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第１回 府中市総合計画審議会会議録（要旨） 
 
■開催日時 平成２８年７月１２日（火） 午後４時～午後５時５分 
■開催場所 府中市役所北庁舎３階第１・２会議室 
■出席委員 ２５名（５０音順） 

石阪 脩委員、伊藤敏春委員、岩崎 稔委員、奥 真美会長、加藤雅大委員、 
金子弥生委員、小島壽一郎委員、佐藤新悟委員、志水清隆委員、 
清水 勝委員、田中英樹委員、田辺十二子委員、田村智恵美委員、 
都留 康委員、長崎益治委員、福田千夏委員、藤江昌嗣副会長、 
牧野正雄委員、松村祐樹委員、村越ひろみ委員、森本 憲委員､ 
結城 亮委員、吉野 誠委員、和田光一委員、渡辺美由紀委員 

■欠席委員 ５名（５０音順） 
小山有彦委員、鈴木錦治委員、田口俊夫委員、田中秀司委員、 
濱中重美委員 
 

■出席説明員等 
町田政策総務部長、矢ケ﨑政策課長、板橋政策課長補佐兼総合計画担当副

主幹、大木政策課主査、桜田政策課総合計画担当理事 
パシフィックコンサルタンツ㈱ 山口氏、田中氏 

■議事日程 
１ 委嘱状の伝達 
２ 市長あいさつ 
３ 委員紹介 
４ 正副会長選出 
５ 諮問 
６ 審議事項 

(1) 会議の公開について 
(2) 第６次府中市総合計画後期基本計画の策定に伴う検討体制の整備等に 
ついて 

(3) 第６次府中市総合計画後期基本計画への市民の意見反映について 
(4) 総合計画審議会等の日程について 
７ その他 
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■ 会 議 録（要旨） 
 
○事務局（板橋） ただいまから、第１回総合計画審議会を開催いたします。私は、政

策総務部政策課長補佐兼総合計画担当副主幹の板橋と申します。会長選任までの間、議

事の進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
まず、次第１の委嘱状の伝達でございますが、本来ならば市長から委員の皆さま一人

ひとりにお渡しすべきところでございますが、時間の関係もございますので、机上に委

嘱状を置かせていただいております。これをもちまして委嘱状の伝達に代えさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 
続きまして、高野市長からご挨拶を申しあげます。高野市長、よろしくお願いいたし

ます。 
 
【市長あいさつ】 
○高野市長 皆様、こんにちは。ご紹介いただきました府中市長の高野です。 
この度は府中市総合計画審議会の委員をお願いいたしましたところ、皆様方にはご快

諾いただきまして誠にありがとうございます。 
また、本日は大変お忙しい中、しかも蒸し暑い中をこのようにご出席をいただきまし

て重ねて御礼を申し上げます。 
私は、第６次府中市総合計画の都市像であります「みんなで創る 笑顔あふれる 住

みよいまち」を実現するため、市民の皆様との協働のまちづくりに全力を尽くしてきて

おります。皆様方のご協力と温かいご指導によりまして、目標に向かって着実に進んで

いるものと考えております。 
ご案内のとおり、総合計画とは本市の将来目標を定め、その目標を達成するために市

政全般にあたる基本的な施策を明らかにし、計画的に実施するために策定するものでご

ざいます。 
今回、皆様に策定をお願いしますこととは、平成３０年度を初年度とする第６次府中

市総合計画の後期基本計画についてでございますが、社会・経済情勢の動向を踏まえる

ことはもちろん、市民の皆様との協働によりこのまちに住むことを誇りに思えるような

府中市ならではの計画に出来ればと思っております。 
委員の皆様におかれましては大変お忙しいところと存じますが、今後の市政全般にわ

たる基本的な計画となります後期基本計画の策定にあたり、お力添えを賜りますよう心

からお願いを申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 
 
 
 



 3

【委員紹介、資料確認】 
○事務局（板橋） 続きまして、次第３の委員紹介でございます。本日は第１回目の会

議でございますので、自己紹介形式でお願いしたいと思います。 
では、石阪委員から順番に、選出母体とお名前程度でお願いいたします。 

 
（各委員自己紹介） 
 
○事務局（板橋） ありがとうございました。それでは、事務局職員につきましても紹

介させていただきます。 
 
（職員紹介） 
 
○事務局（板橋） 次に、議題に入ります前に、配布資料の確認をさせていただきます。 
 
（配布資料の確認・説明） 
 
【正副会長選出】 
 
○事務局（板橋） 続きまして、正副会長の選出でございます。当審議会規則第３条で

は、委員の皆様の互選となっておりますが、いかがいたしましょうか。 
 
○伊藤委員 先程ご紹介がございましたが、初対面の方が多いと思いますので、事務局

からお考えがあればご提案をよろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 
 
（異議なしとの声あり） 
 
○事務局（板橋） ただ今、伊藤委員より会長並びに副会長について事務局での考えと

の発言がございましたが、他の委員の皆様がいかがでしょうか。 
 
（異議なしとの声あり） 
 
○事務局（板橋） それでは、事務局よりご推薦させていただきます。前回の第６回府

中市総合計画審議会にも委員としてご参加いただきました首都大学東京教授の奥委員

に会長を、また、明治大学教授の藤江委員に副会長をお願いしたいと考えますが、いか

がでしょうか。 
（異議なしとの声あり） 
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○事務局（板橋） それでは奥委員、藤江委員、会長並びに副会長をよろしくお願いい

たします。お二人には正副会長席にお移りいただきまして、ご挨拶をお願い出来ればと

思います。 
 
【会長並びに副会長から挨拶】 
 
○奥会長 改めまして、こんにちは。ただ今、会長に選出いただきました奥でございま

す。 
今回が総合計画の策定に関わるのが 3 回目となりまして、最初に関わった時から 10

年近く経って、時の流れの速さを感じております。 
前回の時は、副会長を仰せつかっておりましたが、今回は会長ということで重責です

けれども、藤江副会長のサポートもいただきながら、そして皆さま方から建設的なご意

見をいただきながら、より良い内容に仕上げていけたらと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 
○藤江副会長 改めまして、副会長に選出されました明治大学の藤江です。 
奥会長と同様に前回の作業の時に色々と勉強をさせていただきました。 
会長を補佐することが副会長ということですので、出来ることをしたいと思っていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【諮問】 
 
○事務局（板橋） ありがとうございました。それでは、会長・副会長が決定しました

ので、次第５のとおり市長から会長に諮問書を伝達させていただきたいと思います。 
奥会長、恐れ入りますがテーブルの前にお進みください。 

 
（市長が朗読のうえ、諮問書を会長へ伝達） 
 
○事務局（板橋） ありがとうございました。なお、市長は他にも公務もありここで退

席いたしますので、ご了承いただきたいと存じます。 
それでは、以後の進行は奥会長にお願いいたします。 

 
○奥会長 それではここからは私が議事進行を行わせていただきます。 
まず、市長から諮問書を受け取りましたので、委員の皆さまにも事務局から写しを配

布してもらいます。 
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（事務局より写しを配布） 
 
○奥会長 皆様、お手元に諮問書の写しは渡りましたでしょうか。 
ご覧いただきますと、非常に簡潔に記載されている諮問書でございまして、もう少し

諮問事項の詳細について説明していただいた方がいいと思いますので、事務局から説明

をお願いしたいと思います。 
 
○事務局（大木） 諮問事項の詳細について説明をさせていただきます。 
 
（諮問事項の詳細説明） 
 
○奥会長 説明内容について何か不明な点はございますでしょうか。 
それでは私から一点確認させてください。8年間の基本構想の実現に向けた後期 4年

間における具体的な計画の策定に関して市長から当審議会に諮問されたと理解してい

ますが、基本計画の上位にある基本構想の内容についても場合によっては見直すという

こともありえるのでしょうか。 
 
○事務局（板橋） 基本構想につきましては、計画期間 8年間を見据えてご議論、ご検
討いただいたところでございますので、基本的な考え方としては変更の必要はないと考

えております。 
しかし、将来人口推計に関しましては、当初は平成 28 年度に 25 万 6,000 人、計画

期間の最終年度である平成 33 年度に 25 万 9,000 人を見込んでおりましたが、現在の
人口の状況を見ますとすでに 25万 8,000人を超えている状況です。この第 6次総合計
画の計画期間中は、今後も人口は増加傾向であると見込んでいることもありますので、

将来人口につきましては実績を考慮して当審議会においてもご議論いただく必要があ

るかと考えています。その上で必要に応じて再度見込みを立てていくこともあると考え

ています。 
 
○奥会長 将来人口については現状の人口と基本構想策定時の見込みとの間に差が出

てきており、当初より増加傾向が見られるということですので、将来人口の見込みにつ

いては再度集計する必要があるのではないかとのご説明でした。 
今後の審議会の中で資料等も具体的に出していただき、審議していきたいと思います。 
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【審議事項】 
（１）会議の公開について 
 
○奥会長 次第６の審議事項に入ってまいりたいと思います。 
まず、「（１）会議の公開」につきまして事務局から説明をお願いします。 

 
○事務局（大木） 「（１）会議の公開」の詳細について説明をさせていただきます。 
 
（資料の詳細説明） 
 
○奥会長 只今、ご説明いただきました事についてご意見・ご質問がございましたら、

お願い致します。いかがでしょうか。 
会議録の作成の仕方はこれまでのやり方を踏襲するとのご提案ですが、よろしいです

か。 
 
○都留委員 質問があります。賛成ですが、「要点記録による会議録」の意味は、テー

プ起こしの形で全文を開示するのではなくて、サマリー(要約)だという意味ですか？ 
 
○事務局（大木） 本審議会に関しましては、委員の方の氏名を公開させていただく形

になりますので、事務局で会議録を要点記録で作成後、委員の皆様に内容を確認してい

ただき、問題ないようであれば公開させていただく流れになります。 
 
○都留委員 今は、基本的に国でもサマリーではなくて、テープ起こしによる全文開示

が一般的になっていると思います。しかもお名前が出る訳ですから、そういう意味では、

本筋にあまり関係のないご発言、自分でもそういう発言をすることも多々あるわけです

が、そうでない限りは全面的に開示することが自然な流れではないでしょうか。 
 
○事務局（大木） 要点と言いましても、箇条書きのようにまとめるわけではなく、発

言内容の全文から「てにをは」などの言葉をまとめさせていただくといったところで考

えておりますので、委員の皆様に体裁を整えたものを見ていただき、ご確認いただく方

向性で考えております。 
 
○都留委員 わかりました。 
 
○奥会長 要点といっても皆様のご発言の趣旨が変わらない範囲で、読み手にとっても

理解しやすいようにまとめていただくことになるかと思います。 
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また、今回の第１回目につきましてもそういう形で会議録案が作成されることになる

と思います。それをご覧いただいてこれでは問題だということであれば、また次回に全

文を公開にするかどうか検討の余地があるかと思いますので、まずは事務局案のとおり

に進めさせていただいくことでいかがでしょうか。 
 
（委員一同承諾） 
 
○奥会長 ありがとうございます。他にございますか。 
それでは、審議事項の一つ目、「（１）会議の公開について」につきましては、事務局

案のとおりご了承いただいたということにさせていただきます。 
会議録の公開の範囲には、要旨といいますか「要点」を公開する。発言者のお名前に

ついては掲載させていただくという扱いにさせていただきます。事務局の方は、そのよ

うにお願いいたします。 
 
【審議事項】 
（２）第 6次府中市総合計画後期計画の策定に伴う検討体制の整備等について 
（３）第６次府中市総合計画後期基本計画への市民の意見反映について 
（４）総合計画審議会等の日程について 
 
○奥会長 それでは、次に審議事項の「(2)第 6次府中市総合計画後期計画の策定に伴
う検討体制の整備等について」から「(4)総合計画審議会等の日程について」まで、３

つまとめて事務局から説明をいただいたうえで、また皆様からのご意見を頂戴出来れば

と思います。よろしくお願いいたします。 
 
○事務局（大木） （２）から（４）の詳細について説明をさせていただきます。 
 
（資料の詳細説明） 
 
○奥会長 只今、審議事項（２）（３）（４）をまとめてご説明いただきました。内容に

ついてご意見・ご質問ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
○長崎委員 原案に賛成の立場で質問させていただきます。 
この「資料１－５ 後期基本計画の策定に伴う検討体制の整備等」の後期にあたり、

前期ではどんな体制があったのか、基本的には進め方が前期から継承された形であるの

か、また、前期からの変更点があればお教えいただけないでしょうか。よろしくお願い

致します。 
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○事務局（大木） 今ご質問いただいたとおり、今回の検討対象につきましては、基本

的に前期の審議会の検討体制を踏襲しております。 
審議会の他に、起草委員会、そして前回の「市民検討協議会」と同じように市民の方

と職員が一緒に検討する機会を設け、そこで検討いただきました内容が審議会に上がっ

てくる流れは前回と同様になります。 
ただ、市民の方から広く意見を収集するといったところで、資料１－５の右側に「ワ

ールドカフェ」や「テーマ型タウンミーティング」を出させていただいております。「テ

ーマ型タウンミーティング」につきましては、名称は異なりますけれどもグループイン

タビューという形で前回は行わせていただいておりました。 
一方、「ワールドカフェ」という、広く市民の皆様に集まっていただいて自由にお話

いただけるような場は、前回は行っておりませんでしたので、新たな試みと言えると思

います。基本的にそれ以外のところにつきましては、前期を踏襲している形となってお

ります。 
 
○奥会長 よろしいですか。ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 
はい。都留委員お願いします。 

 
○都留委員 後期のアウトプットのイメージはどのように考えられているのでしょう

か。 
 
○事務局（大木） 後期のアウトプットのイメージですが、後期基本計画のみの冊子を

作る訳ではなく、ある程度は基本構想部分に触れないと整合性や全体像を捉えられない

ものと考えておりますが、前期計画と全く同じ内容を載せるか、抜粋したものにするか

など、掲載する内容につきましては、まずは事務局から案を提示させていただき、本審

議会の中で答申に向けてご検討いただければと考えております。 
 
○奥会長 まだ、内容は固まっている訳ではないので、その辺りは検討していくことだ

ろうかと思います。他にご意見がございませんようでしたら、今後の後期基本計画の策

定に伴う検討体制、検討の仕方、審議会の日程につきましては原案のとおりで決定させ

ていただきます。 
 
○奥会長 順調に進みまして最後の「その他」になりましたが、何か皆様方からござい

ますか。 
ご意見がないようでしたら、事務局の方からはどうでしょうか。 
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○事務局（大木） 事務局の方から何点かお伝えさせていただきます。 
まず１点目が、委員報酬の支払いに関する提出物の関係になります。本日までに事務

局へ郵送いただいた方もいらっしゃいますが、「口座振込依頼書」、「マイナンバー」の

関係の書類をお持ちいただいている方は、会議が終わりましたら、事務局にお声掛けく

ださい。 
２点目に、会議録作成に伴う確認になります。事務局で会議録を作成しまして、委員

の皆様に出来上がった原案をお送りし、内容をご確認いただければと思います。 
また、ご確認いただいた内容につきましては、修正等あれば再度事務局で対応の上、

次回の審議会における審議事項の前に会議録の確認をさせていただきまして、皆様の了

解を得た内容で公開していくという流れを考えております。 
３点目に、本審議会の設置に関する市の広報掲載になります。「広報ふちゅう」７月

２１日号に、本審議会の設置に関する記事を載せさせていただく予定ですので、ご承知

おきください。 
４点目に、本日会長が決定しましたので、今後の開催通知、会議録の確認等は全て会

長名で行わせていただきますので、その点もご承知おきください。 
５点目に、次回の開催日につきましては、会議室の調整等の関係もありますので、９

月２０日（火）、時間は午後３時から、場所は北庁舎３階第１・２会議室とさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
○会長 それでは、次回は平成２８年９月２０日（火）午後３時にこの場所で開催とな

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
本日は、これで閉会いたします。ありがとうございました。 


