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第２期東村山創生事業提案 意見一覧 

＜整理の考え方＞ 

・頂いた意見を基に、既存の基本目標や基本的方向、具体的な施策と関連する内容については、適宜分類しています。また、意見内容に合わせ、見出しを設定している場合があります。 

基本目標１に関する意見 

基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

１ 結婚～

出 産 ～ 子

育てまで切

れ目のない

支援 

（１）結婚を希望する若い

世代への支援 

◆趣味婚の推進 

（背景） 

・市内独身者の７割は結婚したいが結婚していない。結婚していない理由は「適当な相手にまだめぐり会わないから」が最も多く、行政による結婚支援策の必要性を感じている。 

（施策） 

・市によるサークル活動の開催。継続的に出会う「同じ趣味の友人を作る」事が出会いの機会を拡充する事に繋がると考える。 

◆「結婚式・写真の前撮り・披露宴」を東村山市で！？  

（現状） 

基本目標１の「結婚・出産・子育て」の「結婚」は「～希望をかなえる」にはつながらないのではないか。「出産」については妊婦健診・不妊治療の補助、「子育て」は様々なサポートがあるが、「結婚」については「結

婚を希望するようにする、出会いの場を作る（出会わせる）」というのはサポートできない。 

（取組） 

「結婚」についてサポートできることは、有料で市役所婚（市役所の会議室を格安で披露宴会場にする、引き出物は東村山産の野菜・くだもの）や市営公園を前撮りの写真撮影用に許可する等くらいではないか。 

（２）安心して出産し、子ど

もの健やかな成長を促すため

の支援 

 

◆出産可能な病院の誘致 

（背景） 

・現在、東村山市内には分娩が可能な産婦人科が存在しない。それにより、出産を考えた世帯が住むまちを決めようとした際、それを理由に東村山市が定住対象より避けられてしまう。 

（施策） 

・医大や学会に働きかけ 

・市や国で産婦人科設立。（大きな病院でなくとも良い。産婦人科だけならコスト◎では？） 

◆小児科の誘致 

（背景） 

・現在、東村山市内には小児科が不足している。そのため連日既存の小児科に患者が殺到している状態となっている。（分布に激しい偏りにより、予約不可だったり、待ち時間が長い） 

（施策） 

・小児科の誘致 

◆出産費用の支援（出産までの検診費用の自己負担無償化） 

・出産に係る定期健診費用を実質的に全額補助し、産休や休職、退職をした女性でも安心して出産が出来るよう経済的支援を行う。 

（３）子どもを産み、育てや

すい環境の整備 

◆子供手当て対象の拡充 

（背景） 

・出産を控える背景に重い教養育費用負担がある。（生活難が主な原因の 1 つ）経済的支援に関してはどの自治体も似たような支援状況である。（短期的な支援ではなく長期的な支援が望まれる） 

（施策） 

・子育て世帯限定で毎月市内のみで利用ができる商品券の送付(毎月)。近隣自治体との差分を示し、流入の後押しの要素とする。転校しづらくなる小学校２年生になるまで配布する。市内定着を誘える効

果も期待できる。 

◆義務教育就学児医療費助成制度の強化 

（背景） 

・出産を控える背景に重い教養育費用負担がある。（生活難が主な原因の 1 つ）経済的支援に関してはどの自治体も似たような支援状況である。（短期的な支援ではなく長期的な支援が望まれる） 

（施策） 

・助成の範囲を「通院 1 回につき上限 200 円を除いた金額」から「全額助成」に変更する。 

・近隣自治体は一律「上限 200 円」のため他の街にはない特性になる。子供が病院に行くケースは少なくはないため、子育て世帯への恩恵は強く、住民より他市住民への口頭連携等も期待できる。「子育てす

るなら」の判りやすい広告塔になりえる。 

・助成金額が例年の「支給回数 x200 円の増加」になるため、増加コストの予測が容易である。 

◆市内各地のおむつ交換所・子供用トイレ整備 

（背景） 

・幼児と出かける際に必ず気になるのがトイレ問題だが東村山市は極端に整備状況が良くない気配がある。 

（施策） 

・市内の授乳室・おむつ替えスペース・幼児用トイレ設置推進。 

【資料３－１】 

令和２年１月１６ 日 

第３回東村山市創生総合戦略推進協議会 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

・特に公共施設や公園のトイレの不衛生さは深刻。（和式のみとか） 

・予算的な懸念が強い際は「施設命名権売却」の利用を考えては？ 

・東京都の赤ちゃん・ふらっと事業やアプリに対し情報を意識的に流布。子連れが歩きやすいまちのイメージをつける。 

・災害対策としても非常に有効。 

◆子供が主役の公園の設置 

（背景） 

・東村山市内にはいくつも公園があるが、休日子供を連れて遊びに行ける公園は意外に多くはない。 

・遊具がない、交通が不便、トイレが不衛生等が主な理由と考えられる。そのため、休日は車で市外の公園や AEON へ行くケースが多い。 

（施策） 

・遊具の充実、交通の便が良い、トイレが衛生的（おむつ交換可能）な公園を設置する。（新設ではなく改修でも可能）「昭和記念公園」や「川口グリーンセンター」のような環境を準備できれば近隣からの来

客増も見込めるのでは？（ただし、近くに航空公園があり、ここと比較される事になる。航空公園以上の魅力付与もしくは差別化を行わなければならない。） 

※東村山中央公園は致命的に交通の便が良くない。シャトルバスや新規駐車場の設置が必要と考える。唯一駐車場が大量にある運動公園は遊具がない。 

・公園の禁則事項見直し 

「公園のチカラ LAB」編集室が行った公園の禁止事項に関する実態調査によると、首都圏では調査対象の 100％の公園で野球・サッカーを禁止している。こうしたキャッチボールができる公園の解禁と「すみ

分け」については、国や自治体でもすでに推進していく動きがあり一律に禁止するのではなく、地域住民とルールを決めていく仕組みづくりを提言している。（乳幼児や幼児と保護者のボール遊びは禁止から除

外）クレームや危険性で一律禁止にせず、うまい落としどころを設定することで子育て世帯の誘致を後押しする事になる。（主に対処したい禁止事項は大声禁止、花火禁止、遊戯禁止等）近所では萩山

町の公園でクレームにより子供の公園遊びが制限されたらしい。 

◆日本一安全な通学路 

（現状） 

・通学路の安全対策として「グリーンベルト」があるが、学校周辺のみの狭い範囲でしかない。 

（取組） 

・全通学路（狭い道路は車道までも）全部「グリーンベルト」にするのはどうか。狭い道路、見通しが悪い、車通りが多い等、危険な場所は切りがない。しかし、日本一安全な通学路を目指すことは可能である。 

◆保育施設の充実化 

（背景） 

・市民アンケートにて保育施設の充実化は強い要望として存在する。また、待機児童解消は必要。 

（施策） 

・駅型保育園を創設する。10 年後に少子化により削減はあるが残せるクオリティを目指す。ターゲットは西武新宿線、西武池袋線を通勤路線とした子連れ世帯。（西武鉄道「Nicot」）良質な保育施設の存

在は居住希望者の増加に繋がると考える。 

（確認事項） 

・特定子供・子育て支援施設の追加認定により開設のハードルが下げることにより保育施設の追加対応をしているとの噂を聞いた。それが事実であればクオリティが伴っているのか不安。抜き打ちチェック等の高ク

オリティを維持する仕組みを検討するべきでは？ 

◆共働き世帯の子育てサポート事業 

・待機児童増加（2018 年 5 人から 2019 年 91 人）を受け、保育の受け皿を拡大 

・小規模保育施設の新設への補助 

・役場敷地内に公設公営 

・市内に転入した保育士への賃料補助←（保育士の人手不足が社会的問題となっている現状下、市への定住も視野に入れ、保育士を囲い込む施策。近隣他市へのプロモーション強化含めた検討が必要） 

◆一時預かり保育、病児・病後児保育、お泊まり保育などの支援の実施 

・多摩地域の清瀬市の施策。 

・共働きかつ祖父母にも頼れない夫婦が多くなっている状況を踏まえ、急な日程であっても、一時的に子どもを預かれる施策は非常に有効（小さな子どもを持つ親としてはありがたい）。 

・共働きの夫婦にとって、保育園等は病児などを預かってくれない。子供が急に熱を出した場合など、会社を休まざるをえなくなる。特に 0～5 歳までの子供は急な熱が多く、頻繁に会社を休むとなると、会社にとっ

ても主要業務を任せられなくなる。このような急な対応も可能とすることで、安心して働くことが可能となる。 

◆子育て預かりサポート事業（既存事業） 

・乳幼児を一時的に預かる事業を実施する事業者を募集し、選考された事業者に対して補助金を交付し、乳幼児を持つ家庭の育児を支援する。 

◆休日窓口の充実化 

（背景） 

・大半のサラリーマンは平日仕事であり市役所に用がある際には半休・全休を取らざるを得ない。不便。（大半が制限のある有給消化） 

・電話予約サービスもあるが周知率は高くないと思われる。マイナンバーによるコンビニ発行もあるがマイナンバー自体の普及率はイマイチ。 

・各種相談窓口は平日しか空いていない。 

（施策） 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

・土曜日もしくは休日の窓口開設。 

月１回だけでも効果はあると予想される。前後の月曜日または金曜日に代休を取得すればコスト上昇を低減可。しかし可能であればシフト等で両日半日以上の稼動が望ましい。（定休日を金土休等の

片方平日にできればベストか。土日休みの現状は大半を占める平日労働の住民のニーズと乖離している）また、休日に市役所を稼動するメリットとして、近隣親子連れがオムツ替え等の拠点として市役所近

辺（主に天王森公園）に足を伸ばしやすくなる。 

・電話予約サービスの地域サービス窓口受け取り 

現在、受け取りは市役所のみでしかできないが、地域サービス窓口でも受け取りを可能にする。交通弱者に対するメリット大。 

・住民が「便利！」と感じる事が多ければ市のファンになり積極的な宣伝が行われると予想される。 

（備考） 

・相談窓口は予約制でもよい。 

◆学童 長期休みの完全給食 

＜現状＞ 

現在はお弁当制で、保護者は衛生面に不安（特に梅雨～夏）を感じながら対応している。近隣他市では試験的に宅配弁当を実施しているところがある。 

＜取組＞ 

東村山市では、小学校の給食センターを利用して、学童に給食を提供できるのではないか。給食センターで働いている人の雇用の継続にもなるのではないか。（給食センターの仕事は、夏休みの１か月は仕事

がない、または別の場所へ派遣されるのがデメリットと聞く。） 

◆中学校の完全給食制 

＜現状＞ 

東村山市は東京都内でもごく少数の「家庭弁当との選択制/ランチボックス」の選択制である。区市でも完全給食が多いので、取り残されている感じがする。ランチボックスは冷たく、美味しくないと生徒の声もあり。

お弁当の生徒はコンビニの菓子パンや登校途中にファーストフードを買ってくることもあると聞く。家を建てるとき（定住地を決めるとき）子育てのしやすさを考慮して「東久留米」や「清瀬」と比較する声が多い。東

村山市は「中学校に給食がない」という批判的な声が多い。 

＜取組＞ 

衛生面・栄養バランス等の配慮から完全給食を整えてほしい。民間委託、他の給食センターからの配送等、柔軟に考慮。完全給食の区市を参考にできるはず。 

小学校給食と同様、地産地消で東村山産の野菜・果物を使うことで、農家の収入・意欲向上、中学生の東村山市への愛着につながる。 

【新規】 

既存実施事業のプロモーショ

ン強化と差別化 

◆「ゆりかご・ひがしむらやま事業」のネウボラ事業としての魅力的なキャッチコピー作成 

・東村山市が実施している具体的施策は非常に良い取組みだと考えます。一方、その取組みをどの程度市民が認識しているのかは疑問。良い施策や取組みをしていても、プロモーションが不得意であり、対象市民

が認識していないことが大半。なので、プロモーション（アピール）手法の構築、実施に関しては、従来以上に予算を確保し、コンサル等入れることが必要。 

・その手始めとして、「ゆりかご・ひがしむらやま事業」のキャッチコピーを作成。現状のフレーズはキャッチコピーとは言えず、取り組み内容が十分伝わらない。対象者が気軽に口ずさめ、かつ取り組み内容が分かるキャッ

チコピーを作成することは一考だと思います。 

２  子 ど も

たちの心身

と も に 健 や

かな成長へ

の支援 

 

 

（１）「生きる力」を育む教

育の推進 

◆ICT 活用検討について 

（背景） 

・市内小中学校全校に５～６個のタブレットが配布されている認識。授業に活用するには数が少ない事もあるが、せっかくあるタブレットは有効に活用していただきたい。 

（施策） 

・ロボットプログラミングの導入 

「embot」のようなロボットプログラミングをクラブ活動に導入。開発に興味ある子供たちに開発機会を与える。公式大会もあり、市内対抗でイベントを開催すると面白いのでは？メディアに対する話題性も十分。 

※プログラミングの授業でやれると尚良いが、現状の授業状況や教員のスキル、疲労度等を鑑みるに厳しいのではないかと予測。近隣市がやっていない事をやる事で差をつける。 

・モニターに接続した PowerPoint のプレゼン実施 

少ない台数で授業の範疇で活用可能。なにより多くの企業で使用しうる技能であるため。 

※ただし PowerPoint でプレゼン資料を作る環境は必要。 

◆読書通帳サービスの提供 

（背景） 

・市民アンケートより子供たちの学力向上は、大きな関心ごとである。 

・読書は学力向上の基礎であり重要事項であるが、読書離れの深刻化が嘆かれる。子育てに力を入れるのであれば「学力向上」のため読書を推進する糧となる要素は検討していただきたい。 

（施策） 

・読書通帳サービスの提供 

読書通帳を配ることで本を読んでもらうきっかけとなる。（小中学生に通帳を配布） 

・現在、本機能の普及状況は少なく、うまく PR できれば近隣市の住人が当市に足を伸ばす理由になる。近隣市がやっていない事をやる事で差をつける。 

◆図書館学習スペースの拡張 

（背景） 

・市民アンケートより子供たちの学力向上は、大きな関心ごとである。 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

・学生が自宅以外で勉強する場所は経済的事情より図書館が選択されることが多いが供給が足りていない。 

（施策） 

・図書館学習スペースの拡充 

20:00 頃まで開いている学習スペースを設置する。 

①個々に仕切られた個人席  

②室内無料 Wi-Fi 完備 

③全席、照明器具、電源付き  

④スマートフォンやパソコンの利用可  

※時間帯を定めて社会人の利用優先（学校時間）とするとコワーキングスペースの確保にも繋がり起業促進にも。 

・予算的な問題があるのであれば、都営住宅跡地に都（国？）に図書館の設立を要望する。（近隣にないため話としては一考してもらえるのでは？） 

◆市主催のセミナーの拡充 

（背景） 

・現状でも様々なセミナーを開催しているが、魅力的なものが少ない。 

（施策） 

・子供が興味を持ちそうなテーマを導入する。 

・ハンズオン等で支援している企業の力を講師として借りる。 

◆資格試験の試験料金補助 

（背景） 

・市民アンケートより子供たちの学力向上は、大きな関心ごとである。 

（施策） 

・静岡県袋井市で行っている施策。試験料金を補助し 1,000 円程度で資格試験を受けられるようにする。 

・併せて試験会場も市内に確保するように積極的に立ち回れば効果はさらに高い。 

・子供向けには英検、TOEIC、基本情報処理試験、簿記検定 

・大人向けにも対象の資格があると経済活性化（就業率向上） 

・母親向けには医療事務、経理事務、マイクロソフト関連 

・中小企業診断士、司書の場合は施策○○と組み合わせ市で雇用→経験を積む道筋をつけておくと尚有効か。（市が欲しい人材の育成に使う） 

・その他に宅地建物取引士、FP、危険物取り扱い等備えておいた方が良い基礎知識や即仕事に繋がる資格などが有用か。 

・支払い名前入りの受験票の提示等を条件に不正受給を防ぐ。 

【新規】 

子どもたちの学習機会の充実 

◆「キッズアカデミー」とのコラボレーション 

・金融教育の一環。2005 年に誕生し、14 年目を迎えた 2018 年は、全国で 228 回開催し、計 3,929 人の小学生が参加したイベント。詳細は以下の URL ご参照。 

https://www.resona-gr.co.jp/academy/about/ 

・金融教育といっても堅苦しいものではなく、様々な企業とコラボレーションして開催。地公体ともコラボしています。市役所の裏施設？を見学、子どもたちだけで議会を開催してみるなど。 
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基本目標２に関する意見 

基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

１ 都市農

業の育成・

振興 

（１）農業経営基盤の安

定・強化 

◆農業経営基盤の安定・強化・新たな取り組みの促進 

・経営改善計画と共に、栽培品種の増加または、選択と集中、農業者合同での 6 次産業のすすめ、新品種への取り組みへの補助金など。 

（２）地元農産物の消費

拡大 

◆マルシェの広域連携による活性化 

（背景） 

・「久米川マルシェ」のように定期的な農産物即売会を行っているが、規模を拡大し集客力を強化したい。 

（施策） 

・近隣市、姉妹都市、友好都市と協議しマルシェの参加店舗を拡充する。他都市販売者は商機であり、規模が大きいイベントの方が来訪者増が期待される。店舗は全体的に軽トラを利用した販売を中心と

し、出店、撤収を簡便化する。 

・マルシェ開催の際は近隣駐車場を確保し、車で参加可能なように配慮する。 

・軽トラ市に関しては東京近郊ではさかんに行われている様子はない。 

◆駅前で野菜販売 

＜現状＞ 

農家の軒先で販売しているが、駅から離れているところが多く、夕方（4～5 時頃）には片づけてしまっているところが多い。 

＜取組＞ 

仕事帰りや夜に、駅で新鮮な野菜を買えることが東村山市の大きな特徴になるのではないか。農家の「売れ残り」問題も軽減。「東村山市は、毎日駅前で新鮮な野菜・くだものが買える」ってすごい。 

２  地域に

活力を生み

出す産業の

振興 

（１）起業・創業に対する

支援 

◆図書館へのビジネス支援サービスの付与 

（背景） 

・税収増のために可能な限り企業を誘致したいところだが用地の関係上、大規模な企業誘致は難しいと言わざるをえない。そのため、地元の起業や企業の成長を促進する仕組みを作ることやその環境を目当てと

した小規模企業の誘致を促進する施策を検討したい。 

（施策） 

・ビジネス支援資料の管理・提供による他社・業界リサーチ支援 

・ビジネス支援データベースの契約 

・スタートアップカフェの設置 

◆子供を遊ばせながら仕事ができるカフェ創設 

（背景） 

・子連れ世帯の事業者の労働環境確保は非常に難しい。通常のコワーキングスペースや喫茶店も使えず、起業の足かせになっている事が予想される。 

（施策） 

・子供を遊ばせながら仕事ができるカフェ創設「有隣堂 ららぽーと立川立飛店」や「池袋親子カフェピクニック」のように子供を遊ばせながら事務仕事、打ち合わせができる環境。 

・近隣には同様の施設は少ないため、喫茶店併設で他市からの需要も見込めるのでは？ 

◆創業サポートの更なる充実 

・創業後の融資や納税、決算処理の講座、マッチングやコミュニティ紹介など。ほか、創業前の困りごとの解決や、知っておいたほう良い情報を生の声で聞ける会合の開催など。※小規模ならリアルにお届けできるの

で尚良し。 

・とにかく創業にはエネルギ―が必要であり、創業時から正確な判断力をすべてに使うことが難しい。だからこそ、苦手分野や知らないことへの情報ツールや手助けになる(ひと、もの)が必要。 

◆円滑に資金調達ができる体制の整備（起業、創業から事業の拡大に向けた金融面での支援） 

・起業、創業セミナーの開催時に、東村山市の融資制度の取扱金融機関が輪番での個別相談に応じることで、円滑な資金調達に向けた支援体制を整備する。 

◆副業促進のための企業・市民への支援 

（背景） 

働き方改革の結果、生活の実態として余暇はできたが収入減につながっており、企業も働き方改革の名のもとの人件費の抑制が経営として蔓延している。結果として副業の必要性やパートの掛け持ちの必要性

が高まっている。 

→市内企業に対し、市内在住の社員へ市内での副業を促進する制度を持つ企業へなにかしらのインセンティブを付与、また実態に対し更なるインセンティブの付与や制度を利用する市民に対して保育施設利

用の実費（おかず代やお菓子代の数千円/月）の完全免除や自宅や会社に近いなど個人の希望保育施設へ優先入園、働き先の都合で柔軟な対応や一般の育児補助を大きく超える優遇を制度として

作る。（保育園、幼稚園など施設及び許認可等問わず、育児施設全般を対象とする） 

予算や利用者の予想などの検討が必要とは思うが、予算ありきだとインパクトに欠けると思う。施策は先行投資で市民サービスを充実させて個々の家庭から生活にゆとりを作り市内消費拡大や市内起業誘致に

繋がる第一歩となると考える。長期、中期計画で創生事業の一つとして組み込むのが効果的であり、単体での制度構築運用は財政負担が大きく充分な市民サービスが無理と考える。 

◆店舗の空き時間をシェア（東村山で副業） 

＜現状＞ 

店舗の空き時間をシェア活用。火曜日の美容室、午前中の居酒屋、日曜日の学校・学童、空き家   等 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

＜取組＞ 

前回会議で「副業を東村山市で！」という発言からの発想。起業やカルチャースクールを開きたくても「場所」が大きな問題。アクセサリー工作、編み物教室等、教えるノウハウがある主婦は多い。駅近くの店舗であ

れば、農家の野菜を販売等。行政はマッチング企業（コンサルティング）のような役割を果たせるのではないか。 

◆テレワーク推進事業 

サテライトオフィスやコワーキング等のテレワーク環境を整備し、子育て中やフリーランスの働き方を支援する。市がハードを整備するのではなく、担い手を支援する制度 

◆都心の会社に行かなくても出来る仕事の支援（子育て世代及び高齢者が電車に乗らなくても良い職場環境を整備する） 

民間の空きテナントおよび空き家などを東村山市で借り上げコワーキングスペースとして運営をしていく。（運営は民間委託でもよい） 

（２）市内産業の活性化 ◆商店街活性化 

（背景） 

・経営者も高齢化するなど、商店街の置かれた環境は厳しさを増し１８の商店街の多くがシャッター街と化している。 

・市民の要望で商業地の不足は上位に来る懸案ではあるが地元商店を駆逐してしまう大型施設の誘致は難しい。 

（施策） 

・商店街のテナント街化の提案 

現オーナーに対し、商店をテナント貸しすることを提案する。テナント貸先は市によりネットを使用した全国公募の実施。（地域から東京に進出したい、都心から支店を出店したい層を狙う）ただし、この動き

は商店街オーナーに歓迎されない可能性が高い。商店街の活性化は本当に必要なのか目星をつけ今後の対策を加速する。 

◆借地型商店街の創生 

（背景） 

・経営者も高齢化するなど、商店街の置かれた環境は厳しさを増し１８の商店街の多くがシャッター街と化している。 

・市民の要望で商業地の不足は上位に来る懸案ではあるが地元商店を駆逐してしまう大型施設の誘致は難しい。 

（施策） 

・借地型商店街の創生 

市の用地（新宿線高架化により生まれる空きスペース）や公共施設統廃合により生まれたスペースに対しテナント貸しした商店街を作る。既存の商店街と比較すると、オーナーが自治体であるためテナント

の入れ替えが容易に行えることからシャッター街化に対する対策を進めやすい事がメリット。 

◆企業認証と支援プログラム 

（施策） 

・企業を認証し、その企業の信用力やブランド力を高め間接的にその企業の活動を支援する。 

・優れた技術や製品を部門分けし評価して企業を表彰。（市内起業を対象に、立川市で実施事例あり）表彰した企業は市お墨付きの優良企業として広く公開する。 

・「飲食店総選挙の実施」（大牟田市 看板メニュー総選挙）市外事業者も対象とし、優勝社には駅近くの土地を１年間無償でテナント貸しする。（市外事業者を入れる場合にはフェス形式。まちの食べ歩

きイベントの形式にするのであれば市外事業者は指定不可。優勝するような事業者を市内に誘致できると考えると、一定期間のテナント料を回収できなくとも利益になりえるか。） 

◆豊島屋酒造の日本酒の営業支援 

（背景） 

・「酒蔵からはじめる販路拡大・交流ビジネス事業」と謳い、東村山市の観光資源として推している商品の PR を加速させる。 

・豊島屋酒造の日本酒はこれまで全国新酒鑑評会にて幾多の金賞を受賞しており「江戸東京の地酒」として地歩を固めつつあるがその事実は市民の間でも殆ど周知がなされていない。 

（施策） 

・市長の出張等の移動時に酒造の営業を同伴、現地の取扱業者開拓支援 

視察や姉妹都市の訪問し文字通り販路を拡大する。（広島県では県をあげてのフランスへ売込の事例）１社単独での開拓は難しいが自治体同士で紹介する等機会を作ることでハードルは下がるはず。イ

ンデペンデンス市は日本酒最大の輸出先である米国。（中国は日本酒ブームらしいが原発事故による輸入規制のせいで厳しい） 

・日本酒関連イベントへの出展支援 

日本酒に関連するさまざまなイベントに対する出展費用を支援。豊島屋酒造の認知度を押し上げる。 

（備考） 

・海外輸出は煩雑かつ様々なコストがかかるが、大手サービスだけではなく Shippio などの中小企業をターゲットにしたサービスの導入も検討しても良いかも。（見積り無料） 

◆市内企業に対する社宅の誘致 

（背景） 

・東村山市内に勤務地があるのに、社宅は他市に存在するケースがある。 

（施策） 

・社宅の誘致。空き地として使われていない土地を企業に紹介し社員寮を設置してもらう。 

・確実に現役労働世帯が増加するため税収の増加が期待できる。一度市に住んだ従業員がまちに魅力を感じれば寮を出てもそのまま居つく可能性も。また、環境が整った企業が拠点を移動しづらくなる事も期

待される。 

・必要に応じ融資の金利優遇等の支援も視野に交渉を進める。（多少お金がかかっても長期的には増収が狙えるのでは？） 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

◆市内企業の雇用増推進 

（施策） 

・雇用に対する補助金・助成金 

企業から自治体に対する支援要望は「設備投資の補助金」「税金軽減」そして「雇用に対する補助金・助成金」といった金銭的支援が望まれている。市内の雇用を増やす事は、人口減少問題解決におい

て重要事項と考える。 

◆ジョブシェアセンターバージョンアップ 

（背景） 

・ジョブシェアセンターの現状として、1/3 は市外の人間が勤務していると訊いている。市内のニーズは倍率 50 倍ほどあるのに関わらず PERSOL 社が市のコンセプトを遵守できていないと思われる。（募集２名応

募 100 名） 

・市のホームページには「フルタイム勤務から、週 1 日、3 時間の勤務など、多様な就労ニーズに対応」とあるが、 実態が伴っていない 

（施策） 

・市民の雇用数による賃料優遇を行う（インセンティブ、パススルー型の採用）市民の雇用数が少なければ賃料を値上げする契約を結びなおす。（短時間労働市民を多く雇用すると PERSOL 社にメリット）

下記方針で雇用しやすくなるよう誘導する。この事により、市内雇用創出の恩恵を広げる事が可能 

午前中：幼稚園～保育園に子供を預けている母親をメインに雇用 

午後 ：小学校以上の子供を抱える母親、リタイア世代を中心に雇用 

（３）観光まちづくりの推進 ◆桜通りで東村山の食材を売りにした食品フェスの開催 

（背景） 

・東村山市には外部の人間を呼び込むようなイベントが少ない。より多くの来街者を呼び込み市内消費の拡大に結びつくよう観光資源の魅力向上を図る。 

（施策） 

・ピザフェスティバルの開催。（イタリアンフェス）ピザによる農産物の PR だけではなく、日本酒、クラフトビールを PR する。野菜は形が悪く売れないＢ級品を中心に使用する。（Ｂ級品が発生する時期を開催月とする） 

◆新たな観光スポット創出（道の駅） 

（背景） 

・東村山市は交通の便で優れているのにも関わらず市外から人が流入する理由が弱く、関係人口の伸びが今ひとつ。 

（施策） 

・子供のプレイスポットを創出する。（参考：伊豆ゲートウェイ函南 めんたいパーク） 

雨でも遊べる。出入り口がひとつ。駐車場充実。トイレ関係充実。という条件を満たせると市外からも頻繁に人を呼べる。（日帰り）このプレイスポットをメインに据え、地元特産品販売所、食事できる店を置く

事で経済活動の活性化も期待される。 

（ターゲットは子連れ。子供が来るところには必ず親がついてくる。子供が長時間滞在する事で、その近辺の消費活動が期待される）電源を設置すると子連れのコワーキングスペースとしても人を呼べる事が期

待できる。（駐車場無料で食事やコーヒー、特産品売上げで稼ぐ） 

◆都立八国山緑地・北山公園の開発 

（背景） 

・都立八国山緑地の管理について、所管の土地に関わる東村山市も関与しているのであれば公園の機能が市民に利益をもたらす方針を提案していただきたい。 

（施策） 

・せっかくトトロゆかりの地域なのだからその特性を活かす。トトロや猫バスのモニュメント（遊具）を配置する。 

・清潔なトイレの整備。（不衛生、トイレがないとのコメント散見） 

・駐車場の設置もしくはシャトルバス運行等行きやすさの向上。 ※八国山緑地の管理に口出しできないなら北山公園でやるのはどうか？ 

【新規】 

地域の農業を活かした産業

振興 

◆農家で農業体験＋宿泊出来るような環境の整備・受け入れ先の支援 

・農業体験・宿泊事業 

・都心に近い立地ながら農家の多い地域特性を活かし、海外からの旅行者等を受け入れ、農業体験をしてもらう。（可能であれば宿泊まで） 

⇒そのためのプロモーションには一工夫必要。 
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基本目標３に関する意見 

基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

１ 地域の

個性を活か

したまちづく

りの推進 

（１）地域主体のまちづくり

活動の推進 

◆シルバー人材活用 

（背景） 

・現役リタイアしたが社会貢献の意欲が高い人材は多く存在する。そういった方々はシルバー人材センターに登録を行うが、いまいちスキル活用をできていないように思われる。 

（施策） 

・市施策に対する専門家の活用 

別項で触れた施策に対し専門家の力を借りられる環境を整備する。安価で専門家を協力者にすることができる Win-Win の関係となる。（雇用ではなく本委員の扱いのように協力者として）市民からの要

望に対し派遣するサービスもおもしろい。 

例）①市の特産品営業→商社出身者、営業出身者をアドバイザーとして同行。 

②おむつ交換台整備→大工経験者に作成してもらう。 

③公共施設建替→建築関連業者をアドバイザーとして委員に登録。 

④セミナー講師→各専門職に講師の依頼 

◆地域と住民のより良い関係づくり（高齢者の方や子供が快適に日中を過ごせる施設の提供） 

・高齢者と子供の共有施設の設置。市に登録した高齢者がお世話をする。子供を預かってほしい家庭の利用を想定。高齢者雇用促進にも寄与。市民に対しては市で補助金を出し、安価利用を検討。 

◆リビングラボの推進事業 

・地域住民、企業、行政等が参画し、実験を重ねながら社会実装するオープンイノベーション。 

（２）地域の暮らしの安全・

安心の確保 

◆駅周辺治安回復条例の設立 

（背景） 

・主要駅（久米川駅、秋津駅）において毎日同じような人達が集まり、飲酒や喫煙をしているのを目にする。2019 年市民意識調査やオープンハウスに意見記載アリ。特に久米川駅は指摘多 

（喫煙、飲酒、北口ロータリーでの未成年者の喫煙、秋津駅周囲は立ションが多） 

・駅前の迷惑行為は市内外両方の人間にイメージダウン。市民から見たら駅前に子供を行かせる事の不安。（治安）宴会のごみを散らかされる事による衛生面の低下。市外の人から見た場合は転居対象とし

ての魅力減要素となる。（姪浜駅 中高年 迷惑ベンチ） 

（施策） 

・路上飲酒禁止条例の制定ハロウィン騒動により渋谷でも制定されている。このケースと同様、違反した際の罰則は設ける必要はなく、市や警察にて飲酒中止の指導をする土壌ができれば良い。 

◆オレオレ詐欺の撲滅 

（背景） 

・東村山警察署管内の特殊詐欺の被害は今年 1 億 2 千万円にものぼり、伸び率では警視庁管内ワースト１。 

・市外から東村山に来た人に、警察が職務質問をするケースもあり、治安の悪いイメージが広がりつつある。 

（施策） 

・迷惑電話フィルタサービス機能を持つ電話の導入補助。警察や自治体から提供を受けた迷惑電話番号情報と、全国のサービス利用者からの通知情報をもとにしたデータベースから、迷惑電話番号リストを定

期的にダウンロード。そのリストの番号からかかってきた電話は、呼び出し音を鳴らすことなく自動で着信拒否。ランニングコスト 300 円/月本体代金 1 万円程度 

・老人（親）が安心して住める場所は、親の面倒を見る名目で子世帯が住むケースが考えられる。 

・少なくとも治安が悪いイメージを払拭する事は急務。 

◆ハザードマップの改善 

（背景） 

・度重なる台風の被害により各地域の災害対策が注視されている。 

（施策） 

・空堀川・柳瀬川の治水。都が主導している事業だが市からも積極的に事態の解決に協力していく。 

 参考：柳瀬川・空堀川流域連絡会 

 

【新規】 

災害から命を守るだけでなくコ

ミュニケーションから生まれる防

犯に強い地域を目指し安心

して住めるまち 

◆年に数回（最低でも冬・夏の 2 回）本番さながらの避難訓練の実施 

公民館、学校など避難所に指定された場所で実際に１泊の避難生活を体験する。 

避難訓練中は消防による AED の使い方、減災に対する工夫などの講習会の開催をするが参加者の興味を引くよう遊び心を入れて行う。遊び心を入れるためには民間のイベント会社やアウトドア活動に精通した団

体や企業、ボランティア団体にも企画運営に参加してもらい、防災グッズの紹介や体験、炊き出し等の体験などを行い、１泊の避難訓練中は不便も含めて体験する。 

危機管理として本当に体調不良者の発生も考えられるので医者は常駐する。もちろん無料の健康相談も行い、健康不安や体の不自由な方の参加しやすい開催を重視する。 

テレビ等マスコミを利用して市内外に発信できるような内容にすることは重要であると考えられる。 
※効果・・・本番さながらの模擬避難を定期開催することは地域のコミュニティを強化し防犯だけでなく、高齢者等一人暮らしの住人の存在を各地区で再認識する機会が得られる。地区の消防団や民生員との参加

協力で更にコミュニティの強化には期待ができる。地域で守り地域で育てるその集合体の東村山市ができ、活気あるまちの創生にむかう。 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

２ 生涯元

気なまちづく

りの推進 

（１）地域包括ケアシステム

の構築と健康づくりの推進 

◆ライフシフトの推進事業、プロボノ事業 

マルチステージで社会とかかわり続けられる環境の整備。 

◆地域社会や子育て世代の繋がりを形成し、助け合いの精神を育む 

・子供（含む親）とお年寄りの活動出来る場の確保をし（例えば集会所などを利用する）、大人も子供も自由に参加出来て、同じ目的の遊びをする。 

＜例＞ 

昔ながらの遊びを教えてもらう 

パン作り（学校などの施設を利用させてもらう） 

スポーツ（オリンピック種目のボッチャは面白かった） 

バザー開催など 

・補助金システムにして参加した人数分の補助金を申請できるようにする。 

⇒・今般、近所に誰が住んでいるかもわからない（名前や顔を知らない）ため、まず、近隣の方を知ることで防犯に繋がる。 

・高齢者の方の生きがいの発見や専門知識のある方の力の発揮に繋げる 

（２）地域における支援体

制の強化 

◆福祉の町 ひがしむらやま 

（施策） 

・介護環境を強力に整備する事で、要介護年齢（が近づいた）の両親のサポートを強化。それによりこの地域に子世帯が定住するよう後押しする。（市民限定で使用できる施設） 

①施設内の入居対象の細分化 

（要介護の５段階で大分類的には入居対象は整備されているが、現状、その幅はまだ広く介護スタッフへの負担に直結している。介護スタッフへの負担減を行う事でサービスの質が向上し誘致に繋がると考える） 

②介護施設の探し方、良質な介護施設の見分け方を市で積極的に案内 

要介護年齢（が近づいた）の両親がいる世帯をまとめて説明会の実施を行う。その上で優秀な施設を案内する。 

◆健康促進のため、老若男女問わず誰もが利用できるような総合運動場の建設 

中規模から大規模の総合運動施設を建設（既存公園整備も可）。市民は利用料を低く抑える。また、高齢層を事務員等で雇用することで、雇用促進にも寄与。 

3  良 好 な

住環境の維

持・向上 

（１）公共施設の最適化 ◆複合化の際の交番施設複合 

（背景） 

・商業施設等と学校施設を組み合わせる場合、不特定多数の人間が学校に来るようになるため、子供の安全性に疑問が残る。（危険人物の進入が容易になったり、駐車場の事故等のリスク）そのため、交

番を複合化施設に入れることで危険の抑止をご一考頂きたい。 

◆2 市（東村山市・小平市）共同利用事業 

・広域連携の取り組みとして、各種証明書の発行等、市民サービスの利便性向上とコスト削減。 

（２）良好な住環境の整備 ◆マンション管理支援 

（背景） 

・マンションの９割は将来破綻するといわれている。修繕費の不足が原因。素人がマンションを管理する事は難しい。 

・マンションの破綻（管理不全）は治安の悪化をもたらすため早急な対処が必要となる。 

（施策） 

・2020 年 4 月より開始される「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」の「管理状況届出制度」を義務付けする破綻、管理不全の傾向がある管理組合の早期検知、対策実施の流れを作

る。（現状、管理組合にとってはほぼノーリスクに見える。危険を早期に検知するトリガーになる事を期待） 

◆公開空地制度による容積率緩和条例の提案 

（背景） 

・東村山市には 158 件（戸数 10,169）のマンションが存在し、平均築年数は 28 年というデータがある。（株式会社マンションデータサービス）築 30 年を過ぎたマンションは「高経年マンション」と呼ばれ、旧

来の耐震基準に従い早急な対処が必要とされる。 

・マンションを無償で建替えることは難しい。容積率ぎりぎり、またはそれ以上に建てられ、さらなる高層化を望めず、新たな住戸を高値で売り切ることが困難になっているため。 

（施策） 

・公開空地制度採用による集合住宅容積率緩和条例の制定この事態を解決する足がかりとして東京都市整備局の総合設計制度「公開空地」（容積率制限、絶対高さ制限および斜線制限が緩和）が挙

げられますが、東村山市は対象外。そのため、市の条例として同等の制度を敷き、建替えを支援。適用条件として、周辺住民が期待する設備を設置する、高寿命となる設計を行う等の条件を設定。 

Point：マンション破綻による治安悪化と住民流出を予防するための施策。破綻・建替ラッシュは必ず来るため備えておきたい。（2040 年問題対策） 

◆空き家予防事業 

・戸建て所有者の意向調査や課題把握、解決するスキームを民間事業者と連携して構築し、不動産の適正管理、市場流通を促進する。 

◆多摩地域内での横断的な空き家対策イノベーション 

・市内だけで空き家対策を実施した場合、ニーズに適する空き家がないなど、どうしても片手落ちとなってしまう。そこで、東村山市単独ではなく、多摩地域内で横断的にニーズに対応する。 

・本施策は転入者の増加だけを狙うのではなく、多摩地域全体の成長を主眼に置くこととなる。 

・（社）東京都宅地建物取引業協会 北多摩支部を巻き込んだ空き家対策イノベーションの実施を用いた意見交換会（大阪泉州地域で実施）。 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

◆多摩地域全体での子育て世代向け空き家活用 

・多摩地域全体での空き家対策の一環。対象を子育て世代に限定。市が空き家を相場より割安な賃料（市で間取りに合わせて金額を設定）で賃貸。一方、所有者に対しては市が補助金を交付し、円滑な

空き家利用を可能とすることで、空き家の有効活用と同時に子育て世帯への支援に繋げる。 

（３）公共交通網の機能の

強化 

◆歩道状況の改善 

・東村山市内は状況の悪い歩道が散見される。自転車やベビーカーでの移動が困難であるため順次改善をお願いしたい。 

◆西武池袋線の急行を秋津駅に停車させる 

（施策） 

・西武鉄道へ長期的に陳情を行う。急行停車駅となる事により定住候補の大きな要因になると考える。秋津駅は利用客が多いのに関わらず他線への乗換えが存在し、急行（通勤急行、急行、快速急行、S-

Train）が止まらない唯一の駅となっている。交渉の成功要因はたぶんにあるのではないかと考える。（2017 年 小田急線登戸駅で実績ある模様） 

◆新モビリティサービス推進事業 

・Maas の概念に基づく、ICT を活用した交通サービス事業。観光事業との連動。 

４ 東村山

ファンの醸成 

（１）シティプロモーションの

推進 

◆twitter によるプロモーション改善 

（背景） 

・人は自分の欲しい情報しか収集しない。そのため東村山市の情報に特化したアカウントはフォロワーの増加は難しい。 

・市の情報源は「市報ひがしむらやま」が殆どで他の媒体の発信が殆どない。2019 年市民意識調査より。その市報も半分の人がざっと読む程度。 

（施策） 

・沿線から乗り換えなしで行けるイベントをつぶやくアカウントの運営それに対し、東村山市のイベント情報を混ぜ込む事で多くの人に東村山市のイベントを周知する。乗り換えなしで行ける事を強調し東村山の交

通力の高さを広める。 

（参考アカウント）「いいね！立川」「所沢なび」「イベントチェッカー」 

◆お試し移住プログラム 

（背景） 

・東村山には何も魅力がないと言われているが一度住んでみると都心への交通の便は良く家賃は安く「暮らしやすい」との評価。家賃も安く、優秀な自然環境。 

・住んでみないと良さを実感しづらい。そして引越し料金、家賃を払ってまで試してみるくらいなら安全そうな近隣市に流れていってしまう。 

（施策） 

・空き家を利用してのお試し移住プログラムの実施 

宿泊費を無料もしくは格安で体験居住（１～３ヶ月）してもらい市の生活を体験していただく。（気に入ればそのまま、その空き家を賃貸・売却も視野に） 

◆学生とのコラボレーション企画 

（背景） 

・学生にファンになってもらいたい。自分が住んでいた地域のサービスが彼らが成長した際には今後住んでいく地域の判断基準となる。地域の良いところを良く知ってもらう事ができれば成長してからも地元に戻ってく

る事が期待できる。 

（施策） 

・特産品メニューの開発（料理部/家庭科部とのコラボ） 

①山崎パンとコラボ（ランチパック。黒焼きそばに続いて。） 

②果樹園のフルーツを利用したスイーツ開発（コンテスト形式も面白い。近隣（他市）の製菓系専門学校等に呼びかけもあり） 

③学生と共同の日本酒開発 ⇒里に八国に登録し定期的に告知。イベント等にはキッチンカー（軽トラ市でも可能）で販売参加。市のイベントに積極的に絡める。 

※学校の文化祭ではできない事も大人と協働すればやれる幅が広がる！ 

・祭り等のイベントへの招致  

①吹奏楽、軽音部、ダンス部等希望をとっての参加要請（ライブハウスを使わなくても公式ライブ可能） 

※地元に限定せず近隣の大学にもリサーチ。腕を振るう場を欲しているサークルもある。（腕を振るう場が欲しい）  

②学生の屋台出店支援 

・東村山創生事業提案に学生枠を設ける 

若者視点の必要なものが見えてくるかも･･･。市政に興味を持ってもらう事は市政にとってプラスになるのでは？ 

◆デジタルサイネージによるプロモーション 

（背景） 

・過去行ったプロモーションは･･･ 

新宿アルタ  1 時間に 1 回 30 秒（1 ヶ月） 180 万円 

立川伊勢丹 1 時間に 4 回 30 秒（2 週間）  30 万円  

映画館    2 時間に 1 回 15 秒（2 週間） 150 万円（映画館 5 個）   ※映画館のみ実測ではなく参考 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

（施策） 

・Smile ビジョンを利用したプロモーション 

１時間に 5 回 15 秒（1 ヶ月）200 万円。池袋線（直通線を含む）、新宿線合わせて 506 両に対し流せるため対象範囲が非常に広く、かつ、ターゲットである沿線利用者は通勤等でその電車を利用

しており職場を変えずに引越しを検討するケースでは東村山市がレンジに入る可能性は高い。 

・西武線がやっているように人気スタンプキャラクターとコラボしている動画を流せば、一瞬目に入っただけでも最後まで見る可能性は高い。（見た事ある映像は気になる。発信力のあるイラストレータによる SNS 拡散も期待） 

◆フリーペーパーによるプロモーション 

（背景） 

・過去行ったプロモーションは･･･（以下、ひとつ上の意見と同文） 

（施策） 

・フリーペーパーを利用したプロモーション 月刊が理想。イベントや人を紹介し、市内外の人が来たくなるような広告誌。(REMO が参考になりそう)内容は例えば下記の構成･･･ 

１．近日中にやる市内のイベント紹介 

２．イベントカレンダー（近隣を含め） 

３．市内のランチ紹介（ピックアップ） 

４．市内のディナー紹介（ピックアップ） 

５．市内の企業、お店紹介（ピックアップ） 

６．子供（学生）の遊ぶスポット紹介 

７．自治体ニュース 

８．お店紹介（小さい枠で複数店舗、広告扱い） 

※市内の住人、市役所のスタッフをモデルにすると面白いかも。（男女問わず） 

◆女子高生の無駄づかいとのコラボ 

（背景） 

・東村山が舞台のモデルになっているマンガ「女子高生の無駄づかい」が 2019 年 7 月～9 月アニメで放送された。その影響か WEB 上ではファンが「聖地巡礼」として東村山市を訪れていると言う記事が散見さ

れるようになった。（先日東村山市長とビーノさんの対談も実現）これは東村山をイメージアップするチャンスであると考える。 

（施策） 

・聖地巡礼を加速すべくキャンペーンを実施する。 

①パンフレットの作成 

②聖地近辺に等身大パネルを配置（リスクあり） 

③限定コラボグッズ付商品販売  

④食事、買い物をしたら希望者にコラボグッズ配布  

⑤パンフレットの配布  

⑥しっかりと宣伝。マンガも応援。 

アニメブームは一過性の事が多いため（次から次へと人気のものが入れ替わる）短期的に低予算でやる事が無難か。アニメ２期や単行本次巻販売を見据えた一手。市が定期的に応援し絡む布石とする。 

◆各種イベントの開催 

・謎解き・リアル宝探しイベントを開催して、実際に来て、見て、知ってもらう。こうしたイベントを好きな若い世代や、市内外の子供にも市の魅力に触れて愛着を持ってもらう。⇒実際に住んでいる街が地下鉄の謎解き

イベントのゴールかポイントの 1 か所になっていたらしく、その期間は毎週末、普段見ないような人達がたくさん来ていて印象的であった。 

・流行りのドローンや流行りの食べ物のフェスの新規開催し、市全体で盛り上がるものとする。流行に敏感な若者を東村山市に誘致し、より身近な場所と認識してもらうことで、将来の子育て世代層の事前囲い込みを狙う。 

◆人気キャラクターを用いた招致 

（背景） 

・東村山市は交通の便で優れているのに関わらず市外から人が流入する理由が弱く、関係人口の伸びが今ひとつ。 

（施策） 

・市内イベントに対する人気キャラクターの召喚 

各キャラクターの集客力は凄まじい。（４歳未満の集客力超高）芸能人よりも確実に子育て世代に絞った市外の人間を招致できる。1 回 30 分のショー＆30 分の握手会を 2 回、45～60 万円程度で

実施可能なもよう。 

◆イベントを招致できる会場の設立 

（背景） 

・東村山市は交通の便で優れているのに関わらず市外から人が流入する理由が弱く、関係人口の伸びが今ひとつ。 

（施策） 

・「日比谷公園」「東京ビッグサイト（青海棟）」のようなイベント開催施設を設立し、さまざまなイベントを招致する。集客力のある企画に使ってもらうようになれば、関係人口は飛躍的に増加する。 

・市内のイベントにも利用できる。 
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基本的方向 具体的な施策 主な取り組み 

◆生涯学習・体験型市内まちあるきコースを企画、まちあるきツアーを実施 

 地粉を使った「武蔵うどん」打ち体験や酒蔵見学（コト消費）、さらには全生園見学を組み合わせたコースを設定 

◆チャネルミクスによるプロモーション施策の充実 

・改めてプロモーション施策について検討を深堀していただきたい。 

・情報発信やプロモーションなどは庁内で検討しても限界がある。成果が数値化しづらく、予算確保し難い分野であるが、専門事業者への委託は非常に効果的。ポスター・チラシといった紙媒体や HP、FB などの

SNS 媒体、デジタルサイネージや電車広告など様々なチャネルをミックスした俯瞰的な戦略を構築できる事業者を選定すべき。なお、プロモーションに関しては、チャネルごとの単体発注（公募）ではなく、1 つの事

業者に全体を任せることが必要。 

◆転入者増に向けたプロモーションの実施 

・外部環境（少子高齢化、人口減少等）課題は他の地公体も同様であり、別の視点から考えると、「他市からの転入者をいかに増加させるかの施策」を論点の１つとしても良いのではと考えます。 

・現状の施策については、東村山市民に周知することはもとより、東村山市民以外の住民にアピールすることで、他市からの転入を促すことを狙った施策（プロモーション）も必要。 

・パーソルテンプスタッフとの取組み「ジョブシェアセンター東村山」などは他市との差別化が顕著であるため、市外へのプロモーションによる転入促進効果は相応にあると考えます。 

◆市内産業の活性化と観光まちづくり、シティプロモーションの連携強化 

・「市内産業の活性化」と「観光まちづくりの推進」、この 2 つの取り組みについては、それぞれ個別に行うのではなく、連携できるものを検討し、アクセントを加え、相乗効果を狙うべきである。シティプロモーションにも

関連づけを行い、効果を高めることが、ファン醸成にもつながる。 

・予算や方向性でのカテゴリーで考えるのではなく、リレーションできるものに関しては、柔軟に対応すべき。実施するためには、イニシアチブをとれる人材が必要不可欠であり、その集合体こそがファン醸成、産業活性の足掛かりとな

る。 
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指標や総合戦略全体に関する意見 

意見分類 内容 

数値目標 ◆基本目標１の数値目標について 

現在の基準は「合計特殊出生率」（毎年集計している人口推移）としているが「特定年齢層の増加」を数値目標とした方がよいのでは？ 

（例：40 歳未満。狙った世代が増加しているか？総合戦略のコンセプトは人口減少問題の克服。克服するための手段は出産のみではなく、他市からの流入促進もあるため合計特殊出生率よりも適格ではない

か） 

数値目標・重要業績評価指標(KPI) ◆全体的な進捗状況、目標値について 

複数の具体的な取り組みを集約して１つの目標・進捗として管理しているが具体的な取り組み毎に具体的な目標値で管理すべきでは？ 

（例：「子どもを産み、育てやすい環境の整備」は「保育所待機児童数」のみで目標管理しているが、実際には「遊具の整備」や「女性の就職支援」も行っている。この管理の方法では「保育所待機児童数」が良

ければ、他の施策の効果が悪くても「Ａ：目標達成」と評価されてしまう。） 

重要業績評価指標(KPI) ◆基本目標 1 基本的方向 1 の数値目標について 

現在の基準は「婚姻率」としているが「市の婚活施策起因での結婚（申告数）」を数値目標とした方がよいのでは？ 

（「婚姻率」では施策の影響かどうかが判断できない。「市の婚活施策起因での結婚を申し出た場合にお祝い金を支払う」とすれば自ら申告されるため確度高く施策の効果を検証できる。（個人情報保護の問

題も解決。申告の真偽は名簿を元に確認し不正受給は防ぐ）） 

重要業績評価指標(KPI) ◆他部署の視点も踏まえた KPI の妥当性検証 

次期創生事業の計画に当たっては、KPI の設定に当たって、所管の部署のみならず他の部署の目も取り入れて KPI の妥当性を検討するのがよいのでは。 

（指標の客観性・妥当性が高まることを期待。） 

SDGs との関係 SDGs に基づいた事業整理、官民連携の推進 

体系的には、SDGs に基づき事業を整理する必要があると考える。 

東村山市が SDGs を主導し、ESG（環境・社会・ガバナンス）が連動した、価値創造を行うことにより、地域住民や企業・団体が共創、参画する仕組みを構築し、社会変化に対応可能な東村山市を実現する。

SDGs を共通言語とすることで、官民連携の更なる推進、厚みのある政策展開が実現できると考える。 

補助金の交付については、ソーシャル・インパクト・ボンド等、成果に応じた補助金給付の方法が検討できる。 

内閣府 SDGs 未来都市への応募の検討。（東京都では、日野市のみ） 

クラウドファンディングの活用 ◆クラウドファンディングの活用 

（施策） 

・各施策の実施にあたってクラウドファンディングを活用する。返戻品としては、市の特産品である日本酒、梨、キウイ、フルーツソース、ひがっしーのぬいぐるみ などなど。（「女子高生の無駄づかい」のビーノさんのサイ

ン付色紙等、協力いただけると心強い、となりのトトロ関連も使えると尚良い） 

新たな時代への対応 

（公民連携による新技術の活用） 

◆Society5.0 への対応 

・民間企業が有する新技術を活用し、産業、防災、福祉等、様々な分野の持続可能な社会構築。AI、RPA 等含む。 

社会課題を解決する公民連携に対する補助

制度 

◆ソーシャル・インパクト・ボンド 

・社会、地域課題をビジネスや民間資本を活用して解決する際に、成果に応じて補助金給付を行う。 

◆ガバメントクラウドファンディング事業 

・プロジェクト型の寄付。 

教育、クラウドファンディングなどノウハウを有す

るベンチャー企業に関する情報提供 

◆東村山市単独では対応困難な課題について、民間企業のノウハウを利用する。 

・教育分野、クラウドファンディングなどの実績を有するベンチャー企業との情報交換を支援します。 

・2018 年 6 月 21 日に清瀬市や東村山市など多摩地域 6 市で「市とベンチャー企業を繋ぐ取組み事例紹介」イベントを開催。東村山市からは 4 名参加いただき「民間企業の取組みが斬新すぎて驚いた。」や

「官民連携分野で何ができるかを模索しているため、非常に参考になった。」など高評価をいただきました。 

・現状市が取組んでいる課題に対してベンチャー企業を紹介することも可能。 

 


