
《 まちづくりの将来像 》 
 
 
 
 
「多摩地域における交通の要衝である立川は、ＪＲ立川駅を中心に産

業や文化などの集積を図ることにより多様な交流を育み、さらなる発展
を遂げ、にぎわいを見せています。一方、砂川地域を東西に広がる農地
や玉川上水・多摩川・残堀川、日本を代表する国営昭和記念公園など、
自然や緑といったうるおいに満ちた空間が身近にあり、また、人と人と
のふれあいや絆を大切にした地域に根ざした活動が活発に行われ、日々
の暮らしの中でやすらぎを感じることができます。 

このように、にぎわいとやすらぎを兼ね備えた立川は、市民やまちを
訪れる多くの方たちの交流による立川らしい新たな価値を創造しなが
ら、多摩地域の中心のまちとしてさらに発展し続けています。」 

 

《 都市像 》 
将来像の実現に向けて、まちづくりの方向性を示す５つの都市像を定めます。 

 

 

        

    

    

 

 

 

に ぎ わ い と や す ら ぎ の 交 流 都 市  立 川

未来を担う子どもたちを育てる場や市民の学びの機会が充
実し、市民の多様な交流による創造性あふれる文化の香り
高いまち 

育ちあい、学びあう
文化の香り高いまち

日々の生活を安心して送ることができる環境が整い、うる
おいに満ちた緑あふれる自然に囲まれた快適なまち 

安全で、環境に 
やさしい快適なまち

都市機能の充実とそれを効果的に活用した産業の振興によ
り、人・モノ・情報が集まり、ビジネスをはじめとした新
たな価値がうまれる活力あるまち 

人々が交流し、 
さまざまな価値が 

うまれる活力あるまち 

互いに見守り支えあうしくみが構築され、住み慣れた地域
で安心して健やかに暮らし続けることができるまち 

ともに見守り支えあ
う、安心して健やかに

暮らせるまち 

効率的・効果的な行財政運営・地域経営が行われるととも
に、住みやすい地域づくりに向けて市民が力を合わせ、協
働による取組を積極的に展開する持続可能なまち 

分権型社会に対応
した持続可能なまち 

 

 

にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 
立川市は、明治 22(1889)年、JR 中央線の前身、甲武鉄道が  

開設されたことにより、純農村集落から多摩地域の中心都市とし
ての歩みが始まりました。 

大正期には地形や安定した気象条件などから「立川飛行場」が
開設され、その後、陸軍飛行第五大隊の移駐によって航空産業や
小売業などが隆盛し飛躍的な発展が始まりました。戦後は米軍の
進駐があり、昭和 38(1963)年には旧砂川町との合併により、現
在の市域が確定しました。 

さらには、昭和 52(1977)年、米軍立川基地 580ha の全面返還を経て、国営昭和記念
公園、広域防災基地やさまざまな国の機関移転が図られる中、平成 12(2000)年、多摩
都市モノレールの全線開業によって現在の本市発展の基盤づくりが出来上がりました。 

今、我が国が世界の中でもいまだ前例のない少子化、高齢化、人口減少の社会に突入
しつつある中、本市にも同様の影響が及ぶことは必至です。 

本市は文化や教育、産業をさらに充実発展させ、笑顔あふれる地域社会の構築を目指
し、新たに「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」を将来像として定めました。 

市民、事業者、行政が一層の緊密な連携協力のもと、今後 10 年間の立川の未来を築
いていくための指針として第４次長期総合計画を定めます。 

最後になりますが、本計画の策定にあたり、熱意をもってご審査いただきました市議
会や長期総合計画審議会委員、行財政問題審議会委員の皆様、第４次長期総合計画検討
市民会議委員をはじめとした市民や関係者の皆様に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成 27(2015)年３月  

                第 20 代立川市長   
 
 
立川市第４次長期総合計画について 

この冊子は、第４次長期総合計画を要約した概要版です。 
詳細については、市役所本庁舎３階「市政情報コーナー」や図書館など 
で閲覧できるほか、ホームページでもご覧いただけます。 

 

 

 

立川市第４次長期総合計画(概要版)
平成 27(2015)年３月発行 
発行 立川市 
〒190-8666 
東京都立川市泉町 1156 番地の９ 
電話 042-523-2111(代表) 
FAX 042-521-2653 
ホームページ http://www.city.tachikawa.lg.jp/ 

《 まちづくりの基本理念 》 
政策の展開にあたっては、すべての政策を通底する考え方として４つの基本理念

に基づいてまちづくりを進めていきます。 
 

１ 多様な主体による協働の推進 
○ 多様な主体が協働し、市民力を生かしたまちづくりを進めていきます。 

 
２ 積極的なシティプロモーションの展開 
○ 地域の魅力を発信し、誇りを持てるまちづくりを進めていきます。 

 
３ シニア世代や女性をはじめとした多様な人材の活躍 
○ 市民それぞれが生涯活躍できるまちづくりを進めていきます。 

 
４ 不断の行財政改革の推進 
○ 市民ニーズに的確に対応できる、効率的・効果的な行財政運営を進めていきます。 

    

 
 
平成 27 年度 

(2015 年度)    

平成 28 年度 

(2016 年度)    

平成 29 年度 

(2017 年度)    

平成 30 年度

(2018 年度)  

平成 31 年度

(2019 年度)  

平成 32 年度

(2020 年度)  

平成 33 年度

(2021 年度)  

平成 34 年度 

(2022 年度)    

平成 35 年度 

(2023 年度)    

平成 36 年度

(2024 年度)  

                                        

 基本構想 

 基本計画 

図：第４次長期総合計画イメージ 

基本構想

めざすまちづくりの「将来像」を定め、
その実現のための基本的な考え方・理
念を示します。 

基本計画

「将来像」を具現化するための施策の
基本方針について記載します。施策の
体系や方向性、基本事業を明らかにし、
各施策の目標値を設定し、市民や行政
の役割などについて明記します。 

図：立川市第４次長期総合計画期間 
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○ 地域の魅力を発信し、誇りを持てるまちづくりを進めていきます。 

 
３ シニア世代や女性をはじめとした多様な人材の活躍 
○ 市民それぞれが生涯活躍できるまちづくりを進めていきます。 

 
４ 不断の行財政改革の推進 
○ 市民ニーズに的確に対応できる、効率的・効果的な行財政運営を進めていきます。 
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《 基本構想と前期基本計画の関係 》 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立川市の人口 

立川市の人口は、平成 27(2015)年頃にピークを迎え、その後は人口減少がはじ
まると予測しています。また、少子化、高齢化が進み、15～64 歳の生産年齢人口
の割合も減少していくと予測しています。 

 

 

 

 

前期基本計画 

 
まちづくりの基本理念

５つの都市像 

将来像

政  策

まちづくり 
戦略 

施  策

社会潮流 

本市を 
取り巻く状況 

前期 
基本計画 

基本構想

行財政運営の
基本方針

図：年齢階層別人口割合の推移（推計） 図：総人口の推移（推計） 

育ちあい、学びあう文化の香り高いまち
● 子どもの成長に合わせた途切れのない子育て・子
育ちの支援

● まちの未来をひらく子どもを育成する教育の推進
● 生涯学習・スポーツ活動などによる学びと文化芸
術のまちづくりの推進

施策１ 子ども自らの育ちの推進
施策２ 家庭や地域の育てる力の促進
施策３ 配慮を必要とする子どもや子育て家庭への支援
施策４ 学校教育の充実
施策５ 教育支援と教育環境の充実
施策６ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上
施策７ 生涯学習社会の実現
施策８ スポーツ活動の推進
施策９ 文化芸術の振興
施策 10 多文化共生の推進
施策 11 男女平等参画社会の推進

安全で、環境にやさしい快適なまち
● 日常の安全確保と災害等への備えと対策
● 都市環境の整備と自然環境の保全
● 安全で快適な生活環境の整備

施策 12 温暖化対策の推進
施策 13 ごみ減量とリサイクル
施策 14 下水道の管理
施策 15 豊かな水と緑の保全
施策 16 快適な生活環境の確保
施策 17 防災対策の推進
施策 18 防犯対策の推進
施策 19 交通安全の推進
施策 20 消費生活の向上

ともに見守り支えあう、
安心して健やかに暮らせるまち

● 地域で見守り支えあう地域福祉の推進
● 安心した生活を支えるセーフティネットの充実

施策 27 地域福祉の推進
施策 28 健康づくりの推進
施策 29 豊かな長寿社会の実現
施策 30 障害福祉の推進
施策 31 生活保障の充実
施策 32 社会保険制度の安定運営

人々が交流し、さまざまな価値がうまれる活
力あるまち

● 都市機能集積を生かした持続可能なまちづくり
● 人々が集まり交流する魅力づくり

施策 21 良好な市街地環境の形成
施策 22 総合的な交通環境の構築
施策 23 人にやさしい道路の整備
施策 24 広域的な魅力の創出と発信
施策 25 多様な産業の活性化
施策 26 都市と農業の共生

分権型社会に対応した持続可能なまち
● 効率的・効果的な行政運営の推進
● 協働によるまちづくりの推進

施策 33 市民活動と地域社会の活性化
施策 34 積極的な情報の発信と共有
施策 35 計画的な自治体運営の推進
施策 36 持続可能な財政運営の推進
施策 37 職場力の強化と職員力の向上

《 行財政運営の基本方針 》 
人口構造の変化や厳しい財政状況等、本市の行財政運営は大きな転換期を迎えて

います。こうした中、戦略的に施策を推進し行政サービスの維持・向上を図るため、
時代潮流の変化に迅速かつ的確に対応するとともに、これまで以上に経営の視点に
立ち、行政経営の質を向上させて、従来の考え方や枠組みにとらわれない行財政改
革に取り組みます。 
 

方針１  市民との協働によるまちづくりの推進 
 

方針２  行政評価の効果的な活用 
 

方針３  組織の効率化 
 

方針４  適正な定員管理 
 

方針５  質の高い行政経営を実現する人材育成 
 

方針６  公共施設等の効果的な維持管理 
 

方針７  財政規律を重視した財政運営 
 

方針８  前期基本計画の進捗管理 
 

《 まちづくり戦略 》 
将来像である「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」の実現に向け、立川市の

強みや可能性を未来に向かって発展させ、都市の持続的な成長につなげていくため、
特に総合的・分野横断的な対応が求められる取組を『まちづくり戦略』と位置づけ
ます。 

 
◆ 魅力と活力にあふれた快適で利便性の高いまちづくり 
 
◆ ひとびとがふれあい、豊かさと笑顔に満ちたまちづくり 
 
◆ 住み慣れた地域で安全で安心な生活を送ることのできるまちづくり 
 
◆ 多様で幅広い主体が市民力を発揮した活力に満ちたまちづくり 
 
◆ 豊かな人間性を育み、安心して子育てできるまちづくり 

前期基本計画 

基本構想グラフ.xlsx
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立川市の人口は、平成 27(2015)年頃にピークを迎え、その後は人口減少がはじ
まると予測しています。また、少子化、高齢化が進み、15～64 歳の生産年齢人口
の割合も減少していくと予測しています。 
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育ちあい、学びあう文化の香り高いまち
● 子どもの成長に合わせた途切れのない子育て・子
育ちの支援

● まちの未来をひらく子どもを育成する教育の推進
● 生涯学習・スポーツ活動などによる学びと文化芸
術のまちづくりの推進

施策１ 子ども自らの育ちの推進
施策２ 家庭や地域の育てる力の促進
施策３ 配慮を必要とする子どもや子育て家庭への支援
施策４ 学校教育の充実
施策５ 教育支援と教育環境の充実
施策６ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上
施策７ 生涯学習社会の実現
施策８ スポーツ活動の推進
施策９ 文化芸術の振興
施策 10 多文化共生の推進
施策 11 男女平等参画社会の推進

安全で、環境にやさしい快適なまち
● 日常の安全確保と災害等への備えと対策
● 都市環境の整備と自然環境の保全
● 安全で快適な生活環境の整備

施策 12 温暖化対策の推進
施策 13 ごみ減量とリサイクル
施策 14 下水道の管理
施策 15 豊かな水と緑の保全
施策 16 快適な生活環境の確保
施策 17 防災対策の推進
施策 18 防犯対策の推進
施策 19 交通安全の推進
施策 20 消費生活の向上

ともに見守り支えあう、
安心して健やかに暮らせるまち

● 地域で見守り支えあう地域福祉の推進
● 安心した生活を支えるセーフティネットの充実

施策 27 地域福祉の推進
施策 28 健康づくりの推進
施策 29 豊かな長寿社会の実現
施策 30 障害福祉の推進
施策 31 生活保障の充実
施策 32 社会保険制度の安定運営

人々が交流し、さまざまな価値がうまれる活
力あるまち

● 都市機能集積を生かした持続可能なまちづくり
● 人々が集まり交流する魅力づくり

施策 21 良好な市街地環境の形成
施策 22 総合的な交通環境の構築
施策 23 人にやさしい道路の整備
施策 24 広域的な魅力の創出と発信
施策 25 多様な産業の活性化
施策 26 都市と農業の共生

分権型社会に対応した持続可能なまち
● 効率的・効果的な行政運営の推進
● 協働によるまちづくりの推進

施策 33 市民活動と地域社会の活性化
施策 34 積極的な情報の発信と共有
施策 35 計画的な自治体運営の推進
施策 36 持続可能な財政運営の推進
施策 37 職場力の強化と職員力の向上

《 行財政運営の基本方針 》 
人口構造の変化や厳しい財政状況等、本市の行財政運営は大きな転換期を迎えて

います。こうした中、戦略的に施策を推進し行政サービスの維持・向上を図るため、
時代潮流の変化に迅速かつ的確に対応するとともに、これまで以上に経営の視点に
立ち、行政経営の質を向上させて、従来の考え方や枠組みにとらわれない行財政改
革に取り組みます。 
 

方針１  市民との協働によるまちづくりの推進 
 

方針２  行政評価の効果的な活用 
 

方針３  組織の効率化 
 

方針４  適正な定員管理 
 

方針５  質の高い行政経営を実現する人材育成 
 

方針６  公共施設等の効果的な維持管理 
 

方針７  財政規律を重視した財政運営 
 

方針８  前期基本計画の進捗管理 
 

《 まちづくり戦略 》 
将来像である「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」の実現に向け、立川市の

強みや可能性を未来に向かって発展させ、都市の持続的な成長につなげていくため、
特に総合的・分野横断的な対応が求められる取組を『まちづくり戦略』と位置づけ
ます。 

 
◆ 魅力と活力にあふれた快適で利便性の高いまちづくり 
 
◆ ひとびとがふれあい、豊かさと笑顔に満ちたまちづくり 
 
◆ 住み慣れた地域で安全で安心な生活を送ることのできるまちづくり 
 
◆ 多様で幅広い主体が市民力を発揮した活力に満ちたまちづくり 
 
◆ 豊かな人間性を育み、安心して子育てできるまちづくり 
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育ちあい、学びあう文化の香り高いまち
● 子どもの成長に合わせた途切れのない子育て・子
育ちの支援

● まちの未来をひらく子どもを育成する教育の推進
● 生涯学習・スポーツ活動などによる学びと文化芸
術のまちづくりの推進

施策１ 子ども自らの育ちの推進
施策２ 家庭や地域の育てる力の促進
施策３ 配慮を必要とする子どもや子育て家庭への支援
施策４ 学校教育の充実
施策５ 教育支援と教育環境の充実
施策６ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上
施策７ 生涯学習社会の実現
施策８ スポーツ活動の推進
施策９ 文化芸術の振興
施策 10 多文化共生の推進
施策 11 男女平等参画社会の推進

安全で、環境にやさしい快適なまち
● 日常の安全確保と災害等への備えと対策
● 都市環境の整備と自然環境の保全
● 安全で快適な生活環境の整備

施策 12 温暖化対策の推進
施策 13 ごみ減量とリサイクル
施策 14 下水道の管理
施策 15 豊かな水と緑の保全
施策 16 快適な生活環境の確保
施策 17 防災対策の推進
施策 18 防犯対策の推進
施策 19 交通安全の推進
施策 20 消費生活の向上

ともに見守り支えあう、
安心して健やかに暮らせるまち

● 地域で見守り支えあう地域福祉の推進
● 安心した生活を支えるセーフティネットの充実

施策 27 地域福祉の推進
施策 28 健康づくりの推進
施策 29 豊かな長寿社会の実現
施策 30 障害福祉の推進
施策 31 生活保障の充実
施策 32 社会保険制度の安定運営

人々が交流し、さまざまな価値がうまれる活
力あるまち

● 都市機能集積を生かした持続可能なまちづくり
● 人々が集まり交流する魅力づくり

施策 21 良好な市街地環境の形成
施策 22 総合的な交通環境の構築
施策 23 人にやさしい道路の整備
施策 24 広域的な魅力の創出と発信
施策 25 多様な産業の活性化
施策 26 都市と農業の共生

分権型社会に対応した持続可能なまち
● 効率的・効果的な行政運営の推進
● 協働によるまちづくりの推進

施策 33 市民活動と地域社会の活性化
施策 34 積極的な情報の発信と共有
施策 35 計画的な自治体運営の推進
施策 36 持続可能な財政運営の推進
施策 37 職場力の強化と職員力の向上

《 行財政運営の基本方針 》 
人口構造の変化や厳しい財政状況等、本市の行財政運営は大きな転換期を迎えて

います。こうした中、戦略的に施策を推進し行政サービスの維持・向上を図るため、
時代潮流の変化に迅速かつ的確に対応するとともに、これまで以上に経営の視点に
立ち、行政経営の質を向上させて、従来の考え方や枠組みにとらわれない行財政改
革に取り組みます。 
 

方針１  市民との協働によるまちづくりの推進 
 

方針２  行政評価の効果的な活用 
 

方針３  組織の効率化 
 

方針４  適正な定員管理 
 

方針５  質の高い行政経営を実現する人材育成 
 

方針６  公共施設等の効果的な維持管理 
 

方針７  財政規律を重視した財政運営 
 

方針８  前期基本計画の進捗管理 
 

《 まちづくり戦略 》 
将来像である「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」の実現に向け、立川市の

強みや可能性を未来に向かって発展させ、都市の持続的な成長につなげていくため、
特に総合的・分野横断的な対応が求められる取組を『まちづくり戦略』と位置づけ
ます。 

 
◆ 魅力と活力にあふれた快適で利便性の高いまちづくり 
 
◆ ひとびとがふれあい、豊かさと笑顔に満ちたまちづくり 
 
◆ 住み慣れた地域で安全で安心な生活を送ることのできるまちづくり 
 
◆ 多様で幅広い主体が市民力を発揮した活力に満ちたまちづくり 
 
◆ 豊かな人間性を育み、安心して子育てできるまちづくり 

前期基本計画 
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※平成17(2005)年から平成27(2015)年の人口については、実績値です。
平成32(2020)年以降の人口は、推計値となっています。
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将来像『にぎわいとやすらぎの交流都市 立川』



《 まちづくりの将来像 》 
 
 
 
 
「多摩地域における交通の要衝である立川は、ＪＲ立川駅を中心に産

業や文化などの集積を図ることにより多様な交流を育み、さらなる発展
を遂げ、にぎわいを見せています。一方、砂川地域を東西に広がる農地
や玉川上水・多摩川・残堀川、日本を代表する国営昭和記念公園など、
自然や緑といったうるおいに満ちた空間が身近にあり、また、人と人と
のふれあいや絆を大切にした地域に根ざした活動が活発に行われ、日々
の暮らしの中でやすらぎを感じることができます。 

このように、にぎわいとやすらぎを兼ね備えた立川は、市民やまちを
訪れる多くの方たちの交流による立川らしい新たな価値を創造しなが
ら、多摩地域の中心のまちとしてさらに発展し続けています。」 

 

《 都市像 》 
将来像の実現に向けて、まちづくりの方向性を示す５つの都市像を定めます。 

 

 

        

    

    

 

 

 

に ぎ わ い と や す ら ぎ の 交 流 都 市  立 川

未来を担う子どもたちを育てる場や市民の学びの機会が充
実し、市民の多様な交流による創造性あふれる文化の香り
高いまち 

育ちあい、学びあう
文化の香り高いまち

日々の生活を安心して送ることができる環境が整い、うる
おいに満ちた緑あふれる自然に囲まれた快適なまち 

安全で、環境に 
やさしい快適なまち

都市機能の充実とそれを効果的に活用した産業の振興によ
り、人・モノ・情報が集まり、ビジネスをはじめとした新
たな価値がうまれる活力あるまち 

人々が交流し、 
さまざまな価値が 

うまれる活力あるまち 

互いに見守り支えあうしくみが構築され、住み慣れた地域
で安心して健やかに暮らし続けることができるまち 

ともに見守り支えあ
う、安心して健やかに

暮らせるまち 

効率的・効果的な行財政運営・地域経営が行われるととも
に、住みやすい地域づくりに向けて市民が力を合わせ、協
働による取組を積極的に展開する持続可能なまち 

分権型社会に対応
した持続可能なまち 

 

 

にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 
立川市は、明治 22(1889)年、JR 中央線の前身、甲武鉄道が  

開設されたことにより、純農村集落から多摩地域の中心都市とし
ての歩みが始まりました。 

大正期には地形や安定した気象条件などから「立川飛行場」が
開設され、その後、陸軍飛行第五大隊の移駐によって航空産業や
小売業などが隆盛し飛躍的な発展が始まりました。戦後は米軍の
進駐があり、昭和 38(1963)年には旧砂川町との合併により、現
在の市域が確定しました。 

さらには、昭和 52(1977)年、米軍立川基地 580ha の全面返還を経て、国営昭和記念
公園、広域防災基地やさまざまな国の機関移転が図られる中、平成 12(2000)年、多摩
都市モノレールの全線開業によって現在の本市発展の基盤づくりが出来上がりました。 

今、我が国が世界の中でもいまだ前例のない少子化、高齢化、人口減少の社会に突入
しつつある中、本市にも同様の影響が及ぶことは必至です。 

本市は文化や教育、産業をさらに充実発展させ、笑顔あふれる地域社会の構築を目指
し、新たに「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」を将来像として定めました。 

市民、事業者、行政が一層の緊密な連携協力のもと、今後 10 年間の立川の未来を築
いていくための指針として第４次長期総合計画を定めます。 

最後になりますが、本計画の策定にあたり、熱意をもってご審査いただきました市議
会や長期総合計画審議会委員、行財政問題審議会委員の皆様、第４次長期総合計画検討
市民会議委員をはじめとした市民や関係者の皆様に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成 27(2015)年３月  

                第 20 代立川市長   
 
 
立川市第４次長期総合計画について 

この冊子は、第４次長期総合計画を要約した概要版です。 
詳細については、市役所本庁舎３階「市政情報コーナー」や図書館など 
で閲覧できるほか、ホームページでもご覧いただけます。 
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《 まちづくりの基本理念 》 
政策の展開にあたっては、すべての政策を通底する考え方として４つの基本理念

に基づいてまちづくりを進めていきます。 
 

１ 多様な主体による協働の推進 
○ 多様な主体が協働し、市民力を生かしたまちづくりを進めていきます。 

 
２ 積極的なシティプロモーションの展開 
○ 地域の魅力を発信し、誇りを持てるまちづくりを進めていきます。 

 
３ シニア世代や女性をはじめとした多様な人材の活躍 
○ 市民それぞれが生涯活躍できるまちづくりを進めていきます。 

 
４ 不断の行財政改革の推進 
○ 市民ニーズに的確に対応できる、効率的・効果的な行財政運営を進めていきます。 
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図：第４次長期総合計画イメージ 

基本構想

めざすまちづくりの「将来像」を定め、
その実現のための基本的な考え方・理
念を示します。 

基本計画

「将来像」を具現化するための施策の
基本方針について記載します。施策の
体系や方向性、基本事業を明らかにし、
各施策の目標値を設定し、市民や行政
の役割などについて明記します。 

図：立川市第４次長期総合計画期間 

第 4 次基本構想 

第４次基本構想
【平成 27(2015)～36(2024)年度】 

前期基本計画 
【平成 27(2015)～31(2019)年度】

後期基本計画 
【平成 32(2020)～36(2024)年度】 

立川市
第４次長期総合計画〈概要版〉
にぎわいとやすらぎの交流都市 立川

平成 27(2015) 年
立 川 市


