
これまで培ったスキルや経験を生
かし、社会とつながりを持ちたいと
考える若者や主婦層等の女性に
対し、その自己実現を図る一つの
手段として起業・創業を選択して
もらえるような環境を整備し、活気
のある、元気なまちづくりにつなげ
ていく。

交通の利便性や緑豊かな自然環境、
都心に比べ家賃が安いことなど、東
村山の持つ地理的・物価的な優位性
を活かし、首都圏進出を検討する地
方の中小企業に対し積極的に市内
立地を働き掛けることで、雇用の創
出・市内産業の活性化を図る。

東村山創生に向けた３つの柱の取り組み

貴重な地域資源である酒蔵を軸に市内事業者への伴走
型支援を拡大し、支援事業者同士の連携や他事業者と
の連携に波及させる「点から面」への展開を図り、市内
消費の拡大や集客・交流ビジネスを拡充し、市内産業全
体の活性化を図る。

【資料３】
平成29年7月24日

第１回東村山市創生総合戦略推進協議会



国の地方創生関連交付金を活用

平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（＊）地方創生推進交付金は交付期間 3 ヵ年（横展開タイプ）として採択 

地方創生先行型

交付金 補正 

実施 

地方創生加速化

交付金 補正 

実施 

地方創生推進交付金（＊） 

「東村山 TOKYOポータル」 

「東村山インキュベート」 

地方創生推進交付金（＊） 

「東村山イノベーションサポート」 



（１）－① 平成27年度 商業者調査

2.1 7.4 21.0 29.6 37.9 2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図２－１３－１ 売上高について、３年前と現在とを比べた傾向

大きく増加（＋10%以上）

ある程度増加（＋2~9%）

ほぼ横ばい（±1%）

ある程度減少（－2~9%）

大きく減少（－10%以上）

無回答

n=243

1.2 5.8 21.4 28.4 41.2 2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図２－１３－２ 利益について、３年前と現在とを比べた傾向

大きく増加（＋10%以上）

ある程度増加（＋2~9%）

ほぼ横ばい（±1%）

ある程度減少（－2~9%）

大きく減少（－10%以上）

無回答

n=243

売上高、利益とも、約70%が減少傾向であると回答している。

出典：「平成27年度 商業者調査 報告書」
（平成28年3月 東村山市商工会）



（１）－② 市内事業者アンケート調査

図4-1 回答企業の業種

48.6 2.9 17.1 14.3 2.9 14.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小売業 卸売業 飲食業 サービス業 製造業 建設業

5.7

42.9

51.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

増加している

概ね横ばい

減少している

図4-2 売上状況

過去5年間で売り上げが「増加している」と回答したのは5.7%のみであり、51.4%が「減少している」・
42.9%が「概ね横ばい」と回答しており、経営状況の厳しさがうかがえる。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（１）－③ 市内事業者アンケート調査

図4-3 経営上の課題

22.9

34.3

8.6

14.3

20.0

28.6

40.0

31.4

5.7

5.7

5.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

資金調達

販促活動や集客に関する専門知識の不足

商品やサービスの開発に関する専門知識の不足

経営や市場動向に関する情報不足

経営戦略や販売戦略があまり定まっていない

人材不足や人材育成

後継者がいない

建物・設備の老朽化

課題は特にない

その他

無回答

「後継者がいない」「販促活動や集客に関する専門知識の不足」「建物・設備の老朽化」の回答が
多い。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（１）－④ 市内事業者アンケート調査

図4-6 課題解決のための相談

経営者仲間が最も多く、次いで商工会が相談窓口となっている。また、家族・知人や中小企業診断
士、税理士の回答が続く一方で、相談していないという回答も多い。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務［報告書］」
（平成29年3月 東村山市 経営政策部 総合戦略推進担当主幹）

0.0

37.1

0.0

25.7

48.6

8.6

5.7

22.9

2.9

28.6

5.7

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

市役所

商工会

市・商工会以外の公的機関

家族・知人

経営者仲間

同じ商店会の事業者

金融機関

中小企業診断士、税理士など

相談はせず、インターネットや書籍等で自ら調べる

相談していない

その他

無回答



（１）－⑤ 市内事業者アンケート調査

図4-7 相談した結果

29.2

54.2

0.0

16.7

0% 20% 40% 60%

課題解決に結びついた

役には立ったが、課題解決に結びつかなかった

あまり役にたたず、問題解決には結びつかなかった

無回答

相談した結果として、問題解決に結びついたのは3割以下に留まっており、50%以上が課題解決
には結びついていない。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（１）－⑥ 市内事業者アンケート調査

図4-10 期待する支援策

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）

「低利融資の斡旋、利子補給」「広報や東村山市ホームページへの掲載（リンク含む）」を望む
声が大きく、次いで「売上向上策（売れる仕組みづくり）に関する情報の提供」となっている。

31.4

20.0

11.4

11.4

28.6

17.1

11.4

8.6

5.7

8.6

25.7

2.9

28.6

0% 10% 20% 30% 40%

低利融資の斡旋、利子補給

店舗づくりや陳列方法等のアドバイス、セミナー開催

商品開発のアドバイス、セミナー開催

情報発信のアドバイス（ホームページ、…

広報や東村山市ホームページへの掲載（リンク含む）

地域の祭やイベントへの参加

同業者等との情報交換の場の提供

異業種事業者との連携の場の提供

人材育成、研修制度の充実

経営アドバイザー等の派遣

売上向上策（売れる仕組みづくり）に関する情報の提供

その他

無回答



（１）－⑦ 経営相談窓口 先進事例

愛知県岡崎市「Oka-biz」

市内の事業者が売り上げ向上への課題を抱えている中で、どこにも相談できていない事業者が多くいることを
調査により把握し、平成25年10月に岡崎市・岡崎商工会議所と連携して開設。
週5日営業で、センターには中小企業診断士の他、金融機関、ITアドバイザーやデザインアドバイザーなどの専
門家が日替わりで常駐しており、相談はすべて無料。



（１）－⑧ 市内事業者の販路拡大支援
（東村山イノベーションサポート） 【今後の取組】

●平成３０年度以降に実現している姿

販路拡大、新商品開発（事業化）の実績をあげる

（平成２９年度）

・地方創生推進交付金を活用した、伴走型支援の継続

・昨年度までの支援対象事業者４社に加え、新たに支援する事業者を公募

７月４日、７月１３日に実践支援事業者公募説明会、３事業者程度を新たに支援

・事業者の集客拠点を結ぶプログラムの開発（点から面への展開）

・支援対象事業者、事業者間連携による新商品・サービスの造成

・新規取引先の開拓、域外への消費増を図る戦略策定（販路拡大）

・域外に向けた情報発信力を高める



（２）－① 多摩・島しょ地域に居住する夫婦における
妻の家事労働の状況

東京都心部のベットタウンとして宅地化が進んだ多摩・島しょ地域で
は、東京都心部に比べ専業主婦の割合が比較的高いと考えられる。

出典：「創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査報告書」
（平成28年3月 公益財団法人 東京市町村自治調査会）

注釈）多摩・島しょ地域の数値は、東京都計から特別区計を除いた値として算出した。
資料）総務省（2010年）「国勢調査」より作成



（２）－② 創業支援セミナーの参加者の属性（性別・年齢）

出典：「創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査報告書」
（平成28年3月 公益財団法人 東京市町村自治調査会）

注釈）産業競争力強化法の創業支援事業計画に基づき開催された創業支援セミナーの参加者92名の回答のうち、
無回答を除く集計結果を示す。

資料） 「多摩・島しょ地域における創業希望者を対象としたアンケート調査」より作成

26.1% 73.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=88)

男性 女性

【年齢】

【性別】

多摩・島しょ地域が実施する創業支援セミナーへの参加者では、約７割を女性が占め、
40代～50代で全体の7割強を占めている。



（２）－③ 起業を志した理由（女性起業家の特徴）

出典：「創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査報告書」
（平成28年3月 公益財団法人 東京市町村自治調査会）

注釈）データ出典：中小企業庁委託「日本の起業環境及び潜在的起業家に関する調査」
（2013年、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）

資料）中小企業庁（2014）「2014年中小企業白書」より作成

「年齢に関係なく働くことができるか
ら」、「性別に関係なく働くことができる
から」、「家事や子育て、介護をしなが
ら柔軟な働き方ができるため」といった
点が、女性起業家の創業を志した特
徴的な理由として捉えられている。



（２）－④ 多摩・島しょ地域で創業する利点

出典：「創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査報告書」
（平成28年3月 公益財団法人 東京市町村自治調査会）

注釈1） 「市町村アンケート」は、多摩・島しょ地域39市町村の回答のうち、無回答の市町村を除く集計結果を示す。
注釈2） 「創業希望者アンケート」は、産業競争力強化法の創業支援事業計画に基づき開催された創業支援セミナーの参加者92名

の回答のうち、無回答を除く集計結果を示す。
資料） 「多摩・島しょ地域市町村を対象とした創業支援に関するアンケート調査」及び「多摩・島しょ地域における創業希望者を

対象としたアンケート調査」より作成

市町村の創業支援担当者は「都心からほど良い距
離にあり、落ち着いている」、「豊かな自然環境があ
り、景観も良い」を挙げる傾向がみられる。創業希
望者も同様に「都心からほど良い距離にあり、落ち
着いている」を評価しているほか、「自宅を事務所・
店舗に活用し創業することができる」や「通勤の利
便性が高い」という職住近接を利点に挙げる者も比
較的多く見受けられる。



（２）－⑤ 創業時の相談相手（創業希望者アンケート）

出典：「創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査報告書」
（平成28年3月 公益財団法人 東京市町村自治調査会）

注釈）産業競争力強化法の創業支援事業計画に基づき開催された創業支援セミナーの参加者92名の回答のうち、無回答
を除く集計結果を示す。

資料） 「多摩・島しょ地域における創業希望者を対象としたアンケート調査」より作成

「友人・知人」を挙げる者が多く、
次いで「家族・親戚」や「起業仲間
や既に起業した先輩起業家」と
なっている。



（２）－⑥ 最も頼りになった相談相手（創業希望者アンケート）

出典：「創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査報告書」
（平成28年3月 公益財団法人 東京市町村自治調査会）

注釈）産業競争力強化法の創業支援事業計画に基づき開催された創業支援セミナーの参加者92名の回答のうち、無回答
を除く集計結果を示す。

資料） 「多摩・島しょ地域における創業希望者を対象としたアンケート調査」より作成

「起業仲間や既に起業した先輩起業家」を挙げる者が多くみられる。



（２）－⑦ 起業が促進される機会

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）

NO. どのような機会があればよいか 

① 

・異業種の専門家や起業家が集うセミナーがあると良い。手に職あ
る人は沢山いるので、交流会で自分のことをアピールしたり、名
刺交換できる場が良い。 

② ・特になし 

③ 

・異業種の専門家や起業家が集う場 

・先輩女性起業家の体験を聞くセミナー 

 

④ 

・事務所がほしい。 
・いろんな力を持っている人たちが集まれる場所 
・現在フラッと集まれる場所がない。 
・低リスクで開業トライアルのできる場（シェアアトリエなど） 

・同業種、異業種に関わらず、同地域で活動しているクリエイターの
集まる場所。ビジネスやまちづくりについて語り合える場所 

⑤ ・異業種の専門家や起業家が集う場 

 

東村山市内で自身
のスキルを活かして
活動されている女性
5名に対しヒアリング
調査を実施。

「異業種の専門家や
起業家が集う場」を
希望する声が多い。



（２）－⑧ 創業支援施設 先進事例

東小金井事業創造センター「KO-TO」

ＪＲ東小金井駅近くの高架下にある創業支援施
設。土地はＪＲ、建物は市の施設で、（株）タウン
キッチンが指定管理者となって運営している。

シェアスペースの他、個室やブースも併設してい
る。

「co-ba shibuya」

株式会社ツクルバが運営する会員制のコワーキング
スペース。全国各地にフランチャイズで展開しており、
島根県海士町の「co-ba ama」は海士町が運営を行っ
ている。



（２）－⑨ 創業支援事業の推進
（東村山インキュベート） 【今後の取組】

●平成３０年度以降に実現している姿

市内に最低１か所、創業支援施設、コワーキングスペースが稼働

（平成２９年度）

・創業支援施設、コワーキングスペース設置の検討・準備

≪創業支援施設、コワーキングスペース 構想（案）≫

・市内主要駅（東村山駅、久米川駅、秋津駅）エリアを候補地に最低１カ所開設

・運営事業者を公募。事業者は物件の確保から運営まで行う

・市は初年度の整備費用及び初期段階３年間の運営費の一部を補助

（段階的に減らし、平成３２年度で終了）

・補助要件として、商店会への加入、市内で活動する団体や事業者との連携などを

盛り込む



（３）－① 首都圏進出について

18.1

1.1

4.0

0.6

72.9

1.7

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

既に首都圏に進出している（支社・支店・営業所等がある）

現在、首都圏進出の候補地について検討中

首都圏に支社・支店・営業所等があれば良いと考えている

場合によっては、本社の首都圏移転も考えられる

特に首都圏への進出は考えていない

よくわからない

無回答

図2-1 首都圏進出動向

今後首都圏進出の可能性がある企業（「検討中」「あれば良い」「場合によっては」の合計）は
わずか5.7%でしかない。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（３）－② 首都圏進出の場所

図2-3 首都圏進出の場所

0 1 2 3 4 5

東京23区内で検討したい

東京23区以外の都内の市町村で検討したい

神奈川県、埼玉県、千葉県内で考えたい

首都圏ならどこでも良い

小売業 卸売業 飲食業 サービス業 製造業 その他

首都圏進出意向がうかがえる10社のうち6社は、東村山市への誘致可能性も考えられる。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（３）－③ 首都圏進出の場所

図2-4 首都圏進出の際に重視すること
0 2 4 6 8

市場・取引先との近接性

インフラの整備状況（鉄道、道路等）

地価、賃料水準

敷地規模、建物規模、床面積の確保

市場拡大の可能性

優秀な人材の確保

従業員の暮らしやすい環境（住宅、通勤時間、子育て環境、自然環境）

自然災害のリスク

公的機関の施策（補助制度、支援制度）

その他

無回答

首都圏進出意向がうかがえる10社が重視するのは、「市場・取引先との近接性」であり、次いで
「市場拡大の可能性」となっている。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（３）－④ 東村山市への進出可能性

図2-6 東村山市への進出可能性
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東村山市も検討対象となる可能性がある

現時点では何とも言えない

東村山市は首都圏進出の検討対象とは考えられない
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東村山市も検討対象となる可能性がある

現時点では何とも言えない

小売業 卸売業 飲食業 サービス業 製造業 その他

図2-6 業種別進出可能性

東村山市への進出については「可能性がある」との回答は2.8%でしかなく、逆に「考えられない」は
62.1%にのぼっている。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（３）－⑤ 東村山市の情報について

図2-7 東村山市の知りたい情報

東村山市への進出について「可能性がある」「何とも言えない」と回答した事業者が望む情報として
は、「産業動向」「優遇制度や経営支援」が多くなっている。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）
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東村山市及び周辺地域の産業動向

東村山市の不動産情報（土地、建物、空き店舗等）

企業に対する優遇制度や経営支援（相談機能、人材育成等）

東村山市の住環境（住宅、交通、子育て支援、自然環境など）

その他

無回答



（３）－⑥ 自治体からの支援について

図2-8 自治体に期待する支援
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用地、建物の取得・賃料、設備投資等に対する補助金・助成金

税金の軽減

低利融資の斡旋、利子補給

雇用に対する補助金・助成金

人材育成、研修制度の充実

経営戦略や商品開発に関する相談

既存事業者との連携の場の提供

その他

無回答

自治体からの支援については、「用地・建物・設備等への補助金」が、60.5%を占めており、次いで
「税金の軽減」「雇用に対する補助金」という金銭的支援が望まれている。

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（３）－⑦ 当市の物価的優位性 貸し店舗の賃料相場

自治体 1坪あたりの賃料（円）

東京都

東村山市 8,847 円
多摩市 9,514 円
町田市 16,205 円
府中市 10,255 円
国分寺市 20,771 円

埼玉県

越谷市 8,463 円
さいたま市 11,982 円
ふじみ野市 6,938 円
所沢市 11,154 円
富士見市 9,516 円
志木市 7,449 円

千葉県

千葉市 9,086 円
我孫子市 8,219 円
柏市 12,857 円
流山市 12,997 円
白井市 6,000 円
八千代市 4,719 円
鎌ヶ谷市 10,000 円
習志野市 9,968 円
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東京都 埼玉県 千葉県

※色付きは当市と同等の人口規模の自治体

首都圏30km圏域の店舗賃料相場

出典：「企業立地促進及び起業・創業支援事業に関する調査業務【報告書】」
（平成29年3月 東村山市）



（３）－⑧ 地方の中小企業の首都圏進出拠点形成支援
（東村山ＴＯＫＹＯポータル） 【今後の取組】

（平成２９年度）

・地理的・物価的優位性を活かし、エリア、業種等を絞り営業活動する

・市の紹介やセールスポイント（地理的・物価的優位性）、施策等をまとめたＰＲツールの作製

・市内不動産情報（空き店舗等）の提供の仕組みの構築

・インセンティブとなる自治体支援策の検討

・市内金融機関や本店所在地自治体との企業誘致に関する協定を検討

≪ターゲット≫

・潜在的な労働力がある強みを活かし、「ワークライフバランス」「テレワーク」「サテライトオフィス」の

側面から、都心にある企業

・「２０１０年度全国幹線旅客純流動調査」より、多摩エリアにおける仕事目的の人の流れの多い７県内の

「卸売業・小売業・飲食業」「製造業」「サービス業」の中小企業

●平成３０年度以降に実現している姿

企業誘致の実績をあげる



（１）～（３）≪共通≫ 産業関係機関による、市内産業振興に
向けたネットワークの形成 【今後の取組】

●平成３０年度以降に実現している姿

東村山TOKYOポータル、東村山インキュベート、東村山イノベーションサ
ポートに共通した伴走型支援、経営相談窓口が稼働

（平成２９年度）

・市、商工会、金融機関、不動産関係、中小企業大学校東京校等の関係機関によるネットワー
クを立ち上げ、産業振興に向けた協定を締結

≪経営相談窓口 構想（案）≫

・上記ネットワークを母体に、低利融資や不動産情報の提供、経営相談、創業支援、事業承継
相談等に応じる一元的な無料の経営相談窓口の設置に向けた検討

・開設日は週1日とし、市役所内に設置

・予約制の経営相談とし、上記ネットワークメンバーで不足する専門分野について、

補完的に外部人材（ＩＴ・食のアドバイザーなど）を登用


