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16 活力ある産業の推進  

主管課名 生活文化スポーツ部 産業振興課 
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関係課名 
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目 
的 

対 象 消費者，事業者，起業者 
意 図 商店街がにぎわう・市内消費が高まる，企業活動が活発になる・市内の創業者が増える 

◇施策の方向 

商店街の環境整備を促進し，その魅力を高めることで，魅力ある商店街づくりと市民の日常的な買物の利便性及び満
足度を向上させます。また，地域経済を支えている中小企業・小規模事業者の振興や創業支援を行うとともに，調布
市の特性を生かした市内産業の活性化を図ります。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ 日常の買物が便利と感

じている市民の割合 

【☆，◎】 

69.5% 69.2％ 71.3% 73.8％ 80.0％ 

２ 市内商業者（小売業）

の年間販売額【☆，◎】 — — — — 
2,100億円 

（平成29年度） 

３ 納税法人数【☆，◎】 5,852法人 5,976法人 6,073法人 6,283法人 5,800法人 

４ 産業労働支援センター
での創業等相談件数 
【☆，◎】 

417件 531件 488件 651件 700件 

５ 映画・映像関連企業と
連携した取組の件数 
【☆，◎】 

20件 22件 35件 38件 25件 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 日常の買物が便利と感じている市民の割合【☆，◎】 
 平成３０年度の市民意識調査では，前年度より２．５ポイント増加し，７３．８％でした。平成２９年
度にトリエ京王調布がオープンしたことを契機に，ポイントが上昇しています。 
２ 市内商業者（小売業）の年間販売額【☆，◎】 
 平成２６年度に目標値２，１００億円を達成しています。 
３ 納税法人数【☆，◎】 
平成３０年度の納税法人数は，基本計画策定時（平成２５年度）と比較して５１３法人増加し，前年度

と比較して２１０法人増加して，６，２８３法人となり，目標値の５，８００法人を上回りました。 
４ 産業労働支援センターでの創業等相談件数【☆，◎】 
平成３０年度の創業等相談件数は，前年度と比較して１６３件の増加し，目標値には達しなかったもの

の，大きく件数を伸ばすことができました。 
５ 映画・映像関連企業と連携した取組の件数【☆，◎】 
 小・中学生向けの映画づくりワークショップや，高校生フィルムコンテストをはじめ，様々な世代に合
わせたイベントを実施したほか，「映画のまち調布シネマフェスティバル２０１９」では，本格的な映画撮
影を体験できるワークショップなど新たな取組を実施し，前年度と比較して３件増加しました。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 
１ 日常の買い物が便利

と感じている市民の割

合 

市内商店，商店街等の支援に取り組むことで，市民の8割が日常

の買い物が便利であると感じられることを目標とした。（調布市民

意識調査） 

73.8% 
（平成３0年度） 

80.0% 
（令和4年度） 

２ 市内商業者（小売業）

の年間販売額 

ラグビーワールドカップ2019TM日本大会及び東京2020大会を

契機とした商業活性化を図ることで，市内消費を促進し，市内商業

者（小売業）の年間販売額を増加させることを目標とした。（経済

産業省「商業統計調査」（5年毎）） 

2,114億円 
（平成29年度） 

2,254億円 
（令和4年度） 

３ 納税法人数 
商工会への支援や中小企業等への経営相談等の取組により，納税法

人数を概ね維持することを目標とした。（産業振興課資料） 
6,073法人 

（平成29年度） 
6,100法人 
（令和4年度） 

４ 産業労働支援センタ

ーでの創業等相談件数 

産業労働支援センターにおける相談件数を増加させ，新たな創業に

向けた支援の充実を図ることを目標とした。（産業振興課資料） 
488件 

（平成29年度） 
520件 

（令和4年度） 

５ 映画・映像関連企業

と連携した取組の件数 

シアタス調布における上映会や「映画のまち調布」応援キャラクタ

ー「ガチョラ」の活用などにより，映画・映像に関連した各種取組

の充実を図ることを目標とした。（産業振興課資料） 

35件 
（平成29年度） 

50件 
（令和4年度） 

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策16 活力ある産業の推進） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

１６－１ にぎわいを創出する商業活性化の支援 

 にぎわいのある商店街づくりに向けて，１７の商店会が実施した２５のイベント事業を支援しました。 
 また，調布市観光協会と連携し，「デカ盛りウォークラリー」，「Ｏｈ！！辛チャレンジ」等を実施し，
市内回遊性の向上と併せ，にぎわいの創出に取り組みました。 
中心市街地の活性化に向けては，京王線連続立体交差事業を契機としたソフト・ハード一体的なまちづ

くり推進事業や旧甲州街道沿道商店街の回遊性向上に向けた事業，調布駅前広場を活用したイベントを実
施しました。また，調布駅周辺のさらなるにぎわいの創出や，将来の調布駅前広場の自由度の高い利活用
に向けた検討を行ったほか，調布駅周辺を訪れた方の消費の動向や商業施設の利用実態を把握するための
調査を行いました。 
 調布駅周辺の回遊性の向上や市内商業の活性化に向け，シアタス調布や調布市商工会等と連携し，映画
の半券チケットの提示で，飲食店等の独自のサービスを受けられる半券サービス事業の取組支援や，商店
会の店主が講師となり，お客様に専門知識を伝えながらコミュニケーションを図ることで，顧客確保につ
なげる第２回柴崎つつじヶ丘仙川まちゼミ（２５講座）の実施等の商店街イベントを支援しました。 
 さらに，商店街の環境整備を支援するため，２３商店会の商店街街路灯電気料金の助成をしました。 

１６－２ バイ調布運動（市内消費）の促進 

 市内消費を促進するため，商工会と連携し，隔月に発行される地域情報誌１８２ｃｈ（イチハチニチャ
ンネル）や市ホームページで商店会や特色あるお店を紹介したほか，アプリ運営会社と連携したアプリに
よる市内の店舗紹介や，市内商店会主催のお祭りにて，スタンプラリー事業を実施することで，市内店舗
の紹介につなげました。 
 また，市の補助金を活用し，平成３０年歳末商戦を見据えた，調布市独自の「調布・歳末スクラッチカ
ード事業」の継続実施により，市内消費の喚起と商業活性化，市民生活支援を図る取組を展開しました。 

１６－３ 市内事業所・事業者への支援 

市内事業所の事業活動を支援するため，中小企業庁等のセミナーや相談会などを積極的に情報提供する 
とともに，販路開拓等を目指す市内事業所を支援するため，見本市等の出展費用の一部を補助しました。 
また，中小企業等支援に関する包括協定を結ぶ５つの金融機関や商工会，日本政策金融公庫とは，事業承 
継・人材育成・補助金等各種セミナーを実施しました。その他，生産性向上特別措置法の規定に基づき 
１１件の先端設備導入計画を認定しました。 

１６－４ 新たな創業への支援 

産業労働支援センターでは，経営アドバイザーによる創業相談を随時実施しましたほか，初心者向け創
業相談会，女性起業相談会等を定期的に開催し，シニア向け創業相談も不定期で開催しました。また，日
本政策金融公庫と連携した融資 相談会を毎月開催するとともに，新たに，東京都多摩地域事業引継ぎ支
援センターの協力を得て，中小企業者にとっての近年の課題である事業承継の個別相談を毎月開催するな
ど，相談事業の充実を図りました。 
セミナーについては，創業塾をはじめとして，各種セミナーを７回実施し，２２５人の参加がありまし

た。交流活動における初の試みとしては，調布市，三鷹市，狛江市及び稲城市の創業塾卒業者を対象に，
多摩エリア創業塾卒業生交流会を実施し，各市から２４人の参加者がありました。また，創業チャレンジ
支援事業（市内空き店舗等を活用した創業支援）では，市内で創業した４事業者を支援しました。国の産
業競争力強化法に基づく調布市の特定創業支援事業（e-プロジェクト）では，相談事業・セミナーにおい
て経営，財務，人材育成，販路拡大に関する知識を身につけた方に対し，知識を習得したことへの証明書
の発行を行い，１１件の証明書を発行しました。 

１６－５ 特性を生かした地場産業の振興 

 市内の映画・映像関連企業や市民団体と連携し，「調布ジュニア映画塾」，「高校生フィルムコンテスト
in映画のまち調布」など世代に合わせた調布ならではの取組のほか，市民・事業者等が実施する「映画・
映像をつくる・楽しむ・学ぶ」機会となる活動に対する事業補助を８件（５団体）実施しました。 
 また，「調布映画祭」をリニューアルして開催した「映画のまち調布 シネマフェスティバル 2019」
では，市内映画・映像関連企業等と実行委員会を組織し，映画の作り手に焦点を当てた映画賞をはじめ，
本格的なセットの中でプロの指導を受けながら撮影体験できるワークショップの開催など，調布ならでは
の取組を実施しました。 
 その他，映画のまち調布応援キャラクター「ガチョラ」の市内イベントへの出演や，「ガチョラ」ＰＲ
動画のシアタス調布のプレアド（本編上映前の広告）上映を実施し，「映画のまち調布」の推進に取り組
みました。 

 
  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策16 活力ある産業の推進） 

 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・調布市観光協会と連携し，「デカ盛りウォークラリー」，「Ｏｈ！！辛チャレンジ」等を実施し，市内回遊性の向上と併せ，にぎわ

い創出に向けて取り組んだ。 

・中心市街地活性化に商店街イベントをはじめ，調布CMの制作，ウインターイルミネーション，第２回柴崎つつじヶ丘仙川まち

ゼミの実施などにより，地域情報の発信や賑わいの創出，回遊性向上を図った。 

・シアタス調布の映画観賞券を活用したチケット半券サービス事業をはじめ，魅力発信事業を多様な主体と連携して数多く実施し，

商業活性化に取り組んだ。 

・市の補助金を活用し，平成３０年歳末商戦を見据えた，調布市独自の「調布・歳末スクラッチ2018（スクラッチカード事業）」

の継続事業では，小規模事業者への高い利用率が実現され，大幅な消費喚起・市民還元の効果につながり，市内消費喚起と商業活

性化，市民生活支援を図る取組となった。 

・調布市の地場産業である映画・映像関連企業と連携し，「映画のまち調布 シネマフェスティバル2019」をはじめ，様々な映画

をつくる・楽しむ・学ぶ事業を実施した， 

・産業労働支援センターでは，創業に関する相談やセミナーを開催したほか，スモールオフィスや創業チャレンジ支援事業による

創業支援に加え，多摩信用金庫と連携した創業・経営相談などを展開し，市内創業の支援を推進した。なお，３０年度の新たな事

業として，中小事業者の課題とされている事業承継の個別相談会を定例化できた。また，生産性向上特別措置法に基づき，１１件

の先端設備導入計画を認定した。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①にぎわいを創出する商店街等の支援 

 

 

②バイ調布運動（市内消費）の促進 

 

 

 

 

③特性を生かした地場産業の振興 

 

①引き続き，中心市街地活性化プラン等を着実に推進するととも

に，多様な主体と連携し，市内商業の活性化に資する取組を検

討，実施する。 

②平成 26年度の小売業の年間販売額を見ると，近隣市が前回調

査から軒並み低下するなか，増加がみられた（調布市 7.6％，

武蔵野市▲17.4％，府中市▲18.3%，三鷹市▲23.3%）。 
引き続き，商工会や商店会と連携し，調布市独自の取組として

スクラッチ事業を継続して実施する。 
③引き続き，映画・映像関連企業等と密に連携を図りながら，調

布市ならではの産業振興を図っていく。 

 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

  

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策16 活力ある産業の推進） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
・にぎわいを創出する商店街の支援については，イベント事業の補助等を通じて各商店会の取組を支援したほか，商工会と連携し各

商店会や各商店の特色ある取組を紹介するなどの支援を行い，市民意識調査における日常の買い物が便利と感じている市民の割合が

平成２７年度から4.3ポイント増加した。 

・トリエ京王調布の開業を契機とした調布駅周辺のにぎわいを市内商業の活性化につなげるため，商工会，調布駅周辺の商店会，大

型商業施設等と連携した会議を定期的に開催し，映画鑑賞チケットの半券サービスやラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会，

東京２０２０大会に向けた機運醸成に資する取組を実施した。 

・バイ調布運動（市内消費）の促進については，商工会と連携した調布市独自の取組であるスクラッチカード事業の展開などの促進

により，消費喚起を大いに促せた。 

・特性を生かした地場産業の振興については，映画・映像関連企業が集積する特性を生かした取組を推進したことで，まちづくり指

標にて目標を達成し，調布市ならではの産業振興が図られた。 

・産業労働支援センターでは，創業に関する相談やセミナーを開催したほか，スモールオフィスや創業チャレンジ支援事業による創 

業支援に加え，５つの金融機関との「中小企業等支援に関する包括協定」に基づいた経営支援，産業競争力強化法に基づく創業支 

援事業計画に基づいた４者連携を通じての創業・経営支援を図った。 

・平成３０年度の新規事業として，中小事業者の課題とされている事業承継の個別相談会を開始した。また，生産性向上特別措置法

に基づき，１１件の先端設備導入計画を認定した。 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①平成２６年６月２０日，第１８６回通常国会において「小規模企業振
興基本法」が成立  
【各主体の責務】国・地方自治体・支援機関等関係者相互の連携及
び協力の責務等を規定  
【基本施策】・多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大，新事
業展開の促進・経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促
進・地域経済の活性化に資する事業の推進・適切な支援体制の整備 

②商店街を取り巻く環境は，大規模小売店舗の立地やネット販売等購買
機会の多様化や少子化による人口減少等厳しい状況におかれている。 
また，経営者の高齢化による後継者難や店舗の老朽化等により空き
店舗も増加している。 

③内閣府の経済財政報告では，わが国経済は「2012年 11月を底に
緩やかな回復傾向が続いている」ものの原材料価格の高騰による原価
率の上昇や人件費などの経費の増加により利益の確保が難しくなる
等，中小・零細事業者の経営状況は厳しい状況が続いている。 

④経済産業省では，平成３０年４月に「キャッシュレス・ビジョン」を
策定し，２０２７年までに日本のキャッシュレス決済比率を倍増し，
４割程度を目指すための方策案を示している。 

⑤令和元年１０月１日から消費税率が１０％に引上げ予定 

①地域経済の活性化を図るため，市内産業の基盤を支
えている中小企業・小規模事業者の経営基盤の安定
と成長の支援を図る取組が必要 
産業労働支援センターによる創業・経営支援に加え 
きめ細やかな経営支援が必要 
民間ノウハウを活かした創業支援の強化が必要 
市内の消費喚起に繋がる支援の強化 

②都の補助金を活用し，イベント事業等を通じて商店
会の魅力発信を行う 

 
 
③商工会補助金等を通じスクラッチカード事業等バイ
調布運動を支援 

 
 
④⑤商工会や金融機関と連携し，キャッシュレスセミ
ナーの開催や消費税率引き上げに伴う軽減税率制
度，支援措置などの周知に努める。 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①東京都は，「東京都産業基本戦略（２０１１-２０２０）」を平成２４
年３月に策定した。これは，都政運営の新たな長期ビジョンである 
「２０２０年の東京」が示す都市像の実現を産業振興面から推進する
ため，現行の東京都産業振興基本戦略（平成１９年３月）を改定し，
平成３２年度までの産業振興の基本的考えと施策の方向について取
りまとめられたものである。 本基本戦略では，新たな成長に向けた
５つの戦略のうち，「都民生活・地域社会のニーズに対応した事業を
活性化する【地域産業】」を掲げ，そのうち，「商店街の活性化を促進
する」ことを位置付けて，意欲あふれる多様な取組の支援，商店街を
支える新たな担い手の育成などを挙げている。 
②都は商店街の空き店舗問題を受け，専門的知識を持った地域プロデュ
ーサーを派遣する商店街リノベーション支援事業を平成３０年度に
新設。その他，商店街空き店舗活用事業等補助を行っている。 

③東京都分の経済情勢報告（平成29年 10月）では，「都内経済は、
回復している」。 

①市内の商店会における，商店会を支える新たな担い
手の発掘 

 
 
 
 
 
 
 
 
②商工会を通じ都の補助制度を周知 
 
 
③商工会補助金等を通じスクラッチカード事業等バイ
調布運動を支援 

そ
の
他 

①平成２９年秋，調布駅前のシネマコンプレックスを含む複合商業施設
が開業した 

 
 
 
 
②ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会・東京２０２０大会が東
京スタジアム（味の素スタジアム）で開催される 

①「映画のまち調布」ならではのまちづくりに繋げる
ため，市内映画・映像関連企業と連携した取組を引
き続き実施するとともに，地域経済の活性化に繋げ
ることを目的とした「調布駅前から盛り上げる会」
を活用し，シネコンを契機とした地域経済活性化に
資する事業等の検討を定期的に実施 

②活力ある産業の推進施策全体と有機的に連動できる
よう各種イベント等と連携 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策16 活力ある産業の推進） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・中心市街地のにぎわいを市内全域に波及させることを目指した中心市街地活性化プランに代わる新たな計画の策定 

・大型店舗や商店街等の横断的な取組の支援の充実 

○ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会・東京２０２０大会や深大寺等への来訪者に対する市内回遊性向上の取組 

・商業振興と観光振興が両輪となった取組 

・フィルムコミッションによる地域経済の活性化 

・民間事業者とも連携したロケツーリズムの推進による地域経済の活性化 

・シェアサイクルの促進による市内回遊性向上 

・中小企業・小規模事業者の経営基盤の安定と成長を支援 

・産業労働支援センターを中心とする創業の支援 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・インバウンド特需による地域経済の活性化の取組 

・東京２０２０大会を契機とした調布市商工会との連携によるインバウンド対策の推進及び店舗等のバリアフリー対応の促進 

・観光協会と連携した深大寺等への来訪者に対する市内回遊性向上の取組 

☆調布駅前から盛り上げる会等の横断的な連携による地域活性化の取組 

・中小企業・小規模事業者のニーズに応じた相談会やセミナー開催 

・産業労働支援センターにおける女性及びシニア向け創業相談の充実 

 

 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・市内商店会や大型商業施設との連携による地域経済の活性化 

・調布駅前から盛り上げる会の市内全体への波及効果の促進 

・ラグビーワールドカップ２０１９TM日本大会・東京２０２０大会を契機としたにぎわいの創出 

・市内事業者と連携した市内回遊性の向上，消費喚起 

・福祉健康部及び関係機関と連携したコミュニティビジネスの育成・支援 

 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進 

 ■連携テーマ2 「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」 

・市内商店会や大型商業施設との連携による地域経済の活性化 

・商工会との緊密な連携 

・バイ調布運動による市内の消費喚起 

 

 

■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・多様な主体との連携による東京２０２０大会を契機としたにぎわいの創出 

 

 

■連携テーマ4 「パラリンピックレガシーの創出」 

・パラリンピックを契機としたにぎわいの創出 

・福祉健康部や商工会等と連携したパラリンピックを見据えた店舗のバリアフリー化 

 

 
  



（施策16 活力ある産業の推進） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

       ● ● 

        

 

 ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 

 
 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，バイ調布運動（市内消費）に協力します。 

・事業者は，魅力ある商店街づくりや快適で安心して買物ができる環境づくりに努めます。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・調布駅前にシネマや大型家電量販店を含む３棟のトリエや，パルコなどの大型商業施設の立地 

・調布駅前周辺の商店会と大型商業施設，行政などの団体が定期的に協議をする「エキモリの会」 

・中小企業・小規模事業者の創業及び経営に関して伴走型の支援を行う調布市産業労働支援センターと創業支援施設であるスモー

ルオフィスの設置。 

・上記の産業労働支援センター及びスモールオフィスは，調布市市民プラザあくろす内に位置しており，同施設には男女共同参画

推進センターも設置されている。また，近隣には子ども家庭支援センターすこやかも位置していることから，創業を目指す女性が

利用しやすい環境が整っている。 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・産業労働支援センター及び男女共同参画推進センターなどが連携した女性起業セミナーの充実。 

 

 


