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1. 開催概要 

東村山市では、平成２３年度にスタートした「東村山市第４次総合計画 前期基本計画」に基づき、

まちづくりを進めてまいりました。しかしながら、全国的な少子高齢化による人口減少傾向が、当

市においてもあらわれ始め、これまで順調に増加してきた人口が、平成２３年７月をピークに減少

傾向に転じ、少子高齢化の進展も年々、顕著になってきています。 

このような時代の流れを踏まえ、当市を取り巻く社会経済情勢などについて現状分析を行うとと

もに、多くの市民の皆様から将来のまちづくりへの意向を把握することで、東村山市第４次総合計

画基本構想に掲げる将来都市像を実現するための各施策の方向性を明らかにし、次の世代に誇れる、

個性豊かで充実したくらしを実感できるまちづくりを推し進めていくため、後期基本計画（案）を

策定しました。 

この説明会は、後期基本計画の内容を広く市民の皆様にお知らせするとともに、より多くのご意

見を計画に反映させることを目的として開催しました。 

 

（１）内容 

 □ 開会 

  □ 市長挨拶 

 □ 出席者紹介 

 □ 東村山市第４次総合計画後期基本計画（案）について 

□ トークセッション～今後の東村山市のまちづくりについて～ 

□ 閉会 

 

（２）日時・場所 

 日時 平成２７年１０月１７日（土曜）午後１時３０分～午後３時００分 

 場所 市民センター２階 第１～３会議室 

 

（３）参加者 

 当日は、１０５名の方にご参加いただきました。 
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2. 発言録 

（１）開会、市長挨拶 

【渡部市長】 

皆様こんにちは。本日はお足元の悪い中、またご多用中のところ、この

ように多くの皆様にご参加いただき、まずは御礼を申し上げさせていただ

きます。また、日頃より市民の皆様には市政へのご理解とご協力をいただ

いていることに、改めて感謝を申し上げます。 

総合計画というのは、概ね１０年を期間とする東村山市の最上位の計画

です。第４次総合計画は平成２３年４月から開始し、現在、前半の５年間

が経過するところで、来年度から平成３２年度までの５年間における後期

基本計画について、市民の皆様の様々なご意見等を賜りながら策定作業を

進めてきました。そして、先日行われた東村山市総合計画審議会では、いくつかご意見をいた

だいた上で、概ねご了承いただきました。 

１０月６日から１３日に、市内１３町でパネル展示による説明会を開催させていただき、本

日が最終の市民説明会ということであります。まだ案の段階でありますので、本日も市民の皆

様から色々とご意見をいただき、また、現在実施しているパブリックコメントと合わせて、よ

り良いものに仕上げていきたいと考えております。 

第４次総合計画は、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」を将来都市

像に掲げ、４つの基本目標に基づいて毎年度の事業を行っています。現在の計画は、概ね平成

２１年から２２年に策定作業を進めてきたものでありますので、その頃と今とでは状況が変わ

ってきています。平成２３年３月には、東日本大震災という未曾有の災害が発生しました。前

期基本計画のスタートはその直後でしたので、東日本大震災のことを直接的に盛り込んでおり

ません。また、当市は残念ながら、平成２３年７月をピークに人口が減少傾向に突入しており、

ピーク時と現在を比べると３,０００名弱の人口減少となっています。加えて、日本全国、同じ

ような傾向でありますが、より一層高齢化が進んでいるといった社会構造の変化が顕著になっ

ております。そうした中、今後どのように「笑顔あふれる東村山」を築いていくか、また、人

口減少や高齢化が進む中で、どのように住みたいまち・住み続けたいまちとして、これからも

多くの方に支持され、選ばれ続けていく自治体を目指していこうかということを、この後期基

本計画の基本的な考え方として作成させていただいています。 

本日は、後期基本計画（案）を策定するにあたり、様々な議論を重ねていただいた東村山市

総合計画審議会の小林節会長とのトークセッションを予定しており、より具体的にどのような

まちづくりを目指して進もうとしていくかについて、市民の皆様と考えていきたいと思います。 

今日は限られた時間ではありますが、どうぞよろしくお願いします。 

 

（２）出席者紹介 

 東村山市長 渡部 尚 

 東村山市総合計画審議会会長 小林 節 氏（慶應義塾大学 名誉教授） 
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（３）東村山市第４次総合計画後期基本計画（案）について 

―配布資料「第４次総合計画後期基本計画（案）の概要」に基づき、事務局より説明― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～配付資料～ 
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（４）トークセッション ～今後の東村山市のまちづくりについて～ 

【渡部市長】 

基本計画に関わる当市の課題と目指すべき方向性等について、

皆様とも語り合っていければと考えております。 

まず、小林会長のご紹介をさせていただきたいと思います。既

にテレビや新聞等でもよくご登場されている有名な憲法学者の

方であり、「なぜ東村山に」と思われるかもしれないですね。先

生は、新宿区のお生まれ、お育ちであり、現在は横浜市にお住ま

いとのことです。１９７７年に慶応義塾大学大学院法学研究科博

士課程修了後、ハーバード大学ロースクール客員研究員を経て、

１９８９年から２０１４年まで慶應義塾大学の教授としてご活躍されていらっしゃいました。

現在は、慶應義塾大学名誉教授で、弁護士、憲法学者としても名高いところです。ここのとこ

ろ、大きな問題となった安全保障関連法案を巡っては、国会の憲法調査会やマスメディア等で

も度々ご登場されていらっしゃいます。 

小林会長は、２０１０年から２０１４年まで、富士見町の日体桜華高等学校、桜華女学院中

学校の学校長を務められていらっしゃいました。会長が学校長になられてから、桜華の生徒た

ちが市の防災訓練など様々な行事に積極的に参加してくださるようになりまして、それをきっ

かけに会長と交流をさせてもらうようになり、市の総合計画審議会の委員をお願いしたところ

ご快諾いただきました。会長のご専門は憲法ということで、国全体の設計に関わる最上位の法

律の専門家でいらっしゃいます。我々の行っている地方行政も憲法によって認められている一

つの自治ということであり、会長も地方行政に非常に関心をもっておられたということで、当

市の後期基本計画の策定にもいろいろとご協力をいただいております。 

学校長として東村山市に初めて赴任されたとき、当市の印象はどのようなものでしたか。 

 

【小林会長】 

私は新宿区で生まれ育ち、東村山市には小学校の遠足で多摩湖に訪れたことくらいで、それ

を除くと東村山市という地に足をつけたことがありませんでした。５年前、沿線を見ながら東

村山市に訪れて、初めてこの駅に降りたったときは、「住みたいまちだな」と思いました。こ

ういう感覚は大事だと思います。こういう感覚を皆様に持っていただけると、勝ちだと思いま

す。 

ご紹介のとおり私は憲法学者であるので、国の設計図に関する議論をさんざんやっていま

す。大きな枠組みの中でのお金の管理や司法、警察、外交、防衛などは国にしかできませんが、

全ての国民がどこかの基礎自治体、市区町村の住民であり、そこに住んでいます。国だけがい

くらがんばっても良くなるわけではありません。国と基礎自治体が、上と下で挟んで、我々国

民を支えてくれています。今まで、国の役人とは関わることがあったけれども、今回東村山市

の総合計画審議会に関わることで、基礎自治体の現場を初めてみることができました。東村山

市長は全国区でも有名な名物市長であり、私にとってすごくよい勉強になっています。もちろ

ん勉強の成果をお返しするのが私の使命であると考えているところです。 
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【渡部市長】 

当市に来てくださったときから、相性が良いまちだという感じをもっていただいたことは、

非常に嬉しいです。当市は首都近郊の住宅都市という位置づけであり、昭和３０年代から人口

が右肩上がりで増えてきました。今は人口が減少するという時代に差し掛かってきており、ま

だ子どもの数が極端に減っているわけではありませんが、人口構成についても、年少人口や生

産年齢人口が減って、いわゆる高齢人口が増えてきています。高齢化自体が悪いわけではあり

ませんが、先日も総合計画審議会の中である委員の方から、あまり高齢化といわれると高齢者

が悪者扱いされているようでいやだという意見もいただきました。ですが、高齢期の方はどう

してもご病気になりやすかったり、介護が必要となったりするケースが増えてくるので、高齢

化の実情をきちんと捉えることは、いかに皆で支えていくかということにつながってくると思

います。 

日本全国でもこのように大きく変わりつつある中で、小林会長としては、どのような地域が

これから住みたいまち・住み続けたいまちとして多くの方に支持されて、選ばれるまちになる

と思われますか。日本全国やアメリカ、海外でのご見識も踏まえてアドバイスをいただきたい

です。 

 

【小林会長】 

東村山市はそんなに悲観することはないと思っています。高田馬場駅

から特急で東村山市に近づいてきて、途中にも色々とまちはありました

が、ここは武蔵野の面影が残っており、寝に帰りたいまちだと思います。

このようなのどかな地域では、夜間に暗い場所の治安が怖いですが、そ

れは例えば高齢者に夜のパトロールに付き合ってもらうなどの対処方

法があります。 

また、東村山市は横浜市の自宅から１時間と少しで来られてしまうので、通勤に不便だとい

うこともないでしょう。私が思うには、まちをブランド化していくのが良いのではないでしょ

うか。武蔵小杉などはブランド化し、人が急増しています。東村山市は古いまちなので、調べ

れば絶対にパワースポットがあると思います。パワースポットを売り出すとそれだけで家賃も

上がるはずです。ここを選べる人は住みに来て、ずっと住み続けます。人口全体が減少してい

くと、全体の財政規模も出入りともに小さくなっていきますので、人が住み続けてくれるよう

な取り組みをしていけば、それほど恐れることはないと思っています。 

東村山市の市長に、渡部市長は非常に適役だと思います。色々な自治体を見ていますが、市

長がただのタレントであったりすると、下が全然言うことを聞きません。それと同時に、役人

は情報を管理しているので市長を棚に上げてしまいます。ゴマをすって良いポジションに就き

たいといった、最悪の自治体もたくさん見ています。そういう意味で、市長は地元出身であり、

大学時代は茨城県に出られて、卒業後は都心で大きな会社に勤めて世界を見てきています。そ

の後東村山市に戻ってきて、若くして市議会議員となり、最年少で議長になられました。この

市について何でも知っていて、役人にだまされることはないでしょう。行財政改革について全
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国区でも話題にされる、そういう人が３期目の市長となった訳です。今きちんとした軌道に東

村山市を乗せれば、本当に多くの人が住みに来るようなまちになるのではないでしょうか。そ

のためには、市をブランド化するべきです。 

歳入と歳出のバランスをきっちりとっていくということが市長の仕事です。状況は変わっ

ていくので、市民の皆様も常に気を付けて見ていかれると良いと思います。 

 

【渡部市長】 

さきほどお示しした今後５年間の計画を担保していくために、

お金の問題を避けることができないのは会長のおっしゃるとおり

です。東村山市は地方交付税に依存せざるを得ない、自分のまちを

経営するのに自前の財源だけでは足りないまちの一つです。平成１

９年に私が市長に就任した時は、国の三位一体の改革が行われた直

後で歳入が大幅に落ち込んでおり、財政的に極めて厳しい状況にあ

りました。このまま赤字を続けると、財政破綻した夕張市のような状況になりかねないという

ことから、就任当初は、何とか赤字を出さないようにするために、職員の給料を下げ、市民の

皆さんにも多少我慢をしてもらい、施設利用者の方については使用料を引き上げさせていただ

くなどの取り組みをして、平成２０年度からは単年度で実質的に黒字基調に乗せることができ

ました。行政は、黒字化することが目的ではありませんが、そうはいっても赤字を出し続ける

わけにもいかないため、収支が均衡、もしくはやや黒字の基調を続けていくことが大切だと思

っています。 

前期基本計画期間の５か年は、行財政改革をすることで生み出した財源を新しい施策に充

てるということを進めてきました。当時は東日本大震災の直後ということで、精力的に行って

きたことの一つとして、小中学校の耐震化が挙げられます。その他、待機児童対策として３園

の保育園新設や小規模保育施設を増やすなどをしてきました。保育園に入りたくても入れない

というお子さんが、ピーク時には２２２人もいた時期がありましたが、これからの人口減少社

会の中では、特に子育て世代の方たちに選ばれるまちになることが大切だと考え、保育園の待

機児童解消は大きな課題として捉えており、取り組みの結果、今年度当初では３２人まで減少

させることができました。 

これまでは行財政改革をすることによって一定程度のお金を生み出すことができましたが、

改革もここまで取り組むと、絞っても出てくるものがなくなりつつあります。１０年先には２

０２５年問題といわれていますが、当市の場合は５人ないし６人に１人くらいが７５歳以上の

高齢者になるだろうと見込まれています。今、東村山市では７５歳以上の方が全人口の１１～

１２％くらいですが、喜寿を超える方でも１０％を超えていますので、今のうちに持続可能な

財政構造をつくっていかなければなりません。そのためには、一定程度、余剰分について積み

立てをして貯金を作ってきたので、これからは収支のバランスを考えつつ、どうしてもやらな

ければならない事業についてはその貯金も活用し、自主財源を確保できるようなまちづくりを

していく必要があります。魅力ある都市づくり、産業の活性化等を図り、何とか自分たちでお

金を作っていくという取り組みを進めていくことが非常に大事になるのではないかと考えて
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います。 

そのためにも、市としては３つの視点、「まちの価値」、「人の活力」、「くらしの質」を

向上させるということで、持続可能なまちをつくっていこうと考えています。 

 

【小林会長】 

東京都でも、いろんな地域ブランドの農産品というのがありますが、このまちも歩き回って

いるとそういったものが結構あるように思います。「東村山」というのは名前が非常にオシャ

レだと思っています。「東」というのは希望がある感じがするし、市なのに「村」という名前

がついています。売れ筋のものはブランド化するということも良いのではないでしょうか。 

 

【渡部市長】 

当市は梨の産地であり、「多摩湖梨」といって、一定ブラ

ンド化されていると思っています。果樹農家の皆さんは、梨

の他にもぶどう、キウイなどを栽培していらっしゃいます。

東村山市の農業の特徴として、市内に花卉(かき)農家の方が

結構いらっしゃいます。シクラメンなどは、多摩地域でも上

から３番目の生産量を誇っています。こうしたことを、市民

の方もあまりご存じなかったりするので、東村山市の特産品にどういうものがあるかを知って

いただきたいと思っています。梨のまちだとか、うどんが有名だということとか、そういった

ところから少しずつ市に愛着を持って欲しいです。 

学校給食でも地場の野菜や果物などを出していて、東村山市にはおいしくて安全な食べ物

があるということを知ってもらい、郷土に対して誇りを持ってもらおうといった取り組みも行

っています。これからどういったものがブランド化できるのか、地方創生に絡めて各自治体で

どのような地域の活性化を図るか検討を進めていますが、当市もこの枠組みの中で、こういっ

たものをブランド化できるかなと考え、議論をしています。 

 

【小林会長】 

都心の住民からすると、「多摩湖梨」が東村山市のものだと思っていませんでした。東村山

ブランドで梨を販売すれば、今よりもっと売れるのではないでしょうか。東村山という名前の

方が、グレードは高い気がします。 

東村山市には上位条例として「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」というものが

あると思いますが、その条例とこの総合計画との関係をご説明いただけますか。 

 

【渡部市長】 

かつて総合計画は、地方自治法に定められていて、基礎的自治体で策定しなければならない

ものとされてきました。しかし、民主党政権時代に地方自治法が改正され、国の法律によって

各自治体の最上位計画をつくるというのはおかしいので、それぞれが自発的に作るのであれば

自由につくりなさいという形に変わりました。これによって、総合計画は必ずしもつくらなけ

「多摩湖梨の農園」 
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ればならないものではなくなりました。そうはいっても、やはり何もない中で闇雲にまちづく

りをするということはできないので、当市としては、引き続き総合計画をきちんとつくって、

それに基づいて各個別の計画や単年度の予算編成の考え方を定めていこうということで、総合

計画を根拠づける条例として「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」をつくることと

なりました。ちょうど、全国的に自治基本条例やまちづくり基本条例をつくることが自治体で

ブームになっていたこともあり、まちづくりの基本理念や原則をきちんと定めた条例の中で、

東村山市は総合計画をつくる、そして行財政改革とあわせて、車の両輪に見立ててまちづくり

を進めていくという形にしています。１０年間を貫く基本構想は議会の議決事項にさせていた

だいていますが、今回は後期基本計画のみのため、議会の議決事項ではありませんので、折に

触れて議会に報告をさせていただき、議員さんからご意見をいただき、より良いものをつくっ

ていこうとしてきました。 

 

【小林会長】 

市長はこのたび再選されましたが、そのマニフェストの「バージョンアップ！東村山２．０」

はとてもよくできています。毎日新聞のマニフェスト大賞のファイナリストまで残っているよ

うですね。 

行政というのは黒字であれば良いということではありません。例えば、警察であれば犯人捕

まえるほどお金がかかります。戸籍の維持についても、天変地異を想定してダブルで作り、一

つは厳重に保管されていますが、一生に一度もコピーを取りに来ない人もいます。行政という

のは採算度外視でやらなければならないこともあるということです。はじめからお金の無い世

界ですが、そこでやっていくためには、やはり市の行政、市役所の実情全てを把握していて、

現場経験のあるリーダーが緊張感をもって展開することができなければ、大変なことになりま

す。厳しい時を乗り切っていくためにも、皆様も市長を監視しながらも支えてあげるべきです。

そこで、市長のマニフェストをご説明いただくと、本日の内容も一段と良く見えてくるのでは

ないでしょうか。 

 

【渡部市長】 

現職の市長であったので、マニフェストに掲げた

ことは、当然全てやるべきこととして考えているも

のです。財政的な裏付けもとった上でないと、なかな

か出せるものではないと思います。 

今回は、今年の４月に選挙があり、その前の年に

この後期基本計画策定のためにまちづくり会議やワ

カモノ会議ムラカイを実施したり、毎月１回実施し

ているタウンミーティング、毎年実施している市民２,０００名対象の市民意識調査等でご意

見をいただいたりしているので、市民の皆様のニーズは大体この辺りにあるだろうということ

を捉え、マニフェストを作らせていただきました。 

私のマニフェストそのものが後期基本計画というわけではありませんが、「ひと・まち・み

「ワカモノ会議ムラカイの様子」 
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どり 笑顔あふれる東村山」というキャッチフレーズで展開させていただき、ひとを元気にす

る、まちを活気づける、みどりを守っていくという視点でありました。今回、その視点を再構

成し、「まちの価値」、「ひとの活力」、「くらしの質」を向上させるという視点で後期基本

計画に位置づけました。 

今後、具体的な施策を、毎年度ローリング方式にて行っている実施計画に位置づけながら、

着実に推進していくことで、まちの価値を向上させ、暮らす人をより豊かに元気にすることを

柱としてこれから行政運営をしていきたいと思っております。 

 

【小林会長】 

マニフェストの内容が非常にわかりやすいですね。ブランド

化することや、交通の整備が絶対に必要だということです。 

さて、本日はせっかくたくさんの方にお集まりいただいてい

るので、会場からもご質問などをいただきませんか。 

 

【司会】 

それでは、会長のご提案のとおり質問の時間としたいと思います。先程の東村山市第４次総

合計画後期基本計画（案）の説明や、渡部市長と小林会長の対談を聞いていただき、ご質問の

ある方はいらっしゃいますか。 

 

【来場者】 

   この計画を見て、本日の説明を聞いて、役人が部屋で考えたのだろうということが良く伝わ

ってきました。きれいごとが書いてありますが、これからどうするのかということに一言も触

れていないと思います。 

現在、子どもが学校を卒業しても働いておらず、親の年金を頼りに暮らしているような世帯

が全国で１５０万から２００万世帯あるということであり、私の知っている範囲でも多くいる

と思います。また、子どもや孫が親や祖父母を殺してしまったなどの事件も聞くところです。

その根底にあるのは、平等と個人の自由を尊重するということを誤って解釈しているからでは

ないでしょうか。個人の自由を尊重するというのは、国や地域で否定することなく、各自が自

由な意見を持って良いということであり、それを拡大解釈してしまっている人が多いのではな

いでしょうか。例えば、モンスターペアレントなどがいても、教育者の方々は厳しく言うこと

ができず、２時間も３時間もそういった方の話を聞いています。 

社会がこういった現状になっているので、計画の中にこういったことへの対応を入れてい

ただきたいと思います。 

 

【渡部市長】 

ご指摘があった引きこもりの問題は、これからかなり深刻な問題になると思っています。学

校等で不登校になってそのまま引きこもってしまう方や、社会に出た後で引きこもってしまう

方、高齢期を迎えて引きこもってしまう方等色々なパターンがあります。若い方だと親御さん

「さくら通り」 



 

21 
 

の年金等に依存している方もおり、親御さんが入院されてしまい暮らしが困窮してしまうとい

う人もいます。色々な理由があり、簡単に展開することは難しく、市では具体的な大人の引き

こもりに対しての専門部署を設けてはいませんが、今度、東京都と連携して初めて相談会を実

施する予定です。また、学校等での不登校からそのまま引きこもってしまうケースもあるので、

不登校の問題を解決して、できるだけ社会性が身に着けられるように進められればとも考えて

います。 

 

【小林会長】 

私も昨年まで教育者をやってきましたが、実際にモンスターペア

レントはいます。普通の人はそれに対して何時間もお相手をしてい

るかと思いますが、私は話を聞いたうえで、「あなたは間違ってい

る」ということをきちんと指摘します。そうすると親もはっとして、

話し合いになって収まって帰るというケースも多かったです。大学

教授の時にある高校の校長を６年間やってきましたが、そのときに

も同じように対応したところ、教頭たちはびっくりしていました。

その後、私の対応を真似するようになり、その結果、モンスターペア

レントが良い人になってくれた様です。気に入らないことがあるとき、暴れると何でもまわり

が言うことを聞いてくれるとなると、人間生きていけなくなってしまいます。あらゆるところ

でふてくされて家に戻っていくことになるでしょう。鍛えるところはきちんと鍛えなければな

りません。世の中が全体的におかしくなってきているというのは、確かにそうなのかもしれま

せんが、今の話は私が自身の個性で対処したものなので、想いは共有しますが、それを制度と

して計画書に入れるということは言えません。 

 

【来場者】 

個人の自由を尊重するということは、義務と責任がともないます。先般、生活保護の支給額

が減額されたのは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するということに違反しているとい

うことで裁判がありました。しかし、日本は借金が多く、一年間に３５兆円分くらい増えてい

る中で、ただ支給額を増やせ増やせというのはいかがなものでしょうか。民主主義と言います

が、ギリシャを例に出すと、財政的援助を受けるためには緊縮財政をやるようにと各国から言

われる中で、緊縮財政をやらないと主張する候補者が選挙で勝ったように、限られた空間の中

でみんなが言いたいことを言ったらまとまらないのです。なので、行政や学校の先生がこのあ

たりにメスをいれていただきたいと私は思っています。 

 

【小林会長】 

そういった主張もあるかと思いますが、ぜひ、然るべきところで、然るべき人に対して、ご

自身で主張していただければと思います。 
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【来場者】 

いつも渡部市長にはタウンミーティングを始め色々なところでお会いしており、行政には

様々な市民の声が届いていると思います。逆に、渡部市長が東村山市民に望むこと、市民に期

待することを、支え合うなどの言葉が出ていますが、もう少し具体的にどのようなことをやっ

たら良いのか、分かりやすくご説明いただきたいです。 

 

【渡部市長】 

無関心でいられるというのが我々にとって一番困ることです。市民の皆

さんには、市のこと、まちのことについて関心を持っていただくことが第一

ではないかと思っています。我々としても、伝え方がまずい部分があること

もあるので、市報や資料等について、手に取ってもらいやすい紙面づくりを

するなど、市民の皆様に情報をお伝えする努力しているところであります。

皆様がまちのことについて関心をもってくだされば、何をしてください、ということは具体的

にそんなにあるわけではありません。所得に応じて税金を払っていただくとか、家の前のごみ

があったら拾ってくださいとか、そういったレベルの話ではなく、積極的に地域に関わりを持

って、自分たち市民でもう少し住みよいまちにしようといった活動を、全ての市民の皆様がそ

うした活動ができるわけではないと思いますが、関心を持っていただいて、ご自身ができるこ

とをしていただきたいと思います。 

 

【来場者】 

先程話にも出ていましたが、これから、東村山駅周辺で鉄道高架事業というすごく大きな 

動きが予定されています。これまで総合計画や都市計画マスタープランを作るにあたっても、

鉄道がこうだから狭い道になっていて何もできない、という状況がありました。しかし、鉄道

高架事業が竣工時期を含めて決まり、周辺地域は随分変わってくるのではないかと思っていま

す。そうしたことを、今やっている総合計画の中でももう少し大きく捉えて、取り入れていく

必要があるのではないでしょうか。 

 

【渡部市長】 

今日はあまり分野別計画について具体的な内容をお

示ししていませんが、まちづくりの視点で、まずは「ま

ちの価値」を向上させていく、そのために、重点施策と

して都市基盤整備に取り組んでいくということを第一

に掲げさせていただいています。市民の皆様からのニー

ズ、行政に対する一番不満な点として、道路事情が良く

ないということが挙げられています。歩車道が分離され

ていない、老朽化して傷んでいる道路が多いなど苦情も多くいただいているところです。幹線

道路の整備率が都内で一番低いがゆえに、生活道路に通過車両が流入してしまうという課題も

あります。こうしたことを一挙に解決するというのは難しいですが、おっしゃるように東村山
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駅周辺の高架化というのは、当市のハードの都市構造を大きく変えるきっかけになると思って

います。今まで鉄道で分断されていた東村山駅周辺を、鉄道が高架化されることで東西を一体

的に整備することができるので、どのような賑わいをつくっていくかをこれから具体的に展望

しながらまちづくりを進めていくことが重要なのではないかと考えているところです。 

本日は具体的なお示しをしていませんが、東村山市をつくっていく中で、非常にインパクト

のある事業がこの連続立体交差事業であり、お金も相当かかるものですが、これを成功に導き、

災害にも強い安全・安心なまち、賑わいの形成により活性化を創出することにつながるよう、

これからも努力をしていきたいです。 

 

【来場者】 

このまちをブランド化するという話についてお聞きしたいです。このまちを舞台にした映

画「あん」が大ヒットしたということで、こんな好機はないと思って、私もあんのまち東村山

実行委員会に入り色々と活動をしています。このまちの魅力は、緑や果物などもありますが、

私はこのまちは人を売りにするのが良いのではないかと思っています。「あん」がハンセン病

の問題を提議しており、人権の問題も出しているので、そこから大きく構え、人をブランド化

できるような方向でお手伝いしたいと思って頑張っています。人をブランド化するというのは、

はっきりしたものではないので、お知恵があればお聞きしたいと思います。 

 

【渡部市長】 

映画「あん」がヒットしたということで、我々にとって追い風が吹い

ていると実感しています。 

ハンセン病を扱った映画でありますが、当市には都内唯一のハンセン

病療養所があるということで、そこを大きくとらえていく必要があると

思っています。 

ハンセン病というとややともすると暗くて悲しいイメージがつきま

といますが、それをしっかり、こういった人権侵害が行われてきたとい

う事実を踏まえながら、人権の大切さを積極的に東村山市は訴えていく

まちであり続けなければならないと思います。全生園の入所者自治会の皆様は、全生園をまる

ごと人権の森として残す取り組みを進めており、人権の森のあるまちであるということが、東

村山市の大事なコンテンツになるのは間違いありません。 

市内１５校の小学校、７つの中学校では全生園をフィールドとして人権教育を実施してい

ます。入所者の方々に実際に、ハンセン病というのはどういうものなのかということを語って

いただき、子ども達が学ぶことができているというのは、当市の教育の大きな特徴です。毎年

法務省が行っている人権作文コンクールでは、多摩地区の中でも当市は応募数が多く、毎年で

はありませんが、都や全国的な賞を受賞する中学生もいます。人権意識が高い、人に対する思

いやりや優しさを持った子どもがたくさんいるということは、誇りにすべきことだと思ってい

ます。今後も市民の皆様と手を携えて、あんのまちであり、人権の森のまちである東村山とし

て、ブランド化できればと考えています。 
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【小林会長】 

東村山市には、全生園という日本を代表する施設があります。私も憲法

学者として人権教育ということを常に意識しています。今年５月に熊本の

同様の施設を見学しましたが、私自身が打ちひしがれてしまいました。あ

まりにもひどすぎる、あり得ない、暗すぎる過去をどのように伝えていく

かというのは非常に難しいと思います。人間の本質が入っているのは事実

ですが、見せ方によっては他人事になってしまうし、変に感情移入しすぎ

るのも問題があるかもしれません。とても大事なことで、しっかり受け止めたいと思います。 

 

【来場者】 

昨年、菅原文太氏が沖縄で命をかけて演説した時に、政治は戦争しないことと飢えさせない

ことだとおっしゃっていました。先般、労働者派遣法が改正されましたが、昔のように定年ま

で会社にいられる社会ではなく、今の日本は非常に不安定だと思います。東村山市の中にも貧

困から虐待されている児童、親の介護のために職場を辞めざるを得ない人などいるかと思いま

すが、その実情を市はどのようにつかんでいるのでしょうか。 

また、市役所の職員にもパートが増えています。いろんな形で民営化と言われていますが、

木造２階建ての介護事業所で、死期が近づいている人が５、６人住んでいて、夜勤の介護士が

１人しかいないというところもあるそうです。豊かな緑や心穏やかにという言葉がありました

が、古いアパートにはどのような暮らしをしている人がいるのかということを、本当の福祉と

いったときに、人間の命がどうなっているのかということを、しっかりと考えた政策をとって

いただきたいと思います。ハード事業、道路のことも大事ですが、命が守られているのかとい

うことが、私はすごく気になります。 

 

【渡部市長】 

確かに今、地域の中でも貧困問題がかなり大きな社

会的課題になっています。今年度から市では、まずダイ

レクトに生活保護にいく前の段階で、なんとか自立が

できないかということで、生活困窮者の自立支援事業

を進めています。あわせて貧困の連鎖を断ち切れるよ

うに、経済的に困窮しているご家庭の子ども達の教育

支援事業に取り組んでいます。高齢者の介護と貧困の

問題というのも非常に根深い問題ですので、すっきり

と解決するのは難しい問題です。貧困問題については、生活保護や自立支援という対処の仕方

で市としては対応し、介護問題については、介護保険の枠組みの中で、包括的な地域ケアシス

テムづくり、医療と介護、地域や住まいの連携を強固にして、住みなれた地域に住み続けられ

るよう支援していきたいです。何とか、市民の皆様に安心していただけるような地域社会づく

りを進めるということが、後期基本計画期間中には非常に重要だと考えています。 
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【小林会長】 

労働者の待遇の問題や、日本経済の全体の方向性について、市長は市長の立場できることを

おっしゃっていただきましたが、これは国政の問題です。国政のあり方を変えない限り、今お

っしゃられたことの不安はなくならないのかと思います。 

 

【来場者】 

後期基本計画では、数多くのやりたいこ

と、市民からの要望、色々な問題点があり、

予算の配分に市長を始め議員の方も大変ご

苦労していることだと思います。限られた予

算をどういう観点をもって配分したら良い

か、会長の立場からお伺いさせてください。 

 

【小林会長】 

一般論しかいえませんが、行政は一つも手を抜けずに動いています。総花的に項目を挙げた

ということと共に、議会で一つひとつ議論をして予算付けをしています。スピードは項目によ

って差があると思いますが、どの項目も放っては置けないと思うので、slow but steady(ｽﾛｰ・

ﾊﾞｯﾄ・ｽﾃﾃﾞｨ)、ゆっくりと着実に、この体制のもとで進んでいくと思います。 

 

【来場者】 

全生園を人権の森にというのは当然のことであり、全国のハンセン病療養所関係市の会長

でもある渡部市長だからこそお願いしたいことがあります。人権の森は素晴らしいですが、そ

こには人がいません。まだ跡地ではありませんが、平均年齢が８４～８５歳になっており、あ

と何年かで、入所者の人数が２００人を下回るであろうという状況です。残り時間が少なくな

ってきているにもかかわらず、厚生労働省の積極的な動きは見られません。この後期基本計画

の中で、東村山市が全生園の将来構想をしっかりと定めるべきではなかったのでしょうか。 

また、まちづくりの基本姿勢に「経営の視点に立ったまちづくり」とありますが、先程会長

がおっしゃったように、行政は採算を度外視してやらなければならないこともあります。経営

の視点という言葉は、そぐわないのではないしょうか。経営というと企業経営というものが頭

に浮かびますが、見ていると本当に企業経営のような形で市政が進もうとしています。むしろ

ここには、地方自治法の趣旨に基づいて、という、そういった記述があるべきなのではないで

しょうか。 

東村山市では現在、人口が１５万人から減ろうとしています。人が少なくなれば支出も少な

くなると先程おっしゃっていましたが、できるだけ人口を呼び寄せる必要もあり、それには若

い人が入り込めるような、子どもや若い世代を受け入れるような施策をもっと考えなければな

らないのではないかと思います。 
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【渡部市長】 

全生園の問題については、「人権の森構想」を進めていく

ということが大きな柱となっています。しかし、全生園の将

来構想については、入所者自治会の皆様も明確な方向性をま

だ決めきれていません。我々が自治会に先んじて構想を立て

ていくというのは、いかがなものかと思いますので、まずは

現在入所されている皆様の想いを大事にしていきたいと考

えています。確かに国の動きは遅いようにも感じますが、こ

の度、厚生労働省は旧図書室の建物を残すことを正式に決定

し、全国１３の同様の施設のうち６箇所の歴史的な建造物を、国の予算をかけて保全していく

方針を発表しました。こういったことから、厚生労働省も入所者がいなくなったあと、施設を

全て閉鎖して売却するといったようなことにはならないのではないかと思います。これから、

我々からも全生園全体を保全してもらえるよう、国に強く働きかけていきます。 

また、経営という言葉についてですが、公共機関といえども収入があって支出があるわけで、

利益を出すことが目的ではありませんが、ある程度収支の均衡を図っていかなければ財政が成

り立たないというのは当たり前のことだと思います。人口が減って、生産年齢人口が減ってく

れば、全体から見た個人市民税も減っていくでしょう。少しでも若い生産年齢人口の市民を増

やして税収を上げる、企業等を誘致して法人市民税を上げるといったことを、今回の後期基本

計画の中にも含んでいるので、黒字を目的とするわけではありませんが、今後も着実に東村山

市が住みたい・住み続けたいまちとなるよう、多くの皆様に選ばれるまちにしていきたいと考

えています。 

 

【小林会長】 

先程採算度外視といったのは、そういった世界もあるということです。市長がおっしゃった

のはごもっともで、収支のバランスがとれなければ全てが続かなくなってしまいます。長い間

右肩上がりの日本経済の中で、行政分野に経営というセンスがなくなっていた時代があったの

で、行財政改革の中で経営という言葉が使われています。営利目的の法人とは別の意味で経営

という感覚が使われていることは、ご理解いただきたいと思います。 

今日はブランド化と何度も言いましたが、それは住みたくなる、選べるのであればここに住

む、住んだらここから出て行かなくなるというような価値を、といった意味です。審議会でも

東村山市の価値を上げて、人口の定着率や吸引率を高めるということは議論しておりますので、

ご安心していただければと思います。 

 

 

 

 

 

「全生園内の宣言碑」 
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（５）閉会 

【渡部市長】 

本日ご来場いただいた市民の皆様の中には、まだまだ意見を発言されたい、先生に聞いてみ

たいという方もいると思いますが、時間も超過しているので、ここで終了とさせていただきた

いと思います。 

会長とのトークセッションや前段の説明を聞いて、もう少しここは力を入れて欲しい、もう

少し盛り込むべきだといったご意見があれば、後日パブリックコメントにてご提出ください。

出来る限り多くの市民の皆様の声を反映した後期基本計画に仕上げていきたいと考えており

ます。今後とも、市民の皆様と東村山市をより良いまちにしていきたいと考えておりますので、

ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

  

ご来場いただいた皆様、 

ありがとうございました。 
ｇｇｇ 
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3. 来場者アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 59人

女性 26人

未記入 3人
【①性別】

20代 7人

30代 4人

40代 9人

50代 16人

60代 19人

70代 28人

80代以上 5人

【②年代】

後期基本計画

に関心があっ

たから 58

対談に興味が

あったから 46市長が出席す

る説明会だっ

たから 10

市主催の説明

会に興味が

あったから 9

ポスター、

チラシを見

て興味が湧

いたから 6

知人に誘われ

たから 3
その他 9

【⑤説明会に来た理由】

市報 49

ポスター 15

知人から

の紹介 13

市ホーム

ページ 9

新聞の折り込

みチラシ 8

パネル展で

の案内 2

その他 13

【④説明会を知ったきっかけ】

N=88 
N=88 

N=88 

 

N=88 

MA＝109 

 

N=88 

MA＝141 

 

12人

5人

2人

3人

6人

4人

6人

9人

3人

9人

5人

4人

11人

9人

0人 2人 4人 6人 8人 10人 12人

市外

野口町

諏訪町

多摩湖町

廻田町

美住町

富士見町

栄町

萩山町

恩多町

青葉町

秋津町

久米川町

本町

【③お住まい】
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◆該当するものに○をつけてください。◆ 

 

 

①お住まい   青 葉 町 ・ 秋 津 町 ・ 恩 多 町 ・ 久米川町 ・  
 

栄  町 ・ 諏 訪 町 ・ 多摩湖町 ・ 野 口 町 ・  
 

萩 山 町 ・ 富士見町 ・ 本  町 ・ 美 住 町 ・  
 

廻 田 町 ・ 市  外 

 

 

 

②性別     男  性 ・ 女  性 

 
 
 
 
 

③年齢     １ ０ 代 ・ ２ ０ 代 ・ ３ ０ 代 ・ ４ ０ 代 ・ 
 

５ ０ 代 ・ ６ ０ 代 ・ ７ ０ 代 ・ ８ ０ 代 以 上 
 

 
 
 
 

④説明会を知ったきっかけ （複数回答可） 
 
      市    報 ・ 市ホームページ ・ 新聞の折り込みチラシ ・  
 

ポスター ・ パネル展での案内 ・ 知 人 か ら の 紹 介 ・ 
 
     そ の 他（                       ） 

 

 

 

 

⑤説明会に来た理由 （複数回答可） 
 
 

後期基本計画に関心があったから ・ 対談に興味があったから ・  
 

市長が出席する説明会だったから ・ 市主催の説明会に興味があったから ・ 
 

ポスター、チラシを見て興味が湧いたから ・ 知人に誘われたから ・ 
 

 その他（                       ） 

 

 

     

 

 

 

 

東村山市第４次総合計画後期基本計画（案）市民説明会 アンケート 

ご協力ありがとうございました。 

出口のアンケート回収ボックスへご提出ください。 
※計画（案）に関するご意見等は、パブリックコメントにて 

お願いします。 
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4. 地区別パネル展示 

 

市民説明会のほか、市内１３町において、東村山市第４次総合計画後期基本計画の概要を記載し

たパネルの展示による説明会を行い、合計３２２名の方にお越しいただき、８９１名の方に資料を

配付いたしました。お立ち寄りくださった皆様、ありがとうございました。 

 

日  程 場  所 

①平成27年10月６日(火) 14：00～17：00  青葉地域センター 集会室１ 

②平成27年10月７日(水) ９：30～12：30  廻田文化センター ロビー 

③平成27年10月７日(水) 14：00～17：00  萩山文化センター ロビー 

④平成27年10月８日(木) ９：30～12：00  美住リサイクルショップ 活動室 

⑤平成27年10月９日(金) ９：30～12：30  市民スポーツセンター １階ロビー 

⑥平成27年10月９日(金) 14：00～17：00  富士見文化センター １階ロビー 

⑦平成27年10月10日(土) ９：00～11：30  久米川駅北口 駅前広場 

⑧平成27年10月10日(土) 13：00～16：00  地域福祉センター １階ロビー 

⑨平成27年10月11日(日) ８：20～12：50  運動公園グラウンド（市民大運動会） 

⑩平成27年10月11日(日) 14：00～17：00  秋津文化センター １階ロビー 

⑪平成27年10月12日(祝) 9：00～13：00  イトーヨーカドー東村山店 １階 

⑫平成27年10月12日(祝) 14：00～17：00  ふるさと歴史館 視聴覚室前 

⑬平成27年10月13日(火) ９：30～12：00  多摩湖ふれあいセンター 集会室 

 ※運動公園グラウンドでの資料配付は雨天の為中止 

 

 

 

 

 

  

「久米川駅北口駅前広場」 「運動公園グラウンド（市民大運動会）」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市第４次総合計画後期基本計画（案） 

市民説明会実施報告書 

平成２７年１２月 

 

東村山市 経営政策部 行政経営課 

住 所：東村山市本町１－２－３ 

電 話：０４２（３９３）５１１１ 

内 線２２２３・２２２４ 

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ 

 
 

P18,20,22写真 ©2014 東村山市「東村山５０景・東村山５０景に準ずる風景」より 


