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会  議  経  過  

１ 委嘱状交付（新委員） 

 

―渡部市長より委嘱状を交付 

―委員自己紹介 

 

２ 開会 

（会長） 

本日の協議会は、委員７名出席。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。 

次第に沿って進める。 

平成 28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

っては一部非公開とするとした。本日の会議内容においては、非公開とする特段の

理由はないと判断されるが、本日の会議は全て公開ということでよろしいか。 

 

― 異議なし 

 

（会長） 

傍聴の方について、事務局にてご対応いただきたい。 

 

― 事務局確認、傍聴者２名入室 

 

２ 市長挨拶 

（市長） 

本日は公私とも大変お忙しい中、コロナ禍の中、第３回東村山市創生総合戦略推

進協議会にご出席をいただき感謝する。 

日頃、委員の皆様には市政推進、特に東村山市創生に特段のご理解・ご協力を賜

り感謝する。 

先ほど、委員交代とのことで委嘱状を交付した。金融機関のお立場から、様々な

意見をいただきたいと思う。 

９月定例会にて、第５次総合計画の肝となる基本構想について議決いただき、現

在は第５次総合計画の前期基本計画及び個別分野の計画を策定中である。総合戦略

は総合計画と密接な関係にある。総合戦略については本日素案や KPI についてお示

しするので、様々な意見をいただければと思う。 

 

３ 議題 

 

（会長） 

議題（１）協議事項の「①「第２期東村山市創生総合戦略」の素案」、「②「第２

期東村山市創生総合戦略」における KPI」については合わせて議論するほうがよい

と思われるので、基本目標ごとに区切って基本目標Ⅰから事務局より説明願いた

い。 

 

 



（事務局） 

―【資料１】第２期東村山市創生総合戦略（素案） 

―【資料２】重要業績評価指数（KPI）案 

の基本目標Ⅰについて事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があれば、お願いしたい。 

 

（委員） 

  基本目標Ⅰ-1-（1）の指標について、専門職による妊婦面接の実施率を掲げてい

るが、手帳の交付時にほとんどの方が面接を受けており、現状でもかなり高い数値

であると考える。例えば、具体的な取組名はわからないが、出産支援の事業に関す

る達成状況等、別の指標に設定してもよいのではないか。 

 

（会長） 

  基準値から目標値まで、0.8ポイント上げることがどれだけ意味があるかというこ

とが大切であると考える。この指標が重要である理由が何かあるか。 

 

（事務局） 

  所管としては、幅広い支援がある中で、妊婦との信頼関係を構築することが最も

重要であると考えている。そのため、この事業を最重要事業と位置付けていると聞

いている。 

 

（会長） 

  妊娠初期ではなく、別のステージの指標でもよいのではという意見もあったがこ

れについていかがか。 

 

（委員） 

  少子化の二大原因として、未婚化と経済的な不安による子どもの数の減少がある

とされており、特に後者を理由とする人が６割と言われている。後者に対し、経済

的な支援、例えば健診時の交通費補助等何かしらできるのが望ましいと思う。 

 

（会長） 

  取組の中のヒントにもなるかもしれないので、所管へもお伝えいただければと思

う。 

 

（委員） 

  ゆりかごひがしむらやま事業は、平成 28年に開始したとあるが、面接自体は以前

から実施されていると思う。新たに指標として掲げているが、もともと実施してい

た内容なのではないか。 

 

（会長） 

  元々やっていたが、引き続き重要であるという認識で KPIに挙げたのではないか。 

 

 



（事務局） 

  現行の総合戦略でも指標として掲げているが、先ほど説明した通り、所管では重

要な施策と考えている。地域窓口等での交付もあるため、100％を目指すことは難し

いが、限りなく高めていくことが重要ということで設定している。 

 

（事務局） 

  本日欠席されている委員から、面接の実施率も重要だが、内容・満足度を見てい

くことも重要ではないかというご意見をいただいている。 

 

（事務局） 

  数字に目が行きがちだが、施策として最初の段階から専門職と父母が切れ目なく

関係性を築いていくことが重要であるという認識から、改めて KPIとして設定した。 

 

（委員） 

  KPIの意味というか、関連性について改めて伺いたい。例えば基本目標Ⅰ-1-（2）

の指標を保育所待機児童数と設定しているが、本文中には教育・保育の質の向上と

いう文言も含まれており、待機児童数では、提供体制の確保にとどまり、教育・保

育の質の向上にはつながらない指標なのではないか。 

  またⅠ-2-（1）、Ⅰ-3-（1）、Ⅰ-3-（2）についても同様である。Ⅰ-3 については

指標がどちらも「発信」となっており、「発信」＝「交流促進」ではないと思うので、

整理が必要なのではないか。 

 

（委員） 

  Ⅰ-3-（1）で設定している KPI はⅠ-3-（2）により近い指標であると考える。Ⅰ

-3-（1）の施策内容を読むと交流のリアルな機会づくりに関する指標を入れるべき

なのではと考える。 

  また、人口減少の主要因として晩婚化という調査結果がある。国を挙げて晩婚化

を是正することが、今回の総合戦略の方向性なので、結婚に関する KPI を一つ取り

入れてもよいのではないか。 

 

（会長） 

  KPI をどう考えるかについては、３つの考え方があると思う。「サービスの提供体

制が整備されているか」、「実施したかどうか」、「その結果、人・社会がどう変わっ

たか」。すべての数字を把握できるのが理想だが、実際には統計を取ることが難しか

ったり、毎年取れなかったりで、すべてを測れるわけではなく一つにせざるを得な

い場合がある。しかし、そうとは言え、施策と KPI が乖離してしまうことは避けな

ければならない。 

 

（事務局） 

  施策ごとに 1 指標としているところで、事務局としても指標の設定に大変苦慮し

た。これらの施策を実施することで基本目標の達成につながっているかというとこ

ろを重要としており、また施策ごとに設定している KPIのレベルでは、PCDAサイク

ルを回すということで、毎年数字が測れることに重点をおき候補として設定した。 

  先ほど、Ⅰ-3-（1）に案として挙げている KPI についてⅠ-3-（2）のほうが適し

ているのではないかとのご指摘については、検討する。Ⅰ-3-（1）は、地域で頑張



っている若い人にスポットを当て、市内外に周知していきたいと考えている。その

きっかけとしてイベント等を開催し、地域で活躍する人を広めていくことに重点を

置いているため、その過程で「#たのしむらやま」の発信を目標に設定した。観光の

分野にも反映されると思うので、検討する。 

 

（委員） 

  現在の「#たのしむらやま」の発信数、トレンドはどのようなものか。 

 

（事務局） 

  １ヶ月 50件程度。市民というよりは市内事業者等が発信しているものが多い。 

 

（委員） 

  市民、若者に積極的に自分たちのまちを発信しようとするようなムーブメントを

起こすということか。 

 

（事務局） 

  その通りである。 

 

（委員） 

  それでは、目標値を 100 倍にするなど、もっと桁違いで設定したほうがよいと思

う。そうしないと、交流促進まで到達しないのではないか。 

 

（委員） 

  ハッシュタグの発信数だけでなく、どういう人が見たのか、これを基にどういう

交流が生まれたか等を考える必要がある。KPIである必要はないが、発信は一方的、

交流は双方向であるから、取り組み内容なり文言等で整理する必要があると思う。 

 

（事務局） 

  行政として持ち合わせているデータの中で、指標として設定するとなると非常に

難しい。今日いただいた様々な意見を改めて咀嚼し、所管に持ち帰り、調整できる

ところはしていきたいと思う。 

 

（委員） 

  具体的な取組でしっかり成果を出していくことが大切である。 

 

（委員） 

  生まれた交流への参加人数などが測れるとよいのではないか。 

  Ⅰ-2-（1）でＧＩＧＡスクール構想について触れているが、市としてどのレベル

の結果を目標に設備投資を行うのか。本気度が高いのであれば、指標をそちらに寄

せるのもありでは。 

 

（副会長） 

  成果がわかりやすいように、項目をシビアにしていくこともよいのでは。例えば

Ⅰ-2-（1）の指標を学力テストに設定すると外から見てもわかりやすい。「自分によ

いところがある」という指標は優しい感じがするので、さらに知識・技能を身につ



けたい等の指標や、Ⅰ-2-（2）の指標についても「地域行事への参加」ではなく、

地域のよいところ等を具体的に挙げることができる児童・生徒の割合等の指標があ

れば、そういうものでもよいのでは。 

 

 

（委員） 

  Ⅰ-2-（1）では、「生きる力」との記載があるが、「生きる力」はとても重たい言

葉。指標として、「自分によいところがあるか」ということを設定していることを考

えると、あると思うと答える 73.5％よりも、残りの 26.5％をフォローしていくこと

が非常に大切なのではないかと思う。 

 

（会長） 

  まさしく、KPI の使いどころであると考える。73.5％に注目するか 26.5％に注目

するかは数字上の話。具体的な取組によって、この数字が毎年どう変化するか。す

ぐに数字に変化が現れるものでもないと思うので、５年間取り組んでみた結果、ど

のくらい数字に変化が出るかということを見ていくことになる。因果関係・関連性

の強い数字を持ってくることができればよいと思う。 

 

（委員） 

  「生きる力」という言葉を入れていることが素晴らしいと思い、指標として「自

分によいところがある」としているところもすごいと思う。 

  諸外国に比べ、自己肯定感が低いということを聞いたことがある。自己肯定感は

モチベーションにつながると思うので、ここを伸ばすためにどうするのかは重要で

あると思う。ただ、ＧＩＧＡスクール構想とのつながりはよくわからない。 

 

（委員） 

  基本目標Ⅰの数値目標「社会移動数」については適正なものなのか。市内での移

動の数字も含まれていないのか。 

 

（事務局） 

  市外からの転入・転出のみをカウントする数字である。 

 

（会長） 

次に、基本目標Ⅱについて事務局より説明願いたい。 

 

（事務局） 

―【資料１】第２期東村山市創生総合戦略（素案） 

―【資料２】重要業績評価指数（KPI）案 

の基本目標Ⅱについて事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があれば、お願いしたい。 

 

（委員） 

  Ⅱ-1-（2）の指標について、参加率では効果が測れないのではないか。ジョブシ



ェアセンターの市民就業率やサテライトオフィスの誘致件数等、基本的方向・基本

目標に直結する具体的な要素を載せたほうがよいのではないか。 

 

（委員） 

  Ⅱ-3-（2）の指標について、耕作されている農地の面積という理解でよいか。生

産緑地は返還が進むと、自動的に分母が減って、割合が上がってしまうのではない

か。 

 

（事務局） 

  基本的に農地と認められているところである。生産緑地については2022年に期限

を迎える。生産緑地が返還されると、割合は減ってしまうので、それを避けたいと

考えている。 

 

（委員） 

  生産緑地については、2022年が数字の動くタイミングだと思うので、長期的な指

標としては妥当ではないのではないか。 

 

（事務局） 

  現状、市内の生産緑地は減少傾向にある。市の魅力として「みどり」がある中で、

農地を守るということは大変重要であるととらえている。 

 

（委員） 

  人口を増やすには住宅を供給することが必要で、生産緑地は住宅供給地として注

目されていると思うので、そこはどう考えるか。 

 

（事務局） 

  今後の担税力を考えれば、人口を考えなくてはならないが、社会的に少子高齢化

が進んでいるので、単に人が増えればよいというものではないと思う。当市の現状

として人口は頭打ちだが、世帯数は増加傾向にある。新興住宅への転入がある一方、

空き家の問題も表裏にあるということ。また、「みどり」は市民意識調査でも市の価

値・魅力のトップに必ず上がってくるものなので、なるべく守っていきたい。複合

的に考えて、生産緑地が減り、単に世帯数が増え人口はあまり変わらないという状

態にはしたくないというのが実情である。 

  空き家対策は、今後、都市部の大きな問題になると思う。 

 

（委員） 

  多様な働き方については、幅広い内容が詰まっていると思うが、今後働きやすさ

という視点が重要であると思う。例えば、市内公共施設へのWi-Fi整備状況などが考

えられる。働き方の支援ということであれば、働きやすい環境を整えるということ

が大切だと思う。 



（委員） 

  Ⅱ-1-（1）KPIの数値のカウントはどのように行っているのか。 

 

（事務局） 

  東村山市創業支援事業計画を踏まえて、目指している数字である。目標値は累計

値である。市主催・市中金融機関と連携しながら創業数を伸ばしていこうという取

組となっている。 

 

（委員） 

  創業者のカウントの仕方が悩ましいと感じる。セミナーを終え、市の証明書を発

行した方をカウントしていると思うが、独自に創業する方のほうが、数としては多

いと思うので、実情と乖離が出ないか。指標名に「支援施策に基づいて…」等を入

れてもよいのでは。 

  また、Ⅱ-3-（1）認定農業者、認証農業者の定義を教えてほしい。 

 

（事務局） 

  まず創業者の数について、他の創業者を把握する手段を持っていない。経済セン

サスを利用することも考えられるが、市の取組に対するKPIなので、提案した数字で

進めたいと考えている。 

  認定農業者は国の制度で、年300万円以上の所得を目指す農業者。認証農業者は市

独自の施策で、年200万円以上の所得を目指す農業者のこと。農業者の稼ぐ力を育て

る制度である。これらの認定を受けると、東京都の相談支援や、ビニールハウス強

化、機械の購入等様々な市の補助支援を受けることができるようになる。 

 

（委員） 

  市内の農業者の数はどのくらいか 

 

（事務局） 

  正確な数字は持ち合わせていないが、261経営体程度だったと思う。 

 

（委員） 

  Ⅱ-1-（1）本文中に「ターゲットを明確にした」との記載があるので、創業者数

の内訳がわかれば、具体的な取組等に反映させてほしいと思う。最も重要なのは目

標ではなく、取組だと思うので。 

 

（会長） 

  東村山市創業支援事業計画はいつ頃策定した計画か。 

 

（事務局） 

  平成27年からの５年計画で、今年の４月から更新した計画期間となっている。 



（会長） 

  今年コロナショックがあり、創業のとらえ方が大きく変わったと考える。増える

のか減るのか読めない。この指標を使うのであれば注意書きが必要かもしれない。 

 

（事務局） 

  市でも気にしている点である。あくまでも参考だが、現状は、コロナ禍によって

創業者は増えている。 

 

（副会長） 

  コロナ禍により、銀座等の一等地にいい場所が空き、創業を決意したという話も

聞いたことがある。 

 

（会長） 

  新陳代謝が生まれるということは活性化しているということだと思う。 

 

（委員） 

  Ⅱ-2-（1）市内産業の活性化について、商店街の活性化支援について取り組むと

の記載があるが、これまでも取り組んできたと思うが具体的な効果が見えづらい。

具体的にどういう支援を行うのかということを記載したほうがよいと思う。 

 

（会長） 

  具体的な取組で上がってくるのではないかと思う。Ⅱ-2-（1）の指標として、「市

内法人数」が指標として妥当かという議論があると思う。商店街でいうと、シャッ

ターが下りていても法人としてカウントしてしまうこともあるだろう。一方で、コ

ロナ禍において潔く廃業する企業もあると思う。そういった面での悩ましさがある。 

 

（委員）  

  Ⅱ-2-（1）の指標について、かなりチャレンジングで大変な指標を設定されたと

感じた。さらに一歩踏み込んで、単純な売上高でなく、経常利益・人件費等付加価

値額を含めた効果を見られるとよいと思う。目標値の設定が難しいと思うが、今、

検討している数値等あるのか。 

 

（事務局） 

  コロナ禍を乗り越えるための新たな補助を検討中であるが、まだ実現するかも未

定である。数値については、補助を受けた事業者の売上高増加率の平均値をとるこ

とを想定している。目標値もロジカルに決めきれない面もあると想定しており、検

討中である。 

 

（会長） 

次に、基本目標Ⅲについて事務局より説明願いたい。 



（事務局） 

―【資料１】第２期東村山市創生総合戦略（素案） 

―【資料２】重要業績評価指数（KPI）案 

の基本目標Ⅲについて事務局より説明 

 

（委員）  

  Ⅲ-1-（1）の指標について、わかりやすくてよいと思った。しかし、ここ数年市

内で大きな犯罪が発生しており、最近転居してきた知人から安全面で不安がられた

経験もある。 

  防災も重要だが、防犯の指標もあってもよいのではないか。警視庁の犯罪統計な

どが活用できないか。 

 

（委員）  

  Ⅲ-1-（1）の基準値について、市民の実感からすると高いなと感じた。今後のス

タンスとしては自主防災組織を推進していくということか。そうすると、備品等の

予算が今後も必要になると思う。カウントの仕方が気になった。 

 

（事務局） 

  地域により偏りがあるからかもしれない。所管では呼びかけを行っているはずで

ある。設立時に申請を行い、補助金として支援している。 

 

（委員）  

  Ⅲ-1-（2）の指標について、基準値から増えたほうがよいのか、減ったほうがよ

いのかが悩ましい。 

 

（事務局） 

  現状としては増えたほうがよいと考えている。この事業には相続等で今後空き家

を所有する可能性がある方へ啓発の意味合いもある。 

 

（委員）  

  Ⅲ-3-（1）の指標について、自己採点しているものであると思うので、指標とし

て成り立たないと思う。現在できていないものをできるようにサポートするという

指標を設定したほうがよいのではないか。 

  また、Ⅲ-3-（2）の指標について、他市でもよく設定されているが、東京都全体

の値ではないだろうか。また、市ごとに差が出にくいのではないか。 

  さらにⅢ-3-（3）について、かなりチャレンジングな指標で、他市にも提案した

い内容である。ここまで掘り下げている自治体は少なく、素晴らしいと感じている。 

 

（委員）  

  Ⅲ-3-（3）について、誰もがとうたいながら、KPIを20-50歳に絞っているのは矛



盾していないか。何か意図があるのか。 

 

（事務局） 

  何も手を打たないと年齢に偏りが生まれてしまう。幅広い年齢層の方に利用して

いただくために、KPIでは年齢層を絞り込んでいる。 

 

（委員）  

  Ⅲ-3-（3）の取組で、公民館のみでなく、スポーツ系の講座等も含めてよいので

はないか。 

 

（事務局） 

  具体的な取組では、スポーツ系の事業も候補として考えている。１施策１指標と

いう中で現在の指標を選択しているところである。 

 

（委員）  

  公民館の利用者数はどのように把握されているのか。 

 

（事務局） 

  全体の利用者数の把握は難しい。講座については定員が決まっていて、受講者数

となると定員の数となり、指標としてはふさわしくないと考える。 

 

（委員）  

  定員数を増やすということはできないのか。 

 

（事務局） 

  会場の都合、またコロナ禍ということもあり、定員を増やすことは難しい。 

 

（委員）  

  定員を増やせないとすると、シニア層を排除するという意味合いにならないか。 

 

（事務局） 

  そういった面は否めないが、やはりシニア層に偏った利用を是正していくという

方向を考えている。 

 

（会長） 

  幅広い年代の方に、公民館に足を運んでいただくということは望ましいと思う。 

 

（事務局） 

  ６５歳健康寿命については、自治体ごとに公表されている。これまで、近隣自治

体の中で最も低かったため、第１期でも指標として設定し、様々な取組を行い、上



昇を図ってきたところであり、男性については１歳伸びている。健康寿命を約１歳

伸ばすということは容易なことでなく、これ以上下げたくないという思いもあり、

引き続き指標として設定していきたい。 

 

（委員）  

  Ⅲ-2-（2）の指標について、せっかく全国８位なのだから、思い切って全国１位

を目指してみては。 

 

（事務局） 

  人口10万～50万以内の自治体という枠の中での全国ランキングだが、なかなか１

位は難しい。 

 

（委員）  

  環境にやさしい都市としてのイメージアップになると思うので、目標を立てるの

であればさらに上を目指してほしい。 

 

（事務局） 

  一般廃棄物処理基本計画との整合もあるので確認したい。 

 

（会長）  

  Ⅲ-2-（1）の指標について、これから検討とのことで、どのようなアイデアが出

てくるかわからないが、どういうことか。 

 

（事務局） 

  現時点ではどういう形になるのか全く見えていない。計画期間中の５年間の中で

ここに示すステップを踏み、新たな移動手段を実現していくということである。具

体的な数値を示すことが出来ず、このKPIが今回の中で最も苦慮したところである。 

 

（委員）  

  Ⅲ-1-（2）の空き家の件について、相談内容について具体的にどのようなアドバ

イスを行っているのか。相談件数を増やすことで空き家対策にどの程度つながるの

か。 

 

（事務局） 

  具体的な内容については把握できていない。 

 

（市長） 

  具体的な内容については、私も把握していないが、空き家問題については、相談

までこぎつけるとかなり解決できると思う。 

  基本的には、相談なく空き家になっているケースが多い。当市の実態調査による



と400～500件の戸建て住宅が空き家になっている現状であり、相談件数はごくわず

かであることがわかる。 

  実際相談されている方は、持ち家の将来の方向性について決めかねていることが

多く、相談ケースに応じて、士業・不動産業者・建築業者等につないでいくために、

パートナーとなっている事業者と連携しながらセミナーを開催している。持ち主が

元気なうちにご家族とともに相談していただき、将来の方向付けをしていただくこ

とを重視している。 

  現状、市が問題としているのは、所有者不明の空き家や、相続等により多数の所

有者がいる空き家である。主体的に相談に来る方は、当事者意識を持っている方な

ので、専門家につなげることで、解決の糸口がかなり開けると思う。 

  現在、当市の空き家解決の方向性は、未然予防に重点を置いている。 

   

（委員）  

  空き家の問題は、サテライトオフィスや創業と組み合わせるというようなアイデ

アはあるのか。 

 

（事務局） 

  空き家の活用について所管から聞いている話では、市としてマッチングの支援を

行っているが、所有者と利用者の条件が合わないことが多いとのこと。利用者は、

安価で借りたいと思っているが、所有者は大切な資産なので大切に使ってもらいた

い等。実際数件マッチングを行ったが、成立には至らなかったとのことである。 

 

（市長）  

  空き家が全国的な問題となって、全国の区市町村で空き家対策協議会の設置が法

律で定められ、計画を立てている。当市でも第１次の計画を立て３年経ち、協議会

の中で具体的な施策について今後検討していく状況である。未然予防・利活用の２

つの観点で考えている。利活用については、民間主体で行われるのが理想だが、難

しい場合に行政が間に入ることも考えられると思うが、民・民の契約にどこまで行

政が入るのか、法的・財政的な面も含めて問題もある。 

  空き家の利活用の面では、自治体の立地条件においてかなり変わってくるが、当

市では駅から徒歩圏内ではまだまだ需要があると考えている。公共的に借り上げを

して市民に安価で貸していくという視点も今後入ってくるのではないか。 

 

（委員）  

  Ⅲ-1-（2）の空き家の記載については、戸建て住宅についての記載のみに感じる。

マンション等の集合住宅は一度に空き家になることはないものの、老朽化等の影響

により、廃墟となり、治安悪化の可能性等が出てくるものもあると思う。 

  具体的な施策の部分に、集合住宅に居住している人向けの施策の記載も有効では

ないか。 



（会長）  

  現在、１施策１つのKPIを設定しているが、項目によっては複数のKPIを設定する

のもよいのではないか。また、提案いただいたKPIは、毎年成果の測れるものとして

いるが、適当なKPIがない場合は、内容に沿ったKPIを設定できるよう、数年に１回

取れるものでも、よいのではないかと思うがいかがか。 

 

―意見・異論なし― 

 

６．その他 

 

（事務局） 

次回の協議会は１月 15日（金）・18日（月）・19日（火）の中で予定している。

改めてご連絡する。 

 

―意見・異論なし― 

 

７.閉会 武岡地域創生部長 挨拶 

 

以上― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


