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会 議 経 過 

1．開会 

（事務局） 

市長は所用により遅れて出席させていただく予定であるのでご了承いただきたい。 

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

い。 

 

（会長） 

ただいまから平成27年度第2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、櫻井委員と野口委員の2名から欠席のご連絡をいただいている。肥沼委員がまだお見えに

なっていないが、出席は16名で定数を超えている。 

 

（会長） 

出席は過半数を超えており、総合計画審議会条例第4条2項に記載の会議開催要件を満たしている。

傍聴についてはいかがか。 

 

（事務局） 

傍聴者なし。 

 

（会長） 

本日は傍聴者がいないため、次第に沿ってこのまま進める。まずは副市長よりご挨拶いただく。 

 

2．副市長あいさつ 

（副市長） 

委員の皆様にはご出席賜り感謝申し上げる。本日は、前回第1回東村山市総合計画審議会に引き続

き、第4次総合計画後期基本計画(案)のとりまとめについてご意見を頂戴するものである。本日資料と

してお配りした後期基本計画(案)は、平成26年度に実施した後期基本計画基礎調査により明らかにな

った、前期期間中の取組み状況、今後の人口予測や後期期間中に取り組むべき重点課題についてお示

しした上で、前回の審議会でご審議いただいた分野別計画と成果を測定するための指標を記述したも

のとなっており、今後このような構成でとりまとめたいと考えている。ぜひ委員の皆様には広い視野

から、またそれぞれのお立場からご審議をお願いしたい。 

今後の基本計画の策定予定については後ほどご説明するが、今年度後半からは、この基本計画の方

向性に基づき、具体的な施策を検討し、実施計画のとりまとめや平成28年度予算のとりまとめ作業を

予定している。ご審議の内容を十分に踏まえ、異論の無いように策定を進めてまいりたい。 

 

3．議題 

（会長） 

それでは、次第に沿って議事を進行していく。まずは、東村山市第4次総合計画後期基本計画(案)
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につき、事務局より説明していただく。 

 

（事務局） 

＜【資料1】東村山市第4次総合計画後期基本計画(案)についての説明＞ 

＜【資料2】東村山市第4次総合計画後期基本計画(案)修正項目一覧表についての説明＞ 

補足であるが、後期基本計画の成果を測定するための指標について、平成26年度市民意識調査によ

る現状値を示しているが、平成27年度市民意識調査の集計が整い次第、最新の数値に差し替え、合わ

せて目標値についても結果に基づき精査していきたい。その他の基本目標ごとの成果指標の数値につ

いても、最新数値が各所管から出てくる場合は修正をしていく。また、誤字脱字等について最終的に

微修正させていただく場合もあるかと思うが、我々としてはこの案をベースにパブリックコメントを

実施していきたい。 

 

（会長） 

事務局より説明があったので、ご意見について自由に挙手していただきたい。 

 

（会長代理） 

本日の議論の一つのポイントが、目標に対する施策の達成度、いわゆる成果を図るということであ

り、指標をどのように設定するかということであると思う。 

まず、18ページの後期基本計画の成果を測定するための指標として、住み続けたいという市民の割

合を70％にするとあるが、これと各基本目標にある個別の施策を測定するための指標との関係性をど

のように考えているか。 

2点目として、前期計画の冊子の時には、施策ごとに成果を達成する指標を整理されていたが、今

回は基本目標ごとにまとめて成果を測定するための指標と整理されている。それが良いかどうかは別

として、34ページまではそれぞれの施策の説明があって、35ページに成果を測定するための指標と整

理されている。この指標を達成する目標値がどのような理由でこの数値になっているのか、これを達

成することにより施策がどの程度進んでいるのかということが見えない、つながりがわかりにくい。

その辺りを丁寧に説明する必要があるのではないか。 

例えば、総合的に考えると保育所の待機児童が0になることが、それぞれの施策を進めた結果とな

っているといったつながりがわかるように説明をお願いしたい。 

 

（事務局） 

1点目の個別の指標と全体の指標との関係ということについてである。18ページにある後期基本計

画の成果を測定するための指標は、後期基本計画期間5年間全体の目標として設定したものである。

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」の実現に向けて取り組む

ことを考えると、東村山市にいつまでも住み続けたいと感じている市民の割合を増やしていきたい。

こうした趣旨で最上位に定住意向を掲げており、それが後期基本計画の最大の目標になると考えてい

る。 

この定住意向を向上させるために、4つの基本目標ごとにそれぞれの成果指標を設定しており、そ

れぞれの基本目標を達成することが東村山に住み続けたいと思う人の増加につながると考えている。 

2点目のご指摘で、前期基本計画では施策ごとに成果指標を設定していたが、後期基本計画では基

本目標ごとに成果指標をまとめた理由についてである。第4次総合計画前期基本計画で初めて成果指
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標の導入をしたが、5年経って振り返ってみると、その指標の中にはアウトプット、いわゆる活動指

標を目標数値として設定しているものが多数見受けられた。このためにこういう取組みを何回やるか

といった活動目標を指標として置くのは、後期基本計画では止める判断をさせていただいた。後期基

本計画では、基本目標に掲げるまちの姿を実現するために、アウトカムの成果指標にこだわって掲げ

させていただいた。前期基本計画の指標が間違っていたということではないが、活動目標を掲げるの

はいかがなものかということで、改善を図らせていただいたことが前期基本計画との違いである。 

 

（会長） 

確かに、活動回数目標を立てるのではなく、結果として実質を図ろうとしているという構図は分か

った。最後のご質問で、具体的にそれぞれ入っている目標数値はどういった意図なのかという点につ

いて、言わずもがなのところもあると思うが、ご質問であるので答えていただきたい。 

 

（会長代理） 

個別にそれぞれの指標の中身について説明をして欲しいということではない。個々の指標の設定理

由が必要だということであり、付け加えていただければよいのではないかと思う。 

また、先ほどの1点目の指摘に対する回答について、大きな目標と個別の目標の違いだということ

は分かったが、そうであれば、それぞれ言葉の表現を変えた方が良いのではないか。施策の成果を測

定するための指標ということとは別に、例えば、基本目標の目標数値は全体の効果を表すための指標

などの形で表現されてはいかがか。 

成果指標をまとめることが悪いということではなく、市民の方がなるほどとわかる説明を付記して

いただけると良いと思う。 

 

（事務局） 

いただいたご意見はぜひ参考にさせていただき、反映していきたい。 

 

（委員） 

会長代理がご指摘したところだが、私も目標値、成果の表し方はわかりやすいと思うが、目標値設

定に至る説明が見えないと感じた。 

一つの具体例として思うことを説明したい。例えば、基本目標4の認定農業者数の指標である。目

標値を設定する根拠になると思われる76ページの現状と課題では、農地面積は年々減少傾向にあり、

認定農業者等に対する技術支援や情報提供を行う必要があるということである。分かりづらいと思っ

たのは、第2次農業振興計画に記載されているということであると思うが、現状値が41名であるのに

対し、目標値を60人に設定していることである。農地減少などの背景や人口減少、税制面などもある

中で、平成32年度に60名になるというのは、根拠がわからない。会長代理のご指摘と重複する部分で

あるが、具体的な指摘とさせていただく。 

 

（事務局） 

市民の方々が読んでもわかりやすい内容になるよう、修正させていただく。 

 

（会長） 

認定農業者の目標値はどうかと思う。目標数値を設定した理由を確認していただきたい。担当課で
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判断したということかと思うが、あまりに高すぎる目標値というのはどうか。 

 

（事務局） 

委員からもあったが、第2次農業振興計画の方に60名にするということで記載されている。前期基

本計画期間中では約4～5件増であったが、周知が不足していたということを課題として認識してお

り、その点に力を入れて後期基本計画期間中はさらに認定農業者を増やしていきたいといった背景か

ら60名を目指すこととしている。 

 

（会長） 

そのように聞くと、根拠なく設定した数値ではないという気もする。その他についても根拠があっ

ての数値であると思うので、何かあれば質問して欲しい。 

 

（委員） 

11ページの第3章人口動態の推移と人口の見通し(1)の2つ目についてである。 

この文章は市民から見ると、「世界にも類を見ない人口減少・超高齢化社会の到来」や「日本全体

がかつて直面したことのない深刻な問題を引き起こす」のは、高齢者だけが原因のように見える。東

村山市では老年人口の割合が24％ということであるが、これからますます団塊の世代が高齢者世代に

入ってくると、その世代の私たちは非常に生きづらくなる。この表現を見た時に、高齢の方々がどの

ように理解するのかを考え、もう少し柔らかい表現にできないか。 

 

（会長） 

確かに厳しい表現だ。高齢化社会になって国レベルでは、生き方や価値観の変化、高齢者を含めた

人材活用方法ということを総体で考え、社会の生む富を増やしていくことである。消費傾向もバブル

の時代とも違う、新しい時代に直面しており、人類の経験値を全て超えてきている。絶望的に書くと

いうことはよろしくないのではないか。 

 

（事務局） 

今のご意見を踏まえて、表現を見直させていただきたい。 

 

（委員） 

平成26年度から平成32年度の老年人口の推移については、やや見込みが甘いのではないかと思う。

先ほどご指摘があったように、言葉自体は柔らかくしなければならないが、日本全体の深刻な問題と

して高齢者が増えていく中で、12ページと13ページの老年人口の伸び率の値をみると、平成22年から

これまでの伸びと同様に、今後平成32年まででも2％しか上がっていない。これから65歳以上になる

人たちの方が増える中、生産年齢人口はもっと減るのではないかということも念頭におかなければな

らない。こういうところの数値はもう少し厳しめにしてはどうか。 

 

（会長） 

この数値には根拠があるのか。 
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（事務局） 

修正コーホート要因法に基づき、平成26年度の人口を基に近年の人口動態を踏まえ、今後どのよう

な推移をしていくかという算出方法に基づいて求めている。推計方法については、コーホート要因法

を用いるのが一般的と言われている。推計方法については、基礎調査報告書にある程度細かく記載し

ている。 

 

（委員） 

12ページの転入と転出の表であるが、よく見ると転入より転出の方が多い。この点の分析の言葉が、

ライフステージの変化という簡単な表現で整理されている。ある意味選ばれなかった理由があるので

はないかと思うが、どのように捉えているか。 

 

（事務局） 

ライフステージの変化としては、結婚や就職、進学等を考えている。近隣市及び都心部に転出して

いることが多く、都市部への回帰が出てきているのではないかと考えている。 

 

（会長） 

この年頃、結婚、大学への進学や転勤など、外に動くのは仕方ない。婚姻や居住の選択の自由もあ

る中で、問題は出身者が老後の住居として選ぶかどうかという点だろう。 

ライフステージの変化というカタカナ用語があるが、結婚や進学、転勤などの具体的な記載をして

はどうか。 

 

（事務局） 

ライフステージと記載するよりは、結婚、進学、就職などと具体的に記載した方がわかりやすいと

思うので、表現を見直したい。 

 

（委員） 

なぜ選ばれなかったかということが重要であり、分析を記載してはどうか。総合計画には書かない

かもしれないが、交通の問題なのか、税金の問題なのかなど、そういった分析の部分が見えない。 

 

（事務局） 

昨年度、市外に転出した人、市内に転入してきた方にアンケート調査を行っている。その結果から

説明させていただくと、転出した方のきっかけの上位3つは、1位が結婚、2位が住宅の都合、3位が仕

事上の都合である。また、市外に転出した決め手となったことの上位3つは、1位が通勤・通学時間、

2位が住宅の条件、3位が最寄り駅へのアクセスとなっている。 

結婚や仕事の都合で転出していくことが多く、転出先の決め手としては、通勤・通学時間、最寄り

駅へのアクセスを重視しているということである。その中では、東村山市はここが悪いというところ

は見えない状況である。 

 

（委員） 

人口減少対策について、都市基盤整備に関していうと、東村山市では第一種低層住居専用地域が多

く、建蔽率40％容積率80％となっている。今の時代を考えると、親の世代が住んで次世代が住もうと
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すると狭い。例えば、駅に近い第一種低層住居専用地域には、建蔽率50％・容積率100％とするなど、

住宅をその場所で建替え、あるいは増築して住めるようにすれば、少しずつライフステージの変化に

も対応できるようになるのではないか。 

また、空き家対策を含めて、なるべく魅力的な住宅を造っていくことが必要だと思う。緑被率など

の文言が後期基本計画では消えているが、緑の多い住宅地を造り、少しでも東村山らしい雰囲気を醸

し出す、景観を意識した住宅を造っていくことで、次の世代を含めて長く住んでいただけるような住

宅地をつくることができるのではないか。 

都市基盤的にも上限を引きあげるなど制度改正することで、住民も長く住めるし、新しく住む人も

規模が大きいものができるということで転入してくる人も増えるのではないか。 

 

（会長） 

建蔽率や容積率などは自治体の権限で変えられるだろう。確かに東村山市は大きな住宅が並んでい

るわけではないので、そういった方法もあるだろう。また、東村山市は新宿や池袋へのアクセスがい

いが、駅から遠い場所では交通の便があまり良くないといったことも課題であると思う。 

 

（委員） 

15ページの6自然環境について、2つ目の「あわせて」という部分を具体化してはどうか。例えば、

「あわせて」を取り「市民の日常生活における身近な緑である農用林の保全、利用する緑の拠点とし

ての都市公園、街路樹の計画的な整備を推進するとともに」と続けて、一般的な緑だけではなく農用

林も市民の緑として大事な緑であることを明確に入れておいた方が良いのではないか。街路樹もケヤ

キ並木等があるが老齢化が進んでいる、都市公園についても木が大きくなってきている、そうした弱

っている木を含めて、いかに大事にしていくのかということに修正してはいかがか。ヒートアイラン

ド現象という一般的な議論よりももう少し具体的になるのではないか。 

 

（事務局） 

いただいたご意見を参考に修正していきたい。 

 

（委員） 

13ページに、平成32年には老年人口が26．1％の比率となるとあるが、先ほどの3つの視点の2つ目

の人の活力の向上として、高齢者の方の福祉分野を充実させることが非常に重要と考える。元気な高

齢者一人ひとりが大事だが、東村山は多摩地域の中でも健康寿命が非常に低い。 

先日、健康ポイントという取り組みを見た。東村山市ではウォーキングやラジオ体操などに取り組

んでいる方も多い。なかなか家から出てこられない方の外出を促し、高齢期を元気に活力を持って生

き続けるために、ウォーキングをする、スポーツ教室に参加するなどの活動をするとポイントを付与

する健康ポイントの導入ということも、東村山に住み続けたいという一つの魅力になるのではない

か。財源の関係もあると思うが、例えば高齢期の方に対する事業の１つとして今後検討していただき

たいと考える。 

 

（会長） 

高齢者が元気に生活できれば、医療費もかからない。ポイントに予算がかかるが検討の余地がある

のではないか。 



 

８ 

（事務局） 

参考意見として承る。 

 

（委員） 

14ページの都市基盤整備であるが、転出の理由のところで最寄り駅へのアクセスとあったが、東村

山市の場合は肝心なところに出るまでが非常に大変である。多摩北部医療センターで話を聞いたとこ

ろ、救急で入ってくる患者は多いが、普段はほかのまちの病院に行ってしまう患者が多いということ

である。そういう意味でも都市基盤整備のところで、駅などへのアクセス、公共施設へのアクセスを

重点的に考えていかなければならない。東村山市は緑が多くて住みたいけれども、アクセスが悪いの

で通勤などが大変だということである。それが良くなると、子育て世代も安心して住むことができ、

増えていくのではないかと考える。そういった点を重点的に記載してはどうか。 

 

（会長） 

私も全く同感である。強調して記載する場所はあるか。 

 

（事務局） 

都市基盤整備については、16ページのまちづくりの視点として、まちの価値の向上という観点でそ

の他2つの視点の上に書かせていただいており、都市基盤整備は真っ先に取り組みたいと考えている

ところである。例えば基本目標4では公共交通網の整備、都市計画道路の整備、中心核の整備など、

様々な部分で多く記載している。いただいたご意見については網羅しているものと考えている。まさ

にその部分については、力を入れていきたいと考えている。 

 

（会長） 

都市基盤の整備という言葉には何でも入るが、「最寄り駅へのアクセスの充実」といった具体的な

表現を入れることができないか。 

 

（会長代理） 

現に東村山市では、東村山駅と新秋津駅を結ぶための道路整備によりアクセス向上を図っているの

で、そういったことを丁寧に記載してはどうか。 

 

（事務局） 

72ページで都市計画道路の整備などを記載している。現在は「道路交通ネットワークを整備し、交

通の円滑化と安全性を向上するため、都市計画道路を計画的に整備していきます。」といった形で記

載しているが、そうしたところでもっとわかりやすい、伝わりやすい内容で記載していきたい。 

 

（委員） 

成果を測定するための指標について、認定農業者の件では目標値の根拠があるということでお答え

いただいたが、全ての目標に根拠があると思うので、なるべくわかりやすい表現で根拠を明記して欲

しい。入れていただくと誰でもわかりやすくなり、市民の方も納得感がより増すと思う。 

 

 



 

９ 

（事務局） 

例えば、認定農業者の件でいけば76ページに5年間こういった施策を展開していくということを記

載しているが、分かりにくいというご指摘についてはその通りだと思う。農業経営の支援について5

つの施策を掲載しているが、それらの取組みを推進することでどういう成果を目標としていくかとい

ったつながりが分かるようにしていきたい。 

 

（委員） 

全体を拝見して、一つの文章が長いと思う。切れるところで切っていった方がわかりやすくなるの

ではないか。 

 

（事務局） 

できる範囲で改めて文章を見直していきたい。 

 

（委員） 

18ページの一番下、東村山市に住み続けたいと感じている市民の割合を67．5％から平成32年度に

70．0％にしたいとあるが、もう少し高くても良いのではないか。おそらく根拠があってのことと思

うが、いかがか。 

 

（事務局） 

前期基本計画でも同じ数値を設定している。前期基本計画開始時は65．2％であり、これまでの4年

間で2．3％の伸びであった。後期基本計画ではそれより少し伸ばす形で70％と置いている。 

 

（会長） 

この数値については、居住地の選択も自由な社会で、7割が住み続けたいと感じているというのは

大変な目標であると思う。 

 

（委員） 

38ページの「特別な支援を必要とする子どもが安心して学ぶことのできる環境づくり」についてで

ある。来年の4月から「障害者差別解消法」によって、障害者に対する合理的な配慮が法的に義務付

けられる。その割には文科省の資料でも非常に抽象的で雲をつかむような感じであるが、方向性とし

てはインクルーシブな教育を目指すということで、来年の4月にはその起点に立たなければならない。

この「特別な配慮が必要な」というのは好ましくないが、このあたりの議論がどうなっているのか。 

 

（事務局） 

「特別な支援を必要とする」という表現がおかしいというご指摘か。 

 

（委員） 

これまで特別支援教育ということでやってきたが、インクルーシブ教育は通常学級でフラットに学

び合える、共に生きるということであり、来年度になると思うがいよいよそれが具体性を持ってくる

と思われる。従来の特別支援教育では不十分であろうということで、後期基本計画期間中に法の整備

などに伴った転換が求められるのではないか。 



 

１０ 

（会長） 

「特別」というと普通ではないということである。障害も一つの個性ということであり、全部が普

通でそれぞれアクセントが違うということである。特別支援教育というのは差別的であるが、障害の

有無にかかわらずという趣旨で、「特別」という表現を除き「様々な教育的支援が必要な」といった

表現にしてはどうか。非常にセンシティブな難しい問題であるとは思う。 

 

（委員） 

「特別な支援」という文言の使い方が問題だと思う。特別に分けて、特別支援を十分やるから良い

ということではない。文章に違和感がある。 

 

（事務局） 

表現の仕方、「特別な支援」という考え方自体がどうなのかということであるが、教育委員会と調

整をしたいと思う。 

 

（委員） 

35ページの指標で、障害者就労支援室を利用した一般就労者数となっているが、これは利用して就

労できた人の数ということかと思うが、表現が変わるのではないか。例えば、「障害者就労支援室を

利用し、一般就労できた数」という方がわかりやすいのではないか。 

 

（事務局） 

修正する。 

 

（会長） 

本日は各委員より非常に具体的なご意見をいただいたので、改めて庁内で検討し、修正していくと

いうことで良いか。 

 

（委員） 

異議なし。 

 

（会長） 

その他、事務局から何かあるか。 

 

4．その他 

（事務局） 

今後、パブリックコメントに向けて修正作業を進めていく。パブリックコメント募集後、この審議

会でも市民からいただいたご意見をどのように反映したか、報告する。また、今後はパブリックコメ

ントに合わせて市民の方々に本計画を説明していきたい。具体的には市内各町に出張し、説明する場

を設けたいと考えている。また、最終的には10月17日（土）に市民説明会を開催する予定である。委

員の皆様にもぜひご参加いただきたい。 

それでは、本日の議事録の内容については、通常通り事務局で案を作成させていただき、内容の確

認を会長と会長代理にお願いしたい。 



 

１１ 

（委員） 

異議なし。 

 

（会長） 

それでは、市長より閉会のご挨拶をいただきたい。 

 

5．閉会 

（市長） 

大事な総合計画審議会の会議に遅れたことをお詫び申し上げる。各委員の皆様方にはご多用のとこ

ろ後期基本計画の案について具体的なご提言、ご指摘を賜り感謝申し上げる。 

いくつかポイントとなった点についてであるが、成果を測定するための指標の考え方については、

庁内でも非常に議論になったところである。前期はアウトカムではなくアウトプットの指標が目につ

いた。きちんとアウトカム指標となるよう、各施策単位では具体な指標を掲げることが難しいことも

あり、基本目標ごとに定めさせていただいた。なぜ取り組みが成果指標に結びつくのかということが

見えないということであるので、できるだけ身近なセンテンスでお示しできるように庁内的にも考え

たいと思う。また、いくつか具体的なご指摘もあったので庁内で議論したい。 

委員からもご指摘があったが、20～30歳代の人口の流出が流入を超過していることについては、都

市マーケティング課でも分析を行っている。流出人口は、人口が増加している時期から見てもさほど

増えているわけではなく、毎年7千人くらいは他の自治体に転出しているが、それに比べて近年の傾

向としては転入者がかなり減ってきている、特に20～30歳代で減ってきているということが人口減少

要因として挙げられる。それが何によるのかということについては、もう少し色々な観点から分析し

なければならない。 

多摩地域でも7市が平成26年度の1年間で人口が減少している。これまでは西多摩地域、都心から遠

隔地の地域で人口減少がみられたが、近年、西武線沿線では当市と清瀬市でも若干人口が減りつつあ

る。立地条件などの様々な観点で分析をしていく必要がある。都市マーケティング課では、シティプ

ロモーションをこれからどのように推進していくかという観点で、計画を立てているところである。 

市としては総合計画を推進していくことで、住み良い生活環境としてのサービスを提供していくこ

とに尽きるが、近年では自治体間の競争が激しくなってきているので、どこでメリハリをつけてアピ

ールしていくかといった、民間的な観点を整理していく必要があると考えている。総合計画を土台と

してしっかり作りこんで、これからの都市として持続可能なまちを創っていくことが大事だと思って

いる。いただいた様々な観点からのご指摘を踏まえて、総合計画に反映してまいりたい。引き続きご

指導をお願いしたい。 

 

                            ―以上― 

 


