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議 事 録  

会議の名称 平成２７年度第１回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成２７年７月１５日（水）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・大塚恵美子委員・土方桂委員・石橋光明委員・ 

山口みよ委員・小関 子委員・新義友委員・高橋眞委員・久保秀樹委員・櫻井喜吉委員・ 

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・ 

上野祥江行政経営課総合計画係主事 

○欠席者： 

［総合計画審議会委員］ 

肥沼和夫委員・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人 

会議次第 

１ 委嘱状交付 

２ 開会 

３ 市長あいさつ 

４ 議題 

（１）東村山市第4次総合計画後期基本計画（素案） 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料 

東村山市第4次総合計画 基本構想・前期基本計画2011‣2020 

【資料１】 東村山市第4次総合計画後期基本計画（素案） 

【資料２】 東村山市第4次総合計画後期基本計画基礎調査報告書（抜粋） 

【資料３】 後期基本計画策定の行程(予定) 

【資料４】 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・上野 

電話番号：０４２‐３９３‐５１１１ 内線２２２３・２２２４ 

ファックス番号：０４２‐３９３‐６８４６ 

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

 



 

２ 

会 議 経 過 

１．委嘱状交付 

平成２７年４月２６日に行われた市議会議員選挙に伴い委員の改選があったため、新たな委員４名

に対し委嘱状を交付 

 

２．開会 

（事務局） 

東村山市総合計画審議会条例第３条第２項の規定に基づき、ここからの進行は会長にお願いした

い。 

 

（会長） 

ただいまから平成２７年度第１回東村山市総合計画審議会を開会する。開会にあたり委員の欠席等

の連絡が入っていれば事務局より報告いただきたい。 

 

（事務局） 

本日は、肥沼委員、福嶋委員から欠席のご連絡をいただいている。出席は１７名であり、定数を超

えている。 

 

（会長） 

では、次第に沿ってこのまま進める。まずは市長よりご挨拶いただく。 

 

３．市長あいさつ 

（市長） 

先ほど新たに議会選出で総合計画審議会の委員になられた４名の方に委嘱状を交付させていただ

いたが、よろしくお願い申し上げる。また、その他の委員の皆様についても引き続きよろしくお願い

したい。 

私も今年の市長選挙で３度目の当選をし、引き続き今後４年間市長として市政を担わせていただく

こととなった。この審議会では、市の最上位計画の策定に関わっていただくということで、今後も様々

な点でご指導いただくこととなると思うが、ぜひよろしくお願い申し上げる。本日はお忙しい中、暑

い中にも関わらずご出席賜ったことを、重ねて感謝申し上げたい。 

かねてから申し上げてきたが、この総合計画は平成２３年度から平成３２年度までの１０年間の計

画であり、大きく前期５ヶ年、後期５ヶ年に分けさせていただいており、今年度が前期の最終年度と

なる。この審議会では、来年４月からスタートする後期基本計画についてご審議をいただくこととな

る。前期、後期のローリングということとなるが、平成２３年度からスタートした第４次総合計画で、

前期期間とは何が状況として変わったかというと、当市もいよいよ人口減少局面を迎えたことが特徴

として挙げられる。当市の人口は平成２３年７月をピークに、やや減少傾向が続いている。背景とし

て、出生率、自然増が低くなっていること、社会増減についても減となっており、流入よりも流出が

上回る状況となっている。ただし、流出人口が増えているということよりも、流入人口が減ってきて

いることから当市は減少傾向になっている。また、高齢化もスタート時点と比べると進行していると

いう状況にある。 

国では地方創生に関して様々な法律が作られ、今年は全国でそれぞれの自治体が総合戦略を策定し
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なければならない年にあたっている。当市でも策定に向けた検討を進めており、昨日、総合戦略の検

討協議会を開催したところである。ただし、総合計画と総合戦略は非常に重なる部分が多く、相互に

調整を図りながら進めなければならない。あくまでも当市にとっては総合計画が最上位の計画であ

り、その総合計画のエッセンスの部分を事業として際立たせるものが総合戦略になってくると思って

いる。いずれにしても人口減少局面に入って初めての総合計画の策定作業ということで、２０２５年

問題、２０４０年問題も見据えながらしっかりとした計画を策定させていただき、市民の皆様が安心

して住み続けられるようなまちづくりを推進してまいりたいと考えているので、ぜひよろしくお願い

したい。 

 

４．議題 

（会長） 

続いて、議題４の東村山市総合計画後期基本計画の素案を事務局から説明いただく。 

 

（事務局） 

＜総合計画審議会での議論の趣旨と前回までの議論についての説明＞ 

＜【資料１】に基づき後期基本計画素案についての説明＞ 

前回の審議会においてご議論いただき、重点課題とした部分を中心に説明させていただいた。皆様

から様々な観点でご意見をいただきたい。 

 

（会長） 

これから今の説明について意見交換をしたいと思うが、個人的な事情により早めに退席しなければ

ならないため、意見交換の司会から会長代理にお願いしたい。 

 

（会長代理） 

会議の進行を変わらせていただく。 

事務局から後期基本計画の説明をいただき、会長の方から相互の意見交換をとのお話があった。各

委員誰がということはなく、気が付いた点があればご発言をお願いしたい。 

 

（委員） 

今回初めて委員として参画させていただく。既に委員の皆様はご存じかもしれないが、総合計画は

最上位計画であるが、総合戦略は降って湧いたような話だと思う。総合戦略の協議会は都合により傍

聴できなかったが、並行して議論を進めていく形になっているのだと思う。先ほどの市長のご紹介で

は、総合戦略は総合計画の中のエッセンスのいくつかを際立たせるものという話であったが、同時に

策定していくものであるので、そのあたりを丁寧にご説明いただきたい。 

 

（事務局） 

「【資料２】基礎調査報告書抜粋版」の冒頭の部分で、１ページ目の下から７行目から国の施策の

方向性として、まち・ひと・しごとという観点で地方創生の取組みが求められている状況にあるとい

った内容を記載している。今後は、人口減少や地域経済の縮小に対する対策を、国と地方が一体とな

って取り組むための戦略づくりが求められる。こういった状況の中で、当市では総合計画の策定と総

合戦略の策定が同じタイミングとなっている。 

地方創生について考えていくことはもちろん大切であるが、そもそも総合計画のここまでの策定プ
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ロセスとして、市民意見を重視しているという点が挙げられる。この市民意見から出てきたキーワー

ドとして、都市基盤整備、産業振興、子育て支援の３つが大きくクローズアップされている。そうし

た中で、地方創生の考え方も若い世代の応援、産業基盤の強化が求められているところであり、市で

考えている総合計画の考え方と地方創生の考え方は同じような方向を向いている。総合計画と総合戦

略はそれぞれ同じような方向性で整理していくため、大きくずれることはないと思っている。精査す

る必要はあるが、総合計画を策定することで、総合戦略も同じ方向性でつくることができるものと考

えている。 

 

（委員） 

総合戦略は昨年１２月に国から言われたことであり、同じタイミングで進んでいくのは大変だと思

っている。両方で同時に検討を進めるので、事務局は良いタイミングと思ってやっていくというが、

そううまく進むのかなと思う。 

その他にもこの後期基本計画素案を拝見すると、国の法律ができて交付金を得るために整理されて

いるものもちりばめられている。また各論としては、緑だと緑化審議会が出した答申に基づいてガイ

ドラインを作成中であり、環境においても基本計画を作成中、地域包括ケアの推進計画も今年策定す

る予定である。このように、様々な法律もできて地域の計画もちょうど変わっていく時期にある。そ

うした時に、総合計画はすべてそれを網羅して方向性を決めていかなければならないということは分

かるが、具体各論過ぎてもいけないわけであり、その加減が分かりにくい。他の計画との関連などを

考えるとどこまで打ち出せるのかと思う。総合計画に独自性があまり見受けられないのも、ここでど

こまで詰めていけるのかだと思う。 

 

（会長代理） 

市としての総合計画の位置づけ、どのような計画の体系になっているかを再度確認したいという趣

旨だと思うので、それを含めて事務局にご説明をいただきたい。 

 

（事務局） 

改めて本審議会でご議論いただきたい部分について説明させていただく。 

東村山市役所の事務事業は５００事業程度あり、それらによって安定的に行政サービスの提供、市

政運営を進めているところである。この５００事業一つ一つを最上位計画に事細かく記載する事は非

常に難しい上、分かりづらくなってしまうため、市の計画を大きく上位計画と下位計画に分けている。

総合計画を最上位計画として位置づけ、これに基づいて下位計画があり、各所管が様々な事務事業を

展開していくことになる。 

総合計画は、今後５年間の市のまちづくりの大きな方向性を示すものであり、その方向性で良いか

について総合計画審議会でご議論いただきたい。後期期間の５年間、行政サービスを１日たりとも止

めることなく安定的にサービス提供していくことはもちろんであるが、特に人口減少局面にある中で

は、毎年まんべんなくすべての事業に力を入れていくことは難しい。そのため前回の総合計画審議会

で、特に力を入れるべき事項として重点課題がこれで良いかご議論いただいた。 

市の大きな方向性についてご議論いただくことを本審議会委員の皆様にお願いしたい。 

 

（事務局） 

補足をさせていただく。そもそものところから説明したい。本日お配りした資料１の１ページ目の

体系図をお開きいただきたい。総合計画は今後のあるべき姿を示し、そこに向かって施策を進めるた
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めの理念を定めている。 

第４次総合計画は、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間、これに基づいて市政を推進し

ていくというものである。平成３２年度にどういうまちを目指していくかについて、「人と人 人と

みどりが響きあい 笑顔あふれる東村山」を将来都市像として描いている。さらにその下に４つの基

本目標があり、さらにその具体的な方向性について施策大綱を示している。ここまでを基本構想とし

て、１０年間変えずに推進していくと示している。突発的な変化があった場合には、この基本構想か

ら見直すこととなる。 

現在、皆様に配布している計画は前期基本計画である。後期基本計画については、人口減少社会に

なる等変化がある中で、様々な調査や意見を聞いて、ここまで積み上げてきた。これは今後５年間続

いていくものであり、この方向性で進めて良いか、委員の皆様にご意見を賜りたい。 

また、福祉や緑などそれぞれの分野には個別の計画がある。それらの考え方は総合計画の考え方に

基づいて策定するものであり、後期の基本計画はそことは齟齬の無いように策定していく。 

総合戦略は、総合計画に基づく個別の事業について内容を際立させていくものであり、総合計画及

び実施計画に関連するものは、位置づけていくものである。 

 

（委員） 

資料１を何度も目を通したが、いくつかの点で前期基本計画と違っているところがある。そのうち

一番気になったのが前期基本計画の４－１－３「東村山らしい景観の形成・保全」である。景観とい

う言葉は自然環境とは違うもので、まちづくりについて深みを持って考えるのに大切なものである。

ワークショップを何年か前に開き、魅力あるまちづくりをしていきたいという思いがあって景観とい

う言葉が出てきたのだと思う。 

しかし、資料１の４－１－３は「公共施設の最適化」になっており、景観に関する施策がなくなっ

ている。景観意識の醸成を図るという事業自体、前期期間で一定目途がついたということかもしれな

いが、非常に大事な項目であると思うので、自然環境だけではなく景観を活かしたまちづくりをどう

考えるのかというところを後期基本計画においても打ち出していただきたい。 

 

（事務局） 

景観については、前期期間中に東村山５０景を選定した。この選定を進める中で、地域ごとのある

べき姿が見えてきたので、それらを今後のまちづくりに活かしていきたいと考えていることから、前

期基本計画での４－１－３「東村山らしい景観の形成・保全」は、後期基本計画では４－１－１「地

域の特色をいかした土地利用」の中に包含をする形で整理をさせていただいている。 

 

（会長代理） 

まとめたところはその他にもあるのか。 

施策について一つひとつ、前期基本計画から変更しているものがあれば、どういう理由で変更して

いるかといった説明をしていただきたい。 

 

（事務局） 

前期基本計画の３４～３５ページの体系図をお開きいただきたい。 

前期基本計画１－１－２「保育サービスの充実」は、昨年度子ども子育て支援制度が始まり、一体

的に子育てに取り組んでいくことになったことから、１－１－１「家庭や地域における子育て支援」

に包含した。 
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前期基本計画１－２－１「社会保障制度の効果的な運営」、１－２－２「相談・支援体制の充実」、

１－２－３「自立支援と社会参加の充実」において、高齢者に関する施策が分散していたため、新た

に１－２－３「高齢者への支援の充実」を設け整理をし直した。 

前期基本計画１－３－２「地域医療体制の充実」は、１－３－１「健康づくりの推進」と内容的に

重複する部分があったことから一つにした。 

前期基本計画３－１－１「水辺環境の整備」は前期基本計画期間中、特に野火止用水について取り

組んできたが、３－１－２「緑の保全と創造」と密接に関わっていることから、二つをまとめて３－

１－１「緑と水辺環境の保全と創造」とした。 

前期基本計画４－１－３「東村山らしい景観の醸成・保全」は前述のとおり、４－１－１「適切な

土地利用の誘導と計画的な住環境の整備」に包含した。 

前期基本計画４－４－２「電子自治体の推進」は、市民の方々に直接影響を与える事業が少ないと

いうことから、４－４－１「情報基盤の整備」に包含した。 

その他、新たに４－１－３「公共施設等の最適化」を追加した。 

 

 

（会長代理） 

第４次総合計画前期基本計画を策定してから年月がたった中で、社会が変化したり施策が進んだり

する中で、後期計画を立てるということで、項目を整理し直したということで良いか。 

 

（事務局） 

そうである。平成２３年度から２７年度に一定の効果、成果があったということで、整理させてい

ただいている。 

 

（委員） 

他のところを見ていて、施策の抜け・追加は気づいた部分であり、４－１－３の公共施設の話が入

ってきたことも理解できる。予算が少ないという状況はあっても、景観を考えたまちづくりは非常に

大切なので、立体交差のような大きな開発等、他の項目に景観の問題をリンクして活かしていくよう

にしても良いのではないか。 

 

（事務局） 

検討させていただく。 

 

（委員） 

基本目標２の「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」について、平成２７年度実施計画では、

いのちの教育推進事業が２－２－１「青少年育成環境の充実」に位置付けられていたが、今回の計画

では２－１－２「教育内容の充実」に記載がある。この整合性について伺いたい。 

 

（事務局） 

ご指摘のように整合性がとれていない部分もあるので、所管と調整して整合をとっていきたい。 

 

（委員） 

学校教育で行っても、社会教育で行ってもどちらにとっても非常に重要なことであり、市全体で取

り組むといったことも含め、重要なものだと考えているので、ご配慮いただきたい。 



 

７ 

 

（委員） 

人口の問題について、将来人口の目標として平成２７年で１５万３,６００人、３２年で１５万５

千人と掲げてきたが、実際は平成２７年時点で３,５００人ほど減っている状況にある。先ほどの説

明では、人口減少に対し、人口を増やしていくためにどうするかとおっしゃられてきたが、全国的に

も人口減少といわれている中で、この計画がそれを他から増やすのか、出産を増やしていくのかが分

からない。減少を食い止めるための施策も必要であるが、人口が減っていくことを見据えた施策を考

えていかなければならないのではないかと思う。その点についてどのように考えているか。 

 

（事務局） 

人口減少は、国レベルで進んでいる中で、東村山市だけ増加するということは難しいと考えている。

我々のやるべきことは、いかにその減少を鈍化させていくかということで、そこに注力すべきだと考

えている。 

総合戦略の中では、このまま行けば人口減少が見込まれる中で、こういう事業を展開することで人

口減少を鈍化させていくことができないかという観点で事業を検討していきたい。総合計画に関して

はまず、いかに住んでいる人たちに引き続き東村山市に住んでいただくか、様々なライフイベントの

中で特に２０歳～３０歳代での移動が中心となるが、その方々にいかに東村山市を選んでもらい住ん

でもらうかという観点で、定住人口の増加に力点を置いていくということを考えている。 

補足として、昨年度とりまとめた基礎調査報告書に記載しているが、昨年度人口推計を実施し直し

ている。前期期間中における将来推計では、平成３２年度１５万５千人と推計していたが、昨年度の

推計では、平成３２年度１５万２千人となっている。推計した結果については、市議会でもご報告さ

せていただいている。また委員の皆様にも個別に配布させていただいているので、改めてご確認をお

願いしたい。 

 

（委員） 

各施策、非常に重要なものばかりだと思うが、その中で都市基盤整備と産業振興、子育て支援の３

つが特に重要だということで意見が集約されたと先程お話いただいた。その中で産業振興をピンポイ

ントに見ると、都市農業の育成や商工業の育成、観光のまちづくりの育成などが該当するものと思う。

大事な施策の一つであるというが、内容をもう少し充実した方が良いのではないかと思う。 

総合戦略検討協議会に伺い、様々な資料を拝見したが、東村山市の滞留人口時間別推移という資料

の中で、昼間は人口が減るが夜は人口が増えるという傾向がある。小売業の吸引力指数の推移という

資料で、この指数は市内で買い物をする、市の商業に魅力があるということを数値化したものであり、

これが１の数字以上あるのが非常に良いと言われるが、武蔵野市で１.８７に対して東村山市は 

０.６８とあり、市内よりも市外で買い物する人が多いという傾向が見られる。ぜひこういった視点

からどのようなものが良いか、行政がどこまで足を踏み入れるのが良いのか、事業主とどう連携して

いくか、この施策を充実していくために盛り込むものがあるのであれば、ぜひ参考にしていただきた

い。昼間どれだけ収入が上がるかが産業振興のポイントの１つになると思うので、総合計画にも盛り

込んでいただきたい。 

 

（会長代理） 

事務局にお答えいただくか、それともご意見ということで持ち帰っていただくか。 
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総合計画は上位の計画なので、詳細な取組みについては別途の計画で具体的に示していくというこ

とになるということである。ただ今あったご意見に対して実施計画に盛り込んでいくために、この総

合計画の５年間の施策の方向性にもそういうことを盛り込めるかどうかということでよろしいか。 

 

（委員） 

その通りである。 

 

（事務局） 

最上位の計画であるので、総合戦略を含めた下位計画にもきちんと反映できるように包含するよう

な書き方にさせていただいている。ただし、総合戦略は子育て、若者支援、産業振興を総合計画から

横串でかいつまんでいくため、関連性はある。本日いただいたご意見を踏まえて各種計画づくりを進

めていきたい。 

 

（委員） 

資料１の２ページ目体系図のところで、基本目標、施策大綱、施策がある。表の作り方として、樹

形図的に並んでいるところで、横串に刺さっているイメージというのを表すため、表の最後のところ

で繋がっているような図になれば、実施計画を作る際に、それぞれ施策間に関連があるんだというこ

とが分かりやすくなるのではないかと思う。 

 

（事務局） 

参考にさせていただく。 

 

（委員） 

産業振興について、都市農業の育成・支援、商工業の育成・支援、観光まちづくりの推進とある。

商工業の育成・支援の中で、今現在、市内にある事業者に対する支援も重要であるが、もう一方でこ

の市に外部からもっとたくさんの事業者に来てもらうための努力も産業振興にとっては非常に重要

なことだと思う。市内にある色々な物産を大きくしていくことはなかなか進まないだろうし、時間が

かかる。東村山市としても、できるだけ便利な土地に工場を作るような展開をし、業者を呼んでくる

ということは、計画として考えているのか。 

 

（事務局） 

資料１の５９ページで商工業、サービス産業の振興という施策で、「商工会や支援機関との連携や、

創業支援体制の整備などにより、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図りま

す」と記載している。新しい事業者の参入はぜひ考えていきたいし、そこから雇用の拡大、地域経済

の活性化につなげていきたい。 

産業基盤をソフト施策とハード施策に分けて考えると、まずは、東村山市で遅れている都市計画道

路の整備、まちの骨格づくりを進めることで沿道の土地利用が進み、事業者の参入もしやすくなるこ

とが考えられる。また、連続立体交差事業が進み、その点で高架下の利用や側道を含めた沿道の土地

利用も進められるのではないか。ハード整備だけではなく、様々なソフト施策を重ね合わせながら、

市としても引き続き力を入れていきたい。 

 

（委員） 
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今朝の経済新聞で、東京五輪開催に向けた公共工事をにらみ、９月からニッパンレンタルが東村山

に営業拠点を設置するということである。市はこのことに関わっているのか。東村山市に同社の中核

拠点を据えるということであるが、このことは、計画書上の地域の特性に応じた適切な土地利用や計

画的な開発に加味されるものなのか、もしくは全く別の問題なのか。 

 

（事務局） 

本日の記事については確認ができていない。民間の話であるので、直接市には情報が入ってこない

部分であり、申し訳ないが回答ができない。 

 

（委員） 

こうした企業というのは1970年に東村山市では株式上場企業は１件だけだったが、色々な企業が入

ってくることでまちの活性化がなせるのであれば、こうした企業が入ってくることは市として非常に

良いことではないか。日経の新聞でも大きく取り上げているということで、当然市でもご存知かと思

った。 

 

（事務局） 

当市としては大変喜ばしい話であるが、市としてはまだ情報を認識していなかったということでご

理解いただければと思う。 

 

（委員） 

産業振興について色々とご指摘いただいているが、商工会でも色々な話が出ている。基盤整備につ

いては、工業の方でここは準工地帯なのに、一般住宅がどんどん入ってきて、自分たちの方が最初か

ら先に住んでいるのに、肩身の狭い思いをしているという話が出ている。 

また、都市計画道路の整備、生活道路の改善・整備とあるが、東村山駅西口から東大和市に向かう

商店街の道路は、歩道が無く買い物には大変不便な状況にある。この道路の改善等の方向性について

お考えを伺いたい。 

商工会としても市のご指導をいただきながら、色々な形で事業を打っている。商工業サービス産業

の振興という点では、東村山ブランド「里に八国」が消費者に支持されるようＰＲしていくことにつ

いて記載されており、大変ありがたいと思っている。「里に八国」というのは地産地消によるもので、

地域産品を活用しながら、地域の皆さんに喜んでもらえる商品をつくるというものである。これがす

ぐ販売の拡大につながるかというとなかなか難しいが、一つずつお客様に喜んでもらえるようなもの

を暗中模索の中で考えているところである。市長からは色々な手助けをいただいており、プレミアム

商品券やドリームスタンプ等、大変好評である。こういったものを行政の施策として取り込んでいた

だけることを大変ありがたく思っている。 

 

（委員） 

道路の関係でお聞きしたい部分がある。まちの魅力を高めて人口が増えていくのは良いが、住みに

くいまちだなということで流出してしまうのは残念なので、できるだけ早く都市計画道路の整備を進

めていただきたい。 

連続立体交差事業と併行して進める東西の３・４・１０号線という広い道路があるが、連続立体交

差事業の完了と共に道路ができるのかお聞きしたい。ただ、景観面を含めて幹線道路等が広く通ると

失うものも大変多いと思うので、そうしたリスクを考えながら、幹線道路には緑が多く、歩いても自
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転車でも気持ち良く通れる道路にしていただきたい。また、歩道や自転車道などの沿道整備、できれ

ば駅が９つあるのでシェアサイクルなどを利用して観光事業との連携など、連続立体交差事業に合わ

せて東村山市が栄えていくようなやり方ができないか。 

 

（事務局） 

道路整備については、東村山駅西口の駅前広場から少し進んだところで工事としては止まっている

ところであるが、その先についても事業自体は継続して進めているところである。具体的には、現在

都市計画道路３・４・９号線の整備を進めているところであるが、資料１の５１ページにあるように、

今後は東村山駅付近の連続立体交差事業の推進について、都市計画道路の３・４・１０号線の整備に

向けた取り組みを進めることとしている。東村山市は都市計画道路の整備が遅れていると言われてい

る中、引き続き道路整備に力を入れ、連続立体交差の完成時期をにらみながら計画的に整備を進めて

まいりたい。 

 

（会長代理） 

基盤整備の計画はどういった計画に位置付けられるのか。委員から質問があったように、連続立体

交差事業と合わせて都市計画道路の整備を推進していくというのは、具体的にどの個別計画に記載さ

れていくのか。 

 

（事務局） 

直近の具体的な取り組みとしては、実施計画の中に具体的な路線名を挙げてお見せしていくことに

なる。また、中長期的な整備計画については、東京都と多摩市町で今後１０年間における都市計画道

路の整備方針をまとめている。資料１の５１ページの「２ 都市計画道路などの整備」に記載してい

る、東京における都市計画道路の整備方針（第４次事業化計画）は、平成２８年度から平成３７年度

までにどこを整備していくかを明記していくものであり、今年度策定作業を進めているところである

ので、中長期的な内容はこの計画の中で来年度お示しできるかと思う。 

 

（委員） 

本日いただいた資料２の中にはなかったが、先ほど市長の話にあった人口減少の克服という中で、

流入人口の減少が目立つということであったが、転入してきて定住する人が少なくなってきていると

いう中で、観光まちづくりの推進に魅力を感じている。しかし、資料２の中には明確にそのことが出

ていなかったので、観光まちづくりに対する取り組みの意気込みを教えていただきたい。 

 

（事務局） 

観光については、力を入れなければならないということで、都市マーケティング課によってシティ

プロモーションや、シティセールスをぜひ実施していこうと考えている。そうした活動をしながら、

まずは東村山市を知ってもらうことから始め、今ある観光資源を活かしながら市内に訪れていただく

人を増やしていこうと考えている。 

資料１の６１ページの観光まちづくりの推進とあり、来訪客を迎え入れるため様々な方向により情

報発信を行うということが、先ほどのシティプロモーションという言葉の意味にも通じるものでもあ

る。具体的には実施計画に記載していきたい。 

 

（委員） 
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全くその通りだと思う。資料１の方にはしっかりと掲載していたが、資料２に掲載されていなかっ

たので、今後市としてどの程度観光まちづくりの施策を展開していただけるのかということで質問し

た。 

おそらく今回の菖蒲まつりは相当の人数が集まったが、うまく活かしていけると全国配信のような

最大の効果になるのではないか。 

合わせて北山公園では、絶滅危惧種が非常に良い形で守られている。植物についてもいくつか守ら

れているということであり、こういったものをうまく発信し、１人でも多くのファンを呼び込むこと

ができればと思う。ぜひ提案をしていきたいと思うのでよろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

今のお話については、資料１の３３ページに掲載させていただいている。北山公園の魅力の向上に

記載しており、すでに北山公園を管理している所管課からも話を聞いているが、希少生物の取り組み

は今年度から進めており、今後も引き続き取り組みを見守っていただきたい。 

 

（委員） 

すばらしい資源がある中で、東村山の観光案内所は書店の裏側にあるため、場所を聞かれることが

多い。もう少し駅の改札口など皆さんがわかりやすい場所で、もっと前に出てお客様にご説明申し上

げるような状況をつくっていただきたい。 

 

（委員） 

資料１の５７ページの都市農業の育成についてである。農業委員をやっているが、後継者の後継者

の施策は入っているのか。農業をやっている方の中で、職業柄結婚していない人も多く、なかなか出

会いがない状況である。積極的に姉妹都市である柏崎市と行き来して、結婚相手探しのイベントを実

施するなど考えられるのではないか。そうすれば農家をやっている方が増えていくかもしれない。５

か年なのでそういったことも考えていただけると、まちの活性化につながるのではないか。子どもが

増えればまちの賑わいが増え、まちの活性化、人口増加につながるのではないか。 

 

（会長代理） 

だいぶ時間も過ぎたので、本日いただいたご意見について、改めて庁内で具体的な記述の追加等に

ついてご検討いただくということで良いか。 

それでは、議題５のその他について事務局より説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

＜【資料３】に基づき今後のスケジュールを説明＞ 

本日の議事録の作成については、事務局の方で案を作成し、内容の確認については山口会長代理に

ご一任いただく形でよろしいか。 

 

（委員） 

＜了承＞ 

 

（委員） 

本日のこの会は、このように挙手して発言をしてきたが、次回は以前のように順番にあてるという
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形に戻るのか。本日のような形が非常に良いと思う。 

 

（事務局） 

前回の意見交換については、後期基本計画の土台が無く、ゼロからつくる中でお一人ずつご意見を

もらってきたが、今回は素案という形で一定の形がお示しできたことから、それぞれのご立場から任

意でご発言をいただいた。意見交換の方法としては、会長と相談の上で、今回のこのような方式をと

らせていただいたところである。 

 

（委員） 

本日で分野別計画の議論が終わると思わなかった。 

 

（事務局） 

後期基本計画にあたっては、こういう形で分析していく、市民の皆さんに聞いていくというプロセ

スをお示しするとともに、そこでいただいた意見や分析結果などを踏まえて皆さんと議論を積み重ね

てきた結果をお示しさせていただいている。 

 

（会長代理） 

次回の資料に、重点的な取組みや成果指標について追記されるということである。 

また、本日各委員から出された意見を踏まえて、追加や修正があったところを分かりやすくしてい

ただきたい。 

 

（委員） 

本日これで、そのまま次回の議論で計画決定となるということであるが、途中からの参加であるの

で驚いている。次回の計画素案はいつ頃いただけるか。 

 

（事務局） 

次回の資料は、会議開催の１週間から１０日前にお配りできればと思う。 

 

（委員） 

もし次回、新たに意見を出せば、それを修正することはできるのか。 

 

（会長代理） 

次回で最後ということではなく、市民の意見も聞いた中で総合的に第３回目に向けて議論を進めて

いくということでよろしいか。ここだけではなく市民の意見も広く聞いてまとめていくということ

か。 

 

（事務局） 

今後１０月に市民の方に基本計画の案を説明し、そこでいただいたご意見については、取り入れて

いくかどうかを精査して反映していく。今後も色々なご意見を反映していく場面を作っていきたい。 

 

（会長代理） 
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以上で本日予定されていた議論については全て終了した。閉会のご挨拶を副市長よりお願いした

い。 

 

（副市長） 

委員の皆様には活発なご議論をいただき感謝申し上げる。本日ご説明させていただいたのは、後期

基本計画のうち、分野別計画の素案である。本日も皆様から多様な視点からの様々なご意見をいただ

いた。これを持ち帰った上で、次回までには全体の計画をお示ししたい。一昨年のご審議の内容も踏

まえて、異論の無いように取り組んでまいりたい。 

                            ―以上― 

 

 


