
東村山市商業振興基本方針　振り返りシート（平成29年度～令和3年度）

施策 施策概要 検討・継続 課題や問題点・今後の内容

（1）買い物弱者に対する買い物サポート・安否確認

支援

高齢者をはじめとする買い物弱者に対するサポートとして、複数業種の個店が連携してワンストップで買い物を済ませるこ

とができるような体制を目指します。また高齢者宅への訪問を兼ねた業種については、買い物ばかりではなく、安否確認の

役割も果たすことから、「地域みまもりネットワーク」に協力をいただき、地域ぐるみの高齢者支援を目指します。

大手スーパーやチェーン店のほか、一部の個店については宅配サービスを実施しているが、

複数業種の連携したワンストップサービスによる体制の構築は出来ていない。

また、「地域みまもりネットワーク」との連携についても、具体的な取り組みは実施できて

いない。

検討

大手スーパー、市内事業者が既に実施していることか

ら、市が改めて体制づくりをして実施することが必要か

どうか検討する。

（2）高齢者福祉施設への出張商店街事業の実施

特別養護老人ホーム、有料老人ホームといった高齢者施設を利用する高齢者にとって、施設で買い物を楽しむことができる

機会の創出はとても喜ばしいことであると考えます。このため、地域の個店が連携した体制をつくることにより、高齢者福

祉施設への出張商店街の実施を検討します。

現状、具体的な取り組みは実施できていない。 検討 福祉施設のニーズがあるのか、情報収集・検討が必要。

（3）介助や傾聴のしかた等のマスター
高齢者社会に向けて、高齢者への対応能力を身に付けることが望ましいと言えます。そのため、事業者に向けた介助の基本

知識・技能、傾聴力の向上を推進します。
現状、具体的な取り組みは実施できていない。 検討 施策内容の必要性について検討する。

（4）子育て団体・サークル・施設等での出前講座の

開催

地域における子育て世代の方が集う、子育て団体・サークル・施設等において、子育て世代の方にとって生活に役立つ情報

が得られ、且つ、お互いの交流にもつながるような個店店主による出前講座の開催を検討します。これにより、地域の子育

て世代の方と個店との接点を創出し、ひいては新規顧客の開拓につながることを目指します。

現状、具体的な取り組みは実施できていない。 検討
現在実施している「まちゼミ」などにより、個店との接

点の創出や新規顧客の開拓につなげる。

（5）コミュニティビジネスの研究と実践の推進
コミュニティビジネスの活動をより効果的なものとするために、全国各地の事例情報を研究しつつ、本市内での展開に向け

た応用がなされるよう、東村山市商工会等の既存組織と連携した情報共有・情報交換を進めていきます。

地域課題の解決に対して商店街がどういった役割を担うことが出来るのか、課内で研究を進

めているが、具体的な取り組みは実施できていない。
継続

地域課題の解決に対する商店街の役割について、引き続

き研究を進めていく。

（1）集客力のある個店を軸とした「マルシェ」イベ

ントの開催

魅力ある要素を有していても、地域の生活者に認知されていないという状況を克服するため、地域において集客力のある個

店を軸とした地域個店の市（マルシェ）の開催を支援します。また、「マルシェ久米川」といった市内生活者と地元農家等

が直接的に関わる場をさらに活用し、地域個店が深く関わるようにすることで認知度アップをねらいます。

毎月第３日曜日に久米川駅北口前広場で開催している「マルシェ久米川」に、市内産農産物

を使用した加工品を販売している事業者の方にも出店をしていただいている。
継続

引き続き「マルシェ久米川」への出店を行うほか、商店

会単位での地域個店の市の開催などについても検討す

る。

（2）大型店との共存共栄

大型店においても、生活者に支持されるため、地域らしさの追求は大きな課題となっており、地域の個店との密な連携が有

効であると言えます。地域の個店が連携し、大型店における地域の個店市の定期開催を提案し、互いにWin-Winの関係を構

築していきます。

一部店舗において、生産者とタイアップして市内の農産物や特産物を販売するコーナー等を

設置していただいている。
継続

大型店の集客力を活用し、個店の認知度の向上や売上の

拡大につなげる。

（3）まちゼミ、個店の魅力発見ツアーの実施

地域における個店の魅力を強力に発信するためには、その魅力を直に知ってもらうのが効果的であると考えます。このた

め、まちゼミや個店訪問のためのツアーといった手法を用いながら定期的な開催を支援します。また、ドリームスタンプや

里に八国といったブランド事業との連携も視野に入れます。

平成２９・平成３０年度と「地元のお店イチオシめぐり」、令和元年度からは「まちゼミ」

と継続的に開催し、市民の方々が普段行くことのないお店に赴き、店主の方と会話をするこ

とで、商品の特色を知るきっかけとなったり、店舗の魅力を知っていただけたことで、個店

独自の楽しみの創出を図った。

継続

「まちゼミ」を継続的に開催し、個店の魅力発信、売上

拡大につなげる。また、今後は参加店舗が中心となって

開催を行うことが出来る体制づくりを行う。

（4）子供向けイベントの開催

地域の児童の郷土愛を育みつつ、子育て世代の方と地域個店との接点を創出する場を設けるため、地域のお店マップづくり

といった子供向けイベントの開催を支援します。同イベントでは、夏休みといった期間において、親子で協力し合いながら

地域のお店を探してマップをつくり、それをもとに市内に住む生活者に向けて情報発信するという内容や、地域の子供が個

店にて職業体験をするイベント等により、親子共に、より密接に個店の魅力と触れあえるような機会を創出を目指します。

現状、具体的な取り組みは実施できていない。 検討

イベントの開催に限らず、子供たちに市内事業者のこと

を知ってもらう機会をどのように創出するかを検討す

る。

（5）個店応援隊の結成と活動推進

地域の生活者に個店の代弁者として、その魅力を地域において広く発信してもらうため、生活者による応援隊の結成を支援

します。応援隊は、シルバー世代で結成される「シルバー応援隊」、子育て世代の方で結成される「子育て応援隊」、また

はSNSで個店の情報を紹介する方を推奨していくといった方々を想定します。

現状、具体的な取り組みは実施できていない。 検討

担い手がいるのか、また応援隊自体がどういった活動を

行い、それがどういった効果をもたらすのか、検討す

る。

（6）農業機関・農業者とのタイアップ

農協が展開する直売所において、農作物の閑散期でも充実した品揃えがなされるような供給体制を個店が連携して取り組む

といった農商連携を展開します。さらには、農業者と個店が連携し、さらには製造業者をも巻き込んだ農産物加工品の企

画・開発を行うといった農商工連携の推進も図ります。

JAの農産物直売所「新鮮館」へ市内事業者の商品の納品をあっせんしたほか、地方創生推進

交付金を活用して実施した「イノベーションサポート事業」において、農業者と市内事業者

が連携し、新商品の開発等を実施した。また、令和3年度には市内産農産物を使用した飲食店

等に対して補助を行う「地場農産物使用飲食店等応援プロジェクト」を実施。

継続

市内農産物を活用した商品開発等について支援を行うほ

か、引き続きＪＡの農産物直売所での商品販売などにつ

いて市内事業者やＪＡと協力して進めていく。

（7）観光イベント開催時における個店に向けたス

ペースの提供

市内の観光スポットにおいて、地域個店の魅力に接してもらうため、観光イベント開催時におけるスペースの提供をしま

す。同スペースでは、整備された管理体制のもと、ローテーションを組みながら地域個店の情報発信ならびに商品販売等が

行えるようにします。

北山公園で毎年開催している「菖蒲まつり」会場への出店のほか、平成２９年度に狭山公園

内で実施した野外映画「ねぶくろシネマ」や、令和2年度に開催した「さとやまナイトフェス

ティバル」において、スペースの提供を行った。

継続

「菖蒲まつり」や「産業まつり」、「市民大運動会」な

どの市のイベントを開催する際に、スペースの提供、事

業者と連携した取り組みなどを継続的に実施していく。

（8）観光分野とのコラボレーションマップの展開

市内を観光として訪れる方が地域の個店に足を向けるよう、観光情報と地域個店の情報を併せて掲載した観光分野とのコラ

ボレーションマップを制作・配布します。また、これと併せて、地域の個店においても、観光客が魅力を感じるような商

品・サービスづくりの開発が積極的になされるよう支援します。

市発行の観光マップ「ココミテ」に、東村山市の地域ブランド「里に八国」の認定商品と、

店舗の場所を掲載し、市に訪れる方に足を運んでいただけるよう取り組んだ。また、平成２

９年度に実施した「パワースポット巡り」においても、参加された方がコースマップを持っ

ていけば、協力店舗でサービスが受けられるような取り組みを行った。

継続 「ココミテ」への掲載を継続して行っていく。
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2_成果

1_計画に関する主な事業 3_今後の展開
基本方針

（1）業種を超えた団体間の連携

地域の個店が農業、観光、福祉分野との連携をしながら事業を進めていくことは、事業者同士ではスムーズにいかないこと

も考えられます。そこで、商業分野の経済団体である商工会と連携し各分野における主要団体（農業であれば農協、福祉で

あれば社会福祉協議会、観光であれば観光振興連絡会）との連携をこれまで以上に密にとって行くことが望まれます。よっ

て、複数業種横断型を招いた会合の開催を支援します。

「菖蒲まつり」や「市民産業まつり」において、ＪＡや東村山市商工会、福祉団体等との連

携を図っている。また、「イノベーションサポート事業」において、市内の福祉施設と事業

者で連携し、新商品の開発、販売を行った。

検討

イベント等における連携は継続して行っていく。また、

複数業種横断型を招いた会合の開催について、主要団体

との情報交換や協議の場の必要性について検討する。

（2）商業人財 の育成

市内におけるあらゆる環境変化に柔軟に対応し、新たな取り組みを考案、実行に移すことができるよう、個店経営のための

人財育成支援を検討します。特に事例研究や改善活動に力を注ぎ、知識習得のみならず、現場実践がスムーズになされるよ

うにします。また、市内において商業関連の事業を創業する予定の者を関係機関と連携して支援します。

特定創業支援事業において、商工会や金融機関などの関係機関と連携し、個別相談やセミ

ナーの開催による支援を行っているほか、「イノベーションサポート」事業において専門家

との伴奏型支援を実施。また、令和２年度より「ビスポート東村山」において専門家による

経営相談を実施しており、「小規模事業者経営改善補助金」において、ビスポートでの経営

相談を通じて事業の見直し、経営改善を検討するなど行っている。

継続

創業支援を通じた人材育成については、引き続き連携機

関である商工会や金融機関と連携して実施していく。

また、事例研究や国、東京都の機関と連携した支援につ

いて検討する。

（3）商店会機能の再確認と取り組み推進

商店会組織は、個店単独ではなし得ない活動を展開するための主体として期待されます。よって、商店会として地域におい

て果たす機能を再確認し、現在において活かせる経営資源を把握、状況によっては複数の商店会が連携することも視野に入

れ、柔軟に対応できるよう支援します。

市内１８商店会に個別訪問し、商店会の課題の把握に努めている。また、平成２５年度に復

活した久米川駅前阿波踊り大会では、３商店会が協力して事業実施をしており、継続した支

援を行っている。

継続

今後商店会が存続していくためには、商店会が地域に対

して持つ役割について改めて考える必要があり、他の商

店会との連携や個店同士での連携など、協議・検討をし

ていくことが必要。

（4）市内創業希望者と商店会とのマッチング

市内で商業関連事業の創業を考えている者と商店会とのマッチングを図ることで、創業後において商店会が有する経営資源

を十分に活かせるようにします。これにより、創業者の発展はもとより、既存の商店会会員の店舗と創業者との相乗効果を

図ります。

創業相談のあった方で商店会への加入を検討されている方については、商店会の担当者を紹

介し、マッチングを図っている。その中で、実際に市内で創業し、商店会に加入していただ

いたケースもあった。また、令和3年度には、商店街など市内で新たに創業等を行う場合の出

店費用を支援する「新販路開拓等応援プロジェクト」を実施。

継続

引き続き、相談のあった場合には希望者と商店会との

マッチングを図り、創業者及び商店会の発展、賑わいの

創出を支援していく。

（5）商店会開催のイベントについての見直しと改善

商店会として開催するイベントについて、単にイベントをするために個店店主が労力と時間を割くのではなく、個店経営に

とって実のある成果に繋がるよう、必要に応じて、その役割を見直していきます。また、見直した結果に基づき、商店会主

催のイベントが改善されるよう支援します。

個別訪問の際などに、商店会が実施しているイベントについて、補助金の活用や内容の改善

について相談、確認を行っている。
継続

商店会の会員数が減少していく中で、これまで同様のイ

ベントの実施が可能かどうか、費用対効果など含めて商

店会と検討していくことが必要。

（6）地域全体で取り組む事業の推進

東村山ブランド「里に八国」をさらに強化し、東村山を代表する価値を十分に発信できるようにします。また、ドリームス

タンプ事業については、事務局及び参加個店が一丸となって、つながり力が発揮できるよう事業体制の見直しを図ります。

また、ドリームスタンプ会員にとって魅力あるメリットを創出するため、会員向け特典やイベントの充実化を行います。さ

らには、会員のネットワーク化を図りつつ、地域の個店と生活者との心理的距離感を縮めて行きます。

市民大運動会において里に八国商品の販売を行い、市民の皆さまの里に八国に対する認知度

を上げることや、東村山を代表する「味」を通し、産業面における東村山の価値というもの

を知っていただく取り組みを行った。また、ドリームスタンプの活用促進として、大抽選会

を産業まつり等のイベント時に実施した。

検討

地域ブランドの在り方や、ドリームスタンプを今後どの

ように実施していくのか、商工会や事業者と検討をする

ことが必要。

（7）既存振興事業の継続発展

本市がこれまで取り組んできた振興事業について、市内商業環境を踏まえた展開を図ります。また、本基本方針に記載され

ている新たな施策との相乗効果も追求します。

＜イベント事業補助金（ソフト事業）＞

・集客力を高めるためのイベント　・資源リサイクル又は環境対策に資するイベント　など

＜活性化事業補助金（ハード事業）＞

・商店街施設整備事業　　・販売促進事業　　・その他の活性化を図るための事業　など

既存の振興事業の実施 継続
現在実施している事業について、その効果や費用につい

て改めて確認し、必要に応じて検討、修正を行う。

（8）個店の魅力を後押しするハード整備の推進
既存振興事業にて掲げたハード整備をはじめ、個店を訪れる生活者同士が互いにコミュニケーションがとれるような対策を

検討し段階的に取り組んでいきます。
商店会が所有する商店街街路灯の電気料金の補助、維持補修に対する補助を実施。 継続 既存の整備事業の継続。

（9）都・国が講じる施策の活用推進
都や国が講じる施策については、同機関と密な連携を図りながら最新の施策情報を収集、市内関連機関や事業者に発信し、

その活用を図ります。

国や東京都が行う事業者向けの支援策について、市内事業者に対して案内を送付したほか、

各商店会や商工会、青色申告会や法人会などの団体を通じて情報発信を行った。
継続

国や東京都、市が行う施策について、引き続き事業者へ

周知を行い、その活用を図る。また、周知方法について

も検討をしていく。

その他

緊急対策特別資金融資（Ｒ２）
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者の方を対象に、既存の「不況対策特別資金」とは別に、市独

自の特別融資として「緊急対策特別資金」を創設し、融資のあっせんを行った。
申請件数：194件　実行件数：176件 - -

住宅修改築費補助金（Ｒ２）

毎年実施している、市内の施工業者が住宅本体の修改築工事を行った場合に費用の一部を補助する「住宅修改築費補助金」

について、新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ市内消費を喚起するとともに、売上の減少など、事業活動

に影響を受けている建設関係事業者の事業継続を支援することを目的に、追加で受付を実施。

補助件数：201件 - -

専門家による相談窓口の設置（Ｒ２）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、売り上げの減少など大きな影響を受けた又は受けている中小企業者等に対し、中

小企業診断士による労働相談及び社会保険労務士による国の雇用調整助成金などの申請相談を、令和２年６月から７月の毎

週火曜日・水曜日・木曜日に実施。

経営相談：58件

労働相談：36件
- -

東村山企業等応援金（Ｒ２・Ｒ３）
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により相当な収入の減少があった企業等に対し、東村山

企業等応援金を交付することにより、事業継続を支援する。

令和2年度　申請件数：253件

令和3年度　申請件数：500件（7月末時点）
- -

がんばろう！東村山ポイント還元事業

（Ｒ２・Ｒ３）

売上の減少など事業活動に影響を受けている小売店、飲食店等の中小・小規模事業者等を対象に、消費の喚起や市外にお住

いの方の消費の流入を促し、また国が示す「キャッシュレス決済」の推進による新たな生活様式の定着等を図ることから、

市内の対象店舗にてスマホ決済サービス「PayPay」で決済した場合に、支払額の最大20％のPayPayボーナス（ポイント）

が付与されるキャンペーンを実施。

令和2年度　登録店舗数：647店舗（最終）

令和3年度　登録店舗数：804店舗（当初）
- -

中企業等事業継続補助事業（Ｒ２・Ｒ３）

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による影響を乗り越えるために国の生産性革命推進事業（持続

化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金）を活用し、前向きな投資を行う中小企業等に対し、補助金を交付することに

より、その経営基盤の強化を図る

- -

新販路開拓等応援プロジェクト補助金（Ｒ３）
コロナ禍においても、市内または市外へ店舗や事業所等を構え、新たな販路開拓にチャレンジする中小企業者等の出店等に

係る費用の一部を支援する。
- -

小規模事業者経営改善補助金（Ｒ３）
事業継続の意欲の一助となるよう「小規模企業者」を対象に、コロナ後の社会変化を見据えた、新たな設備の導入や店舗改

修等にかかる費用の一部を支援する。
- -

中小企業等事業再構築促進（Ｒ３）

国の「事業再構築補助金」を活用し、経済社会の変化に対応するため、新分野展開、事業・業種転換、業態転換、事業再編

といった、思い切った事業再構築に意欲を持って挑戦する事業者を支援するため、事業者負担分の一部を支援する。 - -

地場農産物使用飲食店等応援プロジェクト（Ｒ３）

新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた市内の飲食店及び食品関係営業を行う者（飲食店等）の支援を目的とし

て、東村山市内で飲食店等が使用する食料材料費のうち、ＪＡ東京みらい東村山新鮮館及び、市内農業者から直接農産物を

購入する費用の一部について補助金を支給する。

- -

新型コロナウイルス感染症に関する事
業者への支援・取り組み

商業活性化を下支えする環境づくり


