
 

１ 

 

議 事 録 

会議の名称 平成30年度第3回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成31年3月28日（木）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］ 

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、駒崎高行委員、渡辺み

のる委員、小関 子委員、肥沼和夫委員、新義友委員、遠藤剛之委員、黒田克也委員、坂

本登委員、野口明委員、廣田佳郎委員、松岡息吹委員、大沢昌玄委員、山本尚史委員、

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・天明公正主査・淺井美帆主任・上野祥江主事 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 金子幸司 

○欠席者： 

櫻井喜吉委員、中谷浩之委員 

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 報告 

  （1）第2回総合計画審議会を受けての追加事項について 

  （2）市民アンケートの実施について 

4 審議 

  （1）第4次総合計画の総括及び市民意識の把握・分析について 

  （2）人口推計及び将来の予測について 

5 その他 

6 閉会 

配布資料 

・次第 

（資料1）  ・第5次総合計画の策定段階における審議の流れ（予定） 

   ・市の概況追加データ 

（資料1-2）・人口移動に関する考察 

（資料2）  ・市民アンケート調査票 

（資料3）  ・東村山市第5次総合計画基礎調査報告書 

    （3.第4次総合計画の取り組みと成果）（4.市民意識の把握・分析） 

（資料4）  ・人口推計結果 

   ・将来環境の予測 

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）  

本日は年度末を迎え公私ともにお忙しい中、ご出席いただき誠にありがとうございます。先月開催された第2

回の総合計画審議会では、それぞれのお立場からご指導いただきありがとうございました。今年度最後の総

合計画審議会となる本日は、計画策定の一つの肝になる人口推計をお示し致します。様々な点でご吟味い

ただきご指導をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 
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報告 

（1）第2回総合計画審議会を受けての追加事項について 

（2）市民アンケートの実施について 

（会長）  

事務局より報告をお願いします。 

（事務局）  

資料1、資料1-2、資料2について説明。 

（会長） 

ただいま事務局から、第2回総合計画審議会を受けての追加事項、市民アンケートの実施について報告

がありました。前回の審議会で委員の皆さまからいただいたご意見への対応となっておりますが、ご意見や

確認がありましたらお願いします。 

（委員） 

前回の質問に対して資料を用意していただきありがとうございます。交通事故発生地点については、車同

士がぶつかることが多いのではないでしょうか。歩行者や自転車の交通事故データ、通学路の事故データ

などあるとより分かりやすいのではないかと思います。また、事故が多摩地域の中でも少なく、良いことだと

思いますが、この人口一万人当たり交通人身事故発生件数のグラフについて、市はどのように読み取って

いるのでしょうか。 

（事務局） 

まず歩行者の事故についてですが、確認をしたところ駅周辺や人が多いところなど、交通量が多いところ

で事故が多いことが分かりました。グラフの読み取りについては、人身事故の発生件数を人口当たりになら

したものであり、交通量の多い場所や地域で多く発生していることが分かると考えております。 

（委員） 

東村山市は件数がかなり少ないです。私は、東村山市は細い道が多いので、人も車もお互い気を付けて

いるからではないかと考えています。 

（委員） 

資料を出していただきありがとうございます。資料1-2の8ページを見て、市で何ができて何をするべきなの

かわかったような気がします。通勤・通学時間や都心へのアクセス等は市でどうすることもできませんが、市

が取り組める、転入よりも転出のほうが割合が高くなっている項目に力を入れることができるのではないでし

ょうか。第5次総合計画ではそういったところに重点的に取り組んでいけば、ある程度人口減少に歯止めが

かけられるのではないかと思いますので、そういった視点を持って今後議論していきたいです。 

（委員） 

緑地について緑地保護区域の指定面積の推移を追加で示していただきました。しかし、緑地保護区域は

あくまで一部であり、市の緑全体が気になります。例えば、一般の農家が持っている土地は相続でどんど

ん減っていってしまいます。樹林がどれくらい減ってきているのか、毎年のデータではなくてもよいのでご

検討していただきたいと思います。 

（委員） 

資料1-2のデータを見ると、民間頼みになってしまうことが多いと感じます。民間に任せることも必要です

が、それだけだと教育や地域コミュニティが衰退してしまいます。そういったところに集中して資源を投入し
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ていかなければならないと思います。 

（委員） 

市民の外出について、アンケートの数字だけだと他市との比較や経年変化を追うことができず、評価がで

きない懸念があります。パーソントリップ調査の平成30年度のデータはもう少しすれば出てくると思いますの

で、そこからトレンドの変化見ていければよいのではないでしょうか。また、資料1-2の8ページの表は母数

が少ないので、パーセンテージで示すと数値の信頼性が低くなってしまうことから、実数で示したほうが分

かりやすいと思います。 

（委員） 

資料1-2の7,8ページは数字だけが独り歩きして見えがちだと思います。転入の決め手は、先程他の委員も

言っていましたが、市では動かしようのない条件が多いです。しかし、子育て世帯になると子育て環境、保

育園、教育等の要因が出てくるように見えます。ファミリー世帯は保育園や小学校等の環境が変わらない

状況を選んで転居しているとのことですが、子育て環境に関して不満があり転居していくことへの考察等は

ありますか。 

（事務局） 

転居はきっかけが先にあり、その後どこに行くかを決める傾向があります。そして、そのきっかけは結婚が

最も多く、その他に就職や子どもの出産等が見られます。項目に「子育て環境の改善」もありますが、多く

は結婚などライフイベントによるものです。今、この調査から言えることはこれらのことだと考えています。 

（会長） 

それでは、第2回総合計画審議会資料の基礎調査報告書は、本日の追加事項を足すことで完成ということ

になります。こちらは今後の議論の前提として活用していきたいと思います。 

 

4 審議 

（1）第4次総合計画の総括及び市民意識の把握・分析について 

（会長）  

事務局から説明をお願い致します。 

（事務局）  

資料3について説明。 

（会長）  

ただいま事務局から、資料3について説明がありました。第4次総合計画のこれまでの取り組みをまとめ、第

5次総合計画策定に向けた基礎資料としたいとのことです。これらについて、ご意見や確認などはございま

すか。これまでの成果に対する感想等でも結構です。 

（委員）  

前回頂いた基礎調査報告の市の概況を見ると、東村山市は明らかにベッドタウンです。本日の資料を見て

振り返ってみて、ベッドタウンの機能をこれで十分に果たしているのか、またはまだ足りないところがあると

考えているのかお聞きしたいです。 

（事務局） 

第4次総合計画での積み残しについては、市民意識調査の結果からも都市基盤整備分野が挙げられると

考えています。資料37ページの散布図をご覧ください。重点改善項目である第2象限には都市基盤整備

分野の施策が多く含まれています。都市基盤整備については市としても取り組みを進めていますが、今後

も課題であると捉えています。 

（委員） 

市民意識調査の無作為抽出の対象に外国人市民は入っているのでしょうか。 

（事務局） 

日本人を対象にしています。 

（委員） 

市内で中国語が書いてあるポスターを見かけます。また、市民の1.8％が外国人市民ですので、これらのか

たがどういう意見を持っているのかを聞くことは大切だと思います。言語のサポートが必要になりますが、今

後、無作為抽出の対象に入れてもよいのではないでしょうか。 

（委員） 

第4次総合計画の成果と課題を簡潔に示している資料だと思います。説明の中でSDGｓは第4次総合計画

では体系化できなかったけれど、第5次総合計画には示していきたいとのことでした。それに関連して今後

の課題について取り上げてもよろしいでしょうか。 
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（会長） 

今後の課題については次回の審議会で取り上げる予定となっていたと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

第5次総合計画に向けての課題整理は次回の審議会に予定しています。 

（会長） 

このことを踏まえてご意見をお願いします。 

（委員） 

分りました。資料17ページの施策大綱ごとの主な取り組みと課題についてです。施策大綱1-1についてで

すが、子育てに関する相談機能等がだんだんと整ってきたと思っています。今後は、そこから先の個々の

療育や専門性がある課題解決の方向性について、発達支援センターの設置など具体的に展望があるとよ

いと思います。3-1、3-2については、東日本大震災以降、省エネの動きが出てきましたが、それぞれに対

するしっかりとしたビジョンを持っていかなければいけないと考えます。また、基本目標4はみんなが快適に

暮らせる、活力と魅力にあふれたまちとしていますので、庁内のワークライフバランスの向上についての取

り組みに触れてもよいのではないでしょうか。これについては、この間取り組んできましたが、まだ不十分で

す。非正規公務員についての課題もあります。次に、21ページ情報環境の整備についてですが、若い人

はいろいろなことができますし、市のホームページも丁寧に更新されていますが、高齢化が進んでいる中、

情報の提供格差を埋める手段を検討することも必要かと思います。最後に、東村山市は意見を聞く姿勢が

あると他市から褒められることが多いです。市政に当事者が参画できることは自慢できることです。第4次総

合計画期間でよかったこととして様々な所管が出前講座行ったことがあります。職員が出向いてくれる、意

見交換できるというのはとてもよいことです。障害者に関する市単独補助事業の再構築にあたっては、6年

間にわたり当事者を入れて会議を行いました。今後の当事者参画の機会をもっと進めてもらいたいと思い

ます。 

（会長） 

統計等からは出てこない意見でした。そういったご意見も大切なものであり、ありがたいです。 

（会長代理） 

資料37ページの散布図について、第2象限に都市基盤整備の施策が多いとのことでした。都市基盤整備

は力を入れて取り組んでも長い期間がかかるので、それに対するコメントも必要なのではないでしょうか。

道路が1つでもできていなければ市民の満足度は０になってしまいます。今取り組んでいる状況を書き、市

民の方に理解してもらえるようにするとよいと思います。 

（委員） 

資料37ページの散布図は一見明確で分りやすいものですが、重要度の軸をどのくらいのインパクトで受け

止めればよいでしょうか。例えば、重要度が最も低い施策は多文化共生・男女共同参画の推進ですが、こ

れもコメントで取り上げてもよいのではないかと思います。 

（事務局） 

市民意識調査の結果なので、その施策の当事者が少ないと重要だと感じる少なくなる傾向があると捉えて

います。あくまで市民意識なのでそれをどう判断していくのかは難しいですが、重要だと思う人が少ないか

らその施策は力を入れないということではないと考えています。今後の議論でも取り上げられたらと思いま

す。 

（委員） 

市の中で、特にこの時期にこの施策に力を入れたというものがあるかと思います。満足、不満足の感じ方は

それぞれあると思いますが、市がこれは重要だと考えて取り組んできたにも関わらず、どちらともいえないと

回答したかたが多い施策を今後よく見る必要があると思います。周知の仕方や、ものとしての実感が見え

なかったものに対して、何が足りなかったのか検討する必要があります。また、満足度と転出入の理由をあ

わせて考えたほうがよいのではないでしょうか。例えば、満足度が高いのに転出理由の上位にある項目は

なぜなのか等です。せっかく統計をとっているのでさらに上手く活かしていったほうがよいと感じます。 

（事務局） 

満足度と力を入れてきたことの対応関係は一概に言えません。資料40ページ以降に施策ごとの取り組みと

意識調査の結果を示していますが、道路関係はこの間力を入れてきましたが満足度が上がっていません。

また、例えば、子どもの出生率のように市の取り組みだけでなく、他の要因が大きく関わるものもあります。

また、市民意識調査は住んでいるかたが対象で、転入転出者アンケートは移動したかたの調査です。移

動したかたは、通勤先の関係、都心に住みたいといったことが理由のかたも多く、対象者の傾向が違いま

す。そういった要素を加味する必要があります。 
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（委員） 

取り組みの評価をするときに気を付けたいのは大局観を失わないことです。転入転出者は若い世代が多

いといっても、市全体の人口から見ればものすごく多いわけではありません。このことから、あまり転入転出

にこだわりすぎると大局観を見失ってしまうかもしれないという懸念があります。市全体の人口を見ると、平

成20年から30年でボリュームゾーンの人数は変わっていないことが分かります。これを、これだけの施策を

やったのに変わっていないとみるか、やってきたから変わらなかったと捉えるかです。極端に東村山市が悪

いわけではなく、むしろ良いほうだと思っていますし、よくやっているのではないかというのが私の考えで

す。 

（委員） 

デートDVやLGBTの講座を開催したことを評価しています。しかし、市民部での開催だったので、今後は

講座を開催するのなら、教育部局にも広げていったほうがよいと思います。 

（会長）  

他にご意見がなければ、概ね原案どおりでよろしいでしょうか。本日ただいたご意見に対し、事務局は精査

していただければと思います。それでは、今後、総合計画の基本構想や基本計画を検討していくための基

礎資料として、これらも活用していければと思います。 

 

（2）人口推計及び将来の予測について 

（会長）  

事務局から説明をお願い致します。 

（事務局）  

資料4について説明。 

（会長）  

ただいま事務局から今後の東村山市の人口推計と、それに伴う将来の予測について説明がありました。 

近年の移動や出生、死亡に関するデータから、一般的な手法を用いて今後の市の人口を推計したとのこと

です。併せて国や東京都の推計についても掲載されており、それぞれピークはずれるものの、人口減少局

面となる推計がなされているそうです。今後、さらにそこから出てくる課題について検討を深めていくとのこ

とですが、委員の皆様それぞれのお立場から見ていただいて、ご意見や確認事項などございますか。委

員間でも意見交換を行えればと思います。 

（委員）  

人口予測のデータは嘘をつきませんが、将来環境の予測のデータは何を基にしているのでしょうか。 

（事務局） 

資料2ページの下段に出典を記載しており、主に国や研究者、企業の目標や予測等を基にまとめていま

す。 

（委員） 

出典があるとのことですが、実現可能なものなのか疑ってしまうところもあります。その点はどのような議論が

あったのか教えていただきたいです。 

（事務局） 

目標年次が近ければ実現可能性は上がり、遠くなれば下がるものと考えています。様々な研究者が様々

なこと言っていますが、こちらに掲載しているものは国のものを中心としていることで、一定信頼性を担保し

ているものと捉えています。 

（委員） 

教育の面から見ると、学習指導要領は10年単位で改定していますが、そのスパンでは長いとも言われてい

ます。今後、人口減少の加速が突発的に起こることも考えられます。特異的な変化は特質的な取り組みを

しなければ起こらないので、ぜひ東村山市には教育に力を入れて欲しいと思います。地方をみると廃校が

生じている地域がありますが、子どもがいなくなった地域は衰退していくと思いますので、教育に関する新

しい取り組みを今後検討していただきたいです。 

（委員） 

人口推計について、長期的な見通しに立つと東京都でも減っていくとのことでした。しかし、もう少し短いス

パンで見る視点も必要なのではないでしょうか。基礎調査報告書の市の概況12ページを見ると、近隣市は

近年人口が増えていますが、東村山市だけは減っているというデータがあります。人口推計について、近

隣との比較はしなくてよいのでしょうか。 

（事務局） 
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資料1-2のとおり、人口の増減は住宅開発の影響が大きいです。市内で見ると富士見町の事例が顕著で

す。短いスパンで見ると差は出てきますが、それは個別の事象であり、長期的視点が重要と考えています。 

（市長） 

人口推計は第4次総合計画策定時の総合計画審議会でも議論になりました。当時は直近の人口動態で伸

びが大きかった時期になります。人口推計では、直近5年間のトレンドを見ながら推計することになるのでそ

こにかなり左右されるものとなります。今回は前回と反対のことが顕著に出ており、この期間は当市の人口

減少が著しかった時期で、その原因は住宅開発が少なかったことと考えています。確かに長い期間で見る

と減少傾向が強く出すぎているという感もありますが、人口推計というのは直近5年間の傾向を踏まえて行う

ものであり、この点もご審議いただきたいです。あくまで推計であり、必ずしも当たるものとは考えておらず、

傾向を示すものと捉えています。また、この5年間で、近隣で唯一当市だけ人口が減っていることは事実で

すが、推計を他市と比較することは仮定の仮定となりあまりやっても意味がないかもしれないと思います。こ

のことを踏まえてご議論いただければありがたいです。 

（委員） 

推計は細かい数値ではなく、幅の中で動くものと考えています。人口については直近のトレンドから分りや

すく将来を推計できていると思います。土地利用に人口の増減は大きく左右されますが、それを推計に反

映することはできません。どのように減っていくかという質を考えることが大切です。効率だけで話すことは

どうかということもありますが、人口密度が広く薄くなることは行政効率が下がることにつながります。この推

計結果を基にどういったことが考えられるのか。東村山駅周辺の連続立体交差事業がうまくいって建物が

できると人口が増えるかもしれません。それも踏まえた取り組みをして行かなければいけないので、どういっ

た施策を今後打っていくのか検討が必要です。人口が広く薄くなっていくことをどう魅力に転換できるかを

今後議論できればと思います。 

（委員） 

これからは、開発と保全のバランスが大切になってきます。不必要に緑を減らしたくはないと考えています。 

（委員） 

第4次総合計画の取り組みを見て、市が多くのことをやってきたことが分かりました。近頃私が感じているこ

ととして、市が取り組んでいるイベントが多くなってきていると思います。駅周辺や公園で、小規模ですが各

地でたくさん開催されています。これはまちの活力やにぎわいにつながることで、市ががんばっていると感

じます。私の仲間や他市の人ともそういった話をしており、東村山市の魅力の一つです。東村山駅は中央

線に抜ける交通結節点であるので、もっとPRをしたほうがよいと思います。新宿にも中央線にも出られて、

土地が安いということは、市民は知っていても、他市の人は知らないことがあるかもかもしれません。既にや

っているかもしれませんが、もっと分るようにPRしていただきたいと思います。 

（会長） 

皆さまから現在の取り組みについて高い評価もいただきました。本日の資料については概ね原案どおりで

よろしいでしょうか。事務局には、今後検討を深めていく際に、本日委員の皆さまからいただいたご意見等

を参考にしていただければと思います。 

（委員）  

一同異議なし。 

 

5 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。 

 

6 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）  



 

７ 

一同なし。 

（会長）  

 以上をもって平成30年度第3回東村山市総合計画審議会を閉会とします。 

 

 

―以上― 

 


