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 東村山市総合計画総論

第１章 中期基本計画の考え方

１　中期基本計画の位置づけ

東村山市は、平成７年９月に基本構想を策定しました。その基本構想では、将来都市像を｢緑あふ

れ、くらし輝く都市｣として掲げ、目標年次を平成 22 年度(2010 年度)と定めました。この基本構想

に基づき平成８年度から平成12 年度を計画期間とする前期基本計画を策定し、将来都市像の実現に

向け、総合的な施策展開を実施してきました。

中期基本計画は、この基本構想に基づく平成 13 年度から平成17 年度までの施策や事業を位置づ

けた計画です。

２　中期基本計画の目的と性格

中期基本計画は、基本構想の将来都市像を実現するための「まちづくりの基本目標」と｢施策の大

綱｣を受け、まちづくりを進めるための施策展開の基本となるものです。

そのため、前期基本計画の推進状況を踏まえながら、社会・経済状況の変化等によって新たに施

策対応が必要となっているものを明らかにし、今後５か年に実施すべき施策を示すことを目的として

います。

また、この基本計画はまちづくりを推進していく基本指針としての性格を有しています。
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３　中期基本計画の基本目標

この計画では、まちづくりの目標として、以下の４つの基本目標を設定します。

４　中期基本計画の構成

この計画は４つの基本目標を実現するために、項目ごとに基本方針、現状と課題、施策の体

系、５か年の施策の方向を明らかにしています。

５　中期基本計画の期間

この計画の期間は、平成 13 年度を初年度とし、平成 17 年度を目標とする 5 か年とします。

基本目標１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち

基本目標２ これからも住み続けたい快適なまち

基本目標３ 明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち

基本目標４ 誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち
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第２章　計画の背景

　第１節　時代潮流の動向

前期基本計画の策定以後、時代潮流の動向は大きく変化してきています。中期基

本計画策定にあたり、以下の点について考慮しています。

持続可能な社会に向けた取り組みの進展

地球温暖化防止京都会議の開催等に見られるように、地球環境問題への国際的な

取り組みが進んでいます。また、限りある資源を

有効に利用し、環境への負荷を低減する社会を形

成するため、循環型社会形成推進基本法が成立し

ました。地域ではごみ問題の深刻化に対応してリ

サイクル活動なども広がりを見せています。さら

に、企業等においても ISO14001※などの環境管理

システムを導入する動きが増加しています。この

ように、持続可能な社会に向けた様々な取り組み

が活発になっています。

誰もが参画し、自己実現できる社会に向けた変化

人々のライフスタイル・価値観は多様化するとともに、物質的豊かさから精神的な充足

感を求める意識への変化が見られます。また、阪神・淡路大震災等を契機とするボランテ

ィア意識の高まりや、特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の成立とそれに伴うＮＰＯ※等

市民組織の主体的・自立的な活動の活発化も見られます。

さらに、男女共同参画社会基本法の成立に見られるように、男女がともに参画できる社

会の形成がますます重要になっています。

今後は、多様な価値観を認めあい、誰もが社会に参画し、自己実現できる社会の形成を

一層推進することが求められます。

少子高齢化の進行

高齢化が着実に進行する一方で、少子化も進み、社会経済全般への大きな影響が予測さ

れています。高齢化に対応し、人々が生涯を通じて健康に生きがいを持って暮らせるよう

支援したり、少子化への対応や女性の社会参加を進める視点などから、社会全体で子育て

を支援したりする重要性が高まっています。

こうした変化とあわせて、社会福祉のしくみは「措置によるサービス提供」から「利用

者の自己選択と自己決定を基本とするサービス提供」へと変革されつつあります。

このように社会や制度が変わるなかで、だれもが活力にあふれ、生涯にわたり充実して

暮らせるよう社会福祉のしくみの一層の充実が必要です。
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学校・社会教育の変化

学校週５日制導入や総合的な学習の時間の

創設など、子どもの主体性を育むよう学校教

育が大きく変わってきています。また、家庭・

地域においては、核家族化等により子どもが

豊かな社会性を育む場や機会が少なくなって

います。次代を担う子どもたちが健やかに育

まれるよう、心の教育を進めていくことが大

切になっています。

さらに、長寿化・余暇時間の増大と社会への関心の高まりから、文化活動、スポーツ・

レクリエーションなどの生涯学習のニーズが拡大するなど、社会教育に対する期待が高ま

っています。

国際化・情報化の進展

経済の国際化・ボーダレス化などが進むなか、外国人居住者の増加が予想され、国際化

に対応したまちづくりがますます求められています。また、インターネットや携帯電話な

どの双方向の情報通信システムの普及・技術革新は、距離や時間の制約を超えた多様なコ

ミュニケーションの展開を可能にし、私たちの生活に欠かせないものとなってきました。

これらの技術を活かした各種サービスの提供を図る必要もあります。

地方分権の進展

地方分権により自治体の裁量権が拡大し、ますます市町村の自主性・主体性が求められ

るようになっています。また、市町村は市民に最も身近な行政機関として、情報公開や説

明責任（アカウンタビリティ）※向上に努めるとともに、効率的な行財政運営を進めてい

くことが重要になっています。

※ISO14001：国際標準化機構（ISO）が制定している環境管理システムと環境監査に関する国際規格。

※ＮＰＯ：Non Profit Organization の略。福祉・環境・国際・教育等のあらゆる分野における民間の非営利組織。

※ 説明責任（アカウンタビリティ）：市政を任された行政が自らの活動内容や政策の判断理由等について、主権者であ

る市民に分かりやすく説明する義務があること。
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第２節　人口
本市の人口はこれまで安定的に増加しているものの、土地利用や住宅供給の状況、少

子高齢化の進行などを考慮すると、今後の人口増加の割合はゆるやかになることが予想

され、平成 17 年度の人口は 14 万 7,000 人を見込んでいます。

また、世帯数については、単身世帯の増加や核家族化の進展などの影響により引き続

き増加することが予想されるため、平成 17 年度の世帯数を次のように見込んでいます。

人口；147,000 人　　世帯数；62,000 世帯

参考　  　基本構想における平成 22年の将来人口    154,000 人

幼年人口

13.9%
生産年齢人口

67.0%
高齢者人口

19.1%

147,000 人
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第３節　市民の意識
　市民の意識を把握するため、平成 11 年 10 月から 11 月にかけて「市民意識調査」を市

内全域の満 20 歳以上の方 3,000 人（有効回答数 1,273 人）を対象に実施しました。その

結果の概要は以下の通りです。

【東村山市を住み良いとする人は約７割】

・ 住み良い、どちらかといえば住み良いを合わせると72％となり、住みにくい、どちら

かといえば住みにくいを合わせた 14％と比べると満足している人が多いといえます。

・年代別に見ると、高齢者で住み良いと答えた割合が高くなっています。逆に満足度が

もっとも低かったのは 40 代です。

住み良い
22%

住みにくい
5%

どちらともいえない
14%

どちらかといえば
住み良い

50%

どちらかといえば
住みにくい

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代以上

住み良い どちらかと言えば住み良い
住みにくい どちらかと言えば住みにくい
どちらともいえない

問．総合的に見た東村山市の住み良さについて、お考えに近いものを次の中から１つ選んで、回答欄

にご記入ください。



8

【「都市づくり」「福祉」分野が遅れている】

・都市づくり分野の中でも生活道路の整備が遅れているとする意見がもっとも多くなっていま

す。商店街・大規模店舗などの商業活性化、バリアフリー化が遅れているとする意見が続いて

います。（複数回答あり）

問１２（総合）

185

84

44

14

43

297

105

82

14

96

791

129

270

201

136

21

22

12

325

211

38

16

26

34

213

73

61

31

25

23

38

6

2

16

14

419

81

108

38

192

138

86

15

10

27

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

緑

公園・緑地・街路樹

親水施設

農業支援

景観保全

環境

ゴミ減量・リサイクル

ダイオキシン対策

省エネ・省資源

意識啓発

都市づくり

幹線道路

生活道路

交通施設

駅周辺

防災体制

住環境

情報インフラ

産業

商店街・大規模店舗

工業

オフィス

ベンチャー企業

勤労者・消費者対策

教育

保育・育児教育

学校教育

青少年対策

図書館・公民館

スポーツ・レクリエーション

歴史・文化

歴史資源

伝統文化

新たな魅力づくり

文化の創造

福祉

保健医療体制

高齢者対策

障害者対策

バリアフリー化

社会参加

地域コミュニティ

男女共同参画

外国人

NPO・NGO

緑分野

環境分野

都市づくり分野

産業分野

教育分野

歴史・文化分野

福祉分野

社会参加分野

問．東村山市は、将来都市像「緑あふれ、くらし輝く都市」を掲げ、その実現に向け、市政を進めていま

すが、これまでの市政に対して、遅れていると感じる分野としてどれがあげられると思いますか。

（人）
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【福祉施設、街路灯・防犯灯などの改善・新設が望まれる】

・意見が分かれていますが、福祉施設、街路灯・防犯灯、保健医療施設を比較的多くの

人が望んでいます。

【地震対策では市は「情報伝達」「物資備蓄」を講じるべき】

・情報伝達、物資備蓄、ライフライン耐震化等を多くの人が講じるべきとしています。

・オープンスペースに恵まれているためか、避難場所・経路整備を望む意見はさほど多

くありません。

問．あなたのお住まいの周辺の生活関連施設のうち、改善・新設を望まれるものは何ですか。

問．大規模地震等の自然災害に備えるため、東村山市ではどのような対策を講じるべきだとお考えに

なりますか。

福 祉 施 設
1 3 %

街 路 灯 ・防 犯 灯
1 1 %

保 健 医 療 施 設
1 0 %

商 店 街
8 %

公 園 ・子 ど も の 遊 び 場
8 %

大 規 模 小 売 店
8 %

交 番 ・駐 在 所
8 %

ご み 集 積 所
7 %

市 役 所 ・支 所 ・連 絡 所
6 %

集 会 施 設
4 %

図 書 館
4 %

保 育 園 ・児 童 館 等
4 %

そ の 他
2 %

ス ポ ー ツ ・
レ ク リ エ ー シ ョ ン 施 設

7 %

情報伝達
22%

物資備蓄
21%

ライフライン耐震化
14%

救急・救命
11%

避難場所・経路整備
10%

ボランティア
受け入れ

3%

消防車・貯水槽
5%

災害弱者対策
9%

その他
0%

防災意識高揚
2%

不燃化・耐震化
・空地確保

3%
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【ごみ減量策としては「過剰包装の規制」「分別の徹底」が考えられる】

・過剰包装の規制、分別の徹底を求める意見が比較的多く挙げられています。

問．ごみの減量化が大きな問題となっていますが、ごみ減量策としてどのようなことが考えられます

か。

過剰包装規制
30%

分別徹底
30%

経済的支援
14%

処理費用商品転嫁
9%

その他
1%

排出量制限
3%

有料化
5%

市民活動グループ
育成
8%
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【「高齢者・障害者福祉の充実」「生活道路整備」が今後求められる】

・今後の重点施策としては、高齢者・障害者福祉の充実、生活道路整備、保健・医療の

充実、ごみの減量とリサイクルの推進を求める意見が多くなっています。

問．東村山市を住みやすいまちにするため、今後どのような施策を進めていくべきだとお考えですか。

福祉
25%

歴史・文化
3%

教育
9%

産業
5%

都市づくり
32%

環境
15%

緑
6%

その他
5%

行政情報の提供
3%

保健・医療の充実
8%

児童福祉の充実
3%

高齢者・障害者
福祉の充実

14%

文化施策や施設の充実
3%

生涯学習の充実
3%

スポーツ・レクリエーションの充実
2%

学校教育の充実
4%

産業の振興
5%

まちの再開発
5%

住宅対策
2%

生活道路整備
9%

幹線道路整備
6%

防犯対策
4%

防災対策
3%

交通安全対策
3%

下水道・雨水
排水施設の整備

3%

公害防止対策
5%

ゴミの減量とリサイクルの推進
7%

緑の保護・育成
6%

情報化社会への対応
2%

内側：選択肢を８分野に分け
た
　　　　ときの割合
外側：選択肢ごとの割合
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第４節　まちづくりの課題

本市では、時代潮流や市民意識を踏まえて、まちづくりの課題を改めて捉えなおしました。

環境重視の持続的な成長

八国山や野火止用水など武蔵野の面影を残す豊かな自然

環境は、市民生活にうるおいをもたらす貴重な財産です。ま

た、市内に点在する農地や雑木林なども市民が身近に触れる

ことのできる緑として重要です。

今日、私たちの生活におけるエネルギーの大量消費がもた

らした温暖化などの地球環境問題が深刻化し、環境を地球レ

ベルでの視点で捉えることが不可欠となっています。

豊かな自然環境を「東村山らしさ」として守り育てながら、

地球環境を一層重視し、限られた資源・エネルギーを有効に

活用する都市として、持続的な成長を続けていくことが求め

られています。

都市基盤の整備

　都市基盤の整備は、都市機能の高度化や豊かな居住環境の

創出を図る上で、きわめて重要な課題です。本市のまちづく

りでは、快適な利便性が備わった都市空間の創造によるまち

の魅力を高めるため、計画的かつ積極的な都市基盤整備の推

進が強く求められています。特に、シンボル軸の整備を進め

るとともに、東村山駅西口や久米川駅北口の整備などによる

中心核の形成が必要です。また、身近な地域に誰もが利用で

きる商業施設や福祉・行政サービスなどの機能を集積するこ

とも必要です。

　さらに、新たな都市基盤としての情報ネットワークを整備することにより、発展のめざましい

情報通信技術を市民サービスに有効に活用することも求められています。

子どもたちが健やかに育つ環境づくり

核家族化や都市化に伴い、家庭や地域における子育て機能が低下するなど、子どもを取り巻く

環境は大きく変わっています。

次代を担う子どもたちが健やかに育ち、豊かな創造力や個性を伸ばせるよう、社会全体で子育

てを支援することが求められます。特に、学校教育では、「ゆとり」ある環境のなかで心の教育を

充実したり、家庭・地域との連携により開かれた学校づくりを進めるなどの環境づくりが必要と

なっています。
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いきいきした市民生活の実現

市民一人ひとりが健康でいきいきとした生活を送るこ

とができ、また、自己実現が達成される社会の実現が求め

られているなか、高齢者や障害者が地域とのつながりを持

ちながら生活できるよう、環境を整備することが必要です。

また、市民の生涯を通じた健康づくりへの支援が求められ

ています。

このような取り組みを推進するためには、ＮＰＯ・ボラ

ンティア団体を含めた市民と事業者、行政が一体となって

進めていくことが必要です。

市民と行政とのパートナーシップの形成

まちづくりは行政と市民、企業などとの相互協力のもとに進めていくものです。まちづくりの

理念を共有し、明確な意志決定のもと、その実現に向けて邁進していくパートナーとしての信頼

感をお互いに築きあげることが求められています。

基礎的自治体としての重要性の高まりと広域的な連携

地方分権の進展により、基礎的自治体としての重要性が高まっており、市民に身近な行政機関

として市民の多様なニーズに素早く、的確に対応するとともに、市民に対して説明責任（アカウ

ンタビリティ）を果たすことがますます求められています。

また、市民ニーズの高度化に加え、市民の交流範囲も拡大しています。そのため、地域の住民

やまちを訪れる人々に質の高いサービスを常に提供できるよう、近隣の諸都市と、それぞれの特

色を踏まえた連携や交流を進めていくことが求められています。
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第５節　施策の体系
　　　　　　　

Ⅰ 豊かな緑とゆとりあるまち

Ⅱ 緑と都市がおりあう新たな風景を創造するまち

Ⅲ 環境を支える農のあるまち

Ⅳ やさしいライフスタイルをつくるまち

１ 緑の保全と創造

２ 公園の整備

３ 河川･水辺空間の整備

１ 地域環境と地球環境の保全・向上※

２ 環境美化と公害防止の推進

３ リサイクルとごみ処理の推進

４ 下水道の整備と水資源の有効活用

５ 上水の安定供給

１ 農地空間の保全と都市農業の推進

１ 東村山らしい景観の創造

基本目標１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち

Ⅰ くらしを結ぶネットワークが整ったまち

Ⅱ くらしの便利さと住みやすさが調和するまち

Ⅲ くらしを支える活力ある商工業のあるまち

Ⅳ 安心して暮らせ働けるまち

１ 都市機能を高める道路の整備

２ 生活の豊かさを高める道路の整備

３ 交通環境の整備

４ 公共交通ネットワークの整備

５ 情報ネットワークの整備※

１ 中心核の整備

２ 地域生活核の整備※

３ 良好な住宅市街地の整備

１ 多様なニーズに応える商業の展開

２ 地域と共生する工業の展開

１ 防災･保安体制の強化

２ くらしと勤労の安定

基本目標２ これからも住み続けたい快適なまち
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※：前期基本計画の体系から変更のあった項目

Ⅰ 子どもたちが明日にはばたくまち

Ⅱ 生涯学び続けられるまち

Ⅲ 市民文化を育むまち

Ⅳ スポーツが盛んなまち

１ 子育て環境の整備

２ 学校教育の充実

３ 青少年の健全育成

１ 生涯学習の推進体制の整備

１ 歴史と文化の振興

１ 市民スポーツ･レクリエーションの推進

基本目標３ 明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち

Ⅰ 健やかな生活を支えるまち

Ⅱ 誰もが自立して暮らせるまち

Ⅲ 人と人のつながりで支えるあたたかなまち

Ⅳ いきいきした地域コミュニティのあるまち

１ 地域コミュニティの形成

２ 男女共同参画社会の形成

３ 国際化の推進

１ 協働による地域福祉の推進※

１ 生活支援のしくみづくり※

２ 生活基盤の安定

１ 地域保健の推進

２ 地域医療の充実

基本目標４ 誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち

ひら

すこ
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第３章　これまでの取り組み

中期基本計画の策定にあたり、これまでのまちづくりの推進状況として前期基本計画の基本目

標別の取り組みをまとめると以下のようになります。

基本目標１  「東村山市の風土を守り、つくり育てるまち」

Ⅰ 豊かな緑とゆとりあるまち

  淵の森緑地を始めとする樹林地取得や廻田緑道・旧前川緑道の整備を行い、緑の保全と拠点

づくりを進めました。市民参加により「緑の基本計画」を策定し、萩山公園やせせらぎの道の整備等

を行いました。空堀川の改修が進み緑道・親水空間が整備されました。

Ⅱ 緑と都市がおりあう新たな風景を創造するまち

　　景観に対する市民の意識の高揚を図るため、東村山３０景のPRを行なってきました。

Ⅲ 環境を支える農のあるまち

  都市農業の見直し、農地の保全、後継者の育成等を図るために農業振興計画を策定しました。

Ⅳ やさしいライフスタイルをつくるまち

  資源循環型まちづくりを目指し、「一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。リサイクルの推進

を図るため、美住町にリサイクルショップを開設し、生ごみの資源化に取り組んできました。空堀川

流域、黒目川流域の下水道雨水管の整備を行なってきました。

項目 主な取り組み状況

Ⅰ 豊かな緑とゆとりあるま
ち

・淵の森緑地の取得
・緑の基本計画を策定
・廻田緑道の整備
・旧前川緑道の整備
・秋津公園用地の取得
・萩山公園樹林地の取得
・萩山公園の整備
・せせらぎの道の整備
・柳瀬橋の整備
・空堀川の改修(東京都要請）
・空堀川緑道・親水空間の整備(東京都要請）

Ⅱ 緑と都市がおりあう新た
な風景を創造するまち

・東村山30景のＰＲ

Ⅲ 環境を支える農のあるま
ち

・市民農園の整備
・農業振興計画を策定

Ⅳ やさしいライフスタイル
をつくるまち

・一般廃棄物処理基本計画を策定
・美住リサイクルショップの建設
・学校給食残菜の減量化
・空堀川流域公共下水道（雨水）の整備
・黒目川流域公共下水道（雨水）の整備
・雨水貯留浸透施設の整備を助成
・上水道供給管の布設替
・上水道給水栓のステンレス化
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基本目標２ 「これからも住み続けたい快適なまち」

Ⅰ くらしを結ぶネットワークが整ったまち

　まちの骨格となる都市計画道路の整備及び生活道路の整備を行ってきました。駐輪場の

整備や踏切の改良を行なうとともに、新秋津駅にエスカレーターを設置するなど交通環境

の整備を進めてきました。

Ⅱ くらしの便利さと住みやすさが調和するまち

　都市計画の指針を示す「都市計画マスタープラン」を策定しました。東村山駅西口、久

米川駅北口及び秋津駅南口周辺の整備について各々のまちづくり研究会と検討を重ねてき

ました。

Ⅲ くらしを支える活力ある商工業のあるまち

　商業の活性化を図るため、久米川中央通りをモデル事業としてモール化や電線類の地中

化を進めました。産業の活性化のため、工場アパートの建設を行いました。

Ⅳ 安心して暮らせ働けるまち

　地域防災計画を策定し、防災マップの作成、配布を行ないました。地域における防災の

強化を図るため、自主防災組織づくりを進めるとともに防火貯水槽の設置を行ってきまし

た。

項目 主な取り組み状況

Ⅰ くらしを結ぶネットワ
ークが整ったまち

・都市計画道路3・4・26号線の整備（開通140ﾒｰﾄﾙ）
・都市計画道路3・4・27号線の整備（開通360ﾒｰﾄﾙ）
・市道の拡幅用地の取得（市道238号線他）
・市道の拡幅改良（市道474号線他）
・駐輪場の整備（９か所）
・西武池袋線秋津第１号踏切の改良
・新秋津駅にエスカレータを設置

Ⅱ くらしの便利さと住み
やすさが調和するまち

・都市計画マスタープランを策定
・東村山駅西口広場の整備
・久米川駅北口広場の整備
・秋津駅南まちづくり検討調査
・久米川南土地区画整理（区画整理組合へ助成）
・まちづくり研究会への支援
・府中街道歩道の整備（東京都要請）

Ⅲ くらしを支える活力あ
る商工業のあるまち

・久米川中央通りのモール化及び電線類の地中化
・市営工場アパートの建設

Ⅳ 安心して暮らせ働ける
まち

・地域防災計画を策定
・防災のマップの配布
・自主防災組織を整備（20組織）
・防火貯水槽の整備（6基）
・消防ポンプ自動車の入替（第5分団）
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基本目標３  「明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち」

Ⅰ 子どもたちが明日にはばたくまち

   「児童育成計画」を策定するとともに、保育園や児童館を充実するなど子育て環境の整

備を行ってきました。学校教育施設については、既存施設の改修を進めるとともに、教育

方法の多様化に対応する施設の質的向上を図ってきました。青少年健全育成施設である白

州山の家の改修を行いました。

Ⅱ 生涯学び続けられるまち

   生涯学習推進体制の整備指針として「生涯学び続けられるまち東村山」を作成し、それ

を推進することにより学習支援体制の充実を図ってきました。学校施設の改築を行い、コ

ミュニティ開放を充実しました。新たな市民サービスとして図書館の開館時間を延長しま

した。

Ⅲ 市民文化を育むまち

   歴史文化の中心拠点として、ふるさと歴史館を建設しました。市史の編さんを継続して

行ってきました。貴重な歴史資源を保全、活用するため富士塚史跡の整備を行いました。

Ⅳ スポーツが盛んなまち

   市民スポーツ活動の振興のために、スポーツセンター屋内プールの建設を行うなど施設

の充実を図ってきました。

項目 主な取り組み状況

Ⅰ 子どもたちが明日には
ばたくまち

・児童育成計画を策定
・保育園で子育て相談を開始
・市立第一保育園の建替
・一時保育及び時間延長型保育を開始
・本町児童館の建設
・久米川児童館分室、秋津東児童館分室の改修
・化成小学校体育館の改修
・萩山小学校体育館の改修
・秋津小学校給食室の改修
・第四中学校、第六中学校、第七中学校の校庭の整備
・小・中学校に冷暖房設備を設置（コンピューター室等）
・青葉小学校、回田小学校、久米川小学校、八坂小学校にランチルームを設
置
・小学校にコンピューターを導入
・中学校のコンピューターを入替
・東萩山小学校に心身障害学級を設置
・富士見小学校、回田小学校、大岱小学校で高齢者ふれあい給食を開始
・白州山の家の建替

Ⅱ 生涯学び続けられるま
ち

・「生涯学び続けられるまち東村山」の作成及び人材バンクの開設
・学校施設を改築し、コミュニティ開放を充実
・中央図書館で時間延長サービスを開始

Ⅲ 市民文化を育むまち
・ふるさと歴史館の建設
・市史の編さん
・富士塚史跡の整備

Ⅳ スポーツが盛んなまち
・スポーツセンター屋内プールの建設
・運動公園テニスコートの整備
・多摩湖町ゲートボール場の整備



  19

基本目標４  「誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち」

Ⅰ 健やかな生活を支えるまち

   健康づくりを推進するため、「地域保健計画」を策定しました。保健所事業であった母

子保健事業が移管され、その対応を行ってきました。在宅寝たきり高齢者に対して訪問に

よる歯科診療を開始しました。

Ⅱ 誰もが自立して暮らせるまち

    高齢化社会への対応を図るため、「在宅福祉サービス計画」を策定しました。高齢者

在宅サービスセンター、在宅介護支援センターが開設され、これにより高齢者の福祉相談

やサービスの充実を図ってきました。新たな社会保険制度として、介護保険制度を開始し

ました。

Ⅲ 人と人のつながりで支えるあたたかなまち

   ノーマライゼーションの実現やバリアフリーのまちづくりなどを目指し、「障害者福祉

計画」を策定しました。

Ⅳ いきいきした地域コミュニティのあるまち

   市民のコミュニティ活動の拠点として、多摩湖ふれあいセンターを建設しました。男女

共同参画社会の形成に向けて、「東村山市女性プラン」を策定し、その推進を行ってきま

した。

項目 主な取り組み状況

Ⅰ 健やかな生活を
支えるまち

・地域保健計画を策定
・母子保健事業を開始
・在宅寝たきり高齢者の訪問歯科診療を開始

Ⅱ 誰もが自立して
暮らせるまち

・在宅福祉サービス計画を策定
・高齢者在宅サービスセンターを開設（めぐりた、ハトホーム）
・在宅介護支援センターを開設（白光園、寿、社会福祉協議会、緑風荘）
・高齢者の住宅改造費を助成
・介護保険制度を開始
・萩山憩いの家の改築

Ⅲ 人と人のつなが
りで支えるあた
たかなまち

・障害者福祉計画を策定

Ⅳ いきいきした地
域コミュニティ
のあるまち

・多摩湖ふれあいセンターの建設
・恩多ふれあいセンターの建設
・東村山市女性プランを策定
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「計画の推進に向けて」

1 市民とのパートナーシップの醸成

  情報公開条例を制定し、市役所に情報コーナーを設置するなど情報公開を進めてきまし

た。まちづくりシンポジウムを開催するなど市民参加の機会と場の拡充を図ってきました。

新たな市民サービスとして、市内公共施設に地域サービス窓口を設置しました。

行財政改革の推進

  増大する行政需要への対応を図るため、行財政改革大綱を策定し、その推進に取り組ん

できました。主要事業進行管理システムを導入し、柔軟な施策推進体制の強化を図ってき

ました。情報の有機的な結合、利用を図るために行政事務の電算化を推進してきました。

項目 主な取り組み状況

市民とのパートナー
シップの醸成

・情報公開条例を制定
・市役所に情報コーナーを設置
・まちづくりシンポジウムを開催
・地域サービス窓口を設置

行財政改革の推進
・行財政改革大綱を策定
・主要事業進行管理システムを導入
・行政事務の電算化を推進
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基本目標１　東村山の風土を守り、つくり育てるまち

１緑の保全と創造

基本方針

「東村山市緑の基本計画」に基づいて、歴史と文化を誇る豊かな緑を守り、魅力ある新たな

緑を増やし、美しい景観の保全・形成を図ります。

そのため、緑の拠点づくりを目指し、市内に残された緑を積極的に保全し、緑のネットワー

ク化を図ります。

また、緑化事業を推進し、道路や公共施設等の公共空間の緑を増やすとともに、緑化意識の

啓発や、市民や企業の緑化活動を支援します。

現状と課題   

武蔵野の面影を残す雑木林に代表される本

市の緑は「東村山らしさ」を表す里山※として

保存していくことが、市民の多くから望まれて

います。また、多磨全生園、小平霊園、東京都

東村山老人ホームなどの大規模な公共施設に

も緑が多くみられます。

緑は生物の生息環境としても大切であり、さ

らに、自然の水循環を維持したり、市民の憩

い・うるおいの場を提供するなど多様な機能を

備えています。

しかし、近年の急激な都市化にともなう市街

地の拡大により、樹林地や農地等市内の緑は

年々減少しています。

このような状況を踏まえ、市では平成10 年

度に「緑の基本計画」を策定し、緑の保全と創

出のための基本的な方針をとりまとめました。

今後は、この方針に沿って、市民・事業者・

行政のパートナーシップにより、里山をはじめ

とする市内の樹林地や農地等の緑を守り、つく

り、育てていくことが必要です。

同時に、多摩六都※における緑地空間として

の重要性を認識し、全生園の保全に向けた検討

を進めることが求められます。

施策の体系

● 緑の拠点づくり

● 緑の保全と創造

●緑化事業の推進

　豊かな緑とゆとりあるまち

※里山：「東村山市緑の基本計画」のなかで「みど

りと生き物が共生する地域」と示されている。

※多摩六都：東村山市を含む多摩北部地域の五都

市で形成する「多摩北部都市広域行政圏」の呼

称。

Ⅰ

緑被率及び構成要素の推移



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●緑の拠点づくり

　緑地保全の推進

雑木林等の緑地の保全に向けて、緑地

等に関する現況の把握を進めます。また、

緑地保全基金を活用し、樹林地等緑地の

取得に努めます。

　緑のネットワークの整備

市内のどこでも、緑に親しみ豊かさを

実感できるよう、野火止用水や空堀川等

の河川や緑地を結ぶ緑のネットワーク

の拡大を検討します。また、多摩湖周辺

に市民と緑・水のふれあいの場となる施

設の整備を東京都に要望します。

　自然景観の保全

八国山や野火止用水等、市内に残る自

然景観を、関係機関と協力し保全に努め

ます。また、多磨全生園などの大規模な

公共施設のみどりの保全に向けて、関係

機関に対し市民とともに要請していき

ます。

●緑化事業の推進

　樹林・樹木等の保全

民有地に残された豊かな緑を守るた

め、緑地保護区域・保存樹木の指定等保

全に対する支援を継続して行います。

　緑化意識の普及・啓発

市民の協力による緑のまちづくりの

ため、市民団体を支援していきます。ま

た、市報・インターネット等を活用して

「緑の基本計画」の周知に努めるととも

に、緑化に対する市民の意識を高めるた

め、緑の祭典などのイベントの開催や、

パンフレットの配布などの広報活動を

進めます。

　公共施設・民有地の緑化推進

まちの緑化を進めるため、学校等の公

共施設ならびに事業所等の計画的な緑

化を促進するとともに、一般家庭の生垣

造成に対する助成を行います。

　緑道整備と道路沿線の緑化

道路整備にともなって、沿道に花木等

の街路樹を植栽するほか、市街地の空間

を利用した緑地を整備します。また、空

堀川の旧河道の緑道整備を進めます。

基
本
目
標
１

八国山緑地



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち

市民懇談会でのご意見　　公園や広場の管理を地域住民で取り組むことによって交流が図れるのではな
いか。

26

２公園の整備

基本方針

地域の特性に応じた特色ある公園整備を計画的に推進します。

このため、公園用地の計画的な確保や安全で快適な広場空間の確保に努めます。また、既設

の公園施設の改善ならびに維持管理・運営の充実を図ります。

現状と課題   

公園は、自然とのふれあい・憩い・レク

リエーション・スポーツ等の場となるほか、

災害時の避難空間ともなるなど、多様な機能

を持っています。

本市には、東村山中央公園・狭山公園と

いった都立公園があり、周辺市に比較すると

大規模な公園が多く見られます。また市でも、

北山公園等の都市公園や、児童遊園、仲よし

広場等、生活に身近な公園や、農業振興との

連携による「農と緑の体験パーク」の整備を

進めてきました。

しかし、市街化の進展にともなって、自

由に遊べる空間も減少しつつあり、身近な公

園を求める声が高まっています。また、環境、

福祉を重視する視点から、生態系の保全・回

復をしたり、誰もが使いやすい公園としてい

くことが求められます。さらに、地域コミュ

ニティを育んだり、市民が公園の計画や維持

管理に関わっていけるようなしくみが必要

となっています。

施策の体系

● 公園の整備　　　　●公園の整備

　豊かな緑とゆとりあるまちⅠ

１人あたり公園面積（広域６市比較）（平成９年４月）
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●公園の整備

　公園・広場の整備

誰もが使いやすい公園とするよう、既

設公園の改善に努めます。そのほか、生

態系回復の視点から、公園敷地のなかに

動植物の生息空間を確保していきます。

また、新たに開発される地区では、公

園・広場を確保するよう開発者に指導し

ます。

　特色ある公園整備

街中にポケットパーク※等を整備す

るなど地域の特性に合わせて特色ある

公園・広場を整備します。また、公園の

維持管理を市民と連携して行う制度を

検討し、市民に身近な公園づくりを目指

します。

※ポケットパーク：わずかな土地を利用して、道

路脇などにつくられる小さな公園。若干のベン

チなどが設置される。

基
本
目
標
１

北山公園
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３河川・水辺空間の整備

基本方針

河川の安全性、防災性を高めるため、河川改修と橋梁の整備を進めます。河川の改修・整備

にあたっては、河川環境の保全と回復、景観の保全と向上を目指し、市民に親しまれる河川・

水辺空間の整備を進めます。

現状と課題   
本市を流れる北川、前川などの河川や野

火止用水の水辺は、まちにうるおいを与え、

市民の憩いの場となっているほか、川沿いの

自然空間が市内の緑のネットワークを形成

しており、生物にとっても大切な空間です。

本市では、これまで氾濫防止のため空堀

川や北川等の改修を進めてきましたが、水に

親しみたいという市民の要望に対応し、従来

の「治水」に加え、水辺に親しみやすくする

という「親水空間の創出」の視点を重視する

ことが必要になってきました。

今後はさらに湧水と河川等の水辺と緑を

つなぐことで、市民の憩いの場をつくるとと

もに生物の生息環境を創出していくことが

必要となっています。こうした環境整備や維

持管理の際、地元ボランティア団体との連携

やＮＰＯとの協力なども必要です。

また、湧水については、自然の水循環を

回復することにより、保全することが求めら

れます。

一方、市内の河川にかかる橋梁のうち、

およそ半数は昭和初期から30年代に架設さ

れたもので幅員が狭く、円滑な交通を妨げて

いるものもあり、整備が必要となっています。

施策の体系

● 

●

● 橋梁の整備

河川・水辺空
間の整備

河川改修の推進、
水辺空間の整備

　豊かな緑とゆとりあるまちⅠ

せせらぎの道
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●河川改修の推進、水辺空間の整備

　親水施設の整備と水辺と緑のネットワーク化

自然の再生や親水機能の回復を目指

し、北山親水施設の整備を進めます。

また、せせらぎの道を含めた、湧水・

河川等と緑の空間のネットワーク化を

図ります。

　河川環境の保全

流水量の確保と水質浄化など、河川本

来の機能を回復するための方策を検討

します。

また、市民の協力を得ながら、河川等

の維持管理を進めます。

　河川改修の推進

空堀川改修事業の促進を東京都に要

請します。

●橋梁の整備

　橋梁の整備

景観や安全性に配慮し、計画的に

橋梁の改修を進めます。

基
本
目
標
１

空堀川・川まつり
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市民懇談会でのご意見　　景観の統一を図って欲しい。生垣を作る条例等、具体的方策が必要である。30

１東村山らしい景観の創造

基本方針

東村山らしい都市景観の創造に向けて、景観行政推進の基本となる指針を策定します。

また、身近な環境美化や緑化活動等を通じ、景観に配慮したまちづくりへの意識を高める活

動を推進します。

現状と課題   

「景観」には、自然景観・都市景観・歴史

的景観等さまざまなものがありますが、本市

は、雑木林や農地、緑地、貯水池等の自然景

観に恵まれ、住宅等の都市景観と併存してい

ます。また歴史的景観として、正福寺や徳蔵

寺､ライシャワー記念館等の歴史的資源を大

切に受け継いでいくことが求められます。

こうした景観に関する市民の関心も高ま

っており、特に景観を保護・保全するだけで

なく、良好な都市景観を形成することへの要

請がますます強まっています。

今後は、市民の理解と協力のもとに、東村

山らしい景観を総合的なまちづくりの視点か

ら捉え、景観づくりの指針を策定するととも

に、まちなみ整備等に取り組んでいくことが

必要となっています。

施策の体系

● 景観行政体系の整備

● 

● 景観事業の推進

緑と都市がおりあう新たな風景を創造するまちⅡ

東村山らしい
景観の創造
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●景観行政体系の整備

　景観指針の策定

東村山らしい良好な都市景観を形成

するため、景観に関する基本的な指針を

市民との共通認識のもとに策定します。

●景観事業の推進

　文化ともりのネットワーク整備

「文化ともりのネットワーク形成プ

ラン」を推進し、本市の文化的・歴史的

環境と自然が調和した東村山らしいま

ちづくりに努めます。

　景観意識の啓発

東村山30景事業等を通して景観に対

する市民の理解を深めるため啓発活動

を継続するとともに、里山などの東村

山らしい景観を評価する景観保全・形

成のための指標づくりを進めます。

基
本
目
標
１



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち

市民懇談会でのご意見　　緑地確保、体験農地確保のために、都市農業を守っていくことが必要である。32

１農地空間の保全と都市農業の推進

基本方針

農地を市街地のなかの貴重な緑の空間として捉え、積極的に保全を図っていくとともに、農

地の持つ多様な機能をまちづくりに活かしていきます。

そのため、農業振興の基本方針を定めた「農業振興計画」に基づき、農業経営を安定させ、

新たな農業への転換を支援することによって、都市農業の確立、農地の保全を図ります。

また、農地を活用し、市民と農業のふれあいの場の整備に努めます。

現状と課題   
農地は、食糧供給のために極めて重要な

存在であるとともに、緑地機能、災害時の避

難場所ともなる貴重なオープンスペースと

しての機能など多様な役割を果たしていま

す。また、平成11 年には、新農業基本法が

制定され、都市近郊における農業振興の重要

性が示されました。

一部には農業回帰の動きもみられますが、

本市においても、宅地開発の進行や農業従事

者の高齢化、農産物価格の低迷などにより、

全体的には農地の減少傾向に歯止めがかか

っていない現状にあります。

貴重な農業・農地を、将来にわたって維

持・保全するため、農地の保全・活用や農家

の経営安定のための施策を展開することが

課題となっています。

今後は、「農業振興計画」に基づいて、生

産緑地の保全、市民と農業とのふれあいの場

の整備推進、地場農作物の育成などを含めた

総合的な施策展開により、農地の保全や農業

の再活性化に努めていくことが必要です。

施策の体系

● 新しい農業への転換

● 

● 農地の活用

　環境を支える農のあるまちⅢ

農地空間の
保全と都市
農業の推進
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●新しい農業への転換

　農業振興計画の推進

農と住が調和したまちづくりを進め、

生産緑地の保全に努めます。また、農業

後継者を支援します。

　有機農業の推進

有機農業を推進し、安全で付加価値の

高い農産物を供給するため、土壌の有機

質化を図る優良たい肥の供給等の支援

を行います。

●農地の活用

　ふれあい農業の推進

市民自らが耕作し、農業を体験できる

よう市民農園を整備するなど、農地の保

全・有効活用を図ります。

基
本
目
標
１

市民農園
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１地域環境と地球環境の保全・向上

基本方針

基本的な環境行政の体系を整理し、「環境基本計画」の策定を進め、市民・事業者・行政が連

携して環境の保全・整備に総合的に取り組んでいきます。

現状と課題   
環境問題は、従来の産業型公害に代表さ

れるような地域の問題から、オゾン層破壊、

地球温暖化等の地球規模の問題として認識

されるようになってきました。平成９年には

地球温暖化防止京都会議が開催され、市民の

環境に対する認識もますます高まっていま

す。緑や水・ダイオキシン等の地域の環境問

題と、オゾン層や地球温暖化等の地球環境問

題を総合的に捉えられるように、家庭での個

人レベルの取り組みから、国際的に環境ＮＧ

Ｏとして活動する取り組みまで、市民の参加

は活発化しています。

今後は、住宅都市として身近な地域の問

題をはじめ、地球規模の環境保全まで環境を

総合的に捉え、市民・事業者・行政が一体と

なって、体系的に取り組んでいくための「環

境基本計画」の策定と、それに基づいた施策

の実行が求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●

●　　　　　　　　●市民活動への支援

　　　　　　　

　　　　　　　　　●地球環境の保全・向上

　やさしいライフスタイルをつくるまちⅣ

環境行政体系の整備
と環境管理システム
の導入

地域環境と地球
環境の保全・向上
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●環境行政体系の整備と環境管理システム

の導入

　環境行政体系の整備

環境基本条例・基本計画等の環境行政

の指針を策定します。

　環境管理システムの導入

環境改善への取り組みを率先して行

い、市内事業所の環境管理システム導入

を促すため、ＩＳＯ14001 の認証の取得

を目指します。

　環境保全意識の啓発

環境を保全していくための身近な取

り組みを促すため、環境教室の開催やキ

ャンペーンの実施などを通じて意識の

啓発を図ります。

●市民活動への支援

市民活動への支援

消費活動などを通じて環境改善に取

り組む市民への支援を検討します。

●地球環境の保全・向上

　地球温暖化の防止

地球規模の環境改善を目指すため、地

球温暖化防止行動計画を策定し、計画に

基づいて取り組みを進めます。

基
本
目
標
１

東村山市環境週間
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36

２環境美化と公害防止の推進

基本方針

住宅都市としての良好な環境をつくるため、環境美化、衛生環境の改善、公害の防止を市民、

事業者、行政が一体となって進めます。

現状と課題   
本市では、ごみのない美しい都市を目指

し環境美化デーを設定するなど、美化運動を

展開してきましたが、ごみや空き缶の投げ捨

てなどは、依然として後を断ちません。環境

美化は、市民一人ひとりが関心を深め日常生

活のなかで取り組むことが重要です。

そのために、教育や啓発を行ない、地域

ボランティア活動と行政の連携を進めるな

ど、多角的視点から環境美化の推進に努めて

いくことが必要です。市民団体や企業が、道

路や公園等の公共施設の「里親」となり、自

らが維持管理に努める「アドプト事業※」の

導入なども求められます。

また、市内に点在する空き地は、病害虫

の発生源となったり、ごみの不法投棄場所と

なるなどの問題を生じており、適切な管理を

指導していく必要があります。

一方、自動車交通に起因する大気汚染、

生活排水による河川等の水質汚濁、工場等の

周辺騒音対策など、様々な都市・生活型公害

問題に対応するため、引き続き監視体制の強

化とともに適切な指導が望まれています。

施策の体系

　　　　　　　　　●環境美化の推進

●　　　　　　　　●衛生環境の向上

　　　　　　　　　●公害対策の強化

環境美化と公害
防止の推進

　　　 やさしいライフスタイルをつくるまちⅣ

※アドプト事業：市民団体や企業が一定の区間の道路や河

川、公園等の公共施設の「里親」となり、定期的に美化活

動を行うボランティア制度。担当区間に団体・企業名の入

った看板を立て、社会貢献をアピールできる。
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●環境美化の推進

　環境美化意識の啓発

環境美化デーを推進するとともに、さ

まざまな機会を捉え、市民一人ひとりの

美化意識の向上を図ります。

　環境美化活動団体の育成

環境美化活動団体や個人の活動を支

援し、環境美化推進員など地域における

リーダーの育成・充実を図ります。また、

道路や公園の管理にあたり、アドプト事

業などの導入について可能性を検討し

ます。

●衛生環境の向上

　空き地管理指導

ごみが不法に投棄されたり、病害虫の

発生源となる恐れのある空き地の適正

な管理を指導します。

　病害虫駆除

河川や水路、側溝の病害虫駆除を行い、

衛生環境の向上を図ります。

●公害対策の強化

　公害防止の意識啓発

環境週間等の機会を捉え、公害防止の

意識を向上させる広報活動を推進する

とともに、近隣公害に対する相談及び指

導の強化を図ります。

　公害監視・指導の強化

大気・水質・騒音等の監視体制を強化

し、事業所等に対する排出指導を行い

ます。

基
本
目
標
１

北川クリーンアップ作戦



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち

市民懇談会でのご意見　　ごみ問題、環境教育への取り組みが弱いのではないか。38

３リサイクルとごみ処理の推進

基本方針

「一般廃棄物処理基本計画」等の考え方に基づいて循環型社会構築のための取り組みを推進

するとともに、中間処理施設の整備と効率的な収集処理を進めます。

そのため、市民・事業者・行政が意識を高め、各々の役割を果たしながら一体となってリサ

イクルとごみの減量を進めます。

現状と課題   

人口の増加や市内の経済活動の活発化、

生活様式の変化等にともなって、ごみの排出

量は年々増大するとともに、質的にも変化し

てきました。ごみ問題は全国的に深刻化し、

国レベルでは「容器包装リサイクル法」「特

定家電リサイクル法」等が成立し、循環型社

会の形成が明確な目標として認識されるよ

うになりました。

本市では、中間処理施設である「秋水園」

において適正な処理を行うとともに、ごみの

分別収集を細分化したほか、生ごみのたい肥

化・美住リサイクルショップの開設を行って

きました。その結果、市民の理解と協力によ

り、ごみの資源化率は増加しており、可燃ご

みの排出量は、近年横ばいの傾向にあります。

しかし、ごみ最終処分場である日の出町

二ツ塚処分場の容量も限界があることから、

今後もごみの分別収集・生ごみのたい肥化や

流通・リサイクルショップのさらなる展開等

により、ごみの減量化・リサイクルをさらに

進めていくことが必要です。

また、「秋水園」は、総体的に処理施設が

耐用年数に達しており、施設の再整備を着実

に進める必要があります。

これらの課題に対応していくためには、

平成11 年度策定の「一般廃棄物処理基本計

画」を推進していくとともに、他の自治体と

連携して広域的・将来的・総合的視点で施策

を展開していくことが必要です。

施策の体系

　　　　　　　　　●中間処理施設の整備

●　　　　　　　　●ごみ減量・リサイクルの推進

　　　　　　　　　●最終処分地対策の推進

リサイクルとご
み処理の推進

　　　 やさしいライフスタイルをつくるまちⅣ

ごみ収集量の推移



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●中間処理施設の整備

　秋水園施設再生整備

既存の施設の維持管理に努めるとと

もに、ごみ焼却炉延命化を進めます。ま

た、廃プラスチック処理・不燃物破砕施

設等の整備とともに周辺環境の整備・改

善を進めます。

　資源化システムの構築

循環型社会へ対応するための資源化

システム等のあり方について検討を深

めていきます。

●ごみ減量・リサイクルの推進

　ごみ減量・リサイクル意識の啓発

学校教育、社会教育等のあらゆる機会

を捉え、市民の環境に対する理解を深め、

意識の啓発を図ります。また、分別収集

の徹底を図るため、指導の強化と意識向

上のためのイベントなどＰＲ活動を実

施します。

　ごみ減量の推進

ごみの減量を推進するため、生ごみの

たい肥化等の取り組みを進めます。

　リサイクルの推進

美住リサイクルショップの活動を充

実させ、リサイクルをさらに推進します。

　ごみ減量・リサイクル体制の整備

ごみ減量・リサイクルを推進していく

ため、分別を細分化するなどの新たな分

別収集システムの導入について検討を

進めるほか、他の自治体との連携体制等、

合理的な体制整備を図ります。

●最終処分地対策の推進

　最終処分量の削減

廃棄物広域処分組合と協力して焼却

残渣のエコセメント化等を進めること

により、最終処分場の延命化を図ります。

基
本
目
標
１

生ごみのたい肥化実験



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち

市民懇談会でのご意見　　雨水浸透を考慮した道路整備をして欲しい。40

４下水道の整備と水資源の有効活用

基本方針

｢公共下水道雨水計画｣に基づき整備を進めるとともに、雨水の貯留や浸透など、雨水の有効

活用を図ります。

また、市内全域に普及した公共下水道汚水事業については、施設の適切な維持管理に努めま

す。

現状と課題   

下水道は衛生的で快適な都市環境を実現

する上での根幹的施設のひとつです。

本市では、公共下水道汚水整備について

は平成７年度末に100%完了しています。

今後は水洗化の推進ならびに、施設の維

持・管理が主体になるとともに、下水道事業

の健全経営を維持するため、下水道使用料の

適正化も必要となります。

公共下水道雨水整備については、放流先

となる空堀川や前川・出水川の改修等と連携

し、その進捗に合わせて整備することが必要

となっています。さらに、冠水等の雨水被害

の早期解消を図るとともに、黒目川流域の広

域的な整備も必要となっています。

一方、河川流水の枯渇化防止、地下水の

涵養のため、雨水浸透を進めるほか、雨水の

再利用など限りある水資源を有効に活用す

ることが求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●公共下水道の維持・管理

● 　　　　　　　　　

　　　　　　　　　●雨水事業の推進

下水道の整備と
水資源の有効活
用

　　　 やさしいライフスタイルをつくるまちⅣ



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●公共下水道の維持・管理

　下水道汚水施設の維持管理

公共下水道の不明水調査等を行い、施

設の適切な維持管理に努めます。

　下水道使用料の適正化

下水道会計の健全化のため、使用料の

適正化を図ります。

●雨水事業の推進

　公共下水道雨水計画の推進

下水道雨水事業については、黒目川流

域幹線を関連３市で協力して整備する

とともに、浸水対策としての空堀川排水

区一部地域の幹線整備を進めます。また、

既存の雨水配水管を最大限に活用しな

がら、河川の改修等と調整を図りつつ、

「雨水計画」に基づく推進に努めます。

　雨水有効活用の推進

雨水の有効利用の必要性について啓

発するとともに、雨水の有効活用を図り

ます。

基
本
目
標
１



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち
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５上水の安定供給

基本方針

管路や漏水の調査を実施し、老朽管や漏水の早期発見に努めるなど適切な維持・整備を行い、

上水の安定供給を図ります。

また、「地域防災計画」と連携し、災害時にも対応できる応急給水体制を整備するとともに、

水は限りある資源であるという認識のもと、市民・事業者の節水意識の向上を図ります。

現状と課題   

本市では、上水道の整備は全市域に普及

しており、これまでも安定した供給を行って

きましたが、漏水対策として、給水栓取り出

し管の取り替えが必要となっています。

また、近年、夏季の水不足が深刻化する

など、水は限りある資源であるという認識の

もと、節水をさらに推進することが必要とな

っています。

一方、阪神・淡路大震災で、災害時にお

ける水の確保が課題として再認識され、「地

域防災計画」と連携した応急給水体制等が求

められています。

施策の体系

● 上水の安定供給　　　●上水の安定供給

　　　 やさしいライフスタイルをつくるまちⅣ



１ 東村山の風土を守り、つくり育てるまち
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●上水の安定供給

　上水施設の整備

漏水防止のため、計画的に漏水調査を

実施し、給水管の取り替えや給水取り出

し管のステンレス化等の整備を進め、安

定供給に努めます。また、上水関連施設

の耐震化を検討します。

　応急給水体制の整備

災害など緊急の場合に水の確保がで

きるよう応急給水体制を整備します。

　節水意識の高揚

市民や企業に対する節水意識を高め

るため、広報・啓発活動を進めます。

基
本
目
標
１

東京都水道局東村山浄水場



市民懇談会でのご意見　　都市計画道路の整備を早く進めるべきだ。46

目標２　これからも住み続けたい快適なまち

１都市機能を高める道路の整備

基本方針

「都市計画マスタープラン」に基づいて、住宅都市としての都市機能を高めるための骨格と

なる道路の整備を積極的に推進します。特に、東村山駅周辺地区・久米川駅周辺地区・秋津駅

周辺地区を結ぶ都市計画道路の整備を重点的に推進するとともに、府中街道など広域幹線の整

備については、その促進を東京都に要請します。

現状と課題   

都市機能を高める幹線道路は、市民の生活や

産業・経済活動を支える交通機能のほか、災害

時における避難・救援路や延焼遮断帯・ライフ

ラインの整備空間としての機能や、都市景観の

形成要素として、多様な機能を果たしており、

まちづくりの骨格となるものです。

自立した住宅都市として良好な市街地の形

成を図るためには、その骨格となる道路の整備

が不可欠です。

しかし、本市では、都市計画道路をはじめと

する幹線道路の整備が遅れており、都市機能の

向上を妨げてきたことは否めません。従って、

今後はまちの骨格となる都市機能を高める道

路整備の積極的な推進が必要です。

　特に、「都市計画マスタープラン」の示す、

東村山駅周辺地区、久米川駅周辺地区、秋津駅

周辺地区を結ぶ重点路線の整備が重要課題と

なっています。

こうした幹線道路の整備にあたっては、沿道

の環境悪化を極力抑えるための配慮や、歩道を

広くとること等により歩行空間を形成するこ

とも求められます。

施策の体系

●　　　　　　　　●幹線道路の整備

　　　　　　　　　

Ⅰ　くらしを結ぶネットワークが整ったまち

都市機能を高め
る道路の整備

都市計画道路３・４・27 号線（完成イメージ）



２ これからも住み続けたい快適なまち

47

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●幹線道路の整備

　都市計画道路の整備

都市計画道路３・４・27 号線を市の

シンボルロードとして整備するととも

に、都市計画道路３・４・26 号線の整

備を積極的に推進します。また、それら

をつなぐ３・４・５号線の整備を推進し

ます。

　広域幹線道路の受入れ

飯能・所沢線の受入れについては、東

村山市として望ましいあり方を検討し、

東京都と協議を進めていきます。

　都道整備の促進

府中街道、所沢街道、都道128号線、

都道226号線の整備促進ならびに「都道

スイスイプラン100」に基づく秋津町三

丁目沢の台交差点の改良を東京都に要

望します。

基
本
目
標
２

都市計画道路３・４・26 号線（完成イメージ） 府中街道の整備（完成イメージ）



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　子供や障害者等が安心できるように、生活道路の整備（歩道･自転車道の整備、
電線の地中化、バリアフリー化等）を優先的に実現して欲しい。

48

２生活の豊かさを高める道路の整備

基本方針

幹線道路との連結や地域環境の改善などの事業効果や優先度、さらに、各地域における事情

を考慮しながら「（仮称）生活道路整備方針」を策定し、計画的に狭隘道路の拡幅や歩道の設置・

改良整備を進めます。

現状と課題   

生活道路は、幹線道路とのネットワーク

化により、市民の活動を支える都市基盤とし

ての役割とともに、そこで人と出会い、語ら

い、時には憩う、生活空間としての役割を持

っています。

しかし本市の生活道路は、幅員が狭く幹

線道路の渋滞をさけた自動車が進入するな

ど、歩行者の安全な通行や生活環境に支障を

きたしています。誰もが安全に通行でき、憩

える空間の形成に向け、狭隘道路の拡幅や歩

道設置など道路機能を向上させるとともに、

安全でうるおいのある道路整備が求められ

ています。

様々なまちづくりの機会を活かし、幹線

道路も含めた総合的な道路ネットワークの

視点も持ちながら、狭隘道路の拡幅、線形の

改善、隅切りや歩道の確保などを着実に進め

ていくことが必要です。

このため、地域の特性や整備の効果を十

分に勘案した生活道路の整備指針を策定す

ることが必要となっています。

施策の体系

●　　　　　　　　●生活道路の整備

　　　　　　　　　  

生活の豊かさを高
める道路の整備

　くらしを結ぶネットワークが整ったまちⅠ



２ これからも住み続けたい快適なまち

49

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●生活道路の整備

　市道整備の計画的推進

生活道路の整備を計画的に進めるた

めに、「（仮称）生活道路整備方針」を策

定し、それに基づく用地取得・拡幅改良

事業を推進します。特に、危険個所・危

険区間の改良事業を重点的に進めます。

　私有道路整備促進

公道に準じて、私道についても整備を

促進します。

基
本
目
標
２

東村山市道 363 号線



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　自動車なしで暮らせる基盤整備をして欲しい。50

３交通環境の整備

基本方針

安全で快適な交通環境の整備を目指し、高齢者や障害者をはじめ誰もが安心して通行できる

環境づくりに努めるほか、交通安全対策の充実を図ります。

また、自動車への依存を減らすため、市内の自転車利用を促進します。

現状と課題   

違法駐車や駅前の放置自転車は、自動車

の円滑な交通や歩行者の安全を確保する上

で大きな問題となっています。

また、本市は踏切が多く、その幅が狭い

ものもあり、踏切における自動車の渋滞や歩

行者の安全が課題となっています。

このような状況から、駐輪場の確保や駐

車・駐輪対策の強化、狭隘踏切道の改良など

交通環境の整備を進めるとともに、自転車利

用の推進など自動車への依存を減らす取り

組みが求められています。

また、だれもが安全で快適に通行できる

よう、バリアフリーの視点に立った歩行者環

境の整備も必要です。

さらに、市内の交通事故に再び増加傾向

もみられ、交通モラルの向上等、総合的に交

通安全対策を進めていくことが求められま

す。

施策の体系

　　　　　　　　　●交通環境の整備

●交通環境の整備

　　　　　　　　　●交通安全対策の充実

　くらしを結ぶネットワークが整ったまちⅠ

八坂駅のエスカレーター



２ これからも住み続けたい快適なまち

51

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●交通環境の整備

　踏切改良整備

西武園線東村山第５号踏切及び国分

寺線小川第３号踏切など、狭隘踏切を拡

幅整備し、交通の円滑化と歩行者の安全

確保に努めます。

　駐輪対策の推進

駐輪場の整備を進めるとともに、自転

車利用者に対して指導・啓発するなど放

置自転車対策に努めます。

　自転車利用の促進

「自転車利用環境整備計画」を策定し、

それに基づき計画的な環境整備を進め、

自転車利用を促進します。

　歩行者環境の整備

歩道設置や歩道上の工作物の移設、段

差解消などの整備に努めます。また、駅

前トイレやベンチの設置など歩行者環

境の改善を進めます。

さらに、東村山駅にエレベーター等の

設置を進めるほか、他の駅についてもエ

レベーター等の設置を関係機関に要請

します。

●交通安全対策の充実

　交通安全施設の整備

ガードレール、カーブミラー、信号機、

道路標識等の交通安全施設の設置を進

め、安全性の確保に努めるとともに、地

域住民の意向を踏まえながら、コミュニ

ティゾーン※の整備を進めます。

　交通安全意識の啓発

交通事故を防止するため、安全意識の

啓発に努め警察署や交通安全協会等の

関係機関との連携を密にし、安全対策を

進めます。

※コミュニティゾーン：歩行者の安全性、快適性、利便

性の向上を図るため、最高速度の交通規制や道路に高

低差を設けるハンプの設置等により、総合的な交通安

全対策が整備された区域

基
本
目
標
２

コミュニティゾーン



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　久米川駅付近に武蔵野線新駅の設置をして欲しい。52

４公共交通ネットワークの整備

基本方針

市民の利便性の向上に向けて、鉄道、バス等の公共交通網の充実を関係機関に要請するとと

もに、主要駅の駅前の整備など交通環境の充実に努めます。

また、武蔵野線新駅設置の可能性について調査・検討を進めます。

現状と課題   

本市には鉄道駅が９駅あり、その利便性

は高いものの、鉄道相互間の乗り換えや鉄道

とバスの連絡、駅間を結ぶ道路の状況、鉄道

による道路の分断など、公共交通のネットワ

ークの整備に向けて多くの課題を抱えてい

ます。

こうした状況から、秋津駅・新秋津駅間

の乗換えの利便性の向上や駅前広場の整備

などまちづくりと一体となった整備を進め

るとともに、円滑な移動手段の確保と適切な

配備に向けて、新たな公共交通網の再構築を

図りながら、バスレーンやバスベイの設置な

どバス路線の充実を図る必要があります。

また、将来に向けた新たな公共交通網と

して、武蔵野線新駅の調査、検討が求められ

ています。

施策の体系

●　　　　　　　　●交通網の整備

　　　　　　　　　  

公共交通ネット
ワークの整備

　くらしを結ぶネットワークが整ったまちⅠ



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　バス路線の整備等により、交通の便を良くして欲しい。 53

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●交通網の整備

　バス路線網の充実

新たなバス路線の開設や延長をはじ

め、定時運行と交通渋滞を緩和するため

のバスレーン・バスベイの設置や、高齢

者・障害者のためのノンステップバスの

導入を関係機関に要請します。

また、市民の移動手段の確保のために

コミュニティバスの導入を進めます。

　新たな公共交通網の検討

武蔵野線と西武新宿線の乗り換え接

続性向上のため、武蔵野線の新駅設置の

調査・検討を進めます。

基
本
目
標
２

公共共通ネットワーク



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　情報産業と、産業の活性化が必要では。54

５情報ネットワークの整備

基本方針

進展する情報技術に対応して情報網・システムの整備を進め、広報・広聴活動等の市民サー

ビスに活かしていきます。また、これらの活動を支える拠点の整備を併せて行います。

現状と課題   
インターネット・携帯電話等による双方

向通信等、近年の通信・情報関連の技術の発

展には目覚ましいものがあります。

この技術の活用により、電子商取引や電

子決済など産業分野はもとより、インターネ

ットによるショッピング等、市民生活にも多

くの変化が生じています。

本市でも、情報公開と市民意見の聴取等

のため、市独自のホームページが開設されて

いますが、市のまちづくりの推進にあたって

の情報の共有や合意形成のために、今後はさ

らにこれらの情報技術を、有効に活用される

ことが必要です。

これらの推進にあたっては、情報を入手

しにくい市民への対策、プライバシーの保護

の徹底など、きめ細かい対策を講じていくこ

とが必要です。

施策の体系

　　　　　　　　　●情報網・システムの整備

●

　　　　　　　　　●広報・広聴活動の充実

情報ネット
ワークの整備

　くらしを結ぶネットワークが整ったまちⅠ



２ これからも住み続けたい快適なまち

55

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●情報網・システムの整備

　地域情報化の推進

地域情報拠点として（仮称）情報セン

ターを整備します。また、庁内の情報化

との連携を図りながら、地域情報のネッ

トワーク化を進め、施設予約や防災情報、

緊急通報、行政窓口等の市民サービスに

活かしていきます。

　安全性の確保

市民が安心して情報システムを利用

できるよう、住民情報の漏洩防止など安

全対策の充実を進めます。

●広報・広聴活動の充実

　広報・広聴活動の充実

地域情報拠点や東村山市ホームペー

ジを利用した、双方向の広報・広聴シス

テムの構築を進めます。

　市民の情報活用の推進

市民がインターネット等の情報通信

に親しみ、活用ができるよう、体験の場

や機会を提供します。

基
本
目
標
２

東村山市ホームページ



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　特色ある駅前整備をして欲しい。56

１中心核の整備

基本方針

３つの核の個性ある整備に向け、「まちづくり研究会」等の地元組織の協力を得ながら取り組

みを推進します。

東村山駅周辺地区では、自然と歴史・文化あふれる雰囲気を活かしながら、西口の再開発事

業により緑と憩いの場のある駅前広場を整備し、文化施設等の機能と生活に密着した商業業務

機能を導入した建物整備を推進していきます。

久米川駅周辺地区では、商店街を活かした北口駅前広場の整備を推進していきます。

秋津・新秋津駅周辺地区では、駅南地区の区画整理事業等を推進していきます。

現状と課題   

商業・業務・サービスなど様々な都市機

能が駅の周辺に集積することは、買い物等の

市民の生活利便性を向上させるとともに、地

域の活性化や市民の交流の場の充実にもつ

ながります。

本市では、東村山駅東口周辺で、区画整

理等が行われ、一定の機能集積が進みました。

今後は、西口周辺についても新時代にふさわ

しい再開発を進め、駅の東西が一体となった

本市の中心核の形成を進めていくことが求

められています。

久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺につ

いても、東村山駅周辺と同等の中心核として、

それぞれの地域の特色をもつ都市機能の強

化を目指すことが求められます。

これら３つの中心核については、地域住

民・行政の協力体制により、実現に向けて取

り組んでいくことが必要です。

また、「都市計画マスタープラン」に示さ

れた、スポーツセンター付近への新たな核の

形成については、長期的課題として取り組む

必要があります。

施策の体系

　　　　　　　　　●東村山駅周辺整備

　　　　　　　　　●久米川駅周辺整備

　　　　　　　　　●秋津・新秋津駅周辺整備

　　　　　　　　　●新たな核の整備

Ⅱ　くらしの便利さと住みやすさが調和するまち

●中心核の整備

Ⅱ



２ これからも住み続けたい快適なまち

57

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●東村山駅周辺整備

　西口広場整備の推進

東村山駅周辺地区については、都市計

画道路3・4・9 号線、3・4・10 号線、

3・4・29 号線の整備を含む西口の再開

発事業により、駅前広場の整備を推進し

ます。

●久米川駅周辺整備

　北口広場整備の推進

久米川駅周辺地区については、都市計

画道路3・4・26号線の整備と併せ、北

口広場の整備を推進します。

●秋津・新秋津駅周辺整備

　秋津駅南口周辺整備の推進

秋津駅周辺地区については、駅南地区

の区画整理事業を推進するほか、都市計

画道路 3・4・27 号線、3・4・13 号線

の整備を推進します。

● 新たな核の整備

　新たな核の整備

スポーツセンター付近の新たな核づ

くりについては、都市計画道路 3・4・

27 号線の整備等と併せて、長期的視点

で検討します。

基
本
目
標
２

久米川駅北口広場（完成イメージ）



２ これからも住み続けたい快適なまち

58

２地域生活核の整備

基本方針

市民の日常生活を支える商店街等の生活利便施設と福祉・情報・行政サービス・文化・交流

等の機能が集積する地域生活核の形成に向けた取り組みを推進します。

現状と課題   
市民が利便性の高い生活を送るためには、

徒歩圏内に、日常生活用品や食料品を販売す

る商店や、福祉・情報・行政サービス・文化・

交流等の機能が集積した「地域生活核」を形

成することが求められます。

「地域生活核」は高齢者等の交通弱者に

とっても利用しやすく、また、商店街の活性

化にもつながるものとして期待されます。

様々な都市機能を集積する東村山、久米

川、秋津・新秋津駅周辺の「中心核」と機能

分担しながら、より身近で市民の日常生活の

利便性や快適性を高めるよう、適正に配置し、

必要な機能が導入されるよう、より具体的な

方針検討が求められています。

施策の体系

●地域生活核の整備　●地域生活核の形成

　　　　　　　　　

　くらしの便利さと住みやすさが調和するまちⅡ



２ これからも住み続けたい快適なまち

59

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●地域生活核の形成

　地域生活核の形成

地域に応じて必要な機能を検討する

とともに、地域生活核の形成の可能性に

ついても検討を進め、商店街の再整備の

機会等を活用した核の形成を支援・促進

します。 基
本
目
標
２



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　住宅密集が進まないうちに区画整理事業を行うべきである。60

３良好な住宅市街地の整備

基本方針

「都市計画マスタープラン」に基づき、住環境整備と住宅の供給・誘導を計画的に推進しま

す。

自然環境と都市環境が調和する快適でゆとりあるまちづくりを進めるために、適切な土地利

用を図るとともに、良質な住宅・宅地の供給に向けて土地区画整理事業等の誘導に努めます。

さらに都営住宅等の公的住宅の再生整備に併せて、高齢者・障害者に対する住宅の整備を図

ります。

現状と課題   

住宅都市である本市では、都市基盤の整

備、緑地空間の充実、公害対策等によって、

住環境を保全充実することが特に重要な課

題であるといえます。

本市では住宅施策の目標や施策の方向性

を示す「住宅マスタープラン」を策定し、そ

こに示した基本的な考え方に基づき、地域の

特性を踏まえた住宅供給・誘導を進めてきま

した。今後は、少子高齢化の進展やゆとりあ

る生活志向に伴う住宅に対するニーズの多

様化に対応し、新たに策定された「都市計画

マスタープラン」等とも整合した、適切な土

地利用の誘導と快適な住宅市街地の形成を

図ることが必要です。

施策の体系

　　　　　　　　　●住環境の整備

●

　　　　　　　　　●良好な住宅供給

良好な住宅市街
地の整備

　くらしの便利さと住みやすさが調和するまちⅡ



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　建物の高さ制限が必要である。 61

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●住環境の整備

　都市計画マスタープランの推進

「都市計画マスタープラン」に基づい

た良好な住環境形成を進めるため、まち

づくり条例を制定します。

　民間開発・建設の指導・誘導

用途地域の改正に基づき建物用途の

純化を図ります。また、民間開発事業者

の協力を得て道路・緑地等の都市基盤の

整備を進めます。

　土地区画整理事業の推進

良好な居住環境を持つ住宅地の整備

を推進するために、土地区画整理事業の

誘導を図ります。

●良好な住宅供給

　住宅施策の充実

良質な住宅地を保全・創出するため、

「地区計画」の適用や「建築協定」の誘

導を図ります。

　公的住宅の再生整備

都営団地など公的住宅の再生整備を

促進し、居住環境の向上と周辺整備を進

めます。

　高齢者住宅等の推進

公的住宅の建て替えに併せて、「東村

山市高齢者住宅計画」に基づき、高齢者

や障害者の住宅確保を図ります。

基
本
目
標
２



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　魅力的な商店街がない。商店数の減少により、高齢者の買い物が不便になっ
ている。62

１多様なニーズに応える商業の展開

基本方針

都市基盤と連携して魅力ある商業空間を整備するとともに、商店街が地域と密着した商業活

動を展開できるよう環境整備を推進します。

また、商工会活動の支援や市内産業のＰＲ等を通じて産業の振興を図ります。

現状と課題   

多様化する消費者ニーズに対応し、魅力

ある商業の振興を図るためには、地域の特性

に応じた商業地の形成が必要です。

しかし、消費者ニーズの変化や消費行動

の拡大による購買力の市外流出などにより、

特に市内の小売店を取り巻く経営環境は、極

めて厳しい状況にあります。

「まちづくり３法」（「中心市街地活性化

法」「大規模小売店舗立地法」「都市計画法

改正」）の成立も踏まえ、駅周辺の中心核等

における比較的広域的な商圏をもつ商業地

と、地域生活核等における地域密着型の商業

地のそれぞれにふさわしい活性化方策の推

進が必要とされています。

観光開発や地場産業の育成など、商工会

活動の支援等を通じ、地域産業の活性化・安

定化を図っていくことや、商店街活性化のた

めの新たな取り組みが求められています。

さらに、商店街を買い物の場としてのみ

ならず、地域住民が憩い、相互に触れあえる

コミュニティ活動の場としての商業地の形

成に努めていくことが求められています。

また、本市は、郊外に位置する住宅中心の都

市であり、就業の場は多くありません。職住近接

の実現や、昼間も活気ある市街地とするためには、

通信情報網を活用した新たな業種や多様な働き

方を生み出す産業を支援・育成していく視点も必

要です。

施策の体系

　　　　　　　　　●商業環境の整備

●

　　　　　　　　　●商業の活性化

Ⅲ　くらしを支える活力ある商工業のあるまち

多様なニーズ
に応える商業
の展開

Ⅲ



２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　情報産業等、産業の活性化が必要では。 63

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●商業環境の整備

　産業拠点の整備

商工会活動の拠点となる施設の整備

を検討します。

　商店街施設整備への助成

魅力ある商店街づくりのため、コミュ

ニティ商店街づくりを推進します。また、

共同宅配や地域特産品直売所の整備等

の支援を総合的に検討します。

●商業の活性化

　商工会活動・商店街共同事業への支援

観光・物産品の開発や「菖蒲まつり」

等イベントなど、商工会活動を支援しま

す。

また、商店街の活性化、経営の合理

化・効率化のための事業に助成を行いま

す。

　地場産業の育成

地場産業の育成に向けて、特産品販売

コーナーを設置します。

　市民産業まつりへの支援

市内の商業及びコミュニティの活性

化のため、「市民産業まつり」を支援し

ます。

　市内産業のＰＲ

市内産業を活性化するため、パンフレ

ット、ホームページ等を用いて市内産

業・特産品のＰＲを行います。

　中小企業の育成

市内の中小企業の育成や経営の近代

化を支援するため、経営相談、情報提供、

融資等の支援を行います。

　新たな産業の創出

農業と観光業の複合化による新たな

産業の創出や、業務の場づくりとしての

ＳＯＨＯ※支援の可能性を、商業振興の

観点からも検討します。

※ＳＯＨＯ：Small office,Home office の略.家庭や小

規模オフィスを利用した業務施設。

基
本
目
標
２



２ これからも住み続けたい快適なまち

64

２地域と共生する工業の展開

基本方針

商工会の支援などにより、工業の育成・近代化を図るとともに、都市づくり施策と連携しな

がら工業適地への工業施設の集約化等を支援し、工業環境の整備に努めます。

現状と課題   
本市の工業は、総じて零細な小規模企業

が大半を占めており、景気の変動を受けやす

い経営体質を有しているため、体質の改善・

強化を図りながら、工業の維持・発展に努め

る必要があります。

特に近年は、産業構造の変化等もあり、

従業者数、製造品出荷額等は伸び悩んでいる

状況にあります。

さらに、住宅と工場の混在が、近隣への

騒音問題や規模拡大の制約等、操業環境の大

きな課題となっています。

このような状況から、工業活性化のため

に、商工会を通して零細企業の支援や事業資

金の融資を行うなど、経営基盤の安定を図る

必要があります。また、工業適地への工業施

設の集約化等も必要となっています。

施策の体系

　　　　　　　　　●工業の育成

●

　　　　　　　　　●工業環境の整備

地域と共生す
る工業の展開

　くらしを支える活力ある商工業のあるまちⅢ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●工業の育成

　商工会活動への支援

交流会や研修会の開催、地域とのイベ

ント開催等の商工会の各種事業を支援

し、工業の振興を図ります。

　中小企業の育成と工業の活性化

市内の中小企業の育成や経営の近代

化を支援するため、東京都や商工会と連

携して、経営講座や技能研修、異業種間

交流等を促進するとともに、事業資金の

融資等を行い工業の活性化を図ります。

●工業環境の整備

　工業施設集約化の推進

工業施設の集約化を図るため、用途指

定等を総合的に検討します。

　公害防止施設の整備・推進

工場の公害防止施設を東京都の助成

により、整備促進します。 基
本
目
標
２

市営工場アパート



２ これからも住み続けたい快適なまち

66

１防災・保安体制の強化

基本方針

市民の生命・財産を守るため、大震災等に対応し、より実践的なものとなるよう「地域防災

計画」の見直しを進め、防災体制・消防体制の強化や、国・都及び近隣自治体と一体となった

広域的連携による救援体制の強化を図るとともに、防災設備を充実し安全と安心のある総合的

な防災都市づくりを進めます。

また、市民の防犯意識の高揚を図るとともに、市民の自主的な救急活動を支援し、関係機関

との連携のもとで地域に根付いた保安体制の強化に努めます。

現状と課題   

本市では、防災行政無線や防災備蓄倉庫

の設置、避難路や避難場所の確保など都市防

災施設の整備とともに、防火貯水槽の設置や

消防団の充実など消防力の強化に努めてき

ました。

しかし阪神・淡路大震災は、都市部にお

ける直下型地震では被害の規模が深刻・広範

になることを明らかにし、特に、児童や障害

者、高齢者等に対する安全確保と情報の収集

と伝達の重要性が浮き彫りにされるなど、多

くの教訓を残しました。

市民の生命や財産を守り、暮らしの安全

を確保するまちづくりの基本に向けて、防災

体制・消防体制のより一層の充実と、災害時

に役に立つ道路・公園・防火貯水槽・輸送手

段の充実や、水・食糧の確保、避難住宅の確

保を図ることが重要となっています。

また、市民が安心して暮らせる安全なま

ちづくりのためには、地域の防犯体制を強化

するとともに、市民の意識を高揚し、地域ぐ

るみで防犯活動に取り組むことが必要です。

施策の体系

　　　　　　　　　●防災体制の充実

●　　　　　　　　●消防体制の充実

　　　　　　　　　●防犯体制の充実

Ⅳ　安心して暮らせ働けるまちⅣ

防災・保安体
制の強化
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●防災体制の充実

  地域防災計画の整備

市民の生活の安全性を確保するため、

救援体制や給水体制など防災体制を強

化し、防災活動の充実を図ります。また、

今後、社会環境や都市構造の変化に併せ

て、定期的に「地域防災計画」の見直し

を行います。

 防災施設・設備の充実

災害時の避難路と避難場所の確保の

ために、安全な道路や公園等の公共的空

間の確保に努めるとともに、防災備蓄倉

庫の設置や生活必需品の備蓄の拡充を

図ります。

また、災害時の飲料水等の確保のため、

応急給水対策の充実や災害用井戸の保

全に努めます。

 公共施設の安全性の確保

学校施設など公共施設の耐震調査を

進め、安全性の確保に努めます。

 自主防災体制の確立

防災思想の普及と防災訓練の充実に

より、市民の防災意識の高揚を図り、地

域防災組織の整備を推進するとともに、

市民の自主的な救急活動を支援するた

め、全市民を対象とした救急活動講習を

開催し、住民、行政機関が一体となった

協力体制や、地域ぐるみでまちを守る防

災ネットワークの形成に努めます。

 地域防災情報・通信システムの確立

迅速で的確な防災活動が行えるよう、

関係機関との情報連絡体制の強化を図

るために、地域防災情報・通信システム

の導入を検討します。

基
本
目
標
２

防災訓練
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●消防体制の充実

　消防体制の強化

高層化など都市構造の変化に対応し

た消防体制の充実について、都に要請す

るとともに、地域の消防活動の中心とな

る消防団の充実に努め、消防力の強化を

図ります。

　消防施設・設備の充実

消防ポンプ自動車入替えや消防団施

設の整備を図るとともに、防火貯水槽や

消火栓の適正配置に努めます。

　防火意識の啓発

初期消火訓練や避難訓練の充実、市民

の防火意識の啓発・普及に努めます。

●防犯体制の充実

　防犯施設の整備

夜間の犯罪防止と交通安全の確保を

図るため、街路灯の整備を進めます。ま

た、犯罪の広域化・複雑化に的確に対応

するために、交番等の増設を要請してい

きます。

　防犯対策の推進

防犯協会など関係機関との連携のほ

か、教育・コミュニティ形成事業等との

連携で犯罪発生を抑制するとともに、市

民の防犯意識の高揚を図り、地域防犯体

制の強化に努めます。

救急活動講習
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２ これからも住み続けたい快適なまち

市民懇談会でのご意見　　障害者が自宅で働けるような支援を。70

２くらしと勤労の安定

基本方針

消費者意識の向上に努めるとともに、相談体制の充実等、消費生活の向上を図ります。

また、中小事業主や勤労者を側面から支援し、良好な労働環境の形成を図り、就業機会の拡

充や勤労者福祉の充実・強化に努めます。

現状と課題   

経済の発展にともなう多種多様な商品の

氾濫と、購買や販売の多様化によって、消費

者を取り巻く様々な問題が生じています。

本市では、消費者活動の育成と消費者意

識の啓発に努め、消費者相談・消費者講座・

消費生活展等の事業を行ってきましたが、今

後も、安心して日常生活がおくれるよう、消

費生活環境の変化に対応し、地域に根ざした

消費者保護の体制づくりや、引き続き消費者

の自主的な活動や組織への支援が必要とな

っています。

一方、本市の産業は中小規模の事業所が

多く、中小事業主や勤労者に対し、側面から

の支援を行い、良好な労働環境を形成し、勤

労者福祉対策の充実・強化を図ることが求め

られています。

さらに、高齢者や障害者等の雇用を促進

する仕組みづくりも必要となっています。

施策の体系

　　　　　　　　　●消費生活の向上

●

　　　　　　　　　●勤労者対策の推進

くらしと勤労
の安定

　安心して暮らせ働けるまちⅣ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●消費生活の向上

　消費者意識の啓発

消費生活展の開催や講習会、学習会等

の実施など消費生活に関する知識の普

及に努めるとともに、情報提供の充実を

図り、消費者意識の向上に努めます。

　消費者活動の充実

消費者活動の充実を図るため、消費運

動団体・組織等に対し各種支援を行うと

ともに、関係機関と連携を図り消費者相

談体制の整備・充実に努めます。

また、消費者活動の拠点の整備につい

て検討を進めます。

●勤労者対策の推進

　勤労者福祉の充実

勤労者福祉サービスセンターを充実

し、勤労者の福利厚生対策を推進します。

　就労機会の拡充

高齢者、障害者等の就労機会の拡充の

ため、労働条件の改善などの社会条件の

整備を国・都に要請するほか、事業者等

への働きかけも行います。

基
本
目
標
２



市民懇談会でのご意見　　働くお母さんの子育て支援（育児教育学級、保育園の増設等）をして欲しい。74

基本目標３　明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち

１子育て環境の整備

基本方針

「児童育成計画」の理念等に基づいて、安心して子どもを産み、育てることができるよう、

子育て支援、保育内容の充実を図るとともに、子育ての核となる拠点の整備を行います。

また、子どもたちが人と人との交流を深めながら、情操を豊かにし、のびのびと健やかに成

長するよう、児童館・保育園を地域の拠点として位置づけ、その活動を充実させていきます。

現状と課題   

本市では、安心して子どもを育てること

ができるよう、延長保育や障害児保育など保

育内容や母子保健医療体制の充実を図ると

ともに、児童館活動の充実を図るなど、積極

的に子どもに対する施策を推進してきまし

た。

しかし、少子化や核家族化、さらに女性

の社会参加が進むにつれ、子育ての環境は大

きく変容しています。特に多様化した保育需

要に伴い、保育所待機児の増加は社会的な問

題となっています。また、子どもたちがのび

のびと健やかに成長していくためには、遊び

や運動を通じて体力をつくり、人と人との交

流を深めながら、情操を豊かにしていくこと

が必要です。

今後は、子育ての社会化に向け、「児童育

成計画」の理念や規制緩和等を踏まえ、市立

保育所の充実や民間の保育施設の充実など

多様な受け皿を整えていくことが求められ

ます。また、夫婦共同による子育てを促進す

るとともに、地域ぐるみで子どもや家族をサ

ポートするネットワークをつくるなど、子ど

もが健やかに育成される社会環境を整備す

ることが必要です。

一方、保育施設・設備等の計画的な改修

と多様化した保育需要に対応するため、施設

の質的向上が求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●子育て支援の充実

●子育て環境の整備　●保育・幼児教育の充実

　　　　　　　　　●児童館の充実

　子どもたちが明日にはばたくまちⅠ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●子育て支援の充実

　相談体制の充実

地域における子育て支援の核として

子育ての不安や悩みを相談できる子ど

も家庭支援センターを設置します。また、

これを活かして、地域における子育て支

援の体制を整備し、支援活動を推進しま

す。

　家庭教育への支援

家庭の教育力の向上を目指し、家庭教

育の手引書を配布するなど育児や幼児

教育の啓発を行うほか、子ども家庭支援

センターにおける家庭教育に関する講

座の開催等、家庭教育の支援を推進しま

す。

　地域の子育て機能の充実

地域において子育てを助け合うコミ

ュニティの形成を促進します。

●保育・幼児教育の充実

　保育内容の充実

多様化する保育需要に対応するため、

保育時間の延長や低年齢児保育の拡充

など保育内容の質の向上を図ります。

　民間保育園・認可外保育室等への助成

民間保育園・認可外保育室等の保育内

容の充実を図るため、助成を適切に行い

ます。また、新たな保育園の認可・認証

化を推進するとともに、家庭福祉員制度

の充実を図ります。

　保育施設の整備・充実

保育環境の向上を図るため、第四保育

園の建替えなど保育施設の整備を計画

的に進めます。

　幼児教育への支援

私立幼稚園児の就園奨励と保護者負

担の軽減のための助成を適切に実施す

るとともに、私立幼稚園の教育内容の充

実を図るため、研修活動等を助成し、幼

児教育の推進を図ります。

●児童館の充実

　児童館の整備・充実

児童の健全育成を図るための地域の

拠点施設として児童館を整備するとと

もに、児童館分室の改善を進めます。

　児童館活動の充実

地域における児童の健全育成を図る

ため、地域との連携を密にした世代間の

交流を進めるなど多彩な活動の展開を

推進します。

また、児童が放課後を安心して過ごせ

るよう児童クラブ活動の質と量の向上

を図ります。

基
本
目
標
３



３ 明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち

市民懇談会でのご意見　　学校の施設を地域に解放するとともに、地域と学校との交流を図り、地域の
人々が、大人の知識、技術を子供に伝えることのできる機会を設けて欲しい。76

２学校教育の充実

基本方針

心も体も健やかで、勤労と責任を重んじ、自主性と創造性に富み、広く国際社会において信

頼と尊敬の得られる市民の育成を目指し、生涯にわたる学習の基礎を培い、生きる力を育む教

育を推進します。そのために時代に対応した教育内容の充実を図り、さらに教育方法の多様化

に対応する学校施設の質的向上を図ります。

現状と課題   

社会環境や生活様式の変化に伴って、家

庭や地域社会における価値観が多様化する

とともに、子どもたちの心と体の健康問題等

が課題となっています。そのため、豊かな心

を持ち、たくましく生きることのできる児

童・生徒の育成が求められています。

当市では、思考力・判断力・表現力等を

伸ばす授業や、個性や能力を生かす学習指導

等の改善を図り、積極的に教育活動を推進し

てきました。

今後は、より一層学校教育を充実させて

いくために、社会の変化に主体的に対応でき

る資質や能力を育成する教育を進めるとと

もに、平成14 年度に導入される新しい学習

指導要領や完全週５日制の「ゆとり」のなか

で、自ら学び、自ら考える「生きる力」を育

む教育がさらに求められています。また、相

談体制を整備するとともに、学校・家庭・地

域社会が連携して教育環境を充実すること

や地域に開かれた学校としていくことが求

められます。

一方、学校の施設・設備については、計

画的に改修を進めるとともに、生涯学習や地

域活動のために活かしていくことが求めら

れています。

施策の体系

　　　　　　　　　●教育内容・方法の充実

●学校教育の充実　　●教育環境の充実

　　　　　　　　　●教職員の研究・
研修体制の充実

　子どもたちが明日にはばたくまちⅠ

児童・生徒数の推移（公立小・中学校）



３ 明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち

市民懇談会でのご意見　　学校での人間教育を進めて欲しい。 77

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●教育内容・方法の充実

　個性・能力を生かす教育の推進

子ども一人ひとりのよさや可能性を

引き出すための教育課程の編成と実施

に努め、個性を尊重し体験学習を重視し

た教育活動を推進します。

　教育課題に対応した教育の推進

人権尊重教育や社会性・道徳性を育む

教育、男女平等教育・国際理解教育の推

進に努めるとともに、情報教育や環境教

育等の教育課題に対応するための教育

を推進します。

　健康づくりの推進

児童・生徒が生命を尊び、自ら進んで

健康の保持増進や体力の向上に努め、生

涯にわたる心と体の健康づくりの基礎

を培うための教育を推進します。

　心身障害教育の充実

小学校に加え、中学校においても情緒

障害学級を設置し、生徒の適正就学を推

進します。

　総合的な学習の視点にたった教育の推進

地域の教材化や人材の活用を行うと

ともに、ボランティア活動等の体験学習

の充実を図ります。また、家庭や地域と

の連携を一層深め、総合的な学習の視点

に立った、生きる力を育む教育を推進す

ることにより、地域とともに歩む学校を

目指します。

　学校給食の充実

小学校は、学校給食を通じて食教育の

充実を図るとともに、ランチルーム等を

活用した交流給食やバイキング給食等

の多様な学校給食の充実を図ります。ま

た、中学校給食についても、体力の増進

や正しい食習慣の形成を図るため弁当

併用外注方式により実施します。

　開かれた学校づくりの推進

地域の学校教育に対する要望等を受

け止め、地域に信頼される学校運営を目

指すため、学校評議員※の設置等を推進

します。

※学校評議員：学校が家庭や地域と連携し、より開か

れた特色ある学校づくりを推進するため、保護者や地

域住民の意向を把握・反映し、その協力を得るととも

に、学校運営の状況等を周知するために設置するもの。

基
本
目
標
３
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●教育環境の充実

　教育施設の整備・充実

教育環境の向上を図るため、学校施設

の整備を計画的に進めるとともに、教育

内容・方法の多様化や生涯学習社会に対

応するために施設の質的向上を図りま

す。

　教材・教具の整備・充実

コンピューター等の情報処理機器・視

聴覚機器の整備等、教育方法・内容に応

じた教材・教具等の整備を図ります。

　学校施設の有効利用

児童生徒の減少により生じた余裕教

室を活用し、多目的教室、ランチルーム

の整備を図ります。また、市民に身近な

生涯学習等の場として、利用しやすい施

設の整備を進めます。

　●教職員の研究・研修体制の充実

　　　研修体制の確立

教職員の研修体系を確立し、人権意識

の高揚を図るとともに、児童や生徒の理

解や指導の方法・内容の改善を推進し、

教職員の資質向上を図ります。

　学校における教育相談機能の充実

学校不適応や登校拒否（不登校）問題

に対応するため、教育相談室や希望学級

との連携を深め、各学校の教育相談機能

（スクール・カウンセラー事業※）の充

実を図ります。また、社会の変化や児童

生徒の多様な個性・能力に対応して教育

相談ができるよう研修を実施し、生活指

導や進路指導の充実を図ります。

※スクールカウンセラー事業：学校等の要請に従って、

教育相談に関する専門家を派遣する事業。
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コンピューター教室

田植実習

運動会
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３青少年の健全育成

基本方針

家庭・学校・地域の連携のもとに、青少年対策地区委員会等の活動を推進し、また青少年活

動を進めていくリーダー養成やボランティア・指導者の参加を促進する体制を整えるなど、青

少年健全育成の推進を図ります。

さらに、青少年だけでなく、おとなも共に参加しやすいように、学校や既存地域施設の活用

等により、身近に活動できる場と機会を増やしていきます。

現状と課題   
本市では、地域を家庭や学校とともに「青

少年を育て青少年が育つ場」の一つとして、

中学校区を単位とした青少年対策地区委員

会等を中心に、様々な青少年クラブや団体を

育成し、健全育成活動を進めてきました。し

かし、氾濫する商業情報等のなかには、青少

年にとって健全とは言い難い環境も見受け

られます。

社会の将来を担い、世界にはばたいてい

く青少年が育つ環境として、地域の役割が一

層重要になっており、家庭と学校、地域とが

一体となって、健全な育成環境を整えていく

ことが必要となっています。

 このため、生涯学習の一環として、青少年の

主体的な活動を促進し、一人ひとりがのびのび

と個性を伸ばし、人間性豊かに、健やかに地域

の一員として育っていくよう心の教育を進め

るとともに、社会性を育むための社会参加の場

や機会を充実していくことが必要となってい

ます。

施策の体系

　　　　　　　　　●健全育成事業の推進

●青少年の健全育成　●青少年育成環境の整備

　　　　　　　　　●青少年の地域参加の推進

　子どもたちが明日にはばたくまちⅠ

白州山の家
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●健全育成事業の推進

　青少年対策地区委員会活動の推進

市内７つの青少年対策地区委員会が、

地域の実情にあった活動が推進できる

ように、委員研修や情報交換など多様な

支援を進めます。

　青少年健全育成事業の推進

「家庭教育の手引き」の発行、「少年

の主張大会」、「サッカー大会」、「市民

のつどい」の開催、青少年交流の促進等、

青少年健全育成事業を充実、推進します。

　指導者養成・団体活動育成の推進

青少年クラブなど団体活動を育成し、

また、青少年委員会によるリーダー養成

や各方面の市民の参加による指導者の

ネットワーク化を進め、地域の青少年活

動の活性化を図ります。

●青少年育成環境の整備

　健全な育成環境の整備

青少年対策地区委員会等と連携し、青

少年を取りまく環境の浄化活動を進め、

健全な地域づくりに取り組んでいきま

す。

　青少年活動の場の確保

児童館、学校施設等、身近な地域に活

動の場を確保するとともに、青少年が自

主的に公民館活動等に参画できる仕組

みを検討していきます。また、野外活動

施設「白州山の家」の活用を推進し、自

然のなかでの団体生活の体験、活動がで

きる場の充実を図ります。

●青少年の地域参加の推進

　地域イベントへの青少年参加促進

市民運動会等への青少年の参加を促

進するよう、催しの内容や実施方法の工

夫等を進めます。

　地域ボランティア活動への青少年参加促進

地域のボランティア活動等への青少

年の参加を促進するよう、機会の充実や

啓発を進めます。

　世代間交流の推進

地域社会が、青少年を育成するよう、

老人クラブ等と連携して、異なる世代間

の交流の場づくりを支援します。

基
本
目
標
３
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市民懇談会でのご意見　　夜も利用できるように図書館の開館時間を地区館でも延長して欲しい。82

１生涯学習の推進体制の整備

基本方針

家庭・学校・社会教育・スポーツ・文化・地域活動等、様々な分野を総合し、生涯学習推進

の体系及び体制を整備します。

また、図書館・公民館等の既存の社会教育施設やしくみを基盤に、地域に多様な学習の場と

機会を提供し、情報やひとのネットワークを整備することによって、市民が手軽に情報を入手

でき、主体的に学習することができる環境を充実させます。

現状と課題   
高齢社会の進展や、余暇時間の増大など

社会環境の変化に伴い、市民の文化的意欲な

らびに教育・学習・スポーツ活動等への参加

意欲が高まりつつあります。市民の一人ひと

りが豊かな人間形成や生きがいとゆとりの

ある充実した人生を求めて、誰でも、いつで

も、どこでも、自主的に学ぶ生涯学習につい

て関心はますます高まっています。

本市では、図書館・公民館を中心とした

市民の主体的な社会教育活動が盛んに進め

られてきています。今後これらを基本に、さ

らに総合的に、家庭教育、学校教育、社会教

育等それぞれが、生涯学習の理念のもとに役

割を果たしていくように体系を整理し、連携

を持って推進することが必要となっていま

す。

　特に、経験豊かな高齢者や専門家等の人材の

活用、継続的に人材を育み活かすしくみづくり、

身近な地域における学習の場と機会の整備、地

域情報化の一環としての学習情報提供システ

ムの整備を図ることが求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●生涯学習の推進

●　　　　　　　　●社会教育活動の推進

　　　　　　　　　●地域活動の拠点づくり

　生涯学び続けられるまち

生涯学習の推進
体制の整備

Ⅱ
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市民懇談会でのご意見　　公民館・児童館等に中高生も含めた子どもたちが集まることのできる場や
機会をつくって欲しい。 83

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●生涯学習の推進

　生涯学習推進体制の整備

生涯学習推進組織を設置し、生涯学習

推進のための体系及び体制を整備しま

す。

また、学習情報の「ガイドブック」に

よる提供を継続するほか、経験豊かな市

内在住の人材活用のため人材バンク事

業を充実させるとともに、市民団体等へ

講師を派遣する「（仮称）出前講座」を

実施します。さらに、市民の学習機会を

拡げ、学習効果を地域に活かせるよう、

市民の自主的活動を支援します。

●社会教育活動の推進

　図書館事業の充実

視聴覚サービス事業、外国語図書の整

備、多摩六都以外の周辺市との広域利用

等、新しい図書館ニーズへの対応を図る

とともに、中央図書館を生涯学習社会の

主要施設として充実させるよう、そのあ

り方の検討を進めます。また、地域情報

化の一環として図書館資料の情報提供

についても検討します。

さらに、地域文庫活動・障害者サービ

ス活動・学校図書館活動を支援します。

　公民館事業の充実

市民の多様なニーズに応えるよう、生

涯学習社会に対応した公民館活動の展

開を図ります。

　市民文化活動の支援

多様な市民文化活動を支援し、市民文

化祭など発表の場の充実を図ります。

●地域活動の拠点づくり

　社会教育施設の整備・充実

図書館・公民館等の社会教育施設につ

いて、生涯学習の拠点施設として新しい

ニーズに応えるための整備を図ります。

　地域の学習拠点の整備

地域の生涯学習の拠点として、地域公

共施設の活用や学校施設のコミュニテ

ィ開放を推進し、それに対応できるよう

整備を進めます。また、民間施設の開放

を促進します。

基
本
目
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３
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市民懇談会でのご意見　　下宅部遺跡を歴史公園にしてほしい。84

１歴史と文化の振興

基本方針

東村山ふるさと歴史館を、東村山固有の歴史文化を守り、次代へ継承していく中心拠点とし、

下宅部遺跡の保全・活用を進めるとともに、有形・無形の郷土の歴史と文化の調査・保護・活

用に努め、それを総合的、体系的にまとめる市史編さん事業を進めます。

また、市民が本市の歴史、郷土文化に身近に接し、自ら発見したり経験したりすることがで

きるように、ふるさと歴史館活動や「文化ともりのネットワーク形成プラン」等、多様な展開

を図ります。さらに、東村山の新しい市民文化を創造していきます。

現状と課題   

本市では、縄文時代を中心とした下宅部

遺跡等の多くの遺跡・遺物が発掘されている

ほか、都内唯一の国宝建造物「正福寺地蔵堂」

や重要文化財「元弘の板碑」等の様々な文化

財、江戸時代の野火止用水等があり、歴史

的・文化的に豊かな歩みをとどめています。

これらのまちの歴史は、単に過去のものでは

なく現在の生活につながる根であり、次の世

代につながりをもった郷土の歴史として、本

市の文化の背景になっているものです。

また、人々の日常生活のなかで育まれて

きた里山・農地等からなる武蔵野の風景も本

市の文化的財産であるといえます。

これまで、急激な社会変化によって古い

歴史資料や風俗・習慣等が次々失われつつあ

るなかで、民俗文化財の調査や収集、埋蔵文

化財の発掘や市の指定文化財の制度による

保存、学習施設としての「ふるさと歴史館」

の建設等を進めてきました。

今後は、これらの伝統を踏まえ、ボランティア

の養成を含めて、東村山の歴史・文化を保全・

活用するとともに新しい市民文化を創造して

いくことが求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●歴史と文化の拠点整備

●歴史と文化の振興　●歴史と文化の継承

　　　　　　　　　●市民文化の振興

　市民文化を育むまちⅢ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●歴史と文化の拠点整備

　東村山ふるさと歴史館の整備・充実

本市の歴史文化の中心拠点である「東

村山ふるさと歴史館」の機能整備を図り

ます。

　文化財めぐりコースの整備

「文化ともりのネットワーク形成プ

ラン」の一環として「東村山ふるさと歴

史館」を中心に文化財めぐりコースにサ

インを設置するなどの整備を検討しま

す。

●歴史と文化の継承

　東村山ふるさと歴史館活動の推進

ボランティアの養成などを行い、市民

が東村山の固有の文化を研究・保存・活

用することなどに積極的に参加できる

よう支援します。また、かやぶき民家園

跡地の有効活用を図ります。

　文化財の保護・活用

埋蔵文化財や有形・無形文化財を市民

の共有財産としていくため、体系的な調

査・研究を進めるとともに、登録文化財

制度を導入し、それらの保管に努め、継

承や後継者の養成を図ります。

　市史編さん事業の推進

第２次東村山市史の編さん・出版を継

続して進めます。

　遺跡の保全・活用

下宅部遺跡を保全・活用した公園整備

を進めるとともに、「（仮称）埋蔵文化財

センター」の建設を検討します。

●市民文化の振興

　市民文化の振興

歴史や伝統を活かし、新しい東村山の

文化を創造し発展させていくよう、関連

団体等と連携して市民文化の育成を図

ります。 基
本
目
標
３

産業まつりにて
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１市民スポーツ・レクリエーションの推進

基本方針

市民一人ひとりが、年齢や体力に応じたスポーツを実践し、生涯スポーツとして普及が進む

よう、総合的なスポーツ振興のための方針を定め、これに基づいて取り組みを進めます。

市民の主体的なスポーツ・レクリエーション活動を推進するとともに、市民が気軽に楽しめ

るよう、コミュニティ・スポーツの活性化を図ります。

さらに、科学的な体育・スポーツの振興に努めます。

また、既存の体育スポーツ施設の有効活用と効率的運営、さらに民間体育施設・学校体育施

設の活用促進を図ります。

現状と課題   

本市は全国に先がけて、昭和４９年「わ

たくしたち東村山市民は、スポーツを愛し、

スポーツを通じて、健康と体力の向上をはか

り、豊かで明るい、東村山を築く」を理念と

した、スポーツ都市宣言を行いました。これ

を契機に、市民と行政とが一体となって、誰

もが、いつでも、どこでも、スポーツやレク

リエーション活動を実践できるよう、多種多

様な事業を展開するとともに、体育施設の整

備充実に努めてきました。

近年、生活の質的な豊かさや自己実現の

機会を求める価値観やライフスタイルの変

化のなかで、健康体力づくりに対する市民の

関心とニーズはますます高まり、スポーツ・

レクリエーション活動も、ニーズの多様化、

技術の高度化、スポーツの科学化へと発展し

ています。

これらに対応するために、スポーツ振興

の三原則である、指導者、組織、施設の質・

量の充実を図るとともに、市民スポーツ・レ

クリエーション振興のための新たなしくみ

づくりが求められています。

また、利用者のニーズに対応するため、

年齢層やライフスタイルに応じた活動プロ

グラムを提供したり、周辺市と連携した施設

の広域的利用も求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●

●

　　　　　　　●体育施設の整備・充実

　スポーツが盛んなまち

市民スポーツ・レク
リエーションの推進

スポーツ・レクリエ
ーション活動の推進

Ⅳ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●スポーツ・レクリエーション活動の推進

　スポーツ振興計画の策定

スポーツ都市宣言の理念の基に、将来

像を明らかにするための、「スポーツ振

興計画」を策定します。

　スポーツ・レクリエーション指導者の養成

体育指導委員、公認スポーツ指導者、

体力つくり推進委員等、変化してきた市

民ニーズに対応できるよう、質の高い指

導者の育成を図ります。

　スポーツ・レクリエーション組織の育成

スポーツ団体、１３町体力つくり推進

委員会、体育協会等、スポーツ・レクリ

エーション組織の育成強化に努め、活性

化を図ります。

　スポーツ・レクリエーション事業の充実

市民体育大会、市民大運動会、スポー

ツ教室など各年齢層・ライフスタイルに

適したスポーツ・レクリエーション機会

の充実を図るとともに、市民一人ひとり

の状況に対応できるようスポーツプロ

グラムの提供を進めます。

　スポーツ医科学の普及

スポーツセンター内のスポーツ医科

学室の機能を高め、スポーツドクター、

栄養士、看護婦、スポーツトレーナーが

一体となって、生活習慣病予防など健康

体力つくりのために、スポーツ医科学の

普及に努めます。

　スポーツ・レクリエーション組織の充実

市民スポーツ・レクリエーション振興

のため体育協会等の公益法人化を進め、

主体的な市民スポーツレクリエーショ

ン活動を促進します。また、活動拠点と

なる体育施設等の効率的運営を推進し

ます。

●体育施設の整備・充実

　体育施設の整備

体育施設の充実に努めるとともに、既

存施設の有効活用を図ります。

　民間体育施設等の活用促進

公立、民間企業等の体育施設の有効活

用の促進を図ります。

　周辺市と連携した施設の広域利用

既存施設の有効活用を進めるため、多

摩六都等の周辺市と連携し、市民が相互

の体育施設を活用できるような制度づ

くりについて検討します。

基
本
目
標
３
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　基本目標４誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち

１地域保健の推進

基本方針

高齢化が進むなか、健康で暮らせる環境づくりを目指して、自らの健康は自らつくる意識を

高め、市民の主体的な取り組みを促進するとともに、保健活動の充実及び予防体制の強化と、

これらの活動を支える拠点の整備を併せて行います。

現状と課題   
本市は、これまで、市民の健康管理や疾

病予防のため、各種がん検診や基本健康診査、

健康相談等の施策を実施してきましたが、今

後ともそれらの施策を拡充するとともに、よ

り一層質の向上を図る必要があります。

特に、高齢化が進むなか、介護が必要と

なる前の予防を重視し、自分の健康は自分で

つくるとの認識のもとで自らの健康管理を

促すことが必要です。

また、このような状況のなか、保健サービス

等の機能を充実させるための拠点施設を整備

することが求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●健康づくりの推進

●地域保健の推進　●保健事業の推進

　　　　　　　　　●保健施設の充実

　健やかな生活を支えるまちⅠ

健康診査・検診受診者数の推移

※：前期基本計画の体系から変更のあった項目
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●健康づくりの推進

　健康づくり地域活動の推進

市民の健康の保持・増進のために、地

域における保健活動を支える保健推進

員制度の充実を図るほか、地域での健康

づくり活動を進めます。

　健康づくり意識の啓発

市民の健康づくりの意識を高めるた

め、健康のつどいを推進するとともに、

イベント等の参加機会を充実させ、地域

が支える保健意識の向上に努めます。

●保健事業の推進

　母子保健事業等の充実

子育てのための支援システムをさら

に充実し、母性の保護と次代を担う子ど

もたちの健やかな成長を支援します。

　健康教育・相談指導の充実

生活習慣病の予防、健康に関する正し

い知識の普及を図るため、各種健康教室

や健康講座等を充実します。

また、バランスのとれた生活習慣の確

立を目指し、相談・指導を充実します。

　検診・健康診査等の充実

がん検診や健康診査等を充実させる

とともに、予防から早期発見、治療、機

能回復まで一貫した健康づくり体制の

整備に努めます。また、検診後も継続し

て、健康状態をフォローできるシステム

の確立に向けた検討を進めます。

　国民健康保険事業の充実

国保財政の健全化に努める一方、一日

人間ドック事業を推進し、被保険者の健

康の保持と増進を支援します。

　訪問指導・機能訓練の充実

介護等が必要となる前の予防策とし

て、訪問指導・機能訓練を充実します。

●保健施設の充実

　地域保健施設の整備

保健サービス機能の充実に向け、保

健・医療・福祉が一体性を持った拠点施

設として「（仮称）保健福祉総合センタ

ー」の整備を進めます。また、地域に密

着した保健活動の充実のため、地域のコ

ミュニティ施設等の活用を図ります。

基
本
目
標
４

（仮称）保健福祉総合センター完成予想図
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２地域医療の充実

基本方針

地域医療推進のため、地域医療機関等との連携を強化し、診療体制の充実を図ります。

現状と課題   

高齢化の進行、疾病構造の変化等により、

市民の医療ニーズは、ますます複雑化・多様

化していく傾向があり、疾病の予防、治療、

機能回復にいたる一貫した総合的な医療サ

ービス体制の確立を図ることが必要となっ

ています。

　　このような状況のなか、診療体制について

　は、医師会等の協力を得て休日・準夜応急診

療を今後とも充実させていくとともに、高度専

門医療機関としての公立昭和病院の充実や地

域医療体制の推進等が求められています。

施策の体系

　　　　　　　　　●地域医療体制の充実

●地域医療の充実

　　　　　　　　　●診療体制の充実

　健やかな生活を支えるまちⅠ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●地域医療体制の充実

　地域医療体制の充実

医療機関等との連携のもと、市民一人

ひとりの状況に応じて各種保健・医療サ

ービスを身近なところで提供する「かか

りつけ医」機能の充実を図ります。

●診療体制の充実

　休日・準夜応急診療体制の充実

医師会等の協力のもとに休日・準夜応

急診療を充実します。

　公立昭和病院の充実

高度専門医療機関の拠点として関係

市間で協力・調整を図り、機能を充実し

ます。

基
本
目
標
４
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市民懇談会でのご意見　　介護保険の相談や苦情処理機関を身近なところに設置して欲しい。94

１生活支援のしくみづくり

基本方針

高齢者や障害者が地域とのつながりを保ちながら生活ができるように、総合的な支援体制の

整備を進めるとともに、居宅サービスの確保に努めます。また、高齢者や障害者の生きがいづ

くりを支援します。

現状と課題   

本市は、平成９～10 年度に「地域福祉計

画」を改定し、高齢者・障害者に対する保健・

福祉サ－ビスの充実に努めてきました。

平成12年4月より介護保険事業が開始さ

れるなど、社会福祉の仕組みが「措置による

サービス提供」から「利用者の自己選択と自

己決定を基本とするサービス提供」へと変革

されつつあります。ますます多様化する高齢

者や障害者のニーズに応えるためには、相談

体制の強化や権利擁護の推進、地域福祉の拠

点の整備等、総合的な支援体制の整備を進め

るとともに、市民・事業者・行政の連携によ

りサービスの質と量を一層向上させていく

ことが求められています。

  また、高齢者や障害者の生きがいづくりを支

援するため、地域活動・交流の機会の創出など

を一層充実していくことも必要です。

施策の体系

　　　　　　　　　●総合支援体制の整備

　　　　　　　　　●生活支援の充実

　　　　　　　　　●介護保険事業の充実

● 生きがいづくりの充実

●生活支援のしくみづくり

　誰もが自立して暮らせるまちⅡ



４ 誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち

市民懇談会でのご意見　　福祉オンブズマン（パーソン）制度を導入して欲しい。 95

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●総合支援体制の整備

　情報提供と相談体制の充実

在宅ケアを総合的に推進するための

拠点として在宅介護支援センターを設

置し、ケアマネジメント機能※を充実し

ます。また、障害者の自立した生活を支

援するため、自立生活支援センターの設

置を進めます。それらの拠点を活用し、

すべての人が適切にサービスが利用で

きるよう、情報提供と相談体制を充実し

ていきます。さらに、福祉サービスに関

わる住民の苦情や相談等に対し、第三者

機関が公平に判断・調査できる福祉オン

ブズパーソン※制度を導入します。

　利用者の保護とサービスの質の向上

判断能力が十分でない痴呆性高齢者

や知的障害者等が権利の侵害を受ける

ことがないよう、関係機関と連携して成

年後見制度及び地域福祉権利擁護事業

を推進します。また、福祉サービスの質

の向上にむけ、自己評価や第三者機関に

よる評価を促進します。

●生活支援の充実

　居宅生活支援の充実

ホームヘルパー・ガイドヘルパー※等

による日常生活の援助を行うことによ

り、高齢者・障害者が自立した生活をお

くれるよう支援します。

さらに介護者に対する支援を検討し

ます。

●介護保険事業の充実

　介護保険事業の充実

介護保険事業のもとで利用者が適切

なサービスを利用できるよう、サービス

提供事業者や関係機関と連携し、各種介

護保険サービスの供給量の確保及び質

の向上を図ります。また、健全な運営の

ため、介護サービスに対する需要動向等

を踏まえ、定期的な事業計画の見直しを

行います。

●生きがいづくりの充実

　社会参加と交流の促進

老人クラブ等の活動を支援するとと

もに、憩いの家での高齢者の交流を促進

します。また、高齢者・障害者が社会参

加により生きがいを得られるよう、生活

訓練や福祉的就労の場の確保に努めま

す。

※ケアマネジメント機能：利用者が必要なケアを必要な

ときに得られるよう、利用するサービスの連携・調整・

統合する機能。

※ 福祉オンブズパーソン：住民に代わってその利益を守

るために行動する代表者又は、代理の総称。福祉サー

ビスの利用者の苦情を受け付け、調査し、救済を勧告

するとともに、独自に調査する権限を持っている。

※ ガイドヘルパー：視覚障害者等が外出する際の付き添

い介助のサービスを行う人。

基
本
目
標
４
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市民懇談会でのご意見　　障害者が自立できるよう、就労支援センター、グループホーム等の施設を
整備して欲しい。96

２生活基盤の安定

基本方針

「ノーマライゼーション※」の理念にもとづき、誰もが自立した生活基盤を確保できるよう、

住居の確保や訓練施設の整備を進めます。

また、要援護者に対しては、適切な指導・助言・援護を行い、自立を支援します。

現状と課題   

高齢者や障害者をはじめすべての人たち

が、地域でいきいきと暮らすためには、生き

がいを持ち自立した生活が送れるよう、生活

を支える住居や就業の確保が必要です。

また、心身に何らかの障害を持ち就業が

困難な人たちに対し、社会復帰・参加を促す

ため、身近な場所で生活訓練及び技能訓練が

できる機会を充実させることが必要となっ

ています。

一方、被保護世帯についても自立を促し、

生活基盤が確立できるよう支援していく必

要があります。

さらに、ひとり親家庭に対しては、子ど

もの成長に応じて変化するニーズに適切に

対応して支援することが求められます。

施策の体系

　　　　　　　　　

●生活基盤の安定　●生活基盤の安定と援護

　　　　　　　　　  

※ノーマライゼーション：障害者や高齢者のいる社会が

普通の社会であるという認識のもと、障害者や高齢者

等を特別視せず、普通の人と一緒に生活できる社会を

目指すという考え方。

　誰もが自立して暮らせるまちⅡ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●生活基盤の安定と援護

　自立支援

被保護世帯に対する適正な指導や援

助を中心に、生活保護制度や福祉資金貸

付等により自立を促します。

また、居住安定のために、グループホ

ーム等の整備や入居の促進のための支

援策について検討を行います。

さらに、各種手当、補助金、助成金等

については制度の見直しを行います。

　就労体制の支援

社会福祉法人等と連携しながら、高齢

者や障害者の授産や就労の機会の確保

に努めます。また、一般就労については、

国・都と連携し、企業等への啓発を行い

ます。

　国民年金事業の啓発

老後保障の基本となる国民年金につ

いて、制度の周知や未加入者の加入促進

並びに勧奨納付の対策を推進します。

　ひとり親家庭対策

母子・父子家庭に対して、住宅補助、

子育て支援ならびに家事援助など様々

な支援を行います。

基
本
目
標
４
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市民懇談会でのご意見　　車椅子で乗降できるバス路線の増設、障害者が利用しやすい駐車場の整備
等を望みます。

98

１協働による地域福祉の推進

基本方針

「東村山市地域福祉計画」に基づき、行政と市民・ＮＰＯ、施設、医療等の関係機関が連携

できるしくみをつくるとともに、その効果的な活用ができるよう人材確保と資質の向上を図り、

また、ボランティアなど市民参加を促進します。

さらに、高齢者や障害者が地域で交流できる場の確保や就労機会の拡充など社会参加の推進

を図ります。

現状と課題   
社会構造やライフスタイルの変化等によ

り、地域社会の連帯の希薄化が進んでいます。

このようななかで、「ノーマライゼーシ

ョン」の理念のもと、高齢者も様々な障害の

ある人も、親しい人たちと住み慣れた地域で

ともに生活を続けながら、自己実現を図るこ

とのできる社会環境を形成することが求め

られています。このためには、自らの持てる

能力を最大限に生かし、自らの選択と決定の

もとで自己管理を行う努力が必要です。そし

て、市民・事業者・行政が協働でそれを支え

るよう、地域福祉を推進していくことが課題

となります。

このため、ケースワーカーやホームヘル

パー等のマンパワーの養成や確保を図ると

ともに、民生委員や福祉協力員等による地域

福祉活動との連携が重要となっています。ま

た、福祉ボランティアへの支援やＮＰＯとの

協力もこれまで以上に求められています。

　さらに、心とまちのバリアフリー化を進め、

すべての人に快適なまちづくりを進めるこ

とが重要であり、その推進のための条例制定

も求められます。

施策の体系

　　　　　　　　　●地域福祉体制の整備

●　　　　　　　　●

　　　　　　　　　●福祉のまちづくりの推進

　人と人のつながりで支えるあたたかなまち

協働による
地域福祉の推進

市民の手による地域福祉の推進

Ⅲ
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市民懇談会でのご意見　　市民参加を促進するため市内ＮＰＯ・市民団体の紹介・仲介をして欲しい。 99

５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●地域福祉体制の整備

　地域福祉ネットワークづくり

市民の様々なニーズに対応し、地域福

祉を推進するため、行政と社会福祉協議

会、福祉施設、医師会等の関係機関及び

市民とが連携し、それぞれの機能が発揮

できるよう福祉サービス提供体制を整

備します。

　人材の確保と養成

ホームヘルパー、ケースワーカー、保

健婦等の確保と資質の向上に努めます。

　社会福祉協議会への支援

地域福祉における市民参加の組織づ

くりや、ボランティア活動の中核となる

社会福祉協議会を支援し、地域福祉を推

進します。

　シルバー人材センターへの支援

シルバー人材センターへの支援を充

実するとともに、独自事業の開発を促進

し、高齢者の就労機会の拡充に努めます。

　心のバリアフリー化

ノーマライゼーション理念の実現を

図るよう普及啓発を充実するとともに、

障害を持つ人と持たない人との交流に

より相互理解を促進し、心のバリアフリ

ー化を進めます。

●市民の手による地域福祉の推進

　各種福祉団体活動への支援

民間福祉団体が行う活動を支援し、団

体の健全育成を図ります。

　ボランティア活動の育成・支援

学校教育、保健所等の専門機関と連携

して地域における教育機会を拡充し、ボ

ランティアなど人材の育成・確保を図り

ます。

　ＮＰＯとの協力

ＮＰＯの持つ専門性や柔軟で豊富な

活動経験等を活かし、相互に協力し合っ

て地域福祉を推進します。

●福祉のまちづくりの推進

　福祉のまちづくりの推進

災害対策や安全な歩道や段差の解消、

公共施設におけるスロープやエレベー

ターの設置等を効果的に進めるために、

福祉のまちづくり条例の制定に向けて

検討します。

　まちのバリアフリー化とユニバーサルデザイ

ンの推進

障害のある人の移動や利用を妨げる

障壁（バリア）を取り除くバリアフリー

化を進めるとともに、すべての人が快適

に暮らせるよう、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づいたまちづくりを推進

します。特に、多くの人の訪れる公共施

設や駅等の交通施設、歩道、公園等での

取り組みを推進します。

基
本
目
標
４
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市民懇談会でのご意見　　高齢者を含めたボランティアの活用を考えて欲しい。100

１地域コミュニティの形成

基本方針

さまざまなライフスタイルを持つ人々が、自らの主体的な意思のもとで、地域と関わってい

けるよう、活動の場として地域にコミュニティ施設を整備していきます。また、コミュニティ

活動の振興に向け、学校施設開放や集合住宅でのコミュニティ活動を促進し、活動の場の提供

と機会の充実を図ります。

これとともに、市民の交流圏の拡大等も踏まえ、姉妹都市交流や地域交流を推進し、互いの

理解を深め、協力を促す交流の機会を充実させます。

現状と課題   

本市においては、これまで、公民館、図

書館、集会所及び学校施設等を拠点として、

スポーツ団体、ボランティア団体や自治会組

織等が地域において主体的に活動を繰り広

げています。

しかし、地域に根ざした文化活動やスポ

ーツ活動を行うなかで、指導者が少ない、情

報が少ないなど、十分に活動できていない面

も残されています。

このため、このような活動のリーダーと

なる人材を発掘し、育成することや情報提供

サービスの強化を進め、市民の自主的な活動

を支援することが必要です。

また、人々の価値観の多様化により、自

治会に基づくコミュニティの他に、共通の価

値観や趣味等によるコミュニティが形成さ

れつつあります。ごみの減量化や地域福祉、

さらに身近な都市施設の維持管理等、暮らし

に密接に関わる問題への対応は、行政のみな

らず、市民一人ひとりがお互いの連帯意識の

上で、地域で自主的に参加し取り組んでいく

ことが非常に重要です。こうした新たなコミ

ュニティを育てるため、互いの交流を深める

場や機会の整備が求められています。

また、柏崎市や白州町等とスポーツや青

少年の育成事業等を通じて地域交流を推進

してきましたが、今後はさらに交流を深めて

いくことが求められています。

まちづくりにおいても、集合住宅に共用

スペースを設けるなど、コミュニティ形成

のための工夫を行うことが求められます。

施策の体系

　　　　　　　　　●コミュニティ環境の整備

●　　　　　　　　●コミュニティ活動の推進

　　　　　　　　　●地域間交流の推進

　いきいきした地域コミュニティのあるまち

地域コミュニテ
ィの形成

Ⅳ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●コミュニティ環境の整備

　コミュニティ施設の整備・充実

地域活動の場として、コミュニティ施

設を整備していきます。また、学校施設

などの地域の公共施設の積極的な開放

を促進するとともに、施設の改善を図り

ます。

　市民施設の整備

広く市民が利用できる管外市民施設

等のあり方について検討します。また、

葬祭場の建設について東京都に要請し

ます。

　集合住宅等の建設の工夫

大規模集合住宅の整備の際は、コミュ

ニティ活動に資する施設を設置するよ

う指導・要請します。

●コミュニティ活動の推進

　自治会団体への支援

コミュニティ活動の基礎といえる自

治会活動が、より実りのあるものとなる

よう活動を支援します。

　市民参加による施設の運営・管理

市民にとってより使いやすいコミュ

ニティ施設としていくため、市民の参加

によりコミュニティ施設の運営・管理を

進めていきます。

●地域間交流の推進

　地域間交流に向けた活動支援

柏崎市等との姉妹都市交流事業を推

進するとともに、各種団体等による国内

都市交流を促進します。

基
本
目
標
４

多摩湖ふれあいセンター
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市民懇談会でのご意見　　女性問題の活動拠点として女性センターをつくって欲しい。102

２男女共同参画社会の形成

基本方針

家庭・地域・職場等あらゆる場での男女平等の実現に向け、男女共同参画促進条例を制定し

ます。

学校教育はもとより、あらゆる機会を捉えて男女平等に対する市民の理解を深め、就労や介

護の問題など職場や家庭における女性の地位・役割に対する固定的な意識を改める社会的機運

を醸成します。

また、「東村山市女性プラン」に基づき、男女平等のための施策を総合的かつ効果的に推進し

ます。

現状と課題   

個人の価値観がより多様化するなか、男

性も女性も自らの意志による選択が尊重さ

れ、その能力をいかんなく発揮できる社会の

実現が求められています。

平成11年に男女共同参画社会基本法が制

定され、社会のあらゆる場で男女平等を実現

し、ジェンダー※にとらわれることなく、男

女が、家庭・地域・職場のそれぞれにバラン

スをとりながら参画できる社会の実現に向

けて、国・自治体・市民がそれぞれの役割を

果たしていくことが求められています。

  　本市では、すでに平成８年度に「女性問題

を解決するための東村山市女性プラン」を策定

し、その推進に取り組んでいます。今後は、平

和で豊かな男女共同参画社会に向け、基本法の

理念も踏まえ、より積極的に取り組んで行くこ

とが求められます。

施策の体系

　　　　　　　　　●男女共同参画社会の推進

●

　　　　　　　　　●市民活動の推進

※ジェンダー：「女らしさ」「男らしさ」のように社会

的・文化的につくられた男女の役割、行動様式、心理

的な特徴のこと。

男女共同参画社
会の形成

　いきいきした地域コミュニティのあるまちⅣ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●男女共同参画社会の推進

　平等意識の啓発

男女平等意識啓発のための啓発誌「ふ

ぃーりんぐ」による継続的な広報活動を

進めるとともに、内容の充実を図ります。

また、男女共同参画促進条例を制定す

るとともに、生涯学習講座等において男

女平等に関する女性セミナー等の講座

を充実します。

　東村山市女性プランの推進

「東村山市女性プラン」に基づき男女

共同参画社会へ向けた取り組みを推進

します。

また、女性を取り巻く社会状況に対応

し、計画の見直しを図ります。

　社会的支援の充実

男女一人ひとりがそれぞれの個性と

能力を発揮し、男女が対等な立場で社会

のあらゆる活動に参画し自分らしく生

きることができるよう、育児や介護等に

対する社会的な支援の充実を進めます。

●市民活動の推進

　市民ネットワークの形成

情報の提供や団体への活動の場の提

供を通じて、市民活動の育成・支援に努

めるとともに、市民活動団体との連携を

図ります。また、団体相互の連携を促進

するため、男女平等推進拠点の設置を検

討します。

　市政への共同参画促進

市が設置する委員会や審議会等への

積極的な女性の参画を促進します。

基
本
目
標
４
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３国際化の推進

基本方針

市内に居住する外国人が生活上の不便や精神的な不安に陥ることがなく、地域でいきいきと

暮らしていけるよう、市民一人ひとりの国際性を育み、理解と協力を促す交流事業を推進し、

国際平和に対する市民意識の啓発に向けた事業を展開します。

現状と課題   

本市は、アメリカ・インディペンデンス

市との姉妹都市提携による交流を行うとと

もに、中国・ 坊市とも交流を深めています。�

このような交流は互いの理解を深めあうこ

とによる平和への貢献という観点からも重

要です。これからも平和を、守り続けていく

意識を高めるとともに、国際人として新たな

時代を担う人材を育て、国際平和への貢献を

果たし、国際的な活動のなかで、世界の地域

とパートナーシップを築いていくことが求

められています。

今後は、これらの継続・拡大に努めるほ

か、外国籍市民の地域社会への参画、言葉や

習慣等の違いに配慮した施策を充実し、互い

の人権やアイデンティティを尊重する意識

づくりや機会の充実を進めることが求めら

れます。

また、国際化に向けた活動や教育・学習

にあたっては、近年急速に普及してきている

「インターネット」をはじめとする情報通信

システムを、市民が有効に活用できるよう支

援することも求められます。

施策の体系

　　　　　　　　　●外国人のための環境整備

　●国際化の推進

　　　　　　　　　●国際交流に向けた活動支援

　いきいきした地域コミュニティのあるまちⅣ
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５か年の施策の方向 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

●外国人のための環境整備

　情報サービス体制の整備

市内に在住、あるいは市を訪れる外国

人に対し、生活情報の提供や広報誌の発

行を行うとともに、案内板や標識等への

ローマ字併記を進めます。

　相談体制の整備

市内在住の外国人が、日常生活の上で

抱く不安を解消していくため、総合的に

対応できる窓口など各種相談機能を充

実します。

　ボランティア体制の整備

市民等による通訳ボランティア等の

登録制度の整備を検討し、外国人の支援

体制づくりを行います。

●国際交流に向けた活動支援

　国際交流の推進

スポーツ・文化面等を中心に姉妹・友

好都市交流を促進するほか、市内に在住

する外国籍市民との交流を促進します。

また、国際化時代を担う人材を育成す

るため、青少年の交流機会の充実に向け

た条件整備や、国際交流基金を活用した

市民の交流活動等を支援します。

　国際交流団体への支援

国際交流活動の拠点としての役割を

持ち、交流に必要な情報提供を行う国際

友好組織への支援を行います。

　国際感覚の醸成

国際的視野をもった開かれた意識の

醸成のための事業、並びに核兵器廃絶平

和都市宣言に沿って市民の人権意識や

平和意識を高めるための事業を展開し、

国際社会の平和と繁栄の基盤を形成し

ます。

　インターネットの活用

国際化に向けた活動や教育・学習を進

めるにあたり、インターネット等の情報

通信システムを市民が有効に活用でき

るよう支援します。

基
本
目
標
４
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計画の推進に向けて

１　基本的な考え方

地方分権の推進と地方自治の充実強化という時代の流れのなかで、平成 12 年４月に地方分

権一括法が施行され、機関委任事務の廃止や権限の移譲が実現しました。

今後は東村山市においても、自主性や独自性を大切にしながら、市民に身近な基礎的自治体

として市民のニーズを迅速・的確に反映していくことがますます求められます。

本基本計画を推進するにあたっては、これまで以上に市民との間のコミュニケーションを深

め市民参加を推進するとともに、市民に対する説明責任（アカウンタビリティ）を果たしてい

くことが必要です。また、ＮＰＯ等との協力や民間活力の活用についても推進することが求め

られます。そして、総合的な施策推進体制のもと、行政評価システム等の充実により弾力的か

つ効果的、計画的な行財政運営を図ることが重要です。

また、国・都をはじめとする関係機関との協力はもとより、近隣自治体や広域行政圏との広

域的な連携を密にしながら、それぞれの役割分担に基づき、積極的な取り組みを進めていくこ

とが必要となっています。

２　市民とのパートナーシップの醸成

豊かな地域社会の形成に向けては、身近な地域の特性に応じた、市民主体の地域づくりが重

要であり、市民一人ひとりがまちづくりに関心を深め積極的に市政に参加することが大切です。

このための情報提供や市民参加の機会の拡充等を通じて、情報の共有化や信頼関係を構築し、

相互の責任と役割分担のもとに市民と行政のパートナーシップの確立を図ります。

１　市民参加機会の拡充

各種審議会や協議会等において、広く市民の意見が反映できるよう、市民参加の機会と

場の拡充を図ります。また、委員の公募制の導入を推進します。

２　新たな市民参加システムの導入

身近なところで地域の特性を踏まえ、市民が手づくりのまちづくりを進められるよう、

新たな市民参加システムの導入を図ります。

３　ＮＰＯ等との協力

環境保全、福祉、防災等あらゆる分野で活躍するボランティア団体やＮＰＯ等の持つ専

門性や柔軟で豊富な活動経験などを活かし、相互に協力して計画を推進します。
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４　広報・広聴制度の充実

行政情報の的確かつ迅速な提供を行うとともに、市民との双方向型のコミュニケーショ

ンを進めるため、広報媒体の充実を図るとともに、市政モニター、市民相談、市民意識調

査等の広聴活動を充実します。また、インターネット等の媒体を活用した情報提供や双方

向の広報・広聴活動を行います。

５　情報公開の推進

個人情報保護制度との整合を図りつつ、情報公開を進め、行政としての説明責任（アカ

ウンタビリティ）を果たします。

６　市民サービスの向上

市庁舎等における資料コーナーの充実や、情報機器活用によるサービス窓口の拡充を図

るとともに、時代の変化に適切に対応し、市民の立場に立って共に考え、行動する職員の

育成に努めます。

また、幅広く苦情や相談等に応じるしくみについても検討を進めます。

３　行財政改革の推進

将来的に大きな歳入の増加が見込めないなかで、増大する行政需要にきめ細かく対応してい

くことのできる体制づくりが必要となっています。そのため、本市としての新たな行財政改革

システムの確立を図るなど、効率的な行財政運営を進めます。

１　行政評価システムの導入

 行政評価システムを導入し、政策、施策及び事務事業等について、成果指標等を用いて

有効性や効率性を評価します。

２　事業の優先的・重点的推進

施策の展開にあたっては長期的なまちづくりの展望に基づき、事業の優先度を明確にし、

優先度の高い事業については重点的に推進します。

また、これらの事業の進捗状況を適切に把握・管理するための体制をさらに充実します。

３　総合的な施策推進体制の整備

地方分権をはじめとする社会・経済情勢や行政需要の量的拡大、質的変化に適切に対応

し、総合的な事業展開を推進できるよう、簡素で効率的かつ柔軟な施策推進体制の強化を

図ります。
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４　財源の確保

一般財源等の確保に向けて、市税の課税客体の把握に努めるとともに、徴収方法の見直

しや徴収体制の強化に努め、市税等の収納率の向上を図ります。また、負担金、使用料、

手数料など受益者負担の原則にもとづく費用負担の適切なあり方を検討し、自主財源の確

保を図ります。

特に、投資的事業については、公債費比率や後年度負担を慎重に見極めながら起債の弾

力的活用を図ります。

さらに、法定外普通税・目的税※等の新たな財源の創設についても、情報収集と調査研究

を進めます。

５　行政事務の効率化・簡素化

一層高度化、多様化する行政需要に効果的に対応するため、事務事業の見直しや定員の

適性化により人件費等の経常経費の抑制を図るとともに、ＩＳＯ9001※の認証を取得し、行

政事務の省力化・簡素化を推進します。

また、施設整備や公的サービスの提供に際しては、ＰＦＩ※等による民間活力の導入など

多様な手法の活用について、調査研究を進めます。

６　情報システムの整備

市民の価値観の多様化や社会・経済情勢の複雑化に伴い、行政に対するニーズも多様化

し、常に新しい、有効なサービスが求められるようになってきています。これに迅速・的

確に対応するために、行政内部の情報システムを整備して、情報の有効活用を図ります。

※ 法定外普通税・目的税：地方自治体が条例によって定めることができる税。2000 年４月の地方税法の改

正により、自治大臣の許可制から国の同意を要する事前協議制に移行した。法定外目的税は使途が限定さ

れる。

※ ＩＳＯ9001：製品やサービスの提供者側の諸活動を体系化・ルール化し、マニュアルとして整備すること

で、顧客(市民)の立場に立った品質保証体制を確立していくマネージメントシステム。

※ ＰＦＩ：Private Finance Initiative の略。社会資本の整備や公共サービスの提供に際して、可能な限

り民間の資金や経営ノウハウを活用し、事業の効率的な運営を進めるもの。
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４　国・都への要望

各施策を進めるにあたっては、財源の確保に向け国・都の制度を可能な限り活用し、補助金

等の導入を図ります。

また、地方分権一括法の施行に伴う地方自治体への権限委譲については、これに要する財源

と一体となった移管を求めていきます。

５　広域行政圏との連携強化

防災、文化、環境など多くの側面で、広域的な連携のもとに取り組むことが重要となってい

ます。

そのため、「多摩北部都市広域行政圏」を構成している５市の協力連携を強化し、広域幹線

道路の整備、施設の共同利用の推進、緊急時の救援体制の整備、地域相互間の人材活用等を推

進し、広域的に課題の解決を図ります。また、他の関連近隣市とも連携や協力関係を図ってい

きます。


