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議 事 録  

会議の名称 平成２６年度第１回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成２６年１１月１１日（火）午後６時００分～午後８時００分 

開催場所 市民センター２階 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・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・小関 子委員・肥沼和夫委員・新義友委員・高橋眞委員・ 

久保秀樹委員・芦野順子委員・髙橋眞理雄委員・津本靜子委員・中谷浩之委員・ 

野口明委員・三上豊委員 

［理事者］ 

渡部尚市長・荒井浩副市長 

［事務局］ 

小林俊治経営政策部長・平岡和富経営政策部次長・谷伸也行政経営課長・ 

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］ 

櫻井喜吉委員・福嶋司委員 

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 １名 

会議次第 

１ 委嘱状交付 

２ 委員及び事務局の紹介 

３ 総合計画審議会概要説明 

４ 開会 

５ 議題 

（１）会長・会長代理の選任 

６ 市長あいさつ 

７ 報告 

（１）東村山市第4次総合計画後期基本計画の策定状況について 

８ その他 

９ 閉会 

配布資料 

（参考）東村山市第4次総合計画 基本構想・前期基本計画2011‣2020 

（参考）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 

【資料１】 東村山市第４次総合計画後期基本計画の策定状況 

【資料２】 平成２５年度実施計画事業進捗状況 

【資料３】 平成２５年度前期基本計画進捗状況 

【資料４】 東村山市第４次総合計画前期基本計画の進捗状況の中間報告 

【資料５】 東村山市総合計画審議会条例 

【資料６】 東村山市総合計画審議会傍聴に関する定め 

【資料７】 東村山市総合計画審議会委員名簿 

問合せ先 

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 
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会 議 経 過 

１．委嘱状交付 

 

 

２．委員及び事務局の紹介 

＜各委員及び事務局あいさつ＞ 

 

 

３．総合計画審議会概要説明 

（事務局） 

本日の会議は、委員改選後初めての会議であるため、総合計画審議会の概要について、事務局より

説明させていただきたい。 

それでは総合計画審議会の概要について説明する。本日お配りした資料の「【資料５】東村山市総

合計画審議会条例」、「【資料６】東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め」をご覧いただきたい。 

まず「【資料５】東村山市総合計画審議会条例」をご覧いただきたい。本審議会の目的は、第１条

にある通り、「市長の諮問に応じ、東村山市の総合計画に関する事項について調査審議する」ために

設置しているものである。総合計画の基本構想策定について、諮問・答申という形をとっていたが、

今回策定を予定している第４次総合計画後期基本計画の策定については諮問・答申という形はとらな

いことを考えている。しかしながら、適宜策定状況について報告をさせていただき、ご意見をいただ

きながら策定を進める。 

また、この組織は、条例第２条にある通り、現在１９名で組織されている。その他、会長は委員の

互選により定めることや過半数以上の出席がなければ会議を開くことができないとされている。 

続いて、傍聴について説明させていただく。「【資料６】東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定

め」第２条第４項をご覧いただきたい。会長は会議の全部又は一部を非公開とすることが適当である

と判断したときは、本会議に諮り、公開・非公開を決する。基本的には公開するものと考えている。 

 

 

４．開会 

（事務局） 

それでは、会長が選任されるまでの間、引き続き事務局による進行で開会する。ただいまから、平

成２６年度第１回総合計画審議会を開会する｡ 

傍聴については、先ほど説明のあった通り、「東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め」第２

条第４項において、「会長は、当該会議の全部又は一部を非公開とすることが適当であると判断した

ときは、当該会議に諮り、東村山市総合計画審議会条例第４条第３項の規定により、出席委員の過半

数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによるものとする」と定められている。

傍聴の可否については、会長が決まり次第、新たな会長に判断していただくということで、ご了承願

いたい。 

 

（委員一同） 

＜了承＞ 
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５．議題 

（１）会長・会長代理の選任 

互選により小林委員が選出され、了承を得た。 

 

（委員一同） 

＜拍手＞ 

 

（事務局） 

それでは、東村山市総合計画審議会条例第３条第２項で「会長は審議会を代表し、会務を総理し、

会議の議長となる」と定められているため、これ以降の議事については、小林会長にお願いするとと

もに、会長を補佐する会長代理の選任をお願いしたい。会長代理は、東村山市総合計画審議会条例第

３条第３項の規定に基づき、会長が委員の中から選任することとなっている。お手数であるが、会長

には席を移動していただいて、会議の進行をお願いしたい。 

 

（会長） 

それでは、審議会条例第３条第３項の規定により、会長である私が、あらかじめ代理を選任するこ

ととなっているため、前期まで会長代理を務めていただいた、山口委員に引き続きお願いしたい。 

 

（委員一同） 

異議なし。 

 

（会長） 

それでは改めて審議を進行したいと思う。本審議会を非公開にする理由はないと思うため公開にし

たいと思うが如何か。 

 

（委員一同） 

異議なし。 

 

（会長） 

事務局、傍聴者はいるだろうか。 

 

（事務局） 

傍聴者１名見えている。 

 

（会長） 

傍聴者の入室を許可する。 

まず改めて市長よりご挨拶をお願いしたい。 
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６．市長あいさつ 

（市長） 

本日第１回審議会のご参加いただき感謝申し上げる。第４次総合計画の後期基本計画の策定という

大切な節目を迎え、今後も審議会の開催にご参加いただき、様々な知見から、より良い審議会になる

ようご意見いただきたい。 

今回は、市民公募委員をはじめとする８名の方が新規のご参加であり、そもそも総合計画とは何か

と感じていらっしゃる方もいるかもしれない。 

市では総合的かつ計画的に市の施策を進めていくために、昭和５１年からこれまで３期にわたり総

合計画を策定しており、最上位の計画として位置付けている。現在は、平成２３年度から平成３２年

度までの第４次総合計画期間中である。 

もともと総合計画の策定には地方自治法に根拠があり、基礎的自治体は総合計画の策定が必須であ

った。しかし、地方自治法の改正により、現在は総合計画の策定は自治体の判断にゆだねられている。

東村山市としては、今後も総合行政の見地から総合計画の策定を行い、計画的な市政運営をしていく

べきであると考えている。今年４月に策定した「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」の中

に、総合計画策定の根拠を置いている。 

現在、第４次総合計画の期間中であり、平成２３年度から始まり、前期基本計画の５年間、後期基

本計画の５年間である。前期は平成２３年度から平成２７年度までのため、次の後期基本計画に向け

て昨年度より取り組んでいる。これまでに市民意識調査、東村山ワカモノ会議ムラカイ、東村山まち

づくり会議などを開催し、市民意向の把握に取り組んでいる。 

第４次総合計画基本構想の策定時から大きな時代の変化として２点あげられる。まず１点目は、平

成23年の東日本大震災の発生である。前期にも防災・減災については記載しているが、防災の取り組

みがより強く求められるようになっている。２点目は、人口減少の始まりである。前期基本計画策定

時点での平成32年将来推計人口は１５万５千人であるが、実際は平成２５年をピークに減少している

のが現状である。このような状況を踏まえて、いかに「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれ

る 東村山」を達成しうる後期基本計画を策定するかが課題となる。 

他市と比較して東村山市は都市基盤の課題が大きく、人口減少社会の中で、いかに東村山市に住み

続けてもらえるか、きちんと対応していく必要がある。 

 

 

７．報告 

（１）東村山市第4次総合計画後期基本計画の策定状況について 

（事務局） 

＜東村山市第４次総合計画後期基本計画の策定状況についての説明＞ 

 

（会長） 

総合計画審議会の第１回目ということもあり、これより質疑応答の時間としたい。それでは、１人

２分程度でお願いする。ご質問への回答は後程事務局より説明する。 

 

（委員） 

都市基盤整備の中で西武沿線の高架化の話があると思うが、先ほど若者が買い物する場所がないと



 

５ 

いった問題点が挙げられていたが、若い世代の意向として、新宿や立川、吉祥寺が近すぎて、逆にそ

ちらに移動がしやすい状況があるのかもしれない。 

 

（委員） 

資料１スライド３７頁で「まちに魅力がなく活気がない」が２３％となっており、非常に残念に思

った。本日は栃木県と群馬県に行ってきたが、富岡製糸場には非常に多くの観光客が訪れており、世

界遺産になる前は間違いなくシャッター通りであったはずの商店街が、世界遺産になったことで大き

く変化している。東村山市も国宝を持っているため、同じようなことができればと思う。 

 

（委員） 

質問であるが、東村山市は平成２３年度から人口減少に入っており、人口確保のための施策をして

いると思うが、人口減少についてどう分析されているのかお尋ねしたい。 

 

（事務局） 

人口減少の傾向は日本全体のトレンドであり、後期基本計画の策定にあたり、将来の人口推計も併

せて作業をしており、恐らく人口増加を見込む将来推計値は出ないと考えられる。どのような結果で

あれ、掲げているまちの姿に向け取り組む必要がある。また２０代・３０代の転出が多いことが特徴

であり、２０代・３０代をいかに定着させるかが一番の課題となるだろう。この世代は進学、就職、

結婚、出産とライフイベントが非常に多く、その節目でいかに東村山市を選んでいただけるかがポイ

ントとなる。人口減少の分析は現在進めているところであり、２０代・３０代の呼び込みは今後もま

すます対策を講じる必要がある。 

 

（委員） 

人口動態を自然増減と社会増減で比較したところ、人口減少の要因は社会増減ではなく自然増減に

よるものと考えられる。私たち委員の中でも、ライフイベントの節目で東村山市に越してきた方もい

らっしゃるかと思う。やはり、安心して子育て出来る環境を整えることで、若い人たちに選ばれるま

ちとなるだろう。人口動態はきちんと分析した上で市民に情報発信していただき、どうすればより良

いまちになるかを後期基本計画の策定で詰めていければと思う。 

 

（市長） 

都市マーケティング課からの報告を参考にすると、平成２３年度から平成２４年度については自然

減が多いことは事実であるが、それを社会増が補う現状があった。ただ、平成２５年度は社会減も大

きくなり、転出超過と自然減による人口減少傾向が見られ始めた。それは今後も続くものと考えられ

る。今までは平成２１年ごろに大規模開発があったこともあり、社会増が自然減を上回っていたが、

平成２３年の震災以降はその社会増が少なくなっている。震災を境に、転出が増えたわけではないが、

転入が非常に減少していることがみられるというのが、今までの分析である。 

 

（委員） 

人口は減少しているが、世帯数が減っておらず、独居の方が増えていることが分かる。地域の中で

どうコミュニティを形成するかが問われている。 

基本目標４に対する市民の実感が極端に低い。連続立体交差事業が今後のまちづくりのチャンスで



 

６ 

もあり、ハード・ソフトともに、基本目標４に関する大きな起爆剤があればよい。 

 

（委員） 

今後の課題として子育て施策とあるが、妊娠、出産、子育てという一連の中で、教育も含めて子育

てを考えるべきである。私自身、２４年間市内の学校に勤めていたが、学校を取り巻く環境はよくな

っているが、教育環境の充実をさらに進めるべきである。また、奉職した３０年前の当時と比較して

も、現在の東村山市の医療環境の整備も進んできており今後も継続してほしい。 

資料１スライド２９頁の「市外に移り住みたい理由」として、子どもの教育環境がよくないという

ことが示されており、教育環境を改善することが必要である。現在、私は教授として様々な自治体の

教育環境をみているが、東村山市の現状はそこまで悪くはないように感じる。 

 

（委員） 

現在、市では連続立体交差事業に取り組まれているが、ぜひ農地縮小を最小限に留めて開発をして

ほしい。また、地場産品の地産地消を進め、ぜひ地元の方に愛着をもって消費して欲しい。 

 

（委員） 

資料１スライド２７頁の市民意識調査の中で、６７.５％が「住み続けたい」と回答しているが、

回答者の年齢の区分はしているか。恐らく私の予想では、高齢者の方からの回答が多いのではないだ

ろうか。そうだとすると、課題となっている２０代・３０代の方々から喜ばれるまちづくりがなかな

か出来ていないのではないだろうか。 

私は商業者であるため、市民の方に楽しく買い物をしていただくための空間を市民に提供していき

たい。昔の小売店は大規模小売店舗法があり保護されていたが、守られているだけではだめで、商工

会として、まちのためにも自分の生活のためにもぜひ東村山市の今後について検討させていただきた

い。 

 

（事務局） 

年齢が上がるほど定住意向も上がっており、３０代の全回答者のうち半数程度が住み続けたいと回

答している。 

 

（会長） 

若い人は誰でも市外に出ていきたいと思うことは当然である。市長自身もそうだったと記憶してい

る。問題は、出て行っても戻ってくる若者がなかなかいないことである。 

 

（委員） 

私も人口減少について非常に気になっており、特に生産年齢人口の減少が懸念される。転入減によ

る人口減少を解決するためには、住みたいまち・住み続けたいまちを目指し、癒される元気なまちを

つくっていただきたい。 

 

（委員） 

膨大なデータを分かりやすく説明いただき驚いている。人口減少の中で高齢者の割合が増え、生産

年齢人口が減っており高齢者を負担する割合が高くなっているのが現状であることが分かった。地域
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の保健医療を担う団体という立場から申し上げると課題が２点あり、１点目は災害医療体制の構築、

２点目は地域包括ケアシステムの確立である。地域の中で高齢者が幸せに過ごせることを国の音頭の

もと全国各地で進めている。高齢者が幸せに地域で暮らすために、医療と介護が連携した確実なシス

テムの確立を進めることが大切であり、ますます市と協力し進めていきたい。 

 

（会長代理） 

東村山市の良いところをＰＲするべきである。どういう風にＰＲしていくのか。単独でＰＲするの

ではなく、他の名所や武蔵野うどん、西武鉄道などと連携して市の魅力を伝えていくことが必要であ

る。行政機関だけの問題ではなく、商工会や関係団体と連携して取り組むことで、市外にもＰＲでき

るのではないだろうか。伝え方の工夫が方策の１つとしてある。 

 

（委員） 

資料１スライド４２頁でもあるように、東村山市の良さをどうＰＲし、どう市に興味を持ってもら

うのかが課題となっている。先日、市制５０周年祭りに参加した際にいただいた冊子で、市の魅力が

豊富であることを実感した。東村山市に住む住民が、市の特徴や素晴らしさを自分たちでＰＲしてい

くということが市の良さをアピールする方法だと思う。 

 

（委員） 

最近の東村山市について個人的には良いまちだなと感じる気持ちが少なくなっている気がする。人

口減少は重要な問題であり、市に住みたい、子育てしたいという要望に応えるようなまちであること

が最も重要である。ただ何かをするとなると予算がないという風になるため、この点を解決する方法

がないだろうか。何かのハードルや制限があると、物流会社や卸売業者の誘致も難しいだろう。今後

のまちづくりを考えると、このような制度の面にもお金を使う必要がある。その一方で、内容として

ソフト面も充実させる必要がある。 

 

（委員） 

今までのお話を伺い、老人という定義が資料から見えてこない。老人は多くの生涯学習をされてお

り、豊かな経験を有している。そのような老人が持つ経験や能力を上手く発揮させ、老人に活力を与

える、仕事を与えるような取り組みをしてほしい。 

次に、中学生をグループに分けて、その後の人生の転換期でアンケートを実施するなど、２０年、

３０年と追跡調査をしてみてはどうか。そうすると子どもから大人になる成熟していく段階で何が必

要となるか統計的なデータがとれる。 

 

（委員） 

自営業で建築設計事務所を経営していることもあり、吉祥寺から東村山市に移転して、最初は非常

に不安であったが意外に生きていけると最近は感じている。それは交通が便利であるというメリット

が大きく、東村山市が田舎だからということが弱点になっていないためだと考える。 

タウンミーティングでは、産業の話題としてどういう意見が出ていたのか教えていただきたい。 

 

（市長） 

タウンミーティングは平成１９年から開催しており、毎月１回市内を巡っている。タウンミーティ



 

８ 

ングの参加者は６０代・７０代の方が中心で、お勤め後退職なさり、まちづくりに比較的関心が高い

方の参加が多いように思う。特定の分野に対して課題意識を持っている方、市長に直接意見を言いた

いという方が多い。 

開催日は大体土曜日の午前中ということもあり、その時間に就業中の自営業の方の参加が難しいこ

とから、なかなか産業に関する意見が少ない。都市整備に関する意見は非常によくいただく。今後は、

タウンミーティングの開催形態を見直し、幅広い方からの意見を伺うため、時間や日にちの設定、対

象者の絞り込みなどを工夫して開催していく必要もあると考えている。 

 

（委員） 

資料１スライド２８～２９頁の定住意向に関する回答に興味がある。住み続けたい理由の上位に

「自然環境」が年代を超えて非常に高い項目としてあげられており、今後の東村山市の方向性を考え

る上でこれを活かすことが必要だと思う。逆に都市基盤整備については道路幅が狭いなどの意見が多

く、ぜひ改善してほしい。 

「市外に移り住みたい理由」として「その他」への回答が非常に高いが、その内訳を正しく分析し、

どう取り扱うのかについて意見いただきたい。 

また、平成２４年度に転出入者へのアンケートを実施したと記憶しているが、その詳細をお聞かせ

いただきたい。 

 

（事務局） 

「その他」の扱いについては、前期基本計画中は市民意識調査の設問は変えずに、平成２８年度か

らは設問の見直しも検討する。 

交通の利便が良い、悪いという意見が、「住み続けたい理由」、「移り住みたい理由」のどちらにも

あがっているという点であるが、これは地域によりばらつきがあり、例えば多摩湖町、諏訪町では交

通の利便性が悪いという意見が多かった。 

転出入者へのアンケートは現在分析中であり、まとまり次第ご報告したい。 

 

（委員） 

都市計画道路の整備率は、多摩地域で最下位ということであるが、その分、東村山市は緑が豊富に

あるのかもしれない。今後大きな道路が敷設されるに伴い、開発と自然のバランスを調整し、できる

だけ緑を減らすのではなく増やしてほしい。 

また地震については、東村山市は地盤が良い土地であるので、ぜひそれを臨海付近に住む方へＰＲ

して、担税能力が高い方に東村山市に転入していただきたい。 

連続立体交差事業については、都市基盤整備の状況が良くないと指摘される中で、高架下の活用も

考えられる。ぜひ都市基盤整備を進めてもらいたい。 

 

（会長） 

私も職業上、国内外の自治体を見ているが、全体主義国家ではないため、皆の意見が一致すること

はありえない。車で東村山市に来ると悲惨であるが、公共交通機関で来ると、意外に楽である。個人

的には老後は東村山市に住んでも良いと本気で考えている。 

ある意味では東村山市は深刻な問題を抱えておらず、上手く発展してきたことが資料から分かる。

また市長がなかなか名物であると思う。役に立たない市長は全国にいるが、地元出身者で、大学進学



 

９ 

で市外に出て、大企業に勤め、地元に戻って政治家にもなり、一通り社会を見ている。つまりは、役

人に騙されない市長ということである。自治体首長の任務はもはや経営であるため、優秀な役人を相

手に経営していかなくてはならない。 

資料１スライド２４頁では、「前期基本計画に定める成果を測定するための指標の達成状況」とし

て、指標のうち６％が達成困難であるとあり、そもそも設定している目標に無理があるのではないだ

ろうか。出来るものと出来ないものがあるため、目標の修正が可能であるなら修正した方が良い。 

今回は非常に生産的なご意見を第１回目からいただけた。これらの意見は改めて庁内で反映してい

ただきたい。 

 

 

８．その他 

（事務局） 

議事録については事務局で作成し、内容の確認は、委員を代表して会長、会長代理にお願いしたい

が如何か。 

 

（委員一同） 

 異議なし。 

 

（会長） 

以上で本日予定されている内容は終了である。その他事務局より何かあるか。 

 

（事務局） 

次回は１月中旬に開催予定である。会長と調整させていただき、早めに日程の見通しを立てて皆様

にご案内する。 

 

９．閉会 

（副市長） 

審議会委員の皆様には長時間ご討議いただき感謝申し上げる。先ほど事務局より後期基本計画の現

在の策定状況は、今年２月の総合計画審議会でご討議いただいた内容を踏まえて決定した、後期基本

計画の策定方針に基づいて進めているものである。２月の審議会では市民の意向把握は的確に取り組

むようにご指摘をいただいた。そういった意向を受け、１４歳へのアンケートやまちづくり会議など

を現在までに進めてきた。その結果の概要は本日説明したとおりであるが、詳細については次回以降

に説明したい。 

今後の審議会では、こうした市民意向の結果や現状分析等の報告を踏まえ、ご審議いただきながら

東村山市の今後の方向性などを具体的に検討していきたい。今後は全体で８回を予定しており、日程

については速やかに決定しお伝えしたい。本日の審議会では、今後の方向性への示唆もあったので、

これに対する市の対応や意見については、総合計画策定委員会の委員に報告させていただく。 

 

（会長） 

以上をもって閉会にする。                          －以上－ 

 


