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議 事 録 

会議の名称 令和元年度第4回東村山市総合計画審議会 

開催日時 令和元年12月23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、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、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、福嶋司委員、山本尚史委員、三上

豊委員 

［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・金野真輔課長補佐・吉川東係長・淺井美帆主任・高木文彬主任 

○欠席者： 

黒田克也委員、櫻井喜吉委員、大沢昌玄委員 

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 3人 

会議次第 

 

1 開会 

2 市長挨拶 

3 審議 

（1）東村山市第5次総合計画基本構想について 

（2）東村山市第5次総合計画前期基本計画の枠組みと施策展開の視点について 

4 報告 

（1）第5次総合計画等5計画の策定状況について 

（2）市民参加について 

（3）調査報告書について 

5 その他 

6 閉会 

 

配布資料 

 

・次第 

・東村山市第５次総合計画 基本構想（案） 

・東村山市第５次総合計画 前期基本計画（骨子案） 

・東村山市第５次総合計画等５計画の策定状況 

・将来環境の予測における数値の訂正 

【当日配布資料】 

・東村山市第５次総合計画等５計画（東村山市都市計画マスタープラン、第2期東村山

市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略、東村山市公共施設等総合管理計画、市セン

ター地区整備構想）基礎調査報告書 

・東村山市第５次総合計画等５計画（東村山市都市計画マスタープラン、第2期東村山

市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略、東村山市公共施設等総合管理計画、市セン

ター地区整備構想）アンケート調査報告書 

・令和元年度市民意識調査結果報告書 



 

２ 

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 

 

 

会 議 経 過 

1  開会 

 

2 開会挨拶 

 

（会長代理） 

 会長の到着が遅れていますので、東村山市総合計画審議会条例第3条第3項の規定により、会長の職

務を代理します。 

 最初に市長よりご挨拶をいただきます。 

 

（市長） 

今年度4回目の審議会ですが、前回の審議会のご意見を踏まえ、基本構想の文言の更新等を行いま

した。将来都市像は、「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の一案をご用

意しています。今後10年間で東村山市と15万人の市民の皆さんが目指す姿です。本日の審議会で多く

の意見をいただければと思います。 

 

3 審議 

 

（会長代理）  

次第の3「審議」に進みます。 

まず、審議の1点目「東村山市第5次総合計画基本構想（案）」について、事務局より説明をお願い

します。 

 

（事務局）  

資料について説明。 

 

（会長代理） 

 会長が到着しましたので、ここからは会長に進行をお願します。 

 

（会長）  

事務局から、第5次総合計画基本構想（案）について説明がありました。 

前回の審議を踏まえ、将来都市像について、事務局から１案が示されました。前回の4つの案で共

通していた「みどり」「にぎわい」を引き継ぎ、また、「いろどり豊かに」のフレーズに、みどりやに

ぎわい、まちや人の多様性など様々な要素を込めたということです。前回の審議会では、音の響きに

ついても意見が出ましたが、その点についてもご意見をいただければと思います。 

また、全体の記載についても、委員の意見を反映するとともに、まちづくりの課題について具体的な

イメージが湧くように加筆、修正するなど、改めて整理したということです。基本構想については、

答申に向けて今回が最後の審議会となりますので、本日の審議会で、意見を出しきっていただきたい

と思います。事務局への確認も含め、ご意見があればお願いします。 

 

（委員） 

将来都市像の「みどり にぎわい」は、みどりがにぎわっていてたくさんあるように感じました。



 

３ 

「にぎわい」には多様性などの意味も込められているとの説明でしたので、「みどりとにぎわい」の

ように助詞の「と」を入れたらどうでしょうか。 

 

（委員） 

原案どおりで良いと思いました。「いろどり」には、みどりやにぎわい以外の要素もあります。「み

どりとにぎわい」のように2つに限定せず並列で記載した方が、あとに続く「いろどり」に意味の広

がりが出ると思います。 

 

（委員） 

「みどり にぎわい」と「いろどり豊かに」を二行に分けて表記するのではなく、一行に並べると

「いろどり豊かに」が活かされて良いです。表記を工夫すれば原案どおりで良いと思います。 

 

（会長） 

 表記には工夫も必要ということですが、将来都市像については原案どおりでよろしいでしょうか。 

 

一同異議なし。 

 

（会長） 

 基本構想について他にご意見・ご質問はございますか。 

 

（委員） 

 近年、地球温暖化が予想を超えて進行し、持続可能ではない状況になってきています。こうした状

況に対し、具体的にどのように対応していくのか、構想部分からはあまり読み取れないように感じま

す。世界では気候非常事態宣言が1,000以上も出ています。こうした緊急性に対応する取組みについ

ても記載していく必要があると思います。 

 

（事務局） 

 事務局としてもご指摘のような社会や環境の急激な変化への対応は、課題だと感じています。構想

部分の記載についても緊急性が一段と進んでいるということは盛り込めればと思います。 

 

（委員） 

 2点確認です。22、23ページの基本目標の「めざす姿」の記載で、前回の資料では「まちを自由に

移動して便利に生活している」となっていた部分が、今回は「移動の利便性や快適性が向上し、いき

いきとくらしている」となっています。どんな状況でも自由に移動できることが目標としてはふさわ

しいと思いますが、どのような意図で変更したのでしょうか。 

 また、生涯学習に関わる記載で「学習や活動の成果が地域の中で活かされている」という表現があ

りますが、自らを高めるような活動も良いと思います。地域に活かされることのみを目標にするのは、

誤解を生むのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 1点目は、「自由に移動」という表現が「めざす姿」として抽象的すぎるという理由から「利便性」

「快適性」という表現を用いてより具体化をしました。 

 2点目は、委員のご指摘のとおり、生涯学習には自己実現や交流につながる活動と地域に活かされ

る活動の2つの側面があるため、「めざす姿」も分けて整理をしました。 

 

（委員） 

 自由という表現を使わないことで、対象を絞ったように感じたので、移動の権利を保障するという

点で再検討いただければと思います。 

 

（委員） 

 地域経済についてですが、基本目標には「既存産業が持続的に発展する」という表現があるので、

14、15ページの「まち」の課題にも事業継承のような課題を記載した方が良いです。 



 

４ 

 また、みどりの保全の課題の部分で今ある東村山の良さを引き継ぐという表現の記載はあります

が、発展的な表現が少ないと感じました。全生園などもあるので、将来への展望を感じさせる表現を

加えた方が良いです。全体としても未来を感じさせる表現としてスマートシティというような言葉が

あると良いと思います。 

 

（事務局） 

 ご意見を踏まえて検討します。 

 

（委員） 

14ページの「まち」の課題に「インフラ施設やハコモノ施設」とありますが、ハコは施設のことで

すし、ハコモノ施設はあまりポジティブな意味で使われることがないので、まとめて公共施設とした

方が良いと思います。 

 

（事務局） 

 公共施設には、一般的に思い浮かべる学校や図書館・公民館だけでなく、道路や公園、緑地などを

含む場合もあり、人によって捉え方が違うため、インフラとハコモノに分けて記載しています。 

 

（委員） 

 今の事務局の説明では、道路や公園など具体的に書いた方が市民に伝わると思います。一般的にハ

コモノ施設という表現は分かりにくいです。 

 

（事務局） 

 ご意見を踏まえて検討します。 

 

（会長） 

市民にとって分かりやすい表現になるよう検討いただければと思います。 

 

（委員） 

 22ページの基本目標についてです。先ほど委員から意見も出ましたが、生涯学習は、高齢者や障害

者など多様な人がいる中で、成果を出すことが困難な場合もあり、成果に拘らないことが大切だと思

います。また、「いつからでも」という表現よりも「誰もがいくつになっても」という表現の方がそ

の趣旨が伝わると思います。 

 「子どもたちが豊かな学びの場・機会を得て自ら学び、成長している」の部分については、豊かさ

とともに多様な学びの場が必要だと思います。多様な学びがあり、多様な子どもたちが自ら学び合っ

ている様子が分かるような表現だと良いです。 

 

（委員） 

 15ページの「ひと」の課題に「安心して出産し子育てできる環境づくりを進め、出生率の向上や、

子育て世帯の流入及び定住化を図っていく」とあります。「定住化」が文章の最後に出てくると後回

しになっている印象を与える可能性があります。まずは定住化が大事だと感じているので、定住化を

促すために施策を進めていくということが伝わる表現だと良いです。 

 また、先程のハコモノ施設も同様ですが、17ページに見られるような「モノ・カネ」のようなカタカナ表

記はあまりポジティブに感じません。カタカナにした理由があれば教えてください。 

 

（事務局） 

 定住化は、その重要性が伝わるよう、語順を整理したいと思います。 

 カタカナ表記は、漢字で書くと意味が伝わりづらい場合の表記方法として使用していますが、ご意

見を踏まえて改めて検討します。 

 

（委員） 

 14ページの「まち」の課題に「多くの公園があり、身近な憩いの場として市民に親しまれており」

という記載があります。公園の多い少ないはあまり重要ではないと思うので、「身近な憩いの場とし



 

５ 

て市民に親しまれている公園」というように公園に特化した表現の方が分かりやすくて良いです。 

 

（事務局） 

 ご意見を踏まえて検討します。 

 

（委員） 

 22ページの教育に関わる基本目標は、学校教育と地域教育の視点で記載されていますが、家庭教育

の視点がないかと思います。家庭教育の重要性が増しているので、その部分の記載がもう少しあった

方が良いです。 

 

（事務局） 

 ご意見を踏まえて教育委員会とも協議した上で検討します。 

 

（委員） 

 ハコモノという表現は、公共施設等総合管理計画でも使用されていますが、これは元々マスコミが

施設を増やし過ぎた行政を批判する際に使っていた表現だと理解しています。また、インフラという

表現も道路や下水道を思い浮かべる人は少ないと思います。市民が具体的にイメージできる表現にす

るべきです。 

 

（会長） 

 市民委員の皆さんはカタカナ表記についての印象やご意見はありますか。 

 

（委員） 

 ハコモノという表現は、確かにマイナスのイメージです。お金があるのでつくってしまったという

ような印象もあります。 

 

（委員） 

 ハコモノという表現には良い印象はないです。代替案として公共建築物はどうかと思いました。 

 また確認ですが、「ふるさと」という表現について、「地域」ではなく「ふるさと」を使った理由は

ありますか。 

 

（事務局） 

 「ふるさと」は、以前の審議会の意見を踏まえ、歴史の重要性を示すために加えた表現ですので、

改めてご意見があればありがたいです。 

 

（委員） 

 「ふるさと」という表現は、市内にふるさと歴史館もあり、安らぎや郷愁を想起させる良い表現だ

と思います。 

 

（会長） 

他にご意見はありますか。 

 

（委員） 

 22ページの基本目標の「心身ともに健康にくらしている」という表現が気になります。ハンデがあ

り、健康でいることが難しいかたもいるので、例えば「自分らしく」というような表現の方が良いで

す。 

 

（会長）  

 他にご意見・ご質問はございますか。 

基本構想について、皆さまから多くのご意見がありました。全体の内容については、概ね原案どおりで良い

との結果になりました。本日いただいたご意見の反映は、私と会長代理にご一任いただき、事務局と調整した

いと思います。皆さま、よろしいでしょうか。 



 

６ 

一同異議なし。 

 

（会長）  

続いて、審議の2点目「第5次総合計画前期基本計画の枠組みと施策展開の視点」について、事務局

より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次総合計画前期基本計画の枠組みと施策展開の視点」について説明がありました。 

「重点的な取組」に代わる「施策展開の視点」と、成果指標の「定住意向」を置き、SDGsの観点か

ら計画を整理した項目も置く、という内容でした。本日の議題は計画の枠組みで、具体的な内容は次

回以降ということです。 

ただいまの説明について、事務局への確認も含め、ご意見がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

 出生率や定住意向が重要だと思います。目標どおりにならなかった場合にどのように推移するのか

も載せることができれば、より良いと感じました。 

 また、定住意向は、高齢になればなるほど動くのが困難になり、高くなる傾向があります。そのた

め、年齢区分ごとに指標を細分化し、現役世代が住み続けたいと思うことを目指す方が、指標として

は良いと思います。 

 

（事務局）  

 人口に着目して策定する計画としては、人口ビジョン・創生総合戦略があるため、展望人口等の人

口に関連するデータは、そちらに掲載することを想定しています。 

 定住意向については、ご指摘を踏まえ検討を進めていければと思います。 

 

（委員） 

 第3章の「前期基本計画の施策展開の視点」についてです。ここに「SDGsの趣旨を理解し」とあり

ますが、趣旨を理解するのは大前提なので、「趣旨に立って」や「趣旨を活かして」という方が施策

展開の視点としては適当だと感じました。また、参画性など他に記載できる要素もあると思います。

後期までの見通しがあり、このような記載になっているのか確認します。 

 

（事務局）  

 委員のご指摘のとおり、趣旨を理解するのは大前提であるため、「趣旨に立って」というような施

策展開の視点として適切な記載に改めさせていただきます。参画性などについても改めて整理し、次

回以降に改めて資料を提示できればと思います。 

 

（委員） 

 定住意向の目標値を70％と定めた根拠はあるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 第４次総合計画の前期・後期基本計画において70％の目標値を置いていました。参考として、過去

の実績値をお示ししていますが、これまで70％を超えることができていない状況が続いているため、

引き続き70％を目標にしたいと考えています。 

 

（委員） 

 平成23年度から令和元年度までの値を計算すると平均が66.94、標準偏差が1.89です。平均値から1

標準偏差を挟んだ値が68.8、2標準偏差となると70.72となります。これは平均値から1標準偏差の間

に3分の2は入る計算です。つまり、1標準偏差を超えるということは、明らかな変化があり、政策的

に効果があったということです。目標の70％というのは、明らかに効果があったことになるため、統



 

７ 

計的な見地からすると目標として良いと言えます。 

 

（委員） 

 市民意識調査報告書についてです。市内に移り住みたい理由では、その他の回答が4分の1を超えて

いて、一方、住み続けたい理由は、その他が少ない傾向があります。設問はむやみに変えない方が良

いですが、それでもその他が多いと思います。設問の見直しなどは検討しているのでしょうか。 

 

（事務局） 

 移り住みたい理由については、多様な意見が出やすい傾向があると認識しています。次回以降の調

査ではご指摘を踏まえ、設問、選択肢について改めて検討したいと考えています。 

 

（委員） 

 前期基本計画の成果を図る指標として定住意向を選んだ理由を教えていただければと思います。 

 今後、若い世代の無関心層の書面調査の回収率が落ちた場合、その結果として定住意向が高くなる

ことも考えられ、仮に70％に達してもそれを手放しに喜べないという懸念があります。 

 

（事務局） 

 指標に選んだ理由は、総合計画という多岐に渡る計画の成果を測るためには、定住意向のような幅

広い施策の成果が反映される指標であることが求められるためです。 

 回収率は、今年度初めて40％を下回ったものの、これまで40％以上を保ってきたことから、今後も

調査を行っていく上でその有効性を検討していければと考えています。 

 

（委員） 

 若い世代は、まさに定住するか否か考えている世代ですが、調査に興味がない人も多く、今後も回

収率が下がる不安もあります。世代や属性により、結果にぶれが生じる可能性がある指標は、総合計

画の指標としての安定性があるのか疑問に感じました。 

 

（委員） 

 令和元年度の報告書にある回答者の通算居住年数を見ると、30年以上が44％、10年以上30年未満が

36％で約8割が10年以上住んでいることが分かります。10年以上の人は定住する意向が強く今後も変

動しないと考えると、約2割の通算居住年数10年未満の若い世代の回答が最も結果に影響することに

なります。これを是とするか考え直すべきかというのは難しい判断だと思います。 

 

（事務局） 

 施策の成果の指標は、段階的に測定することを想定しています。全体の評価は定住意向により測り

ますが、分野別計画の中で施策ごとに指標を設けて成果を評価しますので、各施策の成果の積み上げ

による全体の評価も可能だと考えています。 

 成果を測る調査としては、これまでも若い世代が回答しやすいWEB上のアンケートや転入者・転出

者に絞ったアンケートも実施していますが、現状では書面上の無作為抽出による定住意向調査が最も

適していると考えています。 

 

（委員） 

 前期の基本計画では、SDGsの推進が重要な視点となります。SDGsの推進が、将来都市像の実現にど

のように繋がっているのか第8章で分かりやすく記載してほしいと思うので、是非お願いしたいと思

います。 

 

（会長） 

他にご意見・ご質問はございますか。ご意見もいただきましたが、基本計画の枠組みと項目につい

ては、概ね原案どおりでよろしいですか。 

 

一同異議なし。 

 



 

８ 

4 報告 

（会長）  

次に、次第の4「報告」に進みます。 

まずは、「第5次総合計画等5計画の策定状況」について、事務局より報告をお願いします。 

 

（事務局）  

資料について説明。 

 

（会長）  

ただいま事務局から、「第5次総合計画等5計画の策定状況」について報告がありました。各計画は、

今後も連絡調整をしながら進めていくということです。 

事務局への確認も含め、ご意見がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

都市計画マスタープランや人口ビジョン・創生総合戦略の内容は会議の傍聴等によって確認するこ

とができますが、市センター地区構想や公共施設等総合管理計画の素案などは、パブリックコメント

が行われるまで公表されることはないのでしょうか。策定の手法や方法論など策定過程の内容であっ

ても段階ごとに出来るだけお示しいただければと思います。 

 

（事務局）  

5計画の策定状況について進捗の段階でもお示しできるものがあれば、今後も随時ご提示させてい

ただきます。 

 

（会長）  

続いて、報告の2点目「市民参加」について、事務局より報告をお願いします。 

 

（事務局）  

資料について説明。 

 

（会長） 

事務局から、「市民参加」について報告がありました。 

基本構想は、本審議会の答申のあと、来年2月にパブリックコメントと市民説明会を予定している

とのことです。 

また、学校への出前講座は小中学校、高校で1校ずつ行っており、来年度は範囲を広げて実施する

とのことでした。事務局への確認も含め、ご意見があればお願いします。 
 

（会長） 

続いて、報告の3点目「基礎調査報告書」について、事務局より報告をお願いします。 

 

（事務局）  

資料について説明。 

 

（会長） 

事務局から、「基礎調査報告書」について報告がありました。 

 本日机上配布された冊子は、これまで行ってきた基礎調査とアンケート調査についてまとめたもの

で、市民参加報告書については、来年度末以降に冊子にまとめるとのことです。事務局への確認も含

め、ご意見があればお願いします。 

 

5 その他 

（会長）  

事務局よりその他連絡等はありますか。 

 



 

９ 

（事務局）  

事務局から2点ご連絡します。 

まず、議事録の作成についてですが、事務局が素案を作成し、内容等の確認は委員を代表して、和

田会長にご一任をさせていただき、後日ご報告いたします。 

2点目に、次回の審議会日程についてです。次回の審議会は、総合計画の基本計画の施策は、内容

が多岐にわたり、分量も多いことから来年4月に2回開催することを予定しています。 

時期が少々先になり、まだ日にちを調整できていませんので、決まり次第、改めてメールや電話等

でご連絡させていただきます。 

 

（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。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4回東村山市総合計画審議会を閉会とします。       ―以上―  


