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平成 28 年度 第 1 回たちかわ創生総合戦略推進委員会 会議録 

 

開催日時 平成 28 年 7 月 20 日（水曜日） 19 時 00 分～21 時 00 分 

開催場所 立川市役所 209 会議室 

出席者 ［委員］細野助博（委員長）、佐藤浩二（副委員長）、奥村登、北島彩子、 

佐藤太史、田中良明、守重芳樹 

（欠席）松本暢子 

［事務局］小林健司（総合政策部長）、小宮山克仁（総合政策部企画政策課長）、

小林直弘（総合政策部企画政策課主査）、平田健太郎・阿部裕介（総合

政策部企画政策課） 

議事日程 1．自己紹介 

2．正副委員長選出 

3．正副委員長挨拶 

4．たちかわ創生総合戦略について 

5．たちかわ創生総合戦略の具体的な事業に係る意見聴取について 

     6．今後のスケジュールについて 

     7．その他 

会議録 

1．自己紹介 

[各委員がそれぞれ自己紹介] 

 

2．正副委員長選出 

［委員からの推薦により、細野委員が委員長、佐藤浩二委員が副委員長に選出された。］ 

 

3．正副委員長挨拶 

（委員長） 

  みなさまのお手元に「たちかわ創生総合戦略」というものがあります。非常にコンパ

クトに、かつ、要領を得たような報告書ができております。 

多摩地域も一つの地方であるように、他の地方と同じように、東京 23 区とは違った

ようなかたちで人口の動態がどんどん下降していく。この危機感は共有していかなくて

はいけません。その中で、どのような魅力づくりをするのか考えていかなくてはなりま

せん。交流や若者が職を求めて移動するということを考えると、特に若い女性の方々に

多摩あるいは立川を選んでいただくということが是非、必要なことになってきます。そ

のあたりを踏まえながら、「たちかわ創生総合戦略」を作った時から、新しいプロジェ

クトを動かし、立川の資源を総動員するということを行っていけば、それが立川全体の

発展、多摩の発展、23 区との戦略的な補完関係ができることへと繋がっていきます。 

また、立川がグローバル都市として、どのように日本全体を引っ張っていくかを皆さ

んと考えながら、この委員会を動かしていきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

（副委員長） 

委員長が細野委員ですので、安心してついていきます。よろしくお願いいたします。 
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4．たちかわ創生総合戦略について 

（委員長） 

  次第に従いまして、議題を進めていきます。「たちかわ創生総合戦略」について、事務

局から説明をお願いします。 

（事務局・企画政策課長） 

  資料 3と資料 4を使って説明させていただきます。資料 1の設置要綱につきましては、

本委員会の設置要綱ということで、総合戦略に記載した事業の効果・結果の検証を行っ

て、ご意見を伺うということが本委員会であります。委員の皆様におかれましては、昨

年度、策定における検討委員会にご参加いただいた方も多くございますが、それより時

間が経っていますので再度、概要を説明いたします。 

カラー版の資料 3 をご覧ください。たちかわ創生総合戦略の概要ということで、「1.

人口ビジョン」のページについてです。本市の人口の現状、それが将来、与える影響に

ついて目指すべき方向を分析して示したものです。左上の図から反時計回りでご覧くだ

さい。左上の図ですが、将来人口の見通しです。多摩地域は地方とほぼ同じスピードで

人口減少が急速に進行するというようにみています。多摩地域は東京圏ではありますが、

人口減少のスピードは東京 23 区よりはむしろ、全国とほぼ同じスピードであると見込

まれています。 

左下の図になりますが、本市は出生数の減少、若い世代の転出超過といった傾向が近

年では明らかになっています。出生数の減少というのは本市だけではなく、全国規模で

起こっていることではありますが、特に若い世代の転出超過の傾向が明確にみてとれま

す。このことについては「たちかわ創生総合戦略」の冊子の 19 ページにも記しており

ます。簡単にご説明させていただきますと、男女ともに 25～39 歳の若い世代の転出超

過の傾向が強くなっています。特に女性の 15～19 歳といった 20 歳前は転入超過であり

ますが、それが 20～34 歳になると東京 23 区に転出してしまい、35～39 歳になると多摩

地域への転出という傾向が目立っております。推測すると 20 代になり就職とともに職

場に近い所に転出され、30 代になり家庭を持つというところで、立川市よりも北側の東

大和市や武蔵村山市に居を構える傾向がでています。資料 3 に戻りますが、このまま何

もしなければ、図の右下にありますが人口急減、超高齢化社会になります。2060 年には

12 万 3,800 人まで人口が落ち込みます。これは 2010 年比で 68.9%となっています。同

じく 2060 年には市民の 5 人に 2 人が 65 歳以上の高齢者となり、2040 年には高齢者 1 人

を現役世代 1.6 人で支える人口構造に陥るといった見方をしています。 

また、周辺地域の人口の減少も伴います。「交流」は立川市の特徴の一つであり、た

ちかわ創生総合戦略の中で、交流については 21 ページや産業構造の箇所で示しており

ます。交流人口というものを分析しており、立川市は交流が大きな割合を占めています

が、周辺地域の人口が落ちるということは、労働力人口または交流人口が減少すること

で立川市が受ける打撃が大きいとみてとれます。そこで総合戦略の取組で、大きく赤で

囲った右上の図で説明しているように、このまま何もしないと 2060 年には 12 万 3,800

人となる人口を少し上向きに持ち上げ 14 万 2,950 人、2060 年時点で 14 万人超を確保し

たいといった目標を掲げています。そのためには、出生率を 1.62 まで上げるとともに、

25～39 歳の人口をなるべく転出超過にならないように転出、転入がうまく均衡するよう

に近づけていく施策を打つことで、現在の人口の約 8 割程度の人口を確保できると考え

ています。 
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資料 3 裏面が総合戦略の概要になっています。人口 8 割のレベルをキープするために、

総合戦略というものを立てさせていただきました。たちかわ創生では、「交流」、「ひと」、

「しごと」、「まち」という 4 つの創生の中心に「交流」、その土台に「まちづくり」を

据えています。そして、多摩地域の中心のまちとして、発展を確保していくといったこ

とを総合戦略の中で位置づけています。 

資料 4 につきましては、4 つの戦略の抜粋をお示ししています。 

まず、世代を超えて選ばれる、選ばれ続けるまちをつくる「交流」という戦略、まち

ぐるみで、次代を担うひとをはぐくむという 2 番目の戦略としての「ひと」、3 番目は強

みを輝かせ、まちで暮らし働くしごとをつくる「しごと」という戦略、最後の 4 番目は

「まち」という戦略で、交流と連携を広げ、安全・安心で暮らしやすいまちをつくると

いうものです。それぞれの 4 つの戦略ごとに 5 つの具体的な事業を挙げています。今回

の委員会ではこの 20 事業の効果検証をお願いしたいと思っています。 

※印が付いている具体的な事業は、平成 27 年度地方創生先行型交付金の対象事業と

なっております。 

説明は以上です。 

（委員長） 

   ありがとうございました。 

何かご意見やご質問はありますでしょうか。 

特にないようでしたら、早速ではありますが、議題のたちかわ創生総合戦略の具体的

な事業に係る意見聴取についてに移りたいと思います。 

総合戦略は 4 つに分かれています。各戦略ごとに進められている事業の概要、その効

果、課題等について事務局から説明をいただき、皆さんからご意見をいただきます。 

それでは「交流」の戦略から説明をお願いします。 

 

5．たちかわ創生総合戦略の具体的な事業に係る意見聴取について 

（事務局・企画政策課長） 

それでは、戦略ごとに説明させていただきます。まず、戦略 1「交流」についてです。

まず資料 5 の 1 ページ、一つ目の具体的な事業、「文化行政の推進事務」になります。 

109 のパブリックアートが集まるファーレ立川アートについてです。このファーレ立

川アートを立川市の魅力の一つとして、広く発信し、市民や来街者等が文化・芸術に触

れ、楽しむことできる機会を創出するということが事業概要になります。 

事業の実施状況としては、老朽化等の関係で修復再生事業を行いました。また、記念

イベント、写真コンクール、クラウドファンディングなども実施して、修復再生の協賛

金を集めました。 

さらに、人材育成の観点からファーレたちかわアートのツアーガイドという取り組み

もいたしました。あわせて古くなっていたファーレたちかわアートマップをデザインも

含めてリニューアルし、公共施設、ファーレ立川地区の店舗などにも設置をして、無償

で配布を行っています。 

地方創生の観点から事業実施により得られた効果について、具体的な数値を示してい

ます。 

上段の地方創生先行型交付金における重要業績評価指標（KPI）とあります。交付金

を申請する際に、目標を設定しています。アートツアーの参加者数 1,874 人という目標
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値に対し平成 27 年度の実績値は 2,051 人のツアー参加者となっています。 

下段の数値はたちかわ創生総合戦略における本事業の KPI です。日頃から文化・芸術

に触れる機会があると思う市民の割合について、毎年市民へのアンケート調査を行って

いる結果になります。数値としては 2％程度落ちていますが、大きな落ち込みではなく

誤差の範囲であると考えています。 

ファーレ立川アート修復再生事業を通して、市民や地域の企業、来街者等に改めて周

知をすることで、魅力発信、周辺飲食店とのコラボという地域連携、地域活性化に寄与

しています。マップの無償配布も行い、芸術的に価値の高いアートを気軽に楽しめる機

会を創出したところが所管課として挙げている効果となります。 

地方創生からの観点からの課題としては、アートの知名度、価値、認知度が不十分だ

と考えています。 

平成 28 年度の事業展開としては、地方創生加速化交付金を用い、アートガイドアプ

リを開発してファーレアートのブランディング・プロモーションを強化し、民間事業者、

関連団体と連携を更に推進することを考えています。 

資料 5 の事業実施結果シートは、各担当課において作成し、担当課としての評価をし

ているものであります。この評価をご覧になっていただき、委員の皆さまから意見を頂

戴できればと思います。 

続いて、6 ページの「旧多摩川小学校有効活用事業」についてです。 

小学校の統廃合により、平成 16 年度に旧多摩川小学校が廃校になりました。その後

の事業展開について庁内で検討を重ねた結果、平成 19 年からたまがわ・みらいパーク

という形で事業を行っていましたが、この度、貸し付けを受けた NPO がインキュベーシ

ョン・センター、サイクル・ステーション、フィルムコミッションという 3 つの事業を

柱とした「たちかわ創造舎」というものを運営し、市民や来街者の多様な出会いと、交

流を創造するといった事業を展開したところです。施設の改修工事も行い、平成 27 年 9

月から NPO による施設の運営をスタートしています。また、地域の団体と連携し、交流

促進といった事業にも取り組んでいます。 

効果については、平成 27 年度からスタートしたということで、今回初めての値にな

りますが、平成 27 年度の来場者数が 1 万 7,084 人となっております。 

これまでは地元の子ども達を対象にした体験型のワークショップを中心とした活動

でありましたが、3 つの柱の事業の利用者の新たな来場者層が開拓できるとともに、既

存地域団体、教育機関、企業等と連携し、相乗効果も生まれ、周辺地域の活性化に寄与

しているとみております。課題としては、まだ来場者が少ないといったことがあります

ので、事業の積極的な周知、PR が必要ではないかと考えています。 

続いて、10 ページの「シティプロモーション推進事業」についてです。 

概要といたしましては、立川の魅力、価値といったものをさまざまな媒体で戦略的に

プロモーションを行うことで、まち全体の活力増進、市民の地域に対する誇りや愛着と

いったものを生み、あわせて市外の方々への認知度、関心の向上を図るといったもので

す。  

事業の実施状況ですが、プレミアム婚姻届というものを制作して、宣伝を行いました。

この婚姻届は若手職員の発案で作成したもので、市内の紙加工業者の力もお借りし、非

常に斬新なデザインに仕上がっています。新聞、テレビなどでも取り上げていただき、

クイズ番組などでも放送されて反響をいただきました。初版で 300 部程刷ったのですが
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約 50 日で完売し、現在、増刷し再販しています。 

また、ファーレ立川アートそして、職員の採用試験といったものにつきましても、プ

ロモーションの強化を行いました。 

効果については、来街者の増を設定しています。4,160 万人という立川の来訪者数を

目標に設定しています。また、さまざまなメディアに露出できたことで一定の効果を得

たと感じています。 

課題としては、更に軸となる事業というものを抽出し、民間と連携してプロモーショ

ンをする必要があると考えています。 

続いて、15 ページの「たちかわ交流大使推進事業」についてです。 

概要としましては、ジャズピアニストの山下洋輔氏にたちかわ交流大使としてＰＲを

行っていただくというものです。市民の立川市への愛着、市外居住者の立川に対する認

知度の向上を図っています。 

同氏におかれましては、大使の就任コンサートをはじめ小学校の講師、ラジオ、テレ

ビへの出演等、さまざまな場で立川の魅力発信に努めていただいています。 

また、大使専用の名刺も配布していますが、こちらも市内の紙加工業者のご協力をい

ただき作成したもので、オリジナルの特徴的なデザインになっています。海外でも立川

市の PR をしていただいています。 

このように山下氏の知名度を生かし、立川に足を運ぶ人が増えたのではないかと所管

課としては評価しています。課題としましては、今後も知名度を生かしたイベントを既

存のイベントと上手に連携させる必要があると考えています。 

続いて、17 ページの「小中連携教育の推進（立川市民科）」についてです。 

事業の概要といたしましては、小・中学校の義務教育の 9 年間で、多様な郷土学習を

通じて、立川の文化・伝統などを理解し、児童、生徒が立川というまちを愛する心、態

度を養おうといった取り組みです。 

事業の実施状況ですが、中学校区を単位として生活科、総合的な学習の時間等によっ

て実施している立川市民科において、「立川調べ」、「農業体験」、「防災教育」等の地域

やまちを題材とした学習活動を行うといった取り組みをです。 

効果としては、郷土愛や文化、伝統といったものの理解が進んだというように所管課

としては評価しています。 

課題といたしましては、それぞれ中学校区といった取り組みになっており、全中学校

区における広域的な体系付けた取り組みとしていきたいと考えております。 

（委員長） 

ただ今説明のありました、戦略 1「交流」の各事業についてご意見をお願いいたしま

す。 

（Ａ委員） 

資料 5、1 ページ「文化行政の推進事務」について、アプリの開発ということで説明

がありましたが、関連する記事がありましたので配らせていただきます。私も立川に来

て、さまざまなモニュメントがあることには気づいたのですが、結局、それがどのよう

なものであるのかが、表示もなくわからなかったということが率直な意見です。立川駅

の北口を出たところの大きなモニュメントには若い人が待ち合わせ場所としていると

ころをみています。今の若者は、全てスマホで調べて行動していますので、アプリでフ

ァーレ立川アートを紹介するということは、立川というまちを知るうえでよいきかっけ
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になるのではないかと思っています。実用化に向けては、若者に普及するようなかたち

で行う必要があると思います。 

もう一点、山下洋輔氏の事業について、なぜ山下氏が立川を選んで住んでいるのか、

彼が立川というまちのよさをどのように見ているのか、すでに説明されているのかもし

れませんが市外からきた人間にはそれがわかりません。そこの点について山下氏自身の

言葉で語ってもらうことで、今以上に立川のよさが伝わるのではないかと思います。 

（委員長） 

ファーレ立川アートに関しては 109 体あるそうです。非常にたくさんありますので、

学校教育でこのアートに触れさせてあげられればよいと思っています。 

また、たちかわ創造舎ですが、この施設への来場者数が少ないと思うのですが、校庭

を駐車場にするということはできないのでしょうか。 

（Ｂ委員） 

校庭については、子ども達がスポーツを行うのに利用しています。現在の駐車場は有

料で、一回の利用で 500 円かかりますから、車で寄ることは大変です。 

たちかわ創造舎が入った当時はうまく事業ができるのか感じておりましたが、うまく

運営を行っているようです。一点残念なことは、富士見町地区のくるりんバスの運行が

廃止になりました。くるりんバスの運行がたちかわ創造舎の来場者数にどの程度貢献し

ていたのかはわかりませんが、地元としてはくるりんバスでたちかわ創造舎までのアク

セスが確保されればと考えています。 

（Ｃ委員） 

私もこの近くは頻繁に通りますが、たちかわ創造舎というものがあることを初めて知

りました。非常によい事業でありますし、アートに関してももっと市外の方への PR 活

動を行っていく必要があるのではないかと思います。 

（Ｄ委員） 

プレミアム婚姻届について、初見はどのようになるのかと思っていましたが、好評で

あるときいて非常に驚いております。300 部完売したとのことですが、実際に届け出を

された方はどの程度いらっしゃいますか。また、立川を知るきっかけになると思うので、

今後、どのようにフォローしていくのかが大事になってくるのではないかと思います。

届け出だけで終わってしまうのではなく、立川市内にどのような結婚式場があるのか、

飲食の会場があるのかといったことを紹介することで、立川で結婚式を挙げてもらえる

のではないでしょうか。結婚式を挙げた地というのは非常に思い出にも残りますし、そ

のようなところに住んでいただくことで定住人口の増加にも繋がるのではないかと思

います。家庭を持ったときのイメージができるようなところまで、フォローできるとよ

いと思います。 

（委員長） 

立川市には結婚式場がいくつもありますし、個人サービスが非常に多くあり、特化し

ているところでもありますので、婚姻届にさまざまなチラシを挟むなどしてみてもよい

と思います。 

（Ｂ委員） 

自治会には「絆カード」というものがあって、ホテルと提携しています。結婚する前

に自治会に入っていただくと割引が更に多くなるといった特典があります。自治会では

約 150 店舗と提携していますので、その他にもさまざまなサービスが受けられます。 
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（委員長） 

立川市の職員採用の際、採用された方にプレミアム婚姻届をプレゼントしてみても面

白いのではないでしょうか。 

副委員長に伺いますが、ファーレ立川アートに関して考えている今後の展開等があれ

ば教えてください。 

（副委員長） 

今回のファーレ立川アートの事業は非常によいものではありますが、アート事業とい

うものは非常に長期的な展望が必要になってくるものです。事業の成果としてファーレ

立川アートのガイドツアーへの参加者数を増加させることは必要になってくるもので

あると思いますが、立川ブランドというものを高めていくために、息を長く 100～200

年のスパンで考えていく必要があります。アートができてようやく 20 年が経過したわ

けですが、そのような観点から考えていく必要があると思います。  

ファーレ地区は立川の中心地ないしは立川の文化を示すようなものであり、地域の価

値が高まっていくことは、ビルの所有者にとっても経済的にも非常に大事なことだと思

います。 

これからは新しく委員会を改編し、10 年ごとに事業を起こしていくのではなく、活発

に毎年事業を起こしていこうと変わりつつあります。 

また、交流都市という言葉が挙がっていますが、立川市に住んでもらうことを大きな

目標にするのではなく、立川が交流都市になることによって周辺に人が定住して、子ど

もが生まれ、その子どもが立川に来て楽しむ、といったようにもっと他の市と交流をし

ながら、それぞれの市の特徴を生かすという観点が必要だと思います。あまり人口の減

少にこだわって事業を立てて目標を立てるよりも、立川の役割を考えたうえで、周辺の

市と連携して立川が活性化するという生き方をしていかなくてはなりません。立川だけ

で完結しようとすることは難しいと思います。 

（Ｅ委員） 

総合戦略は 20～30 代をターゲットとしていますが、この世代はもとより、より多く

の方に地域への誇りや、愛着を持っていただけるように、まちの魅力発信を積極的に行

っていかなくてはいけないと思います。皆さんからお話があったとおり、さまざまなシ

ティプロモーションを展開していかなくてはいけないと感じています。  

リオオリンピック・パラリンピックが始まりますが、昭和記念公園の中でパブリック

ビューイングが 8 月から行われます。これも立川だけではなく、多摩地域全体から来て

いただくという位置づけであり、多摩全体で盛り上げようという考えのもと開催するも

のです。広域的な視点をこれからも加味していく必要があります。 

（委員長） 

続いて、戦略 2「ひと」の各事業について事務局から説明をお願いします。 

（事務局・企画政策課長） 

23 ページの「母子保健指導事業」についてです。 

事業概要は、親と子の健康相談事業、出産、育児の不安を軽減するための専門スタッ

フによるパパママ学級などの事業を実施しています。 

効果としましては、途切れのない妊娠期間の支援、各種教室、相談、検診、子どもや

保護者に寄り添った子育て施策を推進することで、安心して出産し、子育てできる環境

づくりに繋がっていると所管課は評価しています。 
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課題としては、各種教室、相談事業の参加者の主体性というものがこれから求められ

てくるのではないか、さらには情報をわかりやすく発信することが挙がっています。ま

た、検診を受診していない乳幼児もおり、減らしていくことが必要であります。 

続いて、25 ページの「子育てひろば（地域子育て支援拠点）事業」についてです。 

事業概要としては、乳幼児とその保護者が相互に交流できる場所として子育てひろば

を開設し、子育てについての相談、情報の提供、講座など、また必要に応じて関係機関

に支援と繋げています。 

効果としましては、身近で気軽な場所で子育てひろばを開設することによって、育児

の孤独感、不安感を軽減し、地域における身近な交流というものを進めています。課題

を抱える親子の相談に対応して、必要な支援に繋げていると評価しています。    

課題としては、子どもの人口が減少している地域が徐々にあらわれはじめています。

26 ページに子育て広場の一覧が載っていますが、⑦と⑧の若葉町、上砂町は、子どもの

人口の減少があらわれている地域であります。このようなところの情報も把握しつつ、

単に日々の遊び場の提供ということだけではなく、イベント、講座といった利用者のニ

ーズにあった取り組みが、今後必要であると考えています。 

続いて、28 ページの「ファミリー・サポート・センター事業」についてです。 

こちらの事業は、子育ての手助けを求めている方と手伝いができる方のマッチング事

業であります。お互いを登録しあい、保育園などの送り迎え、一時預かりなどを行って

います。地域ぐるみの子育ての力を向上させるということで、それぞれ「依頼会員」、「援

助会員」として募集・登録を行い、マッチングを行っています。 

効果としましては、公的な保育サービスでまかないきれない活動ということで、依頼

会員の育児負担の軽減、孤立を防いで地域ぐるみの子育ての推進に貢献しています。安

心して子育てできる環境づくりに繋がっていると評価しています。 

課題としましては、保育園が保育時間の延長をしているので、今まで必要だった送迎

が必要なくなったように、それぞれのニーズが少しずつ変わってきているという状況で

す。緊急対応、障害を持つ児童への援助の要望が増加するなど、ニーズの把握を課題と

して考えています。 

続いて、31 ページの「公立・民間保育所運営」についてです。 

事業の概要につきましては、公立・民間の保育所の運営ということで、通常の保育の

他に延長保育、一時預かり保育、定期利用保育などに取り組んでいます。認可保育所な

どの新設なども行い、待機児童解消に向けた定員増にも取り組んでいます。 

効果としましては、保育所の新設による受け入れ枠の拡大、さまざまな保育ニーズへ

の対応により、働く女性や市内で子育てをする保護者へのニーズに繋がっていると評価

しています。 

課題としては、当然のことながら待機児童対策が必要になってきていると認識してい

ます。 

続いて、33 ページの「ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定事業」についてです。 

事業概要としては、ワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組んでいる市内

の事業所を認定事業所として認定し、その取り組みについて市のホームページや広報を

通じて、周知しています。 

効果といたしましては、平成 27 年度も新たに 2 つの事業所の認定を行いました。ま

た、平成 24 年度に認定した 4 事業所についても、取り組みを継続していると認めて更
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新をしています。これにより、認定事業所の総数は 12 となっています。認定事業所紹

介パネルを女性総合センター・アイムに設置して、来館者からも好評をいただいていま

す。 

課題としましては、認定事業自体の浸透が課題となっています。やはりここでも情報

の発信が課題に挙がってきているものと認識しています。 

（委員長） 

ただ今説明のありました、戦略 2「ひと」の各事業についてご意見をお願いいたしま

す。 

（Ｂ委員） 

富士見町には第四小学校と第一中学校がありまして、1 つの事例として、第一中学校

の生徒が各小学校の運動会の際にボランティアできています。また、柴崎町の防災訓練

は中学生が全員参加という方法をとっています。昼間、災害が起きた際に中学生がいな

いとどうにもならないという状況になっています。 

25 ページの子育て広場の⑭は、私が理事長を務める社会福祉法人西立川児童館であり

まして、地域の人たちでさまざまな事業が行われています。市から補助金をもらい運営

を行っていますが運営自体大変であり、また、会館の修復費用も全く積み立てができて

いない状況であります。市には運営し続けていける方法を検討していただきたいです。 

（Ｅ委員） 

さまざまな課題はあるのかと思いますが、現状どうような状況か把握に努め、よりよ

い方策がとれればというように思います。地域全体で支えるという意識が必要だと思い

ますので、市と地域の皆さんと協力して知恵を出し合いながらやっていかなくてはいけ

ないと思います。 

（委員長） 

立川市の自治会加入率はどのくらいでしょうか。 

（Ｂ委員） 

立川市は 50％を切っています。旧立川市は割と加入率が高いのですが、砂川地区は加

入率が少ない状況になっています。富士見町地区も大きな団地がありますが、お年寄り

の方が多くなり、自治会を抜けるということもあり今年は 50％を切っています。 

（委員長） 

ファミリー・サポート・センター事業は、今後の自治会にとって非常に重要なものに

なってくるのではないでしょうか。 

（Ｂ委員） 

富士見町住宅団地では、ファミリー・サポート・センターのような組織を作って活動

しています。 

（委員長） 

ファミリー・サポート・センター事業でマッチングとありましたが、ICT を活用した

マッチングになっているのでしょうか。 

（事務局・企画政策課長） 

そこまでは対応しておりません。アナログな対応になっています。 

（Ａ委員） 

33 ページのワーク・ライフ・バランス推進事業所認定事業について、単純に認定する

だけではなく、認定の他に事業所にプラスアルファがあるような施策があっていいよう
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に思います。 

28 ページのファミリー・サポート・センター事業について、非常によい事業だと思い

ます。どのくらい安心して自分の子ども預けられるのか、手助けしてくれる人の素顔等

が分かったほうが利用しやすくなるのではないかと思います。 

（委員長） 

援助会員について、援助資格やクオリティを維持する等の工夫はどのようになってい

ますか。 

（事務局・企画政策課長） 

担当課に確認しましたが、会員になる前、なった後に講習や研修を行い、スキルの維

持、向上に努めているとのことです。 

（委員長） 

先程、33 ページのワーク・ライフ・バランス推進事業所認定事業について、認定を受

けた際のメリットはどのようになっていますか。 

（事務局・総合政策部長） 

周知の部分でなかなか行き届かず、認定事業所数が伸びていないというところがあり

ます。また、認定によって何らかのインセンティブが働くかというとあまりないのが現

状でありますので、今後、検討していこうと思います。 

（Ｂ委員） 

32 ページに保育園待機児童ゼロを目指すとありますが、これを早急に解消していかな

いと、若い人が立川に住めません。 

また、立川は家賃が高いというところがあると思います。松中団地や富士見町住宅団

地など開発するところはたくさんあります。若い人は住めれば立川に住みたいという意

見がありますので、どのように住みやすい環境づくりをするのかが大切ではないかと思

います。 

（Ｅ委員） 

待機児童については、平成 28 年 4 月 1 日現在で 196 人となっており前年より微増と

なっています。市長公約で待機児童解消と謳っておりますので、今後待機児童ゼロに向

け、認定保育園の新規の開設や小規模保育等の活用を進めていきます。 

（Ｃ委員） 

共働き家庭にとって、保育園の問題というものは重要な課題になっているのではない

かと思います。 

また、子育てひろばのご説明で若葉町と上砂町の子どもの人口の減少がみられるとお

話がありましたが、両方とも大きな団地があると思います。この辺の子どもが減ってい

るということで、空き家問題にも繋がってくるのではないかと思います。 

（委員長） 

続いて、戦略 3「しごと」の各事業について事務局から説明をお願いします。 

（事務局・企画政策課長） 

36 ページの「創業支援事業」についてです。 

事業の概要につきましては、たちかわ創業応援プロジェクトを発足して創業支援事業

を実施しております。創業支援の周知、支援の強化に努めるとともに、コミュニティビ

ジネスの普及啓発というものも行っています。実際には地域経済活性化推進委員による

相談窓口を設置し、創業セミナーなどを実施しています。個別の相談も実施することで、
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相談者のニーズにあった創業支援ができていると認識しています。 

課題といたしましては、更に創業者のニーズに対する情報を収集し、効果のある創業

支援の制度設計を構築することが必要であると認識しています。 

続いて、40 ページの「商店街空き店舗対策モデル事業」についてです。 

商店街での開店希望者と商店街が共同で事業を提案するコンペ事業を実施して、商店

まちの魅力創出に寄与する店舗の誘致につなげるものになります。空き店舗を減らすと

いうことと、商店街での開店の希望のニーズをうまくマッチングさせる取り組みになっ

ています。 

地域のニーズにあった店舗を誘致するといったことに繋がるので、商店街の魅力創出

と地域コミュニティの向上に繋がっていると認識しています。 

課題としましては、出店者に事業を幅広く周知するというような情報周知が挙げられ

ています。 

続いて、44 ページの「若年者就業支援事業」についてです。 

事業概要については、NPO のノウハウを活用して、就職相談窓口の開設、適切なマッ

チング、スキルアップなどの支援を行い、地域企業と連携したインターンシップ受け入

れなどを実施しています。専門家によるキャリア相談や、就活セミナー行い、働き続け

るためのスキルを身に付けることができるという取り組みと認識しています。 

課題としましては、若年者と市内の中小企業とのより多くのマッチング、庁内の関係

セクションとの連携強化が挙げられています。 

続いて、46 ページの「職場体験学習の推進」についてです。 

経済団体とも連携し、職場体験学習を行っています。市内の全中学校の 2 年生を対象

に立川市内、近隣他市の合計 262 の事業所で 3～4 日間連続の職場体験の学習を行って

います。また、中学生の職場体験学習のほか、昨年度は姉妹都市の長野県大町市との中

学生サミットでの交流も行い、地域や社会に目をむける意識を育んでいると認識してい

ます。 

課題としましては、中学校での取り組みは行っているのですが、小学校における社会

に貢献しようする意識の低下がデータ上みてとれます。ここ 2 年間で社会貢献における

肯定的な回答をしている児童が減ってしまっています。小中連携のキャリア教育が課題

ではないかとみています。 

続いて、55 ページの「地域ものづくり力発見事業」についてです。 

市内の小学生とその保護者を対象に夏休み期間で実施しているもので、地域のものづ

くりの生産現場を訪れて、技術者の話を聞くというものであります。市内の事業者の優

れた技術力を知ることで興味を持ってもらい、勤労観、職業観の育成にも寄与している

ものと認識しています。今後は受け入れ事業所の選定に課題があると認識しています。 

（委員長） 

ただ今説明のありました、戦略 3「しごと」の各事業についてご意見お願いいたしま

す。 

（Ａ委員） 

職場体験学習について、引き受けたい気持ちはあっても、少ない従業員で中学生を 3

～4 日間受け入れることは大変であります。そのような中、受け入れ期間を拡充するこ

とが受入側に負担にならないのかといった懸念があります。受け入れられるのは規模が

大きい企業に限られるのではないかと思ったのですが、事業所一覧をみると同業他社で



12 

 

も受け入れており、どのように受け入れているのかを聞きたいところであります。 

また、中学生もいいのですが、高校生に体験させるのも大学や社会に出る前にこのよ

うな経験をさせることもよいのではないかと思いますが、高校生を対象としていない理

由があれば教えてください。 

（事務局・企画政策課長） 

小・中学生は、義務教育ということで市の教育委員会で対応できるのですが、高校生

は市の教育委員会の管轄ではないので難しいところであります。 

（委員長） 

3～4 日間というものを 4～5 日間に拡充という話もありますが、逆に 1～2 日間に縮小

することによって受け入れられる企業も増えるのではないかと思います。  

（Ａ委員） 

他の市も同じようなことを実施しておりますが、日数の制限だけではなく、受け入れ

る生徒の人数等も制限すればもっと選択肢は増えると思います。 

（Ｂ委員） 

富士見町商店街は、東京都の補助金を 3 年間活用し、商店街の空き店舗を地域の防災

拠点等として活用する取り組み「絆ステイション」を行っていましたが、今年の春で閉

鎖してしまいました。このような取り組みは今後も続けてもらいたいと思います。  

（委員長） 

「物」から「事」へと意識が移っているので、商店街も単に商品を売るだけのスペー

スではなく、さまざまな用途のものをスペースに入れていくことは大事かもしれません。 

（事務局・総合政策部長） 

若葉町に NPO 法人がボランティアで喫茶店を開いており、そのような場をお年寄りが

「たまり場」として利用しています。このように空き店舗を活用している事例がありま

す。Ｂ委員の発言に 3 年間は補助金を活用してという話がありました。行政側としては、

3 年間は支援して、それ以降は地域の中で自力をつけていただきたいという思いがあり

ます。行政が 5～10 年とランニングコストを出し続けることは、今のしくみの中では難

しい状況にあります。支援が終わった途端、お店を閉めてしまう事例も多くあり、この

ことについては行政も考えていかなくてはいけないと認識しています。 

（委員長） 

この件は、創業支援にも関わってくると思います。先程の副委員長の発言で、定住人

口ばかりでなく、交流人口を増やしていけば周辺の行政にも喜ばれるかもしれません。

立川市を仕事の場として考えた時に、新しい仕事が多く生まれるように、バリアをどの

ように低くするかということは非常に大事な話であります。スタートアップの際にどの

ようにすればよいのか、副委員長からお話しいただけますか。 

（副委員長） 

現在、地域の問題が大きくクローズアップされて創生と言われているのは、地域から

小さな事業所が消えてしまっているということです。では、なぜ消えるのかというのは

さまざまな見方があるのだと思いますが、私は産業革命にあるのではないかと思ってい

ます。 

事業は消えていくが新しい事業も出てこないという中で、人々が安心して幸せに暮ら

していくためには、暮らしをサポートしていく事業が必ず必要になってきます。特に、

生き方がだいぶ変わり、少子高齢社会を是正していくためにも、高齢者のサポート、そ
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れから子どもを産み育てていくような環境を作っていくことを目指す必要があります。 

そのためには仕事が必要になります。創業者のニーズというよりも、地域のニーズを

事業と結び付ける必要があるのだと思います。このようなニーズがあるから、それを解

決するためにこのような事業をやらないか、といったことを示していくことが必要だと

思います。 

そもそも人は助けあって生きていかなくてはいけないので、自分が暮らすばかりでな

く、人に対して何かしてあげようといったことが事業になると思います。そのようなこ

とを実行していければ創業率は上がり、本当に必要な事業が生まれてくると思います。

子どもの頃からの教育、特に市の責任で小・中学校において人のために仕事をしていく

という教育を行っていくことが大事であると思います。 

（委員長） 

最近、若者がリスクをとりたがらないです。私たちの教育も反省しなくてはいけない

のかもしれません。 

また、子育ての終わった女性、あるいはお年寄りの方々が自分の今までのキャリアを

生かせるような取り組みを作ることはいいと思います。そのようなことによって、未来

を明るく思い、子どもを生み育てる環境も出来上がるのではないかと思います。 

続いて、戦略 4「まち」の各事業について事務局から説明をお願いします。 

（事務局・企画政策課長） 

57 ページの「タウンミーティング開催事務」についてです。 

事業概要については、市長が市民の方々と意見交換を行うというものです。 

平成 27 年度は、高校生、大学生といった対象者との意見交換を実施しました。意見

交換を通じて、若者の意見、意識を把握することで、若者が地域と繋がるきっかけづく

りになったのではないかと認識しています。 

課題としましては、高校生、大学生は学校単位で行いましたが、市内在住者の参加が

意外と少なかったところがあります。市内の若者に対しても情報が届くようなしくみを

考え、より多くの参加者との意見交換を推進していく必要があると考えています。 

続いて、64 ページの「地域福祉推進事業」についてです。 

事業概要について、福祉の視点から地域福祉コーディネーターを全福祉圏域に配置し、

地域のネットワークづくりを推進しています。 

地域で孤立しがちな定年退職者や子育て世代、一人暮らしの高齢者の方々がすぐ歩い

ていける場所に「支えあいサロン」というサロンを設置し、身近な地域で住民が利用す

る場を増やすことができたのではないかと認識しています。 

課題としましては、サロンとして使用可能な場所というものが不足しているというこ

と、また子育て、介護など悩みを抱えているのにも関わらず、声をあげることができな

い方の把握、支援が今後必要であるとしています。 

続いて、68 ページの「立川駅周辺の安全・安心推進事業」についてです。 

事業概要について、立川駅周辺地域の安全・安心のまちづくりということで、地域や

警察と連携したパトロールなどの防犯活動そういった取り組みを行い、体感治安の向上

を図っています。 

また、平成 27 年 12 月に「立川市つきまとい行為、勧誘行為、客待ち行為及びピンク

ちらしの配布等の防止に関する条例」を改正・施行しています。立川駅周辺犯罪認知件

数自体は減少傾向にあると考えていますが、まだ若者世代を含め、来街者の立川駅周辺
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における体感治安が向上していないと認識しています。 

続いて、73 ページの「避難所運営支援事業」についてです。 

避難所の運営連絡会の実施を支援するとともに、見直した避難所運営のマニュアルを

もとに避難所の運営訓練を行い、その結果をマニュアルに反映させるといった取り組み

をしています。避難所の運営組織が継続的かつ主体的に運営していくことができるよう

取り組んでいます。 

このマニュアルの修正等を通して、避難所のルール、役割等についての理解が深まっ

たものと認識しています。 

課題としましては、全ての避難所が継続的かつ主体的にマニュアルの見直しを行い、

訓練を行っていけるかが課題として認識しています。 

最後に、75 ページの「公共施設有効活用等検討事業」についてです。 

公共施設の老朽化問題が取り上げられていますが、老朽化問題の説明会を開催し、ま

た無作為抽出アンケート、ワークショップを通して市民の意見を伺いながら、公共施設

の再編計画の検討を進めています。公共施設等総合管理計画については、都市インフラ、

道路、公園、下水道等の所管課との情報共有も行っています。今後、人口減少が進む中、

施設の老朽化に対して安全・安心に使っていただくため、管理、運営に関する計画の策

定の取り組みが進められたと認識しています。 

課題としましては、施設の老朽化問題について、より市民に周知する必要があると認

識しているところです。 

（委員長） 

最後の戦略になりますが、戦略 4「まち」の各事業についてご意見お願いいたします。 

（Ｄ委員） 

タウンミーティング開催事務について、若者世代が地域について語る機会はなかなか

ないので、このような機会は今後も提供していっていただきたいです。また、議論の中

で集まったグループが、プロジェクトを立ち上げていくといった展開も考えていけるの

ではないかと思います。他の自治体では、市民ファシリテーター制度を利用していると

ころもあるので、市民を育成するしくみも取り入れてみたらよいのではないかと思いま

す。 

（委員長） 

公共施設の最適配置を考えるときに、タウンミーティングのようなことを行っていか

ないと、なかなか決めるのは難しいと思います。 

（副委員長） 

民間が公共施設を利用する際の規制については、どのように考えられていますか。 

（事務局・企画政策課長） 

公共施設自体が行政財産と登録されていますので、まずは行政目的で使用しなくては

ならないですが、行政目的以外の「目的外使用」ももちろん活用としてはあります。行

政目的というものがあったうえで、部分的に使用の申請について許可を出すこともあり、

物販等に関しては十分考えられるのではないかと思います。立川駅南口に東京都と合築

で公共施設を計画していますが、その一部で地域の商店街と連携した物販事業を検討し

ているところであります。 

（副委員長） 

総合戦略の観点から、規制のどの部分がネックになっているのかを考えてみる必要が
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あると思います。 

（事務局・企画政策課長） 

特区などさまざまな制度があるので、地域の特性やニーズを把握したうえで取り組み

を進めていく必要があると思います。 

（委員長） 

立川でそのような特区制度などが利用できれば、有効活用に繋がっていくと思います

し、PR にもなると思います。地域から出てくるニーズをシャットアウトするのではなく、

さまざまなものを実現に向けて取り組んでいってほしいと思います。 

（Ｂ委員） 

避難所運営支援事業について、富士見町、柴崎町、羽衣町が一番早く取りかかりまし

たが、7 年前にマニュアルを作成しただけで継続していません。富士見町に関しては、

今回それを見直したのですが、今後、年 3 回くらいは委員会を行い、見直しを継続して

いけるようにしていく予定です。いざ、災害が起きた際は、それをもとに組織を作ろう

ということで動いています。 

（委員長） 

本日は活発にご意見もいただきましたので、この辺で終わらせていただきたいと思い

ます。 

本日、皆様からいただきましたご意見につきましては、立川市まち・ひと・しごと創

生推進本部に、地方創生先行型交付金対象事業については、内閣府に外部有識者による

意見聴取ということで報告を予定しています。その報告内容の取りまとめ等につきまし

ては、委員長であります私にご一任いただければと思うのですがいかがでしょうか。 

（各委員） 

異議なしです。 

（委員長） 

ありがとうございます。それでは、委員長一任ということで取り扱わせていただきま

す。 

最後に、事務局から今後のスケジュールに関して説明をお願いします。 

 

6．今後のスケジュールについて 

（事務局・企画政策課長） 

今後のスケジュールについては、資料 6 をご覧ください。 

本委員会でいただきましたご意見につきましては、7 月 27 日に行う庁内の立川市ま

ち・ひと・しごと創生推進本部に報告させていただきます。併せて、平成 28 年度新規

事業の追加につきましても、推進本部に諮る予定としております。 

平成 28 年度追加新規事業については、資料 7 をご覧ください。戦略 1「交流」につき

ましては、先程、説明いたしました「プレミアム婚姻届事業」、戦略 2「ひと」につきま

しては「育児支援ヘルパー事業」、戦略 3「しごと」につきましては「ウエディングシテ

ィ立川推進事業」、戦略 4「まち」につきましては「（公社）学術・文化・産業ネットワ

ーク多摩負担金（多摩の学生まちづくりコンペティション）」、この 4 つの事業を新規追

加事業としてお諮りしたいと考えています。 

8 月上旬には、今回、委員の皆様からいただいた意見を委員長一任ということで取り

まとめたうえで、内閣府に報告いたします。 
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また、平成 29 年 2 月には本委員会の第 2 回を予定しています。日程は追って調整さ

せていただきます。平成 28 年度の事業の進捗についての報告と平成 29 年度の事業の方

向性についてご意見をいただく予定としています。 

（委員長） 

ご意見、ご質問等ございますか。 

（各委員） 

特にありません。 

 

7．その他 

（委員長） 

その他、連絡事項等ございますか。 

（各委員） 

特にありません。 

（委員長） 

報告につきましては委員長一任ということで、責任を持って取りまとめたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

以上で、本日予定していました議事は全て終了いたしました。これをもちまして、第

1 回のたちかわ創生総合戦略推進委員会を終了させていただきます。 


