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 前期基本計画の枠組み 

（１） 計画の位置づけ 

前期基本計画は、基本構想に掲げた将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つ

ながる 東村山」の実現に向け、施策を分野別に体系化して示すとともに、各施策における取

組の方向性等を明らかにします。 

 

（２） 計画の期間と構成 

前期基本計画は、令和3（2021）年度から令和7（2025）年度までの5年間とします。 

前期基本計画の構成は次のとおりです。 

○分野別計画 

分野別に29の施策を設定し、施策ごとに目指すまちの姿を掲げるとともに、その実現に

向け、今後5か年の取組の方向性等を示しています。 

 

○計画推進のための都市経営 

分野別計画に定める各施策を効果的・効率的に推進するための経営資源（ヒト・モノ・

カネ・情報）のマネジメントや多様な主体との連携・協力にかかる取組の方向性を示して

います。 

 

○前期基本計画によるSDGsの推進 

分野別計画等をSDGsの視点から整理するなど、前期基本計画におけるSDGsの推進に

ついて示しています。 
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 前期基本計画の想定人口 

全国的に人口減少が進む中、東村山市の人口は、平成23（2011）年7月をピークに減少傾向

へ転じ、今後も人口減少と少子高齢化が進行するものと予測されます。この人口の変化は、ま

ちの活力の低下や財政圧迫等、市民のくらしや市政運営に大きな影響を及ぼす可能性があり、

社会情勢の変化を踏まえつつ、持続可能なまちづくりを進める必要があります。 

前期基本計画で想定する総人口と人口構成の想定は次のとおりです。 

 

＜前期基本計画で想定する総人口・人口構成＞ 

 令和 2（2020）年 令和 7（2025）年 令和 12（2030）年 

総人口 151,255人 147,672人 143,940人 

年少人口 

（0歳～14歳） 

18,060人 

（11.9％） 

16,242人 

（11.0％） 

14,865人 

（10.3％） 

生産年齢人口 

（15歳～64歳） 

92,791人 

（61.3％） 

89,786人 

（60.8％） 

85,671人 

（59.5％） 

老年人口 

（65歳以上） 

40,404人 

（26.7％） 

41,644人 

（28.2％） 

43,404人 

（30.2％） 

 
（うち 75歳

以上） 

21,858人 

（14.5％） 

24,688人 

（16.7％） 

25,696人 

（17.9％） 

  ※平成31（2019）年1月1日人口に基づく推計値（令和2（2020）年の値は実績値） 

  ※四捨五入の関係で内訳の合計が100％にならない場合がある 
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 前期基本計画の施策展開の視点 

前期基本計画においては、次の視点を重視し、各施策の展開を図ります。 

1 SDGsの趣旨を踏まえ、地域社会の「持続可能性」や「包摂性」を十分に意識し、多様

な主体と連携を深めながら施策の推進に取り組むことで、経済、社会、環境の諸課題の

統合的な解決を図ります。東村山市がまちづくりを進めることで、同時にSDGsの達成

に貢献し、将来にわたって持続可能な地球環境と平和な国際社会の実現に寄与していき

ます。また、これらを通じて将来にわたって持続可能な東村山市の実現を図ります。 

2 新型コロナウイルス感染症拡大による影響など、市民の健康や命、日常生活を脅かす喫

緊の課題に対し、早期克服に向けて機動的に対応します。また、各施策の推進にあたっ

ては、今後の感染症拡大防止を前提とした生活様式を踏まえて展開していきます。その

ようなすでに顕在化している諸課題に的確に対応する一方で、長期的展望を持って将来

のために必要な課題を把握し、災害等に対する地域のレジリエンス（回復力・弾力）の

向上、新たな魅力づくりや先々を見越した対応、それらを可能にする地域の土台づくり

等に取り組みます。 

3 第5次総合計画基本構想の「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つの基本目標に向けた施策を連携して進めることにより「まちづくりの好循

環」を創出し、将来都市像の実現に向けた効果的・効率的な施策展開を図ります。 

 

 前期基本計画の成果を測定するための指標 

前期基本計画の成果を総合的に測定する指標として「東村山市に住み続けたいと感じている市

民の割合」を設定します。 

より多くの市民がいつまでも住み続けたいまちであることを目指し、令和元（2019）年度に実

施した「市民意識調査」では 67.5％であったこの値が、令和 7（2025）年度には 70.0％に達する

ことを目標とします。 

 

 体系図 

前期基本計画では、基本構想に掲げる将来都市像と 3つの基本目標を実現するために、29の分

野別の施策を推進します。あわせて、計画を効果的・効率的に推進するための都市経営を進めま

す。 
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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 

  

 

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 

 

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 

 



5 

 

  

 

 

  

 
分野別計画 

計画推進のための

都市経営 

職員の育成

と組織力の

向上 

資産マネジ

メントの 

推進 

行財政運営 

ICT の活用

等による市

民サービス

の向上と業

務の効率化 

多様な主体

との連携・

協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 適切な土地利用の推進 

２ 中心核の整備 

３ 緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 

４ 道路の整備・維持管理 

５ 下水道の整備・維持管理と治水対策 

６ 交流の促進 

７ 魅力ある都市農業の育成 

８ 商工業の振興 

９ 起業・創業・多様な働き方の支援 

１０ 切れ目のない子育て支援 

１１ 質の高い幼児教育・保育の提供 

１２ 子ども・若者の成長支援 

１３ 教育環境の整備 

１４ 教育内容の充実 

１５ 文化・生涯学習活動の推進 

１６ スポーツまちづくりの推進 

１７ 歴史・文化の保護・振興 

１８ 支えあう地域福祉の推進 

１９ 高齢者への支援 

２０ 健康づくりの推進 

 
２１ 地域につながるコミュニティづくり 

２２ ダイバーシティ・共生社会の実現 

２３ 人権・平和意識の醸成 

２４ 地球環境にやさしいライフスタイルの推進 

２５ 循環型社会の形成 

２６ 良質な生活環境・住環境づくり 

２７ 防災体制の強化 

２８ 地域安全の推進 

２９ 交通環境の整備 
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 分野別計画 

分野別計画の構成 

分野別計画は、29の施策で構成し、「施策がめざす姿」「現状と将来予測からみた課題」「５か年

の施策の方向性」「他施策との主な連携」「関連する主な個別計画」の 5つの項目を記載します。 

 

 

 （分野別計画の見方） 

 

 

  

【現状と将来予測からみた課題】 

現状と将来予測を踏まえ、施策が

めざす姿の実現に向けて課題と

なる事項を示しています。 

 

めざす姿をより具体化

して表現し、目標として

設定しています。 

 

施策に対応する主な SDGs を

示しています。各施策を推進す

るにあたり、SDGsを踏まえた

施策展開を図ります。 

【施策がめざす姿】 

当該施策の推進を通じて

目指す、5年後の市民や地

域の姿を表しています。こ

の姿を実現することを目

標に施策を推進します。 
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【他施策との主な連携】 

連携して推進を図る他の施策を

示しています。連携による相乗効

果や効率化をねらいます。 

【関連する主な個別計画】 

施策と関連があり、より具体的な

取組等を定める計画を示してい

ます。 

【５か年の施策の方向性】 

前期基本計画における施策展開の方向性を示してい

ます。「施策がめざす姿」の実現や「現状と将来予測か

らみた課題」の解決に向けて、どのような方針で取り

組むのかを明らかにしています。 
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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 
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1.まちの価値の向上 

施策 1 適切な土地利用の推進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○将来の人口減少・少子高齢化が見込まれる中でも、東村山市の都市としての魅力を維持・向

上させていくためには、地域の状況や特性に応じた土地利用を促すことが重要となります。

都市機能が集積し多くの人が行き来する地域や、ゆとりある良好な住環境が形成された地域

等、東村山市の魅力を引き出す適切な土地利用の推進が求められます。 

○市役所周辺の市センター地区は、市の中心部として配置すべき機能・サービスを検討し、魅

力ある新たな発展を目指すことが求められています。市センター地区には、本庁舎をはじめ

として北庁舎、中央図書館等、老朽化が進む公共施設が多く、今後適切に補修や改修、再編・

再配置を行う必要があります。この地区は、東村山駅付近の連続立体交差事業や都市計画道

路 3・3・8 号線（府中所沢線）等の都市基盤整備の進捗により利便性が高まってくる一方、

都営住宅の建替えにより集約された結果、残地が生じており、区域の再構築が求められてい

ます。 

 

地域の特性を活かした土地利用がなされ、安全で快

適な都市空間が形成されている 

 都市計画道路沿道など、地域特性を活かした適切な土地利用が進んで

いる 

 市役所周辺のエリアの土地利用の方向性が明らかになっている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①適切な土地利用の推進 

○良質な住環境の整備や市内産業の振興、農地の保全等による良好な都市空間の形成のため、

区画整理や土地利用規制の見直し等の各種都市計画関連の制度の積極的な活用を行い、地域

の特性を活かした土地利用を促します。 

○地域経済を維持・活性化するため、市内工場等の事業継続に向けて都市計画の検討を進めま

す。 

○地域の特性と調和した安全でゆとりある住環境が形成されるよう、宅地開発等に対して法令・

規則等に基づいた適切な助言・指導を行います。 

②市センター地区構想の推進 

○市役所周辺を中心とする市センター地区について、近接する東村山駅や久米川駅付近の都市

基盤整備の推進等、周辺環境の変化を踏まえながら、東村山市の中心部にふさわしい都市機

能とともに、周辺の活性化につながる土地の有効利用の方向性を検討します。 

○ICT・AI等の新技術を積極的に活用するとともに、商業・業務や、行政サービス、文化、医

療、住居等の諸機能が融合した複合市街地の形成を図ることで、快適に暮らし働く質の高い

スマートな都市を目指します。 

 

◆他施策との主な連携 
○2中心核の整備 ○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理  

○4道路の整備・維持管理 ○7魅力ある都市農業の育成 ○8商工業の振興 

○9起業・創業・多様な働き方の支援 ○26良質な生活環境・住環境づくり 

○27防災体制の強化 

 

◆関連する主な個別計画 
○第 2次東村山市都市計画マスタープラン（令和 3（2021）年度～2040年代） 

○東村山市公共施設等総合管理計画（令和 3（2021）年度～） 

○市センター地区構想（令和 3（2021）年度～2040年代） 
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1.まちの価値の向上 

施策 2 中心核の整備 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山駅、久米川駅、秋津駅・新秋津駅は、市内 9 駅の中でも乗降客数が特に多く、今後、

人口減少が進む中においても活発な人の交流が行われる東村山市の中心的な核と位置づけ、

商業・業務・文化等の諸機能が集積する都市基盤としての整備を進めていくことが重要とな

っています。その際は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う人々の生活様式の変化も踏

まえた検討が求められます。 

○東村山駅周辺地域については、駅東口駅前広場内の交通動線や、線路で分断されている東西

の往来を生む動線の整備等、周辺の活性化を生む土地利用等が課題となっており、これらの

解決に向けて東村山駅付近の連続立体交差事業とあわせた駅周辺まちづくりが求められてい

ます。 

○久米川駅周辺地域については、平成 29（2017）年 3月に駅北口整備事業が完了し、歩行者が

安全に通行できる歩道等が整備されました。他方、久米川駅に隣接する踏切部分（久米川第

1 号踏切道）が歩行者の通行量に対して狭くなっており、駅南口駅前広場とともに駅周辺の

整備が課題となっています。 

○秋津駅・新秋津駅周辺地域については、再整備に向けて、具体的な手法や区域等の検討を行

い、関係者の合意形成を進めていくことが必要となっています。  

多様な都市機能が集積し、多くの人々が集い交流す

るまちの中心的な拠点が形成されている 

 東村山駅周辺の駅前広場や東西道路、鉄道高架下が整備され、安全で

快適な移動空間と利便性の高い都市機能が充実し、多くの人が交流し

ている 

 久米川駅周辺の久米川第 1 号踏切道の拡幅や南口駅前広場の再整備に

向けた方針が整理されている 

 秋津駅・新秋津駅周辺のまちづくりに向けた方向性が整理されている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①東村山駅周辺の整備 

○東村山駅周辺において安全で快適な移動空間を確保するため、駅周辺の東西動線や都市計画

道路 3・4・9号線（東村山駅武蔵大和駅線）等の整備を行います。 

○駅周辺のにぎわいの創出に向けて、東村山駅の東口駅前広場の再整備や、鉄道高架下への公

益施設の整備、集客施設の誘導等、駅周辺の都市機能の充実を進めます。 

○都市機能の充実を促進するため、駅周辺における土地の高度利用を検討・推進します。 

②久米川駅周辺の整備 

○駅周辺の利便性向上と安全で快適な移動空間の確保に向けて、久米川駅に隣接する踏切部分

（久米川第 1号踏切道）の拡幅と久米川駅南口駅前広場の再整備の検討を進めます。 

③秋津駅・新秋津駅周辺の整備 

○駅周辺の拠点形成に向けて、秋津駅・新秋津駅周辺地域の諸課題を整理し、周辺地域の将来

像を地域住民と対話・共有しながら、整備方針を検討していきます。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進 ○4道路の整備・維持管理 ○6交流の促進 

○8商工業の振興 ○9起業・創業・多様な働き方の支援 

 

◆関連する主な個別計画 
○第 2次東村山市都市計画マスタープラン（令和 3（2021）年度～2040年代） 

○東村山駅周辺まちづくり基本構想（平成 22（2010）年度～） 

○東村山駅周辺まちづくり基本計画（平成 26（2014）年度～） 
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1.まちの価値の向上 

施策 3 緑・水辺の保全・活用と公園の 
整備・維持管理 

 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山市の原風景が残り、トウキョウダルマガエル等の希少な動植物が生息する豊かな自然

は、市の貴重な地域資源であり、都市と緑が調和したくらしは、東村山市の大きな魅力とな

っています。みどりを将来にわたり守るとともに、より豊かなまちをつくるために活かして

いく取組が重要となります。 

○市内の緑は、相続等による土地の売却や宅地開発により年々減少しています。緑豊かな環境

を次代に継承していくため、さらなる保全や緑化に向けた取組が求められています。また、

市内全域で樹木の高木・老木化が進んでいます。倒木等の危険や越境等の支障を解消すると

ともに、植え替え等による樹木の若返りが必要となっています。 

○野火止用水には崩落が懸念される自然護岸が多く残され、倒木の恐れのある箇所があるほか、

護岸工事を行った箇所も経年劣化によって損壊が増えています。引き続き、護岸の整備によ

る安全対策を進める必要があります。 

○公園によっては、その機能を十分に発揮できておらず、防災空間、自然環境、景観形成、健

康づくり、子育て等、多様な観点による質の高い公園づくりが求められています。各地域の

人口構成が変化し、価値観やライフスタイルの多様化が進む中、各公園が持つ地域資源を活

用し、多様な市民が親しむことができる憩いの場づくりが課題となっています。 

 

 

  

豊かな緑や水辺環境、生き物が守られ、身近に自然

の恵みを感じながら暮らすことができる 

 地域の緑や水辺環境が多様なあり方で守られ、つくられている 

 地域の特性に応じた公園が整備され、多様な市民に親しまれている 
具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 

 



15 

 

◆５か年の施策の方向性 

①緑の保全・活用と緑化の推進 

○豊かな里山の原風景を守り、動植物にやさしい環境づくりを進めるため、緑地や緑道、水辺、

公園などをつなぐ連続したみどりのつながりを「みどりの回廊」と位置づけ、多摩湖緑地、

淵の森緑地等の大規模緑地や、市内に点在する雑木林や樹林の保全に取り組みます。 

○緑に親しむことができる環境をつくるため、各地域の現状に適した緑地の整備を進め、市民

交流の場等として活用を図るとともに、公共の緑地における樹木の適正管理と若返りを進め

ます。 

○廻田緑道や多摩湖自転車歩行者道等、快適な緑道ネットワークの維持・発展に取り組みます。 

○緑の持つ価値や機能についての市民の理解を深めるため、意識醸成・啓発活動に取り組みま

す。また、市民や市民活動団体等が行う緑化の取組について支援を行います。 

②水辺環境の保全と活用 

○市民が豊かな水辺環境に親しむことができるよう、景観や生態系、地域住民の生活等に配慮

しながら、憩いの場となる水辺空間の創出を図ります。 

○野火止用水の保全を図るため、危険木の撤去や樹木の植え替え、護岸の改修等の環境整備を

進めていきます。 

③公園施設の整備・維持管理 

○利用者のニーズ等、地域ごとの状況に応じた特色ある公園をつくっていくため、公園の配置

や機能配分を見直しながら再整備を進めます。また、地域との連携や、民間事業者のノウハ

ウの活用等により公園の施設機能の充実や有効活用を図り、魅力ある新しい公園づくりを進

めます。 

○北山公園、萩山公園、前川公園等の規模の大きな公園の整備に取り組みます。 

○北山公園は、多様な生物が生息し、豊かな自然に気軽に触れ合える公園として整備を進めま

す。また、希少生物を含む在来種を保護し、生物多様性の保全に取り組むとともに、中長期

的な視野で公園の整備や維持管理を行うための計画を策定します。 

 

◆他施策との主な連携 
○6交流の促進 ○16スポーツまちづくりの推進 ○20健康づくりの推進  

○21地域につながるコミュニティづくり ○23人権・平和意識の醸成  

○24地球環境にやさしいライフスタイルの推進 ○27防災体制の強化 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市環境基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市みどりの基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○公共の緑の植生管理のガイドライン（平成 27（2015）年度～） 
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1.まちの価値の向上 

施策 4 道路の整備・維持管理 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山市は、市内に 9駅が立地するなど鉄道網が充実する反面、踏切による交通渋滞や線路

によるまちの分断といった問題が生じています。この解消を図るため、平成 25（2013）年度

から東京都を事業主体して東村山市、西武鉄道株式会社の 3者が連携・協力し、東村山駅付

近の連続立体交差事業を進めており、今後も事業の着実な推進が求められます。 

○東村山市の都市計画道路の整備率は低い水準に留まっており、長く政策課題となっています。

道路整備により、交通渋滞の少ない道路ネットワークを形成することで、歩行者と自動車の

安全性の確保や、CO2 や大気汚染物質の排出削減につなげていくことが求められています。 

○東村山市では過去に整備した道路や道路付属物等の老朽化が進んでおり、これらの維持管理・

改修が課題となっています。費用を抑制するため、事後保全から予防保全へ切り替え、長寿

命化等による効率化の観点が必要となります。また、自動車事故による歩行者の安全確保が

急務となっており、交通安全対策が求められています。 

  

人や車が滞りなく通行し、だれもが安全・安心、快

適に利用できる道路交通環境が整っている 

 東村山駅付近の連続立体交差事業と鉄道沿い道路の整備が完了してい

る 

 都市計画道路等の整備により、円滑に移動できる道路ネットワークの

形成が進んでいる 

 だれもが安全で快適に移動できる道路環境が確保されている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①東村山駅付近の連続立体交差事業の推進 

○交通の円滑化と安全性の向上のため、東村山駅付近の連続立体交差事業による踏切の除却に

取り組みます。 

○地域の利便性、安全性や防災性の向上のため、連続立体交差事業とあわせて、鉄道沿いの道

路整備に取り組みます。 

②道路の整備 

○交通の円滑化と利便性の向上のため、都市計画道路を計画的に整備し、道路ネットワークの

形成を進めます。特に「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」と「第

三次みちづくり・まちづくりパートナー事業」に位置づけられた都市計画道路の整備を優先

的に進めていきます。 

○東京都が計画・施行する都市計画道路 3・3・8号線（府中所沢線）、3・4・11号線（保谷東

村山線）、3・4・35 号線（東村山所沢線）の早期事業推進や、既存都道の歩道設置・交差点

改良等を東京都に要請するなど、都心や周辺地域への交通アクセスを向上させる取組を進め

ます。 

○交通の安全性向上や良好な住環境確保のため、都市計画道路の整備や宅地造成等の機会を捉

えて、狭い道路の拡幅を進めます。 

○都市計画道路の整備にあわせて無電柱化を進め、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空

間の確保、良好な都市景観の創出を図ります。 

③道路の維持管理 

○道路巡回等により道路の状態を把握し、道路の異状等に対する補修工事を進めます。 

○老朽化が進行する横断歩道橋・道路橋の補修、耐震化を進めます。道路橋の架け替えの必要

が生じた場合には、周辺の道路状況を考慮しながら、必要に応じて集約化も検討していきま

す。 

○定期的に街路樹診断を実施し、不健全な樹木の特定を進めます。倒木のおそれがある街路樹

は、伐採や植え替えを行います。 

○ガードレールや視線誘導標等の交通安全施設の改修、新設を進め、道路利用者の安全性の向

上を図ります。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進 ○2中心核の整備 ○5下水道の整備・維持管理と治水対策  

○27防災体制の強化 ○28地域安全の推進 ○29交通環境の整備  

◆関連する主な個別計画 
○第 2次東村山市都市計画マスタープラン（令和 3（2021）年度～2040年代） 

〇東村山市無電柱化推進計画（令和 2（2020）年度～令和 12（2030）年度）  
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1.まちの価値の向上 

施策 5 下水道の整備・維持管理と治水
対策 

 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

◆現状と将来予測からみた課題 
○適切な汚水処理及び雨水排水を行うため、公共下水道の整備を行っていく必要があります。

今後は過去に整備した管の老朽化が進み、補修、改修等や耐震化に係る費用の増大が見込ま

れます。将来を見据えると、人口減少が予測され、使用料収入が減少することが考えられる

ことから、中長期的な視点で計画的に維持管理を進めるとともに、下水道事業の経営基盤を

強化し、安定した下水道経営を進めることが重要となります。 

○近年、全国的に豪雨災害が増加しており、市街化が進展した都市部では、短時間の集中豪雨

により住宅地への浸水や都市機能の麻痺等が生じる都市型水害が多く発生しています。東村

山市では、特に前川で台風等の豪雨による溢水被害が多く発生しており、その対策が必要と

なっています。豪雨は近年、増加傾向にあり、今後も気候変動による豪雨災害の増加が懸念

されることから、雨水の河川等への急速な流入を抑制する施設や河川・水路の整備等による

都市型水害の抑制が課題となっています。 

 

  

下水道と河川が適切に整備され、都市型水害が抑制

され、安心して暮らしている 

 汚水・雨水の公共下水道施設が適切に保たれている 

 豪雨による都市型水害を防ぐ施設の整備が進んでいる 

 河川等における必要な護岸改修が進んでいる 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①公共下水道の整備・維持管理 

○適切な汚水処理及び雨水排水を行うため、都市計画道路の整備にあわせて汚水管・雨水管の

整備を進めます。 

○老朽化が進み、今後、多くの汚水管・雨水管について補修、改修が必要となることから、公

営企業会計により事業の損益・資産を的確に把握するとともに、総合的な維持管理計画であ

るストックマネジメント計画に基づいて中長期な視点で維持管理を進めます。 

②河川の維持管理と都市型水害の抑制 

○都市型水害の軽減に向け、雨水を一時的に貯留する施設整備の検討や、宅地内への雨水浸透

ますの設置・普及を進めていきます。 

○大雨時に備え、河川の河床に堆積した土砂を取り除く河床しゅんせつ工事を進めます。また、

河川等の大雨時における増水状況を市民に広く情報伝達するため、水位計の増設について検

討を進めます。 

○東京都が管理する柳瀬川・空堀川について、1時間あたり 50ミリ規模の大雨時でも溢水しな

い河川整備を要請します。 

○河川等の玉石護岸の経年劣化による崩落を防ぐため、コンクリート護岸等への改修を進めま

す。 

○沢の堀の護岸改修工事を進め、地域における安全な歩行空間として再整備を図ります。 

 

◆他施策との主な連携 
○4道路の整備・維持管理 ○27防災体制の強化 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市下水道プラン 2020（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市ストックマネジメント計画（令和 3（2021）年度～） 
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1.まちの価値の向上 

施策 6 交流の促進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

◆現状と将来予測からみた課題 
○今後、人口減少・少子高齢化が進むことが予測される中、定住人口を増加させるためには、

東村山市への愛着・好感を持つ人を増やし、交流人口・関係人口を拡大することが課題とな

っています。また、近年、日本全体で急増する外国人旅行者の誘客による地域経済の活性化

も求められます。東村山市には、東村山菖蒲まつり等のイベント、八国山緑地をはじめとし

た自然、国宝建造物である正福寺地蔵堂や下宅部遺跡等の歴史、「里に八国」ブランド等の食

や農産物等、多様な地域資源があります。こうした市の魅力を市内外に発信し、人の交流・

関係を促す取組が必要となっています。 

○東村山市は、米国インディペンデンス市や新潟県柏崎市と姉妹都市、中国蘇州市と友好交流

都市として提携しており、都市との関係に応じた多様な交流を行っています。今後も各都市

との交流を深め、互いの協力・発展を進めていく必要があります。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後、人の移動や、対面、多くの人が集まる催物

等が制限されることが考えられ、ICT等を活用した交流の促進が課題となります。 

 

  

市民が市内の生活を楽しむとともに、市外から多く

の人が訪れ、ふれあい、にぎわっている 

 市内外の多くの人が東村山市を訪れ、交流し、にぎわっている 

 市内外の多くの人が東村山市に愛着意識や好感を持っている 

 都市間において多様な交流が行われている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①交流の活性化 

○食や文化を中心とした市内観光コンテンツの活用・充実を図るとともに、市内関係団体や近

隣地域と連携し、市内の回遊を促す環境づくりを推進します。 

○東村山菖蒲まつりをはじめ、北山公園・狭山公園等の公園や歴史・文化等、地域の観光資源

を活用した市内イベントの充実を推進します。 

○東村山市への愛着意識や好感を持つ人を増やすため、ホームページ、SNSをはじめとした多

様なメディアを活用し、市内外や外国人観光客に向けた情報発信を行うなど、シティプロモ

ーションの取組を進めます。 

②都市間交流の推進 

○姉妹都市の米国インディペンデンス市や新潟県柏崎市、友好交流都市の中国蘇州市との絆を

深め、スポーツや文化交流、災害協定等、都市間の多様な交流を推進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 ○7魅力ある都市農業の育成  

○8商工業の振興 ○17歴史・文化の保護・振興 ○22ダイバーシティ・共生社会の実現 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市シティプロモーション基本方針（平成 28（2016）年度～） 

○第 2次東村山市観光振興プラン（平成 30（2018）年度～） 

○東村山市第 2次多文化共生推進プラン（平成 30（2018）年度～令和 4（2022）年度） 
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1.まちの価値の向上 

施策 7 魅力ある都市農業の育成 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

◆現状と将来予測からみた課題 
○農地には、農産物の生産のほか、景観、災害時の避難場所等、多面的な機能があります。東

村山市の農地面積は年々減少傾向にあり、今後さらなる減少が懸念されます。都市農業の継

続のためには、中小規模の農地面積で効率的に農産物を生産する農業経営や、東村山産の野

菜や果樹のさらなる付加価値の向上が必要となります。また、農業者の高齢化が進む中での

担い手の確保等が課題となっています。 

○東村山市は都心近郊にありながら市内各所に農地が点在し、都市農業が身近に営まれていま

す。この恵まれた環境を活かして、東村山市ならではの生活の魅力を多くの市民が享受でき

るようにするために、市民が農業や農地、農産物とふれあう機会を増やしていくことが重要

となります。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済活動の縮小や学校の一斉休校等による農産物

の売上減少、販路の変化が生じたことから、今後も都市農業を取り巻く環境の変化を踏まえ

た支援が課題となっています。 

 

  

都市農業が持続的に営まれ、多くの人が農業を身近

に感じている 

 都市農地が守られ、意欲ある農業者によって東村山市の農業が持続し

ている 

 市民の生活の中に「農」との接点が醸成されている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①持続可能な都市農業の推進 

○農地の保全に向けて、生産緑地の追加決定や特定生産緑地の指定を推進します。 

○生産緑地の貸借制度を活用し、遊休農地を解消するとともに、営農意欲の高い農業者への農

地集約を支援します。 

○認定農業者への支援を継続するとともに、市独自でも認定農業者に次ぐ農業の中心的な担い

手となる認証農業者の確保や支援に取り組みます。 

○市内農産物の新たな販路拡大に向けて、ウェブサイトの作成や通信販売の支援等、市外へ売

り込む地産外消に取り組みます。 

○安全で高品質な農産物としての付加価値を高めるため、減農薬等の環境保全型農業を促進し

ます。 

○付加価値の高い農産物の生産を行うための先進的な技術導入に対する支援を行い、東村山市

の農産物のブランド力の向上に取り組みます。 

②「農」のあるくらし・地域づくり 

○地産地消を推進するため、定期的に「マルシェ久米川」を開催するとともに、農産物直売所

での販売を促進し、市内の観光農園や農産物直売所の支援を進めます。 

○学校給食への市内農産物の納入により、子どもたちの地元野菜や農業への愛着を高めるとと

もに、地産地消の拠点づくりに取り組み、市内消費の拡大を図ります。 

○援農ボランティアの育成や農福連携、農業体験等により、市民と農業とのつながりを醸成す

るとともに、農業の支え手の増加を図ります。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進 ○6交流の促進 ○24地球環境にやさしいライフスタイルの推進 

○27防災体制の強化 

 

◆関連する主な個別計画 
○第 2次東村山市都市計画マスタープラン（令和 3（2021）年度～2040年代） 

○東村山市環境基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市みどりの基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市第 3次農業振興計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 
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1.まちの価値の向上 

施策 8 商工業の振興 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山市では、民間消費額の 4割近くが市外へ流出するとともに、近年は店舗や事業所等が

減少するなど、市の商業は厳しい状況にあり、地域経済の活性化を図ることが課題となって

います。 

○長引く不況や大型店の出店による価格競争、商店主の高齢化や後継者問題等の影響により市

内の事業所数は減少傾向にあり、市内の商店会も直近 10 年間で 10 商店会が解散しました。

まちのにぎわいを維持するために、地域の個店・商店会が持続的に発展することが課題とな

っており、魅力ある店づくりや事業承継等の支援を通じて、既存の市内事業者の事業継続と

活性化を図り、市民の市内消費を促進することが必要となります。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出、来訪の自粛や事業活動の縮小によって事業

環境が悪化したことから、事業者の事業継続が課題となるとともに、今後の経営基盤強化の

取組を支援することが求められています。 

 

 

  

まちの経済や市民の生活を支える商工業が活発に営

まれている 

 市内事業者の事業活動が活発に行われ、市内で多くの人により経済活

動が行われている 

 個店と商店会の魅力が向上し、多くの人が商店会を訪れ、にぎわって

いる 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①事業者の持続化・活性化支援 

○市内の事業者の振興、育成のため、経営改善や販路拡大、事業承継等の課題解決をワンスト

ップで支援する取組を進めます。 

○市内の中小企業者の経営を支援するため、東村山市商工会と連携して経営計画や販路拡大等

の支援を行うとともに、事業資金融資等の充実を図ります。 

○市内産業全体の活性化に向けて、市内事業者の事業連携を醸成する場を構築し、事業者それ

ぞれの強みを活かした新事業の設立や商品開発、販路拡大等のイノベーション創出の支援を

図ります。 

②商店会等の活性化支援 

○商店会の振興に向けて、商店会が新規顧客の獲得のために行う店の回遊ツアーイベント等、

魅力発信の取組を東京都と連携して支援します。 

○商業活性化とにぎわいの創出のために、商店会の空き店舗の利活用に対して支援を行い、起

業・創業者や既存の事業者の商店会への誘致を進めます。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進 ○2中心核の整備 ○6交流の促進 

○9起業・創業・多様な働き方の支援 

 

◆関連する主な個別計画 
○第 2期東村山市創生総合戦略（令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度） 

○東村山市商業振興基本方針（平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度） 

○東村山市創業支援等事業計画（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度） 

 

  



26 

 

1.まちの価値の向上 

施策 9 起業・創業・多様な働き方の支援 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○市内の事業所数は減少傾向にあり、人口減少により市内消費が減少すれば、その傾向はさら

に進むと予測されます。地域経済を活性化させ、交流人口・定住人口を増やすために、新た

な事業者の創出が課題となっています。また、今後、東村山市が暮らしやすいまちとして発

展していくためには、市民の生活を支える産業や、地域課題を解決するビジネスをいかに豊

かに創出できるかが重要となります。 

○東村山市は、都心近郊のベッドタウンとして発展してきましたが、都心への人口集中が進み、

郊外の人口が減少していく中、働く場所としての価値を上げていくことが求められます。ICT

の進展や新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組により、テレワーク等の新しい働き方

が広がっています。職住近接の支援や雇用のマッチング等、多様な人が個々のワークライフ

スタイルを選択できる働く場や働く環境をいかに創出していくかが課題となります。 

 

 

  

ライフスタイルに合った働き方や新たな仕事へのチ

ャレンジができる 

 市内で多くの起業・創業がされている 

 働く意欲を持つ人がライフスタイルに合った働き方をしている 
具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①起業・創業への支援 

○地域経済の活性化や地域課題の解決に向けて、東村山市商工会や金融機関等の関係機関と連

携し、若者や子育て世帯の女性、シニア層等、ターゲットを明確にした一体的な支援を行い、

起業・創業者の増加を図ります。 

○市内で起業・創業しやすい環境を整備するため、起業・創業をワンストップで支援する取組

を進めます。 

○商店会の空き店舗の利活用等、市内事業者と連携した支援を進め、起業・創業者の費用負担

の軽減や顧客獲得を図ります。 

〇地域経済の活性化に向けて、企業と東村山市の双方にとって利益ある企業誘致を検討・推進

します。 

②働きやすい環境の整備 

○だれもが働きやすい環境づくりのため、就労を支援する関係機関や事業者等と連携し、多様

な働く場の創出を促進します。 

○働く意欲のある人の就職を促進するため、関係機関と連携し、さまざまな人を対象とした合

同企業面接会やセミナーを開催するなど、市民への就職支援を行います。 

○市民の働き方改革の推進のため、テレワーク、職住近接の促進に取り組みます。また、ワー

ク・ライフ・バランスのとれた働き方を支援するため、長時間労働の抑制や育児休業等取得

率の向上を目指して、市民や企業に対して、情報誌や講座等を通して意識啓発や情報提供を

行います。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進 ○2中心核の整備 ○8商工業の振興 

○15文化・生涯学習活動の推進 ○19高齢者への支援 

○22ダイバーシティ・共生社会の実現 

 

◆関連する主な個別計画 
○第 2期東村山市創生総合戦略（令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度） 

○東村山市商業振興基本方針（平成 29（2017）年度～令和 3（2021）年度） 

○東村山市創業支援等事業計画（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度） 

〇東村山市第３次男女共同参画基本計画（平成 29（2017）年度～令和 4（2022）年度） 

  



28 

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



30 

 

2. ひとの活力の向上 

施策 10 切れ目のない子育て支援 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、就労環境の変化等により、子どもや子育て家庭

を取り巻く環境が大きく変化してきていることに伴い、虐待、貧困、孤立等、子どもをめぐ

る課題は複雑化してきています。子どもの権利や最善の利益が尊重される社会の実現に向け、

子どもや子育て世帯への切れ目のない支援の重要性が一層高まってきています。 

○東村山市は、これまで相談支援の充実や児童虐待防止に向けた体制の強化等に取り組み、支

援を必要とする子どもや子育て家庭を早期に把握し、子どもの発達や育児の悩み等、子育て

に関するさまざまな相談に関し支援を行うとともに、個別の状況や課題等に応じて関係機関

と連携し必要な支援へつなげるなど、切れ目のない子育て支援の充実を図ってきました。 

〇子どもや子育てに関する環境変化に対応し一層の子育て支援の充実を図っていくためには、

行政機関だけでなく、地域全体で子どもや子育て家庭を見守り支えていく仕組みづくり等を

進め、子育てに対し負担や不安等を感じる親が、孤立せず安心して子どもを産み育てられる

環境を整えていくことが重要となります。また、児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応

に向けて、適切な支援につなげる体制づくり等により、新型コロナウイルス感染症拡大等の

非常時も含め、子どもの成長段階や各家庭の状況等に応じたきめ細かい支援を進めていくこ

とが求められます。 

 
 
                                          

子どもの成長段階などに応じた支援を継続して受け

られる環境が整い、安心して子どもを産み育てている 

 妊娠・出産から子育てまで、子どもの成長段階などに応じて、切れ目

なく支援を受けられる総合的な体制が整っており、各家庭が必要な支

援を受けることができている 

 地域全体が主体的に子育て家庭を支援する環境が整っており、子育て

家庭が孤立していない 

 配慮を必要とする子どもや子育て家庭への支援体制が充実しており、

子育て家庭が安心して子育てをしている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①安心して出産・子育てができる環境の整備 

○妊娠・出産から育児まで、家庭訪問や電話等による相談や情報提供等、総合的な支援を行う

「子育て世代包括支援センター」の充実等により、その時々の状況により子育て家庭の不安

や悩みに寄り添い、子どもの成長段階等に応じて必要な支援を行う体制の整備を進めます。 

○産前・産後のサポートや各種健康診査、産科の誘致等を通じて、妊産婦や子どもに対する保

健施策を推進します。 

②地域全体での子育て支援の推進 

○公立保育園をはじめとする拠点施設を中心に、子ども・子育て支援に関する各施設の連携体

制の強化を図り、地域全体での子育て支援体制の充実を図ります。 

○地域住民が主体的に子育てを支援していけるよう、保護者同士や保護者と多様な世代の子育

て経験者等との情報交換や交流の場づくり等を通じて、地域の子育て環境の充実を図ります。 

③配慮を必要とする子ども・家庭への支援の強化 

○子ども家庭支援センターにおいて、児童相談所等の関係機関との密な連携体制を継続しつつ、

子育て世代包括支援センター等との庁内連携をさらに進めます。また、訪問による相談等を

通じて児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応の強化に取り組むとともに、訪問が困難な

非常時においても子どもの安全確認を行います。あわせて、複雑化する問題から子どもを守

るため、専門的な人材育成に取り組みます。 

○障害がある子どもへの早期支援や、子どもを育てる保護者に寄り添う相談等、配慮を必要と

する子どもや家庭に向けた一体的な支援体制について、子育て・障害福祉・教育等の関係分

野で連携を図りながら整備を進めます。 

○関係機関の連携をコーディネートするソーシャルワーカー等の配置を進め、子どもの発達や

貧困、孤立等の多様な問題について保護者や子ども自身の相談に柔軟に対応できる体制を整

備します。 

 

◆他施策との主な連携 
○11質の高い幼児教育・保育の提供 ○12子ども・若者の成長支援 ○14教育内容の充実 

○18支えあう地域福祉の推進 ○20健康づくりの推進  

○21地域につながるコミュニティづくり 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 5次地域福祉計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度） 

○第 2 期東村山市子ども・子育て支援事業計画（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度） 

○東村山市特別支援教育推進計画第五次実施計画（令和 3（2021）年度～） 

○（仮称）東村山市特別支援教育推進計画第二期計画（（仮）令和 6（2024）年度～） 

○東村山市母子保健計画（第 4次）（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度）  
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2. ひとの活力の向上 

施策 11 質の高い幼児教育・保育の提供 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山市の児童人口は減少傾向にあるものの、女性の社会進出や共働き世帯の増加等の社会

情勢の変化に伴う保育需要の変化を背景に保育需要は増加している状況にあります。また、

出産や子育て等に対する価値観や意識等の変化に伴い、教育・保育サービスに対する需要が

多様化していくことが見込まれます。 

○保育需要の増加や多様化に対応していくためには、教育・保育の提供体制を柔軟に整備して

いく必要があります。あわせて、子どもの健やかな育ちの実現に向けて、子どもの特性等に

応じて、良質な教育・保育が提供できるような環境づくりを進めていくことが求められます。

また、児童クラブは、児童館・児童クラブ全体の将来像を見据えたうえで、児童クラブ総体

としての質の向上を図っていく必要があります。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、子どもの感染防止への取組や、教育・保育施設、

児童クラブと家庭の連絡体制の強化が求められています。 

  

多様化する需要や子どもの特性に応じた良質な教

育・保育環境が整い、子どもが健やかに育っている 

 教育・保育施設と児童クラブにおける保育の受け皿が整備され、継続

して待機児童が解消されている 

 一定水準以上の多様な教育・保育サービスを柔軟に提供できる環境が

整っており、必要に応じてサービスを受けられている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①教育・保育施設における量の確保と質の向上 

○待機児童の解消に向けて、潜在的な利用希望も含めた需要を把握し、地域型保育施設の新設

や幼稚園における預かり保育の充実に向けた支援等を行い、さまざまな子育て資源を活用し

ながら、柔軟に教育・保育の提供体制の整備を進めます。 

○多様化する需要に柔軟に対応し、さまざまな子どもの特性に応じた教育・保育の提供を行っ

ていくため、配慮を必要とする児童に対する支援体制を強化するなど環境の整備を進めます。 

○安定的に良質な保育を提供していくため、保育人材の専門性の向上等、保育人材の育成に資

する取組を進めます。 

②児童クラブにおける量の確保と質の向上 

○潜在的な利用希望も含めた需要を把握し、学校等、既存の施設の活用も図りながら、育成支

援の提供体制を整えていきます。 

○児童クラブにおいて一定水準以上のサービスを継続的に提供していくための仕組みづくりを

進めるとともに、民間活力の導入等も含めた検討を行いながら、児童クラブ全体の質の確保・

向上に向けた取組を進めます。 

 

◆他施策との主な連携 
○10切れ目のない子育て支援 ○12子ども・若者の成長支援 ○13教育環境の整備 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 5次地域福祉計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度） 

○第 2 期東村山市子ども・子育て支援事業計画（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度） 

○東村山市新・放課後子ども総合プラン（令和元（2019）年度～令和 5（2023）年度） 
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2. ひとの活力の向上 

施策 12 子ども・若者の成長支援 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○地域におけるさまざまな人との交流や体験は、豊かな人間性、自ら考える力等の生きる基盤

をつくるうえで重要なものですが、近年では地域のつながりが希薄化し、子ども・若者の地

域での交流や体験の機会も減少しています。次代を担う子ども・若者が、生きる力を身につ

け、社会の一員として活躍できる人材として育つよう、地域のさまざまな資源や人材を活か

し、多様な交流や体験活動の機会をつくっていくことが重要となります。 

○ひきこもりや不登校、発達障害等で悩みや社会生活上の困難を抱える子ども・若者は増えて

おり、社会人となっても自立に悩む若者等が大きな社会課題となっています。困難を抱える

子ども・若者の育成・支援に早期から取り組み、将来の自立に向けて、地域のさまざまな主

体が連携した、福祉、教育等の分野横断的な支援を行うことが必要となっています。 

 

  

子ども・若者が、家庭や地域社会の中で学び、活動

しながら、心身ともに健やかに成長している 

 地域資源を活かした多様な体験の場があり、地域を担う子ども・若者

が学び、活動している 

 子ども・若者の成長を地域で見守り、促す土壌があり、困難を抱える

子ども・若者に適切な社会的サポートが届いている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①子ども・若者の健全な育成 

○自然体験・文化体験・ボランティア体験等、普段は経験できない活動や地域のさまざまな世

代との交流を通じて、豊かな人間性を育むとともに、地域の担い手として活躍できる子ども・

若者の育成を図ります。 

○子ども・若者の文化活動を振興するため、文化・芸術活動の成果を発表する機会の創出に取

り組みます。 

②子ども・若者育成の環境づくり 

○非行やひきこもり、発達障害等の多様な困難を抱える子ども・若者について、将来の自立に

向けて、家庭、地域住民、学校等の関連機関が情報交換を行うなど連携を強化し、一体とな

って支援に取り組みます。 

○学校や児童クラブ、図書館、公民館が連携を図りながら、放課後の安全・安心な居場所や自

主的な学びの場づくりを進めます。 

 

◆他施策との主な連携 
○11質の高い幼児教育・保育の提供 ○13教育環境の整備 ○15文化・生涯学習活動の推進   

○16スポーツまちづくりの推進 ○18支えあう地域福祉の推進 ○23人権・平和意識の醸成  

○28地域安全の推進 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 2次生涯学習計画（令和 3（2021）年度～） 

○東村山市新・放課後子ども総合プラン（令和元（2019）年度～令和 5（2023）年度） 

○東村山市特別支援教育推進計画第五次実施計画（令和 3（2021）年度～） 

○（仮称）東村山市特別支援教育推進計画第二期計画（（仮）令和 6（2024）年度～） 
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2. ひとの活力の向上 

施策 13 教育環境の整備 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○学校施設の老朽化が進行する中で、子どもたちの安全・安心な学校生活を確保するとともに、

災害時における地域の避難場所としても適切に機能するよう、市立小・中学校施設の計画的

な整備・維持管理の推進が求められます。また、科学技術の進展やグローバル化等、時代の

変化に応じた多様で豊かな学びにつながる環境の整備が求められています。特に、現代に不

可欠な情報通信技術の活用能力を子どもたちが身につけられるよう、GIGA スクール構想の

実現による ICT教育環境の整備が課題となっています。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、子どもたちの感染防止や、教育の持続に向けた環

境整備と学習様式が求められています。 

○東村山市では子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれるのを防ぐため、児童通学確認員の配置

や防犯カメラの設置に取り組んでいます。しかし、全国では児童・生徒が巻き込まれる痛ま

しい事故や事件が発生しており、東村山市でもハード・ソフト両面から、より効果的な安全

確保策の推進が求められています。安全・安心な学校環境づくりに向けて、給食の提供等も

含め、子どもたちの生活の場としての整備が必要となっています。 

○急激な社会的変化が進む中で、子どもが予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形成

に参画するための資質・能力を一層確実に育成することが求められています。一方で、教育

を担う教員においては、それらの求めに対して長時間勤務という形で負担が表れており、教

員の働き方が課題となっています。 

 

  

子どもたちが安全で良質な環境の下で学んでいる 

 学校施設が適切に整備・維持管理され、安全で快適な学習環境が確保

されている 

 学校内や通学路における子どもたちの安全が守られている 

 子どもたちに良質な教育環境が整っている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①安全で快適な学習環境の整備 

○子どもたちの快適で安全な学習環境を整備するため、児童・生徒数の動向や学校施設の老朽

化を踏まえて学校施設・設備の整備や安全点検、適正管理を進め、学校施設を核とした公共

施設等の再編等に取り組みます。 

○多様な子どもたちが安心して学び、持てる力を十分に発揮することができるよう、特別支援

学級の設置や整備、教員の理解促進等を進めます。 

○授業の円滑化、効果・能率の向上のため、1 人 1 台のタブレット端末の活用や、教材・教具

の充実を進めます。 

○感染症の流行や災害時等でも子どもたちが安全に教育を継続できる環境の整備を進めるとと

もに、学校や教育委員会からの情報発信のあり方について検討します。 

②児童・生徒の生活環境の整備 

○子どもたちが安心して通学できるよう、学校、家庭、地域住民、行政が連携して、通学路に

おける安全確保策に取り組みます。 

○健康づくりの基礎となる食習慣の確立と毎日の食を大切にする心を育む食育の充実を図るた

め、安全・安心で栄養バランスの取れた給食の提供を行います。 

③良質な教育環境の構築 

○学校、家庭、地域住民が一体となって教育環境や教育内容を検討し、子どもたちの成長を助

け、持続可能な社会の担い手となるよう主体的な学びを支える体制を充実させます。 

○子どもたちがより質の高い授業や個に応じた学習指導を受けることができるよう、教員の働

き方改革を図り、学校事務の効率化や部活動の負担軽減、外部人材の活用等を進め、教員の

授業や指導の充実を促進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○4道路の整備・維持管理 ○14教育内容の充実 ○21地域につながるコミュニティづくり 

○27防災体制の強化 ○28地域安全の推進 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市特別支援教育推進計画第五次実施計画（令和 3（2021）年度～） 

○（仮称）東村山市特別支援教育推進計画第二期計画（（仮）令和 6（2024）年度～） 

○東村山市立学校における働き方改革推進プラン（令和元（2019）年度～） 

○東村山市公共施設等総合管理計画（令和 3（2021）年度～）  
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2. ひとの活力の向上 

施策 14 教育内容の充実 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○グローバル化や技術革新等、変化を予測できないこれからの時代を生きるため、子どもたち

が自ら考え判断し行動する力を身につけることが重要となります。新学習指導要領に基づ

き、基礎的な学習や新しい教育を進めるとともに、国際的に活躍できる人材や IT人材の育

成等、時代に即した教育を推進することが課題となっています。 

○子どもたちが意欲を持って学び、人間性を育むためには、健やかな体と他を思いやる豊かな

心の育成が重要です。近年、いじめや不登校、若年層の自殺の問題が深刻化しています。東

村山市では、これまでも人権教育に力を入れて取り組んできました。多磨全生園の「人権の

森」構想とともに、「いのちとこころの教育」を一層推進することが重要となります。 

○子どもたちの教育の充実のためには、教職員の指導や相談体制が重要であり、教職員の資質

や能力の向上が求められています。近年では、障害や、外国にルーツを持つなどの理由によ

り特別な教育ニーズのある児童・生徒が増加しており、生活面や学習面への支援の体制整備

が必要となっています。 

○子どもたちの活字離れが進み、育ちの環境にも大きな変化が見られます。読書は、多様な生

き方や考え方に触れ、子どもの言葉と心を育てます。また、自ら考える力や情報を適切に活

用する能力を培います。東村山市では、年代やニーズにあわせたさまざまな取組を進めてき

ましたが、今後も子どもたちが本と出会うたくさんの機会を提供することが重要です。 

  

確かな学力や豊かな心、健やかな体などの生きる力

が育まれ、多様な子どもたちが主体的に学び、成長

している 

 生きていくために必要な確かな学力が定着している 

 自他の生命を大切にする心と健やかな体が育っている 

 子どもたちの主体的な学びが個々の状況に応じて支援されている 

 子どもたちが本や図書館に親しみ、読書が盛んに行われている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①魅力ある学校教育の推進 

○新学習指導要領に基づき、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力・人間性等のさまざ

まな能力の向上を目指した教育を推進します。また、それらの基礎となる知識と技能の習得

を図るため、東村山市版基礎ドリル等を活用した学習を進めます。 

○多様な文化と交流し、世界で将来にわたって活躍することのできるグローバル人材の育成を

目指し、英語教育等の国際理解教育や、持続可能な社会づくりに向けた教育、地域資源を活

かしたキャリア教育を進めます。 

○情報社会において、自らの考えを持って問題を発見・解決し、新たな価値をつくり出す力を

育むため、ICT機器を活用した授業の充実を進めます。 

②豊かな心と健やかな体の育成 

○自他の生命を尊重し、人間性豊かに成長できるよう、人権教育と道徳教育を充実し、各学校

の特色を活かした「いのちとこころの教育」を推進します。 

○子どもたちが健やかな生活を送ることができるよう、生涯にわたり運動に親しむ資質を育む

とともに、体力の向上と健康の保持・増進に向けた取組を進めます。 

○共生社会の実現に向け、特別支援学級と通常学級の相互理解を促進する取組を進めます。 

③指導・相談支援体制の充実 

○研修等により教員の資質向上と授業の充実に取り組むとともに、ICT教育をはじめ次世代の

教育に対応した最新の指導方法や指導技術の習得を推進し、子どもたちが学習内容を深く理

解し、主体的に学習に取り組む資質・能力の育成を図ります。 

○フリースクール等との連携や希望学級の拡充等、子どもたちの多様な学びを支援する仕組み

を整備します。また、子ども相談室、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

等と連携し、いじめや不登校等の未然防止、早期発見、早期対応に取り組みます。 

④読書環境の整備 

○子どもたちが本に親しみ、楽しさや大切さに気づく機会をつくるため、地域が連携して、子

どもたちの読書活動を支援します。また、学校図書館専任司書の効果的な活用を図り、グル

ープ学習や交流拠点、居場所づくり等、図書館機能の充実を図ります。 

◆他施策との主な連携 
○10切れ目のない子育て支援 ○12子ども・若者の成長支援 ○13教育環境の整備  

○22ダイバーシティ・共生社会の実現 ○23人権・平和意識の醸成 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市特別支援教育推進計画第五次実施計画（令和 3（2021）年度～） 

○（仮称）東村山市特別支援教育推進計画第二期計画（（仮）令和 6（2024）年度～） 

○第 4次東村山市子ども読書活動推進計画（令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度）  
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2. ひとの活力の向上 

施策 15 文化・生涯学習活動の推進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○「人生 100年時代」を迎える中、市民一人ひとりが生涯心豊かに暮らしていくためには、社

会の変化や自分の興味、問題意識等に応じて必要な知識や技能を身につけ、あるいは文化活

動への取組等を通じて、自己実現や社会参加を図っていくことが重要となります。生涯にわ

たる学びのきっかけづくりや、身近なところでいつでも文化・生涯学習活動ができる機会づ

くりが課題となっています。 

○文化・生涯学習活動を通じた自己実現に留まらず、その成果が地域社会の中で活かされるこ

とで、市民同士が学びあい、高めあうことにつながります。そうしたよりよい循環が生み出

されるための仕組みづくりや、学んだことを地域づくり活動に結びつけるための環境整備を

行うことが課題となります。 

○公民館・図書館は、地域に根ざした社会教育施設として、地域の学びや活動の場づくりが求

められています。学習や文化活動、起業・創業、地域課題の解決等、多様な市民の取組の拠

点としての機能の充実を将来の社会状況やニーズも踏まえながら進めていくことが課題とな

ります。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後、人の移動や、対面、多くの人が集まる催物

等が制限されることが考えられることから、ICT等を活用した活動の促進が課題となります。 

  

市民がいくつになっても多様な学びや文化活動を行

い、心豊かに暮らすとともに、その成果が地域で活

かされている 

 市民が気軽に文化・生涯学習活動に取り組める機会や環境があり、自

己実現や交流につながっている 

 学びや活動の成果が自己実現を通じて地域づくりにつながっている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 

 



41 

 

◆５か年の施策の方向性 

①多様な学びの場・文化活動の機会づくり 

○文化・生涯学習活動に興味を持ち、気軽に始めることができるよう、さまざまな情報提供や

活動のサポート、場の提供を行い、子どもから高齢者まで生涯にわたる学びのきっかけづく

りを行います。 

○さまざまな場所で行う市民向け講座の実施等、身近に学べる機会づくりに取り組みます。 

②生涯学習の地域への還元 

○文化・生涯学習活動が市民同士の学びあいや地域課題の解決につながるよう、活動の成果を

共有できる機会の創出に取り組みます。 

③生涯学習を支える環境の整備 

○高齢者や障害者、外国人等が学びやすい環境の整備や情報提供を行うなど、だれもが気軽に

学べる環境づくりを進めます。 

○公民館等の公共施設をだれもが快適に利用できるよう、サービスや環境の向上に取り組みま

す。 

○多様な市民ニーズに応じた資料提供やレファレンスサービスの充実を進め、自発的な学びや

読書活動、文化活動を促進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○9起業・創業・多様な働き方の支援 ○12子ども・若者の成長支援  

○17歴史・文化の保護・振興 ○18支えあう地域福祉の推進  

○21地域につながるコミュニティづくり 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 2次生涯学習計画（令和 3（2021）年度～） 

○第 4次東村山市子ども読書活動推進計画（令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度） 
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2. ひとの活力の向上 

施策 16 スポーツまちづくりの推進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○市民のスポーツニーズが多様化している反面、公共スポーツ施設の利用者は固定化され、利

用する施設に偏りが生じています。限られた公共スポーツ施設が多くの市民に有効活用され

るよう、老朽化に伴う改修や建替えにあわせた施設の再編が長期的な課題となっています。 

○子どもにとってスポーツは多様な人とのコミュニケーションや運動の楽しさを学ぶ場でもあ

り、健全な育成に役立っています。しかし、現状では、「スポーツ＝競技スポーツ」という意

識が強く、スポーツ離れが問題となっており、きっかけづくりや無関心層の掘り起こしが重

要となっています。また、「人生 100年時代」を見据え、健康寿命の延伸に結びつく健康づく

りが課題となっています。 

○市民大運動会をはじめとする地域スポーツ活動は、近年は参加者の固定化や減少傾向が見ら

れる一方、新たなスポーツニーズも生まれてきており、スポーツ活動の内容やあり方等の時

代に即した見直しが必要となっています。 

○東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、スポーツを通じて多様性の理

解が促進されるよう、さまざまな人がスポーツに触れることができる機会の創出が求められ

ています。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後、人の移動や、対面、多くの人が集まる催物

等が制限されることが考えられることから、ICT等を活用したスポーツの促進が課題となり

ます。 

スポーツに親しめる環境が整っており、スポーツを

通じた自己実現の達成や人と人との交流が盛んに行

われている 

 日頃からスポーツをする人が増え、健康・体力づくりが図られている 

 子どもたちにスポーツを気軽に楽しめる機会が提供されている 

 地域でスポーツイベント等が行われ、市民同士が交流している  

 スポーツを通じ、多様な人の社会参加が促され、共生社会が実現され

ている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①スポーツ環境の整備 

○身近な環境でスポーツに親しむことができるよう、公園や施設等、既存の資源を活かし、ス

ポーツに親しめる環境づくりを検討します。 

○人口構成の変化や、スポーツに対するニーズの変化等を踏まえ、PFI/PPPなどの民間活力の

活用も視野に入れ、公共スポーツ施設のあり方の検討を進めます。 

②スポーツを通じた健康・体力づくりの推進 

○子どものうちからスポーツや運動に親しみ、楽しさを体感してもらうため、スポーツや運動

を気軽に楽しめる機会の創出に取り組みます。 

○「人生 100年時代」の中でいきいきと自立した生活を送ることができるよう、保健推進員等

と連携を図りながら、地域におけるスポーツを通じた健康づくりを推進します。 

③地域スポーツ活動の推進 

○だれもが地域で気軽にスポーツに親しみ、市民同士の交流が活性化するよう、地域の関係団

体と連携を図り、時代やニーズに応じたイベントの開催等を通じて地域のスポーツ活動を推

進します。 

④スポーツを通じた共生社会の推進 

○年齢、性別、国籍、障害の有無等に関わらず、互いを理解・尊重する共生社会の実現を目指

し、障害者スポーツやユニバーサルスポーツ等を通じた交流や理解促進の機会創出に取り組

むとともに、スポーツを支えるボランティアの育成や活躍の場の提供及び確保を推進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 ○12子ども・若者の成長支援 

○19高齢者への支援 ○20健康づくりの推進 ○21地域につながるコミュニティづくり 

○22ダイバーシティ・共生社会の実現 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 2次生涯学習計画（令和 3（2021）年度～） 

○東村山市スポーツ施策基本方針（令和元（2019）年度～） 
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2. ひとの活力の向上 

施策 17 歴史・文化の保護・振興 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○市内には、国の重要文化財指定が決定した下宅部遺跡出土品や、国宝建造物である正福寺地

蔵堂等、特色のある文化財が多く残されています。貴重な歴史・文化的財産を守るとともに、

多くの市民が知り、学び、地域への愛着意識を高めることができるよう、文化財の適切な保

護と活用を図っていくことが課題となっています。 

○東村山ふるさと歴史館や八国山たいけんの里では、東村山市の貴重な歴史や伝統、文化に関

する常設展示のほか、企画展示、各種講座、体験学習事業を開催していますが、利用者の減

少や設備の老朽化が問題となっています。市の歴史や伝統、文化を次世代へ継承するための

拠点整備や取組の充実が課題となっています。 

○下宅部遺跡は、縄文時代や古代のくらしが分かる貴重な資料が出土しており、令和 2（2020）

年度に国の重要文化財に指定されました。市固有の文化財として引き続き保護するとともに、

広く知られ、親しまれるための取組が課題となります。 

 

  

ふるさとの歴史や伝統、文化が大切に引き継がれ、

広く親しまれている 

 ふるさとの歴史や伝統、文化が適切に保護され、次世代に引き継がれ

ている 

 ふるさとの歴史や伝統、文化への理解や愛着が醸成され、地域で活か

されている 

 下宅部遺跡が歴史的な文化財として広く知られ、親しまれている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①文化財の保護と活用 

○縄文時代の貴重な資料が出土した下宅部遺跡等、特色ある有形文化財を保護するとともに、

無形民俗文化財を次世代に継承していくため、文化財の価値を広める事業を展開します。 

○歴史資料、民俗資料、考古資料等を適切に保存・継承していくため、東村山ふるさと歴史館

や八国山たいけんの里等の環境整備や管理運営の充実を図ります。 

②歴史や伝統、文化を活かした学びの充実 

○歴史資料、民俗資料、考古資料等の調査・研究の成果をもとに、より一層展示の充実を行う

など、分かりやすく親しみやすい普及・啓発に取り組みます。 

○歴史や伝統、文化を後世に継承していくための拠点である東村山ふるさと歴史館や八国山た

いけんの里等を学校教育や生涯学習の場として積極的に活用します。 

③下宅部遺跡資料の公開と活用 

○下宅部遺跡や下宅部遺跡出土品の保存・研究に取り組むとともに、市民との協働により下宅

部遺跡はっけんのもりの保護活動を推進します。 

〇国の重要文化財指定が決定した下宅部遺跡出土品や関係資料を保護・展示・活用するととも

に、体験事業等の講座を実施します。 

 

◆他施策との主な連携 
○6交流の促進 ○14教育内容の充実 ○15文化・生涯学習活動の推進 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 2次生涯学習計画（令和 3（2021）年度～） 
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2. ひとの活力の向上 

施策 18 支えあう地域福祉の推進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○高齢化の進行や核家族化、地域コミュニティの希薄化等を背景として、高齢者をはじめ支援

を必要とする人が増えています。働く意欲がありながらも年齢や家族状況等の理由により自

身での就労活動が困難な人、災害発生時等の避難に支援を必要とする人、契約等の法律行為

における意思決定が困難な人等への支援や、互いを認め、支えあう地域のつながりづくりが

課題となっています。 

○東村山市では、生活困窮者への複合的な支援により、就職へ結びつく成果が出ています。新

型コロナウイルス感染症拡大の影響による収入の減少に伴う相談の増加や、支援を必要とす

る世帯の事情が多様化・複雑化する中、将来にわたってその人に応じた自立を続けられるよ

う引き続き関係機関が連携して適切な支援を行うことが必要となります。 

○多種多様な障害のある方が東村山市で安心して暮らし続けるために、地域で共生できる土壌

づくりや地域生活を支える支援が求められています。また、近年は、障害のある方の高齢化

や親亡き後等への備えが課題となっているため、基幹相談支援センターを軸に地域で支えあ

うネットワークづくりが必要となっています。 

○自殺者は一時期よりも減少しているものの、未だ日本社会の重大な問題であり、自殺対策を

地域レベルで推進することが求められています。東村山市においても、自殺を個人の問題と

して捉えるのではなく、その背景に多様かつ複合的な原因があることを踏まえ、社会全体の

取組として自殺対策に取り組むことが必要となります。 

 

  

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 

 地域で支えあう環境があり、だれもが社会的つながりを持つことができ

る 

 だれもが必要な支援を受けることができ、その人に応じた自立ができ

ている 

 「生きることの包括的な支援」が進められ、自殺者が減少している 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①地域福祉活動の促進 

○社会福祉センターの機能を活用して、高齢者やひきこもっていた方等へ職業紹介・就労支援

を行うとともに地域の人のつながりづくりを進めます。 

○災害発生時等に避難行動要支援者へ円滑な支援が行えるよう、地域の支援者と情報を共有し、

要支援者名簿の活用方法や支援策を検討するなど支援体制の強化を図ります。 

○市民後見人の養成を進めるとともに、成年後見制度の利用促進を図ります。 

②生活困窮者支援の推進 

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて増加している生活困窮者を早期に把握し、安

定した生活が取り戻せるよう、相談支援や就労支援等を行うとともに、就労後も定着支援を

行うなど、個々の事情に応じた自立支援に取り組みます。 

○貧困の世代間連鎖を断ち切るため、生活に困窮している世帯の子どもたちに対する学習支援

の充実や居場所づくりを推進します。 

③障害者福祉の推進 

○住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、基幹相談支援センターを軸に地域の連携

を強化するとともに、時代に即したグループホームを設置するなど環境の整備を進めます。 

○個々の事情に応じた自立や就労を支援するため、就労情報の充実や、関係機関とのネットワ

ークの強化、さまざまな就労支援プログラム等の実施を通じて就労支援に取り組みます。ま

た、知的障害のある方の交流や余暇活動等、地域生活の支援に取り組みます。 

○地域の障害者福祉に従事する人材の育成や確保を推進します。 

④自殺対策の推進 

○だれも自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、関連分野や関係機関、地域等に

おける連携を図りながら自殺対策に取り組み、「生きることの包括的な支援」を推進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○15文化・生涯学習活動の推進 ○16スポーツまちづくりの推進 ○19高齢者への支援 

○21地域につながるコミュニティづくり ○22ダイバーシティ・共生社会の実現 

○27防災体制の強化 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 5次地域福祉計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度） 

○東村山市障害者福祉計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度） 

○東村山市障害福祉計画・障害児福祉計画（令和 3（2021）年度～令和 5（2023）年度） 

○東村山市自殺対策推進計画（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度）  
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2. ひとの活力の向上 

施策 19 高齢者への支援 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山市では、全国的な傾向と同様に平均寿命・健康寿命が延伸していますが、高齢者の増

加に伴って要支援・要介護者数も増加しており、今後、その傾向は加速するものと予測され

ます。令和 7（2025）年には団塊世代が後期高齢者となることで高齢者数が急増し、認知症

の方も増加すると予測されています。 

○衰えの兆候に本人や周囲が早期に気づき早期に対策を講じることができるような環境づくり

や、就労や生涯学習、地域での交流活動等を通じて主体的に社会参加ができる地域づくりな

ど、高齢者の介護予防と自立支援の推進が急務となっています。自然環境やスポーツ環境、

地域コミュニティ等、多様な地域資源を活用して効果的に取組を進めていく必要があります。

また、増大する介護ニーズに対応するために、生活支援の担い手や介護人材を確保すること

が必要となります。 

○要支援・要介護者数が増加するとともに、核家族化により、介護者の高齢化が進んでいます。

介護者の心身の負担軽減や孤立の防止のため、安心して相談ができる環境と情報の受け手に

寄り添った情報発信が求められます。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後、対面や、多くの人が集まる活動等が制限さ

れることが考えられることから、感染症流行下でも継続できる高齢者の支援が課題となりま

す。 

  

高齢者が地域の中で、その人らしく、安心していき

いきと暮らしている 

 高齢者が心身ともに健康でいきいきとした生活ができている 

 高齢者が個々の状況に応じて地域社会でその人らしく活躍している 

 高齢者が介護保険や高齢者福祉に関する必要な情報提供や相談を受け

ている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 

 



49 

 

◆５か年の施策の方向性 

①介護予防の取組による健康寿命の延伸 

○健康長寿の三本柱である「運動・栄養・社会参加」の観点からの支援を行い、感染症の流行

状況等も考慮しながら、高齢者が自ら積極的に介護予防に取り組む環境を整備します。 

○効果的な介護予防の取組を展開するために、医療と介護のデータを分析して活用を図ります。 

②住み慣れた地域で暮らし続けるための環境整備 

○高齢者が住み慣れた地域でいつまでもいきいきと生活ができるようにするため、地域での助

けあいの推進や、医療と介護の連携強化等を通じて、地域包括ケアシステム「東村山モデル」

を強化・推進します。 

○豊かな長寿社会の形成に向けて、高齢者一人ひとりの健康状態や生活状況に応じた運動や就

労、生涯学習、地域活動等の生きがいづくりを推進します。 

○認知症になってもその人らしく安心して暮らせる地域づくりのために、地域密着型サービス

の充実や、地域で活躍する認知症サポーターの養成、行方不明高齢者等捜索メールの配信、

見守り協定の締結等に取り組みます。 

○介護ヘルパーや事業者へ研修を実施するなど、介護人材の確保、育成に向けた支援の充実を

図ります。 

③相談支援体制と情報提供の充実 

○介護を受ける人や介護者の心身の負担軽減や孤立の防止に向けて、気軽に相談できる環境づ

くり等に取り組み、地域における支援体制を強化します。 

○介護に関する出張説明会や広報物を通じて、高齢者にも分かりやすい情報発信に取り組みま

す。 

 

◆他施策との主な連携 
○9起業・創業・多様な働き方の支援 ○16スポーツまちづくりの推進 

○18支えあう地域福祉の推進 ○20健康づくりの推進 ○27防災体制の強化 

○28地域安全の推進 ○29交通環境の整備 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 5次地域福祉計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度） 

○東村山市地域包括ケア推進計画（東村山市第 8 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

（令和 3（2021）年度～令和 5（2023）年度） 
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2. ひとの活力の向上 

施策 20 健康づくりの推進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○平均寿命が延び、高齢化が進む中で豊かな長寿社会をつくるため、いかに健康寿命を延ばす

かが課題となっています。だれもが生涯にわたって心身ともに健やかな毎日を送ることがで

きるよう、市民一人ひとりのライフステージに応じた主体的な健康づくりが必要です。個々

の健康づくりや地域における取組を支援していくことが求められます。 

○東村山市では、全国的な傾向と同様に、生活習慣病が増加しています。生活習慣病は、健康

長寿の最大の阻害要因となるだけでなく、医療費にも大きな影響を与えます。生活習慣病を

はじめとした疾病を予防する視点が一層重要となっています。 

○今後の高齢化の進行や社会の変化により、高齢者の診療の増加をはじめ、地域の医療ニーズ

の変化が予測されます。東村山市では、子育て世代が安心して出産・子育てできる地域医療

体制の充実も課題となっており、だれもが安心して診療を受けられる環境づくりが求められ

ています。また、新型コロナウイルス等の感染症の流行への対応が引き続き必要となるとと

もに、今後、首都直下地震等の大規模災害の発生が懸念されており、緊急時の医療救護体制

の整備が重要となっています。 

 

  

一人ひとりが生涯にわたって健やかに暮らしている 

 市民が主体的に健康づくりに取り組んでいる 

 市民が自分の体の状態に関心を持ち、疾病の予防や早期治療に取り組

んでいる 

 身近な地域で安心して医療を受けることができる 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①健康づくりの促進 

○市民一人ひとりが健康づくりや生活習慣の改善に取り組めるよう、健康教育や健康相談、情

報提供等を推進します。 

○食育、スポーツ、コミュニティづくり等の取組と連携しながら、市民の生涯にわたる健康づ

くりを支援します。 

○感染症流行時においても、感染防止を図りながら行うことができる屋外、屋内での活動に係

る情報提供を行うなど、心身の健康づくりを促進します。 

②疾病予防対策の充実 

○生涯にわたり健やかな毎日を送ることができるよう、健康診査、がん検診等の受診率向上対

策や、疾病に関する正しい知識の普及に取り組み、疾病の予防や早期発見、早期治療を促進

します。 

○医療機関と連携等を通じて、新型コロナウイルス等の感染症の拡大防止を図ります。 

〇感染症や予防接種に関する正しい知識の普及・啓発を進めるとともに、予防接種を受けやす

い環境を整備していきます。 

○食生活の改善や、口腔ケア、運動習慣の定着等により、生活習慣病の発症や重症化の予防に

重点を置いた対策に取り組みます。 

③地域保健医療体制の構築 

○地域で安心して健康相談や診療が受けられるよう、かかりつけ医の普及、定着を図るととも

に、医師会、歯科医師会、薬剤師会等との連携や、不足する診療科目等に対応した要請活動

を行うなど、地域の医療体制の充実を図ります。 

○災害時に迅速かつ適正に医療救護活動を行うため、関係機関が連携した実効性の高い災害時

医療救護体制を構築します。 

 

◆他施策との主な連携 
○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 ○10切れ目のない子育て支援  

○14教育内容の充実 ○16スポーツまちづくりの推進 ○19高齢者への支援 

○21地域につながるコミュニティづくり ○27防災体制の強化 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 5次地域福祉計画 地域保健計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度） 

○東村山市国民健康保険第 3期特定健康診査等実施計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）

年度） 

○東村山市国民健康保険第 2期データヘルス計画（保健事業計画）（平成 30（2018）年度～令

和 5（2023）年度）
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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 
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3. くらしの質の向上 

施策 21 地域につながるコミュニティづくり 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○社会の価値観やライフスタイルの多様化、新型コロナウイルス感染症拡大等により、コミュ

ニケーションのあり方が変化を続けています。さらに、今後、東村山市でも人口減少・少子

高齢化が進行することが予測されており、自治会の担い手の高齢化や不足により地域の支え

あいが難しくなることも懸念されます。 

○市民が豊かに暮らし続けていくためには、地域におけるさまざまなつながりの醸成が重要と

なります。市民や市民活動団体、民間事業者、行政が互いに地域課題の解決に向けて行動し、

協働するために社会環境や地域に合ったコミュニティづくりの支援を進めることが求められ

ています。 

○東村山市では、活動を担えない高齢者世帯や一人暮らし世帯等が増加し、自治会の加入世帯

数は減少傾向にあります。しかしながら、自治会は地域に根づいたコミュニティであり、地

域のコミュニティの醸成や課題解決に向けて自治会組織の活性化支援を進める必要がありま

す。 

 

  

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 

 多くの人が多様なコミュニティでつながり、活動を通じて地域課題の

解決に向かっている 

 自治会が活性化し、地域連携が進んでいる 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①地域のつながりづくりの支援 

○地域課題を市民が自主的に解決していくことができるよう、情報提供や相談、協働講座の開

催等、市民活動の活性化に向けた支援を行います。 

○市民や市民活動団体と民間事業者、行政が互いに自立したパートナーとして主体的に地域課

題を解決するため、協働を進める仕組みづくりに取り組むなど、公民連携を含めた協力関係

の強化を図ります。 

②自治会の活動支援 

○地域課題の解決に向けて、だれもが自治会の活動に参加し、地域でつながりが持てるよう、

自治会活動に関する情報提供の充実や地域課題の共有、自治会への加入促進等を推進します。 

○自治会が主体性を持ちながら地域活動に取り組むことができるよう、自治会と行政の連携・

協力体制の強化をするとともに、自治会だけでは解決できない地域課題に対応するため、市

民活動団体や民間事業者と協働できる仕組みを検討していきます。 

 

◆他施策との主な連携 
○10切れ目のない子育て支援 ○13教育環境の整備 ○15文化・生涯学習活動の推進 

○16スポーツまちづくりの推進 ○18支えあう地域福祉の推進  

○22ダイバーシティ・共生社会の実現 ○27防災体制の強化 ○28地域安全の推進 

 

◆関連する主な個別計画 
○市民活動の協働に関する基本的な考え方（平成 13（2001）年度～） 

○協働マニュアル（平成 23（2011）年度～） 

○東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針（平成 30（2018）年

度～） 

 

  

  



56 

 

3. くらしの質の向上 

施策 22 ダイバーシティ・共生社会の実現 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○価値観やライフスタイルの多様化が進む中、だれもが自分らしく暮らし、協力しあってより

よい東村山市をつくるためには、互いの個性を認めあい、尊重しあえる土壌が必要となりま

す。女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、SOGI（性的指向と性自認）等、多様な文化、

価値観や背景を持った人が共生できる社会構築を目指した取組が求められています。 

○東村山市に暮らす外国人は年々増加していますが、出入国管理及び難民認定法改正により、

今後もさまざまな言語を母国語とする外国人市民が増加することが予測されます。市民が相

互に理解し共生していくためには、コミュニケーション手段の確保が重要となります。外国

人や高齢者、障害者等、多様な市民に向けて、多言語や、だれにでも分かるやさしい日本語

を用いた情報発信、行政サービスの提供等、多様なコミュニケーション手段の充実が求めら

れます。 

 

 

  

一人ひとりが社会に包み込まれて、多様な個性が尊

重され、自分らしく生き、活躍している 

 多様な市民が互いに個性を理解しあい、尊重している 

 外国人や高齢者、障害者等、だれにとっても分かりやすい情報発信や

コミュニケーションが図られている 

 性別に基づく固定的な役割分担意識にとらわれず、自分らしい生き方

ができ、活躍している 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①多様性の理解促進 

○女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、SOGI（性的指向と性自認）等、多様な文化、価値

観や背景を持った人の理解促進のための講座や交流等、啓発事業を充実させ、多様性の相互

理解を図ります。 

〇LGBTなど性的マイノリティの方を対象とした支援策を検討します。 

②だれもがコミュニケーションしやすい環境の充実 

○外国人や高齢者、障害者等、だれにとっても分かりやすい内容での情報発信やコミュニケー

ションを市民や職員に周知し、浸透を図ります。また、市役所において日本語が不慣れな外

国人の方も安心して相談できる体制づくりを推進します。 

○災害時の外国人支援に向けて、ボランティアや関係団体とともに研修や訓練を行い、災害時

の多言語支援センターの体制づくりを推進します。 

○外国につながる子どもが日本語でコミュニケーションをとれるよう、ボランティアの人材育

成等を行い、日本語教育支援を進めます。 

③女性の活躍支援 

○マザーズハローワーク等との連携を強化し、就職・再就職したい女性に向けて情報提供や相

談、研修を通じた就職支援を行います。また、就職情報室利用者向けに保育サービスを実施

し、子育て中の女性の就職活動を支援します。 

○性別に基づく固定的役割分担意識や偏見等の解消に向けて、情報誌や講座等を通して意識啓

発や情報提供を行います。 

 

◆他施策との主な連携 
○6交流の促進 ○9起業・創業・多様な働き方の支援 ○14教育内容の充実  

○18支えあう地域福祉の推進 ○21地域につながるコミュニティづくり  

○23人権・平和意識の醸成 ○27防災体制の強化 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 2次多文化共生推進プラン（平成 30（2018）年度～令和 4（2022）年度） 

○東村山市第 3次男女共同参画基本計画（平成 29（2017）年度～令和 4（2022）年度） 

 

  



58 

 

3. くらしの質の向上 

施策 23 人権・平和意識の醸成 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○少子高齢化、国際化、情報化等の社会環境の変化の中で、人権問題は多様化・複雑化してい

ます。女性への暴力、子どものいじめ、高齢者や障害者への虐待、新型コロナウイルス感染

症に関する感染者や医療従事者等への偏見、外国人の人権問題、同和問題等のほか、インタ

ーネットによる人権侵害、刑を終えて出所した人の就職差別、犯罪被害者や SOGI（性的指

向と性自認）へのハラスメント等、今日の人権問題は多岐にわたっており、それらに対応し

たきめ細かい相談支援体制の構築や、子どもから高齢者まで多様な市民に向けた人権啓発・

人権教育の機会の充実が求められます。 

○東村山市には東京で唯一の国立ハンセン病療養所「多磨全生園」があり、人権問題を象徴し、

その歴史を学ぶ場ともなっています。市は、多磨全生園の 110年を超える歴史と人権の尊さ

を永く後世に伝えるため、「いのちとこころの人権の森宣言」に基づき、さまざまな啓発事業

に取り組んできましたが、今後は、多磨全生園やハンセン病を知らない人へと周知・啓発を

さらに広げることが課題となっています。また、多磨全生園入所者自治会が多磨全生園の豊

かな緑や歴史的価値を持つ建造物、史跡を保全・保存するために立ち上げた「人権の森」構

想の実現に向けて取組を進めていくことが重要となります。 

○戦争体験者がいなくなる中で、後世に戦争の悲惨さと平和の大切さをいかに伝えるかが課題

となります。映像等の記録資料による学習に加え、実際の戦争遺産を訪れるなど、戦争や平

和について、自分とのつながりを持って感じ考える機会をつくることが今後より重要となっ

てきます。 

  

一人ひとりが平等に人権を尊重され、自分らしく生

き、活躍している 

 だれも差別されることがなく、平等に人権が尊重されて暮らしている 

 一人ひとりが平和の大切さを理解し、自分らしく生き、活躍している 
具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①人権啓発の充実 

○これまでの人権啓発活動や相談事業を継続するとともに、多様化する人権問題に対応してい

くため、人権擁護委員と連携しながら、多様な人権問題の啓発や相談体制の強化、DV の保

護救済対応等の取組を進めます。また、子どもたちが自他の生命を尊重し、人間性豊かに成

長できるよう、人権教育や道徳教育の充実を図ります。 

○DV の被害者・加害者にならないための早期教育として、若年層への出張講座等を実施する

など、暴力を容認しない意識啓発に取り組みます。 

②「人権の森」構想の推進 

○貴重な財産である多磨全生園の緑や歴史が、人権意識を高めるとともに、地域に永く親しま

れる場となるよう、多磨全生園や多磨全生園入所者自治会等との意見交換を通じ、「人権の森」

構想の実現に向けた具体的な取組を検討し、推進します。 

○多磨全生園の散策ツアー、清掃ボランティア、語り部講演会、学ぶ講座等、これまで行って

きた人権の森を活用した啓発事業に継続して取り組むとともに、多磨全生園やハンセン病を

知らない人の参加を促進します。 

③平和意識の醸成 

○後世に戦争の悲惨さと平和の大切さを伝え、だれもが等しく自分らしく生き、活躍できる平

和な社会を推進するために、平和意識の醸成に向けた啓発事業や地域の戦争・平和学習を市

民とともに推進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 ○14教育内容の充実  

○22ダイバーシティ・共生社会の実現 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市第 3次男女共同参画基本計画（平成 29（2017）年度～令和 4（2022）年度） 

○第 2次東村山市都市計画マスタープラン（令和 3（2021）年度～2040年代） 

○東村山市みどりの基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 
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3. くらしの質の向上 

施策 24 地球環境にやさしいライフスタイ
ルの推進 

 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○地球温暖化が進み、日本においても気温の上昇が見られ、21世紀末にはさらに気温が上昇す

ると予測されています。地球温暖化の原因となる CO2等、温室効果ガスの排出量を削減する

ため、省エネ低炭素型の製品・サービス・行動等、環境に配慮したライフスタイルを地域か

ら実践し、市民、民間事業者、行政が共に低炭素なまちづくりの推進を図っていく必要があ

ります。 

○地球環境の保全のためには、省エネルギーの促進や、温室効果ガスを排出しない再生可能エ

ネルギーの利用促進等、エネルギー資源の適切な利活用を進めるとともに、環境への負担軽

減を目指した自然環境や生態系の重要性の理解、環境に配慮した消費行動等に関する周知啓

発が重要となります。 

 

 

  

低炭素社会の実現に向けて、市民が地球環境にやさ

しいくらしをしている 

 環境に配慮した生活や事業活動が普及し、市内で排出される温室効果

ガスが減っている 

 創・省エネルギーが進み、市内の再生可能エネルギーの利用割合が増

えている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①温室効果ガス削減の推進 

○低炭素社会の実現を目指し、行政が率先して公共施設からの温室効果ガスの排出削減に取り

組むなど、環境に配慮した行動の実践を推進します。 

○家庭や事業者等に向けて、自動車運転や家電利用等、実践可能な CO2排出抑制行動による環

境保全の周知啓発を行います。 

②地球にやさしいエネルギー利用の促進 

○環境にやさしいまちづくりを進めるため、エネルギーの利用に関する将来ビジョンを策定し、

市民、事業者等と連携しながら、再生可能エネルギーの地産地消の促進を検討していきます。 

○省エネ機器や発電設備等への助成を通じ、エコで持続可能なライフスタイルの実践を促しま

す。 

③環境・消費者教育の推進 

○地球環境の保全に向けて、自然環境や生態系の保全等に関する環境教育や周知啓発を進め、

環境への負担軽減を図ります。 

○自然災害の防止にもつながる多摩産材等の循環利用や、地球環境への負荷が少ない住宅、商

品等、環境に配慮したエシカル消費や地産地消といった消費者教育を進めます。 

 

◆他施策との主な連携 
○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 ○25循環型社会の形成 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市環境基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 
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3. くらしの質の向上 

施策 25 循環型社会の形成 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○全国的に見て、東村山市の市民一人一日あたりのごみ量は少なく、資源化の水準は高い状況

にあります。近年は、限りある天然資源の持続可能な活用をはじめ、プラスチックごみによ

る海洋汚染の深刻化への対応、食品ロス削減等が世界的な課題となっており、循環型社会の

実現に向け、今後もさらなるごみ減量・再資源化の取組が重要となります。 

○高齢化や核家族化の進行により、ごみ出しが困難な高齢者が増えることが予測されます。衛

生的で快適な生活環境を守るため、社会状況の変化に対応した取組を実施していく必要があ

ります。 

○現在のごみ焼却施設は竣工から約 40 年稼働し、施設の老朽化が進んでいます。将来にわた

って安全で安定的なごみ処理を継続するため、新たなごみ焼却施設の整備に向けて、「ごみ処

理施設整備基本方針」に基づいて市民の意見を踏まえた検討・整備を計画的に進めることが

重要となります。 

 

  

循環型社会の実現に向けて、ごみの減量、再資源化、

安定的なごみ処理により、持続可能な資源活用が図

られている 

 市内で排出されるごみが減っている 

 低炭素、循環型社会に配慮した、安全で安定的なごみ処理と再資源化

が行われている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①ごみの発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用の推進 

○循環型社会の実現に向けて果たすべき役割や責任を認識し、市民や事業者とともに、食品ロ

ス削減等のごみの発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用の取組を進めます。 

○市民、事業者が、ごみの発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用に関する知識を身につけ、

自主的な取組ができるよう、出前講座や施設見学等さまざまな場を通じて、環境学習の機会

や情報の提供を行います。 

②円滑かつ適正なごみの収集運搬と処理 

○生活環境に支障が出ないよう、円滑かつ適正なごみの収集運搬と処理を継続して実施してい

きます。 

③ごみ処理施設等の維持・整備 

○安全で安定的なごみ処理と再資源化を行うため、ごみ処理施設と資源化施設の計画的な維持・

整備を行います。 

○新しいごみ焼却施設の建設に向け、進捗状況に応じた市民参加の手法を取り入れながら計画

的に整備を進めます。 

 

◆他施策との主な連携 
○14教育内容の充実 ○18支えあう地域福祉の推進 ○19高齢者への支援 

○24地球環境にやさしいライフスタイルの推進 

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市環境基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市一般廃棄物処理基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市ごみ処理施設整備基本方針（令和元（2019）年度策定） 
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3. くらしの質の向上 

施策 26 良質な生活環境・住環境づくり 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○東村山市は住宅都市として発展してきたことから、良好な生活環境が現在の強みの一つとな

っています。今後も住みやすい、暮らしやすい環境を整え、市民の定住や転入者の増加を図

ることが課題となっています。また、現在、東村山市の空き家率は全国平均と比較すると低

いものの、今後、人口減少が進行することで空き家は増加するものと予測されます。防災や

防犯の観点からも、空き家の発生予防、適切な管理、利活用を促進することが課題となりま

す。 

○マンションの老朽化と区分所有者の高齢化に伴い、管理不全な状態にあるマンションが増加

しており、戸建て住宅の空き家とともに、適切な維持管理が安全で安心な住環境を保つうえ

での大きな課題となっています。同様に、公営住宅等の住宅セーフティネット機能は、今後

も需要が見込まれる一方、その維持管理経費の増加への対応が課題となっています。子育て

や介護等の観点からも、市民の住みよい環境の確保は重要であり、安心して暮らすことがで

きる多様な支援のあり方を考えていく必要があります。 

 

 

  

良質な生活環境・住環境が確保され、安全・安心に

暮らしている 

 公害防止や地域美化等が進み、良好な生活環境が保たれている 

 管理されていない空き家の発生が抑制されている 

 だれもが安心できる住まいで暮らしている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①生活環境・住環境の改善 

○市内の生活環境を保全するため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等、公害防止に向けた調査や指導等を行います。また、害虫

害獣等の発生に対する情報提供や基礎的知識の普及啓発を行います。 

○公共の場における喫煙のマナーアップ、地域美化清掃への支援等の取組を進め、さまざまな

人が快適に暮らすことができる生活環境の整備を進めます。 

○現在の空き家所有者への支援に加えて、だれもが空き家の当事者・所有者になりえることを

周知啓発することにより、空き家の発生を未然に防ぎ、空き家総数の増加の抑制を図ります。 

○管理の不適切な空き家の減少を図るため、相談窓口や、空き家の利活用希望者へのマッチン

グなどを通じた支援に取り組みます。 

②安全・安心な住宅の確保 

○安全な住環境の確保のため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に

基づき、東京都と連携しマンションの管理状況等の把握を進めます。 

○市営住宅の適切な維持管理により良質な住環境の提供と確保を行うとともに、さらなる効率

的な運営を行うための検討を進めます。 

○多様なライフスタイルや市民の変化に対応した住環境の支援を図るため、同居・近居等の居

住支援、高齢化に対応した住宅改修等への補助、住宅確保要配慮者への居住支援等、多様な

住環境の確保のあり方を検討します。 

○ブロック塀の倒壊等による事故を未然に防ぐため、市内の老朽化したブロック塀の撤去や建

替えを促進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進  

 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市環境基本計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市耐震改修促進計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市公営住宅等長寿命化計画（令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

○東村山市空家等対策計画（平成 30（2018）年度～令和 4（2022）年度） 

○東村山市公共施設等総合管理計画（令和 3（2021）年度～） 
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3. くらしの質の向上 

施策 27 防災体制の強化 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○近年、全国的に大規模な自然災害が頻発しており、東村山市でも台風や大雨による河川の溢

水や土砂災害が懸念されます。また、今後 30 年ほどの間に首都直下地震等の大規模な地震

が発生する確率が 70％と想定されることから、災害発生を想定したまちづくりが課題となっ

ています。新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、感染症流行時の災害対応を想定する

ことも必要となっており、都市基盤整備や健康福祉分野等の広い分野と連携し、被害の軽減

や対応の迅速化に向けた視点を共有するとともに、市民や関係機関との連携の強化を進めて

いくことが求められています。 

○これまでの大規模震災の教訓を踏まえ、震災発生時の応急活動の生命線となる緊急輸送道路

等の広域的な道路ネットワークの確保や、地域の避難所の体制づくり、早期の復旧復興を図

ることを目的とした災害廃棄物の適正な処理等、さまざまな課題が考えられます。 

○大規模災害発生時の避難所の開設や運営体制は、地域住民を中心に整備されてきましたが、

今後はその成熟度を高めていくとともに、地域全体の防災基盤づくりや要配慮者への対応等、

市民一人ひとりの意識形成を図ることや地域の主体的な活動の充実・強化を促していく必要

があります。備蓄品については大規模地震の避難想定を踏まえた整備を進めてきましたが、

必要な資機材・用品の見直しや拡充を進めていく必要があります。 

 

  

市民、地域、行政により災害に備えたまちづくりが

進められ、災害の脅威から市民の命が守られている 

 災害に備えたまちづくりや対応体制の強化が進んでいる 

 市民や地域の防災力が高まり、災害時には実効性の高い災害対応行動

をとることができる 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①災害対応体制の強化 

○大規模自然災害時に人命を守り、経済への被害が致命的にならず迅速に回復するという、強

さとしなやかさを備えたまちを平時から構築していくための新たな計画を策定するとともに、

自助、共助、公助の 3つの視点から感染症流行時も想定した災害発生時の応急対策の強化を

図るなど、災害に強いまちづくりに取り組みます。 

○災害発生時の医療対応や帰宅困難者対策、広域連携支援等を迅速に行うため、医療機関・民

間事業者・他自治体等との協力体制を強化していきます。 

○災害発生時の被害軽減や緊急輸送道路の確保による応急活動の円滑化のため、建物所有者の

事情等を踏まえた建築物耐震化を東京都や他区市町村と連携して展開していきます。 

○災害発生時の対応を地域で連携して円滑に行うため、防災行政無線、メールやアプリ等の多

様な手段を活用して確実に災害情報を市民に伝達するとともに、災害発生時の避難所や緊急

医療救護所、関係機関との連携強化を進めます。 

○災害時のごみ処理を迅速・円滑かつ適正に行うため、収集運搬と処理の想定や、民間事業者、

他自治体等との協力体制の強化等、災害発生時を想定した体制の構築を進めます。 

②地域防災力の強化 

○大規模災害による避難所開設を想定し、適切な備蓄場所の確保と必要な資機材や生活用品等

の備蓄等、避難所施設の機能強化を計画的に進めます。 

○災害発生時の避難所の運営を確実、円滑に実施するため、各避難所運営連絡会への地域住民の

主体的な参加や協力を呼びかけるなど、地域と行政が協力した運営体制の構築を推進します。 

○地域の防災力を高めるため、防災アプリ等を活用した災害情報の共有や、自主防災組織等の

活動の普及啓発、地域の防災訓練の充実等により、自助・共助の取組を促進します。 

○地域の災害対応力を強化するため、消防団の装備等を計画的に拡充・更新するとともに、組

織的活動を行ううえで十分な消防団員の確保を支援します。 

○災害発生時に高齢者、障害者等の配慮を必要とする人へ適切な支援を行うため、地域の支援

者や関係機関との情報共有や役割分担等を行い、連携体制の強化を進めます。 

 

◆他施策との主な連携 
○1適切な土地利用の推進 ○3緑・水辺の保全・活用と公園の整備・維持管理 

○4道路の整備・維持管理 ○5下水道の整備・維持管理と治水対策 

○13教育環境の整備 ○18支えあう地域福祉の推進 ○19高齢者への支援  

○21地域につながるコミュニティづくり ○22ダイバーシティ・共生社会の実現 

◆関連する主な個別計画 
○東村山市国土強靭化地域計画（令和 3（2021）年度～） 

○東村山市地域防災計画（令和 3（2021）年度～） 

○東村山市災害廃棄物処理計画（平成 30（2018）年度～）  
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3. くらしの質の向上 

施策 28 地域安全の推進 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆現状と将来予測からみた課題 
○全国的に子どもや高齢者、自転車が関与する交通事故件数が多い状況にあります。今後は、

さらに高齢化が進行するとともに、交通手段が変化することが考えられることから、引き続

き、そのときどきの状況に適した交通事故の抑制・防止に取り組んでいくことが重要となり

ます。 

○犯罪被害を抑制するために、東村山市全体で防犯意識を高め、地域や団体の見守りなどを通

じて犯罪を未然に防ぐ取組が重要となります。市では、高齢者を狙った特殊詐欺が多発し、

被害件数が増加傾向にあります。今後も高齢化の進行等の社会状況の変化を踏まえ、地域の

防犯意識を醸成するとともに、警察、防犯協会等の関係団体と連携した地域の防犯力の強化

が求められています。 

○民法改正による成人年齢の引き下げや、インターネット・IoT の普及を背景に、今後、若年

層が消費トラブルに巻き込まれる件数が増えることが予想されます。また、架空請求や高齢

者を狙った詐欺等、詐欺の手口は高度化・複雑化しています。特に若者や高齢者を犯罪から

守る取組が必要となります。 

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後、対面を伴う相談等が制限されることが考え

られることから、ICT等を活用した相談体制の充実が課題となります。 

 

  

交通事故や犯罪など、生活上のトラブルの不安がな

く、安全・安心に暮らしている 

 市民一人ひとりの安全意識が高まり、交通事故の抑制・防止が図られ

ている。 

 市民の防犯意識、地域の防犯力が向上し、地域の犯罪の抑制・防止が

図られている 

 だれもが安全・安心にトラブルのない消費生活を送っている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①交通安全の推進 

○市民一人ひとりが交通ルールやマナーを守って安全に通行できるよう、警察等の関係機関と

連携し、子どもや高齢者、自転車利用者を中心に、交通安全意識を高めるための啓発活動を

進めていきます。 

○高齢者の自動車利用について、安全に運転するための情報提供や、公共交通機関の利用促進

に向けた周知啓発等の取組を進めます。 

②地域防犯力の強化 

○犯罪の未然防止のため、防犯関係団体と協力しながら、犯罪動向を把握し、流行の犯罪手口

を被害想定者へ周知啓発する取組等を進め、地域全体の防犯意識の向上を図ります。 

○地域の防犯力を向上させるため、防犯カメラや防犯街路灯の設置を促進するなど、地域の防

犯対策の支援を推進し、市民同士の見守りや防犯環境の充実を図ります。 

③安全な消費生活への支援 

○成人年齢引き下げによる契約等のトラブルを未然に回避するため、若年層を対象とした出前

授業や SNS等により、契約に関する知識やトラブル回避策等の周知啓発を進めます。 

○高齢者の消費被害防止のため、見守り協定を結んでいる団体や消費者団体、民生委員、社会

福祉団体等と協力して、高齢者の見守り体制や、消費生活センターにつなぐための連絡協力

体制を構築します。 

○消費生活センターによる支援の充実に向けて、高度化・複雑化するトラブルに対応するため

の消費相談員の育成や、若者や高齢者に向けた相談体制の充実を進めるとともに、トラブル

予防策の啓発や消費生活センターの活用に向けた周知等、広報活動の充実に取り組みます。 

 

◆他施策との主な連携 
○4道路の整備・維持管理 ○12子ども・若者の成長支援 ○13教育環境の整備  

○19高齢者への支援 ○21地域につながるコミュニティづくり ○29交通環境の整備 

 

◆関連する主な個別計画  
○第 3次東村山市交通安全計画（令和 3（2021）年度～令和７（2025）年度） 
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3. くらしの質の向上 

施策 29 交通環境の整備 
 

◆施策がめざす姿 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆現状と将来予測からみた課題 
○東京都内の人口動態を見ると、都心から遠い地域から人口減少へ転じており、都心へのアク

セス性の改善は人口面から重要な課題となっています。また、高齢化やライフスタイルの変

化により、マイカー中心のくらしから多様な交通手段を利用するくらしへの転換を望む人が

増え、公共交通の需要は高まっています。今後さらに高齢化が進む中、高齢者の移動手段の

確保において、公共交通は一層重要な要素となることが予想されます。一方、ICTの進展に

よって買い物や診療、通勤等に移動を要しなくなる可能性や、自動運転等の技術革新により

多様な移動サービスが充実していくことも予測されており、社会の変化を踏まえながら地域

に合った公共交通の姿を検討する必要があります。 

○子どもや高齢者が巻き込まれる交通事故が多い状況にあるため、市民が自転車や徒歩で安全

に通行できる環境を整えていく必要があります。路上放置自転車は依然として多く、視覚障

害者のための点字ブロックの上に放置されるケースもあり、道路通行上の問題となっていま

す。多様な市民の円滑な移動のために、バリアフリー化の促進にも取り組んでいく必要があ

ります。 

 

  

便利・快適な交通手段によって、生活に必要な移動

ができ、いきいきと暮らしている 

 多様な交通手段により、市内の公共交通空白・不便地域が解消され、

日常生活に必要な移動ができる仕組みができている 

 公共交通による広域的な移動の利便性向上に向けた取組が進んでいる 

 移動手段によって道路の住み分けがされ、安全に移動できる環境が整

っている 

具体的な 
イメージ 

 

◆対応する 
主な SDGs 
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◆５か年の施策の方向性 

①便利で持続可能な移動手段の整備 

○地域にとって望ましい持続可能な公共交通ネットワークを形成し、公共交通空白・不便地域

の解消を図るため、鉄道、タクシー、バス等、公共交通の現状や、自動運転等、将来に予測

される技術開発を踏まえ、新たな移動手段の検討を進めます。 

○市内にある交通資源を有効に活用し、高齢者、妊婦等、歩行距離に制約がある方が安心して

移動できる仕組みを検討します。 

○バス利用環境の向上に向けた取組を進めるとともに、コミュニティバスの路線最適化に向け

て、運行事業者と情報交換・連携を図りながら、市民のニーズを踏まえた運行改善の検討を

行います。 

②広域的な移動の利便性向上に向けた取組の推進 

○都心への交通アクセスの利便性を高めるため、市内の鉄道路線と都心の鉄道路線との相互乗

り入れの要請に向けて気運の醸成を図ります。 

○成田空港等へのシャトルバスの市内乗り入れの要請に向けた取組を進めます。 

③安全で快適な移動環境の整備 

○警察署と連携した「ゾーン 30」による自動車事故の危険が抑制された道路環境の整備や、グ

リーンベルト設置による歩行者通行帯の明確化、自転車専用レーン整備による歩行者・自転

車・自動車の通行帯の明確化等を通じて、だれもが安全に移動できる道路交通空間を確保し

ます。 

○自転車放置禁止区域の見直し・更新を検討するとともに、駐輪場管理運営方法を見直し、放

置自転車の抑制につなげられる環境整備を進めます。 

○鉄道駅の安全性や利用環境の向上に向けて、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律」や「東京都福祉のまちづくり条例」に沿って、駅構内のエレベーターやホームド

アの設置等のバリアフリー化を関係機関と調整・協力して推進します。 

 

◆他施策との主な連携 
○4道路の整備・維持管理 ○19高齢者への支援 ○28地域安全の推進 

 

◆関連する主な個別計画 
○第 2次東村山市都市計画マスタープラン（令和 3（2021）年度～2040年代） 

○第 3次東村山市交通安全計画（令和 3（2021）年度～令和 7（2025）年度） 

○（仮称）東村山市地域公共交通計画（期間未定） 

○東村山市第 5次地域福祉計画（平成 30（2018）年度～令和 5（2023）年度）  
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 計画推進のための都市経営 

今後、人口減少・少子高齢化の進行、施設の老朽化等の変化が一層進み、経営資源の制約

がさらに厳しくなると予想される中で、基本構想に掲げた将来都市像「みどり にぎわい い

ろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」を実現するためには、計画の推進を下支えするスマー

トな都市経営が必要不可欠です。 

前期基本計画においては、第 6章「分野別計画」に定める各施策を効果的・効率的に推進

するために、東村山市が持つヒト・モノ・カネ・情報の経営資源を有効に活用する行政経営

と、多様な主体と連携・協力する地域経営を通じて都市経営を推進し、持続可能な施策展開

を図っていきます。 

前期基本計画を推進するための都市経営の考え方と方向性は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

職員の育成と組織力の向上 

経営資源が限られる中、さらに高度化・多様化することが予想される行政課題に的確に対応し、

持続可能なまちづくりを推進していくためには、今後、職員と組織の力をより一層高めていく必

要があります。 

このため、さまざまな困難な課題に対して果敢に挑戦しようとする高い志と、前例にとらわれ

ることなく、新たな技術や手法を柔軟に活用することのできる豊かな創造性をあわせ備えた人材

確保と育成に取り組みます。また、各分野の高度化・複雑化する業務に対応していくため、特化

した知識や経験を持った専門人材の活用を図ります。 

あわせて、社会状況の変化や市民ニーズに即応した組織体制を構築するとともに、時差勤務や

テレワーク等によって職員の多様な働き方やワーク・ライフ・バランスを推進し、職員一人ひと

りが意欲とやりがいを持って公務に取り組むことができる職場環境の創出に取り組みます。 

 

資産マネジメントの推進 

人口増加に対応し集中的に整備した公共施設が今後一斉に建替えの時期を迎えます。将来の人

口減少や少子高齢化も予測されることから、限られた経営資源を考えると、今ある公共施設の全

てを今までどおりに維持していくことは、もはや不可能な状況です。こうした状況において、公

共施設に依存せず、公共サービスの提供を持続可能なものとすることが、今後の都市経営におい

て重要な考え方となります。 

資産マネジメントを経営のツールと捉え、今後は学校施設を核として複合化・多機能化を基本

◆対応する 
主な SDGs 
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に公共施設を再編し、地域コミュニティや防災の拠点等の役割をあわせ持った施設としていきま

す。また、公民連携、資産活用等の手法や、IoT、スマートシティ等における情報技術等を活用す

ることで、市民のライフスタイルやニーズの多様化、社会環境の大きな変化に対応する持続可能

な公共サービスを提供していきます。 

 

行財政運営 

人口減少・少子高齢化によって税収は減少する一方、社会保障関係費や公共施設の老朽化

への対応経費は増大が見込まれるなど、今後の財政運営は厳しいものになると予想されます。

そのような状況においても多様化する課題に対応し、よりよいまちづくりを進めるためには、

計画的な行財政運営を行い、柔軟で健全な財政基盤を維持することが重要となります。 

そのため、ヒト・モノ・カネ・情報の経営資源の適切な配分とリスクマネジメントにより、

行財政運営の効率化を図るとともに、計画を機軸としたマネジメントサイクルの推進等を通

じて質の向上に取り組みます。 

また、東村山市の全ての会計において、積極的な財源確保とともに、利便性や生産性の向

上を主眼とする新たな発想による事業の見直しや、資産の活用等により財源を生み出すこと

を通じ、健全で安定した財政基盤の確立を図ります。今後の増大が見込まれる社会保障関係

費は、市の財政運営に大きな影響を与えるものと懸念されます。国民健康保険制度、後期高

齢者医療制度、介護保険制度等の社会保険制度について、介護予防や医療費の適正化等に取

り組むことで財政基盤の健全化を図り、市民の安心を支えていきます。老朽化への対応の増

大が見込まれる下水道会計についても、公営企業会計を活用し、長期的な視野に立って安定

的な運営を行うことを通じて、生活基盤の確保を図っていきます。 

 

ICTの活用等による市民サービスの向上と業務の効率化 

市民の生活に密接に関係する基礎自治体は、市民ニーズや社会環境の変化に適時に対応し、

よりよい市民サービスを提供し続けることが求められます。一方で、限りある経営資源の中

で、市民サービスを維持・向上していくためには、業務の効率化が必要となります。 

変化に対応した市民サービスを提供するため、申請書類等の電子化・簡素化やマイナンバ

ー制度の利活用、今後増加が予想される外国人や高齢者への対応等を進めるとともに、めざ

ましい発展が見られる ICT・AI 等の新技術やデータの利活用をまちづくりのあらゆる分野

に積極的かつ適切に取り入れ、市民のくらしの利便性向上を図っていきます。 

業務を進めるにあたっても、地域課題の増加や人材の不足等により将来に向けて行政運営

が厳しくなることを見据え、ICT・AI等の新技術を活用し、公文書の電子化や電子決裁、チ

ャットボットの利用、RPA（ロボットによる事務処理の自動化）の活用等といった新たな情

報基盤の検討・整備を進めるとともに、行政事務の簡素化、業務プロセスの再構築、データ

の利活用等により業務の効率化・合理化を図ります。 
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また、ICT・AI等の新技術の活用やテレワーク等を推進することで、新型コロナウイルス

感染症拡大等の非常時にあっても柔軟に市民サービスや業務を継続できる弾力ある環境づ

くりを進めます。 

 

多様な主体との連携・協力 

社会の成熟化に伴って、地域課題が多様化・複雑化し、行政が持つノウハウやアイデア、

経営資源だけでは解決が難しい課題が増えてきています。相互に絡みあう地域課題も増えて

いる中で、さまざまな能力や資源を持つ主体がまちづくりの担い手として連携し、横断的に

課題解決を図っていく視点が重要となっています。 

東村山市では、これまでも協働によるまちづくりを積極的に進めてきましたが、オープン

データ等により地域の課題や情報の共有のための環境整備を進めるとともに、市民、民間事

業者や教育機関等、多様な主体との連携につながるような交流の場づくり等に取り組み、今

後も一層、まちづくりの担い手を広げ、それぞれが主体的に活躍しやすい環境づくりを進め

ます。また、行政間の連携についても、業務効率化や新しい価値創造に向けて検討を進めて

いきます。 
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 前期基本計画によるSDGsの推進 

 

 SDGs は、平成 27（2015）年の国連サミットで採択された国際目標です。令和 12（2030）年

までに達成すべき 17 のゴールと 169 のターゲットで構成され、発展途上国のみならず、先進国

自身が取り組む普遍的なものであり、日本でも官民を通じて取組への気運が高まっています。 

 人口減少・少子高齢化等、社会が大きな転換期を迎える中で、東村山市のまちづくりにおいて

も、「持続可能性」は重要なテーマとなります。東村山市は、SDGsの理念に共感し、将来に向け

た市の持続的な発展のために、そして社会を構成する一主体として責任を果たすために、第 5 次

総合計画の推進を通じて SDGsの達成に取り組んでいきます。 

前期基本計画では、第 3章「前期基本計画の施策展開の視点」において SDGsの趣旨を踏ま

えて施策の推進に取り組み、東村山市がまちづくりを進めることで同時に SDGsの達成へ貢献し

ていくことを定めました。また、第 6章「分野別計画」では、施策ごとに対応する主な SDGs

を示しており、各施策が将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村

山」の実現に向けて、それぞれの目標達成に向けて取り組む際に SDGsも踏まえて施策を進める

こととしています。 

 本章では、前期基本計画を SDGsの側面から整理し、東村山市がまちづくりを進めることで貢

献する SDGsの 17のゴールに対応させて市の取組や施策を記載します。 
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東村山市がまちづくりを進めることで貢献する SDGs の 17 のゴールから見た前期基本計画の

取組は次のとおりです。 

 

 

  

＜SDGsの 17のゴールからみた主な施策展開＞ 
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＜各施策に対応する主な SDGs＞ 

東村山市が第 6章「分野別計画」の 29施策と第 7章「計画推進のための都市経営」を進めるこ

とで貢献していく SDGsの 17のゴールは次のとおりです。 
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