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議 事 録 

会議の名称 平成30年度第1回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成30年11月19日（月）午後6時00分～午後8時00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］ 

土方桂委員、駒崎高行委員、渡辺みのる委員、小関 子委員、遠藤剛之委員、黒田克也

委員、坂本登委員、中谷浩之委員、廣田佳郎委員、松岡息吹委員、和田清美委員、大沢

昌玄委員、三上豊委員 

［理事者］ 

渡部尚市長・荒井浩副市長 

［事務局］ 

間野雅之経営政策部長・原田俊哉経営政策部次長・ 

行政経営課：深野聡課長・吉川東主査・淺井美帆主任・上野祥江主事 

○欠席者： 

大塚恵美子委員、肥沼和夫委員、新義友委員、櫻井喜吉委員、野口明委員、山口明委

員、山本尚史委員、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 会長の選任、会長代理の指名 

5 傍聴に関する定め及び会議の公開 

6 市長挨拶 

7 諮問 

  東村山市第5次総合計画基本構想について 

8 審議 

  東村山市第5次総合計画策定の考え方 

9 その他 

10 閉会 

配布資料 

・次第 

・委員名簿 

・東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め 

・東村山市第5次総合計画策定の考え方（案） 

・東村山市総合計画審議会条例 

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・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 

 

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 

会長により、会長代理に山口委員が指名された。山口委員が欠席のため、次回総合計画審議会開催時

に引き受けていただけるか確認する。 

 

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) 

 傍聴に関する定めについて、特にご意見・ご異議がなければ現行のものを引き続き適用しようと思います

が、いかがでしょうか。 

(委員) 

一同異議なし。 

(会長) 

 それでは、現行のものを適用することとします。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、原則どおり公開といたします。傍聴希望者はいますか。 

(事務局) 

 ございません。 

(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) 

本日は、お忙しいところご出席いただき感謝申し上げます。今後2年間、ご審議の程よろしくお願い致しま

す。今回の任期は現在進めている第4次総合計画が満了となる2020年までとなっており、総合計画審議会の

皆様には、次なる第5次総合計画の立案を主にお願いしたいと考えています。 

総合計画は、市が進める自治体経営の最上位計画で、かつては地方自治法に策定に関する定めがありま

した。しかし、民主党政権の時代に行われた一連の地方分権改革の中でその義務付けが外され、策定は自

治体の判断に委ねられた経緯があります。東村山市では平成26年4月1日から、「東村山市みんなで進めるま

ちづくり基本条例」を施行し、ここで総合計画の策定を明文化しています。第5次総合計画の策定において

は、「みんまち」の原則に基づき、特に、様々な形で幅広い市民の皆様からご意見をいただくことが肝要であ

ると考えています。 

第4次総合計画は平成23年度からスタートしましたが、その直前には東日本大震災ありました。また、東村

山市はベッドタウンとして人口が増え続けていましたが、平成24年をピークに減少に転じました。第5次総合

計画は、人口減少局面で初めて策定する総合計画であり、持続可能な東村山市を今後どうつくっていくかが

課題となっています。 

社会情勢としては、ＡＩや自動運転などの技術革新が進んでおり、それをどう予測していくかが計画策定に

おいても重要となります。単に10年後を見るのではなく、30年、40年先の将来予測を踏まえつつ、10年後、最

善の東村山市になるように考えていきます。 

都市計画マスタープランの終了年度も第4次総合計画と同じく2020年であり、国に策定を義務付けられて

いる公共施設総合管理計画、創生総合戦略の計画期間もほぼ同じ時期までとなっています。この2年間は、5
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つの大きな中長期計画を策定する極めて重要な時期です。各計画の整合を図る、ベースを同じくする、資料

を共有するなど効率的な策定を進めていきます。また、市の最上位計画である総合計画は、東村山市が住

みたい住み続けたいまちとなるため、社会変動が大きい時代におけるビジョンをしっかり位置づけられるよう、

全力で策定していく所存です。皆様におかれましても、それぞれのお立場で是非ご指導いただきますよう、よ

ろしくお願い致します。 

 

7 議題 

東村山市第5次総合計画策定の考え方 

(会長)  

事務局より説明をお願いします。 

＜【資料 東村山市第5次総合計画策定の考え方（案）】に基づき事務局より説明＞ 

(会長) 

「東村山市第5次総合計画策定の考え方（案）」について説明がありましたが、ご意見、ご質問等ございます

か。 

(委員) 

5.策定の流れについて、現計画の総括はどの時点で行うのでしょうか。 

(事務局) 

 既に総括に向けて作業は始めておりますが、平成31年度以降に皆様にお示しできるものと考えています。 

（委員） 

 資料を読み、印象として考え方が受身であると感じました。社会環境の変化が様々あると思いますが、総合

計画は、市がどういうまちを目指していくのかを表す計画であると捉えています。こういう時期であるからこそ、

何を目指すのか、適正な人口はどの程度なのかなど、攻めの姿勢ではないが、将来構想に近づくためにしっ

かりと打ち出していく必要があるのではないでしょうか。 

 (事務局) 

現状を認識したうえで、こういうまちづくりをしていく、という考え方については同じ認識を持っております。

本日の「東村山市第5次総合計画策定の考え方（案）」は、策定にあたっての方法論など基本的な考え方を

整理し、まとめたものです。具体的な内容や構成は、改めて皆様にご審議いただきたいと考えております。 

(委員) 

具体的なものが今後出てくるということですね。近隣市では人口が増えている自治体が多いと認識していま

す。総括においては、人口が増えている自治体と東村山市とでの政策の違い等を比較してほしいです。ま

た、どういった規模の人口や年齢構成だと持続可能な自治体になるのか、学術的には出ているのではないで

しょうか。具体的にはわかりませんが、そういうものがあれば示していただきたいです。 

（会長） 

委員の発言に対して、人口ビジョンの検討内容が答えになるかと思います。すでに策定が始まっているの

でしょうか。 

(事務局) 

人口に関する検証としては、平成26年度に「東村山市の人口動態」を作成しており、人口の動き、転入転

出の理由等、様々な側面からデータを掲載しています。こちらも参考にしながら検討進めていきたいと考えて

います。 

（会長） 

人口については、第2次人口ビジョン・創生総合戦略で改めて将来推計出すということでよろしいでしょう

か。 

（事務局） 

そのとおりです。「東村山市の人口動態」では、近隣市の人口動態の分析はしていませんが、当市のこれま

での人口増加について、社会増が人口増減の大きな原因と分析しています。社会増とは、転入者数が転出

者数を上回ることですが、人口が減少している近年では、社会増が均衡し、減少に転じました。具体的には、

転出者数はほぼ変わっていませんが、転入者数が減少していることが挙げられます。自然減においても、出

生者数よりも死亡者数が多くなっており、これらが合わさって人口減少に転じたと分析しています。 

（委員） 

資料の中で、5つの計画を連携して策定していくと書かれていますが、現在はそれほど計画間の連携は意

識されていないということでしょうか。5つの計画策定を連携して進めていくのは、難易度が高く見えます。計

画間で上下関係があればわかりやすいのかと考えますが、いかがでしょうか。 
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（事務局） 

5計画をまとめて策定することが目的ではなく、個々の計画をしっかりつくることを前提に、相互に利用でき

る手続きがあることが重要と考えています。具体的には基礎調査や市民参加などが挙げられます。計画の内

容としては、例えば、総合計画の一部が都市計画マスタープランと重なりますが、必ずしも上位計画である総

合計画からつくっていくということではなく、都市計画マスタープランで決まったものを、総合計画で吸い上げ

るということもでてくるかと思います。そうすることで、効果的かつ効率的な策定が行えると考えています。 

（委員） 

どちらの計画が上か明確になっていればスムーズだと思いますが、そうでないと大変そうだと感じます。委

託業者の関与はどのようなことを考えているのでしょうか。 

（事務局） 

委託業者は既に契約をしており、策定支援業務をお願いしています。市が計画の方針を決め、基礎調査

や推計など、専門的な知識や作業を要する点を委託業者に任せることを想定しております。 

（委員） 

一番の課題は人口減少をどう汲み取るかだと思います。なぜ9つの駅があるのに人口が増えないのでしょう

か。駅があるということは、利便性が高いが、家賃も高くなることが挙げられます。私は幼稚園経営しています

が、その中で、高収入の人が若い世代に多いのではないかと感じています。そうであれば、収入の低い人で

も住める環境づくりが必要なのかもしれません。 

また、教員たちに聞いたところ、産院がないといった声も聞かれました。安心して子どもを産むことができな

いのでは、人口が増えるわけはありません。他市と提携を結び、東村山市の妊婦を受け入れてもらうことを考

えるのも必要なのではないしょうか。 

さらに、近隣に大型ショッピングモールがありません。東村山市には楽しむ場所がはたしてあるのでしょう

か。商業施設が分散しているように感じます。駐車場の問題もあります。ふるさと歴史館やはっけんの森は車

が停められません。車を停めるところがないと気軽に遊びにいけません。どうして人口が減っているのか、抜

本的に検証していく必要があるのではないかと感じます。 

（委員） 

第4次総合計画を策定するときには大規模な市民ワークショップがあり、ダイナミックで、参加して感心しまし

た。今回の市民参加の中ではこういったものあるのでしょうか。 

（事務局） 

策定の流れの中では市民参加についてまだ示していませんが、資料5ページに手法を示しています。具体

的な内容や時期については今後お諮りしていく予定です。 

（会長） 

ワークショップを行うという認識で良いでしょうか。 

（事務局） 

はい。 

（委員） 

市民意識調査の中で、東村山市が住みやすい理由、住みにくい理由の両方に交通の便が多く選ばれて

いました。この回答の意味は世代等によって変わってくるものと思われますが、そのデータがはっきり取れな

いと具体的な検証ができません。アンケートの取り方についての検討はどうなっているのでしょうか。 

（事務局） 

基礎調査の中でもアンケートを行う予定であり、検討を進めております。 

（委員） 

また同じ調査を行えば、同じく意味のないデータとなってしまうので、検討していただきたいです。 

（委員） 

アンケート調査について、郵送とWebで実施するとのことですが、対象や内容が重ならないでしょうか。ま

た、Web調査は偏った意見が出てしまうこともあるので、注意が必要だと思われます。 

（事務局） 

郵送は無作為抽出で対象を選定します。Webについてはこれから設計していくので、委員のご意見を踏ま

えて検討したいと思います。 

（委員） 

5計画をまとめて策定する試みは素晴らしいと思います。他市でも見ない取り組みです。調査については、

国や都道府県の調査のようにインターネットの活用をもう少し意識してもよいのではないでしょうか。人口の話

が出ていますが、東村山市の推移をみると、人口が増えているときも世帯人員が減っているのが心配です。
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世帯の質というと語弊があるかもしれませんが、これが下がると、都市が薄く広くなっていきます。それを把握、

理解していないと、無駄なことをしてしまう可能性もあります。住宅開発をしても10年後には負の遺産になって

しまうということも往々にして考えられます。 

人口については、第2世代がどういう動向を取ったのかを調べる必要があるのではないでしょうか。多摩ニュ

ータウンでは第2世代が出て行ってしまったことが現状の大きな原因です。人口が減少していても、第2世代

が住み続けていれば心配はありませんが。 

(市長) 

今の社会情勢の中、成長拡大路線を考えていくことは難しいです。ご指摘の通り、人口減少と同時に世帯

数の伸びが進んでいることから、独居の方が増えているのは明らかです。この現状の中で我々が恐れている

のは、一気に空き家が発生し、住宅都市としての根幹が崩壊してしまうことです。委員のご指摘を踏まえて、

データを揃えていきたいと思います。将来の予想として、懸念されている状態のものはいくつか立てられるの

で、総合計画、都市マスの中で検討していきたいです。 

（委員） 

今回、市民委員として若い方が入ってくれて大変うれしく思っています。次の総合計画を策定するには、若

い人が意見を言える場所が必要だと考えます。こういった場に20代30代の方たちで参加してくれる人はあまり

いないので、多様な世代に参加してもらうことを本気で考えなければいけません。若い世代を計画策定に巻

き込んでいってほしいです。 

（会長） 

若者向けのワークショップを設置して参加を得ようとしている自治体もあります。市民参加については、どこ

にターゲットを置くのか、将来を見据えて若者が定着するように考えていかなければいけません。意向をきち

んと聞くことが重要なので、それができる仕組みや方法の検討をお願いします。 

（委員） 

まちづくりはとでも重要で、魅力あるものにしないと人が入ってきません。意見を聞くのも大切ですが、同じ

ような悩みを持つ自治体はたくさんあると思います。参考にされているような自治体はあるのでしょうか。 

（事務局） 

先進的な自治体ということでいえば、例えばシティプロモーションなら流山市が挙げられます。総合計画な

ら武蔵野市など、個別の取り組みによる事例は参考としていますが、どこか1か所をというわけではなく、それ

ぞれの取り組みについて、当市に合いそうなものを参考としています。 

（委員） 

そういった先進自治体の情報を教えていただけるとありがたいです。 

（委員） 

人口減少に向かっていくことを前提に次の計画を策定していくのは寂しく感じます。人口増加に向けた考

え方や施策、データを見せてほしいです。年代別のご意見など、検討のための材料が欲しいです。私は東村

山市、小平市、東村山市と住んできましたが、東村山市はすごくいいまちだと思っています。保育園の待機児

童は少ないと思っていますし、そのあたりの環境整備を積極的にやっているのではないでしょうか。やってい

ることに対して、積極的なＰＲをどのくらいやっているのかも気になります。東村山市の良いところをもっとＰＲし

て、若者でも高齢者でも、来てもらうことが必要です。自宅の近くには北山公園などありますが、駐車場があま

りありません。こういった場所に来やすい状態を整えることも重要ではないでしょうか。 

（事務局） 

検討の材料については、基礎調査の分析などを今後提供していきます。 

（委員） 

安心して子どもを産み育てられるかには、様々な要素があります。先程あがった産院の話ですが、病院が

ないから東村山市に住まないというわけではありません。また、私は長く東村山市の学校に勤めていました

が、学校現場にいると、必ずしも所得が高い人ばかりではないと感じていました。 

学校の問題から申し上げると、若者の考えを聞くというところでは、中学生に地域への意識を向かせる、シ

チズンシップになるのかもしれないが、そういう教育をやっていく必要があるのではないかと思っています。そ

れが、若者が市や市政に目を向けるきっかけになると考えていて、先程から学校教育の責任というものを感じ

ています。市民参加について、改まった席で意見聞くと固い意見が出てきますので、イベントのときに少し意

見を聞かせてもらうということをするとよいのではないでしょうか。意見は、改まった席と自由な席とで得る必要

があると思います。また、様々な場で得た意見をつなげていく必要もあります。ここではこんな意見が出たがど

うか、というような形です。東村山市に25年ほどお世話になり、美しいまちだ、豊かになってきているな、と感じ

ています。緑と利便性、どちらを優先するか大変難しいですが、東村山市は両方を大事にしているまちだと感
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じているので、これからもそのバランスを崩してほしくないと思います。 

（委員） 

第2世代の流出は否めないと感じています。50年間東村山市にいますが、市から出て行った友人も多いで

す。空き家にせずに第3世代が故郷に戻って来られるまちづくりをしていきたいです。東村山駅周辺の連続立

体交差事業というビッグプロジェクトがあります。これにあわせて、高架下を魅力ある場所にしていくことが大切

です。東村山市の都市計画道路整備率は18％ですが、もうじきさくら通りも開通することで、動きが出てきま

す。沿道整備や、住居、商業、工業の上手い住み分けを考えていきたいです。 

市北西部には日帰りレジャーに良いところがたくさんあります。子育てするなら東村山で、レジャーの面でも

進めていただきたいです。都市計画マスタープラン、総合計画で前後するところもあるかと思いますが、基礎

調査等を速やかにしていただいて、魅力的なまちづくりをしていきましょう。 

(会長) 

 ご意見等ありがとうございました。策定の考え方は、事務局案で概ね良いということでよろしいかと思います。

本日、委員の皆様から出たご意見は、反映できるもの、できないものがあると思いますのが、事務局にはよく

検討していただいて、一任するということでよろしいでしょうか。 

(委員) 

一同了承。 

 

8 その他 

(事務局) 

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30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― 

 


