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１．計画の背景・目的 
（１）計画の背景 

本市では、第 2 次東村山市都市計画マスタープランにおいて 2040 年代の都市の姿として「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」を掲げ、豊かな自然や歴史・
文化を守り、活かしていくとともに、駅周辺や道路等の都市基盤の整備や交流の場づくり等により良
好な都市環境を形成し、時代の変化に対応した魅力的なまちへの進化を目指して取り組んでいるとこ
ろである。 

東村山駅周辺は、第 2 次東村山市都市計画マスタープランにおいて「中心核」に位置づけられてい
る。西口側においては市街地再開発事業や地区計画の策定を実施しているものの、東口側においては
未だ商業・業務・文化・公益機能の集積や土地の高度化が進んでいない状況にあり、今後連続立体交
差事業による東西地域の一体化、回遊性の向上等にあわせ、駅前広場の再整備や市街地再開発事業等
を用いた商業・業務等の機能の集積による、にぎわいと活力の創出に取り組むこととしている。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の創出を推進することとしている。 

これらを踏まえ、連続立体交差事業とあわせた一体的かつ総合的に市街地整備を促進すべき地区に
おける具体的な整備方針や整備手法等を定め、今後地区に求められる様々な都市機能の誘導や再開発
事業等による都市機能の更新等、市街地再生の整備を推進することを目的に、東村山駅東口地区市街
地総合再生基本計画（以下、「本計画」とする。）を策定する。 

 
 

（２）対象区域 
本計画の対象区域（以下、「本地区」とする。）は、 

東村山駅東口側の右図の区域とする。 

地区の名称 東村山駅東口地区 
面積 約６ha 
区域 本町 2 丁目の一部 

 
 
 
 
 
 
  

東村山駅 

中央公民館 

イトーヨーカドー 

郵便局 

対象区域 

※この計画が直接皆さまの権利を制限し、義務を課すことはありません。 
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（３）計画期間 
本計画の期間は、令和 4（2022）年度から令和 13（2031）年度までの 10 年間とする。ただし、

今後の社会情勢の変化及び上位・関連計画との整合などを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行う。 
 

（４）市街地総合再生基本計画の位置づけ 
本計画は、東村山市の都市計画における基本的な方針を定めた「第 2 次東村山市都市計画マスター

プラン」の掲げるまちの将来像を本地区で実現するためのものと位置づける。具体的な施策の検討に
あたっては、上位計画や市の都市計画に関連する計画との整合を図るものとする。 
 
【上位計画】 
・東村山市第 5 次総合計画 
・多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
・第 2 次東村山市都市計画マスタープラン 
・東京都都市再開発の方針 

 
【市の都市計画に関連する計画】 
・東村山駅周辺まちづくり基本構想 
・東村山駅周辺整備の方向性 
・東村山駅周辺まちづくり基本計画 
・みどりの基本計画 
・環境基本計画 
・公共施設再生計画  など 
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２．本地区の現況 
（１）上位計画における本地区の位置づけ 

１）東村山市第 5 次総合計画（R3.3） 
＜将来都市像＞ 
・令和 12 年度に目指す将来都市像を「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村

山」とし、一人の笑顔がもう一人を笑顔にするように、笑顔がつながりあっていくまち、さ
らにその笑顔が未来につながっていくまちを目指すこととしている。 

＜基本目標＞ 
・将来都市像が実現されたときの「まち」「ひと」「くらし」の具体的な姿を基本目標として定

めている。 
目標 1：まちの価値の向上 ／ 目標 2：ひとの活力の向上 ／ 目標 3：くらしの質の向上 

＜施策の方向性（東村山駅周辺地区に関連する部分のみ抜粋）＞ 
○適切な土地利用の推進（まちの価値の向上／施策 1：適切な土地利用の推進） 
・良好な住環境の整備や市内産業の振興、農地の保全等による良好な都市空間の形成のため、

区画整理や土地利用規制の見直し等の各種都市計画関連の制度の積極的な活用を行い、地域
の特性を活かした土地利用を促す。 

○東村山駅周辺の整備（まちの価値の向上／施策 2：中心核の整備） 
・東村山駅周辺において安全で快適な移動空間を確保するため、駅周辺の東西動線や都市計画

道路 3・4・9 号線（東村山駅武蔵大和駅線）等の整備を行う。 
・駅周辺のにぎわいの創出に向けて、東村山駅の東口駅前広場の再整備や、鉄道高架下への公

益施設の整備、集客施設の誘導等、駅周辺の都市機能の充実を進める。 
・都市機能の充実を促進するため、駅周辺における土地の高度利用を検討・推進する。 
○東村山駅付近の連続立体交差事業の推進（まちの価値の向上／施策 4：道路の整備・維持管
理） 
・地域の利便性、安全性や防災性の向上のため、連続立体交差事業とあわせて、鉄道沿いの道

路整備に取り組む。 

■将来都市像 
 

 
  



4 

２）多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（R3.3） 
＜東京が目指すべき将来像＞ 
○集約型の地域構造への再編 
・主要な駅周辺や身近な中心地に生活に必要な機能を集積させ、その徒歩圏に住宅市街地を誘

導し、歩いて暮らすことができるまちへの再構築を図るとともに、駅や中心地から離れた地
域では、みどり豊かな良質な環境を形成する。 

○多摩広域拠点域の誘導の方向・将来像 
・大規模な商業、医療、高齢者福祉、子育て支援施設など、都民の生活を支え、柔軟な働き

方・暮らし方に対応する都市機能が集積した地域の拠点の形成を図る。 
・新型コロナ危機を契機とした都市づくりの観点から、共用スペースを備えたシェアオフィス

やサテライトオフィス等、オフィスワークとテレワークが補完的に機能するような場の整備
や、ニーズに応じた柔軟な用途転用、交通ネットワークの強化などを進め、職住が融合した
拠点の育成を図る。 

＜主要な都市計画の決定の方針＞ 
○「地域の拠点」の形成・育成の方針 
・商業、医療・福祉などの生活に必要な都市機能や柔軟な働き方・暮らし方にも対応する都市

機能の集積を図る。 
・土地区画整理事業や市街地再開発事業などを地区特性に応じて積極的に活用し、居住、商

業、文化、生活サービスなどの機能を備えた拠点として育成するとともに、交通広場などの
交通結節機能の強化を図る。 

・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する。 

・地域の実情に応じて、広場空間、避難施設や備蓄機能などを備えた防災上の拠点整備を図る。 

＜人が輝く東京の個性ある地域づくり（特色ある地域の将来像）＞ 
○東村山都市計画区域の将来像 
・駅周辺では、道路と鉄道との立体化に併せた都市基盤整備、地域のまちづくりにより、敷

地、建築物の共同化が進み、商業、文化・交流、福祉、居住などの多様な機能が集積し、安
全で利便性の高い地域の拠点を形成 

・東村山駅と秋津駅・新秋津駅周辺とを結ぶ都市計画道路沿道においては、商業、業務、住宅
などの多様な都市機能が立地した市街地を形成 

■4 つの地域区分と 2 つのゾーン 
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３）第 2 次東村山市都市計画マスタープラン（R3.3） 
＜まちの将来像＞ 
・2040 年代の都市の姿として「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」を描いている。 

＜土地利用の方針＞ 
○中心核 
・にぎわいと交流を生む商業機能、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機能の集積に取り組む。 
・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、

市内外から人が集まる拠点の形成に取り組む。 
○主要鉄道駅周辺地区 
・東村山駅周辺では、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・業務等の機能の集積による、にぎわいと
活力の創出に取り組む。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の創出を推進する。 

＜地域別まちづくりの方針＞ 
○東村山駅周辺まちづくり基本構想地区 
・地区の将来像を「「出会い」「ふれあい」があり、ぶらぶらと歩いて楽しいまち」とし、以下

の形成を目指す。 
中心核として都市機能の集積を図るとともに、多様な働き方やさまざまな暮らし方等に対応
したまちづくりや、地域資源へのアクセス拠点の形成を目指す 
連続立体交差事業を促進するとともに、都市計画道路等の整備により、まちなかを安全・安
心に回遊でき、地域住民も安心して生活ができる道路環境の形成を目指す 
高架下空間を活用し、新たなにぎわいの創出を目指す 

■東村山駅周辺まちづくり基本構想地区のまちづくり方針図 
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４）東京都都市再開発の方針「東村山都市計画」（R3.3） 
＜促進地区の整備又は開発の計画【東村山駅東口地区】＞ 
〇地区の再開発、整備等の主たる目標 
・人が集い交流できる場所として、歩行者中心の誰もが利用しやすい駅前広場の整備、東西駅

前広場の連絡、交通結節機能の向上を図り、中心核機能の向上を図る。 
〇用途、密度に関する基本的方針、その他の土地利用計画の概要 
・市街地再開発事業等の共同化を前提とした事業の実施により、商業、住宅、公益施設等の調

和に配慮し、土地の合理的な高度利用の促進を図る。 
〇建築物の更新の方針 
・市街地再開発事業等の共同化を前提とした事業を実施し、商業、住宅の複合機能の集積を図

る。 
〇都市施設及び地区施設の整備の方針 
・東村山駅付近の連続立体交差事業と併せて、駅前広場の再整備を図る。 
〇その他（公共及び民間の役割や条件整備等の措置） 
・組合施行の市街地再開発事業等の共同化を前提とした事業を実施し、建築物の中高層化を図

る。 

■東村山駅東口地区 再開発促進地区 
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（２）地区の現況 
１）人口・世帯数 

・夜間人口及び世帯数は、市全体と同様に増加傾向にある。 
・昼間人口は、夜間人口を上回り、昼夜間人口比率は「1.28」である。 
・年齢別人口の割合は、65 歳未満の人口割合が減少する一方、65 歳以上の人口割合が増加し

ており高齢化が進行している。 
※現況の整理においては、本地区を含む本町２丁目を対象に実施 

■昼夜間人口の推移（出典：国勢調査） 
＜東村山市全体＞              ＜本町 2 丁目＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■年齢別人口の推移（出典：国勢調査） 
＜東村山市全体＞              ＜本町 2 丁目＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■世帯数の推移（出典：国勢調査） 
＜東村山市全体＞              ＜本町２丁目＞ 
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２）都市計画 
・本地区の大部分は商業地域であり、南側の一部が近隣商業地域に指定されている。 
・本地区の一部において土地区画整理事業が施行済みとなっており、都市基盤整備が実施され

ている。 
・本地区内には、駅前広場を含む都市計画道路が存在し施行済みとなっている。 
・本地区を含む東村山駅周辺では西武鉄道新宿線他２路線の連続立体交差事業が進められてい

る。 

■東村山市都市計画図 
 
 
 

  

対象区域 
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３）商業の状況 
・本地区では商業（小売業）の事業所数、年間商品販売額、売場面積ともに減少傾向にあり、

商業店舗が撤退し空き店舗になっている場合も見受けられる。 
・本地区には、大型商業施設「イトーヨーカドー」が立地し、多くの利用者が存在し、地域住

民の生活を支えている。 
※現況の整理においては、本地区を含む本町 2 丁目を対象に実施 

■商業（小売業）の推移（出典：商業統計調査） 
＜東村山市全体＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜本町２丁目＞ 
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４）土地利用の現況 
・本地区の土地利用は、商業用地が 22％と多く、次いで工業用地（商業用地に付随している

運送施設）が 20％、公共用地が 9％を占めている。 
・低未利用地の割合が 4％を占め、本地区の北側に集中しており、土地の有効・高度利用が十

分に図られていない。 

■土地利用の現況（出典：H29 都市計画基礎調査） 
＜土地利用現況面積割合＞ 

 
 
 
 
 

       
 

＜土地利用現況図＞ 
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５）建物利用の現況 
・本地区の建物用途は、商業利用（専用商業施設、住商併用建物）や住宅利用（独立住宅、集

合住宅、住商併用建物）、公共公益利用（官公庁施設、教育文化施設）が多く占めている。 
・本地区の建物の半数以上（56％）が 3 階以上であり、約 90%が耐火構造物となっている。 
・一方で建物の約半数が 2 階以下となり、土地の有効・高度利用が十分に図られていない。 

■建物の現況（出典：H29 都市計画基礎調査） 
＜建物用途現況図＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜建物階数別分布現況図＞ 
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＜建物構造別分布状況図＞ 
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６）地価 
・本地区周辺の地価は、概ね横ばいで推移している。 

■地価の推移（出典：地価公示、都道府県地価調査） 
＜対象地区周辺の地価の推移＞ 
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７）交通 
・東村山駅は、西武新宿線、西武園線、国分寺線の 3 路線が乗り入れ、1 日の乗降人員は令和

2 年度を除き 5 万人程度となっており、概ね横ばいで推移している。 
・東村山駅東口を発着するバス路線は、民間バスとコミュニティバス合わせて 3 路線あり、3

路線合計で 1 日の運行本数は 104 本となる。コミュニティバスの利用者数は、令和 2 年度
を除き 2 路線合わせて年間 26 万人程度で推移している。 

■東村山駅の利用者数（出典：西武鉄道 HP） 
＜1 日の駅乗降人員の推移＞ 

 H28 H29 H30 R1 R2 
東村山駅 48,555 49,492 49,488 48,934 37,081 
(参考)久米川駅 32,298 32,758 32,882 32,638 24,861 

■東村山駅東口を発着する路線バス（出典：銀河鉄道 HP（R3.4）、東村山市 HP（R3.4）） 
＜バスの運行本数（平日）＞ 

 1 日の運行本数 ピーク時間の運行本数 
民間バス 東村山青葉恩多町線 58 本 4 本 
コミュニティ
バス 

久米川町循環 13 本 2 本 
新秋津駅路線 33 本 3 本 

＜バスの利用者数の推移（年度利用者数）＞ 
  H28 H29 H30 R1 R2 
コミュニティ
バス 

久米川町循環 45,756 49,304 47,848 50,795 37,438 
新秋津駅路線 219,142 223,338 219,009 211,643 148,721 

＜公共交通マップ＞ 
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８）公共公益施設 
・本地区内に立地する中央公民館は、定員 484 名を収容できるホールを有する文化施設拠点

のひとつである。また、集会室、料理教室、音楽室等を有しており、令和 2 年度を除き年
間 25 万人以上の方が利用している。 

・中央公民館は、築後 40 年が経過し、耐震化工事は実施したが、設備面の改修が問題になる
など施設の老朽化が進んでいる。今後施設のリニューアル、建替え等も視野に入れ検討する
必要がある。 

■中央公民館の概要（出典：東村山市 HP、東村山市の統計） 
＜中央公民館の概要＞ 

項目 内容 
建築年次 1980 年（築 41 年） 

形状 

階  数：地上 4 階 
敷地面積：2,258 ㎡ 
延床面積：5,610 ㎡ 
建築面積：1,546 ㎡ 

施設内容 

ホール（定員 484 名）、集会室（5 室）、
和室（2 室）、料理教室、保育室、美術工
芸室、陶芸室、暗室、リハーサル室、視聴
覚室、レクリエーションルーム、音楽室
（2 室）、展示室 

 

＜年間利用者数の推移＞ 
 H28 H29 H30 R1 R2 
中央公民館 251,070 263,071 305,115 251,235 65,656 
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９）都市基盤 
・駅前広場より南側は、土地区画整理事業により基盤整備が行われ、幅員 6ｍ以上の道路ネッ

トワークが構築されている。しかし、駅前広場より北側周辺は歩道のない幅員 6ｍ未満の道
路が存在し、歩行者の安全性や土地利用の観点から都市基盤の強化が求められている。 

・駅前広場には、5 本の道路が接続しており、広場内に通過交通が進入している状況にあり、
歩行者が車両動線と錯綜する形で駅前広場内の横断歩道を渡る必要がある。平成 28 年度の
実態調査に基づくと、1 日（12 時間）に約 18,500 人（※）の歩行者が車両動線と錯綜す
る形で駅前広場を横断しており、歩行者の安全性確保が大きな課題となっている。 

・また、駅前広場は交通空間の占める割合が多く、にぎわいの創出やまちの顔となる広場空間
が不足している。上記を踏まえ、現在駅前広場のリニューアルに向けた検討がされている。 

■道路・交通状況 
＜道路幅員＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜東村山駅東口駅前広場の実態調査＞（出典：平成 28 年度駅前広場利用実態調査） 
 

※歩行者が車両動線と錯綜する形で
駅前広場を横断している歩行者数 
＝A（1,021）＋B（9,739）＋C

（5,992）＋D（（2,025＋1,568
＋1,744＋1,745）/4） 

＝18,522 人 
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10）まちづくりの動向 
・駅西口側では、市街地再開発事業により都市基盤の強化が行われた。 
・東村山駅付近では連続立体交差事業が進められ、駅東西の回遊性の向上、踏切渋滞の解消、

基盤整備による交通の円滑化、新たな高架下空間の創出による都市機能の集積などの効果が
期待されている。 

■まちづくりの動向 
＜東村山駅西口第一種市街地再開発事業＞ 

・都市計画道路や駅前広場等の都市基盤の整備、商業・文化等の生活サービス機能の提供、
住環境の整備、市街地空間の形成を目的とした再開発事業が駅西口側で行われた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜東村山駅付近連続立体交差事業＞ 
事業延長 事業区間約 4.5km 
構造形式 高架式（嵩上式）及び地表式 
駅施設 東村山駅（ホーム延長：約 210ｍ、ホーム幅員：4～9ｍ） 
事業の効果 【交通の円滑化】 

・府中街道等の 5 ヶ所の踏切がなくなり、交通渋滞が解消される 
【安全性の向上】 
・踏切事故が無くなり、道路と鉄道それぞれの安全性が向上する 
【地域の発展】 
・これまで鉄道により分断されていた沿線地域の一体化が図られ、新たな魅

力あるまちづくりが推進される 
・鉄道付属街路の整備により、居住環境の保全が図られ、駅へのアクセス、

周辺地域の安全性及び防災性が向上する 

 
  R3.2 時点の様子（東京都 HP） 位置図 
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（３）地区の土地利活用に関する意向調査 
１）調査概要 

本地区の土地や建物の所有者を対象に、土地や建物の状況や今後の利活用等の意向を把握す
るためのアンケート調査を実施した。 

■調査の概要 
＜調査時期＞ 

平成 30 年 10 月～11 月 

＜調査対象、方法＞ 
調査対象：本地区内に土地または建物を所有する個人または法人※ 
配 布 数：50 通（配布対象者 58 名（法人含む）） 
調査方法：郵送または手渡しによる調査票の配布、返信用封筒による回収 
※共有による所有の場合は、共有者全員を対象とした。ただし、共有者が同一の住所に居住

している場合は連名で一通のみ配布した。また、複数の土地や建物を所有している場合は、
一通のみの配布とした。 

＜回収状況＞ 
配布数：50 通  回収数：45 通（個人 31 通、法人：14 通）  回収率：90％ 

＜調査項目＞ 
①回答者の属性（年齢、世帯構成、職業、居住状況） 
②土地・建物の状況（権利関係、建物構造、階数、築年数） 
③土地・建物の現在の利用状況と今後の利用意向 
④共同化に対する意見と検討にあたり必要な取組・支援 
⑤駅周辺まちづくりに対する意見 

 
２）意向調査のまとめ 
①土地・建物所有者の高齢化とともに、建物の老朽化が進行していることがうかがえる 
・土地・建物所有者の年齢は「70 代」が 51.6％、「80 代以上」が 25.8％を占めており、所有

者の高齢化が進行していることがうかがえる。（図１） 
・また、建物の築年数は「30 年以上」が 51.1％を占めており、所有者の高齢化とともに、建物

の老朽化が進行していることがうかがえる。（図２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②土地・建物の利用意向が高まっていることがうかがえる 
・土地や建物を、「建替えたい」が 8.9％、「賃借または売却したい」が 2.2％、また潜在的な意

向として「まちづくりの状況に併せて有効活用したい」が 28.9％を占めており、合わせて
40.0％の方が将来的な利用意向を示している。（図 3） 
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・特に「まちづくりの状況に併せて有効活用したい」意向が高く、連続立体交差事業をはじめと
する駅周辺整備の進行を、土地・建物活用の契機として捉えていることがうかがえる。 

・その背景として、建物の築年数が古いほど土地・建物の利用意向が高まる傾向がみられ（図
4）、連続立体交差事業の完了（2024 年度目標）までに、現時点で築 30 年以上を経過してい
る建物を中心に、更新時期を迎えるものも少なくないためと考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③土地・建物の活用方策の１つである「共同化」に関心を寄せている方が一定割合存在し、共
同化の検討にあたり具体的な情報提供や経済的な支援を求めるニーズが高いことがうかが
える 

・駅前の立地ポテンシャルを活かした土地・建物の活用方策の１つとして「共同化」を紹介し、
それに対する率直な意見をお伺いした結果、「共同化に関心がある」が 28.9％、「現在は関心
がないが、将来の土地・建物活用の参考にしたい」が 37.8％を占める結果となった。（図 5）
後者の潜在的な意向を踏まえると 66.7％の方が共同化に関心を寄せていることがうかがえ
る。 

・上記の意向を示されている方々に、共同化を検討するにあたって必要な取り組みや支援をお
伺いした結果、83.3％が「共同化に関する具体的な情報提供」、80.0％が「共同化に対する経
済的な支援」、56.7％が「共同化の事業化に向けた支援」を挙げており、特に具体的な情報提
供や経済的な支援を求めるニーズが高いことがうかがえる。（図 6） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



20 

（４）土地利用促進の検討に向けたオープンハウスの実施 
１）オープンハウスの概要 

東村山駅付近の連続立体交差事業を契機とした駅周辺のまちづくりとして、本地区の土地利用
促進の検討に向けオープンハウスを実施した。これは平成 30 年度に実施した土地活用意向調査の
権利者を対象に、市街地再開発事業に関する手法や事例等を周知し、共同化等の機運醸成を図る
ことを目的とした。 

■実施概要 
＜日時＞ 令和 2 年 10 月 30 日（金）13：00～20：00 

令和 2 年 10 月 31 日（土） 9：00～17：00 

＜会場＞ 中央公民館 展示室 

＜対象＞ 平成 30 年度に実施した土地活用意向調査の権利者 58 名 

＜内容＞ オープンハウスにおける展示内容は以下のとおり。 
①共同事業手法のスライドショー（動画） 
②市街地再開発事業等の事例紹介（パネル） 
③市街地再開発事業の仕組み紹介（パネル） 
④平成 30 年度に実施した土地活用意向調査の結果概要（パネル） 
⑤地区の変遷を整理した航空写真（パネル） 

 
２）オープンハウスの結果 

平成 30 年度に実施した土地活用意向調査の権利者、連立事業関係者、周辺商業者など計 26 名
の方が参加し、うち 25 名から参加者アンケートの回答をいただいた。 

■アンケートの結果 
①オープンハウスへの参加理由 
・連立事業、駅周辺まちづくりや当該地区のまちづくりへの関心が理由として最も多く挙げら

れているが、「再開発事業等共同化について興味がある」が 52％と、共同化への関心も高い
ことが確認された。 

②今後の東村山駅周辺のまちづくりや土地利用に対する意見・要望（抜粋） 
・地権者の方の賛同を得るのは困難かと思うが、今後のまちづくりを考える上では必要かと思

う。 
・事業推進に伴い容積等の割り増しを検討願いたい。駐車場の確保、西武鉄道との協力による

容積の移転譲渡等都市計画手法、ペデストリアンデッキの設置を希望する。 
・駅前のにぎわいづくりに大変期待している。 
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■オープンハウスの開催風景 
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３．本地区の課題 
（１）本地区の課題 

以上の現況を踏まえて、本地区の課題図を以下に整理した。 
 
■課題図 

  
・駅周辺の幅員 6ｍ未満の道路 

・歩行者と車両動線が錯綜 
・駅前広場には 5 本の道路が接続しており、広場

内に通過交通が進入 
・歩行者は車両動線と錯綜する形で駅前広場内の

横断歩道を渡る必要がある 
・にぎわい創出やまちの顔となる広場空間の不足 

・中央公民館は築 40 年を経過しており、建物や
設備の老朽化が進行 

 
・中心核機能の向上が求められている 
・低未利用地、低層建物が分布し、土地・建物の

有効・高度利用が十分に図られていない 
・建物や設備の老朽化、土地・建物所有者の高齢

化の進行 
・まちづくりの推進には、地区関係者の理解・協

力が不可欠 

＜地区全体＞ 
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４．地区整備の基本方針 
地区整備の基本方針は、第 2 次東村山市都市計画マスタープランにおける「東村山駅周辺まちづ

くり基本構想地区」の将来像を踏襲する。 
また、地区整備の基本方針を実現させるための「まちづくりの目標」は、これまでの現況及び課

題を踏まえ、以下のように設定する。 

■地区整備の基本方針 

「出会い」「ふれあい」があり、ぶらぶらと歩いて楽しいまち 

 
■まちづくりの目標 

①多様な都市機能の集積 
・今後の建物の更新の機会や連続立体交差事業による新たな高架下空間の創出等を活かしな

がら、中心核にふさわしい多様な都市機能の集積を進め、にぎわいと活力あふれるまちを
目指します。 

②居心地が良く歩きやすい空間の創出 
・連続立体交差事業や駅前広場等の基盤整備、建物の更新等と連携し、誰もが安全・安心に

回遊・滞在できる空間を創出することにより、ぶらぶらと歩いて楽しいまちを目指しま
す。 

③土地・建物の有効・高度利用への誘導 
・土地の高度利用や建物の建替え・共同化といった多様な手法により、敷地や周辺の状況に

あわせて適切な市街地の更新を図ります。 

④まちづくりへの機運醸成 
・本地区に求められる中心核機能の向上を図るためには、本地区に関わる市民や地権者、企

業、商店等の理解と協力が不可欠となります。そのため、本地区に関わる方々のまちづく
りに対する関心や理解を高める取組や、公民連携によるまちづくりを積極的に進めていき
ます。 
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５．エリアの整備方針 
地区の現況や課題、地区整備の基本方針、街区の特徴等を踏まえ、地区を以下の４つのエリアに

区分し、エリアの整備方針及びその整備プログラムを整理した。 
 
 
  

駅北エリア 

駅東 
エリア 

駅南 
エリア 

高
架
下
エ
リ
ア 

駅北-① 

駅北-② 

駅北-③ 

駅東-① 

駅東-② 駅
東
-③ 

駅
東
-④ 

駅南-① 

駅南-② 

駅
南
-③ 

 

＜エリア設定の考え方＞ 
 駅前広場の北側に位置し、

エリア南側の建物は店舗・
事務所利用がされている
が、エリア北側は住宅系の
土地利用がされているエリ
ア 
 また、駐車場等の空地が点

在し、十分な道路幅員が確
保できていないエリア 

駅北エリア（駅北-①～③） 

 

＜エリア設定の考え方＞ 
 駅前広場の南側に位置し、

店舗・事務所や金融機関、
公共公益施設の利用がされ
ているエリア 
 土地区画整理事業により街

区が整形化され、道路幅員
も確保されたエリア 

駅東エリア（駅東-①～④） 

 

＜エリア設定の考え方＞ 
 駅前広場の南側に位置し、

大型商業施設や郵便局が立
地し、街区を大きく活用し
ているエリア 
 土地区画整理事業により街

区が整形化され、道路幅員
も確保されたエリア 

駅南エリア（駅南-①～③） 

 

＜エリア設定の考え方＞ 
 連続立体交差事業により新たな空間が創出されるエリア 

高架下エリア 

※この計画が直接皆さまの権利を制限し、義務を課すことはありません。 
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（１）エリアの整備方針 
4 つのエリアごとに、現況と課題を整理し、地区整備の基本方針を踏まえたエリアの整備方針と

整備プログラムを整理した。 

１）駅北エリア（含まれる街区：駅北-①、駅北-②、駅北-③） 

現況図 

 

現況・課題 

・本市の顔となる駅前だが、エリア内道路は幅員 6ｍ未満となり、歩行者の安全性
や土地活用の観点から都市基盤が脆弱である。 

・低層建物や低未利用地が分布しており、土地の有効・高度利用が十分に図られて
いない。 

・建物の建築年はばらつきがあるが、築 30 年以上を経過している建物割合が大き
い。 

整備方針 
○共同化による一体的な機能更新及び道路の再整備 
・道路の整備や、共同化等により一体的な機能の更新 
・にぎわいを生み出す施設・機能の配置 

整備手法 

・市街地再開発事業 
・優良建築物等整備事業 
・共同建替え 
・公共による整備 等 

望ましい 
機能 

・商業系（各種物販、飲食、サービス等） 
・業務系（オフィス） 
・住宅系 
・医療・福祉・子育て系（クリニック、保育園等） 
・公共公益施設 等 

 

時間貸駐車場＋戸建住宅 

・戸建て住宅：2 階建 

駅前広場 

独立店舗・事務所 

・６階建 

分譲マンション 
・14 階建 

分譲マンション 

・12 階建 

戸建住宅 
・2 階建 

共同住宅 
・6 階建 

独立店舗・事務所 

・3 階建 

共同住宅 
・6 階建 

併用住宅 
・3 階建 

市道 284-5 
W=5.0m 独立店舗・事務

所・4 階建 

時間貸駐車場 

独立店舗・事務
所・4 階建 

戸建住宅＋独立店舗・事務
所・2～３階建 

分譲マンション 
・8 階建 

共同住宅 
・6 階建 
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２）駅東エリア（含まれる街区：駅東-①、駅東-②、駅東-③、駅東-④） 

現況図 

 

現況・課題 

・府中街道沿道や市道 284-6 の東側沿道は共同住宅が立地しており、一定の高度
利用が図られている。一方で市道 248-6 の西側街区は本市の顔となる駅前だ
が、有効な土地利用が図られていない状況である。 

・多くの建物が築 30 年以上を経過しており、更新時期が近付いている状況であ
る。 

・エリア内にはホール機能を有する中央公民館が立地しているが、築 30 年程度経
過し建物や設備の老朽化が進行している。 

・市道 284-4 の西側沿道には面的な鉄道用地が分布している。 

整備方針 
○連続立体交差事業と連携したエリア一体の共同化事業 
・鉄道用地や中央公民館を含めたエリア一体の共同化事業による機能の更新 
・にぎわいを生み出す施設・機能の配置 

整備手法 

・市街地再開発事業 
・優良建築物等整備事業 
・共同建替え 
・公共による整備 
・土地区画整理事業 等 

望ましい 
機能 

・商業系（各種物販、飲食、サービス等） 
・業務系（オフィス） 
・住宅系 
・医療・福祉・子育て系（クリニック、保育園等） 
・公共公益施設 等 

  

市道 284-2 W=5.0m 

中央公民館 
・４階建 
・築 30 年以上 
 

独立店舗・事務所 
・５階建 

工事ヤードとして暫
定活用中 

工事ヤードとし

て暫定活用中 

併用住宅 ・４階建 

鉄道用地 

金融機関 ・4 階建 

※現在更地 

分譲マンション 
・9 階建 

独立店舗・事務所 
・６階建 

独立店舗・事務所 
・4 階建 

※現在空き店舗 

・4 階建 

独立店舗・事務所 
・3 階建 

独立店舗・事務所 
・５階建 

独立店舗・事務

所・2 階建  
独立店舗・事務所 
・６階建 

独立店舗・事務所 

・5 階建 
独立店舗・事務

所・2 階建 
独立店舗・事務所 
・3 階建 

時間貸駐車場 

広場 
交番 
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３）駅南エリア（含まれる街区：駅南-①、駅南-②、駅南-③） 

現況図 

 

現況・課題 

・イトーヨーカドーと郵便局が多くの面積を占めており、共に築 30 年以上を経過
し、更新時期が近付いている状況である。 

・上記以外は戸建建物が多く、居住系の土地利用となっている。 
・市道 284-4 の西側沿道には面的な鉄道用地が分布している。 

整備方針 
○周辺事業等と連携した共同化及び戸別更新による機能更新 
・連続立体交差事業や基盤整備等と連携した共同化や戸別更新による機能の向上 
・にぎわいを生み出す施設・機能の配置 

整備手法 

・市街地再開発事業 
・優良建築物等整備事業 
・共同建替え 
・戸別更新 
・公共による整備 等 

望ましい 
機能 

・商業系（各種物販、飲食、サービス等） 
・業務系（オフィス） 
・住宅系 
・医療・福祉・子育て系（クリニック、保育園等） 
・公共施設 
・駐車場 等 

 
  

大型商業施設 
（立体駐車場） 

・７階建 

大型商業施設 
（店舗） 
・６階建 

郵便局 

・2 階建 

戸建住宅 
・２階建 

戸建住宅 
・2 階建 

戸建住宅 
・2 階建 

戸建住宅 
・2 階建 

併用住宅 
・3 階建 

鉄道用地 
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4）高架下エリア 

現況図 

 

現況・課題 ・現在は連続立体交差事業の事業中であり、高架下空間は存在しない状況である。 

整備方針 
○新たに創出される高架下空間に多様な都市機能を配置 
・新たに創出される高架下空間に多様な都市機能を配置し、にぎわいと活力あふれ

る空間を創出 

整備手法 
・鉄道事業者による整備 
・公共による整備 等 

望ましい 
機能 

・商業系（各種物販、飲食、サービス等） 
・医療・福祉・子育て系（クリニック、保育園等） 
・公共公益施設 等 
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（２）エリアの整備方針図 
（１）エリアごとの整備方針を方針図として以下に整理した。 

 
■エリアの整備方針図 

 
 
  

駅北エリア 

駅東 
エリア 

駅南 
エリア 

高
架
下
エ
リ
ア 

駅北-① 

駅北-② 

駅北-③ 

駅東-① 

駅東-② 駅
東
-③ 

駅
東
-④ 

駅南-① 

駅南-② 

駅
南
-③ 

 

＜整備方針＞ 
 共同化による一体的な機能

更新及び道路の再整備 
＜整備手法＞ 
 市街地再開発事業 
 優良建築物等整備事業 
 共同建替え 
 公共による整備 等 

駅北エリア（駅北-①～③） 

 

＜整備方針＞ 
 連続立体交差事業と連携し

たエリア一体の共同化事業 
＜整備手法＞ 
 市街地再開発事業 
 優良建築物等整備事業 
 共同建替え 
 公共による整備 
 土地区画整理事業 等 

駅東エリア（駅東-①～④） 

 

＜整備方針＞ 

＜整備手法＞ 
・市街地再開発事業 
 優良建築物等整備事業 
 共同建替え 
 戸別更新 
 公共による整備 等 

駅南エリア（駅南-①～③） 

 

＜整備方針＞ 
 新たに創出される高架下空間に多様な都市機能を配置 

＜整備手法＞ 
 鉄道事業者による整備 
 公共による整備 等 

高架下エリア 

※この計画が直接皆さまの権利を制限し、 
義務を課すことはありません。 
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（３）整備の実現に向けた取組 
本計画を実現させるためには、民間と公共の連携や役割分担が重要となる。そのため、各エリア

における整備方針を推進するため整備プログラムを推進する役割については以下のとおりと考えら
れる。 

以下に示す取組のうち、「市街地再開発事業」及び「優良建築物等整備事業」について事業の概要
と進め方について次頁以降に整理した。 

■民間と公共の役割イメージ 
主体 民間 公共 

主な役割 

・まちづくりの機運の醸成、検討組織
の立ち上げ 

 
・市街地再開発事業や優良建築物等整

備事業の実施 
 
・導入用途の積極的な整備や誘致 
 
・地域の居住環境、魅力等を高める建

物や機能への積極的な更新 

・東村山駅周辺地区実行プランに基
づくまちづくりの推進 

 
・公共施設（道路、駅前広場等）の

整備 
 
・市街地再開発事業や優良建築物等

整備事業の推進に向けた「市街地
総合再生計画」の策定 

 
・地域住民等によるまちづくりへの

支援 
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■（参考）市街地再開発事業と優良建築物等整備事業について 

一般に市街地の再開発を行う事業としては、都市再開発法による法定の「市街地再開発事業」
と、民間主導型の任意の再開発事業である「優良建築物等整備事業」がある。以下に、この 2 つ
の事業手法についての概要と事業の進め方等を整理した。 
 

（１）市街地再開発事業とは 
１）事業の目的 

市街地再開発事業は、低層で老朽化した建築物が密集し、生活環境などが悪化した地区に
おいて、敷地を共同で利用し、中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープ
ンスペースの確保や、道路などの公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全な
まちに再生する事業である。 

 
２）事業のしくみ 
 敷地を共同化して高度利用し、道路等の公共施設やオープンスペースを生み出す 
 市街地再開発事業に参加しない転出希望者は、現在の資産について金銭で補償を受けるこ

とができる 
 現在の資産は、再開発ビルの床（床と土地に関する権利）に等価で置き換わる（権利床） 
 工事期間中の営業は、原則として仮設店舗で継続する 
 ビルの建設費用は、交付金や土地の高度利用で生み出した床（保留床）を売却すること等

で賄う 

〇市街地再開発事業のイメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）事業の種類 
①第一種市街地再開発事業＜権利変換方式＞ 

権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に
原則として等価で交換する。 

②第二種市街地再開発事業＜管理処分方式（用地買収方式）＞ 
公共性、緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は

収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える。 
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４）施行者 
個人（第一種のみ施行）、組合（第一種のみ施行）、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等 

 
５）補助の内容 

 基幹事業 内容 補助率 

社会資本整備 
総合交付金等 

市街地 
再開発事業等 

施設建築物及びその敷地の整備に要す
る費用の一部交付対象項目 

①調査設計計画 
②土地整備 
③共同施設整備 等 

１/３ 

道路事業 都市計画道路の整備に要する費用 １/２等 
 
６）事業の進め方 

市街地再開発事業は、地方公共団体による再開発の基本構想の策定や住民の再開発への機運の
盛り上がりに始まり、都市計画決定→事業計画決定→権利変換計画（又は管理処分計画）決定と
いう手続きを経た上で、新たな建築物等の完成を踏まえ事業完了となる。 

■手続き等の流れ【第一種市街地再開発事業の場合】（出典：国土交通省 HP） 
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（２）優良建築物等整備事業とは 
１）事業の目的 

市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給等の促進を図るもので、国の制度要綱に基づく法
定手続に依らない事業である。一定割合以上の空地確保や、土地の利用の共同化、高度化等に寄
与する優れた建築物等の整備に対して、共同通行部分や空地等の整備補助を行う。 

法的手続きを要しない任意の事業であるため、市街地再開発事業よりも事業期間の短縮を図る
ことができるメリットがある。 

主として市街地の再開発を目的とする「優良再開発型」、主として市街地住宅の供給を目的とす
る「市街地住宅供給型」、既存建築物ストックを現在の居住ニーズに合ったストックに再生するこ
とを目的とする「既存ストック再生型」、都市機能の集約・誘導配置を目的とする「都市再構築
型」及び一定エリア内における市街地環境の改善を目的とする「複数棟改修型」の５つの型に分
けられる。 

■優良建築物等整備事業のイメージ（出典：国土交通省 HP） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）施行者 
地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等 

 
３）補助の内容 

 基幹事業 内容 補助率 

社会資本整備 
総合交付金等 

住環境整備事業 
①調査設計計画 
②土地整備 
③共同施設整備 等 

１/３ 
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４）事業の進め方 

■手続き等の流れ（出典：国土交通省 HP） 
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■（参考）用語一覧 

【か行】                                            
・共同建替え （P25、26、27、29） 

共同建替えとは、複数の地権者が土地・建物を共同で利用して建替事業を行う方法のことである。 

・区画整理／土地区画整理事業 （P.3、4、8、16、24、26、29） 
区画整理とは、安全で快適な住みやすい街をつくるための公的事業の一環として、道路や公園、下水

道などの公共施設を新たに設置するために、土地所有者が宅地を出し合い、あらためて土地を分配し直
す事業である。 
 
【さ行】                                            
・市街地開発事業 （P.4、5） 

都市施設の整備が市街地の骨格を線的、点的に整備することを目的としているのに対し、市街地開発
事業は、一定のエリアを区切って、そのエリア内で公共施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づ
いて一体的に行うものである。都市計画法では、「土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団
地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業、住宅街区整備事業」の６種類を市街地開発事業
としている。 

・市街地再開発事業 （P.1、4、6、17、20、25、26、27、29、30、31、32、33） 
市街地再開発事業は、低層で老朽化した建築物が密集し、生活環境などが悪化した地区において、敷

地を共同で利用し、中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスペースの確保や、
道路などの公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生する事業である。 
 
【た行】                                            
・地区計画 （P.1） 

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将
来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法である。 

・土地利用規制 （P.3） 
住宅、店舗、事務所、工場など、競合する様々な土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、優

れた環境の保護、特色ある街並みの形成などを図ることを目的として、まちづくりのルールを定めるも
のである。具体的には、区域区分（市街化区域／市街化調整区域）や地域地区（用途地域等）、地区計
画等がある。 
 
【や行】                                            
・優良建築物等整備事業 （P.25、26、27、29、30、31、33） 

優良建築物等整備事業は、市街地の環境改善、良質な市街地住宅の供給等の促進を図るもので、都市
再開発法に基づく市街地再開発事業とは異なり、都市計画決定等の法的手続きを要しない、国の交付金
要綱や制度要綱に基づく事業である。土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優れた建築物等の整備
を行うもので、建築物及びこれと一体的な空地等を整備する事業である。 
 
【ら行】                                            
・連続立体交差事業 （P.1、3、5、6、8、17、19、20、23、24、26、27、28） 

連続立体交差化とは、鉄道を高架化または地下化することにより、多数の踏切の除却や新設交差道路
との立体交差を一挙に実現する事業である。これにより、踏切での交通渋滞の解消による交通の円滑化
や地域分断の解消のみならず、安全で住みよい魅力ある街づくりを実現するために必要な事業である。 
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