
 

１ 

議 事 録 

会議の名称 令和元年度第1回東村山市総合計画審議会 

開催日時 令和元年5月30日（木）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、遠藤剛之委員、黒田克也委員、坂本登委員、中

谷浩之委員、野口明委員、廣田佳郎委員、大沢昌玄委員、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・上野祥江主任・高木文彬主任 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 金子幸司 

○欠席者： 

新義友委員、櫻井喜吉委員、松岡息吹委員、福嶋司委員 

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 報告：市民参加の進捗について 

5 市長挨拶 

6 審議：第５次総合計画基本構想の構成・計画期間・課題の整理について 

7 その他 

8 閉会 

 

配布資料 

・次第 

（資料1）・将来のまちづくりに係るアンケート調査結果＜速報版＞等 

（資料2）・東村山市第5次総合計画基本構想の構成・序（骨子）・基本構想（骨子イメージ）

（案） 

（資料 3）・東村山市第 5 次総合計画基礎調査東村山市の課題の整理 

問合せ先 

経営政策部行政経営課 

担当者名：吉川・上野・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 

 

 

 



 

２ 

会 議 経 過 

1 委嘱状交付 

 

2 委員及び事務局の紹介 

 

3 開会 

本日は、市長は遅れて到着するとのことなので、到着次第、ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

4 報告 

（1）市民参加の進捗について 

（会長）  

事務局より報告をお願いします。 

（事務局）  

資料1について説明。 

（会長） 

ただいま事務局から、「市民参加の進捗」の報告がありました。ご意見やご確認がありましたらお

願いします。アンケートは速報版ということでしたので、内容の詳細や分析に関する質問は次回にま

とめて意見交換できればと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

前回、外国人住民の参加については、このアンケートについては参加していないとの回答でしたが、

今後のこのような機会では、どうなるのでしょうか。 

 

（事務局）  

市民参加については、平成30年度第２回審議会の中で市民参加機会の一覧についてご審議いただい

ています。今後は先程申しましたワークショップ、子育て世代向けのワークショップ、若者世代のイ

ンタビュー、またWEBアンケートや事業者との意見交換を予定しています。特段外国人を主な対象と

していませんが、これらのワークショップやインタビューを通じて、ご意見を頂戴できればと考えて

います。 

 

（会長） 

是非外国人住民の意見を聴収できるように心がけていただければと思います。 

 

（委員） 

資料２ページ５番の地域区分ですが、統計上、あまり区分が細かいと票数が少ない地域があり、煩

雑になるということでしょうか。地域区分はそれぞれ特色があり、その地域に例えば鉄道がある、駅

に近い、大きい道路が走っているなどの要因で住宅が多い、少ない、商店があるというような違いが

現れるものだと思っています。統計上便利だからまとめるというのは、いかがなものかと思います。 

 

（事務局）  

地域をまとめる意図は、票数が少ない地域で生じてしまう統計上の偏りを少なくすることを目的と

していますので、特段、煩雑といった理由ではありません。 

また、町別で有効な分析があれば行います。 

 

（会長） 

都市計画マスタープランでは６地域で行っているということですね。 

 

（委員） 

地域区分で気になったのは、他の計画との整合性についてです。都市計画マスタープランでは現行

６地域ですが、地域福祉計画、子ども子育て支援事業計画は５地域に分けています。他の計画との整

合性を取るために同じ地域区分の方が、良いのではないでしょうか。都市計画マスタープランも2020



 

３ 

年度までの計画で、次期計画に向けての作業をされていると思いますが、この機会に同じ地域区分に

見直す方が良いと思います。６地域にした理由はあるのでしょうか。今後の都市計画マスタープラン

が継続的に６地域でいくということであれば、他の計画との整合性が上手く取れない気がするのです

が。 

 

（事務局）  

都市計画マスタープランの６地域は、道路や生活上の区分ということで地勢状に区分されているも

のです。現行の都市計画マスタープランは総合計画とともに見直していますので、今後地域の区分に

ついては検討していくことになりますが、現行ではそのための基礎調査ということでアンケートして

いますので、今回は現行の６地域で行っています。 

 

（委員） 

都市計画マスタープランの地域区分については、2000年からだと思いますが、細分化すれば、各地

域の良さみたいのものが現れてくると思います。統計的な理由から６地域としていますが、地域性を

考慮するのであれば、もっと細分化した方が良いと思います。 

 

（事務局） 

計画の施策や分野によって地域区分の考え方が異なる場合があります。いただいたご意見も踏ま

え、今後分析していきます。 

 

5 挨拶 

（会長） 

審議の前に市長が丁度見えましたので、ご挨拶いただきます。 

 

（市長） 

 本日は、令和元年度の第一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。 

 事務局から報告があったと思いますが、30年度の末に人口推計等をお示しさせていただいて、これ

からいよいよどういうまちづくりを進めるかをご審議いただくことになります。 

 先日は、有識者の方を招きして「東村山の未来を考えるシンポジウム」を開催し、それぞれのかた

から示唆に富んだご意見やヒントとなるお考えをいただきました。 

 また、４月に市長、市議会選挙が行われ、私も選挙公約を掲げて当選させていただいていますので、

それらも総合計画の中に落とし込みながら、また今後の様々な市民参加でいただいたご意見等も加味

しながら将来都市像や基本目標を定めてまいりますので、引き続きご指導のほどよろしくお願いしま

す。 

 

6 審議 

（1）第５次総合計画基本構想の構成・計画期間・課題の整理について 

（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）  

ただいま事務局から、「総合計画の構成」、「序（骨子）」、「基本構想（骨子イメージ）」について説

明がありました。 

序では、第１章で総合計画全体の枠組みを定め、２章と３章では、これまでの基礎調査の結果のま

とめ、４章で計画内容の前提として「まちづくりの主要課題」を整理したとのことでした。 

また、現時点では例示とのことですが、計画全体の体系についてもイメージが示されました。 

ご意見や事務局への確認などはありますか。 

 

（委員） 



 

４ 

資料２の３ページ左下や７ページの将来都市像についてです。私がこの審議会の候補に名前を挙げ

たのは緑や自然が、東村山にとって、将来を考える上での決定的な意味を持つと考えたからです。第

１次から第４次総合計画までの将来都市像の中には、自然や緑という言葉が入っており、第４次計画

では「人と人、人とみどりが響きあい」というものでした。今回示された７ページの文言では、緑や

自然というものが将来都市像に入っていません。これはいかがなものかと思います。 

 また、まちづくり基本条例の前文との整合性を考えても、緑を大切にするという表現は、これまで

と多少表現は変わっても将来都市像に入るべきではないでしょうか。 

 

（委員） 

私も資料２の７ページを見ていて、第４次計画と見比べていました。東村山市の何のどこを売りに

するか。東京なのである程度満たされたまちだと思っていますが、売りが「人と人 人とみどりが響

きあい 笑顔あふれる東村山」ということで、第４次計画の時には市民協働ということが強く謳われ

ていました。今回は不思議とそのイメージが見て取れません。きっとこれから議論を深めていくポイ

ントだと思いますが、前回の第４次計画と、今回の７ページの違いが出た理由があれば、教えていた

だければと思います。 

 

（事務局）  

７ページの将来都市像を始めとした表現や文言等は、今後市民のご意見、審議会でのご議論を踏ま

えて検討したいと考えています。 

 今回は、今まで行ってきました基礎調査を整理し、これまでの課題を５ページの中で整理をしてい

ます。 

また、７ページの「（仮）計画体系のイメージ」の目的は、枠組みを議論するために、イメージが

無いと考えが湧きづらいのではという理由から体系図の形を示したものです。文言も現時点での整理

ということで、最終的なものではありませんので、ご理解をいただければと思います。 

 

（事務局）  

前回との違いという点でも補足をします。「（仮）計画体系のイメージ」と書かれた下の横に長い部

分で、「まちづくりの考え方」を①から④まで記載しています。現行の第４次総合計画は、まだ自治

法を根拠にしており、今回大きく違うのは、①の「みんまち条例」を挙げている点で、市の基本理念

を市民の皆さんと作ってきたというところを大事にしたいということです。市民協働等を大事にしな

がら進めていきたいことは、ここに示しています。 

また、将来都市像のイメージでは、この魅力というところについて、下の方でいくつか分野・政策

といわれるところで見出しとして、都市基盤や産業のところで付け足していますが、これから市民の

皆さん、各世代の方からご意見をいただく中で、市のどういったところに魅力を感じるか、強みと感

じるかなどご意見を頂戴して、それを適宜ご報告しながら、委員の皆さんの中でご議論が深まるよう

な資料を提示したいと考えています。 

 

（会長）  

これだとどんな魅力なのかが不明なので皆さんも引っかかるところだと思います。将来都市像は基

本構想の要なので、当然ご意見が出るのも分かります。他にありますでしょうか。地域経営、行財政

改革については、課題とリンクしており、これまでの展開とずれるものではないと思います。これを

補完してどういうまちを目指すかということについては、議論されるべきだと思います。いかがでし

ょうか。 

 

（委員） 

４ページの今後30年後の社会について、南海トラフ地震の発生確率が載っていますが、首都直下の

方が伝わりやすいのではと思います。首都直下によって東京で何かあった時に、バッファゾーンとし

ての東村山の役割というのは、また違った意味で出てくると思います。 

また、2030年以降にＡＩが完全自動運転とあり、これはレベル５が実現されたことかと思いますが、

その後ろの移動困難者がいなくなるというのは、書き過ぎではないかと思います。実際のところレベ

ル５の車は数千万円とも言われていて、これに誰もが乗れれば、困難者がいなくなるのかもしれませ

んが、逆にそうなると道路がパンクしてしまい、困難者が４割以上増えるのではとも言われています。



 

５ 

シェアリングなど行政が安価に自動運転のバスを用意して、上手くサービスできれば実現すると思い

ますが、これを書くと間違ったメッセージになってしまう可能性があります。 

 

（委員） 

私も将来都市像には、必ずみどりが入った方が良いと思いますので、まず申し上げます。資料３の

課題の整理について何点か質問させていただきます。 

１ページに「中心から遠い地域の人口減少」と書かれていますが、これまでの調査の中で、どこの

分析をされてこうなったのか分かりません。基礎調査報告書の「市の概況」の中で、中心であろう本

町の人口が減っているという話もありましたが、どこを中心としているのか、どう分析したのか分か

りません。全国的に見れば、まちとして発展しているところや首都圏への集中ということが見られる

と思いますが、東村山で見た場合にどうなのか、どう分析されたのか教えていただければと思います。 

 

（事務局）  

表現が「中心」となっていましたが、こちらは「都心の中心」という意味で書いています。前回、

平成30年度第３回審議会の中で東村山市における将来環境の予測で、人口推計をした資料がありまし

て、こちらは「人口の推計から考えうること」というところで、「都心から遠い地域」から人口が減

少していく対応として「都心へのアクセス向上の検討が考えられる」という基礎調査を元としていま

す。表現が足らず申し訳ありませんでした。 

 

（委員） 

今の説明だと当市の総合計画に当てはめて、人口動態等が土地利用・都市構造とどうつながるのか

が分かりません。東村山市全体を見て、どういうまちをつくっていくのかっていうところと、人口動

態をどのようにリンクさせているのか、もう少しご説明いただければと思います。 

 

（事務局）  

土地利用の中に人口減少を記載した理由は、都心から遠いほど人口減少していく理由として、仕事

や生活に係る拠点があるかないかが要因のひとつと考えられることがあります。 

また、人口変動によるニーズや機能の変化に合わせた土地利用施策も考えられることからこの部分

に記載しています。 

 

（委員） 

全国的に見てもこれから人口は減っていくと言われていますし、東村山もこの流れは抗えないだろ

うという中で、計画が作られていくと思います。これから具体的に文言は入ってくると思いますが、

東村山のまちづくりとこの10年をどう計画の文言にしていくのか、あまりにも漠然としすぎていて、

イメージが湧ききらない部分があります。今はまだこれ以上の書きぶりが難しいということでしょう

か。 

 

（事務局）  

次回以降、計画内容を審議できればと考えており、その基礎として、どのようなまちにしたいか、

どこが重要かなどの市民意見をいただきたいと考えています。 

また、行政としても、これまでやってきた経過や課題がありますので、そちらも並行して検討し、

それを基に具体的に、例えば先程の７ページで言いますと、どういう施策なのか、どういった取り組

みなのかを議論していくことになると考えています。 

現時点では、基礎調査が終わった段階ですので、計画として内容を考えていくために、どのような

構成にするか、これまで分かってきたことを一旦整理して、次回以降、枠組みの中の文言、表現、具

体な取り組みについてご審議いただければと考えています。 

 

（委員） 

二点目として、道路の課題として、「都市計画道路の着実な推進」と書かれていますが、第４次計

画の時には、都市計画道路と同様に生活道路の整備も具体的に書かれていたと記憶をしていますが、

今回は入っていません。 

また、先程のアンケートのところでも生活道路について道路の狭さやデコボコが多いという回答が



 

６ 

多かったと思います。そのあたりの計画としての位置付けは、これからという話になると思いますが、

きちんとしていただきたいと思います。 

 

（事務局）  

課題については、現時点での整理ということで、これまでの基礎調査を基に考えていますが、過不

足等について委員の皆さまにご意見をいただき、今後形にしたいと考えています。 

 

（委員） 

最後になりますが、子育ての課題で、出産子育てができる環境の整備などが書かれていますが、将

来の変化のところに「子育て余剰スペースの利用」や「需給バランスを考慮した」とあります。全く

考慮するなとは言いませんが、少なくとも子育てや教育施設にある程度の余剰がないと安心した子育

て、出産ができる環境にはならないと実際に子育てをしていて感じています。そこは今後子育て世代

とのディスカッションもあるようなので、丁寧に聞いていただきたいと思います。 

 

（委員） 

７ページの計画のイメージは、よくできていて私はすごく好きです。将来像として「いつまでも魅

力あふれる持続可能なまちづくり」がどういう意味なのかを、まちの価値の向上、ひとの活力の向上、

くらしの質の向上という目標を置いて表現していて個人的に好みです。 

一方で、もうひとつの資料の課題の整理ですが、課題は理想と違うから浮き上がるものだと考えま

した。現状と理想、将来像を比べてみた時にギャップがあるから課題だと認識されることを考えると、

現状と将来都市像、基本目標を埋めるのが課題の解決となります。そうすると、計画体系のイメージ

と課題の解消をこの図で表せるのではと考えられます。資料３の方は現状だと、将来の変化から考え

る課題となっていますが、ここに現状の課題解決と将来出てくる課題解決が上手く組み合わさると非

常に良いと思います。 

また、これはリクエストですが、目標像を絵で描けると、なお良いと思います。心理学者の考えを

聞いたことがありますが、人は文字に書かれたものに対しては、なかなか行動できないが、パッと画

像で示されるとすぐ体が動き、好き嫌いも表れやすいそうです。ここで描いたまちの価値の向上、ひ

との活力の向上、くらしの質の向上というのは、文字で読んでも分かりますが、絵や画像で表される

と、なお分かりやすいのではないでしょうか。 

 

（委員） 

私も７ページのところです。ひとの活力の向上というところで、「ひとのイメージ」のところに「だ

れもが」と書いてあるので、この中に障害者の方も入っていると思っていますが、矢印のところで「大

人も子どもも自立した存在として成長し活躍している」「だれもが健康で自分らしくいられる」とい

う文言がありますが、障害をお持ちの方だと、自立することや健康でいることが難しく、配慮が必要

かと思います。 

この下のところで「良福祉」という言葉があって、こちらには高齢者福祉とありますが、障害者福

祉とあえて出していな理由はあるのでしょうか。 

 

（事務局）  

障害福祉は、この中の社会福祉に含めて考えています。表現は、今後検討していきます。 

 

（委員） 

７ページの「まちの価値の向上」で、東村山市のまちの価値が向上するためには、付加価値の高い

自然というものを活かすということが重要です。この点、自然については、市民が誇りとまでは言わ

ないですが、良いと言っていて、これを踏まえたまちづくりが必要です。過去の将来都市像には自然

や緑という言葉が最上位になっていて素晴らしいと思います。「自然を活かし」というような文言が

あれば、都市農業の衰退や緑地の保全をすることだけが緑を大切にするということではないことも表

現できます。まちづくり基本条例の前文の「わたしたちのまち東村山市は、武蔵野のみどりを色濃く

残し、野火止用水や多摩湖など水の恵みも受ける自然豊かなまちです」という積極的な部分も出せる
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と思いますし、そこを分かりやすくするよう検討いただければと思います。 

 

（委員） 

抽象論ばかりでは進まないのではないでしょうか。７ページには、まちの価値の向上、ひとの活力

の向上、くらしの質の向上とありますが、アンケート結果も出ているわけですから、具体的な議題を

もっと話し合って良いのではないでしょうか。要は住みよい東村山をつくる話であろうと思います。

具体的な議題を出してそれを話し合っていくという方法はいかがでしょうか。 

 

（事務局）  

次回は、具体的な内容についてもご審議できると思っています。体系や課題、基礎調査、市民の意

見などさまざまな要素があり、一度に審議すると複雑になってしまうことから、段階的に今回は枠組

みについて、次回以降は内容についてご議論をお願いできればと思います。 

 

（会長）  

次回に、具体的な内容が出るということですね。他にいかがでしょうか。 

 

（委員） 

次回お話をするべきところかもしれないですが、課題の整理から２点申し上げます。 

ひとつは全生園についてです。全生園のいわゆる「人権の森構想」というのは、子どもたちに対す

る人権教育の観点があり、また、この３５ヘクタールという広い地域にある自然環境をどう守ってい

くのかということもあると思います。広大な敷地ですので、敷地に関する有効利用を含めた将来構想、

これは入所者の意見を聞いていただかなければなりませんが、全生園に関しては一言で人権の森構

想、あるいはハンセン病問題の解決と言いますが、具体的には、10年間わがまちにある大きな施設を

どう考えるかを位置づけなければならないし、第４次計画以上に具体化しなければならないと思いま

す。ここで結論を私が申し上げられることでもないですが、必ず位置づけをしなければならない課題

だと思います。 

それから東村山駅周辺のまちづくりについてどうするかということが課題の整理にも書いてあり

ます。今後は、第３極である秋津・新秋津駅を中心としたまちをどうするのかを考えなければならな

い段階に入ってくると感じています。 

久米川駅は東村山の玄関口というほどの繁華街ですが、南口の広場はだいぶ老朽化が激しいという

こともあり、市議会でも多くの議員がより美しくするために改良工事するべきだと提案しています。

そのため、認識としては、かなり時間もお金もかかると思いますが、現状でも明確に位置づけられて

いると思います。 

一方、秋津・新秋津駅に関しては、地元の皆さんの考え方の一本化が難しく、話し合いが極めて限

定的にしかされていない事情があります。これを市としてリーダーシップを取り、この地域をどうし

ていくのかということは必ず次の課題として出てくると感じています。 

具体的なところに踏み込んでしまいましたが、全生園のこと、それから秋津・新秋津駅周辺のまち

づくりのことをもあえて意見として申し上げました。事務局で考えがありましたら聞かせていただけ

ればと思います。 

 

（事務局）  

人権の森については、国や入所者自治会代表のかたと市の間で、これまでなかなか協議の場を持つ

ことが難しかったのですが、この間大変意見交換が活発になってきたところです。広大な土地という

のは、今回、都市計画マスタープランでも同時に策定を進めていますので、平和教育、人権教育とい

ったソフトも含めて、これをどう残していくかという意味では、緑はもちろん、土地の利用は外せな

い問題と思いますので、ご意見をいただきながら検討したいと思います。人権教育も教育委員会では

重視していますので、これを活かした教育も引き続き必要と考えています。 

また、現在の都市計画マスタープランでも中心核として３極を挙げていますが、それぞれ歴史的な

背景等もあり、進み方はまちまちだというのは委員もご承知のことかと思います。この点については、

地域での議論がベースにありますが、秋津周辺も３・４・２７号線が夏を目途に秋津方面のアクセス

が改善されますので、都市計画マスタープランで言えば、20年程度のスパンとなりますが、次期総合

計画としても、視野に入れて検討を進めなければならないと理解しています。 
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（委員） 

東村山市は９つの駅があり特徴だと思います。事務所の公認会計士が大阪のかたなのですが、「東

村山はどこが拠点なのか。バラバラな感じがする」と言われたことがあります。そういうふうに見ら

れるのかと思いました。 

やはり東村山市は自然発生的に道路があり、そこに店や駅の前に食堂ができて、そういうかたちで

発展してきたと思います。今、高架になったり道が広くなったり、これは絶好の機会だと思います。

具体的にどういうまちづくりをしようかという時に、駅をポイントに置くのも良いのではないでしょ

うか。久米川駅北口にしてもある程度計画的に進められたと思っています。 

ただ、駅ができれば良いというわけではなく、東村山は歴史の宝庫と言われていますが、観光客は

来るけれども通過してしまう。人をそこに留まらせてちょっと買い物をしてもらうというような発展

性はたくさんあるように思います。それを具体的に掘り下げていく必要があります。９つの駅周辺が

活性化して、それが広がっていく。そういう構想みたいなものを東村山方式で出すと良いのではと思

います。 

 

（事務局） 

現行の計画でも３極の中心核があります。駅自体は９つあるところ、乗降客数や道路のアクセス等

の利便性から都市計画マスタープランの考え方としては、久米川、東村山、秋津を中心的な核として

活用したまちづくりを進めています。 

東村山駅は連続立体交差事業が着実に進んでおり、あと５、６年で、高架化自体は完了する予定で

す。今はそれに付随して都市計画道路や鉄道沿いの道路を計画しており、今後は高架下の利用などに

ついても市だけでなく、鉄道事業者や東京都とも検討を進めていくこととなります。 

都市計画マスタープラン含めて５計画それぞれに大事なポイントがありますが、それを一体的に進

める中で、魅力や利便性が高まること、またイメージの統一感の検討も必要と考えています。 

前回の資料で、道路の整備が多摩地域でも最低レベルということはご案内していますが、逆に申し

上げると、ここからしっかりイメージを持って、より良いまちづくりになるようにご意見を頂戴しな

がら作っていきたいと考えています。 

 

（委員） 

あと５、６年で連続立体交差事業の完成を見るという状況で、具体的に市で使う部分は15％という

ことですが、その辺りの具体的なイメージはすでに出てきていても良いのではと思っています。観光

の玄関口になるということも意識した中で、高架下利用を考える必要もあります。 

それと９つある駅をどう活かすか。シェアサイクルをして色んなところから人が訪れるということ

もあると思います。秋津駅も武蔵野線との乗降客が８万人いるということで市の玄関口としては非常

に大きな核となる地域ですので、玄関口として発展するような構想を考えていく必要があると思いま

す。３・４・２７号線が突き当たるということで、所沢を通らずして東村山市内で循環できるような

バスが走れば、より地域の活性化にもつながると思いますので、その辺りも含めて人の移動の考え方

も具体的なイメージを出していただければと思います。 

 

（委員） 

色々見ていて思いますが、市や周りが何かしてくれるというよりも、自ら何かできるのではないか

という発想をもう少し取り入れた方が良いと思います。具体的に言えば、ボランティアという言葉は

全然出てきていません。観光振興には、良い施設が結構ありますので、休みの日にはボランティアの

かたが案内するというのもありますし、他の産業についても詳しい方がいると思います。特にアンケ

ートを見ても60代とか70代のリタイア世代がいるというのがよく分かるので、そういう人達はもっと

何かやりたいのではないでしょうか。お金がではなく、生きがいが見つかることもあると思いますし、

生涯学習という点でもそういう経験のある人を教育することもできると思います。公が何かをしてく

れるではなく、自分が何かをするという発想も加えるべきではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

（会長）  

ボランティアというと福祉のイメージがありますが、そうではなくてあらゆる分野でということで
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すね。 

 

（委員）  

特に観光分野はボランティアがやりやすいと思います。東村山の駅を降りて少し離れたところに歴

史館もあります。私も何回か行きましたが、案内してくれる人がいれば、もっと人が来ると思います

し、ついでにその辺の観光をしてみようということもあると思います。そこが繋がっていけば、多く

の人に東村山に来てもらうチャンスがあると思います。すべてをボランティアと書くと大雑把になっ

て良くないかもしれませんが、具体的に活用できるところはボランティアに頼っても良いと思いま

す。 

 

（委員）  

 私も今、郷土研究会や昔語りの会の会長もやっています。歴史とロマンの会が一度なくなったので

すが、また復帰して、今は観光ガイドが中心のようです。ただ、それを市民の方が知らないし、気が

付いていません。これでは、東村山は歴史の宝庫ということで来てみても、どこに行ったら良いか分

かりません。 

観光地には大体観光案内所がありますが、東村山は久米川駅も東村山駅にもないです。そういうこ

とを積極的に具体的な方策にするのは大事だと思います。そうすることで来た人たちが満足して、東

村山に行くと駅に案内所があってパンフレットもあり、親切に色々教えてくれる。正福寺に行くと地

蔵祭りや菖蒲まつりがあって、そこには案内する人がいて、タクシーも出るということが広まる。部

分的にはやっているもののまだ広まっていないので、ＰＲの仕方が大事だと感じました。 

 

（市長） 

先般行われたシンポジウムの中でもシンポジストとして参加いただいた郊外研究者の三浦展さん

からは、起業や創業に関連付けて、特に若者や女性がやる気を誘発する仕組み作りをキーワードとし

て言っていただきました。市民の皆さんの自発的な行動や民間ベースでの活躍がまちの活力の源にな

ることは間違いないので、行政としてどのようにそこを誘発していくかは、これから具体な施策とい

うことになると思います。考え方としてはイメージ図の一番上の方にまちづくりの考え方として「み

んなで進めるまちづくり基本条例に基づくまちづくり」を入れていますが、こういった中に委員がお

っしゃっていたような視点を盛り込んでいくことが大事だと思います。 

高齢化の進展に伴って、今まで活動していた市民団体の後継者がいなくなり、活動停止をしていま

す。この間色々な総会にお招きいただいていますが、一時期に比べると活動が停滞気味な団体が多く

なっているというのも事実です。ただ、ご指摘のようにまだ地域にデビューされていない方々も潜在

的にはいると思うので、いかに活動人口を増やしていくかは、これからの東村山にとって大きなテー

マになると感じています。この点は、またご意見をいただきながら、どういう形で体系の中に組み込

んでいくのか検討したいと思います。 

 

（会長）  

前回の計画では市民協働が入っていますが、市民の自発的活動や参加は行政の全分野に関わってく

るかと思います。それを分野別に分けてしまうと上手く収まらないので、このようになるのかと思い

ます。 

 

（委員）  

今回アンケートの道路の項目ですが、一体誰のための道路なのかというのは一回議論しても良いと

思っています。自動車のため、歩行者のためにするのか。たしかに道路混雑はありますが、実はアン

ケートでいうと車利用より徒歩利用、自転車利用が非常に多くなっています。 

また、道路空間の再分配や余った駐車場についてパークレットという新たな動きも出てきていま

す。公共空間の新たな使い方も今回頭出しした方が次につながるのではないでしょうか。当然、自動

車のための空間がまだ足りていないこともありますが、次の20年を考えると重要だと思います。 

あとは駅に対して何を要望するのか次の20年に向けてもう少し議論してもいいと思います。ひとつ

は来年の2020オリンピックで働き方改革がレガシーとして出てくると思います。そうなった時に構想

としてあるのが、空港へ行くと飛行機の前にお酒を飲んだり仕事ができたりするラウンジがあります

が、駅にそういうものができても良いと思います。新宿などのターミナル駅に休むところがあり、休
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んでから空いている電車で帰ってくるとか、あるいは朝は東村山から都心方向が混んでいるので、少

し駅で仕事をして空いた電車で行くといった新たなライフスタイルがあるのではないでしょうか。 

テレワークもありますが、私は家で仕事ができないので、どこか喫茶店に行かないと、結局職場に

行ってしまうこともあります。昼間人口の増加といったキーワードが出ていますが、それが今までの

ような「東村山に働く場所がある人」の人口を増やすのか、そうではなくて新たな昼間人口という概

念で週に２日は新宿に行って３日は東村山駅前のところで働くというライフスタイルも出てくるか

もしれず、そういったことも魅力あるまちのひとつにつながるのではないかと思います。 

 

（会長）  

確かに「駅」というワードは、「都市基盤の中の核」の中には出てきますが、項目としては出てき

ていません。頭出しは大事だと思います。 

 

（委員）  

自然環境で２点気になったのが、１点目が東村山にどれだけ緑地があるのかきちんと押さえた上

で、その緑地をどうしていくかという議論を市民に対して投げかけることが大事だと思います。生産

緑地の問題で、2022年問題は押さえなければならないと思います。相続により農地が宅地化や売却さ

れることだけに留まらない影響が出ると専門家からも言われていますので、表現の仕方は難しいです

が、忘れてないというのは出しておかないといけないと思います。 

もう一点が、歴史文化の保全という部分です。文化という言葉はあるのですが、その中に歴史の文

言がない。第４次計画の中には、歴史遺産の保全といった文言があったと記憶していますので、東村

山の歴史とはこういうものだということを、きちんと計画の中でも位置づけていけたらと思います。 

 

（委員）  

７ページの下の重点的な取り組みですが、字の大きさが全部同じでみんな大事のように見えます。

これを重点的にやろうとしたら我慢しなければいけないものが出てくるはずです。全部やるように見

えてしまうので、本当にやりたいものを太字にして、難しいものは小さい字にするなど軽重をつけな

いと、全部やると思われてしまうのではないでしょうか。 

「子育てするなら東村山」を重点にやるのであれば、広い道路は我慢して、まず歩道を作るという

ことが分かるようにして、保育所を増やそうなど、具体的に書くと分かりやすいと思います。 

 

（会長）  

 ごもっともな意見ですが、総合計画なのでそうならざるを得ない部分もあります。そうところは例

えば実施計画の方でプライオリティをつけていくような展開になるかと思います。 

 

（委員）  

事務局にお願いになりますが、７ページは仮で「計画体系のイメージ」と書いてありますが、すぐ

に基本目標ではなくて、「いつまでも魅力あふれる持続可能なまち」というのは、どういうまちのイ

メージなのかというものがあるべきだと思います。まちのイメージ、ひとのイメージ、くらしのイメ

ージと切るよりも、東村山が将来こういうまちであって欲しいという将来都市像のイメージをつく

り、それと現状とのギャップから目標や基本計画を立てるとよいと思います。 

人によってイメージが違うとは思いますが、総合的にこういうものを目指すというイメージを整理

する中で、具体的なものを出せれば、市民にも分かりやすいと思いますので、次回に向けて検討して

いただきたいです。 

 

（委員）  

今の将来都市像の目指す姿のイメージというのは確かにその通りだと思います。 

もう一つは平成元年に制定された市民憲章があり、ここでも私たちのまちはこういうまちで、そう

いうまちを私たちは誇りに思うということが書いてあるので、ここからも言葉を取っても良いのでは

と思います。 

 

（会長）  

「将来都市像」については大変大事であります。この３か月ぐらいの間に市民参加の様々な成果が
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出てくると思いますので、その成果を取り入れていただき、具体性を持った東村山市の魅力が明示さ

れた「将来都市像」を提案していただければと思います。次回を期待したいと思います。 

 

（市長）  

先程事務局から申し上げましたが、正に今は仮置きで「いつまでも魅力あふれる」といってもどん

な魅力なのかイメージが湧きませんし、持続可能なというのはキーワードにはなるかもしれません

が、ビジュアル的なものではありません。 

将来都市像については前回も様々な市民参加でキーワードと思われるような文言をだいぶいただ

きました。それから市民憲章などこれまでの様々な市の重要な文書に出ている「東村山とはこんなま

ちだ」という自己イメージ、それらを集めた中で最終的には総合計画審議会の中でいくつか案を出さ

せていただき、最終的に現在の「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる東村山」に決定をし

たということがあります。 

ただ、気をつけなければならないのが、将来都市像は、全国の自治体で大体作っていて、多摩地域

は似たようなイメージになりやすいので、逆にどうやって差別化を図るか。どうしても緑や人と人の

つながりを大事にしようということがテーマになりますので、差別化が図りづらいところが悩みで

す。これは今後のワークショップ等でキーワードをいただいた上で、素案を作らせていただいて、ご

論議いただきたいと考えています。 

 

（会長）  

本日は計画の枠組み、骨格を示していただいたということが趣旨だと思いますので、方向性として

は、よろしいでしょうか。 

 

（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２点ございます。まず、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）  

次に、次回開催は、９月下旬頃を予定しておりますが、少々期間が空くこと、９月定例議会の日程

が未定となっていることから、７月頃を目途に日にちを調整し、ご連絡したいと存じます。 

 

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1回東村山市総合計画審議会を閉会とします。       ―以上―  


