
東村山市第５次総合計画
わたしたちのＳＤＧｓ
基本構想（案）

市民説明会
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はじめに

●総合計画とは何か

●これまでの策定経過



総合計画とは 基本構想とは

東村山市の最上位計画

「基本構想」は、10年後に実現

を目指すまちの姿などを定める

 

基本計画 

基本構想 

実施計画 

■10年後に目指す

東村山市の姿

■基本構想を実現す

るための施策

■施策を実行する

ための短中期の

事業計画

パブリックコメント
と説明会の対象
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パブリックコメント

• 3/8まで「基本構想（案）」のパブリックコメントを実施

•パブリックコメントとは・・・

市が基本的な政策等を形成する過程において、

事案の趣旨や内容等を公表し、広く市民から意

見を求め、市の考え方を公表するとともに、それ

を参考として意思決定を行う一連の手続をいい

ます。
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基本構想の策定過程

計画策定の考え方を
決定

基礎調査（現状の把握、将来の予測）

●将来のまちづくりに係るアンケート調査

総合計画審議会における

基本構想の審議 （全7回開催）

●東村山の未来を考えるシンポジウム

●みんなで話すこれからの東村山
●みんなで話そう！子育て×まちづくり
●東村山わかものインタビュー

●くらしたいまちアンケート

基本構想（案）の
市議会への提出

●中学生アンケート

【2020年1月】【2018年11月～ 2019年12月】

【2019年3月】

●事業者意見交換会

【5月】

【6-7月】

【2018年11月～2019年12月】
【9月】
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審議会
答申

パブリック
コメント

市民説明会

【2020年2-3月】

市民の参加
【2019年3月～】

●小中学校出前講座
【2019年12月】

計画
決定



市民の参加
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●幅広い市民の参加
一般市民、子育て世代、若者、
小中学生、事業者、市民団体など

●多様な手法による参加

アンケート（紙媒体・ウェブ）、
シンポジウム、インタビュー、
ワークショップ、出前講座

みんなで話そう！子育て×まちづくり
【2019年6月開催】

東村山わかものインタビュー
【2019年6-7月開催】

みんなで話すこれからの東村山
【2019年6月開催】

東村山の未来を考えるシンポジウム
【2019年5月開催】

事業者意見交換会【2019年9月開催】
小中学校出前講座
【2019年12月開催】
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東村山市第５次総合計画
～わたしたちのＳＤＧｓ～

基本構想（案）

序 計画策定にあたって
第１章 東村山市第５次総合計画の枠組み
第２章 東村山市を取り巻く状況
第３章 東村山市の将来予測
第４章 これからのまちづくりの課題

基本構想
第１章 まちづくりの考え方
第２章 将来の姿



第１章 東村山市第５次総合計画の枠組み

計画策定の趣旨

『この計画が市民や行政、まちに関わる全ての人にとって
の東村山市版SDGsであるとの思いを込め、市民が何世代に

もわたって豊かに暮らすことができるまちづくりを進める

ため、東村山市第5次総合計画を策定しました。』

基本構想案Ｐ１-2 序 計画策定にあたって
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●人口減少・少子高齢化

●持続可能な成長とSDGs

●未来起点のまちづくり



SDGsとは
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）

平成27（2015）年9月の国連サミットで採択

「誰一人として取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会
を実現し、豊かで活力ある未来をつくる

令和12（2030）年までに達成すべき
17のゴール等を定める

先進国も取り組む普遍的な目標

あらゆる利害関係者が役割を
担って取り組む

基本構想案Ｐ１-2 序 計画策定にあたって
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第１章 東村山市第５次総合計画の枠組み

計画の特徴

①多くの市民の意見に基づいた計画

②将来の長期的な環境変化を見据えた計画

③他の計画と連携・調整がとれた計画

基本構想案Ｐ３ 序 計画策定にあたって
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第１章 東村山市第５次総合計画の枠組み

計画の構成と期間

基本構想案Ｐ４ 序 計画策定にあたって
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第１章 東村山市第５次総合計画の枠組み

計画推進の考え方

○計画の推進に関する指標を設定し、

客観的に計画の進捗状況を把握

○行財政改革を推進しながら、

効果的・効率的に市政を運営

○財源確保に努めるとともに、

限られた財源で、優先順位を考え市政を運営

基本構想案Ｐ５ 序 計画策定にあたって
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第２章 東村山市を取り巻く状況

東村山市の現況

①東京都心まで30㎞圏内の自然と歴史文化に恵まれたまち

②人口減少時代への突入と進む少子高齢化、世帯の変化

③就労と消費を市外に依存した地域経済

④恵まれた住環境と都市基盤整備の推進

⑤厳しい行財政運営と公民連携の推進

基本構想案Ｐ６-８ 序 計画策定にあたって
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第２章 東村山市を取り巻く状況

社会経済の動向
①人口の変化

総人口の減少、老年人口の増加、外国人増加、東京圏への一極集中

②経済財政状況の変化
緩やかな景気回復、高齢化による社会保障関連経費の増大

③社会やコミュニティの変化
多様性を尊重し合う社会への気運の高まり、コミュニティの機能低下、ICTの進展

④都市の変化
空き家・空き地の増加、公共施設の老朽化、頻発する大規模災害

⑤地球環境の限界とSDGs
地球温暖化や生物多様性の喪失、SDGｓの取組の進行

基本構想案Ｐ９-10 序 計画策定にあたって
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第３章

東村山市の将来予測
概ね今後30年間の東村山市

①総人口の減少と少子高齢化の進行

②社会の多様化

基本構想案Ｐ11-12 序 計画策定にあたって

●外国人居住者の増加

●女性・高齢者・外国人の働き手の増加、共働き世帯の増加

●総人口は約15万人から12.4万人に減少

●老年人口は約１万人増加し人口の約40％に
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第３章

東村山市の将来予測
概ね今後30年間の東村山市

③地域経済の変化

④公共施設の老朽化と行政の変化

基本構想案Ｐ12 序 計画策定にあたって

●市内小売業の事業所数は524から431に減少

●テレワーク環境が整い、働き方が変化

●築60年以上の公共施設（建築物）が約45％に

維持更新費用は約651億円不足

●市税収入の減少、市職員のなり手不足
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第３章

東村山市の将来予測
概ね今後30年間の東村山市

⑤都市基盤の変化と自然災害の懸念

⑥市民の日常生活の変化

基本構想案Ｐ13 序 計画策定にあたって

●東村山駅周辺の開発

●空き家の増加

●首都直下地震、気候変動による豪雨災害などの懸念

●高齢化による移動困難者の増加、完全自動運転の実現

●ICTやAIの進展による生活変化
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市民の参加
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●幅広い市民の参加
一般市民、子育て世代、若者、
小中学生、事業者、市民団体など

●多様な手法による参加

アンケート（紙媒体・ウェブ）、
シンポジウム、インタビュー、
ワークショップ、出前講座

みんなで話そう！子育て×まちづくり
【2019年6月開催】

東村山わかものインタビュー
【2019年6-7月開催】

みんなで話すこれからの東村山
【2019年6月開催】

東村山の未来を考えるシンポジウム
【2019年5月開催】

事業者意見交換会【2019年9月開催】
小中学校出前講座
【2019年12月開催】



市民参加での主なご意見

19

●自然が豊か、都会と田舎のバランスがよい

●電車の交通アクセスが便利

●豊かな歴史・文化がある

●住環境、子育て環境、スポーツ環境がよい

●人があたたかい、優しい

東村山市の好きなところ・よいところ



市民参加での主なご意見
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●自然が減っている

●道路が歩きにくい、渋滞しやすい

●おしゃれな店や大型商業施設が少ない（ない）

●働く場所が少ない

●保育園・学童に入れない、子育て支援施設が遠い

●地域のつながりや交流が少ない

東村山市の嫌いなところ・悪いところ



市民参加での主なご意見

21

自然・みどりと共生 安全に移動できる 買い物しやすい

楽しく過ごせる 災害に強い にぎわい 働く場 豊かな学び

産みやすい・育てやすい 誰も取り残されない つながり

多世代 多様性 交流 ほっとする 生涯住みたい

愛されるまち 誇れるまち

将来のありたい姿のキーワード
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東村山市の
現況

社会経済の
動向

東村山市の
将来予測

市民の意見

これからのまちづくりの課題



これからのまちづくりの課題

「まち」の課題

○変化を見据えた都市のマネジメントと、にぎわいのある都市

空間の形成

○みどりの保全と、みどりを守り活かすまちづくり

○日常生活を支える生活基盤の整備

○地域経済の活性化と働く場づくり

基本構想案Ｐ14 序 計画策定にあたって
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これからのまちづくりの課題

「ひと」の課題

○安心して出産・子育てできるまちのさらなる推進

○子どもの健やかな成長と市民の学び、活動の充実

○支え合う福祉の仕組みづくりと市民の健康づくり

基本構想案Ｐ15 序 計画策定にあたって

24



これからのまちづくりの課題

「くらし」の課題

○地域コミュニティの形成と多様性の尊重

○良質な生活環境の確保

○安全・安心なまちづくり

基本構想案Ｐ16 序 計画策定にあたって
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これからのまちづくりの課題

「都市経営」の課題

○多様な主体との連携によるまちづくり

○持続可能な行財政運営の基盤づくり

○社会の変化に対応した組織づくりと事務執行

基本構想案Ｐ17 序 計画策定にあたって
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まちづくりの考え方
将来都市像

東村山市の
現況

社会経済の
動向

東村山市の
将来予測

市民の意見

これからのまちづくりの課題
「まち」「ひと」「くらし」「都市経営」の課題 市長公約

市が定める
まちづくりの
方針



まちづくりの考え方

（１）市民の命を最優先に施策を展開します

（２）時代の変化に柔軟に対応した持続可能な都市経営を進めます

（３）東村山市の自然や文化、歴史、伝統を守り、活かします

（４）多様な主体が共に力を発揮してまちの魅力を高めます

基本構想案Ｐ18-19 基本構想
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将来都市像

みどり にぎわい いろどり豊かに

笑顔つながる 東村山

基本構想案Ｐ20 基本構想
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●東村山市の成り立ち
交通の要衝として栄え、高度経済成長期以降は、都心近郊のベッドタウンとして発展。

●東村山市の魅力
「都市」と「自然」、これらが調和した豊かなくらしは市最大の魅力。

●時代の変化
人口減少・少子高齢化、科学技術の進展などの急激な社会環境変化。
国際社会においても今後の持続的な発展が課題に。

●目指すまちづくり

・東村山市の財産を、誇りを持って大切に守り、未来へ継承していく

・多彩な人が、その個性を活かし、高めあうことで、
新しいまちのいろどりをつくっていく

・笑顔がつながりあっていくまち、
さらにその笑顔が未来につながっていくまちを目指す

基本構想案Ｐ20 基本構想



基本目標１【まちの価値の向上】

めざす姿
○地域の特性を活かした土地利用が図られ、都市機能やみどり、住宅地などの良さが活かされている

○災害に備えた都市基盤が整備され、災害時の被害が最小限に抑えられている

○にぎわいを生むまちの拠点が整備されている

○豊かなみどりや生き物が守られ、自然の恵みを身近に感じられている

○人や車の交通が安全で円滑に行われている

○道路や下水道などなどが適切に保たれ、安全で快適なくらしが守られている

○市内でくらしや買い物を楽しむことができ、多くの人が訪れ、ふれあい、にぎわっている

○農商工の事業環境が充実し既存産業が持続的に発展するとともに、新しい産業が創出され、地域経

済が活性化している

○働き方や働く場の選択肢が多いまちになっている

基本構想案Ｐ21 基本構想

31



基本目標２【ひとの活力の向上】

めざす姿
○地域とつながりながら、安心して出産・子育てしている

○ライフスタイルに応じて安心して子育てができ、子どもが健やかに育っている

○子ども・若者が、夢や希望を持って、家庭でのふれあいや地域社会とのつながりの中で、豊かに育って

いる

○子どもたちが多様で豊かな学びの場・機会を得て自ら学び、成長している

○いくつになっても多様な学び・文化・スポーツ活動をすることができ、自己実現や交流が図られている

○地域の中で学びや活動が盛んに行われ、学習や活動の成果が地域に活かされている

○ふるさとの歴史や伝統が大切に引き継がれ、広く親しまれている

○互いに支えあい、地域社会に包まれながら、安心して暮らしている

○一人ひとりが生涯にわたって健やかに暮らしている

基本構想案Ｐ22 基本構想
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基本目標３【くらしの質の向上】

めざす姿
○地域で活動する人が増え、一人ひとりが地域でつながり、支えあって暮らしている

○一人ひとりが社会に包み込まれて平等に尊重され、自分らしく生き、活躍している

○地球環境にやさしいくらしをしている

○良好な生活環境の中で、ライフスタイルに合ったくらしをしている

○災害や犯罪への不安がなく安心して暮らしている

○生活に必要な移動が便利で快適にでき、いきいきと暮らしている

基本構想案Ｐ23 基本構想
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今後の予定



今後の予定
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パブリック
コメント 3/8まで

～引き続き、計画策定へのご協力をお願いいたします～

パブリックコメント回答
計画案の検討

市議会への提出

4/8まで

並行して

基本計画を検討
していきます
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質疑応答
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ありがとうございました


