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議  事  録 

会議の 名称 平成２５年度第１回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成２６年２月５日（水）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］ 

山口明会長代理・奥谷浩一委員・小町明夫委員・福田かづこ委員・島田久仁委

員・當摩彰子委員・新義友委員・高橋眞委員・明孝夫委員・上嶋玲子委員・大

野由利子委員・中川勝委員・小町幸生委員・益田滋子委員 

［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・武岡忠史行政経営課長・谷伸也行政経営課長補佐・

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］ 

小林節会長・肥沼和夫委員・今井均委員・櫻井喜吉委員・福嶋司委員 

［事務局］ 

東村浩二経営政策部次長 

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．開会 

３．市長の挨拶 

４．議事 

（１）東村山市第４次総合計画後期基本計画（平成２８年度～３２年度）策定

方針について 

５．報告 

（１）東村山市第４次総合計画の進捗状況について 

６．その他 
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７．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．開会 

会長代理 

ただ今から平成２５年度第１回総合計画審議会を開会する。開会にあたり、委員の欠席等につ 

いて事務局からの報告を願う。 

 

事務局 

小林節会長、肥沼和夫委員、今井均委員、櫻井喜吉委員、福嶋司委員の５名から欠席の連絡を 

受けている。 

 

会長代理 

本日の会議だが、出席委員が１９名中１４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。次に、傍聴について会長が判断するとなっていたが、本審議会を非公開にする理由はない

ため公開にしたいと考える。傍聴希望者がいたら傍聴を許可したいが、本日、傍聴を希望してい

る方はいるか事務局に確認したい。傍聴人はいるか。 

 

事務局 

 傍聴人はいない。 

 

３．市長の挨拶 
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会長代理 

 それでは、渡部市長より挨拶をお願いする。 

 

市長 

 こんばんは。本日は公私とも大変お忙しい中、平成２５年度第１回東村山市総合計画審議会に

ご出席をいただき、感謝申し上げる。一昨日は陽春というよりも初夏を思わせるような暖かい節

分の日であったが、昨日の立春では雪が降り、本日も非常に冷たい風の吹く一日であった。この

ような中での出席に感謝したい。また、常日頃より、山口会長代理を始め、総合計画審議会委員

の皆様からは市政推進に特段のご理解、ご協力をいただき、改めて厚く御礼申し上げる。先ほど

説明があったように、会長の小林節先生は体調不良とのことである。市内でもインフルエンザが

大流行しており、非常に多くの学級閉鎖が発生している。寒暖の差も激しいことから、委員各位

においてもくれぐれもお身体にはお気をつけいただきたい。 

第４次総合計画が開始されてからの進捗状況については、この後、ご報告させていただくが、

平成３２年度までの第４次総合計画期間を前期・後期の５年間ずつにわけた前期基本計画期間も

３年が経過し、後期基本計画を策定しなければならない時期に差し掛かった。後ほど説明させて

いただく後期基本計画の策定方針についてご協議いただきたい。第４次総合計画の策定時とは、

若干、状況に変化が生じてきている。人口推計については第４次総合計画策定時にも様々な議論

があり、推計値が多すぎるというご意見もある中、順調に市の人口は増加を遂げてきたところで

あったのだが、この一年半ほどでは逆に人口が減少するという局面に入っている。既にご案内の

とおり、国では人口減少が始まっており、都内でも一部の自治体では、当市が第４次総合計画の

策定を進める間にも人口減少局面にあった。いよいよ当市でも人口減少局面に入ったのか、一時

的な現象であるのか今後の推移を注視していく必要があるが、計画を策定した頃とはやや状況が

変わってきている。今のところ、計画策定時に推計した人口を大幅に下回るというような状況で

はないが、このような状況を後期基本計画の中でどのように捉え、第５次総合計画にどのように

繋げていくのかという大きな課題がある。 

また、市の事業ではないが、第４次総合計画が始まって以降、ハード整備の事業について昨年

度から今年度にかけていくつか進展があった。当市の南北道路として最大の都道である府中街道

の野口橋以北について昨年１１月に東京都が事業認可を取得し、おそらく来年度から事業が開始

する運びとなる。それに加え、西武新宿線の東村山駅周辺の連続立体交差事業が一昨年の１０月

に都市計画決定を受け、昨年の１２月に事業認可を取得したことにより、来年４月以降いよいよ

本格的に事業が開始するということもあり、第４次総合計画策定時には現実のものとなっていな
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かった当市の骨格となるハード整備事業が、後期基本計画の策定に取り掛かる現時点では現実の

物として動き出している。併せて、第４次総合計画策定時に課題として捉えていたライフライン

を含む公共施設の老朽化について、ここ数年、当市でも取り組み始めている。公共施設再生計画

の基本方針を今年度策定中であり、併せて道路や橋梁の長寿命化計画の策定を開始している。こ

れらは今後の市政における大きな課題であり、後期基本計画の中でも位置づけていかなければな

らない課題である。ソフト面では、従来通り、高齢化のますますの進展、それによる福祉・介護

の充実、介護予防の充実、健康寿命の延伸をどのようにはかるのかということが後期基本計画を

策定していく上で大きな課題となると考えられる。 

この辺りの事情を踏まえながら、現状の市の取り組みを示しつつ、より良い後期基本計画を策

定できるよう、委員各位のご指導を賜り、活発な議論をお願い申し上げ、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。 

 

４．議事 

（１）東村山市第４次総合計画後期基本計画（平成２８年度～３２年度）策定方針について 

会長代理 

 議事である東村山市第４次総合計画後期基本計画（平成２８年度～３２年度）策定方針につい

て事務局より説明をお願いする。 

 

事務局 

 今の総合計画の進捗状況については後ほど説明させていただくが、ここでは後期基本計画の策

定の進め方について、説明させていただきたい。 

当市の総合計画については、平成２３年度より第４次総合計画が始まり、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」の実現を目指して進めているところであ

るが、この前期基本計画が平成２７年度をもって終了するということで、一部前倒して２５年度

より実施する予定のものもあるが、平成２８年度から始まる後期基本計画の策定作業を来年度か

ら開始する予定である。 

この後期基本計画の策定については、前期基本計画で実施してきたことや国や都また当市を取

り巻く状況について「的確な現状分析」を行うことと、「みんなで創る、みんなの東村山」を基本

として、市内の様々な方から意見をうかがうことによる「将来のまちづくりの意向把握」という

２つを柱として進めていこうと考えている。 

それぞれの特徴についてであるが、「的確な現状分析」については、国・都の動向や東村山市の
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状況の分析を行っていき、東村山市の状況把握については、市役所庁内の部長を委員とした東村

山市総合計画策定委員会の下部組織として、若手職員を委員とした総合計画専門分科会を設置し、

庁内にあるデータを複合的に分析することによって、市の現状や課題を明らかにしていくことと

している。 

また「将来のまちづくりの意向の把握」については、「（仮称）東村山まちづくり会議」による

市民意見の把握や、新たな取り組みとして「（仮称）Ｕ－４０東村山市まちづくりトーキング」と

題し、おおむね２０代から３０代の若い世代の視点から、選ばれるまちの姿について意見をいた

だく予定をしている。これらに基づき策定を進めていきたいと考えている。 

以下、資料１を読んでいきたい。 

《資料１に基づいて説明》 

 

会長代理 

ただいまの事務局のスケジュールも含めた説明に対し、質問や意見等があれば、お願いしたい。 

 

委員 

 資料３ページの将来のまちづくりの意向把握の方法について何点かお伺いしたい。１点目に、

（仮称）東村山まちづくり会議を一定の合意を形成する場として設置するとのことだが、第４次

総合計画を策定する際、市民会議を開き、討議を続けてきたメンバーは、総合計画を策定した後

もまちづくりに関わりたいという意向を持っていた。その経験者の方達はどのように関与しても

らうのか、また、その想いを後期基本計画の策定にどのように生かしていくのか、ということに

ついて方策を考えているのか。また、今回、新しくＵ－４０ということで、２０代から３０代の

若い世代に選ばれるまちの姿を把握するとか、二十歳になる中学２年生にアンケートを行う等、

若い世代にシフトした意向調査を行うようだが、先ほど市長から話もあったように、東村山の高

齢化率がどれほどであるのか、また、人口減少の中で高齢化率が高くなるとどうしてもニーズが

そちら側に偏ると思われるが、東村山まちづくり会議では１８歳以上の市民を対象にする中で、

その辺りの年齢構成や男女比をどのように考えているのか、合意形成する場を設置する中でどの

ように市民を選んでいくのかという方針について伺いたい。 

 

事務局 

 まちづくり会議に市民ワークショップの参加者達にどのように関与してもらうのかということ

であるが、我々としては、まちづくり会議は今のところは無作為抽出で市民の方にお集まりいた
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だくことを考えている。これが後半の質問の回答にも繋がるかと思うが、無作為で抽出すると、

統計的に考えて年齢層の高い方々の人数が多くなってくるため、高齢者の意向は把握できるもの

と考えている。特段、ワークショップに参加された方にお声掛けすることは、今は特に考えてい

ないが、我々がそれよりも意識しているのは、第４次総合計画を策定する時の市への提言は１０

年後の東村山に向けて作っていただいたものであるので、この意見を重視した上で、先ほどの市

長の話にもあったように社会情勢が変わってきているので、新たに市民の方に集まっていただき、

ご意見いただけたら良いと考えている。後段の質問については、今、申し上げたように、人口減

少や高齢化率が高まっていく中でそれはどれほどになるのか、ということであるが、平成２５年

１月１日の老年人口の実数が２３．２％であったのに対し、基本構想の中では平成３２年には２

６．９％になるだろうと予想している。併せて、税金を納付する世代である１５歳～６４歳の生

産年齢人口は平成２５年１月１日に６３．８％であるのに対し、平成３２年には６１．９％まで

減少すると予想されている。当市においても高齢化が進んでいく中で、高齢者の方からもまちづ

くり会議の中で意見をいただけたら良いと考えている。そうでありながらも、これから増えてい

く高齢者の方々は我々が設置するこのような会議に多く出席いただけるが、２０代・３０代とい

うような若い方々にはなかなか参加いただけないため、今回、あえて（仮称）Ｕ－４０東村山ま

ちづくりトーキングを実施することで、今後、東村山に住み続けたいと考えている若い方々の意

見をいただけたら良いと考えている。 

 

委員 

 新しい東村山まちづくり会議がいつものように無作為抽出で案内を出して、回答のあった方で

行われることは理解できるが、「もったいない」という言葉があるように、市民ワークショップに

関わった市民の方は、何時間も何時間もグループワークを行い、市のことについてどうやって進

めていけばよいかという想いがある中で提言をつくり、それが審議会にかかって第４次総合計画

になっていった。その方達の中に、まちづくりにずっと関わっていきたいという気持ちを持って

いる方達がいる。その方達が中心となるのではなくても、市長の話にもあったように、「みんなで

創る、みんなの東村山」であるからこそ、その方達に、若手職員がやるとしているワークショッ

プのファシリテーター役を務めていただくなど、市民の方にボランティアとして関与していただ

くことを声がけして、次の計画がこのように進んでいるのだということを実感していただく場が

あっても良いと考える。ずっと積み上げていくものであり、プロ市民ではないが、詳しい市民の

方が増えていくことで、東村山がこうあってほしいという人々の気持ちが広がっていくのではな

いかと考えている。 
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できれば、前回のワークショップメンバーに対しても、何らかの形で関わっていただけるように

お声がけしていただきたいというのが要望である。 

 もう一点、無作為抽出で実施した場合、東村山は狭い市ではあるが、１３町それぞれに色が違

い、ブロックごとにニーズが違うと思われる。そのエリアを分けて抽出するのか確認させていた

だきたい。 

 

事務局 

 エリアごとでどう選んでいくのかという質問については、市民意識調査を無作為抽出で平成２

３年度から実施しているが、あくまで無作為ではあっても、２４年度に人口比率で按分して抽出

をかけてみたところ、その比率において平成２３年度と差がなかったため、我々は統計上、無作

為抽出を実施すれば問題はないと考えている。 

 

会長代理 

 他にご意見、質問等があればお願いしたい。 

 

委員 

 ２点教えていただきたい。３ページのＵ―４０東村山まちづくりトーキングというのはとても

良いアイディアだと考える。この中で、「同世代間の交流の中で」という文言があり、このような

状況になるにはどのような方法を検討しているのか教えてもらいたい。また、一定の時間が必要

だと考えるが、最も参加の時間を取りづらい世代だと経験上、感じている。だからこそあえて提

案されていることは素晴らしいことであるが、これが生きてくるためにどのような方策を考えて

いるのかということを伺っておきたい。また、中学２年生のアンケートについて、子ども達が将

来的に二十歳になるという夢と共にアンケートに答えられるというのは、とても素敵なまちづく

りの要素になると思うのだが、中学２年生に身を置いて考えてみると、子ども達はこのようなア

ンケートにあまり慣れていないと思われる。中学２年生というと、学力テストがあったり、選択

肢でのアンケートは子ども達に解答を求めることになってしまうので、記述であったり、語って

もらいたいことを引き出すような設問の仕方がとても重要になるので、それを工夫していただけ

れば子ども達も食らいついてくれると思う。これが全市の中学２年生を対象にしているのか、７

つの中学のうちいくつか設定しているのかわからないが、今からでももし間に合うのであれば、

少し、子ども達に学んでもらう時間をとってもらえれば、この企画がとても生きたものになると

思われる。 
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事務局 

 Ｕ－４０についてであるが、今回示しているのはあくまで策定方針であり、方法について完全

に具体的に固まっているわけではない。委員から指摘があったように、「交流を通じて気軽に」と

いうためには、ある程度回数を重ねた方がいいのではないか、という反面、忙しい世代だという

のもあり、我々は「気軽に」という部分を意識して、１回のみの開催としたいと考えている。も

う少し研究しなければならない部分もある。募集の方法も市報のみということではなく、もう少

し若い世代の方達に見てもらえるような工夫をしなければならないであろうし、来られた方に対

しても教室形式ではなく、少し市の中を見てもらい、例えば、午前中見てもらった後で、午後、

感想を述べてもらうようなそんなことができたら良いと考えている。個人的なことで恐縮だが、

私は新入職員の新人研修で市内のタウンウォッチングというワークショップを担当させていただ

いているが、市民が職員になっても、市内にこんなところがあったのかと驚くような場面もある。

そういうこともあり、まずは東村山を知ってもらい、さらに同世代の方と共有することで、色々

な意見が出てきたら良いと考えている。 

 また、１４歳のアンケートについてであるが、こちらについてももう少し研究を重ねる必要は

あると考えるが、逆にアンケートに慣れていないからこそ、ここでアンケートを経験してもらい

たいという気持ちもあり、アンケートを記述式にするのか選択式にするのかは、どうすれば書き

やすいのかを研究していきたい。市民意識調査も３年続けて行い、どうすれば市民の方に答えて

もらえるのか試行錯誤で実施しており、それがそのまま生かせるということでもないが、経験を

重ね、研究を続けて作っていきたいと考えている。また、少し市の事を学んでもらってからアン

ケートに答えてもらう方が良いのではないかというご意見については、参考意見として承りたい。 

 

会長代理 

 他に意見はないか。 

 

委員 

 １点だけ伺いたい。第４次総合計画の前期基本計画の平成２３年度から２７年度について、「認

可保育所の整備等をはじめとした待機児童対策、小・中学校の耐震化工事等の安全・安心を確保

する取り組みの推進、都市計画道路の整備等の安全で快適な交通ネットワークの形成等、特に重

点的・優先的に推進する事業群であるスマイルプロジェクト」とあるが、道路面の整備が主に謳

われているが、待機児童については、２７年度までの計画であるので、それまでに０人になるの

か。小・中学校の耐震化、優先的に整備する道路についての整備率については何％になるのかと
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ういことを教えてもらいたい。 

 

会長代理 

 策定方針ではない質問であるが、良いか。 

 

事務局 

 策定方針に繋がる質問ということでお受けしたい。まず、待機児童対策については、前期基本

計画の中で定める成果を測定するための指標の中で、２７年度の目標値を０として掲げている。

この間、「子育てするなら東村山」を掲げて進めているところもあり、認可保育所や、法内施設で

はないが認証保育所などを整備し、子育て環境を整えてきたところである。また、学校耐震につ

いても当市では１００％を達成している。道路の関係でスマイルプロジェクトというお話があっ

たが、スマイルプロジェクトは道路に限ったことではなく、前期基本計画の５年間の中で特に重

点的・優先的に推進する事業群として道路以外にも教育や福祉、環境関係など取り組みたいプロ

ジェクトを掲げている。その中で、道路については「よどみない交通ネットワークの整備」とし

て「幹線道路の整備」、「生活道路の整備」を位置付けている。それについてもこの計画の中で、 

成果を測定するための指標として都市計画道路の整備率を、平成２１年度の１８．５％の現状値

を、２７年度に２３．４％に伸ばそうと位置付けている。この間、飯能所沢線の受け入れが都市

計画決定されたことにより分母が増えてしまっているという部分もあるが、この目標に向けて進

めている。 

 

委員 

 市民の意向ということで質問が出て回答されていたが、まちづくり会議の進め方について中身

を掌握できていないが、こういうことをやりながら現在の総合計画もできているものとして理解

している。その結果、市民の意識調査として市民意識調査を行っているのだが、これからやる市

民の検討会を含めて、その中身を市民意識調査の中に盛り込んで、毎回、市民の意識がどう変わ

っていくのかを見定めるというのも一つの方法ではないだろうか。 

 

事務局 

 市民意識調査とまちづくり会議、具体的に言えば第４次総合計画を策定した時のワークショッ

プの意見との関係についての質問かと思うが、１０回開催した市民ワークショップで出された市

民の意見を紡いでできたのが総合計画であり、その実施計画に基づいて我々が進捗させていき、
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その結果、市民の満足度が高まっているかを確かめるために市民意識調査を行っているというの

はその通りである。同じ方々というか、そのワークショップの参加者がずっと追っていくのも 

良いのではないかという議論もあったが、我々が実施している株主総会も、これも無作為抽出で

行っており、無作為抽出と言いながら、なかなか当たらないというような不満の声も市民の方々

の中ではあることを思うと、統計的に確かな数字とされる２，０００名を抽出し、色々な方々の

意見を聞いていきたいと考えている。委員ご提案の通り、同じ方に聞いていくという方法もある

のではないかと考えられるが、我々としてはこのような方法で、毎年違う方から意見をいただく

ような形で行っていきたいと考えている。 

 

委員 

 こちらの意図と違ったので、再度質問させていただきたい。今まで行ってきた色々な活動の内

容を市民意識調査の新しい設問として取り込んだら、２，０００名の無作為抽出を行えば市民全

体の意向を反映していると受け止めた場合、その変化を追っていくというような工夫をしていく

ことで、常日頃から変化が捉えられるのではないか。 

 

事務局 

 平成２４年度の市民意識調査の結果報告書をご覧いただくと、定住意向や３６個の施策の満足

度・重要度を市民の方に聞いて定点観測を行うと共に、その時々の市民の方々のニーズや社会の

情勢の変化を捉えたトピック的な設問を用意しながら、毎年度、ややバージョンを変えて定点観

測を中心に意識調査を行っているところである。 

 

委員 

 定点観測ということについては私もそのままで良いと思っているが、市民の意向調査というこ

とで､今までワークショップ等で実施したことを踏まえて、どういうアンケートになるのかはわか

らないが、新たに変化させるのではなく、市民の意向を継続的に聞くような設問を追加していっ

たらどうかという質問である。 

 

事務局 

 ワークショップを実施すると、市民の方から色々な意見が出てくるかと思うが、そういった意

見を踏まえた意識調査ができると良いのではないかという質問でよろしいでしょうか。まず平成

２４年度の市民意識調査は先ほど説明申し上げたように、第４次総合計画を策定する際にお集ま
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りいただいた市民のワークショップでの意見からできた総合計画、そしてその総合計画に基づい

た意識調査であるので､ある意味、間接的にはその時の市民ワークショップを反映した意識調査と

なっている。市民ワークショップは毎年度実施しているものではなく､今、申し上げたワークショ

ップは平成２１年１月から８月まで行い、２３年度からの計画に反映され、意識調査も２３年度

から始めているということになっているので、繰り返しになるが、間接的に意見が反映したもの

だとして考えている。今度、実施するまちづくり会議については、次年度、平成２６年度に開催

したいと考えている。これに基づいて後期基本計画ができて、これは平成２８年度からスタート

するわけだが、それに基づいて市民意識調査を作る場合、定点観測をそのままというものもある

だろうし、新たな設問を設けるということも可能性としてはあると捉えているところである。 

 

会長代理 

 市民意識調査の設問は、これまでのワークショップで出た意見も考慮し、継続的に聞けるよう

な設問も設けて欲しいというような質問かと思う。今後についてのご意見ということで、反映さ

せていただけたら良いと思う。 

 後期基本計画の素案をどのように作るのかということは重要なことであるので、もう少し質問

を受け付けたい。 

 

委員 

 無作為抽出で選ばれた皆さんに、市の全体のことを考えてもらうこととすると、その人が関心

のある分野には色々意見が出てくると思うが、そうでなければ意見がないというような状況が予

想される。自分自身のことで言えば、私はもう子育ては終わっていて子育てのことについては一

切関心がなかったが、孫が生まれて初めて、東村山市の待機児童はどうなっているのかや、昨年

度は新しい保育園がいくつか開設されたが、今年度、２６年度は新しく作られるという話を聞か

ない等、にわかに東村山の保育について関心が生まれた。自分は関係ないと思っていると関心を

持たない分野があるので、無作為抽出で行うことは良いと考えるが、オールアラウンドではなく、

ある程度、その人の希望の分野で分けて、子育て世帯であればころころの森で子どもを遊ばせな

がらゆっくり話を聞かせてもらうとなれば、参加できるのではないだろうか。体験農園をやって

いらっしゃる方にはその分野で聞かせていただけば、やっている人でしか出てこない具体的な意

見が出てくるのではないだろうか。市民の意見を色々と聞こうとしていることはとても良いこと

だと思うが、市民の皆さんの意見を聞いたという免罪符にはしてもらいたくない。その意見を生

かしていかなければならないと思う。漠然と聞いただけでは具体的な案が出てこないため、単な
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る夢というか漠然とした意見に終始してしまうだろう。そうならないために、自分で得意な分野

や関心のある分野を選んでもらい、そこを見学し、しっかり議論するなど、ワークショップとは

また違うかと思うが、方法を工夫してもらいたい。 

 

事務局 

 ご指摘の通り、市民の方々は目の前の生活に密着したことにこそ検討にも身が入ると思われる。

東村山まちづくり会議とＵ－４０東村山まちづくりトーキングは同じ会議をやっても仕方がない

と考えているため、色分けしながら進めていきたいと考えている。前回のワークショップメンバ

ーであってこそのご発言と捉え、参考にさせていただいて、この２つの市民の皆さんと関わる会

議について構築していきたいと考えている。 

 

会長代理 

 他に意見はないだろうか。 

 

委員 

 意向をどう把握するかということは大きな課題だと私も感じているところである。東村山まち

づくり会議やＵ－４０東村山まちづくりトーキング、１４歳のアンケート等色々用意されている

が、我々は概して聞きたくないものを聞かないような場面作りをしてしまいがちである。そうで

はなく、将来、この街に住み続けていきたいと思ってもらうためには、その、一番不満である部

分を我々がどう解決するかということが肝心要である。例えば、先ほど２７年度に待機児童数が

０になるのかという質問があったが、２７年度に０になるのはまだまだ困難である。そのために

努力してはいる。ただ、先日、横浜市が待機児童数０になったという報道を受けて、東村山もか

なり頑張っていて、横浜市ばかり褒め称えなくても良いと子育てに関して仕事をする市の職員に 

言ったところである。確かにすごく頑張ってる、ただ、それを子育て中のお母さんに言ったら、

「でも、そんなこと言うけれど、入れない子いたよね」と言われた。待機児童は今年、８０人い

た。確かに我々は頑張っていても、当事者からすると、入れない子がいた、ということが事実で

ある。そこをどう把握し、そこに後期基本計画でどう応えるのか、ということが課題である。勿

論、保育制度が変わるので、待機児童数が０になる可能性はあるが、保護者の皆さんがそれで良

いと思うかどうかということを含め、施設の利用者の意向もきちんと聞くためにはどうしたら良

いのか考えなければならない。先ほど他の委員からもあったように、様々な場面で様々な要求を

持った方々が、どういったことを思って暮らしているのか、ということをぜひ把握してもらうた
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めに、このＵ－４０などだけではなく、様々な分野の取り組みがなされて欲しい。 

 また、もう１点、４ページに市長へのＥメール・ファクス・手紙と書かれているが、市長にＥ

メールを出すと、返答が所管から来る仕組みである。その所管が訴えに対してきちんと対応して

くれていないから市長に訴えているのに、その所管から返答が来たのでは前と同じ回答である。

市民がなぜ市長に手紙やＥメールを出すのかといえば、「こういう問題があって、私は納得してい

ない」ということであって、トップである市長が聞き取った上で、市長名で返答が来るならまだ

納得できる。市民の皆さんの市長への手紙やＥメールにこそ、東村山市役所に対して不満に思っ

ていることがいっぱいある。そこに本気で応えるために、市民の皆さんがどのように感じている

のかという不満を種別に分けて、データベースなりなんなりにして、若手の職員が現状分析に取

り組むということであるので、そこに提供して取り組むということも併せて、きちんと対応して

もらうことをお願いしたい。 

 

事務局 

 市民が不満に思っていることをどう掴んでいくか、そして、それがニーズに繋がっていくので

はないか、というところでお話をいただいた。横浜市で待機児童数０と聞いて我々も驚いたとこ

ろであるが、今年度になってまた増えてしまったということも聞いている。２７年度に待機児童

数０という目標を掲げているため、それに向けて邁進しているところであり、０を目指している

としか言えないところではある。毎年度行っている株主総会の中で、市民の方々に集まっていた

だき、発言しやすいテーマとして、市が力を入れるべきことは何ですか、ということをお聞きし

ているのだが、その裏にあるのはやはり不満である。Ｅメールやファクスでの返答の仕方につい

ては、私どもは担当所管ではないのでお答えすることはできないが、色んなチャンネルを持って

市民の意見をお聞きしてはいるが、もしかしたら、重層的になっていないのかもしれない。どこ

までできるかはわからないが、その辺りの意見を紡いで、市民の方の意見を把握できたら良いと

考えている。 

 

市長 

 市長への手紙の件でご指摘いただいたが、確かに回答は所管から行っているが、いただいた文

章及び回答文についても全て私が目を通して、書き直させる場合もあるが、現状の制度体制、財

政的な制約、人的な体制の中で、全て対応できるわけではない。市長への手紙・Ｅメールについ

てはかなり個人的な話が多く、トラブルになったケースについて私の方へ話が来る場合が多い。

そういった場合には、所管にも事情を聴取した上で、市としての誠意を持った回答をすることに
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は努めているところではある。今後、どういったところで市民の皆さんとトラブルになっている

のかを明らかにしたり、本当に解決しなければならない課題については、すぐには解決できない

としても、課題として私も所管も認知して、何らかの改善をしたり、もしくは実施計画事業とし

たりするなど、極力、システム的に対応する仕組みを考えていきたいと思っているところである。

タウンミーティングで出た意見や、市長への手紙・Ｅメールについても、できる限り経営会議の

議題とし、部長、若しくは所管の間で共通認識を持つような取り組みをしているところであると

いうことを付け加えさせていただきたい。 

 

会長代理 

 もっと質問、意見を述べたい方もいるかもしれないが、本日いただいた意見を踏まえて、改め

て市の内部で調整し、策定方針の詳細を整理するということでよろしいか。 

 

委員一同 

 異議なし。 

 

会長代理 

 次の議事に入りたい。事務局より第４次総合計画の進捗についての報告を願いたい。 

 

５．報告 

（１）東村山市第４次総合計画の進捗状況について 

事務局 

それでは第４次総合計画の進捗状況について、ご報告させていただきたい。総合計画の進捗状

況については、昨年度より総合計画審議会の皆さまに報告させていただいているが、その内容と

しては、行政内部の評価である目標管理制度の評価結果と行政外部からの評価である市民意識調

査結果を用いることにより行っている。こちらについて、ご報告させていただく。 

《資料２について説明》 

《資料３について説明》 

 《資料４について説明》 

 《資料５について説明》 

 今回、全体的に市民意識調査の満足度が高いという結果になったが、それに一喜一憂するので

はなく、毎年行っているため、来年度、またどのような結果が出るのかということを注意深く見
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ていきたい。 

 

会長代理 

 ただ今の事務局からの報告に対し、ご意見・ご質問があればお願いしたい。 

 

委員 

 資料５の最後の７ページにおいて、進捗度は高いにも関わらず満足度が低下している施策が３

つほどあるが、その要因についてどのように分析しているのかお聞かせいただきたい。 

 

事務局 

 ３－１－１の水辺環境の整備についてであるが、実施計画としては「野火止用水の護岸工事」

がこれに該当する事業である。工事については完了しているが、それだけでは市民の満足度が向

上しないのではないかと考えている。また、３－１－３の公園の整備については、一部の遊具が

使えない状況が続いてしまっていることが影響しているのではないかと考えている。中心核の整

備については、目標管理では進行はしているが、市民の皆さんの目にはなかなか成果が見えない 

ところがあり、満足度が上がらない原因ではないかと考えている。 

 

委員 

 同じページについて、進捗度はあまり高くないが、満足度が向上しているものの中に、商業や

都市農業が入っていることが理解できない。市民意識調査の結果の中で、お買い物がしづらいと

いう声が多く、市外に移り住みたい理由においても上位にある。中心核の整備などは進捗はして

いても認知度が低いという話があり、それには納得できるが、これらについて満足度が高くなる

ことは理解しづらいが、どのように考えているか。 

 

事務局 

 商工業と農業の部分は、２４年度の意識調査と２５年度の調査の差で満足度が向上しているが、

２３年度から２４年度についてもここに位置している。市民の感覚という部分もあるかと思うが、

都市農業について２４年度も１０位、２３年度も１３位ということで、割と上位を占めている。 

商工業については３０位であり、前年が３１位であるので、低いところで少し上がっているとい

う状況である。農業についてももう少し分析を深めていかなければならないと思うが、東村山市

の特徴として、農家の方たちが行っている直売所というものがあり、そのような印象というのも
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あるのかもしれない。先ほど説明したように、意識調査は印象調査という面もあり、毎年度実施

し出したのもまだ３年目であるため、長いスパンで傾向を見ていきながら、次の取り組みに生か

していきたいと考えるところである。 

 

委員 

１－２－１の社会保険制度の効果的な運営が、進捗度が高く、満足度も向上している枠の中に

あるが、５ページの満足度の表である加重平均値の高い順では３０位であり、２４年度や２３年

度の順位から下がっており、その右の向上度の順位でも低い位置にあるが、それがここではその

ように解釈されるのは仕方ないものなのか。社会保険制度の効果的な運営と一言でいうと、実態

をあまり表さないように思う。市民の方からすると市の介護保険料がすごく高いという声もある。 

 

事務局 

 ５ページの満足度の表ではそもそも下位であり、右の向上度でも下位にあるのに、というご指

摘であるが、説明を付け足させていただくと、この表は２３年度から２５年度の伸びを表してい

る。１ページ、２ページの細かい表を後でご確認いただきたいが、社会保険制度の効果的な運営

というこの項目の結果は２４年度に一度低下している。７ページは２４年度と２５年度を比べて

いるため、上がっているということになっているが、委員ご指摘の通り、傾向としては下位にあ

り、今後、データを蓄積していく上で、どの程度の動きが誤差の範囲なのか、意識の変化なのか

見ていかなければならないが、いずれにしても、社会保険制度の効果的な運営というのが低い満

足度にあるということを捉えなければならないと考えている。 

 

会長代理 

 本日の議事報告事項についてもし何かご意見あれば、別途、後日事務局にお願いすることとし

たい。 

 

６．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、会長代理にご一読いただき確認をいた

だく形といたしたい。 

 

＜一同了承＞ 
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７．閉会 

 

会長代理 

閉会のあいさつを荒井副市長よりお願いいたしたい。 

 

副市長 

 会長代理を始め、委員の皆さんには長時間にわたり熱心にご審議いただき、感謝申し上げたい。

市政の運営については、ご案内の通り、第４次総合計画の実施計画を毎年度見直しを行いながら、

進めているところであり、その進捗についてご審議いただいた。市民意識調査で基本目標別満足

度が今年度は前年より向上し、また、昨年度１１月に実施した東村山市版株主総会で市政評価点

数が過去最高点をいただいたことにより、実施計画に基づく事業については一定の評価をいただ

いているということで、職員一同、大変ありがたく、励みになっているところである。しかし、

もとよりこの結果に満足することなく、更に職務を見つめ、一段の努力をもって取り組みを進め、

総合計画で定める将来都市像を実現することが、私どもの責務であると考えている。そのために

は、的確な現状分析に基づく計画的、また総合的なビジョンを策定した上で事業を執行していく

ことが大切であるため、本日紹介した通り、第４次総合計画の１０年の期間の後半について、後

期基本計画を定めることとして、策定方針を説明、審議を願ったところである。幸いにも熱心な

審議をいただき、また具体的な提言をいただいた。特に市民の意見の集約の方法には、ご意見賜

ったので内容を充分踏まえ、取り組みについて更にブラッシュアップしてまいりたい。遺漏のな

いように準備その他手続きを進めていくので、委員の皆さんには引き続きご指導、力添えを賜り

たい。以上を持って、お礼の言葉として閉会のあいさつとする。 

 

 


