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はじめに 

 いま日本は社会システムを根本から転換するパラダイムシフトを迫られています。人口

減少時代の到来、グローバル社会の進展、人知を超える情報技術革新の加速化、LGBT など

の多様性に寛容な社会潮流への変化、モノからコトへのライフスタイル転換などがきっか

けとなって、大きな地殻変動が起こっているからです。 

 地殻変動は国境を超えて広がっていますから、国家だけではなく、国際社会と地域社会と

いう多層なレベルでの対策や取り組みを必要としています。たとえば、国外から年間 3,000

万人を超える観光客が LCC の離発着する地方空港、超大型クルーズ船が横付けされる地方

港に押し寄せています。日本の社会は少子化に始まる人手不足から、多くの地域で外国人労

働者を必要としています。そして彼らの家族は日本に適応するために日本語習得や社会習

慣の理解が求められます。「観光と定着」では地域の対応は根本から異なります。情報化の

進展や交通ネットワークの整備で、国・都道府県・基礎自治体をベースにした統治機構その

もののあり方も変わってきました。まさしく現代は、既存の社会的枠組みを変える構造的転

換、すなわちパラダイムシフトが請われる時代といえるでしょう。 

 このような時代背景のもとで、立川は多摩地域の中核都市として二つの意味で存在意義

を問われています。まず、多摩地域を代表する交通の要衝としてソフトとハード両面で「ど

のような交流空間を用意できるか」、そして、持てるポテンシャルで「ひとと事業所が都心

回帰する流れに対して、広域連携も視野に入れながらどう対処してゆくか」という課題です。

立川市は「立川市第４次長期総合計画」を策定し、この二つの大きな課題に戦略的に立ち向

かってきました。 

 「立川市第４次長期総合計画」は 10年間を見据えた「まちづくりの基本戦略」です。し

かし変転極まりない時代には、５年に一度の見直しが必要不可欠です。前期計画に示された

５年の期間を振り返り、その経験を活かし、これからの５年間に立川市が直面する時間と空

間の変化に適応し発展し続けるため、後期計画に反映させる。まさに、この作業が「立川市

第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会」の使命でした。立川創生の４つの視点である

「交流・ひと・しごと・まち」をどのように方向づけ、「まちづくり戦略」に具体化するか

が議論されました。検討委員会は、学術、国際、行政、地域活動の専門的な知見の持ち主で

構成され、そこでは市の提供してくれる基礎データをもとに、毎回侃々諤々の議論が繰り広

げられました。その議論から生まれた本報告書が立川市の、ひいては日本のまちづくりに大

いに役立つことができればと願う次第です。 

 

 

令和元（2019）年 7月 

立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会  

委員長 細野 助博 
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Ⅰ まちづくり戦略（総合戦略）の方向性の検討について 

立川市第４次長期総合計画後期基本計画のまちづくり戦略（総合戦略）を検討するにあ

たり、たちかわ創生の４つの視点（「交流」、「ひと」、「しごと」、「まち」）に基づ

き、戦略の基本的な方向性について検討を行った。 

 

（１）【交流】 

＜【交流】の視点に係る状況＞ 

（１）数値目標 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 
来訪者数（JR 立川駅・多摩都市モノレー

ル立川駅南北定期外乗車客数、公共駐

車場利用者数） 

万人 4,100 4,200 4,280 

25～39歳の社会増減数 人 

△253 

平成 24年～ 

26年平均 

103 

平成 27年～ 

29年平均 

△153 

平成 27年～ 

31年平均 

 

（２）数値から見る戦略の状況 

〇JR立川駅の一日当たりの平均乗車人員は、近年増加傾向（H25：160,441人⇒

H29：167,108人）で推移している。 

〇これからも立川市に住み続けたいと思う市民の割合は、90％程度となってい

る。 

〇立川市に愛着や誇りを感じている市民の割合は、80％程度となっている。 

〇来街者（市外在住者）の居住地は、80％以上が多摩地区となっている。 

〇来街者の来訪目的（複数回答）は、買い物・食事（53.3％）、友人・知人と会

う（24.8％）、仕事・通学（12.9％）の順に多い。 

〇来街者が立川と聞いて思い浮かぶイメージ（複数回答）は、国営昭和記念公園

（66.1％）、デッキ・大型商業施設（33.4％）、飲食店・個店（25.8％）の順

に多い。 

〇国営昭和記念公園の一日当たりの平均入園者数は、近年増加傾向（H25：

10,398人⇒H29：11,332人）で推移している。 

〇年間商品販売額は減少傾向にはあるが、多摩 26市で八王子市に次ぐ２番目に

なっている。商業地の地価公示価格は上昇傾向（H25：954千円/㎡⇒H29：

1,180千円/㎡）にあり、多摩 26市で武蔵野市に次ぐ２番目になっている。 

〇昼夜間人口比率は上昇傾向（H22：113.1％⇒H27：114.2％）にあり、多摩 26

市で最も高くなっている。 
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＜本委員会における主な議論＞ 

（交流拠点としての現状及び今後の方向） 

・周辺住民を中心に来訪者が増加してきており、多摩地域の拠点としての地位が確

立されつつある。 

・交流都市としてのハード面でのまちづくりは出来上がりつつある。これからは、

ソフト戦略への転換が求められている。 

・立川市だけの発想ではなく、交流都市として、より広域的な視点でのまちづくり

を考えていく必要がある。 

・立川市は、都市としてのグレードが変わってきている。広域の考え方など、都市

としてのステージをしっかりコントロールして、ビジョンを持って変えていくこ

とが重要である。 

・来街者にとっての利便性が高まる一方、住民にとっての利便性や住みやすさの低

下が懸念され、バランスのあるまちづくりを進めていくことも求められる。 

・立川市内も広いので、地域ごとに状況や感覚に差があることは認識しておくべき

である。 

・立川市は若者や学生に対して「にぎわい」の部分を PRしがちだが、広くゆった

りできる昭和記念公園などの「やすらぎ」も求められているため、PRしていくべ

きである。 

・「やすらぎ」という側面を求める中では、歩いて楽しめるまちであることが重要

である。 

・「やすらぎ」という側面を求める中では、ペットを取り巻く環境の視点も入れて

もいいのではないか。 

・立川駅周辺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

も見据えていかなければならない。 

 

（立川市らしい魅力づくり） 

・伝統行事やスポーツを立川市のイメージアップに活用するべきである。 

・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もらうこ

とが、さらなる発展につながると考える。 

・ファーレアート、アニメ、漫画、スポーツなどの交流コンテンツの活用により立

川らしい魅力をつくり、「立川に行きたい」と思うファンを作っていくことが重

要である。 

・立川市のアニメやスポーツの魅力に合わせて、eスポーツに取り組んでいくのも

話題性があるのではないか。今後、eスポーツはオリンピックの正式種目になる

可能性もあり、学校の体育の授業に取り入れていく動きもある。 

・スポーツは民間企業頼りになっている印象がある。今ある施設を有効活用して人
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を集められるイベントに取り組むべきではないか。 

・立川競輪もあるため、自転車競技をもっと打ち出すなど、自転車を活用したまち

づくりを進めてはどうか。 

・ファーレアートは世界に誇れるアート群だが、PRが足りていないと感じる。 

・パブリックアートをみんなで守り、それを大事に育てていくこと自体が、立川市

の魅力になり、まちづくりにつながるのではないか。 

・参加型のアートプロジェクトなど、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ことにはならない。ア

ートと人の関係をどう構築していくかを考えることがファーレアートの未来につ

ながっていく。 

・伝統行事などを通じて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

てもらうことができる。それによって、立川市に住み続ける人が増えると良い。 
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（２）【ひと】 

＜【ひと】の視点に係る状況＞ 

（１）数値目標 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

出生数 人 
1,439 

平成 25年 

4,343 

（平成 27年

～29年 

6,690 

平成 27年～

31年 

安心して子どもを産み育てることができる

と感じている市民の割合 
％ 71.2 79.5 74.5 

 

（２）数値から見る戦略の状況 

〇年少人口割合は、減少傾向であり、総人口に占める割合は 2024年までは、

12％程度、2060年は 10％程度に減少する見込み。 

〇合計特殊出生率は変動はあるものの増加傾向（H25：1.28⇒H29：1.31）にあ

る。 

〇核家族化が進み、市の平均世帯人員（2.05人）は全国平均（2.23人）、多摩

地域平均（2.12人）を下回る。 

〇地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市民の割合は 65％

程度で横ばいである。 

〇子育てが楽しいと感じている市民（０～６歳の子どもがいる）の割合は、90％

程度で横ばいである。 

〇自分には良いところがあると回答した小学６年生は 75％程度で横ばい、中学３

年生は増加傾向（H25：63.1％⇒H29：71.6％）である。 

〇教育活動の実施にあたり連携・協力を得た事業所・機関・団体・個人の件数は

増加（H25：924件⇒H29：1,402件）している。 

〇ワーク・ライフ・バランスが実現できていると思う市民の割合は、60％程度で

横ばいである。 
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＜本委員会における主な議論＞ 

（途切れのない子育て支援） 

・子育ては親にとっては覚悟が必要なことであるため、安心して子育てできるため

の支援を総合的（ハード・ソフト両面）に行う必要がある。子育て世代のライフ

ステージ毎にどこまで支援の体制ができているのか、整理して確認していくべき

ではないか。 

・子育て支援はあえて行政だけの問題ではない。行政と民間が連携して取り組んで 

 いくべきものである。 

   ・近年、父親の子育ても取り上げられており、重要な視点であると考える。 

 

（子どもの視点を取り入れたまちづくり） 

・子どもが地域行事等に参加することで、その親も参加しやすくなる。子どもが喜

ぶような行事を増やし、地域活動の活性化や担い手づくりにつなげていければよ

い。 

・子どもも一人の市民であり、まちづくりにおいて、子どもの視点が大事ではない

か。 

・虐待のニュースを見たことで、自分の置かれている状況が虐待だと気づき相談に来

る子どももいる。市民や子どもたち自身にも「子どもの権利の尊重」について知っ

てもらうためにも、どうしたら良いか話し合ってもらう必要がある。 

・出生数を増やすことも大事だが、今生きている子どもたちを守り、救うという視点

も大事である。 

・小学生以下の子どもたちの居場所はあると考えるが、中高生以上の子どもたちの

居場所や遊び場所がない。 

 

（市内をつなぐコーディネーター、身近な相談場所の重要性） 

・現在、立川市内で活躍している地域福祉コーディネーターは、子どもから高齢者 

 までをつなぐサロンの運営や各地区の情報をコーディネーター同士で共有し、活 

 動につなげている。地域差が大きい立川市にとっては、このようなコーディネー 

 ターの存在が重要である。 

・子育てひろばが各町にあり、子ども達を遊ばせながら指導員がお母さん達の話も 

 聞いてくれる。困ったことがあれば相談でき、子どもと一緒に参加できる講座の 

 情報を得ることができ、大変助かっている。 

   ・子育てで孤立しているお母さんたちを支援する制度を充実させていくべきであ

る。 
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（市民の愛着の醸成） 

・友達など人と人とのつながりから、地域を好きになるという視点も大事である。 

・地域への愛着醸成により、立川市に戻ってきてもらう取組が必要である。 

 

（地域活動における主体の多様化） 

・外国人住民の増加、外国人就業者の増加に伴う言語対応や子育て・教育支援、地

域コミュニティへの参加、宗教への配慮など多様化する支援への対応が必要とな

っている。 

・人口減少社会において、外国人住民をプラスに捉えることが重要である。 

・昔から、まちをつくるのは、「よそ者」、「わか者」、「ばか者」という言葉も

ある。地域のことを知りたい、情報がほしいという中で、転入してきて間もない

人がまちづくりの担い手として地域活動に参加し、活躍するケースが近年増えて

いる。 

・スポーツや教育等、地域活動に取り組んでいる企業の拠点が立川市内に置かれて

いるなどの状況もあるため、これらの企業と連携してまちづくりを進めるべきで

ある。 

・地域文化との関わりが世代を超えて受け継がれる仕組みづくりが必要である。 

・地方創生において、一番大事なものは将来に向けての担い手づくりであり、これ

が決め手になると思う。 

・仕事をボランティアに活用するプロボノなどを活用することで、地域の担い手不

足対策などを進めていくべきである。 

・障害者も含めて包括的な支援や協働のあり方を検討していくべきである。 
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（３）【しごと】 

 

＜【しごと】の視点に係る状況＞ 

（１）数値目標 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

法人市民税法人税割課税対象者数 社 6,446 6,688 6,500 

 

（２）数値から見る戦略の状況 

〇転入・転出することになったきっかけは、仕事上の都合（転入：20.7％、転

出：20.4％）、住宅の都合（転入：16.8％、転出：15.7％）、結婚（転入：

15.4％、転出：14.9％）の順となっている。 

〇立川に業務・ビジネス機能が集積していると思っている来街者（市外在住者）

の割合は、70％程度となっている。 

〇農地面積は減少傾向（H25：278.1ha⇒H29：261.8ha）となっているが、市街化

区域内農地面積割合は、平成 28年度では多摩 26市で４番目となっている。 

〇事業所数、従業者数はほぼ横ばい（H24：7,584箇所、112,936人⇒H26：7,794

箇所、119,144人⇒H28：7,522箇所、112,294人）となっている。 

〇産業分類別の従業者数割合は卸売業・小売業が最も高く（18.2％）、次いでサ

ービス業（他に分類されないもの）（13.1％）、宿泊業・飲食サービス業

（11.1％）の順となっている。 

〇産業分類別の付加価値額は卸売業・小売業が最も高く、次いで医療・福祉、金

融業・保険業の順となっている。一企業あたりでは金融業・保険業が最も高

く、次いで運輸業・郵便業、情報通信業の順となっている。 

〇製造品出荷額等は多摩 26市で 10番目、一事業所当たりの付加価値額は８番目

に高くなっている。 

〇職場体験学習を通じて得られた効果を測定する指標として設定している、「東

京都児童・生徒の学力向上を図るための調査」における社会貢献の設問で肯定

的な回答をした児童・生徒の割合は、小学校でほぼ横ばい（H27：75.1％⇒

H29：75.2％）、中学校で上昇傾向（H27：84.0％⇒H29：88.4％）で推移して

いる。 
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＜本委員会における主な議論＞ 

（多様な働き方の推進） 

・ワーク・ライフ・バランスの観点から、立川市の中で働く人の比率を上げること

が重要である。 

・人生 100年時代と言われている中で、ライフシフトがキーワードとなっており、

多様な働き方や生き方を考えていかなくてはならない。 

・多摩地域では共働き夫婦が多く、無理のないカタチで自宅や周辺で仕事をしてい

る人が増えている傾向がある。職住近接や多様な働き方へのニーズが高まってい

る。 

・外国人技能実習生の採用が徐々に増加しているが、立川市としての方針を考えて

いく必要があるのではないか。 

・仕事や雇用の創出を考えたとき、働き方改革の推進等も重要だが、通勤しやす

い、ランチや仕事の後に楽しめる場所がある、子育てに配慮があり治安が良いな

ど、様々な要素を兼ねそろえていることが必要である。 

 

（産業活性化に向けた取組・姿勢） 

・魅力的な個店を PR していくことも大切である。 

・地元の企業を知っていただく機会をいかに増やしていくかが大事である。 

・創業したい人をたくさん呼び込み、仕事がどんどん生まれるような地域社会が出

来るとよい。 

・AI や IT 化が進む中、人にしかできないことは事業を創っていくことであり、立

川市だけでなく、多摩地域全体で必要な事業を明確にして、プロモーションして

いくことが必要ではないか。 

・立川市には創業支援として様々なサービスが民間から提供されている（コワーキ

ングスペース、サテライトオフィス、３D プリンターなどのモノづくり応援施設

など）ため、それらをもっと PR すれば、起業・創業のハードルが下がるのでは

ないか。 

・市内産業の活性化に向けて、民間サービスとも連携しながら支援を充実し、起

業・創業する人、市内事業者に寄り添い、ともにまちを盛り上げていく姿勢を行

政が見せていく必要がある。 

 

（都市農業） 

・農業従事者の高齢化が進んでおり、この分野が一番新陳代謝を起こしていくべき

ではないか。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、広げてやっていくべきだ。仕事の大きな流れになる。 

・多摩地域と農業は親和性があるため、もっと PR しても良いと考える。都市農地

を保全し、いかに活用していくか、雇用を創出できるかが重要である。 
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（４）【まち】 

 

＜【まち】の視点に係る状況＞ 

（１）数値目標 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

地域の活動に参加している市民の割合 

（自治会活動、防災訓練、地域のお祭り、

見守り活動などの福祉活動等） 

％ 36.2 31.7 42.0 

居住地域で、安全で安心した生活が送れ

ていると感じている市民の割合 
％ 81.6 86.2 85.0 

 

（２）数値から見る戦略の状況 

〇自治会加入率は減少傾向（H25：47.2％⇒H29：42.0％）にあるが、多摩 26市

で比較すると、ほぼ中間の順位となっている。 

〇NPO法人数は 99件（H29）となっており、多摩 26市で４番目に多い。 

〇人口千人あたりの刑法犯認知件数は減少傾向（H25：15.0％⇒H29：11.6％）に

あるが、多摩地域平均の約 1.5倍となっている。 

〇立川駅周辺で治安が維持されていると感じている市民の割合は横ばい傾向

（H25：72.9％⇒H29：73.9％）である。 

〇市民防災組織の組織率（市民防災組織数/自治会数）は増加（H25：61.1％⇒

H29：70.9％）しており、概ね順調に推移している。 

〇支えあいサロン登録数は増加（H25：116箇所⇒H29：188箇所）しており、順

調に推移している。 

〇福祉活動により、助けあい、支えあいができていると感じている市民の割合は

増加傾向（H25：47.7％⇒H29：50.7％）である。 

〇安定的に住宅が新設されており、住宅地の地価公示価格も回復傾向（H25：220

千円／㎡⇒H29：236千円／㎡）にある。 

〇空き家率は、10.8％となっており、多摩 26市平均と同じである。（東京都平

均：11.1％、全国平均：13.5％） 
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＜本委員会における主な議論＞ 

（自治会活動） 

・自治会加入率は、この 10年間で毎年約 1％ずつ減少している。災害が毎年のよう

に発生している中で、地域力の向上を図っていく必要がある。 

・自治会の重要性を理解いただき、加入率が減らないようにしなくてはならない。 

・若者が入りやすいクラブなどをつくり、それらの活動から結果的に自治会活動に

つながるような、自治会に入りやすい仕組みを考えてはどうか。 

・自治会活動を若者の生活の延長線上に沿うものとして再構築すべきである。その

意味で、回覧板による情報共有だけでなく、SNSなども導入すべきではないか。 

・自治会の案内などの情報の出し方にも工夫が必要である。デザインなども工夫

し、入りやすい、入りたくなるような情報発信が重要ではないか。 

・既に安全な暮らしが出来ていると感じている住民に対し、自治会の意義を「安全

なまちづくりの実現」と言っても、インセンティブが働かないのではないか。自

治会に新しい活動の意義を持たせることで、利用したい人も増えるのではない

か。 

・いつでも入れるよりオープンな自治会のあり方を検討すべきである。 

・地域活動に関わり続けられる仕組みが必要である。そのためには、多角的な観点

からの地域参加のシステムが必要である。 

 

（災害対策） 

・地震、台風、豪雨など自然災害が日本各地で発生しており、災害に備えていかな

ければならない。特に地球温暖化に伴う異常気象による、これまで想定されなか

った災害にも対策していく必要がある。 

・地域の絆を深め、地域防災力を高めていく必要がある。 

・聴覚障害を持つ人に対する災害対応（情報の伝え方など）が必要である。 

・想定していない形での避難訓練も必要ではないか。 

・最近は災害時に対応した公園も整備されてきており、立川市でもそういう公園が

増えると良いと思う。 

 

（立川駅周辺の治安） 

・以前は、子どもたちから、立川駅南側の地域が怖いという意見があったが最近は

聞かなくなった。ただし、夜は怖いと感じられている。 

・歩道を自転車が速いスピードで走ってくるので、ヒヤリとすることがある。刑法

犯に関しては、以前の立川ほどではない。 

・誰が何に対して危険を感じているのかなど明確化し、総合的に対応していかなけ

れば、体感治安の改善にはつながらないのではないか。 

・まちは面白くある必要があり、その意味で、少し危険なところがあるというの
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も、まちには必要ではないか。 

 

（団地の老朽化・高齢化への対応） 

・古い団地などの住宅の老朽化や孤独死などの課題が置き去りになっているのでは

ないか。 

・駅周辺は活性化しているが、昔ながらの古い団地があるエリアは高齢化も進んでい

る。利便性が向上し、若い人にとっても住みやすくなる取組が必要ではないか。 

 

（都市機能の維持・向上） 

・回遊できる空間やネットワークづくりが重要である。移動手段の多様化（自転車、

バスなど）を進めていく必要がある。 

・回遊性を高める取組として、電動付き自転車のシェアサイクルなども検討しても良

いのではないか。 

・高齢化社会への対応として、バリアフリーに配慮する等、高齢者が駅周辺の中心地

で自分のやりたいことができるまちづくりという視点も大事である。 

・立川駅周辺はベビーカーの上り下りがしづらく、小さな子どもを連れては行きづ

らい場所になっている。 

・住宅の作り方を工夫することで、支えあいのまちづくりを形成することも可能では

ないか。 
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（５）その他 

４つの視点以外の意見について、以下のとおり整理する。 

 

①まちづくり戦略（総合戦略）の考え方 

・SDGsに対する立川市としての考え方を提示すべきではないか。 

・人口を減らさないようにするという思考ではなく、住みたいところに住むことが

できる体制を整えるということが重要である。 

・世の中の変わっていくスピードは非常に速く、5年のスパンでは、状況が全く異

なる部分もある。その時代における暮らしに対して、事業としてどう対応してい

くかが課題である。前期期間で何ができて、何ができなかったのか等、計画全体

の中で整理した方が良い。 

 

②ターゲットに訴求する PR 

・若者への PRを考える際に「大学生」と一括りにするのではなく、どのようなニ

ーズを持った大学生を対象とするのか明確にすることで、取組方法や考え方も変

わると考える。 

・学生は定期券の範囲内に遊びにいく傾向があるため、地域の PR方法について

は、鉄道沿線の他の自治体等と協力する必要がある。 

・子ども達にとって、魅力になるようなものを PRして、遠足等で訪れる子ども達

を増やし、立川の良さを知ってもらうことが必要ではないか。 

・最近の外国人留学生は、留学先として英語圏の国を選ぶ傾向にある。その中であ

えて日本に来ている留学生は日本のゲームやアニメ等に関心のある層が非常に多

い。立川のアニメなどの魅力を外国人留学生を対象に PRしていくことも考えら

れる。 

 

③多文化共生における新たなニーズ 

・日本在住の外国人の中でも格差が生じている。それぞれに対応した支援が求めら

れる。 

・外国人が更に増えることが予想される中で、期待も大きい一方、子どもの学校は

どうなるのか、まちがどう変わっていくのか、ごみ出しはどうなるかなどの心配

がどの地域にもある。住民の暮らしの変化を踏まえ、市としての策を率先して打

ち出していくことが大事である。 

・子育て中の外国人家庭も増えている。言葉の問題などで、日本に来て、なかなか

なじめない外国人のお母さん達もいるので、そういった方達への理解とサポート

を進めていく必要がある。 
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④技術革新を活用したまちづくり 

・近年の技術革新を活用し、SNS、ビッグデータ、AIなども導入したまちづくりを

検討すべきである。 

・「情報」という側面の検討が薄いように感じる。立川市内に震災におけるバック

アップセンターを整備すること等も考えられるのではないか。 

・「情報」は距離を意識しないですむことが特徴である。立川市においても、他の

市区町村とは異なるニーズ（BtoBなど）で情報技術を活用した産業集積地帯をつ

くることも考えられるのではないか。 

・技術革新はプラスになることばかりではなく、格差を生んだり、地域間の分断を

生んだりなどマイナス面もある。そういう時に、どういうスタンスでまちづくり

を進めていくのか、非常に大事な視点である。 

 

⑤情報発信のあり方 

・良い取組をしていても、それが情報として、しっかり伝わっていないのであれば

意味がない。 

・障がいのある方、外国から来られた方、市外から転入してきたそういう人たちに

必要な情報を必要な時に的確に届けるということを確実にやっていく必要があ

る。そのためにも、専門家のチェックやアドバイス等を受けることが重要であ

る。 

・今の若い世代はメールを読む習慣やホームページを見に行く習慣は、ほぼない。

SNSのプッシュ型配信によって、はじめて情報に触れるという習慣になっている

ので、情報発信のあり方はどこかで踏み切らないといけないと思う。 

・SNSを活用した情報発信は、学生が参加しやすい、リツイートしやすい内容であ

ったり、写真や動画の活用、発信力のある著名人とのタイアップ等、やわらかい

情報発信を検討していくと良い。そういった中で、いろいろと若い世代の動向や

声を聴いていくシステムがあったら良い。 

・SNSを活用した情報発信という点では、例えば、くるりんのスタンプをつくっ

て、SNS上で配布できれば、シティプロモーションにもつながるのではないか。 

・民間の配送事業者でも SNSで再発送の依頼や質問等できるようになってきており

非常に便利だ。立川市も子育ての事など SNSで質問をすると、パッとその情報の

サイトに行けるようなシステムがあると良いと思う。ただし、高齢の方やスマホ

を使えない方もいるので、ホームページや市役所窓口での対話等、これまでの情

報発信方法も残しておくべきである。 

・大事な情報が SNSでプッシュ配信されてきたりとか、質問を投げかけると的確に

回答してくれたりという仕組みを構築していくのはすごく大事だと思う。ただ

し、常時、人を張り付けておくことはできないので、ＲＰＡ（ロボティック・プ

ロセス・オートメーション）の仕組みが必要になってくる。  



 

15 

 

Ⅱ まちづくり戦略（総合戦略）の方向性について 

（１）戦略の背景 

立川駅周辺の拠点整備を進めてきたことで、周辺市等からの来訪者が増加するなど、

立川市の多摩地域の交流拠点としての位置づけが確立されつつあります。これからは、

より広域的な視点を持ちつつ、ハード面を生かしながらソフト面へとまちづくりの主

軸を転換し、交流都市としてさらなる発展を目指していく段階となります。他方で、市

内に広がる豊かな緑や都市農地がもたらすやすらぎも、立川市の大きな魅力となって

います。今後は、これらグリーンインフラのもつ環境保全、防災、交流創出などの多面

的機能をまちづくりに活用していく視点も重要となります。 

また、立川市は働く場として、市内外から多くの人が集まっていますが、近年では、

働き方改革の推進や職住近接など多様な働き方が求められるようになってきており、

新たな就業ニーズに対応できるまちづくりが求められています。さらに、地域での創業

の促進や魅力あるしごとづくりを推進し、地域内循環を向上させることで、多摩地域全

体の経済循環に貢献し、広域的な地域経済の発展につなげることが求められています。 

立川市は近年、アートのまちとして注目を集めていますが、アニメや漫画、スポーツ

などのイベントも増え、交流を生みだすコンテンツとして育ってきており、来訪者の増

加につながっています。長年にわたり継承されてきた伝統文化に加え、これらを新たな

立川市らしい魅力として、市民のまちへの誇りや愛着をはぐくみ、大きく成長させてい

くことも重要な視点となります。さらに、広域的な情報発信拠点としての機能の発揮も

期待されていますが、SNS の活用等、ターゲットに訴求した情報の発信方法を構築し

ていくことが重要です。 

一方、市民の暮らしに目を向けると、日本各地で震災が発生していることに加え、近

年は地球温暖化に伴う異常気象による、これまで想定されなかった災害も発生してお

り、暮らしの安全・安心が脅かされています。地域の絆を深め、支えあうことで、災害

時に自ら避難行動をとることが困難な高齢者や障害者等も含め、誰一人取り残さない

安全・安心の確保が求められています。 

高齢化や核家族化が進む中で、自治会活動をはじめとした地域コミュニティの重要

性がますます高まっています。また、立川市は転入による新住民や外国人住民、来訪者、

地域活動に取り組む民間企業も増加するなど、地域社会を形成する主体の多様化が進

んでいます。持続可能な支えあいのある地域社会を構築するために、地域コミュニティ

の重要性についてさらなる理解促進を図るとともに、年齢、性別、国籍、障害の有無な

どに関わらずそれぞれが地域の担い手として持てる力を発揮できる仕組みづくりが求

められています。 

また、未来の担い手育成として、途切れのない子育て支援を引き続き推進するととも

に、子どもの視点に立ったまちづくりを進めていく必要があります。 
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（２）戦略推進の基本的な考え方 

   基本構想に掲げた将来像「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」の実現に向け、後 

期基本計画において推進する分野横断的な取組の方向性を、まちづくり戦略（総合戦 

略）として定めます。 

   この戦略は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 10 条に基づ 

き定める「たちかわ創生総合戦略」の機能を内包するものであり、人口減少問題の克 

服と交流を中心に据えた「たちかわ創生」の視点を盛り込んだものとして設定してい 

ます。 

   本市の人口は、第 4 次長期総合計画期間である令和６年（2024 年）までは少子化・ 

高齢化は進行しつつも、人口は横ばいの見込みですが、令和７年（2025 年）をピーク  

  に人口減少局面に転じるとともに、急速な少子化・高齢化の進行が見込まれています。 

本市にとっても近い将来に訪れる「人口急減・超高齢社会」という極めて厳しく困難 

な状況への対応を見据えた取組を進めていくため、国が示す地方創生の視点である「し 

ごと」と「ひと」の好循環と、それを支える「まち」の活性化に加え、本市の大きな 

強みである「交流」を加えた、４つの視点を踏まえて、戦略を推進します。 

   また本戦略は、持続可能な社会の実現を目指すものであり、本戦略に基づき取組を 

展開することにより、国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の実現にも貢献し 

ていくこととします。 
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（３）戦略の基本目標 

 

 

 

立川市は、立川駅周辺地域を中心に交通結節点として恵まれた立地条件を生

かし、多様な都市機能の集積を進めてきたことで、多摩地域の交流拠点として成

長してきています。 

今後は、交流都市としてのさらなる発展を目指し、ハードを生かしながらソフ

ト施策の推進へと主軸を移していきます。また、環境・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に取り組みます。そして、多様な需要に応じた

事業活動を活性化させることにより雇用を創出するとともに、創業への支援等

を通じた新しいしごとの創出を促進することで、地域内循環を向上させ、地域経

済の発展を進めていきます。 

 

 

 

 

ひとが集まるところには笑顔があふれ、あふれる笑顔はまちの魅力につなが

ります。 

市内外から多くのひとが集まり、交流し、つながりを持つことで、多様性に富

んだ創造的なアイデアが生まれ、まちの魅力を向上させる、ふれあいと豊かさに

満ちたまちづくりを進めていきます。 

そして、市民のまちに対する誇りと愛着をはぐくみ、ライフスタイルから生み

出される立川の魅力を戦略的・効果的に広く発信するシティプロモーションを

市民とともに進め、『行きたいまち』、『住みたいまち』として発展することを

目指します。 

また、立川市らしい魅力を生かし、国際交流・観光・産業・教育・文化芸術・

スポーツなど幅広い分野でまちを活性化させ、交流を促進します。 

 

 

 

 

東日本大震災以降も日本各地で震災が発生していることに加え、近年は地球

温暖化に伴う異常気象による、これまで想定されなかった災害も発生しており、

安全・安心のまちづくりの重要性が高まっています。 

一人ひとりの市民が自分や家族の命を守り、助け合い思いやる心の絆をもっ

魅力と活力にあふれた快適で利便性の高いまちづくり 

ひとびとがふれあい、豊かさと笑顔に満ちたまちづくり 

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 
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て、多様な主体が協働し、誰一人取り残さない安全で安心な暮らしを支える地域

社会の形成を目指します。 

特に、防災に関する意識啓発を通じて自助力を向上させ、震災や風水害に備え、

地域における災害対策の強化を図ります。 

また、市民や地域団体、事業者、関係機関と連携を強化し、子どもから高齢者

まで、すべての市民が安全に暮らせる犯罪の起きにくい地域づくりを進めてい

きます。 

 

 

 

 

社会の成熟化や移り変わりの中で、人々の価値観やライフスタイルは多様化

しています。立川市では、シニア世代や女性の活躍、新住民や外国人住民、来訪

者の増加による人の循環の活性化、地域活動に取り組む企業の増加などが見ら

れ、地域社会を形成する主体の多様化が進んでいます。 

こうした中、立川市に関わる多様な主体による交流の場や活躍の場の創出に

取り組むとともに、誰もが地域の担い手として力を発揮できる仕組みづくりを

進め、持続可能な支えあいのある地域社会の構築を目指します。 

『ひと』と『地域』がつながりを持ち、情報を共有し、互いに支えあうまちづ

くりを進めていきます。 

 

 

 

 

これまで築き上げてきたまちづくりの成果を維持・向上させて、子どもたちへ、

そしてその次の世代へ引き継ぎ、立川の未来に向け、市民一人ひとりが夢と希望

を持ち、将来にわたり住み続けたいまちを形成していきます。 

子ども・若者の未来は、まちの未来です。 

子どもたちや親、地域に笑顔があふれ、若い世代や子育て世代にとって、楽し

く子育てできるまちを目指します。子どもの権利を尊重し、子どもたちが、心身

ともに健やかに成長していけるよう、地域全体で子育てを支援していきます。 

未来を担う子どもたちが将来に夢と希望を持ち、社会にはばたけるよう生き

る力を伸ばすことのできるまちづくりを進めていきます。 

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 

豊かな人間性を育み、安心して子育てできるまちづくり 
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参考 

 

立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会設置要綱 

平成30年８月30日要綱第77号 

立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 立川市第４次長期総合計画後期基本計画（以下「基本計画」という。）及びまち・ひと・しご

と創生法（平成26年法律第136号）第10条第１項の規定によるたちかわ創生総合戦略（平成32年度以後

の総合戦略に限る。以下「総合戦略」という。）の策定にあたって、基本計画及び総合戦略に係る多

様な意見を聴取し、及び方向性の検討等を行うため、立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(１) 基本計画及び総合戦略の方向性に係る検討等に関すること。 

(２) その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人程度をもって組織し、次の各号に掲げる者につき、市長が委嘱し、又は指

名する。 

(１) 関係団体等が推薦する者 

(２) 学識経験を有する者 

(３) 公募市民 

(４) 市長の部内の職員 

２ 委員の任期は、委嘱又は指名の日から所掌事項に係る検討等が終了したときまでとする。 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（意見聴取） 

第６条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

（謝礼） 

第７条 第３条第１項第４号に掲げる委員を除き、委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱の施行について必要な事項は、総合政策部長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成30年８月31日から施行する。 

２ たちかわ創生総合戦略推進委員会設置要綱（平成28年６月13日市長決定）は、廃止する。 
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立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会 委員名簿 

 

 朝野
あ さ の

 芳嗣
よしつぐ

  立川市聴覚障害者協会 会長 

 永長
えいなが

 大樹
た い き

  帝京大学 文学部社会学科 大学生 

 岡嶋
おかじま

 裕史
ゆ う し

   中央大学 国際情報学部 教授 

 奥村
おくむら

 圭
けい

    読売新聞東京本社 立川支局長（任期：令和元年５月～） 

 菊池
き く ち

 宏子
ひ ろ こ

  NPO法人インビジブル アーティスト／クリエイティブディレクター 

北原
きたはら

 裕貴
ゆ う き

  多摩信用金庫 価値創造事業部 

 小島
こ じ ま

 剛
ごう

   読売新聞東京本社 立川支局長（任期：～平成 31年４月） 

 小柳
こやなぎ

 郁美
い く み

  公募市民 

○佐藤
さ と う

 浩二
こ う じ

  立川商工会議所 会頭 

 佐藤
さ と う

 太史
ふ と し

  立川バス労働組合 書記長 

 田中
た な か

 良明
よしあき

  立川市 副市長 

 畠 山
はたけやま

 拓
たく

   公募市民 

◎細野
ほ そ の

 助博
すけひろ

  中央大学 名誉教授 

 松本
まつもと

 暢子
の ぶ こ

  大妻女子大学 社会情報学部社会情報学科 教授 

 萬田
ま ん た

 和正
かずまさ

  立川市自治会連合会 会長 

 山中
やまなか

 ゆう子
こ

 子育て・いれかわりたちかわり実行委員会 代表 

（五十音順・敬称略） 

注） ◎は委員長、○は副委員長 
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立川市第４次長期総合計画後期基本計画検討委員会 開催経過 

 

日時 回数 議事内容 

平成 31年１月 31日 第１回 

○立川市第４次長期総合計画後期基本計画の策定に

ついて 

○たちかわ創生総合戦略の進捗状況について 

○立川市の人口動向について 

○フリーディスカッション 

○今後のスケジュールについて 

平成 31年３月５日 第２回 

○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 

○まちづくり戦略(総合戦略）の方向性（「交流」、「し

ごと」）について 

平成 31年４月８日 第３回 
○まちづくり戦略(総合戦略）の方向性（「まち」、「ひ

と」）について 

令和元年６月 12日 第４回 ○まちづくり戦略(総合戦略）の方向性について 

令和元年７月 16日 第５回 

〇後期基本計画検討委員会報告書案について 

〇平成 30年度 たちかわ創生総合戦略掲載事業に係る

意見聴取について 
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検討資料 

立川市第４次長期総合計画後期基本計画の策定について 
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Ａ【魅力と活力にあふれた快適で利便性の高いまちづくり】 

 立川市はこれまで、立川駅周辺地域を中心に交通結節点として恵まれた立地条件を生か

し、商業・業務機能の集積を促進してきました。 

 今後、さらなる発展のため、多様な都市機能が集積された広域的な拠点となる都市を目指

します。また、環境や景観にも配慮し、魅力ある街並みや質の高い都市空間の形成を進めて

いきます。そして、多様な需要に応じた事業活動を活性化させることにより雇用を創出し、

地域内循環を向上させ、地域経済の発展を進めていきます。 

〇多様な都市機能が集積された広域的な拠点の形成【交流】             

〇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【交流】    

〇雇用の創出による地域経済の発展【しごと】 

【交流】世代を超えて選ばれ

る、選ばれ続けるまちをつくる 

１にぎわいの創出や広域連携の

推進 

２交流人口や定住人口の拡大の

ための戦略的な広報活動 

３郷土に対する愛着心の形成 

 

【ひと】まちぐるみで、次代を
担うひとをはぐくむ 

７結婚、妊娠・出産、子育てに関

する支援 

８多様な生き方や働き方が選択・

実現できる環境づくり 

 

【しごと】強みを輝かせ、まち
で暮らし働くしごとをつくる 

９まちの特性を生かしたしごと

の創出、創業の推進 

10 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 

11 勤労観や職業観をはぐくむ

キャリア教育の推進 

 

【まち】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 

４地域のネットワークづくりや

交流による若者等の地域参加

の促進 

５安全・安心なまちづくりの推進 

６公共施設等マネジメントの推

進 

 

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 

資料１ 

 

たちかわ創生総合戦略の４つの視点 長期総合計画（前期基本計画）のまちづくり戦略 

Ｂ【ひとびとがふれあい、豊かさと笑顔に満ちたまちづくり】 

 ひとが集まるところには笑顔があふれ、あふれる笑顔はまちの魅力につながります。 

市内外から多くのひとが集まり、交流し、つながりを持つことで、多様性に富んだ創造的な

アイデアが生まれ、まちの魅力を向上させる、ふれあいと豊かさに満ちたまちづくりを進め

ていきます。 

 そして、ライフスタイルから生み出される立川の魅力を戦略的・効果的に広く発信するシ

ティプロモーションを市民とともに進め、『行きたいまち』、『住みたいまち』として発展す

ることを目指します。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、国際交流・

観光・産業・教育など幅広い分野でまちを活性化させ、交流を促進します。 

〇交流と連携によるまちの魅力の向上【交流】                 

〇戦略的・効果的なシティプロモーションの推進【交流】            

〇国際交流・観光・産業・教育などによるまちの活性化と交流の促進【交流】 

 
Ｃ【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】 

 東日本大震災を契機に防災に対する関心が高まり、家族、地域、多くの市民がつながり、

支えあうことの大切さを再認識しました。 

一人ひとりの市民が自分や家族の命を守り、助け合い思いやる心の絆をもって、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を目指します。 

 特に、防災に関する意識啓発を通じて自助力を向上させ、震災や風水害に備え、地域にお

ける災害対策の強化を図ります。 

 また、地域団体や事業者、関係機関と連携を強化し、子どもから高齢者まですべての市民

が安全に暮らせる犯罪の起きにくい地域づくりを進めていきます。 

〇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【まち】  

〇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【まち】       

〇犯罪の起きにくい地域づくりの推進【まち】 

 
Ｄ【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】 

 社会の成熟化や移り変わりの中で、人々の価値観やライフスタイルは多様化しています。 

こうした中、シニア世代による豊富な知識・経験を生かして気軽に地域貢献ができるしく

みや女性が活躍しやすい環境づくりなど、地域における活躍の場の創出や多世代の交流を

進め、支えあいのある地域社会の構築を目指します。 

『ひと』と『地域』がつながりを持ち、情報を共有し、互いに支えあうまちづくりを進めて

いきます。 

〇女性やシニア世代等が活躍しやすい環境づくり【ひと】             

〇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【まち】         

 

 
Ｅ【豊かな人間性を育み、安心して子育てできるまちづくり】 

 これまで築き上げてきたまちづくりの成果を維持・向上させて、子どもたちへ、そしてそ

の次の世代へ引き継ぎ、立川の未来に向け、市民一人ひとりが夢と希望を持ち、将来にわた

り住み続けたいまちを形成していきます。 

 子ども・若者の未来は、まちの未来です。子どもたちや親、地域に笑顔があふれ、若い世

代や子育て世代にとって、楽しく子育てできるまちを目指します。子どもたちが、心身とも

に健やかに成長していけるよう、地域全体で子育てを支援していきます。未来を担う子ど

もたちが将来に夢と希望を持ち、社会にはばたけるよう生きる力を伸ばすことのできるま

ちづくりを進めていきます。 

〇若い世代・子育て世代が楽しく子育てできるまちづくり【ひと】               

〇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【ひと】        

〇子どもの生きる力の促進【ひと】                      

 

総合戦略の４つの視点 

（「交流」、「まち」、「ひと」、

「しごと」）に基づき、 

検討を進める。 
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立川市の人口動向について 
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30 

 

 
 

  



 

31 

 

 
 

  



 

32 

 

 
 

  



 

33 

 

 
 

 
 



 

34 

 

町別人口の推移（総人口・外国人） 

 

■総人口（日本人＋外国人）（2013年 178,407人→2018年 182,658人） 

 

 

 

                   

町名 

増加率（％） 

2013年→2018年 
町名 

増加率（％） 

2013年→2018年 

①富士見町 -2.1 ⑨栄町 0.7 

②柴崎町 3.9 ⑩幸町 0.5 

③錦町 7.1 ⑪若葉町 -4.0 

④羽衣町 -4.8 ⑫上砂町 -2.7 

⑤泉町 -1.8 ⑬砂川町 2.3 

⑥緑町 -11.1 ⑭柏町 4.1 

⑦曙町 8.0 ⑮一番町 0.6 

⑧高松町 12.3 ⑯西砂町 19.6 
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■外国人（2013年 3,294人→2018年 4,114人） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町名 
増加率（％） 

2013年→2018年 
町名 

増加率（％） 

2013年→2018年 

①富士見町 26.6 ⑨栄町 -15.5 

②柴崎町 45.6 ⑩幸町 42.6 

③錦町 36.7 ⑪若葉町 26.8 

④羽衣町 24.5 ⑫上砂町 21.1 

⑤泉町 -17.4 ⑬砂川町 28.9 

⑥緑町 -50.0 ⑭柏町 27.4 

⑦曙町 27.1 ⑮一番町 28.9 

⑧高松町 18.5 ⑯西砂町 33.1 

 国籍 増加率（％）2013年→2018年 

1 ベトナム 900.0 

2 ネパール 153.3 

3 インドネシア 118.8 

4 タイ 36.1 

5 フィリピン 26.7 

6 中国・台湾 26.4 

7 ペルー 12.9 

8 米国 5.2 

 国籍 人口（人） 

1 中国・台湾 1,879 

2 韓国・朝鮮 838 

3 フィリピン 380 

4 ベトナム 200 

5 ネパール 152 

6 米国 122 

7 ブラジル 69 

8 インド 57 

国籍別外国人人口上位 8か国 国籍別外国人人口増加率上位 8か国 ※30人未満の国は除く 

町別外国人人口の増加率 
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年齢別外国人人口・人口割合の推移 

（1）年齢 5歳階級別外国人人口の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年齢 5 歳階級別外国人人口は、ほぼ全ての年代で増加している。とりわけ、20～34 歳までの若い世代の増加

が顕著に見られる。 

 

（2）年齢 3区分別人口割合の推移 

外国人 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

年少人口（0～14 歳） 8.7% 8.5% 9.3% 9.1% 8.7% 8.8% 

生産年齢人口（15～64 歳） 84.7% 84.6% 83.5% 83.6% 84.2% 84.3% 

老齢人口（65 歳以上） 6.6% 6.9% 7.2% 7.3% 7.0% 6.8% 

 

総人口（日本人+外国人） 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

年少人口（0～14 歳） 12.7% 12.6% 12.5% 12.4% 12.4% 12.3% 

生産年齢人口（15～64 歳） 65.9% 65.1% 64.5% 64.0% 63.8% 63.7% 

老齢人口（65 歳以上） 21.5% 22.3% 23.0% 23.5% 23.8% 24.0% 

注：小数点以下第二位を四捨五入して表記しているため合計が 100％とならない場合がある 

 

・外国人の年齢 3 区分別人口割合は、ほぼ一定で推移している。 

・総人口の年齢 3 区分別人口割合は、一貫して、年少人口割合と生産年齢人口割合が低下しており、老齢人口割

合が上昇している。 
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まちづくり戦略（総合戦略）の状況 

■「交流」の視点 

取組の 

方向性 

〇にぎわいの創出や広域連携の推進                           〇交流人口や定住人口の拡大のための戦略的な広報活動 

〇多様な都市機能が集積された広域的な拠点の形成              〇戦略的・効果的なシティプロモーションの推進 

〇交流と連携によるまちの魅力の向上                           〇郷土に対する愛着心の形成 

〇国際交流・観光・産業・教育などによるまちの活性化と交流の促進  

数値目標

の推移 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

来訪者数（JR 立川駅・多摩都市モノレール立川駅南北定期外乗車客数、

公共駐車場利用者数） 
万人 4,100 4,200 4,280 

25～39歳の社会増減数 人 

△253 

平成 24年～ 

26年平均 

103 

平成 27年～ 

29年平均 

△153 

平成 27年～ 

31年平均 

 

 

 

 

数値から 

見る 

戦略の 

状況 

〇JR立川駅の一日当たりの平均乗車人員は、近年増加傾向（H25：160,441人⇒H29：167,108人）で推移している。 

〇これからも立川市に住み続けたいと思う市民の割合は、90％程度となっている。 

〇立川市に愛着や誇りを感じている市民の割合は、80％程度となっている。 

〇来街者（市外在住者）の居住地は、80％以上が多摩地区となっている。 

〇来街者の来訪目的（複数回答）は、買い物・食事（53.3％）、友人・知人と会う（24.8％）、仕事・通学（12.9％）の順に多い。 

〇来街者が立川と聞いて思い浮かぶイメージ（複数回答）は、国営昭和記念公園（66.1％）、デッキ・大型商業施設（33.4％）、飲食店・個

店（25.8％）の順に多い。 

〇国営昭和記念公園の一日当たりの平均入園者数は、近年増加傾向（H25：10,398人⇒H29：11,332人）で推移している。 

〇年間商品販売額は減少傾向にはあるが、多摩 26 市で八王子市に次ぐ２番目になっている。商業地の地価公示価格は上昇傾向

（H25：954千円/㎡⇒H29：1,180千円/㎡）にあり、多摩 26市で武蔵野市に次ぐ２番目になっている。 

〇昼夜間人口比率は上昇傾向（H22：113.1％⇒H27：114.2％）にあり、多摩 26市で最も高くなっている。 

前期振り返

りから見る

主な課題 

〇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。 

〇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。 

〇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。 

市民 

意見等 

【タウンミーティング】 

〇ハードからソフトへのまちづくりをする上でソフト面での課題認識を確認したい。 

【市民 WS】 

〇ファーレアートの PRが必要。      〇アニメを活用した情報発信や交流促進に取り組んでいくべき。 

〇市民や民間からのアイデアを募集する仕組みの構築が必要。 

〇地域の活動等をわかりやすく情報発信することに協働で取り組んでいくべき。 

【大学生世代 WS】 

◎若者が来たくなるまちとは？               ◎立川市のＰＲポイント・改善ポイント 

・そこの地域にしかないものがある            ・イベントや商業施設の充実（PR） 

・イベントが多い                        ・交通の利便性（PR） 

・常に進化し続けるまち                   ・SNSの活用やスポーツクラブとの連携による PR（改善） 

・交流が盛んなまち                      ・発信力の弱さ（改善） 
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まちづくり戦略（総合戦略）の状況 

■「ひと」の視点 

取組の 

方向性 

〇結婚・妊娠・出産、子育てに関する支援              〇子どもの生きる力の促進          

〇若い世代・子育て世代が楽しく子育てできるまちづくり     〇女性やシニア世代等が活躍しやすい環境づくり         

〇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  〇多様な生き方や働き方が選択・実現できる環境づくり                     

数値目標

の推移 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

出生数 人 
1,439 

（平成 25年） 

4,343 

（平成 27～29年） 

6,690 

（平成 27～31年） 

安心して子どもを産み育てることができると感じている市民の割合 ％ 71.2 79.5 74.5 

数値から 

見る 

戦略の 

状況 

〇年少人口割合は、減少傾向であり、総人口に占める割合は、2024年までは、12％程度、2060年は 10％程度に減少する見込み。 

〇合計特殊出生率は変動はあるものの増加傾向（H25：1.28⇒H29：1.31）にある。 

〇核家族化が進み、市の平均世帯人員（2.05人）は全国平均（2.23人）、多摩地域平均（2.12人）を下回る。 

〇地域で子どもを育てる取り組み・活動が活発であると感じている市民の割合は 65％程度で横ばいしている。 

〇子育てが楽しいと感じている市民（０～６歳の子どもがいる）の割合は、90％程度で横ばいしている。 

〇自分には良いところがあると回答した小学６年生は 75％程度で横ばい、中学３年生は増加傾向（H25：63.1％⇒H29：71.6％）である。 

〇教育活動の実施にあたり連携・協力を得た事業所・機関・団体・個人の件数は増加（H25：924件⇒H29：1,402件）している。 

〇ワーク・ライフ・バランスが実現できていると思う市民の割合は、60％程度で横ばいしている。 

前期振り返

りから見る

主な課題 

〇核家族化、共働き、地縁的なつながりの希薄化等に伴い子どもを地域で育てる人や見守る人材が不足。 

〇認可保育所や学童保育所の定員拡大により、待機児童の減少に繋がっているが、引き続き、待機児童解消に向けた取組が必要。 

〇保育サービスの量の拡充とともに、質の確保が必要。 

〇児童・生徒の学力向上や体力向上、いじめ、不登校、安全・安心の確保などへの対応が必要。 

市民 

意見等 

【タウンミーティング】 

〇若い人が転出しないように、子育て支援に力を入れれば、市内に残ってくれて活気がよくなるのではないか。 

〇育児をする父親が増えているが、父親が集まれる団体、居場所等を市と作れたら、男性ももっと子育てしやすくなる。 

【市民ＷＳ】 

〇子ども見守りの内容が充実し、地域差をなくす必要がある。  〇子どもの居場所、身近な遊び場が少ない。 

〇近隣大学との連携強化による図書館・公立学校の魅力の向上。 

【大学生世代ＷＳ】 

◎若い夫婦が子育てしたくなるまちとは？            ◎立川市のＰＲポイント・改善ポイント 

・自然が多くある。                                    ・待機児童が少ない（ＰＲ） 

・子育て支援、施設が充実している。                     ・自然が多いが都心にも出やすい（ＰＲ） 

・まち全体子育てできるコミュニティがある、作りやすい     ・ＳＮＳの活用等、自治体の情報発信に工夫が必要（改善） 
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まちづくり戦略（総合戦略）の状況 

■「しごと」の視点 

取組の 

方向性 

〇雇用の創出による地域経済の発展           〇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  

〇まちの特性を生かした仕事の創出、創業の推進   〇勤労観や職業観をはぐくむキャリア教育の推進       

数値目標

の推移 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

法人市民税法人税割課税対象者数 社 6,446 6,688 6,500 

数値から 

見る 

戦略の 

状況 

〇転入・転出することになったきっかけは、仕事上の都合（転入：20.7％、転出：20.4％）、住宅の都合（転入：16.8％、転出：15.7％）、結

婚（転入：15.4％、転出：14.9％）の順となっている。 

〇立川に業務・ビジネス機能が集積していると思っている来街者（市外在住者）の割合は、70％程度となっている。 

〇農地面積は減少傾向（H25：278.1ha⇒H29：261.8ha）となっているが、市街化区域内農地面積割合は、平成 28 年度では多摩 26市で

４番目となっている。 

〇事業所数、従業者数はほぼ横ばい（H24：7,584箇所、112,936人⇒H26：7,794箇所、119,144人⇒H28：7,522箇所、112,294人）となっ

ている。 

〇産業分類別の従業者数割合は卸売業・小売業が最も高く（18.2％）、次いでサービス業（他に分類されないもの）（13.1％）、宿泊業・

飲食サービス業（11.1％）の順となっている。 

〇産業分類別の付加価値額は卸売業・小売業が最も高く、次いで医療・福祉、金融業・保険業の順となっている。一企業あたりでは金

融業・保険業が最も高く、次いで運輸業・郵便業、情報通信業の順となっている。 

〇製造品出荷額等は多摩 26市で 10番目、一事業所当たりの付加価値額は８番目に高くなっている。 

〇職場体験学習を通じて得られた効果を測定する指標として設定している、東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査における

社会貢献の設問で肯定的な回答をした児童・生徒の割合は、小学校でほぼ横ばい（H27：75.1％⇒H29：75.2％）、中学校で上昇傾向

（H27：84.0％⇒H29：88.4％）で推移している。 

前期振り返

りから見る

主な課題 

〇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。 

〇働き方改革への対応の検討が必要。 

市民 

意見等 

【タウンミーティング】 

〇輝く個店事業をもっと PR して欲しい。 〇事業承継や就農支援のメニューが知りたい。 

【市民 WS】 

〇商店街の活性化や集客の工夫に行政と市民が協働で取り組んでいくべき。 

〇商工会議所のイベント開催支援に行政は取り組んでいくべき。 

〇外国人が働ける場所の確保や高齢者の活躍の促進に行政と市民が協働で取り組んでいくべき。 

【大学生世代 WS】 

◎若者が働きたくなるまちとは？               ◎立川市のＰＲポイント・改善ポイント 

・イメージがよい（働いている人やオフィスがおしゃれ）  ・立川で働くことがかっこいいというイメージを「立川 OL」と銘打ってブランド化 

・働き方の選択肢が多い                     （PR）                                             

・ワーク・ライフ・バランスが確立できる            ・働く人の声を拾う場の充実（改善） 

・遅くまで開いているお店がある                ・サテライトオフィスの開設により”働く場所を問わない”環境の整備（改善） 
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まちづくり戦略（総合戦略）の状況 

■「まち」の視点 

取組の 

方向性 

〇地域のネットワークづくりや交流による若者等の地域参加の促進  〇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 

〇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      〇犯罪の起きにくい地域づくりの推進 

〇安全・安心なまちづくりの推進                   〇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   

〇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   〇公共施設等マネジメントの推進  

数値目標

の推移 

指標名 単位 
25年度 

（基準値） 

29年度 

（直近値） 

31年度 

（目標値） 

地域の活動に参加している市民の割合 

（自治会活動、防災訓練、地域のお祭り、見守り活動などの福祉活動等） 
％ 36.2 31.7 42.0 

居住地域で、安全で安心した生活が送れていると感じている市民の割合 ％ 81.6 86.2 85.0 

数値から 

見る 

戦略の 

状況 

〇自治会加入率は減少傾向（H25：47.2％⇒H29：42.0％）にあるが、多摩 26市で比較すると、ほぼ中間の順位となっている。 

〇NPO法人数は 99件（H29）となっており、多摩 26市で４番目に多い。 

〇人口千人あたりの刑法犯認知件数は減少傾向（H25：15.0％⇒H29：11.6％）にあるが、多摩地域平均の約 1.5倍となっている。 

〇立川駅周辺で治安が維持されていると感じている市民の割合は横ばい傾向（H25：72.9％⇒H29：73.9％）である。 

〇市民防災組織の組織率（市民防災組織数/自治会数）は増加（H25：61.1％⇒H29：70.9％）しており、概ね順調に推移している。 

〇支えあいサロン登録数は増加（H25：116箇所⇒H29：188箇所）しており、順調に推移している。 

〇福祉活動により、助けあい、支えあいができていると感じている市民の割合は増加傾向（H25：47.7％⇒H29：50.7％）である。 

〇安定的に住宅が新設されており、住宅地の地価公示価格も回復傾向（H25：220千円／㎡⇒H29：236千円／㎡）にある。 

〇空き家率は、10.8％となっており、多摩 26市平均と同じである。（東京都平均：11.1％、全国平均：13.5％） 

前期振り返

りから見る

主な課題 

〇自治会活動をはじめとした地域の活動に参加している市民の割合も伸び悩んでいるため、対策が必要。 

〇地域包括ケアシステムの構築に向けて更なる基盤づくりの推進が必要。 

〇集中豪雨による内水氾濫、災害廃棄物問題等、これまで想定されなかった異常気象等による災害が発生しており、対策が必要。 

〇市民防災組織率は堅調に伸びているが、今後、市民一人ひとりの防災意識のさらなる向上につながる施策の展開が必要。 

〇刑法犯認知件数は減少しているが、立川駅周辺の体感治安の向上にはつながっていないため、施策の展開が必要。 

〇地域の特性を生かした生活中心地の形成による持続可能なまちづくりが必要。 

〇都市インフラを含む公共施設老朽化への対応や公共施設等の効果的・効率的な管理運営手法の検討が必要。 

〇公園の適切な維持管理に地域の担い手を確保し続けていくことが困難な状況であり、新たな維持管理手法の検討が必要。 

市民 

意見等 

【タウンミーティング】 

〇自治会等の運営は高齢化で活動自体が困難になってきている。自治会加入促進が必要。 

〇治安が良くなく、客引きも多いのが気になる。         〇孤独死対策について、自治体含めて、色々な関わりが作る事が必要。 

【市民ＷＳ】 

〇駅前の安全面でのイメージが良くない。            〇公園が多く、居心地が良いが、遊具の老朽化、園内が暗い。 

〇ボランティア活動や見守りメールなどのサービスが充実  〇駅前の景観が悪い。 

〇成功している自治会もあるが、新たに入ってきた住民は自治会に入りづらくなっている。 

【大学生世代ＷＳ】 

◎若者が住みたくなるまちとは？            ◎立川市のＰＲポイント・改善ポイント 

・治安が良い。                               ・選択肢が多いところ、色んな文化が集まっている（ＰＲ） 

・コミュニケーションが取りやすく活気がある。      ・就職を機に学生が定住しない（改善） 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本報告書に関する問い合わせ先 

立川市総合政策部企画政策課 

〒190-8666 立川市泉町 1156-9 

TEL：042-523-2111（代表） 

FAX：042-521-2653 

     Mail：kikakuseisaku@city.tachikawa.lg.jp 


