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議  事  録 

会議の名 称 平成２４年度第１回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成２４年１１月１５日（木）午後６時００分～８時００分 

開催場所 東村山市市民センター第１・２会議室 

出席者 

及び欠席者 

○出席者： 

［総合計画審議会委員］ 

小林節会長・山口明会長代理・福田かづこ委員・土方桂委員・北久保眞道委員・

駒崎高行委員・當摩彰子委員・肥沼和夫委員・新義友委員・櫻井喜吉委員・明

孝夫委員・上嶋玲子委員・大野由利子委員・小町幸生委員・中川勝委員・益田

滋子委員・福嶋司委員 

［理事者］ 

渡部尚市長・荒井浩副市長 

［事務局］ 

諸田壽一郎経営政策部長・山口俊英経営政策部次長・武岡忠史行政経営課長補

佐・竹内陽介行政経営課総合計画係長･乙訓匠行政経営課総合計画係主事･髙橋

明乃行政経営課総合計画係主事 

○欠席者： 

［総合計画審議会委員］ 

小髙昌夫委員・今井均委員 

［事務局］ 

當間正樹行政経営課長 

傍聴の可否 傍聴可能 
傍聴不可の場合は

その理由 

 
傍聴者数 0名 

 

会議次第 

 

１．委嘱状交付 

２．委員及び事務局の紹介 

３．開会 

４．議題 

（１）会長及び会長代理の選任 

５．市長あいさつ 

６．報告 

（１）東村山市第４次総合計画の進捗状況 
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７．その他 

８．閉会 

問い合わせ先 

経営政策部行政経営課総合計画係 

担当者名 竹内・乙訓・髙橋 

電話番号 042-393-5111 内線2224 

ファックス番号 042-393-6846 

e-mail gyosei@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

会  議  経  過 

１．委嘱状交付 

 

２．委員及び事務局の紹介 

＜委員からのあいさつ＞ 

 

３．開会 

経営政策部長 

 会長が選任されるまでの間、私が代行して進行する。平成２４年度第１回東村山市総合計画審

議会を開会する。傍聴については、会長が決まり次第、新たな会長にご判断いただく。了承願い

たい。なお、出席委員が１９名中１７名であり、過半数の出席を満たしているため東村山市総合

計画審議会条例第４条第２項で定める会議開催要件の規定により本日の審議会は成立している。 

 

４．議題 

（１）会長及び会長代理の選任 

経営政策部長 

 会長の選任については、東村山市総合計画審議会条例第３条第１項に基づき、委員の互選によ

り行う。委員の中で、ご推薦されたい方があれば、よろしくお願いいたしたい。 

 

委員 

 私は小林委員をご推薦申し上げたい。小林委員は当市にある日体桜華高等学校の学校長先生を

お勤めの傍ら慶応義塾大学において教授であられる点など、そういったご活躍をされている小林

委員は学術的見地からの様々な経験をお持ちであると思うので是非、本審議会の会長にご就任い
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ただきたい。 

 

経営政策部長 

 ただいま、小林委員が推薦された。他の方で推薦される方はお願いしたい。 

 

委員 

 私も小林委員をご推薦したい。小林委員は大変、高名な憲法学者であり、決して象牙の塔に閉

じこもらず行動する方であり、法曹界に多くの人材を送り出す方である。さらに、未来の時代を

つくる上で大変重要である女子教育を担っている。そういう意味でも当市にとって最適な方であ

ると考える。また、遠慮なくご意見をおっしゃっていただける方と存じる。この審議会の活性化

につながるものと考える。 

 

委員 

 賛成 

 

経営政策部長 

 このように小林委員を推す意見が多くあったので、小林委員を会長にお願いいたしたい。承認

いただける場合は拍手をお願いしたい。 

 

＜一同承認＞ 

 

経営政策部長 

 委員のご承認をいただいたが、小林委員、いかがか。 

 

小林委員 

 お引き受けいたしたい。 

 

経営政策部長 

 お引き受けいただいたので、以降の議事は小林会長にお願いいたしたい。ごあいさつをお願い

するとともに会長代理を選任願いたい。 
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小林会長 

 不思議なご縁があって、私は東村山市に現在、興味を持っている。 

私は、憲法学者として育て上げられ国や都で人権問題、行財政改革関係にも様々に関わってき

た。 

東村山市というのは全国的にも名が知られている。リーダーである渡部市長も有名な方である。

私はたまたま好奇心を持って、日体大の不祥事対策委員長をやっていたが、附属の女子高の校長

をやってほしいとの話があり、東村山市という土地に非常に関心があり、好奇心で引き受けた。 

今回のこの仕事については真剣に真面目に、つまり、形ばかりのお飾りではなく、真剣に関わ

らせていただきたい。 

東村山市というのは行財政改革と福祉を両立させ、まちをさらに良くしていこうという全国的

にも有名な市である。そのような市に尐しでも関われたらと思う。よろしくお願いいたしたい。 

以上、私からのあいさつとさせていただき、会長代理の選任に入りたい。会長代理については、

元東京都道路監の山口委員であれば、この会をさらに良くしていく上で私は適任と考える。山口

委員を会長代理に推薦いたしたい。委員の皆様、いかがか。 

 

＜一同了承＞ 

 

小林会長 

 了承をいただいたので、山口会長代理より一言、ごあいさつをいただきたい。 

 

山口会長代理 

 会長代理という大任を仰せつかり、身の引き締まる思いである。私は生まれは東村山市ではな

いのだが、小学生時代に東村山市に移り住み、５０年以上、市内に住んでいる。小学時代の東村

山市の風景を鮮明に覚えており、当時は畑が多く、人口も４０，０００人弱と今より尐なかった。 

東村山市というのはご存じないかもしれないが、都市計画道路の整備率が、多摩地域で最下位

となっている。鉄道がたくさん通っており駅もたくさんあるのだが、駅を繋ぐような道路が未整

備であり、府中街道等も慢性的な渋滞となっている。やはりこういった道路整備もしっかりやっ

ていかなければならないと考えている。 

私は自分の子ども、孫世代にしっかり引き継げるような東村山市づくりに今回、寄与できると

いうことをうれしく感じている。今後ともご指導ご鞭撻を賜りたくよろしくお願いいたしたい。 
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小林会長 

 それでは、改めて審議会を進行させていただきたい。傍聴について事務局に確認いたしたい。

傍聴人はあるか。 

 

事務局 

 傍聴人はない。 

 

５．市長あいさつ 

 

小林会長 

 それでは、渡部市長よりあいさつをお願いする。 

 

渡部市長 

 こんばんは。本日は公私とも大変お忙しい中、また、かなり冷え込んできたが、平成２４年度

第１回東村山市総合計画審議会に出席をいただき、感謝申し上げる。ただいま、皆様に審議会委

員の委嘱状を交付させていただいた。再来年の７月まで、当市の総合計画についての意見具申を

いただくこととなるが、よろしくお願いいたしたい。 

 総合計画については、改めて申し上げる次第でもないが、東村山市の最上位計画である。現在

は東村山市第４次総合計画が平成２３年度からスタートしている。当市は昭和５１年に第１次東

村山市総合計画を策定して以来、１０年ないし１５年の計画期間で総合計画を策定しその時々の

様々な課題に対して、その課題の解決に向けて計画的にまちづくりを進めてきたところである。

そうした先人の皆様のご尽力により比較的に都心近郊でありながらみどり豊かで生活しやすいま

ちが形成されてきたと考えている。 

 そうした中、現在、東村山市第４次総合計画は当審議会改選前の委員の皆様に策定をいただい

たところである。策定当時の経過をご存じの委員もいらっしゃるが、経過としては平成２１年、

２２年にかけて、様々な課題について集中的に当審議会でご議論いただいた。ちょうど、日本全

体が大きな曲がり角に差し掛かる時期での策定であり、具体的に申し上げると高齢化、尐子化の

傾向が続き、人口減尐時代が目前であった。地域社会では人と人との結びつきが希薄化している

ということで、昨今も孤独死等が話題となり、無縁社会という社会背景がある中での策定であっ

た。 

 今回策定した東村山市第４次総合計画では「みんなで創る、みんなの東村山」をモットーにし、
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これからのまちづくりは行政だけではなく多様な市民の力をいかに引き出し、調和を持ってまち

づくりを進めていくかが大きな課題ということで総合計画審議会の皆様のご理解をいただいて、

公募市民で構成するワークショップ形式での会議体である「東村山の未来を考える市民会議」を

立ち上げさせていただき、足掛け８か月間の期間で、年齢層も１６歳から約８０歳の方々の約７

０名の方々にご参加いただき、様々なご意見をいただいたところである。このワークショップで

のご意見を審議会でさらにご議論いただいて最終的に東村山市第４次総合計画としてまとめさせ

ていただいたところである。この東村山市第４次総合計画では、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」と定めていただいたわけであるが、まさに当審議会で、

この将来都市像の文言そのものについても様々、熱くご議論をいただき決定していただいたとこ

ろである。 

 現在は、将来都市像である「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる東村山」の実現に

向けて実施計画を定めさせていただき具体的に施策を展開しているところである。東村山市第４

次総合計画がスタートして２年になるが、社会情勢が毎年大きく変化している。そういった中、

やはり平成２３年３月１１日に東日本大震災が発生したが、この発生時点では第４次総合計画の

策定については、ほぼ固まっており震災以降の防災対策、原発事故への対応、エネルギーの問題

等、様々な社会情勢の変化については、あまり深くは触れられていない。 

また、総合計画を策定するときには課題として認識していて第４次の総合計画期間中に調査を

行い、方向性を定めてそして実行していかなければならない課題として、公共施設の老朽化対策

としての再生についての問題がある。この２年間、東村山市としても市役所本庁舎等を含めて公

共施設について劣化度調査を実施させていただいた。現在、東村山市では公共施設が延床面積で

約２２５，０００㎡ある。その７割が築３０年以上を経過している。相当、市役所の本庁舎含め

公共施設が老朽化していることが劣化度診断で明らかとなった。今後２０年間で当市の公共施設

を維持するだけで概算ではあるが２５４億円程の経費がかかるということが分かってきた。今後、

調査に基づいて公共施設、ハコモノだけでなく道路や橋梁含めて公共施設等の再生をどのように

進めていくのか。これは全国的にも大きな課題となっているので、当市にとっても第４次の総合

計画期間中の後期基本計画期間については、この問題が大きな課題となってくるものと考えてい

る。 

あわせて、第４次の総合計画期間中にはまだ具体的に確定をしていなかった当市にとっては非

常に大きな出来事が本年あった。本日、会長代理にご就任いただいた元東京都道路監である山口

会長代理にも大変お世話になり、東村山市内の西武新宿線の連続立体交差化事業が東京都におい

て都市計画決定をされ、来年以降これらの事業が進んでいくという状況がある。第４次の総合計
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画策定の際もそういった方向性が出ていたが、まだ確定していなかったので、これも計画策定段

階と尐し状況が変わりつつある。いよいよ実行段階に入ってきている。そういったことで東京都

の事業ではあるが市としても相当の財政的な負担もしなければならないし、あわせて周辺の道路

整備や面的なまちづくりを行って、これからの安全で安心して生活できる生活空間、活力ありに

ぎわいのあるまちづくりを目指して動き出すという状況がある。そうしたことを加味しながら東

村山市第４次総合計画の理念、将来都市像を今後どのように市が具現化していくのか、新しい総

合計画審議会の委員の皆様に、そのチェックを行っていただきたい。また、平成２３年度からス

タートした東村山市第４次総合計画は平成２７年度が計画期間の折り返しの年度となる。平成２

８年度からは後期基本計画の計画期間となる。前期基本計画の途中からではあるが平成２３年度

以降の各年度の総括や、後期基本計画の策定に向けて、ご議論をお願いすることとなり、後期基

本計画への橋渡しを皆様に担っていただくこととなる。よろしくお願いいたしたい。 

のちほど所管より詳しく説明させるが、是非、東村山市が笑顔あふれるまちになるようそれぞ

れの先生方からそれぞれの立場からご指導ご鞭撻を賜りたく心からお願い申し上げ、私からのあ

いさつとさせていただきたい。今後ともよろしくお願い申し上げる次第である。 

 

６．報告 

（１）東村山市第４次総合計画の進捗状況 

 

小林会長 

 報告１である東村山市第４次総合計画の進捗状況について事務局より報告をお願いする。 

 

事務局 

 それでは第４次総合計画の進捗状況について説明させていただきたい。委員改選後、初めてと

いうこともあるので、東村山市第４次総合計画について簡単に説明をさせていただきたい。 

東村山市第 4 次総合計画は、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本となる指針を示

したものであり、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間を計画期間としている。また第

４次総合計画は市の最上位計画に位置付けられている。 

平成２３年度にスタートした第４次総合計画は、多様な市民の参画に基づいて策定された計画

であるところに特徴の一つがある。策定にあたっては、市民７０名余りが参加した市民ワークシ

ョップ「東村山の未来を考える市民会議」や市民フォーラムなどの対話形式による市民参加のし

くみの活用をしてきた。また子どもたちから絵画や作文の提出を頂くなど、東村山の次代を担う
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子どもたちの声も採り入れてきたところであり、第４次総合計画は、「何をするのか」だけでなく、

「何のためにするのか」という目的を明確にした計画となっている。また、行政が持つ限りある

経営資源の活用について、「あれもこれも」から「あれかこれか」へと発想を転換し、実行性を重

視した計画となっている。 

この第４次総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画の三層構造で構成されている。基本

構想では、市が目指すべきまちの姿、いわゆる将来都市像として「人と人 人とみどりが響きあ

い 笑顔あふれる 東村山」を掲げ、この実現に向け分野ごとに４つの基本目標を位置付けると

共に、その骨格となる施策大綱を定めている。 

 また、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間のうち平成２７年度までを前期基本計画、

平成２８年度からを後期基本計画と位置付けている。平成２３年度から始まっている前期基本計

画では基本構想を実現するため各分野別の施策を定めるとともに、特に重点的、優先的に推進す

る事業群をスマイルプロジェクトと定め推進することとしている。 

また、基本計画を具現化した事業を採択し、３年間の事業内容と年次計画を定め、予算編成の

指針となるのが実施計画となる。平成２３年度から平成２５年度の実施計画では１２２事業、平

成２４年度から平成２６年度の実施計画では１３２事業を採択している。実施計画は、社会経済

情勢の変化や市を取り巻く新たな課題に対応するために毎年度ローリング方式を採用し、毎年度

修正や補完を行うことによって、実態と大きくかい離することを防ぐことを特徴としている。 

また実施計画事業を採択するにあたっては、経常的な事業における歳入と歳出の見込みを推計

し、その差額を実施計画に充当する財源としている。この財源を計画自由財源と呼んでいるが、

この計画自由財源の範囲内で事業選択しているところである。 

続いて目標管理制度について説明させていただきたい。当市では平成２３年度より目標管理制

度を本格実施した。将来都市像を市の最上位目標に掲げ、各組織別に目標を定め、先ほど、説明

した実施計画事業や第４次行財政改革大綱の第１次実行プログラムに掲げる事業などについて、

その１年間の目標や取り組みを年度当初に設定し、その進捗と成果を内部的に評価し、ホームペ

ージなどで公表しているところである。 

ここで総合計画の構成要素である平成２３年度の実施計画の進捗状況についてお示しさせてい

ただきたい。今回、目標管理制度の中で、実施計画事業だけを抜き出し、基本目標別に並べた。

この結果、実施計画事業についての進捗は全体に対して７４．３％がＡ評価、２４．８％がＢ評

価、０．９％がＣ評価となっており、概ね目標通り達成できたものと考えている。 

基本目標別に見ると、基本目標１の子育て・健康福祉・人権・地域コミュニティ関連分野つい

てはＡ評価６５．７％、Ｂ評価３１．４％、Ｃ評価２．９％となっており、他の基本目標と比べ
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てＡ評価の割合が低かったという特徴がある。基本目標２の学校教育・生涯学習関連分野につい

てはＡ評価８７．５％、Ｂ評価１２．５％となっており、他の基本目標と比較し、Ａ評価の割合

が一番高かったという結果であった。基本目標３の自然・環境・安全安心関連分野はＡ評価８３．

３％、Ｂ評価１６．７％となっている。基本目標４の都市基盤・産業・情報関連分野はＡ評価７

０．６％、Ｂ評価２９．４％となっており、全体と比較し、ややＡ評価の割合が低いという結果

であった。 

続いて市民意識調査の概要について説明させていただきたい。以前は総合計画策定時に市民意

識調査を実施していたが、平成２３年度より、第４次総合計画の将来都市像の実現に向け、市が

進めている取り組みに対する評価や、市民の皆様の東村山市に対する考えをお聞きするために毎

年度実施することとなった。 

市民意識調査については、第４次総合計画前期基本計画で定める「施策」が３６施策あるが、

この３６施策に対応した設問を市民意識調査の設問として、それぞれの満足度と重要度について

調査を行っている。そのため市が行っている施策について市民がどのように感じているかを図る

ことができる調査となっているところである。 

 続いて平成２４年度の市民意識調査の概要について説明いたしたい。市民意識調査については、

市内在住の１８歳以上の男女２，０００名を無作為に抽出して調査票を送付している。平成２４

年度は４４．６％の回収率であった。なお、平成２３年度については４１．２％の回収率であっ

た。また、前期基本計画では、成果を総合的に測定するための指標として「東村山市に住み続け

たいと感じている市民の割合」を設定している。平成２０年ではこの定住意向は６５．２％であ

ったが、この値を前期基本計画の最終年度である平成２７年度には７０．０％に達することを目

標としている。平成２３年度は６６．４％、平成２４年度は６５．５％という結果であった。誤

差の範囲であるという認識ではあるが、定住意向はやや減尐した傾向があるので、引き続き定住

意向がどう動くのか見ていく必要があると考えている。 

 本日これから報告する内容には平成２４年度の市民意識調査結果の数値を使用しているが、平

成２４年度に実施した市民意識調査結果については、現在分析について取りまとめを行っている

ので報告書が完成次第、委員各位にお送りさせていただきたい。 

今回、第４次総合計画の進捗を図る上で目標管理制度の結果と市民意識調査の結果をクロスし

て分析している。目標管理制度や市民意識調査の評価はＡ、Ｂ、Ｃや満足、不満などといった評

語で評価されており比較することが困難なため、ここで数値化をさせていただいた。具体的には

「目標管理制度」では、１年間に取り組んだ結果をＡ・Ｂ・Ｃの３段階で評価しているが、評価

結果を点数化して差を設けるために、この事業に対する評価をＡを３．０、Ｂを１．０、Ｃをマ
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イナス１．０として、その平均値を求めることで施策の進捗度として表している。「市民意識調査」

でも市の主な施策に対する現在の満足度について、「満足」は１．０、「まあ満足」は０．５、「ど

ちらともいえない」は０．０、「やや不満」はマイナス０．５、「不満」は－１．０、「無回答」は

対象外とし、平均値を求めた結果を満足度としている。 

また、平成２３年度に実施した市民意識調査は、平成２３年８月に実施しており、平成２３年

度から始まった実施計画の成果がまだ出ていない時期であると考えられることから、この結果を

基準値として考えている。この基準値である平成２３年度の満足度と平成２４年度の満足度の差

をとることにより、それを向上度として捉えている。 

それでは説明をさせていただきたい。基本目標別の満足度の平均値をグラフで示すと、市の取

り組みがすぐに結果として表れるものや、なかなか実感を得られないものなど、基本目標ごとに

性格が異なるためどうしても結果にバラつきが生じてしまう面もあるが、概して基本目標４の都

市基盤・産業・情報関連分野の満足度が低いという結果が見てとれる。また、全体として、基本

目標１の子育て・健康福祉・人権・地域コミュニティ関連分野は平成２３年度の方が満足度が高

くなっているが、それ以外については平成２３年度より平成２４年度の方が満足度が高くなって

いる。 

施策別の満足度についてであるが、特徴的な部分として特に大きく満足度が向上している施策

としては水辺環境の整備や、公園の整備などが見られる。また逆に満足度が大きく低下している

施策としては家庭や地域における子育て支援や社会保険制度の効果的な運営が挙げられる。 

また、向上度については先ほども確認したが、水辺環境の整備、公園の整備の満足度が大きく

伸びている状況にある。向上度の結果を見ると、加重平均値がマイナスとなっているものよりも

プラスになっている施策が多くあることから、全体としてはやや満足度は伸びている傾向を見る

ことができる。 

行政内部の評価である目標管理制度に基づく進捗度を縦軸にとり、市民の視点である市民意識

調査の平成２３年度と平成２４年度の差分をとった向上度を横軸にとることで、行政側の自己評

価と市民の施策に対する印象が一致しているのか、若しくはギャップがあるのかを把握するため

に今回、進捗度と向上度の散布図を作成した。この分布を表にすると進捗度が高く、満足度も向

上している施策が２１施策と最も多くあり、進捗度はあまり高くないが、満足度は向上している

ものが４施策、進捗度は低いが満足度が向上しているものが３施策、進捗度は高いが、満足度は

低下しているが３施策、進捗度はあまり高くなく、満足度は低下しているものが２施策、進捗度

が低く、満足度も低下しているものが３施策という結果となっている。 

全ての施策について「進捗度が高く、満足度も向上している」になるようにしたいが、事業に
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よって単年度で見れば、事業としては着実に推進していても、数年かかって完成するような事業、

例えば保育園建設を行っていても、その運用開始が翌年度以降となる場合などは、すぐに市民の

満足度に反映しないような事業もある。 

市民意識調査の結果は市民の印象点として評価されていることが大いにあり、そのため、単年

度の結果だけでは判断つきかねる点もあるが、各部の部長には今後事業を進める上で参考にして

いただきたいと報告させていただいている。また、この結果を前期基本計画の５か年で見ていく

ことによって、後期基本計画の施策の策定に活かしていきたいと考えている。事務局からは以上

である。 

 

小林会長 

 ただいまの事務局の説明について委員の皆様より質疑、意見等があればよろしくお願いいたし

たい。 

 

委員 

 みどりの保全と創造や公園整備について満足度が向上しているようだが、私は農家だが、なか

なか実感としてつかめない。市としてどのように考えているか。 

 

事務局 

 この市民意識調査については、まず平成２０年度に東村山市第４次総合計画を策定するために

実施し、そして総合計画がスタートした平成２３年度より毎年行っていくこととしている。今、

我々として認識しているのは、やはり市民の皆様の生活の印象度により結果が左右されるものと

捉えている。着実にみどりの保全と創造や公園整備について満足度が向上している取り組みがで

きているのかというのはもう尐し長いスパンで見ていく必要があろうかと考えている。これは全

体的に全ての施策に通ずるところがあり、各施策において単年度での満足度、向上度が上がった

下がったというよりも、３年、５年等、中長期で見たときにどういう傾向があるのか、市内部の

目標管理という進捗度合を図る仕組みと相まって、このあと施策をどのように展開していくのか

という分析に入っていければと考えている。 

 

委員 

 資料の文言であると言葉的に随分、向上しているように受け取れるがこの点についてはいかが

か。 
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事務局 

 委員ご指摘の点については、そのようなご指摘もあろうかと思うが、市としては表にすること

で、先ほども申し上げたが中長期的な傾向を掴む上で、各施策の満足度がどのような傾向にある

のかを把握したいという考えからお示ししているところであり、ご理解をいただきたい。 

 

小林会長 

 私からも申し上げたいが、子育て支援情報について、露骨に不満が出ているが、ただ、子育て

というのは人間にとって最も基本的で古典的である意味では特別なことではないと考える。それ

に対して支援情報が不足しているという結果が出ること自体、向上が見えないということだが、

子育て支援情報を出すことがそんなに大変なことなのだろうか。どこでも出せることなのではな

いのか。計画をつくり計画を実施できない。何を計画し何を実施しているのかイメージが掴めな

い。その点についていかがか。 

 

事務局 

 会長からのご質問については、家族や地域における子育て支援が市民意識調査で満足度が低下

しかつ目標管理制度でもＣ評価を受けている点、双方からの切り口からのご指摘かと存じるが、

子育て情報については、総合計画とは違うところで「子育てするなら東村山」といったようなメ

ッセージを出しながら、動いているところである。東村山市ではかなりＮＰＯ法人もあり、子育

てについては、非常に力を入れている。子育てレインボープランの後期の計画期間中でもある。

そういう中で見えるところとして大きく２つあると考える。 

第一に先輩世代の子育ての環境と今の子育て環境が大きく変化している点、例えば核家族化が

今の世代では進行している点、地域コミュニティとの関係が挙げられる。このような背景の中、

子育て世代からは子育てをどう進めていけばいいのかという話もあるぐらいである。このいわば

育児の悩み等をどこに相談すればいいのか分からないという声に応えるため、市では昨年度から

「こんにちは赤ちゃん事業」を始め、乳児の生まれた家庭に全戸訪問し、子育てのしづらさを把

握、確認しているという状況もある。 

第二に子育て情報というところで申し上げると今、子育て世代が、欲しい情報がすぐ掴めない

というところ、具体的には情報はあっても掴めない、うまくリンクできないということがある。

そういった点を考えると子育てはしっかりしたいがどの情報を掴み子育てに結び付け活用してい

くかというのが現在、煩雑若しくは整理しきれていない点であると考えているところである。 
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小林会長 

 他に質疑はあるか。 

 

委員 

 今の議論に関連するが、市民意識調査についてフィードバックをしていくということは非常に

良いことだと考えるが、実際に対象となる母数は変化している。そうすると、この調査に対して

のこの結果数値については母数のバラつきの範囲であろうと考える。一、二年で数値が良くなっ

た悪くなったという項目はあるかもしれないが、全体としてのバラつきを表しているのではなか

ろうか。この変化を見るためには移動平均等を見ていく必要があり、これを見ていかなければこ

の成果と課題は見えてこないものと考える。 

 もう一点、目標管理制度について、とても良い制度であると考えるが、色々な説明文書を読む

と目標なのか事業の計画なのか整理しきれていないものとなっていると考える。具体的に現状と

のギャップを改善するための目標を掲げたものについては、進捗はあまり上がっていないし、単

にこれをやるといった項目は皆、Ａになっている。逆に単にこれをやるといった項目でＡになっ

ていないものは怠慢という話になると考えるが、その点については、どのように考えているのか。 

 

事務局 

 ただ今のご指摘は、まさに図星なご指摘である。まず、一点目の対象者の票数の揺れにより出

るバラつきなのではなかろうかとのご指摘についてであるが、平成２３年度は２，０００票とい

う票数を配付し、平成２４年度も同一票数としたがこれについては、今後も基本的には２，００

０票で考えている。ただ、回収数については、４０％台ということで、どうしても年度ごとにバ

ラつきが生じるが、配布数としては２，０００票ということで、統計学的にも当市人口に対して

適当だろうという票数になっているところである。今後もこの考え方で市民意識調査については、

毎年度実施していきたいと考えているところである。 

 また、二点目であるが、目標管理制度については事業の計画なのかあるいは目標なのかという

点や、逆に単にこれをやるといった項目でＡになっていないものは怠慢なのではないかというご

指摘については、総合計画担当所管としては、課題であると認識している。庁内で目標を立てて、

その目標に対して取り組むという視点が今までなかったため、ＰＤＣＡサイクルを的確に回して

いくことを目的として目標管理制度を導入した。具体的に申し上げると公務については具体の法

令等に基づいたルーティンワークがどうしても多くあるという中、一方で今回お示ししている実
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施計画などはルーティンワークではなくどうやって市民の満足度を高めていくためにどういった

事業をどのような年次計画で行うのかを示し、これを目標管理制度で的確に進捗管理していると

いうことである。しかしながら、庁内で各事業についてこのＰＤＣＡサイクルを的確に回してい

くこと自体がまだまだ課題であることから、今年度、来年度以降も職員との対話を継続的に行い

つつ、この目標管理制度を継続的に行うことでこの目標管理の物差しの精度を高めていければと

考えている。また、目標管理制度を行うことが仕事であるといった認識に陥る職場も今後、想定

されるが、そうならぬよう業務を推進し、そしてこの結果をフィードバックするため目標管理制

度をしっかり活用するといった意識の変化を当市としては求めてまいりたいと考えている。 

 

山口会長代理 

 確認したい点があるが、目標管理制度の結果と市民意識調査の結果をクロスした結果が数値化

されているが、数値化は良いことではあるが、具体的な事業分野で何が評価され、何が評価され

なかったのかといった点については、事務局は把握されているのか。例えば満足度が上がるとい

うことはどのような取り組みがされたのかということであるがいかがか。 

 

事務局 

 事業分野ごとに何を評価対象としているのか事務局は把握しているかとのご指摘については、

市民意識調査では、具体的な事業を示して調査している訳ではないため、市民の方はやや感覚的

に回答し、かつ担当所管としても市民意識調査の設問が、生活者としての市民の感覚を把握する

ことを目的としているため、会長代理のご指摘の何が評価対象となっているのかという点につい

ては、事務局としては、十分押さえきれていないというのが実情である。 

 

山口会長代理 

 設問の設定については、これ以上は難しいということだろうが、定住意向については、尐なく

とも住み続けたい理由、市外に移り住みたい理由等、大きな要因は把握すべきと考えるが事務局

は把握されているか。 

 

事務局 

 ご指摘の住み続けたい理由、市外に移り住みたい理由等、大きな要因についてであるが、これ

は把握している。具体的に申し上げると平成２３年度の結果の中ではその要因を伺いつつ年代別、

居住地区別などの傾向も把握しているところである。また、定住意向については、平成２０年度
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の第４次の総合計画や、平成８年度の第３次の総合計画策定の際の市民意識調査から同じ設問を

行っている。特に、定住意向の経年変化については、市長の強い想いもあり平成２７年度までに

７０％としたいということもあり、経年変化についても把握をしているところであり、定住意向

については、今後も把握、分析をしてまいりたいと考えている。 

 

委員 

 定住意向についてであるが、総合計画を総合的に捉える上での指標として非常に良いと考える

が、他市を調べてみると府中市などでも同様の調査をしている。平成２３年で住み続けたいが、

どちらかというと住み続けたいと答えた方を含め９０％を超えている。この結果と当市のギャッ

プをどのように捉えているか市長に伺いたい。 

 また、平成２３年度の市民意識調査の結果を平成２４年度の実施計画に反映したものはあるの

か。 

 

市長 

 今回の東村山市第４次総合計画については、毎年、市民意識調査を行い、サンプルを取らせて

いただきたいと考えており、ご指摘のとおり一年ごとの変化については、誤差の範囲でしか捉え

られないものと考えているが、これを５年、１０年で積み重ねていくことで傾向をある程度掴め

るものと認識している。その中で定住意向が向上するということが我々としては市民の皆様の満

足度が総合的に高まっているのかということを把握する上で一番、正しい指標になるのではなか

ろうかと考えている。 

 東村山市第４次総合計画を策定する上で平成２０年度に市民意識調査を実施した。そのときの

住み続けたいと答えた方が６５．２％であったが、だいたい多摩地域でも同等の調査を実施して

いた。聞き方の違いがあるが、ほとんどの市は住み続けたいという趣旨の回答が７０％を超えか

つ高い市では９０％を超えている。７０％未満であったのが当市と清瀬市だったと記憶している。

色々な要因はあろうかと考えるが、当市や若干状況は異なるが清瀬市も財政力が低いところであ

る。また、先ほど会長代理からもお話があったが、当市は都市計画道路の整備率が低く、三多摩

最下位である。このようなことも定住意向が低い一因となっている可能性もあるものと考える。 

ただ、ハードの事業を行うことで満足度が一概に上がるとは思っていないが、これらを踏まえ

つつまちづくりに活かしていきたい。当市の場合、傾向として減尐はしているが身近な場所にみ

どりや緑地があるということで市民の皆さんの愛着等があり満足度が高い傾向にあるので、そう

いったものを保全しつつ、不足している都市基盤を整備していくことが必要と考えている。また、
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尐子化傾向が続いており、人口減尐社会の中でのこれから地域間での競争で住民をある意味取り

合うという傾向があるので、今後、持続的なまちをつくるには生産年齢人口あるいは子どもたち

の人口を一定程度保つような施策を推進していく必要があるものと考えている。そういう意味で

当市では待機児童数では他市に遅れはとっているものの「子育てするなら東村山」ということを

掲げて、子育て環境が良いということをアピールポイントとして出していけると長期的にも持続

可能なまちになるのではないかと考えているところである。 

いずれにしても自然環境と都市基盤の調和がとれ、かつ生活環境として子育てしやすい、また

高齢者にとって安心して住み続けられるまちにしていくことで、段々と満足度が高まっていくこ

とにつながるのではないかと考えている。ひいてはそうしたことを成し遂げることが財政基盤の

強化につながり、着実に一歩ずつ満足度が上がっていき定住意向も高まるのではないかと考えて

いるところである。 

 

事務局 

 平成２３年度の市民意識調査の結果を平成２４年度の実施計画に反映したものはあるのかとの

ご指摘については、結論から申し上げると平成２４年度版実施計画では反映されていない。理由

としては、平成２３年度市民意識調査については、平成２３年８月に行っている調査であり、ま

だ平成２３年度版実施計画の施策の結果が出ていないことから、この平成２３年度市民意識調査

の結果については、今後の基準値にしたいという考えがあるためである。平成２４年度の市民意

識調査については本年６月から７月にかけて行ったため、平成２３年度版実施計画の取り組みの

結果が反映されているという考えである。事務局としては、市民意識調査の結果の経年変化につ

いては単年度単位では誤差でしか把握できないと考えており、中長期的に把握することで後期基

本計画の策定について非常に参考になるものと考えている。 

 

委員 

 市民意識調査に自由記述の欄があるがこの意見についての反映や取り扱いについて伺いたい。 

 

事務局 

 自由記述については、普段、所管課で把握している意見、あるいは把握していない意見等、様々

あろうかと存ずるが、目を通した上で参考のご意見として捉えていきたいと考えている。 

 

委員 
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 自由記述というのは基本的には先ほどの分析のデータには入っていないということか。 

 

事務局 

 委員のおっしゃるとおりである。 

 

委員 

 そうするとこの自由意見については過激な意見もあるが市民から出てきた意見については、何

か多尐の分析も行う必要があろうかと考えるがいかがか。 

 

事務局 

 尐数の意見なのか不明であるにしても市民意識調査の自由記述のご意見以外にも、市長につい

ては、毎月、タウンミーティングを行い、各町で市民のご意見を伺う場を設けている。１１月２

４日には今年度で２回目となる東村山市版株主総会を行い、市民の方々からご意見を伺う。この

ように市政について色々と意見を伺うチャンネルは多いものと考えている。このチャンネルをい

かに市政に取り込んでいくのかというのが課題であると考えている。 

 

会長 

 今、多数、尐数という話があったが、それは単なる統計学でも大衆主義でもないので、市にも

見識と責任がある訳なので仮に尐数意見、異端意見でも反映させるべきなのか、させないのかに

ついて市が責任を持って判断すべきである。 

 

委員 

 市民意識調査については、無作為抽出により調査票を送り、返送をいただくという形式で行っ

ているが、書いて送り返すというのはそれなりに意識の高い方だと感じる。一般的な声を送り返

してきたから把握するというのは無理があると思う。数値化して考えないというのは分かるが、

もっと大勢の人が来る産業まつり等で皆さんにアンケートを広く問うのはいかがか。 

 

事務局 

 もっと大勢の人が来る産業まつりで皆さんにアンケートを広く問うのはいかがかというご指摘

については、第４次総合計画の策定の際にシールを貼っていただき意識の把握を行った経過があ

る。それ以外にも、市のブースが出て、他所管でなんらかのアンケートを行っている。もっと広
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く意識を把握するのは我々も重要な課題と捉えているが、市民意識調査については、インターネ

ットで行うことも検討したが、一人の方が複数投票してしまうという事態が起こりかねないとい

う課題もあり、無作為抽出で調査票をお送りするというスタイルになっている。 

 

会長 

 統計処理というのは疑い始めてしまうと際限がないと思うが、統計学という学問があり経験則

上、確立されたものであるので、それはそれとして統計学を信じてみてはいかがか。出てきた意

見等を事務局でふるい分けをしたら良いと思う。ただし、施策として出す時は、責任を取るとい

う構えでいるべきと考える。 

 国、都の行財政改革に携わってきたが、東村山市は良いと思う。担当している公務員が利口過

ぎても能力が足りなくてもいけないが、主体性を失っていない点、柔軟である点が良いと思う。

私ははじめて、会長としてこの席に座る中で、事務局を見ていて安心してみていられる感じがす

る。逆にこの審議会は多元的な多様な集団であるが、市が課題を出し、それを我々、審議会が支

えようと考える。本日、市と審議会の間に良い関係ができたと思う。 

 市長に確認させていただきたいが、公共施設の維持管理に今後、２５４億円かかるとのことで

あるが、建物は老朽化しているが、資金が不足しており、昔のようにすぐに建替えとはいかない

ので全部メンテナンスして使っていくということになろうと考えるが、この問題について、全部

メンテナンスして長寿命化しながら使っていくということに２５４億円かかるとの理解で良い

か。 

 

市長 

 この２５４億円には更新費用を含んでいないということである。一コンサルが試算した金額で

あるので必ずしもここまでかかるのか若しくはこれ以上かかるのか正確な数値ではないが、純粋

に既存施設を維持管理していくのにかかる経費ということである。 

 この間、我々としては施設については、東京ドームに換算すると５．５個分に相当する延床面

積を有しているわけだが、その６割は学校施設である。学校については私が取り組んできたのは

まず、耐震補強を行いたいということで議会にもご理解をいただき、私が市長に就任した平成１

９年度では耐震整備率が４０％台であったが、何とか今年度に１００％に達した。ただ、それま

では東村山市は大規模改修工事を耐震補強工事とあわせて行ってきたが、耐震補強を先んじて行

ったため、外壁、トイレ等の設備改修については、学校については行えていないという課題もあ

る。また、私どもとして危惧しているのは震災時等の防災拠点施設としての本庁舎について旧耐
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震基準であり、今年度、耐震診断を進めているところであるが、築で相当な年数が経過している

ので、この当時に築造された施設のコンクリートの寿命が６０年と言われる中、仮に耐震含め延

命化しても今後数十年程度しか持たない場合もあるので、今後の長期的なトータルコスト等も含

め評価検証を行い、建替えをすべきなのか等、施設について再生をどのように行うのか来年度以

降、調査検討してまいりたい。 

 また、ライフラインの関係については、今年度から橋梁の対策ということで市の管理している

橋が市内１０４橋あるが古い橋だと昭和初期に設置された橋もあるがこれらについての安全性に

ついて、一件ずつ劣化度を調査し、掛替なのか、長寿命化なのかを検証してまいりたい。 

 建物の維持補修で２５４億円、ライフラインを含めると恐ろしい金額になると思う。ただ、こ

の問題は全国の市町村が抱える問題であり、国においても問題となっているので、ある種、国家

的観点で考えていく必要があろうかと考える。 

 今後については、これら調査結果についても本審議会に報告するとともに第４次総合計画後期

基本計画での大きな課題としての施設の再生と、まちの利便性や安全性を高めるための鉄道連続

立体交差化事業が中心的なハード事業になろうかと考える。これら課題を財政が破綻しないよう

に行っていく必要がある。また、これから高齢化がますます進んでいくため、市民の皆様の健康

寿命をいかに伸ばしていき、医療や介護を受けないで地域でお元気にお暮らしいただく環境をつ

くっていくのかが、今後、長期的な課題であると考えている。 

 

委員 

 施設の再生に莫大な費用が掛かるということもあるが、もう一つ、尐子高齢化が間違いなく進

んでいる。それに対して学校施設を別の使い方での活用もあるのかと考える。足りない施設もあ

る。延命と同時に、既存学校施設を別の目的での使用も考える必要があると思うがいかがか。 

 

市長 

 先ほど申し上げたように市内公共施設の延床面積の６割は学校施設である。学校有効活用とい

うのは重要なご指摘であると思う。 

 ただ、当市の場合、まだ、学齢期人口が減っておらず地域によっては増えているところもあり、

教室数が足りない学校もあるという状況がある。国の動向により３５人学級が順次進んでいく可

能性もあるため、現状ではむしろ足らない状況もあり、いつまでこの状況が続くかについても現

状では、把握しきれていない。 

 今のところはこのような状況もあり、教室数が足りていない課題がある。議会からのご指摘も
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あり、小中学校の普通教室に空調設備の設置を進めているが、この際にも国の３５人学級が順次

進んでいく可能性が生じたため、現在の特別教室の一部にも空調設備を付けざるを得ない状況も

ある。保育園の待機児の問題についても保育施設の整備を進めているところだが、待機児解消に

至らない現状もあるが、今後、人口が減尐してしまえば逆に施設が余ってしまう可能性もある。

施設のあり方については、将来の動向も見据えつつ検討を行っていく必要があるものと認識して

いる。 

 

委員 

 財政が厳しいという話もあり、公共施設の６割が学校施設であるという話があったが、もう尐

し財政が豊かになる取り組みも必要と考える。 

 そのような中、学校に耐震性が必要なのは当然であるが、耐震性がしっかりした学校の屋根に

屋根貸しとして太陽光発電設備等の再生可能エネルギー機器の設置が必要と考える。 

 この太陽光発電設備については、現在の法律では３年間が勝負であり、この３年間であれば十

分利潤が上がるということで、再生可能エネルギー関係施策が今年７月からスタートしているの

で、この３年間を活かすことができないものかと考えている。どこかの企業に入っていただき屋

根だけを貸し出す方法もあるし、設置について市民からの投資を募るのも一つであると考える。

金融機関に定期預金をしてもほぼゼロ金利という中、市であれば安心して投資してくれる市民は

多いものと考える。この事業を通して環境意識を高めていただくということもあると思うので是

非、今後ご検討いただきたい。 

 

会長 

 初回の審議会であったが、かなり実質的な議論となった。市長も役人の言いなりにならないだ

けの豊富な知識をお持ちなので、この会合を重ねることで非常に有意義な議論ができるものと考

える。時間であるので閉会といたしたい。本日の委員からのご意見については事務局で誠実に真

剣に検討対象にしていただきたい。事務局よりその他の議題等はあるか。 

 

７．その他 

 

事務局 

 本日の会議の議事録については、事務局で取りまとめ、会長、会長代理にご一読いただき確認

をいただく形といたしたい。 
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＜一同了承＞ 

 

８．閉会 

 

会長 

閉会のあいさつを経営政策部長よりお願いいたしたい。 

 

経営政策部長 

 副市長については、別の公務があるため中座させていただいた。本日は小林会長、山口会長代

理にご就任いただき感謝申し上げる。第１回の総合計画審議会であるが、数多くの闊達なご意見

を頂戴し感謝申し上げる。庁内では総合計画策定委員会という市長を委員長とし各部長で構成す

る会議があるので、今回の委員のご意見をさらに庁内で検討し、深化させてまいりたい。本日は

ご出席いただき感謝申し上げ閉会のあいさつとする。 

 

 


