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第１回総合戦略策定検討委員会 

要点記録 
日時：平成27年７月28日（火） 

午後18時00分～20時30分 

会場：庁議室 

 次  第  

１．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長あいさつ 

４．委員及び事務局自己紹介 

５．議題 

①委員長、副委員長の選出 

②地方創生における概要説明 

③昭島市の推進体制・スケジュール等全体説明 

④交付金先行型事業について 

⑤人口ビジョン（素案）の検討 

６．その他 

７．閉会 

 

 配布資料  

・資料１ 国の「長期ビジョン」「総合戦略」の説明 

・資料２ 昭島市人口ビジョン・総合戦略について 

・資料３ 昭島市人口ビジョン（素案） 

補足説明資料 

「昭島市人口ビジョン（素案）説明用抜粋資料」 

「2010→2040総人口の増減割合」 

「総人口に占める年齢３区分の割合」 

・資料４ 昭島市結婚・出産・子育てに関するアンケート調査【調査票】 

・資料５ 昭島市人口ビジョン・総合戦略策定スケジュール 

・資料６ 昭島市地方創生先行型事業一覧 
机上配布 

・次第 

・第五次 昭島市総合基本計画 

・昭島市総合戦略策定検討委員会設置要綱 

・昭島市総合戦略策定検討委員会 委員名簿 
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 出席者（敬称略） 

委 員 長・・・ 松本祐一（多摩大学総合研究所 教授・副所長） 

副委員長・・・ 飯田哲也（ハローワーク立川〔立川公共職業安定所〕職業相談部長） 

委  員・・・ 長島剛（多摩信用金庫 価値創造事業部部長）、齋藤久未（J:COM多摩 多

摩局地域プロデューサー）、元木絵美子（公募市民）、中尾一博（公募

市民）、永澤裕（公募市民） 

欠席（宗川敏克（昭島市商工会）） 

※選出区分 連合多摩中央地区協議会委員（選出依頼）（１名）調整中 

事 務 局・・・ 萩原(企画部企画政策課長)、村上(企画部企画政策課企画調整担当係

長）、 ※オブザーバーとして中野（市民部産業活性課長） 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・・・ 斎藤芳範（㈱サーベイリサーチセンター） 

 

 

１．開会  

事 務 局・・・これより第１回総合戦略策定検討委員会を開催する。正・副委員長選出まで事務局

が進行を務めさせていただくので、よろしくお願いしたい。 

 

２．委嘱状交付 

○北川市長より委員に対し委嘱状交付（省略） 

※委員の任期は平成 27年７月 28日から平成 28年３月 31日まで。 

 

３．市長あいさつ 

北川市長・・・本日はご多用の中、お集まりいただき感謝する。平素は地方行政、また昭島市政の

ために指導・協力をいただき心より感謝申し上げたい。 

我が国は世界に先駆けて人口減少・超高齢社会を迎えている。国立社会保障・人口

問題研究所の推計によると、2040年には本市の人口も10万人を下回る推計となって

いる。国では人口減少・超高齢社会に向け、昨年（2014年）、「まち・ひと・しごと

創生法」を制定し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定したところで

ある。これを受け、地方でも地方版「人口ビジョン」、並びに「総合戦略」を平成

27年度中に策定することとなっている。本市でも本日お集まりの「産・学・官・金・

労・言」と他分野に亘る方々、また公募市民委員の方々に議論をいただき、昭島市

の総合戦略を策定していきたい。 

本市は平成23年度に策定した10か年の「昭島市総合基本計画」の折り返しの年を迎

え、「元気都市 あきしま」の確かなる実現に向けてまちづくりを進めているところ

である。現在「昭島市総合基本計画」は第五次の計画となっている。この都市像は

「ともにつくる 未来につなぐ 元気都市 あきしま」ということであるし、第一次

から第三次にかけては、人間尊重の精神を第一のまちづくりの基本理念としている。

また、平成13年からの第四次から第五次にかけては、基本理念の１つに人間尊重の

精神に加え、今まで日本の社会、先人の方々の苦労の基に発展してきたが、その一

方で自然環境に対しては幾分の負荷を与えてきたのではないかということから、私
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たち生きとし生ける者は自然環境の下で、あるいは地球環境の中で、もっと言えば、

宇宙環境の中で生かさせてもらっているということを認識して、第四次の総合基本

計画からは「環境との共生」という理念を１つ追加させていただいた。そして、平

成23年に策定した第五次の「第五次昭島市総合基本計画」では、「元気」というキ

ーワードを都市像として入れた。「失われた20年」と呼ばれる時代も含め、日本社

会は経済が停滞気味にあり、特にリーマンショック（2008年）以降から元気がなく

なったということが背景にあった。本年度に策定する総合戦略の計画期間は、「第

五次昭島市総合基本計画」の後半期とほぼ重複することから、総合基本計画の後半

期のまちづくりを更に推進する計画として位置づける必要があると認識している。

本市のまちづくりにおける都市基盤の整備は、昭島市の場合、さまざまな環境の中

で、ハード面でのまちづくりがやや遅れていた部分がある。今年は戦後70年を迎え

るわけだが、かつて昭島市は農村地帯であったが、戦前には日本軍の陸軍航空工廠

が立川市から昭島市に跨って存在した。そうして戦後、進駐軍が進軍してきて、米

軍との共存の中でまちづくりもあった。昭和52年11月には立川基地跡地が米軍から

返還され、以来、当地の環境も含め、特に東の玄関口である東中神駅、西の玄関口

である拝島駅は軍の関係にかなり影響があったわけである。そうしたことから都市

基盤の整備はかなり遅れていたが、ようやく西の玄関口の拝島駅南口周辺整備事業

も完成間近となっている。また、この地域の開発なくして昭島市における戦後の精

算は終わらないと常々申し上げてきているが、東の玄関口となる立川基地跡地、昭

島地区の東整備事業は着実に進捗している。新しいまちの姿が徐々に形成され、よ

うやく昭島市の新時代を迎えられるようである。今後は、多くの方が訪れ、また賑

わいにあふれ、「住みつづけたいまち」から「住んでみたいまち」へと新たな昭島

市のまちづくりが求められているものと認識している。今後策定する「まち・ひと・

しごと創生」に伴う総合戦略においては、これまでの都市基盤整備も踏まえ、順調

に進捗している「第五次昭島市総合基本計画」を更に飛躍させ、魅力と活力にあふ

れ、賑わいにあふれた「住んでみたいまち」としての「元気都市 あきしま」の確

かなる実現に向けた計画とすることが、大変重要であると考えている。そのために

は委員の方々の協力が必要であり、また期待をするところである。限られた時間の

中での策定となるが、今後の昭島市のまちづくりの礎となる戦略策定に努めていた

だけるよう心よりお願い申し上げ、開会冒頭にあたってのあいさつと代えさせてい

ただきたい。 

○公務のため市長退席 

 

４．委員及び事務局自己紹介 

○委員自己紹介及び事務局自己紹介 

 

５．議題 

○事務局より配布資料の確認 

○事務局より「昭島市総合戦略検討委員会要綱」の説明 

○当委員会は原則公開制とする（※ただし個人情報保護の必要性や委員会での公正適正な意思決定
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に著しい支障があると認められる場合はこの限りではない）。 

○当委員会は会議録を作成し、公表する。 

 

①委員長、副委員長の選出 

○事務局腹案により委員長には松本委員、副委員長には飯田委員が選出され、一同の承認を得た。 

事 務 局・・・ 委員長、副委員長には席を移動していただき、着任のあいさつをお願いしたい。 

委 員 長・・・ 短い時間での検討になるため、スケジュール的に厳しい面もあるが、まさに今、日

本中で総合戦略を立てているところである。この委員会でも他の自治体に負けない

良いものをつくり、昭島市の未来に資するものとしていきたいので、ぜひともよろ

しくお願いしたい。 

副委員長・・・ ハローワーク立川では９市の管轄をしており、この総合戦略策定検討委員会におい

ては現在東大和市と昭島市に携わっている。我々ハローワークでもでき得る限り組

織として協力させていただくため、所長をはじめとする総意の元、尽力させていた

だきたい。よろしくお願いしたい。 

委 員 長・・・ それでは議事に入っていくが、こういう場、雰囲気の中では発言しにくい方もいる

かもしれない。しかし人数も多くないし、言いたいことを遠慮していても仕方ない。

今の皆さんからの自己紹介によると、多くの方が昭島に何かしらの関わり、あるい

は居住をされているようである。実はその感覚が大事である。我々のような学識者

がこうした方が良いと言うよりは、普段からまちに関わっているその感覚を素直に

出していただいた方が良い。このまちにとって大切なこと、特に昭島らしさという

点においては、正直なところ私にはわからない。皆さんから、普段まちに居て、ま

ちに関わって感じていることをお聞きしながら、私たちも勉強して、皆で良い戦略

をつくりあげていきたいと考えているので、どうぞご協力をお願いしたい。まずは

本日は第１回ということもあり、この委員会はそもそも何をする場なのか、それと

昭島市の人口に関する現状を中心に話していきたい。 

 

②地方創生における概要説明 

○事務局より資料１「国の『長期ビジョン』『総合戦略』の説明」、資料２「昭島市人口ビジョン・

総合戦略について」の説明 

委 員 長・・・ 国の方向性と施策であるが、基本的な部分でもあるため、質問等があれば伺いたい。 

永澤委員・・・ この計画は、かなり明確な意志を持って策定しないと補助金等が出ないといったこ

ともあるのではないか。 

委 員 長・・・ その通りで、「人口ビジョン」、「総合戦略」は全国の自治体、地方公共団体が策定

しているため、ある意味では競争である。それによって補助金をいただくというこ

とである。資料１の１ページに「主な重要業績評価指標（KPI）」とある通り、きち

んと数値目標を立ててクリアする必要あるため、かなり大変な戦略づくりとなる。

事務局ではその点をどう考えているか。 

事 務 局・・・ 国では平成 26年度の補正予算（第１号）で「まち・ひと・しごと創生に向けた『総

合戦略』の先行的な実施」を実施している。昭島市でも既に総合戦略を視野に入れ

た取り組みを行っている。また、平成 28 年度からの財政支援の具体的な内容は示
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されていないが、新型交付金が創設されることとなっており、官民一体となった事

業展開、周辺自治体との広域的連携な事業、また先駆的なモデル的な事業が交付金

対象事業となると聞いている。なってくる。従って、今後、戦略策定において交付

金の趣旨も踏まえながら具体的な事業を位置づけ、事業展開に反映させていきたい。 

委 員 長・・・長島委員は各自治体の委員を務めていることから、多くの情報を得ていると思うが、

現状で他の自治体はかなり苦労されているのか。 

長島委員・・・ 多摩地域の 30 市町村のうち、24、25 の市町村では既に計画づくりを進めている。

この総合戦略においては、国は交付金によって各自治体をうまくリードしていると

認識している。ただし、全体の進行状況を見ると、これまでの自治体の計画策定と

は勝手が異なるため、なかなか苦労されているようだ。そういう意味では、私たち

の役割は、こうした会議の場で忌憚のない意見を市役所にぶつけ、昭島市の魅力、

昭島市にしかないものを引き出して、最終的に特徴のある計画が策定されると良い

と考えている。 

中尾委員・・・昭島市の立ち位置としては、東京の一極集中と地方創生のどちらにあるのか。 

事 務 局・・・ 国では基本目標を４つ示しており、東京の一極集中の是正が１つの目標となってい

る。国の総合戦略に整合性を持たせる形で各都道府県も総合戦略をつくっており、

更に国と都道府県の総合戦略の目標を踏まえながら、各地自体で総合戦略を策定し

ていく。東京都では既に一極集中の是正という部分ではなく、地方と都心部の WIN

－WINの関係で、人の流れを回すという目標を掲げて策定を進めていると聞いてい

る。近隣の例では、立川市が５月下旬から委員会を開催しており、市のウェブサイ

トの情報によると、立川市でも人を呼び込むことが基本的にあるようだ。当然、昭

島市でも人口減少という課題を抱えているので、人の呼び込みが基本になる。新し

い昭島市の魅力を発信するとともに、人の流れを昭島市に向けさせることが基本的

な考えであるため、どのような部分が昭島市の強み、魅力として活かしていけるの

かということを率直にお聞きしたい。 

委 員 長・・・やはり立川市から西の西多摩地域と、三鷹市や武蔵野市とでは状況が異なるだろう。

そういう意味では、いかにして人を呼び込むかという意味では、地方と同じような

考え方で戦略を立てていくぐらいの気持ちで取り組んではどうか。計画策定は、こ

の会議ですべて決めて行うわけではない。あくまでも提示された素案に対して我々

が意見を出し、それをフィードバックして策定していくことになる。そういう意味

で事務局としては、曖昧や抽象的な意見よりも、極端すぎるぐらいの意見、ここに

いる我々だからこそ言えることことが参考になるだろう。 

そこで、今後会議をしていく上で、私は３つの視点を大事にしたい。１つは「昭島

市としての独自性」である。この会議では昭島市らしさは何かという議論が継続し

て行われることになるだろう。立川市や福生市とも違う、三鷹市とも違う何かを今

後も考えていきたい。 

２つめは「統合性」である。「第五次昭島市総合基本計画」の後半期にあたるので、

総合基本計画を中心に考えて、より絞り込んだ形の戦略を考えていき、今まで市が

行ってきたことと、今後行うべきことをつなげていかないといけない。そういう意

味での統合性が必要だ。 
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３つめは「広域性」である。立川市でも、福生市でも、昭島市でも人を呼び込もう

としていては、人を奪い合うだけで、意味がない。もう少し広い視野で、西多摩全

体、もっと言うと多摩地域に人を呼び込めるかという広く大きな視点に立って考え

た方が、より昭島市としての立ち位置が見えてくるのではないか。 

以上は私の提案であるが、「独自性」、「統合性」、「広域性」という３つの視点を持

って議論できると良い。 

 

③昭島市の推進体制・スケジュール等全体説明 

○事務局より資料２「昭島市人口ビジョン・総合戦略について」、資料５「昭島市人口ビジョン・

総合戦略策定スケジュール」 

委 員 長・・・今の説明について何か質問や意見はあるか。（－特になし） 

 

④交付金先行型事業について 

○事務局より資料６「昭島市地方創生先行型事業一覧」の説明 

委 員 長・・・ この先行型事業一覧は、我々の考える総合戦略が具体的な事業になったときのイメ

ージとしてわかりやすい例だと思う。資料６の５つの事業は、子育て支援、産業振

興、観光と大きく３つある。これらを具体的な事業として展開していくと、資料６

にあるような事業に落とし込んだ形になる。このようなものを生み出すための戦略

づくりを我々の方でお手伝いをするということである。 

何か、質問や意見はあるか。 

元木委員・・・ 昭島市全体として、こうした事業から活性化の気配を薄々感じてはいるが、どうも

まとまったものがないという印象である。どうしても大きく集客するだけの力がな

い。水のブランド化も他と比べてここが違うというインパクトに欠けている。活性

化のための交付金はぜひ有益に使ってほしい。 

委 員 長・・・ 副委員長は昭島市とそれほど縁がなかったと思うが、何か昭島市に持つイメージは

あるか。 

副委員長・・・ 正直なところ、昭和記念公園ぐらいである。４月にハローワーク立川に着任してか

ら初めて知ったのだが、昭島市、立川市等20万人以上の都市がない。この周辺では

立川駅が核となっているが、核となるような各市のイメージもわきにくい。多摩地

域でも西側と東側で地域や雇用の情勢等、企業のあり方もかなり異なっている。昭

島市はちょうど中間的な位置にあるので、地域的な戦略性ではやや優位にはあるの

ではないか。 

委 員 長・・・ 齋藤委員は昭島市の特徴、昭島らしさを感じられたことはあるか。 

齋藤委員・・・ 特段、印象の強いものはないのだが、地域にはお祭りが多くあったり、拝島ねぎの

復活を試みたり、あるいはホタルを定着させようという活動もある。しかし、それ

ぞれが地域で点在して小規模で行われているため盛り上がらない。もったいないと

思うのだが、それは拝島村と昭和町の歴史にも関係があって、文化の違いの背景が

今でも引き続き残っていることが原因かもしれない。 

委 員 長・・・ 永澤委員は昭島市を選んで住まわれたわけであるが。 

永澤委員・・・ 家計の事情という面もあるが、まさしく縁である。昭島市の人口は約 11 万人で、
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立川市が約 17 万人、昭島市は立川市、福生市、日野市とぐるりと囲まれていて、

それで飛行場がある。そういう場所にどうすれば人を呼び込むことができるか。こ

れは昭島市に限らず日本全体での悩みでもあるが、それを我々高齢者がそこに住む

若い人たちに今後どのように橋渡しをしていくか、うまく地域の良いところを活か

して少しでも人を呼び込めるようにしていかないとどうしようもない。今後、人口

の自然増は望めないわけだから、どのような形で転換していくのかということは非

常に大事なことである。 

もう１点、人を呼び込むには国の振興策もあるが、昭島市の文化価値を活かした施

策も必要ではないかと思う。また、昭島の水を活かしたアイデアも外せないと思う

ので、もっと進めて、水を使った産業、おいしい水でつくった野菜づくり等、とに

かく通り一遍の考え方より、昭島ブランド、昭島市に来たら、こんなおもしろいも

のがあるのだ、昭島市に住んだら何か良いことがあるのだと思えるような、突き抜

けた考え方も必要だと思われる。 

委 員 長・・・日本全国が人口減少という問題から逃れられないので、それに対してどこを押さえ

ていくかが１つの戦略となっている。その最大の鍵となるのがこれから説明をいた

だく「人口ビジョン」となる。 

 

⑤人口ビジョン（素案）の検討 

○資料３「昭島市ビジョン（素案）」及び補足説明資料の説明 

事 務 局・・・ 昨日の庁内策定委員会で出された意見報告だが、１点めの意見としては「第４章」、

「第５章」の大枠は素案の記載の通りで問題ないということ。また、「第５章」の

人口の将来展望、目指すべき将来の方向における「転入したくなる、住みつづけた

くなるまちづくりを進める」ことが戦略策定における大きなポイントになるのでは

ないかということだが、方向性の具体的なアイデアは特に出なかった。また、今後

実施するアンケートの中で、市外転入者に対して昭島市の魅力、転入理由の分析が

可能かという質問があった。今回の調査では無作為抽出の中で市外転入者に当たれ

ばという前提はあるが、転入理由の設問は設けている。他には、近隣の立川市への

転出超過が目立つ中で、転出者に対して市民課で転出届けが出た段階でその理由を

聞けないかという意見もあった。他市の例で言うと、担当者レベルではそうしたア

ンケート調査を実施している自治体もあるようなので、昭島市でも市民課で聞き取

り調査等が可能かどうかを検討することとなった。また、「転入したくなる、住み

つづけたくなるまちづくりを進める」という視点では、立川基地跡地の民間利用地

の誘致を施策に結びつける検討も必要だという意見があった。それと、庁内検討委

員会後の委員からの意見を１つ報告する。男女別の就業者数で、特に女性20代から

40代の支援が今後の人口展望における力点となるのではないかという意見をいた

だいた。このＭ字部分を解消することによって、働きやすい環境が整備され、市外

転入者数の増加、特に女性の増加が見込まれるので、出生率の向上や生産年齢人口

の上昇にも結び付いていくのではないかということである。 

委 員 長・・・ 大変な分析だったと思うが、この分析を行う中で、昭島市らしい傾向を感じ取るこ

とはできたか。 
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事 務 局・・・ 昭島市が他市と比較して突出している部分は特に感じ取れなかった。周辺自治体へ

の転入・転出という部分はどの自治体でも見られるが、今後、大切な視点となるの

は、各市で人口を取り合うというより、それぞれの魅力を高め、人口を流動する流

れ、いかに滞在時間を多く持っていただくかということである。観光資源や文化的

な向上により、人に来てもらうことで市のＰＲや多摩地域のＰＲにつなげていくと

いう視点が１つ必要だと感じた。また、立川基地跡地の開発も踏まえ、昭島市の西

側、東側の両面から、市の玄関口としての魅力を高めていく必要があると感じてい

る。 

委 員 長・・・ 今の説明を受けて感じること、あるいは質問等があれば伺いたい。 

長島委員・・・ 市内には大きな企業が多く、中でも製造業の会社が多い。これらの企業の従業員数

まで把握できていると良い。25ページ「市内在住15歳以上就業者の通勤先」で市内

従業者が少ないという分析だったが、製造業の方は意外と多いのではないかと思う

ので、ここは比較してほしい。日野市や昭島市は工業系が強いまちとして必要性が

あるが、そこの従業員はどこから来ているのか、工業系でオートメーション化が進

んでいて従業員自体はそれほどいないのかといったことが見えてくると、何か特徴

が把握できると思う。それから26ページ「市外からの通勤者の常住地」に「その他

東京都内」から5,866人の通勤者がいる。彼らがどのような雇用形態でどの企業で

働いていることがわかれば、昭島らしさが見えてくると思われた。31ページ「昭島

市の産業中分類別修正特化係数」を見て感じたのは、昭島市の大きな企業の名称は

ここで出してしまっても良いのではないか。おそらく多くの人は市内にある有名な

企業のことをご存じない。そこでもう少し庁内的にも、また市民向けにも、昭島に

はこんな大きな企業や製造業があるということをＰＲ面で押しだすと良い。それと

立川市の動きが気になる。今年秋にららぽーとが開業予定だが、そこで人の流れが

変わってしまうといった昭島にとってのマイナス要素が考えられ、その影響も看過

できない。そこを踏まえた上での検討をすることが必要である。 

副委員長・・・ 製造業の関係では、私は前職で日本を代表する製造業、東京都内で生産拠点がどこ

にあるか調べた経験があるのだが、23区内にはほとんどなかった。東京は大阪と比

べてサービス産業化が進んでいるので、あまり数としては多くないが、強いて言え

ば多摩地域に製造業の拠点が相当数点在する。26ページ「市外からの通勤者の常住

地」で「その他東京都内」からの通勤者が5,866人であったが、おそらくその相当

数は製造業に依るものだろう。 

長島委員・・・ 私の方でも大きい企業にいくつかヒアリングしたのだが、95％が多摩地域の近隣都

市から通勤していると言う。八王子市に拠点があるところでは、99％が八王子市民

と言われる。おそらくこの周辺にある大手企業のほとんどはそうした状況になって

いると思う。そこでせっかくの機会なので、実際に我々でヒアリングに行くことは

できないか。併せて従業員数と市内在住者も聞いてみたい。ハローワークでは把握

できるのか。 

副委員長・・・個人情報としてそこまでは把握できていない。 

事 務 局・・・ 製造業の人数だが、「ＲＥＳＡＳ」で調べた上では、産業別従業者数は45,695（事

業所単位）人で、うち製造業が14,131人（30.9％）であった。東京都は8.2％、全
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国が18.5％なので、かなり製造業の従業者数は昭島市は突出して多い。 

委 員 長・・・ 確かにその辺りを探っていけば、昭島市らしい人口の考え方や捉え方ができるよう

に思える。第５章の42ページに書いてあることは、一般的なことなので、企業名を

公表する・しないは別として製造業が多くて云々という話や隣の立川市を意識した

形での表現を押しだして行くと良い。少なくとも、社会増減をコントロールしてい

くというのは、東側の玄関口のことも含め、戦略的な取り組みの中心となる。そこ

は皆さんも同意できる部分だろう。 

市民の立場からでは、どのように感じられたか。 

元木委員・・・ おおよその全体像はつかめてきたが、観光や雇用面において、外国人への対応を市

としては考えているか。 

事 務 局・・・ 具体的な事業展開として、外国人対応の分野が立ち遅れていることは実感としてあ

る。東京オリンピックの開催に向けてという部分でいけば、東京都においても外国

人支援という話が来ているが、まだ着手できていない状況である。 

中尾委員・・・ 昭島市の特徴としては、都内に働きに出ていると、風光明媚で自然が多くあるまち

で、都内の人からは地方に住んでいるという印象を持たれている。個人的には昭島

市は都内へ出やすく、かつ、自然が豊富であるといったバランスの取れたまちだと

思っている。それと昭島市には歴史があって、歩いているだけで楽しいところがあ

る。啓明学園のところから順に散策していくと１つのストーリーを感じることがで

きる。確かに昭島の魅力として大きく打ち出せるものはないのだが、つなぎあわせ

ていくとおもしろい発見があるのではないか。区部に近い地区では人口が多いが、

区部から離れると人口が減っていく。しかし昭島市には魅力的な産業も多いのに、

なぜこれほど人口が減っていってしまうのか、理由がよくわからない。 

委 員 長・・・ 人口減少は全国と比較すると、昭島市の深刻度はまだ低い方だ。しかしやはり少子

高齢化による自然減があるため、どうしても人口減少は避けられない。そこで社会

増減の部分でどうひきつけていくかだが、１つは雇用の部分でどのような対策がで

きるか。雇用に際しては製造業が多い昭島市という特徴を生かした形での施策を考

える必要があるだろう。また、多摩地域の中心的なまちになろうとしている立川市

との関係の中で、いかに魅力を発信していけるか、また、開発の計画がさらに予定

されている中で、それを戦略的にどう使っていくかということが、この先「人口ビ

ジョン」に入ってくるだろう。そうした大きなフレームの中に、女性の就業といっ

た細かな部分が入ってくるので、そういう意味では昭島市らしい特徴を詳細に書き

込んでいただく方が、より特徴のある「人口ビジョン」になるだろう。とりあえず

本日は第１回ということもあり、この辺りで少し掘り下げていただいた準備、資料

づくりを事務局にお願いしたい。 

事 務 局・・・ 昨日も第５章に対して、庁内検討委員会で意見を求めたところで、庁内検討委員会

では８月６日（木）までに気がついたところ、変更等の意見を投げかけている。本

日出された雇用対策の製造業の活かし方とか、昭島らしさという部分、また庁内会

議での意見も踏まえ、次回会議までに事務局で作りこみをさせていただき、次回会

議前に一度資料をお渡しして、次回会議でまとめていきたい。次回そこまで進んだ

後、総合戦略の実際の目標設定や具体的な分析に入っていくので、よろしくお願い
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したい。 

委 員 長・・・次回の会議でも「人口ビジョン」は検討できるということである。 

 

６．その他 

事 務 局・・・ 次回は８月中と考えていたのだが、第１回の検討委員会の意見も踏まえて、再度「第

５章」の作り込みをしたい。次回の具体的日程は、９月４日（金）18 時からとい

うことでお願いしたい。 

資料の説明をしなかったのだが、資料４の「昭島市 結婚・出産・子育て調査」を

実施する予定である。本来であれば、設問項目は庁内検討委員会で精査をしてから

という流れなのだが、日程的な関係もあって事務局で調査票をとりまとめさせてい

ただいた。今月末に発送し、無作為抽出の 1,000人を対象に調査を実施していくの

でご確認いただきたい。 

 

７．閉会 

委 員 長・・・ それでは１回目から時間を超過してしまったが、この委員会で良いものをつくって

いきたいと思うので、今後ともよろしくお願いしたい。以上で「第１回総合戦略策

定検討委員会」を終了する。 

 


