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議 事 録 

会議の名称 平成28年度第1回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成28年10月24日（月）午後6時00分～午後8時10分 

開催場所 いきいきプラザ3階 マルチメディアホール 

出席者 

及び欠席者 

○出席者： 

［総合計画審議会委員］ 

和田清美会長・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・遠藤剛之委員・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・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・原田俊哉経営政策部次長・ 

行政経営課：谷伸也課長・吉川東主査・小池秀征主査、淺井美帄主任・上野祥江主事 

○欠席者： 

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 0人 

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 会長・会長代理の選任 

5 傍聴に関する定め及び会議の公開 

6 市長あいさつ 

7 議題 

   東村山市第4次総合計画前期基本計画（平成23年度～27年度）総括（報告） 

8 その他 

9 閉会 

配布資料 
平成28年度第1回東村山市総合計画審議会 次第 

【資料1】東村山市第4次総合計画前期基本計画（平成23年度～27年度）総括 

問合せ先 

経営政策部行政経営課 

担当者名：吉川・上野 

電話番号：042－393－5111 内線2223 

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 

 

3 開会 

 

4 会長・会長代理の選任 

（1）会長の選任 

   委員の互選により、和田委員が会長に選任された。 

（2）会長代理の選任 

   会長の指名により、山口明委員が会長代理に選任された。 

 

5 傍聴に関する定め及び会議の公開 

＜事務局より傍聴に関する定めについて説明＞ 

(会長) 

 ご意見、ご異議等ありますか。 

(委員) 

 傍聴者は10人に限らず、希望者が多いときは会場の変更などの対応をとり、制限なしで受け入れるべきで

す。また、議会の傍聴では現在、傍聴者は住所・氏名を書いていないので、この審議会においても同じような

対応にするべきではないかと考えますがいかがでしょうか。 

(事務局) 

 1点目について、10人を超える傍聴者がある場合は、その都度会長に判断いただくとしており、10名以上の

傍聴を認めないというものではないので、問題ないと考えております。2点目については、現在、傍聴者から住

所氏名をいただいている理由としては、「東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め」第4傍聴者の遵守

事項（6）「会長が会議資料を返却することが適当であると判断した時は、当該会議資料を事務局に返却し、

持ち出してはならない。」や、同(7)「傍聴により知り得た発言委員氏名を、インターネットや広報誌等で公表し

てはならない。」等の対応が必要な場合に傍聴者を特定する必要があることが挙げられます。また、審議会の

中で、委員の皆さまが安心して発言できる環境を用意する必要があると考えております。議会では住所・氏名

を必要としないとのことですが、審議会は議会と違い、会議の様子をインターネット中継など誰でも見られる環

境での発信をしておりません。このことから、市議会とは別の考え方が必要だと考えております。 

(委員) 

 事務局の意見に賛成します。この場では様々な話がされるので、どこの誰が聞いているのか分からないとい

うのはいかがなものか。我々委員はある程度身分をオープンにして参加しているため、傍聴者も同じようにす

ることが必要であると考えます。 

(会長) 

 従来どおりの「東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め」に則って本審議会を開催したいと思います

が、いかがでしょうか。 

(委員) 

一同異議なし 

(会長) 

 傍聴に関する定め第2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、当該会議に諮る」とあります。本日の審議会は、特に非公開とする理由はないため、公開

にしたいと考えますが、よろしいでしょうか。 

(委員) 

一同異議なし 

(会長) 

 傍聴希望者はいますか。 

(事務局) 

 なし。 
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(会長) 

 傍聴希望者がいないため、このまま次第に沿って進行します。 

 

6 市長あいさつ 

(市長) 

 改めまして皆さまこんばんは。公私ともご多忙の中ご出席いただき、感謝申し上げます。先程、平成30年7

月19日までの任期の委嘱状を交付させていただきました。和田委員、遠藤委員以外は引き続き委員の任を

受けていただき、感謝いたします。前会長の小林節氏からは6月の参議院選挙の前に退任のご相談がありま

した。小林会長には長きにわたり本審議会会長を務めていただき、第4次総合計画後期基本計画策定にも大

変ご尽力いただきました。改めて感謝申し上げたいと思います。ほとんどの委員は継続ということで、後期基

本計画策定に携わっていただいた方々であります。後期基本計画の中で、基本構想を策定したときと一番大

きく違うことは、人口減尐が平成23年7月を境にスタートしたことが挙げられます。そういった状況の中で、後期

基本計画は、住みたい・住み続けたいまちにするにはどうしたらよいのかという点を主眼に、「まちの価値の向

上」、「ひとの活力の向上」、「くらしの質の向上」という3つの視点でまちづくりの好循環を創出することを目指

して策定されました。平成28年4月から後期基本計画がスタートしたので、委員の皆さまには、折に触れてそ

の進捗を報告していきたいと思います。本日は前期5年間の成果を一定取りまとめたので、その報告をさせて

いただき、今後の方向性についてご指導賜りたいと思います。人口減尐・更なる高齢化の進展等の課題があ

りますが、東村山駅周辺での連続立体交差事業のスタート等、良いニュースもあります。良い面、悪い面を捉

え、課題をきっちり把握し、今後も人口減尐の中で、多くの市民が住み続けたい、市外の方が住みたいまち

になるようなまちづくりを皆さまと進めていきたいと思います。これからも皆さまのご指導をいただきたく、ご挨

拶とさせていただきます。 

 

7 議題 

第4次総合計画前期基本計画（平成23年度～27年度）総括（報告） 

(会長)  

第4次総合計画前期基本計画（平成23年度～27年度）総括について、事務局より説明をお願いします。 

＜【資料1】に基づき事務局より説明＞ 

(会長) 

 ただいま事務局から前期基本計画の総括が示されました。前期基本計画の振り返りや、後期基本計画へ向

けての意見交換等をお願いします。また、今の説明について、事務局への質問でも構いません。 

(委員) 

 資料5ページの保育所待機児童数について、平成27年4月1日で32名となっていますが、平成28年度は何

名ですか。 

(事務局) 

 平成28年4月1日時点で76名です。 

(会長) 

 待機児童数が増えているようですが、何か分析はありますか。 

(事務局) 

 この5年間で保育所の定員数増やしてきましたが、定員が増えると入所希望者が増える傾向があり、新たな

希望者が増えたためであると捉えています。 

(委員) 

 14ページで、この5年間で保育施設の数が増えてきたことが分かりますが、平成28年度には何施設になりま

したか。 

(事務局) 

 平成28年度に新設された保育施設はないので、平成27年度と同様で40施設となっています。 

(市長) 

 前期基本計画期間の大きな課題として待機児童の解消がありました。保育施設の新規開設や、既存施設

の建て替え等を行い、ピークには222名であった待機児童数を、前期基本計画終了年度の平成27年度には

32名まで減らすことができました。一方で、平成27年度は待機児童数32名に対し、保育所の欠員が70名ほど

出てしまいました。0～2歳児については、定員に対して希望者が上回りましたが、3歳児以上は定員を割ると

いうミスマッチが起こっています。こういったことから、今後はただ量的拡大をしていくだけではいけない状況

であると考えています。平成28年度も76名の待機児童が出ていますが、定員割れを起こしている園、年齢も
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あります。この辺りを詰めていかなければならず、単にフルセットの保育園を建てるだけではいけないので、で

きるだけニーズに応じた対策ができるようにしていく必要があると考えております。 

（委員) 

 使用している数値について、平成28年度のものもあれば平成27年度のものもあるようですが、どういった取り

扱いでしょうか。 

また、定住意向を見ると大きく変化している年度もあり、平成28年度の69.3％という結果のみで概ね目標を

達成したと判断してよいのだろうか、と感じます。 

その他に、11ページの市外に移り住みたい理由のグラフをみると、平成28年度では「その他」が3番目に高

くなっています。これは平成23年度からあまり数値も変わっていないようですが、多いのは何か特別な理由が

あるのか、アンケートの項目設定がよくないのか、どのように考えていますか。 

(事務局) 

 数値の年度については、平成27年度の成果を測るにあたり、市民意識調査の数値のみ平成28年度のもの

を使用しております。市民意識調査は、毎年6～7月頃と年度の初めに行っていることから、当該年度の市民

意識調査の結果は、前年度の取り組みに対する評価と捉え、このような扱いとしています。 

定住意向は厳密にみれば平成28年度も70％には達していませんが、ある程度、市民の皆さまからこの5年

間の取り組みについて評価をいただいている結果と捉えています。引き続き、定住意向70％を目指したまち

づくりを進めていきます。 

また、「その他」についてですが、平成28年度市民意識調査の結果は、今回速報値という形で公表したとこ

ろであり、まだ分析ができていません。参考ではありますが、平成27年度の「その他」の理由は、「市の財政に

不安」、「魅力に欠ける」、「駅前の環境が悪い」、「道路のでこぼこが多い」、「病院がない」等であり、個人の

感覚でご回答いただいているものになります。 

(会長代理) 

 平成27年度までの総括ということで事務局から説明いただき、その中で、総合的には前に進んでいると捉え

ていますが、委員の方々が今聞きたいのは、今後どのように後期基本計画へつなげ、まちづくりを進めて行く

のかというところではないでしょうか。 

(事務局) 

 第4次総合計画後期基本計画に基づいたまちづくりには、今年度4月から既に始まっています。実施計画は

具体的に予算化した事業を示したものですが、平成28年度版では、後期基本計画の重点課題である6つの

分野、都市基盤整備、産業振興、子育て支援等に重点的に予算を配分しています。全体的な予算の特徴と

しては、都市基盤整備に最も力を入れたことです。また、産業振興にあっては、今までなかなか取り組めなか

った、市内の特定の事業者を応援するような事業を開始しました。子育て支援についても、妊婦から始まり、

子どもが生まれた後も切れ目のない支援をしていくための予算を付けています。この重点課題に予算を優先

的に配分していくという方針は、後期基本計画期間の5年間で続けていきます。まだ実現できていないこととし

ては、高校生から20代くらいの若者世代を応援することであり、この5年間で具体的な取り組みをしていきたい

と考えております。 

(委員) 

 市民満足度が高くなったという結果が出ていますが、以前新聞で多摩26市において、人口の減尐率が上位

であると知り愕然としました。なぜ東村山市の人口が減っていると考えているのか是非お聞きしたいと思いま

す。東村山市は歴史の宝庫であり、正福寺や徳蔵寺、梅岩寺等があります。シーズンになると団体が歩いて

いるのを見かけますが、まちを通過するだけで、お店に入るなどお金を落としていってもらえていないように感

じています。そういったところで、観光にもっと力を入れていってもよいのではないでしょうか。 

また、達成度をＡからＣで評価しているので、Ｃとなったものの検証を本格的にやっていくべきです。住んで

いる人には分からない部分もあるため、第三者の新しい目で見ていただく必要があるのではないでしょうか。 

(事務局) 

 観光について、東村山市にはたくさんの資源があるにもかかわらず、活かしきれていないというのは、おっし

ゃるとおり課題であります。埋もれている魅力を引き出す、知ってもらうということを尐しずつやっているのが実

態であり、来たる11月3日にも「東村山で未来が変わる！？多摩屈指のパワースポット巡り」というイベントを開

催いたします。こういった取り組みについて、すぐ効果が出るかは分からないが是非見守っていただきたいと

思います。 

また、達成度Ｃについては、事務局としても検証する必要があると考えております。現在、市では目標管理

制度を運用しており、毎年度重点的に取り組む課題について各所管で目標を立て、その進捗を確認してい

ます。それも含めて、自分たちの取り組みが目標に届かなかった場合の改善策をきちんと考える必要がありま
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す。場面によっては第三者の方に評価していただくことも必要であり、この審議会がそういった場の一つであ

ると考えております。本日いただいたご意見を真摯に受けとめ、今後に活かしてまいります。 

(委員) 

 後期基本計画の重点課題でも挙げられていますが、最近、各地で地震が起きているので、安全・安心なま

ちづくりを進め、市民を守っていただきたいと思います。また、防犯に関しては、防犯カメラが他市に比べると

まだまだ尐ないと警察から聞いておりますので、こちらも早めに取り組みを進めていただきたいです。 

(事務局) 

 防犯カメラについては、小学校全校の通学路への設置を昨年度から順次開始したところです。また、自治

会等を対象とした防犯カメラ設置費の補助事業も始めております。こういった取り組みを進めることで、安全・

安心なまちづくりに向けてできることからやっていきたいと考えております。 

(委員) 

 地震の話がありましたが、今年に入って熊本県、鳥取県で大きな地震がありました。東京都でも、今後30年

の間に7割程度の確率で大規模な地震が起こるとされています。その中で、都市基盤整備や建物の耐震化、

都市計画道路の整備を尐しずつ進めていただいているところですが、気になっているのは、自治会の加入率

が減ってきていることです。自治会で呼びかけて避難訓練を行っていますが、加入率が5割程度しかないと、

いざというときに自助、共助の面からみて大変厳しいと感じます。加入率が伸びていかない原因はどのように

捉えていますか。 

(事務局) 

 原因についてはっきりと申し上げられないが、時代の流れとして近所づきあいが尐なくなっていることに起因

しているのではないかと考えております。ただし、確かに近年加入率が下がってきてはいますが、多摩26市で

は加入率第7位となっており、高い水準となっています。そういった意味では、他の自治体に比べて市民力は

まだまだあるので、それをどのように維持していくかも重要であると考えます。また、自治会に代わってＮＰＯ

等市民活動団体も増え、活発になってきていますので、自治会と市民活動団体の両方を支援し、お互いに

良いパートナーとして地域を一緒につくっていければと思っております。 

(市長) 

 自治会の加入率が下がってきているということは我々も重く受けとめております。自治会加入率については

13町でかなり差があるというのが現状であり、手元に詳しいデータはありませんが、栄町（久米川駅周辺）の加

入率が最も低く、傾向として集合住宅が多い地域で低くなっているようです。全体的には、旧村と呼ばれる北

部の加入率が高く、戦後に人が住み始めた南部は低い傾向があります。また、当市の自治会の規模は大小

様々で、町丁目単位で結成しているところもあれば、数件で結成しているところもあります。規模が小さいと役

員になることが多くなりますが、高齢化に伴いその担い手がいなくなることで、活動自体が停滞してしまった

り、解散したりするところも出てきているようです。自治会を所掌している市民協働課では、自治会の会長をし

ている方たちにお集まりいただいて自治会活性化委員会を組織し、成功事例、活動事例を共有しながら、ど

うやったら加入率が向上するのか研究しています。決め手はまだなく、加入率低下の原因も不明確ではあり

ますが、自治会長たちのお話を聞いていると、「自治会費を払ってどんなメリットがあるのか」とおっしゃる方も

多いらしく、なかなか加入に繋がりにくいとのことです。また、長年自治会員であった方が、「役員になるならや

める」とおっしゃることもあるようです。地域の繋がりが薄れてきているというのは大きな問題であり、万が一のと

きには、日頃の地縁的な繋がりや協働が非常に重要となるので、市としても自治会加入率の向上は今後の大

きな課題であると考えております。尐なくとも現状維持になるよう、努力してまいります。 

(委員) 

 有事の際には消防署だけでなく消防団も活躍することになりますが、その消防団の活動も厳しいと聞きま

す。自治会に加入しなくとも、消防団に加入してもらえるようなアピールを東村山市に転入してくる方等に是

非していただきたいと思います。 

(委員) 

 17ページを見ると、商工会加入事業所数が減尐しています。また、11ページの市外に移り住みたい理由を

見ると、「買い物の便が良くない」の割合が高いことが分かります。この2つの推移は一致しているわけではあり

ませんが、関連があると思われます。現在、商工会でも加入事業所数を増やすよう、目標を立てて努力してい

ますが、先程の自治会の話ではありませんが、団体の力というものが多尐希薄になってきているのかなと感じ

ております。これは個人事業主だけの責任かと言われるとそうではないと考えています。個々の事業所は努

力していますし、市からも応援をいただいていますが、大きな利益を得るためには、小さなところから始めない

となかなかうまくいきません。ドリームスタンプについても、個人商店等になかなか理解して貰えていません。

現状として、事業所が4、5店舗開業しても、すぐ同じくらいの店舗が辞めてしまっています。とはいえ、まちの
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買い物の便利さは皆さまに知ってもらわなければいけないし、そのためには仲間を増やしていかなければな

りません。市に頼るだけでは我々個人店舗はなくなってしまうのではないかという懸念も抱いているので、自

分達もしっかり頑張っていきたいと思います。皆さまにも、ぜひ市内のお店を利用していただけるよう、この場

を借りてお願い致します。 

(委員) 

 3点お伺いします。1点目は4ページの「東村山みんなで進めるまちづくり基本条例」の制定についてです。

先日、「みんなで進めるまちづくり基本条例 見守り・検証会議」を傍聴し、おおむね委員の皆さまからの評価

も良かったと考えております。しかし、条例が動き出した平成27年度の定住意向を見てみると、63.0％と他の

年度よりも低くなっています。平成28年度は69.3％とまた高くなっていますが、この結果と、条例に定める3つ

の基本原則との関係をどう捉えていますか。また、定住意向と市民満足度の数値が一致しているようには見え

ませんが、この2つの関係性はどう捉えればよいでしょうか。 

(事務局) 

 平成27年度に定住意向が下がっている原因は、明確には分からないというのが実態です。毎年2,000名の

方に調査票を配付し約800名から回答がありますが、回答者の年齢構成などが違う場合もあり、そういった分

析が必要であると考えます。また、定住意向と市民満足度は、同じ市民意識調査の中で聞いているものです

が、異なる設問で聞いております。そのため、各施策の市民満足度が高ければ定住意向も高いといったよう

な直接的な関係性ではないと考えております。 

(委員) 

 「東村山みんなで進めるまちづくり基本条例」は制定されてからまだ月日が浅いですが、本条例制定により

現れた影響や成果はどのように捉えていますか。 

(事務局) 

 この条例の成果を測定するというのは非常に難しいと思われます。取り組みとしては、今年度に情報共有に

関するガイドライン、市民協働に関するガイドライン、市民参加に関するガイドラインを策定することを目標とし

ています。こういった取り組みから、市民が市政に関われる仕組みを担保することで市民参加を呼び掛け、そ

の回数を増やしていくことで、市民の皆さまが市政に参加している実感を持てるようになることが一つの成果

になるのではないでしょうか。条例をつくったからどう評価するのかということではなく、今後どうしていくのかが

重要だと考えております。また、平成28年度は現在速報値しかないので分析できませんが、平成27年度の市

民意識調査での本条例の認知度は3割程度でした。この現状から、まずは本条例を浸透させていくことが先

であると考えております。 

(委員) 

 2点目に、今回の資料では成果指標のうち、16個の指標を取り上げていますが、何か理由があるのでしょう

か。 

(事務局) 

 主な取り組みとして、代表的なものを紹介しております。 

(委員) 

 3点目に、総括ではなく前期基本計画全体についてです。他市では財政規模や財政フレームなど、財政の

裏付けを載せている総合計画もあります。行財政改革大綱や各種白書など、他のものと重ねて見ることもでき

ますが、市民としては複数のものを手にとって比べて見るということは難しいのではないかと思います。今後の

作成に際して、どのように考えていますか。 

(事務局) 

 市としては平成23年度から毎年度、実施計画で財政フレームを公表しております。確かに他自治体では総

合計画などの長期計画で長期財政フレームを出しているところもありますが、我々としては、10年間の大まか

なフレームを総合計画で示すよりも、具体的な状況の変化を勘案した毎年度のフレームを実施計画でお示し

していきたいと考えております。 

(委員) 

 住み続けたい理由として「自然環境が良い」と回答する方が多く、本当にうれしく思います。しかし、16ペー

ジを見ると保存生垣の指標の評価はＣとなっており、減尐していることが分かります。緑に関する主な取り組み

としては、6ページで「公共の緑の植生管理のガイドライン」の策定が挙げられており、素晴らしいものができた

と感じております。将来都市像実現のためには、緑に関する取り組みが不可欠であると考えていますが、後期

基本計画の重点課題には入っているのでしょうか。 

(事務局) 

 緑についてはもちろん重要なものであると考えており、後期基本計画の重点課題においても、自然環境の
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中に含んで位置づけております。後期基本計画を策定するにあたり市民の皆さまから意見を集めた際にも、

東村山市の持つ魅力の一つとして緑を挙げる方が多くいらっしゃいました。保存生垣が減尐しているという現

状もありますが、いかに今の緑を維持していくか、そして、いかに新たな緑を生み出していくかを考え、取り組

んでまいりたいと思います。 

(市長) 

 本日、本審議会の前に都市計画審議会も開催され、生産緑地の変更案について諮問したところです。現在

当市では、生産緑地が相続等の理由により、毎年度2ha程度減尐している状況です。都市計画審議会では

農地等の生産緑地が減った分、都市計画道路等の整備にあわせて公共空間に緑を増やしていく必要がある

とのご指導もいただいたところです。本来は農地そのものを残せればよいですが、市の努力ではどうにもでき

ない部分も大きく、国全体の税制度のことも含めて考える必要があります。国に働きかけながらも、まずは

我々自身でできることとして、都市基盤整備が進む中で、その中にいかに緑を増やしていくかということに取り

組みたいです。将来都市像「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」を実現するためにも、な

んとか緑の減尐を食い止めながら、守り育てていきたいと考えております。 

(委員) 

11ページのグラフについて、平成23年度と平成28年度を比較すると、住み続けたい理由の多くが上昇し、市

外に移り住みたい理由の多くが減尐していることは、この5年間の取り組みに対して、市民の方から評価をい

ただいているということと感じます。10ページの定住意向も向上していますが、人口は減っているという現状が

あります。これを考えると、今後何に重点的に力を入れていくのかが、非常に難しいと思われます。その中で、

市外に移り住みたい理由で「住宅の都合」が11.5％から21.6％に増えています。様々な理由があると思われ

ますが、こういったデータを参考にして、第4次総合計画は財政的にも政策的にもローリングしていく計画なの

で、各論にはなりますがこの審議会の中で注視し、検討していきたいと感じました。 

(事務局) 

 後期基本計画でも記載していますが、人口減尐の中でも顕著なのが、20代、30代の若い世代の転出超過

です。大学進学や就職、結婚などライフイベントが多い年代が、その際に定住先として東村山市以外を選ん

でいるということになるので、そこに着目して事業を展開していく必要があると考えております。子どもや高齢

者に対する施策はこれまでも展開してまいりましたが、中間世代である若者にはあまり目を向けられていませ

んでした。これは東村山市だけでなく全国的な傾向ですが、そこに手を打っていかないと地方創生を図ること

ができないのではないかと考えております。シティプロモーションとして東村山市に目を向けてもらう、そして住

む先として選んでもらうという部分に力を入れてまいりたいと思います。 

(市長) 

 既にお示ししていますが、市外に転居している方は東村山市に住んで5年未満の方が圧倒的に多く、住ん

だけれども、地元に対する愛着を持たないうちに転居している傾向があります。まずは市民の皆さまに東村山

市のことを知っていただいて、愛着を持ってもらう、そしてファンになってもらうための施策を進めていきたいと

思います。また、人口は減っていますが、世帯数はまだまだ増加していることから、若い単身者はそれなりに

流入してきていると思われます。しかし、その方たちが定着せず、結婚等で定住先を探す際に東村山市から

出て行ってしまっています。事務局からも申し上げたとおり、結婚や子どもが産まれたときに、東村山市を定

住とまで言わなくとも、しばらく住む先に選んでもらえるよう、東村山市に居住する短い数年間で東村山市が

良いまちだと思ってもらえるようにしなければなりません。きちんとしたまちづくりをしながら、シティプロモーシ

ョンをしっかりして、転居を考えている方達に届けていくことが重要だと考えております。 

(会長) 

 以上でよろしいでしょうか。他にご意見があれば事務局に直接お伝えください。 

総括としての評価は、定住意向と市民満足度で測っていますが、この2つの指標で測るのがよいのかという

問題も今後あると思います。しかし、今までの評価との連続性からすると、今回はこの2つの指標で見ていくの

が適当ではないかと考えます。また、定住意向の69.3％という数字をどう見るかはなかなか難しく、本日も皆さ

んからいろいろな意見をいただきました。5年前と比べれば上がっているということは理解していますが、更な

る分析が必要であると感じられます。各施策の成果指標については、今回は一部の事例のみでした。今後は

全てを網羅していく必要があると思われるので、更なる検討をしていただきたいと思います。市におかれては

人口ビジョンや総合戦略の中ですでに対策や分析をしているものもあると思われるので、それに合わせなが

ら実施計画をつくっていただきたいです。また、定住意向や市民満足度を測っている市民意識調査につい

て、今回はその調査票の紹介がなかったので、どういった設問でこういった結果になったのかが分かりません

が、今後は設問のあり方についても検討していく必要があるのではないでしょうか。 

それでは、本日いただいたご意見については、今後、事務局に検討をお願いするということで、よろしいで
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しょうか。 

(委員) 

一同了承 

 

8 その他 

(事務局) 

 前期基本計画総括について、本日は速報値を先駆けて皆さんにお伝えしたところです。正式にはきちんと

取りまとめた冊子を作成し、委員の皆さまを含め市民の皆さまへも公表していく予定です。 

また、議事録の作成については、事務局が素案を作成し、内容等の確認は委員を代表し、会長に一任を

させていただく形で、よろしいでしょうか。 

(委員) 

一同了承 

 

9 閉会 

(会長) 

 以上で、本日予定をされていた内容についてすべて終了しました。委員の方から何かご意見等あればお願

いします。 

(委員) 

一同なし 

(会長) 

 以上をもって平成28年度第1回東村山市総合計画審議会を閉会とします。 

 

 

                            ―以上― 

 


