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6.1.4 土地利用 

(1) 土地・建物の現況 

東大和市、武蔵村山市及び瑞穂町における土地利用面積は、表 6.1-8 に示すとお

りです。宅地面積を見ると、東大和市では 568.6ha と全体の 42.0％を、武蔵村山

市では 659.7ha と全体の 42.8％を、瑞穂町では 533.5ha と全体の 31.7％をそれぞ

れ占めています。 

事業区間周辺の土地利用現況は、図 6.1-5 に示すとおりです。事業区間及びその

周辺地域は、市街化された地域となっており、事業区間沿道の土地利用は独立住宅

のほか、集合住宅、学校、公園、畑等が存在します。 

事業区間沿道の建物は、図 6.1-6(1)～(3)に示すとおりです。３階以下の建物が

多数を占め、一部４階以上の建物も見られます。 

 

表6.1-8 土地利用面積の状況（平成29年度） 

単位：ha  

市
町
名 

区分 合計 宅地 農用地 
公園・ 
運動 
場等 

未利 
用地 

道路等 農用地 
水面・ 
河川・ 
水路 

森林 原野 

東
大
和
市 

面積 
(ha) 

1,353.4 568.6 52.3 91.8 28.2 190.0 72.0 151.0 196.4 3.1 

比率 
(%） 

100.0 42.0 3.9 6.8 2.1 14.0 5.3 11.2 14.5 0.2 

武
蔵
村
山
市 

面積 
(ha) 

1,542.9 659.7 158.3 38.3 82.8 181.5 198.2 10.2 206.5 7.3 

比率 
(%） 

100.0 42.8 10.3 2.5 5.4 11.8 12.8 0.7 13.4 0.5 

瑞
穂
町 

面積 
(ha) 

1,683.8 533.5 298.3 39.7 39.8 168.6 268.3 5.2 322.5 8.0 

比率 
(%） 

100.0 31.7 17.7 2.4 2.4 10.0 15.9 0.3 19.2 0.5 

注）表中の数値は端数処理の関係上、合計と一致しないことがあります。 

資料：「東京の土地利用  平成 29 年多摩・島しょ地域」（東京都  令和元年５月） 
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資料：「東京の土地利用 平成 24 年多摩・島しょ地域」 

（東京都 平成 26 年３月） 

図 6.1-5 土地利用現況図 

注）東京都域の土地利用現況図を示しています。  
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図 6.1-6(1) 階層別建物図 

注）階層別建物図は、事業区間より約 100ｍ範囲に 

かかる建物を対象としています。 

(1) 

(2) 

(3) 
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図 6.1-6(2) 階層別建物図 

注）階層別建物図は、事業区間より約 100ｍ範囲に 

かかる建物を対象としています。 

(1) 

(2) 

(3) 
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図 6.1-6(3) 階層別建物図 

注）階層別建物図は、事業区間より約 100ｍ範囲に 

かかる建物を対象としています。 

(1) 

(2) 

(3) 
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(2) 用途地域等の指定状況 

事業区間周辺における都市計画法に基づく用途地域及び地区計画の指定状況は、

図 6.1-7 に示すとおりです。 

また、東大和市、武蔵村山市及び瑞穂町の用途地域等の面積は表 6.1-9 に示すと

おりです。 

事業区間の沿道は、主に第一種住居地域、準住居地域となっており、このほか東

大和市の区間では一部商業地域が、武蔵村山市の区間では一部第一種低層住居専用

地域、第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域が、瑞穂町の区間では一部商業地

域、準工業地域、工業地域が指定されています。また、沿道の後背地は、第一種低

層住居専用地域などの住居系用途地域が指定されています。 
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表6.1-9 用途地域等の指定面積 

単位：ha   

区分 東大和市※ 武蔵村山市※ 瑞穂町※ 

第一種低層住居専用地域 931.1 954.6 733.8 

第二種低層住居専用地域 - 2.4 11.6 

第一種中高層住居専用地域 144.8 165.7 23.1 

第二種中高層住居専用地域 59.6 15.4 - 

第一種住居地域 66.0 37.5 27.3 

第二種住居地域 5.8 8.5 - 

準住居地域 30.4 33.2 50.3 

近隣商業地域 33.6 23.9 14.3 

商業地域 8.4 20.8 3.0 

準工業地域 2.4 - 30.4 

工業地域 71.9 175.7 218.6 

工業専用地域 - - 38.0 

市街化区域 989.0 1,171.0 747.0 

市街化調整区域 365.0 366.0 936.0 

合計 1,719.0 1,537.0 1,683.0 

※用途地域等の最終変更年月日は以下のとおりです。  

東大和市 平成 29 年７月 18 日 

武蔵村山市 令和４年１月 21 日 

瑞穂町 令和２年２月４日  

 
資料：「東大和市都市計画図」（平成 30 年３月 東大和市） 

   「武蔵村山市都市計画図」（令和４年３月 武蔵村山市） 

   「瑞穂町都市計画図」（令和３年３月  瑞穂町） 
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資料：「東大和市都市計画図」（平成 30 年３月 東大和市） 
「武蔵村山市都市計画図」（令和４年３月 武蔵村山市） 
「瑞穂町都市計画図」（令和３年３月 瑞穂町） 

図 6.1-7 用途地域等指定図 

注）事業区間周辺の用途地域等指定図を  

示しています。 
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(3) 公共施設等の状況 

事業区間周辺における主な公共施設等の所在状況は、図 6.1-8 及び表 6.1-10（1）

～（7）に示すとおりです。 

事業区間周辺には、学校教育施設、社会福祉施設、医療機関、都市公園・緑地等

が分布しています。 

 

表6.1-10（1） 主な公共施設等（学校教育施設等） 

地点 
番号 

区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ａ１ 

学
校
教
育
施
設
等 

幼稚園 
武蔵村山市 私立 東京多摩幼稚園 武蔵村山市緑が丘 1834 

Ａ２ 瑞穂町 私立 如意輪幼稚園 瑞穂町箱根ケ崎 137 

Ａ３ 

小学校 

東大和市 市立 市立第七小学校 東大和市芋窪５-1171 

Ａ４ 

武蔵村山市 

市立 市立第一小学校 
武 蔵 村 山 市 本 町 １ -１
-11 

Ａ５ 市立 市立第二小学校 
武 蔵 村 山 市 三 ツ 木 ２
-12-２ 

Ａ６ 市立 市立第八小学校 
武 蔵 村 山 市 三 ツ 藤 ２
-50-１ 

Ａ７ 市立 市立第九小学校 
武蔵村山市学園１ -85-
１ 

Ａ８ 市立 市立雷塚小学校 
武蔵村山市学園４ -６ -
１ 

Ａ９ 瑞穂町 町立 町立瑞穂第一小学校 瑞穂町箱根ケ崎 2287 

Ａ 10 

中学校 

東大和市 
市立 市立第四中学校 東大和市立野２-６-２ 

Ａ 11 市立 市立第五中学校 東大和市芋窪５-1119 

Ａ 12 

武蔵村山市 

市立 市立第一中学校 
武蔵村山市本町２ -76-
１ 

Ａ 13 市立 市立第三中学校 
武蔵村山市神明４ -117-
１ 

Ａ 14 市立 市立第五中学校 武蔵村山市残堀５-55 

Ａ 15 高等学校 武蔵村山市 都立 
東京都立武蔵村山高
等学校 

武蔵村山市中原１ -７ -
１ 

Ａ 16 大 学 武蔵村山市 私立 
東京経済大学 
武蔵村山キャンパス 

武蔵村山市学園５ -22-
１ 

Ａ 17 
特別支援 

学校 
武蔵村山市 都立 村山特別支援学校 武蔵村山市学園４-８ 
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表6.1-10（2） 主な公共施設等（社会福祉施設等） 

地点

番号 
区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ｂ１ 

社

会

福

祉

施

設

等 

保育園 

東大和市 

私立 上北台こひつじ保育園 
東 大 和 市 上 北 台 ２
-886-36 

Ｂ２ 私立 れんげ上北台保育園 
東大和市 蔵敷３ -691-
２ 

Ｂ３ 私立 明徳保育園 東大和市立野２-３-７ 

Ｂ４ 法人 れんげ学園 
東大和市芋窪５ -1161-
３ 

Ｂ５ 私立 ふたば保育園 東大和市立野２-４-13 

Ｂ６ 

武蔵村山市 

市立 市立つみき保育園 
武蔵村山市学園３ -12-
１ 

Ｂ７ 私立 あゆみ保育園 
武蔵村山市中央２ -53-
３ 

Ｂ８ 私立 きし保育園 武蔵村山市岸１-５-11 

Ｂ９ 私立 聖光三ツ藤保育園 
武 蔵 村 山 市 三 ツ 藤 ３
-36-10 

Ｂ10 私立 聖光緑が丘保育園 
武 蔵 村 山 市 緑 が 丘
1610-１ 

Ｂ11 私立 村山中藤保育園「櫻」 
武蔵村山市中央１ -28-
１ 

Ｂ12 

瑞穂町 

町立 瑞穂町立石畑保育園 瑞穂町石畑 1837 

Ｂ13 私立 ゆめのもり保育園 
瑞 穂 町 大 字 箱 根 ケ 崎
2391-１ 

Ｂ14 私立 ぴよぴよ保育園 瑞穂町箱根ケ崎 363-１ 

Ｂ15 私立 瑞穂すみれ保育園 
瑞 穂 町 大 字 殿 ケ 谷
834-17 

Ｂ16 

児童館・ 
学童 

保育所 

東大和市 

市立 かみきただい児童館 
東 大 和 市 上 北 台 ２
-865-９ 

Ｂ17 市立 学童保育所第七クラブ 
東大和市芋窪５ -1183-
１ 

Ｂ18 市立 学童保育所第十クラブ 
東 大 和 市 上 北 台 ２
-865-９ 

Ｂ19 

武蔵村山市 

市立 お伊勢の森児童館 
武 蔵 村 山 市 中 央 ２
-117-１ 

Ｂ20 市立 山王森児童館 
武蔵村山市三ツ藤３ -
６-10 

Ｂ21 市立 さいかち地区児童館 武蔵村山市緑が丘 1460 

Ｂ22 市立 雷塚学童クラブ 
武蔵村山市学園４ -６ -
２ 

Ｂ23 市立 山王森学童クラブ 
武蔵村山市三ツ藤３ -
６-10 

Ｂ24 市立 三ツ木学童クラブ 
武 蔵 村 山 市 三 ツ 木 ２
-12-２ 
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表6.1-10（3） 主な公共施設等（社会福祉施設等） 

地点

番号 
区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ｂ25 

社

会

福

祉

施

設

等 

児童館・ 
学童 

保育所 

武蔵村山市 

市立 学園学童クラブ 
武蔵村山市学園１ -85-
１ 

Ｂ26 市立 さいかち学童クラブ 武蔵村山市緑が丘 1460 

Ｂ27 市立 本町学童クラブ 
武蔵村山市本町１ -１
-11 

Ｂ28 市立 
児童発達支援事業所ちいろば
教室 

武 蔵 村 山 市 中 央 ２
-117-１ 

Ｂ29 

瑞穂町 

市立 あすなろ児童館 瑞穂町大字石畑 1837 

Ｂ30 市立 あすなろ学童保育クラブ 瑞穂町大字石畑 1837 

Ｂ31 市立 あすなろ学童保育クラブ分室 瑞穂町箱根ケ崎 2287 

Ｂ32 

福祉 
介護 
施設 

東大和市 

民間 
介護老人保健施設プラチナ・
ヴィラ東大和 

東大和市芋窪６-1284 

Ｂ33 民間 風の樹 
東大和市蔵敷３ -873-
１ 

Ｂ34 民間 そんぽの家 上北台 東大和市立野２-３-11 

Ｂ35 民間 気まま館東大和 東大和市立野１-646 

Ｂ36 市立 上北台老人福祉館 
東 大 和 市 上 北 台 ２
-865-９ 

Ｂ37 

武蔵村山市 

民間 
介護老人保健施設アルカディ
ア 

武 蔵 村 山 市 三 ツ 藤 １
-98-１ 

Ｂ38 市立 福祉会館 
武 蔵 村 山 市 中 央 ２
-117-１ 

Ｂ39 市立 さいかち老人福祉館 武蔵村山市緑が丘 1460 

Ｂ40 民間 ヒューマン・ケア武蔵村山 
武蔵村山市本町１ -75-
２ 

Ｂ41 民間 むさし村山苑 
武蔵村山市学園２ -37-
５ 

Ｂ42 民間 
武蔵村山グループホームそよ
風 

武蔵村山市学園１ -91-
２ 

Ｂ43 民間 そんぽの家 武蔵村山 
武蔵村山市三ツ藤１ -
４-１ 

Ｂ44 民間 
有料老人ホーム サニーライ
フ武蔵村山 

武蔵村山市神明３ -57-
１ 

Ｂ45 民間 武蔵村山市社会福祉協議会 
武蔵村山市学園４-５-
１ 

Ｂ46 民間 クローバー 
武 蔵 村 山 市 学 園 １
-112-８ 

Ｂ47 市立 保健相談センター 武蔵村山市本町１-23 

Ｂ48 民間 
放課後等デイサービスあかぐ
み 

武 蔵 村 山 市 中 央 １
-25-14 

Ｂ49 民間 
放課後等デイサービスあい
びー 

武蔵村山市榎３ -103-
２ 

Ｂ50 民間 
放課後デイサービス・児童発
達支援 Walk 武蔵村山 

武蔵村山市学園１-７-
３ 

Ｂ51 瑞穂町 民間 シルバーまちかど 
瑞 穂 町 大 字 箱 根 ケ 崎
2335 
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表6.1-10（4） 主な公共施設等（ホール、集会所等）  

地点

番号 
区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ｃ１ 

地域学習館・ 
学習等 

供用施設等 

東大和市 市立 上北台市民センター  東大和市上北台２-865-９ 

Ｃ２ 

武蔵村山市 

市立 雷塚地区会館 武蔵村山市学園４-４ 

Ｃ３ 市立 中部地区会館（市役所内） 武蔵村山市本町１-１-１ 

Ｃ４ 市立 市民総合センター 武蔵村山市学園４-５-１ 

Ｃ５ 市立 三ツ木地区会館 
武蔵村山市三ツ木２ -39-
２ 

Ｃ６ 市立 武蔵村山市役所 武蔵村山市本町１-１-１ 

Ｃ７ 市立 情報館「えのき」 武蔵村山市本町１-１-３ 

Ｃ８ 

瑞穂町 

町立 生涯学習センター 瑞穂町大字箱根ケ崎 2287 

Ｃ９ 町立 寄り合いハウスいこい 瑞穂町大字殿ケ谷 874-３ 

Ｃ10 町立 みずほエコパーク 瑞穂町箱根ケ崎 1736 

Ｃ11 

図書館 武蔵村山市 

市立 雷塚図書館 武蔵村山市学園４-４ 

Ｃ12 市立 中久保図書館 武蔵村山市本町２-77-１ 

Ｃ13 市立 三ツ木地区図書館 
武蔵村山市三ツ木２ -39-
２ 

Ｃ14 

ホール、 
集会所等 

東大和市 市立 上北台公民館 東大和市上北台２-865-９ 

Ｃ15 

武蔵村山市 

市立 さくらホール（市民会館） 武蔵村山市本町１-17-１ 

Ｃ16 市立 公民館中久保分館 武蔵村山市本町２-77-１ 

Ｃ17 市立 公民館さいかち分館 武蔵村山市緑が丘 1460 

Ｃ18 市立 中原地区集会所 武蔵村山市中原２-25-６ 

Ｃ19 市立 学園地区集会所 武蔵村山市学園４-３-10 

Ｃ20 

瑞穂町 

町立 石畑会館 瑞穂町大字石畑 211 

Ｃ21 町立 殿ケ谷会館 瑞穂町大字殿ケ谷 988 

Ｃ22 町立 箱根ケ崎中央会館 瑞穂町大字箱根ケ崎 127 

Ｃ23 町立 石畑中央会館 瑞穂町大字石畑 1837 

Ｃ24 町立 箱根ケ崎南会館 瑞穂町大字武蔵３ 

Ｃ25 

スポーツ 
施設 

東大和市 市立 
下立野林間こども広場 
（キャンプ訓練施設） 

東大和市芋窪５-1142-１ 

Ｃ26 

武蔵村山市 

市立 小山内運動広場 武蔵村山市岸２-13-４ 

Ｃ27 市立 中村運動広場 武蔵村山市本町２-12-１ 

Ｃ28 市立 雷塚公園野球場 武蔵村山市学園４-４ 

Ｃ29 市立 雷塚公園テニスコート 武蔵村山市学園４-４ 

Ｃ30 市立 三ツ木テニスコート 
武蔵村山市三ツ木１ -20-
９ 

Ｃ31 

瑞穂町 

町立 瑞穂武道館 瑞穂町大字箱根ケ崎 519 

Ｃ32 町立 九丁目グランド 
瑞穂町大字箱根ケ崎 298-
１他 

Ｃ33 町立 四丁目グランド 
瑞穂町大字箱根ケ崎 2045-
１他 

Ｃ34 町立 石畑地区スポーツ広場 瑞穂町大字石畑 1595-１他 

Ｃ35 町立 町営グランド 瑞穂町大字箱根ケ崎 2189 

Ｃ36 町立 九丁目広場 
瑞穂町大字箱根ケ崎 306-
４ 
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表6.1-10（5） 主な公共施設等（医療機関）  

地点 

番号 
区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ｄ１ 

医療機関 

東大和市 

民間 おさか内科･整形外科 東大和市上北台１-２-14 

Ｄ２ 民間 
レディースクリニックマ
リアヴィラ 

東大和市上北台１-２-14 

Ｄ３ 民間 上北台耳鼻咽喉科 東大和市上北台１-２-14 

Ｄ４ 民間 高橋医院 東大和市立野２-３-17 

Ｄ５ 

武蔵村山市 

民間 岩田小児科医院 
武 蔵 村 山 市 緑 が 丘
1492-50-58 

Ｄ６ 民間 おしきり眼科 武蔵村山市学園３-50-１ 

Ｄ７ 民間 学園クリニック 武蔵村山市学園３-59-２ 

Ｄ８ 法人 
独立行政法人国立病院機
構村山医療センター 

武蔵村山市学園２-37-１ 

Ｄ９ 民間 ちかま医院 武蔵村山市榎３-40-15 

Ｄ10 民間 藤田医院 武蔵村山市岸１-25-１ 

Ｄ11 民間 三ツ藤内科クリニック 
武蔵村山市三ツ藤２ -９ -
１ 

Ｄ12 民間 村山診療所 
武 蔵 村 山 市 緑 が 丘
1492-47-28 

Ｄ13 

瑞穂町 

民間 すずき瑞穂眼科 瑞穂町大字箱根ケ崎 282 

Ｄ14 民間 高水医院 瑞穂町大字箱根ケ崎 282 

Ｄ15 民間 石畑診療所 瑞穂町大字石畑 207 

 
資料：「市内保育施設一覧」（令和３年 11 月更新 東大和市ホームページ） 

「保育所一覧」（令和４年４月更新 武蔵村山市ホームページ） 
「保育園・認定こども園・幼稚園・学童保育クラブ  」（令和３年８月閲覧  瑞穂町ホームページ） 
「幼稚園のご案内」（令和３年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 
「東大和市内の施設情報」（令和３年８月閲覧 東大和市ホームページ） 
「武蔵村山市立学校一覧」（令和３年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 
「瑞穂町学校一覧  」（令和３年８月閲覧 瑞穂町教育委員会ホームページ  
「武蔵村山市高等学校ほか」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ）  
「東京経済大学」（令和３年８月閲覧 武蔵村山市）  
「市内小・中学校に設置されている特別支援学級等」（令和３年 10 月更新 武蔵村山市ホーム

ページ） 
「社会福祉施設等一覧」（令和４年５月更新 東京都福祉保健局ホームページ）  
「市関連施設  武蔵村山市」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ）  
「会館・コミュニティセンター」（令和３年８月閲覧 瑞穂町ホームページ）  
「教育・文化施設」（令和３年８月閲覧 瑞穂町ホームページ） 
「スポーツ施設 武蔵村山市」（令和３年８月閲覧 武蔵村山市ホームページ） 
「東大和市の医療機関」（令和４年４月更新  東大和市ホームページ） 
「医療機関案内」（令和３年８月閲覧 武蔵村山市医師会ホームページ  
「瑞穂町の医療機関」（令和４年６月更新 瑞穂町ホームページ） 
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表6.1-10（6） 主な公共施設等（都市公園・緑地） 
地点 
番号 区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ｅ１ 

都市公園 
・緑地 

東大和市 

市立 鹿島公園 東大和市芋窪１-2067 番外 

Ｅ２ 市立 北台第一公園 東大和市上北台１-902-35 

Ｅ３ 市立 北台第二公園 東大和市上北台１-902-158 

Ｅ４ 市立 中北台公園 東大和市上北台２-865-４ 

Ｅ５ 市立 立野第一公園 東大和市立野１-22-４ 

Ｅ６ 市立 中南台公園 東大和市上北台３-450 

Ｅ７ 市立 立野第二公園 東大和市立野１-1020-35 

Ｅ８ 市立 芝中中央公園 東大和市蔵敷３-691-20 

Ｅ９ 市立 緑野公園 東大和市立野３-1293-30 

Ｅ10 市立 第一光ヶ丘公園 東大和市南街３-22-１番外 

Ｅ11 市立 奈良橋北公園 東大和市奈良橋１-296-８ 

Ｅ12 市立 奈良橋中央公園 東大和市奈良橋６-766-２ 

Ｅ13 市立 上北台公園 東大和市上北台１-３-５番外 

Ｅ14 市立 上北台南公園 東大和市上北台２-１-21 

Ｅ15 市立 立野西公園 東大和市立野２-６-３ 

Ｅ16 市立 立野南公園 東大和市立野１-26-３番外 

Ｅ17 市立 日月第二公園 東大和市奈良橋１-386-10 

Ｅ18 市立 中南台第二公園 東大和市上北台３-429-28 

Ｅ19 市立 立野中央公園 東大和市立野１-９-５ 

Ｅ20 市立 立野公園 東大和市立野１-８-４ 

Ｅ21 市立 砂台公園 東大和市蔵敷３-900-６ 

Ｅ22 市立 立野東公園 東大和市立野１-19-４ 

Ｅ23 市立 立野第一緑地 東大和市立野１-1020-12 番外 

Ｅ24 市立 立野第二緑地 東大和市立野１-1039-５ 

Ｅ25 市立 東大和市立狭山緑地 東大和市奈良橋１-249 番外 

Ｅ26 市立 上北台緑地 東大和市上北台１-５-５ 

Ｅ27 市立 立野西緑地 東大和市立野２-18-２ 

Ｅ28 市立 上北台駅前緑地 東大和市立野２-18-４ 

Ｅ29 市立 日月緑地 東大和市奈良橋１-386-11 

Ｅ30 市立 立野北緑地 東大和市立野１-33-２ 

Ｅ31 市立 立野中央緑地 東大和市立野１-33-10 

Ｅ32 市立 立野南緑地 東大和市立野１-33-28 

Ｅ33 市立 立野東緑地 東大和市立野１-33-20 

Ｅ34 市立 日月公園 東大和市奈良橋１-356-28 

Ｅ35 市立 湖畔第二公園 東大和市湖畔２-325-109 

Ｅ36 市立 湖畔第一緑地 東大和市湖畔２-325-49 外 

Ｅ37 

武蔵村山

市 

都立 野山北・六道山公園 
武蔵村山市本町３・５・６丁目、三ツ木
３・４・５丁目、岸２・３・４・５丁目 

Ｅ38 市立 伊奈平公園 武蔵村山市伊奈平５-84 

Ｅ39 市立 大南公園 武蔵村山市緑が丘 2542 

Ｅ40 市立 オカネ塚公園 武蔵村山市緑が丘 1619 

Ｅ41 市立 経塚向公園 武蔵村山市中原２-50-16 

Ｅ42 市立 さいかち公園 武蔵村山市学園４-５-２ 

Ｅ43 市立 山王森公園 武蔵村山市三ツ藤３-27 

Ｅ44 市立 三本榎史跡公園（榎） 武蔵村山市榎３-５-３ 

Ｅ45 市立 三本榎史跡公園（学園） 武蔵村山市学園１-２-３ 

Ｅ46 市立 中原公園 武蔵村山市中原２-21-４ 
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表6.1-10（7） 主な公共施設等（都市公園・緑地） 
地点 

番号 
区分 市町名 種別 施設名 所在地 

Ｅ47 

都市公園 
・緑地 

武蔵村山

市 

市立 野山北公園 武蔵村山市本町５-31-１ 

Ｅ48 市立 野山公園 武蔵村山市本町５-11-１ 

Ｅ49 市立 向山公園 武蔵村山市神明２-80-２ 

Ｅ50 市立 プリンスの丘公園 武蔵村山市榎１-１-12 

Ｅ51 市立 三ツ藤南公園 武蔵村山市三ツ藤１-77-１ 

Ｅ52 市立 雷塚公園 武蔵村山市学園４-４ 

Ｅ53 市立 中藤公園 武蔵村山市中央４・５丁目、本町４丁目 

Ｅ54 市立 十二所神社公園 武蔵村山市三ツ木５-12-５ 

Ｅ55 市立 総合運動公園 武蔵村山市岸３-45-６ 

Ｅ56 市立 西大南樹林公園 武蔵村山市大南１-105-１ 

Ｅ57 

瑞穂町 

都立 野山北・六道山公園 
瑞穂町殿ケ谷・石畑・高根・箱根ケ崎・ 

駒形富士山 

Ｅ58 町立 六道山公園 瑞穂町大字石畑 2355 

Ｅ59 町立 狭山谷公園 瑞穂町大字石畑 1970 

Ｅ60 町立 狭山池公園 瑞穂町大字箱根ケ崎 712 

Ｅ61 町立 玉林寺公園 瑞穂町大字殿ケ谷 1050 

Ｅ62 町立 みずほさかえ公園 瑞穂町むさし野２-43-23 

Ｅ63 町立 さかえ町ちびっこ公園 瑞穂町むさし野２-54-22 

Ｅ64 町立 武蔵野児童公園 瑞穂町むさし野２-20-５ 

Ｅ65 町立 富士見中央公園 瑞穂町むさし野２-８-５ 

Ｅ66 町立 なかよし 1 号公園 瑞穂町むさし野２-58-８ 

Ｅ67 町立 なかよし 2 号公園 瑞穂町むさし野２-60-19 

Ｅ68 町立 つくし公園 瑞穂町むさし野３-８-７ 

Ｅ69 町立 ひまわり公園 瑞穂町むさし野３-10-４ 

Ｅ70 町立 南平ひばり公園 瑞穂町南平２-37 

Ｅ71 町立 さくら公園 瑞穂町箱根ケ崎東松原 33 

Ｅ72 町立 松原ひがし公園 瑞穂町箱根ケ崎東松原７ 

Ｅ73 町立 つつじが丘緑地 
瑞穂町南平２ -59-１から長岡１ -71-２ま

で 

Ｅ74 町立 南平緑地 瑞穂町南平 1-15-1 から南平２-59-10 まで 

Ｅ75 町立 桜緑地 
瑞穂町箱根ケ崎東松原 41-４から 41-９ま

で 

Ｅ76 町立 池廻り公園 瑞穂町大字箱根ケ崎 740-32 

Ｅ77 町立 狭山池緑地 瑞穂町大字箱根ケ崎２-１ 

Ｅ78 町立 せきれい公園 瑞穂町大字殿ケ谷 790-２ 

Ｅ79 町立 池廻緑地 瑞穂町大字箱根ケ崎 707 

Ｅ80 町立 松原西緑地 
瑞穂町大字箱根ケ崎西松原 61-２から箱根

ケ崎西松原 61-14 まで 

Ｅ81 町立 松原東緑地 
瑞穂町大字箱根ケ崎西松原 41-１から箱根

ケ崎西松原 41-３まで 

Ｅ82 町立 むさしの公園 瑞穂町むさし野１-２ 

Ｅ83 町立 くぬぎ公園 瑞穂町大字殿ケ谷 1155-14 

Ｅ84 町立 宿東公園 瑞穂町大字箱根ケ崎 2428 

Ｅ85 町立 狭山緑公園 瑞穂町大字駒形富士山 245-27 

Ｅ86 町立 富士見公園 瑞穂町むさし野３-２-20 

Ｅ87 町立 さやま花多来里の郷 瑞穂町大字駒形富士見 243-１ 

資料：「公園調書」（令和３年４月１日時点 東京都建設局） 
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図 6.1-8 事業区間周辺の公共の状況 

注）A～D の施設等については、事業区間より、約 500ｍ範囲

にかかる公共施設を対象としています。 

注）E の都市公園・緑地については、東京都域における都市計

画法等に基づいて国、都、市、町が設置、管理している都

市公園・緑地を示しています。 

資料：「市内保育施設一覧」（令和３年 11 月更新  東大和市ホームページ）  
「保育所一覧」（令和４年４月更新  武蔵村山市ホームページ）  

「保育園・認定こども園・幼稚園・学童保育クラブ  」（令和３年８月閲覧  瑞穂町ホームページ）  
「幼稚園のご案内」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ）  
「東大和市内の施設情報」（令和３年８月閲覧  東大和市ホームページ）  

「武蔵村山市立学校一覧」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ）  
「瑞穂町学校一覧  」（令和３年８月閲覧  瑞穂町教育委員会ホームページ  
「武蔵村山市高等学校ほか」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ） 

「東京経済大学」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市）  
「市内小・中学校に設置されている特別支援学級等」（令和３年 10 月更新 武蔵村山市ホームページ）  
「社会福祉施設等一覧」（令和４年５月更新  東京都福祉保健局ホームページ）  

「市関連施設  武蔵村山市」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ）  
「会館・コミュニティセンター」（令和３年８月閲覧  瑞穂町ホームページ）  
「教育・文化施設」（令和３年８月閲覧  瑞穂町ホームページ）  

「スポーツ施設  武蔵村山市」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市ホームページ）  
「東大和市の医療機関」（令和４年４月更新  東大和市ホームページ）  
「医療機関案内」（令和３年８月閲覧  武蔵村山市医師会ホームページ  

「瑞穂町の医療機関」（令和４年６月更新 瑞穂町ホームページ）  
「公園調書」（令和３年４月１日時点  東京都建設局）  


