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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名 称 東村山市商工業振興基本方針 第２回検討会議 

開 催 日 時 令和３年１０月２８日（木）午後６時００分から午後８時００分 

開 催 場 所 東村山市役所 市民センター２階 第４会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）山本尚史会長、石坂徳康副会長、間野敏昭委員、 

布和賀什格委員、袖野伸宏委員、神﨑修委員、岩井智洋委員、 

佐藤志津子委員、小川純委員 

（市事務局）武岡地域創生部長、高柳地域創生部次長、篠宮産業振興課長、 

百々商工振興係長、野口主事、福崎主事 

●欠席者： 高橋健一委員 

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  開会 

２  第１回検討会議の振り返り 

３  東村山市第５次総合計画における基本目標について 

４  東村山市の現況について 

５  アンケート調査結果の報告 

   ①市民消費行動等アンケート調査結果 

   ②事業者アンケート調査結果 

６  意見交換 

７  その他（報告事項） 

①第３回の検討会議について 

８  閉会 

配 布 資 料 

・東村山市商工業振興基本方針 第２回検討会議 次第 

・資料１ 東村山市第５次総合計画 基本目標１「まちの価値の向上」 

・資料２ 東村山市の現況について 

・資料３ 市民消費行動等アンケート調査結果 

・資料４ 事業者アンケート調査結果 

・資料５ テーマシート 

・参考資料 東村山市商工業振興基本方針第１回検討会議 会議録 
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問い合わせ先 

地域創生部 産業振興課 商工振興係 

担当者名 百  々

電話番号 ０４２－３９３－５１１１ 内線２９１５ 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６ 

e-mail sangyoshinko@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

会  議  経  過  

１．開会 

本日の検討会議には委員９名出席。委員数の過半数を満たしており、東村山市商工業振 

興基本方針検討会設置規則第５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。 

 

（会長） 

本日の会議について、非公開にする特段の理由はないと判断されるため、公開というこ 

とでよろしいか。 

 

―異議なし― 

 

（会長） 

それでは、傍聴の許可をする。傍聴者の方がいらっしゃれば、事務局にてご対応いただ 

きたい。 

 

 ―事務局確認、傍聴者なし 

 

２．第１回検討会議の振り返り 

（事務局） 

事務局より説明 

 

３．東村山市第５次総合計画における基本目標について 

（事務局） 

―「資料１ 東村山市第５次総合計画 基本目標１「まちの価値の向上」 

事務局より説明 

 

 

mailto:sangyoshinko@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
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４．東村山市の現況について 

（事務局） 

―「資料２ 東村山市の現況について」 

事務局より説明 

 

５．アンケート調査結果の報告 

   ①市民消費行動等アンケート調査結果 

   ②事業者アンケート調査結果 

（事務局） 

―「資料３ 市民消費行動等アンケート調査結果」 

―「資料４ 事業者アンケート調査結果」 

事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問があればお願いしたい。 

 

（委員） 

  それぞれのアンケートの結果をどのようなプロセスで方針に反映していくのか。 

 

（会長） 

  次の意見交換にて協議していきたい。 

 

（会長） 

  消費者アンケートの買い物先で個人商店以外の店舗はコンビニやスーパーなど、概ね 

チェーンストアになるという考え方でよいのか。 

 

（事務局） 

  個人で営んでいるスーパーは市内には無いので、個人商店以外は概ねチェーンストアと 

 いう認識でよいかと思われる。 
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（委員） 

  個人商店でもチェーンストアでも無い、第三の選択肢として宅配システムが競合になると 

 考える。ネットスーパーも同様に。こういったところはアンケートに反映されていないかも 

しれない。 

 

（事務局） 

  委員ご指摘の部分もあるかと思われる。 

 

（委員） 

  自由回答は、傾向やテーマなどで分けているのか。 

 

（事務局） 

  そういったものではなく、回答いただいた順に掲載している。 

 

６．意見交換 

（会長） 

  先程事務局より説明いただいた、東村山市の現況やアンケート結果に基づき、委員の皆様 

よりご意見をいただきたい。ご意見をいただくのにあたり、事前にお配りしている資料５「テ 

ーマシート」に記載のあるテーマに対して、「課題」などいただければと考えている。 

 

（委員） 

  商店街の振興について、例えば吉祥寺などは賑わいがある。しかし、東村山にはそういっ

た商店街がなく、店を出したいと思う方も少ないと感じる。道路の整備や雨除けの設置など

の整備により、家賃も上がり、賑わいが生まれて出店も増える。都内に比べれば東村山市は

少ないコストで出店できると思う。 

 

（会長） 

どんな商店街なら行きたいと思うか。また、上手くいっている商店街はどういう理由で賑 

わいがあると思うか。 

 

（委員） 

  例えば、久米川駅と八坂駅は１本で繋がっているため、道路が整備され、雨が降っていて



5 

も歩ける道などがあると、ご飯を食べた後に散歩するなど、出かけてみたいと思う。 

 

（委員） 

  商店街で成功しているところでは、愛知県の円頓寺商店街がある。その成功の立役者だっ

た方にお会いして話を聞いたが、お店は閑散としていて、買い物時でも人が歩いていないと

ころだった。残ったお店の人たちが、情報発信、地域ぐるみでイベントをやったことで、子

供連れが集まってきて、どんどん人を集めていくところから始まった。商店街のルール、例

えば道路でお酒を飲んではダメですよとか、そういったものをどんどん撤廃し、商店街独自

のルールを作っていったとのこと。 

もっと大きな規模でいうとアメリカオレゴン州のポートランドは、一番住みたくない州だ 

ったのが今では一番住みたい州になった事例などがある。そういった事例から何が必要かと 

考えた時に、例えば東村山駅前は高架化されてお店なども出来てくると思うが、そうすると 

人の動きが大きく変わる。駅前が便利になると、一か所で買い物が済んでしまい、商店街に 

行かなくなってしまう。駅から歩いていかないと行けないところを作れれば一番良いが、駅 

前に集中してしまう。秋津駅、新秋津駅間もまさにそうで、不動産業者に聞いてもほとんど 

空き店舗は出ないとのこと。同じ東村山市の中で、秋津駅周辺はお店が空かない一方で、東 

村山駅周辺では空き店舗がある。今後、高架下で何が出来るかわからないが、歩行者天国な 

ど、人が集まれるような誘致が出来ると良い。 

 

（委員） 

ＳＤＧｓのアンケート、個人的には面白いと感じた。「ＳＤＧｓ未来都市宣言」は、多摩 

地域では日野市だけだと思うが、神奈川県や静岡県は積極的にしている。東村山市でそうい 

った取り組みをやっていけば面白い。中小事業者、小規模事業者が次のビジネスチャンスを 

探す中で、関心を持っている企業も多く、中小企業基盤整備機構でも新たに相談窓口が出来 

る。相模原市や浜松市、金融機関などでもそういった部署が出来ており、ＳＤＧｓが世の中 

で次の新しいビジネスチャンスとなっている。東村山市もＳＤＧｓ未来都市としてやってい 

けば、市としての特徴がでると思う。  

 

（事務局） 

東村山市の総合計画でも「わたしたちのＳＤＧｓ」としており、市長の強い思いがある。 

また、令和３年６月にＳＤＧｓのオープンラボを開催し、一緒にＳＤＧｓに取り組んでくだ 

さる企業や団体、個人を「ＳＤＧｓパートナー」として認定している。 
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（会長） 

企業にとってみると、ＳＤＧｓという目標を掲げながら、どうやって経営を変えていこう 

か、というところが一番大事であり、消費者にしてみれば、どう生活を変えていこうかとい 

う姿勢が大事である。ＳＤＧｓに取り組みましょう、と言っても何を始めればよいかわから 

ない。もし今回の方針の中に入れるとしたら、ここから始めましょうとか、こういうところ 

から始められます、というものがあると取り組みやすい。 

 

（委員） 

業種によって、ＳＤＧｓへの関わり方が変わってくる。私は建築会社で作る側だが、「作 

る責任」と、家を購入する方には「使う責任」ということは必ずお伝えしている。同じ建築 

関係の方と話をしても、そういう観点で見ていない方も多い。多くの方が、ＳＤＧｓには取 

り組まないといけない、省エネをしないといけないなどわかっている。小中学生も勉強して 

いて、大人であり、１事業主である我々が使う責任と作る責任などを説明出来るようになる 

ことが必要。製造業や飲食業など、他の業種の方がどういったことが出来るかわからないが、 

１事業者１つでも言えるようになれば良いと思う。そういったことを、市として情報を発信 

したり、セミナーなどを開催したりしていかないと、自分は関係ないという認識になってし 

まう。 

 

（会長） 

知っているが取り組んでいない、というのは一番もったいない。市に認定されたら仲間も 

誘って欲しい。仲間から言われるとやる気になる。 

 

（委員） 

アンケートを見て、デジタル地域通貨やＩＣＴ、脱炭素に関する回答があるが、まった 

く知らないという回答が多い。こういった言葉に対するアレルギーがあるのか、最初から受 

け付けられないというのがアンケートから見られる。これは伝え方の問題なのかと思う。例 

えば、ＳＤＧｓという言葉はよくわからないが、潜在的にＳＤＧｓの取り組みは行っている。 

説明さえしてあげれば、理解してもらえる方は多いのではないか。市で説明会やセミナーな 

ど色々と行っていると思うが、そこに参加する事業者が少ないことが、解決しないといけな 

い課題ではないかと考える。 
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（会長） 

ＳＤＧｓに取り組むというのはこういうことだというのが、行動として見えるように紹介 

することが出来れば良い。 

 

（委員） 

子供たちや事業者を巻き込んで、アクションプランを作るなど何か出来ると良い。 

 

（委員） 

今の子供たちは現金を使う機会が無い。コンビニでもキャッシュレスで支払いをしてい 

る。商店が無い、駄菓子屋が無い、子供たちが現金を使う場所が無く、使い方が分からない 

とのこと。キャッシュレス決済などの新しい技術ばかりだけでなく、昔遊びというか、そう 

いったものを商店街などで大人が子供たちに教え、逆に子供たちが大人に新しい遊びを教え 

るなど交流があると良い。 

 

（委員） 

そういった、失われていくものが残っているだけでもその地域の呼び水になる。 

 

（委員） 

日本全国見てもそういった町おこしで成功しているところは多くあるので、そういうとこ 

 ろが何をしているか知ることが必要。 

 

（委員） 

起業・創業、ＩＣＴについて、今後１０年間の方針を考えるのにあたり、人口が毎年減っ 

 ていく、店舗数が減っていくという中、１つのアイデアとしてインキュベーションの支援が 

ある。例えば大学との連携など。インキュベーションセンターを作るなど環境を整備すると 

学生達が集まる。そうすることで、都内に通わなくても市内で仕事が出来る環境が出来ると 

思う。 

 

（委員） 

起業・創業支援では、商工会や金融機関でも定期的にセミナー等を行っていると思うが、 

空き店舗などで新たに事業を行ってもらうのも良い。ただ、いきなり駅前でお店を借りてや 

るのはハードルが高いので、そういった時にシェアキッチン、レンタルスペースで腕試しを 
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してもらう。そういう方達に、創業セミナー等とセットでチャレンジしてもらえれば良い。 

駅前など人が多いところで無くても、ＳＮＳなどで情報発信すれば買いに来てくれる。駅か 

ら離れた商店街でも、情報発信の仕方によっては人が来てくれる。官民一緒になって情報発 

信できると、出店しやすくなるのでは。 

 

（会長） 

それは、行政が行うよりも、やりたい人がやるほうが効果が高い。 

市民アンケートの９ページ、１０ページで、個人商店に行かない理由として、応対・サー 

ビスが悪いという項目は一番低い。つまり、応対・サービスが悪いから行かないわけではな 

い。それから、歩くことが不便だから行かない、駐輪場がないから行かない、というわけで 

はなく、アンケートを見る限り良い店があるのに行かない。その理由としてお店を知らない 

からという回答が多い。また、今後、個人商店に行く頻度が現状と変わらないというのは、 

今と同じくらい行くということと捉えられる。創業した事業者を知ってもらうにはどうした 

らいいか、というのはここに繋がっていくのではと考える。 

 

（委員） 

今まさに創業セミナーを受講している。最初は趣味の延長ではじめたが、失敗したらどう 

しようという不安が大きく、そういう方は多くいると思う。シェアキッチンを利用してお店 

を出しているが、非常に人気で予約もとりづらい状況。始めた時よりも、自分の好きな日程 

で取れなくなってきている。もっと市内にシェアキッチンが出来れば、３０代、４０代で子 

育てをしながらやっている方もいて、場を作ってあげれば若い方がもっと活き活きと東村山 

で生活できると思う。また、東村山が暗く見えてしまうのは空き家問題があると思う。不動 

産業者を何件か回ったが、どこも持っている情報は変わらない。街を歩いていてシャッター 

が閉まっているところでも、連絡先などが無いところが多く、ここならお店を出してみたい 

と思うところもあるが、確認のしようが無い。 

こういう場に参加しているのは、東村山を良くしたいという想いもあるが、色々な業種の 

方と知り合えば、色々な情報をもらうことが出来る。地域との繋がりを強く感じている一方 

で、自分で動かないと人脈は作れない。 

 

（委員） 

空き家に明かりを灯そうという活動をここ１年半ぐらいでやっている。成功事例を市内で 

作っていくと、空き家に人が集まる。駅前に店舗を借りるのはお金がかかるが、空き家なら 
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オーナーが固定資産税分だけでももらえれば良い、という人も多くいる。 

 

（副会長） 

創業セミナーからチャレンジショップに、という話があったが、商工会でも創業塾とチャ 

レンジショップを連携してやっていこうという動きがある。また、会長からお店を知らない 

という話があったが、令和３年度も「まちゼミ」を開催する。次年度はより事業者のＰＲを 

強化しようと話をしている。空き店舗については、市内の事業者に話を伺ったことがあるが、 

店舗兼住居で他人に貸すのが嫌という方が非常に多かった。シャッターは閉まっているが裏 

に住んでいるため。そういったことを上手くマッチング出来るようになれば、動きは出てく 

ると思う。 

 

（委員） 

まちゼミはどれぐらい参加があるのか。 

 

（副会長） 

まちゼミというのは、お店の方が市民に対してお得な情報などを教えるもので、例えばク 

リーニング屋が、シミの取り方を教えるなど。そこで市民の方にお店のことを知ってもらい、 

その後に来ていただく、顔見知りになってもらう、というのが一番の趣旨。令和２年度は   

２２店舗の参加があった。 

 

（委員） 

情報発信の方法として、市内のお店を１つのアプリで見ることが出来ると良い。最近オー 

プンしたお店やイベントなどが見れるようなもの。良いお店はあると思うが、入ったことの 

ないお店に行くのは勇気がいる。口コミなどで上位に入っていれば行ってみようと思う。 

 

（委員） 

２３区の中では板橋区や荒川区では、中小企業診断士がまちゼミの参加者を分析してい 

る。顔認証で商店街にどういった方が来ているか、カメラを設置して人の流れを研究するな 

ど。東村山でもやってみたら面白いのでは。民間企業の副業人材を上手く活用すると良い。 
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（委員） 

東大和市の中小企業大学校にあるビジネストは、テストマーケティングの部署として創業 

支援を行っている。最近は世の中の流れが速すぎて、創業計画を立てるだけでなく、実際に 

お店を出していかないと本気にならない。テストマーケティングする場をもっと設置する 

ことで協力が出来るのかと話しを聞いていて感じた。また、地域産品を販売するアンテナ 

ショップを商店街の中に出したい方と自治体が連携すると、商店街にも盛り上がりが生まれ 

る。 

 

（委員） 

まちのポータルサイトのようなものがあると非常に良いと思う。オープンソースで、ウィ 

キペディアのような自動更新されるシステムで、まちの人たちがどんどん更新していくよう 

なものが一番理想かと考える。また、テーマに横断的だが、この会議の目的は市長の言葉を 

借りると「稼げるまちにする」こと。東村山にどうやってお金を集めてくるか。駅前を開発 

して駅前だけにお金が集まってもしようがない。解決策として、情報をどんどん発信してい 

けば駅から遠くても人がくるのか。直接来てくれる市内の方、市外の方、それに通販。お金 

の流れてくる道筋を、市内、市外、都外、海外、また越境ＥＣ的な考え方を、方針を作る際 

に意識していくことが重要だと思う。 

 

（委員） 

東村山市の特徴として、産業のまちというよりは住民のまちというのがある。企業誘致し 

ましょう、というよりは今ある事業者をいかに大切にするかが大事。売り手にとって優しい 

まち、というのが東村山らしさとしてこの方針の１つの売りになると思う。商工業振興とい 

うと、普通産業振興になる。そうすると、どこのまちでも同じようになってしまうが、東 

村山市が小規模事業者や創業したての人たちでも事業がやりやすいまちとなれば、それはと 

ても魅力がある。行政としては大変だが、夢をかなえたまち、というのはとても魅力的だと 

考える。 

 

（委員） 

コロナウイルスの影響があるかと思っていたがそこまでは無く、逆にまちを見ていると若 

いカップルだったり、家族連れだったり、夫婦だったりが散歩している姿が増えて、フラッ 

とお店に入ってくる人が増えた。遠くへは行けないので、自分の歩ける範囲で楽しい事を 

探す人が増えた。出店しているシェアキッチンも駅から近いわけではないが、そういうとこ 
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ろでも探しながら来る方が多い。流行りのお店が必ずしも駅前ではなく、遠くまでいくのも 

苦にならない。また、若い人はスマートフォンのアプリなどで検索し、口コミなどをとても 

気にする。飲食などでも市内で有名なところは既にみんな知っているが、始めたばかりの方 

やわかりづらいところにお店がある方は中々知ってもらえる機会がない。 

 他の地域の方が、そういった市の情報をまとめたアプリを作るという話を聞いた。 

 

（委員） 

自分の会社でもそういったご相談をいただいて、今までのものはテンプレートで何年かに 

１回更新するようなものだったが、これからの情報発信はリアルタイムで生の声を配信し、 

皆が見ることが出来るものが必要。デジタル地域通貨や、お店の情報なども含めたトータ 

ル的なプラットフォームが作れれば、地域の活性化に繋がる。そんなにコストをかけなくて 

も実現できる。 

 

（委員） 

  東村山市ではごみ分別アプリの登録が多いのでは。 

 

（委員） 

そういったものが１つにまとまっていれば、色々とアプリをダウンロードする必要がな 

い。 

 

（事務局） 

市では防災アプリもあるが、委員が言われたように、今でも２つあるものが３つ、４つと 

増えるのではなく、１つにまとまっていると良いと思う。デジタル地域通貨については、令 

和３年１月に実証実験を行う予定だったが、緊急事態宣言が出たことで取りやめた。市とし 

てもＩＣＴ化については非常に興味を持っている。 

 

（会長） 

本日委員の皆様からいただいた様々なご意見、ご提案をを元に、次回の会議で方針の骨子 

案を事務局よりご提案いただき、またそれに対して委員の皆さんからご意見、ご提案をいた 

だきたい。 
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７．その他（報告事項） 

（事務局） 

 第３回の検討会議については、１２月中旬以降の開催を予定している。 

 日程が決まり次第、改めてご案内をさせていただく。 

 

８．閉会  

武岡地域創生部長 挨拶 

 

 

―以上― 

 


