

き、良質な保育サービスの提供や地域ぐるみで子育てをしっかりと支え合う基盤づくりを進め
ることが求められています。

（２）教育・文化
　①次代を担う子どもたちの健全育成と文化の継承
　 　児童・生徒に確かな学力や豊かな心、健やかな体などの生きる力を身に付けさせ、次代の東

村山を担う人材を育成するため、引き続き「いのちとこころの教育」を推進し、特色のある教
育活動や教育内容の充実に取り組むことが求められています。

　 　また、先人より受け継がれてきた貴重な文化・伝統とともに、東村山らしさを本市がより発
展していく礎として、次の世代に継承していくことが求められています。

　②市民力を育む生涯学習の振興
　 　従来は、生きがいとゆとりある人生を送ることを主な目的に生涯学習を進めてきましたが、

近年では、学ぶだけでなく、学んだ成果を活かし、地域に貢献したいと望む市民が増えていま
す。このため、今後は、主体的に学んだ力を地域課題の解決のために発揮できるような、市民
力を育む生涯学習を振興することが求められています。

（３）防災・防犯
　①地震に強いまちづくりの推進
　 　大規模な震災に備え、小・中学校の校舎や体育館などの耐震補強をはじめ、市民生活に身近

な公共施設への対策を着実に進めていくことが求められています。

　②地域主体の防災・防犯活動の推進
　 　災害や犯罪から、市民の尊い生命と貴重な財産を守り、身近な生活空間における安全・安心

を確保するため、地域ぐるみによる防災・防犯活動を進めるとともに、市民一人ひとりの防災・
防犯意識を啓発していくことが求められています。
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Ⅰ　東村山市のまちづくりを取り巻く現況

（４）環境
　①低炭素社会の実現
　 　低炭素社会の実現に貢献するため、地域社会を構成するさまざまな主体がそれぞれの責任と

役割に応じて、温室効果ガスの削減を進めるとともに、取り組みの重要性に対する普及啓発に
努め、意識を高めていくことが求められています。

　②循環型まちづくりの推進
　 　環境に与える影響を最小限にするため、「発生抑制」、「排出抑制」、「再使用」、「再生利用」、「熱

回収」及び「適正処理」の推進をさらに徹底し、循環型まちづくりを根付かせることが求めら
れています。

　③緑の保全・創出
　 　豊かな緑を次の世代へ継承するとともに、環境にやさしいまちづくりを進めるため、農地や

雑木林など、市内に現存する貴重な緑を今後も引き続き、大切に守り育てるほか、身近な緑を
創出することが求められています。

（５）地域の活性化・都市基盤
　①産業の振興と雇用機会の拡大
　 　水と緑の豊かな自然環境や鉄道交通の利便性など、東村山らしさを最大限に活かしながら、

新しい特産品の開発、既存特産品の販路開拓などに取り組み、市内産業の振興と雇用機会の拡
大を進めることが求められています。

　②地域資源を活かしたにぎわいの創出
　 　まちのにぎわいを高めるため、東村山市の貴重な財産である、豊かな緑・文化・歴史などの

地域資源を積極的に活用した観光・交流を進めることが求められています。

　③安全・安心で快適な市街地の形成
　 　今後も引き続き、市全体から見た緊急度・重要度に応じた幹線道路の整備を進めるとともに、

身近な生活道路の安全性・快適性を高めることが求められています。さらに、朝夕のラッシュ
時を中心とした交通渋滞を抑制し、自動車と歩行者の双方にとって快適な道路空間を確保する
ことが望まれています。

　 　快適な生活空間の維持・向上と地域の発展を支えるため、住宅、商業、公共公益施設など、
それぞれの機能が十分に発揮される土地利用を計画的かつ適正に誘導することが求められてい
ます。

（６）行政経営
　①分権時代にふさわしい行財政システムの構築
　 　次の世代に負担を先送りせず、将来にわたり持続可能な地域社会を確立するため、全庁一丸

となって、さらに徹底した歳出全体の洗い直し、より一層効果的・効率的な事業の実施、自主
財源の安定確保などを強力に推し進め、早急かつ確実に財政の健全化を達成することが求めら
れています。

　 　公共施設は、建設当時の目的・用途にとらわれることなく、市民のニーズや利用実態に合わ
せた他施設との複合利用、他機能への用途転換、多様な管理運営手法の導入などを通じ、財政
状況に見合った適正な管理・活用を進めることが求められています。
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　②市民参加・協働による自治の推進
　 　それぞれの地域で必要とされる公共サービスを柔軟かつ機動的に提供するため、まちづくり

のさまざまな場面において市民の参加を促し、行政とのパートナーシップを強化するとともに、
市民一人ひとりが主役として地域の課題解決や価値向上に取り組む協働による自治を進めるこ
とが求められています。
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