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会  議  経  過  

１．開会 

（事務局） 

   ―事務局挨拶 

   ―資料の確認 

 

  これより山本会長に司会進行を行っていただく。 

 

   ―欠席者確認 欠席者なし 委員１名が２０分程遅れて到着予定 

     

（会長） 

  本会議の出席委員は８名であり、過半数の出席を満たしているため、東村山 

市創生総合戦略推進協議会設置規則第６条第２項により本会は成立している。 

   本会議は原則公開とし、その都度の案件によっては一部非公開にするとした。 

本日の会議内容において、非公開にする特段の理由はないと判断されるが、本 

日の会議はすべて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、開始後に傍聴者３名あり 

 

 

２ 市長挨拶 

 

（渡部市長） 

本日は大変お忙しい中、また大変寒い中にもかかわらず、第２回東村山市創 

  生総合戦略推進協議会にご出席をいただき感謝する。また常日頃より会長をは 

じめ、委員各位には東村山市の地方創生の推進にあたり、ご理解、ご協力、ご指 

導を賜り、併せて感謝申し上げる。 

昨年の７月２４日に本年度の第１回を開催してから日にちが経つが、本日は 

これまでの取り組みについて一定の進捗があったことから報告させていただく 

とともに、来年度に向けて皆様からご指導をいただきたい。 

 市でも２月２０日から東村山市議会３月定例会が開催の運びとなり、平成 

３０年度予算等の審議をいただく予定であるが、その中で東村山市役所の組織 

  体制について提案を申し上げて審議をいただく予定である。東村山市では概ね 

５年に一度組織改正を進めてきたが、今回大きな目玉として東村山市創生総合 

戦略の推進体制をより強化するということで、地域創生部という新たな部を設 

け、現在経営政策部の中で総合戦略推進担当主幹を置いているが、同じ経営政 

策部の都市マーケティング課と合併してシティセールス課として新部に移管す 

る。併せて、これまで当市の産業施策、農業や商業振興を担ってきた市民部の 

産業振興課も新部に移管することにより、東村山創生を加速して推進する。更 



に、ＴＯＫＹＯ２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて新部の中にオ 

リンピック担当を設け、且つ現在教育部にある市民スポーツ課を新部に移管し、 

スポーツを通じて地域振興を図ることも併せて進めていくことを考え、議会に 

提案する予定である。新年度になると組織体制が若干変わるが、より東村山創 

生を強力に推進していくため、引き続き委員の皆様のご指導とご協力を賜りた 

い。 

 

 

３ 議題 

（１）報告事項 

 

（会長） 

議事に入る。本日の議事は、報告事項が２件、協議事項が１件。 

議題（１）報告事項の「①パーソルテンプスタッフ株式会社との包括連携協 

定について」事務局より説明願いたい。 

 

（事務局） 

―「【資料１】パーソルテンプスタッフ株式会社との包括連携協定について」 

事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があれば、お願いしたい。 

 

（委員） 

内容についてイメージが湧かない。例えば市民の働き方改革の部分で、働く 

場所は民間企業で、パーソルテンプスタッフ株式会社と共同研究することで、 

どういった手法で働き方改革を進めるのか。簡単にイメージができないので、 

そこに関してもう少し説明があってもよいと思う。 

 

（事務局） 

  市内で子育てをしている女性で、若い時には都心で働いていたが出産・子育 

てで職を離れている方が多くいると考えており、そういった方が働く場所を探 

すうえで、若い時に培ってきたスキルを活かしてフルタイムの仕事に戻ること 

もあるが、時間的・機動的に、例えば今日は半日だが明日はフルタイムで働け 

るなど柔軟な働き方が一般事務でも出来ないか、パーソルテンプスタッフ株式 

会社とお互いに実現に向けた研究を行っている。 

 

（委員） 

どうやったら希望している時間、シフトで働くことが出来るかを、パーソル 

テンプスタッフと研究していくということか。市内で働くということは、市内 

の事業者もパーソルテンプスタッフに登録しないといけないのか。具体的なイ 

メージが湧かないが、それを今後研究していくという認識でよいか。 

 

 

 



（事務局） 

     パーソルテンプスタッフについては、様々な企業から仕事を受託し、それを 

  新しい働き方にあわせて業務を切り分けていくところにノウハウと強みを持っ 

ている。それを活かして、郊外都市で新たな働く場を実現できないかと考えて 

  いる。平成３０年度には何かしらの具体的な形を出していきたい。 

 

（委員） 

働く側も雇用する側も良くなればベストかと思う。 

 

（副会長） 

   研究をしていく際に、モデルに具体性が無いと成功しないのではという懸念 

  がある。また、平成３０年度中に成果をというのも、時間的に難しいのではな 

  いか。 

   具体的な取り組みの手法として面白いと感じたのは、市内に所在する事業所 

  の経営者の方々にも市からアプローチし、経営者サイドの働き方に対する意識 

改革を優先して行う取り組みである。経営者サイドが意識を持っていないと事 

態が動かない。経営者の方も巻き込みながら、ノウハウを持つ第三者に入って 

いただきモデルを構築するほうがより具体的で、実効性が高まると思う。 

 

（事務局） 

   この後の協議事項でもご説明させていただくが、現在市では民間事業者との 

公民連携の取り組みをスタートしているところである。 

 

（市長） 

   平成２９年度については進展があまりなかったが、平成２８年度に男女共同 

  参画を担っている部署で市内事業者に対してアンケートを実施した。出てきた 

  ご意見としては、規模が小さいので休暇制度等の周知が進んでいないことや、 

市からそういった情報が欲しいなどがあり、基礎的な調査は一度行っている。 

  これからどのように市内事業者に対してワーク・ライフ・バランスの周知を行 

  っていくかが、市としても課題と考えている。そこに、パーソルテンプスタッ 

  フ株式会社との共同研究がどこまで寄与するかはまだわからないが、今後、ご 

  意見いただいたような観点で啓発・情報提供を進めたい。 

 

（委員） 

市民の働き方改革と市職員の働き方改革は、それぞれ別の取り組みという認 

識でよろしいのか。 

 

（事務局） 

   別の取り組みである。 

 

（委員）   

     スケジュール感としては、平成３０年度に何かしらの成果を出してというこ 

  とだが、共同研究の結果をみて施策を決めていくのか、それとは別に産業施策 

  はスタートさせるのか。 

 



（事務局） 

   課題を抽出しており、すべてを同時に実現するのは困難であるので、市民軸、 

  職員軸それぞれ出来ることから成果をあげていく、スモールスタートで取り組 

  んでいく考えである。 

職員軸については、現在市役所本庁舎の耐震工事を行っているが、工事が終 

  了する夏頃を機にオフィス環境を改善していくことなど検討している。市民軸 

  については、パーソルテンプスタッフのノウハウをいただきながら行っていく 

  ことになると思うが、いずれにしても全てを来年度中に達成するのではなく、 

  出来ることから成果を出していく。 

 

（委員） 

   お互いの強みやノウハウを活かしてということだが、市の強みやノウハウは 

  どういったものと考えるのか。例えば個人情報などまで突き詰めて行うのか。 

 

（事務局） 

   個人情報についてはそこまで具体的にイメージしているものはないが、パー 

  ソルテンプスタッフからみると、自治体と共同研究をすることから生まれる事 

  業となれば、安心感、信頼感という点でメリットがあるのではないかと考えて 

  いる。また、市としては、福祉的な政策や雇用施策との連携などが出来ればと 

考えている。 

 

（経営政策部長） 

   平成２９年９月に包括連携協定を締結し、月１回程度の共同研究を２軸で進 

めているのは説明させていただいたとおりだが、今後考えられることとしては、 

市の職員の定数が増やせない一方で業務は増えているという実態があり、公的 

な業務を切り出してパーソルテンプスタッフに受けていただくといったことや、 

今まで都心の企業で働いていた方が家庭に入り子育て等で働くことが出来ない 

中であっても、都内で行うような仕事をパーソルテンプスタッフから提供いた 

だき、家から自転車で通える場所で仕事ができる。また、元気な高齢者も多く 

おり、そういった方に仕事をしていただく機会を提供する。もう一つは、生活 

に困窮しているが仕事が見つからない、或いはそのノウハウを持っていない方 

に対しての仕事の提供など、このような総合的なことが出来るのではないか、 

検討している。 

 

（副会長） 

   市民軸と職員軸で唯一交わりうるのは、市役所の仕事をアウトソーシングす 

る受け皿としてテレワークを活用し、スキルを持つ市民の方に雇用を創出する 

点と考える。この点も視野に入れているのか。 

 

（事務局） 

   そういった点も視野に入れて検討している。 

 

 

 

 



（会長） 

  本日出された意見に対しては、事務局で更なる検討をお願いしたい。 

次に、議題（１）報告事項の「②地方創生加速化交付金事業（平成２８年度 

の取り組み）」について事務局より説明願いたい。 

 

（事務局） 

―「【資料２】「地方創生推進交付金を活用した実施事業について」事務局よ 

  り説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があれば、お願いしたい。 

 

（市長） 

   当初、「酒蔵からはじめる販路拡大・交流ビジネス事業」ということで市内 

の事業者へのハンズオン支援を行ってきて、現在は酒蔵だけでなく東村山イノ 

ベーションサポートと名付けて支援をさせていただき、今年度で６事業者とな 

ったが、結果としてすべて飲食に関する業種、食品加工等が支援対象事業者と 

して手を挙げてくださり、採択された。今後皆さんにご意見をいただきながら、 

元々市内に食品加工業が多くあり、企業誘致や起業・創業支援についても業種 

としてそういったところをターゲットとして考えていくと、成功の可能性が高 

いのではと感じているところである。 

 

（委員） 

  飲食関係が多いとのことだが、的が絞られておりこのままでよいと思う。また、 

 東村山創生に尽力されている各事業者に対して、そこを利用される消費者の方が 

 支援事業者だということがわかるようなマークがあるとよい。さらに、商品の原 

 材料にも東村山のマークが入れられればよいと思う。 

 

（委員） 

  創業支援した企業はあるのか。 

 

（事務局） 

  販路拡大支援の中では、創業を支援した企業はまだない。 

 

（委員） 

  現状支援する体制が整っていないのか。 

 

（市長） 

  産業振興課では地方創生関連の交付金は活用していないが、創業支援は既に行 

 っており、実際には平成２７年に４社、平成２８年に１５社創業している。東村 

 山市商工会にお願いをして創業塾等の事業は行っており、そういった意味での創 

 業支援は既に行っている。また、融資制度等についても一定行っている。所管が 

 産業振興課で縦割りになってしまっているが、４月からは一つの部で一体的に進 

 めていきたい。 

 



（委員） 

  インキュベート施設の設置とあり、受け皿の整備、ハードの整備は重要だが、 

それと同時に運営事業者がかなり重要だと考える。同時進行で、運営事業者の堀 

り起こしを是非やっていただきたいと思う。他市の施設をみても、成功している 

ところは運営事業者がきめ細かい支援をされている。また、販路拡大事業者につ 

いて、ハンズオン支援は素晴らしいと感じているが、永久的に行っていくわけで 

はないと思うが、支援が終了した後に各事業者が自走できる体制になるような助 

言を専門家の方がされているかが気になった。 

 

（会長） 

  事業管理者がただ施設を運営・管理するだけなく、入居者の方に知恵を貸して 

 下さる方がよいと思う。 

 

（委員） 

  保谷納豆の支援について、西武バス内でのアナウンス実施による地域への周知、 

 消費拡大とあるが、広告費用は東村山市で負担しているのか。 

 

（事務局） 

  販路拡大支援事業を委託する事業者が専門家を派遣してアドバイス等を行って 

 いる。その中で専門家による指導のほかに、一定の経費部分のサポートも行って 

おり、広告費用についても支援の一部として行っている。 

 

（会長） 

本日出された意見に対しては、事務局で更なる検討をお願いしたい。 

 

（２）協議事項 

 

（会長） 

次に、議題（２）協議事項の「①企業立地パンフレットの作成について」事務局

より説明願いたい。これについては、事前資料の中でご意見をいただきたいポイン

トをお伝えしており、パンフレットに盛り込む情報をどういったものを入れたらよ

いか、またパンフレットのデザイン等についてご意見をいただきたい。 

 

（事務局） 

―「【資料３】企業立地パンフレットの作成について」及び「【資料３－１】東村 

山市の公民連携の取り組み」について、事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があればお願いしたい。 

 

（副会長） 

   配布場所等はある程度想定していると思われるが、ＰＤＦデータをオンラインで 

  公開するなどは考えているか。 

 

 



（事務局） 

   市のホームページでの公開を考えている。 

 

（副会長） 

   市として積極的に営業活動をされるイメージか。 

 

（事務局） 

   こういったツールを持って、先程ご説明をしたターゲットに対して戦略的に 

  出向き、掘り起こしをしていきたいと考えている。 

 

（副会長） 

   昨年実施した企業誘致に関する調査の情報は非常に貴重なものかと思うので、 

これを最大限活用し、ターゲットをより明確に絞り込んで訪問していただくと、 

実際に進出を検討していただけると思う。 

   公民連携の取り組みに関しては、企業誘致に対して訴求しないのではと感じ 

るが、これをセールスポイントとする根拠はどういったものか。 

 

（事務局） 

   市内の事業者に門戸を開き、互いに公民連携の事業を考えていく機会の提供 

を拡大していく中で、市内に進出していただければビジネスチャンスが広がる 

可能性があることをセールスポイントと考えている。 

 

（副会長） 

   市としてそういったビジョンを持っていることは非常に大事かと思うが、提 

  案を受ける事業者はより即物的に内容を吟味されるので、そういった情報を優 

  先的に出していかないと、ミスマッチになってしまう。もっとインセンティブ 

  になる情報を、さらに事業者へヒアリングをし、反映していくとよいと思う。 

 

（事務局） 

   ご意見を参考にさせていただきたい。インセンティブとなるものについては 

  現在検討しており、市内には工業団地等の広大な土地はないため、東村山市の 

  企業立地とは何か、というところから考えている。他市であるような固定資産 

税等の相当分を奨励金として出すようなものは当市では現実的ではないため、 

  例えば中小企業等が賃貸で市内に事務所を設置するケースが多いのであれば、 

そういった面で、東村山なりのインセンティブとして効果が高いものを今後検 

討していきたい。 

 

（副会長） 

   金銭面以外でも、例えば道路事情など、進出してきた企業がどういった行動 

をするかを考えて、利便性が高いであろう事をセールスポイントとして探って 

いく事で、より魅力的なものになっていく。 

 

 

 

 



（委員） 

   仮に自分が起業しようと考えた時に、このパンフレットの内容だと非常にボ 

リュームがあり、明らかに起業しようと考えている方が手に取るものだとみえ 

  る。全く知らない方にも興味を持ってもらうという面にも目を向けていただく 

とよいのではないか。例えば、パンフレットだけでなく、駅のポスターや中吊 

り広告などで入口を広げてあげて、興味を持った方が最終的にパンフレットに 

行き着く、という流れになればよいと考える。 

   また、企業を誘致する中で、防災面の情報を載せるとよいかと思う。 

 

（委員） 

   起業について、本気で起業をしたいという方は、補助金や制度融資にまず注 

  目される方が多い。東京都と連携した制度などが情報としてあればよいと感じ 

た。また、企業誘致でいえば、都市型のサテライトオフィスやコールセンター 

は可能性があると思っており、女性が活躍できる場の提供になる。その場合に 

は、子育て支援、託児所の設置など、安心して働けることが重要となるので、 

そういった面での施策があるとよいかと思う。 

 

（委員） 

   起業をしたい、サテライトオフィスを設置したいがどこにしようか、という 

  △で悩んでいる方を〇にするという営業を行っていくのが一番効率がよい。そ 

  ういった方はまずインターネットで探すと思うので、先程ご説明があった各都 

道府県の事務所に５部ずつぐらい紙媒体のパンフレットを置くのはよいと思う 

が、紙媒体で数万部作製するよりも、インターネットサイトを作り込む方がよ 

いのではなか。更に、ＰＤＦのダウンロードは最後に行うものにして、ホーム 

ページをスクロールすれば全ての情報が得られるようにするなど、サイトのデ 

ザイン等に費用をかけた方がより効果が高いと思う。その他にも、例えば動画 

や検索エンジンを上手く活用し、検索上位に上がるようにすることなども有効 

ではないか。 

   

（委員） 

   パンフレットに必要な情報として追加するならば、駅数ではないか。近隣市 

よりも市内の駅数が多いことが、仕事仲間に聞くと意外と重要であるとのこと。 

また、非常に強みだと感じるのが、東村山に事務所を構えると、小平市、清瀬 

市、西東京市近辺を営業で回りやすいということ。実際に起業をした方からも 

聞いており、どこに行くにも２０分圏内で行ける、所沢市など埼玉県も押さえ 

られるため、中心で考えると東村山が一番良い。 

 サテライトオフィス等で大企業を誘致してくるのには、市内にテナントが無 

いのではないかと思う。１００人規模で入るテナントはほぼ無い。誘致するに 

あたって、ここを変えればもっと人が来るであろうという物件はあると感じる。 

また、実際にサテライトオフィス等を誘致するのであれば、テナントをリノベ 

ーションすると思うので、そこに市内事業者を使っていただきたい。先程あっ 

たホームページに例えば建築事業者のリンクを貼っていただくなど。公民連携 

でも事業規模によっては市内事業者で受けられないものもあるかと思うが、８ 

割９割は市内事業者が受けて、市内でお金が回るようになればよい。現状では 

ハード部分にフォーカスされているが、ソフト部分でも委託等受けることがで 



き、どこかの部分では必ず市内事業者が関わっているという状況が望ましい。 

  そのためには市の資産を公開することが必須かと思っている。千葉県の柏市な 

  どが良い事例である。 

 

（委員） 

   内容を見ると、あくまでもターゲットは日本人なのかと思うが、今や日本の 

  観光地だけでなく不便な地域にまで外国人が足を運んでいるところを見ると、 

  東村山も外国人に対して働きやすい、住みやすい、北多摩エリアでもトップク 

ラスなど、ヒントになるような情報があればよいかと思う。例えば、業種でい 

えばＩＴであったり、空き家を活用したりといった事も考えると、枠が増える 

のではないかと思う。 

 

（会長） 

   ＩＴの方であれば、どの程度の回線スピードなのかを求める。それも含めて、 

  紙媒体で情報を出せば、紙媒体に魅力を感じる方が来る。ＷＥＢで出せば、Ｗ 

  ＥＢで考える人が来る。スマートフォンで出せば、スマートフォンでよくやり 

取りをしている方が来る。ある意味では、どの媒体で情報を出すかによって、 

来る方も限定されるのではと思う。若い経営者はＰＣよりもスマートフォンで 

ビジネスをするであろうし、年齢が高い方は紙媒体を求める。そのため、ター 

ゲットとなる方に届くような媒体でやっていくことがよいと考える。 

     

（会長） 

   以上で本日の議題は終了となる。委員の皆様からいただいた意見や提案につ 

  いては、事務局でご検討をいただきたい。 

 

 

４．その他 

 

（事務局） 

本日の議事録について、事務局で作成し、内容の確認については、委員を代表し

て会長、副会長に一任いただきたいがよろしいか。 

 

（会長） 

議事録の取扱については事務局案で良いか。 

 

―意見・異論なし― 

 

 

５.閉会 小林経営政策部長 挨拶 

 

 

 

 

 

 


