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2 市長挨拶 
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会 議 経 過 

1  開会 

 

 

2 開会挨拶 

 

（会長） 

 まずは、市長よりご挨拶をいただきます。 

 

（市長） 

 本日は、令和元年度の第2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。 

前回と少し間がありましたが、この間に、まず6月1日に市民ワークショップ「みんなで話す これ

からの東村山」を開催し、無作為抽出により3,000名の市民のかたを招待し、25名のかたにご参加い

ただきました。6月16日には、子育て世代のかたを対象に「みんなで話そう！ 子育て×まちづくり」

ワークショップも開催しました。 

また、6月8日から21日にかけて普段ワークショップには集まりにくい次代を担う若者世代を対象に

市内各所でまちづくりに関するインタビューを行いました。 

6月27日から7月26日にかけては、約1か月間にわたり、「ＷＥＢアンケート」を実施し、住みたいま

ちについての意見を聴収したのに加え、7月11日からは市内7つの中学の3年生に対して、「中学生アン

ケート」も実施しました。 

直近では、9月26日に「民間事業者意見交換会」を開催し、市内の事業者、ＮＰＯなどの代表のか

たに集まっていただき、多くの市民からの意見聴収を精力的に行ってきたところです。 

本日は、全体の体系、将来都市像、まちづくりの考え方、基本目標について市の考えをお示しさせ

ていただきます。まちづくりの考え方については、第4次計画の基本姿勢も踏まえつつ、「市民の命を

最優先にするまちづくりを進めます」「時代の変化に柔軟に対応した持続可能なまちを目指します」

「東村山の自然や文化、歴史、伝統を守り、活かします」「多様な主体が共に力を発揮してまちの魅

力を高めます」という基本的なまちづくりの考え方を示しています。基本目標では、「まちの価値の

向上」「ひとの活力の向上」「くらしの質の向上」を掲げて、今回はめざす姿についても具体的にご提

示させていただきました。まちづくりの考え方の「持続可能なまち」の部分は、SDGsとの関わりが大

きいため、基本目標については、SDGsの17のゴールと紐づけていきたいと考えています。そして、こ

れらを踏まえ、基本構想の肝になる将来都市像についても定めていきます。 

審議会は年内に来月、再来月と今回を含めて3回を予定しており、総合計画の骨格について取りま

とめたいと考えています。委員各位、大変お忙しいと思いますが、今後10年間の方向性を定めるため

の中心的な議論になるかと思いますので、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

3 審議 

第5次総合計画基本構想（まちづくりの考え方、将来都市像、基本目標）の検討について 

（会長）  

事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）  

資料について説明。 

 

（会長）  

事務局から、第5次総合計画基本構想について説明がありました。 

今回は、基本構想の骨格となる「まちづくりの考え方、将来都市像、基本目標」について審議し、

今回も含めて3回をかけて、本審議会の答申となる基本構想を決めていくということです。 

資料1では、前回、事務局からイメージとして示された全体の体系図のうち、上の3つの項目につい

て、市民意見なども踏まえた具体的な案が出されました。 

このうち、将来都市像については、今回は、どの要素やキーワードを大事にするかを審議し、次回

審議会で改めて具体的な案が示されるということです。示された要素やキーワードの過不足について
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もご意見をいただきたいと思います。 

資料2以下では、各々の案がつくられた過程についても示されました。 

まずはまちづくりの考え方についてご意見をいただけますでしょうか。ただし、3つの項目は、お

のおの繋がりを持ったものでもありますので、まとめて意見を言っていただいても結構です。また、

事務局への確認もありましたらお願いします。 

 

（委員） 

まちづくりの考え方にSDGsを取り入れることを考えた時に、これはシンポジウムの中で三浦さんも

言及されていたと思いますが、八国山の優しい自然や里山といった言葉がキーワードに加わるのでは

ないかと思います。 

また、多様性というキーワードがありますが、生物の多様性は入っていないので、これもキーワー

ドに入れたほうが良いのではないでしょうか。外来種が増えているという意見も出ています。里山の

公園があって自然が活かされるためには、キーワードを含め、具体的な取り組みもしていかないとい

けないと思います。 

 

（会長） 

まちづくりの考え方の「東村山の自然や文化、歴史、伝統を守り、活かす」の部分についてご意見

をいただきました。SDGsについても今後また審議することになるかと思いますが、必要な視点だと思

います。他にご意見はありますか。 

 

（委員） 

まちづくりの考え方については、もっとポイントを絞る必要があると思います。東村山市は、東大

和、清瀬から見ても歴史という点で、正福寺や徳蔵寺があり、歴史の宝庫と言われています。今はそ

れが活かされていないように思われるので、これをポイントとして絞り込んでほしいと思います。 

 

（会長） 

 他市の総合計画に関する情報は、資料7にありますので、こちらも踏まえたご意見もいただけたら

と思います。 

 

（委員） 

まちづくりの考え方について、市民の命を最優先というのが、なぜ1番目なのかと思いました。災

害のこともあると思いますが、命が最優先というのは当たり前のように感じました。第5次総合計画

の中では、もう少しポイントを絞った方が良いと思うので、1番に置いた理由があれば、ご説明いた

だければと思います。 

 

（事務局）  

まちづくりの考え方については、市がめざす姿ではなく、計画を進めるにあたっての行動規範や理

念を示す部分に位置づけられています。そのため、どのようなまちを目指すかというポイントを絞っ

た要素については、将来都市像の部分で表現していきたいと考えています。 

また、市民の命を最優先にするという考え方については、第4次総合計画や市民憲章からも引きつ

いでいる考え方で、市民の命が他のどんなに優れたまちづくりよりも優先されるべきであるという市

の姿勢を示しています。 

 

（委員） 

最近よく言われる「持続可能なまち」「持続可能な開発」という言葉は、人間の住む環境や地球環

境を守りながら開発を進めるということだと思いますが、極端な話をすると、まちの持続可能性を追

求するあまり、人間社会に対する影響が出ないかという心配もあります。持続可能なまちの具体なイ

メージがあれば教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

今、東村山市は今後人口減少が見込まれる中で転機にあると考えています。これまでのまちづくり

は、人口が増えることを前提に進めてきましたが、国際的にも限りある自然やエネルギーなどについ
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て議論される中で、人やまち、自然や資源などこれからは、東村山の将来世代が住みよく暮らしてい

くために、どのようにまちづくりを進めていくのか、複合的な観点で取り組まなければないと考えて

います。 

 

（委員） 

持続可能なまちの「まち」という言葉は、いわゆる都市機能だけでなく、居住空間やくらしの様々

な側面を含んだ表現だと思います。持続可能なまちを言い換えると、今私たちが享受している便利さ

や幸せを次の世代、その次の世代でも続くようにするということだと思います。今の私たちが贅沢を

し過ぎて、次の世代が犠牲になるというのは、持続可能とは言えないので、できれば次の世代には今

より幸福で、少なくとも今の良いことを次の世代も享受できるような「まち」にしていくということ

だと思います。そのためには、便利さやまちのプライドを維持する、あるいは財政的にも将来負担が

大きくなるのを避けるなども取り組めることではないかと思います。 

 

（委員） 

都市機能の構成要素として買い物や移動などくらしが便利とありますが、市民参加のまとめの資料

を見ると現状として、活気がないなどの意見も出ています。市としてそれに繋がる施策で考えている

ことがあれば教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

都市機能についての市民意見は、子育て世代を中心に、買い物が便利なだけではなく、楽しめるよ

うな要素を求める意見を多くいただいたと認識しています。このような要素については市が単独で作

り出すことは難しいですが、例えば、まちづくりの考え方の④でもお示ししたとおり、公共だけでは

なく、民間の力も含めて、市民のかたに生活が充実していると実感していただけるような施策を検討

していきたいと考えています。 

  

（市長） 

現時点で市として商業施設の誘致ということは考えていませんが、第5次総合計画は第4次総合計画

のまちづくりの計画を引継ぐものであり、現在進めている東村山駅の連立立体交差事業では、事業者

である西武鉄道が高架下に一定の商業施設を誘致することを想定しています。 

地元の多くのかたから地元の商店会と調和させてほしいなどの意見をいただいていますので、第5

次総合計画の中での位置づけや個別具体な話については、今後も進めていければと考えています。 

 

（委員） 

スーパーに買い物に行っても会話をすることはありませんが、商店街があってそこで様々な会話が

できるまちというのは良いまちだと感じます。親しみがあって愛されるまちになるためには、市とし

てもそういう商店街をつくるサポートをすることが必要ではないかと思います。 

 

（委員） 

将来都市像のみどり・自然のキーワードで、「芽生え」や「わかば」というのは他と比べて、表現

が具体的過ぎるように感じました。「豊かなみどり・自然を活かし、ともに生きる」という要素を表

すものとしてどのような検討があって出されたキーワードなのか教えていただければと思います。 

 

（事務局） 

こちらは、みどりや自然についての市民意見をもとに庁内で具体的なキーワードを検討したもので

す。将来都市像を考える上でキーワードの選択肢を増やしたという意図もありますので、その点も踏

まえてご意見をいただければと思います。 

 

（委員） 

アンケートでは、自然と都市が共存したほっとするまちに多くの支持が集まっていますが、市民ア

ンケートでは選択肢に入っていないため結果に表れていないように思います。これについてはどのよ

うな意図だったのでしょうか。 
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（事務局） 

市民アンケートは、初期の基礎調査の一環として実施したということもあり、選択肢は、具体的な

表現ではなく分野をイメージしたものを使用しました。後半のアンケートではワークショップでいた

だいた具体的な市民の意見をもとに選択肢を作ったこともあり、他のアンケートと単純に比較するこ

とはできませんが、より将来都市像のキーワードに近い表現になっているとご理解ください。 

 

（委員） 

みどり・自然については、今みどりの基本計画の策定も進めているので、総合計画の将来都市像の

表現がみどりの基本計画に繋がるものになっていると素敵だなと感じました。 

また、3月の審議会の市長の発言だったと思いますが、地域で活動する人口を増やすというのは良

い表現なのでそういった要素が含まれると良いと思いました。 

 

（委員） 

買い物で会話が無いという意見が出ましたが私もそう思います。都市化を進めていくとますますコ

ミュニケーションの機会を失うのではないかと思います。まちづくりの全てがそういう流れになって

しまってはいけないと思います。 

 

（委員） 

商工会も今新しい事業として市と一緒に「まちゼミ」というものを始めました。市内の40店舗ほど

が参加していますが、内容は各商店が持っている専門的な知識をお客さんとのコミュニケーションを

取りながら教えたりすることで、店をアピールするものです。まだ始まったばかりですが、皆さんに

も是非参加してほしいと思います。 

 

（市長） 

商店会の活性化については、第5次総合計画の中でも重要な政策課題と認識しています。人口減少

が予測される中では、商店の規模が縮小する可能性も高く、さらに身近なところで買い物するところ

が減れば、人口減少に拍車がかかるという悪循環を生み出してしまう危険性があります。 

人口減少の中でも、身近なところで買い物ができ、生活しやすい地域を具体的にどのようにつくっ

ていくかは難しいことですが、第5次総合計画の中心的な課題のひとつとして施策の体系にも入って

くるものと考えています。 

 
（委員） 

将来都市像に2点ほど入れたほうが良いと思ったことを挙げます。1点目が多様な人が活躍するとい

う部分ですが、多様な人が活躍するためには平等性が必要だと思います。ジェンダーや人種、障害が

あるかたなどが同じ権利を持って活躍できるように保障することが必要と思いますので、平等という

キーワードが入ると良いと思いました。 

2点目は子どもたちが心豊かに育つ、産みやすく、育てやすいという部分です。ここではキーワー

ドに「産む」が入っていません。産むことについて具体的な施策を立てるのは難しいと思いますが、

将来都市像の中に「安心して産み、育てられる」というような表現が入ると良いと思います。 

 

（会長） 

 ダイバーシティの話をしていただきました。キーワードにはダイバーシティと多様性があり、同じ

ことのように思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

同じキーワードと思いました。 

また、包摂性という言葉は誰も取り残さないという意味ですが、すべての人を包み込んでという意

味で包摂という表現がキーワードに入ると良いと思いました。 

 

（委員） 

商店の触れ合いがないという意見が先ほども出ましたが、以前、東村山駅周辺のまちづくり基本構想

の将来像のフレーズで、「『出会い』『ふれあい』があり、ぶらぶらと歩いて楽しいまち」というものがあって非常
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に見事だなと思っていました。今回もこれに通じるキーワードが出ているのでそういう要素が入ると良いと思い

ます。 

 

（委員） 

駅周辺についてもそうですが、人口減少を食い止めるには、人が集まる魅力を表現できると良いと

思いました。例えば、公園があって、そこに集って、行事が出来たり、散歩ができたり、生きた公園

があるだけでより住みやすいイメージが出るように思います。公園のような共存できる部分があって

人が集まるような魅力を将来都市像の中に表現できると良いと思います。 
 

（委員） 

人口減少に対して本気で取り組むとしても、恐らく絶対量については見込めないように思います。

そうした中では、密度の維持ということが重要ではないかと思いました。先程の商店の話も密度が維

持されれば上手くいくかもしれません。ただ、密度という表現は将来都市像のキーワードとしては楽

しくないかと思いますので、例えば、コンパクトという表現を持続可能性のキーワードに入れるのは

どうかと思います。 

また、都市機能の分野で言うと高密度というキーワードも入れたいと思いました。ビジネスや遊び、

病院といった要素が例えば駅周辺で出来る。一つの駅で全てを含むことは出来ないので、役割分担を

する。キーワードに入れるのは難しいと思いますが、人口も施設も密度を高めることが重要になるよ

うに思います。 

 

（委員） 

市内にある９つの駅をもう少し活性化させることが大事ではないでしょうか。活性化の方法とし

て、新たに観光案内所を置くのはお金がかかってしまいます。東村山は狭いかもしれませんが、工夫

次第で駅周辺の私有地などのスペースを上手く活用すれば、お金はかけなくても活性化はできると思

います。 

また、公園らしきスペースはありますが、整備がされていません。こういった公園も活性化させて、

小さくても一休みが出来て、整備された洒落た公園があると良いと思います。市内に広い公園はあり

ますが、身近なところにそういう公園があることが大事だと思います。 

 

（事務局） 

駅の活性化については、現在、東村山駅、久米川駅、秋津・新秋津駅を３つの中心核と位置付けて

駅周辺の活性化を進めているところです。 

 また、公園の整備、私有地の活用などについてもご意見もいただきましたが、これは将来都市像の

キーワードで言う「にぎわい」や「人が集まる」といったところに繋がるご意見と思います。 

 

（委員） 

全般に繋がることですが、今あるものを絶やさないということも大事ではないでしょうか。具体的

には事業承継を考えていただきたいと思います。新しいものを作り出すよりも、今あるものを絶やさ

ないということが、結果として活性化に繋がるのではないかと思います。 

 

（市長） 

東村山の事業所数は、現在減少傾向にありますが、その理由としては後継者、担い手不足による廃

業が多く、課題となっています。商店がなくなれば、その地域の生活に不便がでて、住みづらくなっ

てしまいます。通信販売、大型店の影響もありますが、若いかたが家業を継がないという課題や、個

人商店では新たに加入するということも難しいという課題もあります。 

持続可能性ということを考えると、こうした商店等の事業承継も非常に大きな政策課題だと思って

います。国等でも税制上の優遇措置等も始めていますが、市でも第5次総合計画の中で独自の取組み

できるのか検討を進めていきたいと考えています。 

 

（会長） 

 基本目標について、「まちの価値の向上」「ひとの活力の向上」「くらしの質の向上」の３つをおい

ていますが、今までの議論でも出ていましたが、この案についてはいかがでしょうか。 



 

７ 

（委員） 

東村山には郷土研究会がありますが、歴史の宝庫であることをもっと生かし、市の資源である文化

財をアピールした方が良いのではないかと思っています。 

 

（委員） 

自然と同様に歴史も大事だと思います。関東の国宝の寺と言えば、東村山の正福寺の他には、日光

の東照宮や鎌倉の円覚寺があってこちらは全国的にも知られています。東村山は何もないというアン

ケート結果も出ていますが、東村山市の良さをもっと教えなければならないと感じました。 

9月にロンドンに行ったのですが、公園のベンチや駅に昔あったものや利用した人物についての説

明が書いてありました。歴史を大切にしているまちだというのが伝わり、東村山でも武満徹さんや草

野心平さんなど有名なかたについてこうした工夫が出来ないかと思いました。 

 

（委員） 

今の話を聞いて、歴史については、大事なことだと思いましたので、めざす姿のフレーズは、「郷

土の歴史」と付け加えて表現をはっきりさせると良いと思いました。 

また、市内のかたから親しまれているだけでなく、市外からも理解されることが大事だと感じまし

たので、こちらは「市の内外から親しまれている」の方が良いのではないかと思います。 

 

（委員） 

産業振興についてです。資料⑤の基本目標案のめざす姿の部分に「新しい産業が創出され、地域経

済が活性化している」とありますが、現状市内の商工会の製造業者は、規制の問題によって、改築や

増築できないといった課題を抱えています。工場の周辺に住宅が立ち並んで、これ以上、改築ができ

ずに成長ができなければ、事業継承も出来なくなってしまいます。今あるものを育てて、その上で新

しいものを育てていただけると良いと思います。 

 

（市長） 

市内の製造業の工場の立地については、長年の課題であると受け止めています。東村山市は広い意

味で住宅都市という性格があり、工業専用地域は全くなく、準工業地域が若干ある程度で、商業関係

も駅周辺のエリアに限られています。そのため、既存の製造工場等については、今の用途地域が定め

られる前から立地しているところが多く、住宅都市の性格を持つ当市では事業の拡大が難しい状況が

あります。 

売り上げが伸びても工場を大きく出来ない、事業を拡大するには市外に移転をせざるを得ないとい

う状況は、市にとっても大きな問題です。この課題は、総合計画と同時並行で策定を進めている都市

計画マスタープランでも挙げられていて、今年度は、住居系の用途地域に点在している工場等の事業

所と先程ご意見があった高機能化や高密度化のような解決策について個別に対話を進めています。 

こうした課題を総合計画の中に落とし込むのは困難ではありますが、現状ある町工場も含めて市内

で操業を継続していただけるような都市計画的、あるいは産業支援的なアプローチなどを組み合わせ

て展開をしていく必要があると考えています。 

 

（会長） 

活発な議論をありがとうございました。 

まず、まちづくりの考え方の4点について、多少の文字修正等はありますが、事務局案で概ね了承

ということでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

一同異議なし。 

 

（会長） 

将来都市像については、かなりの意見が出ました。具体的には自然、歴史については、里山、人の

営みについては、産む、平等、包摂、都市機能については、高密度・高機能、駅や商店会でのであい、

ふれあい、ぶらぶらと言ったフレーズ、住みやすさといったキーワード、持続可能性については、事

業承継も含めて、今あるものどう持続させていくのかといった意見が出たかと思います。こういった



 

８ 

意見を踏まえて、他の自治体と比べた時に東村山らしさのある将来都市像案を作っていただければと

思います。 

基本目標については、全体としては、概ね承認いただいたと思っていますので、文字修正をご検討

いただきたいと思います。 

SDGsについては、次回以降により具体的に検討していきたいと思います。国連が採択したものです

ので、東村山市と規模が違うところもありますが、その点も踏まえて検討していきたいと思います。 

資料については、事務局に委ねて、次回までにご提示いただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

（委員）  

一同異議なし。 

 

7 その他 

（会長）  

それでは、事務局よりその他何か連絡等はありますか。 

 

（事務局）  

事務局から3点あります。まず、この間の市民参加の実施についてご報告します。 

去る9月26日に、第5次東村山市総合計画策定に向けた市民参加の機会として、「民間事業者意見交

換会」を開催しました。民間事業者や市民団体の皆さま25団体42人にご参加いただき、多くのご意見

をいただきました。また、報告書ができ次第、改めてご報告します。 

2点目に、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。 

 

（事務局）  

3点目に、次回開催は、第3回審議会を11月7日（木）、第4回を12月23日（月）に、それぞれ18時か

らの開催を予定しています。開催通知等は別途ご案内させていただきますが、既にご都合が合わない

かたがいらっしゃいましたら、審議会終了後、事務局までご連絡をお願いします。 

 
8 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）  

 以上をもって令和元年度第2回東村山市総合計画審議会を閉会とします。       ―以上―  


