
 
 

 

 

 

武蔵野市産業振興計画  
（平成 26 年度～30 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 2 月 

武蔵野市 

 



 

 
 



 

－ 目 次 － 

I 背景・目的等 ····················································································································· 1 

１． 背景 ······························································································································ 1 
（１） 経済・社会状勢 ········································································································ 1 
（２） 武蔵野市のあゆみ ····································································································· 1 
（３） 産業振興計画策定の意義 ···························································································· 2 

２． 目的 ······························································································································ 2 

３． 位置付け ························································································································ 3 

４． 計画期間 ························································································································ 4 

５． 計画策定の経緯 ··············································································································· 5 
（１） 武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会の設置 ··························································· 5 
（２） 市民委員の公募 ········································································································ 5 
（３） 策定委員会の公開 ····································································································· 5 
（４） 武蔵野市産業振興推進本部の設置 ················································································ 5 
（５） 産業振興基礎調査等の実施 ························································································· 5 
（６） 中間報告のパブリックコメントの実施 ·········································································· 5 

II 現況の整理（概要） ·········································································································· 6 

１． 市の概況 ························································································································ 6 
（１） 位置・面積等 ··········································································································· 6 
（２） 人口・世帯 ·············································································································· 8 
（３） 交通環境 ················································································································· 9 
（４） 財政 ····················································································································· 11 

２． 市の産業構成 ················································································································ 12 
（１） 従業者数 ··············································································································· 12 
（２） 事業所数 ··············································································································· 13 
（３） 産出額 ·················································································································· 14 
（４） 産出額分配先 ········································································································· 15 

３． 市の産業状況 ················································································································ 17 
（１） 農業 ····················································································································· 17 
（２） 工業 ····················································································································· 18 
（３） 商業 ····················································································································· 19 
（４） 経済指標からみた視点 ····························································································· 21 

III 課題の整理 ···················································································································· 22 

１． まちの魅力の維持・創出 ································································································· 22 

２． 地域生活の維持・向上 ···································································································· 22 

３． 人材の確保・育成 ·········································································································· 23 

 
 



 

４． 産業基盤の強化 ············································································································· 24 

IV 基本理念・目標 ··············································································································· 25 

１． 基本理念 ······················································································································ 25 

２． 基本目標 ······················································································································ 25 
（１） 武蔵野のブランド力を高める産業振興 ········································································ 25 
（２） 地域生活を支え合う産業振興 ···················································································· 25 
（３） 武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興 ······························································· 25 
（４） 都市の活力を担う産業振興 ······················································································· 25 

V 施策の体系 ······················································································································· 26 

１． 武蔵野のブランド力を高める産業振興 ··············································································· 28 
（１） 武蔵野の特性を活かした産業振興 ·············································································· 28 
（２） 都市観光の推進 ······································································································ 30 
（３） 都市生活を支えるまちづくり ···················································································· 32 

２． 地域生活を支え合う産業振興 ··························································································· 34 
（１） 市民の生活を支え、高める商店街の形成 ····································································· 34 
（２） 市民ニーズ等に対応したサービスの充実 ····································································· 35 

３． 武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興 ······································································ 36 
（１） 起業・創業の活性化 ································································································ 36 
（２） 雇用・労働環境の充実 ····························································································· 37 
（３） 人材の育成と活用 ··································································································· 38 

４． 都市の活力を担う産業振興 ······························································································ 39 
（１） 産業基盤の高度化の推進 ·························································································· 39 
（２） 産業基盤の安定化の推進 ·························································································· 40 

VI 計画の推進と見直し ········································································································· 42 

１． 市民・事業者・産業経済団体及び市が連携した取組みの推進 ················································· 42 

２． 武蔵野市産業振興推進本部による施策の進行管理 ································································ 42 

３． 武蔵野市産業・経済政策懇談会による協議 ········································································· 42 

４． 次期計画の改定 ············································································································· 42 

VII 資料編 ························································································································· 43 

１． 施策体系一覧 ················································································································ 45 

２． 計画の策定体制 ············································································································· 50 

３． 計画の策定スケジュール ································································································· 52 

４． パブリックコメント意見取り扱い状況 ··············································································· 53 

 
 



 

I 背景・目的等 

１．背景 
（１）経済・社会状勢 

近年の武蔵野市を取り巻く社会・経済状勢をみると、米国サブプライム住宅ローン危機に

端を発した平成 20年（2008 年）のリーマン・ショックに加え、ギリシャ等の財政危機がユー

ロ圏全体の財政不安に連鎖したことにより、円高・デフレ傾向が進行し、長引く不景気にあ

った国内経済の低迷に拍車がかかりました。国内製造業をはじめとした業績不振による雇用

環境の悪化や、個人消費の落ち込みなど、景気低迷からなかなか脱却することができない状

況下において、平成 23 年３月には東日本大震災が発生し、流通業をはじめとしたサプライチ

ェーンの混乱による多品目の店頭欠品や、今なお続く電力需給問題を経験し、市民一人ひと

りの消費行動や生活意識に少なからず変容が見られました。 

また、平成 24 年末に誕生した現政権により「デフレからの脱却」「国内経済の再生」のス

ローガンのもと、金融政策等が展開され、円安傾向、株価上昇といった動きが見られるよう

になりました。さらに、長年の招致活動の結実による東京オリンピック・パラリンピックを

平成 32 年に控え、建設業や製造業、観光業、小売業などをはじめとした多くの産業において、

新たな需要の喚起が期待されています。 

しかし一方では、少子高齢化の進行による度重なる社会保障制度の見直しや、平成 26 年度

に予定される消費税増税、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定などの内外環境の変化

により、今後の市民生活を注視していかなければなりません。 

 

（２）武蔵野市のあゆみ 
武蔵野市は昭和 30年代後半より、都市基盤の先導的な整備とまちづくり、商業振興が相ま

って、利便性の高い住宅都市として発展してきました。 

この端を発するのは、昭和 35年の東京女子体育短期大学敷地（現Ｆ＆Ｆビル）の借地権買

収で、都内有数の商業集積地と言われる現在の吉祥寺駅周辺街区の原形を形成するには、20

余年の歳月と百数十億円の巨費、地権者や借地権者等、多くの市民の協力がありました。ま

た、商工会議所や商店会から百貨店誘致の意見が出され、吉祥寺駅周辺商業地の核として魅

力を与えることが地元商店街の活性化を促進することにもつながるという見解のもと、昭和

46 年の伊勢丹吉祥寺店の誘致につながり、大型商業施設を核として回遊性の高いまちが形成

されました。 

また、武蔵野市では３駅周辺における商業振興のみならず、緑と水のネットワークを推進

する等に努め、都市農地や屋敷林等を地域資源として保全・活用することで、緑豊かで利便

性の高い暮らしやすい住宅都市を形成してきました。 

さらに武蔵野市は、市民参加による住宅環境を意識したまちづくりを進めてきたこともあ

り、“住みたいまち”として全国に認知されています。また、市民の居住地域満足度は 87％

と高い状況にあり、魅力あるまちとして多くの人に選ばれています。 

また、計画行政によるまちづくりは、堅実な行財政基盤を築き、必要な財政支出を行うこ

とで、生産機能や生活機能の向上などの好循環を育んできました。この好循環の維持には、

行政による投資先の選定や執行だけでなく、地域生活を支える事業者等の知恵や努力、市民

のまちへの愛着や理解、協力が大きく寄与してきました。 
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（３）産業振興計画策定の意義 
武蔵野市の産業のイメージとして、「日々の暮らしを支える商業･サービスの環境が充実し

ている」「市内には公園、緑地が多く憩いやイベント等の場になっている」「魅力のあるお

店が多く立地している」などが市民に定着しています。しかし、昨今の市内の現況を鑑みる

と、高齢化等に関わる生活課題への対応や、都市インフラの老朽化と健全な財政の維持・向

上のために公共施設の再編が迫られるとともに、市内事業者の 17％が廃業を予定する状況に

あるなど、個人事業主の高齢化や競争激化による事業断絶の課題、路線商店街に立地する個

店からの市民の消費離れなどの状況により、これまでの経済循環のバランスを保っていくこ

とが、今後、困難になることが想定されます。 

他方、周辺市区では、武蔵野市には望むことのできない広範な土地を資源とした駅周辺再

開発事業を進めており、まちに新たな活力を育んでいます。 

また、市内事業者の３年前と比較した売上高や営業利益の増減状況は、いずれも減少の傾

向が強く、業績評価を不振とする事業者は飲食業において 55％、卸売・小売業において 49％

を占め、商店主をはじめとした人々は、都市間競争に対する危機感を募らせています。 

このような状況を踏まえた上で、今後、市内における産業活動を活発化していくためには、

事業者ニーズに応じた域内調達率 1の向上や事業拡大等に向けた継続的な再投資など、まちの

魅力を高めることで都市間競争を勝ち抜き、市内における経済循環を促進していくことが必

要であるという認識のもと、産業全体を 俯瞰
ふ か ん

した戦略的な方針を定め、施策を総合的に推進

するための武蔵野市産業振興計画を策定することになりました。 

 

 

２．目的 
武蔵野市産業振興計画は、市を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、都内有数の住宅都市とし

ての武蔵野市の価値を維持・向上するために必要な産業振興の今後の方向性や施策について、基

本理念や基本目標を掲げるとともに、市民にとって快適な買物環境等の再形成と向上のための方

策、来街者等にとって楽しみや発見があるまちの魅力づくりの方策等を整理し、活動基準を施

策・事業として体系的に提示しています。 

また、市内産業を担い、企業市民としての側面を持つ事業者は、自らの創意工夫により事業活

動を行うとともに、地域環境との調和に配慮し、経営基盤の安定、人材の育成、従業員の福利厚

生の充実に努めることが求められます。産業経済団体等は、事業者の事業活動への支援を行うと

ともに、産業振興の施策を実施することが求められます。また、事業者と産業経済団体等は地域

社会への貢献に努めることも期待されています。市は、産業振興の施策を実施するとともに事業

者、産業経済団体等、他自治体との連携を図ります。事業者、産業経済団体等、市は、市民とと

もに産業振興に努め、今ある生活環境や都市の魅力を維持・向上していきます。 

そのための課題や方策等について、産業振興の観点から共有し、それぞれの主体の役割、責任

を共通認識し、連携・協働して計画を推進することを目的としています。 

 

1
 域内調達率：地域内で各種資材や従業員等が調達される割合（自給率）を示します。域内調達率の増加は、地域にお

ける経済効果を増加させることを意味します。 
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３．位置付け 
武蔵野市産業振興計画は、武蔵野市第五期長期計画（平成 24 年度～33 年度）の中の「Ⅲ 文

化・市民生活」分野の計画として策定するものであり、長期計画において示されている考え方や

方針を踏まえた、武蔵野市の産業分野全般を対象とした中位計画です。 

また、武蔵野市農業振興計画と、武蔵野市観光推進計画の上位計画という関係にあり、武蔵野

市商店街振興プランとしての性格もあわせてもつものです。 

なお、産業施策は、他の分野の施策との関わりの中で総合的に推進されないと実効的な計画と

ならないため、他の様々な分野の計画と整合性を図りながら、産業振興施策に関わりの深い施策

についてふれています。 

 

 

 

【武蔵野市】 

【東京都】 

・東京都産業振興基本戦略 

・東京都職業能力開発計画 

・地域産業資源活用事業の促進

に関する基本的な構想 

等の各種計画 

・日本再興戦略 

・職業能力開発促進法 

・中小企業地域資源活用促進法 

等の各種法令・計画 

【国】 

・武蔵野市都市計画マスタープラン 

・武蔵野市バリアフリー基本構想 

・武蔵野市市民交通計画 

・武蔵野市緑の基本計画 

・武蔵野市環境基本計画 

・武蔵野市地域防災計画 

・武蔵野市健康福祉総合計画 

・子どもプラン武蔵野 

・武蔵野市男女共同参画計画 

・武蔵野市市民活動促進基本計画 

等の各種計画 

《関連計画》 

武蔵野市 

産業振興計画 

武蔵野市長期計画 

《上位計画》 

・武蔵野市農業振興計画 

・武蔵野市観光推進計画 

 

《下位計画》 

 

図 I-１ 武蔵野市産業振興計画の位置付け 
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４．計画期間 
産業振興のまちづくりの総合的な計画である本計画では、中長期的な展望に立つ必要があるた

め、本来 10 年程度のスパンで策定する必要があります。 

一方、武蔵野市長期計画の改定時期に合わせて本計画もあわせて改定をする必要があるため、

本計画の期間は、平成 26 年度を初年度とする平成 30年度までの５か年とし、次期改定作業を平

成 30 年度に実施するものとします。 

 

 

図 I-２ 武蔵野市産業振興計画の計画期間 

平成 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

            

            

            

            

 

【
長
期
計
画
】 

第五期長期計画 

実行計画 展望計画 

調整計画 策定期間 

策定期間 第六期長期計画 

【
農
業
振
興
基
本
計
画
】 

農業振興基本計画 
（平成 23 年改訂版） 

次期農業振興基本計画 

【
観
光
推
進
計
画
】 

観光推進計画 
（平成 19 年策定版） 

次期観光推進計画 

基
礎
調
査
期
間 

計
画
策
定
期
間 

産業振興計画 

計
画
策
定
期
間 

次期産業振興計画 
【
産
業
振
興
計
画
】 

策定期間 

アクションプラン 

基
礎
調
査
期
間 

策定期間 
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５．計画策定の経緯 
本計画の策定にあたっては、上位計画である武蔵野市第五期長期計画、関連する他分野の各種

計画、委員会などからの報告、アンケート調査・ヒアリング調査の結果などを踏まえ、多様な市

民参加を得て、また、策定過程を公開しながら、以下の通り取組んできました。 

 

（１）武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会の設置 
武蔵野市産業振興計画（仮称）を策定するにあたり、武蔵野市の産業振興に係る必要な課

題を整理・検討し、計画案を策定するため、12 名の委員からなる武蔵野市産業振興計画（仮

称）策定委員会を設置しました。 

 

（２）市民委員の公募 
平成 25 年４月１日号の市報で、策定委員会の委員を公募し、７名の応募があり、作文選考

により２名が委員として選考されました。 

 

（３）策定委員会の公開 
毎回市報、市のホームページで策定委員会の開催を周知し、会議を公開しました。 

また、議事要録についても市のホームページに掲載しています。 

 

（４）武蔵野市産業振興推進本部の設置 
武蔵野市の産業振興の施策を効果的かつ戦略的に実施し、策定委員会や関係機関との連絡

調整を行い、庁内における横断的連携体制を構築し、計画の進行管理をするため、武蔵野市

産業振興推進本部を設置しました。 

 

（５）産業振興基礎調査等の実施 
市内産業を取り巻く現況や、事業者、市民、来街者の意識、実態を把握し、より適切で効

果的な施策を検討するため、「産業振興基礎調査（市民意向調査）」「産業振興基礎調査（事

業所調査）」「来街者調査」「産業振興基礎調査（現況整理）」「産業振興基礎調査（地域

構造分析）」を実施しました。 

調査結果は、策定委員会、市産業振興推進本部に報告するとともに、それらのデータは、

計画策定や今後の施策を検討するための参考として活用しました。 

 

（６）中間報告のパブリックコメントの実施 
平成 25 年 12 月に中間報告の概要を市報・市のホームページへ掲載し、冊子の配布により

市民に公表し、市民からの意見をＥメール、ファックス、文書などで募集しました。寄せら

れた市民意見を参考に修正を加え計画を策定しました。 
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II 現況の整理（概要） 

１．市の概況 
（１）位置・面積等 

①位置 
武蔵野市は東京都のほぼ中央に位置します。 

特別区の杉並区、練馬区、多摩地域の三鷹市、小金井市、西東京市に隣接し、平坦な地形

に恵まれたまちです。 

 

 

東京都 

三鷹市 

杉並区 

練馬区 
西東京市 

小金井市 

武蔵野市 

吉祥寺 

三鷹 

武蔵境 JR 東日本中央線 

京王井の頭線 
西武多摩川線 

 

図 II-１ 武蔵野市位置図  

 

②面積・土地利用 
市域は東西 6.4km、南北 3.1kmと東西方向に長く、その面積は 10.73km2です。 

平成 24 年 10 月１日現在、全国 789 市のうち 11 番目、東京都 26 市のうち６番目に小さな

市となっています。 

土地利用の 73.6％を宅地が占め、公園地 4.8％と畑 3.3％を合わせた緑地地域が 8.1％に及

び、都市部においては、緑豊かな住宅地が形成されています。 

 

③用途地域 
市域では第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域、

商業地域の９地域を指定しています。 

第一種低層住居専用地域が 51.4％、第一種中高層住居専用地域が 20.5％と、住居系が大半

を占めており、商業系は 12.6％、工業系は 3.3％となっています。 
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（出典：武蔵野市都市計画図、平成 24年４月現在） 

図 II-２ 武蔵野都市計画図 
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（２）人口・世帯 
①人口 

平成 25 年１月１日時点の人口は 138,868 人となっており、昭和 40年代に 13万人に達して

以来、ほぼ横ばいの傾向にあります。平成 27 年以降の人口は微減傾向に転じ、平成 37 年に

は 130,706 人と推計されています。 

15 歳未満の年少人口は 11.0％、生産年齢人口は 68.2％、65歳以上の老年人口は 20.8％で

あり、武蔵野市は高齢社会となっています。 

平成 24 年 10月１日現在、人口は全国 789 市のうち 179 番目、東京都 26 市のうち 12 番目

に多い市となっています。また、人口密度は、全国で埼玉県蕨市に次ぐ２番目、東京都で最

も高い市となっています。 

 138,868 人 

68.2% 

20.8% 

11.0% 

 

（出典：平成 24年度版 統計でみる武蔵野市） 

図 II-３ 年齢３区分別人口の推移及び予測人口 

 

②世帯 
平成 25 年１月１日時点の世帯数は 72,329 世帯となっており、一貫して増加傾向にありま

す。平成 27 年以降の世帯数は、平成 37 年に 75,436 世帯に達した後、微減傾向に転じると推

計されています。 

１世帯あたりの人員は 1.92 人であり、町別にみると吉祥寺本町で 1.66 人、御殿山で 1.67

人と特に少ない状況にあります。 

また、単独世帯や高齢者のみ世帯が増加傾向にあります。 

 

③就業人口 
平成 22 年の武蔵野市に常住する就業者数は 64,578 人、従業する就業者数は 70,210 人、常

住し、かつ従業する就業者は 17,570 人であり、常住する就業者の 27.2％、従業する就業者

の 25.0％を占め、市内産業が市民生活の４分の１を支えている状況にあります。 

武蔵野市で従業する就業者数は平成 12 年以降減少しており、平成 12年から平成 22年まで

の 10 年間の増減率は-3.5％となっています。 
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（３）交通環境 
①鉄道 

市内にはＪＲ東日本中央線の吉祥寺駅と三鷹駅と武蔵境駅、京王井の頭線の吉祥寺駅、西

武多摩川線の武蔵境駅があり、１日平均利用者数は合計 744,061 人に達します。 

吉祥寺圏においてはＪＲ吉祥寺駅の改修、京王ビルの建設等鉄道駅施設等の改良工事が進

められており、これらの完成により利便性、回遊性の向上が期待されます。 

武蔵境圏では、三鷹～立川間の高架化事業により、市域では中央本線の約 1.6km、西武鉄

道多摩川線の約 0.8km の高架化が完了し、市内６カ所の踏切が解消されました。これにより、

南北一体化が実現するとともに、高架下空間の公共利用を含め、利便性・回遊性のあるにぎ

わいの創出が各駅及び駅周辺地域で進められています。 

 

②バス 
鉄道駅を中心に、関東バス、小田急バス、京王バス、西武バスが路線バスを運行し、ＪＲ

線から京王線、西武線への連絡がなされています。 

また、路線バスのバス停から 300ｍ以遠の交通空白地域や、運行本数の少ない交通不便地

域の解消を図るため、コミュニティバス「ムーバス」を７路線９ルートで運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：ムーバス路線図、平成 25 年４月１日現在） 

図 II-４ ムーバス路線図 

 

③駐車場 
市内では駅周辺地域をはじめとして、民間の駐車場が整備されています。 

市では、駐車場の混雑による路上での入庫待ちや路上駐車などにより発生している渋滞を

緩和するため、吉祥寺駅周辺の駐車場情報をインターネット、携帯電話、通信カーナビ、む

さしのＦＭを通して提供しています。 

また、吉祥寺の車両混雑の緩和や違法駐車の抑制を目的として、「ムーバス」と連携した

駐車場「ムーパーク」の整備によるパークアンドバスライドを実施しています。 
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④駐輪場 
市では「武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例」及び同条例施行規則を

定め、商業地域、近隣商業地域、放置禁止区域内において自転車等の大量の駐車需要を生じ

させる施設の設置者に対し、施設の新築・増築・改築時に自転車等駐輪場の付置義務と自転

車等の整理を課しています。 

平成 25 年７月１日時点における３駅周辺の公共有料駐輪場は、吉祥寺駅周辺で自転車

12,753 台、原動機付自転車 383 台、三鷹駅北口周辺で自転車 7,298 台、原動機付自転車 83

台、武蔵境駅周辺で自転車 9,555 台、原動機付自転車 269 台整備されています。 

一部の駐輪場では、短時間利用客の駐車料金無料サービスや商業施設利用客の割引サービ

スなどを実施していますが、駅周辺地域や商業施設周辺における駐輪場の整備拡充は多くの

市民からの要望となっており、昨年度実施した市民意向調査では、商店街における不便点や

不満点として「駐輪・駐車場が少ない・狭い」を選択する市民が 29.1％で、最も高い割合を

占めました。 
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（４）財政 
平成 24 年度の武蔵野市の歳入は、58,818,115 千円、そのうち「市税」が 62.7％、「国庫

支出金」が 10.9％、「都支出金」が 8.4％となっています。 

一方、平成 24 年度の武蔵野市の歳出は 55,785,014 千円、そのうち「民生費」が 39.2％、

「総務費」が 17.6％、「土木費」が 11.9％、「教育費」が 11.4％となっています。 

武蔵野市における財政力指数は 1.432 で、東京都 26市のうち最も高く、財政力の高い状況

といえます。 

 

人口 人

世帯 世帯

分担金及び負担金 0.6%

市    債

諸収入

使用料及び手数料

地方消費税交付金

3.0%

繰越金

5.4%

都支出金

（100％）

寄 附 金 14,041 0.0%

株 式 等 譲 渡
所得 割交 付金

27,742 0.0%

交通 安全 対策
特 別 交 付 金

16,209 0.0%

   １世帯当たり 　809,476円

6,386,297 地 方 特 例
交 付 金

39,251 0.1%
10.9%

0.2%
8.4% 36,900,152

   人口１人当たり421,529円 62.7%
地 方 交 付 税 95,135 0.2%

    国庫支出金

自動 車取 得税
交 付 金

114,127 0.2%

4,949,843 58,818,115 市　　　税
配当 割交 付金 107,606

財 産 収 入 188,139 0.3%
3,147,466

利子 割交 付金 212,394 0.4%

1,762,128
地 方 譲 与 税 189,074 0.3%

1,456,678 2.5%

繰入金 1,613,009 2.7%

505,500 0.9% そ の 他 1,003,718 1.7%

715,848 1.2%

139,535

72,662 （平成25.3.31現在）

（単位　千円）

377,476

歳 入

 

民 生 費

教 育 費 （100％）

総 務 費

土 木 費

6,656,435

11.9% 9,828,402

17.6%

11.4%    人口１人当たり399,792円
労 働 費 33,451 0.1%

   １世帯当たり　 767,733円

55,785,014 39.2%
農 業 費 55,117 0.1%

6,337,317

　　衛 生 費
商 工 費 430,848 0.8%

5,290,143

9.5%
諸 支 出 金 90,861 0.2%

21,897,619

消 防 費 2,070,039 3.7%

公 債 費 2,622,079 4.7%

議 会 費 472,703 0.8%

そ の 他 610,277 1.2%

　

歳 出

 
図 II-５ 平成 24 年度一般会計決算額 
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２．市の産業構成 
（１）従業者数 

①従業者数の推移 
平成 24年の武蔵野市における従業者数は 87,590人で、平成 21年の 88,688人と比較して、

1,098 人の減少となっています。 

平成 21 年から平成 24 年の従業者増減率は-1.2％で、東京都の-6.6％より低い状況にあり

ます。 

 

表 II-１ 武蔵野市と東京都の従業者数の変化 

Ａ～Ｒ 全産業(Ｓ公務を除く) 87,590 100.0 8,657,850 100.0 88,688 100.0 9,271,914 100.0 -1,098 -1.2 -614,064 -6.6

Ａ 農業，林業 12 0.0 3,363 0.0 22 0.0 3,851 0.0 -10 -45.5 -488 -12.7

Ｂ 漁業 - - 158 0.0 - - 152 0.0 ＊ ＊ 6 3.9

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 - - 465 0.0 - - 2,284 0.0 ＊ ＊ -1,819 -79.6

Ｄ 建設業 2,132 2.4 468,233 5.4 2,355 2.7 500,812 5.4 -223 -9.5 -32,579 -6.5

Ｅ 製造業 6,409 7.3 706,571 8.2 6,982 7.9 921,524 9.9 -573 -8.2 -214,953 -23.3

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 215 0.2 30,953 0.4 347 0.4 36,265 0.4 -132 -38.0 -5,312 -14.6

Ｇ 情報通信業 3,592 4.1 785,899 9.1 3,777 4.3 852,563 9.2 -185 -4.9 -66,664 -7.8

Ｈ 運輸業，郵便業 2,284 2.6 467,518 5.4 2,529 2.9 509,303 5.5 -245 -9.7 -41,785 -8.2

Ｉ 卸売業，小売業 16,571 18.9 1,924,047 22.2 17,426 19.6 1,918,806 20.7 -855 -4.9 5,241 0.3

Ｊ 金融業，保険業 5,173 5.9 414,185 4.8 2,258 2.5 408,431 4.4 2,915 129.1 5,754 1.4

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 5,006 5.7 343,789 4.0 4,870 5.5 349,477 3.8 136 2.8 -5,688 -1.6

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 3,744 4.3 422,454 4.9 3,344 3.8 446,180 4.8 400 12.0 -23,726 -5.3

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 16,637 19.0 852,465 9.8 17,318 19.5 897,866 9.7 -681 -3.9 -45,401 -5.1

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 4,542 5.2 349,770 4.0 5,017 5.7 368,411 4.0 -475 -9.5 -18,641 -5.1

Ｏ 教育，学習支援業 7,226 8.2 322,333 3.7 7,343 8.3 451,720 4.9 -117 -1.6 -129,387 -28.6

Ｐ 医療，福祉 8,832 10.1 644,732 7.4 8,836 10.0 657,165 7.1 -4 0.0 -12,433 -1.9

Ｑ 複合サービス事業 180 0.2 19,966 0.2 199 0.2 22,650 0.2 -19 -9.5 -2,684 -11.8

Ｒ サービス業(他に分類されないもの) 5,035 5.7 900,885 10.4 6,065 6.8 924,454 10.0 -1,030 -17.0 -23,569 -2.5

東京都
産業（中分類）

従業者数（左：人、右：％） Ｈ21からＨ24の従業者増減数
（左：人）と増減率（右：％）Ｈ21Ｈ24

武蔵野市 東京都武蔵野市 東京都 武蔵野市

 
（出典：平成 21・24 年 経済センサス） 

 

②産業分類別の従業者数 
平成 24 年の武蔵野市において、産業分類別の従業者数が最も多いのは「宿泊業、飲食サー

ビス業」で 16,637 人、19.0％を占めており、続いて「卸売業、小売業」が 16,571 人、18.9％、

「医療、福祉」が 8,832 人、10.1％となっています。 

東京都では「卸売業、小売業」「サービス業（他に分類されないもの）」「宿泊業、飲食

サービス業」の順に割合が高く、「宿泊業、飲食サービス業」は 9.8％に留まることから、

「宿泊業、飲食サービス業」が武蔵野市の特徴的な産業と考えられます。さらに、「宿泊業、

飲食サービス業」の内訳を中分類でみると、「宿泊業」は 2.5％、「飲食店」は 92.1％、「持

ち帰り・配達飲食サービス業」は 5.3％であることから、武蔵野市で最も雇用吸引力が高い

産業は、「飲食店」であると考えられます。 

また、平成 21年から平成 24年にかけて武蔵野市で従業者数が増加しているのは 16産業中

「金融業、保険業」「学術研究、専門・技術サービス業」「不動産業、物品賃貸業」の３産

業で、東京都で減少傾向にある「学術研究、専門・技術サービス業」「不動産業、物品賃貸

業」が増加傾向にある点で、特徴的な産業と考えられます。 

さらに、平成 24 年における武蔵野市の産業の構成比率を全国の産業の構成比率で除した特

化係数が最も高いのは「教育、学習支援業」で 2.8、続いて「宿泊業、飲食サービス業」と

「不動産業、物品賃貸業」が 2.2、「金融業、保険業」が 1.9 となっており、全国と比較し

て特徴的な産業と考えられます。 
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（２）事業所数 
①事業所数の推移 

平成 24年の武蔵野市における事業所数は 7,560 事業所で、平成 21年の 8,099 事業所と比

較して、539事業所の減少となっています。 

平成 21 年から平成 24 年の事業所増減率は-6.7％で、東京都の-9.4％より低い状況にあり

ます。 

 

表 II-２ 武蔵野市の事業所数の変化 

Ａ～Ｒ 全産業(Ｓ公務を除く) 7,560 100.0 627,357 100.0 8,099 100.0 692,112 100.0 -539 -6.7 -64,755 -9.4

Ａ 農業，林業 2 0.0 439 0.1 3 0.0 477 0.1 -1 -33.3 -38 -8.0

Ｂ 漁業 - - 16 0.0 - - 21 0.0 ＊ ＊ -5 -23.8

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 - - 52 0.0 - - 77 0.0 ＊ ＊ -25 -32.5

Ｄ 建設業 307 4.1 42,564 6.8 343 4.2 47,235 6.8 -36 -10.5 -4,671 -9.9

Ｅ 製造業 147 1.9 50,050 8.0 169 2.1 59,852 8.6 -22 -13.0 -9,802 -16.4

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 1 0.0 376 0.1 5 0.1 555 0.1 -4 -80.0 -179 -32.3

Ｇ 情報通信業 225 3.0 21,792 3.5 281 3.5 25,691 3.7 -56 -19.9 -3,899 -15.2

Ｈ 運輸業，郵便業 63 0.8 16,718 2.7 92 1.1 19,529 2.8 -29 -31.5 -2,811 -14.4

Ｉ 卸売業，小売業 1,970 26.1 154,579 24.6 2,019 24.9 168,237 24.3 -49 -2.4 -13,658 -8.1

Ｊ 金融業，保険業 118 1.6 10,758 1.7 134 1.7 11,295 1.6 -16 -11.9 -537 -4.8

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 1,051 13.9 58,658 9.4 1,131 14.0 61,712 8.9 -80 -7.1 -3,054 -4.9

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 358 4.7 41,024 6.5 406 5.0 46,427 6.7 -48 -11.8 -5,403 -11.6

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 1,334 17.6 88,821 14.2 1,438 17.8 97,664 14.1 -104 -7.2 -8,843 -9.1

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 691 9.1 46,171 7.4 709 8.8 49,781 7.2 -18 -2.5 -3,610 -7.3

Ｏ 教育，学習支援業 351 4.6 16,331 2.6 401 5.0 20,192 2.9 -50 -12.5 -3,861 -19.1

Ｐ 医療，福祉 618 8.2 39,701 6.3 637 7.9 41,357 6.0 -19 -3.0 -1,656 -4.0

Ｑ 複合サービス事業 19 0.3 1,773 0.3 19 0.2 1,994 0.3 0 0.0 -221 -11.1

Ｒ サービス業(他に分類されないもの) 305 4.0 37,527 6.0 312 3.9 40,016 5.8 -7 -2.2 -2,489 -6.2

東京都
産業（中分類）

事業所数（左：事業所、右：％） Ｈ21からＨ24の事業所増減数
（左：事業所）と増減率（右：％）Ｈ21Ｈ24

武蔵野市 東京都武蔵野市 東京都 武蔵野市

 

（出典：平成 21・24 年 経済センサス） 

 

②産業分類別の事業所数 
平成 24 年の武蔵野市において、産業分類別事業所数が最も多いのは「卸売業、小売業」で

1,970 事業所、26.1％を占めており、続いて「宿泊業、飲食サービス業」で 1,334 事業所、

17.6％、「不動産業、物品賃貸業」で 1,051 事業所、13.9％となっています。 

東京都においても「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「不動産業、物品賃貸

業」の順に割合が高くなっていますが、いずれも武蔵野市における割合が高い状況にありま

す。 

武蔵野市と東京都において、事業所数が増加している産業はなく、武蔵野市で最も減少率

が高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」で-80.0%、続いて「農業、林業」で－33.3％、

「運輸業、郵便業」で-31.5％となっています。 

 

③従業者規模別事業所数 
平成 21 年の武蔵野市における従業者規模別事業所数は、「１～４人」が 4,492 事業所で全

体の 55.2％を占め最も多く、続いて「５～９人」が 1,733 事業所で 21.3％、「10～19 人」

が 981 事業所で 12.1％、「20～29 人」が 423 事業所で 5.2％であり、「30人未満」の事業所

が 93.9％を占めています。「300人以上」の事業所は 16事業所で 0.2％に留まります。 

東京都における「30 人未満」の事業所は 92.2％、「300 人以上」の事業所は 0.4%であるこ

とから、わずかではあるものの武蔵野市は小規模な事業所の割合が高い状況にあります。 
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（３）産出額 
平成 22 年度における東京都の産出額を基に、産業別の指標で按分することにより推計した

武蔵野市の産出額は、1,343,021 百万円となっています。 

東京都分類による業種別産出額は「サービス業」が 571,067 百万円、45.5％で最も高く、

続いて「卸売・小売業」が 207,393 百万円、16.5%、「不動産業」が 184,692 百万円、14.7％

であり、上位３業種で 76.7％を占めています。 

武蔵野市において域外市場産業に位置付けられるのは、９業種中「卸売・小売業」「金融・

保険業」「不動産業」「運輸・通信業」「サービス業」の５業種で、いずれも第三次産業と

なっています。 

純移出入額で移入額が大きいのは「サービス業」「運輸・通信業」「卸売・小売業」、産

出額が大きいのは「サービス業」「卸売・小売業」「不動産業」であることから、「サービ

ス業」「卸売・小売業」における域外マネー獲得力が高いと推察されます。 

 

表 II-３ 武蔵野市の産出額 

武蔵野市 東京都

１．産業 1,254,503 140,787,558

（１）農林水産業 713 71,546

（２）鉱業 - 38,508

（３）製造業 96,790 15,794,051

（４）建設業 37,558 7,848,959

（５）電気・ガス・水道業 15,103 1,765,782

（６）卸売・小売業 207,393 23,628,036

（７）金融・保険業 91,056 16,219,833

（８）不動産業 184,692 14,495,907

（９）運輸・通信業 50,133 9,288,486

（10）サービス業 571,067 51,636,450

２．政府サービス生産者 70,787 9,569,616

３．対家計民間非営利サービス生産者 18,143 2,112,292

４．輸入品に課される税・関税 3,154 367,227

５．（控除）総資本形成に係る消費税 3,567 415,310

６．帰属利子 0 0

合　　計 1,343,021 152,421,383

産業（東京都分類）
産出額（百万円）

 

（注）武蔵野市の産出額は、東京都の産出額を基に、産業別の指標（就業者数等）で按分することにより推計。 

（出典：平成 22年度 都民経済計算報告書、平成 22年度 国勢調査） 
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（４）産出額分配先 
①東京都 

平成 17 年における産業連関表より、東京都の産業別産出額分配先を中間投入 2、粗付加価

値 3、雇用者報酬、営業余剰の別に整理した結果、中間投入額の割合は「運輸・通信業」が 53.3％

で最も高く、続いて「製造業」が 49.7％、「建設業」が 49.4％となっています。これらの産

業は、原材料調達の裾野が広く、原材料を域内で調達していれば地域経済への波及効果が得

られる一方、域外から調達していれば、地域経済への波及効果を得ることができません。 

粗付加価値の割合は「不動産業」が 74.9％で最も高く、続いて「鉱業」が 73.6％、「卸売・

小売業」が 65.9％、「金融・保険業」が 62.6％となっています。粗付加価値額は雇用者所得

や営業余剰として消費や再投資に回ることから、域内雇用・所得に大きな影響を及ぼしてい

ます。 

雇用者所得の割合は「鉱業」が 66.3％で最も高く、続いて「製造業」が 49.8％、「サービ

ス業」が 33.1％、「農林水産業」が 32.9％となっています。営業余剰の割合は「不動産業」

が 36.1％で最も高く、続いて「卸売・小売業」が 25.7％、「金融・保険業」が 24.3％となっ

ています。ただし、武蔵野市においては「鉱業」は営まれていません。 
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（１）農林水産業

（２）鉱業

（３）製造業

（４）建設業

（５）電気・ガス・水道業

（６）卸売・小売業

（７）金融・保険業

（８）不動産業

（９）運輸・通信業

（10）サービス業

中間投入 雇用者報酬 営業余剰 その他

 

（出典：平成 22年度 都民経済計算報告書） 

図 II-６ 東京都産業連関による産出額分配構成 

2
 中間投入：各産業部門の生産過程において原材料や燃料等として投入されるものを示します。 

3
 粗付加価値：人件費や賃貸料などの純付加価値に、固定資産の減価償却費を加算したもので、生産活動において新た

に付け加えられた価値を示します。 
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②武蔵野市 
事業所調査の結果から、武蔵野市における域内調達率を原材料、生産外注先、設備投資発

注先の別にみると、原材料の域内調達率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が 35.6％で最も

高く、続いて「建設業」が 21.9％、「その他のサービス業」が 19.0％となっています。 

生産外注先の域内調達率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が 55.0％で最も高く、続いて

「建設業」が 22.4％、「その他のサービス業」が 18.5％、「不動産業」が 10.0％となってい

ます。 

設備投資発注先の域内調達率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が 60.0％で最も高く、続

いて「建設業」が 34.4％、「その他のサービス業」が 25.3％、「情報通信業」が 17.5％とな

っています。 

域内調達率から「電気・ガス・熱供給・水道業」「建設業」「その他のサービス業」は、

地域経済への波及効果が他の産業に比べて高く、「製造業」「運輸業」は、地域経済への波

及効果が他の産業に比べて低いと考えられます。 

 

表 II-４ 武蔵野市内事業所の域内調達率 

（％） サンプル数 （％） サンプル数 （％） サンプル数

１ 農林水産業 0.0 1 - 0 - 0

２ 建設業 21.9 52 22.4 37 34.4 35

３ 製造業 7.7 29 6.9 23 6.3 20

４ 電気・ガス・熱供給・水道業 35.6 9 55.0 5 60.0 7

５ 情報通信業 9.2 13 0.9 16 17.5 10

６ 運輸業 8.6 7 3.3 3 10.3 10

７ 卸売業 1.3 41 7.5 12 14.4 18

８ 金融・保険業 - 0 - 0 - 0

９ 不動産業 0.0 3 10.0 2 15.0 4

10 医療・福祉 0.0 1 0.0 1 0.0 1

11 その他のサービス業 19.0 23 18.5 17 25.3 20

計 13.8 200 15.0 132 22.8 140

産　　業
原材料 生産外注先 設備投資発注先

 
（注）業種別の有効回答サンプル数は少ないため参考扱い。 

（出典：平成 24年度武蔵野市産業振興基礎調査（事業所調査）） 
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３．市の産業状況 
（１）農業 

①農家戸数・農業従業者数 
平成 24 年度の農業委員会選挙人名簿によると、武蔵野市の総農家戸数は 78 戸であり、平

成 18 年度の 84 戸に比べ６戸の減少となっています。 

平成 24年度の農業従事者数は 213 人で、平成 18年度の 226 人より 13 人減少しています。

年齢別にみると、「70 歳以上」が 95人で全体の 44.6％を占めていますが、「50 歳未満」の

34 人と「50～59 歳」の 49人を合わせた「60 歳未満」が 83人で 40.0％を占め、若手後継者

の増加による世代交代が徐々に行われているといえます。 

 

50歳未

満,  34人, 
16.0%

50～59
歳, 49人, 

23.0%

60～69
歳, 35人, 

16.4%

70歳以

上, 95人, 
44.6%

農業従事者数

213人

平成24年度

 
図 II-７ 農業従事者の年代別内訳 

 

②農地 
平成 24 年度現在の武蔵野市における農地面積は 32.2ha であり、そのうち生産緑地地区面

積は 28.9haで、生産緑地指定率は 89.75％となっています。農地面積は平成 18年度の 34.48ha

に比べ、2.28ha 減少しています。 

 

③農業生産 
平成 23 年産の武蔵野市における農業産出額は２億 3,166 万円です。 

生産品目別農業産出額の構成比は「トマト」が 12.0％で最も高く、続いて「日本なし」が

9.8％、「ぶどう」が 6.0％、「えだまめ」が 5.2％、「こまつな」が 4.2％であり、「その

他」には 156 品目が含まれ、都市型農業の特徴を活かした少量多品目生産が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：武蔵野市農業調査推定集計） 

図 II-８ 武蔵野市の農業産出額 

トマト

12.0%
日本なし

9.8%

ぶどう

6.0%
えだまめ

5.2%
こまつな

4.2%

その他

62.7%

農業産出額

2億3,166万円

平成23年産
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（２）工業 
①事業所数・従業者数 

平成 22 年の武蔵野市における従業者数４人以上の工業事業所数は 37 事業所で、平成 21

年の 40 事業所に比べ３事業所の減少となっています。 

平成 22 年の工業従業者数は 4,540 人で、平成 21年の 5,049 人に比べ 509 人の減少となっ

ています。 

平成 22 年の従業者規模別事業所数をみると、従業者規模「1,000 人以上」は１事業所で、

従業者数が 4,069 人であり、全従業者数の 89.6％を占めます。その他の事業所の従業員規模

は「４～49人」となっています。 

 

表 II-５ 産業別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 

事業 従業者数 製造品出荷額等 事業 従業者数 製造品出荷額等

所数 （人） （万円） 所数 （人） （万円）

食料品製造業 5 64 75,494 6 83 74,241

印刷・同関連業 10 143 170,532 10 143 178,756

プラスチック製品製造業 1 5 X 1 4 X

なめし革・同製品・毛皮製造業 1 11 X 1 11 X

窯業・土石製品製造業 1 18 X 1 16 X

金属製品製造業 1 4 X 1 4 X

はん用機械器具製造業 1 11 X 1 10 X

生産用機械器具製造業 2 19 X 2 22 X

業務用機械器具製造業 6 82 137,560 8 111 150,396

電子部品・デバイス電子回路製造業 1 25 X 2 29 X

電気機械器具製造業 6 82 185,423 5 63 100,339

輸送用機械器具製造業 1 4,069 X 1 4,546 X

その他の製造業 1 7 X 1 7 X

総　　数 37 4,540 1,406,463 40 5,049 1,498,758

産　　業

平成22年12月31日 平成21年12月31日

 
（注１）従業者４人以上の事業所。 

（注２）平成 20 年より工業統計調査用産業・品目分類が改定され、「繊維工業(衣服、その他繊維製品を除く)」

と「衣服・その他の繊維製品製造業」を統合し、「繊維工業」を新設。「一般機械器具製造業」「精密

機械器器具製造業」「その他製造業」の一部を再編（分割・統合）し、「はん用機械器具製造業」「生

産用機械器具製造業」「業務用機械器具製造業」を新設。前記の再編(分割・統合)にともなって「繊

維工業(衣服、その他の繊維製品を除く)」「衣服・その他の繊維製品製造業」「一般機械器具製造業」

「精密機械器具製造業」を廃止。 

（注３）「X」は秘匿情報。                    （出典：2011・2012 年版 市勢統計） 

 

②製造品出荷額等 
平成 22 年の武蔵野市における従業者数４人以上の製造品出荷額等は 1,406,463 万円です。 

平成 22 年の複数事業所のある産業別製造品出荷額等をみると、「電気機械器具製造業」が

６事業所、82 人で 185,423 万円、「印刷・同関連業」が 10事業所、143 人で 170,532 万円、

「業務用機械器具製造業」が６事業所、82人で 137,560 万円、「食料品製造業」が５事業所、

64 人で 75,494 万円となっています。 
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（３）商業 
①商店会組織数 

平成 24 年６月現在、武蔵野市には 54（東部（吉祥寺）地区 28、中央地区 15、西部（武蔵

境）地区 11）の商店会組織があり、商業・サービス業以外の産業も含め 3,255 事業所が加盟

しています。54商店会のうち、法人化されている組織は振興組合２つ、協同組合３つの計５

つに留まり、他の組織は任意組織となっています。地域ごとに商店会組織の連合会が組織さ

れ、中央地区商店連合会は 13 団体、武蔵境商店会連合会は 12 団体で構成されています。ま

た、各商店会と７大型店は、上部組織として武蔵野市商店会連合会を組織しています。 

商店会組織は、商店会会員の高齢化や会員事業の衰退、チェーン店等の未加入などが進み、

商店会の活動の維持だけでなく、組織の維持そのものが難しくなっている商店会もあり、近

年では解散する商店会も見られることから、商店会組織の役割や規模の見直し等の必要性が

出てきていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出典：便利帳 2012 平成 23 年 11 月１日現在 4） 

図 II-９ 商店会等分布図 

4
 注：「○54武蔵境独歩通り商店会」は平成 24 年 12 月 31日に解散し、現在は存在しません。 

注：「○52 武蔵境温泉通り商店会」は、現在は「武蔵境みずき通り商栄会」となっています。 
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②事業所数・従業者数 
平成 24 年の武蔵野市における商業事業所数は 1,970 事業所で、その内訳は「卸売業」が

246 事業所、「小売業」が 1,724 事業所です。平成 21 年に比べ全体では 49 事業所の減少と

なっており、内訳をみると「卸売業」が 43事業所、「小売業」が６事業所の減少となってい

ます。 

平成 24 年の商業従業者数は 16,571 人で、その内訳は「卸売業」が 1,850 人、「小売業」

が 14,721 人です。平成 21 年に比べ全体では 855 人の減少となっており、内訳をみると「卸

売業」が 519人、「小売業」が 336 人の減少となっています。 

平成 24 年の商業１事業所あたりの従業者数は 8.4 人で、その内訳は「卸売業」が 7.5 人、

「小売業」が 8.5 人です。平成 21 年に比べ全体では 0.2 人の減少となっており、内訳をみる

と「卸売業」が 0.7 人、「小売業」が 0.2 人の減少となっていることから、１事業所あたり

の従業者数が平均より高い事業所が廃業している状況にあります。 

平成 21 年の従業者規模別事業所数をみると、従業者規模「１～４人」が 1,122 事業所で最

も多く、全体の 55.6％を占め、続いて「５～９人」が 482 事業所で 23.9％、「10～19 人」

が 233 事業所で 11.5％となおり、小規模な事業所が大半を占める状況にあります。 

 

表 II-６ 産業別事業所数、従業者数及び年間販売額 

平成19年6月1日

従業者数 従業者数 年間販売額

（人） （人） （百万円）

246 1,850 289 2,369 278,740

1,724 14,721 1,730 15,057 281,475

各種商品小売業 3 645 6 1,595 各種商品小売業 77,313

織物・衣服・身の回り品小売業 498 3,418 456 3,266 織物・衣服・身の回り品小売業 55,958

飲食料品小売業 464 5,720 470 4,925 飲食料品小売業 65,694

機械器具小売業 92 708 99 716 自動車・自転車小売業 8,487

その他の小売業 631 3,920 685 4,483 家具・じゅう器・機械器具小売業 12,296

無店舗小売業 36 310 14 72 その他の小売業 61,729

1,970 16,571 2,019 17,426 560,216

卸　売　業

小　売　業

総　　数

産　　業

卸　売　業

小　売　業

総　　数

平成24年7月1日

事業

所数

産　　業

平成21年7月1日

事業

所数

 

（注）平成 24 年の小売業中分類「その他の小売業」には、統計上の「小売業 内格付不能」を含む。 

（出典：平成 21・24 年 経済センサス、2012年版 市勢統計） 

 

③年間販売額 
平成 19 年の年間販売額は 560,216 百万円で、その内訳は「卸売業」が 278,740 百万円で

49.8％、「小売業」が 281,475 百万円で 50.2％となっています。 

小売業について業種別年間販売額をみると、「各種商品小売業」が 77,313 百万円で最も高

く、小売業全体の 27.5％を占め、続いて「飲食料品小売業」が 65,694 百万円で 23.3％、「そ

の他の小売業」が 61,728 百万円で 21.9％、「繊維・衣服・身の回り品小売業」が 55,958 百

万円で 19.9％となっています。 
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（４）経済指標からみた視点 
昨年度実施した地域経済構造分析調査より、経済指標からみた６つの視点による分析結果

は図 II-１０の通りです。 

 

 
図 II-１０ 地域経済構造分析調査における６つの視点による分析結果 

地域経済構造分析調査における６つの視点 

視点１ 住民生活を直接的に支えている産業は何か 

■武蔵野市の従業地による就業者数の割合は、「卸売・小売業」「分類不能の産業」「医療、福

祉」「宿泊業、飲食サービス業」の順に高く、全就業者の約半数を占め、これら４つの産業

の雇用吸収力が大きい。 

■武蔵野市の産業の特化係数は、「不動産業、物品賃貸業」「情報通信業」「分類不能の産業」

で高い。「不動産業、物品賃貸業」は東京都の産業特化係数と比べても高く、武蔵野市の特

徴的な産業である。 

■武蔵野市の従業地による就業者数は減少傾向を示す。減少に影響を及ぼしているのは「製造

業」「教育、学習支援業」等と推察される。 

 

■産出額はサービス業、卸売・小売業、不動産業の順に高い。 

■市内で移出が移入を上回り、域外マネーを獲得している産業は、サービス業、運輸・通信業、

卸売・小売業、金融・保険業、不動産業である。 

■市民所得は、従業地雇用者所得が常住地雇用者所得を上回っており、市外への所得の流出が

推測される。 

■市の歳入のうち 25％が個人の納める市民税、21％が土地・家屋に係る固定資産税、５％が法

人税である。 

 

視点２ 域外市場産業として域外マネーを獲得している産業は何か 

■中間投入率が高い産業は運輸・通信業、建設業、製造業などである。 

■武蔵野市における原材料の域内調達率が高い業種は、電気・ガス・熱供給・水道業、建設業、

その他のサービス業で、これらの業種は他の業種に比べ地域経済への波及効果が高い。 

■粗付加価値率が高い産業は、不動産業、卸売・小売業、金融・保険業等であり、これは雇用

者報酬や営業余剰として消費や再投資に回るため、域内雇用・所得に影響が大きい。 

 

視点３ 各産業で生み出された付加価値は域内に落ちているか 

視点４ 域外市場産業は持続的・安定的か 

■持続性・安定性が比較的高い市場は、商業、不動産業、サービス業であり、民間消費支出依

存度が高い。 

■持続性・安定性が比較的低い市場は、製造業、建設業である。製造業は移輸出依存度が高く、

建設業は都内総固定資本形成依存度が高い。 

 

視点５ 消費は域内で行われているか 

■武蔵野市の小売吸引力は１を上回り、消費の流入が生じている。 

■平成 16 年から平成 19 年では、武蔵野市の小売吸引力は低下している。 

 

視点６ 再投資は域内で行われているか 

■主な金融機関の預貸率は、横ばいあるいは低下傾向にある。 

■預金残高の２割強～６割弱が、投資先を見出すことができない状況にあると推測される。 
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III 課題の整理 
武蔵野市の現況や各種調査結果を踏まえ、本市の産業振興に係る課題を次のように整理します。 

 

１．まちの魅力の維持・創出 
武蔵野市は公園・緑地や都市農地などの緑が多い一方、吉祥寺・三鷹・武蔵境の３駅周辺地域

における商業集積等があり、それぞれに地域の特色があります。生活利便性の良さから、市民の

地域生活に対する満足度の高さにつながっています。特に、吉祥寺を中心に情報誌やテレビ番組

等、多くのメディアに取り上げられることで、来街者の評価や外部から抱かれるイメージが良い

状況にあります。このイメージを構築するまちの魅力を維持するとともに、時代の変化や人々の

ニーズに合わせて、新たなまちの魅力を創出していくことが必要です。 

しかし近年では、“吉祥寺らしさ”と謳われてきたまちの要素である“複数の百貨店”と“こ

こにしかない個店”が閉店すること、また、高齢化した事業主等は個店の事業継続を断念し、テ

ナント・ビルオーナー化する実態も見られます。個性的な店が“どこにでもあるチェーン店”に

変化することにより、まちの魅力が損なわれてきているとの声も聞かれるようになっています。

なお、まちの魅力については、昨年度実施した来街者調査で、吉祥寺の他によく出かけるまちと

して最も高い割合を占めた「新宿」は、「品揃えが豊富」「近くて便利」「魅力的な店が多い」

といった理由で選ばれていました。一方、老朽化した建築物の更新・改修等が進まないために、

空間構成や施設設備がテナントの出店要件を満たせないなどの問題も発生しています。この背景

には、建物の更新に際して適用される種々の規定や吉祥寺駅周辺地域をはじめとした借地権等の

不動産権利関係の複雑化による賃料・保証金・更新料等の高騰があると言われています。平成 19

年における対東京都の小売吸引力は 1.52 で、域外からの消費流入が生じている状況にあります

が、平成 16 年から平成 19 年にかけて 7.9 ポイント低下しており、今後の推移が懸念されます。

安心して、居心地良く、買い物を楽しむことのできるまちの環境を整えることが課題となってい

ます。 

まちの魅力を維持・創出するためには、現在のまちのトレンドを分析し、地域の資源を見直し、

まちづくり等と一体となった事業展開を図るための策を講じることが課題となっており、小売業

をはじめとした各種産業において、継続的に域外マネーを獲得することが必要とされています。 

また、昨年度実施した市民意向調査では、地域の望ましい姿として「安全性の高い街」を選択

する市民が 62.4％で最も高い割合を占め、続いて「街並みや景観が整備されている街」が 44.0％、

「落ち着きのある静かで生活環境の良い街」が 42.7％を占めたことから、商業集積地における商

業振興のみならず、良好な居住環境を維持しつつ、産業集積を促進することが望まれる都市型産

業を地域経済拡充の牽引役として育成することや、農地の保全を図り、地域への愛着を育み武蔵野

市らしさを形成する農業を地域活性化に貢献する産業として支援することが求められています。 

 

 

２．地域生活の維持・向上 
武蔵野市は住宅都市として生活環境を重視する多くの市民に支持されることで、堅実な財政基

盤を築き、公的サービスの充実を図る好循環を育んでいます。今後、少子高齢化の一層の進展が

見込まれる本市において、この好循環を維持・増幅させるためには、誰もが地域で安心して生活

するための課題解決型のサービスの充実を図ることが必要です。 

そのためにも、市民の日常生活を支える路線商業や、まちの安全・安心を守り、祭事などの商
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店会活動が持続されることが必要ですが、事業主の高齢化等による閉店など、多くの路線商店街

は厳しい環境にあり、生鮮三品は、生鮮食品を扱うコンビニエンスストアやスーパーに依存する

状況にあります。大手スーパーによる店頭購買商品の宅配サービスやインターネット注文による

宅配サービスなど、買い物環境が多様化していることも、路線商業にとっての打撃となっていま

す。一方、このようなサービスシステムは高齢者等には有効利用することが困難、宅配料金の負

担が大きいなどの指摘があり、本市においても買い物弱者の存在を否定することはできません。 

その結果、駅周辺から離れた地域で戸建てに居住していた高齢者のみの世帯が、利便性を求め

て駅周辺の集合住宅に移住する事例も出てきています。また、買い物弱者と関わりが深いとされ

る交通空白地域や交通不便地域の解消を図るために拡充されたバス路線によって、市民が駅周辺

の商業集積地に出かけやすくなった一方で、住宅地周辺にある路線商店街の一部では商業環境が

厳しくなったことも考えられます。昨年度実施した市民意向調査では、「青果・精肉・鮮魚」を

はじめとした食料品、「日用雑貨」など購買頻度が比較的高い費目については、「価格が手ごろ」

「品揃えが豊富」「品質・鮮度がよい」「一カ所で全てが揃う」などの理由から、「自宅周辺の

スーパー」や「市内の駅周辺の大型商業施設」を購買先としている市民の割合が高い状況でした。 

また、閉店後の店舗は、店舗・事業所として貸し出されることなく、住居化される傾向が強く、

商店街の店舗の連続性が損なわれ買い物場所としての機能が果たせなくなったり、商店会組織の

構成員が減少し、商店会活動に支障を来たしたり、解散にいたるなどの事態があります。 

これまで、市内の各商店会では、地域の祭事の開催や街路灯の維持、まちの安全・安心を守る

治安対策活動等、地域コミュニティの要としての活動を担ってきました。しかしながら、大型ス

ーパーマーケットやコンビニエンスストア等との競合や事業主の高齢化等による閉店等により

次第にその役割が果たせなくなっています。 

こうした問題に対して、まずは事業主や商店会組織の自助努力による解決を求め、地域課題を

解決するという視点から、行政や関係団体による支援が実施されてきました。今後は、市民に対

し、路線商業や商店会活動に対する理解醸成を図り、市民やＮＰＯ、大学、大型店や多様な他産

業の事業者等と協力して解決策を図ることが求められます。特に、少子高齢社会に対応するため

の生活課題解決型サービスの創出については、市内において活発な医療・福祉産業の事業者や、

コミュニティビジネスに関心を持つ市民等との連携が必要と考えられます。 

商店会組織については、路線商店街における構成員の絶対数の減少だけでなく、商業集積地に

おける組織率の低下が伺われることから、組織加盟に積極的ではない大型店やチェーン店、若年

の事業主などに、加盟のメリットや責務を明示し、さらに、商店会組織の役割や組織規模の再構

築を図ることで、組織力を強化することが必要です。これらの取組みは、個々の商店会だけでな

く、各地域の商店会連合会や全市の商店会連合会において行われることが求められています。 

 

 

３．人材の確保・育成 
誰もが、安心して地域で働くことのできる環境づくりは、産業基盤の形成へとつながります。 

昨年度実施した市民意向調査では、武蔵野市内で就業を望む市民は、子育て期や子育てが一段

落した年代の女性で特に高い状況にあります。また、高齢者を含め、退職などにより家庭や地域

に埋もれた人材が多数存在すると考えられます。従って、まずはそれらの人材やニーズの掘り起

こしを行い、職業能力の育成を支援することが必要です。 

一方、市内事業者に対しては、時短勤務や勤務日数の限定など、ワークシェアによる新たな雇

用の創出や、ノー残業デーの設置、有給休暇の取得推奨、育児休業や介護・看護休業制度の整備
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及びその周知など、既存の就業者のワークライフバランスの向上も含め、多様な働き方を受容す

る雇用・労働環境の育成を支援することが必要です。 

昨年度実施した市民意向調査で、「起業してみたい」と回答した市民は 12.4％を占めましたが、

市内で創業・出店等を希望する人々にとって、その足掛かりとなる情報や支援の得難さが少なか

らず障壁になっていると考えられます。これらの障壁を低減するためには、これからの市内産

業・地域の核となる人材を「見える化」するなどの策を講じることが必要です。 

また、吉祥寺駅周辺地域は、多様な世代の往来があることから、かねてより、国内地方事業者

による首都圏進出や、海外事業者の国内進出の際の１号店等の立地や、アンテナショップの出店

による事業試行に相応しい地域として評価されてきました。こうした特性を活かし、事業展開に

意欲のある事業者や起業・創業者を支援することで、産業の新陳代謝を促すとともに、今ある産

業の拡充や承継を促すことが必要です。 

 

 

４．産業基盤の強化 
昨年度実施した事業所調査では、３年前と比較した売上高や営業利益の増減状況は、いずれも

減少の傾向が強く、今後３年間の業況の推移予想は、悲観的観測が 44.9％で楽観的観測を 28.4

ポイント上回りました。また、困っていることや経営上抱えている課題が「ある」と回答した事

業所は、業種によらず７割を超えており、商業・サービス業では「売上の伸び悩み」や「同業者

との競争激化」「人材不足」などが、商業・サービス業以外の業種では「受注高・取引量・売上

高の減少」や「顧客や取引先に生じた変化の影響」「競合他社等との競争環境の激化」などがあ

げられました。 

武蔵野市内の事業所の多くは個人や小規模の単独事業所です。そのため、事業承継のための経

営戦略や資金調達の計画立案、環境対策や情報化・国際化への対応などに取組む知識や技術を有

する専門職種を独自に雇用することが難しい環境にあります。 

このような課題解決に対して、商工会議所や国・都などの支援事業の利用を促進・啓発するほ

か、武蔵野市内では、コンサルタント業や各種士業 5など、専門職種 6の個人事業主やサービス事

業者が多数創業する状況にあることから、この特性を活かし、市内で創業する専門職種とそれら

の専門知識を必要とする事業者 7をマッチングするなどにより、市内創業者に対して、事業機会

の創出を図るとともに、経営基盤の強化に向けた支援を行うことが必要です。 

また、武蔵野市内には全国区の飲食チェーン本部や大学・研究機関が複数立地しています。こ

の環境を維持し、最大限活かすための産学官連携の基盤強化を図ることが課題です。 

強固な産業基盤を築くために、市民・事業者・産業経済団体及び市が、連携・協力し、定期的

に市内産業の状況を把握することで、市況の変化に応える策を迅速に講じることが求められてい

ます。 

5
 各種士業：弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、弁理士、中小企業診断士などの国

家資格や専門知識を有する職業を示します。 
6
 専門職種：コンサルタント業や各種士業に加え、システムエンジニアやコピーライター、データアナリスト、工業意

匠をはじめとした各種デザイナーなどの専門性を有する職業を示します。 
7
 専門知識を必要とする事業者：ICT 利活用を行いたいサービス事業者や特許出願を行いたい製造事業者、マーケティ

ングを行いたい商業者など、事業活動において自身にはない専門知識を必要としている事業者を示します。 
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IV 基本理念・目標 

１．基本理念 
武蔵野市は緑豊かな住宅都市であるとともに、広域的な集客が図れる商業施設等が集積する吉

祥寺を有し、市民のみならず多くの人々に親しまれるまち、生活文化を発信するまちとして発展

してきています。 

この地の利を活かした都市型産業を育成し、都市や地域の抱える様々な課題を市民と事業者が

一体となって取組んでいくことで、誰もが安心して暮らし、働き、楽しむことのできるまちとし

て、時代とともに変化し、選ばれ続けるため、本計画の基本理念を次のように定めます。 

“まちの魅力”を高め “豊かな暮らし”を支える  産業の振興 

 

 

２．基本目標 
前述の基本理念のもと、本計画における基本目標を次のように定めます。 

 

（１）武蔵野のブランド力を高める産業振興 
ライフスタイルや価値観の多様性を受容する時代において、多様な人々に選ばれる武蔵野

であるために、豊かな環境を活かし、個々の期待に応えた産業の振興を図ります。 

武蔵野に暮らし、働き、集う人々に、まちづくりや文化創造と一体となり、居心地のよい

空間と充足した時間を提供するための土壌を育みます。 

 

（２）地域生活を支え合う産業振興 
憧れを抱かれる住宅都市として、多様な世代が地域で安心して暮らし続けることのできる

まちであるために、商店街をはじめ日常生活を支える身近な産業の振興を図ります。 

武蔵野に暮らし、働き、集う人々の知恵や経験、技術を活かし、地域の人々のニーズに応

える新たな担い手を迎えるための土壌を育みます。 

 

（３）武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興 
働き方や働く環境が刻々と変わる中、働きたいと望む誰もが、心地よく働き続けることの

できる環境であるために、働く人々の自己実現を支援する開かれた産業の振興を図ります。 

武蔵野で働く人々が培ってきたネットワークや技術、武蔵野に暮らし、働き、集う人々が

潜在的に持つ力を地域や次代に活かすための土壌を育みます。 

 

（４）都市の活力を担う産業振興 
個性と魅力あふれる武蔵野であるために、いにしえより営まれてきた農業やまちの発展と

ともに歩んできた商工業、サービス産業など、地域の歴史とともに育まれ、地域の未来を育

む産業の振興を図ります。 

武蔵野に集まり、営まれる産業を守り、よりよく次代に受け継ぐための土壌を育みます。 
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V 施策の体系 
４つの基本目標を実現するため、基本施策と施策、それらに位置付けられる事業により計画を

定めます。 

 

 

１．武蔵野のブランド力を高める産業振興 

（１）武蔵野の特性を活かした産業振興 

（２）都市観光の推進 

（３）都市生活を支えるまちづくり 

①商業地域のリニューアル 

②交通・物流体系の整備 

③歩いて楽しい快適なまちづくり 

④安全・安心なまちづくり 

①武蔵野の資源を活用した都市観光 

②観光・シティプロモーションの推進 

③推進体制等の充実と強化 

①武蔵野のブランドイメージの確立と向上 

②都市型産業の誘致・育成等の推進 

③都市農業の振興と農地の保全 

２．地域生活を支え合う産業振興 

（１）市民の生活を支え、高める商店街の形成 

（２）市民ニーズ等に対応したサービスの充実 

①市民生活の課題に対応したサービス等の推進 

①魅力ある個店づくり 

②商店街環境整備の推進 

③活力ある商業・商店街活動の推進 

④大型店等と商店会が連携・協力した商業活性化 
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３．武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興 

（１）起業・創業の活性化 

（２）雇用・労働環境の充実 

（３）人材の育成と活用 

①人材育成の充実 

②後継者育成 

③地域人材等の活用 

①就労支援策及び市内雇用の推進 

②ワークライフバランスの推進 

③高齢者・障害者の雇用・就労支援 

①起業・創業の支援 

４．都市の活力を担う産業振興 

（１）産業基盤の高度化の推進 

（２）産業基盤の安定化の推進 

①事業等の高度化推進 

②連携・共同事業の推進 

③広域的連携の推進 

④市内事業所の環境対策の推進 

⑤情報化・国際化の推進 

①中小企業の経営支援の充実 

②事業承継の推進 

③市内事業者の状況把握 
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基本施策とその内容、施策とそれらに位置付けられる事業及びその概要を以下に定めます。 

なお、今後５年間で重点的に取組みを行う７つの事業については、記載内容を枠線で囲うと共

に「★重点地域」を示します。 

 

１．武蔵野のブランド力を高める産業振興 
（１）武蔵野の特性を活かした産業振興 

市内外から多くの人が集まる吉祥寺・三鷹・武蔵境の３駅周辺の商業・業務地域、都市農

地の豊かな緑を配した住宅地域など、武蔵野の特性を活かした産業の振興を図ります。 

 

①武蔵野のブランドイメージの確立と向上 
１）武蔵野のブランドイメージ向上のための活性化事業の推進 

まちの特性や資源を有効活用した商業の活性化をさらに推進するため、事業内容、運営

方法をより効果的・効率的に行うとともに、ブランドイメージの核となる資源等を研究し、

新たな事業への挑戦や展開を推進します。 

 

２）地域施設、大学等と連携した活性化事業 ★武蔵境 
武蔵境地域の豊かな緑、武蔵野プレイス、大学等の教育施設等を活かし連携した、安全

で文化的な生活環境づくりと商業を活性化させるための様々な事業展開を図ります。 

 

３）魅力あるまちづくり事業 
「住み続けたいまち」であるために、ユニバーサルデザインを積極的に推進するととも

に、緑の保全創出に取組み、より魅力あるまちづくりを推進します。 

 

４）武蔵野型タウンマネジメント機能の検討 
地域特性等を活かしつつ、安全・安心、快適でにぎわいのある街や、地域のもつ魅力や

価値の維持・向上のために、各地域に見合ったタウンマネジメント 8機能のあり方等につい

て検討を行います。 

 

５）情報発信能力の強化 
まちの魅力の紹介やまちとの関わりを有する人たちによる情報交流方策等について、拠点づく

りと関連付けて検討します。また、来街者が所有する情報端末を活用し、自由に情報を得ること

ができるよう環境の整備を支援するとともに、まちの情報発信のコンテンツの充実を図ります。 

 

６）産業振興条例（仮称）の検討 
市の産業に関わる者の責務を明確にし、相互の連携のもとで産業振興、まちのにぎわい

創出及び関連する課題等に取組むことを明文化した「産業振興条例（仮称）」について検

討します。条例の検討にあたっては、市内産業の発展を図るため、地域の特性を活かし、

市の産業構造を踏まえ、行政と産業界の関係を検証し、持続可能性の観点から、それぞれ

の主体の役割・責務の明確化を図ります。 

8
 タウンマネジメント：都市経営の視点で商業機能の総合的な整備をしたり、市街地を一体的に整備したりすることで、

まちの活力を復活させようとすることを示します。 

28 
 

                            



 

②都市型産業の誘致・育成等の推進 
 

１）都市型産業誘致・育成方針の策定 ★全市 
消費者のニーズに応えるとともに、事業者等から選ばれ続け、さらに高い評価を受ける

ため、本市が持つ特性に適した成長性の高い産業等を誘致･育成するため方針を策定します。 

 
２）地域産業の特色を活かした知識集約型産業の誘致 ★中央 

三鷹駅の北口周辺に集積した産業を維持・継続し、発展させるため、産業及び知識集約

型産業の誘致等のポテンシャルを探り、低利用地の活用を積極的に図ることで、さらなる

集積を図るとともに、知識集約型産業等を含めた研究組織の設置についての可能性を探り

ます。 

 

３）特別用途地区の検討 
準工業地域における土地利用の動向を踏まえ、既存の工場やまちづくりに与える影響を

考慮しながら、用途地域変更や特別用途地区について継続的に検討を進めます。 

また、武蔵野市の土地利用に適した産業の誘致を検討します。 

 

③都市農業の振興と農地の保全 
１）農地の保全 

農地の減少に歯止めをかけるため、その方策のひとつとして、登録農地制度で 10 年間の

営農協定を結び、農地の保全を図っていきます。 

 

２）人と環境にやさしい農業の推進 
市民の健康と命を守るため、環境にやさしい農業資器材の使用や、減農薬への取組み、

土壌検査等に対し、支援していきます。 

 

３）農業従事者への経営支援 
地域をリードする担い手の確保・育成のために、農業経営改善に意欲的に取組む認定農

業者の事業改善への取組みや、若い農業後継者組織が取組む農事研究事業等に対し、支援

していきます。 

 

４）市民とふれあう農業の推進 
市民が農業にふれあう場を提供するために、市民農園・農家見学会等の事業を行うとと

もに武蔵野式交流農園（仮称）9の検討を行います。また、「こうのとりベジタブル事業」

や学校給食への食材提供を通じ、農を通じた食育を推進していきます。市民の農業に関す

る理解と協力を求めていくための情報発信の一手法として、農産物品評会や「フレッシュ

サラダ作戦」などの直売会を実施していきます。 

9
 武蔵野式交流農園（仮称）：農地の所有者が園主として経営・管理する農園の形態で、農地の保全を図り、武蔵野の農

風景を残すため、農家と市民が協働作業を実施する農園を示します。 
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５）農商工連携事業の推進 
農業、商業、工業等が協力し、市内産の農産物やお互いの得意分野を活かして新商品の

開発、生産等を行い、需要の開拓を行うことを研究し、農商工連携事業を進めていきます。 

 

（２）都市観光の推進 
武蔵野に暮らし、働き、集う人々が、武蔵野の資源を知り、新たな発見・感動・楽しみを

得ることにより、価値ある時間を過ごせるまちであるために、都市観光を推進します。 

 

①武蔵野の資源を活用した都市観光 
１）武蔵野市観光推進計画の改定 

観光を取り巻く変化や市民の街歩きニーズ等を踏まえて、武蔵野市観光推進計画の改定

を行います。改定にあたっては、武蔵野市長期計画及び関連する計画と整合性を図りなが

ら進めます。また、市民、農商工観光関係者、学識経験者等の幅広い意見を集約し、効果

的な都市観光を推進するため、事業の見直し等を観光機構との協働により進めていきます。 

 

２）地域資源の掘り起こしと都市観光の推進 ★吉祥寺 
武蔵野市の歴史・自然・緑・アート等の都市観光資源の掘り起こしと整備を積極的に行

っていきます。 

全国的に認知度が高く、都内有数の商業集積地であり、井の頭公園等の自然文化的施設

が隣接し、吉祥寺美術館や吉祥寺シアター等の文化的施設の立地等と様々な要素を徒歩で

回遊できるコンパクトな吉祥寺の特徴を活かした都市観光を推進する事業展開を図ってい

きます。 

 

３）まち歩きのための仕掛けづくり 
まちのにぎわいを高めるため、多くの来街者を確保し、回遊性を生み出す新たな仕掛け

づくりを進めます。 

ボランティアガイドの育成・強化を図り、まち歩きツアー定期開催のための基盤づくり

を行います。 

さらに、指定文化財保護事業等を通して、観光資源の確保を行います。 

 

４）農業交流活性化事業 
市民と農業者との交流を図り、理解を深めるための事業や、市民の農業体験・食に対す

る意識を高めるための事業等を、農業者及び農業団体が実施できるよう推進していきます。 

 

５）地域五大学との共同事業 
地域五大学 10と共同で、講演会や講座などの事業を実施するほか、大学の協力を得て、

市民等が一般学生と一緒に大学の講義を受講できる機会を提供していきます。 

10
 地域五大学：亜細亜大学・成蹊大学・東京女子大学・日本獣医生命科学大学・武蔵野大学（順不同）を示します。 
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６）武蔵野ブランドお土産創出 
武蔵野ブランドのお土産を認定するための仕組みづくりと商品開発・啓発を行います。

市の名物を広く啓発するため、情報発信や武蔵野ブランド品認定のパンフレット等を作成

します。 

 

②観光・シティプロモーションの推進 
１）観光情報（イベント等）の収集と効果的発信 

観光ポータルサイトの運営を継続して行い、まちのコンテンツづくりと情報発信の仕組

みづくりを強化していきます。まちの情報収集を観光機構に一元化することにより、効果

的な情報発信機能の基盤構築を行います。また、新たな観光情報発信のため物産展等の研

究を進めていきます。 

 

２）観光マップの作成 
市内のまち歩き用観光マップを多言語（日本語・英語・中国語）で作成します。まちの

回遊性促進のための新たなマップの企画を検討します。 

 

３）吉祥寺まち案内所の設置・運営 
まちの回遊性強化を図るため、まちの案内機能として、イベント情報や各種店舗、交通

機関、施設等の情報集約と情報提供・発信等の機能を有するまち案内所を新たに吉祥寺駅

舎内に設置します。 

 

③推進体制等の充実と強化 
１）武蔵野市観光機構の機能強化 

観光機構の会員の拡大を行い、組織体制を強化します。 

また、着地型観光やフィルムコミッション事業、シティプロモーション事業など収益事

業の基盤を確立することにより、財政基盤の強化を図ります。 

さらに、ＭＩＣＥ11等、多くの集客が見込めるビジネスイベントの誘致を検討します。 

 

２）受入態勢の強化 
「おもてなしのまち武蔵野市」の実現のため、ボランティアガイドの育成強化を図り、

新規来街者の獲得やリピーターの増加を推進します。 

 

３）周辺自治体及び観光関連団体等との連携強化 
市外からの集客の促進を目指し、周辺市区をまたいだ観光ルートの共同開発や中央線沿線

を中心としたエリアの自治体・観光関連団体と連携した広域観光事業の開発を検討します。 

 

11
 ＭＩＣＥ：企業等の会議（Ｍｅｅｔｉｎｇ）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Ｉｎｃｅｎｔｉ

ｖｅ Ｔｒａｖｅｌ）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ）、展示会・見本市、イベント（Ｅ

ｘｈｉｂｉｔｉｏｎ／Ｅｖｅｎｔ）の頭文を取った造語で、ビジネスイベントの一形態を示します。 
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（３）都市生活を支えるまちづくり 
誰もがいつでも安心して、快適にまちの文化や魅力を楽しむことができるように、多様な

移動手段や歩きやすい環境など、都市生活を支えるまちづくりを推進します。 

 

①商業地域のリニューアル 
１）吉祥寺駅周辺商業地域の老朽化建物更新促進の検討 

既存建物の土地利用・建物利用等の現況調査に基づき、吉祥寺駅周辺の魅力向上のため、

老朽化した建物の更新を促進していく上での課題を整理し、今後の展開につなげていきます。 

 

２）都市計画制度の有効活用 
商業の集積及び良好な商業環境を誘導するため、特別用途地区等の都市計画制度の活用

を検討します。 

 

３）景観ガイドラインによる街並の誘導 
地域の特性を踏まえた街並み形成を図るため、建築物等の形態、色彩等を誘導するガイ

ドラインを検討、策定します。 

 

４）安全・にぎわいのまちづくり促進型耐震助成（耐震化・建替え支援） 
商業・近隣商業地域内に存する事業用建築物 12の所有者に対し、耐震事業（建替えを含

む）に要する費用の一部を助成することにより、商業活性化の基盤となる地区の耐震安全

性の向上を図り、安全でにぎわいのあるまちづくりを促進します。 

 

②交通・物流体系の整備 
１）吉祥寺・三鷹・武蔵境駅周辺対策事業 

交通結節点としての機能を充実させるとともに、安全・安心な歩行空間の確保や、にぎ

わいを創出するための駅前広場等の整備を進めます。 

また、駅周辺エリアの通過交通及び来街交通等の課題に対し研究を行います。 

 

２）吉祥寺方式物流対策事業 
吉祥寺駅周辺で歩行者が安全で快適に歩行できる環境を確保するため、荷さばき対策に

資する事業（駐車場事業・共同集配送事業）を展開します。 

 

３）武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画の推進 
武蔵野市バリアフリー基本構想に基づき、道路のバリアフリー整備を推進するとともに、

地域特性を考慮した歩いて楽しいみちづくりを進めます。 

 

12
 事業用建築物：対象となる建築物は昭和 56年５月 31 日以前に着工されたもの、延べ面積が､3,000 ㎡未満、住宅以外

の用途に供する事業用建築物である等の要件があります。 
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４）市内回遊性の向上事業 
高齢者や子ども連れ等が安全に買い物や駅などに出られるよう、路線バスやムーバスな

どの公共交通機関の連携を図ります。 

 

５）パークアンドバスライド事業 
駅周辺への渋滞緩和及び環境負荷の少ないパークアンドバスライド事業を推進し、駅周

辺の商業地の活性化と環境整備を図ります。 

 

６）コミュニティサイクル事業 
市内の回遊性を高めるとともに環境負荷の少ない、事業者による「コミュニティサイク

ル事業」の実施を促進し、地域の活性化を図ります。 

 

③歩いて楽しい快適なまちづくり 
１）景観道路事業 

美しい道路景観、歩いて楽しいみちづくり及び安全・安心なまちづくりを目的として策

定された武蔵野市景観整備路線事業計画に基づき、電線類地中化事業等地域の特性や市民

意見等を踏まえ事業を推進します。 

また、沿道の建物についても景観ガイドラインや地域のルールの作成等により良好な道

路空間を創出します。 

 

２）道路・歩道上の違法占用等の規制強化 
安全や景観配慮の観点から、無許可で道路上にはみ出ている看板などの改善指導を実施

します。 

また、周辺地区については、警察や商業関係者との連携により、見回り等を実施し、改

善指導・啓発を行います。 

 

④安全･安心なまちづくり 
１）防災態勢の強化 

武蔵野市地域防災計画の見直しや武蔵野市業務継続計画（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉ

ｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ）の更新を適宜行い、防災態勢の強化に努めます。 

 

２）まちの体感治安の向上 
「ホワイトイーグル」や「ブルーキャップ」等による地域の見守り活動を継続し、体感

治安の向上を図ります。 

凶悪犯罪の防止など吉祥寺のまちの安全・安心向上の一環として、まちの体感治安を向

上させるための施策を考えていきます。 

 

３）駅前滞留者対策等、防災対策の実施 
大規模災害等の発生により交通機関が麻痺し、駅周辺を中心に混乱が発生することによ

り、緊急車両の走行や救助救出活動、応急救護活動等への影響が予想されます。 

これらの混乱を軽減し、市民の生命、身体及び財産を守るとともに、帰宅困難者を支援
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し安全な帰宅に資する対応を行います。また、来街者の安全を確保するため、建物の耐震

化や什器、商品等の転倒・落下防止対策を推進します。 

 

 

２．地域生活を支え合う産業振興 
（１）市民の生活を支え、高める商店街の形成 

地域の発展とともに歩んできた商店街の新しいあり方を検討し、消費者ニーズに応え、市

民の生活を支え、高める商店街の形成を市民・事業者・産業経済団体及び市が連携・協力し、

支援します。 

 

①魅力ある個店づくり 
１）地域特性を活かした個店づくりの推進 

魅力ある個店づくりを推進するため、継続的に事業運営を行い、個店を顕彰し、広くＰ

Ｒを行います。 

 

２）アドバイザー派遣事業 
経営改善を図りたい商店主に対して、商工会議所の専門家派遣や東京都の商店街振興事

業「商店街パワーアップ作戦（専門家チームの派遣）」の利用について啓発を進めます。 

 

②商店街環境整備の推進 
１）商店街装飾街路灯の整備と維持管理支援 

商店街の装飾街路灯の省エネ化（ＬＥＤ化等）を促進します。 

 

２）駐車場・駐輪場整備・運営事業 
自転車や自動車でも行きやすい商店街を目指す商店会に対して、「新・元気を出せ商店

街事業費補助金」等の補助金を活用することにより、駐輪・駐車場整備を支援します。 

 

３）お休み処創出事業 
来街者等が商店街でゆっくりと買い物が楽しめるよう、商店会が休憩所やベンチを設置

する事業に対して支援します。 

 

４）交通環境整備事業への支援 
割引チケットの配布等事業を通じてムーバス事業等の運営に協力します。 

 

③活力ある商業・商店街活動の推進 
１）商店街の自主的取組みや事業の推進 

地域に密着した商店街や特色ある商店街を目指して自主的にイベントや施設整備（看板

や掲示板の設置、植栽等）を行う商店会に対し、「新・元気を出せ商店街事業費補助金」

等の補助金を活用し商店会活動を支援します。 

また、「企画提案型商業活性化事業」として商店会の組織力強化のために自ら企画を提

案する商店会に対し、支援していきます。 
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２）商店会の組織力と基盤の強化 
商店会の連携を推進し、商店会活動の充実や高度化とそれに伴う組織力の強化を図りま

す。そのため、法人化（商店街振興組合）並びに事務局機能の強化及び組織の再構築の取

組みを支援します。また、若年層や創業者が参画しやすい商店会のあり方と、役割の見直

しを図ります。 

 

３）空き店舗の活用による魅力創出事業 
コミュニティスタジオ 13、休憩所、交流施設、チャレンジショップ 14など、空き店舗の

活用等を通じてそれぞれの商店街の特色を反映させたコミュニティの核となる商店街づく

りや、魅力的な商店街づくりを支援します。 

 

４）子育て応援事業への支援 
地域の店舗・事業者・ＮＰＯなどが行う、民間団体の自由な発想による子育てを応援す

る取組みを支援します。子育て家庭を地域で応援し、支えていく雰囲気が育つことを目指

すほか、武蔵野市は「子育てにやさしいまち」とのイメージが広がり、市内外からファミ

リー層が訪れることにより、まちがにぎわい、まちの活性化が図られることを目指します。 

 

５）大学と商店会や事業者、ＮＰＯ等との連携促進 ★全市 
商店会が市内の事業者や大学、ＮＰＯ等と連携し、地域住民や来街者ニーズにマッチし

た商店会の新たな事業や取組み等を協働して企画・推進していきます。 

 

④大型店等と商店会が連携・協力した商業活性化 
１）大型店等と商店会が連携・協力した商業活性化 

地域課題の解決と商業の発展のため、商店会と周辺の大型店等による連携・協力体制を

強化し、定期的な会合の実施や地域イベントへの協力等を推進していきます。また、商店

会への加入促進のため、キャンペーン等を実施します。 

 

（２）市民ニーズ等に対応したサービスの充実 
生活課題の解決及び市民ニーズ等に対応したサービスの充実を図るための研究に取組みます。 

 

①市民生活の課題に対応したサービス等の推進 
１）生活支援型産業の振興と誘致の研究 

介護、子育てをはじめとして市民が日々の生活を送るにあたり、必要としているサービ

ス等（生活支援）の提供をしている事業者等を支援することを通じて、様々な市民ニーズ

や課題に対応した産業の振興を図ります。 

 

13
 コミュニティスタジオ：武蔵野市が独自に展開する事業で、商店街が地域コミュニティを支えるプラットホームとな

るために、地域の実情に合わせて開設される市民と商店会との交流の場を示します。武蔵境地域に立地するハートランド

富士見が該当します。 
14
 チャレンジショップ：新規出店を計画する方々に、開業・独立までのノウハウを積む機会を提供するため、安価な家

賃で一定期間貸し出される営業場所を示します。 

35 
 

                            



 

２）買い物弱者等のニーズの把握 
買い物弱者等の実態及びニーズを調査し、買い物弱者及び事業者への情報提供を推進します。 

 

 

３．武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興 
（１）起業・創業の活性化 

武蔵野市の産業の新陳代謝を促すために、夢を抱き、チャレンジする人を支援することで、

創業の活性化を図ります。 

 

①起業・創業の支援 
 

１）インキュベーションオフィスの開設・推進 ★全市 
都内有数の商業集積地を有し、アクセスの良さ、来街者の多さ等から創業支援策へのニ

ーズは増しています。市の保有する施設等を活用したインキュベーション 15機能等を有す

る施設の設置を検討していきます。 

また、空き店舗等を積極的に活用し、起業・創業に関心を持つ人が気軽に集い相談でき

る創業支援窓口を開設するとともに、市内への出店希望者が実験的に出店できるチャレン

ジショップ開設やコワーキング 16スペースについて検討します。 

 

２）若手経営者・創業予定者への支援及び情報提供 
インキュベーションオフィスを拠点に、商工会議所の持つネットワーク等を活用した若

手経営者・創業予定者への情報提供方法を確立し、支援を推進します。 

また、商工会議所の経営指導員を通じた窓口巡回指導の個別指導とセミナーなどを推進

します。 

 

３）起業・創業支援を行う中間支援団体の育成・支援と協働 
起業・創業について各種支援やコ－ディネイト等を行う中間支援機能を持つ団体を育

成・支援します。起業･創業支援の事業（チャレンジショップの運営、コミュニティビジネ

スセミナー等）を支援、または協働で実施します。 

 

４）コミュニティビジネス創出と育成 
市と関係団体等との連携により、市民活動団体の情報を収集し、地域課題解決の目的を

持つ団体の活動をより継続的に行うことができるよう、各種支援を行います。 

また、コミュニティビジネスへの展開の可能性を持つＮＰＯ法人等市民活動団体の活性

化を図るとともに、事業活動の社会貢献及び地域貢献の側面を引き出すために、団体同士

及び団体と事業者、行政等との交流や情報交換を進めます。 

15
 インキュベーション：インキュベーション（ｉｎｃｕｂａｔｉｏｎ）は「孵化・卵をかえすこと」と訳されます。こ

こでは、新たなビジネスを始めようとしている人や企業に対し、不足する資源（人材、技術、資金、オフィスなど）を提

供し、その成長を促進することを示します。 
16
 コワーキング：コワーキング（ｃｏｗｏｒｋｉｎｇ）は「共同（ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ／ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉ

ｏｎ）」で「働く（ｗｏｒｋ）」という意味の造語です。事務所や会議室などの空間を共有しながら、独立した仕事を行う

ワークスタイルを示します。 
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さらに、中間支援機能を持つ団体とも連携して事業実施における連携・協働の取組みの

推進を図ります。 

 

（２）雇用・労働環境の充実 
武蔵野で働く人々の環境をより良い方向に導き、より多くの人に、武蔵野で働きたいと望まれ

るために、雇用・労働環境の充実を図ります。 

 

①就労支援策及び市内雇用の推進 
１）就職相談等の連携 

ハローワーク、公益財団法人東京しごと財団等就労支援機関のそれぞれの得意分野を活かし、

就労希望者の状況に応じた相談窓口を案内し、就労希望者の状況に応じた就職を支援します。 

 

２）就労支援策の強化 
ハローワーク、公益財団法人東京しごと財団、近隣市区町村等との共催により、実践的

なセミナーを開催し、面接会等を通じて就職へつながる場づくりを行います。 

 

３）若年層、女性の雇用の創出 
若年層、女性に対するセミナー、面接会の開催を増やし、正規雇用へとつなげます。 

 

②ワークライフバランスの推進 
１）事業者のワークライフバランスの取組みへの啓発 

市内事業者の適正な人材の確保と育成のため、ワークライフバランス支援事業等の啓発

を推進します。 

事業者が、法制度を遵守し、従業員に対して積極的な周知を図るよう推進します。 

 

２）事業者のワークライフバランスの取組みへの支援 
ハローワーク、公益財団法人東京しごと財団、近隣市区町村等と連携し中小企業向けの

ワークライフバランスについての研修、セミナーを実施します。基本目標２にあるアドバ

イザー派遣制度や融資制度との連携、ワークライフバランス講座の開催などを通じ情報提

供や経営支援を行います。また、事業者のワークライフバランス実践事例を広報します。 

 

③高齢者・障害者の雇用・就労支援 
１）高齢者層の就労等の推進 

高齢者が知識・経験を活かし、地域に関りを持って自立した暮らしを続けるために、シ

ルバー人材センター等に対して運営費の助成や市の事業の委託などを行い、就労機会の拡

充を支援します。 

 

２）障害者の就労等の推進 
障害のある人の自立と社会経済活動への参加を促進するために、障害者就労支援センタ

ーを中心とする就労支援ネットワークの充実などを通じて、一人ひとりの特性に十分配慮

した就労支援を行います。 
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（３）人材の育成と活用 
武蔵野市に暮らす人、働く人、働きたいと望む人の職業能力を伸ばし、地域に潜在する人

の力を掘り起こすことで、人材の育成と活用を図ります。 

 

①人材育成の充実 
１）人材育成・就労支援セミナー等の開催とＰＲ促進 

市民ニーズに対応した人材の育成支援を中心としたセミナー等を開催するとともに、事

業の効果的な広報活動を行います。 

 

２）求職・転職者及び在職者の方向けの職業訓練の機会を提供 
東京都職業能力開発センターと連携し、地域の中小企業の人材育成や人材確保の支援を

行います。 

 

３）経営講習会カリキュラムの充実と利用促進 
事業者ニーズに対応した講習会カリキュラムの見直しと講習内容向上のため推進体制を

強化していきます。 

 

４）技能・産業功労者表彰事業 
永年にわたり技能を要する同一の職業に従事し、技能の練磨や後進の育成にあたるとと

もに、市民生活の向上に貢献している優れた技能者を「技能功労者」として表彰します。 

また、市の農業、工業、商業の発展に功労のあった方を「産業功労者」として表彰します。 

 

５）中学校職場体験 
自らの将来について主体的に考え、望ましい社会性や勤労観、職業観を中学生に身に付

けさせるために、東京都の方針に基づき、市内の全中学校の２年生を対象とし、３日間学

校を離れ、地域の商店や事業所、公的施設などの職場で実際に仕事を体験する事業を継続

します。 

 

②後継者育成 
１）若手商人育成事業 

公益財団法人東京都中小企業振興公社の若手商人育成事業と連携し、人材育成を通じて

中小企業の発展と地域経済の活性化を目指します。 

また、地域を支える事業後継者への支援策も検討します。 

 

２）産業人材育成事業 
公益財団法人東京都中小企業振興公社と連携し、研修・セミナー、市場開拓・技術開発

助成等事業の利用を促進します。 
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③地域人材等の活用 
１）国等と連携した地域人材の情報発信 

総務省地域人材ネットの人材登録データ等を活用し、市内事業者等の課題解決や地域貢

献等への対応可能な人材の情報発信を進めます。 

 

２）団体、事業者等と連携した人材の発掘と活用促進 
市民団体や事業者等と連携して、市内事業者等の課題解決や地域貢献等へ参加や対応可

能な人材の発掘と活用促進に向けて情報発信等を行います。 

 

 

４．都市の活力を担う産業振興 
（１）産業基盤の高度化の推進 

武蔵野市で営まれる産業間の連携や、武蔵野市に縁のある大学、研究機関、市民等との協

働などを支援することにより、産業基盤の高度化を推進します。 

 

①事業等の高度化推進 
１）経営革新への支援 

中小企業の経営基盤の強化等に向けた経営指導・相談・支援をするとともに、経営革新

に向け、窓口や巡回を通じた経営支援（販路開拓、売り上げ向上、ｗｅｂマーケティング、

人材育成、商品開発等）を実施します。 

 

２）武蔵野型地域プラットホームの構築 
市、商工会議所、金融機関等が連携し、中小企業等の経営課題について解決支援のアド

バイスを行うとともに、新たなビジネスの創造や経営支援を行います。 

 

②連携・共同事業の推進 
 

１）ビジネス・マッチングの機会づくり ★全市 
商工会議所、金融機関等と連携し、産業基盤の高度化を推進するため、多業種間等のビ

ジネスマッチングを検討・推進します。 

 

２）業種団体の育成・支援 
各業種団体の支援及び育成や各業種団体間のネットワーク化及び連携の強化について検

討します。 

また、市内製造業者及び建設業者への支援の強化を検討します。 

さらに、市内産業の振興及び市内業者の技術承継を推進するため、公的な契約において、

市内の建設業者へ参加資格要件を緩和します。 

 

３）異業種・同業種連携による取組み推進 
ビジネスマッチングの機会や各業種団体及びそのネットワークを活用することにより、

異業種・同業種による取組みを推進していきます。 
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③広域的連携の推進 
１）広域的な取組み・連携 

近隣市区町村で実施しているアニメ等コンテンツイベントと連携した活性化事業の検討

を行います。ものづくり系事業者のビジネスマッチング及び展示会として武蔵野エリア産

業フェスタ等を実施し、三鷹市・小金井市などと広域連携を図り事業を実施します。 

 

④市内事業所の環境対策の推進 
１）省エネルギー対策推進事業 

市内の中小企業等が太陽光利用設備の設置や設備の省エネ改修を行う際、金融機関から

借入れを行う場合に、利子相当額と信用保証料の一部を補助する「環境改善整備資金融資

あっせん」、そして環境に配慮した事業活動を行う事業者をグリーンパートナーとして登

録し、ホームページでの公表やエコアクション 21（環境省）を取得する際の助成金の交付

等を行う「グリーンパートナー事業」などを推進します。 

 

２）再生可能エネルギー事業の啓発と連携 
環境負荷の少ない再生可能エネルギ－事業を推進するため、事業者への啓発と関係団体

等との連携を推進します。 

 

⑤情報化・国際化の推進 
１）ＩＣＴの活用促進 

中小企業向けのＩＣＴを活用した経営戦略支援政策の普及促進・活用促進をはじめとし

て、市内の中小企業等が地域の特性を活かしたＩＣＴビジネス業態の研究と活用を促進し

ていきます。 

 

２）国際化・グローバル化への支援 
セミナー等を通して個々の事業者が効果的な連携を学ぶ機会を創出するとともに国や東

京都などが実施している事業の啓発を実施します。独立行政法人日本貿易振興機構、独立

行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人東京都中小企業振興公社などと連携し、相

談者に対応するとともに、国際化に対応する支援施策の紹介を行います。 

 

（２）産業基盤の安定化の推進 
武蔵野市の産業が常に強くあり続けるために、産業基盤の安定化を推進します。 

 

①中小企業の経営支援の充実 
１）経営相談の強化 

商工会議所による経営指導・相談・支援、小規模事業者経営改善資金（マル経融資）等

の活用を通じ、より効果的な中小企業の経営支援を実現します。 

また、東京都と連携し、主に小規模事業者や創業者に対し、窓口・巡回を通じて、経営

相談や融資相談を実施します。 
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２）円滑な資金調達の推進 
ワンストップで迅速な相談体制を確立するため、国、都、市、商工会議所及び金融機関等

との連携を強化し、事業者の状況を把握し、効果的な公的資金の利用による資金調達を提案

します。窓口や巡回を通じて、マル経融資制度、武蔵野市の融資制度、東京都の融資制度、

日本政策金融公庫の融資制度などについて、金融相談やあっせん、紹介を実施します。 

また、市内事業者のニーズを踏まえ制度内容の改善に努め、事業の充実と利用促進に努

めます。 

 

②事業承継の推進 
１）事業承継・再生支援強化事業との連携 

公益財団法人東京都中小企業振興公社による後継者育成事業・開業支援事業等と連携し、

商店街での後継者育成や開業する人材を支援します。窓口や巡回を通じて、事業承継等の

相談について、専門家と連携を強化し対応を図ります。 

 

③市内事業者の状況把握 
１）市内事業者・来街者・景気動向等の各種調査 

市内事業者・来街者・景気動向等の各種調査を定期的に実施し、市内の景況感を把握し、

必要な施策を検討します。 
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VI 計画の推進と見直し 

１．市民・事業者・産業経済団体及び市が連携した取組みの推進 
産業振興施策は多岐にわたり、その内容も多様であるため、その実施にあたっては、多様な主

体がそれぞれの領域において、連携しながら積極的に行われるよう、産業分野に関わるあらゆる

市民や関係機関と連携した取組みを推進していきます。 

 

２．武蔵野市産業振興推進本部による施策の進行管理 
産業振興施策が着実に効果的に取組まれているかどうか、庁内に設置された武蔵野市産業振興

推進本部において、武蔵野市産業振興計画の進行管理を行います。 

 

３．武蔵野市産業・経済政策懇談会による協議 
産業振興施策の推進にあたっては、武蔵野市産業・経済政策懇談会を設置して必要な施策につ

いての意見交換を行い、協議します。 

 

４．次期計画の改定 
次期計画の改定は、平成 30年度を目途に行うものとします。 
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１．施策体系一覧 
本計画における施策・事業の担当部署を含めた施策体系一覧を表 VII-１～表 VII-４に、担当

部署の連絡先一覧を表 VII-５に示します。 

 

表 VII-１ 施策体系一覧 基本目標１．武蔵野のブランド力を高める産業振興 

基本施策 施策 事業 担当部署 

（１）武蔵野

の特性を活

かした産業

振興 

①武蔵野のブ

ランドイメ

ージの確立

と向上 

１）武蔵野のブランドイメージ向上のための

活性化事業の推進 

生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

観光機構 

２）地域施設、大学等と連携した活性化事業 生活経済課 

生涯学習スポーツ課 

商店会連合会 

３）魅力あるまちづくり事業 緑のまち推進課 

まちづくり推進課 

４）武蔵野型タウンマネジメント機能の検討 生活経済課 

まちづくり推進課 

開発公社 

商工会議所 

観光機構 

５）情報発信能力の強化 生活経済課 

商工会議所 

観光機構 

６）産業振興条例（仮称）の検討 生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

②都市型産業

の誘致・育

成等の推進 

１）都市型産業誘致・育成方針の策定 生活経済課 

まちづくり推進課 

開発公社 

商工会議所 

２）地域産業の特色を生かした知識集約型産

業の誘致 

生活経済課 

まちづくり推進課 

３）特別用途地区の検討 生活経済課 

まちづくり推進課 

③都市農業の

振興と農地

の保全 

１）農地の保全 生活経済課 

ＪＡ東京むさし 

２）人と環境にやさしい農業の推進 生活経済課 

ＪＡ東京むさし 

３）農業従事者への経営支援 生活経済課 

ＪＡ東京むさし 

４）市民とふれあう農業の推進 生活経済課 

ＪＡ東京むさし 

５）農商工連携事業の推進 生活経済課 

商工会議所 

観光機構 

ＪＡ東京むさし 

（２）都市観

光の推進 

①武蔵野の資

源を活用し

た都市観光 

１）武蔵野市観光推進計画の改定 生活経済課 

観光機構 

２）地域資源の掘り起こしと都市観光の推進 生活経済課 
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基本施策 施策 事業 担当部署 

商工会議所 

商店会連合会 

観光機構 

３）まち歩きのための仕掛けづくり 生活経済課 

生涯学習スポーツ課 

商工会議所 

観光機構 

４）農業交流活性化事業 生活経済課 

ＪＡ東京むさし 

５）地域五大学との共同事業 生涯学習スポーツ課 

６）武蔵野ブランドお土産創出 生活経済課 

商工会議所 

観光機構 

②観光・シテ

ィプロモー

ションの推

進 

１）観光情報（イベント等）の収集と効果的

発信 

生活経済課 

観光機構 

２）観光マップの作成 観光機構 

３）吉祥寺まち案内所の設置・運営 生活経済課 

観光機構 

③推進体制等

の充実と強

化 

１）武蔵野市観光機構の機能強化 生活経済課 

観光機構 

２）受入態勢の強化 生活経済課 

観光機構 

３）周辺自治体及び観光関連団体等との連携

強化 

生活経済課 

観光機構 

（３）都市生

活を支える

まちづくり 

①商業地域の

リニューア

ル 

１）吉祥寺駅周辺商業地域の老朽化建物更新

促進の検討 

生活経済課 

まちづくり推進課 

吉祥寺まちづくり事務所 

開発公社 

商工会議所 

２）都市計画制度の有効活用 まちづくり推進課 

３）景観ガイドラインによる街並の誘導 まちづくり推進課 

４）安全・にぎわいのまちづくり促進型耐震

助成（耐震化・建替え支援） 

住宅対策課 

②交通・物流

体系の整備 

１）吉祥寺・三鷹・武蔵境駅周辺対策事業 まちづくり推進課 

吉祥寺まちづくり事務所 

武蔵境開発事務所 

２）吉祥寺方式物流対策事業 吉祥寺まちづくり事務所 

３）武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画

の推進 

道路課 

４）市内回遊性の向上事業 交通対策課 

５）パークアンドバスライド事業 交通対策課 

６）コミュニティサイクル事業 生活経済課 

③歩いて楽し

い快適なま

ちづくり 

１）景観道路事業 まちづくり推進課 

道路課 

２）道路・歩道上の違法占用等の規制強化 まちづくり推進課 

道路課 

④安全・安心

なまちづく

り 

１）防災態勢の強化 防災課 

２）まちの体感治安の向上 安全対策課 

３）駅前滞留者対策等、防災対策の実施 防災課 
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表 VII-２ 施策体系一覧 基本目標２．地域生活を支え合う産業振興 

基本施策 施策 事業 担当部署 

（１）市民の

生活を支

え、高める

商店街の形

成 

①魅力ある個

店づくり 

１）地域特性を活かした個店づくりの推進 商店会連合会 

２）アドバイザー派遣事業 生活経済課 

商工会議所 

②商店街環境

整備の推進 

１）商店街装飾街路灯の整備と維持管理支援 生活経済課 

商店会連合会 

２）駐車場・駐輪場整備・運営事業 生活経済課 

商店会連合会 

３）お休み処創出事業 生活経済課 

商店会連合会 

４）交通環境整備事業への支援 商店会連合会 

③活力ある商

業・商店街

活動の推進 

１）商店街の自主的取組みや事業の推進 生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

２）商店会の組織力と基盤の強化 生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

３）空き店舗の活用による魅力創出事業 生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

４）子育て応援事業への支援 子ども家庭課 

商工会議所 

商店会連合会 

５）大学と商店会や事業者、ＮＰＯ等との連

携促進 

生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

④大型店等と

商店会が連

携・協力し

た商業活性

化 

１）大型店等と商店会が連携・協力した商業

活性化 

生活経済課 

商工会議所 

商店会連合会 

（２）市民ニ

ーズ等に対

応したサー

ビスの充実 

①市民生活の

課題に対応

したサービ

ス等の推進 

１）生活支援型産業の振興と誘致の研究 生活経済課 

高齢者支援課 

子ども家庭課 

商工会議所 

２）買い物弱者等のニーズの把握 生活経済課 

高齢者支援課 

商工会議所 
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表 VII-３ 施策体系一覧 基本目標３．武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興 

基本施策 施策 事業 担当部署 

（１）起業・

創業の活性

化 

①起業・創業

の支援 

１）インキュベーションオフィスの開設・推進 生活経済課 

開発公社 

商工会議所 

２）若手経営者・創業予定者への支援及び情報提

供 

生活経済課 

商工会議所 

３）起業・創業支援を行う中間支援団体の育成・

支援と協働 

生活経済課 

開発公社 

商工会議所 

４）コミュニティビジネス創出と育成 生活経済課 

市民活動推進課 

商工会議所 

（２）雇用・

労働環境の

充実 

①就労支援策

及び市内雇

用の推進 

１）就職相談等の連携 生活経済課 

商工会議所 

２）就労支援等の強化 生活経済課 

商工会議所 

３）若年層、女性の雇用の創出 生活経済課 

商工会議所 

②ワークライ

フバランス

の推進 

１）事業者のワークライフバランスの取組みへの

啓発 

生活経済課 

市民活動推進課 

商工会議所 

２）事業者のワークライフバランスの取組みへの

支援 

生活経済課 

市民活動推進課 

商工会議所 

③高齢者・障

害者の雇

用・就労支

援 

１）高齢者層の就労等の推進 高齢者支援課 

２）障害者の就労等の推進 障害者福祉課 

（３）人材の

育成と活用 

①人材育成の

充実 

１）人材育成・就労支援セミナー等の開催とＰＲ

促進 

生活経済課 

商工会議所 

２）求職・転職者及び在職者の方向けの職業訓練

の機会を提供 

生活経済課 

商工会議所 

３）経営講習会カリキュラムの充実と利用促進 商工会議所 

４）技能・産業功労者表彰事業 生活経済課 

商工会議所 

ＪＡ東京むさし 

５）中学校職場体験 指導課 

商工会議所 

②後継者育成 １）若手商人育成事業 生活経済課 

商工会議所 

２）産業人材育成事業 生活経済課 

商工会議所 

③地域人材等

の活用 

１）国等と連携した地域人材の情報発信 生活経済課 

２）団体、事業者等と連携した人材の発掘と活用

促進 

生活経済課 

市民活動推進課 

商工会議所 
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表 VII-４ 施策体系一覧 基本目標４．都市の活力を担う産業振興 

基本施策 施策 事業 担当部署 

（１）産業基

盤の高度化

の推進 

①事業等の高

度化推進 

１）経営革新への支援 商工会議所 

２）武蔵野型地域プラットホームの構築 生活経済課 

商工会議所 

②連携・共同

事業の推進 

１）ビジネス・マッチングの機会づくり 生活経済課 

商工会議所 

２）業種団体の育成・支援 管財課 

生活経済課 

商工会議所 

３）異業種・同業種連携による取組み推進 商工会議所 

③広域的連携

の推進 

１）広域的な取組み・連携 生活経済課 

商工会議所 

④市内事業所

の環境対策

の推進 

１）省エネルギー対策推進事業 環境政策課 

２）再生可能エネルギー事業の啓発と連携 生活経済課 

環境政策課 

⑤情報化・国

際化の推進 

１）ＩＣＴの活用促進 商工会議所 

２）国際化・グローバル化への支援 生活経済課 

商工会議所 

（２）産業基

盤の安定化

の推進 

①中小企業の

経営支援の

充実 

１）経営相談の強化 商工会議所 

２）円滑な資金調達の推進 生活経済課 

商工会議所 

②事業承継の

推進 

１）事業承継・再生支援強化事業との連携 生活経済課 

商工会議所 

③市内事業者

の状況把握 

１）市内事業者・来街者・景気動向等の各種調査 生活経済課 

商工会議所 

 

表 VII-５ 担当部署の連絡先一覧 

担当部署 電話番号 

武蔵野市各課 

吉祥寺まちづくり事務所 

武蔵境開発事務所 

0422-51-5131 

一般財団法人武蔵野市開発公社 0422-22-0381 

武蔵野商工会議所 0422-22-3631 

武蔵野市商店会連合会 
0422-22-3631 

（武蔵野市商店会連合会） 

一般社団法人武蔵野市観光機構 0422-23-5900 

ＪＡ東京むさし 0422-51-2412 
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２．計画の策定体制 
武蔵野市産業振興計画の策定は、図 VII-１に示す体制により取組みました。 

 

武蔵野市産業振興推進本部 諮　問 武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会

<目的> <目的>

 市民

事業者

<委員構成> 答　申 <委員構成> パブリックコメント

　・副市長 　・学識経験者

　・関係部長 　・商工業関係者

　・農業関係者

※推進本部の下に部会・ワーキングを設置 　・金融機関

　・公益法人等

<所管事項> 　・公募市民

　・行政

<所管事項>

・その他、産業振興施策の総合的な推進に関して
市長が必要と認める事項。

・武蔵野市長期計画に基づき、産業振興の施策を
効果的かつ戦略的に実施する。

・武蔵野市産業振興計画（仮称）を策定するにあ
たり、課題を整理し、必要な事項を検討する。

・武蔵野市産業振興計画の策定について必要な
事項に関することの検討。

・武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会及び
関係機関との連絡調整に関することの検討。 ・計画を策定するにあたり、武蔵野市における産

業振興に係る課題に関することの検討。・武蔵野市産業振興計画実施状況の点検及び評
価に関することの検討。 ・その他、委員会が計画を検討するために必要と

認める事項。・産業振興施策の推進のために必要な庁内にお
ける横断的連携体制の構築及び連絡調整に関す
ることの検討。

 

図 VII-１ 武蔵野市産業振興計画策定体制図 

 

「武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会」をはじめ、「武蔵野市産業振興推進本部」「武

蔵野市産業振興推進本部部会」「武蔵野市産業振興推進本部部会ワーキングスタッフ」等の名簿

は表 VII-６～表 VII-１２の通りです。 

 

表 VII-６ 策定委員会名簿 

会役職 氏名 所属・役職 

委員長 福田 敦 関東学院大学経済学部教授 

副委員長 木暮 衣里 武蔵野市商業活性化コーディネーター 

委員 宮澤 薫 千葉商科大学サービス創造学部准教授 

委員 稲垣 英夫 武蔵野商工会議所会頭 

委員 上田 陽子 株式会社プロダクション・アイジー企画室 

委員 花俣 延博 武蔵野市商店会連合会会長 

委員 榎本 一宏 農業委員会会長職務代理 

委員 長島 剛 多摩信用金庫価値創造事業部長 

委員 黒竹 光弘 社会福祉法人とらいふ理事長 

委員 藤井 陽子 公募市民 

委員 松江 勇武 公募市民 

委員 加藤 伸也 武蔵野市市民部長 
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表 VII-７ 策定委員会事務局名簿 

氏名 所属・役職 

大杉 洋 市民部生活経済課長 

茂木 孝雄 市民部生活経済課課長補佐 

増谷 操 市民部生活経済課課長補佐 

小嶋 敏子 市民部生活経済課産業振興係主任 

平内 広野 市民部生活経済課産業振興係主任 

玉田 千尋 武蔵野商工会議所事務局長 

池田 仁人 武蔵野商工会議所総務課長 

竹村 英二 武蔵野商工会議所中小企業相談所長 

関口 聖一 武蔵野商工会議所振興課長 兼 武蔵野市商店会連合会事務局担当課長 

 

表 VII-８ 推進本部名簿 

会役職 氏名 所属・役職 

本部長 会田 恒司 副市長（平成 25年 12月 11 日まで） 

本部長 五十嵐 修 副市長（平成 25年 12月 12 日より） 

副本部長 井上 良一 副市長 

本部員 堀井 建次 総合政策部長 

本部員 加藤 伸也 市民部長 

本部員 大杉 由加利 市民活動担当部長（平成 25年 12 月 31 日まで） 

本部員 恩田 秀樹 都市整備部長 

 

表 VII-９ 推進本部部会名簿 

会役職 氏名 所属・役職 

部会長 加藤 伸也 市民部長 

副部会長 恩田 秀樹 都市整備部長 

部会員 伊藤 英穂 企画調整課長 

部会員 大杉 洋 生活経済課長 

部会員 北原 浩平 市民活動推進課長 

部会員 毛利 悦子 高齢者支援課相談支援担当課長 

部会員 田中 博徳 子ども家庭課子ども家庭支援センター担当課長 

部会員 福田 浩 まちづくり推進課長 

部会員 松崎 泰 吉祥寺まちづくり事務所長 

部会員 高橋 弘樹 武蔵境開発事務所長 

 

表 VII-１０ 推進本部部会オブザーバー名簿 

氏名 所属・役職 

朝生 剛 （一財）武蔵野市開発公社副参事 
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表 VII-１１ 推進本部部会ワーキングスタッフ名簿 

氏名 所属・役職 

金子 雅巳 企画調整課主任 

片山 稔子 市民活動推進課市民活動促進担当係長 

並木 優子 高齢者支援課相談支援係主査（平成 25年 10月 31 日まで） 

中村 和永 高齢者支援課相談支援係主任（平成 25年 11月 1 日より） 

小尾 雅昭 子ども家庭課子ども家庭支援センター地域子育て支援担当係長 

上島 拓也 まちづくり推進課課長補佐 

川越 岳夫 吉祥寺まちづくり事務所課長補佐 

池田 芳久 武蔵境開発事務所課長補佐 

 

表 VII-１２ 推進本部事務局名簿 

氏名 所属・役職 

大杉 洋 市民部生活経済課長 

茂木 孝雄 市民部生活経済課課長補佐 

増谷 操 市民部生活経済課課長補佐 

小嶋 敏子 市民部生活経済課産業振興係主任 

平内 広野 市民部生活経済課産業振興係主任 

 

 

３．計画の策定スケジュール 
武蔵野市産業振興計画の策定は、表 VII-１３に示すスケジュールで取組みました。 

 

表 VII-１３ 計画の策定スケジュール 

年度 月 トピック 
主要な会議体 

策定委員会 推進本部 推進本部部会 

平成 

24 
 ・市民意向調査の実施（10～11月） 

・事業所調査の実施（10～１月） 

・来街者調査の実施（10～11月） 

   

平成 

25 
５  第１回（５月 27日）  第１回（５月 20日） 

６   第１回（６月 13日）  

７  第２回（７月８日） 

第３回（７月 29日） 

第２回推進本部・部会合同会議（７月11日） 

 第２回（７月 18日） 

８  第４回（８月 26日） 第３回（８月 16日） 第３回（８月 14日） 

９  グループヒアリング   

10  第５回（10月 28日） 第４回（10月 21日） 第４回（10月 15日） 

11 ・インターネット調査の実施  第５回（11月 12日）  

12 ・パブリックコメント(市報 12月 15日号)    

１  第６回（１月 27日） 第６回（１月 15日） 第５回（１月 14日） 

２ ・市長答申（２月６日）  第 7 回（２月 10日）  

３ ・計画公表    
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４．パブリックコメント意見取り扱い状況 
中間報告のパブリックコメントを平成 25年 12月 15日から平成 26年１月６日まで実施した結

果、６名から寄せられた 12件の意見について、表 VII-１４のように取り扱いました。 

 

表 VII-１４ パブリックコメント意見取り扱い状況 

通番 該当個所 意見要旨 取り扱い状況 

１ Ⅲ課題の整理 武蔵野市の商業や産業の活性化と繁栄は、市の財政が豊かに

なり、市民の暮らしに反映されることである。きめ細かい内

容の計画となっており、大いに期待感を感じられる報告だ

が、武蔵野市らしさとは、どういうことかよくわからない。

また、吉祥寺の中心の商店街に魅力を感じないが、今後どの

ように考えていくのか？ 

Ⅲ課題の整理（p22）の文言及び文書

の調整修正をする。 

２ Ⅲ課題の整理 吉祥寺は、メディアに取り上げられたお店のみに人が集まっ

ている。今後、京王線の駅ビルが完成すると、ますます駅ナ

カに人が集中し、駅から離れた東急デパート等は集客ができ

なくなるのではないか。駅の近く以外にも人の流れができ、

人が集まる場所やお店等を誘致していかないと、まちは発展

できないと思う。現在でも、とりあえずの買い物はできるが、

本当に欲しいものを購入することはできないまちとなって

いると思う。 

Ⅲ課題の整理の１．まちの魅力の維

持・創出（p22）及び、２．地域生活

の維持・向上（p22）の中で記載して

いる。 

３ Ⅲ課題の整理 地域振興・活性化とまちづくりの連携・一体化を明確にする

ことが重要であるが、中間報告書では、Ⅳ２（１）武蔵野の

ブランド力を高める産業振興（p25）の中に、「まちづくりや

文化創造と一体となり、居心地のよい空間と充足した時間を

提供する」とあるだけで、まちづくり３法改正の議論も絡め

て、まちづくりと一体となった産業振興や商業集積がなされ

た既成市街地の更新が必須の課題であるということを、明確

に記述してもらいたい。 

Ⅲ課題の整理の１．まちの魅力の維

持・創出（p22）の中で記載している。 

４ Ⅲ課題の整理 Ⅲ課題の整理（p22）の部分には、地域の課題解決に向けて

の市、まち、会議所等のそれぞれの果たすべき役割、社会的

責任が書かれるべきであり、具体的には地域課題の解決に向

けて、域内団体（市、会議所、商連、活性化組織、開発公社、

地域金融機関等）の連携による施策の総合化を表現すること

が重要である。このことに関して中間報告では、Ⅰ２．目的

（p2）の部分で事業者、産業経済団体等、市のそれぞれの役

割分担と責任の共通認識の必要性について記述しており、ま

た、Ⅴ施策の体系（p39）の中で「武蔵野型地域プラットホ

ームの構築の検討」を、Ⅳ計画の推進と見直し（p42）の中

でも「市民・事業者・産業経済団体・市が連携した取組みの

推進」を掲げているが、課題認識の中でも触れられるべきで

はないか。 

文言及び文書の調整修正をする。Ⅲ課

題の整理の４．産業基盤の強化（p24）

の最終より２行の「専門機関や関連団

体と協力し、」を「市民・事業者・産

業経済団体及び市が連携・協力し、」

に変更する。 
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通番 該当個所 意見要旨 取り扱い状況 

５ Ⅴ施策の体系 計画は今後５年、10 年見通したものなので、施策体系の部分

（p26～41）は、単なる施策の現状説明ではなく、更なる拡

充・ステップアップを目指す事業内容にしてもらいたい。 

産業を振興する方向性（p25～42）で

記述している。さらに、計画の見直し

の中で実施していく。 

６ Ⅴ施策の体系 中間報告の施策体系（p26～41）の記述では、視点の不統一

が散見される。商工会議所、観光機構、ＪＡ等が主体となる

施策・事業について、市の主体事業との混同を招きかねない

記述になっている。 

施策（p26～41）は市の主体事業でな

いものも含まれる。本編の資料編

（p45）において、各施策を担うべき

団体等を記載していく。 

７ Ⅴ施策の体系 施策・事業の項目や内容の部分（p26～41）で、「推進」「実

施」「継続」「検討」「研究」等のことばの使い方が不統一で

あり、整合にかける。統一するべきだと考える。 

文言及び文書の調整修正をする（p26

～41）。Ⅴ４（１）①２）武蔵野型地

域プラットホームの構築の検討（p39）

の「の検討」を削除する。 

８ Ⅴ施策の体系 １（２）①５）武蔵野地域五大学との共同事業（p30）は、都

市観光資源として一般に開かれた自由来場型の事業ではな

く、また、多くの説明を要したり、誤解を招く恐れがある表

現を避けるためにも、本計画への掲載は不適当であり削除を

求める。 

文言及び文書の調整修正をする

（p30）。１行目及び２行目以降の「 」

内文字を削除する。 

９ Ⅴ施策の体系 ２（１）③３）空き店舗の活用による魅力創出事業（p35）

は、現状の取組みについては何かないのか？実施しているの

であれば、その事業説明を記載しないと分かり難い。 

文言及び文書の調整修正をする

（p35）。冒頭に「コミュニティスタジ

オ」を追記し、頁下段に説明文書を入

れる。 

10 Ⅴ施策の体系 ３（１）①４）コミュニティビジネス創出と育成（p36）で

は、市民協働推進課と主管課名が特出ししている。この項目

のみ主管課名を特出しする意味はなく、市でよいのではない

か。 

文言及び文書の調整修正をする

（p36）。「創業支援窓口･･･武蔵野プレ

イス等」を「市と関係団体等」に修正

する。 

11 Ⅴ施策の体系 ３（１）①４）コミュニティビジネス創出と育成（p36）で

は、市民社会福祉協議会もその担い手として追記すべきでは

ないか？（市民社会福祉協議会に確認を要する） 

文言及び文書の調整修正をする

（p36）。「創業支援窓口･･･武蔵野プレ

イス等」を「市と関係団体等」に修正

する。 

12 Ⅴ施策の体系 ３（２）③１）シニア層、リタイア層の就労等の推進（p37）

について、リタイア層という表現は改めるべきである。また、

シニア層の就労支援組織をシルバー人材のみとするのはい

かがなものか。 

文言及び文書の調整修正をする

（p37）。「シニア層、リタイア層」を

「高齢者層」に修正及び、「シルバー

人材センター」に「等」を追記する。 
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	I 背景・目的等
	１． 背景
	（１） 経済・社会状勢
	近年の武蔵野市を取り巻く社会・経済状勢をみると、米国サブプライム住宅ローン危機に端を発した平成20年（2008年）のリーマン・ショックに加え、ギリシャ等の財政危機がユーロ圏全体の財政不安に連鎖したことにより、円高・デフレ傾向が進行し、長引く不景気にあった国内経済の低迷に拍車がかかりました。国内製造業をはじめとした業績不振による雇用環境の悪化や、個人消費の落ち込みなど、景気低迷からなかなか脱却することができない状況下において、平成23年３月には東日本大震災が発生し、流通業をはじめとしたサプライチェー...
	また、平成24年末に誕生した現政権により「デフレからの脱却」「国内経済の再生」のスローガンのもと、金融政策等が展開され、円安傾向、株価上昇といった動きが見られるようになりました。さらに、長年の招致活動の結実による東京オリンピック・パラリンピックを平成32年に控え、建設業や製造業、観光業、小売業などをはじめとした多くの産業において、新たな需要の喚起が期待されています。
	しかし一方では、少子高齢化の進行による度重なる社会保障制度の見直しや、平成26年度に予定される消費税増税、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定などの内外環境の変化により、今後の市民生活を注視していかなければなりません。
	（２） 武蔵野市のあゆみ
	武蔵野市は昭和30年代後半より、都市基盤の先導的な整備とまちづくり、商業振興が相まって、利便性の高い住宅都市として発展してきました。
	この端を発するのは、昭和35年の東京女子体育短期大学敷地（現Ｆ＆Ｆビル）の借地権買収で、都内有数の商業集積地と言われる現在の吉祥寺駅周辺街区の原形を形成するには、20余年の歳月と百数十億円の巨費、地権者や借地権者等、多くの市民の協力がありました。また、商工会議所や商店会から百貨店誘致の意見が出され、吉祥寺駅周辺商業地の核として魅力を与えることが地元商店街の活性化を促進することにもつながるという見解のもと、昭和46年の伊勢丹吉祥寺店の誘致につながり、大型商業施設を核として回遊性の高いまちが形成されました。
	また、武蔵野市では３駅周辺における商業振興のみならず、緑と水のネットワークを推進する等に努め、都市農地や屋敷林等を地域資源として保全・活用することで、緑豊かで利便性の高い暮らしやすい住宅都市を形成してきました。
	さらに武蔵野市は、市民参加による住宅環境を意識したまちづくりを進めてきたこともあり、“住みたいまち”として全国に認知されています。また、市民の居住地域満足度は87％と高い状況にあり、魅力あるまちとして多くの人に選ばれています。
	また、計画行政によるまちづくりは、堅実な行財政基盤を築き、必要な財政支出を行うことで、生産機能や生活機能の向上などの好循環を育んできました。この好循環の維持には、行政による投資先の選定や執行だけでなく、地域生活を支える事業者等の知恵や努力、市民のまちへの愛着や理解、協力が大きく寄与してきました。
	（３）  産業振興計画策定の意義
	武蔵野市の産業のイメージとして、「日々の暮らしを支える商業･サービスの環境が充実している」「市内には公園、緑地が多く憩いやイベント等の場になっている」「魅力のあるお店が多く立地している」などが市民に定着しています。しかし、昨今の市内の現況を鑑みると、高齢化等に関わる生活課題への対応や、都市インフラの老朽化と健全な財政の維持・向上のために公共施設の再編が迫られるとともに、市内事業者の17％が廃業を予定する状況にあるなど、個人事業主の高齢化や競争激化による事業断絶の課題、路線商店街に立地する個店からの...
	他方、周辺市区では、武蔵野市には望むことのできない広範な土地を資源とした駅周辺再開発事業を進めており、まちに新たな活力を育んでいます。
	また、市内事業者の３年前と比較した売上高や営業利益の増減状況は、いずれも減少の傾向が強く、業績評価を不振とする事業者は飲食業において55％、卸売・小売業において49％を占め、商店主をはじめとした人々は、都市間競争に対する危機感を募らせています。
	このような状況を踏まえた上で、今後、市内における産業活動を活発化していくためには、事業者ニーズに応じた域内調達率0F の向上や事業拡大等に向けた継続的な再投資など、まちの魅力を高めることで都市間競争を勝ち抜き、市内における経済循環を促進していくことが必要であるという認識のもと、産業全体をAAした戦略的な方針を定め、施策を総合的に推進するための武蔵野市産業振興計画を策定することになりました。

	２． 目的

	武蔵野市産業振興計画は、市を取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、都内有数の住宅都市としての武蔵野市の価値を維持・向上するために必要な産業振興の今後の方向性や施策について、基本理念や基本目標を掲げるとともに、市民にとって快適な買物環境等の再形成と向上のための方策、来街者等にとって楽しみや発見があるまちの魅力づくりの方策等を整理し、活動基準を施策・事業として体系的に提示しています。
	また、市内産業を担い、企業市民としての側面を持つ事業者は、自らの創意工夫により事業活動を行うとともに、地域環境との調和に配慮し、経営基盤の安定、人材の育成、従業員の福利厚生の充実に努めることが求められます。産業経済団体等は、事業者の事業活動への支援を行うとともに、産業振興の施策を実施することが求められます。また、事業者と産業経済団体等は地域社会への貢献に努めることも期待されています。市は、産業振興の施策を実施するとともに事業者、産業経済団体等、他自治体との連携を図ります。事業者、産業経済団体等、市...
	そのための課題や方策等について、産業振興の観点から共有し、それぞれの主体の役割、責任を共通認識し、連携・協働して計画を推進することを目的としています。
	３．  位置付け

	武蔵野市産業振興計画は、武蔵野市第五期長期計画（平成24年度～33年度）の中の「Ⅲ　文化・市民生活」分野の計画として策定するものであり、長期計画において示されている考え方や方針を踏まえた、武蔵野市の産業分野全般を対象とした中位計画です。
	また、武蔵野市農業振興計画と、武蔵野市観光推進計画の上位計画という関係にあり、武蔵野市商店街振興プランとしての性格もあわせてもつものです。
	なお、産業施策は、他の分野の施策との関わりの中で総合的に推進されないと実効的な計画とならないため、他の様々な分野の計画と整合性を図りながら、産業振興施策に関わりの深い施策についてふれています。
	４．  計画期間

	産業振興のまちづくりの総合的な計画である本計画では、中長期的な展望に立つ必要があるため、本来10年程度のスパンで策定する必要があります。
	一方、武蔵野市長期計画の改定時期に合わせて本計画もあわせて改定をする必要があるため、本計画の期間は、平成26年度を初年度とする平成30年度までの５か年とし、次期改定作業を平成30年度に実施するものとします。
	５．  計画策定の経緯

	本計画の策定にあたっては、上位計画である武蔵野市第五期長期計画、関連する他分野の各種計画、委員会などからの報告、アンケート調査・ヒアリング調査の結果などを踏まえ、多様な市民参加を得て、また、策定過程を公開しながら、以下の通り取組んできました。
	（１） 武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会の設置
	武蔵野市産業振興計画（仮称）を策定するにあたり、武蔵野市の産業振興に係る必要な課題を整理・検討し、計画案を策定するため、12名の委員からなる武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会を設置しました。
	（２） 市民委員の公募
	平成25年４月１日号の市報で、策定委員会の委員を公募し、７名の応募があり、作文選考により２名が委員として選考されました。
	（３） 策定委員会の公開
	毎回市報、市のホームページで策定委員会の開催を周知し、会議を公開しました。
	また、議事要録についても市のホームページに掲載しています。
	（４） 武蔵野市産業振興推進本部の設置
	武蔵野市の産業振興の施策を効果的かつ戦略的に実施し、策定委員会や関係機関との連絡調整を行い、庁内における横断的連携体制を構築し、計画の進行管理をするため、武蔵野市産業振興推進本部を設置しました。
	（５） 産業振興基礎調査等の実施
	市内産業を取り巻く現況や、事業者、市民、来街者の意識、実態を把握し、より適切で効果的な施策を検討するため、「産業振興基礎調査（市民意向調査）」「産業振興基礎調査（事業所調査）」「来街者調査」「産業振興基礎調査（現況整理）」「産業振興基礎調査（地域構造分析）」を実施しました。
	調査結果は、策定委員会、市産業振興推進本部に報告するとともに、それらのデータは、計画策定や今後の施策を検討するための参考として活用しました。
	（６） 中間報告のパブリックコメントの実施
	平成25年12月に中間報告の概要を市報・市のホームページへ掲載し、冊子の配布により市民に公表し、市民からの意見をＥメール、ファックス、文書などで募集しました。寄せられた市民意見を参考に修正を加え計画を策定しました。

	II  現況の整理（概要）
	１． 市の概況
	（１） 位置・面積等
	① 位置
	② 面積・土地利用
	③ 用途地域

	（２） 人口・世帯
	① 人口
	② 世帯
	③ 就業人口

	（３）  交通環境
	① 鉄道
	② バス
	③ 駐車場
	④  駐輪場

	（４）  財政
	平成24年度の武蔵野市の歳入は、58,818,115千円、そのうち「市税」が62.7％、「国庫支出金」が10.9％、「都支出金」が8.4％となっています。
	一方、平成24年度の武蔵野市の歳出は55,785,014千円、そのうち「民生費」が39.2％、「総務費」が17.6％、「土木費」が11.9％、「教育費」が11.4％となっています。
	武蔵野市における財政力指数は1.432で、東京都26市のうち最も高く、財政力の高い状況といえます。

	２．  市の産業構成
	（１） 従業者数
	① 従業者数の推移
	② 産業分類別の従業者数

	（２）  事業所数
	① 事業所数の推移
	② 産業分類別の事業所数
	③ 従業者規模別事業所数

	（３）  産出額
	平成22年度における東京都の産出額を基に、産業別の指標で按分することにより推計した武蔵野市の産出額は、1,343,021百万円となっています。
	東京都分類による業種別産出額は「サービス業」が571,067百万円、45.5％で最も高く、続いて「卸売・小売業」が207,393百万円、16.5%、「不動産業」が184,692百万円、14.7％であり、上位３業種で76.7％を占めています。
	武蔵野市において域外市場産業に位置付けられるのは、９業種中「卸売・小売業」「金融・保険業」「不動産業」「運輸・通信業」「サービス業」の５業種で、いずれも第三次産業となっています。
	純移出入額で移入額が大きいのは「サービス業」「運輸・通信業」「卸売・小売業」、産出額が大きいのは「サービス業」「卸売・小売業」「不動産業」であることから、「サービス業」「卸売・小売業」における域外マネー獲得力が高いと推察されます。
	（４）  産出額分配先
	① 東京都

	平成17年における産業連関表より、東京都の産業別産出額分配先を中間投入1F 、粗付加価値2F 、雇用者報酬、営業余剰の別に整理した結果、中間投入額の割合は「運輸・通信業」が53.3％で最も高く、続いて「製造業」が49.7％、「建設業」が49.4％となっています。これらの産業は、原材料調達の裾野が広く、原材料を域内で調達していれば地域経済への波及効果が得られる一方、域外から調達していれば、地域経済への波及効果を得ることができません。
	粗付加価値の割合は「不動産業」が74.9％で最も高く、続いて「鉱業」が73.6％、「卸売・小売業」が65.9％、「金融・保険業」が62.6％となっています。粗付加価値額は雇用者所得や営業余剰として消費や再投資に回ることから、域内雇用・所得に大きな影響を及ぼしています。
	雇用者所得の割合は「鉱業」が66.3％で最も高く、続いて「製造業」が49.8％、「サービス業」が33.1％、「農林水産業」が32.9％となっています。営業余剰の割合は「不動産業」が36.1％で最も高く、続いて「卸売・小売業」が25.7％、「金融・保険業」が24.3％となっています。ただし、武蔵野市においては「鉱業」は営まれていません。
	②  武蔵野市

	事業所調査の結果から、武蔵野市における域内調達率を原材料、生産外注先、設備投資発注先の別にみると、原材料の域内調達率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が35.6％で最も高く、続いて「建設業」が21.9％、「その他のサービス業」が19.0％となっています。
	生産外注先の域内調達率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が55.0％で最も高く、続いて「建設業」が22.4％、「その他のサービス業」が18.5％、「不動産業」が10.0％となっています。
	設備投資発注先の域内調達率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が60.0％で最も高く、続いて「建設業」が34.4％、「その他のサービス業」が25.3％、「情報通信業」が17.5％となっています。
	域内調達率から「電気・ガス・熱供給・水道業」「建設業」「その他のサービス業」は、地域経済への波及効果が他の産業に比べて高く、「製造業」「運輸業」は、地域経済への波及効果が他の産業に比べて低いと考えられます。

	３．  市の産業状況
	（１） 農業
	① 農家戸数・農業従業者数
	② 農地
	③ 農業生産

	（２）  工業
	① 事業所数・従業者数
	② 製造品出荷額等

	（３）  商業
	① 商店会組織数
	②  事業所数・従業者数
	③ 年間販売額

	（４）  経済指標からみた視点
	昨年度実施した地域経済構造分析調査より、経済指標からみた６つの視点による分析結果は図 II-１０の通りです。


	III  課題の整理
	１． まちの魅力の維持・創出

	武蔵野市は公園・緑地や都市農地などの緑が多い一方、吉祥寺・三鷹・武蔵境の３駅周辺地域における商業集積等があり、それぞれに地域の特色があります。生活利便性の良さから、市民の地域生活に対する満足度の高さにつながっています。特に、吉祥寺を中心に情報誌やテレビ番組等、多くのメディアに取り上げられることで、来街者の評価や外部から抱かれるイメージが良い状況にあります。このイメージを構築するまちの魅力を維持するとともに、時代の変化や人々のニーズに合わせて、新たなまちの魅力を創出していくことが必要です。
	しかし近年では、“吉祥寺らしさ”と謳われてきたまちの要素である“複数の百貨店”と“ここにしかない個店”が閉店すること、また、高齢化した事業主等は個店の事業継続を断念し、テナント・ビルオーナー化する実態も見られます。個性的な店が“どこにでもあるチェーン店”に変化することにより、まちの魅力が損なわれてきているとの声も聞かれるようになっています。なお、まちの魅力については、昨年度実施した来街者調査で、吉祥寺の他によく出かけるまちとして最も高い割合を占めた「新宿」は、「品揃えが豊富」「近くて便利」「魅力的...
	まちの魅力を維持・創出するためには、現在のまちのトレンドを分析し、地域の資源を見直し、まちづくり等と一体となった事業展開を図るための策を講じることが課題となっており、小売業をはじめとした各種産業において、継続的に域外マネーを獲得することが必要とされています。
	また、昨年度実施した市民意向調査では、地域の望ましい姿として「安全性の高い街」を選択する市民が62.4％で最も高い割合を占め、続いて「街並みや景観が整備されている街」が44.0％、「落ち着きのある静かで生活環境の良い街」が42.7％を占めたことから、商業集積地における商業振興のみならず、良好な居住環境を維持しつつ、産業集積を促進することが望まれる都市型産業を地域経済拡充の牽引役として育成することや、農地の保全を図り、地域への愛着を育み武蔵野市らしさを形成する農業を地域活性化に貢献する産業として支援...
	２． 地域生活の維持・向上

	武蔵野市は住宅都市として生活環境を重視する多くの市民に支持されることで、堅実な財政基盤を築き、公的サービスの充実を図る好循環を育んでいます。今後、少子高齢化の一層の進展が見込まれる本市において、この好循環を維持・増幅させるためには、誰もが地域で安心して生活するための課題解決型のサービスの充実を図ることが必要です。
	そのためにも、市民の日常生活を支える路線商業や、まちの安全・安心を守り、祭事などの商店会活動が持続されることが必要ですが、事業主の高齢化等による閉店など、多くの路線商店街は厳しい環境にあり、生鮮三品は、生鮮食品を扱うコンビニエンスストアやスーパーに依存する状況にあります。大手スーパーによる店頭購買商品の宅配サービスやインターネット注文による宅配サービスなど、買い物環境が多様化していることも、路線商業にとっての打撃となっています。一方、このようなサービスシステムは高齢者等には有効利用することが困難、...
	その結果、駅周辺から離れた地域で戸建てに居住していた高齢者のみの世帯が、利便性を求めて駅周辺の集合住宅に移住する事例も出てきています。また、買い物弱者と関わりが深いとされる交通空白地域や交通不便地域の解消を図るために拡充されたバス路線によって、市民が駅周辺の商業集積地に出かけやすくなった一方で、住宅地周辺にある路線商店街の一部では商業環境が厳しくなったことも考えられます。昨年度実施した市民意向調査では、「青果・精肉・鮮魚」をはじめとした食料品、「日用雑貨」など購買頻度が比較的高い費目については、「...
	また、閉店後の店舗は、店舗・事業所として貸し出されることなく、住居化される傾向が強く、商店街の店舗の連続性が損なわれ買い物場所としての機能が果たせなくなったり、商店会組織の構成員が減少し、商店会活動に支障を来たしたり、解散にいたるなどの事態があります。
	これまで、市内の各商店会では、地域の祭事の開催や街路灯の維持、まちの安全・安心を守る治安対策活動等、地域コミュニティの要としての活動を担ってきました。しかしながら、大型スーパーマーケットやコンビニエンスストア等との競合や事業主の高齢化等による閉店等により次第にその役割が果たせなくなっています。
	こうした問題に対して、まずは事業主や商店会組織の自助努力による解決を求め、地域課題を解決するという視点から、行政や関係団体による支援が実施されてきました。今後は、市民に対し、路線商業や商店会活動に対する理解醸成を図り、市民やＮＰＯ、大学、大型店や多様な他産業の事業者等と協力して解決策を図ることが求められます。特に、少子高齢社会に対応するための生活課題解決型サービスの創出については、市内において活発な医療・福祉産業の事業者や、コミュニティビジネスに関心を持つ市民等との連携が必要と考えられます。
	商店会組織については、路線商店街における構成員の絶対数の減少だけでなく、商業集積地における組織率の低下が伺われることから、組織加盟に積極的ではない大型店やチェーン店、若年の事業主などに、加盟のメリットや責務を明示し、さらに、商店会組織の役割や組織規模の再構築を図ることで、組織力を強化することが必要です。これらの取組みは、個々の商店会だけでなく、各地域の商店会連合会や全市の商店会連合会において行われることが求められています。
	３． 人材の確保・育成

	誰もが、安心して地域で働くことのできる環境づくりは、産業基盤の形成へとつながります。
	昨年度実施した市民意向調査では、武蔵野市内で就業を望む市民は、子育て期や子育てが一段落した年代の女性で特に高い状況にあります。また、高齢者を含め、退職などにより家庭や地域に埋もれた人材が多数存在すると考えられます。従って、まずはそれらの人材やニーズの掘り起こしを行い、職業能力の育成を支援することが必要です。
	一方、市内事業者に対しては、時短勤務や勤務日数の限定など、ワークシェアによる新たな雇用の創出や、ノー残業デーの設置、有給休暇の取得推奨、育児休業や介護・看護休業制度の整備及びその周知など、既存の就業者のワークライフバランスの向上も含め、多様な働き方を受容する雇用・労働環境の育成を支援することが必要です。
	昨年度実施した市民意向調査で、「起業してみたい」と回答した市民は12.4％を占めましたが、市内で創業・出店等を希望する人々にとって、その足掛かりとなる情報や支援の得難さが少なからず障壁になっていると考えられます。これらの障壁を低減するためには、これからの市内産業・地域の核となる人材を「見える化」するなどの策を講じることが必要です。
	また、吉祥寺駅周辺地域は、多様な世代の往来があることから、かねてより、国内地方事業者による首都圏進出や、海外事業者の国内進出の際の１号店等の立地や、アンテナショップの出店による事業試行に相応しい地域として評価されてきました。こうした特性を活かし、事業展開に意欲のある事業者や起業・創業者を支援することで、産業の新陳代謝を促すとともに、今ある産業の拡充や承継を促すことが必要です。
	４． 産業基盤の強化

	昨年度実施した事業所調査では、３年前と比較した売上高や営業利益の増減状況は、いずれも減少の傾向が強く、今後３年間の業況の推移予想は、悲観的観測が44.9％で楽観的観測を28.4ポイント上回りました。また、困っていることや経営上抱えている課題が「ある」と回答した事業所は、業種によらず７割を超えており、商業・サービス業では「売上の伸び悩み」や「同業者との競争激化」「人材不足」などが、商業・サービス業以外の業種では「受注高・取引量・売上高の減少」や「顧客や取引先に生じた変化の影響」「競合他社等との競争環...
	武蔵野市内の事業所の多くは個人や小規模の単独事業所です。そのため、事業承継のための経営戦略や資金調達の計画立案、環境対策や情報化・国際化への対応などに取組む知識や技術を有する専門職種を独自に雇用することが難しい環境にあります。
	このような課題解決に対して、商工会議所や国・都などの支援事業の利用を促進・啓発するほか、武蔵野市内では、コンサルタント業や各種士業4F など、専門職種5F の個人事業主やサービス事業者が多数創業する状況にあることから、この特性を活かし、市内で創業する専門職種とそれらの専門知識を必要とする事業者6F をマッチングするなどにより、市内創業者に対して、事業機会の創出を図るとともに、経営基盤の強化に向けた支援を行うことが必要です。
	また、武蔵野市内には全国区の飲食チェーン本部や大学・研究機関が複数立地しています。この環境を維持し、最大限活かすための産学官連携の基盤強化を図ることが課題です。
	強固な産業基盤を築くために、市民・事業者・産業経済団体及び市が、連携・協力し、定期的に市内産業の状況を把握することで、市況の変化に応える策を迅速に講じることが求められています。
	IV  基本理念・目標
	１． 基本理念

	武蔵野市は緑豊かな住宅都市であるとともに、広域的な集客が図れる商業施設等が集積する吉祥寺を有し、市民のみならず多くの人々に親しまれるまち、生活文化を発信するまちとして発展してきています。
	この地の利を活かした都市型産業を育成し、都市や地域の抱える様々な課題を市民と事業者が一体となって取組んでいくことで、誰もが安心して暮らし、働き、楽しむことのできるまちとして、時代とともに変化し、選ばれ続けるため、本計画の基本理念を次のように定めます。
	２． 基本目標

	前述の基本理念のもと、本計画における基本目標を次のように定めます。
	（１） 武蔵野のブランド力を高める産業振興
	ライフスタイルや価値観の多様性を受容する時代において、多様な人々に選ばれる武蔵野であるために、豊かな環境を活かし、個々の期待に応えた産業の振興を図ります。
	武蔵野に暮らし、働き、集う人々に、まちづくりや文化創造と一体となり、居心地のよい空間と充足した時間を提供するための土壌を育みます。
	（２） 地域生活を支え合う産業振興
	憧れを抱かれる住宅都市として、多様な世代が地域で安心して暮らし続けることのできるまちであるために、商店街をはじめ日常生活を支える身近な産業の振興を図ります。
	武蔵野に暮らし、働き、集う人々の知恵や経験、技術を活かし、地域の人々のニーズに応える新たな担い手を迎えるための土壌を育みます。
	（３） 武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興
	働き方や働く環境が刻々と変わる中、働きたいと望む誰もが、心地よく働き続けることのできる環境であるために、働く人々の自己実現を支援する開かれた産業の振興を図ります。
	武蔵野で働く人々が培ってきたネットワークや技術、武蔵野に暮らし、働き、集う人々が潜在的に持つ力を地域や次代に活かすための土壌を育みます。
	（４） 都市の活力を担う産業振興
	個性と魅力あふれる武蔵野であるために、いにしえより営まれてきた農業やまちの発展とともに歩んできた商工業、サービス産業など、地域の歴史とともに育まれ、地域の未来を育む産業の振興を図ります。
	武蔵野に集まり、営まれる産業を守り、よりよく次代に受け継ぐための土壌を育みます。

	V  施策の体系
	１． 武蔵野のブランド力を高める産業振興
	（１） 武蔵野の特性を活かした産業振興
	市内外から多くの人が集まる吉祥寺・三鷹・武蔵境の３駅周辺の商業・業務地域、都市農地の豊かな緑を配した住宅地域など、武蔵野の特性を活かした産業の振興を図ります。
	① 武蔵野のブランドイメージの確立と向上
	１） 武蔵野のブランドイメージ向上のための活性化事業の推進
	２） 地域施設、大学等と連携した活性化事業　★武蔵境
	３） 魅力あるまちづくり事業
	４） 武蔵野型タウンマネジメント機能の検討
	５） 情報発信能力の強化
	６） 産業振興条例（仮称）の検討

	②  都市型産業の誘致・育成等の推進
	１） 都市型産業誘致・育成方針の策定　★全市
	２） 地域産業の特色を活かした知識集約型産業の誘致　★中央
	３） 特別用途地区の検討

	③ 都市農業の振興と農地の保全
	１） 農地の保全
	２） 人と環境にやさしい農業の推進
	３） 農業従事者への経営支援
	４） 市民とふれあう農業の推進
	５）  農商工連携事業の推進


	（２） 都市観光の推進
	武蔵野に暮らし、働き、集う人々が、武蔵野の資源を知り、新たな発見・感動・楽しみを得ることにより、価値ある時間を過ごせるまちであるために、都市観光を推進します。
	① 武蔵野の資源を活用した都市観光
	１） 武蔵野市観光推進計画の改定
	２） 地域資源の掘り起こしと都市観光の推進　★吉祥寺
	３） まち歩きのための仕掛けづくり
	４） 農業交流活性化事業
	５） 地域五大学との共同事業
	６）  武蔵野ブランドお土産創出

	② 観光・シティプロモーションの推進
	１） 観光情報（イベント等）の収集と効果的発信
	２） 観光マップの作成
	３） 吉祥寺まち案内所の設置・運営

	③ 推進体制等の充実と強化
	１） 武蔵野市観光機構の機能強化
	２） 受入態勢の強化
	３） 周辺自治体及び観光関連団体等との連携強化


	（３）  都市生活を支えるまちづくり
	誰もがいつでも安心して、快適にまちの文化や魅力を楽しむことができるように、多様な移動手段や歩きやすい環境など、都市生活を支えるまちづくりを推進します。
	① 商業地域のリニューアル
	１） 吉祥寺駅周辺商業地域の老朽化建物更新促進の検討
	２） 都市計画制度の有効活用
	３） 景観ガイドラインによる街並の誘導
	４） 安全・にぎわいのまちづくり促進型耐震助成（耐震化・建替え支援）

	② 交通・物流体系の整備
	１） 吉祥寺・三鷹・武蔵境駅周辺対策事業
	２） 吉祥寺方式物流対策事業
	３） 武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画の推進
	４）  市内回遊性の向上事業
	５） パークアンドバスライド事業
	６） コミュニティサイクル事業
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	VI  計画の推進と見直し
	１． 市民・事業者・産業経済団体及び市が連携した取組みの推進

	産業振興施策は多岐にわたり、その内容も多様であるため、その実施にあたっては、多様な主体がそれぞれの領域において、連携しながら積極的に行われるよう、産業分野に関わるあらゆる市民や関係機関と連携した取組みを推進していきます。
	２． 武蔵野市産業振興推進本部による施策の進行管理

	産業振興施策が着実に効果的に取組まれているかどうか、庁内に設置された武蔵野市産業振興推進本部において、武蔵野市産業振興計画の進行管理を行います。
	３． 武蔵野市産業・経済政策懇談会による協議

	産業振興施策の推進にあたっては、武蔵野市産業・経済政策懇談会を設置して必要な施策についての意見交換を行い、協議します。
	４． 次期計画の改定

	次期計画の改定は、平成30年度を目途に行うものとします。
	VII 資料編
	１． 施策体系一覧

	本計画における施策・事業の担当部署を含めた施策体系一覧を表 VII-１～表 VII-４に、担当部署の連絡先一覧を表 VII-５に示します。
	２．  計画の策定体制

	武蔵野市産業振興計画の策定は、図 VII-１に示す体制により取組みました。
	「武蔵野市産業振興計画（仮称）策定委員会」をはじめ、「武蔵野市産業振興推進本部」「武蔵野市産業振興推進本部部会」「武蔵野市産業振興推進本部部会ワーキングスタッフ」等の名簿は表 VII-６～表 VII-１２の通りです。
	３． 計画の策定スケジュール

	武蔵野市産業振興計画の策定は、表 VII-１３に示すスケジュールで取組みました。
	４．  パブリックコメント意見取り扱い状況

	中間報告のパブリックコメントを平成25年12月15日から平成26年１月６日まで実施した結果、６名から寄せられた12件の意見について、表 VII-１４のように取り扱いました。

