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議 事 録 

会議の名称 平成30年度第2回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成31年2月20日（水）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］ 

大塚恵美子委員、土方桂委員、駒崎高行委員、渡辺みのる委員、肥沼和夫委員、遠藤剛

之委員、黒田克也委員、櫻井喜吉委員、坂本登委員、野口明委員、廣田佳郎委員、山口

明委員、和田清美委員、大沢昌玄委員、三上豊委員、福嶋司委員 

［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： 

小関 子委員、新義友委員、中谷浩之委員、松岡息吹委員、山本尚史委員 

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 開会 

2 市長挨拶 

3 会長代理の指名 

4 報告 

  （1）東村山市第5次総合計画策定の考え方 

5 審議 

  （1）第5次総合計画策定の進め方 

  （2）基礎調査報告書について 

  （3）市民参加について 

6 その他 

7 閉会 

配布資料 

・次第 

・第5次総合計画の策定段階における審議の流れ（予定） 

・基礎調査報告書（案） 

・東村山市第5次総合計画基礎調査報告書（1.社会潮流） 

・東村山市第5次総合計画基礎調査報告書（2.市の概況） 

・第5次総合計画策定への市民の参加機会（案） 

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 開会 

 

2 市長挨拶 

（市長）  

本日は公私ともにお忙しい中、また、寒い中、平成30年度第2回東村山市総合計画審議会にご出席いただ

きありがとうございます。また、常日頃から市政に対しご指導ご協力いただき、厚くお礼を申し上げます。 

昨年の11月19日に開催させていただいた平成30年度第1回総合計画審議会において、第5次総合計画の

策定をスタートさせていただきました。 

本日は、今後の策定の進め方をお諮りさせていただきます。また、同時並行で基礎調査を進めており、その

うち、本日は「社会潮流」、「市の概況」についてご報告、お諮りさせていただきます。 

今回策定する第5次総合計画は、「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」を策定してから初めて策

定する総合計画となります。この条例に基づき、市民との情報共有、市民参加の機会を設けて計画づくりを進

めていかなければならないと考えており、市民参加についてもご審議いただきます。 

各委員のお立場や識見により、大所高所からご意見をいただければと存じます。明後日からは3月議会が開

始されます。これは平成最後の市議会であり、締めくくりとなるものです。議員の皆さまからも第5次総合計画

策定へのご質問をいただいておりますので、本日のご審議を踏まえて、議会でもしっかりとお答えできるように

していきたいと思います。 

 

3 会長代理の指名 

（会長）  

会長代理は、東村山市総合計画審議会条例第3条第3項により、会長が委員の中から選任するものとなっ

ております。会長代理は、前期まで会長代理を務めていただいておりました、山口委員に引き続きお願いし

たいと思います。ご了承いただけますでしょうか。 

（山口委員）  

お引き受けいたします。 

（会長）  

ありがとうございます。それでは、一言ご挨拶をお願いします。 

（会長代理）  

会長代理にご指名いただいた山口です。委員の皆さまとの活発な議論や、幅広い市民の皆さまの意見把

握等を通じて、東村山市の将来の環境変化を踏まえた、より良い市民生活を目指す第5次総合計画が策定さ

れますよう、会長を補佐し、微力ながら務めさせていただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

4 報告 

（1）東村山市第5次総合計画策定の考え方（案） 

（会長）  

事務局より報告をお願いします。 

（事務局）  

「東村山市第5次総合計画等5計画策定の考え方」について、報告をさせていただきます。 

前回の第1回総合計画審議会でご議論いただいた「東村山市第5次総合計画等5計画策定の考え方」です

が、関係する都市計画審議会、総合戦略推進協議会にも内容についてお諮りをして、原案通りでご了承いた

だきました。つきましては、去る1月に市報、ＨＰで市民の皆さまにお知らせを行ったところです。 

 今後もこの考え方に基づき、第5次総合計画の策定を進めてまいりますのでよろしくお願い致します。 

 

5 審議 

（1）第5次総合計画の進め方 

（会長）  

事務局から説明をお願い致します。 

（事務局）  

「第5次総合計画の策定段階における審議の流れ（予定）」について説明。 

（会長）  
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ただいま事務局から、第5次総合計画策定の進め方について説明があり、策定段階における本審議会で

の審議の流れが示されました。審議の流れについてのご意見、また、事務局への確認などはございますか。 

（委員）  

各分野等との連携という枠についてです。個別計画はそれぞれで策定が進んでいくと思われますが、途中

経過として、個別計画でどのような議論がされ、どのようにまとまっているのかを総合計画審議会にもお示しい

ただけるのでしょうか。 

（事務局）  

計画ごとに策定は進んでいきますが、総合計画として広く関係を持っていきますので、いずれかのタイミン

グで調整を図り、情報提供をしていきたいと考えております。 

（会長）  

他にご意見ご質問等なければ、概ね原案どおりでよろしいでしょうか。それでは、今後、この流れに沿っ

て、第5次総合計画の答申に向けた審議を進めていきたいと思います。 

（委員）  

一同異議なし。 

（会長）  

それでは、今後、この流れに沿って、第5次総合計画の答申に向けた審議を進めていきたいと思います。 

 

（2）基礎調査報告書について 

（会長）  

事務局から説明をお願い致します。 

（事務局）  

「基礎調査報告書（案）」、「東村山市第5次総合計画基礎調査報告書（1.社会潮流）」、「東村山市第5次総

合計画基礎調査報告書（2.市の概況）」について説明。 

（会長）  

ただいま事務局から基礎調査報告書について説明がありました。総合計画を策定するための基礎調査とし

て、まずは全国的な流れを取り上げた「社会潮流」と、東村山市にクローズアップした「市の概況」を作成した

とのことです。 

多岐にわたる内容となっておりますが、お読みいただいて、資料に関する質問等ございますか。委員の皆

さまそれぞれのお立場からご意見をいただき、各分野のご専門のかたもいらっしゃいますので、委員間でも意

見交換を行えればと思います。 

（委員）  

 資料から、5年間の人口減少、30代の減少が分かりました。理由の説明もありましたが、平成29年から30年

は転じて人口が少し増えています。また、社会増は下がり続けた後、26年以降、転入数が増えていることが分

かります。加えて、近隣都市を見てみると人口が増えています。これらの情報から見ると、簡単に東村山市が

人口減少傾向であると言ってよいのでしょうか。 

（事務局）  

 確かに現在は減少から増加に転じています。しかし、自然増減も含めた長いスパンで見てみると減少傾向と

言ってよいのではと捉えています。今後しばらく増加が続くようであれば、増加傾向と言ってもよいのではない

でしょうか。 

（委員）  

 「市の概況」12ページを見ると、近隣で東村山市だけ人口が減っていることが一目で分ります。両隣の市と

生活感覚で大きな違いあるとは思っていませんが、なぜ突出して、青梅市やあきる野市などのより郊外の自

治体と同じくらい人口が減る傾向にあると考えているのか、お伺いしたいです。また、若年女性人口と出生数

の推移が減少傾向にあります。これは、結婚して子どもを産んで子育てをする環境がよくないということなので

しょうか。近年、保育施設を充実させてきたと思いますが、出産するのによいまちになっていないという風にも

読めます。どう評価されているのでしょうか。 

（事務局）  

 他市に比べて人口が減少しているとのことですが、「市の概況」15ページの転入数をご覧ください。社会増

減は転出数に大きな変動がないため、転入数の影響が大きいと捉えていますが、転入数は住宅開発の影響

が大きなものと推測されます。例えば、マンションができるとその周辺や沿線から人が移動してくるといったこと

です。 

分りやすいものとして、町別の人口増減を示した9ページをご覧ください。平成24年からの増減を見ると、富
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士見町で減少しています。要因は官舎等の集合住宅の売却が進み、一斉に人が転出したことが挙げられま

す。その後、その跡地にマンションが建設され、転入があったことで平成30年は増加に転じています。 

13ページの出生数のグラフをご覧ください。これを見ると、女性が子ども産まなくなったのではなく、産む年

代の女性が少なくなったということが分かります。これは、一般的に結婚、出産を機に引越しをする人が多い

ですが、出生数・若年女性人口が減っている年の周辺で転入数が少なくなっていたので、それが影響してい

ると考えています。このことから、単純に東村山市にいるから子どもを産まないということではないものと考えて

います。 

（委員）  

住宅開発のタイミングの影響があるだろうということですが、それは他市も同じではないでしょうか。どうして

近隣市の中で東村山市だけが減少しているのでしょうか。 

（事務局）  

他市の住宅開発の状況等の詳細は把握していませんが、東村山市の人口が減っている理由を考えると、

先程述べたことが挙げられると考えています。 

（委員）  

基礎調査報告書の完成は平成31年12月とのことですが、これが最も使われる時期はいつなのでしょうか。

使われる時期に完成していないのでは調査の意味がないのではないでしょうか 

（事務局）  

この章については、本日お出しするものでほぼ完成版となります。それぞれの章でできる時期が異なってき

まして、第6章「分野別の概況」は施策の検討する段階でお示しします。31年12月に製本を予定しております

が、これは今までお示ししたものをまとめるということで、内容を大きく変えるということではないことをご理解い

ただければと思います。 

（委員）  

「市の概況」29ページ（3）農地・緑地について、追加の提案です。緑地面積の減少が懸念されているので、

それがどのように減少してきたのかの解析が必要ではないでしょうか。30ページには都市計画公園と緑地が

あわせて記載されていますが、公園面積は変わらず、樹林地は変化していると思われます。それを分けること

で、どのように緑の面積減ってきたのかのデータになり、より分りやすくなるのではと考えます。 

（事務局）  

 詳細事項は「分野別の概況」で調査するという趣旨で、今回は全体のデータを掲載しています。今後検討さ

せていただきます。 

（委員）  

農地と同じように緑地を考える必要があるのではないかと考え提案しましたので、ご検討ください。 

（委員）  

 同じ項目についてです。市では廻田緑地や河川の周りに緑があり、線となってつながっています。そういっ

たデータもあるとよいのではないでしょうか。 

（事務局）  

 「分野別の概況」に入れられるか、検討させていただきます。 

（委員）  

緑地に関するデータは、分野別の詳細情報ではなく、基礎情報として載せることに意味があるのではない

かと考えていますのでご検討ください。 

（委員）  

基礎調査は基本構想を検討するために活用するものと理解していますので、その検討の段階に間に合わ

なければ調査は意味のないものになってしまうと思います。今回、調査の結果が示されていますが、なぜこの

結果になっているのかという、分析はあるのでしょうか。審議会で分析するには資料も時間も足りないので、こ

のような現状が起きている理由をどう分析しているのか、他市の状況も把握しながら示していただかないとい

けないかと思います。「第5次総合計画の策定段階における審議の流れ（予定）」には、市民意識にのみ分析

と書かれていますが、それ以外について分析はされるのでしょうか。 

委員の皆さまそれぞれお考えのところあると思いますが、それと市の考えがどうリンクしていくのかが大切に

なります。市の考えに目を通してから審議会に臨めるように、ある程度分析を出していただいたほうが審議し

やすいと考えていますがいかがでしょうか。 

（事務局）  

本日お示しした基礎調査は、広範囲にわたる基礎的な情報を、審議会の委員の皆さまと、今後の審議の

土台として共有しようと作成しました。重点課題や施策等を検討していただくときに分析を深めていきたいと考
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えております。 

（会長）  

「基礎調査報告書（案）」に第5章「将来予測」というものがあります。これが委員のおっしゃるものになるので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局）  

次回の審議会では、これまでの取り組みをまとめ、市がこれからどうなるのかを議題にできればと考えてい

ます。第4回からは計画の構成や課題の整理等を取り上げます。この過程の中で議論をし、詳細な分析等を

示していきたいと思います。 

（委員）  

分析だけでは何が重要か判断できないのではないでしょうか。なぜそれを重点だと考えたのか、なぜ重点

から外れたのかなどが分からないと、議論がまとまりづらくなるのではないかと考えています。調査に対してど

のような考えを市が現在持っているのかをお示ししていただいたほうが議論しやすいのではないでしょうか。

審議会にお示しできるものはお示ししていただきたいと思います。 

（会長）  

このことについて、他の委員の皆さんはどうお考えでしょうか。 

（委員）  

そのとおりだと思います。広範囲にわたるため、他の課にも協力してもらい、議員の方が調査することも大

切かと思います。少子高齢化が進んでいますが、この影響が、市内の小さな幼稚園が1つなくなるかもしれな

いという現状に表れています。市には、幼稚園の入園料に対する補助金を出していただいています。これは

他市にはないものだと思います。ではなぜなのかと考えると、住居費が高いのではないでしょうか。そうであれ

ば住宅費への補助を出すことも考えられます。戸建ての住宅やマンション価格どのくらいなのか、そういった

ものを把握して、住みやすい環境作っていけるか考えていただけるとよいのではないでしょうか。 

（事務局）  

補助金等によりどのように効果を出していくかは、常に考えているところです。本日はプレーンなデータを

基礎調査としてお示ししています。審議の流れや考え方等は、庁内で幅広い部や課で連携して検討している

ところであり、委員の皆さまにご検討いただくことはもちろん、市の内部でも再度検討し、調査に対する分析の

コメントを本日ご用意できておりませんが、今後議論が深まるものをお示しできればと思います。 

日本全体では地方創生のために総合戦略を策定しそれに基づき動いてきましたが、増加から減少に転じ

ている人口が挙げられます。日本全体がどうなっているのか、東京都の中で東村山市がどういった立ち位置

にあるのかをセットでお出しするのが議論深まるものと考え、本日は「社会潮流」と「市の概況」の2つをお示し

しました。 

（委員）  

本日、市長が挨拶の中で、多様な市民の考えを計画に反映していきたいとおっしゃっていました。地域経

営の項目についてです。「社会潮流」では多様性を受け入れる社会の動き、SDGｓが挙げられていますが、

「市の概況」では触れられていません。この理由を教えていただきたいです。 

（事務局）  

「市の概況」に掲載しているかは、データがあるかないかによります。SDGｓについては、社会の流れとして

押さえようということで「社会潮流」載せています。これを社会全体の流れとして押さえることで、今後東村山市

がどうしていくかを考えていきたいというものです。 

（委員）  

データとして提示できるものがないということでしょうか。 

（事務局）  

SDGｓは世界の大きな動きです。当市の現行計画でもこれと同じ目的をもった施策や取り組みは行ってい

ます。ただ、SDGｓが掲げるものは幅広く、また、委員のおっしゃる多様性については、データにできるものが

あまりなく、どういったものを指標としてすればよいかが難しいと認識しています。SDGｓが掲げるものにどう着

手していくかは、社会潮流を抑え、これから議論していければと考えています。 

（会長）  

委員それぞれのお立場からのご意見なので、なるべく受け止め、汲み取っていただきたいと思います。 

（事務局）  

各分野で掘り下げたほうが分かりやすいものもあるかと思いますので、施策を組み立てる、あるいは、議論

を深める材料になるか、しっかり検討してまいりたいと考えています。 

（委員）  
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資料を見るとデータが集まってきていると感じます。しかし、止まっているデータの分析が多く、活動量が分

からないです。例えば市民の外出率が増えているのか減っているのかが挙げられます。日本全体では外出

率は減っていて、年代によっても違いがあります。それと比べて東村山市はどうなっているのか、市民の皆さ

んがどうやって東村山市を楽しんでいるのか、65歳以上のトリップを見たときに自宅と病院の往復だけなの

か、他に寄っているのか等、ライフスタイルが把握できるものあればよいのではないでしょうか。パーソントリッ

プ調査からデータがとれるかと思います。 

（会長）  

重要なご指摘です。将来の予測を着地点として、それに合わせたデータの示し方をお願いします。 

（委員）  

生活道路の問題です。「市の概況」33ページに記載がありますが、あまり意味がないように思います。通学

路が裏道になっていて危険であるといったような身近な資料が少ないのではないでしょうか。警察等の資料を

基にして、事故の発生数等、身近に関連する資料を出していただきたいと思います。 

（会長）  

時間の都合もございますので、ここまでとさせていただきたいと思います。出しきれなかったご意見等は事

務局に後程お寄せいただければと思います。 

（事務局）  

こういう資料が欲しいというご意見があればお出しいただき、今ある資料で追加できるものは追加していき

たいと思います。 

（会長）  

資料について追加の対応が可能とのことですので、本日はこれでご了承いただきたいと思います。 

（委員）  

一同異議なし。 

 

（3）市民参加について 

（会長）  

事務局からご説明をお願い致します。 

（事務局）  

「第5次総合計画策定への市民の参加機会（案）」について説明。 

（会長）  

ただいま事務局から、総合計画の策定における市民参加の機会について説明がありました。 

市民参加は、先程報告のあった「策定の考え方」でも「市民と情報を共有し、市民の意見を踏まえて計画を

策定する」としており、計画策定における重要なプロセスになります。委員の皆さま同士で意見交換を行いた

いと思いますが、ご意見等ございますか。 

（会長代理）  

市民参加を通じた市民意識の把握は重要なので、多くのメニューあるのは良いことだと思います。これだけ

丁寧に市民参加の機会を設けるのに、「第5次総合計画の策定段階における審議の流れ（予定）」の市民参

加から出ていく矢印が少ないのではないでしょうか。今矢印が向かっていない基本構想の構成等にも、市民

の意見が入ってくるのではないかと思いますので、丁寧に図化をしていただきたいです。そうすることで、どの

段階で市民の意見が活かされているのかが分かりやすくなります。 

同じ資料で、基本構想案の答申の後に基本計画案を取り上げることになっていますが、どのような流れな

のでしょうか。 

（事務局）  

市民の意見は随時いただいておりますので、より分りやすく丁寧に図化します。流れについてですが、構

想と基本計画の関係は、構想が大きな考え、基本計画が具体的な考えとなっています。この2つは並行して

検討をしていきますが、構想を先にまとめることとなります。そこでまとまった構想を実現するために何をしてい

くかを基本計画でまとめていくので、直接答申の範囲ではありませんが、引き続きご意見をいただきたいという

ことで示しています。 

（会長）  

ご意見を踏まえて、より分りやすく正確な図示をお願いします。 

（委員）  

市民参加の機会が多くあるのは良いことだと思います。私たちが構想を検討するにあたっても市民参加で

出た意見を把握したいと思いますが、審議会にはどのようなタイミングでお示ししていただけるのでしょうか。 



 

７ 

（事務局）  

その都度ご報告させていただく予定です。 

（委員）  

市民参加について、人が集まる工夫をよく考えていただきたいと思います。このような場を設けて意見をも

らっても、いつも同じようなメンバーが参加しているのが現状です。そういった意見が計画を作るための情報に

なるのかは疑問です。どこをターゲットにするのか明確にした企画をお願いします。 

（市長）  

第4次総合計画の策定のために行った市民ワークショップは公募方式で行ったので、固定された方が集ま

った印象でした。また、今までに行った説明会やワークショップの参加者の主力は６０，７０代の方たちで、若

い世代にはなかなかご参加いただけていないのが現状です。 

第5次総合計画では、大きな社会変化の中で持続可能なまちづくりをどう進めていくか、多くの市民の皆さ

まに当事者意識を持ってもらいながら市民参加取り入れていきたいと考えています。本日お示ししたものに

は、これまで行ったことのない手法を取り入れています。堅苦しいものではなく気軽なイベント等も企画してい

きたいと考えています。委員の皆さまのご意見、ご提案をいただきながら進めていきたいと思います。当市の

若者は流出傾向にあります。いかに流入してもらえるかは、計画策定の段で若者に入ってもらうことが大切だ

と考えています。 

（会長）  

概ね原案どおりでよいということと認識しております。本日委員の皆さまからいただいたご意見・ご要望につ

いては、事務局で検討のうえ、可能なものを反映させていただくということでよろしいでしょか。 

（委員）  

一同異議なし。 

 

6 その他 

（会長）  

事務局より何か連絡等はありますか。 

（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、会長にご一任をさせ

ていただく形でよろしいでしょうか。 

（委員）  

一同異議なし。 

 

7 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2回東村山市総合計画審議会を閉会とします。 

 

 

                            ―以上― 

 


