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会 議 等 記 録 簿 

会 議 名 第９回 瑞穂町長期総合計画審議会 

日 時 
令和 2年 9月 16日（水） 

AM PM 6:30～8:50 

場 所 庁舎２階 会議室２－１、２－２ 

配付資料 
資 料１：第５次瑞穂町長期総合計画原案 

資 料２：答申書案 

議事要旨 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 議題 

１）長期総合計画答申案について 

委員： 

７ページ。課題に保険・医療の内容を記載いただいたが、人口 10 万人あたりの医師数で

いうと瑞穂町は非常に少ない。医師総数も都内で最低となっている。基礎的な医療体制を

作ることが最も大切。町でも計画を立て、医療の確保に取り組んでいかなければならない。

行政の基本としては、都の平均レベルの医療体制を作ること。覚悟をもって取り組んでも

らいたい。 

委員： 

65 歳健康寿命という文言が住民に伝わるかは疑問。生産年齢人口は、いつから 64 歳まで

となったのか。 

委員： 

高齢者の話は結構なことだが、若い人をどう育てるかが最も大事。仕事にしてもそうだが、

現在は第１次（長期総合計画）の頃とは環境がまったく異なり、今後も我々が考えるのと

はまったく異なる社会になるかもしれない。そのためにも若い人を育てることが大事。ま

た、人口減少も大きな問題であり、どう歯止めをかけるかを真剣に考えるべき。国際化が

進み、外国人に来てもらうことも大事だが、それよりも若い人に活躍してもらうことが大

事。そういったことを重点的に考えていってもらいたい。 

委員： 

20 年先を見据えた計画を作ることはよい。問題は計画をいかに実行していくかというこ

と。第４次計画について、行政は高い評価をしているようだが、都市基盤の整備、医療問

題などについては、住民と行政との間に評価意識の乖離を感じる。行政の自発的な意欲が

大切であり、熱い思いを持って事業を進めてもらいたい。第５次計画の期間は、20年先の

市政を目指すための 10年間になる。 

瑞穂町の行政面積の約半分は市街化調整区域が占めている。税収が減っているが、区画整

理の開発前後の税収は比較しておいてもらいたい。立川、昭島の両市は、ともに大きな収

入を得ており、大きなまちが出来上がっている。また、都市計画道路も優先順位を決めて

整備を進めてもらいたい。そのあたりが今後 10 年の大きな課題だと思う。市街化区域化
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していくための手段を施策の中に盛り込んでもらいたい。個人的には墓地の継承などはや

めるべきと考えている。行政としていかに実施計画を実行していくか、それを検証する場

もぜひ設けてもらいたい。 

委員： 

答申案の最後に「職員全員が共有し」とあるが、まさにそこが大切だと思う。計画書には

わかりにくいところもあり、誰もがわかりやすいものに仕上げてもらいたい。４ページ下

の凡例は、基本構想と基本計画、どちらの項目かが一目でわかるよう整理されるとよい。

18ページに「これから目指す瑞穂の姿」があるが、４ページの都市像の下にも記載があっ

てよいのではないか。22ページの「重視すべき視点」は、７ページからの内容すべてが入

っているわけではないため、つながりが見えてこない。23ページの「まちづくりの根底に

流れる姿勢」の位置づけもよくわからない。「根底に流れる姿勢」は、「取り組み姿勢」な

ど、もう少し積極的な文言に変えてはどうか。全体のつながりが見え、誰が見てもわかる

ような計画書にできるとよい。 

これまで審議会ではキャッチフレーズ（将来都市像）の議論にかなりの時間を割いてきた

が、それ以外の項目については議論をしつくしていない。人口フレームなど重要な部分に

ついては、しっかりと議論をした上で、委員全員の合意が必要なのではないか。人口フレ

ームの数字には疑問がある。人口も財政もこれまでと変わらないフレームが示されている

が、このままで新しいまちに変えていけるのかという思いがある。人口についてはもっと

増やすべきと考えている。財政についても、４次計画から変更されているところの根拠が

わからない。どういった推測により変更となったのかを示してもらいたい。また、財政に

ついても人口のように推移で示した方がよいのではないか。推移がないことには、５年で

見直しもできないのではと考える。このあたりを引き続き審議会で審議すべきと思ってい

る。 

委員： 

高齢化への対応は大切なこと。これからは、健康寿命・平均寿命が住民の最も関心がある

ところだと思う。子育て支援と高齢化施策に最も関心が示されていたのではないか。この

２本の柱についてはしっかりと実行していただきたい。高齢者施策としては介護予防もと

ても大切なこと。組織を活性化させることを施策検討できるとよい。人口が少ない町には

開業医がなかなか来てくれない。公設民営で開業してもらうことも考えてみてはどうか。 

委員： 

瑞穂町の製造品出荷額が都内３位であることは知らなかった。こういった強みをもっとア

ピールしていくことが必要だと思う。興味を持ってくれる人が増えることが、企業にとっ

てもよい影響になっていくと考える。 

委員： 

審議会を通して感じたのは、行政が一生懸命取り組んでいることが住民にはなかなか伝わ

っていないということ。行政が取り組んでいる形を住民に知らせる手段があればよいと思

う。今後は 10 人に１人が外国人になるとあるが、それにより瑞穂町はどう変わるのか、

そのことはよいことなのかそうではないのかは知りたいところである。横田基地との共存

については触れられていないが、夜間・早朝と時間帯に関係なく、航空機が空路とは異な

る路線を飛んでいることがある。そういったことへの対策なども考えていただきたい。 

委員： 

12 ページに横田基地の記載があるが、有事のときに助けてもらえるような関係はあるの

か。危機管理について、地震・災害が発生した際の避難方法など、その考え方が重要だと

思う。いざとなったときに安心して逃げられる場所がなく、頑丈な硬い建物に避難できる

よう、空いているアパート・マンションなどを使えるようにすることも一つの方法として

あるのではないか。医療関係については委員の言う通りと思うが、施設賠償のことも入れ

てもらえると（保険関係）安心して暮らせるのではないか。11ページに平均寿命の記載が

あるが、ここには寝たきりの方も含まれる。それはどうかと思う。10ページの「つなぎ・

つなげる」に関しては、町内の人材情報がもっと取れるようになるとよいのではないか。 

委員： 

将来都市像にもあるが、今回は「つながる」がキーワードであったと思う。いかに住民に
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わかりやすく説明していくか、伝えていくかが大事だと思う。役場内には専門の部署があ

り、それぞれ分野別に計画が作られていると思うが、その中でもつながりは重要になる。

福祉には「世帯ごと丸ごと」という考え方があるが、行政においても縦割りではなくつな

がっていくことが重要である。計画が住民のためになること、伝えていけることを願って

いる。 

委員： 

イメージ図を見ると、重点施策は基本構想には掲載されないということか。図の考え方は

よいと思う。役場も横の関係をいかにつなげていけるか、連携をどうとっていくかが見え

るものとなっている。24ページの協働宣言は、読んでみても実際にどういうことが協働事

業なのかがやはりよくわからない。協働を進めていくのであれば、もう少し具体的にわか

りやすい表現が用いられるとよい。28ページの「学校施設の長寿命化計画」とはどういっ

たものか。31ページの「時代のニーズを見据えた公共施設」とは、どのような施設を目指

しているのか。そのあたりが気になったところ。 

副会長： 

「つながる」というフレーズは重要だと思っている。今後は若い人たちがどう関わってく

れるか。今の地域を支えているのは高齢者であるが、若い人たちにまちの将来像を考えて

もらえる仕組みが大事だと思う。10ページにも記載があるが、ゆるやかにつながる関係と

いうのは非常に大事だと思っている。 

会長： 

前回審議会で、計画等を企画・立案する際には、感知力、手際力、実行力の三つが重要である

とお伝えした。ここで言う感知力とは、計画等を策定する際に、何が重要かを感じ取る力（問

題状況を把握、課題を発見する）のことで、手際力とは、感知力によって得た問題状況・課題

を解決するための工程表を作成する力、実行力とは、工程表に基づいて計画を実行に移せる力

のことである。今回の計画は、この指標からみると満足すべきものである。この評価を踏まえ

て、今回の計画で注目すべきことは、実行力について言及したことである。それは、計画を実

行するにあたって必要なこととして当事者意識をもつこと、さらに、この意識に基づいて、計

画を実践することが書かれている。これは、計画を実行・実践する主体（担い手）が役場だけ

でなく、住民、関係団体等も、この意識に基づき行動していくことの重要性を指摘したことに

なる。 

さらに、計画を大状況（町全体のこと）、小状況（地区別のこと）との区分でみると、大状況

については、これでよいと思うが、小状況については、地域オーダーメイドが、この審議会で

も問題視されてきた。そこで、基本計画には、地域が抱えている問題状況を踏まえて計画を盛

り込む必要がある。と同時に、大状況・小状況については、これをどう住民に伝えていくかが

重要になる。みずほニュース、広報のほか、様々な媒体を通じて周知して欲しい。このことを

通じて住民等は、計画への参画意識が高まり、さらに、地域オーダーメイドに即した計画の策

定は、瑞穂町に住むことへの満足が一層高まると考えられるからである。 

 住民意識調査の報告書には、自由記述がある。前回までの報告書には、「性別」「年齢」が報告

書には記載されていたが、今回は、この記載がない。「性別」「年齢」は非常に重要なことであ

る。コンサルには、このデータが存在するとのことなので、役場にこのデータは、きちんと納

品してもらいたい。 

事務局： 

保健医療など、瑞穂町に足りない部分については、これから何をやっていくかが重要だと

思っている。医療体制の整備、コロナ・インフルエンザの話もある。基本構想には大きな

ところを書かせていただいた。細かい内容は基本計画に書き込んでいく。 

会長： 
先程質問があった生産年齢人口の定義だが、これは 15～64歳とするのが、一般的である。 

事務局： 

若い人に関しては、これからの瑞穂を支える子どもたちを育てることが重要と考え、小中

学生議会、ワークショップなどに取り組んでいる。また、ふるさと学習みずほ学も大事な

取組だと思っている。瑞穂の子ども達が飛躍できる土台作りを進めていく。 

事務局： 
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第５次計画の 10 年は、モノレール延伸に向けた基盤づくりの時期となる。土地のあり方

については、都市計画課とも日々議論を行っている。立川の話もいただいたので、そうい

ったところも見据えて取り組んでいきたい。多摩都市モノレールの上北台まで延伸された

際の影響、舎人ライナー、つくばエクスプレスなど新線営業による影響なども調査してい

るところである。 

事務局： 

ご意見いただいた通り、これまで取り組んできたことの検証は大事だと思っている。事務

事業評価シートなどを活用しながら、毎年効果測定ができる仕組みづくりを考えている。

今後の審議会（報告会）ではそちらもお示ししたい。基本構想をわかりやすいものにとい

うのもまさにその通りと思っている。自分の課のことだけでなく、関連する課の取組も各

職員がわかっていることが大事だと思っている。イメージ図の表現は再度考えていきた

い。 

事務局： 

人口の推計について、現状の少子高齢社会において、右肩上がりで人口が増えるとした自

治体が非常に叩かれた時代があった。人口を増やす気概は必要と思っているが、モノレー

ル、子育て施策も踏まえた数字として 33,000 人を維持という目標で推計した。何も施策

を打たなければ 27,000人の推計となっている。 

財政について、町税が前回より下がっているのは、コロナ禍を意識してのもの。リーマン

ショック後に歳入が下がったものも参考に推計を行った。交付金は、前の 10 年間よりも

多くなっている。 

会長： 

人口については、私が社人研の地域推計に詳しい方を紹介し推計を行っている。結婚につ

いて、今後若者の結婚観がどう変わっていくか、結婚したくないという層は増えてきてい

る。もう一つは面倒くさいという意見がある。結婚ができない層、収入によってできない

人たちもいる。そこを打破しないことには出生率を上げることは難しい。 

委員： 

先ほど言ったが、10年間の計画なので、途中の推移を考えておく必要があるのではないか。

早めに動向を把握し、手を打っていくことも必要だと思う。人口フレームについても、計

画の段階でどういった項目でどう増やすことを考えたのか、その根拠も入れておけると、

評価する段階で手の打ちようも見えてくるように思う。財政についても同様に考えてもら

いたい。 

事務局： 

途中の数値を入れる、根拠を入れるということは検討する。 

委員： 

モノレールの効果はあったとしても、10 年間で 33,000 人の維持は難しいと思う。財政に

ついては、住民に対するサービスが少なかったという側面もある。役場を企業として捉え

るのであれば、どのように稼ぐかを考えないといけない。例えばふるさと納税には手を挙

げない。そのようにして自主財源を集めることは大切である。基地の交付金もそうだが、

オスプレイがうるさい中、基地交付金、オスプレイ交付金、声を大にして要請していくこ

とが必要である。既成概念を打破していかないことには、これからの時代は難しい。 

事務局： 

子育て、高齢化の２本の柱は重要だと考えている。個別の計画は約 60 ある。その上位に

あるのがこの２本と考えている。また、介護の話も重要である。 

事務局： 

製造業が都内３位であることのアピール、企業のアピールが足りない部分はあると思う。

工業・商業の連携も大切になる。モノレールの話と、良い企業があることで雇用の促進に

つなげていければと考えている。 

事務局： 

どう住民に伝えていくか、いかに住民に知ってもらうか、やり方はいろいろある。アピー

ルの仕方、何ができるかを考えていきたい。外国人は東京都で 10 人に１人となる。その
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ことを記載させていただいた。 

事務局： 

横田基地について、飛行ルートが異なることは町でも認識はあるが、一方で明確にルート

を提示いただいているわけではない。国に対しては強く要請を行っていく。オスプレイに

ついても通報は入れるようにしている。夜間飛行については、22時～６時は基本飛ばない

こととなっているが、運用の中で飛ぶこともある。このあたりも強く言っていく。町は地

域の実情を理解し、また国策を学ぶために防衛省との人事交流も行っている。 

事務局： 

「つながる」はまさにキーワードであると考えている。 

事務局： 

わかりやすい計画の流れは考えていきたい。協働については、具体的にはどうなのかがわ

かるよう、基本計画も踏まえて記載を考えていきたい。 

事務局： 

若い人たちに支えてもらえるために、参加してもらえるために、仕組みをどうするかは肝

を入れて考えていきたい。 

事務局： 

既成概念を取り払うことはまさに感じているところである。他と戦える職員でありたいと

思っている。 

事務局： 

ふるさと納税についてもおっしゃる通りである。他自治体に流れていっている状況は看過

できない。返礼品、特産品含め考えていかなければならないと思っている。 

委員： 

瑞穂の商業・工業は 1600 社ほどだが、利益が出ているのは３割あればいいところ。そう

いった環境の中で実行するということは頭に入れておいていただきたい。次世代の流れ

（AI等）に乗っていけるのは１割あるかないかではないか。町からのアドバイスも考えて

いってもらえるとありがたい。モノレールが来るから人口が減らないという甘い考えは持

たない方がよい。そのような考えでは人口はどんどん減ることになる。もう少し真剣に考

えていただきたい。 

委員： 

答申案についてはこれでよいと思う。審議会は基本構想を議論する場。マクロ的な意見に

なっていて非常にわかりづらい。基本計画の施策について議論はないが、出来上がった段

階で示してもらいたい。構想に対してどういうことをやっていのかが知りたいところ。 

委員： 

人口の４割を高齢者が占めると書かれているが、ニュアンス的には悪いようにも見えてし

まう。コミュニティの役職を担う方が少ない。４割の高齢者が悪いのではなく、高齢者の

方に少しでもまちづくりに協力してもらう、まちづくりの一端を担ってもらうことができ

れば、高齢者の生きがいにもなる。少しでも高齢者を頼りにしていけるように、そのよう

な視点でも考えてもらいたい。 

委員： 

協働ということをうたっているが、住民主体という考えになっている。これは間違ってい

るのではないか。行政と住民が共にというのが協働の考え。行政が発信するものもあって

よいのではないか。住民にパワーがあっても、まとめる人間がいないことにはうまくいか

ない。行政からの声かけがあってもよいと考えている。協働というものの考え方は再度見

直してもらいたい。もう一点、協働事業、行政から予算は出されていない。まったくのゼ

ロから住民が始めてまとめ上げるのは難しい。審査をして採用するなど、進めていける形

にしてもらいたい。 

事務局： 

工業・商業については、プランの見直しを進めているところである。現状を見ながら、企

業の後ろ支えができるよう担当課とも話していきたい。モノレールについて、上北台まで
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延伸した半年後から人口が増え始めたと記憶している。今後他のラインとも話を密にして

いきたい。 

事務局： 

高齢者の方々を頼りにしなければいけない部分はある。頼るべきところは頼らせていただ

きたいと思っている。 

事務局： 

協働について、リーダーがいないとなかなか動けないのは事実である。きっかけづくりが

できればよいと思っている。お金については、住民提案型協働事業、事務費程度だがある

ことはある。アピール不足かもしれない。今後アピールしていきたい。お互いのメリット

でできることをやっていこうというのが協働の考え方である。職員、情報コーディネータ

ーも出させていただいており、職員の力にもなっているが、今後は一歩進めないといけな

いと考えている。そのための仕掛け、仕組みづくりは必要だと思っている。 

会長： 

９月 30 日の答申に向け、基本構想の内容については、事務局・委員長・副委員長に一任

とさせていただくことでよいか。 

委員一同： 

よい。 

 

 

以上 
 


