
資料４ 

「将来都市像」案 
分
類 

○構成要素・ 
【キーワード】 

めざす姿の背景 
[市]市民意見・[公]市長公約・ 

[方]まちづくりの方針・[庁]庁内検討 
市民参加・庁内検討からの 
関連ワード・フレーズ 

み
ど
り
・
自
然 

○豊かなみどり・自然を活

かし、ともに生きる 

【キーワード】 

「都市と自然が調和した」

「みどり豊か」「共生」 

「芽生え」「若葉」 

「オアシス」 

「みどりを活かす」 

[市] Webアンケート２位、中学生アンケート３位 

「グリーン」、「自然×ヒト」、「自然とあいさつが

光るまち」（自然と共生するくらし）、「知と育に

熱い視線を」（緑があふれるまち）、「世界標

準都市」（豊かな自然を活かす）、「都会田舎

の可能性を秘めたまち（人を幸せにする自然

があるまち）」、「自然いっぱい 子育てしてて

も OK いきいき仕事」 

[公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』

を整え、もっと安心でうるおいのある優しいま

ちへ！」 

[方] みんまち条例、市民憲章 

[庁] 「自然と都市の調和」 

 

「自然共生」、「東京のオアシ

ス」、「都会と田舎の絶妙なバラ

ンス」、「自然×ヒト」、「自然と人

間が融合」、「都会ではできな

い体験を届ける」、「鳥も住みや

すい」、「魅力的な育児環境」、

「自然×ＩＴ」、「大きな公園」、

「遊べる公園」 

人
の
営
み 

○人があたたかく、つなが

っている 

【キーワード】 

「つながる」「ともに」 

「みんなでつくる」 

[市]  「自然×ヒト」、「自然とあいさつが光るま

ち」、「皆で挨拶 つながりを持てるまち」、「つ

ながりのあるまち」、「笑顔のあるまち」 

[公]「『人生 100年時代を支える良福祉・良環境』を

整え、もっと安心でうるおいのある優しいまち

へ！」 

[方] みんまち条例、市民憲章 

[庁] 「つながり」、「多世代」 

 

「挨拶が行き交う明るいまち」、

「つながりを持てる」、「笑って挨

拶」、「思いやり」、「手をつなぎ

合って」、「人のあたたかさ」、

「人情の厚い」、「高齢者と子供

をマッチング」、「交流」 

○多様な人が活躍する 

【キーワード】 

「多様性」「多世代」「活躍」

「ダイバーシティ」 

 

[市] 「マッチング」（働き手と人手不足のマッチン

グ、「ただいま～おかえり！東村山市」（） 

[公] 「『人生 100 年時代を支える良福祉・良環境』

を整え、もっと安心でうるおいのある優しいま

ちへ！」 

[庁] 「元気に活躍」、「自分らしく活躍できる」、「多

世代」 

「高齢者と子供をマッチング」、

「交流」、「日本人・外国人に関

係なく多様性がある」、「多世

代」、「自分らしく」 

○子どもたちが心豊かに育

つ、産みやすく・育てやすい 

【キーワード】 

「育つ」「成長する」「子ど

もたち」「心豊かな」 

 

[市] 「知と育に熱い視線を」、「自然いっぱい 子

育てしてても OK いきいき仕事」、「年寄りが

子どもを見守ってくれるまち」 

[公] 「『子育てするなら東村山』の更なる充実で、

すべての子ども達が健やかで心豊かに育つ

まちへ！」 

[庁] 「未来の子どもたちへ」 

「産みやすい」、「育てやす

い」、「子どもの声が聞こえるま

ち」、「待機児童０」、「産科のあ

るまち」、「知と育に熱い視線

を」 

○生涯住みたい 

【キーワード】 

「くらしやすい」「住みよ

い」「生涯充実」 

[市] 「老人も子どもも一人も取り残されないまち」、

「ただいま～おかえり！東村山」（子どもから

老人までみんなが暮らしやすい、ずっと暮ら

せる、帰りたいと思えるまち）、「自然いっぱい 

子育てしてても OK いきいき仕事」 

[公] 「住んでよし・働いてよし・楽しんでよし たの

しむらやま」 

[庁] 「心豊かに生涯暮らせる」「ずっと住みたい・

住み続けたい」、「多世代が暮らす 

「子ども×お年寄りに優しい」、

「ライフステージやライフスタイ

ルに応じてくらし、働き、楽しめ

る」、「子育て中でも働きたいと

思える」、「働く所が市内にあ

る」、「生涯過ごそうと思える」、

「誰も取り残されない」 

 

 

分
類 

○構成要素・ 
【キーワード】 

めざす姿の背景 

[市]市民意見・[庁]庁内検討・[公]市長公約 
市民参加・庁内検討からの 
関連ワード・フレーズ 

都
市
機
能 

○安全・安心にくらす 

【キーワード】 

「安心」 

[市] 市民アンケート第 1 位、web アンケート第 3

位、中学生アンケート第 1位 

「老人も子どもも一人も取り残されないまち」 

「安心・安全で地域差が少ないまち」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利

な活力あるまちへ！」、「『人生 100 年時代

を支える良福祉・良環境』を整え、もっと安

心でうるおいのある優しいまちへ！」 

[庁] 「安心・安全」 

 

「災害に強い」、「病院やインフ

ラ整備」、「安心・安全で地域差

のない」、「誰も取り残されない」 

○買い物や移動などくらし

が便利 

【キーワード】 

「生活充実」「くらしが便

利な」「歩きやすい」 

[市] 市民アンケート第 2 位、web アンケート第 1

位、中学生アンケート第 2位 

「スマート」、「世界標準都市」、「都会田舎の

可能性を秘めたまち」 

[公] 「『東村山大改造』を進め、もっと安全で便利

な活力あるまちへ！」 

[庁] 「都市と自然の調和」 

 

「くらし一番」、「買い物しやす

い」、「最低限のインフラ整備」、

「市内移動の充実」、「歩きやす

い」、「安全な道路整備」、「歩

行者が安全に歩ける道」 

都
市
イ
メ
ー
ジ 

○にぎわいや楽しさがある 

【キーワード】 

「にぎわう」「たのしむらや

ま」「集う」「ワクワク」 

[市] 「魅せるまち」、「都会田舎の可能性を秘めた

まち」（人口減少を抑え、企業誘致などベース

アップ） 

[公] 「住んでよし・働いてよし・楽しんでよし たの

しむらやま」、「『東村山創生』を進め、もっと元

気でワクワクするまち」 

[庁] 「活力」「笑顔」「楽しい」 

 

「いつでも行ける場所がある」、

「週末も市内で遊び、買い物で

きるくらし」、「人が集える場所づ

くり」、「店が多い」、「楽しい」、

「親・子・孫が一緒に楽しく過ご

せる」、「たのしむらやま」 

 

○居心地がよくほっとする 

【キーワード】 

「ちょうどよい」「ほっと

する」 

[市] 市民アンケート第 3 位（「住宅の周辺環境が

良いまち」）、webアンケート第 2位、中学生ア

ンケート第 3 位（「自然と都市が共存した、ほ

っとするまち」） 

「ただいま～おかえり！東村山」（ずっと暮らし

やすい、帰ってきたいまち） 

[庁] 「美しいまち」「こころ豊かに生涯暮らせる」 

 

「のんびり」、「優しい」、「あたた

かい」、「ほっとする」、「きれ

い」、「新しくなつかしい」、「昔

出会ったような」、「東京のオア

シス」、「陽だまり」、「いきいき」 

○愛されるまち・誇れるまち 

【キーワード】 

「愛される」「誇れる」 

[市] 「世界標準都市」「魅せる街」（他自治体のモ

デルとなる、近隣市にはない魅了の発揮） 

[庁] 「ずっと住みたい・住み続けたい」「いつまでも

愛されるまち」「誰からも愛されるまち」 

 

「愛そう愛されよう」、「地域愛」、

「子や孫に誇れるまちを目指し

て」 

持
続
可
能
性 

○持続可能 

【キーワード】 

「いつまでも」「バトン」

「未来へつながる」「変化

する」「スマート」「選ばれ

る」 

[市] 「スマート」、「マッチング」、「老人も子どもも

一人も取り残されないまち」、「知と育に熱い

視線を」、「自然いっぱい 子育てしてても OK 

いきいき仕事」、「年寄りが子どもを見守ってく

れるまち」 

[庁] 「持続可能なまち」、「未来の子どもたちへ」、

「バトン」 
 

 

「スマートシティ」、「可能性を考

えていけるようなまち」、「子や

孫に誇れるまち」、「将来を見据

えた」「持続可能性」、「人口減

少対応」、「再配分」、「少子高

齢化対応」、「次世代へ引き継

ぐ」 

 


