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議 事 録 

会議の名称 令和2年度第1回東村山市総合計画審議会 

開催日時 令和2年7月20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］ 

和田清美会長、山口明会長代理、小林美緒委員、白石えつ子委員、伊藤真一委員、小関

子委員、増田勝義委員、新義友委員、遠藤剛之委員、黒田克也委員、金子肇委員、坂本登

委員、中谷浩之委員、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 

［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・金野真輔課長補佐・吉川東係長・高木文彬主任・島崎歩主事 

○欠席者： 

渡辺みのる委員 

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 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 報告 

（1）東村山市第 5次総合計画策定の進捗状況と今後の進め方について 

（2）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次総合計画前期基本計画について 

9 その他 

10 閉会 

配布資料 

 次第 

 審議会資料等の構成・内容に関する補足説明 

 資料1 東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め（案） 

 資料2 東村山市第5次総合計画策定の進め方（予定） 

 資料3 東村山市第5次総合計画 基本構想（案） 

 資料4 東村山市第5次総合計画 前期基本計画（素案） 

 東村山市総合計画審議会委員名簿 

問合せ先 

経営政策部行政経営課 

担当者名：吉川・高木 

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 会長の選任、会長代理の指名 

（1）会長の選任 

  委員の互選により、会長に和田委員が選任された。 

（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。 

 

5 傍聴に関する定め及び会議の公開 

（事務局）  

資料1「東村山市総合計画審議会の傍聴に関する定め（案）」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。ただし、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止の観点から、定めの第3、2号の規定により、傍聴人についてもマスクの着用、入室時の消毒をお

願いしたいと思います。 

 

＜傍聴者入場＞ 

 

6 市長挨拶 

(市長) 

ただいま委員の皆さまに委嘱状を交付しました。本審議会は2年間の任期で、市の最上位計画であ

る総合計画の策定及び進捗に対してご意見、ご指導いただくもので、この間、委員の皆さまには第5

次総合計画の基本構想についてご審議いただき、本年1月には、審議会を代表し、和田会長、山口会

長代理から基本構想の答申をいただきました。 

本来であれば、6月議会への議案提出を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症が日本で

も2月の中旬頃から顕著に拡大し、4月からは欧米のロックダウンに準ずる緊急事態宣言が出されまし

た。その後は、新たな生活様式など新たな課題への対応が求められ、第5次総合計画においても、こ

れらを踏まえて文言の追加、修正を行いました。 

もとより大きな課題である人口減少、更なる高齢化、気候変動などの状況は変わっておりません。

SDGsの理念を踏まえた持続可能で誰一人取り残されない東村山、そして「みどり にぎわい いろ

どり豊かに 笑顔つながる 東村山」の将来都市像など目指す方向性については、ゆるぎないものと

考えますが、この間の状況変化に対する修正点についてご意見をいただければと思います。 

これまでの対面を重視する対応から、ネットやデジタル機器を活用したコミュニケーションが今後
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主流になることが考えられ、すでにGIGAスクール構想など、市でも取り組み始めているところです

が、今後の基本計画等に盛り込み、着実にまちづくりへ生かしていきたいと考えています。これらの

状況を踏まえて、本日は大所・高所からウィズコロナ、ポストコロナのまちづくりについてご指導い

ただければと思います。 

 

7 報告 

（1）東村山市第 5次総合計画策定の進捗状況と今後の進め方について 

 

（事務局）  

資料 2「東村山市第 5次総合計画策定の進め方（予定）」について説明。 

 

（会長） 

ただいまの事務局の説明についてご意見やご確認がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

今後の市民参加について確認です。8月に予定しているタウンミーティングは、現在のようなコロ

ナ禍においても開催するのでしょうか。 

 

（事務局） 

現在は、緊急事態宣言が解除され、施設も稼働している状況です。実施方法は検討中ですが、可能

な形態、範囲で実施したいと考えています。 

 

（2）東村山市第 5次総合計画基本構想について 

 

（事務局）  

資料 3「東村山市第 5次総合計画 基本構想（案）」について説明。 

 

（会長） 

新型コロナウイルス感染症に関連した内容について修正や追記を行ったということです。また、将

来都市像や基本目標など 10年後にめざすまちの姿については、原案どおり進めるということでした。

ただいまの事務局の説明についてご意見や確認がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

1 ページ「計画策定の趣旨」について、前回から修正した点は、「こうしたピンチをチャンスに変

え」という部分だと思います。これは大事な視点ですが、このピンチというのは具体的にどのような

状況を意図しているのでしょうか。 

 

（事務局） 

ピンチという表現は、この間の新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業者の活動や学校、教

育施設の利用停止など社会経済活動に大きな影響があり、また今後も対面や集合を避けて事業を行う

必要があるという厳しい状況を示した表現です。 

ただし、単にピンチとするのではなく、機会と捉えて、新たなまちづくりを発想する転機とするこ
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とが必要であるということを示す意図があります。 

 

（委員） 

主にコロナの影響を踏まえてということですが、人口減少や自然災害などコロナ以外の状況もピン

チと捉えられるのではないでしょうか。 

 

（委員） 

自然災害や伝染病、リーマンショックのような経済危機など、急激にやってくるピンチもあれば、

じわじわとボディブローのように効いてくるピンチもあります。こうしたピンチに対して大事なの

は、立ち直る能力です。そして、ただ立ち直るだけでなく、まさに「ピンチをチャンスに変えて」強

く、進化することが大事だと思います。 

昔の人の言葉に「危機には、危険という意味のほかに機会という意味もある。危機の際には、チャ

ンスの方を見なさい」というものがあります。ピンチの内容をどこまで含めるかという見方は様々で

すが、今回の修正はよい表現ではないかと思います。 

 

（委員） 

新型コロナウイルス感染症の拡大は世界的な危機であり、多くの人が亡くなっている現在の状況を

考えると、ピンチという言葉は表現として軽すぎるのではないかと感じました。 

 

（委員） 

現在の状況は事業者にとって大変厳しい状況であり、当事者としてチャンスが広がって欲しいとま

さに感じています。ピンチをチャンスに変えるという表現は、現在の状況にぴったりだと思います。 

 

（委員） 

ピンチについては、より適切な表現があれば変えるのがよいですが、今回の場合、チャンスに変え

る、転換することの方が重要です。現在、日本を含めて全世界で地球環境や命に係わる切実な問題が

起こっていて、こうした自然災害などに代表される課題について変えていかなければならないと認識

することが大事だと思います。 

 

（委員） 

ピンチをチャンスにという表現は古くからあるものですが、東村山にとってのピンチが具体的にど

のようなピンチなのか、どうすればチャンスになるのかということが重要です。ピンチを深く捉えな

ければチャンスに活かせないと思います。 

 

（会長） 

 主にピンチをチャンスにという部分についてご意見をいただきました。審議会としては、既に答申

を出しておりますので、事務局は本日の意見も踏まえて検討を進めていただければと思います。 

 

8 審議 

東村山市第 5次総合計画前期基本計画について 
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（事務局）  

資料 4「東村山市第 5次総合計画 前期基本計画（素案）」について説明。 

 

（会長） 

基本計画については、基本構想と異なり、審議会として答申を作成することはありませんので、今

後の計画策定の参考意見として、先ほど説明がありました基本構想やこれまでの審議を踏まえて、委

員の皆さまのご意見をいただければと思います。 

事務局の説明、計画内容についてご意見や確認などはありますでしょうか。 

 

（委員） 

指標は今後検討を進めるということですが、関連する主な SDGsに対応した指標を検討しているの

でしょうか。 

 

（事務局） 

指標は各施策のめざす姿に関連する指標を置くことを想定しています。 

 

（委員） 

間接的に SDGsに対応するような指標になるということでしょうか。 

 

（事務局） 

各施策は SDGsと関連するため、結果として SDGsにつながる指標になると考えています。 

 

（委員） 

今回の計画は SDGsを重視しています。現在 75ページに 8章として SDGsについて記載していま

すが、前半の 3章に置いた方が全体を通じて SDGsの視点を意識していることが伝わるのではないか

と思います。 

 

（事務局） 

SDGsの趣旨を踏まえて施策に取り組むということは 3章にも記載しています。8章は SDGsと各

施策の関連を SDGsの視点から示した内容であり、内容が細かいため、後半に記載しておりましたが、

ご意見を踏まえ検討いたします。 

 

（委員） 

11ページの施策 1「適切な土地利用の推進」②センター地区についてです。センター地区は令和 3

年度からの構想ですが、これまで本庁舎、北庁舎、図書館について耐震補強が行われたところです。

これらの施設は今後何年くらい使用し、その後どのように利用するのか現時点で決まっていることが

ありますでしょうか。 

 

（事務局） 

正確に何年後まで使えるかについては、算出が困難ですが、少なくとも今後 20 年は耐震性に不安

がなく、安全に使用できると認識しています。 
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センター地区の利用は、公共施設の機能を維持する施設ありきのものではなく、住宅や公園、現在

利用が決定していない土地、国や都が所有する施設、都市計画道路や連続立体交差事業の進捗など、

周辺の状況を含めて検討しています。行政サービスだけでなく、文化活動や商業などが複合的に集積

され、人々の生活が豊かになり、まちの魅力が創造される核となることを目指したいと考えています。 

 

（委員） 

新型コロナウイルスの影響で昼間人口の状況が変わってきたと感じています。 

強制的に住む場所と働く場所が一緒になるなどしており、新たな昼間人口をベットタウン都市とし

てどう活かすか考える必要があります。昼間人口が増え、商業の売り上げが 1.3倍になり、空き家が

なくなった地域もあると聞きます。 

新たな生活様式にどう順応するかが重要です。在宅ワークが困難な人もいると思うので、コワーキ

ングスペースを確保することもよいと思いますし、新たな生活様式に合わせた取組が必要だと思いま

す。 

また、50 ページ、施策 20「健康づくりの推進」については、外に出ることが重要だと思うので、

外出する仕組みづくりがあればよいです。 

 

（委員） 

確認ですが、中止となった 4月の審議会の時点から資料の修正はあったのでしょうか。 

 

（事務局） 

これまでの新型コロナウイルス感染症の拡大の状況などを踏まえ、各施策の課題や施策の方向性に

ついて修正しました。また、この間の庁内検討による修正も行いました。 

 

（委員） 

4月の資料について意見を送らせていただいたので確認しました。以前と社会の状況も変わってい

ますが、新型コロナウイルスへの対応など追加、修正いただいていると思います。 

 

（委員） 

78、79 ページの各施策に対応する主な SDGs の表は分かりやすいと思いますが、初めてこの表を

見る人が表の縦軸（SDGs）と横軸（施策）の対応関係をどう受け止めるのか少し懸念があります。

例えば、健康づくりの施策では、関連する SDGsがひとつしかありません。計画書の作り方としては、

29の施策が先にあり、そこに SDGsを当てはめたのか、それも 17のゴールを実現するために 29の

施策をつくったのか、どちらが正しいのでしょうか。 

 

（事務局） 

75 ページの文章で記載しているように、あくまで市がまちづくりを進めることが中心と考えてい

ます。加えて、国際社会の一員として、市のまちづくりを通じて SDGsの達成にも貢献していくと整

理しています。 

 

（委員） 

分かりました。私も SDGsへの関連が多いからよいというわけではなく、当市にとって重要かどう
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かだと思います。該当する SDGs が少なくとも市にとってその取組が重要であればそれで十分と考え

ていますが、一見しただけではその趣旨が分からない方もいると考えました。 

 

（委員） 

施策 16「スポーツまちづくりの推進」について、伝統的な体力づくり、スポーツ推進はよいと思

いますが、コロナ禍や現在の ICT技術の発展を考えると、Eスポーツという発想があります。Eスポ

ーツについて、すぐに取り組むのは難しいかもしれませんが、長期的な観点では盛り込むとよいと考

えました。 

 

（委員） 

施策 5「下水道の整備・維持管理と治水対策」について、19ページの施策の方向性に「東京都が管

理する柳瀬川・空堀側について、1 時間あたり 50 ミリ規模の大雨時でも溢水しない河川整備を要請

します」とありますが、九州の豪雨などを見ても近年では 1 時間以上 70 ミリ規模の大雨のリスクが

高まっています。最悪の事態も踏まえた表現を検討すべきだと思います。 

 

（市長） 

東京都の多摩地域の基準は 1 時間あたり 60 ミリ、23 区は 70 ミリとなっていますが、実態として

は 50 ミリにすら対応しておらず、都知事に直接お願いをしている案件となっています。また、当市

は都県境にあり、柳瀬川については、下流部が東京都を出てしまいます。河川の改修は下流から行う

のが常道であるため、下流部の改修を待ってからとなります。 

当市でも 4 年前に最大雨量が 74 ミリを記録したこともあり、本来的には東京都でも 70 ミリ対応

を目指すべきと考えていますが、1自治体だけではできない部分もあるため、今後も国や東京都、埼

玉県とも協議をしながら進めていきたいと考えています。 

 

（委員） 

新型コロナウイルスに関しては、4月時点の資料から多くの施策でその影響と対応について追加・

修正をしていただいたと思っています。 

一方で、コロナに関連する状況として ICT や豪雨、自然災害については、もっと記載してもよい

と思います。また、医療関係者や感染者へのいじめや偏見についても記載するとよいと思います。 

 

（事務局） 

ご指摘いただいたうち、新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見などの問題は、58 ペー

ジの施策 23「人権・平和意識の醸成」の「現状と将来予測からみた課題」において追記しています。 

 

（委員） 

36ページから 39ページの教育環境と教育内容に関する施策についてです。これらの中身を見ると

枕詞に「学校」を多く使っているように思います。コロナの影響により、ホームスクールといったも

のも徐々に普及している中で、行政が求める教育が学校教育のみと見なされないか懸念されます。学

校という枕詞を使わずに、学校以外の教育についてもう少し記載すべきではないでしょうか。 
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（事務局） 

教育のベースが学校であることは、ご指摘のとおりだと思います。 

しかし、従前の不登校の課題に加えて、コロナの影響により、引きこもりなどの社会問題は複雑化

し、リモート授業などの学校以外での教育への課題意識も以前より高まっています。これらの社会問

題は福祉的な要素も含んでおり、教育以外の施策で触れている部分もあるため、市としても福祉や子

育てを含めた総合的な視点で検討させていただければと思います。 

 

（委員） 

子どもたちに焦点を当てた施策は、施策 13と 14ですが、子どもたちを含めた学校以外の学びとし

て、市民の自己実現や生涯学習、生涯教育を施策 15に記載しているので十分だと思います。 

 

（委員） 

施策 10「切れ目のない子育て支援」についてです。子どもの権利という視点で、子どもが自らの

意見を理解してもらえないことで発生している虐待や貧困、孤立もあると思います。多様な配慮を必

要とする子どもの意見表明権など、子どもが生きる権利は、大人が理解しなければ解決できない問題

です。ネグレクトにより子どもが命を落とす事件もありました。子どもの権利について記載すること

は、SDGsの観点からも必要だと思います。 

 

（事務局） 

ご意見を踏まえて検討します。 

 

（委員） 

施策 27「防災体制の強化」についてです。避難所の設備の問題ですが、中学校の体育館はエアコ

ン整備に向けて進んでいますが、小学校はまだとなっています。教育施設ですが、万が一の場合は避

難所になります。5年から 10年のスパンでは、小学校の体育館についても考えるべきです。 

また、災害時のトイレの問題は非常に深刻です。小平市ではマンホールトイレが整備されています。

下水道、治水の観点で下水道管の整備をこれから進めると思いますが、マンホールトイレといった整

備も記載すべきと考えます。お金も時間もかかると思いますが、なるべく早く検討するテーマだと思

います。 

 

（委員） 

施策 23「人権・平和意識の醸成」についてです。施策の②に「人権の森」構想の実現に向けた具

体的な取組を検討するとあります。 

市のホームページには保全・保存という言葉があり、キーワードとなっているので、記載してほし

いと思います。 

 

（事務局） 

ご意見を踏まえて検討します。 

 

（委員） 

施策 3「緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理」についてです。施策の①にある「快適な



 

９ 

緑道ネットワーク」と「動植物にやさしい環境づくり」を合わせて、生き物の保護を行うためのみど

りの廊下、みどりの回廊という言葉を入れてはどうでしょうか。人間の通路というだけでなく、昆虫

や小動物が生活して快適に住めるように、表現を入れてもらえるとよいと思います。 

 

（事務局） 

ご意見を踏まえて検討します。 

 

（委員） 

公園は、これから防災、健康福祉などの観点で整備していくと思うが、テレワークの視点からWi-Fi

環境が公園にあるとよいと思います。中央公園以外の公園にもあるとよいのではないか。コロナ禍で

も活用でき、都内に行かなくても東村山市で仕事ができると定住者が増えると思います。 

 

（市長） 

現時点で公園にWi-Fi整備ということは記載していませんが、GIGAスクール構想の第一弾として、

小中学校全校で高速大容量のインターネット環境を整えることとなっています。最大 10 ギガの容量

で、学校によってはすべての子どもが動画を視聴しても耐えうる容量です。今後は、学校で、夜間は

テレワーク等が行われることも十分想定されると考えます。費用のこともあるので公園のWi-Fi整備

は提案として受け止めさせていただきます。 

公園管理の実態としては、繁茂した雑草や木の適正管理もままならないところがあるので、公民連

携などさまざまな手法を考えつつ、公共空間のなかで稼ぐといった発想もしながらWi-Fiを整備する

ことはあり得ると考えています。 

 

9 その他 

 

（事務局） 

たくさんのご意見ありがとうございました。 

まず、議事録の作成は、事務局が素案を作成し、内容等の確認は委員を代表して、会長にご一任を

させていただき、後日市ホームページ等で公表します。 

次に、次回の開催は、報告事項でご説明したとおり、今年度は審議会の開催を予定しておりません。

今後の計画策定につきましては、来月8月にタウンミーティングを行ったのち、東村山市議会9月定例

会へ基本構想案と本日ご審議いただいた基本計画を参考資料として提出します。基本構想は、市議会

にて議決をいただいた時点で決定となります。基本計画は、10月から11月にかけてパブリックコメン

トを行う予定です。これらを経て、今年度中に第5次総合計画を完成させる予定です。委員の皆さま

には、策定の進捗にあわせて随時、ご案内・ご報告します。 

 

（会長） 

委員の方からも、何かご意見等ございましたら、お願いします。 

 

（委員）  

一同なし。 

 

10 閉会 

 

（会長）  

 以上をもって令和2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―  


