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第２回立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会 会議録

開催日時 平成 31 年 3 月 5 日（火曜日） 19 時 00 分～21 時 00 分

開催場所 立川市役所 302 会議室

出席者 ［委員］ 細野助博（委員長）、佐藤浩二（副委員長）、永長大樹、岡嶋裕史、

菊池宏子、北原裕貴、小島剛、小柳郁美、田中良明、畠山拓、松本暢子、

萬田和正、山中ゆう子

（欠席） 朝野芳嗣、佐藤太史

［事務局］小林健司（総合政策部長）、大塚正也（総合政策部企画政策課長）、

高橋周（総合政策部企画政策課主査）、名和憲甫（総合政策部企画政策

課主任）、浅田裕貴（総合政策部企画政策課研修生）

議事日程 1. まちづくり戦略（総合戦略）検討にあたっての基本的な視点について

2. まちづくり戦略(総合戦略）の方向性（「交流」、「しごと」）について

会議録

（委員長）

第２回立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会を開会いたします。年度末

のご多用中にもかかわらず、ご出席いただき、お礼申し上げます。今は、統計国家と言

われており、統計データはとても大事な情報です。デイヴィッド・ヒュームという哲学

者が、統計データとは社会を表す肖像画であると言っていましたが、これから、データ

に基づき、将来どういった方向に進んで行くのかを推測する、重要な検討が始まります。

よろしくお願いいたします。

本日は、菊池委員が初めての参加になりますので、菊池委員からひと言、ご挨拶をお

願いいたします。

[菊池委員挨拶]

1. まちづくり戦略（総合戦略）検討にあたっての基本的な視点について

（委員長）

それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。

「１．まちづくり戦略（総合戦略）検討にあたっての基本的な視点について」事務局

から説明をお願いします。

（事務局・企画政策課長）

それでは事務局から説明いたします。資料１「まちづくり戦略（総合戦略）検討にあ

たっての基本的な視点について」をご覧ください。

まず、前回の検討委員会の振り返りになりますが、後期基本計画における「まちづく

り戦略」は、前期基本計画の「まちづくり戦略」を基本としつつ、たちかわ創生総合戦

略に掲げる４つの戦略の柱、「交流」、「まち」、「ひと」、「しごと」の理念等を取り込み、

将来の人口減少問題への対応を見据えつつ、将来像「にぎわいとやすらぎの交流都市 立

川」の具現化に向けた分野横断的な取組の方向性を示した「まちづくり戦略（総合戦略）」

として検討していくことを説明いたしました。
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後期のまちづくり戦略の方向性の検討にあたっては、論点を明確にするために、総合

戦略の４つの柱である「交流」、「まち」、「ひと」、「しごと」という視点や切り口を意識

して、議論していきたいと考えています。

資料１の右側が現在の総合戦略になります。「【交流】世代を超えて選ばれる、選ばれ

続けるまちをつくる」から「【しごと】強みを輝かせ、まちで暮らし働くしごとをつくる」

まで、４つの基本目標を掲げ、それぞれの取組の方向性を２～３つにまとめております。

左側が前期基本計画のまちづくり戦略になります。Ａの【魅力と活力にあふれた快適

で利便性の高いまちづくり】からＥの【豊かな人間性を育み、安心して子育てできるま

ちづくり】まで、５つの基本目標を掲げ、それぞれ、取組の方向性を掲げています。ま

ちづくり戦略の取組の方向性は、計画では、一文で記載されていますが、総合戦略との

対比をしやすくするため、事務局にて、記載内容を２～３つに箇条書きにして、とりま

とめています。

Ａの【魅力と活力にあふれた快適で利便性の高いまちづくり】の基本目標に対して、

「多様な都市機能が集積された広域的な拠点の形成」、「環境や景観に配慮した魅力ある

街並みや質の高い都市空間の形成」、「雇用の創出による地域経済の発展」の３つの取組

の方向性を示していますが、３つの取組の方向性を総合戦略の４つの視点で、整理・分

類すると、「多様な都市機能が集積された広域的な拠点の形成」と「環境や景観に配慮し

た魅力ある街並みや質の高い都市空間の形成」は「交流」、「雇用の創出による地域経済

の発展」は「しごと」となります。

Ｂの【ひとびとがふれあい、豊かさと笑顔に満ちたまちづくり】につきましては、「交

流と連携によるまちの魅力を向上」、「戦略的・効果的なシティプロモーションの推進」、

「国際交流・観光・産業・教育などによるまちの活性化と交流の促進」となり、３つと

も「交流」という取組になります。

Ｃの【住み慣れた地域で安全で安心な生活を送ることのできるまちづくり】につきま

しては、「多様な主体が協働し、安全で安心な暮らしを支える地域社会の形成」、「防災に

関する自助力の向上と地域における災害対策の強化」、「犯罪の起きにくい地域づくりの

推進」となり、「まち」に分類されます。

Ｄの【多様で幅広い主体が市民力を発揮した活力に満ちたまちづくり】につきまして

は、「女性やシニア世代等が活躍しやすい環境づくり」は「ひと」に分類、「多世代交流

の推進による支えあいのある地域社会の構築」は「まち」に分類されます。

Ｅの【豊かな人間性を育み、安心して子育てできるまちづくり】につきましては、「若

い世代・子育て世代が楽しく子育てできるまちづくり」、「子どもの健やかな成長のため

の地域全体での子育て支援」、「子どもの生きる力の促進」となり、こちらの３つの項目

は「ひと」に分類されます。

以上、前期基本計画の「まちづくり戦略」と「総合戦略」の取組の方向性を総合戦略

の４つの視点である「交流」、「まち」、「ひと」、「しごと」で、いったん整理・分類し、

検討のたたき台とした上で、それぞれの視点に基づき、後期のまちづくり戦略の方向性

について、検討を進めていきたいと考えています。

よろしくお願いします。説明は以上です。

（委員長）

ありがとうございました。只今ご説明ありましたように、資料１の左側、５つの基本

目標と、資料の右側、創生総合戦略での４つの視点を中心として、対応させながら検討

していくこととなります。分類の仕方や体系化の仕方についてご質問、ご意見等がござ
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いましたら、お願いいたします。

[意見・質問は特になし]

2. まちづくり戦略（総合戦略）の方向性（「交流」、「しごと」）について

（委員長）

先ほど、事務局から説明がありました通り、後期基本計画におけるまちづくり戦略（総

合戦略）は、「交流」、「まち」、「ひと」、「しごと」の４つの視点に基づき検討を進めてま

いります。まちづくり戦略（総合戦略）の方向性につきまして、事務局から説明の後、

視点ごとに委員の皆さんで、活発なご議論をしていただきたいと存じます。

なお、本日は時間の関係もございますので、４つの視点のうち「交流」と「しごと」

の視点から検討を進めてまいります。それでは、「交流」の視点につきまして事務局から

説明をお願いします。

●「交流」について

（事務局・企画政策課長）

委員の皆様には、事前検討資料として、立川市の都市概況データ集、市民・来街者・

転入転出者のアンケート調査結果、市民・大学生世代ワークショップ結果報告書、前期

基本計画の振り返り結果シートを送付させていただいておりますので、それらの基礎調

査結果等を参考にしながら４つの視点ごとに委員の皆様から、ご意見を頂きたいと存じ

ます。

本日は、基礎調査結果等から、４つの視点ごとに関連性の高いものを抽出しました資

料２「まちづくり戦略（総合戦略）の状況」を使いまして、まちづくり戦略(総合戦略）

の方向性等につきまして、事務局から概要を説明させていただきます。

資料２「まちづくり戦略（総合戦略）の状況」の１ページをご覧ください。まず、資

料の見方ですが、こちらは、「交流の視点」から、まちづくり戦略（総合戦略）の状況を

とりまとめた資料になります。

「現在の取組の方向性」には、次第１で説明しました通り、「交流の視点」で、現在の

まちづくり戦略と総合戦略の取組の方向性を整理・分類したものを記載しています。「に

ぎわいの創出や広域連携の推進」ということで、「交流」という視点からまちづくり戦略

と総合戦略から分類された取組の方向性を７つ掲げています。

「数値目標の推移」は、総合戦略に掲げる交流の部分の数値目標の達成状況を記載し

ています。指標としましては、来訪者数を掲げており、立川駅、多摩都市モノレール、

公共駐車場の利用者数を人という単位でカウントし、計画当初の 25 年度の基準値の

4,100 万人から、31 年度の目標値として 4,280 万人を掲げています。現在の直近値では、

4,200 万人の方が立川を訪れているとカウントしており、目標値まで 80 万人という状況

となっております。また、25 歳～39 歳の社会増減数は、25 年度（基準値）では、平成

24 年～平成 26 年の平均で△253 人となっています。31 年度（目標値）として平成 27 年～

平成 31 年の平均で△153 人を掲げていますが、29 年度（直近値）では、103 人の転入超

過となっており、当初の目標値より大幅に上振れしている状況です。

「数値から見る戦略の状況」には、事前配布しました「都市概況データ集」や「市民

満足度調査」、市外在住で立川市へ来街した方にインタビュー形式で調査しました「来街

者意向調査報告書」の結果、25～39 歳の市外への転出者や市内への転入者を対象としま

した「転入・転出者アンケート調査」の結果等から、「交流」と関連性の高いと思われる
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数値データを抜粋して記載しています。

「前期振り返りから見る主な課題」には、昨年、庁内で前期基本計画を５つの政策単

位ごとに振り返りを行う中で、主な課題等を整理しております。資料としては、事前配

布しました「前期基本計画政策別振り返り結果シート」になりますが、こちらから「交

流」と関連性の高いと思われる部分を抜粋して記載しています。「ファーレ立川アートを

活用した文化芸術によるまちのにぎわい創出への取組が必要」ということと、「MICE や

地域プロスポーツチームとの連携等、持続可能で新たな都市の魅力を生み出す施策の展

開が必要」ということ、「情報発信を通じた協働によるまちづくりのあり方について検討

が必要」などが庁内検討で出た意見です。

「市民意見等」には、計画策定にあたって、昨年、タウンミーティングや市民ワーク

ショップ、大学生世代ワークショップを実施しましたが、その中から「交流」と関連性

の高い意見等について抜粋したものになります。

最後に「委員会意見」ですが、前回の委員の意見で「交流」に関連が高いと思われる

意見要旨を抜粋したものです。今回と次回のフリーディスカッションを通して、ここに、

どんどん追記していきながら、今後の戦略の方向性等について整理・検討していきたい

と考えています。

「交流」に関する説明は以上です。

（委員長）

ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明も参考にしながら、ご議論をお

願いいたします。

（A 委員）

来訪者数の 4,100 万人というのは、年間の数値ですか。

（事務局・企画政策課長）

年間です。

（委員長）

来街者の居住地の 80％以上が多摩地域内であり、少し商圏が狭いと考えますがいかが

ですか。

（B 委員）

年間商品販売額が八王子市に次ぐ２番目とありますが、立川市の商業はもっと強いと

思っていました。人口規模で八王子市が１番なのかとも感じますが、もう少し高い位置

にあってもいいんじゃないかと思います。

（委員長）

八王子市は、南大沢などが入ることもあるかもしれません。稲城市などの南武線沿線

から立川市に人を引っ張ってこなければいけませんが、その辺りは弱いようです。八王

子市は核がいくつかありますが、立川市は単一の核といったこともあるかもしれません。

（B 委員）

以前、立川市で交通ビジョンの策定に携わった際に、広域の動きではなく、市内や多

摩地域の他市から立川駅中心に向かっての動きが活発であり、多摩地域の循環が大きく、

その対応が必要であるとわかりました。約 4,000 万人の来訪者というのは大きな数字で

はありますが、多摩地域は人口も多く、日常的な商圏として大きいとも考えられます。

（委員長）

資料３で商圏や産業構造の話の際に、詳しく話し合いたいと思います。アートに関し

て、文化芸術によるまちのにぎわい創出が主な課題に入っていますが、その辺りについ
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てどうでしょう。

（C 委員）

立川市が、まち全体を美術館のようにしたいと掲げている中で、全貌を含め、どのよ

うに進めているのかお伺いしたいです。他に、交流の視点の中で、市民意見等と書いて

ありますが、あくまで市民の方の意見なのか、関係人口などの、立川市に関わって欲し

いという人たちも含めた意見なのか確認したいです。

（事務局・企画政策課長）

大学生世代ワークショップ参加者の９割近くが市外の方だったこともありますので、

この市民意見等の内容については、市民の方と市外の方の意見が入っています。

（D 委員）

学生は電車を使う機会が多いのですが、定期圏内で遊びに行くことも多いです。どの

ように宣伝していくのか、立川市内だけで立川市を PR するのではなく、他の自治体とも

連携してやっていくべきだと考えます。そういうことがあると学生としては嬉しいと思

うのですが、そのような取組は考えていますか。

（事務局・企画政策課長）

交流都市を掲げている中で、立川市に来ていただくためにも、他の自治体と連携しな

がら、取り組んでいきたいと考えています。立川市を中心として周りの８つの市と一緒

に、９市を１つの圏域として何かできないか探し始めているところです。情報発信等で

連携していきたいと考えています。

（D 委員）

立川市はにぎわいのところを PR しがちですが、若者は、にぎわいというと渋谷や原宿

などの都心をイメージするところもあります。その部分だけでなく、やすらぎの部分は

学生が求めている部分でもあるので、PR していくと良いと思います。

（事務局・企画政策課長）

大学生世代のワークショップで「若者が来たくなるまち」について議論していただき、

都心との差別化、立川市にしかないものを PR していくという意見も出ていました。都心

はまちができあがっているところも多いですが、立川市はこれから益々進化し続けるま

ちということで、立川市の魅力を新しく若者が作り上げていくのも良いと思います。

（委員長）

周辺８市を含めた人口規模はどれぐらいですか。

（事務局・企画政策課長）

今の人口規模ですと、約 108 万人です。

（委員長）

それが第１次商圏になれるということですね。

（E 委員）

若者がイメージするやすらぎとはどのようなものでしょうか。立川市にやすらぎを求

めてきたときに、どのようなものがあると良いか思い当たるものはありますか。

（D 委員）

昭和記念公園など、イベントをやっているイメージがありますが、フリーで入れる静

かな場所もあります。学生は日頃、狭い校舎にいることも多いので、広い場所でゆった

りできる場所があると良いです。

（E 委員）

確かに、昭和記念公園で芝生に寝転んでいる人も見かけます。買い物で疲れた後など
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に休めたりすると良いかもしれません。

（C 委員）

それぞれの大学によって性質や、興味関心もまったく違うと感じています。立川市と

して PR を考えるときに、「大学生」とひとくくりにするのではなく、ニーズを明確にす

ることが必要だと思います。ゆっくりとできるような場所が求められているのか、イベ

ントなどで何度も来ていただき経済効果も生むようなことを考えるのか、方向性によっ

て若い世代に対する取組や考え方も違ってくると考えます。

（F 委員）

情報に関する記述が少なく感じます。震災などの災害があった際、立川市はバックア

ップ都市としての役割を期待されていると思いますが、クラウドのバックアップセンタ

ーやデータセンターが沢山あるなどはあまり耳にしないです。「しごと」や「交流」のと

ころでも大事なポイントになってくると思いますが、今後の予定や計画として情報イン

フラの整備はどうなっているのかお伺いしたいです。

（事務局・企画政策課長）

立川市は国の広域防災基地でもあるので、情報インフラというより、立川市が防災の

拠点であることを前面に出して発信していくことはできるかと考えます。

（F 委員）

日本のデータセンターは冷却の問題もあり、お台場に偏っているので、立川市でデー

タセンターを誘致するのも良いと思います。他に、市民意見で、アニメの活用やスポー

ツで何かするなどの意見もありましたが、e スポーツなども良いと考えます。今後、オ

リンピックの正式種目になる可能性もあり、集客力があると思います。アメリカでは始

まっているようですし、足立区などでも、体育の授業で e スポーツを導入していくとい

った話も聞きます。立川市はアニメなどの魅力もあるので、e スポーツを絡めながら情

報発信していくと注目を浴びるのではないかと思います。

（G 委員）

東京ヴェルディが立飛ビーチにビーチサッカーの拠点を持っていたり、その他にも e

スポーツや、他のスポーツの教育にも多角化されており、このような活動に取り組まれ

ている企業も立川市に拠点を置かれているので、連携できると良いと感じました。ファ

ーレアート立川が文化芸術に関する取組で課題となっていますが、現状の取組を見ても

まだ課題として認識しているということですか。

（事務局・企画政策課長）

ファーレアート立川は世界に誇れるアート群というのが、まだ十分にその魅力が知れ

渡っておらず、もっと PR して、多くの方に来て見ていただくための取組が足りていない

ということで書かせていただいています。

（G 委員）

文化芸術の市民委員会にも出席していますが、他市ではやっていない、１日で 1,000

人近く集まる市民オペラなども公演されています。取組を発展させていくことは大切か

と思いますが、すでに一定の取組はされているのかと感じていました。

（A 委員）

アニメのお話もありましたが、すでに取組はしており、一定の効果はあると感じてい

ます。ただ、まだそこまでのインパクトがなく、ストーリーが大切であり、どれだけ良

いコンテンツを作れるのかだと思います。スポーツですが、昨年も大坂なおみさんが来

て盛り上がりましたが、民間企業頼りに感じます。アリーナも今後ずっとあるわけでは
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ないようなので、無くなった後のことも考えなければなりません。土地は沢山あるので、

市が積極的に活用すべきだと考えます。先日の立川競輪の市民を交えた自転車イベント

のように、既存の施設を活用して、人を集められるスポーツイベントをもっと企画して

いくべきだと思います。

（H 委員）

昭和記念公園でイベントをやることなども良いと思います。立飛ビーチのビーチサッ

カーの話は楽しそうだと感じました。バスケットボールチームもあるので、立飛ビーチ

や昭和記念公園でスリーオンスリーをやるなど、今ある施設を使って、スポーツのイベ

ントに取り組むべきだと思います。昭和記念公園を沢山活用していただくためにも、立

川市民は年間パスポートが安くなるなどの特典もあると良いと思います。

（I 委員）

立川駅は新宿駅に次ぎ、１日の乗降客が 40 万～45 万人いるとも言われています。来

訪している人の８割が多摩地区というのは良い傾向だと思います。多摩地区の中核市と

しての機能が充実しているからこそ、多摩地区の人が集まって来ていると思われ、歓迎

すべきことです。モノレールが上北台から多摩センターまで通っており、中心地点が立

川駅であることも立川市の発展につながっていると考えます。モノレールを活用し、立

川市に買い物や伝統行事、スポーツを見に来ていただくことが発展につながると考えま

す。

（委員長）

交流ということを考えると、社会インフラは大事な話です。モノレールが遅れたり、

道路が混んでいるなどもありますが、どのような交通計画を考えていますか。

（J 委員）

立川駅を中心に、交通の要衝ということで発展してきているので、公共交通的な環境

整備面での成果として表れていると感じます。モノレールでは、立飛駅を中心として、

ららぽーとや、アリーナなどがあることで、１日いても楽しめる民間主導のまちづくり

として機能してきており、にぎわいにつながっていると思います。ただ、立川市内の地

域には、鉄道の駅が５ヶ所あるので、立川駅以外のエリアでは、生活中心地として、コ

ンパクトシティのようなことも見据えて考えていかなくてはならないと感じています。

（K 委員）

立川市に住み続けたいという市民の割合が 90％、愛着や誇りを感じている市民の割合

が 80％と高いことを嬉しく感じています。まちづくりにおいて、子どもも１人の市民な

ので、子どもの視点も大事だと思っています。学童でワークショップをやった際、「この

まちが好きですか」という質問を必ずするのですが、立川市では、地域を好きな子ども

が多いです。その理由の多くは、公園や緑が多い、ゲームセンターなどの遊ぶ場所があ

る、買い物がしやすいというハード面も多く出てきますが、友達がいるなどの人のつな

がりを理由にする声もあり、そのような視点がとても大事だと考えます。また、ファー

レアートは立川市の宝だと感じています。小学生の時に子どもたちがグループで学んだ

り体験したりする機会があります。子どもたちがファーレアートを案内する仕組みを作

るという話を聞きましたが、どうなっているかお伺いしたいです。

（事務局・企画政策課長）

子どもたちが案内するといった話はまだこれからだと思いますが、立川市の全小学生

は１度、ファーレアートを勉強することになっており、その子どもたちが成長するに連

れて、興味を持って更に勉強して、次の世代に良さを広めていってくれていると聞きま
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す。小学生のうちに、ファーレアートに触れ、感化され感動を広めてもらうということ

は、郷土への愛着という面で成果が出てきていると感じます。

（副委員長）

ファーレ立川アート管理委員会を立ち上げ、ファーレアートの維持管理を進めていま

す。ファーレ地区のビルのオーナーの方にも拠出いただき、何年かに１度、大規模な修

復など維持をしてきましたが、近年は、毎年きちんと維持管理するように進めています。

ファーレアートは、できてから 20 年が経過しており、これからも 100 年、200 年と長く

あり続けるものだと考えます。今では 1000 億円の価値もあると言われていますが、時間

をかけて、皆で守り、それを大事にする文化を育てていくこと自体が、立川市の魅力に

なり、まちづくりもできていくのではないでしょうか。昭和記念公園は年間 400 万人以

上の来訪者があり、価値があることだと思いますが、交流とは必ずしも人を沢山呼び込

むということだけでなく、来たい人が来るという魅力や来たいと思う居心地の良さも作

っていくべきではないでしょうか。交通面では、立川市内交通円滑化推進懇談会で他市

の代表の方と協力しながら、交通の円滑化を考えています。来てくれる人が公共交通機

関を利用して楽しんでもらえるような PR が必要であり、車の交通規制なども必要かもし

れません。立川市ではアニメにも取り組んでおり、多くのニーズがありますが、何でも

あれば良いということではなく、立川市らしさを時間をかけて作っていくことが大事で

はないかと考えます。また、高齢者が、中心地で安心して自分のやりたいことができる

まちということも必要だと思います。交流という意味ではそうしたことも考えていくべ

きだと思います。

（C 委員）

アートへの継続的な関わり方をつくっていくことを抜本的に考えない限り、アートが

あるから人が来るとはならないと思います。世界各国でパブリックアートという公共芸

術がある中で、素通りをしてしまうという状況があります。そうした中で様々な試みが

あり、そのうちの１つにパブリックアートクリーニングプロジェクトがあります。参加

型のアートプロジェクトで、アートを掃除することで、改めて人ごとにしないという工

夫をしている活動です。アートと人との関係が、公共芸術がはじまった時と今では変わ

ってきている中で、どういった関係の構築をしていくかを考えることが、ファーレ立川

のこれからの未来につながっていくと感じました。

（I 委員）

立川市に愛着を感じている市民の割合が 80％程度となっているとあります。立川よい

と祭りのような伝統行事などを通して、市民相互の触れ合いを密にして交流の輪を広げ、

市民の郷土意識を高めること、そして、立川市のイメージアップを図るということを目

的として毎年開催しています。市民の交流を図っていくことにより、立川市に愛着を持

っていただくことは大事であり、そうしたことで立川市に住み続ける人が増えていくと

良いと思います。

（委員長）

市としては、25 歳～39 歳の人をターゲットにしていますが、その辺りのご説明をお願

いします。

（事務局・企画政策課長）

立川市では、大学進学等を機に地方から転入してくる傾向がありますが、就職等を機

に 23 区へ流出してしまうという傾向があり、それを背景として、現総合戦略では、転出

超過傾向にある 25 歳～39 歳の人をターゲットとして設定しています。若い人に定着し
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てもらうには、立川市に愛着を持ってもらうことが大事なことであると考えます。若い

方にも住んでいただき、世代のバランスの良い活気のあるまちにしていきたいと考えま

す。

（B 委員）

社会インフラの話で、モノレールは非常に良い役割を果たしてくれていると考えます。

一方で、駐車場の問題は解決していないのではないでしょうか。やすらぎを求めるとな

ると、歩いて楽しめるまちにするということも考えるべきです。駅から歩いて出て行く

ための歩行者の空間なども大事だと考えます。ファーレアートの周りも、歩いて魅力を

感じるような雰囲気には思えず、工夫が必要だと思います。外部から人が来すぎていて、

駅周辺が雑然としていますが、住民にとっての魅力としてはいかがでしょうか。住民に

とっての魅力も大切に考えることで、市外の人たちも来たくなるといったことにつなが

ると思いますし、バランスを考えて取り組んでいくべきではないでしょうか。25 歳～39

歳の年代の方たちは、子育て支援などがないと定住を促すのは難しいかもしれません。

多摩市などを見ると、緑があるなど環境を選んで来ている方が多いようです。立川市は、

転入して来てもらえるような条件がまだまだ整っていないと感じますが、西武立川駅前

にできたような新しい街並みができれば選んでもらえるかもしれません。私はこれまで

の立川のイメージが悪かったことを知っているので、最近はかなり抜本的にイメージが

良くなっており、大事なタイミングだと思います。駅の周辺の雑然とした雰囲気の改善

や、車ではなくても来やすくする工夫などを考えていかなければなりません。

（委員長）

前回の委員会でも、都市としてのグレードを変える時期だとの意見などもありました。

今後も議論しないといけないかもしれません。

●「しごと」について

（委員長）

それでは、「しごと」の資料について説明をお願いいたします。

（事務局・企画政策課長）

資料２の２ページ、「視点」についてご説明の後、資料３で「産業構造・商圏」につい

てご説明させていただきます。

まず、仕事の視点ですが、「雇用の創出による地域経済の発展」、「若者と市内事業者と

の交流支援によるまちへの定着の促進」、「まちの特性を生かした仕事の創出、創業の推

進」、「勤労観や職業観をはぐくむキャリア教育の推進」が取組の方向性となります。

「総合戦略で掲げている目標の指標」としましては、法人市民税法人税割課税対象者

数が 25 年度（基準値）として 6,446 社、31 年度（目標値）として 6,500 社に対し、29

年度（直近値）は 6,688 社となっており、多くの事業所に立川市で事業を展開していた

だいています。

「数値から見る戦略の状況」ということで、データを記載しておりますので、ご覧い

ただければと思います。

「前期振り返りから見る主な課題」では「特定生産緑地制度の創設や法人等への事業

参画緩和に対応した農業経営への支援が必要」、「働き方改革への対応の検討が必要」で

あるとなっております。

「市民意見等」については、タウンミーティングと若者世代のご意見を記載させてい

ただいております。
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「委員会意見」としては、若干少ないので、本日は多くのキーワードとなる皆様のご

意見をお伺いできればと思います。

資料としまして、「しごと」のボリュームが少ないこともあり、「産業構造・商圏」と

いうことで追加でご説明させていただきます。本日机上配付させていただきました資料

３「まちづくり戦略（総合戦略）の状況【産業構造・商圏】」をご覧下さい。時間の都合

もございますのでポイントを絞ってご説明いたします。

２ページから５ページは、しごとを広域的な視点から見ていただけるように、事業所

数や従業者数等について、23 区、多摩 26 市、広域連携サミット構成９市（立川市、昭

島市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市）で比較し

たものです。６ページから９ページは同様の項目について本市と八王子市、武蔵野市、

府中市、調布市、町田市という一定の事業所や商業施設等の集積がみられる自治体での

比較ができる資料になります。10 ページと 11 ページは全国と比較した付加価値額と従

業者数の特化状況をまとめた資料です。12 ページから 14 ページは滞在人口や通勤者の

来訪状況をまとめた資料です。来訪目的は、買い物以外にも通勤・通学、友人宅への来

訪など様々な理由が考えられますが、商圏として見ていただくこともできる資料となっ

ています。

それでは２ページをご覧ください。23 区、多摩 26 市、広域連携サミット９市の産業

分類別の事業所数と構成比になります。事業所数は、23 区と多摩 26 市の比較では約 4.0

倍 23 区が多くなっており、多摩 26 市と広域連携サミット９市の比較では約 3.7 倍多摩

26 市が多くなっている状況です。構成比は、23 区、多摩 26 市、広域連携サミット９市

で概ね似通った傾向となっております。

３ページをご覧ください。産業分類別の従業者数と構成比になります。従業者数は、

23 区と多摩 26 市の比較では約 5.4 倍 23 区が多くなっており、多摩 26 市と広域連携サ

ミット９市の比較では約 3.6 倍多摩 26 市が多い状況です。構成比は、23 区で卸・小売

業、サービス業、情報通信業の順に、多摩 26 市で卸・小売業、医療・福祉、宿泊業等の

順に、広域連携サミット９市で卸・小売業、医療・福祉、製造業の順にそれぞれ大きく

なっています。

４ページをご覧ください。産業分類別の売上（収入）金額と構成比になります。売上

（収入）金額は、23 区と多摩 26 市の比較では約 37.8 倍 23 区が多くなっており、多摩

26 市と広域連携サミット９市の比較では約 3.1 倍多摩 26 市が多くなっています。構成

比は、多摩 26 市と広域連携サミット９市で製造業が１位となっています。23 区は、卸・

小売業、製造業に次いで、多摩 26 市や広域連携サミット９市では割合が小さい金融・保

険業が３位となっています。

５ページをご覧ください。産業分類別の付加価値額と構成比になります。付加価値額

とは、売上から費用総額を差し引いたものに、給与総額と租税公課を加えたものです。

分かりやすく言いますと、付加価値額が高いとは、収益があって雇用にも貢献し税収も

見込むことができるということになります。付加価値額は、23 区と多摩 26 市の比較で

は約 22.1 倍 23 区が多くなっており、多摩 26 市と広域連携サミット９市の比較では約

3.8 倍多摩 26 市が多くなっています。構成比は、23 区で製造業、卸・小売業、金融・保

険業の順に、多摩 26 市と広域連携サミット９市で製造業、卸・小売業、医療・福祉の順

にそれぞれ大きくなっています。

６ページをご覧ください。本市と八王子市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市の産

業分類別の事業所数と構成比になります。事業所数は、八王子市、町田市、立川市の順
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に多くなっています。構成比は、全市で概ね似通った傾向となっています。

７ページをご覧ください。産業分類別の従業者数と構成比になります。従業者数は、

八王子市、町田市、立川市の順に多くなっています。構成比は、立川市で卸・小売業、

サービス業（他に分類されないもの）、宿泊業等と医療・福祉の順に大きくなっています。

８ページをご覧ください。産業分類別の売上（収入）金額と構成比になります。売上

（収入）金額は、八王子市、武蔵野市、府中市の順に多くなっています。構成比は、八

王子市、府中市、調布市、立川市で卸・小売業が１位になっています。武蔵野市は宿泊

業等、町田市は製造業が 1 位になっています。

９ページをご覧ください。産業分類別の付加価値額と構成比になります。付加価値額

は、八王子市、武蔵野市、府中市の順に多くなっています。構成比は、立川市で卸・小

売業、医療・福祉に次いで、他の５市では割合の小さい金融・保険業が大きくなってい

ます。

10 ページをご覧ください。産業分類別の付加価値額の特化係数の比較になります。特

化係数とは、域内にある産業の比率を全国の同産業と比較したものです。1.0 を超えて

いれば、当該産業が全国に比べて特化している産業ということになります。付加価値額

は、23 区は鉱業・採石業・砂利採取業、金融業・保険業、情報通信業等が、多摩 26 市

は教育・学習支援業、宿泊業・飲食サービス業等が、広域連携サミット９市は医療・福

祉、教育・学習支援業等がそれぞれ特化しています。立川市は不動産業・物品賃貸業、

金融業・保険業、サービス業等が特化しています。

11 ページをご覧ください。産業分類別の従業者数の特化係数の比較になります。従業

者数は、23 区は情報通信業、金融業・保険業等が、多摩 26 市と広域連携サミット９市

は教育・学習支援業等がそれぞれ特化しています。立川市は金融業・保険業、情報通信

業、サービス業等が特化しています。

12 ページをご覧ください。本市と八王子市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市の平

日の滞在人口の地域別構成割合です。滞在人口とは、指定地域の指定時間に滞在してい

た人数の月間平均値になります。また、滞在人口率とは滞在人口を国勢調査人口で除し

たものになります。平日の滞在人口率は、立川市と武蔵野市で１倍を超えており、他市

からの流入割合が八王子市、府中市、調布市、町田市と比較して高くなっています。

13 ページをご覧ください。休日の滞在人口の地域別構成割合です。休日の滞在人口率

は、立川市と武蔵野市で１倍を超えており、他市からの流入割合が八王子市、府中市、

調布市、町田市と比較して高くなっています。

14 ページをご覧ください。通勤者の流入・流出者の地域別構成割合です。通勤者が流

入超過となっているのは立川市と武蔵野市です。

こちらのデータも参考にしながら、「しごと」についてご意見いただければと思います。

（委員長）

ありがとうございました。事務局からの説明について、ご意見、ご質問ありましたら

お願いします。

（H 委員）

11 ページの産業の大分類別のグラフで、「サービス業（他に分類されないもの）」とあ

りますが何でしょうか。

（事務局・企画政策課長）

廃棄物処理業といったごみ処理の関係や、職業紹介労働者派遣業といった人材派遣の

部分、宗教法人等が挙げられます。総務省の統計局の資料の抜粋になります。
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（F 委員）

先ほどから社会インフラの話が出ていますが、ここ何年か着席保証型の特急なども出

てきており、中央線なども始めるようですが、どのような影響を与えているか、情報が

ありましたら教えていただけますか。

（事務局・企画政策課長）

具体的なデータ等はありません。

（F 委員）

11 ページを見ると、情報通信業などの産業は 23 区が特化しており、立川市に誘致で

きるように感じます。情報インフラの整備もされていると思いますが、もっとアピール

しても良いのではないかと思います。

（委員長）

渋谷バレー構想などは成功したと思いますが、どのような戦略がありますか。

（F 委員）

距離を意識しないですむのが、情報インフラの特徴です。渋谷バレーは、VR などお客

さんに来てもらう体験型のものが多いですが、そうでない BtoB 業も沢山あると思います。

渋谷バレーは賃料が高いなどの課題もあるので、立川市では、違うニーズで集客化でき

ると良いと思います。

（A 委員）

産業大分類別の企業の売上ですが、武蔵野市の宿泊業等がここまで特化している理由

を教えていただきたいです。

（事務局・企画政策課長）

今回お示ししたデータでは、飲食サービス業も宿泊業等に分類されており、大手外食

チェーンの本社機能が武蔵野市にあるということから数値が大きいと想定されます。

（B 委員）

データのとり方が問題かと思いますが、立川市は支店が多いと言われていますが、そ

うなると反映されていないということですか。働いている方はカウントされても金銭面

ではカウントされないということでしょうか。

（事務局・企画政策課主任）

売上額や付加価値額については、基本的に本社があるところで集計されているため、

支店があるからといって計上されているものではないです。

（B 委員）

それであれば、雇用として働いている方が増えることが１番大事なのかと感じます。

資料２の２ページのタウンミーティングの市民意見の中に「輝く個店事業をもっと PR

してほしい」という意見がありますが、そういったことが大事だと思います。武蔵野市

では、「輝く個店」が沢山あるのが吉祥寺の魅力であり、集客力があったと思います。そ

の辺り立川市はどうなのか知りたいです。

（事務局・企画政策課長）

そういった視点で、全国展開しているチェーン店だけではなく、個人の方の特色ある

色々な業態のお店を広く周知をして、多くの方に来てもらうことを考えています。10 年

ほど前から、大学生の方などが覆面調査してお店を評価し、最終的に選んで表彰する制

度を展開しています。そういったものをパンフレットにし、多くの方に知っていただけ

るよう力を入れています。これからも広く市の魅力ある個店等を PR していきたいと思っ

ています。
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（B 委員）

こうしたことがもっと根付いて、個性のあるお店を出し、お仕事してくださる方がい

ることが大事だと思います。

（D 委員）

立川市の魅力的な企業を学生に対して PR するなどの取組はしているのですか。

（事務局・企画政策課長）

現段階で、学生に向けた PR などを前面に出してやっているところは、あまりないと思

います。今は立川市の独自での取組はやっていませんが、これからは、お客さんとして

来ていただく他にも、立川市で創業してお店をやる魅力や、何かできる期待感は出して

いきたいと考えています。市内の商工会議所とも連携し、多摩地域のセミナーなどで立

川市の企業の魅力を PR していく必要もあると思います。

（G 委員）

各大学とは、多摩信用金庫と他の信用金庫と連携しての合同企業説明会をしています。

ただ、そこに自治体が入る取組は、多摩信用金庫では今のところはしていません。中小

企業にとって雇用の問題は大きな問題なので、そこを支援していくことはやっていくべ

きだと考えています。厚生労働省東京労働局と連携協定を結ぶなどの取組はしています。

（副委員長）

立川市で就職してもらうことも大事ですが、交流都市という魅力を生かして、創業を

してくれる人を沢山呼び込めたら良いと思っています。高齢化の中で、消えていく中小

企業も出てくると思われ、引き継いでくれる人も必要です。会社の中で安泰という時代

ではなくなってきているとも思うので、立川という場所を生かし、自分で仕事を作り出

していく、といった観点での事業ができるようにしていくことは、外国人の問題も含め

て大切だと思います。AI や IT 化も進み、単に事務仕事のようなものは減っていくと思

われます。人にしかできないことは、事業を創っていくということだと思います。暮ら

しを支えるような事業は、立川市だけでなく多摩地域で必要になってきています。必要

な事業を明確にして、プロモーションしていくことも必要です。また、地域や社会的な

問題として、農業を考えていくべきだと考えます。近年は、IT などを取り入れ始めたと

ころもあります。農業の高齢化が進んでおり、この分野が１番新陳代謝を起こしていく

べきではなでしょうか。若い人たちに農業に参加してもらい、立川市の市街化地区での

農地を生かし、広げてやっていく方向にあるべきだと思います。農業と生産物を生かし

ていくということで、仕事の大きな流れになると感じます。

（委員長）

首都圏には、日本の全人口の約１割の人がいて、新鮮な農産物が高く売れます。若い

人たちが農業に自由に参入できるようなことを考えなければいけません。国の政策もあ

り、ハードルが高い気もしますが、都市農業という視点は大事だと思います。子育てに

おいて親としては、せっかく大学に入ったのだから子どもには大企業に勤めてほしい気

持ちなどもあると思いますが、大学生側はどのように考えていると思われますか。

（K 委員）

自分の子どもは、好きな仕事を選択して少し不安定な仕事についているので、母親と

しては先行きが心配な部分もあります。しかし、今の若者が求めているものは、昔とは

違うようにも思います。実際、子育てしている母親たちは安定性を求めると思いますが、

これからの社会の中で、今までのような生き方ではなく、求められているものが違って

きているのかもしれません。生きる力というのをどうやってつけていったら良いのかが
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大切で、それが一流企業に勤めることではないのかもしれません。もっと大事なものが

これからの社会にはあるようにも思います。答えを見つけるのは難しいです。

（委員長）

わくわくするような仕事がどんどん生まれてくるような地域社会が必要だと思います。

大学も企業も金融機関も自治体も、それをバックアップするような仕組みづくりが大切

に思います。

（C 委員）

そういった意味で、市として創業支援制度はあるのですか。

（事務局・企画政策課長）

創業支援はいくつかやっています。金銭的な支援や、立川市で創業したいと考えてい

る人に対するセミナーなど、担当部署としておこなっています。昨年度は、立川市、昭

島市、福生市の３市で創業支援のプロジェクトを実施しました。広域的な連携はこれか

ら必要になってくるのかと感じています。

（G 委員）

創業支援についてですが、立川市や多摩地域では、民間ベースでコワーキング施設や、

サテライトオフィスなどを運営している中間支援組織が沢山あり、時間制で３Ｄプリン

ターや工業用ミシンなど、ものづくりを応援する施設を整備しているので、もっと PR

するとハードルも下がると思います。

（A 委員）

多摩信用金庫で「多摩ブルー・グリーン賞」という取組をされています。今回、国立

市で多摩地域の野菜を仕入れてレストランに卸している事業者が、賞を取っていました。

（G 委員）

国立市の事業者なのですが、もともとは、農家を１軒１軒回り、軒下集荷し駅前など

で販売する事業に加え、今は飲食店を３店舗経営されて、社会課題を解決する事業をさ

れています。そういった事業者も多摩地域の中に増えてきていると感じています。

（委員長）

多摩地域と農業は親和性が高いと思うので、もっと PR しても良いのではと考えます。

（I 委員）

取組の方向性の中で、「まちの特性を生かした仕事の創出、創業の推進」とありますが、

立川市ではうどの生産が東京でもトップクラスに多いように感じます。植木の生産販売

は立川市のイメージアップになっていると思います。そういった事業をバックアップし

ていくことも必要だと思います。

（B 委員）

多摩市で、昨年は保育園、今年は幼稚園の保護者の方に、どこで働いているかアンケ

ートをしました。共働きの方は圧倒的に多摩地域の近い場所で働いている方が多いです。

専業主婦と書いてあっても、自宅で仕事をしているなど色々なことをされています。バ

ランスをとるために、多摩市を選択し、無理のないかたちで仕事を選択するご夫婦が多

かったです。今は、その日その日で働く場所が違うなど、どこに働きに出ているかとの

質問自体がナンセンスである時代だとも感じ、働き方や働く場所を選ぶ時代になってき

ている印象です。ライフスタイルを選ぶ時代になってきているので、ワーキングスペー

スや新しい働き方を提案できると良いと思います。市民意見等にある「立川ＯＬ」とい

うのは古く、そういった今の時代の方に選んでもらえないように感じます。

（J 委員）
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都市農地の話が出ましたが、都市農地の保全は非常に重要な問題だと考えています。

生産緑地面積自体は立川市は、八王子市、町田市に次ぐ３番目でありますが、減少傾向

にある中で、いかに都市農地を活用していくか、雇用を創出できるかが大切だと思いま

した。仕事や雇用の創出を考えたときに、働きやすいという視点では、働き方改革、ワ

ーク・ライフ・バランスも非常に大切ですが、通勤しやすい、仕事の後に楽しめたり遊

ぶ場所がある、子育てに対する配慮があり治安が良い、ランチを楽しめる場所があるな

ど、様々な要素があると感じました。

（E 委員）

様々な会社がスタートアップとして立川市を選ぶ中で、自治体がバックアップするだ

けでなく、もう一歩踏み込み、起業する人に付き添うような覚悟を持って一緒にやって

いただけると、輪が広がっていくように思います。

（委員長）

本日も皆さまから実り多い議論をいただき、ありがとうございました。第２回立川市

第 4 次長期総合計画後期検討委員会を終了します。


