東村山市第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧs～前期基本計画（素案）に関する意見募集の結果
１．案件名

東村山市第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧs～前期基本計画（素案）に関する意見募集
の結果

２．担当所管
３．概要

東村山市経営政策部行政経営課総合計画係
（１）意見募集期間

令和２年１０月２３日（金曜）から令和２年１１月１２日（木曜）まで

（２）周知方法

東村山市ホームページ、Facebook「たのしむらやま＠東村山」
、Twitter「東村山市総合計画」、
市報ひがしむらやま令和２年１０月１５日号、意見回収箱の設置場所へのポスター掲示

（３）回収箱の設置場所

市情報コーナー、いきいきプラザ総合窓口、ワンズタワー内地域サービス窓口、中央公民館、
萩山公民館、秋津公民館、富士見公民館、廻田公民館、中央図書館、富士見図書館、ふるさ
と歴史館、市民スポーツセンター、多摩湖ふれあいセンター、恩多ふれあいセンター、栄町
ふれあいセンター、久米川ふれあいセンター、青葉地域センター、秋水園ふれあいセンター、
美住リサイクルショップ、社会福祉センター、子育て総合支援センター（ころころの森）

４．ご意見をお寄せいただいた人数

計７名（内訳：各施設での提出３名、直接持ち込みによる提出１名、郵送による提出０名、
ファックスによる提出２名、電子メールによる提出１名、市ホームページからの提出０名）

５．お寄せいただいた意見の数

２９件

６．お寄せいただいた意見の内容と市の考え方

別紙のとおり

お寄せいただいたご意見の中に複数にわたる内容が記載されている場合は、項目ごとに分割するなど、整理して記載しています。
また、明らかな誤字・脱字等の修正を除き、可能な限り原文のまま掲載しています。

東村山市第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧs～前期基本計画（素案）について
意見
番号

頁

項目

（別紙）

ご意見

ご意見に対する考え方

全体的にみて、SDGｓが本当に反映されてるのか？という疑問がわいてきます。行

第５次総合計画は、行政の取組を定めた計画書であることから、記載内容も

政からのものの見方が多い。（たとえば自立支援ということば）自立のニュアンスは 行政の活動内容が中心になっており、ご意見のような印象を持たれたことと思
人によってとらえ方に差がある。支援は必要ですがあまりにもことばを安易に用いて います。
いる。連携ということも多い。大事なことですが、あたりまえのことだと思います。
「ことば」で決まってきます。もう少していねいに言葉を選んで下さい。

いただいたご意見も踏まえ、分かりにくい用語などについては、再度点検を
行い、言い換えや注釈の作成を行うなど、より多くの方が理解しやすいように

もうひとつ、・・・子どもたちを地域の担い手、人材ととらえるのは理解できます 努めます。また、前期基本計画については、計画内容をコンパクトにまとめた
が、もっと広い世界に羽ばたけることが、東村山にとって大きなメリットとなると考 概要版冊子を作成する予定であり、より多くの市民の皆さまと計画内容を共有
えます。生涯学習についても「地域に還元・・・」と書かれていますが、いずれは東 できるよう、分かりやすい計画策定を進めていきます。
村山に利益を持たらすかもしれないので、ここの地域でなくても生かせる場があるこ
とがだいじと考えています。

言葉の選択については、計画内容が分かりやすい表現となる記載に努めてい
ます。例えば、「自立支援」という言葉は、本案では２か所出てきますが、
「個々の事情に応じた自立支援」（47ページ）、「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

1

－

全般

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」（49ページ）
のように、前後の文章から言葉の意味が分かるようにしています。
生涯学習（40・41ページ）については、まずは市民一人ひとりが心豊かに暮
らすためのものであることが重要と考えています。その過程で社会へ還元され
ることは望ましいことと捉えています。加えて、東村山市の行政として、各々
の取組が地域に活かされるよう発表や学習の機会を設けていきたいと考えてい
ます。
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意見
番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

多様な主体・・・という表現があるが、理解できない。主体とは何ですか。

2

P.1

東村山市には、市内で生活したり活動したりしている様々な個人や団体があ

第１章

りますが、そういった行政以外の様々な方々をまちづくりの担い手と捉え、行

前期基本計

政が連携することで、よりよいまちづくりが可能になるものと考えています。

画の枠組み

そういった考えから、ここでは、様々なまちづくりの担い手、地域に関わる多

（２）計画

様な人や団体、事業者等のことを「多様な主体」と表現しています。
本案では、1ページ「第１章

の期間と構

前期基本計画の枠組み

（２） 計画の期間と

成

構成

○計画推進のための都市経営」の中で最初に「多様な主体」の記載が出

計画推進の

てきますが、その内容を記載した74ページでは、「市民、民間事業者や教育機

ための都市

関等、多様な主体との連携につながるような」とより具体的な内容を記載して

経営

います。
前期基本計画については、計画内容をコンパクトにまとめた概要版冊子を作

第５章
3

P.4

体系図

1頁同様に、主体の意味が分からないのは私だけ？多様な主体という言葉の意味が理 成する予定であり、より多くの市民の皆さまと計画内容を共有できるよう、わ
かりやすい計画策定を進めていきます。
解できるのは、市民の常識ですか？

まちづくり
の考え方
読み進めていくと、具体的な個別計画が存在するということが、理解できた。取り

「計画推進のための都市経営」では、特定の政策分野の取組ではなく、行政

組みの方向性を示すとありながら、計画推進のための都市経営という表現も出てく

内部のマネジメント等、各施策を共通に下支えする手法について記載していま

る。

す。前期基本計画の構成は本案１ページに記載をしていますが、いただいたご

計画・方向性・具体的計画推進の、市政の流れをもう少しわかりやすく説明した文 意見を踏まえ、1ページ「第１章
第１章

4

P.1

章をつけてほしかった。”わかりやすく”というのは、義務教育レベルでのわかりやす

と構成

前期基本計画の枠組み

（２） 計画の期間

○計画推進のための都市経営」の説明文を「分野別計画に定める各施

前期基本計 い文章表現を望む。

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

画の枠組み

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

（２）計画

す」から「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

の期間と構

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

成

等、直接的なまちづくりではなく、分野別計画の各施策の取組を共通に下支え

計画推進の

する手法に関する方向性を示しています」に修正します。

ための都市

また、「個別計画」については、７ページ「分野別計画の見方」に記載して

経営

いるとおり、本計画で定めた施策の方向性に関して、より具体的な取組を記載
するものであり、本計画の内容を踏まえて、今後各分野で個別計画を策定し、
課題解決に向けた取組を進めていきます。
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意見
番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

前期基本計画は5年間なのに、市民意識調査は単年度の結果だけ引用して、目標値
70パーセントとしているのはなぜですか？
第4章
5

P.3

つつ、本案作成時の最新の調査結果である令和元年度の67.5％を基準に、目標

また、この数値目標と実際の人口比との関連性がイメージできない。

なお、市民意識調査は、市内在住の満18歳以上の男女2,000名を無作為抽出

画の成果を

し、実施しています。東村山市に住む全ての人にご回答いただくことは困難で

測定するた

すが、本調査を通じて、より多くのかたに東村山市に住みたい、住み続けたい

めの指標

とご回答いただけるよう取り組んでいきます。

行き止まりの道路をなくす

ご意見のとおり、道路は相互に接続されることでより機能が高まるものと認

農地などを宅地にする際、行き止まりの道路ができるケースが多い。
施策１
P.10

値を70％に設定しました。

前期基本計

提案

6

平成23年度以降の調査結果は60％台後半で推移しており、その推移も踏まえ

災害時の避難路、より良い住環境の確保等のため、道路はできるだけ相互に接続され

識しています。
民間開発の場合、行き止まり道路が築造されるケースが多いことを認識して

おり、今後も周辺の道路・敷地の状況や必要とされる機能等を踏まえ、地域の
適切な土地 ることが望ましい。
現行の法令との関係もあり、長期的な施策になるかもしれませんが、SDGｓにも繋
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、助言・指導を行っ
利用の推進
がると思います。

ていきます。

じいさん、ばあさんの町から若い人々が、ここで住めてる住環境を整えるべきであ

第5次総合計画は、サブタイトルに「わたしたちのSDGs」を掲げ、人口減少

る。次の世代の人々を受ける体制を作るべきです。（20才～40才）もう、50才～70

と少子高齢化が進行する中で、東村山市が今後も持続的に発展していくため

才、特に60才以上はボランティア活動して若い人の職を取らないでほしい。

に、地域社会における持続可能性や「誰一人取り残さない」という包摂性を意
識して取り組むこととしています。
まちの持続可能性の観点から、ご提案いただいた子育て世代などの若者を呼

7

P.10、
11

施策1

び込み、定住化を図ることは、重要であると認識しており、同時に子どもから

適切な土地

高齢者まで多様な人々が暮らしやすいまちづくりが必要であると考えていま

利用の推進

す。
将来にわたって持続可能な東村山を実現するためには、より多くのかたに東
村山市に住みたい、住み続けたいと感じていただくことが重要と考えており、
あらゆる施策を通じて今後も取組を進めていきます。
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意見
番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

諏訪町に引越して来てまず一番に「歩道が確保されていない」という印象を受け
施策4
道路の整
備、維持管
8

P.16、 理

道路整備は、まちづくりの基本となるもので、市では都市計画道路等の幹線

た。ベビーカーが通れない所や引っくり返ってしまうんじゃないかという位斜になっ 道路や生活道路の整備を進め、順次道路ネットワークの形成を進めているとこ
ている所があり正直不満。また本町周辺に比べて街全体が暗い。もっと子育て世代が ろです。市内の歩道整備については、市内各地で市民ニーズが高いことを認識
楽しく安心して過ごせるような道路整備や街づくりをしてほしい。また循環バスしか しており、都市計画道路の整備を優先的に進めることで、順次歩道整備区間を
通っていなく本数が少ないので、こちらについても改善して頂けると嬉しい。

広げてまいりたいと考えております。市内全ての地域の改善は短期間でできる
ものではありませんが、ご理解をお願いします。

70

また、バスをはじめとする移動手段の整備については、新しい生活様式にお

施策29

ける、地域住民の移動に関する需要を把握しながら、市内にある交通資源を活

交通環境の

用し、高齢者、妊婦等、歩行距離に制限がある方も安心して移動できる仕組み

整備

を今後も検討していきます。
「第5次総合計画

わたしたちのSDGｓ～前期基本計画（素案）」は大変な立案で

子ども・若者が心身ともに健やかに成長するためには、行政と家庭や地域住

あったと推測いたします。基本計画全般についてですが、これから前期5年間の実施計 民、民間、学校などの多様な主体が一体となって支援することが必要と考えて
施策12
9

P.34、 子ども・若
35

施策12
P.34、 子ども・若
35

おり、今後もご意見を参考にして取組を進めていきます。

総論は文章がまとまっていますが、施策１２から１４についても、自助⇒共助⇒公

者の成長支

まず、公助が動いて、民間の様々な共助レベルの活動を指導してほしいと考えます。

不登校問題は学校内だけで解決できる事ではなく、学校外のフリースクール・不登
立することを願います。

との連携などを通じて支援していきます。
不登校などの子どもをめぐる課題は複雑化してきており、今後もご意見を参
考にしながら、個々の状況に応じて分野横断的な支援により取組を進めていき

市民への情報提供・相談会の開催等
施策12
P.34、 子ども・若
35

者の成長支
援

子どもの居場所の創出や相談支援体制の充実については、施策12、14及び

校特例校・通信制高校・サポート校など、子どもの居場所・学ぶ場を市内に早急に設 15に記載しており、フリースクールとの連携や希望学級の拡充、子ども相談室

援

11

今後の具体的な取組については、基本計画に基づき３ヵ年の実施計画を立案

者の成長支 助がよく言われますが、不登校児やその家族だけでは到底、問題解決はできません。 し、それに沿って実施していきます。
援

10

画を立案し、具体的に実施することを強く願います。

ます。

私は、一年間、不登校問題を考える会を開催しましたが、不登校でも成功を収めて
社会で活躍している若者もおり、公立・私立以外の学びの場の情報提供等の機会がと
ても少ないことを痛切に感じました。
このような状態を鑑み、市民への情報提供・相談会の開催等を希望します。
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意見
番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

教育基本法の根幹が未だに教育勅語の思想が生きていて、一人一人の子どもの多様

多様な子どもたちが安心して学習できる環境の整備については、施策13、14

性を活かす教育体制がまだまだ不十分で、生きにくい・学校へ行きにくい子どもの特 に記載しており、ご意見を参考にしながら、特別支援学級の充実やフリース
12

P.38、
39

施策14
教育内容の
充実

性・個性を尊重する教員養成を早急に進めて欲しいと思います。

クール等との連携、希望学級の拡充など、多様な子どもたちの多様な学びを支

不登校が全国で14万人、東村山では277人という事実は、学校の一律の教育・クラ

援する仕組みを整備するとともに、子ども相談室、スクールカウンセラー、ス

ス人数・教員数など不十分なことなどを考えると、不登校の子どもからNOと言われ

クールソーシャルワーカー等と連携したいじめや不登校等の未然防止、早期発

ているような気がしてなりません。

見、早期対応に取り組んでいきます。

子どもの多様性を活かすためにも、個々の特性・個性を伸ばす時、平等に扱うのは
13

P.38、
39

施策14
教育内容の

実は「不平等」です。
子どもを平等にすることを再考する時が来ていると思います。

充実
子どもを動物に例えれば、一つの学校・クラスを動物園と考えれば、そこに行きに

14

P.38、
39

施策14

くい子どもがいじめや同調圧力のある集団の前では、過敏や発達障害や自閉症などを

教育内容の 持った生徒がウサギやネズミやミーアキャットのようにも見えます。
充実

一つの場に押し込めるのは無理だとも考えます。

市内にある空き家の活用等によって「居場所の提供」と「寺子屋方式」の学びの場

15

P.38、
39

施策14

の提供が急務ではないでしょうか。

意見を参考にしながら、学校や児童クラブ、図書館、公民館が連携を図り、子
ども・若者の安全・安心な居場所や学びの場づくりを進めていきます。

教育内容の
充実

さらに、これらの事は現行の学校・教員だけでは到底無理です。様々な意見を聞

16

P.38、
39

子どもたちの居場所・学びの場づくりについては施策12に記載しており、ご

施策14

き、今後10年間、SDGｓを打ち建てて欲しいと考えています。

教育環境の整備については、施策13に記載しており、今後もご意見を参考に
しながら、学校、家庭、地域住民、行政が連携し、子どもたちの成長を助け、
主体的な学びを支える体制を充実させていきます。

教育内容の
充実
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意見
番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

・めざす姿

子どもたちが自ら行動することの重要性については、いただいたご意見と同

「・・・主体的に学び成長している」→「・・・主体的に学び自ら行動する。」自ら 様に考えており、「現状と将来予測からみた課題」の項目に「子どもたちが自
意見を言う、行動できる特に困ったときにも相談できるなどを踏まえた文言を希望し 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」と記載していま
ます。

す。「目指す姿」の項目では、その行動も含めた広い意味の体や心、能力など

"特別な教育ニーズ″→"ひとりひとりの教育に合った学習内容″全ての子どもたち
に合わせた教育を提供してもらえたらと思います。

の発達を「成長」と表現したものです。
「特別な教育ニーズ」は、ここでは障害や、外国にルーツを持ち、言語の理

②支援級の交流は以前から行われています。しかしこれは共生の状況から遠くSDG 解に困難を抱えるなどの問題を指しており、いただいたご意見については今後
17

P.38、
39

施策14
教育内容の
充実

ｓの考え方ではありません。「多様な他者と協力し合いより良い社会、生き方を皆で の参考とします。
考える」ことが大切です。服薬させて落ち着かせるのではなく、個性を認めていられ
る学校を目指して下さい。

「多様な他者と協力し合い、より良い社会、生き方を皆で考える」ことにつ
いては、いただいたご意見のとおりであり、「５か年の施策の方向性」の項目

追記、情報化社会で大きな変化にも柔軟に対応できるしなやかさ（レジリエンス） に「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
を持てるような子どもたちになってもらいたいです。

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」するこ
とを記載しています。子どもたちが互いに認め合い、それぞれその子らしく成
長することができるよう、ご意見を参考に取組を進めます。

書かれている通り、多職種による連携が大切だと思います。しかし、いろんなケー

第５次総合計画は、行政の取組を定めた計画であることから、行政や学校の

スがあり、場合によっては家族や親子に関わる必要性もあります。そしてあくまでも 連携を記載しておりますが、個々の支援に応じて多様な連携を行うことはご意
困っている本人や家族がまん中にいることを踏まえた連携をお願いします。
ケースによって考えられますが「～と連携し」のところを、「保護者、地域と多職
施策14
18 P.39

見のとおりです。
いただいたご意見を踏まえ、「また、子ども相談室、スクールカウンセ

種が連携し」として下さい。OTや地域の他、医療も含めた場合もあることを踏まえ

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

てください。

止、早期発見、早期対応に取り組みます。」を「また、子ども相談室、スクー

教育内容の

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが連携し、保護者や地域の支援

充実

者とともに、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。」に修正します。
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意見
番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

「新型コロナウイルス・・・・」の文章について→40、42に共通

いただいたご意見を踏まえ、40・42ページの「現状と将来予測からみた課

SDGｓの趣旨からICT活用の促進はコロナが理由ではなく、すべてのいろいろな世 題」の項目の記載を以下のとおり修正します。
代の人たちが学べる環境づくりのために行うことが第一の理由と考える。（コロナは5
年間にはおさまるでしょう・・・）日中都市部で過す人たち、自宅から出られない障

施策15
文化・生涯
学習活動の
19

P.40,4
2

40ページ

害者、高齢者、子育て中の方など、さまざまな人たちに学べる場をつくるために、

「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

ICTの活用が必要になってくる。（P.40,42両方）

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

具体的なイメージの中で、学びや活動の成果が生かせる場があり出会いの場をつく 活動の促進が課題となります。」を「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
ることが重要だと思います。

い、人の移動や、対面、多くの人が集まる催物等に配慮が必要となっており、
これを契機に、ICT等を活用した新しい活動の形や広がりを生み出すことが重

推進

要となります。」に修正します。

施策16

42ページ

スポーツま

「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

ちづくりの

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

推進

スポーツの促進が課題となります。」を「新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い、人の移動や、対面、多くの人が集まる催物等に配慮が必要となってお
り、これを契機に、ICT等を活用したスポーツの促進やそれに伴う新たな広が
りを生み出すことが重要となります。」に修正します。

こころの健康（メンタルヘルス）はみんなの課題であり、誰でも起こりうることと
促えた内容にして下さい。そしてWHO「メンタルヘルスアクションプラン」や厚生

いただいたご意見を踏まえ、「現状と将来予測からみた課題」の項目の記載
について、「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

労働省の指針をもとに市民が何ができるかを考えることもできるので、"連携″という 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
施策18

20 P.47

ことばは適さないと思われます。「ケアを提供しリカバリーを促進する」→包括的な して～」を「自殺に追い込まれることは、誰にでも起こりうることであり、東

支えあう地 支援かもしれませんが、内容がわかりにくいです。

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

域福祉の推

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～」に修正し

進

ます。
また、ご意見のとおり、市民による取組も大変重要ですが、第５次総合計画

④自殺対策

前期基本計画は、行政の取組を定める計画書であることから、ここでは行政が

の推進

行う取組を記載しているので「連携」という表現を用いています。自殺対策の
取組は、関連機関や地域で課題を共有するなどの連携が重要と認識しており、
今後も市民、行政、団体等が共に取り組むことができるよう進めていきます。
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番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

自治会のあり方を行政と地域と住民と話し合い、地縁型組織の意味や役割をもうい
施策21
地域につな
21

P.54、
55

地域の課題解決に向けたコミュニティの必要性は高く、現在は、そのコミュ

ち度確認し、再構築する必要性を入れて下さい。自治会組織が地域に必要かというこ ニティの中心を自治会と考えています。
とも含め考えることだと思います。

しかし、社会の価値観、ライフスタイルの多様化等により、コミュニケー
ションのあり方は変化を続けており、地域課題の解決に向けては、「５か年の

がるコミュ

施策の方向性」の項目に「①地域のつながりづくりの支援」を記載しているよ

ニティづく

うな新たな方向性の模索にも取り組んでいます。

り
②自治会の
活動支援

多様性の理解促進（協働まで入れて）下さい。5年間の計画なので、理解促進の次ま

いただいたご意見を踏まえ、「５か年の施策の方向性」の項目の「①地域の

で視野に入れた施策をお願いします。お互いに理解した上で協働し、地域でできるこ つながりづくりの支援」の記載について、「～多様な文化、価値観や背景を
とを考える。多様な人たちの情報発信のサポートをすることが行政のさらなる役割に 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
施策22

22 P.57

なると思います。

互理解を図ります。」を「～多様な文化、価値観や背景を持った人の理解促進

ダイバーシ

のための講座や交流等、啓発事業を充実させ、だれもが自分らしく暮らし、協

ティ・共生

力しあえるよう、多様性の相互理解を図ります。」に修正します。まずは、相

社会の実現

互理解が重要であり、社会状況にも大きく左右されますが、その浸透には長期

①多様性の

間要することが考えられます。それを踏まえた上で、その後の方向性を示す表

理解促進

現としました。
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番号

頁

項目

ご意見

ご意見に対する考え方

発災後も都市機能を維持できるよう防災上重要な施設を中心として、平時の環境負

自立分散型発電設備は、平常時には環境負荷の低減に、非常時には都市機能

荷軽減と災害に対する強靭性を持つ自立分散型の発電設備など、多様な発電手段を用 や市民生活の継続を支えるエネルギーとして役立つものと考えており、ご意見
施策1
適切な土地
23 P.11

利用の推進
②市セン
ター地区構
想の推進

いたエネルギーの確保に向けた取組みを検討します。

を参考にしながら、今後の取組を進めていきます。

【理由】都市機能を集積し多くの人が行き来する東村山市の魅力を引き出す土地利用
できるよう拠点形成し、コージェネレーションなどの自立分散型の発電設備の導入の
検討に併せ、ネットワーク化によるエネルギーの相互融通を可能にし、地域全体での
エネルギーの面的利用による自立化・多重化を検討することが重要であると考えま
す。
「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

施策24
地球環境に
やさしいラ
イフスタイ
24 P.61

ルの推進
②地球にや
さしいエネ
ルギー利用
の促進

を検討していきます。」の施策に、「コージェネレーションシステムを含む自立分散
型エネルギー」の検討を提案いたします。
【その他】表題の「地球にやさしい…」の「地球」の後に「環境」の追記を提案いた
します。
【理由】再生可能エネルギーは環境にやさしい自然エネルギーであり、利用促進を図
る必要がありますが、天候等で出力が変動するエネルギーです。再生可能エネルギー
との親和性があるコージェネレーションシステムを含む自立分散型の発電設備は、電
気・熱を効率的に利用できるだけでなく、エネルギーの低炭素化、再生可能エネル
ギーの導入促進、電力系統への貢献、レジリエンスの向上、都市開発への貢献など
様々な価値を有しており、国の各種施策においても重要な位置づけにあるため、地球
環境にやさしいエネルギー利用の推進に貢献するものと考えます。
防災上重要な公共施設や拠点施設等については、発災後もその機能を維持できるよ
う、コージェネレーションシステム等、自立分散型エネルギーを推進することを提案

施策27
25 P.67

また、いただいたご意見を踏まえ、「地球にやさしい…」の表記については

を推進するためには、平時における環境負荷軽減を図るとともに災害時にも事業継続 「地球環境にやさしい」に統一します。

いたします。

防災体制の 【理由】コージェネレーションシステムは、災害時の系統電力の事故時にも、エネル
ギー供給を継続することが可能で、事業継続に貢献します。また、電源構成の多様
強化
①災害対応 化・分散化により災害に対する強靭性を持ち合わせているだけでなく、省エネルギー
体制の強化 性に加え、送電ロスが少なく、再生可能エネルギーとの親和性もあり、電力需給ピー
クの緩和にも貢献できます。以上から非常時だけでなく、常用で使用することが重要
と考えます。
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ご意見

ご意見に対する考え方

「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
施策24
地球環境に
やさしいラ
イフスタイ
26 P.61

ルの推進
②地球にや

践を促します。」に賛同いたします。

エコで持続可能なライフスタイルの実践を推進するため、今後も省エネ機器
や発電設備の普及拡大につながるよう取組を進めていきます。

【理由】東村山市の課題の一つに、家庭からの二酸化炭素排出量削減があります。家
庭から少しでも二酸化炭素の排出を抑え、エコで持続可能なライフスタイルの実践を
推進するためにも省エネ機器や発電設備の普及拡大は必然となり、助成の重要性はか
かせません。以上から今後も省エネ機器や発電設備等への継続的な助成をお願いいた
します。

さしいエネ
ルギー利用
の促進
「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

エコ・クッキングは、ご意見のとおり、料理や食事を通じた地球環境にやさ

に、食品ロス削減等のごみの発生抑制、排出抑制、再使用、再生利用の取組みを進め しい活動であり、地産地消やエネルギーの有効利用等、「食」という身近な題
ます。」の施策に、食品ロス削減の観点から「エコ・クッキング」の取組みを反映し 材で地球環境の問題を幅広く考えることができる取組と認識しています。
施策25
環境型社会
の形成
27 P.63

①ごみの発
生抑制、排
出抑制、再
使用、再生
利用の推進

ていただくよう提案いたします。

ご指摘いただいた箇所では、「ごみの排出抑制」に含まれた具体的な取組の

【理由】前述いたしましたように、家庭からの二酸化炭素排出を抑制する事は必然で ひとつであり、ご意見を参考にして取組を進めていきます。
す。東京ガスでは、環境コミュニケーション推進の一環として「エコ・クッキング」
を1995年より提唱しています。環境問題への気づきの場として、「食」を通して「身
近な題材で、体験的に楽しく考える」というコンセプトのもと、「買い物」「料理」
「片付け」の一連の流れを通して環境に配慮した食生活を提案するものです。地産地
消、食品ロス削減、エネルギーの有効利用等、地球にも優しく子どもから大人まで簡
単に楽しくできる取組みです。この取組みを反映していただくことで家庭からの二酸
化炭素排出抑制に貢献できるものと考えます。

最終行に、”風水害、感染症対策”を加えて”必要な資機材・用品の見直し・・・”と
施策27

28 P.66

する必要があると考える。

ご意見を踏まえ、「現状と将来予測からみた課題」の項目の記載について、
「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

防災体制の

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。」を

強化

「備蓄品については大規模地震や風水害の避難想定を踏まえた整備を進めてき

現状と将来

ましたが、感染症の流行等の状況に合わせ、必要な資機材・用品の見直しや拡

予測からみ

充を進めていく必要があります」に修正します。

た課題
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公助の強化には、共助・自助の強化につながると考える。

防災体制の強化における分野間・部門間の連携については、「現状と将来予

課題の中に、縦割り行政の壁を取り払った連携性のある公助を進めるというような 測からみた課題」に記載しており、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け
課題提示がないと、いつまでたっても市民、地域の防災力強化、向上につながらない て、今後は感染症流行時の災害対応を想定するとともに、防災体制の強化に向
ような不安を、ずーっと抱えている。この不安は今後も解消されないのでは？とマイ けて都市基盤整備や健康福祉分野等の広い分野と連携するなど、市民、地域の

29

P.66、
67

施策27
防災体制の
強化

ナス思考におちいる。

防災力強化につながるよう今後も取組を進めていきます。

住民主体運営であるべきという、避難所運営の体制作りの中で、防災安全課孤軍奮
闘が続いている気がする。住民からの発案で、PTAの保護者や民生委員などの協力体
制をスタートさせてはいる。しかし、福祉・教育・男女共同・多様性文化・道路橋梁
管理などなど多岐にわたる課題とどのように今後向き合っていけばよいのかという現
実がある。以上の理由から、前述の課題提示を加えてほしいと考えた。
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