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1. 開催概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

目 的 
第５次総合計画等の策定にあたって、東村山市をとりまく環境の将来予測を市から説明するとともに、AI や IoT、
郊外研究の専門家、内閣府の企画官を招き、各々の専門分野の立場から東村山の未来や必要な取り組みついて意
見をお聞きし、市民の皆さんと東村山市の未来について考えること 

日 時 2019 年５月 18 日（土）、15 時 30 分～17 時 30 分   ※申込み不要、参加無料、託児保育あり（予約制） 

場 所 東村山市中央公民館ホール 

参加者 約 300 名（事務局発表） 

【参加者の概要】 

＜性別＞                ＜年代＞                   ＜地域＞ 

             

 

 

 

男性

70.8%

女性

29.2%

無回答

0.0%

185 n= 10歳代

1.6%

20歳代

4.9%

30歳代

13.5%

40歳代

24.9%

50歳代

20.5%

60歳代

17.8%

70歳代

11.9%

80歳代

3.2%

無回答

1.6%
185 n=

東村山市内

71.4%

隣接市（東大和市、

小平市、東久留米

市、清瀬市、所沢市）

16.8%

都心部（２３区）

4.3%

都心部（２３区）隣接市

以外の東京都、埼玉県

5.9%

それ以外

1.1%
無回答

0.5%

185 n=

※回答割合は、小数点第 2 位を四捨五入して算出しています。そのため、回答割合の合計が 100.0％にならない場合があります。 



 

2 

 

 

 

１ 開会挨拶 （東村山市長 渡部 尚） 

２ 第５次総合計画等の検討状況及び将来予測 （経営政策部行政経営課長 深野 聡） 

３ シンポジウム 

○テーマ１「30年後の東村山はどうなる？」 

○テーマ２「この10年で取り組むべきことは？」 

シンポジスト：元 Google 米国本社副社長 村上
むらかみ

 憲郎
の り お

氏 

       社会デザイン研究者・郊外研究者 三浦
み う ら

 展
あつし

氏 

       内閣官房企画官 飯嶋
いいじま

 威夫
た け お

氏 

４ 質疑応答 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
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2. 各専門家の意見の概要 

 

 

ＩoＴ、ビッグデータ、人工知能という 3 つの言葉を聞かない日はない。ＩoＴに関して、

現在全世界で 80 億台のモノがインターネットにつながっており、市民の暮らしぶりがリ

アルタイムで掌握出来るような時代が訪れつつある。また、ビッグデータを人工知能が学

習して、新しい知見を人類が手に入れる時代を迎えている。単純な仕事はＡＩに置き換え

られる可能性も否定できないが、ＩＣＴの技術をご自身の仕事、社会生活、家庭生活、教

育などにうまく取り入れて、共存する可能性が十分にある。 

今後東村山に必要な取り組みとしては、いま自分たちが誇れるものを大切にして、一段

ブーストしていくこと、自慢できることをかさ上げすることが大事である。 

 

 

 

都市の人口を分析すると、働く女性が住み、働きやすいことが人口増加と出生率増加の

要因となっている。これからの郊外のあるべき姿は、子育て世代が住みやすく、かつ働き

やすい「ワーカブル」であること、仕事の後、家事育児の後にくつろげたり、地域とつな

がったりできる「夜の娯楽」があること、様々な住民の資源（知識、経験、能力、空間、蔵

書など）を少しずつシェアする「シェアタウン」であること、まちの要所に新しいモビリ

ティステーションがあることが挙げられる。 

良いと思ったことをどんどん実践することが大事である。元気な郊外都市は、コワーキ

ングスペースや夜カフェなど人が集まれるところを住民がつくっている。東村山市はまだ、

人が集まるところが足りない。しゃれたコミュニティスペースが出てくると良い。 

 

 

 

 

 

自動運転、次世代ヘルスケアといった Society5.0 に向けた様々な取り組みが想定されるが、

それらはあくまでも未来の目指すべき社会実現に向けた手段・ツールにすぎない。それよりも、

東村山市としてどのような「まち」を目指すのかが重要だ。 

今後必要な取り組みとしては、市役所は保有するデータをオープンにして、市民や事業者な

どとの協働を促進することが大事である。市民は、今日のような場に積極的に参加をし、様々

な意見を集め、市民同士が支え合うことが大事である。 

 

 

 

村上氏 

三浦氏 

飯嶋氏 
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3. 講演録 要旨 

① 開会挨拶 
 

市長： 本日は、多くの市民の皆さまにお集まりいただき、心から感謝を申し上げます。 

市では、おおよそ 10 年ごとに市の最上位計画である総合計画を策定し、それを基

に毎年度予算を組んで、まちづくりを進めています。現在は第 4 次総合計画の期間

中ですが、これが来年度に終了することから次の第 5 次総合計画を策定すべく、昨

年度から基礎調査等を行っています。 

日本は人口減少時代に入っています。東村山市も残念ながら人口減少局面に入っ

ているところで、昨年度の人口推計では、今後 30 年間、2050 年までの間に、東村

山市の総人口は 2 万７千人程減少することが見込まれています。一方で、75 歳以上

の方の人口は現在よりも 1 万人ぐらい増える見込みです。そのようなときに、この

東村山がどういうまちになるのか。今回は、そうした未来の事をイメージしながら、

この 10 年間でどういうまちを築いていくのかを中心として計画を策定していきた

いと考えています。キーワードとしては、持続可能なまち、住みたい住み続けたい

まちということになります。 

今、東村山市では東村山駅周辺の連続立体交差事業など大きなインフラ整備も行

われています。また、この先急激に様々な科学技術の革新が、どんどん進んで行く

ことも予測されています。更には、オリンピックを契機に、海外から来訪、あるいは

働きに来るかたも増えるであろうと言われており、この先、日本、そして東村山市

も大きく変わると考えています。そのような大きな社会変動の中、市民の皆さま誰

もが、安心して住み続けられる、そして子どもからお年寄りまで、皆さまが希望を

もって生きていくことが出来る東村山をつくっていく、残していくことが、我々に

課せられた責務だと考えています。 

今回の第 5 次総合計画は、東村山市にとって大きな転換期にあたり、私たち行政

だけではなくて、議会、そして多くの市民の皆さま、市外の識者の英知を集めて良

い計画を策定し、東村山市が空き家だらけのゴーストタウンではなく、人もまちも

みどりも輝く笑顔あふれるまちになるように、努力をして参りたいと考えています。 

本日は大変お忙しい中、元 google の米国本

社副社長であられました村上憲郎先生、郊外論

で多数の著書がある三浦展先生、そして、内閣

府で日本全体の未来を考え政策を作っておられ

る飯嶋威夫先生にお越しをいただきました。こ

れから世界、日本が、あるいは地域がどうなっ

ていくかについて色々と知見をいただきなが

ら、シンポジウムを行っていきたいと思います。 

これをきっかけに、市民の皆さまにもまちづ

くりの当事者であるという意識を高めていただ

きながら、この第 5 次総合計画等の策定に、ぜ

ひご参加いただきますよう心からお願いを申し上げてごあいさつに代えさせていた

だきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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② 第５次総合計画等の検討状況及び将来予測 
 

司会：市、行政経営課長の深野より、第 5 次総合計画等の検討状況及び将来予測について

ご説明させていただきます（17-24 ページに資料を掲載しています）。 

 

深野：はじめに、東村山市

第 5 次総合計画

と、東村山市の現

状、将来の予測に

ついて、ご説明し

ます。 

市では昨年度から

第 5 次総合計画をは

じめ、都市計画マスタープラン、人口ビジョン・総合戦略、公共施設等総合管理計

画、市センター地区整備構想といった長期的なまちづくりの方針について、相互に

連携・整合を図りながら策定を進めています。これまでも、活力や魅力を創出する

まちづくりを進めてきましたが、すでに日本全体が人口減少局面に入っており、大

きな転換点を迎えています。今後は、このような中にあっても持続できるまちづく

りのあり方を考えていく必要があります。 

これからの大きな方針の検討にあたっては「東村山市みんなで進めるまちづくり

基本条例」に基づいて、市民の皆さまとの情報共有や、意見を伺う場を大切にする

とともに、社会環境が大きく変化する中で、現在に至るまでの状況や、数十年先の

予測について共通認識を持って進めたいと考えています。 

2019 年度は、様々な市民参加の機会を持たせていただいており、本日のシンポジ

ウムは、この市民参加のキックオフとなります。日本全体が大きな転換点を迎えた

今だからこそ、30 年、40 年先を見据えながら皆さまと一緒にまちのありたい姿を

共有し、これからのまちづくりを考えていきたいと考えています。 

ここからは、具体的なデータ等をお示しながら市の現状について説明します。 

まず人口の推移です。昭和 39 年には約 6 万人であった人口が、この 50 年程度で

倍以上の 15 万人にまで増加しています。その後、平成 24 年に約 15 万 3 千人とそ

のピークを迎え、以降は減少傾向となっています。市では、急速な人口増加に対応

するため、生活基盤である公共施設の整備を進めました。その結果、現在は公共施

設の約 7 割が建設後 30 年を経過しており、老朽化への対応が必要となっています。 

他方、公共施設の整備を優先してきた結果、都市間をつなぐ重要な道路ネットワ

ークである都市計画道路の整備率は約 19％に留まっており、都内の市町の中で、最

も低い割合となっております。 

次に、人口推移の中身を詳しく見ていきます。人口増減の要素の一つに、「自然増

減」がありますが、これは出生、死亡の影響を合わせたもので、平成 29 年は出生が

969 人に対し、死亡が 1,449 人となっており、近年減少が拡大する傾向にあります。

人口の増減の要素のもう１つは、転入、転出の影響をみた「社会増減」で、平成 29

年度は転入が 7,709 人に対し、転出が 6,933 人となっており、年度でばらつきがあ

りますが、回復傾向もみられます。この社会増減の要因として、当市では住宅と転

入数に大きな関連があると考えています。特徴として、新設の住宅供給の量と転入

数に相関関係が確認でき、住宅都市としての性格が表れています。この住宅供給の

反面として、平成 5 年から農地、生産緑地は減少傾向となっています。 

次に、人口の中身の推移やその影響について見ていきます。 

人口の重心が平成 20 年では、30 歳から 44 歳であったものが、平成 30 年ではそ

のまま持ち上がり、高齢化の進展がみられます。高齢化の進展により空き家問題が

顕在化していきます。平成 25 年で当市の空家率は 9.9％となっており、非常に高い

比率でないものの、全国的な傾向と同様に、高齢化の影響が大きくなることが想定

されます。 

また、医療や介護の問題も非常に大きくなります。市の決算額について経費を性

質ごとに積み上げると、社会保障費に関連するものが平成 20 年度からの 10 年間で

約 70 億円増加し、他の経費に比べて伸びが著しく、今後もこうした傾向が続くもの

と考えられます。 

ここからは、この傾向を踏まえた推計から、将来のまちの姿について説明します。

まず人口推計です。2020 年から 2050 年までの 30 年間の変化をみると、死亡数の

増加による自然減の影響が強く、2 万 6 千人の減と推計されます。注目すべき点は、
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少子高齢化のさらなる進行で、年少人口が約６千人減するのに対し、老年人口は約

１万人増となる見込みです。また、中間の生産年齢人口は実に約３.１万人減となり、

社会の中心的な担い手の減少は様々な点で大きな影響を及ぼすものと考えられます。

国全体でも 2010 年にすでにピークを過ぎており、今後しばらく増加傾向が続くと

されている東京都でも 2030 年にはピークを迎え、その後は一貫して減少傾向が続

くものと推計されています。 

こうした人口総数の減少や少子高齢化は、まちの様々な面に影響することが考え

られます。 

公共施設の更新や改修経費で約 650 億円が不足し、適切な維持管理やサービス提

供が難しくなるほか、人口が減ることで市内の消費が縮小し、小売店舗数が 17％減

少することも考えられます。子どもの数が減ることで、市内に 22 校ある公立小中学

校のうち 8 校分にあたる空き教室が発生したり、高齢化の進行により空き家率や社

会保障経費が増加したり、介護の問題も深刻となる可能性があります。 

こうした人口減少の影響ばかりみると、まちの活気やにぎわいが失われる印象が

強くなりますが、一方で近年は急速に科学技術が進歩しており、未来の社会や人の

くらしに大きな変化の可能性があります。 

科学技術の詳細や最新の動向は、シンポジストの皆さまからお話を頂戴しますの

で、ここでは簡単にご紹介します。 

まず外国語の自動翻訳技術です。すでに携帯型の端末も普及しつつありますが、

今後増加する外国人との共生という点で、単なる会話補助だけでなく、医療や災害

対策といった基本的サービスの充実にも寄与するものと考えられます。 

また、通信技術とそれに対応した機器の開発や人工知能、データの利活用が進む

ことで、インターネットによる宅配、家電製品の遠隔操作、センサーによる身体の

異常検知、オンラインでのコミュニケーション等様々なことが実現され、家事の補

助、健康維持、高齢者の見守り、子育て環境の充実など、多くの分野でくらしの質の

向上が期待できます。 

ロボット開発技術も進んでおり、製造業における無人化だけでなく、高齢化が進

む社会の中で、介護負担の軽減や日常生活の自立支援という側面でも活用できる可

能性があります。 

ニュースなどで見かけることが多くなってきた自動運転技術も、実用の段階に進

みつつあります。運転者はもとより、人や物資の輸送サービス産業全体の効率化に

寄与すると考えられます。通信技術とそれに対応した機器の開発や、人工知能、デ

ータの利活用によって、効率的で安全・安心なまちづくりや、ロボット・センサー技

術による人の活動の支援、時間や場所の制約を受けない仕事環境の整備など、実体

と情報空間が連携した、効率的で環境にもやさしい社会が構築されていくことが考

えられます。 

最後に、今後につながる新たなまちづくりの可能性を持った市の取り組みをご紹

介します。まず西武線の連続立体交差事業です。当市が進めてきたまちづくりの中

でも最も大きな事業の 1 つで、5,6 年後の事業完了を目指しており、事故防止や渋

滞解消といった交通面だけではなく、産業振興など、にぎわいの創出等の相乗効果

が期待される事業です。次に公民連携による雇用創出の取り組みとして全国初の「ジ

ョブシェアセンター東村山」です。市民センター内に職住近接のオフィスを開設し

たことで、多様化する就労ニーズに対応し市民の働き方改革を実現するものです。

情報化が進む社会に向けた先進的な取り組みとして、自治体クラウドがあります。

住民の税や異動情報システムを効率的なオンラインシステムで、他の自治体と共同

利用するもので、コストメリットだけでなく、災害時の継続的な運用にも活用でき

ます。都内で 3 例目となる先進的なもので、導入向けた取り組みを進めているとこ

ろです。最新の取り組みでは「東村山防災ナビ」があります。スマートフォンアプリ

を通じて、市、消防、警察、市民が災害状況などを共有できるシステムを開発し、写

真や地図データを活用した迅速な対応を目指すものです。 

これからのまちづくりは、世界でも例のない超高齢化社会に対応していかなくて

はなりませんが、技術革新は日進月歩の状況であり、多様な主体が強みを発揮して

いくことで、まちやひとのポテンシャルが引き出され、その力を伸ばしていけるの

ではないでしょうか。ご紹介した市での取り組みは、そのような期待をもって進め

ているもので、まちの価値やひとの活力、くらしの質を向上させながら、いかに持

続可能なまちづくりを進めていくことができるのかがこれからの新たな時代にも普

遍的に求められるものと考えており、今後も市民の皆さまや市に関わる皆さまに多

くのご意見をいただきながら、まちづくりの方向性を検討したいと考えております。 
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③ シンポジウム 
 

○テーマ１「30年後の東村山はどうなる？」 

 

司会：本日のテーマについて、シンポジストの皆さまにお話を伺いたいと思いますが、ま

ずはお一人ずつ、ご専門の観点からお話いただきたいと思います。 

はじめに村上憲郎様です。村上様は、1947 年のお生まれで、京都大学工学部を

ご卒業、日立電子株式会社に入社、システムエンジニアとしてキャリアをスタート

されました。その後ノーザンテレコムジャパン社長兼最高経営責任者などを歴任さ

れたのち、2003 年にＧoogle アメリカ本社副社長、兼 Google 日本法人代表取締

役にご就任。日本におけるＧoogle の全業務の責任者を務められ、2009 年より同

社の名誉会長となられました。2011 年のご退任後、株式会社村上憲郎事務所開設

し代表取締役としてご活躍されていらっしゃいます。 

 

村上：私の役目は、インターネット

に代表される、いわゆるＩ

ＣＴ、情報とコミュニケー

ション、通信のテクノロジ

ーの動向からみて、東村山

市の今後について、お話し

する役目と心得ています。 

ただ、市からの説明にあ

ったように、東村山市でもＩＣＴの分野においてそれなりの取り組みをされてい

ることをお判りいただけたと思います。 

現在、連日のようにテレビ、新聞、雑誌等でＩoＴ、ビッグデータ、人工知能と

いう 3 つの言葉を聞かない、目にしない日がないという状況と思います。ＩoＴ

というのは、Internet of Things という言葉で、モノのインターネット化という

意味です。今までインターネットは、E メールや、Facebook、Twitter など、人

と人とのコミュニケーションでもっぱら使われてきました。しかし、昨年末の統

計によると、全世界で約 80 億台のモノがインターネットに接続されています。

人類は現在約 70 億人いると言われており、残念ながらまだ 20 憶人のかたがイン

ターネットの恩恵にあずかっていません。そうすると、人がインターネットを使

っている以上にモノがインターネットにつながる時代を迎えているということで

す。 

インターネットとつながったものを「スマート○○」と呼びますが、例えば東

村山市がインターネットにつながったら、東村山市は「スマートシティ」、「スマ

ートコミュニティ」という方向性を打ち出していけているかということが、ひと

つの観点かと思います。 

インターネットにつながっている家は「スマートハウス」と言われます。皆さ

まの家庭はほぼ全戸、東京電力の積算電力計があると思いますが、これらはスマ

ートメーターというものにリプレイスがほぼ完了しています。皆さまの家で、ど

れだけ電気を使っているのかがリアルタイムで観測できる時代が来ているという

ことです。さらにその先では、スマートアプライアンス（家電）として、冷蔵庫

や洗濯機、空調機がインターネットにつながり、どの電気機器がどれだけ電気を

使っているかがモニターできるわけです。こういったことにより、エネルギー消

費についてもビッグデータが掌握できます。そうすると、市の説明におけるデー

タ以上に、より細かい東村山市民の暮らしぶりが掌握出来るような時代が訪れつ

つあるということです。 

そうなると、そのデータをどう行政に活かすのか、新しい知恵やアイデアに結

び付けられないかということが次の課題として浮かび上がってきます。そして、

ビッグデータ解析のため人工知能、ＡＩというものが登場してきています。人工

知能では、現在のディープラーニングという新しいプログラミング手法が 10 年

ほど前に登場しました。ビッグデータの解析のために人工知能が登場した印象を

持つかもしれませんが、そうではなく、大量のビッグデータがあるからこそ、人

工知能がラーニングでき、新しい知見を人類が手に入れられるといえます。しか

しながら、人工知能の方が我々人間よりも効率的に作業してしまうため、仕事が

奪われるのではないかという懸念も広がりつつあります。そして、その懸念は決

して否定できないところです。そういった懸念はありながらも、これから人類が
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人工知能とどう向き合っていくのかということになると、単に仕事を奪われる敵

対的な関係性だけでなく、新しいＩＣＴ技術をうまく取り入れて、仕事、社会生

活、家庭生活、教育でなど様々な形で共存していくことも十分な可能性がありま

す。そのような形で、知恵や新しいアイデア、新しい機会を探っていくこともこ

れからの時代では大事だと思います。 

 

司会：続きまして、三浦展様です。三浦様は 1958 年のお生まれで、一橋大学社会学部を

ご卒業、株式会社パルコにて、マーケティング情報誌アクロスの編集長や三菱総合

研究所を経て 1999 年にカルチャースタディーズ研究所を設立、家族や若者のライ

フスタイル、消費動向、郊外や都市など様々な領域について研究されていらっしゃ

います。 

 

三浦： ご紹介いただいた

ように、一橋大学の

出身で、40 年前に

なりますが、小平市

にある一橋学園駅に

通っていました。就

職したパルコでは、

最初の仕事が新所沢

駅前であり、東村山を含めた一帯には何故かご縁があります。今日は新所沢での

勤務以来、私のライフワークになっている郊外について話します。 

約 30 年前に「『東京』の侵略」という本を出しましたが、これは新所沢パルコの

マーケティングをベースにしながら作った郊外論です。それ以来、約 10 年サイク

ルで郊外の状況は変わっていきました。最初はどんどん人口が増え、しばらくする

と、家族の問題や少年犯罪が増え、また少しすると、郊外の人口が減り始めまし

た。このままだと空き家が増えるといった時代になり、その都度ごとに研究をして

きました。郊外だけではなく、様々な都市や繁華街の研究もしており、吉祥寺が住

みたいまちとして何故人気があるのか、また最近は、郊外と反対の東側の下町で若

者が遊んだり飲食したりすることも増えており、その魅力はどこにあるのかといっ

たことも研究してきました。 

人口の動向を見ると、近年、都心回帰、都心集中と言われています。バブルの頃

は、都心は高くて住めないため人口が減ってきましたが、1990 年代末以降は 23

区の人口が増えてきました。先程、東村山市でも住宅を供給したら人口が増えたと

いった話もありましたが、同じ様に中央区、港区の湾岸にタワーマンションが沢山

できたことにより人口が増えました。10 年前に 20 歳であった今 30 歳の人が、こ

の 10 年の間にどれだけ増えたかを見ると 2005 年～2015 年で、23 区は若い人を

増やしました。一方、23 区以外の日本全国では、20 歳代 30 歳代が減っていま

す。日本中で減った 20 歳代 30 歳代の７割が 23 区に集まっているということで

す。近年の都心集中は、単に東村山市や埼玉県、千葉県などから都心に集まったの

ではなく、日本中から若い人を集めたほどのすごいことが起きています。中央区だ

け見ますと、17、18 歳から 57、58 歳まで、この 10 年ですべての世代で人口を

増やしてきています。港区でも同じことが起きています。 

一方で、地方のみならず郊外でも人口をかなり減らした地域が出てきました。例

えば、春日部市はほとんどの年齢で 10 年前より人口が減ってしまいました。横浜

市瀬谷区なども同様です。 

また、所沢市などは大学があるので大学生が入ってきますが、卒業すると出て行

ってしまい、どの年齢層も減ってしまいます。狭山市も似た傾向で、入っても卒業

や結婚、就職で出て行ってしまいます。 

他方、Ｕターン型というタイプもあり、学生時代に一旦出て行きますが、子ども

を産むと戻ってくるまちとして町田市、川越市などがあります。 

都心並みにどんどんマンションを増やして人口を増やしたのは川口市、横浜市西

区です。船橋市もマンションや戸建てが増えて同じ状況です。この３つは、比較的

若い人を増やした地域ですが、浦和市もマンションを増やしたことにより 40 歳代

まで増えています。越谷市は巨大なショッピングモールができ、その周りに住宅地

ができたことにより 40 歳代まで増えています。 
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東村山市を見てみると、住宅の供給などにより、若い人も 40 歳代前後も増えて

います。転出超過の年も若干あるようですが、郊外では非常に衰退している地域も

ある中で、転入は数字的にはよく頑張っている印象です。 

今、人口の動向を考えるうえで重要なのは、女性に選ばれるまちかということで

す。車や家電、住宅などを購入する際、最後に決めるのは女性です。実際、若い女

性は 23 区内に集まっており、23 区内への転入人口を見ると、若い人では男性より

女性が多くなっています。これは都市の歴史上、非常に珍しい状況です。都市とい

うのは若い人は男性が多いです。しかし、今は男女に関わらず働く時代です。女性

が求める仕事は都心部にたくさんあり、それにより男性より女性が集まって来ま

す。 

中央区の 2000 年と 2015 年の人口を比較しますと、男性よりも女性の方が増え

ています。都心の人口増が女性によってもたらされているということが分かりま

す。郊外にある多摩市と中央区が人口 15 万人くらいと同じなので比較しますと、

多摩市では未婚の人口は若い人は多いですが、年齢が上がるとともに段々減ってい

きます。中央区は歳が上がっても変わらず、40 歳代になっても未婚女性がたくさ

ん住んでいます。有配偶者女性数で見ますと、多摩市も増えていますが、中央区の

方がもっと多いです。つまり、中央区には結婚しても住み続けている人が多いとい

うことです。 

さらに 25 歳～39 歳までの出生数は多摩市より中央区の方が多いです。多摩ニュ

ータウンなどの郊外は、本来、子育て期の人に利用してもらうために作られたと認

識していましたが、今では中央区の出生率の方が高く 1.42 で日本全体と同じレベ

ル、多摩市は 1.16 に留まっています。また、中央区の女性はずっとフルタイムで

働き続けますが、多摩市はパートタイムの方が多い状況です。今までの常識とは変

わってきており、中央区の方が郊外よりも、未婚女性、既婚女性、出生数、働く女

性も多いです。言い換えると、働く女性が住みたい、働きたい、働きやすいという

ことが、その地域の人口や出生数、出生率も増やすということです。郊外の昔なが

らの役割を肯定していると、人口も出生数も減る、女性も出て行ってしまうという

ことです。 

未婚の男女比をみると、東京都心部から渋谷区、目黒区、世田谷区、杉並区、吉祥

寺などでは女性の割合が非常に多くなっています。働く女性、高学歴化した女性が

未婚で働き続けるためにいかに 23 区内に多くいるかが分かります。郊外でも横浜

市西区、湘南方面、田園都市線方面に若干、女性の未婚者が多い地域があります。他

に、千葉市やさいたま市でも、その地域の中での都心部に働く女性が集まる傾向が

見えます。 

郊外を発展させるには、専業主婦で子育て中という女性を中心に考えるのではな

く、女性が働き続けることを前提にまちをつくっていかなくてはならないというの

が近年の私の考えです。実際に、働きやすい、通勤しやすい郊外の人気が上がって

いる傾向にあるのではないかと思います。住みたいまちランキングで、大宮が吉祥

寺に次いで４位になっています。大宮は交通が便利で新宿方面も東京方面も通いや

すく、新幹線で出張しても家にも戻りやすいなどといったことが評価されているの

だと思います。商業施設なども多いです。新たな都市的な郊外、女性も働きやすく

通勤しやすいといった郊外が見直される時代がきていると考えています。30 位以下

を見ますと、和光、川越、流山といった郊外のまちが、三軒茶屋、下北沢といった世

田谷区の繁華街と同レベルで住みたいまちに選ばれ、順位を上げています。 

統計的な予測をしますと、減り始めたものはこれからも減っていく傾向にありま

す。ですが、色々な政策、努力により減らすものを増やすことはできます。そのため

には、働きやすい、楽しく働ける、発想が湧いてくるようなまちであったり、在宅勤

務がしやすかったりなどといった状況をつくることです。 

また、郊外というのは、昼の子育てのまちとしてつくられているので、夜の娯楽

が足りません。働く人が増えると、夜の娯楽が必要です。 

他にはシェアタウンです。これから高齢化していく社会の中で、皆が助け合い、

シェアし合うことが大事です。それから、新しい自動運転などを含めたモビリティ

の開発が必要です。 

郊外の中で、いち早く上手く取り組んでいるのが流山市です。30 歳代、40 歳代

の人口が多く増え、子どもも増えました。子育て支援、教育支援などもしましたが、

会社員ではなく、地元で起業しようとする母親の応援をしています。実際に起業し

た母親が、会社の一部を流山駅前に持ってきました。母親たちが空いた時間に仕事

をすることができます。高学歴なキャリアのある女性も多くなってきているので、
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能力を活かせるクリエイティブで収入の高い仕事はないかと考えるので、先端的な

インターネットを使った仕事などがあるとよいと思います。 

その他の地域でも、起業する母親は増えています。町田市の玉川学園ですが、自

宅の２階を会社にして 50 人を雇っている母親もいます。近所の母親が空いた時間

に仕事をしています。また、リクルートは全社のほぼ８割が家から３駅以内にサテ

ライトオフィスがあるといった状況になっています。会社に行かかなくてもサテラ

イトオフィスで仕事ができ働けます。例えば、東村山駅にサテライトオフィスがあ

れば他市からも数駅で来て働けます。 

小田急線の座間市は、小田急の社宅をリノベーションしたところ、入居者の半数

以上が 23 区内から引っ越して来ました。カフェなどもあり、夜少しお酒を飲めるな

どできる場所もつくっています。流山市でも夜カフェといったイベントを駅前で開

催し、親も子どもも一緒に夜の娯楽を楽しめるなどの工夫をしています。また、旧

街道沿いの古い商店はリノベーションをし、世田谷区からレストランを誘致するな

どしています。横浜の住宅地でも、古い住宅を改造し、市民自身がスナック、バーの

運営をしていますし、東村山より遠い郊外の鳩山ニュータウン（埼玉県比企郡）で

も空き家を利用して色々な活動が始まっています。多摩ニュータウンでも、若い建

築家たちが自分の事務所をコミュニティスペースやスナックのように使うなど、ニ

ュータウンを盛り上げる活動を行っています。まちをもっと面白くしたいというこ

とで、玉川学園の母親がおでん屋を始めたところ、100 人も集まってしまったこと

などもありました。もっとやった方がいいと話したところ、高級な銀座風スナック

を友達３人と別の空き店舗で始め、私も行きましたが、銀座の 100 分の１ぐらいの

金額で楽しめました。 

これからは女性が鍵であると思います。元気な母親たち、女性たちがまちをもっ

と元気にしようと活動してくれると皆盛り上がってきます。そういった元気な女性

たちが住みたくなる、選ぶまちでなければならないと思います。 

もう１つは、モビリティです。高齢化していくということがあるので、自宅や福

祉施設、商業施設、公園などを、今までのバスやタクシーではない新しいモビリテ

ィで結んでいくことが、特に高齢化社会への対応として必要となると思います。 

 

司会：続きまして飯嶋威夫様です。飯嶋様は 1974 年のお生まれで、東京大学法学部をご

卒業、郵政省に入省され、情報通信国際戦略局統括補佐、在中国日本国大使館経済

部参事官などを経て、2018 年より内閣官房日本経済再生総合事務局企画官として、

未来投資戦略のデジタルガバメントを担当されています。 

 

飯嶋： 私は今、日本経済再生

総合事務局で、我が国

の成長戦略、未来投資

戦略の策定を担当して

います。 

本日は、国全体の方

向性ということで、我

が国が目指している未

来の社会像としての Society 5.0、それに向けた取り組みである未来投資戦略につ

いてご説明させていただきます。 

30 年後の 2050 年の社会を展望した際に１番課題となるのが、人口減少、少子高

齢化の進展です。2050 年に我が国の人口は約１億人まで減少すると見込まれてい

ますが、市町村ごとに見てみるとどうでしょうか。 

市町村ごとに 2040 年の人口推計を、人口規模、人口の増減率に応じて整理する

と東村山市は人口規模が 20 万人以下、人口増減はマイナス 10％程度と想定されて

いる地域に分類されています。他の多摩地域を見ますと、調布市や西東京市、小金

井市、三鷹市は人口増加のゾーンに分類されます。他方、青梅市や昭島市、福生市な

どはマイナス 20％のゾーンとなっています。更に人口規模が小さいところを見てみ

ますと、マイナス 50％、60％といったゾーンに分類される市町村が増えてきていま

す。これから見ると、人口が減ることで、まちの担い手が減り、まちのにぎわいが減

りますと、更に人口の減少が加速的に進んで行くことが想定されます。この多摩地

域の多くの地域と同じくマイナス 10％という人口減少が見込まれている東村山市

と他の多摩地域というのは、ある意味競争関係にあると言えると思います。ここか

らの取り組みによって人口増加につなげていけるのか、それとも、もっと人口減少
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が進んでしまうのか、多くの多摩地域が今、分かれ目に立っていると言えます。そ

の中でどうやって差異化を図り、他の自治体にない魅力を打ち出していけるかが重

要になります。 

このように人口減少が想定される中でも、引き続き持続可能な目指すべき未来の

社会像として我が国が提唱しているコンセプトが、Society 5.0 です。狩猟社会

（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 

4.0）に続く５番目のものとして、新たな社会としてSociety 5.0を打ち出しました。

人工知能（AI)や IoT、ビッグデータといった社会を変える可能性のある新しい技術

を色々な産業や生活に徹底的に取り込むことで、経済発展と社会的課題の解決を両

立していこうというものです。社会全体をスマートにしていくものと考えていただ

ければと思います。それでは、ここで Society 5.0 の簡単なイメージにつきまして

動画をご覧ください。 

 

（内閣府作成の動画「ソサエティ 5.0「すぐそこの未来」篇」の放映） 

 

動画の中で様々な事例が出ましたが、２つほど取り上げます。 

まず、交通では、自動車のセンサー情報や、天気、交通、宿泊、飲食などリアルタ

イムの様々な情報をビッグデータとしてＡＩで解析し、自動走行などで渋滞や事故

がなく快適に移動できる社会、一人ひとりの好みに合わせた最適な計画で出かけら

れる社会、また、高齢者や障がい者のかたでも一人で移動できるような社会をつく

っていきたいと考えています。 

次に、医療、介護では、血圧や体温などのリアルタイムの生理計測データや、医療

現場の情報などの様々な情報を解析し、リアルタイムの自動健康診断によって、病

気の早期発見が可能となることで、健康寿命の延伸や医療費などの社会コストの削

減などができる社会、高齢者や障がい者の方もロボットによる生活支援により快適

な生活ができる社会を目指していきたいと考えています。 

このように Society 5.0 とは、新たな技術を活用して、一人ひとりの多様なニー

ズにきめ細かく対応し、年齢や性別、地域に関わらず、モノやサービスが必要なと

きに、必要な人に、必要なだけ提供され、誰もが快適で活力のある質の高い生活を

送れる社会を目指しているものです。 

この Society 5.0 の実現に向けて、国が重点的に取り組むべき施策をまとめたも

のが「未来投資戦略」です。「未来投資戦略 2018」には 2025 年までに中長期的に

取り組むものが記載してあります。我が国全体の成長戦略であり、内容が多岐に渡

りますので、ここでは先ほど述べた交通と医療・介護を中心に説明します。 

まず、交通です。高齢者の事故の増加や、人口減少に伴う公共交通の縮小などが

大きな課題となっています。それに対して、自動運転などの新たな技術により、事

故や渋滞のない、安全で、高齢者も快適に移動できる社会を目指して検討していき

ます。具体的には、2020 年を目途に、公道での地域限定型無人自動運転移動サービ

スを開始することとしており、東京オリンピックに向けて、羽田エリアで実証を行

います。それを 2030 年までに全国 100 か所以上で展開する目標を立て、現在、安

全基準の整備、交通ルールの整備、技術開発などに取り組んでいます。また、ドロー

ンや宅配ロボット、空飛ぶクルマといったものの実用化も検討されています。 

医療・介護は、85 歳以上の高齢者や認知症患者の急増が見込まれる中で、新たな

技術を活用して、一人ひとりに合った患者本位の健康、医療、介護サービスの提供

をしたいと考えています。そのために、オンラインによる質の高い在宅医療の提供

や、早期の認知症対策、予防投資の強化などに取り組んでいます。具体的には、体温

や病歴などをデータとして整理することにより、一人ひとりに適した医療サービス

の提供を可能としていきます。まず 2021 年３月からマイナンバーカードと健康保

険証の一体化を実施することにしています。あわせて、マイナポータルを通じ、自

らの健康状態、服薬歴等を把握できる PHR（Personal Health Record）の構築も進

めていきます。勤務先や地域も含めた健康づくり、認知症の早期予防などに取り組

んでいくこととしています。 

もう１点、行政に関しては、デジタル・ガバメントの実現として、新たな技術を活

用し、国民が行政手続に費やす時間やコストの軽減を進めたいと考えています。具

体的には、現在、複数の窓口で手続きが必要な、引越し、死亡・相続、介護などの手

続きをデジタル化・オンライン化することでワンストップ化を実現し、皆さまの負

担を減らしていきます。また、法人も、法人設立手続や従業員の社会保険、税の手続

きのワンストップ化を進め、コスト削減を図ります。その他、新たなビジネスを創
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り出すにあたっては、行政が保有する様々なデータをオープン化し、民間で使える

ようにすることが大事だと考えており、国が保有するデータの原則公開を徹底する

とともに、地方自治体のオープンデータの取り組みを支援していくこととしていま

す。 

以上、Society 5.0 と「未来投資戦略」について簡単にご説明させていただきまし

た。今ご説明した自動運転や次世代ヘルスケアなどの取り組みは、あくまで未来の

社会を生み出す手段の一つです。「未来投資戦略」には様々な施策が書いてあります

が、そのすべての取り組みをすべての地方自治体が行うというのは、財源や人材面

から現実的には難しいと思います。では、限られた財源や人材をどこに投じるのか、

それは東村山市が将来どのようなまちを目指すのかという部分にかかっています。 

最初に申しましたように、東京都の中でも競争状況にあり、他の自治体との差や

魅力をどう打ち出していけるのかが今後重要になります。東村山市がどの様なまち

を目指すのかが、市民の皆さま一人ひとりの意思が将来の東村山市を形づくり、東

村山市の質の高い Society 5.0 をつくっていくと思います。 

 

 

 

○テーマ２「この 10年で取り組むべきことは？」 

 

司会：ここからは、渡部市長をコーディネーターに、「この 10 年で取り組むべきことは？」

についてシンポジストの皆さまとの対談を行います。 

 

渡部：貴重な講演をありがとうございました。 

市長としては、人口減少が進む中で、技術革新を上手く使いこなし、地域固有の色々

な資源、リソースを上手く組み合わせることによって新たな価値を生み出すことが、

生き残りにつながるのかと考えながらお話を聞きました。東村山市へ初めての先生

もいらっしゃるかと思いますが、東村山市の印象についてお話しいただけますか。 

 

村上：私は大学を卒業し、小平市の日立電子に勤務をしまして、社宅住まいをしばらくし

ていました。その後、アメリカのコンピュータ会社に入社した際、勤務先が池袋に

ありましたので、東村山市ではありませんが、秋津駅の近くに住みました。外資の

オフィスはよく移転するので、仮に中央線沿線などに移った場合も武蔵野線で西国

分寺へ出て

中央線に乗

り換えるこ

ともできる

ことを考え

て、秋津駅

を選びまし

た。 

元々は、大分県の佐伯市の出身で、先程の飯嶋さんの表で言いますと、人口規模

10 万人以下で、今後 40％の人口減少が見込まれるという地域です。佐伯市は限界

村落と言われており、ガス、水道、郵便、電気などのサービスを諦めなければならな

いような過疎地帯であり、老人は市街地に引っ越して来てくださいということで、

墓守はどうするのかなどの問題も出ています。九州の田舎の市町村から比べると、

本当に羨ましいという印象です。 

 

渡部：全国のレベルから見ると、まだ良いのではないかということだと思います。先程の

お話では、三浦先生も小平市で学ばれたり、所沢市でお仕事されたりしていたとい

うことですが、東村山市の印象、率直にどう思ってらっしゃるでしょうか。 

 

三浦：圧倒的に八国山です。厳しい自然ではなく、優しい自然と言いますか、すごい価値

だと思います。都心指向はそろそろ終わりだと思っていて、最近の調査では大宮､浦

和が住みたいまちランキング上位になりました。東京は比較的、西南部から発展し、

北に回って最後に東の方へ行くという、のの字で回転して進歩してきましたが、こ

れからの 10 年、20 年は中央線より北側だと思います。23 区でも、今、地価上昇率

ナンバー１は荒川区です。古い家が多い地域でしたが、マンションに建て替わり、
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地価上昇率ナンバー１となっています。先程の大宮、浦和の例もあるように、北に

向かっている気がします。東村山市はまだまだ転入超過にありますし、もっと頑張

れば、もっと転入超過にできると思います。まだ知られていないので、まずは知っ

てもらうための取り組みが必要だと思います。八国山を見たら、心が動くのではな

いでしょうか。なんと言ってもトトロです。トトロは今、日本人が１番好きな物語

です。そこの近くに住むというのは、十分アピールできる点だと思います。 

 

渡部：八国山をはじめとする自然、人間と非常に親和性のある近しい里山の雰囲気が東村

山市の売りではないかというご指摘だと思います。 

飯嶋先生は小金井市のご出身で、今は日本全国の政策を立てていらっしゃいます。

もっと厳しい地域、地方、中山間地域のこともありますが、多摩地域の首長の中で

は、国の政策から多摩地域や東京の周辺部が抜けてしまっている感じがして心配し

ております。東村山市についての印象をお話いただけるとありがたいです。 

 

飯嶋：おっしゃるとおりで、特に地方の問題は本当に厳しくなっています。自動運転を進

める１つの要因は、地方だと運転手がいなくなる、高齢者が外出するときに連れて

行ってくれる方がいなくなる、そうしたことを解決するのが自動運転しかないので

はないかという背景もあります。それに比べると東京の郊外は比較的条件に恵まれ

ているのは確かであり、東京郊外は何となく大丈夫といったイメージが自分にもあ

りますが、政策的に抜けているところがあるというのはご指摘のとおりかもしれな

いと思います。 

私自身、子どもの頃は西武ライオンズファンでしたので東村山市を通ってはいた

のですが、あまり降りることはありませんでした。大人になってからは、豊島屋酒

造の屋守（おくのかみ）という日本酒が好きなのでよく飲んでいます。以前、北京の

中国大使館に出向していたのですが、中国のかたに屋守を飲んでいただくと皆美味

しいと言われます。先程のトトロの話も、去年トトロの映画が中国で解禁され、大

勢の人が見に行ったので、中国人観光客にも来てもらえる可能性が十分にあると思

います。 

 

渡部：飯嶋先生から東村山市の売りの１つとして、豊島屋酒造の屋守の名前をあげていた

だき、ありがたく思っています。 

東村山市は全国レベルで見ると、東京という首都圏にあって、社会情勢で言うとま

だ社会増が続いているので、悲観することもないけれど、この辺が足りていないの

ではないかということを、三浦先生からご指摘いただきました。 

村上先生の専門領域の話になると、まだ私共は遅れていて、1 番の鍵は、市役所に

専門家などの人材が育っていない、確保ができないといったことです。市でも、課

税業務で初めて AI や OCR（光学的文字認識）、RPA（ロボットによる業務自動化）

を連動させて、事業所から上がってくる書類をデータ化することを今年から始める

ことにしました。今後、市町村レベルでこうした情報戦略を進めていくうえで、ど

んなことを考えて進めていったら良いか、ご指導いただけるとありがたいです。 

 

村上：東村山市はそれなりに取り組みをされていると認識しております。IoT、ビッグデー

タ、AI は英語であり、難しいというイメージもあるのではないかと思います。しか

し、スマートフォンなどは使いこなしていると思いますし、あまり難しいと意識し

なくても良いと思います。地方自治体で、首長がリーダーシップを大胆にされてい

る自治体とそうでない自治体では、明らかに進みが違います。私も出身の佐伯市な

どのお手伝いもしていますが、手を挙げる自治体と挙げない自治体がはっきりして

いるということです。首長と市職員が一体となり突き進む、地域の方々のご支援ご

理解があるならば、恐れずに前へ進んで欲しいと思います。 

 

渡部：恐れずに、ということですが、国の動向で１番私が気になるのは、デジタルファー

スト法案が昨年、国会にかけられ、国の諸手続きは基本的にオンライン化し、地方

自治体も努力義務とされると聞いています。市の行っている事務をすべてオンライ

ン化するのは大変だと感じるのですが、国はどういう方向性で後押しをしようとさ

れているのでしょうか。 

 

飯嶋：デジタルファースト法案は、市民の皆さまが国や地方自治体に対して行う手続きを

基本的にすべてオンラインで済むようにしようというものです。とても便利になり
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ますが、実現にあたり、地方自治体の皆さまには大きなチャレンジになるように思

います。まず整備計画をつくることにしていて、医療でしたら厚生労働省などがス

ケジュールを検討し、地方自治体と相談して進めていくことになります。手続きの

オンライン化は、市民のメリットだけではなく、市の職員にとっても大きな負担削

減になると考えます。そして、その空いた時間を市民のための別の仕事に充てるこ

とができます。社会全体、市職員のかたも楽になる面があるので、皆さまにはぜひ

積極的に使っていただきたいと思います。 

 

渡部： それでは、今日の本題、人口減少問題をどう克服していくか、まちづくりの観点

から議論を進めたいと思います。 

三浦先生から自治体の先進的な取り組みについてお話しいただき、子育て中の女

性が起業するなど、イノベーティブな動きが各地で始まっていることに感銘を受け

ました。どういう方々がどういうきっかけで起業に踏み切られたのでしょうか。ま

た、どういうまちだと、それが上手くいっている印象をお持ちでしょうか。 

 

三浦： 自治体の取り組みではなく、個人の取り組みです。何か個人が新しいことを始め

たときに応援してくれる風土は、その地域にあるとも感じます。良く思わない人も

いたと思いますが、それを乗り越えるパワーを持った人たちなのかと思います。 

なぜ起業したのかは、１つは女性も高学歴で今までのキャリアを活かしたいとい

うことでしょう。50 人雇っているというかたは、結婚出産が早く、家で家事だけを

するというのが嫌だったのではないかと思います。とても仕事が好きで、子どもが

４人いても家事以外の仕事をしたいという気持ちがとても強かったということです。

このような方は皆さん高学歴で、自分の学んできたことや職業経験を活かしたいと

いう気持ちだと思います。子育てする人ほど仕事も頑張るし、地域でも活動すると

いう例だと思います。東村山市にも元気な方がいらっしゃると思うので、そういっ

た方を触発するような色々な仕掛けが必要でしょう。 

 

渡部： 村上先生は、日米の IT 業界でビジネスをされておりますが、副社長もなされた

google 本社のようなイノベーティブな会社が、特にアメリカはシリコンバレーなど

に集中していると思います。イノベーションと地域、まちは何か関連性があるので

しょうか。 

 

村上： まったくないとは言いませんが、あまりそこにこだわるのも少し間違いだと思い

ます。私も 1980 年代中頃から 90 年代頭に掛けて、ボストン郊外の人工知能技術

センターに５年勤務しましたが、当時はその地域が ICT においてトップでした。と

ころが、その後、シリコンバレーに新しい現代の GAFA（Google、Apple、Facebook、

Amazon）を中心とした優れた企業が集中的に現れました。そこは、いわゆるベン

チャーキャピタルと呼ばれる投資ファンドがうまく回転し、それによって大学生の

知恵に大胆に投資する環境が生まれるなどしました。たまたま上手くいってそのよ

うになったのです。 

しかしながら、シリコンバレーの人々が幸せなのかというと、市役所の職員、学

校の先生、警察官、消防士の方等はシリコンバレーには住めません。家賃が高騰し

続けているからです。１千万円以下の所得収入だったら、低所得者に区分される地

域になっています。つまり、ICT によっていろんな経済効果が表れつつある中で、

格差社会の原因とも言われています。個人的には、クオリティオブライフ、生活の

質というものがあると思います。東村山市民の皆さまがクオリティを支えることを

目指していただきたいと思います。市の説明にも「質」という言葉が入っていて、

素晴らしいと瞬間的に思いました。くらしの質の向上といったものを大切にしなが

ら、第５次総合計画に盛り込んでいただければと思います。 

 

渡部： まちの価値を上げたいのは山々ですが、生活コストがかかり過ぎて暮らしていけ

ないとなれば本末転倒だと思います。暮らしている市民の皆さまの活力やくらしの

質も高めることが、我々が目指すところだと思います。 

国でも地方創生を謳っていますが、状況は地方の方が厳しいと言いつつも、産業

構造的に代替えがしやすいのは中央都市の方と思います。東村山市は都心に通勤さ

れている方が圧倒的に多く、地場産業も多くあるわけではないので、そういう点で、

地方創生のあり方について、何かヒントがいただけるとありがたいのですが、飯嶋

先生いかがでしょうか。 
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飯嶋：先程、三浦先生から出なかったお話をすると、多くのかたが都心に通勤する状況は

今後も続くと思います。流山市は「母になるなら流山」を打ち出して成功していま

す。すべての市民の方々のくらしを良くしていくことは当然ですが、どの自治体も

同じような取り組みをされている。そうすると、なかなか差が出てきません。将来

の世代のことを中心に考えるのか、高齢者のことを中心に考えていくのか、それに

よっても変わってきます。どこに主軸を置くのかというメッセージを打ち出すこと

は大事なことです。それにより、そのまちの特徴が出てきます。外国人があまり議

論に出てこないようですが、今後、多様化していく中で外国人が住みやすくなるま

ちというのも１つのメッセージになると思います。 

 

渡部： ダイバーシティー、多文化共生も１つ大きなキーワードになるのかと思います。 

最後に東村山市、東村山市民に対して、今後 30 年間を予想した中で、こんな取り

組みが面白いのではないか等、アドバイスをいただきたいと思います。 

 

飯嶋：市の取り組みとしては、市の持っているデータを何でもオープンにして、それによ

って様々な形の協働を進めることが大事だと思います。市役所だけでできることに

は限りがあります。先程、市長から ICT 人材の問題の指摘がありましたように、コ

ードフォージャパンなどの団体や、ベンチャー企業の方々のように、地方行政に貢

献したいと思っているかたはたくさんいるので、データをオープン化することが大

事です。 

市民としては、積極的にまちづくりに参加していただきたいと思います。特に高

齢者の方々が今後大きな役割を果たしていくと思います。村上先生にもご協力いた

だいている地域 ICT クラブというのがありますが、高齢者が若いかたたちに ICT ス

キルなどを教えていく取り組みです。いろんなかたがいろんな知見を持って、みん

なが支え合うということが大事だと思っています。 

 

三浦： いいと思ったことはどんどんやることです。鳩山ニュータウンで活躍している女

性は東京芸術大学大学院を卒業したアーティストで、自分がアートの一貫として空

き家を改造したスナックを営んでいます。その女性の先生である芸大の教員が、鳩

山ニュータウンの管理を設計事務所として受託しており、いわゆる市民施設の管理

業務や空き家バンクをしています。週 1 回ぐらい都心に出勤すればいいのです。ア

ートやコンピュータ関係のかた、映画の翻訳、デザインなどは離島でもどこでもで

きるわけです。鳩山でも十分ですし、東村山市は便利すぎるぐらいです。 

東村山市は、人が集まる場所が足りないと思います。これは日本中の問題です。

銀座でも足りないくらいだと言われています。行政のコミュニティ施策ですと、デ

ザイナーや建築家が洒落たコミュニティスペースを作るなど、入りたくなる、やる

気を誘発する場所でないといけないと思います。武蔵野美術大学も近いですし、若

い建築家などのアイデアや力も借りてやっていくと良いと思います。 

 

村上：私がお手伝いしている加賀市ですと、スマートアグリカルチャー（農業）に力を入

れてようとしています。IoT を活用して果樹の収穫率を上げたり、糖度管理などを

したりしています。私の出身の佐伯市は大分県の水産物の半分以上を生産していま

すが、ほとんどが養殖漁業です。えさのやり方、海水の情勢等を経験と勘に頼らず

できないかというスマートフィッシングに取り組んでいます。 

それぞれの場所で、自分たちが誇れるものをスマート化し、さらにもう一段かさ

上げしていくというのがヒントではなかと思います。東村山市で、ここが自慢でき

るところに目をつけられたらよいのではないかと思います。 

 

渡部： 飯嶋先生からターゲットを絞るような視点も必要ではないか、三浦先生からは、

若い方のやる気を誘発するような仕掛け仕組みを検討してはどうか、村上先生から

は、地域が誇れるものにさらに新技術を加えてかさ上げを目指してはどうかのご提

案をいただきました。 

 

 

 

 

 



 

16 

 

司会： 会場のお客様からご質問をお受けしたいと思います。 

 

質問１： 私たちもこのまちに住み、東村山の魅力をなんとかしたいと思っています。 

優秀な方たちを引き寄せて、どうやって参加してもらうか。そういう方たちを呼

び起こすことが市長たちのやるべきことではないかと思います。技術や能力のある

方の力や知恵をお借りしてということをおっしゃっていましたので、先生方のご意

見を伺いたいです。 

 

飯嶋：その意味でも今日のような取り組みは意義の高いものだと考えます。これだけの方

が参加されていることについて、驚くと同時に素晴らしいと思います。こういった

取り組みで、市民の方々の意識を高めていくこと、また、まちづくりに参加したい

方も多いと思いますので、市民の方と一緒にやっていく枠組みを市で用意しておく

ことで、市民の方も参加しやすいと思います。例えば、神戸市やつくば市では、ベ

ンチャーの方がこういった取り組みをしたいといったときに市が資金を出すのでは

なく、市でこういったサービスを試しに使ってみる、実験場を提供する形でいろん

なベンチャーを引き寄せる取り組みをしています。 

 

質問２：市長と一緒にまちづくりをしようと頑張っています。市内には全生園があります。

ハンセン病療養所だったところで、35 万平米あります。こちらを掘り起こして、飯

嶋先生なんとかできませんでしょうか。 

 

渡部：飯嶋先生は内閣官房でお仕事されており、全生園は厚生労働省の所管ですので、お

立場上、ご発言が難しいと思いますので、私から代わりにお答えします。人権の森

構想を進める、緑を守るということ、また、ハンセン病の正しい理解を広めていく

ということも当然ありますが、人に来ていただかないといけないのではとは思いま

す。そういった仕掛けを市民の皆さまからもお知恵をいただき、全生園の問題を後

世に伝え、学び、人権の大切さも知っていただく場にできるように東村山市として

最大限努力していきたいと思います。引き続き、市民の皆さまのご理解とご協力を

いただければと思います。 

 

司会：渡部市長から最後のまとめをいたします。 

 

渡部：本日は、多くの市民の皆さまにご参加いただき、和やかにシンポジウムを行うこと

ができました。先生方には、お忙しいところ東村山にまでお越しいただき、貴重な

ご紹介、ご提言をいただき、心から感謝を申し上げます。 

まさに人口減少時代、少子高齢化を迎え、日本全国どの自治体も持続可能なまち

をどうやってつくっていくか、行政はもちろん、議会、市民の方々を巻き込んで、

知恵を集めて、そのまちがさらに輝けるように頑張っています。困難な状況はあり

ますが、さきほど先生方からご提言やご示唆いただいた点を踏まえ、東村山市がさ

らに笑顔あふれるまちになれるように我々としても最大限努力していきます。 

そのためのツールとして、第５次総合計画をより良いものにしたいと思っていま

す。今後は、さまざまなアンケート、ワークショップ等で市民の皆さまからご意見

をいただきます。計画を推進するにあたっては、市民の皆さまと協働しながら進め

ることになると思いますので、引き続き、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。最後に先生方に心から感謝を申し上げて、私からのまとめのごあいさつ

とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

司会：市では今後、計画策定にあたり、市民の皆さまのご意見をお伺いする取り組みを行

ってまいります。各取り組みについては、今後も市報やホームページ、東村山市総

合計画のツイッターアカウントなどでお知らせいたしますので、ぜひご参加いただ

き、皆さまのご意見をお聞かせください。以上をもちまして、「東村山の未来を考え

るシンポジウム」を終了いたします。本日は誠にありがとうございました。 
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4. 参考資料 

① 講演資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市説明資料 
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▲０．６万人 
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②参加者アンケート結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① あなたの性別をお答えください。（１つだけ○） ② あなたの年齢をお答えください。（１つだけ○） 

③ あなたのお住まいの町名・地域をお答えください。（１つだけ○） ④ 本日の「東村山の未来を考えるシンポジウム」の感想をお聞かせください。（１つだけ○） 

10歳代

1.6%

20歳代

4.9%

30歳代

13.5%

40歳代

24.9%

50歳代

20.5%

60歳代

17.8%

70歳代

11.9%

80歳代

3.2%

無回答

1.6%
185 n=

大変よかった

44.9%

よかった

40.5%

ふつう

7.6%

よくなかった

0.0%

全くよくなかった

0.0% 無回答

7.0%

185 n=

男性

70.8%

女性

29.2%

無回答

0.0%

185 n=

東村山市内

71.4%

隣接市（東大和市、

小平市、東久留米

市、清瀬市、所沢市）

16.8%

都心部（２３区）

4.3%

都心部（２３区）隣接市

以外の東京都、埼玉県

5.9%

それ以外

1.1%
無回答

0.5%

185 n=

※回答割合は、小数点第 2 位を四捨五入して算出しています。そのため、回答割合の合計が 100.0％にならない場合があります。 
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●市の課長の話が良かった。市役所は、将来人口減となっても市民生活が豊かになるように、科学技術や民間との協働を考えている。この方向で計画や事業を進めてもら

いたい。 

シンポジウムで「首長が高い意識で引っ張るまちは大丈夫」「ソサエティ 5.0 のためには市民側も申請を電子で行うなどの協力が必要」「地元在住女性の高い潜在能力

を活用することが大切」という話が興味深かった。 

●少子・高齢化の中での技術の変化 

●・御三方のそれぞれの分析データを基にした指摘など、とてもユニークなシンポジウムでした。女性講師がいたら良かったかと思います。 

・アンケートに性別を答えさせるのはそろそろもうやめて良いのでは？ 

●女性の活躍についてとても参考になりました。 

●工夫次第で良くも悪くも閉鎖的な東村山が変わるかもしれない。 

●女性に選ばれる、女性が住みつづけるという観点は今までなかった。 

●ただ高い収入だけでは無くそこそこの生活が出来る事と、AI を使い仕事も高齢に成っても参加出来る社会を。 

●観光資源を開発してほしい（八国山、全生園） 

●三浦先生の話が１番良かった 

●ゲストの三氏は、市がどうすれば良いのか、という、どう行動するかについてのアドバイスという点ではあまり話されなかった。具体的に考えを持ってやって来てほし

かった。 

●表面的な話が多く、実際の東村山市の抱えている問題やそれに対しての解決策につながるヒントみたいな話など聞ければよかった。 

●参加者が多い。 

関心の高さを感じた。この市民の意識を今後に活用したい。 

●教育と仕事の垣根を崩し、若い人の社会参加を容易にする。 

●すばらしい人材を発掘し、うまく利用する事が大事。 

●とても勉強になりました！ 

●ぜひ三浦先生がおっしゃっていた八国山。トトロは本当に全国に認知されている。志村けんさんも大御所の芸人さん。 

村上先生もおっしゃっていたように地いきの特性を活かしてほこれる東村山市として、宣伝すると良いと思います。 

●AI の活用の本格化（本気で行革につなげること） 

女性の活力（サテライトの街と言われるくらい） 

●中長期的な視点でのまちづくりを意識していかないといけないと感じた。 

⑤ また、シンポジウムを通じてお感じになったこと、気づいたことをお聞かせください。（自由記述） 
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●魅力ある町のベースは何にするのか。 

やはり、西武線（都市への乗り入れ）の戦略に加わって改善すべきか。 

●市の力不足があるか。 

●街づくりはデザインの発想で決まる。機能・集約・表現で集客できる。具体策ほしい？ 

●灯台下くらし、先生方は東村山の魅力を大変感じている。 

クオリティオブソサイヤティを高める。 

●行政と市民が協力して未来の東村山をつくる必要があると感じた。 

●女性の活動が町を活性化。復興すると感じた。 

●当り前と思うことが、大切な財産だと気づかされた。 

●・多くの人からの視点からの感想や指摘は多いに参考になる。 

・ことに女性が住み易い街づくり。 

・外国人が住み易い社会、中国ホームステイ（オリンピック）は大歓迎。 

●まちの価値の向上をどの様にあげていくかを真剣に考える時期にきていると思う 

●東村山市の可能性をもっと掘り下げて考えていきたい 

●三浦さんのお話、同感です。以前、空き家を子供のための絵画教室に使わせてほしいと市の担当にメールで問いあわせたのですが、現在そのようなことはできないとの

返事でがっかりしました。女性の活動の場をふやせれば、みんなが自慢できる街になると思います。ぜひ進めてほしい。←後おしをしてほしい。 

学校の空き教室をリフォームして市民に開放または、個人教室としてつかわせてほしい。 

●1.女性の活躍については、国でも勧めているが、女性の意識が未来の町を造っている現状が物語っていると云える。ソサエティ 5.0 には進化を感じる。 

2.東村山が、比較的バランスが取れた人口構成となっている事が、住んでいて何となく感じられる。 

3.ＡＩ・ＩＴの進化は必要だが、アナログが基本にある事を踏まえて、そういう人間も置き去りにしないで欲しい。 

●起業出来る女性を積極的に応援出来るシステムを作ってもらいたい。 

●・写真撮影は禁止とされていたが、禁止せずに SNS などで大いに発信してもらったほうが、シンポジウムの趣旨に合っているのではと思った。（実際には会場で撮影

されている人は多くいましたが） 

・市長の進行が良かったです。（率直な質問で） 

●街の質上げ！ 強く印象に残った言葉。 

高齢者の有効活用方策の検討 

●定期的に開催して欲しい 

●市民として、生活の場所としてだけでなく、関わっていける場所としてのまちの姿を描いていけたらと思いました。 
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●東村山は意外と元気 

●IOT や AI の発展でいろいろなことが変わっていくことを実感した。 

国の方針や社会の現状を知ることができて良かった。 

●河川の活用 

歩道の確保 

●転入して１年、東村山市の様々な課題について理解が深まりました 

●よりよい、より魅力的な都市となり、人口が減少することのない、女性に好かれる生活の場所を作ってほしいです 

●今後の東村山について考える、市内のムードつくりが始まったと感じました。 

●RPA の導入について、恐れず積極的にという話しがあった。自分の子供たちもデジタルネイティブであり、推進していくべきと感じました。自身の仕事と関連して考

えてみたい。市役所以外との連携も必要。 

●市としての「将来の街造りイメージ」をもっと発信してもらいたい 

●女性に選ばれる地域（町）がキーワードかなと思いました 

●市内にいる有能な人材を発見し、集める。市外から集めるのではなく。 

●自らの地域に自信を持っていいという客観的な意見を有識者から聞けたことは大変心強かった。 

●これからのまちづくりの方向性を定めていくことによってまだ未来は十分に変わるものだと思った 

●スマートシティへの取り組みがこれから key となるということが良く分かりました 

●東村山市の資源を最大活用するアイデアが大切ですね 

●東村山市に在住して 60 年がたちますが、今回、東村山の未来を考えるシンポジウムに参加し、より良い東村山市になることを心から望んでいます。とても良いお話を

聞くことが出来ました。 

●自分の考えは、そうズレたものではなく、皆が危機を感じているものだということ。 

●東村山もよほど、知恵を絞って工夫して、女性が働きながら子育てをしやすい町にしないといけないと思います。 

●情報戦略を実現するには、市内近辺に住んでいるシステムエンジニア、プログラマをボランティアなどで集めて、活動していったらどうでしょうか？特定業者に丸投

げしていくのは止めていただきたい 

●IT 化どうまち作りに生かすか 

●東村山市の強みとは何か？ 

強みを定量情報（見える化）して投資していくことが必要。 

●1.産科医療をどうするか 2.高齢向け医療をどうするか 3.税収をどう増やすか 4.商業施設の充実 市長が「先生」と呼ぶのは違和感あり 

●現状を知り、他市の状況や未来について考える場となってよかった 



 

29 

●新たな気付きがたくさんあり、とても有意義でした。 

●少子高齢化の問題の深刻な状況が良くわかった。 

内容は大変良かった。今後に活かして欲しい。 

●三浦先生の「女性に選ばれる街」という観点は新しく感じた。 

荒川区が 23 区内で地価上昇率１位というのが衝撃だった。 

●市民１人々がソーシャルデザインを考えていく 

良いと思ったことはどんどんやる！ 

●多摩地域の他の市がこれからはライバルになる 

●英語が多すぎて理解力？ちょっと大変でした。 

●・それぞれのシンポジストの方々のご意見が参考になりました。 

・他市町村に比して東村山市はまだ可能性がいろいろあることが分かった 

●実際にどうしたらよくなるのか不明だった 

●三浦先生の郊外を活性化するには、女性が働きやすく住みたいと思う町にするという意見が特に良かった 

●市長さんが一番スマートな発言されていて、安心しました！ 

・小さいお子さんのいる方のための保育サービスあったらよかった（お子さんのため、途中で帰った人いたので） 

・三浦さんの発言、セクハラ？少し女性には不快。女性は飲み屋のおかみやれってこと？ 

●とても良かった 

●技術革新進む中、将来の像をくわしく教えていただきありがとうございました。身近に生かして、質の高い町づくりが出来る事望んでいます。 

他の市アイデア、特徴、ヒントになる事ありました。 

●東村山として何が足りないか、何をどういう風に進め、どういう方向に向かっていくか、市民とともに創りあげていくことの必要性に気づいた。 

●女性に選んでもらえるようなまちにすることは大切であると感じた。 

●行政経営課長の説明がわかりやすかった。 

シンポジスト３人とも、東村山市の現状を肯定的に捉えた上で、専門的見地から東村山の未来を前向きに見て提言してくれたので良かった 

●市と市民との対話を重ねながら総合計画をつくってければ市民の意見を反映した計画になるのではと思います。 

●多摩地域の中でのポジショニング・差別化が東村山は中途半端なのではと感じた。土日だけ都心から住んでもらうセカンドシティも空き家対策になる。また市民も市

としても取り組みや地域としての認知向上が必要（ブランディング） 

●市の独自な魅力ある提案が乏しい 
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●第５次計画についてよく分かった。（初めてでした。） 

三浦氏の郊外論がよく分かり、興味深かった。女性が魅力を感じる市が大切という観点がおもしろかった。飯嶋氏の Society5.0 という構想がおもしろかった。 

市長さんがしっかりしていて信用できる。要約筆記よかった。 

村上氏のクオリティ オブ ソサエティの観点がすばらしかった。 

●トトロや八国山、蔵もと等、東村山の魅力はたくさんあるが、なかなか浸透していないような感じ。良いところを発信していってほしい。 

女性が集まるところは確かに多くない。 

●人口減少時代において選ばれる自治体になるためには IOT 等、時代の流れをとらえ、積極的に取り組んでいくことが必要だと感じた。 

●人口減少とイノベーションが今回のキーワードのように感じました。市が“持続可能性”を大切にしている点に共感しました。 

●市に内在している人材・魅力を発信していく 

それを市外の人たちにも感じてもらえるような環境を作っていければと思う。 

●AI、IOT、女性活躍、人の集まる場所の創出などなど、いくつもの重要なキーワードが出ましたので、そのような事例について、他人事にするのではなく、市民の立場

として、当事者としてそうした取り組みに参加していく必要があると思いました。 

●専門性のある知見がとても参考になった。沢山のヒントをいただいた。中身の濃いシンポジウムでした。 

●地域創生とは具体的にどういうことか、お話から考えを改めることができた。また、未来の社会に対する危機感を覚えた。 

●これをやるならこれがないといけないなどの既定概念にしばられて、考えが狭くなってしまっていたと思いました。色々とまだまだ可能性があり、試していったらど

うなるだろうと明るい未来像が見えたように思います。 

●１人ひとりが主体的・能動的に行動することが大切である。 

待っているだけでは、何も進まない。 

●専門家の目で見ても、東村山はなかなか良い状況にあるのだと知り、すばらしいと思った。 

●村上先生、飯嶋先生の話から、スマートシティ、Society5.0 ということが、近い未来に実現なものとしてイメージすることができた。 

●「東村山市がただちに公共サービスが維持できなくなる」というわけではないが、何か対策をしないとどんどん事態が悪化する。急を要するわけではないが、名案がな

い…といった。もやっとした気分になった。 

●情報化した都市というと遠く難しい未来と考えていたが、必ず取り入れていかなくてはならない技術だと感じた。 

●行政だけではできないことがあるので、市民や民間企業と協力していくことが大事ということを再認識した。 

●Society5.0 はとても目新しく、近未来がこのような社会になるのかとおどろきました。いろいろと参考になりました。 

●とても楽しめました。 

このような取り組みは、今後とも続けてほしいですし、今後の東村山の発展に期待しています。また、自分も積極的に参加したいと思いました。 
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●東村山に限らず、現在の社会状況をいろんな切り口でコンパクトに知ることができました。会場に足を運ばれない市民にも届いてほしいと思います。 

ICT、IOT、AI 等の活用が進み、行政へ地域の意見・実態が反映されやすくなれば、議会、議員のあり方も変わるだろうと思いました。 

●自然の豊かさを活かすまちづくりの大切さ（八国山周辺） 

●どういう年代、どういう人たちを集めたいのか、ターゲットを決めて、まちづくりをしていくことが必要なのではないかと思った。また、女性の視点が取り入れられる

と良いと思った。 

若者を集めると、まちが元気になると思う。 

●まちが発展するにはキーパーソンとなる市民が必要だが元気のある市民の発掘の難しさを感じる 

●三浦先生がおっしゃっていた 

小じゃれた たまり空間が駅のまわりにあるといいです。 

●進化よりも仕組み 

東村山は恵まれています。 

●先生のお三方の話、どれも素晴らしかった。 

市の将来を前向きに考える気持ちになりました。ありがとうございました。 

●市民の力を活かしていく、良いと思ったことをどんどんやっていくというのがあたり前だけど良かったです 

●・近隣自治体との人口のうばいあい  ・地域ブランディング  ・女性に人気のある街 

●３者の考え方、うまくクロスすると、おもしろくなりそう。 

●1.東村山市が置かれている状況が客観的に知ることができた。 

2.東村山市のアピールポイントを市外の人から改めて教えてもらった気がする。 

●多くの市民と行政の、まちづくりについて何度も議論を交わすことが必要 

●今後の市政について、人口の増減と街の衰退という視点がさしせまった問題として、せまってきているとあらためて感じた。 

●八国山以外にも、東村山にはポールスタアのソースや全生国など売りにできる所が多々あると思う。そのため、もっと宣伝し、人を集めてほしい。 
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●道路や街並みが整備され、幼児から高齢者まで誰もが安全で気持ち良く往き来のできるまち。 

●☆今と同様の町では 

☆人々が町の中心に集うのでは 

●交通事故に児童・生徒がまきこまれる報道が日々されている。子どもたちが安全に生活できるまちになってほしい。 

特に東村山駅は子育て世代に配慮の足りない駅（市）であると感じる。 

●大学があれば若者が集まると思います。 

●排他的でない、変わったことをやっても良い町。 

でも自然は残してほしい。 

ベンチャーも活動しやすい町。 

●活気、活力のあるまち 

●里山が近くにあり、通勤にも便利でありやさしい自然と言っておりましたが、非常に住みやすい。 

●次世代、孫世代が誇れる市になってほしい。 

●市般市民が気軽に考えを言えるようになれば良いのではないだろうか。昔のようなイデオロギー云々ではなく、様々な活動ができる土じょうとなる街になってほしい。 

●素晴らしい自然を活かして、家族で引っ越して来たくなるようなマチづくり。 

あとは交通の利便性を高める。（都心への移動がストレス） 

●都市ではない穏やかな空気、自然を残しつつ、人と人とがより近く、集まる場が出来る。武蔵美大の人にオシャレな集まる場の建築やデザインを依頼するなどとても大

切だと思った。 

●若い人たちが元気が出せるようなイメージ。 

●市民が大切にされ、もっと住み続けたいと思えるまちになれば人口減少や都心への移転の歯止めになるのではと思いました。 

●立体交差工事は本当にかんしゃしています。時間はかかると思いますが、ふちゅうかいどうの狭い歩道などもひろくなることを願っています。 

●豊かな自然と知名度ある観光地を活かした、産業振興に力を入れた街。多摩地区のビジネス拠点の街を目指してほしい。 

●産業に力を入れるべき（連立にあわせて）（リノベの東村山） 

可能性を信じた投資をするべし（今しかない） 

●ベットタウンのイメージを変えていく必要があると思うので、バランスのとれた構成を指向して欲しい。 

●み力ある街並。商店街がない。 

●市民が２～４時間交流利休商業に投資できる拠点（ハブ）街・施設ほしい。 

⑥ 東村山が将来どのようなまちになったらよいかについてのイメージをお聞かせください。 
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●・地場の産業がなく今後の発展に心配。 

・やる気の実行に期待します。 

●全国住みたい「まち」ベスト 10 に入るような「まち」 

可能性有と考えます 

●何か流山市のように（見本にし）豊島屋酒造の他に企業を導入したら良いと思う。 

●空き家の対策を民間の会社と力を合わせてしていきたい。三浦先生の人の寄る場所等。 

●都市計画達成率の低さが懸念→経済面を考え電車新駅の設置 

当市の外部への PR が不足→新宿地区にお店や案内所を財政内で設置 

住んで良かったと感じられる街づくり 

●ICT を使った教育・まちづくりの充実発展させる事によって人口減少に歯止めをかけると思います。 

●コミュニティの充実。市民がさらに積極的に参加していける仕組みを考え、提案しあえる環境。そして高齢者の社会参加ができるようにしていく。 

●子供の教育に熱心で、交通面や公共施設を便利に。 

●三浦氏の講演が印象的でした。 

女性に好かれる街として、働きやすい、子育てしやすい街であるべきだと感じました。 

●全体として、全年齢が QOL の高い生き方が出来る様な教育体制も必要かと思う。 

せっかく、人口バランスの良い実態を土台に、①増加する高齢者が健康寿命を維持し②次世代の生産年齢、及び青年、子供、幼児が減少していく事への支援が出来る力

を養えればと思う。③つまり、高齢者が自立自律して人生を全うする事が次世代の負担を減らすと考える。④因みに、有難い事に、個人的には高齢後期になっても、現

役で働き続けている（生涯現役）。助けの必要な高齢者や障害者の方々の支援を最後の仕事として日々励んでいる者として・・・ 

●働き方改革が進んできているが、「３０年後は住み方改革が進んでいる」（住んで幸福度が上がる）←住んでみたい街のデザイン 

多摩格差を覆すとりくみを進めてほしい。 

●子育て日本一！を目指せ！！ 

●都心から最も近い里山のアピールをしてほしい 

●３０年後を考えると、人が少なくなっていく中でも、暮らしに不自由がなく、まちでやりたいことがあふれている魅力あるまちであったらと思います。 

●「東村山ってどこ？」とならない町 

●東村山がほこれるものは何か 

自ら考えていかなければいけないか 
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●子どもも高齢者も障害者もつながりながら安心して住める町を望む。 

その意味で道路の整備が遅れてしまったのが残念に思う。 

まず、住民一人一人が主体的に考え、行動していきたい。 

市役所に専門家がいないなら、退職した住民を活かすと良いと思う。 

●緑、花木（街路樹）の増設 

●多摩湖周辺をはじめ、おだやかな緑あふれる自然を活かした街づくりを希望します 

●やさしい自然と便利な都市が共存する東村山になってほしいです 

●地域特性としてはベッドタウンで変わらない 

平日の夜、週末を過ごす街としては、駅の商業施設が古いし、衛生的でないので、若い人の流入は期待できない。 

行政として、積極的に変えていく努力をすべきと思います。 

●発展というよりは充実していく未来を期待しています 

●生活の質を上げることができるまち 

●やさしい自然、人権、子育て、介護のエコロジー文化都市へ向かってほしい。その中に新教育、IT、スタートアップ企業を入れてほしい。大学との連携は必要では。ハ

ードルは、高いが持続可能になる。 

●女性、子育て世代が住みやすい、住みたいまちになったらいいなと思います。 

●若者がいいなとおもえる街。 

人があつまるイベントをたくさんやりましょう。 

●やはり高齢化の流れは止められないが、その中でも若者が来たい、住みたい 

そう思えるようなまちになっていくことが良いのではないかと思った" 

●会話が飛び交う街 

●IOT や AI を活用し、今ある魅力をさらにバージョンアップして欲しいと思います 

●安心安全で活力ある街に 

女性が活躍する街" 

●住んでいる人が住み続けたいと思えるまち 

●安全、安心、子育てに適した街。人口を自力で増やしていき、また平均年齢を抑えられる都市。 

●住んでいることにほこりをもてるようなイメージがつくといいなと思います 

●東村山もよほど、知恵を絞って工夫して、女性が働きながら子育てをしやすい町にしないといけないと思います。 
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●北欧（例：デンマークなど）の IT 先進国高福祉国家を見習ってほしいです。 

人口少ない中で、GDP/人が高い中で、幸福度が高いので参考になると思います。 

●東村山にしかないことは大切に 

プラス IT 的な事進めてほしい 

●・交通インフラの強化と安全性向上 

・プロスポーツチーム（FC 東京、西武ライオンズ）との交流、スターバックスがほしい（駅前口） 

・義務教育施設に投資し、次世代を担う世代に魅力ある街を目指してほしい 

●他の市より発展することにより住みよい東村山市でなければなるまい。即ち周辺の市のみならず東京都内でも他の市に負けないこと。競合することだ。 

●東村山、秋津駅を中心にした、コンパクトへ充実都市 この中心２駅とコミュ二ティバスをつなぎ快適化を図る 

●たのしむらやまなまち 

●多摩地域のみならずキラリと光る東村山になってほしい。 

●八国山、地酒の例のように、東村山の特色をもっとアピールして欲しい。全生園のような人権についても発信して欲しい。IT 人材については民間との交流を行っても

良いのでは。 

●女性に選ばれる為には、子供の為の施策が充実したまちになるとよいと思います。 

材料は揃っているので、知ってもらうことが重要と感じました。 

●女性がいきいき活躍できるまち→子どもも元気に育つ 

●八国山は他にない雰囲気の場所なのでコレをアピールして「女性が住みたい街」をめざしてほしい。市の顔駅周辺ダサすぎ！ 

●良いところをのばし、悪いところをなくしていく 

賑わいのあるまちにしてほしい 

東村山駅に人が多く集まる場所楽しい場所が欲しい 

●何にでも取りくむとしようとする人々がいる町 

●インフラ整備は多摩六都市で協力して利便性とコスト管理を行っては？ 

●・住民のくらし易さを優先する町 

・地元の名産が多くあるのでそのイメージ戦略を拡大していければいいのではないか 

●駅前に駐車場（３０分間無料位の）が必要。活性化のため必要 

子供たちが礼儀正しい、教養があるように教育されること。（交通マナーも含めて） 

交通がスムーズであり、事故は少ないこと。 

今の自然環境が保たれたまま、発展してほしい。 
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●子育て世代が働きながら住みやすく、高齢者が介護の負担を負わないで安心して暮らせるまち 

●高齢者がいきいき働いている町。 

障害者も明るく活躍できる町。 

～そのため先端技術が活用されますように。 

●自然と暮らしやすさ（利便性）が両立の町にしてほしい 

●自然が豊かな東村山市、東京のオアシスとして大切に、森林、公園守っていきたい。整備して観光に役立たせたい。交通の便が良い為、子供～老人まで、自然が一番力

になると思います。 

●職住近接なコンパクトシティとしてのまち 

●道路整備率を上げることに尽きる。 

コ・モビリティの導入や活用も IOT だけでなく道路整備あってこそである。 

●市の活性化を図るだけでなく、いろんな年齢層が暮らし易いまちになってほしい。 

●中心の働く世代の職少を止める為にもビジネスパーソンのスキルが上がる機会やイベントを催しても良いと思う。市民スキルを活かして市民を講師にしたビジネスス

クールを市として開催など 

人が住むだけでなく、人の集まる動線や施設、企業誘致など多摩地域の都市のハブ化を進めると良いと思う。 

●緑の豊かな町づくり農業地の産業の育成 

人が集まる空間をつくる必要性を感じた 

●のんびり安心して住めるまち 

●女性がのびのびできる魅力的なまち。子どもたちが明るく安心してくらせるまち。男性が活力を出せるまち。里山の自然があるみどりと花の美しいまち。 

●子育てをしながら仕事がしやすいように。子供を安心して預けられる先があるか。子供と一緒に出かけられるか。近くに仕事があるか。ショッピングができるか、女性

同士の交流の場があるか。住所から遠くて、ころころの森へ行きたいのに行けませんでした。子供３人いますが。 

●安心してくらせるまち。 

●女性を中心に働く世代の活力があるまち。 

●やはり東村山市というブランドの価値を高めるために、特色をみがいていくべきではないかと思います。ex 自然と共生できる街 

●市民が魅力を感じてもらえるようなまちを 

市民みんなで考えていくまち 

活気のある街を作っていく必要があると思う。 

●連続立体や、都市計画道路の整備と相まって、芸術性等の高い、話に出た“夜の娯楽”施設の充実した、市民、あるいは、近隣市民からの観光客の流入する活気ある都市

になるとよいと思います。 
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●○人に優しい街、人に優しい自然を大切にしたい。 ○子育て、女性、高齢者を応援する街にしたい。 ○子供と高齢者との関わりを大切にしたい。 

●今ある里山などの自然環境を強みとして保全し、かつ、市の魅力として発信していくことで、なつかしいのに暮らしやすい、まちに発展していくと思います。 

●（市民にとっては）でかけやすく、帰ってきやすいまち。 

（市外の人にとっては）訪れやすく、友人におススメしたくなるまち。 

●元々市内出身であったが、利便性などの点で転出してしまった。 

場所にとらわれることのない、じっと住んでいられるまちになるよう。働きやすく、住みやすいまちになってほしい。 

●多くの人が集まり、永く楽しめるまち 

●若い世代と高齢者が共に地域活動し交流できる場がもっと増えていくと良いと思います。 

●普段、行くところがあまりないが、ちょっとした、映画館、音楽喫茶とか文化の香りがする所が欲しい 

●お客さん意識、利己的主張に終始しない市民が多くなり、みんなにとってどうあるのが良いかをフラットに話しあえる、そういう風土をもったまちになってほしいで

す。どんな変化が訪れてもフレキシブルに動いていかなければ暮らしやすさは損なわれてしまいます。あと、休日に買い物できるところもほしいですね。 

●元気でオシャレなまち 

●住民の満足度が高いまち。住めば都と思えるようなまち。 

●今の半いなか的な雰囲気を大切にしたいと思います。 

●女性が生き生きと仕事がある、働ける魅力づくり 

●知的であたたかな街 

●まずはやってみるまち（市も市民も！）失敗をおそれない。 

がんばる人を応援するまち。評価するまち（足の引っぱり合いは×） 

●安心して子育て出来るまち 

●・多様性を受容できる街  ・住みたい街にランクイン！  ・自己表現、自己実現できる街 

●1.防災都市（水道局、中央公園ヘリポート、避難者テント村～西武遊園地の活用など） 

2.自然環境（トトロ、村山貯水池、野火止用水など） 

●人口が減っても、住んでいる市民が幸福感を満喫できるまち。 

●子育ての充実、教育の充実→学力の向上面もふくめ、人としての成長を応援できる事。 

●子供から高齢者まで楽しくくらせるまち 



 

38 

 

 

 

 

 

 

利便性の高い

都市基盤整備

20.0%

まちの活力や魅力

を高める産業振興

23.8%

次代を担う子ども

たちの育成支援

21.6%

健康で暮らし続ける

ための高齢者福祉

5.9%

災害対策など安全・

安心の取り組み

3.8%

自然環境の整備や

保全の取り組み

5.9%

その他

5.9%

無回答

13.0%

185 n=

⑦ これからの東村山で力を入れるべきと考える施策の分野をお聞かせください。（１つだけ○） 


