
 

１．基礎調査 

①将来予測  （基礎調査「将来の予測」、市民参加「東村山の未来を考えるシンポジウム」より） 
  東村山市の変化 

・人口減少、少子高齢化 

・公共施設の老朽化 

・空き家、学校空き教室の増加 

・店舗の減少 

まちづくりの考え方・将来都市像・基本目標の基礎となる主な調査・検討結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4．市が定めるまちづくりの方針 
  東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例 

◆平成 25 年 12 月 27 日 条例第 27 号 

 

  東村山市民憲章 

 ◆平成元年 9月 7 日 制定 

5．庁内検討部会の意見（市役所各部の監督職 12 名による検討組織による意見） 
 

3．市長公約 
 
  ひと・まち・みどり輝き「笑顔あふれる東村山」へ 

バージョンアップ！東村山３．０ 

 

 「住んでよし・働いてよし・楽しんでよし」三拍子そろった「たの
しむらやま」へ向けた４つのアクションプラン 

１「東村山大改造」を進め、もっと安全で便利な活力あるまちへ！ 

２「東村山創生」を進め、もっと元気でワクワクするまちへ！ 

３「子育てするなら東村山」の更なる充実で、すべての子ども達が健
やかで心豊かに育つまちへ！ 

４「人生 100 年時代を支える良福祉・良環境」を整え、もっと安心で
うるおいのある優しいまちへ！ 

  まちづくりの考え方に関する意見 

・「みんまち」に基づく市民参加のまちづくり 

・市民の命を第一に安全安心 

・特色を活かした魅力づくり（住宅都市、みどり、

くらしやすさ、伝統文化、地域性） 

・持続可能性をもったまちづくり（人口減少対応、

再配分、少子高齢化、次世代へ引き継ぐ、ＳＤＧ

ｓ、誰も取り残されない） 

・社会情勢を反映（働き方の変化、ＩＣＴ） 

・人生 100 年時代に対応（高齢者、安定安泰） 

・全ての世代がこころ豊か（学び、働き、活躍） 

・女性活躍、自分らしくいられる 

  将来都市像に関する意見 

（部会としての要素・キーワード） 
つながり、持続可能性、いつまでも愛される、自分らしく

活躍できる、元気に活躍、こころ豊かに生涯暮らせる、美

しいまち、ずっと住みたい・住み続けたい、都市と自然の

調和、未来のこどもたちへ、バトン、多世代、安心安全、

活力、笑顔、誰からも愛される、楽しい 
（その他の部会員の意見）子育て安心、多様な人が活躍、

Ｒｅ、世界に輝く、みんなでつくる、包摂性、活躍、いつ

までも魅力あふれ、住む・働く、遊ぶ、育てる、交流、多

種多様なステークホルダーの役割、東村山というブランド、

人権、イノベーション、エボリューション 

  「東村山の未来を考えるシンポジウム」における専門家の意見 

・ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータを活用し、自分たちが誇れるものをさらにかさ上げしていくことがよい 

・これからは女性に選ばれるまちとなることが重要。また、高齢化にあたり、今までのバスやタクシーではない新しいモビリ

ティが必要となってくる 

・国は Society5.0 に向けて未来投資戦略を推進している。市では、まちづくりの方向性を打ち出すとともに、市が持つデータ

をオープンにして企業や市民と協働を進めることが重要だ 

②東村山市の課題 （令和元年度第１回総合計画審議会資料「東村山市の課題の整理」より） 
  まち 
■将来の人口等を見通した土地利用の最適化 
■みどりの保全・創出■魅力あるまちの「核」の整備 
■都市計画道路の着実な推進■変化に応じた戦略的な公共施設の再編、有効活用、マネジメントの推進■地
域経済活性化を目指した多様な主体に対する多様な就労の支援■交流人口の増加推進 ○生活道路の整備 
  ひと 
■安心して出産・子育てができる環境の整備■子どもの特性に応じた教育 
■子どもを地域で支える仕組みづくり■将来の需給バランスを見通した子育て・教育環境、サービスの整備
■誰もがいくつになっても学び直せる環境づくり■地域を基盤とする包括的支援の仕組みづくり■社会環境
の変化に対応した健康づくり 
  くらし 
■社会環境や地域の実情に合ったコミュニティづくりの支援■多文化共生のまちづくりの推進■多様性が活
かされる社会の構築■犯罪を防ぐ取り組みの推進■文化・芸術活動、スポーツ等に取り組める環境づくり■
地球環境にやさしい資源活用■市民と行政等が協力した災害に強いまちづくりの推進■空き家等の流通・利
活用の促進・治安維持■社会状況の変化や需要動向を見据えた持続可能で安全安心な公共交通の整備   
○歴史・伝統文化の保護・振興 

  社会の変化 

・ＡＩ、ＩＣＴ技術の発展による自動翻訳、キャッシュレスの普及など生活の変化 

・長寿命化、医療介護ロボットの普及による医療介護環境の変化 

・ロボットやドローン、テレワークの普及による産業・仕事環境の変化 

・自動運転の実現、普及による交通環境の変化 

・大規模災害が将来において高確率で発生 

2．市民の意見   ※詳細は資料９－１から９－８参照 
 ③ワークショップで検討した将来都市像 

（市民ワークショップ「みんなで話す これからの東村山」） 

・ 「グリーン」「ソフト」「スマート」「マッチング」 

・ 「自然×ヒト」 

・ 「老人も子どもも一人も取り残されないまち」「安心・安全で地域差

が少ないまち」「皆で挨拶 つながりを持てるまち」 

・ 「自然とあいさつが光るまち」 

・ 「知と育に熱い視線を」 

・ 「世界標準都市」「魅せる街」 

（パパママ世代向けワークショップ「みんなで話そう！子育て×まちづくり」） 

・ 「都会田舎の可能性を秘めたまち（人を幸せにする自然があるまち）」 

・ 「年寄りが子どもを見守ってくれるまち」 

・ 「ただいま～おかえり！東村山」 

・ 「自然いっぱい 子育てしてても OK いきいき仕事」 

②アンケート（暮らしたいまちのイメージ） 
（市民アンケート） 

第 1 位「治安が良いまち」、第 2 位「買

い物に便利なまち」、第 3 位「住宅の周

辺環境が良いまち」 

（Web アンケート） 

第 1位「買い物や移動などくらしが便利

なまち」、第 2 位「自然と都市が共存し

た、ほっとするまち」、第 3 位「安心・

安全な生活基盤のあるまち」 

（中学生アンケート） 

第 1位「安心で安全なまち」、第 2位「買

い物や移動などくらしが便利なまち」、

第 3位「自然と都市が共存した、ほっと

するまち」 

④ありたい姿のキーワード 
 

・ 自然・みどりと共生するまち 

・ 人や車が安全円滑に通行できるまち 

・ 公共施設などの都市基盤が整ったまち 

・ 買い物が便利、人でにぎわうまち 

・ 働く場が多く、多様な働き方のあるまち 

・ 安心して子育てできるまち 

・ 豊かな学びがあり、地域人材が育つまち 

・ 生涯安心して暮らせるまち 

・ 多様性があり人がつながるまち 

・ 歴史文化・スポーツ活動が盛んなまち 

・ 良好な住環境があるまち 

・ 防災・防犯力の高いまち 

・ 移動しやすいまち 

①東村山市の強みや資源 

（市民参加結果「東村山市のよいとこ

ろ・好きなところ」より） 

  「都心・都下へのアクセスの良さ」

「住宅条件が手ごろ」「自然・みど

り」「公園」「のどか」など、「都会

と田舎」を併せ持つ都市としての魅

力・強み 

  「住環境」、「子育て環境」「スポー

ツ環境」の良さや、「祭や寺社」な

どの歴史文化、市民やコミュニティ

の「あたたかさ・優しさ」など住み

やすいまちとしての魅力・強み 

・ 愛されるまち・誇れるまち 

・ 生涯住みたいまち 

・ 居心地のよいほっとするまち 

・ 楽しく過ごせるまち 

検証資料③総合計画審議会資料抜粋 



 

「まちづくりの考え方」案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④多様な主体が共に力を発揮してまちの魅力を高めます 

市では、これまでも「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」の主旨にのっとり、

情報共有・市民参加・協働を進めてきました。今後、大きな環境変化が見込まれる中で

公共サービスを維持し、まちの魅力を高めていくためには、まちの多様な主体が共に力

を発揮してまちづくりを進めていくことが重要となります。行政、市民、地域、民間事業

者、団体等が協働・連携し、新たなまちの価値を共に生み出すまちづくりを進めます。 

 

①市民の命を最優先にまちづくりを進めます 

今後、さらなる人口減少・少子高齢化が進行し、予算規模が縮小したり、社会環境の

変化によって行政活動の需要が変化したりするなか、市が実施する事業の取捨選択を

迫られる可能性が高まります。そうした変化の中にあって、市が行うあらゆる施策の優先

順位を判断するための基準として、まちの主体である市民の人権を尊重し、そのかけが

えのない命を最も大切にするという価値観を明確にします。 

 

③ 東村山の自然や文化、歴史、伝統を守り、活かします 

「東村山市市民憲章」や「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」に定めるよう

に、市には特色ある自然や文化、歴史、伝統があります。それらは先人から引き継がれ

た東村山の特長であり、現在の市民もその魅力のもとに生活しています。今後、市や市

を取り巻く環境が変化を続けるなかでも、そうした固有の自然と歴史と文化を尊重したま

ちづくりを進めます。 

②時代の変化に柔軟に対応した持続可能なまちを目指します 

当市は２０１４年をピークに人口減少傾向に転じ、今後も人口減少・少子高齢化の一

層の進行が見込まれています。これまでのまちづくりの前提が大きく転換するなか、直面

する諸課題を克服し、魅力ある東村山市を次世代に引き継ぐことが現世代の責任であり

使命です。国際社会においても、国連総会で「持続可能な開発目標」（SDGs）が採択さ

れ、その達成が世界的な取り組みとなっています。SDGs の考え方は、成熟都市として東

村山市を持続・発展させていくうえでも不可欠な視点となっています。子や孫に誇れるま

ちを目指し、持続可能なまちづくりを進めるとともに SDGs の達成にも貢献していきます。 

 

今後、さらなる人口減少・少子高齢化が進行し、また、社会環境が著しい変化を続けるなか、

第 5 次総合計画を進めるにあたって大切にする価値観や考え方を示します。 

市がまちづくりの指針として定めてきた「東村山市民憲章」「東村山市みんなで進めるまちづ

くり基本条例」等を前提としながら、基礎調査として行った将来の予測や、「東村山の未来を考

えるシンポジウム」で専門家からいただいた意見、それらを踏まえた市民意見から以下の項目

を定めます。 

[基] 国は Society5.0 に向けて未来投資戦略を推進。市では、まちづくりの方向性を打ち出すとともに、市

が持つデータをオープンにして企業や市民と協働を進めることが重要。 

[市] 「多様性」「自分らしく活躍」「いきいき」 

[方] 「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」において、情報共有・市民参加・協働によるまちづく

りについて規定。 

[庁] 「みんまち」に基づく市民参加のまちづくり 

[基]ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータを活用し、自分たちが誇れるものをさらにかさ上げしていくことがよい。 

[市]「資源や魅力の活用・蓄積」「まちを愛する」「愛されるまち」「誇り」 

東村山市のよいところ・好きなところとして、「自然・みどり」「公園」「都会と田舎のバランス」「のど

かさ」「祭や寺社」「あたたかさ」「すみやすさ」等を挙げる市民が多い。 

[方]「東村山市民憲章」や「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」において、特色ある自然や文化、

歴史、伝統を大切に活かしたまちづくりについて規定。 

[庁] 特色を活かした魅力づくり（住宅都市、みどり、くらしやすさ、伝統文化、地域性） 

 

 

[基] 東村山市の変化：人口減少・少子高齢化、公共施設の老朽化、空き家・空き教室の増加、店舗の減少 

社会の変化：生活の変化、医療介護環境の変化、産業・仕事環境の変化、交通環境の変化 

[市] 「インフラや公共施設が将来世代まで維持される」、「子や孫に誇れる」 

[庁] 持続可能性をもったまちづくり（人口減少対応、再配分、少子高齢化、次世代へ引き継ぐ、ＳＤＧｓ、誰も取り残されな

い） 

[基] 大規模災害が将来において高確率で発生 

[市] 「治安が良いまち」（市民アンケート１位）、「安心・安全なまち」、「安心・安全」、「だれも取り残されないまち」、「全生

園」（残したい・伸ばしたい点）、「自然×ヒト」（最低限、人が安心して暮らせるまち） 

[庁] 「市民の命を第一に安全安心」、「誰も取り残されない」 

 

背景となる情報 
[基] 基礎調査  [市] 市民参加 
[公] 市長公約  [方] 市が定めるまちづくりの方針 
[庁] 庁内検討部会の意見 

 



 
「将来都市像」案 

分
類 

○構成要素・ 
【キーワード】 

めざす姿の背景 
[市]市民意見・[公]市長公約・ 

[方]まちづくりの方針・[庁]庁内検討 
市民参加・庁内検討からの 

関連ワード・フレーズ 

み
ど
り
・
自
然 

○豊かなみどり・自然を活
かし、ともに生きる 

【キーワード】 
「都市と自然が調和した」
「みどり豊か」「共生」 
「芽生え」「若葉」 
「オアシス」 
「みどりを活かす」 

[市] Web アンケート２位、中学生アンケート３位 

「グリーン」、「自然×ヒト」、「自然とあいさつが

光るまち」（自然と共生するくらし）、「知と育に

熱い視線を」（緑があふれるまち）、「世界標

準都市」（豊かな自然を活かす）、「都会田舎

の可能性を秘めたまち（人を幸せにする自然

があるまち）」、「自然いっぱい 子育てしてて

も OK いきいき仕事」 

[公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』

を整え、もっと安心でうるおいのある優しいま

ちへ！」 

[方] みんまち条例、市民憲章 

[庁] 「自然と都市の調和」 

 

「自然共生」、「東京のオアシ

ス」、「都会と田舎の絶妙なバラ

ンス」、「自然×ヒト」、「自然と人

間が融合」、「都会ではできな

い体験を届ける」、「鳥も住みや

すい」、「魅力的な育児環境」、

「自然×ＩＴ」、「大きな公園」、

「遊べる公園」 

人
の
営
み 

○人があたたかく、つなが
っている 

【キーワード】 
「つながる」「ともに」 

「みんなでつくる」 

[市]  「自然×ヒト」、「自然とあいさつが光るま

ち」、「皆で挨拶 つながりを持てるまち」、「つ

ながりのあるまち」、「笑顔のあるまち」 

[公]「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』を

整え、もっと安心でうるおいのある優しいまち

へ！」 

[方] みんまち条例、市民憲章 

[庁] 「つながり」、「多世代」 

 

「挨拶が行き交う明るいまち」、

「つながりを持てる」、「笑って挨

拶」、「思いやり」、「手をつなぎ

合って」、「人のあたたかさ」、

「人情の厚い」、「高齢者と子供

をマッチング」、「交流」 

○多様な人が活躍する 

【キーワード】 
「多様性」「多世代」「活躍」
「ダイバーシティ」 
 

[市] 「マッチング」（働き手と人手不足のマッチン

グ、「ただいま～おかえり！東村山市」（） 

[公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』

を整え、もっと安心でうるおいのある優しいま

ちへ！」 

[庁] 「元気に活躍」、「自分らしく活躍できる」、「多

世代」 

「高齢者と子供をマッチング」、

「交流」、「日本人・外国人に関

係なく多様性がある」、「多世

代」、「自分らしく」 

○子どもたちが心豊かに育
つ、産みやすく・育てやすい 

【キーワード】 
「育つ」「成長する」「子ど
もたち」「心豊かな」 

 

[市] 「知と育に熱い視線を」、「自然いっぱい 子

育てしてても OK いきいき仕事」、「年寄りが

子どもを見守ってくれるまち」 

[公] 「『子育てするなら東村山』の更なる充実で、

すべての子ども達が健やかで心豊かに育つ

まちへ！」 

[庁] 「未来の子どもたちへ」 

「 産 み や す い 」 、 「 育 て や す

い」、「子どもの声が聞こえるま

ち」、「待機児童０」、「産科のあ

るまち」、「知と育に熱い視線

を」 

○生涯住みたい 

【キーワード】 
「くらしやすい」「住みよ
い」「生涯充実」 

[市] 「老人も子どもも一人も取り残されないまち」、

「ただいま～おかえり！東村山」（子どもから

老人までみんなが暮らしやすい、ずっと暮ら

せる、帰りたいと思えるまち）、「自然いっぱい 

子育てしてても OK いきいき仕事」 

[公] 「住んでよし・働いてよし・楽しんでよし たの

しむらやま」 

[庁] 「心豊かに生涯暮らせる」「ずっと住みたい・

住み続けたい」、「多世代が暮らす 

「子ども×お年寄りに優しい」、

「ライフステージやライフスタイ

ルに応じてくらし、働き、楽しめ

る」、「子育て中でも働きたいと

思える」、「働く所が市内にあ

る」、「生涯過ごそうと思える」、

「誰も取り残されない」 

 

 

分
類 

○構成要素・ 
【キーワード】 

めざす姿の背景 
[市]市民意見・[庁]庁内検討・[公]市長公約 市民参加・庁内検討からの 

関連ワード・フレーズ 

都
市
機
能 

○安全・安心にくらす 

【キーワード】 
「安心」 

[市] 市民アンケート第 1 位、web アンケート第 3

位、中学生アンケート第 1 位 

「老人も子どもも一人も取り残されないまち」 

「安心・安全で地域差が少ないまち」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利

な活力あるまちへ！」、「『人生 100 年時代

を支える良福祉・良環境』を整え、もっと安

心でうるおいのある優しいまちへ！」 

[庁] 「安心・安全」 

 

「災害に強い」、「病院やインフ

ラ整備」、「安心・安全で地域差

のない」、「誰も取り残されない」 

○買い物や移動などくらし
が便利 

【キーワード】 
「生活充実」「くらしが便
利な」「歩きやすい」 

[市] 市民アンケート第 2 位、web アンケート第 1

位、中学生アンケート第 2 位 

「スマート」、「世界標準都市」、「都会田舎の

可能性を秘めたまち」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利

な活力あるまちへ！」 

[庁] 「都市と自然の調和」 

 

「くらし一番」、「買い物しやす

い」、「最低限のインフラ整備」、

「市内移動の充実」、「歩きやす

い」、「安全な道路整備」、「歩

行者が安全に歩ける道」 

都
市
イ
メ 
ジ 

○にぎわいや楽しさがある 

【キーワード】 
「にぎわう」「たのしむらや
ま」「集う」「ワクワク」 

[市] 「魅せるまち」、「都会田舎の可能性を秘めた

まち」（人口減少を抑え、企業誘致などベース

アップ） 

[公] 「住んでよし・働いてよし・楽しんでよし たの

しむらやま」、「『東村山創生』を進め、もっと元

気でワクワクするまち」 

[庁] 「活力」「笑顔」「楽しい」 

 

「いつでも行ける場所がある」、

「週末も市内で遊び、買い物で

きるくらし」、「人が集える場所づ

くり」、「店が多い」、「楽しい」、

「親・子・孫が一緒に楽しく過ご

せる」、「たのしむらやま」 

 

○居心地がよくほっとする 

【キーワード】 
「ちょうどよい」「ほっと
する」 

[市] 市民アンケート第 3 位（「住宅の周辺環境が

良いまち」）、web アンケート第 2 位、中学生ア

ンケート第 3 位（「自然と都市が共存した、ほ

っとするまち」） 

「ただいま～おかえり！東村山」（ずっと暮らし

やすい、帰ってきたいまち） 

[庁] 「美しいまち」「こころ豊かに生涯暮らせる」 

 

「のんびり」、「優しい」、「あたた

かい」、「ほっとする」、「きれ

い」、「新しくなつかしい」、「昔

出会ったような」、「東京のオア

シス」、「陽だまり」、「いきいき」 

○愛されるまち・誇れるまち 

【キーワード】 
「愛される」「誇れる」 

[市] 「世界標準都市」「魅せる街」（他自治体のモ

デルとなる、近隣市にはない魅了の発揮） 

[庁] 「ずっと住みたい・住み続けたい」「いつまでも

愛されるまち」「誰からも愛されるまち」 

 

「愛そう愛されよう」、「地域愛」、

「子や孫に誇れるまちを目指し

て」 

持
続
可
能
性 

○持続可能 

【キーワード】 
「いつまでも」「バトン」
「未来へつながる」「変化
する」「スマート」「選ばれ
る」 

[市] 「スマート」、「マッチング」、「老人も子どもも

一人も取り残されないまち」、「知と育に熱い

視線を」、「自然いっぱい 子育てしてても OK 

いきいき仕事」、「年寄りが子どもを見守ってく

れるまち」 

[庁] 「持続可能なまち」、「未来の子どもたちへ」、

「バトン」 
 

 

「スマートシティ」、「可能性を考

えていけるようなまち」、「子や

孫に誇れるまち」、「将来を見据

えた」「持続可能性」、「人口減

少対応」、「再配分」、「少子高

齢化対応」、「次世代へ引き継

ぐ」 
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「基本目標」案 
＜まち＞ 

めざす姿 
［分野］ 

めざす姿の背景 
ありたい姿 [基]基礎調査・[市]市民参加・[公]市長公約 

  にぎわいを生むま
ちの拠点が整備さ
れている 
［土地利用、中心
核］ 

にぎわいを生む

拠点が整備され

たまち 

[基] 「将来の人口等を見通した土地利用の最適化」、「魅力あるまちの『核』

の整備」、「都市計画道路整備の着実な推進」 

[市] 「東口前を大きく拡げて市民の広場、いこいの広場にする」「東村山駅

のロータリーまわりをおしゃれに」「賑わいのあるいきいきとしたくらし」、

「人がいるまち 観光客も地元民もにぎやかな」、「大型商業施設」、「駅

前や幹線道路のにぎわい」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利な活力あるまちへ！」 

 

  憩い集うことがで
きるみどりや自然
を身近に感じてい
る 
［みどり・水辺］ 

自然・みどりと共

生するまち 

[市] Web アンケート第２位、中学生アンケート第 3 位 

「自然×ヒト」、「自然を活かす・自然・みどりの維持・保全」、「東京のオ

アシス」、「自然と都市の融合（都会）」、「自然とくらしの調和・共存」 

「みどりあふれる公園」、「大きな公園」、「遊べる公園」、「公園をもっと、

人が集まる場所に」、「自然を学ぶ」「魅力的な育児環境（自然活用）」 

[公]「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』を整え、もっと安心でうるお

いのある優しいまちへ！ 」 

 

  人や車の交通が円
滑になっている 
［道路］ 
 

人 や 車 が 安 全

円 滑 に 通 行 す

るまち 

[基] 「都市計画道路の着実な推進」「生活道路の整備」 

[市]  Web アンケート第３位（「安心・安全な生活基盤のあるまち」） 

「道路の幅が広くなる」「歩きやすく安全な道路」「渋滞なし！！」「でこぼ

コ道なし!!」「安全に通れる歩道」「歩幅が広くガタガタな道もなくベビーカ

ー車いす自転車の人が通りやすい」「道路・歩道が狭く危険」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利な活力あるまちへ！」 

 

  公共施設が適切に
保たれ、安全で快適
なくらしが守られ
ている 
［公共施設、下水
道］ 

公共施設などの

都 市 基 盤 が 整

ったまち 

[基] 「変化に応じた戦略的な公共施設の再編、有効活用、マネジメントの推

進」 

[市] Web アンケート第３位（「安心・安全な生活基盤のあるまち」）、中学生ア

ンケート第１位（「安心・安全なまち」） 

「最低限のインフラ整備→暮らしやすい」、「公共施設の役割見直し空き教

室に保育園保育園と高齢者施設コラボ」、「公共施設やインフラを子ども

が大きくなっても維持できる」、「公共施設の充実」、「安心・安全に地域

差がない」、「公共施設に力を入れてほしい」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利な活力あるまちへ！」 

  

 
 

めざす姿 
［分野］ 

めざす姿の背景 
ありたい姿 [基]基礎調査・[市]市民参加・[公]市長公約 

  市内で買い物やく
らしを楽しむこと
ができ、人でにぎわ
っている 
［地域産業、交流］ 

買い物が便利、

人でにぎわうま

ち 

[基] 「交流人口の増加推進」、「」 

[市] 市民アンケート第２位、Web アンケート第１位、中学生アンケート第２位 

「買い物が便利」、「買い物が楽しめる」、「昔ながらの商店を残しつつ多

種類の店が並んでほしい」、「買い出しのときにスーパーが選べる」、

「商店がいの活性化」、「キッズカフェ、絵本カフェ、子連れで利用しや

すい飲食店）、「活力があって人が自然と集まってくる」、「観光 PR（トト

ロ・ジブリ）」、「自然を活かした価値づくり」（都会ではできない体験） 

[公] 「『東村山創生』を進め、もっと元気でワクワクするまちへ！」 

 

  新しい産業が創出
され、地域経済が活
性化している 
［起業・創業］ 
 

働く場が多く、

多様な働き方の

あるまち 

[基] 「地域経済活性化を目指した多様な主体に対する多様な就労の支援」 

[市] 市民アンケート将来不安なことの第 2 位（生活費や医療費など経済面

で不安がない） 

「ひと・企業の誘致」、「研究所や学府が多い」「クラウドファウンディン

グ、海外をねらう」、「働く所が市内にある」、「自宅でできる仕事、テレワ

ーク中心、『住』と『働』の一ヶ所化」、「住んでよし・働いてよし」「産業の

活性化」 

[公] 「『東村山創生』を進め、もっと元気でワクワクするまちへ！」 

  働き方や働く場の
選択肢が多いまち
になっている 
［働き方］ 
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＜ひと＞ 
めざす姿 
［分野］ 

めざす姿の背景 
ありたい姿 [基]基礎調査・[市]市民参加・[公]市長公約 

  地域とつながりな
がら、安心して出
産・子育てしている 
 

  働きながら安心し
て子育てしている 
［子育て支援］ 

安心して子育て

できるまち 

[基] 「安心して出産・子育てができる環境の整備」、「子どもを地域で支える

仕組みづくり」 

[市] 「子どもを産み育てやすい仕組みが整ったまち」、「子どもを持つ世帯が

困らないくらし」、「子育てにお金がかからない」、「補助金などのサポー

ト」、「子ども多い、子どもの声が聞こえるまち」、「産科がほしい」、「高齢

者と子育てをうまく組み合わせたまちづくり」、「周囲のあたたかさ」、「待

機児童０のまちづくり」、「どこにでも子どもの居場所がある（保育園以

降）」、「保育園、児童館の増加」、「子供向けの屋外、屋内の遊び場の

充実」、「市内に働く場があるなど子育てしながらでも働きやすい環境」 

[公] 「『子育てするなら東村山』の更なる充実で、すべての子ども達が健や

かで心豊かに育つまちへ！」  

  子ども・若者が、夢
や希望をもって、地
域社会とのつなが
りの中で、豊かに育
っている 
［子ども・若者育
成］ 
 

豊かな学びがあ

り、地域人材が

育つまち 

[基] 「将来の需給バランスを見通した子育て・教育施設・サービスの構築」、

「誰もがいくつになっても学び直せる環境づくり」 

[市]「小・中の一貫教育」「少人数学級」、「教育に力を入れてほしい（英語教

育の特化など）」、「教育への地域人材の活用」 

「やさしいひと」、「おだやかな人」、「助け合いの気持ちのある人材育

成」、「自然、教育、いい環境で学ばせたい（施設含めて）」 

[公] 「『子育てするなら東村山』の更なる充実で、すべての子ども達が健や

かで心豊かに育つまちへ！」 

  子どもたちが豊か
な学びの場・機会を
得て自ら学び、成長
している 
［学校教育］ 
 

  いつからでも学ぶ
ことができ、文化活
動が盛んに行われ、
地域の中で互いを
高め合っている 
［生涯学習］ 
 

 

 
めざす姿 
［分野］ 

めざす姿の背景 
ありたい姿 [基]基礎調査・[市]市民参加・[公]市長公約 

  だれも取り残され
ず、地域社会に包ま
れ支え合い、安心し
てくらしている 

［地域福祉、高齢者福
祉、社会福祉、保険］ 

生涯安心して暮

らせるまち 

[基] 社会環境の変化に対応した健康づくり 

[市] 市民アンケート「将来不安なこと」第１位（健康面で不安がない）、第２位

（生活費や医療費など経済面で不安がない） 

「老人から子どもまで誰も取り残されない」、「ゆりかご（胎内）から墓場ま

で、生涯東村山」、「出産から最期のときまで」、「ただいま～おかえり！

東村山（ずっと暮らせる、みんなが暮らしやすい）」、「高齢者にもやさし

い」、「高齢者が外に出たくなる（施設、行事）」、「子どもとシルバーのマ

ッチング」、「高齢者が生涯活動し教育･農業等をサポートしながら健康

寿命を伸ばす」、「親・子・孫が一緒に楽しく過ごせる街」、「福祉、健

康、認知症予防」、「障害者福祉の充実」、「それぞれが活躍できる」、

「ストレス社会から解放され心身ともにいきいきと生きる」、「健康面で不

安がない」、「大きい病院が欲しい（産婦人科、小児科）」、「夜間救急、

土日診療の充実」 

[公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』を整え、もっと安心でうる

おいのある優しいまちへ！」 

 

  心身ともに健康に
くらしている 
［健康・医療］ 
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＜くらし＞ 
めざす姿 
［分野］ 

めざす姿の背景 
ありたい姿 [基]基礎調査・[市]市民参加・[公]市長公約 

  だれもが地域でつ
ながり、互いを大切
にしながら、助け合
ってくらしている 
［自治・コミュニテ
ィ］ 
 

多様性があり、

人がつながるま

ち 

[基] 「社会環境や地域の実情に合ったコミュニティづくりの支援」、「多文化

共生のまちづくりの推進」、「多様性が活かされる社会の構築」 

[市] 「皆で挨拶、自然とあいさつが光るまち」、「“挨拶”が行き交う明るいま

ち（声掛け運動）」、「近隣同士でコミュニケーションできる気心の知れた

間柄」、「人情厚い」、「つながりを持てるまち」、「地域に関われるようなこ

とをもっと増やす」、「ボランティアが親切」、「東京の住みやすいまち」、

「人々がコミュニケーションしやすく、お互いが信頼できる、みんな顔見

知り、みんなが声をかけあえるやさしい社会、幅広い世代がコミュニケー

ションをとれる風通しの良いくらし」、「他の世代と交流がある、子ども・高

齢者・子育て世代のみんなが安心してくらせる・つながり、年代が違って

も協力しあえる、高齢者と子どもの交流」、「地域愛、地域のつながり、み

んなが見守る」、「ダイバーシティの受け入れ」、「年齢、国別にもバリアフ

リーの皆が来てくれるまち」、「それぞれが活躍できる、活気あるまち」 

 [公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』を整え、もっと安心でうる

おいのある優しいまちへ！」 

 

  １人ひとりが自分
らしく生き、活躍し
ている 
［ダイバーシティ・
共生］ 
 

  歴史や伝統が大切
に引き継がれ、親し
まれている 
［歴史・伝統］ 
 

歴史文化・スポ

ー ツ 活 動 が 盛

んなまち 

[基] 「文化・芸術活動、スポーツ等に取り組める環境づくり」「歴史・伝統文

化の保護・振興」 

[市] 「歴史ある文化財を残す」、「お祭りが長く続いていくこと」、「様々な人が

楽しめるイベントを増やす」、「人工芝のグラウンド」「サッカー、バスケが

できるところが欲しい」 

[公] 「『東村山創生』を進め、もっと元気でワクワクするまちへ！」 
  スポーツ活動が盛

んで、楽しんで取り
組まれている 
［スポーツ］ 
 

  地球環境にやさし
いくらしをしてい
る 
［環境・エコ、資源・
ｴﾈﾙｷﾞｰ］ 
 

良 好 な 住 環 境

があるまち 

[基] 「地球環境にやさしい資源活用」、「空き家等の流通・利活用の促進・治

安維持」 

[市] 市民アンケート第３位、市民アンケート「親や子との近居など多様な住

まい方」（子との近居希望 36％、親との近居希望 25％） 

「スマートシティ」、「IT を駆使しながら自然の中で生活」、「クリーンエネ

ルギー」、「最新技術で家事負担減」、「空き家活用」、「のびのびしたく

らし」、「おしゃれさ」、「洗練さ」 

 [公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』を整え、もっと安心でうる

おいのある優しいまちへ！」 

  良好な生活環境の
中で、ライフスタイ
ルに合ったくらし
をしている 
［住宅・住まい方、
生活環境・美化］ 
 

 
めざす姿 
［分野］ 

めざす姿の背景 
ありたい姿 [基]基礎調査・[市]市民参加・[公]市長公約 

  災害や犯罪への不
安なく安心してく
らしている 
［防災・防犯］ 
 

防災・防犯力の

高いまち 

[基] 「市民と行政等が協力した災害に強いまちづくりの推進」 

[市] 市民アンケート第１位、中学生アンケート第１位 

「安心・安全で地域差の少ないまちづくり」、「安心・安全にくらせる、災

害に強いまち（地震水災のないまち）」、「子どもの安全（防犯カメラの設

置）」、「治安がよくなると住みやすくなる」、「事故・事件の減少」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利な活力あるまちへ！」 

 

  まちを自由に移動
して便利に生活し
ている 
［交通］ 

移動しやすいま

ち 

[基] 「社会状況の変化や需要動向を見据えた持続可能で安全安心な公共

交通の整備」 

[市] web アンケート第 1 位、中学生アンケート第２位（「買い物や移動などく

らしが便利なまち」） 

「移動が便利」、「公共の乗物の充実、車を持っていなくても移動でき

る、交通の地域格差がないまち、便利な交通機関、子ども、ベビーカー

を持った子連れが使いやすい交通機関（バスなど）」、「誰もが移動しや

すい」、「自動運転などによって交通の便が向上」、「アクセスが良い点

を PR」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利な活力あるまちへ！」 

   


