東村山駅周辺まちづくり実行プラン(案)に関する意見募集の結果
1.案件名
2.担当所管

3.概要

東村山駅周辺まちづくり実行プラン(案)
(1)名称

東村山市まちづくり部まちづくり推進課

(2)所在地

〒189-8501 東京都東村山市本町一丁目 2 番地 3 本庁舎 4 階

(3)電話番号

042-393-5111(代表) 内線 2791,2792,2793

(1)意見募集期間

令和 4 年 1 月 11 日(火)～令和 4 年 1 月 31 日(月)

(2)周知方法

東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま令和 3 年 12 月 15 日号、資料設置場所でのポスタ
ー掲示

(3)資料等の設置場所

情報コーナー(本庁舎 1 階)、いきいきプラザ 1 階総合相談窓口、各公民館、中央図書館、富士
見図書館、ふるさと歴史館、市民スポーツセンター、各ふれあいセンター、青葉地域センター、
美住リサイクルショップ、社会福祉センター、サンパルネ内「地域サービス窓口」(ワンズタワ
ー2 階)、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

10 名
(内訳：各施設での提出 3 名、ファックスでの提出 2 名、市ホームページでの提出 4 名、メー
ルでの提出 1 名)

5.お寄せいただいた意見の数

21 件

5.お寄せいただいたご意見の内容と計画の考え方

別紙のとおり(ご意見は可能な限り原文のまま記載しております。)

No.

件数

1

①

ご意見

計画の該当部分

東村山駅西口ロータリーから伸びる東村山 3・4・29 号ですが計画の見直しが必要な P14

計画の考え方
貴重なご意見として承りま

のではないかと考えております。南側の起点は変えず北に進むにつれて若干東へカーブ 4 駅周辺道路の

す。尚、現在都市計画道路の計画

し都道 128 号と合流、そのまま西宿通りに入り 3・4・10 号に突き当たる道路拡幅をメ

変更は検討してございません。

整備

インとしたこちらの方がいい事づくしではないでしょうか。都道 128 号合流地点から東
村山駅西口交差点までは上記道路を代替として廃止という案です。まず拡幅がメインの
ため立ち退きが少なく敷設費が安く済み、車で駅の反対に行く場合も広い道路を通れる
ようになります。また、ロータリー入口周辺の複雑な動線がわかりやすくなり、駅前の
5 差路もなくなり安全性が向上します。歩道も広くなり都道跡地などの空き地に緑地を
はじめとする様々な整備が可能になります。跡地には立ち退きとなった商店を移転させ
るのもいいかもしれません。
道路計画は数十年前も前のもかと思いますがぜひ見直しを検討いただければと思い
ます。よろしくお願い致します。
2

②

いつもお世話になっております。

P9,P10

簡略ではございますが、意見させていただきたくよろしくお願いいたします。

2 高架下空間の

められる機能等について、これ

現状東村山駅を利用して感じていること

利用

まで頂いた多くのご意見に加

・食事をする場所が少ない

市では、高架下や駅周辺に求

え、昨年、幅広い世代を対象に

東口にはファーストフードが数軒、西口にはスーパーしかないように感じます。なか

「web アンケート」
を実施致しま

なかゆっくり食事をする場所が少ないように感じます。ですので、交流施設はイトーヨ

した。その中には駅周辺におけ

ーカ堂が近い南北に置くこと、そして交流場所により多くの食事ができるキッチンカ

る飲食店等の充実に関する内容

ー、パンの販売などを増やしていければいいのではないかと考えております。

も多く含まれており、今回のご
意見につきましも参考とさせて

そらいち東村山でのリクエスト
これは私の願望ではございますが、そらいち東村山に保育付カフェを開店していただ

頂きます。
また、高架下空間の利用につ

きたいと考えております。簡潔に申し上げると子供を保育士が常駐している託児スペー

きましては、土地所有者である

スに預け少しでもいいからコーヒーを飲む時間をママやパパに提供する。保育料は一時

西武鉄道及び事業主体である東

間単位で設定し、事前予約制にする。勉強をしたい、音楽を聴きたい、本を読みたいパ

京都と今後の協議の中で決定し

パママのための一人時間を提供をしていただける場があると大変うれしいです。ご検討

ていくものと考えております。

よろしくお願いいたします。
そらいち東村山につきまして
は、高架下や駅周辺の賑わい創
出に向けた社会実験として、道
路空間を活用したマーケットイ
ベントを市民の皆様と企画、開
催するものであり、こうした取
り組みを継続的に行うことで、
駅周辺の賑わいを創出して参り
たいと考えております。
3

③

東村山駅高架下の利用について、意見を申し上げます。

P7,P8

以下のような事は、西武池袋線石神井公園駅では既にできており、駅の利便性が大幅 1 東口駅前広場

東村山駅につきましては、東
西駅前広場を繋ぐ東西動線は車

に改善し、イメージアップになっております。同じ鉄道事業者である西武鉄道ですので、 のリニューアル

両通行不可となりますので、8 ペ

実現は十分可能であると思います。また、小田急線下北沢駅でも鉄道が地下化した地上 P9,P10

ージ記載の再整備のイメージ

に新しい街づくりが行われており、他の地域からも注目されています。

2 高架下空間の

（案）の図面を修正いたします。

1.駅の利便性改善

利用

現在は、東口と西口が線路で分断されており、通行ができません。駅が高架になれば、

また、高架下空間の利用につ
きましては、土地所有者である

それは解消されます。同時に高架下にバス停を設ければ、雨に濡れずに駅からバスに乗

西武鉄道及び事業主体である東

れます。また、東口のコミュニティバス、民間バスから西口のバスへの乗換えも雨に濡

京都と今後の協議の中で決定し

れずに容易にできるようになります。また、現在駅の北の踏切、鷹の道の踏切までは共

ていくものと考えております。

に狭い道路になっています。これを、高架下中央に通路を設け、両側に店舗を設ければ、
ショッピングをしながら濡れずに行けることになります。石神井公園駅では、既にそう
なっています。
④

2.子育て支援

P9,P10

子育て支援として、保育園の設置と子連れでもバギーで入れるレストラン・喫茶店が 2 高架下空間の
あれば、子育て世代の方に東村山が選ばれると思います。

利用

市では、高架下や駅周辺に求
められる機能等について、これ
まで頂いた多くのご意見に加

保育園は、高架下ですと園庭が広く取れないなどの問題点はありますが、子育て世代

え、昨年、幅広い世代を対象に

にとっては通勤で駅に行く時にお子さんを保育園に連れていけるメリットの方が大き

「web アンケート」
を実施致しま

いと思います。石神井公園駅では、高架下の店舗でも、騒音・振動の問題はありません。

した。その中には駅周辺におけ

西武鉄道でも、駅に保育園を設ける方針があるようです。

る子育て支援施設や飲食店等の

また、石神井公園駅の高架下にはベーカリーレストランがあり、子育てママや子ども

充実に関する内容も多く含まれ

たちの憩いの場になっています。

ており、今回のご意見につきま
しも参考とさせて頂きます。

⑤

また、高架下空間の利用につ

3.東村山駅周辺の活性化
現在、東村山駅前にはお客さんが来られた時に打ち合わせができるようなレストラン・

きましては、土地所有者である

喫茶がありません。駅前にあるのは、飲み屋さんばかりで昼に行ける所がありません。

西武鉄道及び事業主体である東

高架下にこういった施設ができれば、駅の利便性もあがりますし、東村山市のイメージ

京都と今後の協議の中で決定し

も上がると思います。ここには、いわゆるチェーン店だけでなく地元の餅寓、豊島酒造、

ていくものと考えております。

ポールスターなどのお店も入れる様にして欲しいです。そうすれば、これらの会社の市
外への知名度も上がり市外からの来客も見込めます。
⑥

4.街のうるおいの場所

P7,P8

駅前東口のロータリーには、池があり毎年カルガモが子育てにやってきます。これが 1 東口駅前広場
無くなるというウワサを聞きますが、ぜひ残して欲しいです。
現在、東村山市にはカルガモが子育てできる場所は、北山公園の池しかありません。

のリニューアル

東口駅前広場の再整備につき
ましては、今後広く市民や駅利
用者の皆様からご意見を伺いな
がら、必要な機能や配置につい

ここには、すでに 1 つがいのカルガモがいます。空堀川にも子育てできる場所はないの

て検討して参ります。

で、あと 2 つがいはここで育てているのです。夜間でも人通りがあり植え込みがあるの
で、天敵であるネコ・カラス・オオタカ・蛇などから安全な場所なのです。見る人も毎
年楽しみにしています。
ぜひ、カルガモの子育てできる場所を残してください。
駅前でカルガモ、良いじゃないですか？
⑦

5.高架駅の看板
今の案は、どこの駅だか分かりません。再考をお願いします。

P5

新駅舎の外

観デザイン案

新駅舎の外観デザイン案につ
きましては、2017 年に市民の皆

東村山駅なので、西口は正福寺と北山公園、東口はちょっと遠いですが東京スカイツ

様から意見募集を行い、八国山

リーはいかがでしょうか？そうすれば、話題になって来る人も増えると思うのですが？

の自然や菖蒲をデザインモチー
フとして採用し、自然をイメー
ジできる緑化や木質感のある材
料の使用を考慮するなど、東村
山らしさを実現したデザイン案
として決定させて頂きました。

⑧

6.高架下に蒸気機関車の展示

P9,P10

運動公園の D15 蒸気機関車は解体されてしまいましたが、川越鉄道で使われていた 2 高架下空間の
4 号機関車が西武鉄道横瀬車両基地に保存されています。小さな機関車なのでこれを高

利用

高架下空間の利用につきまし
ては、土地所有者である西武鉄
道及び事業主体である東京都と

架下に置けば話題にもなるし、東村山停車場の碑と並べれば昔の東村山駅の情景が想像

今後の協議の中で決定していく

できると思います。高架下なら直接雨も当たらず、保存も容易です。鉄道ファンもやっ

ものと考えております。

てくると思います。
4

⑨

東村山あったかネットワークまちづくりプラン読ませていただきました。車と人と

P7,P8

東口駅前広場の再整備につき

が、分離し、人が安全に歩けるまちづくりを応援します。今の東口は危険です。早い解

1 東口駅前広場

ましては、今後広く市民や駅利

決を望みます。子供達の感性が育む広場を、まちづくりの中心に据えてみたら如何です

のリニューアル

用者の皆様からご意見を伺いな

か？広場もリアルと仮想空間の二重構造にしても面白そうです。

がら、必要な機能や配置につい

子供達の感性が育む広場とは、自然とふれあうことができる広場です。小さな庭が集

て検討して参ります。

合した場所を想像してください。そこで、虫や草や花とふれあい、話せます。それと、
音とふれあう広場です。まちが創り出す音や自然が醸し出す音の広場です。フランスの
片田舎で教会の鐘の音が当たり前のように、まちの音があるといいです。環境音楽につ
いては、鳥越さん（青山大学教授）が教えてくれます。
但し、大人がお酒を飲むのは、厳禁です。酒飲み広場は最悪ですから。
わいわいがやがやしたまちで、大きな笑い声がいつも聞こえるまちには、色々な仕組み
が必要です。仕組みづくりには、近隣の大学と連携したら面白そうです。
若いアイデアを柔軟に取り入れて欲しいです。何気に、気楽に、誰でも、がやがやに
手を出せるといいです。笑い声が生まれます。間違っても思い出話や自慢話しかできな
い高齢者の意見は聞かないように、過去にしばられ未来に馳せません。
5

⑩

東村山駅南エリアへのアクセス向上、にぎわい創出のため、駅ホーム南側にも改札口 P9,P10
を設置すべきと考えます。ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

高架下空間の利用につきまし

2 高架下空間の

ては、土地所有者である西武鉄

利用

道及び事業主体である東京都と
今後の協議の中で決定していく
ものと考えております。

6

⑪

府中街道久米川辻の交差点から踏切付近までと、その道より所沢寄りの二瀬橋交差点 P3,P4

ご意見頂きましたトンネル

近くの線路下のトンネルは、車の行きかう道幅がいっぱいいっぱいで、歩行者と自転車

実行プランで取

（道）は、連続立体交差事業によ

で危険な状態をよく見かけます。

り組むまちづく

る高架化を図る範囲ではないこ

そこで現在の線路を上に上げるタイミングで、野口台自治会看板（井戸）のある通り り案内図

とから、本事業において整備は

から、公事道をつっ切って、まっすぐの所に歩行者、自転車の通れるトンネル（道）を

行いません。また、市における整

作って、向こうの熊野公園までつなげてほしいです。

備計画もございません。

PR ポイント・向こう側の中学校までほぼ直線距離で、裏通りで安全に登校できる。

また、２箇所の市道について

・双方商業施設に裏通りで行ける

は、現況を踏まえながら、交通安

・ウォーキングの推進

全対策に努めて参ります。

※線路ぞいまで、道がいっているのであれば、線路の向こうまで、通れるのが、理想だ
と思います。
7

⑫

私は子どもの保育園入所時に東村山に転入してきました。八国山があり、みどりが残 P7,P8
されているのが、東村山のよさだと思います。

1 東口駅前広場

東村山の駅前や高架下に自然と多くとり入れ、街路樹というよりは雑木林の森のよう のリニューアル

東口駅前広場の再整備につき
ましては、今後広く市民や駅利
用者の皆様からご意見を伺いな

な雰囲気があると、いやされます。他にどこもやっていないような発想があると、自然 P9,P10

がら、必要な機能や配置につい

に人口が増えていくと思います。

て検討して参ります。

2 高架下空間の
利用

また、高架下空間の利用につ
きましては、土地所有者である
西武鉄道及び事業主体である東
京都と今後の協議の中で決定し
ていくものと考えております。

8

⑬

（全体について）

P15

・ 「実行プラン」として掲げるのであれば、KPI やロードマップでの概ねの目標時期 実行プランのロ

⑭

ロードマップにつきまして
は、各施策の取組を連続立体交

くらいは示すべき。基本構想の枠を出ておらず、実現に対する市としての熱意や取組 ードマップ

差事業と関連性を持たせた形で

姿勢が危惧される。

お示ししております。

・ 少子高齢・人口減少社会が進展する中、街としての生き残りをかけて特に基礎自治

P11

貴重なご意見として承りま

体は取捨選択される時代となる。東村山市が住み・働く場として市内外から評価・選 3 中心核機能の

す。尚、11 ページの中心核機能

択され、定住人口や生産年齢人口の増加、企業の誘致を図り、賑わいや活気とともに、 向上

の向上において土地の高度利用

税収増など市の持続的発展を支えるために必要な取組は何か？その実現のために、ま

や都市機能の集積を図ることを

ちづくりの観点から何に取り組まなければならないのか？そのような観点から、例え

お示ししており、今後のまちづ

ば、駅前に相応しい基盤整備や土地利用のあり方、導入すべき都市機能等について考

くりについて検討を進めて参り

えてほしい。全体的に当たり障りのない柔らかい表現に終始しており、将来に対する

ます。

危機感が感じられないのは残念。
⑮

（個別課題について）

P14

・ 西口ユーザーとして東 3・4・9 号線の事業化を早く進めてもらいたい。現在の都道 4 駅周辺道路の

都市計画道路 3・4・9 号線に
つきましては、約 59.5 m の区間

128 号線は、周知のとおりバス路線でありながら幅員が狭い上、電柱等によりバスな 整備

について令和 3 年 12 月 20 日に

どの大型車のすれ違いに難儀の上、歩道が狭く安全性に課題がある。また高齢者の自

都市計画事業認可を取得し、整

転車通行など、自動車交通との錯そう状況が非常に危険である。

備を進めております。更なる延
伸につきましては、今後の検討
の中で定めていくこととなりま
す。

⑯

⑰

・ 東口駅前広場の再編については、今後の需要予測上算定された必要面積を提示する P7,P8

・

東口駅前広場の再整備につき

とともに、高架下空間や立体道路制度の活用等も視野に入れながら、交流空間や歩行 1 東口駅前広場

ましては、今後広く市民や駅利

者空間の確保策について具体の検証を進めるべき。その際、駅前の魅力づくりの観点 のリニューアル

用者の皆様からご意見を伺いな

から市街地の機能更新についても個別開発ではなくエリアとして検討すべき。市の中

がら、必要な機能や配置につい

心駅の駅前としては（東西とも）あまりにも陳腐でさみしい。

て検討して参ります。

都市側が活用できる駅直近の高架下空間は、脆弱な都市基盤の強化に活用すべき。 P9,P10

高架下空間の利用につきまし

2 高架下空間の

ては、土地所有者である西武鉄

利用

道及び事業主体である東京都と
今後の協議の中で決定していく
ものと考えております。

⑱

・ 「中心核機能の向上」について、西口地区のまちづくりの成果として駅広と区画道 P14

貴重なご意見として承りま

路、ワンズタワーを挙げており、一定の評価ができるが、他の駅前地区は低未利用地 道路空間の活用

す。西口地区では駅前広場の新

や老朽建築物が立地しており、駅前に相応しい土地利用とは言えない。市は積極的に まちなかウォー

設や、土地の高度利用による中

地域に入って再開発等に向けた機運の醸成を図るべき。地区計画上の「駅前業務地区」 カブルの推進

心核にふさわしい都市機能の集

については、最低敷地 300 ㎡は大いに評価できる点であり、是非この方針に沿って連

積、防災性の高い快適な都市環

立と合わせた魅力的な市街地を誘導してもらいたい（駅前地区についても、容積率の

境の構築等を目的に、平成 21 年

最高限度ではなく、最低限度 200％を規定しているあたり、非常にさみしい限り）。

度に東村山駅西口地区第一種市
街地再開発事業が完了いたしま
した。引き続き西口地区のまち
づくりについて検討して参りま
す。

⑲

・ 「まちなかウォーカブルの推進」に異を唱えるつもりはないが、道路などの公共空

・

・貴重なご意見として承ります。

間を活用したくなるようなまちづくりを進めてもらいたい。広幅員道路（歩道）が整

平成 22 年 2 月に策定した東村山

備されても周辺市街地に魅力がなければ、人は集まらないし、結果、賑わいや交流は

駅周辺まちづくり基本構想にお

創出されない。

いて、東村山駅周辺の将来像を

東村山市に生まれ育ってきたからこそ、魅力的なまちづくりを期待するものです。

『「出会い」
「ふれあい」があり、

是非頑張ってください。

ぶらぶらと歩いて楽しいまち』
としており、これに基づき駅周
辺の賑わいや交流の創出に向け
まちづくりを進めて参ります。

9

⑳

近所にはいくつか公園がありますが、どの公園もボールあそびができません。子ども P9,P10
達が安全に、安心してボールを使える場所があると嬉しいです。

2 高架下空間の

また、どの公園の遊具に種類が増え、小さな子～小学生まで遊べるような場があると 利用
いいなと思います。

市では、高架下や駅周辺に求
められる機能等について、これ
まで頂いた多くのご意見に加
え、昨年、幅広い世代を対象に
「web アンケート」
を実施致しま
した。その中には駅周辺におけ
るスポーツ施設に関する内容も

多く含まれており、今回のご意
見につきましも参考とさせて頂
きます。
また、高架下空間の利用につ
きましては、土地所有者である
西武鉄道及び事業主体である東
京都と今後の協議の中で決定し
ていくものと考えております。
10

21
○

最近の公園は、ボール遊び禁止。子どもが中学生の頃、サッカーボールで少し遊んだ P9,P10

市では、高架下や駅周辺に求

だけでおこられました。危険なのはわかりますが、遊ぶ場所がなく、禁止では子ども達 2 高架下空間の

められる機能等について、これ

が伸び伸びできません。

まで頂いた多くのご意見に加

自由にボール遊びができる場所を作ってほしいです。ボールが道路にでないように柵
を作り、バスケゴールの設置を希望します。

利用

え、昨年、幅広い世代を対象に
「web アンケート」
を実施致しま
した。その中には駅周辺におけ
るスポーツ施設に関する内容も
多く含まれており、今回のご意
見につきましも参考とさせて頂
きます。
また、高架下空間の利用につ
きましては、土地所有者である
西武鉄道及び事業主体である東
京都と今後の協議の中で決定し
ていくものと考えております。

