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会  議  経  過  

１．委嘱状交付 

 

―小林経営政策部長より委嘱状を交付 

―委員自己紹介 

―事務局挨拶 

 

２．開会 

 

（事務局） 

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。 

次第に沿って進める。 

 

３．議題 

 

１）会長及び副会長の選任 

 

会長には、山本委員、副会長には、蜂谷委員が選任される。 

―会長・副会長挨拶 

 

（会長） 

この度、東村山市創生総合戦略推進協議会の会長に選任いただき、感謝申し上げ

る。この協議会が成功し、東村山市創生総合戦略が実を結んだ時には、成功例とし

て東村山市の名前を全国に発信したい。 

 

（副会長） 

この度、東村山市創生総合戦略推進協議会の副会長に選任いただき、感謝申し上

げる。議論の活性化、適切な意見の集約が出来るよう全力で頑張っていきたい。 

 

２）東村山市創生総合戦略推進協議会の傍聴に関する定めについて 

 

（会長） 

次第に沿って会議を進める。議題２点目の東村山市創生総合戦略推進協議会の傍

聴に関する定めについて、事務局より説明いただきたい。 



（事務局） 

議題に入る前に、本協議会を公開とするか否かについて、決定いただきたい。事

務局としては、東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針に基づき、本会議を

原則公開にしたいと考えている。 

ただし、同指針の第４条に該当する事案が議題に含まれる場合においては、会議

を一部非公開とすることもやむを得ないと考えている。 

―「【参考資料１】東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」について事務局

より説明 
 

続いて、東村山市創生総合戦略推進協議会の傍聴に関する定め（案）について説

明をさせていただく。本案は、本協議会を公開とした場合に定めさせていただきた

いと考えている。 

―「【資料２】東村山市創生総合戦略推進協議会の傍聴に関する定め（案）」につい

て事務局より説明 

 

以上の説明をもって、本協議会の公開・非公開および東村山市創生総合戦略推進

協議会の傍聴に関する定め（案）について審議いただきたい。 

 

（会長） 

本協議会全体を公開とすることについて、意見、異議があれば発言いただきたい。 

 

―意見、異議なし 

それでは、本協議会は原則公開とする。案件によっては、その都度非公開とさせ

ていただくことも検討する。本日の協議会については、特に非公開とすべき議題が

ないため、公開とする。 

次に、東村山市創生総合戦略推進協議会の傍聴に関する定め（案）について、ご

意見等があれば発言いただきたい。 

―意見、異議なし 

 

それでは、原案をもって、東村山市創生総合戦略推進協議会の傍聴に関する定め

とさせていただく。委員の皆様には、お手元の資料２の「（案）」の表記を削除いた

だき、正式に東村山市創生総合戦略推進協議会の傍聴に関する定めとしていただき

たい。 

これより傍聴を許可させていただくが、事務局から事前の連絡事項等はあるか。 

 

（事務局） 

傍聴者の入室前に次の２点について審議いただきたい。１点目は議事録作成の件

で、作成する際には、発言者名は載せず、会長、副会長、委員という表記にしたい。

２点目は委員名簿のホームページ掲載の件で、配布している委員名簿に会長、副会

長を追記した上で掲載したい。 

 



（会長） 

議事録および委員名簿について、事務局の提案のとおりで良いか。 

―意見、異議なし 

―傍聴者入室 

―市長挨拶 

 

（市長） 

委員の皆様には、ご多用のところ本協議会に出席いただき感謝する。委員の任期

は２年とのことで、メンバーは昨年の検討協議会とほぼ変わらないが、ご協力宜し

くお願い申し上げる。 

昨年度は、山本会長、蜂谷副会長をはじめ、委員の皆様には５回にわたる協議会

の中で、総合戦略の策定に関し様々なご意見をいただき、３月に「東村山市人口ビ

ジョン・東村山市創生総合戦略」を策定した。後ほど改めて概要を説明させていた

だくが、いただいた意見をエッセンスとして基本的には取り込ませていただいた。

また、同時期に市の第４次総合計画後期基本計画を策定。ハードや福祉問題など、

総合戦略よりも幅広い内容ではあるが、総合戦略と密接不可分である。都市マーケ

ティング課では、シティプロモーションの基本方針を策定。ブランドメッセージと

ロゴマークを作成し、東村山を全国へアピールしたい。 

昨年は総合戦略に関して、都市マーケティング課、行政経営課、企画政策課など

事務局が定まっていなかったが、４月の組織改正で総合戦略推進担当主幹を創設。

具体的な取りまとめをして、全庁的に総合戦略を動かしていきたい。 

本日は、これまでに取り組んできた地方創生先行型、地方創生加速化交付金事業

について触れさせていただく。今年度からの新型交付金は、まだ市としてエントリ

ーはしていないが、２次募集に手が挙げられるよう内部で検討を進めており、いず

れは委員の皆様にお示しをしたい。参院選後、安倍政権は年内に大型の経済対策を

打つ方針を示しており、地方創生の関連予算も出される可能性がある。有効に活用

し、東村山市の地方創生活性化、住みよいまちづくりに活かせるよう準備を整えた

い。色々な課題があるが、様々な観点から前進できるよう委員の皆様には意見、協

力の程お願い申し上げる。 

 
 

３）東村山市創生総合戦略の概要について 
 

（会長） 

議題の審議に入る。東村山市創生総合戦略の概要について、事務局より説明をい

ただくが、内容が密接に結びついているため、一括して説明をいただきたい。ただ

し、不明な点があればご遠慮なく申し出をして欲しい。 

 

（事務局） 

―「【資料３】東村山市創生総合戦略推進協議会について」事務局より説明 

―「【資料４】東村山市創生総合戦略の概要について」事務局より説明 



―「【資料４－１】東村山市第４次総合計画後期基本計画 概要版」事務局より説明 

―「【資料４－２】東村山市シティプロモーション基本方針」事務局より説明 

―「【資料５】東村山市創生総合戦略の体系（Ａ３版両面、Ａ４注）」事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があれば、お願いします。 

 

（副会長） 

資料５裏面下から５段目「（１）公共施設の最適化」のＫＰＩについて、市民が

具体的にどのような状態を公共施設の最適化と想定して市民意識調査に回答して

いるのか。 

 

（事務局） 

  今後一斉に公共施設の更新時期を迎える中で、限られた財源で更新をはじめとす 

る最適化をどのように行っていくかが市の大きな課題としてある。これまで、市民 

意識調査の中でこの項目は設定されておらず、今年度の調査項目を現在作成してい 

るところである。どのような設問形態になるかはまだ決定していないが、公共施設 

に関する設問を入れ、本ＫＰＩの成果を測っていきたい。 

 

（副会長） 

ここでいう公共施設とは具体的に何か。また、重要度の数値がどういう形で問わ

れているのかがわからない。アンケート結果で動くことを目指すのであれば、現在

の公共施設のあり方に対する不満を測定したうえで、それを減らすことの方がわか

りやすい。 

 

（会長） 

今の意見に関しては、この場で回答をいただくというよりは、今後の業務に反映 

いただきたい。 

 

（事務局） 

  今年、公共施設総合管理計画を策定。その中で、今後公共施設の複合化や廃止を 

検討していく。これにあたり、市民の皆様へ、公共施設の最適化に関する取り組み 

が重要か、満足か、という調査を実施していきたいと考えている。 

 

（副会長） 

重要度については、いくら施設を整備しても変わらない。優先度を決めるのであ

れば重要度は必要であるが、成果を測るうえでは、できれば不満度を減らすとする

ことが妥当だと思う。 

 

 

 



（事務局） 

いただいた意見は、現在市民意識調査を準備している都市マーケティング課へ伝

える。 

（会長） 

次に、②地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）につい

て、事務局より説明いただきたい。 

 

（事務局） 

―「【資料６】地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）につい 

       て」事務局より説明 

 

（会長） 

この事業については実施済みとの事であるが、各事業に関して、意見又は今後は 

こういう風な事をやれば良いのではないか、などあればいただきたい。 

 

（委員） 

「３ 乳幼児向け読書推進による子育て支援事業」について、環境の改善を図ら

れて、実際に利用者数は伸びているのか。 

 

（事務局） 

図書館でこの前後での来館者数は計測しておらず、具体的な数字での結果は出し

ていない。 

 

（委員） 

「２ 若者文化創造事業の婚活事業」について、開催後の追跡調査等はあったか。 

   

（事務局） 

個人情報の問題等があり、追跡調査は実施しておらず、実態は掴めていない。 

  

（委員） 

このイベントに参加させていただいた。仕組みは非常に良く、市内に住んでいる

方がほとんどかと思っていたが、市外からの参加が非常に多かった。市外から来た

方への東村山のＰＲとなり、実際にイベントに参加するとまちのイメージが湧く。

市民の方同士でも、交流が活発に行われており、それが店舗間や企業間での交流に

繋がっていた。 

 

（副会長） 

「婚活」となると、どうしても成果に目が行きがちである。先程委員がお話さ

れていたように、参加された方々が満足して東村山へのファン度を上げてもらえ

れば充分に成果があったと言える。そういう方向で企画をし、参加者を増やして

いければよいのではないか。 



（委員） 

すべての事業に言えることだが、市内に住んでいても、こういったイベントをや

っていたことを知らなかった。企画ももちろん大事だが、どういった方法で広報活

動していくか、どう知っていただくかが大事である。 

 

（委員） 

近隣市と協力して、互いの市のイベントを互いに広報できる仕組みがあると市外

から来られる方も増えるのではないか。 

 

（委員） 

「７ 観光情報発信事業」は広報の軸になるのではないか。これは観光だけに特

化したものなのか。 

 

（事務局） 

観光に限らず、市内のお祭りやイベント、農産物など、市の様々な情報を発信し

ていく事は可能である。 

 

（市長） 

情報発信力を高めることは行政においても重要であり、市でも現在情報発信ツー

ルとしてtwitterを行っている。動画や画像などを取り込み、若い方をターゲット

に、現在秘書広報課で試行している。限られた時間の中で、より多くの方に知って

いただくノウハウを身に付けていきたい。 

 

（会長） 

続いて、③地方創生加速化交付金事業について事務局より説明いただきたい。 

 

（事務局） 

―「【資料７】地方創生加速化交付金について」事務局より説明 

 

（会長） 

この事業についても、意見、提案をいただきたい。 

 

（委員） 

酒蔵でのイベントに参加させていただいた事があるが、多くの方が参加されてお

り、豊島屋酒造は東村山市をＰＲすることが出来る企業かと思う。また、豊島屋酒

造だけでなく、他の企業にもスポットライトをあててもらい、東村山ブランドをよ

り広げて欲しい。 

 

 

 

 



（委員） 

東村山産品のブランド化の推進の中に農産物があるが、実際に市内を見ている 

と、大きな相続などあると農地が大きく減少している。先程の総合戦略の中に、認 

定農業者の数を増やすとあったが、農業を守るというのであれば農業者への取り組 

みも何か必要ではないか。 

（副会長） 

事業の内容について、絵に描いた餅のようなプランで成功率が低い気がしてなら 

ない。事業に主体性が感じられない。魂を込めてやらないと、単年度で終わってし 

まう可能性もある。 

 

（会長） 

 この事業の課題として、補助金が無くても実施していく事が出来る事業にすると 

いうものがある。事業者の売上が伸びて、その分から費用を出しましょう、となる 

ぐらい売上を伸ばさなければいけない。ここに書いてある程度では厳しいのではな 

いか。今の段階では市役所のプロジェクトになっているが、主客逆転を起こさない 

といけない。それを働きかけて欲しい。 

 

（委員） 

市がやるからお付き合いで、また、上の目を気にしてやるようでは難しい。民間 

が率先してやることが出来るような起爆剤を市が提供してくれれば良いと思う。 

 

（市長） 

 他の事業者についてはこれからというところがあるが、豊島屋酒造については、 

交流スペースの創設や、多言語のホームページを作成したことにより外国人への売 

上が伸びていると聞いており、補助金が無くとも今後自走していく事ができると思 

われる。今後は、酒蔵を訪れた後に、お酒と市内産品を使用した料理を提供する店 

舗を周遊していただけるようなところまで出来ればと考えている。 

 

（副会長） 

問題はこの事業のスキームの作り方である。ＫＰＩについても元々の数字がわか 

らず、売上を何倍とか、観光客数を何人にするとか抽象的である。一番苦労するの 

は参加する企業を集めること、やる気のある方々を見出すことではないか。そこが 

できるかどうかが、この事業に魂を込められるかの鍵となる。 

 

（会長） 

もう少し意見をいただきたいところであるが、時間であるため、何か聞き逃した

ことや意見があれば、後日事務局まで連絡をいただきたい。 

 

４．その他 

 

 



（事務局） 

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。 

 

（会長） 

議事録の取扱については事務局案で良いか。 

 

―意見・異論なし― 

 

５.閉会 小林経営政策部長 挨拶 
 

―以上― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


