
 

 

東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応 

 

１． 案件名 

東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案） 

 

２．担当所管 

（１）名称 東村山市経営政策部行政経営課 

（２）所在地 〒189-8501 

（３）電話番号 042-393-5111(内線)2223・2224 

（４）Ｅメールアドレス gyosei@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

３．概況 

（１）意見等募集期間 平成 22 年 7 月 2 日から平成 22 年 7 月 16 日 

（２）結果周知手段 東村山市ホームページ 

（３）結果公表場所 東村山市ホームページ、本庁舎 1 階情報コーナー、各公民館・図書館、スポーツセンター、ふるさと歴

史館、美住リサイクルショップ、各ふれあいセンター 

 

４．受付した意見等の件数 

電子申請 7 件、ＦＡＸ14 件、施設投函箱 11 件 

合計 32 件 （意見数 91 件） 

※ 一回の提出で複数項目に意見をいただいたものにつきましては、項目ごとに意見数をカウントいたしました。その結果、意見数

は 91 件となっております。 



東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

※寄せられたご意見は、原文のまま掲載しています。

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

1 前期基本計
画の構成

1 ＜構成が不充分だ＞
■前回の反省がない。
反省なしで計画を作っても、より効果的な施策は作れない。
民間企業で当たり前なことが役所ではやられていないことが問題。

ご指摘のとおり、計画を策定する上では前計画を振り返り、課題等を
分析することは不可欠と考えております。第4次総合計画の策定にお
きましては、第3次総合計画後期基本計画の進捗状況や課題を把握
するための調査を行い、計画を検討する上での参考としております。
調査結果は「東村山市第4次総合計画基礎調査報告書」として公開し
ていますので、ぜひご覧ください。

2 スマイルプ
ロジェクト

2 ｐ.２で言及されているような、「協働」の事業を行う場合、ぜひノウハウのある
関連団体から具体的なアイデアを募って頂きたいと思います。例えば、子育て
支援に市民力を活用しているカナダやニュージーランドなどでは、「これだけの
利用可能なお金があります。どういう事業を行いたいですか？」と一般に公募
をするそうです。そして、事業が特定された後に、必要な法手続きなどは行政
が行い、事業の実施はＮＰＯや他の市民団体が行うそうです。行政が市民へ
の働きかけ無くして事業内容を決定し、「これをやって下さい。」という形で受け
皿を探すという形であるのなら、それは、真の意味での「協力し働く＝協働」で
はないと考えます。

基本計画は、施策ごとのあるべき姿を実現させるため、具体的な取り
組みを示すのではなく、5ヶ年の施策の方向性を明らかにすることを目
的としたものですので、具体な詳細は記載しておりませんが、今後、
当市の協働を進めるにあたりご提案のような「条件提示の協働事業
募集」「提案型の協働事業」などさまざまな手法について検討していく
必要があると考えております。
ただし、「協働」を進めていく上では、東村山の自治のあり方や手法な
どの整理が必要であると考えております。
現在、「自治基本条例市民参画推進審議会」等さまざまな場において
東村山の自治について検討が進められておりますが、ご提案いただ
いた「協働」を進めるうえでの働きかけやしくみづくりについても検討し
ていきます。

3 スマイルプ
ロジェクト

2-5 優先的な事業群となっていますが、多くが現在おこなっている事業です。継続
事業と、新たな事業を明確にして下さい。
又分野別事業とも重なっていますが、「みどり」関連の分野別事業はスマイル
プロジェクトへの位置づけが弱く、ほとんど今と変わらない印象です。目ざすべ
きまちの姿に「みどり」のことばを入れるなら、優先内容の再検討が必要です。

スマイルプロジェクトは、前期基本計画の計画期間である平成23年度
～27年度に、特に優先的・重点的に推進する事業群をスマイルプロ
ジェクトとして位置付けたもので、より一層戦略性が高く、実行性を重
視したまちづくりを展開する上で必要な事業を掲載しており、事業の
新旧の明確化をする予定はありません。
将来都市像の説明文では、「東村山の特色である緑などの自然環境
と都市機能が調和する東村山らしいまちづくりを推進し、市民一人ひ
とりが安全と安心を享受し、このまちで暮らすことで、より豊かに人生
を歩むことができる生活充実都市を目指します。」とあり、緑の保全・
育成の中でもとりわけこの５年間に重視する事業として、東村山の象
徴的な緑である北山公園の用地取得・菖蒲田の改良について掲載し
た旨をご理解ください。
なお「施策3-1-2 緑の保全と創造」に位置づけた事業につきましても
推進してまいります。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

4 笑顔あふれ
るためのプ
ロジェクト

5 （３）笑顔で学べる教育環境の充実
＜意見＞
小中学校の耐震化は子どもたちの生命を守る上での絶対条件です。計画に
載せなければできないのであれば仕方ないと思いますが、総合計画の重点課
題として表記するのは、当市の財政状況の逼迫程度を見るようではないでしょ
うか。

ご指摘のとおり、学校施設の耐震化は、児童・生徒の安全・安心な学
校づくりの観点から、最優先課題として捉えております。学校施設に
関しては、老朽化に伴う改修や設備の更新等良好な教育環境の整備
が求められているなかで、それらに対応していく上でも耐震化事業は
不可欠であり、前期基本計画において耐震化の完了を目指すもので
す。また、この事業は、多額の事業費を伴うことから、その意義と必要
性について理解と共通認識を図るため、総合計画に取り上げているも
のでありますので、ご理解をお願いします。

5 笑顔あふれ
るためのプ
ロジェクト

２－１－２
教育内容の
充実

5,
29,
30

表記についてご要請に従い、検討しました結果、下記の通り２点について、意
見を申し上げます。
第４次総合計画：前期基本計画-素案-は、市民会議各グループの提案を含め
て、非常に良く成案されていると評価しますが、下記２点について、教育グ
ループの提案の根幹をなす部分が取り入れられていませんので、意見申し上
げます。
第１点
素案５ページ　笑顔あふれるためのプロジェクト（３）笑顔で学べる教育環境の
充実の頄に「図書館と小中学校をネットワークで結び学びの環境整備を推進」
を追加する。
これと関連して29-30ページの基本目標２『みんなが楽しく学び、豊かな心を育
むまち』｛５ヵ年の施策の方向性｝、５．豊かな心を育むための読書環境の整備
の頄に、次の文章を追加する。
「図書館と小中学校をネットワークで結び学びの環境整備を推奨する。具体的
には、図書館の検索端末『けんさく君』を小中学校に配置し、市立図書館の機
能を学校に拡大する。」
（説明）
既存のネットワークの接続方法を工夫すれば、コストの大半は「けんさく君」の
端末コスト、プラスアルファですむ。この実施により、学校図書館での利用可能
図書は、飛躍的に拡大し、教育環境は改善され、本年３月に策定された「第２
次東村山子ども読書活動推進計画」の実現を支援し、補強することができる。

小中学校図書館につきましては、環境整備をはじめとして蔵書の充実
や教員への支援、職員配置の検討などを優先課題と考え、第2次子ど
も読書活動推進計画でも重点頄目にあげて取り組んでいます。市立
図書館と学校とのネットワーク化は将来的な検討課題と捉え、各学校
図書館のコンピュータ化による蔵書管理が可能となった段階で、個人
情報保護や利用方法、本の配送体制等の課題を総合的に判断しな
がら検討を進めたいと考えております。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

6 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 ■「施策1-1-1 家庭や地域における子育て支援」について
１、地域で子育てを支え合うしくみづくり
・子育て支援分野は、最も市民活動団体・NPOなどのきめ細かい活動が有効
で、行政だけでは成り立たない分野だと思います。子どもを生み育てている
人、子育てにかかわる仕事をしている人、子育てサークル…などのなかに、こ
こにこそ「市民活動団体・NPOなど」を入れるべきだと感じます。
・「地域まるごと子育て支援」ということば唐突に出てきます。説明が必要なの
ではないでしょうか。

ご指摘のとおり、子育て支援の推進には市民活動団体やＮＰＯの存
在は重要ですが、文章では、「子育てにかかわる仕事をしている人、
子育てサークル…等」の文言に含めて考えておりました。しかし、今後
さらに市民活動団体やＮＰＯ等との協働は、子育てを支え合うしくみづ
くりを進めるには不可欠なものであり、原文ではわかりにくいため、下
記のとおり文章を改めます。
「子どもを産み育てている人、子育てにかかわる仕事をしている人、子
育てサークル、子育て支援をしている市民活動団体・ＮＰＯ法人、行政
等が、互いに対等・平等の立場で、情報交換や議論などを行い…」。
また、「現状と課題」の頄目にも同様のくだりがあるため、あわせて変
更いたします。
「地域まるごと子育て支援」に関して文言の説明は必要と判断され、
他の文言も含め、前期基本計画の内容が確定次第、適宜注釈を挿入
していきたいと考えております。

7 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 ・「主に家庭で子育てをしている保護者などを支援するため、子育て総合支援
センター「ころころの森」の充実を図り、子育てしやすいまちを目指します」につ
いて
･･････「保護者の支援」、つまりひろば事業についての充実だと読みとれます。
確かに利用者の方々に高い評価を受けているころころの森ですが、連日ひろ
ばは満杯の状態です。要因のひとつに、他市の利用のうなぎのぼりの増加が
あり、市民の方が早めに退館する事態もおきています。市も了解済みの事実
で、その現状を解消する提案もないなか、さらにころころの森のひろば機能の
充実を目指すことが、子育てしやすいまちを目指すことになるという理屈に納
得できません。
また、市からは補助金獲得の関係で、補助金額が頭打ちの広場事業は減らし
て、人材育成事業等の包括事業の充実を図る指示がきている状況で、「ころこ
ろの森の充実」をあげることに矛盾を感じます。どういった事業展開のイメージ
があっての明記でしょうか。

子育て総合支援センター「ころころの森」につきましては、子育て総合
支援センターということで、単なるひろば機能のみでなく、主に在宅で
子育てをしている家庭の支援をしながら、人材の育成やサークル活動
の支援、地域連携事業といった子育てしやすいまちづくりをしていくた
めの事業を行っていくことを考えております。
そのため、ここではひろば機能の充実を目指すのではなく、それ以外
の機能を充実していく中で家族支援、地域支援を目指していくことを
念頭に記載をしております。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

8 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 ・「安心して子育てができるよう、行政のサービスをはじめ、地域の子育てサー
クルやイベント等の情報など、子育て家庭が知りたい情報の提供を充実しま
す」について
･･････これまでも何度も取り上げられてきた課題ですし、ホームページや子育
て情報誌などの紙媒体、長期的な情報とタイムリーな情報、行政が知らせたい
情報と子育て中の親が知りたい情報の温度差など、「情報」全体をどう提供し
ていくかという議論が必要だと何度も子ども家庭支援センターや作業部会でお
話ししてきましたが、実際にはなにも進んできませんでした。
「子育て情報誌」の作成は自主企画の持ち込みから始まりました。費用対効果
は絶大だと思いますが、その位置づけははっきりしないままです。子育て当事
者から多くの指示を受けている「トコトコ通信」も民間の発行です。
また、ＮＰＯ運営による市内子育てに関するホームページは、市のものより見
やすいと評判です。そういった民間の力が、子育て中の市民の「子育て情報の
充実感」の底上げになっているのが現状だと思うのです。
行政だけでは子育て当事者のニーズの答えていくことは難しいということもあ
り、他市では情報誌やHPの充実について市民団体に委託するケースが多い
のですが、東村山市では、HPのリンクすら民間とはできないとしている現状
で、具体的にどのような「情報提供の充実」を考えているのでしょうか。

乳幼児がいる家庭では、外出しにくいということもあり、気軽に子育て
情報を知ることができるようにして欲しいという要望は非常に多くなっ
ております。そのため、「施策1-1-1 家庭や地域における子育て支援」
の5ヶ年の施策の方向性にその旨記載したところです。
しかしながら、子育て家庭が求めている情報は様々なものがあり、ま
た情報として行政が出せる情報と民間が出せる情報には違いがあり
ます。そういった中でどのような情報発信をしていくのか、民間にＨＰ
作成を委託していく場合は行政としてどのように関わっていくのか等
整理していく課題もあります。まずは子育て総合支援センター「ころこ
ろの森」等で子育て情報の整理をしながら、情報提供方法等を検討し
ていきたいと考えております。

9 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 子育て家庭、それも就労していない家庭に対する直接的なサービスとしての
一時預かり事業（預かりサポート事業）は、23年度までの時限付となっていま
す。ひろばやネットワークの整備などの子育て環境を充実していくことも必要で
すが、多くの利用者があり、育児への負担感を軽減している預かり事業を継続
して実施することが望まれています。
預かりをきっかけに保育士に子育ての相談ができ、母親が「子育て」を学ぶ場
にもなっていることが、単なる預かりではない「子育て支援」ともなっています。
無料である必要があるのかは、議論の必要があると思いますが、就労してい
ない家庭のための預かり事業の実施を政策の方向性に加えてほしいと思いま
す。

ご意見にありますように、就労していない子育て家庭の支援について
も重要であると考えております。
市では、子育て総合支援センター「ころころの森」を設置し、主に在宅
で子育てをしている家庭の支援を行っております。
また、現在実施している「預かりサポート事業」は利用者からも非常に
好評ですが、場所等の問題もあり現時点では平成23年度までの時限
事業である旨をご理解いただければ幸いです。引き続き、就労してい
ない子育て家庭の支援について検討を進めてまいります。

10 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 １．「ころころの森」の充実ということですが、来場者数だけを見て事業の成果
を計るのは危険です。イベントを求めて集う親子が多いなか、初めのハードル
を越えるためには支援者のお膳立てが必要な時もありますが、実質の支援と
して、親が親として自覚と技術を学べる支援の充実を求められていると思いま
す。上辺の支援は将来の弊害を産む可能性があると思います。

ご指摘の通り、来場者数だけで事業の成果を測るというものではござ
いません。指標の考え方については6ページでお示しした通り、取り組
みの一部という位置づけであり、各施策の進捗状況や成果を客観的
に把握するために設定したものです。

11 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 「こんにちは赤ちゃん事業」の訪問率全国平均で85％前後と聞いたことがあり
ます。東村山市では是非100％を実現していただきたいと思います。

対象となる家庭の様々な事情があるため、訪問が困難な場合も想定
されますが、事業目的に沿った効果が上がるためにも訪問を積極的
に展開をし、100％の訪問率を目指して事業実施していきたいと考え
ます。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

12 １－１
安心して子
育てができ
る環境を整
備する

7 子育てについては、対策が行われるようになった。
しかし、今の子育ての親は、学校卒業後に仕事に就けるか不安に思ってい
る。
将来に希望が持てないと社会に不安を作る。
秋葉原事件のような原因のはっきりしない事件が起きる。練炭での集団自殺
が起きる。オーム真理教のようなカルト集団に入れば、尐なくとも食べることに
困らないと考える。暴力団に入れば、尐なくとも食べることに困らないと考え
る。
施策として例えば就業希望者への支援NPOとの連携、協力、支援等考えてほ
しい。

就労についてですが、ハローワークや東京しごとセンター等と連携し
て、情報の提供に努めていきたいと考えております。
また、学校教育の充実や、青尐年の育成など、社会で自立して生きて
いく力を育むための施策も進めてまいります。

13 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 【５ヵ年の施策の方向性】
１　地域で子育てを支え合うしくみづくり
子どもを生み育てている人、子育てにかかわる仕事をしている人、子育てサー
クル、行政等が、互いに対等・平等の立場で、情報交換や議論などを行い、協
働により地域全体で子育てをしていくこと（地域まるごと子育て支援）ができる
よう、ネットワークづくりを進めるについて
＜意見＞
「子育てにかかわる仕事をしている人」とは保育園や幼稚園の先生などを想像
させますが、その解釈でいいのでしょうか？子育て支援を行っているNPOや、
ファミリーサポートセンターの提供会員の活動などは、「仕事」という枠に入れ
にくいと思います。たとえばファミサポの提供会員の活動は有償ですが、市が
仕事を斡旋することはできないので「有償ボランティア」及び「相互援助」という
ような言葉を使っていると思い、それらはこの仕事をしている人に入りにくいと
思いますがいかがでしょうか。
また「地域まるごと子育て支援」とは何なのか、よくわかりません。「いのちとこ
ころの教育」などの言葉もありましたが、注釈を必要としたり、他の資料を読ま
ないと理解できないような言葉は、極力使用を避けた方がわかりやすいと思い
ますがいかがでしょうか。

「子育てにかかわる仕事をしている人」には、保育園や幼稚園の先生
のほか、ＮＰＯ法人で子育て支援にかかわる仕事をしている人等が含
まれます。ファミリーサポートセンターの提供会員につきましてもご質
問をいただいておりますが、ここの文章は子育て支援をしている市民
活動団体やＮＰＯ法人等も含め、「協働により地域全体で子育てをし
ていくこと」に主眼をおいた文章であることをご理解ください。なお、こ
の文章につきましては、№6のご質問と合わせ、原文ではわかりにくい
部分もあるため、下記のとおり文章を改めます。
「子どもを産み育てている人、子育てにかかわる仕事をしている人、子
育てサークル、子育て支援をしている市民活動団体・ＮＰＯ法人、行政
等が、互いに対等・平等の立場で、情報交換や議論などを行い…」。
ご指摘のとおり「地域まるごと子育て支援」、「いのちとこころの教育」
に関しては、わかりやすい説明を加えるなどの工夫をしていきたいと
考えております。

5



東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

14 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

7 安心して子育てができるよう、行政のサービスをはじめ、地域の子育てサーク
ルやイベント等の情報など、子育て家庭が知りたい情報の提供を充実するに
ついて
＜意見＞
前期次世代計画にも同じような言葉が出ていましたので、申し訳ありませんが
「またか・・・」と思ってしまいました。また行政課題として「子育て情報誌 なない
ろぽけっと」が人手不足で更新が難しいと書かれています。他の自治体では、
当事者が本当に知りたい内容は行政で発信するのは難しいと、民間に委託し
ているケースが多くあります。ニーズが高い事業なので民間委託もしくは当事
者を巻き込んだ発信方法がふさわしいと思いますがいかがでしょうか。
またこれらを後期次世代計画ではころころ森でやるよう書かれていますので、
実施計画でもころころ森にと書かれると思いますが、ころころ森は白梅学園が
委託されていますので、行政情報を一括するのは難しいと思い、どのようにさ
れるのでしょうか。

乳幼児がいる家庭では、外出しにくいということもあり、気軽に子育て
情報を知ることができるようにして欲しいという要望は非常に多くなっ
ております。そのため、「施策1-1-1 家庭や地域における子育て支援」
の5ヶ年の施策の方向性にその旨記載したところです。
しかしながら、子育て家庭が求めている情報は様々なものがあり、ま
た行政が出せる情報と民間が出せる情報には違いがあります。そう
いった中でどのような情報発信をしていくのか、民間にＨＰ作成を委託
していく場合は行政としてどのように関わっていくのか等整理していく
課題もあります、まずは子育て総合支援センター「ころころの森」等で
子育て情報の整理をしながら、情報提供方法等を検討していきたいと
考えております。

15 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

8 ２、子育てに関する相談機能と連携の強化
・「子ども家庭支援センターを子育て支援の総合的かつ中核的な拠点として位
置づけ、子育てに関する総合的な相談機能の整備を進める」について
･･････これも次世代育成計画の課題から常に掲げられてきました。市民感覚
では「総合的な相談機能」とはワンストップサービスをイメージします。が、実際
には、たとえば各子育てひろばの情報について、担当窓口が把握していないと
か、職員研修などの必要性も感じています。
また、子ども家庭支援センターは先駆型になったために「虐待防止」事業で目
一杯で、予防事業である「情報提供事業」は「子育てサークル支援」「子育て支
援団体支援」といったものに力が入っていないのは一目瞭然です。
実際、「ころころの森」にそれらの事業を移管する意向が示され、すでにいくつ
かの頄目にについては実務レベルでの調整が進んでいます（「ころころの森」
としては、実務的に難しい内容が含まれていると感じていますが、それを移管
したいという意向が示されたことは事実です）。
そういった中で子家センターが「子育て支援の総合的かつ中核的な拠点」を、
どのようにして担っていくのでしょうか。

子ども家庭支援センターは主に児童虐待防止機能等を強化した総合
的な相談機能を行っていくとともに、関係機関と連携を図りながら子育
て支援を推進する機関です。子育て総合支援センター「ころころの森」
については、子育てしやすいまちづくりを目指した取り組みとして、虐
待にならないための家庭支援を行っていくという事で役割を整理して
おります。

6



東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

16 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

8 ①市民ワークショップに参加しました。その中の意見の「保育園、学童保育が
不足しているので学校などの空き施設を利用して、保育、学童保育を増や
す。」という意見を提出しましたが、素案の中では、「空き施設を利用して育児
相談の場を増やす。」となっていました。あっちの意見とこっちの意見のいいと
こどりをして、いかにも市民からの意見のようにしないでいただきたい。

市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」や次世代育成
支援行動計画策定の中でも、空き施設の活用ということはご意見とし
ていただいております。まずはどういった空き施設を活用できるのか
検討をしていきながら、それをどのように活用していくのかということ
検討も必要であると考えております。そのため表現としては「子育て家
庭が交流したり、育児相談などができる場」となっております。その中
で、保育園・学童として活用できるものがあれば、次世代育成支援行
動計画等でも検討をしていきたいと考えております。

17 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

8 ２ 子育てに関する相談機能と連携の強化
子ども家庭支援センターを子育て支援の総合的かつ中核的な拠点として位置
づけ、子育てに関する総合的な相談機能の整備を進めるについて
＜意見＞
これも前期次世代当時から掲げられているものだと思います。ずっと思ってい
ましたが、市民感覚では「総合的な相談機能」とはワンストップサービスを意味
します。また子ども家庭支援センターに対し「総合的かつ中核的な拠点として
位置付け」と他でも書かれていますが、この言葉は子育てに関する情報を一
括して把握し、サービスの充実のためにコーディネーター的役割を果たすこと
を意味すると思います。しかし現在子育て広場などの集いの場等の担当は、
子育て総務課、おひさま広場及び子育て広場は児童課及び保育課だと思いま
す。子ども家庭センターが各広場等の状態をスタッフから報告を受けたり、現
場を見に行くなどして把握し、母親らの希望に沿うような（例えば０歳児の親子
が多い広場はなどの具体的内容）情報を提供してくださることを希望しますが
可能でしょうか。またころころ森ができたことで、情報提供や育児サークル支援
（支援団体も含め）は、後期次世代計画ではころころ森に移行するとなってい
ますので、子ども家庭センターは「子育て支援の総合的かつ中核的な拠点」と
して、それらも把握し母親らに適切な情報提供やアドバイスをしてくださるもの
を思っていますがいかがでしょうか。

子ども家庭支援センターは主に児童虐待防止機能等を強化した総合
的な相談機能を行っていくとともに、関係機関と連携を図りながら子育
て支援を推進していく機関であり、ワンストップサービスは想定してい
ません。子育て総合支援センター「ころころの森」については、子育て
しやすいまちづくりを目指した取り組みとして、虐待にならないための
家庭支援を行っていくという事で役割を整理しております。

18 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

8 学校、保育園、幼稚園、児童館などの既存の社会資源を有効活用し、それぞ
れの地域の中で子育て家庭が交流したり、育児相談などができる場を整える
について
＜意見＞
充実させるためには、総合的かつ中核的な拠点の所管が、人材育成を怒った
りするリードが必要だと思います。子ども家庭センターが「子育て支援の総合
的かつ中核的な拠点」として位置づくのであれば、やっていただけることと思っ
ていますがいかがでしょうか。

子ども家庭支援センターは人材の育成の場ではなく、主に児童虐待
防止機能等を強化した総合的な相談機能を行っていくとともに、関係
機関と連携を図りながら子育て支援を推進する機関として整理してお
ります。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

19 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

8 子ども家庭支援センターを中心とした関係機関が連携し地域のネットワークを
構築することによって、ひとり親家庭や虐待の恐れがある家庭など、支援が必
要な家庭に対するサポート体制を強化するについて
＜意見＞
このような計画の基、既存のひとり親ホームヘルプサービス、育児支援ヘル
パー事業にとどまらず、担当職員はなんとしてでも家庭の中に入り虐待を受け
ている子どもを全力子どもを救ってくださることと期待します。
またおそらく虐待に対する受付は市役所がやっている平日日中に限ると思い
ますが、児童虐待に夜間や休日休みはありません。子どもたちが逃げ込める
場所の確保、それが無理でも２４時間電話でSOSができる体制にしてくださる
ものだと思いますがいかがですか。
さらに、児童虐待防止に関して触れていませんが、虐待０を目指し予防的アプ
ローチも必要と思いますが、先駆的子ども家庭支援センターとしてどのように
されますでしょうか？

児童虐待に迅速に対応するため、虐待を受けている子どもを始めとす
る要保護児童の早期発見や適切な保護を図る目的で、関係機関がそ
の子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応
していく要保護児童地域協議会を設置し運用しております。
また、土・日・祝日や夜間についての児童虐待相談につきましては、
東京都児童相談センターが対応をしております。
次に、児童虐待の予防策といたしましては、小平児童相談所と管内９
市にて「児童虐待死亡ゼロを目指した支援のあり方」について対応
策・改善策の検討を行いました。

20 １－１－１
家庭や地域
における子
育て支援

8 【成果を測定するための指標】について
ころころの森、各ひろば、各おひさまひろば等の利用者数も、延べ人数では１
人の人が多くの場所をはしごして利用する傾向もあり、広場の充実度や広場
等に来られない人の割合（孤立育児の支援）などはわからないと思いますがい
かがでしょうか。たとえば市内の子育て広場等が連携し、のべでなく実数で出
し、個人情報保護に注意しつつも、どこの場所にも来ていない人がいたら（特
に未就園で）、こんにちは赤ちゃん事業等とリンクして訪問し、親子が孤立化し
ていないか把握するなど活用しつつも、指数としても活かすことができると思い
ますがいかがでしょうか。

家庭や地域における子育て支援の成果の達成状況をよりきめ細かく
把握するためには、ご指摘のような指標を掲げることも一つであると
考えます。しかし、現在持ち得ている資料では実数を算出することが
困難な状況にあることをご理解ください。また、6ページに記載したよう
に、本指標の達成状況だけで「施策が目指すあるべき姿」にどれだけ
近づいているのかを判断できるものではありません。

21 １－１－２
保育サービ
スの充

9 ②保育園の不足問題は、ワークショップでは、増設をする場合は、「運営は市
が行う」という提案をしました。素案の中では、「民間委託」となっています。大
きく違っています。「民間委託」は、市民からの要望ではなく、市の一方的都合
に他ありません。この件につきましてなぜ民間委託なのかを基本計画で市民
がわかる言葉でそして市民が納得いくように正直にきちんと説明しなくてはい
けないことだと思います。そして、本来市がやるべき物なのに市ができないこと
を市民のみなさんにわかっていただくには、時にも謝罪も必要になってくるかも
しれません。そこまでしなければ市民は納得しないでしょう。昨年度から他の
地域では、緊急に保育園を増設したりしているところを東村山市は増設計画が
H.22度にあるために、H.20、H.21の待機児対策をしていないのですから。
③そして子そだて支援に関しては、何が最重点課題なのか、よくわかりません
でした。

近年の当市における待機児童数は増加の傾向にあり、この待機児童
解消策の実施は急務であるものと考え、平成２１年度から「子育てす
るなら東村山緊急プロジェクト」を立ち上げ、経済支援策や施設の受
入定員変更を含め様々な施策を実施しているところです。新規保育所
の開設も、待機児童解消に有効な施策の一つと位置づけ、実施して
いく考えではありますが、一方では市の限りある財源の中で実施して
いかなくてはならない状況であることも事実です。このことから、公立
保育所のあり方を見直し、民間でできることは民間で、という考えの中
で、保育サービスの水準を確保することを前提に一部の公立保育所
について「民間移管」を行うことが必要であると判断したものです。
子育て支援の最重点課題につきましては、スマイルプロジェクトにも
掲げてあるとおり、安心して子育てのできる環境を整備することが最
重点であると言えます。

8



東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

22 １－１－２
保育サービ
スの充

9 １）「待機児対策と多様化する保育需要に対し、･･･公立保育所の民営化に取
り組む」とありますが、民営化は方法論の一つであり、これについては市民を
含めた議論が皆無に等しいのが現状です。「東村山の未来を考える市民会
議」の我々子育てチームも、はっきりと「公営の継続が望ましい」と提言させて
いただいています。これは、民営化に全くの反対ではないものの一定の市民コ
ンセンサスすらもないなかで拙速に踏み込むべきでないとの判断に基づく表現
であり、今回の計画にこの一つの方法論が謳われることは、チームの市民の
意向に明瞭に逆行するものです。大変残念です。この３行のなかにいくつも、
一概には言いきれない内容が含まれており、練馬区の民営化にあたっての裁
判事例以降、他行政の経験に直接間接に接してきた経験からも今回の盛り込
み方には反対します。

公立保育所の民営化については、待機児童解消という目的を果たす
ための有効な手段の一つとして、児童育成計画推進部会における審
議を経て、「東村山市立保育園の民営化（民間移管）ガイドライン」を
策定し、これに沿って実施していく施策と位置づけております。「公営
の継続」についても、公立保育所の完全廃止を目指すものではなく、
公立保育所は公立保育所として果たすべき役割を今後も担っていくこ
とが求められています。しかし、一方では市の限りある財源の中で保
育サービスの水準を維持し、新たなニーズに応えていかなくてはなら
ない状況であることも事実です。このことから、公立保育所のあり方を
見直し、民間でできることは民間で、という考えの中で、保育サービス
の水準を確保することを前提に一部の公立保育所について「民間移
管」を行うことが必要であると判断したものです。

23 １－１－２
保育サービ
スの充実

9 【５ヵ年の施策の方向性】
１ 子育て家庭を支援する受け皿づくり
私立幼稚園や認可保育所以外の保育施設に通う子どもを持つ保護者に対す
る経済的な支援に引き続き取り組んでいくについて
＜意見＞
現在行っている幼稚園及び認可外の入学金の一部補助、認可外に対するきょ
うだいの利用料の一部補助の継続ということを想定しての文章でしょうか？こ
れを読むと一般市民は、市は幼稚園や認可外に通っていても、認可保育園の
様な利用料にしてくれるのかとの誤解を生む気がしますがいかがでしょうか。

私立幼稚園については入園料の補助、認可保育所以外の保育施設
に通う子どもを持つ保護者に対する経済的な支援については入園料
の一部補助及び二人以上の児童を月ぎめ契約で預けている保護者
への保育料補助を想定して記述しています。

24 １－２－２
相談・連携
体制の充実

14 （１）１４ページ【成果測定の指標】P５で介護予防事業の充実を挙げられている
ので、介護予防対象者把握の充実を図り、悪化・改善の個々のトレースを個人
情報保護を図った上で測定し指標に追加する。当面は要支援、要介護の予備
軍の把握率、人数、行政・地域の予防活動参加率でも良い。

悪化・改善の個々のトレースを測定し指標として示すのは、個人の状
況が様々であるため困難な状況にありますが、要支援、要介護の予
備軍の把握率につきましては、指標として用いるため一定の課題の
整理をした上で、今後の計画において反映できるよう検討していきた
いと考えております。

25 １－２－３
自立支援と
社会参加の
充実

16 ・障害者の就労支援は一般就労後も継続した支援が必要です。フォロー体制
を就労支援機能に位置づけて下さい。
・障害者の就労の場づくりも行政がすすめることが大切です。具体的には地域
で働くことができるために社会的企業の創出を支援する体制づくりです。

障害者就労支援室では、就労後の定着支援についても必要に応じて
行っているところです。
障害者の就労の場づくりにつきましては、一自治体の対応では難しい
面があり、広域的な対応が必要と考えます。現在、東京都や経済団
体など８団体による「障害者雇用・就労推進連携プログラム２００９」の
中で、雇用促進に向けた様々な取り組みを行っているところです。

26 １－３－２
地域医療体
制の充実

20 基本計画（素案）は大変良くできています。御苦労様です。
かかりつけ医、薬局が低いように思えるのですが？

市民の皆さんが地域で安心して生活できるよう、かかりつけ医、かか
りつけ薬局の普及促進は必要なことであると認識しておりますが、こ
れまでの傾向も踏まえ、達成を目指すことのできる現実的な数値とし
て掲げさせていただいたものです。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

27 １－４－１
多文化共
生・男女共
同参画の推
進

21 友好都市として、柏崎市、インディペンデンス市、蘇州市があるそうだ。いずれ
も、まだ、形式的で儀礼的に見える。特に蘇州市が友好都市とは初めて知っ
た。活動が低調ではないか。
小平市では、国際交流の場として、毎年、地域センターでイベントを開催し韓
国、インド、スリランカ、ベルギー等の方々と交流している。
多文化の共生が目的ならば、韓国の方が多く東村山市に住んでいるのだから
韓国との交流も重要ではないか。
東村山市に移住、滞在している外人が結構多いだろう。またいろいろの国から
来ていると思われる。何かイベントを開催し、参加してもらうことが、交流にな
る。
閉鎖的東村山人が他国の文化、習慣、言語を知ることは、青年、子供に国際
的視野を持たせる効果がある。
学校の英語の座学だけでは活きた会話力は身につかない。

蘇州市との交流については、産業まつりへの招聘等の交流を行って
おります。また化成小学校と蘇州市彩香実験小学校は友好交流校と
なっており交流を行っています。
また、市民団体を中心に外国籍市民に対する日本語教室や、交流イ
ベントなども行っております。
ご意見は今後の各種事業の取り組みとして参考とさせていただきます

28 １－４－２
人権・平和
意識の醸成

23,
24

子どもも、１人の市民として位置づけ、社会の一員であることを尊重し、子ども
の意見に耳をかたむけることは子どもの育ちに東村山がどんな位置を持ち、
大人になるかということに関る重要なことです。
「子どもの人権」を明確に位置づけなければ、人権平和の未来につながりませ
ん。条例化を求めます。

東村山市におきましては、現在のところ、「子どもの人権」に関する条
例を制定することについての検討はしておりませんが、1989年に国連
で採択し1994年に国会で批准しました「児童の権利に関する条約」の
主旨に基づき、子どもが生きること、育つこと、差別や暴力等を受けな
いこと等の「保護の対象」とすることはもちろんのこと、これに加え、子
どもが学ぶこと、人格が尊重されること、意見を表明すること、参加す
ること等の「権利の主体」とすることを踏まえ、子どもも一人の市民、
社会の一員であることを尊重しながら、子育て、福祉、教育、まちづく
り等々、広く施策全般の中で、子どもの人権を保障してまいります。

29 １－４－２
人権・平和
意識の醸成

23 ・「核兵器廃絶平和都市宣言」から20余年を経、この取り組みはすでに一地方
都市から国レベル、国際レベルに発展しています。
・（その取り組みを一地方としレベルで続けていくことよりも）正に今、わが国
（民）が最も真剣に取り組むべきは、現に他国から侵害されている人権問題、
即ち「拉致」「北方領土」「領海侵犯」「領地侵犯」等に対する危機意識の強化・
高揚だと思います。
・半世紀に及ぶ「平和ボケ」から覚醒し、「国民としての自覚」を小中学生から
大人まで、ぜひ強めねばなりません。
・「外国人参政権」は、「日本国民固有の権利」への重大な侵害を必ず惹起す
ることについて、国民各層の危機感があまりにも希薄だと思います。

平和の問題については、ご意見のとおり国レベルの問題であり、市レ
ベルで直接事業展開できるものでないと判断しております。しかし、平
和に対する個々人の意識を高めることが最も重要であることも忘れて
はならず、過去の戦争体験等を市民に語り継いでいくことが重要と考
え、これまで「核兵器廃絶と平和展」開催してきました。今後も引き続
き平和意識の啓発に努めていきたいと考えております。
また東村山市には数多くの外国籍市民が生活しており、「施策1-4-1
多文化共生・男女共同参画の推進」に示しているとおり、多文化共生
社会に係る課題の解決を進めていきたいと考えております。
なお、外国人参政権につきましては、国の論議を踏まえていきたいと
考えており、現状では市の計画の中に取り入れることは困難であると
考えております。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

30 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 現在、恩多ふれあいセンターで会長を致しております。今回の計画書を拝読し
て、市内に5ヶ所ある、ふれあいセンターのことが一桁もでていません。愕然と
しました。私達はボランティア活動にて、当館では年間に延べ20,000人強の
方々が当センターで地域のコミュニティー活動をされております。現在84団体
の登録があり、赤ちゃんから老人及び知的障害の方々巾広く利用しておられ
ます。設立10年、我々はもっと多くの方に当センターを知って頂き地域のコミュ
ニティーの場として存在感を持ちたいと思います。計画書にもふれあいセン
ターを多くの方に知って頂くPRを願います。

基本計画は、施策ごとのあるべき姿を実現させるため、具体的な取り
組みを示すのではなく、5ヶ年の施策の方向性を明らかにすることを目
的としたものですので、具体な詳細は記載しておりません。しかしなが
らふれあいセンターは多くの市民がコミュニティー活動の参加の場と
なる重要な施設として捉えております。 今後の計画や実務の中でふ
れあいセンターの認知度を高める手法、ＰＲ方法など検討してまいり
たいと考えます。

31 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 ■協働について
基本構想内の「あるべき姿」には、確かに協働がうたわれていますが、この基
本計画からは、いろいろな事業を「協働」で進めて行こうという意思が感じにく
いです。数カ所「協働」で行うとする頄目がありますが、個別の事業について限
定するものではないはずです。「施策1-4-3 協働による地域コミュニティの醸
成」という頄目もあり、個別の内容はいいと思いますが、「協働」によって作られ
るべきものが「地域コミュニティ」というのはわかりにくく思いました。指標につい
ても市民フォーラムへの参加や自治体加入率で「協働」が量れるとは思えませ
ん。また、実際に公的事業を協働で進めていくときのパートナーとしては、市民
活動団体やNPOが対象になると考えますが、いかがでしょうか。
この基本構想をもとに、各所管が「実施計画」を作成していくことを考えると、基
本計画全体にかかる文言として「今後の市政は、市民活動団体・NPOなどとの
協働で事業をすすめることが必至である」とか「そのための活動支援体制やし
くみづくりなどの整備をすすめていく」といった具体的なものが組み込まれてい
てほしいと思います。それぞれの職員の方が、事業の組み立て方を見直すこ
とが進んでいかないと、実際に「協働」は進んでいかないと思います。

「地域コミュニティ」と言う言葉は、自治会のような地縁によるコミュニ
ティのみを定義しているものではなく、さまざまな市民団体・ＮＰＯの活
動による「まち」の活性化などの目的を持ったコミュニティ活動も含め
広義の意味で「地域コミュニティ」と言う表現を使用させていただいて
おります。また、地域コミュニティが向上することによよって｢自らのま
ちを自ら創る」意識が芽生え｢住みよいまちづくり」へつながると考えて
おります。
指標につきましては、施策が目指すあるべき姿にどれだけ近づくこと
ができたかを測るための一つとして設定しているもので、協働を測る
ためだけの指標ではないことをご理解ください。
また、市民協働を推進するにあたり市民団体、ＮＰＯとのかかわりは
必至であると捉えております。
ご指摘にあるような協働事業の推進や協働のしくみづくりは、5ヶ年施
策の方向性の「１　市民が地域課題の解決に主体的に取り組めるしく
みづくり」に示しているところです。

32 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 また、以下のことばについて、説明が必要だと思います。
・「協働」とは
基本構想内に「市民とは」という説明文があるように、市民活動経験のない市
民は聞き慣れなかったり、人によって解釈に幅のあることばだったりするので、
この計画書のなかでの定義でかまわないので、簡単な説明がいるのでは。
・「地域コミュニティ」とは
計画のなかに多用されていることばですが、具体的にイメージしにくいです。自
治体をさしているようにも思えます。実際にこれからの公的事業を進めて行く
ためには、「市民活動団体・NPOなど」といった明記が必要なのではないでしょ
うか。

ご指摘のとおり、「市民協働」につきましては、わかりやすい説明を加
えるなどの工夫していきたいと考えております。
また「地域コミュニティ」という言葉は、自治会のような地縁によるコ
ミュニティのみを定義しているものではなく、さまざまな市民団体・ＮＰ
Ｏの活動による「まち」の活性化などの目的を持ったコミュニティ活動
も含め広義の意味で「地域コミュニティ」と言う表現を使用させていた
だいております。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

33 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 □団塊世代の大量退職や高齢化率の上昇などを背景に、より多くの市民が主
体的に活動できるよう、コミュニティの重要性に対する意識啓発や情報提供を
進めることが求められています。
→市民ワークショップでの議論で立案段階から政策を市民が作ることなくして
は市民の参画にはならないという点が強く上げられていました。情報提供を進
める。と同時に市民が政策立案（企画）段階から参画できる制度の導入が求
められていると思います。

市民の豊かな知識や経験、創造性を最大限に活かすためのしくみを
つくることは、協働によるまちづくりを推進し、地域の課題を解決して
いく上での重要な課題であると認識しております。「施策1-4-3 協働に
よる地域コミュニティの醸成」の5ヶ年の施策の方向性にありますよう
に、今後、頂いたご意見のようなあり方も含め、しくみづくりの検討を
進めていきたいと考えております。

34 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 □多くの市民がコミュニティ活動に参加し、地域課題の解決に取り組めるよう
に、情報の提供や相談などの支援を行います。
→情報提供や相談とともに「市民の政策立案」を入れていただきたい。分野別
に開かれた行政と市民の対話の場を設定し、市民の知恵を集める事が地域
課題の解決においては重要であると思いますので。

市民の豊かな知識や経験、創造性を最大限に活かすためのしくみを
つくることは、協働によるまちづくりを推進し、地域の課題を解決して
いく上での重要な課題であると認識しております。「施策1-4-3 協働に
よる地域コミュニティの醸成」の5ヶ年の施策の方向性にありますよう
に、今後、頂いたご意見のようなあり方も含め、しくみづくりの検討を
進めていきたいと考えております。

35 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 行政と地域の間に立ってさまざまな活動を支援する中間支援組織について検
討を進めます。
→中間支援組織の必要性については市民ワークショップの複数の分野からの
提言にありました重要頄目ですので「検討を進めます」のではなく「作ります」と
していただきたい。

中間支援組織については、今後の市民協働の課題を整理しながら検
討してまいりたいと考え、現時点では「作ります」ではなく｢検討を進め
ます」と表現させていただいております。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

36 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

25 【施策が目指すあるべき姿】
地域コミュニティが活発で、行政と市民や市民同士がお互いに協働してまちづ
くりを進めているまち
＜意見＞
今回の計画は、住民が地域の自治を積極的に行い、それを市が支援するとい
う内容に取れるものが多く、市民活動団体・ＮＰＯと行政との協働による事業
の推進によるサービスの向上などといった文章が見当たりませんでした。代わ
りとなるいい文章がうまく考えられないので、以下近隣市の総合計画より文章
を抜粋しました。
４月より市民協働課の設置、６月より自治基本条例市民参画推進審議会の開
始など、これから市の協働に対する具体的理念及び仕組みづくりが進められ
ようとしているのは理解しています。しかし、現在も尐しですが協働事業を行っ
ている市として、またこの時代に、以下のような文章が入らないのは、当市の
取り組みに対する出遅れを露出しているのではないかと感じますがいかがで
しょうか。

ご指摘のとおり、前期基本計画策定時は市民協働課が立ち上がった
ばかりであり、協働に関する具体的な理念やしくみづくりの方向性が
定められていないのが現状です。
「地域コミュニティ」という言葉は、自治会のような地縁によるコミュニ
ティのみを定義しているものではなく、さまざまな市民団体・ＮＰＯの活
動による「まち」の活性化などの目的を持ったコミュニティ活動も含め
広義の意味で「地域コミュニティ」という表現を使用させていただいて
おります。
また、地域コミュニティが向上することによって｢自らのまちを自ら創
る」意識が芽生え、｢住みよいまちづくり」へつながると考えておりま
す。
前期基本計画の中では施策のあるべき姿の方向性を示すものであ
り、具体的な手法の詳細は記載しておりませんが、ご指摘のように、
市民協働を推進するにあたり市民団体、ＮＰＯとの関わりは必須であ
ると認識しております。

例１）清瀬市
②市民活動団体との協働
協働型地域社会の構築を目指す上で、市民活動団体・ＮＰＯと行政との連携
は今後ますます重要な要素となります。市は市民活動団体・ＮＰＯを対等な
パートナーとして、双方の役割分担を明確にし、市民活動団体・ＮＰＯとの連携
を深め、協働のしくみづくりを行ないます。
また、これらの団体の活動と市民をつなぐコーディネート機能の確立が必要で
あり、市民活動センターの機能に対し、充実強化を図るとともに、人材の発掘
と育成、広報活動の強化を計画的に取り組んでいきます。
例２）東大和市
市民の力を活かしたまちづくりの推進 協働によるまちづくりを進めるため、ＮＰ
Ｏ（民間非営利活動団体）関係者や、事業者、市民などによる委員会を設けま
す。そこでは、教育、福祉、環境、防災、文化、国際交流等の分野における協
働作業の進め方や市民と行政との役割分担、実施後の評価の方策などにつ
いて検討を行い、市民と行政の信頼関係にもとづくパートナーシップの構築を
めざしていきます。
例３）東久留米市
協働とは、市民団体と行政が果たすべき責任と役割を自覚して、お互いに補
完し合い、協力し合う対等の関係をいいます。協働体制を構築するための市
民と行政との役割分担は、市民の自発的な行動から始まる行政とのパート
ナーシップで成り立つものであり、互いに平等な立場で推進するものです。市
では、市民や団体に対する制度の整備を進めていきます。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

37 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

26 自治会活動について取り上げたのはよい。
行政で市民全体に意図を浸透させる最小組織は自治会（町会）である。
過日の地域フォーラムで、隣にいた方の「会議で何を言っても聞く耳を持たな
いで無視し、会長の独断で進めていく」という声が耳にこびりついている。
このような自治会の現状を行政では十分把握しているだろうか。
それらを解消するための、会長会などを開催し、会員一人ひとりの声を大事に
するよう働き掛けていただきたい。
話し合い活動について、市報７／15でいくつかの手法をあげているが、市長が
行っているタウンミーティングの手法を自治会でも活用するのがよいと思う。そ
の手法を、横文字など使わないで、分かりやすく述べていただきたい。

※事務局注）地域フォーラムとは自治会フォーラムのことだと推察されます。

今後の自治会の活性化は重要な課題であると認識しており、また、自
治会調査などでご意見のような自治会の現状などの声を聞かせてい
ただいております。このため基本計画では記載されておりませんが、
市では地域コミュニティ(自治会活動）の強化のため、引き続き「自治
会フォーラム｣を開催するとともに「自治会ハンドブック」の作成などを
取り組んで行きたいと考えております。

38 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

26 「成果を測定するための指標」に
行政とNPOや市民活動団体との協働事例件数を指標に入れていただきたい。

現時点では、協働事業に関して庁内で整理がされておらず、個々の
所管で行っている事業が協働事業か、または異なるのかなどの定義
が無いため、現時点では協働事例件数を指標に入れておりません。
今後、庁内の協働に関する考えを統一した上で以後の計画等で反映
したいと考えております。

39 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

26 （２）２６ページ【５ケ年の施策・・】２地域の支え合い・・・
その１：情報提供だけではなく双方向性（インターラクティブ）、市民同士の情報
交流の視点改善も追加記述した方が良い。
その２：自治会や老人会等の地縁組織だけでなく、志縁組織の取り込みも追
加記述した方が良い。

ご指摘の市民同士または市民団体やＮＰＯ同士の情報交換や情報交
換の場は必要であると考えております。基本計画では施策の方向性
を示すため詳細は記載しておりませんが、「施策4-4-1 情報基盤の整
備」の5ヶ年の施策の方向性に記載しているとおり、地域社会を構成
するさまざまな主体がまちづくりに関する情報を提供し合い、共有でき
るしくみをつくっていきたいと考えております。
また、ご指摘のとおり、共通の目的のもとに形成されるコミュニティー
につきましても、自治会などをはじめとした地縁によるコミュニティーと
同様に重要なものと考えております。施策1-4-3では両方を含めて広
義の意味で「地域コミュニティー」という表現を使用させていただいて
おります。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

40 １－４－３
協働による
地域コミュニ
ティの醸成

29 ２．「市民」「コミュニティー」等市民による自治、協働を推し進める意向は伝わ
りますが、東村山市としては市の事業を積極的に市民に託す意向はあるので
しょうか。事業の種類にもよりますが、コミュニティー組織もある程度地域の
ニーズをすでに把握しているＮＰＯ団体など利用していただくと事業がスムー
ズに進むこともあると思います。また、委託事業に関しては、事業の具体的な
計画がすでに出来上がる前に、そのような地域ニーズを把握している団体に
ヒヤリングを十分していただき、実質的な事業ができるようにすると、サービス
を受ける側との需要供給のブレ幅が尐なくなると思います。

今後、市民協働を推進するにあたり庁内の意見集約のみではなく、ご
指摘のように市民活動団体の意向等をヒアリングなど行い事業展開
を考えてまいります。

41 ２－１－１
教育環境の
充実

27 ・これからの教育環境は、「ハードの整備」よりも「ソフトの充実」が重要だと思
います。
・子供たちの心豊かで健やかな成長のために、「楽しく学べる教育環境」がほ
んとうに必須なのでしょうか。
・「長幼の序」「権利と義務」「自由と規律」「家族愛、郷土愛、さらに国を愛する
心」などについて、「楽しさ」よりも「厳しさ、真剣さ」を軸に、学校・家族・社会が
三位一体となって教育にとりくむ必要がありましょう。
・これからの教育委員会の使命は、これを主導することにほかならないと思い
ます。

「楽しく学ぶ環境」として、ハード面を重視した整備ではなく、子どもた
ちの学習に関わる教材を活用していくほか、学習指導要領等で示さ
れている「生きる力」を育成するよう、指導方法等の工夫をしていくこと
も、環境の要素と考えています。ご指摘のような、子どもたちの心身の
成長を促す視点も大切な視点であると認識しております。

42 ２－１－２
教育内容の
充実

29 ２ 他人を思いやることができる豊かな心の醸成
個性や創造力に富み、かつ他人を思いやることができる豊かな心が育まれる
よう、外部講師や地域の人材を活用した講演などを行い、東村山市の特色を
活かした「いのちとこころの教育」を進めていくについて
＜意見＞
計画書内に「いのちとこころの教育」についての説明が見当たらず、よくわかり
ませんでした。
子どもは遊びの中で成長するとは思います。以前前期次世代で「冒険遊び場
のような遊び場づくり」が書かれましたが、なんの動きもなく後期計画で外され
てしましました。子どもたちがのびのび遊べる場の確保をすること、子どもたち
の遊び場としての公園等遊び場の整備は子育て家庭のニーズが高いので、こ
の計画では具体的策がわかりませんが、改善していただけることと思います
がいかがでしょうか。

ご指摘のとおり「いのちとこころの教育」に関しては、わかりやすい説
明を加えるなどの工夫をしていきたいと考えております。
「いのちとこころの教育」は、東村山の児童･生徒に豊かな心を醸成さ
せ、人権感覚を持った人として育成していく教育を進めていくもので
す。道徳教育の充実や、地域の人材との交流や地域の様々な活動を
とおして、心の成長と自他ともに命を大切していく人としての成長を目
指しています。
さて、子どもたちの遊び場の確保についてですが、児童館では、多く
の児童が来館する中で、遊びの場の提供や、人と人とのつながりによ
る集団生活を通じて、発想力・独創力を高めることを目標に運営をし
ています。引き続き関係所管と連携を図りながら、事業を展開してい
きたいと考えています。

43 ２－１－２
教育内容の
充実

30 ５　豊かな心を育むための読書環境の整備
上記内容を優先テーマとしてスマイルプロジェクトに加えて下さい。
東村山の特色である図書館機能をさらに活用できるはずです。

スマイルプロジェクトは、前期基本計画の計画期間である平成23年度
～27年度に、特に優先的・重点的に推進する事業群をスマイルプロ
ジェクトとして位置付けたもので、より一層戦略性が高く、実行性を重
視したまちづくりを展開する上で必要な事業を掲載したものですが、こ
のスマイルプロジェクト以外の施策についても推進していく予定です。
これまで、市民の皆様とともに育んできた東村山の図書館機能は、東
村山の文化と子どもたちを育む大切な財産と認識しております。
施策に基づき、子どもたちの豊かな心をはぐくむ読書環境の整備を進
めていくことをご理解ください。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

44 ２－１－２
教育内容の
充実

30 【成果を測定するための指標】
「市民の集い」参加者数を指標にするのはどの計画でしょうか。大変無理があ
ると思いますが、いかがですか。

「いのちとこころの教育」を推進していく上で、「市民の集い」は、自他
をいつくしみ生命を大切にするなどの心を育てることを目的としたイベ
ントであり、中学生をはじめとする多くの市民の皆さんの参加が促進
されることは、成果を測定する指標としてなじむものと考えます。

45 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

31 自然体験・ボランティア体験などの活動や、異年齢とのかかわりの機会を通
じ、青尐年の豊かな人間性を育むとともに、地域の担い手として活躍できる青
尐年を育成します。
→自然体験・ボランティア体験のほかに、地域のイベントなどの「文化体験」を
入れていただきたい

青尐年の豊かな人間性を育むことができるよう、文化体験をはじめ、
自然体験・ボランティア体験などの活動を推進させていきたいと考え
ており、文化体験は「自然体験・ボランティア体験など」の文言に含め
て考えておりましたが、原文ではわかりにくいため、下記のとおり文章
を改めます。
「自然体験・ボランティア体験・文化体験などの活動や…」。

46 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

31 ■青年への支援の施策がない
過去２０年間の不景気で、ロストジェネレーション世代と言われる若い層ができ
ている。契約社員で、職を転々としている。
これからの社会を支える青年が自信を持って働ける環境を作ってやるべきだ。
身近に聞く話でも、２０代の息子は収入が尐ないために親と暮して家賃を倹約
している。経済的に結婚もできず、子供も作れないと嘆いていた。

ご指摘のとおり、就労を取り巻く環境は大変厳しい状況にあると認識
しております。ハローワークや東京しごとセンターと連携し、就労希望
者への情報提供に努めていきたいと考えております。また、施策4-3-
2の5ヶ年の施策の方向性では、新しい事業者の参入を促進すること
で、地域経済の活性化や雇用創出を図っていくという考えのもと、「新
しい事業者の参入を促すために、空き店舗情報の提供や支援を行い
ます」とお示していたところですが、趣旨をより明確にするために下記
のとおり改めます。
「新しい事業者の参入による雇用の拡大や地域経済の活性化を促す
ために、空き店舗情報の提供や支援を行います。」

47 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

31 【５ヵ年の施策の方向性】
２ 青尐年の居場所づくり
小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりを推進するについて

運動公園、スポーツセンター等、大人が自由に楽しめる場所はたくさんありま
す。学校はサッカースクールなどで使用されることが多く、子どもたちが自由に
遊べる場はほとんどありません。公園の整備、自由にサッカーや野球などの
ボール遊びができる場の開放は子どもをもつ親ならほとんどが思う高いニー
ズだと思いますが、計画が見当たりませんがいかがでしょうか。

子どもたちが安心して遊べる場所として教育委員会では土曜講座の
ほか日曜日等に小学校校庭で「遊び場開放」を実施しています。ま
た、放課後子ども教室を推進することにより、小学生が学校の校庭、
体育館、教室等を利用して安心・安全に遊べる場所を確保しておりま
す。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

48 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

31 ３ 心豊かで自立した青尐年を育成するための環境づくり
自然体験・ボランティア体験などの活動や、異年齢とのかかわりの機会を通
じ、青尐年の豊かな人間性を育むとともに、地域の担い手として活躍できる青
尐年を育成するについて
＜意見＞
自然体験・ボランティア体験などは大事だと思いますので、今後も盛んにやっ
ていただきたいと思います。しかしイベント的に体験するより、むしろ日頃自由
に体験することが望ましいと思いますがいかがでしょうか。また市は緑豊かを
市の特徴と掲げ、多くの市民もそれを市の特色と感じています。転入者もそこ
をとても期待しているので、市内に子どもが遊べる川や、森などがあればもっ
と魅力的あるまちとなると思いますがいかがでしょうか。
地域の担い手という前に、子どもたちが溢れるパワーを日ごろから気軽に発散
できるような場を提供しているかはいかがでしょうか。今後大規模な青尐年セ
ンターの設立などは難しいと思いますが、公民館や児童館などで、子ども対象
の事業をあくまで子ども主体で行うようなことがあれば素晴らしいと思います
が、いかがでしょうか。「子どもの人権の尊重」「子どもの主体性の尊重」などの
言葉がないのが残念です。大人の発想で「やってもらう」「やらせる」的な印象
を与える表現が多いと感じますがそんなことはありませんか。

ご指摘のように日頃から自由に自然体験ができることは子どもたちの
成長にとって望ましいことと考えられ、限られた財源の中で尐しずつで
はありますが、北山公園をはじめとする自然を体験できる場の整備を
進めております。また、市内の自然を活かした体験活動ができるよう、
事業展開を検討していきたいと考えております。
子どもたちが主体となる事業についてですが、児童館で行っている工
作・料理・簡単劇・読み聞かせなどの事業を、将来的には子どもたち
が主体となってできるように検討しています。公民館につきましては、
地域に住んでいる市民の皆さんの実際の生活に即した文化・芸術な
ど生涯学習に関する各種事業を行い、教養の向上に努めております
が、子どもたちに対しましても、キッズ伝統芸能体験や夏休み子ども
映画会をはじめとする子ども事業を通じて、子どもたちの主体性を育
む取り組みを実施しています。

49 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

32 心豊かな青尐年を育成するために、児童館等と連携を図りながら中高生が交
流できる場についての検討をします。
→「検討します」ではなく「作ります」としていただきたい。市民ワークショップの
中でも意見要望の多かった頄目です。

現在、富士見児童館で中高生を中心としたバンド活動や発表会が行
われているほか、高校生の居場所づくり事業であるヤングライブフェ
ステイバルなどを開催しており、各関係機関が連携をしながら、引き
続き心豊かな青尐年を育成するための事業実施をしていきたいと考
えております。中高生の交流が促進される居場所づくりの重要性は認
識しておりますが、居場所づくりには、様々な議論があることも事実で
あり、十分な検討が必要であるとの認識から、「検討します」という表
現としました。

50 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

32 「成果を測定するための指標」
に児童館、公民館での利用率などで中高生の動向をつかむ指標を入れられな
いでしょうか

現在、中高生の児童館の利用率や地域ニーズを調査・検討を行って
いる最中であり、中高生の動向をつかむ指標は持ち合わせていませ
ん。後期基本計画の策定時の参考とさせていただきます。

51 ２－２－１
青尐年育成
環境の充実

32 【成果を測定するための指標】
放課後子ども教室に参加する児童の数が指標になっているのは、「小学生の
放課後の安全・安心な居場所づくりを推進」に対しての指標のように思えます
が、これは現在１校のみの開催で、今年度２校目が予定されていると聞きまし
たが、運営に様子から全体に広まる可能性は低く、特定の子どものみが対象
なので、全体の指標として使うのは難しいと思いますがそうは思われませんで
しょうか。指数に対しても、１回１回策定方針を見ないと、今回の指数が表す意
味が理解できないのは不親切と思いますがいかがでしょうか。

放課後子ども教室につきましては、平成22年度から合計3校の開設を
目指しています。今後尐しでも子どもたちの安全・安心な居場所であ
る放課後子ども教室が増えていくことは、青尐年育成環境の充実に
寄与すると考えられるため、指標として用いました。
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東村山市第４次総合計画前期基本計画（素案）に係る市民意見等への対応

№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

52 ２－３－１
市民文化・
生涯学習活
動の支援・
充実

33 第２点
素案53ページ　基本目標２の施策２－３－１　市民文化・生涯学習活動の支
援・充実の頄｛5ヵ年の施策の方向性｝の最下段に『生涯学習計画を検討する』
とあるが、これを『生涯学習計画を検討し、策定・実施します』と補強する。
（説明）
今回の計画内容は、第3次総合計画の『後期基本計画（平成18年－22年度）』
の「生涯学習計画の策定と、それに基づく各種事業を実施していきます」から
明らかに後退しています。教育グループは、今年度中にこの後期基本計画に
基づいて策定するよう提案しましたが、次の基本計画で「検討する」では、東京
都をはじめ全国的な流れからも取り残されます。
今回提案された第4次総合計画の前期基本計画の内容は、生涯学習計画に
盛り込まれるべき内容が多く含まれており、全く矛盾はなく、補足・補強するも
のと考えます。ぜひ、体系的な生涯学習計画を策定し、前期基本計画を充実
していくべきだと考えます。
以上

ご指摘のとおり第３次総合計画後期基本計画にも示されているとお
り、生涯学習計画の策定が課題となっており、前期基本計画期間中
におきまして、生涯学習計画の策定をしていきたいと考えております。
しかし、生涯学習計画を策定するには、様々な課題があり、十分に検
討する必要があるため、「検討する」と記述しておりましたが、誤解を
生じてしまうため、下記のとおり改めます。
「市民の自己実現・自己啓発の高まりに伴う多様なニーズに対応した
生涯学習計画の検討を進め、策定します。」

53 ２－３－１
市民文化・
生涯学習活
動の支援・
充実

34 公民館の外観があまりにもみじめです。せめて洗うだけでもして頂けたらと思
います。他市が良くなりすぎたかも。

ご提案ありがとうございます。ご提案にある方法を含め検討を進める
とともに、施設の適切な維持管理に努めてまいります。

54 ２－３－１
市民文化・
生涯学習活
動の支援・
充実

34 市民が市民文化・生涯学習活動に気軽に参加し、交流ができるよう、各種活
動の情報の提供を行います。
□市民生活が豊かなものになるよう、公民館や図書館、ふるさと歴史館など、
社会教育施設としての機能を高めます。
→利用者の年齢が高齢者に偏っている現状があると思います。情報提供だけ
では不充分で、中高大学生、勤労者、子育て中の方など若い世代が利用した
くなるソフトを市民と協働で開発することや、利用できる状況を作る保育サービ
スの充実等が求められていると思います。
現在は、指導者である「生涯学習人材バンク登録者」の他に、社会教育を地域
でコーディネートできる人材が求められている状況と思いますので、その人材
を育成する施策を強めることを求めます。

地域でコーディネートできる人材の育成をはじめとして、人材育成の
必要性は十分認識しています。「施策2-3-1 市民文化・生涯学習活動
の支援・充実」の5ヶ年の施策の方向性で示しているように、市民文
化・生涯学習活動が活発化されるよう、各分野の指導者等を育成す
るための支援を行っていきたいと考えております。
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№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

55 ２－３－３
歴史・伝統
文化の保
護・振興

37 下宅部遺跡に象徴的な「古代」に特化するのではなく、中世、近代、現代に連
続性をもたせた歴史・文化の理解・認識を深めることも重要でありましょう。

ご意見を頂戴した箇所は、現状と課題を記述したところであり、下宅
部遺跡を説明するために、「古代」と記載していることをご理解くださ
い。その上で、旧石器時代から中世、近代、現代にいたるまでの東村
山の歴史を紹介することで、「東村山」という郷土の認識を深めること
ができると考えております。また、体験学習や民族行事、年中行事等
において昔の人々の暮らしを体験を通して理解していただく取り組み
を行っているほか、下宅部遺跡の縄文・古代・中世を紹介するとともに
現代の遺跡の様子（公園づくり）等も紹介し、縄文体験以外の体験事
業も多数行い、歴史・文化の理解・認識を深める取り組みを行ってい
きたいと考えております。

56 ３－１－１
水辺環境の
整備

39 ・野火止用水は課題が多く、樹木ばっさいなど後追い対策としておこなってい
ます。まず‘どのような姿’にしたいかの計画をつくり、それにそった保全計画を
たてる必要があります。都と関連市との協力ですすめることを明記して下さ
い。
・市民グループのもつ水質調査、生きもの調査データをストックし、環境保全を
すすめることが必要
・湧水調査を定期的におこなうことが必要

野火止用水は、平成19年度に東京都から沿線6市に譲与され、各市
が維持管理を行って来ております。この用水の歴史環境保全を図るこ
とを目的に「野火止用水保全対策協議会」が平成49年度に発足し現
在にいたり、野火止用水の維持保全に関して東京都及び6市にて協
議検討を行っております。この中では、木の若返り作戦等保全につい
て対応を検討しており、「施策3-1-2 緑の保全と創造」に基づき、実施
計画の中で示しております。なお、湧水調査については、定期的に調
査・把握をしております。

57 ３－１－２
緑の保全と
創造

41 主旨に賛成する。小平霊園や武蔵境～多摩湖の緑道も貴重な緑の資源だ。こ
れらも含め相乗効果を期待する。

ご提案いただいた緑も含め、市内にある緑がつながり緑のネットワー
クが形成されるよう、緑の保全を進めてまいります。

58 ３－１－２
緑の保全と
創造

41,
42

市の緑のネットワーク化に共感します。
さらに、つながっている水（河川）の浄化・整備を一緒に考えていただきたい。
空堀川沿いの散歩道は、市民の心のいこいの場になります。水路と緑をネット
ワーク化することを提案します。

「施策3-1-2 緑の保全と創造」に位置づけたように、緑の拠点となる
公園、公共施設等の緑地を中心とした緑道、河川、街路を結ぶネット
ワーク化を進めるとともに、市内河川の適切な維持管理に努めるほ
か安全・安心な水辺空間を整備していきたいと考えております。

59 ３－１－２
緑の保全と
創造

41,
42

・「緑の基本計画」の議論を反映して下さい。緑被率の目標値設定はまだ緑の
基本計画市民会議では、議論されていません。議論後反映して下さい。
・市の緑は年々減尐していますが多くが農地がなくなり、小キボ宅地開発に

なっています。小キボ宅地（1000m2以下）開発時に緑の創出を義務づけるよう
な開発に関する市条例の設置が必要です。
・みどりを残すために公有地化できる財源が必要です。トラストや公募債の検
討が必要です。

ご指摘のとおり、「総合計画」と「緑の基本計画」は一定の整合を図る
必要があることから、緑被率の目標値は検討結果を踏まえ設定いた
しました。
小規模宅地開発等については、「緑の保護と育成に関する条例」にて
緑の創出を義務づけています。
現在、東村山市緑地保全基金および国・都の補助制度を活用し公有
地化を進めておりますが、さらに都へ緑地の公有地化推進を要請して
いきたいと考えております。緑地の公有地化には多額の費用を要す
ることから、ご指摘のとおり、トラストや公募債の導入等を含め検討し
てまいります。
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№ 頄目 P 寄せられた意見等 意見等に対する考え方・対応

60 ３－２－１
ごみの減量
化・資源化
の推進

47 レジ袋削減でCO2削減をすすめて下さい。市民、事業者、行政の共通テーブル

づくりが必要

温室効果ガスの削減につきましては、「施策3-1-4 生活環境の保全」
で「省エネルギー型のライフスタイルの実践」として示しております。具
体的な取り組みのひとつとしてレジ袋削減についても引き続き推進し
ていきたいと考えており、事業者との協議を実施する予定です。

61 ３－２－２
ごみの適正
処理の推進

50 ここでは、ごみ処理施設の年間二酸化炭素排出量を平成27年に1903.0トンま
で削減するとしています。
ここで言うごみ処理施設とは、ごみ焼却施設、リサイクル施設、最終処分施設
などすべての施設についてカウントするのでしょうか？
また、二酸化炭素排出量の算定には、カーボンフリーの概念は考慮されるの
でしょうか？されるとすればどのような考え方でカウントされるのでしょうか？

ここでいうごみ処理施設とはごみ焼却施設のみです。また、カーボン
フリーの概念は考慮しておりません。
ごみ焼却施設は平成22・23年度の2ヶ年で延命化改修工事を施工す
る予定です。この工事では老朽化した設備の入替えや省エネ化を計
るほか、その結果として、ごみ焼却施設操業に係る電力使用量が低
下し、ＣＯ2排出量が削減されます。

62 ３－３－１
防災・防犯
体制の強化

51 ・自治会の組織率そのものを、さらに高める必要があるとともに
・自治会の活性化をはかるためにも、自宅防災・自宅防犯活動を促進・推進す
る必要があります。
・行政からのインセンティブは必須であり、官民一体の「活性化協議会」を常置
すべきだと思います。

自治会の組織率の向上につきましては、「施策1-4-3 協働による地域
コミュニティの醸成」に示してあるとおり、取り組んでいきたいと考えて
おります。
また、市の総合震災訓練や地域主催の防災訓練に、自治会、自主防
災組織の参加はもとより、自治会等の組織に加入していない市民に
対しても訓練に参加していただくよう積極的に呼びかけを行うことによ
り、自治会等の活性化だけではなく、地域のつながりの促進にも寄与
しているところです。
官民一体の「活性化協議会」の常設についてですが、市の総合震災
訓練や地域主催の防災訓練を実施する準備の中で、官民一体の会
議を実施しております。今後も震災・防災訓練の中で官民一体の意見
交換を行ってまいります。

63 ４－１－２
中心核の整
備

57 巨額の駅前開発は無駄だ。地方空港、地方港湾のようなむだな投資はいらな
い。駅前にロータリーを作っても、街の活気は低下する。
新小平駅がいい例だ。約４０年前に武蔵野線が開通し、いま大勢の乗降客が
いる。しかし、駅前には商店街は形成されず、寂しいかぎりだ。
秋津駅、新秋津駅周辺の整備を計画しているようであるが、実施したら商店街
は寂れるよ。
商店街は御徒町のあめ横のように狭いところに雑然となっているから人が集
まる。いまのまま、時間を区切って歩行者天国にした方が活気がでる。活気の
あるまち板橋区大山商店街や目黒区小山商店街は、車を入れていない。

東村山市では、市民の皆様がより快適に暮らせる環境づくりのため
に、まちづくりに関する基本的な方針として、都市計画マスタープラン
を策定しています。この都市計画マスタープランでは、秋津駅・新秋津
駅周辺を市北東部の中心核として位置付け、駅周辺の空間や商店街
を再整備し、地域の商業の活性化を図ることをまちづくりの方針として
います。
現在、地元住民の方で構成する秋津駅南まちづくり推進協議会にお
いて、まちづくりの研究を行っています。
東村山市としては、協議会での研究を踏まえながら、整備方針の検討
を進めていく考えでおります。
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64 ４－２－１
幹線道路の
整備・推進

63 ＜この案は凍結すべき＞
これから先、２０年後には、国の総人口で７０才以上が、1/3を占める。今、警
察では、高齢者の運転が危険だとして、免許証の返却を求めている。実際に、
返却される例が多い。返却しなくても、利用者は大幅に減っている。また、ガソ
リンスタンドの閉店が多い。つまり、交通量がそれだけ減っている。
大雑把に見れば、現在の交通量の2/3に減るということだ。
これからは渋滞は起きない。
今でも、道路事情は日常生活に不便なほどではない。道路に投資する必要は
ない。老朽化する学校、保育園、公民館等の耐震強化、橋梁の補修や水道管
の交換等に今から投資すべきだ。４０年後には、さらに高齢化が進み国の総
人口の７０才以上が、半数を占める。その頃の社会を想像してほしい。
８０才以上の大半は自宅にこもり、近親者等の世話を必要とする。外にはでな
い。７０才台の人の７割は自宅に居るのがほとんどで、近くの店での食料品の
買い物や散歩で外出する程度だ。
つまり運転する人は、国民の半数しかいないのですよ。
４０年も前に作った都市計画は、すでに現在の時代の要請から外れている。都
市計画をこれからの時代に合ったものにゼロベースで見直すべきだ。

将来においては、尐子・高齢化社会の進展に伴う人口及び交通量の
減尐も予測されますが、道路に期待される機能は交通処理だけでは
ありません。
大規模災害の発生時には、延焼遮断帯の形成や安全な避難路の確
保等地域の防災性の向上が、また、良好な歩行者環境の確保や沿
道の土地の高度利用の促進が期待されるなど、当市が目指す安心と
安全、活力と魅力あるまちづくりに寄与するものと考えます。

65 ４－２－１
幹線道路の
整備・推進

64 「成果を測定する為の指標」で、目標値の設定根拠が不明。（=なぜＨ27の目
標が23.4なのか？）
最終目標をいつ、に設定しているのか、その為にいつまでに何をするつもりで
あるのか（現時点で）の説明を伺いたい。

目標値の設定根拠ですが、前期基本計画の最終年度である平成27
年度までに、現在事業中である都市計画道路5路線、延長およそ
2,000ｍの供用開始を想定した数値となっております。
東村山市では優先的に整備する路線の抽出を行い項次ネットワーク
化を図ってまいります。

66 ４－２－２
生活道路の
整備
４－２－３
交通の円滑
化と安全性
の確保

65,
68

生活道路で歩道の設置など検討している中で自転車の問題を考えて下さい。
最近歩くようにしておりますが、自転車の対策を考えて下さい。危い目にあうこ
とが多く歩道をゆっくり歩けない状態です。

ご指摘いただきました、自転車対策については東村山市における重
要な取り組みのひとつとして認識しており、「施策4-2-3 交通の円滑
化と安全性の確保」の5ヶ年の施策の方向性で示しているように、歩
行者と自転車が安全に通行できるような、走行空間の確保に努めて
まいります。
また、自転車走行時の利用者のマナーの問題は多く指摘されており、
自転車利用者や歩行者の安全を図るための走行環境の整備も課題
となっています。これらの問題に対しましても、同施策の5ヶ年の施策
の方向性で示しているとおり、引き続き自転車利用者のマナーの向上
を図るための講習会や交通管理者と連携した交通規制のあり方など
を検討していきたいと考えています。
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67 ４－３－２
商工業の育
成・支援

71 地元商店街を活性化すると何十年も前からお題目のように唱えているが実際
には寂れる一方だ。東村山市内を見ても、府中街道や駅前ではシャッター通り
になっている。
資本主義の世の中だから、強いものが勝つ。結局、大手企業に占領されて利
益を吸い取られている。零細業者はこれを肌で感じている。市が地元支援と
言っても、ちっとも成果が上がっていないからだ。結果、市が笛を吹いても、踊
る人はわずかだ。
もっと実のある施策をしないと実効はない。

商店街は地域住民の生活を支えるとともに地域コミュニティを創出す
るなど地域経済の担い手として地域づくりに無くてはならない存在で
すが、社会経済の低迷や消費者ニーズの多様化、後継者不足など、
大変厳しい状況におかれております。
そのような中で、昨年度のビックドリームスタンプ事業は3ヶ月という短
期の事業でありましたが、10億円近い経済効果がありました。今後と
も地域経済の活性化につながるよう、販売促進や顧客の囲い込みを
行い、消費の市外流失や大型店へ流れることを抑え、市内消費の喚
起をするための実効性のある取り組みを実施していきたいと考えてお
ります。

68 ４－３－３
観光まちづ
くりの推進

73 多摩湖およびその東部地域の交通アクセスを含めた「観光資源整備」は、当
市の地域経済活性化に（ひいては市財政にも）大きく貢献するはずであり、官
民一体の戦略的取り組みが必要だと思います。

ご提案いただきました戦略的取り組みは大変重要であると考えます。
観光資源の整備については、官民一体の取り組みが必要であり、「施
策4-3-3 観光まちづくりの推進」の5ヶ年の施策の方向性で示してい
るとおり、観光資源の整備のため、行政、市民、各種団体等が連携し
て取り組むための体制・しくみづくりを進めてまいります。またその中
で多摩湖および市北西部の交通アクセス等も検討してまいりたいと考
えます。

69 ４－３－３
観光まちづ
くりの推進

73 現在の観光資源のみの活用の域を出ていない。あえて提言したい
・「八国温泉」・「トトロ温泉」の発掘開発をぜひ実行していただきたい。多くの観
光客の集め、市民の健康増進にも役立つと考えます。調査・検討を！！

観光施策については東村山市における地域固有の観光資源を融合
させることで、新たな魅力づくりを行い、その結果、集客力を向上させ
ることに重きを置いております。財政負担の大きい新規施設につきま
しては、現在のところ非常に導入しにくい状況ではありますが、今後調
査・検討を進めていきたいと考えます。

70 ４－４－１
情報基盤の
整備

75 （３）７５ページ【施策が目指す・・】情報の双方向性の視点を追加記述した方が
良い

「施策4-4-1 情報基盤の整備」の施策が目指すあるべき姿では、情報
の双方向性といった視点も含め、「市の情報を市民と共有できるまち」
としています。
また、5ヶ年施策の方向性において、双方向型の情報発信機能の強
化等について記述しております。

71 ４－４－１
情報基盤の
整備

75 （４）７５ページ【現状と課題】１０代２０代の若者の取込みを追加記述した方が
良い

10代、20代に限定せず、幅広い世代の市民との情報共有を課題とし
て認識しております。

72 ４－４－１
情報基盤の
整備

75 （５）７５ページ【５ケ年の施策・・】
その１：「市民にわかりやすい」だけでなく「探しやすい」を追加記述した方が良
い。

「わかりやすい」は「探しやすい」を包括しているものと考えます。
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73 ４－４－１
情報基盤の
整備

75 （６）７６ページ【５ケ年の施策・・】
その１：例えば、日経ガバメント・テクノロージ誌が毎年発表している「e都市ラ
ンキング」の各評価要素の獲得点数を目標にする等、一般的に通用する第三
者評価を取り込むことも検討してはどうでしょうか？
その２：市民が所望の情報に到着するまでの「クリック数」を指標として追加し
たらどうでしょうか？（これは市民の利用力にも影響しますが、普及活動も含め
てと云う事で）
以上、８点についてコメントさせて頂きました。

その１：既に、「ｅ都市ランキング」等の第三者評価を活用しており、評
価結果を参考に引き続き情報化を進めていきたいと考えております。
その２：情報到達はかなずしもＴＯＰページからのアクセスだけではあ
りませんが、アクセシビリティを向上する上での考え方として、今後の
参考にしてまいりたいと考えております。

74 １　職員の
資質の向上

79 ＜意見＞
財政難、職員の削減は当市に限った事ではありません。その中で質の高い
サービスの提供をするのは大変で、他市では無理に職員内でやろうとせず、
市民力を取り入れるという協働型に変わっています。当市の市民活動の活発
化を見ても、今求められているのは市民との協働ができる職員ではないかと
思いますがいかがでしょうか。
また職員の削減で事務的内勤が増える中、市民の状態を把握しニーズを理解
するのはとても難しいと思います。むしろ現場にいるＮＰＯや市民の声を聞き、
それを施策に活かせる職員が求められると思いますがいかがでしょうか。

市民の多様化・高度化するニーズを的確に把握し、質の高い行政
サービスを提供するために、豊かな創造性と政策形成能力を有する
職員が求められていることは重点課題として認識しており、前期基本
計画では、「今日から明日へ　笑顔あふれる東村山の実現にむけて」
の中で「１　職員の資質の向上」を掲げております。市民が満足する市
政を推進する原動力となる職員の資質の向上に努めていきます。

75 ３　市税等
の財源の確
保

79 市税収納率向上に取り組むことは大切ですが、他市では行政のスリム化をう
たっているところもあります。職員数の削減が行われていますが、数よりも適
切な職員配置の見直しと、事業内容によっては民間委託等市民力に頼った方
が費用対効果が高いこと予想されるものもあり、そういったことに対し検討して
はいかがでしょうか。また当市は年間1200名ほど出産数がありますが、現在
保健師は係長含め５名で、これまで続いた質の高い母子保健事業の継続維
持さらなる充実のためにはが人手不足と思いますがいかがでしょうか。

職員や予算などの限りある経営資源をより最適に配分し、施策のある
べき姿の早期実現に取り組んでいきたいと考えております。
また、各種事業の民間委託等につきましては、市が実際に行うべき事
業と民間等に委託すべき事業との仕分けをおこない、市民サービス
の低下に繋がらないよう、コストを含めた議論や精査が必要であると
考えております。既に一部の業務につきましては、民間委託を実施し
ておりますが、委託に対する市民の方々のご意見も多様であり、こう
した状況を踏まえ慎重に対処していきたいと考えております。
母子保健事業につきましては本年9月より保健師1名増員しており、更
なる事業の充実に努めたいと考えております。

76 ３　市税等
の財源の確
保

79 総合計画を着実に実施するために財源を確保することは当然であるが、満額
の財源が保障されることは皆無である。
第４次総合計画の前期実施計画策定にあたり、限られた財源をどのような基
本理念で４つの基本目標に配分されたのかについて、何らかの説明があると
本計画への理解がより容易になるのではないでしょうか。

基本構想に掲げる「まちづくりの基本姿勢」のうち、とりわけ「市民の
命を最優先にしたまちづくり」を重視するとともに、将来都市像に込め
られた数多くの市民の皆さんからいただいた貴重なご意見を踏まえ、
「人と人が響きあうためのプロジェクト」、「人とみどりが響きあうための
プロジェクト」、「笑顔あふれるためのプロジェクト」に、限られた財源を
集約したところです。財源の具体的な配分につきましては、上記の考
えを踏まえ、実施計画で示してまいります。
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77 計画全体 - 市民との協働については、基本構想の中でうたわれているにも関わらず、計
画の中では「地域コミュニティの醸成（施策１－４－３）」の頄目という限られた
枠での記述しかなく、全体の施策を網羅して協働をどう進めるのかという頄目
が見当たらない。自治基本条例の策定以外に市民参加のしくみづくりの方向
性についての記述が欲しい。特に次の計画（後期計画）を作る場合、市民の意
見をどう取り入れるのか、具体的な記述を盛り込んでいただきたい。今回、
ワークショップ等の形で多くの市民参加を実現したことは評価するが、そこで
出てきた意見が、この計画にどのように組み込まれているのか不明で残念で
ある。現状とのすり合わせや計画づくりの作業に市民も参加できるようなしくみ
を次回の計画作りで望む。

基本計画は、施策ごとのあるべき姿を実現させるため、具体的な取り
組みを示すのではなく、5ヶ年の施策の方向性を明らかにすることを目
的としたものです。協働につきましては、基本構想にお示ししていると
おり、市政を進めるにあたり市の基本姿勢（まちづくりの基本姿勢）と
して臨んでいきたいと考えております。協働の進め方につきましては、
施策ごとに実情を踏まえながら具体に進めていくこととなり、その手法
については前期基本計画では述べられていません。今後、現状の市
民協働事業の精査などをおこないながら以後の計画に反映してまい
りたいと考えております。
第４次総合計画策定にあたりましては、市民の皆さんの意見を反映し
た総合計画策定方針に基づき、「東村山の未来を考える市民会議」を
はじめ、「市民フォーラム」や「子どもたちの絵画・作文」など、様々な
市民の皆さんの意見を計画に反映させるための取り組みを行ってま
いりました。次期計画（後期基本計画）策定にあたっても、計画に市民
の皆さんの声を反映させていけるよう、引き続き市民参加の手法を取
り入れていきたいと考えており、その内容につきましては、今般の計
画策定の経験等も踏まえ、後期基本計画を策定する段において、明
らかにしていきたいと考えております。
なお、市民の皆さんからいただいた意見がどのように組み込まれてい
るかについてですが、言葉がそのまま反映しているもの、言葉は変
わってしまったものの、考え方が反映しているもの等があり、市民の
皆さんの様々なご提案が盛り込まれています。

78 計画全体 - また、ワークショップ参加者など希望者からの意見だけでは施策作りには不十
分な面もあるため、事業計画を立てる際には、各分野ごとに関わっている市民
や団体へのヒアリング等で意見を聞いた上で、計画づくりに生かすことは実行
的で有効ではないか。

第４次総合計画策定にあたりましては、「東村山の未来を考える市民
会議」や「市民フォーラム」など、個人のご意見をいただいたほか、本
市においてまちづくりの分野で活動を行う主な団体を対象に「団体意
向把握」を、市内に立地する事業所を対象に「事業所意向調査」を、
市内に立地する商店会を対象に「商店会意向調査」を実施してまいり
ました。

79 計画全体 - 成果を測定するための指標については、「一部を示すもので全てを判断できる
ものではない」と断りがあるが、具体的な評価システムや指標、計画の進捗状
況を見守るしくみ等について計画の中に盛り込んでいただきたい。基本構想の
中では計画の特徴を「目的・目標を明確にした計画」として、評価や進行管理
を行うと記るされているのに計画の中になければ実現は難しいのではないか。

施策によっては、事業展開によって単年度で成果が測れるものがあ
るほか、複数年にまたがらないと効果が測れないものもあります。
よって、平成27年度を目標年次と定めまして、成果を測定するための
指標を用いて、点検・評価をしていきたいと考えております。
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80 計画全体 - また、これまで計画が実現できなかった場合、なぜできないのか、どこまででき
たかなどの説明が不十分であったり、計画になかったのに実施される大きな
施策もあり（例えば子どもの分野では、公立保育園の民営化、ころころの森な
ど）、計画の有効性を疑問に思うことがあった。ローリング方式による見直しと
はそれらを改善するものなのか、首長の交代に伴う政策の変換にはどう対応
するのかうかがいたい。

ローリング方式による見直しとは、基本計画を計画的に進めるために
策定する実施計画（計画期間3年間）が、社会経済情勢の変化や事業
進捗に臨機応変に対応することができるよう、毎年度見直しを行い、
修正や補完を行っていくことを言います。
首長が交代した場合ですが、他市の事例で申し上げますと、踏襲する
場合と一部修正をする場合があるようです。

81 計画全体 - 「地域コミュニティ」という言葉が多用されており、居住する地域の再生という意
味合いが全体として強く、地域を縦断して同一目的のコミュニティ（市民団体・
NPOなど）づくりを支援する視点が薄いと感じられる。昨今の状況を踏まえた
時、後者の意味合いでコミュニティづくりなくして、地域の再生は難しいのが現
状ではないか。「地域」や「コミュニティ」という言葉の意味合いも問い直した上
での記述を望む。

「地域コミュニティ」という言葉は、自治会のような地縁によるコミュニ
ティのみを定義しているものではなく、さまざまな市民団体・ＮＰＯの活
動による「まち」の活性化などの目的を持ったコミュニティ活動も含め
広義の意味で「地域コミュニティ」と言う表現を使用させていただいて
おります。前期基本計画の中では施策のあるべき姿の方向性を示す
ものであり具体的な手法の詳細は記載しておりませんが市民団体、Ｎ
ＰＯとの協働も重要であると捉えております。

82 計画全体 - 本素案では、「成果を測定するための指標」がいくつかの施策について定めら
れており、計画実施の成果を検証するために大変有効な手法と考えます。し
かしながら、各分野の全施策についてこの指標が定められていないのには、
何か理由があるのでしょうか？中には指標を決めることが難しいものもあると
思いますが、必ずしも具体的な数値でなく別な柔軟な表示の仕方もあるので
はないでしょうか？

成果を測定するための指標につきましては、すべての施策ごとに１～
３個の指標を定めてあります。また、前期基本計画の成果を測定する
ための指標として定住意向に関する指標を設けているところです。指
標の内容につきましては、施策の成果を測定するのが目的であるた
め、具体的な数値として表わすことができるものを選定したところでご
ざいます。

83 計画全体 - 基本構想のまちの姿「人と人～東村山」にもスマイルプロジェクトにも分野別計
画にも、「子ども」「市民参画」を大きく打ち出す方向性が見えません。市民ワー
クショップでの提言はすみずみに入っていますが、基本構想の骨格が何かが
見えません。未来に向けた投資をするのは、行政だからこそできることです。
ワークショップの各分野であがった様々な提言をつらぬくキーワードこそ、基本
構想に欲しかったです。まちづくりは次の世代につなげてこそ実現可能です。
又市民が直接主体者になるには「市民参画」を計画、実行、検証の中でおこな
うことしかありません。今、市に求められているのは、そのことだというメッセー
ジを伝えて下さい。

市民ワークショップの提言を貫く主なキーワードは、『人』、『つなぐ』、
『笑顔』と認識しております。
「子ども」は、市民ワークショップの子育て分野、教育分野のグループ
名にあるように子どもたちのしあわせを象徴する『笑顔』に、「市民参
画」は、全グループを通して感じられた『人』『つなぐ』に想いをこめ、将
来都市像を「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」
としました。
将来都市像だけでなく、基本目標も市民ワークショップ「東村山の未
来を考える市民会議」からいただいた「市への提言」を積み上げて作
成されたものです。また、まちづくりの基本姿勢の中でも「基本姿勢１
人と人が支え合う協働のまちづくり」として人と人がつながり、それぞ
れが責任と役割を認識しながら支え合うまち、「みんなで創る、みんな
の東村山」を基本姿勢とすることをうたっております。
将来都市像の説明文にもあるように、「あたたかな笑顔に満ちあふ
れ、喜びや誇り、そして明日への希望が次代へとつながる、元気で活
力のあるまち「東村山」を目指します。」を実現するためにも、市民の
皆様とともに次の世代につながる施策を推進していきたいと考えてお
ります。
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84 計画全体 - ・良くまとまっていると思います
・将来的な人口予測が必要と思います
・街作り（活性化）の為の計画ですが活力（活性化）の字句が見当りません。
※走り読みの為見落しの時はご容赦下さい。　以上

ありがとうございます。
将来的な人口予測につきましては、基本構想で提示させていただい
ており、10年後の将来人口を15万5千人と設定しております。
まちづくりの活力や活性化につきましては、「基本目標４　みんなが快
適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」に基づき、「施策大綱４－
１　快適に暮らせる住みやすいまちをつくる」の中で活気のあるまちづ
くりについて記載しているほか、「施策４－３－２　商工業の育成・支
援」の「施策が目指すあるべき姿」において「市民の日常生活やまち
の経済を支える商工業が活発に展開され、まちのにぎわいと活力を
創造するまち」を掲げております。
これらの施策に基づき、まちの活力が高まる施策について推進してい
きたいと考えております。

85 計画全体 - ＜まとめて＞
他市の計画書を見ても、素案がほとんどそのまま計画書となっているようで
す。今回も何日もかけて悩んで書いたこの文章ですが活かされることはないと
思っています。しかし次世代計画後期では意見に対し回答が添えられていまし
たので、それを期待したいと思います。
行政の計画には実行不可能なことは載せられないと思います。計画が理想ど
おりにはいかないでしょう。しかし、子どもたちに楽しい公園を与えることは不
可能なことでしょうか？次世代の調査でもトップに近い要望だったのに何も変
わりませんでした。私も計画を立てた一人として、部会にいた一人として、実行
するように市に訴え続けなかったことを、皆さんに、子どもたちに申し訳なく
思っています。

たくさんのご意見ありがとうございました。
大変申し訳ありませんが、皆様から寄せられたご意見のすべてを反
映することは難しいと考えております。また、実行が不可能だと明確に
判断されることは、計画書には記載できません。
しかしながら、ご意見をいただいたことが新たな気づきとなったり、今
は実現が難しくても検討を進めていくことの意義について庁内で議論
が交わされていることについてもご理解いただければ幸いに存じま
す。
行政の事業は、多角的な視点や慎重な判断、検証が必要になること
もあります。市民の皆様からは遅く感じられることもあるかと思います
が、より良い東村山に繋がる計画となるよう策定に注力してまいりた
いと考えております。

86 計画全体 - また今回は市民ワークショップおよびタウンミーティングで市民の意見をたくさ
ん聞かれていると思いますが、ワークショップに参加したメンバー数名からは、
この計画書の内容に不満を抱いています。全部は載らないとして、ではどれな
らのっているのでしょうか？ワークショップの成功はどれだけ市民の声を施策
に活かせたかということで、やったことではないと思っています。また施策にな
らないのであれば、できない理由を参加者が納得するような伝え方が必要だっ
たと思います。気の每に感じています。
市の一番大きな計画を読んでいて、前向きな気持ちになれないのは残念で
す。長年のおつきあいで、実施計画の内容も目に浮かびます･･･。子育てに関
してはもっと抜本的改革が必要で、今の子ども家庭センターも努力はされてい
ると思いますが、外から見ていると限界を感じています。が、そのことは行政内
では得に感じていないようです。
市民ワークショップおよびタウンミーティングを中心となって進められた市長こ
そ、素案についての意見をお読みになって、願わくば市長に対する不信感とな
らないよう、参加者が納得する計画書を作成していただけますようお願いいた
します。

市民ワークショップを始めとして、この計画策定にはたくさんの市民の
声を取り入れることに注力してまいりました。
基本構想は、市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」
からいただいた「市への提言」をもとに策定を行っており、この総合計
画の根幹をなす理念として礎となっております。この理念は、前期基
本計画にも継承されており、「市への提言」そのものの言葉ではなくて
も、ご提言の内容や趣旨は出来る限り盛り込むよう注力してきまし
た。
総合計画は、市の最上位計画であることから言葉がやや画一的であ
り、あまり変化がないように感じられるかもしれませんが、市民ワーク
ショップを通じ市民の皆さんとともに考え、市民の皆さんとともに東村
山をつくっていくことを共感し、共有出来たことは大きな収穫であった
と考えております。
参加者が納得する計画となるよう今後も注力してまいります。
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87 その他 - 直接素案とは関係ないが、これまで様々な分野の施策の提案を市から提示さ
れた段階では既に事業内容はほぼ固まっていて、市民としてはどうすることも
できないということが多々あり、歯がゆい思いを経験してきた。行政の立場から
すれば必ずといっていいほど反対勢力への対応に苦心するという経験を繰り
返して来たのではないか。ほぼ固まってから提示するのではなく、問題解決の
方法や施策内容についてそれに伴うメリットとデメリットの説明を加えた上で複
数提示し、市民がその中から選べるような形をとれれば、相互に責任も発生
し、共にまちの方向づけを決定していけるのではないか。

計画策定におきましては、ご指摘のような手法を取ることも選択肢とし
てあると存じますが、第４次総合計画策定にあたりましては、市民の
皆さんの意見を反映した総合計画策定方針に基づき、「東村山の未
来を考える市民会議」をはじめ、「市民フォーラム」や「子どもたちの絵
画・作文」など、様々な市民の皆さんの意見を計画に反映させることを
主眼において取り組んできたことをご理解ください。

88 その他 - ■効果的な事業計画について
「協働について」のところでも書きましたが、この基本構想をもとに、各所管が
「実施計画」を作成していくときに、より市民ニーズにあった事業に展開するた
めの方策が盛り込まれることを願っています。行政として、できること、できな
いことがあるのは当然です。でも、できそうなことを載せるだけではなく、やはり
ニーズ調査や市民ワークショップであがってきたことを、どう計画に盛り込むの
か、どうしたら実現できるのかという点に、もっと知恵をしぼってほしい。
また、尐ない費用でよりよい事業をおこなっていくためにも、市民の力を生かす
べきだと思います。そのためのしくみづくりと実現できる職員の力の向上、そし
て市民側の成長についても取り組みが必要です。それぞれの事業をおこなう
とき、どう市民ニーズがあったものにするかという明確な意図をもって実施計
画をたてることが「費用対効果」にもつながります。高い「費用対効果」のため
にも、その計画づくりの際には、それぞれの分野の専門性をもつ市民活動団
体やNPOの知恵を借りてほしいと思います。
ヒヤリングなどによって市民ニーズにあった計画が立てられ、ともに事業を行う
ことができればすばらしいと思います。

「基本構想」「前期基本計画」で市民ワークショップをはじめ市民の声
を尊重しながら策定を進めてきたように、「実施計画」においても市民
の声をより多く実現できるよう策定を進めました。
実施計画事業は、市民のニーズに応えた内容であるか、限られた財
源を優先的に配分するのにふさわしいか、緊急性が高いものである
か等多角的な視点で採択されました。
ご指摘にありますように、限られた資源の中で市民のニーズにあった
ものを実施することや市民とともに協働して事業を選択し、実施してい
くことは「費用対効果」にも繋がると考えておりますが、今回の計画策
定では、市民ワークショップ「東村山の未来を考える市民会議」からい
ただいた「市への提言」や市民フォーラムなどこれまでいただいてきた
ご意見を取り入れながら策定を進めることにご理解をいただければ幸
いに存じます。

89 その他 - ■東村山市に閉じた施策では、成果も限定的だ。
他市、他県、他国等へ内容に沿って連携して効率化、効果の拡大を図る視点
がほしい。
今、インターネットの時代だ。近隣にこだわることはない。
特に、商店の活性化に向いている。

現在東村山市では、多摩北部都市広域行政圏の５市による図書館、
スポーツ施設の相互利用や、東京電子自治体共同運営協議会による
電子申請サービスや電子調達サービスなど、他の自治体との連携に
よる市民サービスの提供を行っています。今後も広域的な視点を持っ
て、事業の効率化や市民サービスの向上に努めてまいります。

90 その他（財
政改革につ
いて）

- 諏訪町じゅんかんの、グリーンバス（チョロQ）が、お客さん、ガラガラなので、
運行を、見直し、西武園の駅から、（季節限定でもかまわないので）、野口郵便
局←→北山公園←→新山手・東京白十字病院等を、経て、東村山駅をつなぐ
バス（グリーンバス）を通した方がお客さん多いのでは？

市のコミュニティバスは運行してから約8年が経過し、この間様々なご
意見をいただいていることから、「施策4-2-3 交通の円滑化と安全性
の確保」の5ヶ年の施策の方向性で示しているとおり、既存のコミュニ
ティバスを含めた、市内の公共交通のあり方や課題について、学識経
験者や市民公募により市民委員等を募り、検討を進めております。
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91 その他 - 私、名古屋大学、理学部、化学科を、昭和59年に、卒業し、大学院、２年、まる
まる、いて、（中退して）、上京して参りました。
「一緒に勉強しませんか！」と、題して、中学生や、高校生の補習等、できない
かと、ビラを、配り、連絡を、待ちましたが、返ったものは、「出会系サイト」の、e
メールばかりでした。又、市役所の教育委員会の女性からはビラを、シュレッ
ダーされました。教員試験という、資格は、教師の囲い込みなのでは、ないで
しょうか！

今後とも、学校教育の充実を図るために必要とされる地域人材の活
用を行っていきます。
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