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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３回検討会議 

開 催 日 時 令和４年１月２６日（水）午後６時００分から午後７時３０分 

開 催 場 所 いきいきプラザ ３階 マルチメディアホール 

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、高橋健一委員、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： 神﨑修委員 

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２回検討会議の振り返り 

３  東村山市商工業振興基本方針の骨子案について 

   ①東村山市商工業振興基本方針の基本的方向 

   ②東村山市商工業振興基本方針 骨子案 

４  その他（報告事項） 

①第４回の検討会議について 

５  閉会 

配 布 資 料 

・東村山市商工業振興基本方針 第３回検討会議 次第 

・資料１   東村山市商工業振興基本方針の基本的方向 

・資料２   東村山市商工業振興基本方針 骨子案 

・参考資料  テーマシート 回答まとめ 

東村山市商工業振興基本方針第２回検討会議 会議録 

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 
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会  議  経  過  

１．開会 

（会長） 

本日の検討会議について、東村山市商工業振興基本方針検討会設置規則第７条により、 

オンライン会議システムにより認識される委員は出席したものとみなす。 

 

（事務局） 

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２回検討会議の振り返り 

（事務局） 

事務局より説明 

 

３．東村山市商工業振興基本方針の骨子案について 

①東村山市商工業振興基本方針の基本的方向 

（事務局） 

―「資料１ 東村山市商工業振興基本方針の基本的方向」 

事務局より説明 
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（会長） 

ご説明いただいた基本的方向について、ご意見等あればいただきたい。 

 

（委員） 

アンケートの内容や、皆さんのご意見を踏まえて５つのポイントにまとめられていると思 

う。実際の基本方針には、この５つのポイントだけが掲載されるということか。 

 

（事務局） 

 基本方針には、基本的方向性のほか、後程ご説明させていただく骨子案の施策名の部分ま 

で掲載する予定である。 

 

（委員） 

今回は商工業の方針ということだが、商業のみの内容になってしまっているように見え 

る。工業に対してどのような意見を持っているのか。 

 

（事務局） 

  工業について、この５つの基本的方向性の中に、工業も含めて作成しているが、伝わりに 

くいところがあるかと思うので、工業も包含していることが伝わる内容に修正させていただ 

きたい。 

 

（委員） 

東村山市には工業地域が無く、準工業地域でも住宅が建つ。工業をやろうとしても、隣に 

マンションが建ち、夜間に少し音を出すだけでも苦情が入ってしまう。工場の隣のマンショ 

ンからクレームがあり、他所の工場用地へ移転してしまったケースもある。そういった方を 

どうやって引き留めるか。市の方針の中に、そういうことを入れてもらえると良いと思う。 

難しいかもしれないが、クレームは結構あるようで、補助を出すなど何らかの市の支援があ 

れば、もっと市内で工業がやりやすくなるのではないか。 

 

（事務局） 

用途地域について、令和３年４月から動き出した第２次の都市マスタープランの中で謳っ 

ており、この商工業振興基本方針でどこまで言えるかというと難しいところがあるが、５つ 

目の柱で「賑わいの創出」としているが、ここがどちらかとういうと基盤整備が中心にな 
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っており、委員のご意見を飲み込めるようなところは検討していきたい。また、補助を出す 

という話もあったが、実際には基本方針なので、方向性を打ち出していきたい、ということ 

でご理解をいただきたい。 

 

（委員） 

あるべき姿ということで、変化に果敢に挑みとしており、また５つの柱の中の３つめで 

「変化へ対応」としている。「変化」という言葉は重要と感じているが、事業者の変化の 

対応への意識がおそらく低い状態であり、ここにぶら下がるものとしてSDGｓやデジタル化、 

カーボンニュートラル、コロナ禍への対応とあると思うが、たぶん事業者が意識してこれが 

必要だと考えるのはコロナ禍への対応ぐらいかと思われる。 

目標として掲げることは大事だが、そこへの導線のようなものが必要なのではないか。こ 

れは国の施策としても絶対に必要で、東村山市としても今から走りはじめないと乗り遅れて 

しまう項目なので絶対に盛り込まないといけないと思うが、ただこれについてこれるか。意 

識掲揚させるための何かを入れないと、結果が伴わないことになってしまうのではないか。 

変化は、目指すべき姿にも入れているように重要なことだと思うので、丁寧にフォローした 

ほうが良いと思う。 

 

（会長） 

「変化」というは２つのことを言っている。環境が変化している、社会が変化している、そ 

れに対応していくという意味での変化と、変革をやっていこう、変革に果敢にチャレンジ 

していくという意味。２つのことを言おうとして１つにまとめてしまっているので、上手く 

見せることが出来れば委員が言うように、ただ対応するだけではなくて、果敢にチャレンジ、 

ということが出てくると思う。 

 

（事務局） 

施策の部分で補っていければと考えている。想定される取り組みというところで、ここは 

冊子には掲載しない予定だが、例えば、セミナーの開催など、普及啓発を何故行わいといけ 

ないのかを理解いただくところから取り組んでいき、１０年間かけて市内の事業者の意識や 

行動を変容させていきたいと考えている。 

 

（委員） 

３つ目の項目以外は読んでわかるが、３つ目だけが腑に落ちない。具体的な言葉が必要で 
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はないか。SDGｓ、カーボンニュートラルなど、フワッとしている。ここは大事な部分であ 

り、問題意識を持ったほうが良いと思う。 

 

（会長） 

非常に重要なところだと思う。基本方針はこのままにしておいて、施策や対応のところで 

何かをやる、というのもその通りであるし、一方で、折角基本的方向性があるのであれば、 

例えば、目指すべき姿と、３つめの項目の「変化」を「変革」に変えるとだいぶイメージが 

違ってくる。変化への対応だと、周りが変わっているので仕方なく変えるというニュアンス 

だが、変革だとチャレンジするのが当たり前でどうやってやるか、となる。検討いただきた 

い。 

 

（委員） 

工場に対する苦情の話があったが、私もそういう目にあっている側であるが、その度に社 

内で打合せを行い、粉塵を外に出さないようする、など様々な対策を取っているが、東村山 

市の一番の問題は事業用地があまりにも無いこと。準工業地域しかなく、限られた場所にし 

かないうえに、準工業地域はマンションなども建てられることから住工混在となっている。 

現状では限られた工場しか建てられないので、いくら工業を振興しましょう、と言ってもそ 

こを変えていかないと前には進まないと実感している。工業専用地域の創設、行政だけでは 

難しいと思うが、土地が無い、やる場所が無いというのが一番の問題かと考える。 

また、今回の基本方針の中に工業も盛り込んでいきましょう、となっているが、あまり感 

じる部分が無い。もう少し具体的に、研究所を誘致する、大手の工場を誘致するなどの項目 

が入っていると、東村山市は工業に力を入れ始めたんだ、というイメージになるのではない 

か。 

 

（会長） 

表現の方法にもよるが、工業ならではの何かが出てくるとわかりやすい。 

 

（委員） 

「変化への対応」ではなく、「変革する」のほうが良い。また、「持続可能性を高める取り 

組み」を「持続可能な発展への取り組み」とし、自ら動くイメージにしたほうが良いと思う。 
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（会長） 

「変革する」とすると他との並びは良くなる気がする。 

 

（会長） 

ここまで出た意見について、事務局で検討をお願いしたい。 

 

②東村山市商工業振興基本方針 骨子案 

（事務局） 

―「資料２ 東村山市商工業振興基本方針 骨子案」 

事務局より説明 

 

（会長） 

ご説明いただいた骨子案について、ご意見等あればいただきたい。 

 

（委員） 

計画を立てる際には、いつまでに、何を、どの程度、というのが大切になってくる。骨子 

案の中に、いつまでに、どの程度という内容は入れるのか。 

 

（事務局） 

想定しているところでは、１０年間で取り組んでいきたいと考えている。また、１０年間 

 の中間地点で方針の見直し等も想定している。 

 

（委員） 

取り組みに対する費用などは入れることが出来ないのか。 

 

（事務局） 

金額については、別途、総合計画に位置付けてからの実施となることから、具体的な数字 

の掲載は想定していない。 

 

（委員） 

話を聞き、先ほどから出ている予算感、東村山市でこの１番から５番までの中で人口減少、 

賑わいの創出など、人を増やすための計画を具体的に考えていき、例えばこの１年、２年、 
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３年でいくらかけてどういう結果なのか。結果として変わっていないのであればやり方に問 

題があるのか、予算の投入の仕方に問題があるのか。また、その予算はどこから出てくるの 

か。人口が減少する、事業者が減少する、となれば税収も減少する。今ある東村山市全体の 

予算のどこが削減できるのか。会社で予算を使う際に、この経費を削減出来れば別のことが 

行えるなど、全体の予算は変わらずに取り組むことが出来る。前年と同じことを前年と同じ 

予算をかけてやっていても変わらないのではないか。 

 

（会長） 

予算の使い方のメリハリ。こちらのほうが重要だ、という指摘をもっと内容に入れても良 

いかもしれない。 

 

（事務局） 

費用対効果を見て予算要求をしていきたいと考えている。 

 

（会長） 

予算要求するうえで、その根拠がこの基本方針になってくるため、ここを強く言いたい、 

などがあればお願いしたい。 

 

（委員） 

先日テレビで流山市が取り上げられており、決められた市の財政の中で、予算を削減し、 

保育園の送迎バスを市内に走らせるなど、子育てする人が住みやすいまちとして、そこで人 

が増えればパートなど働く人も増える。ただその予算を捻出するためにはまず削減、とのこ 

とであった。削減した分を、別の新しいことへのチャレンジに投資する。 

 

（事務局） 

東村山市では、令和３年度から第５次行財政改革大綱というものがある。スクラップアン 

 ドビルドについて全体を見ながら計画を作っている。補助金の見直しや、DXを取り入れなが 

 ら電子化していくことで削減出来るものは削減していくなど、行財政改革大綱に基づいて実 

 施しているが、現実問題としてスクラップアンドビルドと言っても、行政の仕事は市民の生 

 活に直結しているところもあり、削減にご理解をいただくのに時間がかかる。過去に、市民 

 による事業評価を７事業行ったが、すんなり通ったものはほぼ無かった。ただ、人口減少は 

 全国的な問題であり、削減できるものはしていかないといけないので、行財政改革大綱の 
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枠の中で見ていることをご理解いただきたい。 

流山市は子育て施策を強く推し進めているが、上手くスクラップ出来るものが見つかれば 

良いが、福祉側ではこれが必要で、教育側ではこれが必要だ、といったケースもあるので難 

しいところがある。商工業においても、これからどこに力を入れていくのか、濃淡を出すこ 

とはこれからの行政では必要なことであり、皆さんのご意見をいただきながら進めていきた 

いと考えている。 

KPI、数値目標については、全体予算というものがある中で、基本方針で位置付けるのは 

難しいが、商工業においても何をどこまでやることで効果が出たか、効果測定はしっかりと 

やらないといけないと感じており、ご意見をいただきながら進めていきたいと思う。 

 

（委員） 

この５つの柱は、並列して掲載するようなものなのか、または５つの中で優先順位をつけ 

て考えていきたいのか。予算の関係もあると思うが、予算が付かなかった際に優先的にこの 

柱の取り組みを行うなどがあれば教えてほしい。 

 

（事務局） 

基本的には並列に考えており、同時に進めていきたいと考えている。予算規模については 

多い、少ないがあるとは思うが、並列に取り組んでいきたい。 

 

（事務局） 

委員の皆さんにお聞きするが、これは力を入れたほうがよい、などはあるか。 

 

（会長） 

この項目は優先して行って欲しい、というものはあるか。委員の皆さんの主観で構わない。 

 

（委員） 

好みに近いが、起業・創業に、今までの取り組みよりも具体的なアクションがあったほう 

が良い。インキュベーションセンターや、市の遊休資産を活用して、例えばどこかの大学と 

連携して、予算をかけずに若い起業家を誘致し、それにより企業が増えれば雇用も生まれる。 

 

（委員） 

立ち上げに力を入れたい。想定される取り組みということで、第１回の検討会議の資料と 
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照らし合わせてみたが、まちを盛り上げようというところは同じだが、１回目の際は現在あ 

るものをどうやって知ってもらうかに力を入れているが、今回に関しては起業ということに 

着目している。起業に向けての支援が取り組みのところに書かれているが、気になっている 

のが、ここに出ているもの全部が出来るわけではないのは承知しているが、ここに書かれて 

いるものの中で、これは確実に出来そうだ、これはまだ先になってしまうなど、何となくは 

わかると思う。何が可能なのかということが知りたい。 

また、シェアキッチン等の施設の設置というのは、市が行うのか。 

 

（事務局） 

市が設置するケースもあるし、民間事業者が設置する際に一部支援をさせていただくなど 

も想定している。 

 

（委員） 

これまでに支援など行なっていないということか。 

 

（事務局） 

これまでに特には行っていない。 

 

（委員） 

魅力ある項目は出ているが、どの項目が一番現実味があるのか、そのバランスが見ること 

が出来れば個人的には良いと思う。 

 

（委員） 

シェアキッチンなどは予算をかけずに商店街の空き店舗を利用するなども出て来ている。 

創業と地域の活性化が組み合わさるところが最近増えているので、上手くやっていけば予算 

をかけずに設置することも可能。ハードを持たずにやることも出来るのではないかと思う。 

起業される方々も最初から多く借り入れるものでもないので、空き店舗をうまく活用して 

 テストマーケティングしていくことに対して、商工会や市役所が一緒にやっていくと盛り上 

 がる。 

また、自分の主観で恐縮だが、他の委員の方からも話があったが、変化なのか変革なのか 

わからないが、３つ目の項目に力を入れたい。これからの世の中で相当大事になってくると 

感じている。デジタル化、DXまでいかなくても、事業者を含めて我々もこうしてオンライン 
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で行っており、社会が変化していく中で色々なやりとりが出来るようになっており、変化・ 

変革に柔軟に対応していくことがこういった基本政策の中で重要になっていくと感じる。 

 

（委員） 

  ３つ目の項目と４つ目の項目が、すべての項目に親和性が高いと思う。起業・創業やIT 

など変化に対応というところはすごく大事だと思う。これらの目標を掲げて目指したいのは 

稼げるまちにしていくこと。そのために今一番、コスパが良く国が必要で、かつ東村山でも 

需要があり、稼げるものはIT人材になってくる。パソコンがあればどこでも仕事ができるし、 

インターネットで勉強すれば仕事が出来る。東村山はIT人材を大量創出するまちとしていく 

と、儲かるまちになる。主婦層の方でも２、３時間プログラミングする時間があれば家にい 

ながら稼ぐことが出来る。副業の中でもITエンジニアの仕事は、始めやすくて稼ぎにつなが 

る。どの程度の技術でどの程度稼げるかはわからないが、チャレンジしてみるべきことでは 

ないかと考える。 

  また、ITというと商業、工業、何の分野かと考えたが、工業の分野に入るのではないか。 

 工業的な意味でもIT人材を育てるのは良いことだと思う。 

 

（委員） 

IT人材は集めやすい。東村山市はベットタウンだが、これからは働くまち、東村山市に 

住んで東村山市で働ける若い人を増やしたいと考えている。そのために創業支援やインキュ 

ベーション施設を立ち上げて若い人を誘致する。今までのベットタウンから、働くまち、コ 

ストが低くオンラインで仕事が出来るので都内にいなくても問題無い。そういったニーズが 

東京都全体であるので、他の方にもその良さが見えるように、基本方針の優先順位を前に持 

ってきて訴求したほうが、良いまちと思っていただける。 

 

（会長） 

  本日ご提案いただいた内容について、基本方針を事務局にて作成いただき、次回の検討会

議の際に委員の皆様にご確認、ご検討いただくことでよろしいか。 

 

－ 異議なし － 
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４．その他（報告事項） 

（事務局） 

 第４回の検討会議については、２月下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。 

 

５．閉会  

武岡地域創生部長 挨拶 

 

 

―以上― 

 


