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会  議  録 

会議の名 称 令和４年度第１回東村山市創生総合戦略推進協議会 

開 催 日 時 令和４年７月１５日（金）午後６時３０分から午後８時００分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委 員）山本尚史会長、山口和歌子副会長、榊原弘泰委員、 

鈴木琢真委員、當麻武勇委員、前村敦委員、 

溝井裕之委員、村田徹委員、 

（理事者）渡部尚市長 

（所 管）杉山シティセールス課長、髙橋シティセールス課係長 

（事務局）平岡経営政策部長、新井経営政策部次長、小倉企画政策課長、 

秋山企画政策課長補佐、高木企画政策課主査、 

岡村企画政策課主事 

●欠席者：斎田修委員 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 
傍聴者数 0名 

会 議 次 第 

 

１．委嘱状交付 

２．開会 

３．市長挨拶 

４．議題 

(１) 東村山市創生総合戦略 令和３年度進捗状況について 

(２) 東村山市シティプロモーション基本方針の改定について 

５．その他 

６．閉会 

 

配 布 資 料 

 

・令和4年度第1回東村山市創生総合戦略推進協議会次第 

・【資料 1】第 2期東村山市創生総合戦略進捗状況一覧 

・【資料 2】シティプロモーション基本方針、 

・【資料 3】観光振興プランの改定の背景 
 

問い合わせ先 

 

経営政策部企画政策課 

電話番号 042-393-5111 内線 3001 

ファックス番号 042-393-6846 

e-mail : kikakuseisaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 
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会  議  経  過 

１．委嘱状交付 

 

渡部市長より委嘱状を交付 

 

２．開会 

 

（事務局） 

資料の確認 

 

（会長） 

本日の協議会には委員 8 名出席。協議会委員数の過半数を満たしているため、東村

山市創生総合戦略推進協議会設置規則第 6条第 2項の成立条件を満たしている。 

平成 28年度の第 1 回協議会において、本会議は原則公開とし、その都度、案件によ

っては一部非公開にすることとした。 

本日の会議内容において、非公開にする特段の理由はないと判断されるが、本日の

会議はすべて公開ということでよろしいか。 

 

（委員） 

異議なし。 

 

３．市長挨拶 

 

（市長） 

皆さんこんばんは。本日はお忙しいところ、本年度第 1 回目となります東村山市創

生総合戦略推進協議会にご出席いただき感謝申し上げる。また、常日頃より協議会委

員の皆様には当市の地方創生に対しご指導、ご協力をいただいておりますことに改め

て感謝申し上げる。  

この地方創生という言葉、枠組みは、参議院選挙最終盤で凶弾に倒れた安倍元総理

の時代に作られたものである。現在、我々が取り組んでいる地方創生、働き方改革、

一億総活躍、女性活躍といった枠組みは、ことごとく安倍政権時代にスタートした。

非常に残念であるが、一つの大きな時代に区切りがついたと感じている。これまでの

取組を今後どのように繋げていくかが、ウィズコロナ、ポストコロナ時代を見据えた

大きな課題である。 

岸田政権発足以降、国では地方創生の枠組みが変化し、デジタル田園都市構想の中

に地方創生が包含されるような位置づけに捉え直されている。デジタルを活用し、全

国で多様な働き方が可能となる中で地方創生を推進するというのが現在の岸田政権の

基本的な考え方である。 

当市の第二期総合戦略はコロナ禍の令和 3 年度からスタートした。この間、思うよ

うに進んでいない部分もあるが、事業者の皆さんの事業継続ということを考えながら

取組を推進してきたところである。原油をはじめとする物価の高騰を受け、市内の中

小事業者の皆さんの事業環境は極めて厳しい状況に置かれている。このような状況下

において地域経済をどのように振興していくか、委員の皆様にぜひご意見を頂きたい。

本日、並びに本年度もどうぞよろしくお願い申し上げる。 
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４．議題 

 

（１）東村山市創生総合戦略 令和3年度進捗状況について 

 

（事務局） 

事務局より説明（資料 1）。 

 

（会長） 

事務局からの説明に対し、ご質問、ご意見等があればお願いする。 

 

（委員） 

KPI見直し要否という項目について、例えば 7ページ 16番【庁内の ICT化推進】に

は、現段階では取組内容を見直す必要はないが、早期に指標を達成できる場合には目

標の見直しを検討すると書かれている。KIP以外でも目標値の変更に関してはこの項目

に記載しているのか。 

目標値を変更することで、目標達成後も取組の質を深めるほか、新たな事業をスタ

ートすることもできる。進捗状況が良い取組こそ、こちらの項目が検討されているの

だろう。 

一方で 15番「公共交通の機能の強化」は、検討の開始を受けて進捗 Aとされている。

この判定には少し違和感あるが、今後の検討で見直されていくだろう。 

 

（事務局） 

累計値を目標としている施策の中で、既に目標を達成しているものについては目標

の変更を検討したいと考えている。数値が年度毎に推移する施策については、年度に

より目標を達成できない場合もあるため、据え置きとさせていただきたい。 

6ページ 13番「人口 1万人あたり犯罪発生件数」については目標値を既に下回って

いるため、数値の変更を検討したが、コロナ禍という特殊な状況を鑑み、今後の状況

も踏まえながら判断させていただきたい。 

 

（委員） 

1ページ 1番「妊娠・出産と子どもの健やかな成長への支援」【妊産婦オンライン相

談の推進】についてインターネットで検索したところ、市ホームページ上から相談フ

ォームへのリンクが消えてしまっていた。また、こちらの相談は実質的に東京都が実

施しているようだが、都のページからユーザー登録や予約をするというところに難し

さがあり、そのサポートしているという認識でよろしいか。 

【多胎児家庭支援事業】はなぜ多胎児に限定されているのか。我が家は多胎児では

ないが子どもの年齢は 1 歳差である。年齢が近いと同じような苦労があるため、支援

対象となる区分の理由があれば伺いたい。 

 

（事務局） 

妊産婦オンライン相談は、所管で直接相談を行っていると認識している。そのこと

が市民の皆様に伝わるよう、周知の方法等を改善させていただきたい。 

多胎児家庭支援は東京都の補助金の対象となっており、国都の動向を踏まえながら

実施している。 
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（委員） 

2ページ【東村山市スマートスクール推進事業】について、娘が小学校 1年生となり、

この事業の対象となった。持ち帰ったパソコンで問題を解いて見せてくれたが、その

クオリティが少し気になった。既存のソフトか専用に開発したものかはわからないが、

内容をチェックし、学習効果を高めていただきたい。 

 

（委員） 

2ページ 3番「『自分にはよいところがあると思う』と考える児童・生徒の割合」、4

番「今住んでいる地域の行事に参加している」とする児童・生徒の割合」の進捗状況

が C となった経緯としては、説明の中でもあったようにコロナの影響が出ていると感

じている。3 年生になった息子が加入したスポーツ少年団も、5～6 年生は人数が多い

が 2～4年生は非常に人数が少ない。子供たち活動が制限された結果がこの指標にも表

れているのだろう。現在コロナは再び増加傾向にあるが、感染防止対策を講じながら

子どもたちが活動する機会の確保をお願いしたい。 

 

（委員） 

4ページ 8番【ワークライフバランス推進事業】について、育休、産休、在宅ワーク

をしたいという相談が会社に来るが、事業者だけでは対応が難しい。市民向けの相談

も重要だが、事業者の柔軟な対応を促すサポート、講座もお願いしたい。 

 

（事務局） 

現在、市民相談交流課で策定している「第 4 次男女共同基本計画」にはワークライ

フバランスに関する内容も盛り込まれている。事業者に対する具体的な働きかけにつ

いても検討していく予定である。 

 

（委員） 

同じ項目について、講座の参加者が 8 名というのは少なく感じる。法改正により企

業も育休の取得率を公表することになっている。産業振興課とも連携し、事例の紹介

を行うなど、事業者・法人に対する取組も進めていただきたい。 

10 番「市内産業の活性化」の評価指標「Bisport 東村山の相談実施率」は相談枠に

対する相談件数のパーセンテージという認識でよろしいか。補助金の申請だけでなく

その後のサポートを通して事業の継続、承継を目指していくことが産業振興という点

で求められていると感じている。 

 

（事務局） 

SDGs パートナーの枠組みも活用しながらワークライフバランスを進めている事業者

の取組を発信していきたいと考えている。 

Bisportについては毎月 2日、4枠、12カ月で、計 96枠内の実施率を掲載している。

引き続き相談が支援に繋がるよう進めていきたいと考えている。 

 

（委員） 

6ページ基本目標Ⅲ「過去 1年間に市民活動に関わった人の割合」について、各年で

数値を計測できないため代替手段として東村山市版株主総会の招待状を活用したとの

ご説明があった。2,000～3,000 人に招待状を送付し、何人が出席したのか。また、ア

ンケートは招待状送付者全員に対して実施したのか、出席者のみを対象としたのか。 
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（事務局） 

今年度は 11月に東村山市版株主総会を開催予定であり、アンケートの実施は計画段

階である。3,000人を対象に送付する招待はがき等にこの質問項目を設けることを検討

している。株主総会に参加しない方にもウェブから回答を頂き、なるべく多くのデー

タを収集したいと考えている。 

 

（委員） 

6ページ 14番「良好な住環境の整備」【地区計画の誘導】について、現在東村山市で

も土地の値段が徐々に上昇し、中古住宅の売れ行きも好調である。ただ、建物の老朽

化や建蔽率・容積率が現在の基準をオーバーしているといった問題もある。これらの

課題についてはどのように認識されているか。 

 

（事務局） 

建蔽率・容積率については所管でも課題として把握している。事業全体の方向性と

しては、二世帯、多世帯型の住宅建設ができるように取組を進めている。 

 

（委員） 

8ページ 19番の指標は「65歳健康寿命」とされているが、これは介護予防の指標で

あり、介護保険に関する事業には KPIとして合致しないのではないか。 

 

（事務局） 

「65歳健康寿命」は要支援 1以上の認定を受けるまでの年齢から算出しており、支

援者を受けている方への取組はこの指標では計ることができない。本一覧には掲載し

ていないが、各所管の取組に対する進捗状況管理も実施しており、効果的な事業推進

に努めている。 

健康寿命を延ばす取組としては、介護保険課や健康増進課が実施している高齢者の

食支援、フレイル予防推進事業、同ページ記載の【短期集中予防サービス類型実施事

業】も該当する。要介護認定を受けても必要なリハビリをしっかり受けていただくこ

とで要介護度が下がるという事例もある。リハビリの機会を提供し、介護を受けてい

る方が元の健康状態に戻ることが非常に大切であると認識している。高齢者が自分ら

しい生活、自立した生活が維持できるよう、これらの事業に取り組んでいく。 

 

（委員） 

7 ページ 17 番の評価指標「1 人 1 日あたりの総ごみ排出量」を「温室効果ガス排出

量」に変更するという意見について、こちらの指標は自治体単位で測定されているも

のなのか。 

 

（事務局） 

東村山市における温室効果ガスの排出量については把握しており、2019年は CO2排

出量が 39万トンとなっている。現在数値は減少傾向にあるが、目標値をどのように設

定するかは現在策定中のエネルギービジョンを踏まえて検討する。 

 

（委員） 

2019年の数値をお示しいただいたが、こちらの数値は 2～3年に 1回しか報告されな

いものなのか。 



6 

 

（事務局） 

各年で報告される数値と認識している。詳細については所管に確認した上で改めて

共有させていただく。 

 

（委員） 

6ページ 13番「地域の暮らしの安全安心確保」について、地域の安心安全は活発な

自治会活動と不可分のものであると捉えている。一方で〈具体的な取組〉の中で自治

会に関するものは 1 つだけである。街全体の活気を生みだしていくため、自治会にも

目を向けていただくようお願いしたい。 

 

（会長） 

計画の策定時から想定していなかった状況変化もあっただろう。今後も各取組の進

捗状況を適切に把握し、適宜改善ができるよう、事務局には検討をお願いする。 

 

（２）東村山市シティプロモーション基本方針の改定について 

 

（シティセールス課） 

 シティセールス課より説明（資料 2～3） 

 

（会長） 

シティセールス課の説明に対しご質問、ご意見等があればお願いする。 

 

（会長） 

【改定案 3.10】シティプロモーションにあたり、「観察・状況判断・実行を素早く行い

改善を行っていく」手法は、ここで新たに掲出されるものであると捉えている。これ

を行うための仕組み・組織を作っておくことが重要である。情報が各メンバーに共有

されているか、意思決定がどのようなルールでなされるか、観察・状況判断・実行を

行うことに日頃から慣れ親しむといった準備をしておくとよい。 

 

（シティセールス課） 

改定案の注記 6に記載したように、「観察・状況判断・実行を素早く行い改善を行っ

ていく」のは OODAループと呼ばれる手法やシステム開発に用いられるアジャイル開発

（アジャイル開発の考え方は、今般の総合計画等の改定にもその考え方が含まれてい

る）などの考え方を参考にしたところである。 

そうしたマインドセットのために、また、今般の総合計画等の改定以降、一層社会

の不確実性に対応を図る必要もあることから、改定案においては、OODA ループについ

て言及したところで、ご指摘の点についても含蓄しているものと考えている。 

ご指摘のとおり、OODA、アジャイルに取り組む仕組みは重要であると考えている。

改定案の注記 7に記載したように、実施計画等に位置付けた事業については、KPI・KGI

などを設定し中長期的に事業等の効果を測定しつつ、短期的な視点で改善が必要な場

合に OODA、アジャイルに取り組むことを想定したものである。【cf.改定案 3.12】 

OODA、アジャイルに取り組む仕組みとしては、様々な協議会や実行委員会などで改

善にかかる意思決定を行うことを想定しており、まずは、皆さんと職員とともにマイ

ンドチェンジや情報などを共有することから始める必要があると考えている。 
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（委員） 

【改定案 3.9】市内だけの資源だけでなく、観光資源のシェアや広域の行政が協力する

意図が書かれており、例えば、マルシェ久米川で他地域の特産物も紹介できると内容

の充実による集客などの相乗効果が得られる可能性があり、非常によい考え方だと受

け止めている。 

 

（シティセールス課） 

ご指摘のとおり、当市単独で産業や観光で集客を見込むよりも協力・連携等により

相乗効果を得たいとの考えに基づき記載している。 

他者・他市との交流、ビジネスベースでの連携などが様々な場面で増えていくよう

なサポートをしていきたいと考えている。 

 

（委員） 

【改定案 3.1、3.9】他者・他市との交流、ビジネスベースでの連携等に関して具体的

なプランなどはあるか。 

 

（シティセールス課） 

観光に関する連携として、所沢や多摩地域などを含む広域の取組として協議会形式

で各市の観光資源を紹介するプロジェクトに着手しているところである。 

ビジネスベースの連携として、地域事業者あるいはこの地域を良くしたいと思って

いる地域外の事業者と「東村山市公民連携地域プラットフォーム」という交流の場を

設けている。 

今後も様々な分野で横断的な取組を進められるようにしていきたいと考えている。 

 

（委員） 

【改定案 3.8、3.9】東村山市のあまり知られていない特徴の一つに鉄道駅が市内に 9

カ所あることが挙げられる。観光資源のシェアや広域の行政が協力する意図が書かれ

ている点で、例えば「トトロとムーミンがつながっている」など、西武鉄道と連携し

た PRの促進を期待している。 

 

（シティセールス課） 

ご指摘の観光資源の面的活用は重要な視点であり、改定案 3.9 はそれを意図したも

のである。 

現行の観光振興プランに掲げている基本方針は 4つあり、それを改定案 3.8、3.9で

概括しているので、現行の観光振興プランに掲げている基本方針の一つである 9 つの

駅の活用の考え方も含むことを意図したところである。 

一方で、改定案には 9 つの駅という表現がないため、面的活用の例として 9 つの駅

の活用を例示するなどの工夫を検討したい。 

 

（委員） 

【改定案 3.4、3.5】市からの広報の観点で、場所や事業名など、市民だけがわかる固

有名詞に説明をつけるといった工夫することで PRの質を深める余地がある。 

 

（委員） 

【改定案 3.7】ロゴやキャラクターなどの利用を目的化せず、というのはそのとおりで、
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例えばキャラクターの型抜き名刺を作るだけではなく、その次の段階を見据えた活用

が必要である。 

 

（シティセールス課） 

ご指摘のとおり、次の発展をしっかりと考えていくこと、あるいは、政策的な役割

を終えたキャラクターをやめることなども意図し、改定案 3.7を掲げたところである。 

 

（委員） 

【改定案 3.5、3.6】改定案にターゲットの例示があるが、どのようにターゲットを選

定するのか。ターゲットが異なれば訴求の仕方も変化するため確認したい。 

 

（シティセールス課） 

例えば、改定案 3.5 に掲げた行政情報の発信と、3.6に掲げた定住の促進では異なる

ターゲットが情報発信の対象となる。したがって、ターゲットは、施策により得たい

効果に合致するよう設定することを目指している。 

ターゲットの選定については、改定案 3.6 の例示の方向性で決定するのではなく、

個々の施策や事業者が求める効果を踏まえ、個別に設定することを想定している。 

ターゲット選定の着眼点は現行のシティプロモーション基本方針では掲げており、

この着眼点に基づきターゲットを設定することを想定している。 

ただし、現行方針における着眼点は実施手段の記載であり、基本方針としてその手

段まで改定案 3.6などに盛り込むべきかは検討させていただきたい。 

 

（委員） 

【改定案 3.1】東村山市に関わる様々な主体がシティプロモーションに関わること重要

であり、それらの関係者がシティプロモーションという言葉を知らないということが

あってはならない。市民に東村山市のシティプロモーションとは何かを認知していた

だくための情報発信を切にお願いしたい。 

 

（シティセールス課） 

実践フェーズにあたり、皆さんと「東村山市のシティプロモーションとは何か」と

いうことを考えながら施策を進める必要があり、共に議論を深める場が求められてい

る。 

また、すべての市民がシティプロモーション活動に携わるわけではないが、シティ

プロモーションにより享受できる効果は活動していない住民も得ることができるよう

にしたいと考えている。 

その点でいえば、皆さんに期待すること、どのように皆さんの活動に行政がかかわ

るのか、など役割に関する表現が改定案では弱い部分もあるため書きぶりを深めるこ

とを検討したい。 

 

（委員） 

【改定案 3.5、3.8】どのような媒体でどうプロモーションするかが改定案には記載さ

れていないと受け止めている。東村山市にはまだ知られていない魅力が多くあり、広

報が非常に大切である。例えば LINEに登録した方に有益な情報を送るなど、多様なチ

ャンネルを活用し、広報やプロモーションの機会、回数を増やすことも重要ではない

か。 
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（シティセールス課） 

改定案は基本方針であるため、広報戦略や事業内容については事細かに記載してい

ない。 

ただし、様々な領域ごとに個別の戦略を考える際には、プロモーション機会の充実

を検討する必要がある。 

戦略を検討する際には、ご指摘のとおり、情報にリーチしやすいチャンネルは何か、

プッシュ型・プル型の情報発信のいずれが適しているのかといった検討をする必要が

あると考えている。 

 

（委員） 

【改定案 3.8】東村山市の魅力としては交通網の良さが挙げられる。東西南北どこでも

電車に乗れば都心等に出ることができるというのは強みであり、PRしていくと良い。 

 

（シティセールス課） 

それぞれの駅の魅力や開発の効果などを周知していくことが重要であると考えてい

る。 

一方で、例えば地域経済循環率の低さなど、都心へ依存していることが仇となって

いる状況もあり、この地域での暮らしを持続可能なものにしていくために必要なこと

が何かを検討していくことも必要である。 

その検討結果は、施策（実施計画等）として結実させることで、良いところは伸ば

し、不足するところは埋めるという政策的なシティプロモーションを進めることが可

能になると想定している。 

 

（委員） 

【改定案 3.6】対象範囲としては狭くなるが、鉄道ファンの集まりなどもターゲットや

リソースの一つとして考えることができるではないか。 

 

（シティセールス課） 

愛好家の方々の発信力は強力なものであると捉えている。 

改定案 3.6 の後段に「事業者や市民団体、住民など東村山市に関わる多様な者によ

り行われるシティプロモーションでは、それぞれの目的に沿ったターゲット設定がな

されるものである」の住民などにそうした方々も含まれると想定している。 

行政以外の者の発信を行政がつないでいくことでシティプロモーションの効果を高

める可能性もあると考えている。 

 

（市長） 

補足であるが、今回お示しした改定案は、具体的な戦術面は書き込んでいない。書

き込みすぎることで身動きがとれなくなることも想定されるので、今回の改定ではエ

ッセンスをお示ししたいと考えている。 

鉄道駅についてご意見を頂いたところだが、総延長約 4.5 キロの高架化に向け現在

工事が進められている。西武新宿線では中野が地下化しているが、杉並、練馬、西東

京、小平を飛ばして、西武新宿線で多摩地区においてはじめて東村山が連続立体交差

化事業を実施している。高架には 2 階建てとなる箇所があり、ある意味超近代的な高

架化が実施されるため、鉄道ファンの聖地とするような余地もあると考えている。連

続立体交差事業はシティプロモーションのために行うわけではないが、多額の投資を

するものであり、シティプロモーションとしての付加価値を押し出せる可能性は検討
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したいと考えている。 

 

（委員） 

【改定案 3.5】ターゲットを絞って様々なプロモーションを実施し、一定の成果を得ら

れたものに対してプロモーションを深めるという手法は効果的であると受け止めてい

る。 

 

（委員） 

【改定案 3.8】まちづくり部の職員を異動によりシティセールス課に配置し、連続立体

交差化事業におけるシティプロモーション面での付加価値創出を目指すことは、他の

同様の事業に取り組む地方公共団体の新たなロールモデルになりうると考えている。

積極的に検討を進めてほしい。 

 

（市長） 

連続立体交差化事業のほか、東口広場のリニューアルなども検討しており、まちが

変化するなかで、今後どのように賑わいや交流、アクティビティを生み出すかが重要

であると考えている。 

先日には「そらいち東村山」というイベントを実施し、利用者の声を今後のハード

整備に活かすなど、連続立体交差化事業により生まれる公共空間の活用やプロモーシ

ョンの促進について検討しているところである。人事異動もその一環であり、ハード

とソフト両面で好循環を生み出したいとの意図を持っている。 

 

５．その他 

 

（事務局） 

1点目、本日の議事録について、事務局で作成し、内容の確認については、委員を代

表して会長、副会長に一任いただきたいがよろしいか。また発言者の名前は載せず、

会長、副会長、委員、事務局といった形で掲載をさせていただきたい。 

2点目、次回協議会の開催日は未定である。開催の必要がある場合は、会長にご相談

させていただき、改めてご連絡する。 

  

（会長） 

議事録の取扱については事務局案で良いか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

６.閉会 

 


