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○開催内容 

平成２７年８月１日（土）午前１０時、地域福祉センターにおきまして「タウンミーティング」を

開催しました。今回は市民活動を行っている方を対象にテーマを設けた座談会形式で開催し、２８名

の方にご参加いただきご意見をうかがいました。 

 

○会場アンケート結果（住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は会場入り口で配付し、うち２８枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の住所地 ・ 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・性別 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳・要約筆記が必要な方は、開催日の１週間前までに 

ＦＡＸまたは電話またはＥメールにてご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 市民協働課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメール/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

開催日 会場 時間 

平成２７年１０月２３日（金） サ ン パ ル ネ 午 後 ７ 時 ～ ９ 時 

平成２７年１１月７日（土）  ふ る さ と 歴 史 館 午前１０時～正午  

※１０月のタウンミーティングは、地域で市民活動を行っている方を対象に開催いたします。 

本町 ４人 

恩多町 ４人 

富士見町 ４人 

諏訪町 ４人 

その他市内 １１人 

未記入 １人 

合計 ２８人 

２０代以下 ０人 

３０代 ９人 

４０代 ５人 

５０代 ２人 

６０代 ７人 

７０代 ５人 

８０代以上 ０人 

合計 ２８人 

男性 ２１人 

女性 ７人 

合計 ２８人 
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タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

【市長あいさつ】 

 

皆さん、おはようございます。今日はお忙しいところ、また、暑い中、第９３回の市民の皆さんと

私の対話集会、通称タウンミーティングにご参加いただきまして、ありがとうございます。 

また、常日頃は市政推進にあたりまして、皆様にはご理解・ご協力いただいておりますことに改め

て感謝申し上げたいと思っております。 

今まで９２回タウンミーティングを行ってきたのですが、いつもは私が前に座って市民の皆さんが

ずらっと正面にいらっしゃって、一人ひとりの方が日頃感じておられる「ここがおかしいんじゃない

か」という疑問、あるいは「こうしたほうが良いんじゃないか」というご意見をランダムにいただい

て私がそれに対してお答えするというような１問１答形式で行ってきましたが、私と個々の市民の皆

さんでやり取りするのではなくて、１回ぐらいテーマを決めて、市民の皆さん同士もいろいろとご議

論の輪に加わっていただいたらどうかということで、今日は座談会方式にさせていただきました。 

今回のテーマは、「もっと住みたいまちへ… 東村山の価値向上」ということで、主に市内で様々な

活動をなさっている団体の方々にお集まりいただきました。司会は、今年２回目となる全市的に同時

多発的な音楽イベントを展開された「まちジャム」事務局長のＭさんにお願いしまして、今日も何人

か「まちジャム」の関係者の方が来ておられますし、青年会議所や子ども劇場さん、商工会青年部の

皆さんやアーバンデザインの方、それから諏訪町ゆっとの方やＰＡＧＥ２の方、市内の事業者さん等、

市内で何とかこの東村山をもっと良いまちにしよう、元気にしよう、活性化しようということで取り

組んでおられる方々にお集まりをいただいて、どうすれば東村山市がもっと良いまち、住み良いまち

になるかということについて、日頃の活動を通していろいろなことを感じておられる皆さんから「も

っとこういうところを行政にしっかりやってもらったほうが良いんじゃないか」とか、逆に市民の皆

さんのほうで「こういうことは私たちでできるよ」ということを意見交換しながら、より良い方向性

を見出せたら良いなと思っています。 

日本は２００８年から人口減少社会に入ったと言われていまして、ここにきていろいろな地域で急

激な人口減少、あるいは高齢化が加速的に進んでいます。以前、総務大臣をされていた増田氏が座長

の「日本創成会議」という民間団体が発表したレポートでは、今、全国に約１８００の自治体がある

のですが、２０４０年にはその半分ぐらいの自治体が人口減少によって消滅してしまうのではないか

というかなりショッキングな報告が出されたことは皆さんもご存知ではないかと思います。幸いなこ

とにそのレポートでは東村山市は消滅自治体にはなっていませんが、東京でも池袋のような繁華街を

抱えている豊島区が消滅都市というふうに言われています。これは平成２２年の国勢調査のデータを

基に、お子さんを産める年代の女性の数で大体そういう統計が出されたようです。 

ただ、消滅自治体の問題というのは実際は他人ごとではなくて、残念ながら東村山も平成２３年の

７月をピークにこの４年間で２０００人ほど人口が減っています。今、多摩２６市のうち人口減少に

なっている市が７市ほどありますが、勢いからすると残念ながら東村山市が一番早いスピードで人口

が減少してしまっています。 
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その理由としては、特に急激に流出が始まっているというわけではなくて、流出人口は人口が増加

していた時と比べても変わっていないのですが、近年の傾向として流入人口が非常に減ってきている

ということがあります。特に２０～３０代の若い世代の方の流入・流出を比べると、かなりの流出超

過になっていまして、若い方が東村山市にお住まいにならないことがかなり大きな原因で今、東村山

市が人口減少になっているということがわかってきています。 

市としてもいろいろな取り組みをしなければならないと考えているのですが、今日はそんなことを

お題に出させていただいて、子どもさんからお年寄りにとって住み良いまちにすることが何よりです

が、特に２０～３０代の方により住んでいただけるようにするにはどうしたらいいのかという観点か

ら少し皆さんのご意見をいただければありがたいなと考えておりますので、限られた時間ですけれど

も、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

◎ 司会 ◎ 

私はＭと申します。本日はよろしくお願いいたします。 

先週の土曜・日曜日で「東村山を音楽で元気にしようよ」という有志が集まりまして、様々な皆さ

んのご協力・ご縁・ご支援をいただいた中で、市外からも非常に多くの方にお越しいただきながら、

参加ミュージシャン８２組が２１ヶ所で同時多発に音楽祭をやるということを企画した「まちジャム」

の事務局長をさせていただいておりました。今日は僅かなお時間でございますけれども、皆さんとご

一緒に参加させていただきまして、大変、光栄に思っております。何卒、よろしくお願いいたします。 

今、市長のほうからいろいろと現状を鑑みてのお話、東京都という部分、そして多摩という部分の

中でのグローバルなお話を伺わせていただきました。皆さん東村山にお住まいになられていて、実際

のところどうでしょう。２０～３０代の流出が超過しているという状態の中で、２０００人あまりの

人口減少が起きていると。魅力ある、住みたいまちという中にこの辺のキーワードがどこかに隠れて

いるのではないかと思っています。今日はそんなところでお話を進めてみたいなと思います。 

まず、地域で活動されている中で、そういったところに危機感も含めて「私もこんなふうに思って

いるんだけれど、何か新しいこと、もっと住み良い場所にしていくために何か自分で行動を起こして

いる」というようなご発言があれば、最初の皮切りということでお願いしたいと思います。 

 

◎ Ｎさん ◎ 

皆さん、おはようございます。東村山市商工会青年部のＮと申します。 

まずは私たち商工会青年部が何をやっているのか、ということを簡単に説明させていただきたいと

思います。私たちは「まちおこし」という言葉が嫌いでして、「まちわかし」という言葉を使って活動

をしています。「まちわかし」という言葉は市民が下からまちを盛り上げようというコンセプトの活動

になっています。「まちおこし」というとコーディネーターとかまちおこしプロデューサーが来て市民

とまちをつくっていくみたいな活動が多いんですけど、私たちはそうじゃなくて本当に市民が主役で

私たち皆が主役になって、下から下からまちを盛り上げていこうという活動をしております。 

今日は計４人で参加させていただいていますが、皆さんのご意見をお伺いしながら、私たちも今後

の「まちわかし」のヒントになるようなことを知っていければ、と思って参加させていただきました。

本日はよろしくお願いします。 
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◎ 司会 ◎ 

今、大事なキーワードかなと思いましたのは、ボトムアップの意識、そしてこれを「まちおこし」

ということではなくて「沸かしたい」と。下から沸々と沸き上がるような運動にしていきたいんだと

「市民が主役なんですよ」ということをＮさんからおっしゃっていただきました。どうでしょう。 

市のほうでやれること、そして市民のほうでやれること、そういったものの共通項目の中に、何か

「もっと住みたいまち」というところの具体的な行動や意識があるような感じのご発言だったかなと

思います。その辺に関して、Ｋさん、どうでしょうか。 

 

◎ Ｋさん ◎ 

Ｋと申します。私は東村山に越してきて３年目なんですけれども、正直「東村山に住んでます」と

言うと友達に「どこ？」って言われるんですよね。東松山なのか、埼玉なのか、東京なのかみたいな

感じで、イメージは「志村けん」ぐらいしかないんですね。 

ただ、私は八国山とか自然が好きでここに越してきたんですけれども、今、いろいろ関わった中で

自分の中で疑問というか、一番思うところは、いわゆる「まちわかし」の火種は何なんだろうと。

東村山のシティプロモーションというか、売りというか、東村山の良いところを皆さんから聞ければ

なと思って来ました。「東村山ってこんなところだよ」っていう１つのイメージがあってこそ人が来る

流れがあり、私らの「まちわかし」だと思っているので、その点を今日、聞ければなと思っています。 

 

◎ 司会 ◎ 

「まちわかし」から付随したところで「火種」ということですね。 

今日のタウンミーティングの成果物として、何かそういう市民と市が協働してまちを元気にしたり、

住みたいまちに進めていくためのネタ探しというか、そういうところが見つかると嬉しいなと思って

います。どうでしょう。イメージみたいなところで何か発案できるものってございませんか。 

 

◎ Ｎさん ◎ 

東村山駅西口で古民家をお借りして、これからお店をスタートする準備をしていますＮと申します。 

市長が「子育てするなら東村山」とずっとおっしゃっていますが、私も２人の子どもを育てている

真っ最中で、子育てが本当に楽しいまちであればどんどん人が寄ってくると思います。 それがキー

ワードになっていると思っていまして、今、ニュースとかでも取り上げられている「子ども食堂」が

大きな話題になっています。小中学生の子どもがご飯を食べられない。自宅にお父さんとお母さんが

いたとしても食事を提供してくれる人がいない、ということがすごく大きな問題になっています。

先日、ある会社でそういった会議があって、私も出向いてきましたけれども、全国的な問題になって

います。国をあげての問題です。「平成の時代にご飯を食べられない子がいる。あり得ない。」という

話をしたら「ご飯を食べられない子なんかいないだろう」と鼻で笑った方もいました。そこで東村山

で本当にご飯を食べられない子がいるかどうかをリサーチしてみました。すると、夜中の９～１０時

ごろに自転車で走っている小学生ぐらいの女の子がいて、声をかけてみたら「親が仕事をしているか

らご飯を食べる時間に帰ってこられないんだ」と。うちも同じ共稼ぎですけれども、子どもに対して

ご飯を提供できないほど働かないと生きていけないとは。これは給与が低かったり、いろいろな問題

があると思うんです。じゃあ子どもをどうやって育てていくか。地域で育てたらいいんです。昔は子

どもだけでいればお鍋に入った煮っ転がしを持ってくる近所のおばちゃんがいたかもしれないんです
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けれども、今はあまりそういう環境ではないような気がします。そこで、地域を含めて皆さんでそう

いう子がいないか、アンテナを張っていただきたいんです。そうすると、そういう子をちゃんとキャ

ッチできますので、「東村山って子育てしやすいんじゃないか」という空気感に絶対なると思うんです

ね。これは、いきなり大きなムーブメントは起きないと思っているのですが、一人ひとりが、少なく

ともここにいらっしゃる方々が意識してくだされば「あれ、夜中によく見る子がいるな」とか。あと、

中学生が八国山で寝ているっていう話を聞いてびっくりしましたけれども、居場所を探しているんで

す。居場所がないからコンビニでたむろするんです。たむろしていると「出てけ」って言われますよ

ね。ですので、子どもたちの居場所づくりをやっていこうということで、自分ができる身の丈で小さ

なところからスタートしています。 

これにご協力いただける方が増えてくると、東村山はとっても子育てしやすくなると思っています。 

孤独な子育てをつくらないということがとても大事だと思います。 

 

◎ 司会 ◎ 

市のイメージというところからお話しいただいて、今「子育てするなら東村山」とテーマがぼんっ

と出ちゃったんですけども、その裏側を覗いてみると…ということで具体的なお話をお聞きしました。

教えて育てるのではなくて、共に育てるという意味の「共育」というところの１つのキーワードが出

てきたのかな、というふうに思います。 

ある意味周りに頼って、できないとそれに対して怒って、どうしてもやられる側とやる側の立ち位

置関係になっちゃうんですが、子どもってそうじゃないですよね。 

むしろそういうことよりも、本当にそういった垣根を隔てた中で育てられるのが子どものありよう

なのかな、と思ったりもします。「一人ひとりの意識」っていうキーワードが出てきたと思います。 

その辺にテーマ性っていうところが隠れているんじゃないかな、なんて思ったりもします。どうで

しょう。 

 

◎ Ｓさん ◎ 

商工会の方たちのおっしゃっている「ボトムアップの意識」というのは私たちの団体もとても大事

にしていて、いつも活動をつくる時には与えられたイベントとか企画を消費者として享受するという

立場じゃなくて、自分たちがつくり上げるということを大事にしようというふうに意識しています。 

私たちの団体の一番のメインテーマは「子ども」と「文化」というキーワードなんですけれども、

それを考えると今のＮさんのご発言にとても共感していまして、「地域で共に育てるまち」ということ

を私たちはとても大事なミッションだと考えています。 

今回、この場に来るにあたって、うちの団体で小さい子どもを育てている２０代の若いお母さんた

ちに聞いたことをちょっと話したいと思います。東村山には家を借りて引っ越してきた、それで、家

を買おうかどうか迷っていると。つまり、ちょっと住んでみたけれども、ずっと住もうかどうか迷う

という話がよく出るんです。それはなぜかというと、ちょっとおしゃれな買い物をしたいとか、ちょ

っと素敵に遊びたいと思うと東村山にはなくて、東大和のモールに行こうかとか、若いお母さんたち

はいわゆるショッピングモールみたいなところに行きたいなと思うけれども、「東村山にはないよね」

と。子育てに関してもまだまだ課題のあるまちだと思っていて、「もっと魅力的なまちがあるんじゃな

いかな」と思ったりすると。でも、私なんかは「大きいお母さん」とか呼ばれているんですけれども、

活動を通じて知り合った異世代の交流があったり、同世代の交流があったりして、人のつながりがい
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つの間にかこのまちにできていたと。そうすると、そのことがとっても大事だなというふうに感じる

ようになって、結局、「旦那さんが『隣市に引っ越そうよ』と言ったけれども、私は『いや、東村山

に住む」とこの間言ったんだ』という話をしていました。つまり、最終的にはこのまちの価値、「選ば

れる」というところの中で子育ての安心感を得る時に人のつながりがとても大事で、それをいつの間

にかこのまちで自分がつくり上げたんだ、という快感が生まれる人が増えると２０～３０代の流出と

かに対しての大きな歯止めになるかもしれないなとその話を聞きながら思ったところです。 

 

司会 

ありがとうございました。じゃあＯさん、よろしくお願いします。 

 

◎ Ｏさん ◎ 

ＰＡＧＥ２のＯでございます。私たちはいろいろなことをやっているんですけれども、実は先日、

スマガクという「東村山スマイル大学」というのを開催いたしました。これの大きな目標というのが、

４０～５０歳の勤労者を対象に東村山市民による市民のためのセミナーを行うと。そして、安心して

暮らせるまちを考えましょうということで、３回ほどセミナーを行いました。 

この大きな目的はワークライフバランスです。仕事と生活の調和。特に東村山には寝に帰ってくる

ような４０・５０代のサラリーマンの方がいらっしゃる。そういう人たちが地域にどのようなかたち

で溶け込んでいったら良いんだろうか、ということのきっかけづくりをしたいなと思ってやっており

ます。ワークライフバランスは仕事も一生懸命やって、尚且つ地域でのいろいろな活動にも参加して

いこうじゃないかという考え方ですから、何かのきっかけでこれが２回、３回と続いていくと、大き

く広がっていくかなというふうに考えております。 

 

◎ 司会 ◎ 

今、Ｓさんからお話がございました１つのキーワードの「文化」というのは子どもと一緒のように

育てていくものじゃないかと。それはやはりボトムアップ、つまり当事者としての意識を持つことで、

初めてそこに対する充足感や達成感が共感できるのかな、なんていう話をいただいたかと思います。

その中にキーワードとしては「異世代の交流」というものもこれからは必要になってくるでしょうと。

そういった中で具体的にＯさんがやっていらっしゃるＰＡＧＥ２は、異世代交流ということを踏まえ

た上でいろいろな知恵を持った市民の皆さんがお話を聞いたり言ったりしていこうよ、という会だと

思います。「ワークライフバランス」というのは現代、大変大事なキーワードの１つになっている部分

かなと思います。仕事と私生活との関係ですね。 

では、Ｍさん、よろしくお願いします。 

 

◎ Ｍさん ◎ 

諏訪町ゆっとのＭと言います。諏訪町ゆっとは高齢者の見守り団体なんですけれども、今、いろい

ろ出ている中で、「住みたいまち」という意味ではやはり安全で安心というのが第一かと。その辺のと

ころから入っていく話かなと思っております。 

最近、空き家が非常に増えていると如実に感じております。これは空き家対策の特別措置法がスタ

ートすると劇的に変わってくる可能性はあるんですけれども、一方で先ほどの話の中で子どもの居場

所づくりという言葉がありました。地域包括ケアの中で高齢者の居場所づくりというのが、これから
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まだまだ必要になってくると思っております。そういう意味でこの空き家対策と見守りの拠点と言い

ますか、居場所づくりというのを何とかマッチできないかなということを個人的には思っていて、市

も空き家については確か平成２５年ぐらいに把握をしていらっしゃると思うのですけれども、それが

この２年で劇的に変わっています。増えているということを申し上げたいのと、一方で居場所づくり

はまた別のセクションというようなことかと思うので、その辺のところが縦割りと言いますか、なか

なか一体性のあるものになっていないというような認識を持っております。 

行政側が窓口になって必要な人とマッチングできれば、速やかな居場所ができるのかなと思ってお

りまして、居場所づくりを求めている人は資金的にも不足しているところが多いので、そういう意味

でも行政が窓口になっていただけると時間的にも短縮できるのかなというふうに思っております。 

 

◎ 司会 ◎ 

今、また１つキーワードが出てきました。「安心・安全」ということと、「高齢者の居場所」そして

「子どもの居場所」。そういったものを活用できるもっと様々なファンクション（機能）があるんじゃ

ないか、そういったものへのご支援等々の部分が何か提案できないでしょうかというお話をいただき

ました。 

その辺のところ、Ｍさん、ぜひちょっとお話を。 

 

◎ Ｍさん ◎ 

アーバンデザイン東村山会議のＭと申します。市内の設計事務所が組織して、市内のまちづくり、

主に都市計画マスタープランに沿ったまちがどのようにできているかというところと、それを３Ｄの

視点で見させていただきながら、昨年ですと東村山５０景などの選定会議等でお手伝いをさせていた

だきました。東村山はまだまだ自然がいっぱいありますし、都市基盤もこれからどんどん整っていく

ところで、我々もまた安心・安全なまちという視点で随時、東村山のまちづくりについて見続けさせ

ていただいています。 

今、お話のありました空き家対策ということですけれども、全国的には今、１割以上空き家がある

と言われている中で、東村山も世帯的には空き家の数が１割ぐらいあるのではないかと言われていま

す。空き家を民で使っていくのはなかなか難しいというところで、やはり役所にある程度入っていた

だいて、第３セクター的な組織をつくった中で、子育てや老人・介護等で空き家をうまく活用できる

ような施策をとっていただくと。 

空き家ですと火災なんかも心配な部分もありますし、私も消防団で活動していたころに防火診断と

いうのをやっていましたけれども、やはり一人住まいとかその周りに空き家があったりしますと非常

に不安な部分がたくさんありますので、東村山の安全・安心というところで、ぜひとも空き家対策は

市役所あるいはシルバー人材センターとか、いろいろな組織が絡んで、何とかこれから公害とならな

いようなまちにしていかなくちゃいけないと思っております。 

 

◎ 司会 ◎ 

なるほど、今の話からいうとＮさんやＳさん、Ｍさんのように市民目線から見ると「こういうふう

にやったほうがいいじゃないかな」と具体的にいろいろなアイディアがある。そしてＰＡＧＥ２さん

含めて具体的にそういったことをソフトとして「こういうこともやっていけるよ」ということもある。

ただ、ハード面もしくは法的規制などの様々な部分でどうしても一線を越えられずにアイディアだけ
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で煮詰まってしまっているという状態も散見されるような気もします。 

今、この部分で出てきているのは「子どもの居場所」「高齢者の居場所」というお話の中から、まち

づくり計画の中でそういったものがどのように加味されているのかということがよくわかっていない。

そして、その中で具体的にはどういう問題点があるのかも市民の我々はなかなかよくわからない。

そんなところがあるのかなと、今、ちょっと感じた次第です。 

その辺のところ、Ａさん、どうでしょう。 

 

◎ Ａさん ◎ 

市内で建設業を営んでおりますＡと申します。今、空き家の話も出ましたけれども、そのテーマの

中で東村山にどういう魅力があるのかというところで言うと、１つはやっぱり東村山に住む人たち、

流入する人たち、それから住んでいる人たちも含めて、経済的理由は非常に大きいだろうというふう

に思っています。 

雑誌なんかでよく「住みたいまちランキング」とかっていう調査なんかが出ていたりしますけれど

も、一方で住めるものなら住んでみろというぐらいの家賃であったり、いい地代であったり、ここか

ら中央線はたかが知れた距離ですけれども、たぶん一番近いと思われる国分寺でも１坪あたりの単価

は東村山の倍近くしますよね。当然これは賃貸なんかでも同じで、家賃が倍とまでは言わないまでも

自分たちにとっての「収入に見合った住めるまちであること」というのはすごく大前提ではないかな

と。住みたいから住めるかと言ったらそうではないだろうと思っている中で、東村山は「住める」と

いうことは１つ、近隣の市の中でも大きな優位性を持っていると思っています。 

住宅に日頃、関わっていますので、お客様が当初、「中央線で買いたいんだけれども…」と言っても

なかなか手が届かない方が多いですね。結果として自分たちが買える範囲ということがある中でどこ

に住みたいかという選択になるのではないかと。そういう意味では、「住みたいから」 ＝
イコール

「住める」

のではない、というところは非常に大きい話だと思っています。 

一方で、その経済的理由をクリアした中でどういうふうに住んでいくのかというところで言うと、

皆さんが言われているような安心・安全であったり、何か住みたい理由がなければいけないだろうと

いうふうに思います。そういう意味ではそれが自然だけではないはずだと思いますし、つながりだけ

でもないはずだと思いますし、私らも「場」の大切さというのはすごく感じています。 

東村山は比較的地縁が強い地域ではないかと思っていますし、地主さんも含めて農家も多いので、

そういう意味ではオーナーさんと言われるような方も非常に多い地域ではないかと思いますが、流入

してくる人たちであったり、若い人たちであったり、そういうところの結びつきが不動産もそうです

し、人間的なつながりも含めてまだまだ少ない。それをつなぐための何か仕組みという中でいうと、

「場」ということは非常に大事なことだろうと思います。 

一方で、それが活動だとか第３セクターといった話も１つの案だと思うのですが、やはり東村山の

中で事業が起こっていくこと、経済的に循環をしていくことがもっと大事なことだと思っています。

そういう意味では私は逆に民間主導でもっと場づくりや事業はできる。それは都市計画の中でもある

かもしれないですし、税制の問題ももちろんあるかもしれないですし、そういうことで行政が関わり

ながら民間がもっと職を生み出してくれたらいいな、というふうに思います。職住が近接になったら

東村山ももっと魅力的だと思っていますので、職の問題であったり、１つの仕組みとして「場づくり」

ということは個人的にも事業的にもすごく大事なところだなと思っています。 
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◎ 司会 ◎ 

ありがとうございます。「職住近接の場づくり」ということでございました。民間主導という部分、

いろいろなお話が盛り込まれていたかと思います。地縁の方が多くて、地場の方と流入される方との

協働できるような場づくりというもの。職という部分。この辺のところも１つのキーワードになって、

そういうところがもっと良くなっていくんじゃないか。１つ気になったのは、住みたいというのは

want ですけれども、住めないとなると can not になっちゃいますよね。できないんですよね。これ

want と can not というのはものすごい開きがあって、思えば思うほど人ってこの開きの中で挫折感

や焦燥感を持っちゃうんですよね。 

そういったところでいろいろとキーワードがたくさん生まれてきたような気がします。 

この辺のところでもっともっと広げていきたいなと思っていますが、これらの根底にあるのは市民

ベースの中でいろいろと考えていくと視点がたくさんあって、その中でずっとやっていこうと思えば

様々な方向で市民が動いていきたいという気持ちがあるんだな、というイメージがすごく沸いてくる

ような気がしています。 

こういったところの中でさらにお話を深めていただいて、いろいろとお気づきになった点をお話い

ただければと思うのですが…。 

 

◎ Ｃさん ◎ 

Ｃと申します。私はずっと東村山に住んでいるんですけれども、東村山ってすごいダサいと思って

いるんですよ。名前が「東村山」っていうのがものすごいダサくて、実はそんなに好きじゃなかった

ので、１回だけ小平に住んだことがあって、特に理由はなかったんですけれども、よく合コンとかに

行った時に「どこから来たの？」と聞かれて「東村山」って言うと「どこそれ？」とか、東松山とか

武蔵村山とか東大和とか武蔵大和とかどこがどこだかわからないイメージ。だから「小平」って言え

ば「あそこね」ってすぐわかるっていうだけの理由で住んだんですけれども…。 

東村山って住んでいる方はわかるんですけど、世間一般的には本当にどこだかわからないんですよ。

東京都の地図で東村山を指せる人間はたぶん市民でも半分ぐらいしかいないんじゃないかってぐらい。

はっきり言ってほぼ埼玉ですよね。「志村けん」のイメージぐらいしかないようなまちなんです。 

私の夢は、今、「住みたいまちＮｏ.１」は吉祥寺ですけれども、そこを東村山にしてやろうと本気で

考えているんですけれども、青年部の活動もしながらまちコンみたいなことで男女の出会いの機会を

増やして、「良いまちだよ」というのをアピールをしようと。そういうことで東村山のまちおこしをで

きたら良いんじゃないかな、ということでやらせていただいています。 

 

◎ 司会 ◎ 

東村山の魅力は？ 

 

◎ Ｃさん ◎ 

東村山の魅力ですか。今のところ見つかっていないです。３０数年住んでいて、東村山の魅力って

いうものが未だにわかっていないんですけれども、だからこそこれから何か生み出せるんじゃないか

な、という気がしているんですね。こういう場があって、皆さんがこうやって集まってくださること

が一番の魅力かなと思っているんですけれども、残念ながら大きなショッピングモールみたいなもの

も造れないし、自然があるって言っていますけれども大体ここら辺はありますよね。 
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人口が減っている理由って大学とか大きな企業とかもないのでやむを得ないんですけれども、逆に

そのマイナスな部分をアピールできるようなことをしたら。例えば鳥取県で「スタバはないけどスナ

バはある」とか言ってまちおこしになったんですけれども、東村山は何もないのであれば逆にそこを

アピールできるようなことをうまくつくってしまえば、若い人たちに魅力的になるんじゃないかなと

いう気はします。合コンに行って「東村山」って言ったら「あそこに住んでるんだ！」って言われる

ようになれば良いかなと望んでおります。 

 

◎ 司会 ◎ 

力強く「良いところが見つかりません」とおっしゃっていただきましたが、わかりやすくて良いで

すよね。 

ただ、武蔵村山と東大和、東村山ってよく間違われるんですが、あちこち旅して回る時に「どこか

らいらっしゃったんですか」と聞かれて「東村山です」と言うと、名前を知らない人は一人もいない

です。とにかく「東村山」という名前はめちゃくちゃ全国区だと私は思っています。ただ、何が良く

てどこにあるのか全くわからない。もっと言うと「それは志村けんの架空のまちだろう」と言われて

免許証を見せたりしたこともあります。 

今、１つ「大学」というお話がちらっと出たりもしたかなと思います。 

 

◎ Ｎさん ◎ 

私は富士見町１丁目に住んで、まず、自分の住んでいる地域でどうしたら良いかを考えたのですが、

周りを見たら昔の軍の廃墟がいっぱいあったんですね。それで市に言ったら「財務省が動かない」と

いうことで運動を始めて、マンションが建ったり戸建が建ったりして、今、東村山で一番活性化して

いる町なんです。それで若い人が住みついて、人口が一番増えている町です。 

それと自分の住んでいるところの近くの公園が草がぼうぼうでごみの山だったんです。市に「掃除

してくれ」と言っても駄目なので、１３年前に自分たちでボランティアを立ち上げて、今はごみ１つ

落ちていない、雑草もない、皆が集える見通しの良い公園になっています。 

それと文化というのは守り育てていくものだから、公民館でいろいろな催し物を始めたわけですね。

いろいろな市民がそういうふうに周りでやったらどんどんマンションや戸建てが建って人口が増えて

いくんですよね。そういうことを皆が他の人の力を借りてすれば、自分が何をするかということでち

ょっと投げかけるだけでまちは動き出すんです。 

例えば、容器包装リサイクル法という販売者や製造者が集める義務があるという法律ができている

ので、それをやれば市のごみは半分に減ります。そういうことを私はスーパーに「そういう法律がで

きているのでペットボトルも袋も集めるコーナーをつくりなさい」と言っているわけです。そういう

ようなことから皆が少しの力を出し合えばまちは活性化していくと思うんです。 

 

◎ 司会 ◎ 

おっしゃるように、まちが活性化していく歴史。その中に市民、一人ひとりの協働意識というので

しょうか。「当事者意識」を持って、具体的に一歩一歩進めていくということが実際そういうかたちで

日の目を見ているということになるのかなと思います。 
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◎ Ｓさん ◎ 

東村山市青年会議所のＳと申します。今日はよろしくお願いします。 

先ほど、「東村山市に魅力がない」という話でしたけれども、東村山市の魅力・特徴といったものを

しっかりと見なければいけないのかなと思っております。参考資料に人口動態があったんですけれど

も、もう一つ追加して欲しかったのが、様々なライフステージの人々によって支えられているという

ところも１つあると思うんですよね。というのは、今まで昔ながらの地主さんがいて、昭和３０年代

から流入してきた人たちがいる。私はその２世なんですけれども、最近入ってきた若い人たちもいる

中で、いろいろなライフステージの人で支えられていると。それが良い面もあるけれども、悪い面も

あると。それぞれが活動しているけども、それぞれのつながりがなかったり、そういった問題。 

東村山市がなぜ若者が減少しているのか、そういった部分を直視すべきだと思うんですけれども、

もう１つ。なぜそういうことを私もわかり始めたかというと、やはり地域活動をやっている中でそう

いうことを感じてきた。様々なライフステージの人たちと会うことによって、良かったことも悪かっ

たことも経験した。だからこそ、そういったことがわかり始めたというところがあります。 

こちらにいる方々は皆さん私の知り合いであったり、必ず私の知り合いを知っている方々がいると

思うんですね。そういった中では、ここにいる人は発信者であって、今日ここに集まっているという

のが「協働」というキーワードで皆がつながろうというかたちで集まっていると思うんですね。 

「つながり」というところで私もそれは必要だなと思って、いろいろどんこい祭とかで活動したり

したんですけれども、結局「つながろう」と言って集まって、発信できる人だけはつながったんです

けれども、それ以外の方々ですよね。「東村山に魅力がない」と言っていなくなる方々に対してはなか

なかそこが引っかかってこないというところがあります。そこはどの団体も本当に悩みどころである

という現実があると。ただ、いる人たちは自分の仕事や家族をある程度犠牲にしてきている人たちの

集まりだというところで、その中で「協働」というところをどうやって東村山市と連携を取ってやっ

ていけるのか、そこをもうちょっと掘り下げて議論したいなと思います。 

 

◎ 司会 ◎ 

今、「協働」という言葉が出ました。今回は「協働」ということをメインとして謳っているわけでは

ないのですが、お話を伺っていくとそういった１つの部分に集約されてくるのかなという気もいたし

ております。 

また、そういった中では「ライフステージ」というそれぞれの立ち位置・立場によって、なかなか

意識の交流というものがうまく通っていかないのかな、なんてことをちょっとお感じになっていると。

そういったことが可視化できるというか、きちんと言葉に出るということはとても大事なことじゃな

いかなと思ったりもします。その辺のところも含めてＴさん、どうでしょう。 

 

◎ Ｔさん ◎ 

東村山市青年会議所のＴと申します。先ほど触れていなかった部分もありますので、簡単に我々の

活動内容をご説明させていただきます。１年間を通していろいろな運動・活動をしておりますが、大

きなところで言いますと、ここ数年５月に市内の小学生全員を対象として八坂神社で「わんぱく相撲」

というものをやらせていただきまして、青少年の育成事業、並びにその中でも礼儀・礼節をあまり堅

苦しい言葉で子どもたちに話をしてもなかなか通じない部分がありますので、相撲を通して学んで欲

しいということを目的にやらせていただいております。今、携帯ゲームだとか室内でゲームとかで遊
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んでいる中、元気に声を張り合って外で体を動かして遊ぶことができれば、というところでやってい

る活動であります。数年前までは２００名ちょっと、今年は３００名をオーバーする人数で相撲大会

をさせていただいて、子どもたちと一緒に体を動かして１日を過ごしています。 

私は２２歳まで市内にいましたが、訳あって東村山市から流出した人間の一人です。個人的には将

来は戻ってきたい意向はすごくあります。元々、諏訪町に住んでいまして、八国山・北山公園の辺り

が動きどころだったので、その環境下というのがすごい好きなんですね。ただ、私の嫁さんは全く東

村山市を知らない。中野で育って埼玉で生活をしているというような人間でして、何度か話をしたん

ですけれども、私は東村山市の環境が好きで住みたい。そこが魅力につながるかどうかは別なんです

けれども、「こういうものがあるんだよ」という話をしても「住みたくない」と一言目で返ってくるん

ですね。説明が悪いのか、連れ回しても駄目なんですね。「どうにかしたい」という気持ちはあるんで

すけれども、説得材料がなかなかないのが現実なのかなって私自身思うんですね。私自身は諏訪町に

住んでいましたけれども、どちらかというと多摩湖町周辺の環境が好きで、畑が周りにあって街並み

がビル群ではなくて、かといって住宅街でもなくて、ちょうど住宅街と緑が両方見られるようなとこ

ろで、なんでそこが良いかというと、年に一時しかないんですけど私はあそこから見える西武園の花

火が好きなんですね。それを押してはいるんですけど、嫁が言うのは「街灯が少ない」と。メインの

道路はあるにしても裏道に入ると少ないというのがあって、二言目には「街灯がなくて暗いところだ

よね」と言われて終わっちゃうんですね。そこは私にはどうにもできないので何も言い返せないんで

すけど、そういう普段生活する中で変えていけるところがあれば、そういうところなのかなと。市の

予算とかの問題はあるのでしょうけど、そういうところ１つで変わってくるのかなと思います。 

 

◎ 司会 ◎ 

「暗いまちには住みたくない」というふうに聞こえますよね。便利だとか不便だとかってことじゃ

なくて、全体に何か覆っているものと言うんでしょうかね。そういったものを踏まえてそんな感じが

するのかな、という気もします。 

うちの嫁さんも他県からの人間なんですけども、同じことを言っています。そういったところで

「ダサい」というのとは何かちょっと違うものがあるのかなと。そういったものを敏感に感じ取って

しまっているのかな、というような気もしなくはないです。 

ここまでは住みたいまちのイメージづくりってどういうものなんだろうという話から様々な問題、

ご指摘やアイディア、あるいは現状行っていらっしゃる内容が結構出てきたと思いました。 

この辺の話をさらに進めていくために、ここで一度、市長にコメントをいただきたいと思います。 

 

◎ 市長 ◎ 

今、いろいろご意見をいただいて「なるほどな」ということがありました。 

我々も考えていることの１つに、市のイメージ、特徴というものをどのように作っていくか。これ

から本格的にシティプロモーションをやるとした場合に、東村山市の何を売りにするのか。そのキー

ワードを市民の皆さんと共有していないと地に足が着いたシティプロモーションができないだろうと。

その中で「うちのまちはこういう特徴がありますよね」と。今まで出た話の中では、自然だったり、

あるいは人のつながりがあるとか、プラスイメージとしてのことはあろうかと思いますし、マイナス

イメージでまちが物理的に暗いというか、もしかすると雰囲気も暗いと感じている方がいらっしゃる

のかもしれないので、それが何に由来しているのか。街路灯だったらお金を増やして街路灯を増やせ
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ばある程度明るくはなるのだけど、他所から見てまちの雰囲気が暗いというのはどのように払拭すれ

ば良くなるのか、というのはまた別に考えていく必要があるのだろうと思います。 

いずれにしても、これから東村山市が一定の地域間の競争の中で、引き続き持続可能なまちとして

ある程度の人々に住んでいただいて満足して住み続けていただくようにするには、１つのイメージを

市民と行政が共有していくということがすごく大切です。そこを事業所の皆さんとも共有化をして、

例えば「東村山の物件は、こういうまちの中でこういう物件としてあるんですよ」ということをアピ

ールしていただけると、より人々に住んでいただけるようなことができるんじゃないかなというふう

にも思っています。 

今、いろいろお話を聞いていて、私としてはその辺を強く感じたところであります。 

 

◎ 司会 ◎ 

今、おっしゃっていただいたように、雰囲気なのか、物理的なのかと。物理的要因であれば何とか

計画していこう、という話になると思います。雰囲気ということになってくると、いろいろな部分、

先ほどお話に出たような「ライフステージ」というように住んでいる人それぞれの立ち位置・立場の

部分が見えない障壁になっていて、それが人と人とのつながり、交流というキーワードの中で動いて

いるものが発信者と受信者的な位置付けになってしまっていて、ぎくしゃくしてしまっているという

ところがあるんじゃないかな、なんてところも見え隠れしたようなお言葉もあったんじゃないかと思

っています。 

そういった意味では当事者意識であるとか、交流を進めていくための細かい様々な仕掛けづくりや

努力っていうところが大事なのかなと改めて感じさせていただきました。 

そういった「協働」というかたちの中で生み出されるネタというところで、１つ今、具体的に出て

いるのは「『子ども食堂』と言われているような食卓の風景をそういったかたちで進めていきましょう

よ」なんていう話も出ました。「空き家対策ってもっと安心・安全のまちづくりに使えるんじゃないか

な」「異世代交流ということで様々な市民大学ベースのものができるんじゃないかな」とか、具体的な

部分では「東村山の売りをもっと進めていくには自然が豊か」だとか「そういった場づくりをもっと

シティプロモーションとして進めていく部分があるんじゃないかな」なんてところが今、出てきてい

るんじゃないかなと思います。 

 

◎ Ｋさん ◎ 

Ｋです。よろしくお願いします。私は東村山に住んで７年目。なぜ東村山を選んだかと言いますと、

父母が東村山から電車で３０分ぐらいの入間に住んでおります。都心に大体１時間弱あれば行ける距

離、ということで東村山を選びました。緑が多いからここを選んだ、違います。いろんな人々の交流

があるからここを選びました、違います。全く何も気にせず、ただ、自分の思うところで選んだのが

たまたま東村山だった、ということです。 

何が言いたいかと言いますと、Ａさんの話にもありましたけれども、住みたいまちに住めるのか、

というところにもつながるかもしれませんけれども、自分の生活環境が変わったから自分の利便性だ

けで選んでその場所を離れる、というのがたぶん本質なんじゃないかなと思っています。 

私は会社員をやっていまして、ただ東村山で寝て、仕事に行って、また東村山に帰ってきて寝て、

という生活を続けていました。「休みの日に遊びに行こう」「いや、眠たいからごろごろする」。「じゃ

あどこか遊びに行こうか」と言っても結局都心に行っちゃう。「緑があるからここにいよう」なんて、
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正直、全くまちに興味はありませんでした。けれども、ここにきて「東村山にずっと住んでみたいな、

住んでいきたいな」という気持ちになった理由は、先ほど出たように人との関係でした。 

昔、お芝居をやっていた時期がありまして、たまたま妻が見つけたことで、今、つながりがすごく

広がっております。たったの２年です。たった２年でこちらにいらっしゃる方々もそうですし、いろ

いろな方々と知り合えました。そうすると東村山から出られないんですね。良くも悪くも。そして今、

ありがたいことに子どもが３歳になって、やっと保育園に入って、私たちが妻と一緒にまちの中でお

祭りとかいろいろなことに関わるかたちができたおかげで、その子ども自身が地域で面倒を見てもら

っています。裸足で走り回っている子どもがいて、「あ、Ｋさんのところの娘だな」なんていろいろと

面倒を見てもらっております。すごくありがたい環境が今、あると思っています。だからこそ東村山

にいたいなと。「何か魅力があったらいいな」なんて言っていますけど、何にもなくて良いと思うんで

すよ。「何もないぞ、東村山」で私は充分だと思うんですよ。結局、どのまちに行ってもまちにひっか

かれば、交流ができればそれはもう自分の居場所になっちゃうんですよ。小さなお祭りやイベントっ

てたぶん小平市でもやっているでしょうし、他の地域だっていっぱいやっていると思うんですよ。結

局、参加者がちゃんと当時者意識を持っている。私もつい２、３年前までは全然そんな意識ありませ

んでした。ただ、何かのきっかけで変わることができたんです。そのきっかけづくりが一番大事で、

一番大変なことなんじゃないかなと、たぶん自分の経験談だからこそ感じました。 

言葉は悪いかもしれませんけれども、自分からは少し外れる５０～８０代の方々がどう考えていら

してどう困っていらっしゃるのか。それに協力したいと思いますけど、たぶん普通の会社員の方々は

興味ないですよ。お祭りにも興味ないですよ。先週行った「まちジャム」だって、知らない方はいっ

ぱいいると思います。だから、当事者になってみないとわからないな、ということをすごく感じた２

年間だったということをお伝えしたいのと、もう１つ。せっかく車座になっているので、いろいろな

方々といろいろな話をしたいな、と思います。今、ぽんって投げかけて、司会の方にきれいにまとめ

ていただいてわかりやすくなっているんですけれども、「うん、そうか」で終わっちゃってる感が私は

強いので、もっと「こういうのあるぜ」「私、こういう技術あるぜ」なんていう話を聞かせていただけ

れば、すごく楽しくなるんじゃないかなと思っています。 

 

◎ Ｎさん ◎ 

今、最高に困っていることがあります。古民家をお借りしたのですが、広さはすごい広いんですよ。

なんと１階と２階を合わせると８６平米あります。月５万円、これすごくないですか。東村山駅西口

から１０分、ベストポジションなんです。コンビニが近くにありませんので、コンビニがあると皆コ

ンビニ飯を食べてしまう。そうすると、その時はお腹が満たされるかもしれないんですが、実は蓄積

していく保存料の問題があります。私は、お店で今「母飯」を提供していて、そこで出たごみは全部、

循環型農園でまた野菜に戻るんですけど、大きい農場を持っているわけではないので自分ができる身

の丈でやっています。東村山は地主さんが多いですから、見渡せば農業をやっている方がいらっしゃ

いますよね。ただ、後継ぎがいない問題とかがありまして、商店街もどんどんシャッター街になって

いってしまうんですよ。 

古民家を借りた理由の１つは、西口１０分ぐらいの場所というのは昔は８０ほどの店舗が連なって

いて、商店街が一番栄えていた場所らしいんです。ところが今は数えるほどで、シャッター街になっ

ていますので、本当に寂しい。 

今、１５歳になる娘がいるんですけれども、「このまち、つまらないよね」とはっきり言ったんです
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ね。「居場所がない上に楽しめる場所もないよね」と。「洋服を買いに行くならショッピングモールに

行っちゃうよね」と。東村山ではないって言ったんだけれども、東村山にないものばっかりを追うか

らそうなるんです。逆に言えば、都会にはないものがここにあるんです。田舎ですから。この田舎を

活かすというのがすごく良くて、皆に爆笑されるんですけど、今、暮らしている古民家にはエアコン

も洗濯機もテレビもないんですが、全然、暮らせます。時間を有意義に過ごすことができれば、実は

一番贅沢なんだと今、感じています。これを全部やれというのは難しいと思うんですけれども、体感

しに外の人に来てもらったらどうですか。「東村山って田舎だから面白いよ」というのをキャッチコピ

ーにして、どんどん地方に来る感覚で来てもらって、「ちょっと住みたくなっちゃったな」という人が

出てくるはずです。都会暮らしは疲れますからね。朝、駅前を歩く人の顔を見るとよくわかります。

皆さん必死ですから、死にそうな顔して歩いていますよ。都会に出るのは１時間もあればいろいろな

ところに行けますから簡単です。けれども、皆さん必死でお仕事に行っている間にきっとすごく疲れ

ていらっしゃるんだなと。朝食も食べていない人もいるのかなと。ましてや小さい子ども、中学生ぐ

らいの子もご飯を食べていない子がいるというので、キーワードは「食」だと思っています。これか

らは「農業」が一番強い押しじゃないかなと。ここが東村山のポイントになるんじゃないかなと思っ

ています。ツアーとかでわざわざ家族で長野まで野菜を取りに行く方が多いみたいなんですけど、東

村山でできるじゃないですか。これがかなりの押しになると思うので、ぜひそういうネットワークを

お持ちの方にご協力いただきたいのと、うちの古民家はぼろぼろで一度に入ると天井が落ちちゃいま

すから、少しずつの人数でミステリーツアーを組ませていただきますので、ぜひご覧になりに来てく

ださい。 

 

◎ Ｏさん ◎ 

今、皆さんの話を聞いていて思ったんですけれども、「ないものねだり」ではなくて「あるもの探し」

が大切だなというふうに思います。 

今、東村山にあるのは一体何なんだと。これは「人材」だと思います。ここにきて人材がこんなに

たくさんいるんだなと。ただ、よく「市民が参加しない」という話がありますけれども、仲間同士だ

けで集まっている団体はいっぱいあるんだけど、いつも顔触れが同じでは何もないんですね。たぶん

１５万人いる中で、かなりの人たちが自分の能力だとか、あるいは経験だとか、そういうものが活か

せられるだろうと。それを活かしていったらお金もかけずにもっと素晴らしいまちができあがるんじ

ゃないかなと思っています。 

例えば具体的な話をしますけれども、市の職員が３００人いたとしたら、３００人が市のこういう

イベントでも良いですし他のものでも良いんですけど、それを全職員が共有するというようなことで

何かをやろうとした時には、そのプロ的あるいはノンプロ的な人たちをうまく活用していくというも

のが必要です。その時のお願いの仕方は、担当者にお願いするのではなくて市長自らその人に電話を

かけて「お願いしたい」と。なぜかと言うと、人間、誰かの役に立ちたいという気持ちはあるんです

ね。市長からそうやって電話がかかってきたら「やってあげようじゃないか」と。そういうことが大

切だなというのが１点。 

もう１つは、産学官の連携はあるんですね。残念ながら東村山は学がないんです。「大学がないから

だ」といつも言われているんですけれども、私はそうじゃないと思うんですね。大学に通っている人

はいるんです。ただ、そういう人を見つけないだけなんですね。だから、そういう大学にアプローチ

をしてみるとか、私も実際に大学にアプローチをしています。そういう中から若い人たちの発想とい
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うようなものを考えるべきだと考えております。 

 

◎ Ｓさん ◎ 

私もいろいろな主体の協働ということを、事例を挙げてお話したいと思います。 

昨年、東村山市市制５０周年だったんですけれども、東村山市老人連合会さんと東村山子ども劇場

がある意味コーディネーター的な役割を担い、市民協働課と一緒にやっている「市民活動よろず交流

会」という場で市民団体さんに呼びかけまして、市民団体９団体さんと市の４つの所管と社協さんが

一緒になって、多世代交流の遊びの会をやりました。市民の方たちがものすごい数押し寄せて、当日

はすごい盛況に終わりまして、またその中で新しい人とのつながりをつくった団体さんもありますし、

皆さんとやってみて終わって話を聞いた時に「やっぱりこういうイベントを通じて交流が進むね」と

いう感想を皆さんからいただきました。特にこれは行政の旗振りであったということで、行政は母体

がしっかりしていて信頼というものを持っていますので、例えば１団体で「何かやりたい」と言って

いても声がとても小さいのを増幅させることができて、一般市民の方が押し寄せてくるんですね。長

年、子ども劇場の活動をやってきたんですけれど、そのレベルの違いというのを本当に体感しました。

ですから、「関係性をたくさんつくっていくとこのまちから離れられなくなる」という先ほどのＫさん

の話と同じようなことをうちの若い会員さんたちも言っていましたけれども、それってとてもあるだ

ろうなと。そういう場をたくさん同時多発的にいろいろなかたちで協働しながら作り出していくこと

ができたら、それはすごい力になるだろうなと思っています。 

今日はいつもお付き合いしている市民団体さんとはまた違った顔ぶれのところに座っているなと思

って、自分たちのやっていることをぜひわかっていただきたいなと先ほどもパンフレットをお配りし

たんですけど、そうやって知り合いを増やしていくことでまちの活性化につながるかなと。それは市

と市民団体の協働も大事だし、市民団体同士でつながるということもとても大事。あと私たちにはこ

れからの課題なんですけれども、企業とかとつながるようなこともできたらいいなと思います。 

ちょっと課題だなと思っていることをいくつか申し上げたいと思います。外部団体からの助成金を

取りながらいろいろな文化活動を行っているんですけれども、このごろは行政とＮＰＯとの協働で受

けられる助成金というのがあります。子ども劇場が事務局となって受ける場合もあるんですけれども、

行政の例えば児童館とか公民館とかが事務局になって受けるようなケースもこれからはあると思うん

ですけど、そういう外部資金を市が事務局・窓口となって受けた場合に前例が少ない、あるいはない

ような場合に、いろいろな事務手続き上、難航している部分があるんですね。そういうところを行政

にもっと簡素化できるようなかたちで動いていただけると、もっともっと外部資金を引っ張ってきて、

まちの文化事業を豊かにできるんじゃないかなというふうに思っています。 

あと、社会教育の分野になると、例えば演劇をやった場合、参加される方のお支払いになる。観劇

料なんかがどうしても助成金を入れても発生する場合があって、市の今までのやり方だとその限度と

いうものがあるんですけれども、そうすると財政的に実現が難しくなる場合があって、そういう辺り

のことをできるような工夫を官民の知恵を使いながら実施していけば、実はもっとやれることがあり

ます。そういうところは工夫していきたいなというふうに思います。 

それと同じようなことが企業との協働にもあって、昔「モザークまつり」というのを久米川駅周辺

でやっていたんですけど、今は市役所の近くで「天王森まつり」というのに変わって、１３回ぐらい

やっているんですけれども、そこで昔ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）から実行委員会の方に話が

ありまして「ＵＲの宣伝をしていただいたらぜひ寄付したい」という話があったんですけど、社会教
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育分野ということでちょっとできないということになりました。市との協働で行っていた事業だった

ということがあって、その当時、事務局をやっていた私としてはまちの活性化にもつながるし、そう

いうこともやっていけたらいいのになと思ったんですけれども、叶わなかったんですね。こちらのほ

うからお断りしたということになりました。そういうこともいろいろな知恵を使ってできる東村山に

していけたら良いなというふうに思っていまして、私どものほうも知恵が足りないんですけれども、

ぜひいろいろな知恵を拝借して、活性化につなげていけたら良いと思っています。 

 

◎ Ｋさん ◎ 

先ほどＣさんが「東村山に魅力がない」とおっしゃっていて、若干、頭にきたというか、私は今日、

最初に「火種」という話をしていて、東村山の魅力は何なのかなというのを皆に問いたいなと思って

来た。実は私自身はそれがあってここに住んだ人なんですね。私は住んで３年目なんですけれども、

トトロの八国山の目の前に土地が入ったから住んだという人間で、このまちにはすごい魅力があると

思っていて、例えば八国山は歩いてみたら本当に自然が豊かで、整備はされているんですけど公園じ

ゃないのでいわゆる公園のようなかたちで造られていないし、ああいった自然ってたぶん都内にあま

りないと思うんです。あと多磨全生園というのがあるんですけれども、ハンセン病の方が住んでいた

施設で、今、ハンセン病を題材に取り上げた「あん」という映画もやっていますし、小学校や中学校

で人権教育も行っていますし、すごいハードは揃っているなと思っています。八国山であれば自然教

育ができるし、多磨全生園であれば人権教育ができるし、そういったハードはあるので、その上でで

きることがあるんじゃないかなと思っているのですが、これだけ活動しているメンバーが集まっても

市の魅力がなかなか出てこないというところが残念だなと思うと同時に、シティプロモーションとい

うのを協働事業にしたらどうかと。先ほどＮさんのほうからツアーという話がありましたけれども、

例えば東村山の体験ツアーみたいなことを行政と民間が一緒にやって、うどん体験であったり、八国

山を体験したりとか、多磨全生園を見たりとか、それってたぶん海外の人が見ても面白いと思うんで

す。そういったかたちで東村山の魅力、シティプロモーションをまずは皆で見つける事業というのを

こういったかたちでやっていったらどうかなと思っております。 

もう１つ思ったのは、私自身が感じている魅力がたぶん社会一般の方が感じる魅力ではないのかな

と思うところがあって、私はよく皆さんに「八国山良いんです」って言うけど、実際はほとんど子ど

もが遊んでいないんです。皆テレビゲームやっているんですよ。先ほどショッピングモールという話

がありましたけど、やっぱり普通の人から見たらショッピングモールは魅力的なんです。それって人

の価値観だと思うんですよね。その価値観を変えるのは体験だと思っていて、例えば八国山で自然体

験のイベントとかやってはいるんですけど、もっと巻き込んでやっていいんじゃないかなと思うとこ

ろがあって、市民の価値意識をまず変えていって、そこから外に発信できないかなと思っています。 

今日はいろいろな方がいて楽しいんですけど、もっと東村山の魅力が聞けたらいいかなと思ってい

ます。 

 

◎ Ｆさん ◎ 

Ｆです。今日はせっかく市長と直接お話できる機会をいただいたので、普段はたぶん市民のほうか

ら「こういうことをして欲しい」とか、「こういう課題があるから何とかしてくれ」とか、そういう要

望を一身に聞かれる側だと思うんですね。なので、今日はぜひ市民の人たちに逆に「こういうふうな

ことをしてもらえたら良いな」とか、市長が今、課題に思っていることとか、「一緒にやれることとし
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て「こんなことをやれるよ」って言ってもらったら嬉しいな」とか、そういうお話をお伺いしたいな

と思いました。 

 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございます。実は、今日のタウンミーティングをこういうかたちでやろうと考えたのは

市民協働課ではあるのですが、冒頭申し上げたように、国からいろいろ「地方創生をやりなさい」と。

ある意味、上から言われてやるというのもおかしな話なんですが、ただ、東村山市としては数年前か

ら人口減少だとか、さらに進んでくる高齢化とか、空き家の問題とか、いろいろなことが顕著化して

きていたので、しっかりそこには取り組んでいかなければいけないということで、一昨年の組織改正

でシティプロモーションをする都市マーケティング課というのをつくって、今、なんで東村山で人口

減少が始まって、特にどういう世代の人が流出しているのかというような調査をして、あと国から言

われている地方創生の具体的な取り組みをどう進めていくかとか、それからシティプロモーションを

どのように進めていくかというのを庁内で検討しています。それから空き家の問題も最初は目視で調

査をさせていただいて、その時点では市内に戸建住宅で６００戸ぐらいの空き家があるということが

わかって、そのうち１００軒ぐらいが大体はそのお宅の樹木が不適正に管理されているものですから

近隣トラブルで「何とかしてください」というようなかたちで問題になっているというようなことが

ありました。 

何を言いたいかというと、結局、これから行政だけでは手に負えないようなことがいっぱいあって、

市民の皆さんとか先ほど「雇用創出」あるいは「働く場をつくらないと」というお話もありましたけ

れども、まさに市内で働く場を少しでもつくっていく。それから良い住環境をつくる。これはハード

だけではなくてＫさんがおっしゃったようにやはり人と人とのつながりが住み続けていく上では非常

に重要な要素になるので、これは行政のサービスだけではなくて市民同士のつながりをいかに作って

いくか、ということになるんですね。そうなるとやはり市民の皆さんからいろいろな知恵を欲しいと

いうのが私の発想としてあって、今日は市内でいろいろな活動をされていらっしゃる方がどんなふう

に考えて、東村山に今、何が足りないと思っていらっしゃるのか、あるいは何をしようとされている

のか、率直に意見を聞かせてもらおうと思ったわけです。その中から何か本当にこれから市が取り組

まなければならないこと、そしてそこに市民の皆さんがどういうことができるのか、今すぐ「こうい

うことをしてください」ということはありませんが、市民の皆さんのこうした活動が活発になるとい

うことがまちの１つの魅力ではあるので、ぜひ皆さんには今まで通り引き続き、さらにそれぞれの活

動をパワーアップしてがんばっていただきたい。端的に言えばそういうことになりますが、その市全

体の動きの中で皆さんたちが逆に「こういうことをやれば面白いんじゃないか」ということがあれば

どんどん言っていただいて、相互に負ではなくてプラスの方向でのスパイラルが起こって、「市民がこ

ういうことをやっているんだから、行政もこういうことをやんなきゃまずいだろう」とか、「行政がこ

ういうことをやっていれば、市民の皆さんもこういうことをやったらもっと面白くなるかな」という

プラス方向でのスパイラルが起きてくるとすごく面白いんじゃないか、そんなふうに今、考えていま

す。特に具体的にＦさんに「こういうことをやってください」というのはないんですけど…。 

 

◎ Ｆさん ◎ 

市民協働課が窓口の１つだと思うんですけど、そういうのが発生した時のやり取りというか、機会

がなかなかない。そういう共感できる機会というかそれこそ場づくりというか、そういうつながりの
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場所があったらいいかなと思っています。「何とか募集」でも良いんですけど「今これ悩んでます」と

か市から発信される「これを誰かやれる人いないかな」みたいな。 

 

◎ 市長 ◎ 

そうですね。まだ具体に動き出していないんですけれども、いずれにしても市のほうである程度プ

ロモーションをやるということになると、まずは市民の皆さんの中で発信力のある皆さん方のような

方が核になって、市内外に「東村山はこんな良いところがありますよ」というＰＲをしていただくと

いうことがすごく大事になると思うんです。なので、我々としてはこれからそうしたプロモーション

をやる時に、ぜひ皆さんにお力をいただきたいし、お知恵もいただきたいなと。我々、行政職って、

実はマーケティングとかプロモーションとかというのは今まで全然やったことがない世界なわけです。

特に「東村山に住んでください」と言わなくてもこれまで人口はずっと伸びてきて、ある日ぱったり

人口の伸びが止まってむしろだんだん減り始めてしまっている状況の中で、データを集めて分析はで

きたけれども、どのような戦略でマーケティングをやったほうが良いのかというのは、むしろ民間企

業にお勤めされていたり、企業を経営されている方のほうが我々よりもよっぽどノウハウを持ってい

らっしゃるので、そういうことはぜひ知恵をいただきたい。 

とにかくできることからやっていこうということで、もちろん予算に関わることではあるんですけ

れども、まず暗いのを明るくしようということで街路灯を増やすとか、例えば子育て施策として今年

の待機児童数は３２名で、逆に欠員が１０２名なので、実質的には７０名の空きが出ている状況で、

基本的には保育園を選ばなければ入れる状況になっているのですが、この先、他市と何らかの差別化

を図るのか、それがアピールになるのかどうかも含めてまた検討する必要があるんだと思うんですね。 

いずれにしても、まずは住んでいる方の満足度を上げていって、そのことで「東村山ってやっぱり

こんな良いところがあるし、こんな面白いところもあるよ」という市民の皆さんの口コミに勝るもの

はないと思っていますので、プロモーションをやる際にはぜひ皆さんに力を貸して欲しいなと思って

います。 

 

◎ Ｎさん ◎ 

今はもう皆さん忘れていると思うのだけど、１０年ぐらい前に東村山中学生がホームレスを殺した

という事件がありました。去年は中学生の失神ゲームの事件がありましたが、これはコミュニティの

崩壊なんですね。その時に「コミュニティが荒れている」ということで学校には言いに行ったけど、

市役所には行かなかったんです。なので、今は自分の地域でそういうコミュニティが壊れそうになっ

た時は市役所にいろいろお願いに行っているわけです。核家族になったり、共稼ぎや母子家庭とかが

多いので、ちょっと注意すると「家に帰ってもお父さんがいないんだもん」とかいうような家庭も結

構多いんですね。そういうことは地域コミュニティでしっかり見ていって、空き家の問題でも私らマ

ンションに言えばすぐに売れるわけなんですよね。そうやって自主管理を４０年以上やっているわけ

です。そういうふうに管理会社任せではなくて、自治を守っていくということをしっかりやっていく

ということが基本ではないかと私は思っています。 

 

◎ Ｍさん ◎ 

思っていることが２つあるのですが、１つは「東村山の価値向上」という意味で法人の誘致ができ

ないかなというのが個人的に思っていることなんです。というのは、市内で工場を物色している企業



- 20 -        第９３回タウンミーティング 

もないことはないんですけれども、都市計画図を見ると準工業地域が外周にぱらぱらと細長くあるよ

うなかたちで、工業団地とまでは言いませんけどなかなかまとまった平米数が求められないというよ

うなことで別のところに候補地を変えるような企業もないことはないので、法人の誘致をするために

用途地域の整備がもう少しできないでしょうかということが１つですね。 

それともう１つは見守り団体の関係で申し上げると、市長も実感していると思うのですが、認知症

の方が非常に増えていて後見人が必要な方が増えております。尚且つ専門職を頼むと報酬が発生して

きますし、本人負担の面と、また、教育にも時間がかかります。今、社協さんが準備しているのか表

だって出てこないのでわからないんですけど、市民後見人の養成というのを速やかに進めていただい

たほうが、本人の費用負担の軽減という意味でも、東村山市にとっても価値があるだろうと。また、

弁護士が１億円近く横領するような事件がありまして、単に家庭裁判所で選任された人が安心かとい

うとそういう時代じゃありませんので、やっぱり地元で間違いない方がいれば時間もかかることです

から速やかにそういう養成に取り組んでいただきたいと思っています。 

 

◎ Ｉさん ◎ 

Ｉと申します。私自身は東村山に来たのは１年半ぐらい前で、その前は長野県の御代田町といって

軽井沢町の隣にある小さなまちに住んでいました。なんでそこに住んでいたかというと、陶芸をして

いた両親が住みたいまちとして御代田町の環境を選んで、昔、蚕を育てていたような茅葺き
か や ぶ き

屋根の民

家に住んでいました。そのあと引っ越さなければいけなくなって、いろいろな仕事をしていく中でご

縁があって東村山の工務店に入って、今、広報というかたちで仕事をさせていただいています。 

今は東村山に住んでいるんですけど、地元のほうはもう限界集落になっていて、人口が減ってきて

高齢者ばかりで、たぶん２０年もしたらほとんどいなくなるんじゃないかというような状況です。た

だ、住んでいる人たちではなかなか気付かなかった自然の魅力だったり、今日のお話にも出てました

けれども農業の体験みたいなことをやったりして、東京のほうから私の地元の長野のほうにいろいろ

な職業の方が体験しに来ています。私自身の話もそうですし、東村山もそうなんですけれども、今、

日本全国で皆が地域のことをどうやっていくかということをすごく考えているなと肌で感じる機会が

増えてきています。あと、皆さん「東村山は田舎だ」とおっしゃったんですけれども、私は東京に近

いところで「都会だな」と感じていまして、なんで東村山に暮らそうと思ったかというと、もちろん

仕事で来てはいたんですけれども、東村山ってやっぱり都会の良さと田舎の良さが両方あるなと感じ

ました。そういったところを皆でどういうふうに高めていこうか、どうしていこうか、というのがこ

れからすごく大事だと思うんですね。 

今、広報ということでプロモーションであったり地域とつながる仕事に携わらせていただいている

んですけど、広報という部署では小さな本をつくって、「家」という建物もそうですが、暮らしを紹介

したり、それから工務店の仕事ってわかりづらいので職人さんとか大工さんとかどんな人が働いてい

るとか伝えていくようなかたちでしているんですけど、次に私たち工務店が地域のＨＵＢ
ハ ブ

となって、

新しい活動として地域の魅力を紹介する情報紙をつくりましょう、ということをやろうとしています。

私の両親がいろいろ探して「長野の田舎に住もう」と思った時と同じように、外から見た時に住んで

いる方では気付かない良さというのもあると思うんです。東村山っていうエリアだからこそ都会と田

舎を合わせて「トカイナカ」という言葉もありますが、そんなことをたぶん住んでいる人も気づいて

いない、外にも伝わっていないということをもうちょっとちゃんと伝えていくような取り組みが必要

だと思うんです。それから多摩地域の中には伝える力を持っている言葉だったり、デザインというこ
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とを仕事にされていらっしゃる方がたくさんいるので、そういう人たちと一緒に地域の情報紙をつく

ったり、皆で商品開発みたいなことに取り組み始めていて、この秋ぐらいに外から見ても「東村山市

に住みたい」と思ってもらえるような地域情報紙の発信をしていきたいと思っています。 

 

◎ 司会 ◎ 

今日はたくさんのキーワード、あるいは考え方のつながっていくところ、そしてその部分に対する

問題点、あるいは個人で考え方や立ち位置・場所が違っていても思っていることが１つの部分であれ

ば行政と市民との中で何らかの動きが取れるんじゃないかという道筋がなんとなく見えたのではない

かなと。ただ、これを２時間でこの場で「何を」と言ってもなかなか難しいんじゃないかと思います。

本当はもう少したくさんの人からお話を伺いたかったんですけれども、本日はお時間となってしまい

ました。 

最後にもう一度、市長のほうからお話いただけたらと思います。 

 

◎ 市長 ◎ 

今日は本当にありがとうございます。様々なお話をいただきまして、感謝申し上げたいと思います。 

いくつかご発言いただいた中で今日は用途地域等を含めたハードのお話があまりできなかったので

すが、その辺もまちづくりにとっては重要なファクターになります。お金も非常にかかる分野でもあ

ります。それから今回は２０～３０代の方の人口流出があるので、どちらかというとターゲットとし

て若い人をどうやって呼び込むかというような視点でお話していただいたのですが、あと１０年する

といわゆる２０２５年問題と言われる団塊世代の方々が７５歳以上になられて、先ほど問題提起があ

りましたけど、認知症の方が相当まちの中にいらっしゃるような時代が来て、今もう既に来ています

がもっと増えて、その辺りでどのように高齢者の方の居場所、あるいは全員の方が施設入所できるわ

けではありませんので、地域の中でそういった方をケアしながら、その人らしい人生を全うできるよ

うな地域づくりをしていくということも、地域の魅力づくりにとってはかかせないことになります。 

やはりそこも１つのつながりなので、先ほどおっしゃいましたけれども、どうやって市民と市民の

つながりをつくっていくか。そのきっかけがすごく大事だなというふうに改めて思いました。 

また、事業所の視点から物件の販売も単に物件を売るだけではなくて、地域の魅力を含めて丸ごと

トータルでプロモーションして売っていかないと、というお話もあって、事業者さんにこういったと

ころでつながりをつくっていただくということもあるんだなということを私も今、認識したところで

あります。 

今日、タウンミーティングで初めてこういうかたちでやらせていただいたのですが、先ほどお話の

あった「場づくり」ってすごく大事で、市民の方、それから事業所の皆さん、そして我々行政、市民

の方もいろいろな立場の方がいるので、何らかのかたちでこうした車座になってお話できるような場

を継続していって、「自分はこういうことができるよ」とか、「自分たちの団体だったらこういう活動

ができるんじゃないか」とか、元になるところのまちのイメージとかまちの想いを共有していくこと

が大事で、「東村山はこういうまちなので」ということを市民の方たちと事業者さん・行政が気持ちを

合わせて発信していくことがすごくパワーになるのだろうと思いました。 

今日は具体に「うちのまちはこうだ」というところまでは至らなかったけれども、それぞれ皆さん

あるいは私の中でも、徐々に「東村山ってやっぱりここが売りになるんじゃないか」とか「こういう

まちのイメージはすごく大切にしていかなきゃいけないんじゃないか」と思っていただいたのではな
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いかと思います。また何かの機会があればご意見をお寄せいただければと思いますし、市長への手紙

やＥメールといった手段もあるので、今日、言い足りなかった部分があればぜひそういうかたちでお

っしゃっていただければと思います。 

今日は司会をいただきましたＭさんに感謝を申し上げて、私からの挨拶にさせていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 
【ホワイトボードに書きだされた皆さんからのご意見】 
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