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議 事 録 

会議の名称 令和3年度第1回東村山市総合計画審議会 

開催日時 令和4年2月15日（火）午後6時00分～午後7時30分 

開催場所 いきいきプラザ3階 マルチメディアホール（Zoomによるオンライン開催） 

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、村山じゅん子委員、さとう直子委員、小関

子委員、鈴木八百造委員、増田敏喜委員、中谷浩之委員、野口明委員、坂本登委員、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］ 

平岡和富経営政策部長・東村浩二経営政策部次長・ 

企画政策課：深野聡課長・長谷川誠課長補佐・高木文彬主査・中田園美主任 

○欠席者： 

鈴木たつお委員、遠藤剛之委員、黒田克也委員、金子肇委員 

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）東村山市総合計画審議会条例の改正について 

（2）第 5次総合計画等 5計画完成シンポジウムの開催について 

（3）総合計画の進捗状況について 

  ・新型コロナウイルス感染症への対応について 

  ・主な施策の取組状況について 

・SDGs の推進について 

4 その他 

5 閉会 

資料 

 次第 

 東村山市総合計画審議会委員名簿 

 資料1 東村山市総合計画審議会条例 

 資料2 東村山市総合計画審議会 

 参考資料1 令和4年度版実施計画（速報版） 

 参考資料2 令和4年度当初予算プレス資料 

問合せ先 

経営政策部企画政策課 

担当者名：高木・岡村 

電話番号：042－393－5111 内線3001 

ファックス番号：042－393－6846 

e-mail：kikakuseisaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 
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会 議 経 過 

1 開会 

 

＜事務局より改選された委員の紹介＞ 

※（資料番号なし）「東村山市総合計画審議会委員名簿」参照。 

 

2 市長挨拶 

 

（市長） 

本日はお忙しいところ、令和3年度第1回総合計画審議会にお越しいただきありがとうございます。

また、第5次総合計画の策定に際して熱心にご討議をいただき、ご指導、ご協力を賜りましたこと、

改めて感謝を申し上げます。 

本日は第5次総合計画がスタートして1年近く経ったこの間の取組み等について報告させていただ

き、ご指導をいただければと思います。 

このたび、第5次総合計画の進捗等について審議会に報告し、それに対してご意見をいただくとい

うことを正式に条例で位置づけました。今後も折に触れてこの審議会を開催し、市の最重要計画であ

る第5次総合計画がどのように展開されているのか成果と課題を報告し、皆様からご指導ご意見を賜

りたいと考えています。 

コロナ禍ということで、今回はこのように初のオンラインでの審議会となりました。昨年の12月は

1ヶ月間で4名の新規感染者となっていましたが、年明け急激に感染拡大し、1月には1ヶ月間で1,000

人を突破し、2月もずっと3桁の日が続いており、今日の東京都の発表で合わせると、今日までで1,721

人の感染が確認されています。 

ただ、昨日今日と当市の感染者も少し減って2桁になり、今日は48名、東京都全体でも数千となり、

先週に比べると若干ピークアウトに入りつつあると期待を持っていますが、こればかりは全く予断を

許さないため、引き続き感染防止に努めていきます。会議についても、次回もオンライン等で行わせ

ていただくかもしれません。大変ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

先週、2月9日に令和4年度の予算を記者会見で発表しました。これについても後ほど所管の方から

詳しく説明いたしますが、今回は国の地方財政計画の影響を受け、大変厳しい予算編成となりました。

しかし、第5次総合計画の趣旨を生かし、第5次総合計画の実施計画事業については、できるだけ予算

化を図らせていただきました。予算規模も、今回は一般会計と特別会計、公営企業会計を合わせると、

東村山市では初めて1,000億を突破するというかなり大きなものになっています。引き続きコロナの

感染防止、当面は3回目接種等に注力しながら、第5次総合計画に掲げられている持続可能なまちづく

りを推進することを主眼に、予算編成をいたしました。本日皆様にご披露させていただき、ご意見を

いただければと思います。 

本日は限られた時間であり、オンラインということで、少しやりづらい部分もありますが、実り多

いご審議をお願い申し上げて、私からの挨拶に代えさせていただきます。本日は、よろしくお願いし

ます。 

 

3 報告 

 

（1）東村山市総合計画審議会条例の改正について 

（事務局） 

資料説明 

資料 1「東村山市総合計画審議会条例」 

資料 2「東村山市総合計画審議会（1）東村山市総合計画審議会条例の改正について」 

 

（会長） 



 

３ 

総合計画審議会条例の改正について報告がありました。今回の改正により、市長からの報告事項に

ついて審議会が助言できるようになりました。今の説明について確認事項があれば、よろしくお願い

します。 

 

（委員） 

これまで審議会でやっていたときには、新しい計画を作ったりする際に何度も会議を開いた覚えが

ありますが、もし 2回の会議で足りないときはどうするのでしょうか。 

 

（事務局） 

基本的には今お話した通り、前年度の決算を迎えての報告と、次年度の予算の内容についての報告

を基本とします。新たに皆様に審議していただきたい事項が発生した場合には、会長にご相談をして、

開催させていただきたいと考えています。  

 

（2）第 5次総合計画等 5計画完成シンポジウムの開催について 

（事務局） 

資料説明 

資料 2「東村山市総合計画審議会（2）第 5次総合計画等 5計画完成シンポジウムについて」 

 

（会長） 

第 5次総合計画等 5計画完成シンポジウムには、私を含め審議会から 3名の委員が参加しました。

良い意見交換の場となり、YouTube の視聴も多いという報告でした。今のご報告についてはまた

YouTubeなどを視聴していただければと思います。 

 

（3）総合計画の進捗状況について 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、主な施策の取組状況について 

（事務局） 

資料説明 

 資料 2「東村山市総合計画審議会（3）総合計画の推進について」 

 

（会長） 

事務局より、総合計画の推進における新型コロナウイルス感染症への対応及び、主な施策の内容に

ついて説明がありました。 

新型コロナウイルス感染症に対しては、第 5次総合計画にも市民の命を最優先に施策を展開すると

定めた通り、最優先事項として取り組んでいるとのことです。また、そのような状況下であっても、

各分野の施策について取り組みを進めているとのご説明がありました。 

令和 4年度の取り組みについては、まさにこれからの内容となります。ご意見、あるいは確認事項

があれば、ご発言お願いします。 

 

（委員） 

資料 2の 11・12・13ページに下線がありますが、どのようなところに線を引いているのですか。 



 

４ 

 

（事務局） 

11 ページについては、まちづくりの考え方というのが 4 点あり、その中でも「市民の命を最優先

に施策を展開する」というのがまさにコロナ禍の状況において市が実践しているところであり、特に

重要なポイントになるため下線を引いています。 

12ページ、13ページについては、見出しとして目立たせるために下線を引いています。 

 

（委員） 

特に 11 ページは、短い文章で当たり前だが大切なことを書いたというのが大変いいと思います。

これがあるだけに、「待っていてもなかなか国などがやってくれない」、「地方自治体の発信力やイニ

シアチブ」といった市民意見への対応がコロナ禍においてより大切になると思いますが、ぜひしっか

りとお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

資料 2の 15ページ、「くらしの質の向上」のところで、Bisport東村山での相談事業の展開という

項目がありますが、コロナ禍ということもあり予約制で行われたと伺っています。トータルでどれく

らいの相談があったのか、もしデータがあれば伺いたいと思います。 

 

（事務局） 

電話相談やオンライン相談を取り入れた結果、Bisportでは年間 25件の相談を受け付けています。 

 

（委員） 

主な政策の取り組みについての 18 ページに書かれている連続立体交差事業並びに都市計画道路整

備について、土地の収用や、工事の進捗率がわかれば教えていただきたいです。 

 

（事務局） 

都市計画道路の用地取得率については、まず、3・4・5号線については 97.8％となっています。 

 

（委員） 

19 ページの男女共同参画と性的マイノリティに関する事業のところで意識調査を実施したのか、

実施予定か聞き取れませんでした。もし、性的マイノリティに関する事業の意識調査を実施したので

あれば、調査内容・結果についてどこかで閲覧できるのでしょうか。 

 

（事務局） 

調査の内容については、既に公表させていただいており、令和 3年 8月 20日から 9月 9日までの

調査期間で、郵送での配布・回収をしています。配布数が 2,000、表回収が 877票、回収率が 43.9％

となっています。 

内容については分野ごとに、介護の状態、防災について、仕事について、あるいはワークライフバ

ランスについて等、項目ごとに質問させていただき、回答をいただいています。公開されている場所

についてはまた別途ご案内いたします。 

 



 

５ 

（委員） 

27ページの SDGsパートナーについて、パートナーの一覧表をWebページで拝見しました。地元

の小中学校がパートナーになっていることが目立ち、良いと思います。地元の小中学校にパートナー

になっていただいたのは、何か働きかけに工夫があったのでしょうか。 

（事務局） 

この後、SDGsに関しては詳しくご説明しますが、市としても教育委員会を含め、やはり SDGsに

ついては未来を担う子供たちにしっかりと学んでいただきたいという思いがあり、働きかけを行い、

パートナーになっていただいたという経緯があります。 

 

（委員） 

22 ページの取り組みについて、学校避難所にマンホールトイレを設置する検討は大変斬新でいい

と思います。せっかく検討するならば、それ以外にも、広域避難場所である中央公園などへの設置検

討も一緒に行ったらいいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

マンホールトイレについては、今後広域の行政圏をまたいだ対応も検討すると思いますが、まずは

市の所有財産である、小中学校をターゲットとしています。東京都の他の地域では先行して設置して

いるところもありますが、来年度から改めて検討するものは、小中学校をメインに考えています。 

 

（委員） 

所管の違いがあるということでしょうか。 

 

（事務局） 

そうです。設置に向けて一定の連携が必要な部分と、市が主体となって進められる部分には若干の

違いがあると思っています 

 

（委員） 

ぜひ連携しながら進めていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員） 

スマートシティやＤＸの導入は非常にいいと思いますが、これは全て電力が安定的に供給されてい

ることが前提で成り立っているシステムです。VPP（仮想発電所）の観点からも非常に多くの施策が

取り入れられていると思いますが、災害時を含めた電力の安定的な確保について何か検討しています

か。 

 

（事務局） 

広域の観点から非常に鋭いご質問です。ただし、基本的には VPP と言われるような施設は、まだ

大規模なものを持ち合わせていません。一部の公共施設にある屋上発電のようなもので若干賄うとい

うことであれば、環境啓発の域を出ないというご指摘も当然あるかと思います。今後、市で調達する

電力について、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに切り替えるといった環境面での配慮

を行う上で、例えばＥＶ車などの蓄電池となりうる施設やそれを充電可能にする公共施設に関する基



 

６ 

盤整備も必要となるため、まずは行政の施設・公用車などから、具体的な検討を進めていく予定です。

施設面で大規模な展開ということは今のところ具体策はありませんが、市民レベルのものについて

も、行政で推進できるものについては進めていきたいと考えています。 

 

（委員） 

災害が発生すると、避難所の体育館などで、市民の皆さんのスマホの電気が無くなり困ることもあ

ると思います。当然、いきなり整備はできないと思いますが、中長期的に電力関係も考えなくてはな

らないと思いますし、それが検討されているのであればいいと思います。 

 

（委員） 

15 ページについて、都市農業活性化農地創出の支援を目的とした農業者補助金の創設ということ

で、農業基盤には市から大変な補助金をいただいています。農業委員会をやっていると、農地がどん

どん減っていることを肌で感じます。農地があれば、潤いと緑のある、いい町ができると思います。

市の予算から言うとほんのわずかなものですが、より一層の投資をお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

おっしゃる通り、直接的な投資というのがなかなか難しい分野であるというのはご指摘の通りで

す。しかし、これまでも東京都の方で展開いただいている事業で、例えば駐車場のような土地の農地

転用や、組合形式で果樹などの生産規模を拡大できるハウス施設等の環境整備への補助制度も非常に

厚くなってきています。それに市の方でも上載せをするなど、過去に比べるとメニューとしては非常

に増えてきたという印象です。ただ、全体の規模については、ご指摘の通りであると感じています。

現在、市が実施しているのは、先ほどの紹介のように、地産地消・市民の方の利用促進という点であ

り、その両面が必要であると捉えています。 

 

SDGsの推進について 

（会長） 

事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

資料説明 

 資料 2「東村山市総合計画審議会（3）総合計画の推進について」 

 

（会長） 

SDGsの推進についてご報告をいただきました。 

第 5次総合計画ではサブタイトルに「わたしたちの SDGs」と定めています。まちの持続可能性を

高めるためには市内全体で SDGs を推進する意識を向上させる必要があり、審議会でも多くの議論を

重ねた結果、計画の中に盛り込まれたという経緯があります。事務局からは、「わたしたちの SDGs」

を市内に浸透させ、まちぐるみで SDGsを推進するための取り組みとして、オープンラボ、パートナ

ー認定制度、そして小中学校での出前講座についてのご報告がありました。 

ぜひ皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

 



 

７ 

（委員） 

パートナー認定制度について、教育機関が 22 校参加しており、素晴らしい登録数だと思っていま

すが、やはりどうしても事業者が少ない印象です。今後の展望の中で事業者からの申請を促進してい

きたいという説明もありましたが、どのような手法を検討していますか。 

 

（事務局） 

普段、事業活動をされている方々に対しては、このパートナー認定制度に申請してパートナーにな

ることのメリットをいかに説明し、ご理解いただけるかが課題であると考えています。 

既に申請をいただいている事業者の中には、このパートナーになっていただいたことをきっかけ

に、新たな事業を展開したという事業者もあります。ラボの方でも報告していますが、パートナーに

なっていただいた事業者の取り組みについて、今後も継続的に発信し、メリットを知っていただきた

いと考えています。 

また、各課の業務の中で既に様々な事業者と連携をしている部分があるはずです。その中でも実は

既に SDGsに取り組んでいるという事業者がかなり多いと認識していますが、パートナー認定制度を

知っていただけてない部分もあり、この辺りは各部・各課と連携し、そういった事業者さんにはこち

らからご説明をして、ぜひパートナーになっていただきたいと考えています。また、その他の手法と

しては、事業者と接する機会が多い市内の金融機関の方に、パートナー認定制度の周知について協力

していただく予定です。令和 4年度に入ったら、本格的にそういったところからも事業者の方々にア

プローチをしていきたいと思います。 

 

（委員） 

事業者にメリットがあるのはもちろんですが、市民の方が 1人ずつこれに登録するのは少しハード

ルが高いような気がしています。認定証を持っている事業者を利用することで、個人個人が SDGs

に貢献しているという認識を市民の皆さんに持ってもらえるような呼びかけを事業者・団体以外にも

できるとさらにいいと思います。 

また、商店街や自治会に協力を求めるとすると他の部署が絡んでくるかもしれませんが、横の連携

を強化し、裾野が広がるような取り組みをやっていただけたらと思います。 

 

（委員） 

資料が郵送なのはどういった経緯なのでしょうか。規約などがあるのですか。 

 

（委員） 

事前に用意させていただいた資料のボリュームが多く、メールでは一度に送ることができませんで

した。事前にご覧いただきたい内容でもあったので、読みやすさを考慮し、紙でご用意いたしました。 

もし、全てペーパーレスでよろしければ、今後その辺については改善させていただき、完全ペーパ

ーレス化を実現できればと思います。 

 

（委員） 

これは素朴な疑問ですが、カラー刷りとモノクロが混ざっているのは担当した人の違いでしょう

か。参考資料 1「令和 4 年度版実施計画（速報版）」は完全モノクロ印刷ですが、それ以外はカラー

が混じったものになっています。ペーパーレスや、白黒でという風潮があると思いますが、目に見え



 

８ 

る形からやっていくのが一番いいと思いますし、統一していくべきではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 参考資料 2「令和 4年度当初予算プレス資料」など別途カラーで印刷する予定があったものは、カ

ラーでご用意いたしました。この辺りも統一していければと思います。 

 

（会長） 

今回の第 5次総合計画のサブタイトルには「わたしたちの SDGs」とあります。これを進めていく

ためには、やはり市民の積極的な参加が重要です。そのためにはやはり市民にわかりやすく、そして

理解しやすいことが重要だと思います。また、29の指標や、SDGs実施の取り組みを見える化し、ど

のような状況であるか広く市民に伝えていくことが重要であると思います。 

回各委員からあった意見等を適切に市民に示すことで、市民の意識の向上に繋がるのではないでし

ょうか。 

以上をもちましてこの点についての質疑は終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

一同異議なし。 

 

4 その他 

 

（会長） 

それでは、事務局より連絡等はありますか。 

 

（事務局） 

まず 1点目、2月 20日に開催予定の東村山市版株主総会についてご案内させていただきます。 

この取り組みは民間で実施されている株主総会になぞらえて、東村山市の株主とも言える市民の皆

さんに、当市の財政状況や事業の成果をご報告し、ご意見ご評価をいただくものです。 

毎年度実施している取り組みですが、今年度は初めてオンラインでの開催となり、参加者は既に

3,000 名から無作為抽出し、招待状を送付しています。現時点で参加希望者が 85 名となっており、

オンライン参加が 78 名、市役所のパソコンでの参加が 7 名となっています。当日の様子については

YouTube LIVEで配信予定であり、ぜひ委員の皆様にもご視聴いただきたいと考えています。 

2点目は議事録の策定についてです。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

にご一任させていただく形でよろしいでしょうか。 

次回は次年度の 10 月頃を予定しています。こちらについては具体的な日程が決定次第、改めてご

案内させていただきます。  

 

（会長） 

以上をもって令和 3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― 
 


