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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 令和２年度 第 1回東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議 

開 催 日 時 令和２年 11月 12日（木）午後 6時 00分～7時 40分 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ 3階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委 員）西村委員（会長）、紺野委員（職務代理）、髙橋委員、鳥本委員、平野委員、

十時委員、五十嵐委員 

（ 市 ）渡部市長 

（所 管）深野行政経営課長 

（事務局）間野経営政策部長、河村経営政策部次長、笠原企画政策課長、 

     櫻井企画政策課主査、中田企画政策課主任 

●欠席者：なし 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 0名 

 

会 議 次 第 

 

１ 事務局紹介・資料の確認 

２ 開会 

３ 諮問・市長挨拶 

４ 会長挨拶 

５ 報告 

・東村山市第５次総合計画について 

６ 議事 

（1）会議の進め方 

（2）「みんまち条例検証５年の総括」について 

７ その他 

問い合わせ先 

東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議事務局 

（東村山市経営政策部企画政策課） 

住所：〒189-8501 東村山市本町 1-2-3   電話： 042－393－5111（内線 2213） 

会  議  経  過  

１ 事務局紹介・資料確認 

事務局の紹介と資料の確認。 

 

２ 開会  

 

３ 諮問・市長挨拶 

【諮問事項】 

 東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例制定後、基本条例検証５年の見守り・検証会議の答申

内容を踏まえ、「市民が中心の自治」が推進されたかについて 

 

【市長】 

めっきり寒くなる中、またお忙しいところ、そして何よりもコロナ禍が終息しない中にも関わらず、

本年度第１回のみんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議にご出席いただき感謝申し上げ
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る。また、これまでのご審議を通じて西村会長を始め委員の皆さまには基本条例の理念、まちづくり

の考え方、基本原則に基づいてまちづくりが出来ているかということを常に検証いただきながらご指

導賜りまして改めまして心より感謝申し上げる。 

ただいま、今年度の諮問をさせていただいたところであるが、みんなで進めるまちづくり基本条例

の見守り・検証が始まって早くも５年が経過するということになる。これまで、基本原則の３つの事

項について、１年をかけてそれぞれ検証を行うとともに、昨年度までに市政の評価や公民連携の検証

を行ってきた。今年度は集大成ということで５年のサイクルの中で、みんなで進めるまちづくり基本

条例の理念である「市民が中心の自治」が、５年間で実際進んでいるのか、あるいはそうではないの

か、進んでないとすればどういったことが課題なのか、そういった点についてご議論いただけたらと

思っている。 

また、今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、本審議会の開催が 11月になっ

て初めて開催できることになった。当市では、まちづくり基本条例に基づいて、様々な形で政策形成

あるいは政策決定については、市民の皆さんのご意見を伺うなどの市民参加の方法を取り入れてきた

が、今年になり市民の方が一堂に会して、対面しながら議論をかわすということがなかなか前半では

出来なかった。現時点でも、一定の制限をしながらウィズコロナの状況で、まちづくりの基本原則で

ある市民との情報共有や市民参加、協働を具体的にどのように進めていくのかということについて、

ぜひ学識の観点、市民目線でご意見をいただければありがたいと思っている。 

行政と市民の協働というだけではなく、共助といわれる市民の皆さん同士の活動も制限を受けてお

り、総会が開けない、今まで行ってきた多くのイベントや事業が今年は出来ない、あるいは縮小せざ

るを得ないという様なことが起こっており、市民活動そのものも停滞しているのではないかというこ

とが危惧される。今後の人口減少社会の中でよりよいまちを築いていくことが我々の責務ではあるが、

行政だけでいいまちをつくることは厳しく、そこにお住いの市民の皆さん自らが自治の中心であると

自覚と責任を持ってまちづくりにぜひ積極的に関わっていただくことが大事であり、コロナ禍の中で

その様な取り組みを進めていくことが課題ではないかと考えている。その点についてもご議論いただ

けたらと思っている。 

後程、今日の報告にもあるが、東村山市第５次総合計画は来年度からスタートする 10年間の総合計

画である。みんなで進めるまちづくり基本条例が制定され初めて策定された総合計画であり、９月議

会にて、基本構想については議決をいただいた。これまで総合計画は各自治体でつくることが地方自

治法で定められていたが、地方分権改革の一環として、総合計画をつくるかつくらないかを含めて自

治体の判断、住民の判断に基づく様にと、法に基づく設置義務がなくなった。 

当市としても、長期的、総合的にまちづくりを進めていく上で総合計画は柱になるため、みんまち

条例の中に総合計画を策定することを明記させていただき、みんまち条例に基づく初めての計画とい

うことで、幸いコロナ禍が始まる前でしたので様々な市民参加を用いて、多くの世代、多くの市民の

皆さんのご意見を取りまとめさせていただいた。 

今後、人口減少がかなり進むことが予測されており、今後 30年間では推計では 2万 7千人、人口が

減ると見込まれている。そうなるといろんな意味で空き家が増えるだとか、学校にも空き教室が増え

るだとか、あるいは税収もかなり影響が出るだろうと様々な課題が出てくるが、これからどうやって

克服していくのかという大きな指針として、やはりみなさまの市の持続可能なまちを目指していこう

ということで、今世界的な潮流であります SDGs に基づきまして、私たちの SDGs というタイトルをつ

けさせていただき、まちの持続性、地球規模での持続性に貢献できるまちを市民のみなさんと築いて

いこうという意思表示をさせていただいた。 

今後、この計画に基づいてそれぞれの行政分野ごとにまちづくりを進めさせていただくが、まずは

策定された第５次総合計画をいかに市民の皆さんと情報共有をして具体的な施策に、また市民の皆さ
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んにご参加いただき、協働しながら推進していくかということがポイントと思っている。先程申し上

げた今回の諮問内容については、そういった視野もいれていただければと思っている。よろしくお願

い申し上げる。 

 

４ 会長挨拶・職務代理挨拶 

【会長】 

 開催までの間、それぞれの分野でコロナとどう向き合うのかと四苦八苦してきた半年間であったと思う。

私自身も本学の保護者から様々なご意見をいただき、意見の板挟みにあっており、おそらく企業や行政機関

も抱えてきた悩みではないかと思う。少なくとも１年以上はこの様な状態が続く、ニューノーマルな時代に

なってきたと思っている。 

諮問の内容もまさにその内容になっており、我々は疫病学者ではないので感染症学的にこれが正しいとは

言えないとは思っているが、他方で、市民目線でやはりこういうことは大切だとか、こういったやり方があ

るのではないか、こういう方法が実質的ではないかといった観点から提言は出来るのではないかと思ってい

る。コロナと向き合っている我々として、今後どの様に取り組むのがいいかということについて、忌憚のな

いご意見をいただければと思う。よろしくお願い申し上げる。 

 

５ 報告 

行政経営課より、東村山市第５次総合計画（基本構想）、東村山市第５次総合計画（前期基本計画）素案

について説明を行う。 

 

６ 議事 

（１）会議の進め方 

【事務局】 

事務局より、本年度の諮問事項、会議回数（全４回予定）、会議の進め方について説明を行う。（配付資料

１～２） 

 

【会長】 

 事務局からの進め方についてご意見等はあるか。 

 

【委員】 

 現在、新型コロナウイルスの第３波が来ており、仮に予定している１月の会議が新型コロナウイルス感染

症拡大でずれ込んだ場合はどの様にするのか。リモートを取り入れたりするのか。 

 

【事務局】 

 事務局としてはお示ししている日程で感染症対策を十分に行いながら、会議開催を行いたいと考えてい

る。委員ご指摘の通り感染拡大傾向で対面での会議開催が難しい場合については、現在市では附属機関の会

議開催について、対面式だけではなくオンライン会議といった形も視野に入れて検討している。一方で、重

要な事項をお諮りさせていただいていることから、まずは対面でご意見をいただける形での会議開催を検討

していきたいと考えているが、みなさんのご意見を尊重させていただき会議開催の方法についても柔軟に対

応していきたいと考えている。 

 

【会長】 

 その他ご意見等はあるか。 
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【全員】 

了承。 

 

（２）「みんまち条例検証５年の総括」について 

【事務局】 

事務局より、「みんまち条例検証５年の総括」について説明を行う。（配付資料３） 

 

【会長】 

 ５年間でやってきたことを総括するにあたり、先程の事務局からの説明に対して、ご質問はあるか。 

 また、今後の進行について確認させていただくと、今日の説明資料を基に検証シートを持ち帰りいただき、

第２回目に向けて考えを練ってきていただくことが今日の重要なところである。第２回目は検証シートの項

目に沿って進めていくことになるので、ご意見を考えてきていただき、次回は委員のみなさんのご発言を中

心に議事を回していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げる。 

 

【委員】 

みんまち条例が市政に反映されていったとのことだが、実際にどういった風に実施されていったのか。市

民に還元されていったのか。 

 

【事務局】 

 政策形成段階で市民の皆さんにご意見を聴くことや、職員の方から出向いて市民説明会あるいは出張講座

でご説明させていただきご意見を聴く機会が、みんまち条例が出来てからの５年間で、職員のスタンスがか

なり変わったと思っている。他市との比較は行ってはいないが、パブリックコメントの実施件数が年平均

10 件以上、また、今年度は第５次総合計画が来年度から始まることから、分野別計画のローリングも重な

り多くなっている。私たちが重要視している点は、市民の皆さんからいただいたご意見を政策に反映させて

いく点で、政策決定段階でご意見を聴くのではなく、政策形成段階で市民からのご意見を聴く取り組みが根

付いてきたと感じている。 

 市民の皆さんの中にも計画策定時に、パブリックコメントや市民説明会を行うことについて、ご認識いた

だけてきていると感じている。さらに、情報発信の点からホームページを始め、SNSを含めて様々な形で発

信してきたことから、当市が力を入れている分野についても情報共有が進み、東村山市版株主総会でも今後

力を入れていただきたいという方向性と、私たちが力を入れている分野とが一致してきていると認識してい

る。 

 

【委員】 

 今後も同様に進めていくのか。 

 

【事務局】 

 今後もみんなで進めるまちづくり基本条例の基本原則・基本理念に基づき進めていく。 

 

【会長】 

他市ではまちづくり基本条例を制定して終わりや、５年後など定期的に見直しを行っている市もあるが、

毎年市長が会議に参加して行っているところはほとんどないと思われる。そのため、市長が毎回会議に出席

し、その会議の基になっている条例がみんなで進めるまちづくり基本条例であることについて、職員の皆さ
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んは意識的に大事な条例であると認識していると思われる。市民の皆さんにどうとらえられているのかにつ

いてはご意見をいただきたい。 

また、現在、条例制定後５年間で走りながら進めている状態であり、今後この会議をどの様に発展させて

いくのがいいかといった点についてもご意見をいただきたい。 

 

【市長】 

 委員の中にはみんなで進めるまちづくり基本条例策定前の自治基本条例策定市民会議から参加いただい

ている委員やみんなで進めるまちづくり基本条例策定後の見守り・検証会議の当初から委員として参加いた

だいている方もいるので、肌感覚として変わったことがあったのかなかったのか、率直なご意見を伺いたい

と思っている。条例の性質上、この条例が出来て具体的に何が市民生活で変わったのかお示しすることは難

しいが、職員の意識や行政の取り組むスタイルが変わったと思っている。計画等を作る際には、市民の皆さ

んからご意見をいただくことが標準的なスタイルとなってきており、市民の皆さんと協働、あるいは事業者

と対等な立場で協働や連携をし、まちを良くしていこうという機運は出来てきていると感じている。 

 

【委員】 

 10 ページの市と市民が力を入れるべきだと思う分野について、行財政改革のポイントが減っている点や

防災や環境、ごみ分野についてはどの様に評価をしているのか。 

 

【事務局】 

 こちらの意見については、第４次総合計画に行財政改革を加えた５つの分野について、参加された方一人

１票ずつ投票をいただいている。 

 防災や環境分野についても、この間なにも行っていない訳ではなく、かなり力を入れてきた。資源循環分

野についてはリサイクルセンターの建設、防災分野については防災無線の整備などに取り組んできたので、

その点については一定の評価がされたのではないかと考えている。また、行財政改革については、渡部市長

就任時、非常に財政状況が厳しかったが、その後行財政改革を進め現在の状況に戻してきた経過もあり、ま

た、市長が直接毎年の東村山市版株主総会で行財政改革についても報告しているので、その点についても一

定の評価をいただいたものと考えている。一方で、子育て部分に関してはこの間、財政面を含めて色々な投

資を行ってきたが、やはりもっとやっていただきたいというご意見が多いのではないかと認識している。ハ

ード面では公立保育園を２園民間へ移管したが、ソフト面では「子育てするなら東村山」を推進するため、

妊娠期から出産期までの幅広いサポート、あるいは子ども家庭支援センターでは児童虐待防止の点について

も力を入れており、ソフト・ハード両面含めて「子育てするなら東村山」を取り組んできた。また、都市基

盤整備分野については、多額の財源と整備までかなりの時間を有するが、第４次総合計画の期間中に出来た

ものとしては東村山駅東口の東村山３・４・２７号線通称さくら通りが市民スポーツセンター以降開通した。

そして、東村山駅連続立体交差事業、多摩地域では都市計画道路整備率が下位となっているが、都市計画道

路の整備についても現在着実に進めているところである。 

 

【会長】 

 市民と行政が同じ方向を向いているという理解で良いと思う。 

 

【委員】 

 きちんと市が意見を受け止め、分析をされていることが分かった。 

 

【委員】 
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 16 ページの「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」の認知について、これはあくまでも市民意

識調査での回答で、それ以外の回答についてはないのか。 

 

【事務局】 

 こちらは毎年実施している市民意識調査の結果のみとなる。調査については 2,000名無作為抽出で選ばれ

た方に対して、約 800名の回答をいただいている。毎年「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」を

知っているかという質問に対して、「知っている」、「内容についても知っている」とご回答いただいた方併

せて毎年約 30％という状況である。 

 しかしながら、繰り返しにはなってしまうが、なにか施策を行う際には市民参加、パブリックコメント、

出張講座、ワークショップなどをどこの所管もみんまち条例に基づき行っているので、今後みんまち条例の

根幹を知っていただけるように研究検討していきたいと考えている。 

 

【会長】 

 策定した際は認知度が高く、時間が経過していくとだんだん下がっていくというのが一般的ではあると思

うが、上がったり下がったりと経年での差はあるが、毎年約 30％を保っていることは高く評価できるので

はないかと思う。 

 

【委員】 

 市民の認知度が継続していくことを期待する。 

 

【委員】 

 私がこの会議に参加して、ここ５年で大きく変わったことは、私自身が自治会長をやったことでコミュニ

ケーションの機会が多くなったことが大きく変わったと思っている。自治会の皆さんにこれを知っているか

と聞いたら、知らないと回答があった。自治会長は意識していると思うが、その他の市民に対して周知して

いただけたらと思う。みんまち条例を大事にしていることを訴えられると良い。 

 

【委員】 

 ３割の方が条例を知っているのは、結構知名度は高いのではないかと思う。一時ブームになった時に条例

を策定しても、実際その後に見直しをせず、時間を取っていないところ市も多い中で、東村山市は毎年見守

り・検証会議で根幹の部分に戻ることがあるということは凄いことでもあると思う。また、幹から枝に広が

っていくのは５年 10年のスパンでは短く、もっと長期的に見た方が良いと思う。 

 

【市長】 

 自治基本条例については、当時一種のブームとなっており、いろいろな自治体でまちの憲法であると称し

て策定作業が進められた。条例の場合はどの条例が上位・下位ということはなく、憲法扱いはおかしいとい

った議論もあった。当市のまちづくり基本条例は市の最上位計画である総合計画の根拠条例となっている。

そのため、みんなで進めるまちづくり基本条例に基づいて最上位計画である第５次総合計画を策定したとい

う形になっているので、憲法ではありませんが上位的な意味合いを持っており、必ずどの所管も計画を策定

する場合には出来れば市民参加で、最低でもパブリックコメントを実施するなり、市民説明会を開いて意見

聴取することが基本スタイルとなっている。来年４月から第５次総合計画が開始されるが、その基になって

いる条例はみんなで進めるまちづくり基本条例であるということをできるだけ広く市民の皆さんに知って

いただいて、まちの課題を共有して目指す方向性についても共有できればと思っている。 
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【会長】 

心理学的にも接触頻度の高いものの方が、心理的距離が近くなる検証結果がある。あちこちでみんまち条

例の話があると心理的距離が近くなると思うので、様々なところで目に触れる様にしていただくことが大事

なことであると思う。 

 

【委員】 

 条例に対して市民が親近感を持てると良い。 

 

７ その他 

【事務局】 

 次回は、令和３年１月２１日（木）午後６時から行う予定である。 

 

 
 


