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〇  瑞穂町を取り巻く状況は、①超少子高齢社会の進展によって、総

人口だけでなく、生産年齢人口の減少が顕著となること、②地域

経済が海外の経済状況とより密接にかかわってきていること、③

身近な生活や産業活動において新技術の活用が進んでいくこと

（産業革新）、④首都直下型地震の脅威や気候変動がもたらす影

響が深刻さを増していること、という４つの歴史的な転換点にあ

ります。この中にあって私たちの町では、多摩都市モノレールが

箱根ケ崎方面への延伸に向けて動き出したことで、このことが

様々な分野・場面においても大きな影響を受けることとなります。 

○  このような厳しい状況を直視し、過去に蓄積させた成果と町の強

さ・弱さを見極め、従来の発想の延長線上ではない、新しい時代

を切り拓くための新たな視点から第５次長期総合計画を策定し

ます。  

〇  これからの基本構想は、行政計画の色彩の強い総合計画でなく、

次の視点で捉えて、新たな公共・地域経営の基本指針とします。

また、第４次長期総合計画にも含まれていた住民、企業・団体、

行政の参画と協働による町政運営を更に進めていきます。  

   ・超少子高齢社会の進展によって、人口の減少と生産年齢人口

の減少が顕著となり、社会生活を支えるための人的、財政的

な資源が不足してくること。  

   ・社会環境の変化に対し、地域課題の発見を行政だけで行うこ

とは困難になりつつあること。また、課題を発見したとして

も、これらを解決する技術やノウハウを行政だけでは十分に
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有していないこと。  

・住民、企業・団体、行政が連携を深め、それぞれが「自分ご

と」として課題を捉え、自主的・自立的に解決すること。  

 

〇  今までと変わらない瑞穂、例えば住民の意識の中に深く浸透して

いる自然環境の良さは、狭山丘陵の豊かなみどりや農地、残堀川

や狭山池など自然環境によって培われた後世に残すべき「まちの

財産」です。そして、この環境によって育まれた民俗も受け伝え

ていくべき「まちの宝」です。また、自然災害の被害がおおむね

少ない環境が住民の安全・安心につながっています。こういった

町の良さを行政に携わる者だけでなく、住民が再認識して、地域

に関わることによって、さらに伸ばし、新たな瑞穂を目指します。 

〇  基本構想では、老年人口がピークを迎える２０年程度の先を見通

して、町が抱える課題を、住民、企業・団体、行政の総合力で解

決するための１０年間の基本的な考え方を示しています。基本構

想で、分野別のまちづくりの基本方針を示すのではなく、分野を

横断した「重視すべき視点」を掲げ、下位の基本計画で重点施策

を示すことで、町の将来像の実現に向けた政策の方向性を明らか

にします。  
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〇  この計画は、令和３年度を初年度とし、令和１２年度を目標年度

とする１０年間を計画期間とします。  

  

 

新しい時代に対応した 

公共・地域経営の基本指針 

↓ 

 

住民・企業・団体 

  ビジョン・目標など 

住民・事業者  

瑞穂町基本計画 

行 政  

連携 

   

分野別 

計画 

事業 
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○ ○ ○ ○ ○ 

 
 

〇 いま私たちは、超少子高齢社会の進展が加速度的に進み、あらゆ

る社会生活に影響が及ぶことが見込まれ、グローバル化が進む経

済、第４次産業革命の大きな動き、脅威的な気候変動の影響と

いった歴史的な転換点といわれる時代に直面しています。その中

にあって、住民の悲願であった多摩都市モノレールが箱根ケ崎方

面への延伸に向けて動き出し、これからの瑞穂町の将来をつくる

変化の時代を迎えています。  

〇  この計画の１０年間は、私たちのまちに起こる変化のエネルギー

を糧に、さらに先の時代に目指す瑞穂の姿を胸にいだきながら、

新たなまちの魅力を創成するとともに、持続可能な地域社会を次

世代に引き継ぐための期間とします。  

 

これから目指す瑞穂の姿  

<新たな人・物の流れを創出するまち> 

〇  交通網の再編がなされ、人の流れ、物の流れが変わり、新たな商

業環境や住環境が形作られることに加え、交通利便性の向上によ

り、官民含めた業務機能の新たな展開がみられるなど、瑞穂町の

様々な環境が変化します。また、今までの瑞穂町では弱みであっ

た交流人口や関係人口が増加し、新しい関係性も生まれています。 

<持続可能なまち> 

〇  人口減少傾向を食い止め、生活しやすく魅力的な地域社会を形成

することなどにより、若い世代がいきいきと学び、働き、地域の

将来都市像は、審議会等での検討を踏まえて決定します。  
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担い手として活躍でき、住み続けたいと思う持続可能なまちが作

り上げられています。  

<新しい価値が生み出されるまち> 

〇  町全体が生産拠点として機能し、新たな産業創出の機運に包まれ

ています。また、技術開発、ＩＴ投資、インキュベーションなど

により、地域発のイノベーションが創出され、専門知識や経験を

有する人材の育成とまちづくりへの参画がすすんでいます。  

<経済が循環するまち> 

○  農業、工業、商業が相互に関連し合って、先端産業や専門人材等

と連携して、地域内の経済が循環する環境が整えられています。  

<充実したときを過ごせるまち> 

○  テレワークといった人々の多様な働き方が社会に浸透していま

す。その時代の中で、働く場所でありながら、心休まる落ち着い

た環境が同居する瑞穂らしい暮らし方が実現できるなど、町の潜

在的な魅力が際立っています。  

<つながるまち> 

〇  自然や産業、公共サービス、人材などのあらゆる資源がつながり、

交流が生まれるなどの小さな関係が幾重にも重なり、新たな発想

や活動が生まれています。そして、町外の資源も含めてつながり

合う環境やコミュニティが形成され、町の魅力が際立ち、周辺地

域にも影響が広がっています。  

 

 



6 

 

将来都市像案  

 

案１のコンセプト  

第４次長期総合計画の将来都市像のように誰にでもわかりやすい言

葉であることを引き継ぐ。  

その一方、目指す未来の姿を副題とその考え方で明確に打ち出し、多

摩都市モノレールの延伸というまちづくりの大きな変化をイメージ

させる案  

（考え方）  

・ 住民、企業、職員など、町にかかわる多くの人々がつながり合い、

力を合わせ、未来のあるべき姿を瑞穂町につくり上げていく。  

町の未来の姿は、豊かな自然環境とより一層の産業集積を強みに、

人や物、これに付随する情報と思いが交差する町を目指す。かつ

ての箱根ケ崎が宿場として栄えたように、人や物、そして情報が

集まる空間を再び創出する期待感を「都市」という言葉に込める。 

・  ①は、このような、町の伸び行く姿が西多摩地域、多摩地域だけ

でなく、東京都の発展をみちびくことを望む。  

・  ②は、このような、町の伸び行く姿とともに、住民の生活の質が

より豊かになる、幸せを感じられるまちを望む。  

 

案１  
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（キーワード）  

みんな・・・つながりあう、協力し合う  

みらい・・・未来志向で考える。進取のこころ  

みちびく・・つながる、先頭に立つ。  

みのる・・・力を合わせる。町名の由来を連想  

ひと・・・・地方自治の主役であり、当事者  

もの・・・・産業と仕事（資源）  

こころ・・・思いや熱意  

行き交う・・交通、交流、コミュニティ、情報通信技術  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

 

案２のコンセプト  

時代の転換期であり、新しい未来に向けた瑞穂町であることを全

面に出した案  

 
（考え方）  

・  瑞穂町を取り巻く環境は、時代の大きな転換点であることに加

え、モノレールの延伸によって、様々な分野や場面において大

きな影響を受けることは必須である。  

そのため、行政及び住民共に従来とは異なる発想が必要となる。

その異なる発想で、豊かな、魅力ある、繋がりのあるといった

町を目指す。  

・  モノレールの延伸により、従来よりも交流人口、関係人口が増

えることが考えられ、新しい切り口が必要である。また、その

土壌を作り、町内外のつながりを拡大・深化させることを目指

していく。  

 

・  年齢的には、全年齢層を対象としながらも、より若い世代にも

向けた分かりやすいものとした。  

 

  

案２  
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（キーワード）  

すみたい・・・・町には特徴がない、愛着がないとする向きが多

い、これらを打破し、町内、外から見た魅力の

向上  

つながる・・・・交通環境的に瑞穂は昔から交流の拠点、新たな

時代の新たな繋がりが求められている。  

あたらしい・・・モノレールの延伸を契機とした新たな町づくり。

ＩｏＴなど今までの瑞穂にない視点を。  

みのり・・・・・瑞穂の名の由来の「瑞々しい稲穂」を連想させ

ることばとして。みのりあるみらい。効率的な、

豊かな  
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案３のコンセプト  

多様なつながりがあり、つながりが重層化することで町の魅力が引き

立つ点を重視した案   

 

 

 

 

（考え方）  

縁   ：「縁」という一文字は、つながり・関係性を表現する。瑞穂

町には、人、自然、特産品、施設…など、多くの資源がある。

しかし、それらが十分に活かしきれていない。それらのつな

がり・関係性を強めることで、新たなまちの価値を生み出す

ことにつなげたい。まちの具体的な特徴は一見して見えづら

くても、様々な場面で、いろいろなつながり・関係性がつく

られていくということ、今あるもの（資源）をどのように編

集していくかといったやり方自体が、瑞穂の特徴になりうる

と考える。  

つむぐ：瑞穂町での今後の暮らしは、様々な「縁」がつくられること

により、未来へとつむがれていく。「つむぐ」という言葉には、

「つながる」「持続可能なまちであること」の思いとともに、

「つむぎ（瑞穂の伝統工芸である村山大島紬）」の響きを持た

案３  
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せることも意図している。  

縁（つながり・関係性）をつくること自体が目的なのではな

く、それらを手段として、新たな瑞穂の歴史をつむいでいく

ことが目的となる。  

また、瑞穂のよさを活かしていくためには、「産業（最先端）

と自然（田舎）との同居（ギャップ）」と表現されるように、

「時代に合わせて変えていくところ」と「変わらず守ってい

くところ」の両立が重要と考える。前者については、モノレー

ルの延伸などこれまでにない新たな動きもさることながら、

今あるもの（資源）を改めて見つめ直し、行政で言えば分野

横断的に、それらの縁（つながり・関係性）を作ることによ

り、新たな価値を生み出していくことが考えられる。後者に

ついては、今ある資源、守るべき資源をさらに磨き上げ、そ

の質を高めていくことが考えられる。  

「時代に合わせて変えていくところ」「変わらず守っていくところ」

の両立により見えてくる将来の瑞穂での生活（イメージ）を副題

に表現したい。  

 

（キーワード）  

縁  

結んでほどいて（ほどいて結び直せる）  

強固でない関係性（固結びではない）  

つながりの柔軟性  

柔軟性、可変性が大切  

いろんな結び目をつくる  

結（ゆい、むすび、むすぶ）  

紬（つむぎ）  

紡ぐ（つむぐ）   
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●  基本計画素案に掲げる施策を積み上げた結果、人口規模及び財政

需要を検討し、確定させます。  
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〇  重視すべき視点は、将来都市像を実現する上で、基本計画の各施

策や重点施策に取り組む際に配慮すべき、全庁的、分野に横断す

る価値観、取組の姿勢として示しています。  

〇  この視点は、未来志向で、住民や企業・団体とも共有したい価値

観、取組の姿勢です。  

 

 

〇  あらゆる世代が生活を楽しむ瑞穂での暮らしを思い描くことができ、

また、産業や各地区における特性が発揮されその相乗効果による魅力が

浮かび上がるといった、快適に暮らせる基盤が実現するハード及びソフ

トの仕組みが形成されている。  

【令和１２年度に実現したいイメージ】  

・  瑞穂の小・中学生は、学校と地域、家庭に見守られ、意欲的に学

ぶ機会を得て、育ち、楽しみながら積極的に問題・課題の解決に

取り組む気風と体制があるといった、瑞穂での暮らし方の特徴が

町外の多くの人々からも見えている。  

・ 多摩都市モノレールの延伸に合わせて多くの人々が行き交い交流

する町の核が形成されつつある、町の各地区の特性や立地状況が

いかされた空間が形成されはじめているといった、土地利用や産

業の変化が町外の多くの人々からも見えている。  

・  同業種、異業種を結び付けるコーディネーターの発掘やインキュ

ベートの場の構築など新たな産業や雇用が発生する仕組みがで

きており、産業が活性化している状況が町外の多くの人々からも

見えている。  

  

視点１：町の魅力を際立たせる 
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〇  今ある公共空間や環境などの資源をより有効に活用することに

知恵を絞り、それぞれの資源の持つ機能を組み合わせたり、つな

ぎ合わせたりすることなどにより、住民の生活がより豊かになる

とともに、相乗効果や新たな価値が生み出されている。  

【令和１２年度に実現したいイメージ】  

・  住民一人ひとりが尊重され、社会的な要請にあった住民サービス

が提供され、公共施設は柔軟に利用できる方法が構築され、町内

のさまざまな場所が人々の憩いの場として形成されている。  

・  公共施設、医療・福祉施設や各地域の特色・魅力ある多様な資源

を活用し、楽しく、心地良く、健康的に暮らせる多彩な空間やＡ

ＩやＩＣＴなどの先端技術と掛け合わせた仕組みが形成されて

いる。  

・  地域の団体や行政と企業との連携を強化し、瑞穂に立地する企業

の知恵や技術を、地域での生活に活用することができる仕組みが

形成されている。  

 

  

視点２：資源を磨き生活の質を豊かにする 
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〇  個人個人の感覚に合った距離感を持ちながら、困ったときにはさ

りげなくフォローができる関係が構築されている。そして、地域

でのゆるやかな人間関係が形成されている。  

【令和１２年度に実現したいイメージ】  

・  地域の多様な人々がお互いに認識・交流し合う従来型の居場所の

ほか、情報通信技術を活用した新たなコミュニティが存在し、こ

れまでになかった出会いや交流のきっかけがある。  

・  困っている人にさりげなく寄り添い、その困りごとがささいなこ

とであっても、発見・対応しあえる仕組みが形成されている。  

・  大人の見守りがあり、子どもが安心して過ごせる場所が地域にで

きている。  

・  身近なところに息抜きや気楽に話し合える場があり、気軽に新し

いことにチャレンジすることを地域で応援する環境づくりに取

り組んでいる。  

 

 

  

視点３：つながる地域づくり 
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〇  首都直下地震や風水害、感染症などのこれまでの経験値では想定

しづらい危機に対し、幅広い総合的な視点から危機管理対応が強

化され、安全に安心して暮らせることが町の強みとなっている。 

【令和 12 年度に実現したいイメージ】  

・ 住民や企業などが被害状況や災害時の行動が分かる情報を適切に

得られる環境と、自助への備えができている。  

・  災害時に地域でどのように対処したら良いかが分かり、共助の体

制ができている。  

・  行政が果たすべき役割を明確にし、ＩＣＴを活用しながらハー

ド・ソフト面で、自助・共助を支える公助の備えが構築されてい

る。  

・ 多角的な視野から地域の防災対策を常に見直し続け、住民、企業、

団体、行政それぞれが自らの役割を認識し、連携して危機に対処

できている。  

 

  

視点４：危機に備える 
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 ここに掲げる姿勢は、住民、企業・団体、行政など瑞穂町にかかわる主

体がともにまちづくりを進める上で、根底に流れる姿勢です。  

 これは、第４次長期総合計画で掲げられた「自立と協働」を引き継ぐも

ので、この精神が新たな地域力を次々と作り出し、住民が行政と共に新た

な公共サービスを生み出します。  

 

 

住民、企業・団体、行政など多様な主体が瑞穂町のまちづくりに関わ

る誇りを持ち、それそれの自治をベースに、課題解決に向けた思いや意識

を共有しましょう。  

 

 

 

身近な課題解決に向けて、誰もが活動の機会や出番があり、異なる強

みを持つ主体が、共通の目標のために、責任と役割を分担し、ともに汗

をかいて、成果を共有しましょう。  
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瑞穂町では平成２６年１０月に「瑞穂町協働宣言」を採択し、翌平成２

７年には住民と行政が互いにまちづくりの主体として、役割を分担し、共

に考え、一体となって実践する協働によるまちづくりを推進する「瑞穂町

協働のまちづくり推進委員会」が発足するとともに、協働の理念や仕組み

をより多くの住民へ広めるため、協働フォーラムを開催しています。   

平成２８年度からは住民からの協働事業を募集するとともに、協働事業

の進め方を示した「瑞穂町協働のガイドライン」を平成３０年度に策定し

ました。住民と行政の協働の取組は、まだまだ道半ばです。  

 

 


