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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度第１回朝霞市産業振興基本計画推進委員会 

開 催 日 時 令和３年５月２８日（金） 
午前１０時００分から 

正午まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 ５０１会議室 

出 席 者 

委員１０人（福田会長、加藤（慎）委員、瀧委員、高橋(甚)副会

長、飯田委員、清水委員、上薗委員、吉澤委員、加藤（百）委員、

岡本委員） 

事務局７人（清水市民環境部長、塩味産業振興課長、森田同課主

幹兼課長補佐、有賀同課専門員兼農業振興係長、 

小野同課産業労働係長、平野同課同係主任、松村同課同係主事） 

会 議 内 容 

１ 開会 

２ 委嘱式 

３ あいさつ 

４ 議事 

（１）会長の選任及び副会長の指名 

（２）計画の評価について 

５ その他 

６ 閉会 

会 議 資 料 

次第 

資料１ 朝霞市産業振興基本計画施策評価シート（令和２年度） 

資料２ 朝霞市産業振興基本計画推進委員 名簿 

資料３ 朝霞市産業振興基本計画推進委員会傍聴要領（案） 

資料４ 産業振興基本計画推進委員会条例 

資料５ ご意見アンケート 

資料６ 参考資料 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした場

合の当該電磁的記録の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

委員全員による確認 

その他の必要事項 傍聴人 １人 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

１ 開会 

（事務局 小野） 

定刻となりましたので、令和３年度第１回朝霞市産業振興基本計画推進委員会の会議

を始めます。 

よろしくお願いいたします。 

本日の会議は、次第の内容に沿って、およそ２時間程度の会議を予定しております。 

また、感染症対策として換気など行っていますが、ご体調がすぐれない方いましたら、

事務局へお声掛けください。 

なお、本日、高橋甚次様につきましては、所用のため３０分程度でご退席となります。 

 

２ 委嘱式 

（事務局 小野） 

では、始めに、委嘱書の交付を行います。副市長から代表の方に交付させていただき

ますが、全員の方のお名前をお呼びいたしますので、呼ばれた方は、恐縮ですが、その

場でご起立の上、そのままお待ちください。 

福田  敦 様、加藤 慎二 様、瀧 貴美子 様、高橋 甚次 様、 

飯田  豊 様、清水 永悟 様、上薗 晃勇 様、吉澤 久雄 様、 

加藤 百代 様、岡本 夏子 様 

高橋隆様は本日ご欠席です。 

 

以上１１人を代表いたしまして、加藤百代様に委嘱書を交付いたします。 

加藤様前へお願いします。 

 

ご着席ください。 

 

３ あいさつ 

（事務局 小野） 

続きまして、副市長からごあいさつ申し上げます。 

 

（神田副市長） 

おはようございます。副市長の神田でございます。本来であれば、富岡市長からごあ

いさつ申し上げるところでございますが、所用により出席できませんので、私からごあ

いさつをさせていただきます。 

本日ご参会の皆様におかれましては、日頃より市政の推進にご理解、ご協力を賜って

おりますことに、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。また、このたび

は、朝霞市産業振興基本計画推進委員会委員の職を快くお引き受けいただき、誠にあり

がとうございます。 

さて、皆様もご存じのとおり、昨年より世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を

振るい、私たちの生活様式や経済状況は大きく様変わりしてきました。 
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政府においても、緊急事態宣言の発令をはじめ、様々な対策がなされておりますが、

まだ感染症の終息については、先が見えない状況でございます。産業振興基本計画に大

きく関連する市内事業者や労働者の皆様も、収入の減少など多くの困難に見舞われてお

ります。委員の皆様におかれましても、新しい生活様式の中で、お仕事や日常の買物な

どで、影響を受けられたことと思います。 

市といたしましては、昨年度、売り上げが減少している事業者やコロナ対策を実施し

ている飲食店に支援金を給付する事業や相談事業、プレミアム付商品券事業など、朝霞

市商工会をはじめとする関係機関と連携しながら、様々な対策を講じてまいりました。 

そして、本委員会でお示しする令和２年度の施策評価シートにつきましても、計画策

定当初には想定されなかったコロナ対策の各種事業について、盛り込む形で作成してお

ります。本日は、皆様の様々なお立場から御意見をいただき、本計画を市内産業にとっ

て、より実りのあるものにしていきたいと考えておりますので、どうかお力添えをいた

だきますようお願い申し上げます。 

結びに、委員の皆様の益々のご健勝、ご活躍を祈念申し上げまして、あいさつとさせ

ていただきます。 

 

（事務局 小野） 

誠に恐れ入りますが、副市長は所用がありますので、ここで退席させていただきます。 

加藤百代委員以外の皆様については、委嘱書を机上に置かせていただいております。

これで委嘱式を終了いたします。 

 

４ 議事 

（事務局 小野） 

それでは、議事に入らせていただきます。本委員会は、会長がまだ決まっておりませ

んので、会長が選出されるまでの間、市民環境部長の清水が議事を進行することとした

いと思います、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（事務局 清水） 

市民環境部長の清水でございます。 

それでは、会長が選出されるまで、私が議長を代行させていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

議事に入る前に、皆様にお願いとお諮りしたいことがございます。 

事務局から説明してください。 

 

（事務局 小野） 

ご説明申し上げます。 

１点目は、発言の際のお願いです。本会議は、会議録を作成するに当たり録音をさせ

ていただきます。ついては、発言をする際は挙手をしていただき、議長が委員のお名前
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を呼んでから発言してください。 

２点目は、写真の撮影についてです。会議の記録として撮影し、市ホームページなど

へ掲載を予定しています。掲載を控えたい方は、会議後、事務局へお声がけください。 

３点目は、会議の公開についてです。本市では、審議会等の会議は原則公開としてお

り、本会議についても公開と考えております。そこで、事務局におきまして、「傍聴要領

案」を事前に用意させていただきましたので、会議開催に先立ち、要領を決定していた

だきたいと思います。説明は、以上です。 

 

（事務局 清水） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、３点目の会議の公開については、この要

領案のとおりに決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（事務局 清水） 

それでは、異議なしとのことでございますので、本会議は原則公開と決定し、傍聴要

領に基づいて傍聴を許可します。 

事務局、本日の傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

 

（事務局 松村） 

本日の傍聴希望者は１人いらっしゃいます。 

 

（事務局 清水） 

本日の傍聴希望者は１人です。なお、会議の途中で傍聴希望者があった場合には、傍

聴席の範囲内で、入場していただきますのでご了承ください。 

 

（傍聴者入室） 

 

（事務局 清水） 

それでは、事務局より資料の確認をしてください。 

 

（事務局 小野） 

事務局より、お手元の資料について確認させていただきます。 

本日配付しております次第に、配付資料が記載されておりますので、不足がありまし

たらお声がけください。 

資料は、冊子と、資料番号１～６までをお配りしております。そちらと、産業振興基

本計画の冊子をお持ちいただくようお願いしておりますが、不足がありましたらお声が

けください。 

それでは、資料の確認は以上でございます。 
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（事務局 清水） 

それでは、議事に入ります。 

本会議は、第１回目ですので、皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。恐れ入り

ますが、資料２の名簿順に自己紹介をお願いいたします。 

それでは、福田委員からお願いします。 

 

（福田委員） 

おはようございます。横浜にございます関東学院大学の方から参りました、経営学部

の福田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。産業振興基本計画の冊子、２０

１７年からの８回にわたる会議から参加させていただいておりまして、今日の議題にあ

ります評価などについて、これからも関わらせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（加藤（慎）委員） 

おはようございます。埼玉縣信用金庫朝霞支店の加藤と申します。前任の藤田支店長

に引き続き委嘱していただきまして、参加させていただくことなりました。 

金融機関という立場、視点で何かご協力できることがあればと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（高橋（甚）委員） 

おはようございます。朝霞市商工会長の高橋でございます。日頃は商工会に対して多

大なるご協力を賜りありがとうございます。私もこの委員会については、以前から関わ

ってきております。地域の経済団体ということで、逆に、経済団体と関わりのない方か

らご意見をいただけると、目から鱗ということもありますので、期待しながら参加させ

ていただいております。よろしくお願いいたします。 

 

（飯田委員） 

おはようございます。朝霞本町商店会の会長をさせていただいております。今回、５

月に新任という形で、前橋本会長に引き続いてこの委員に委嘱されました。よろしくお

願いいたします。 

 

（瀧委員） 

皆様おはようございます。中小企業診断士をやっております、埼玉県中小企業診断協

会から参りました。今はコロナ禍でいろいろと大変だと思いますが、国の施策や、地域

の施策など、色々とあると思いますので、何かご相談事などありましたら、がんばりた

いと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（清水委員） 

おはようございます。あさか野農協経済課から参りました、清水と申します。前回同

様、私の方も委員ということで、仰せつかっております。皆様と色々と意見交換させて
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いただいて、朝霞市産業振興基本計画に携わっていきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（上薗委員） 

おはようございます。埼玉土建一般労働組合朝志和支部の上薗と申します。 

労働関係団体からということで、労働者の立場でいろいろ発言させていただければと

思っておりますし、その他の分野からの発言も十分参考にさせていただいて、この会議

をより良いものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 （吉澤委員） 

 おはようございます。ハローワーク朝霞 朝霞公共職業安定所長の吉澤と申します。４

月１日付の人事異動で着任しました。前任の齊藤に引き続きどうぞよろしくお願いいた

します。ハローワークということで、主に労働の分野で携わらせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

 （加藤（百）委員） 

 おはようございます。公募委員の加藤百代と申します。よろしくお願いいたします。 

 

 （岡本委員） 

 おはようございます。公募市民の岡本夏子と申します。よろしくお願いいたします。 

 

 （事務局 清水） 

 ありがとうございました。続きまして、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 改めまして、おはようございます。４月から市民環境部長に着任しました清水と申し

ます。産業振興基本計画策定の時は、担当課長としてこちらの計画に携わらせていただ

きました。こうして、また改めて計画に携わることをうれしく思います。引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 

 （事務局 塩味） 

 今年度に道路整備課から産業振興課に異動して参りました産業振興課長の塩味と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 （事務局 森田） 

 主幹兼課長補佐の森田と申します。産業振興課４年目となります。よろしくお願いい

たします。 

 （事務局 有賀） 

 産業振興課専門員兼農業支援係長の有賀と申します。よろしくお願いいたします。 

 （事務局 小野） 

 改めまして、産業振興課産業労働係長の小野と申します。よろしくお願いいたします。 

 （事務局 平野） 

 同じく産業労働係の平野と申します。よろしくお願いいたします。 
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 （事務局 松村） 

 同じく産業労働係の松村と申します。よろしくお願いいたします。 

 

 （事務局 清水） 

 事務局の紹介は以上となります。このメンバーで本会議を進行して参りたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議事１の（１）、会長の選任及び副会長の指名を行いたいと思います。 

 朝霞市産業振興基本計画推進委員会条例の規定によりまして、会長は委員の互選によ

って定めるとされていますが、立候補される方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（立候補者なし） 

 

 （事務局 清水） 

 立候補される方がいらっしゃらないようですので、どなたか、ご推薦をお願いしたい

と思います。どなたか、ご推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

 （上薗委員） 

 はい。この基本計画の策定委員会から会長としてご尽力されてきた福田先生を推薦さ

せていただきます。 

 

 （事務局 清水） 

 ただいま福田委員を会長にということでご推薦いただきましたが、ご異議はございま

せんでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 （事務局 清水） 

 はい。ご異議がないようですので、本委員会の会長は、福田委員にお願いしたいと存

じます。福田委員、よろしいでしょうか。 

 

 （福田委員） 

 はい。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局 清水） 

 それでは、これから福田委員につきましては会長席に移動していただきまして、これ

からの進行をよろしくお願いいたします。 

 

 （座席移動） 
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 （福田会長） 

 ただいま、朝霞市産業振興基本計画推進委員会の会長の職に選出されました福田です、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様のご協力により、会を円滑に進めてまいりたいと考えております。何卒ご協力の

程よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、副会長の選出ですが、朝霞市産業振興基本計画推進委員会条

例の規定により、委員会に副会長を１人置き、会長の指名によってこれを定めるとなっ

ておりますので、私から指名をさせていただきたいと思います。 

 朝霞市の商工業に精通し、昨年度まで策定員会でも副会長を務めていただきました朝

霞市商工会の会長の高橋甚次委員に改めてお願いしたいと存じます。 

高橋委員、副会長席にお移りください。 

 

 （座席移動） 

 

 （高橋（甚）副会長） 

 ただいま副会長の職に指名をしていただきました、商工会長の高橋でございます。 

 産業振興基本計画推進委員会の副会長ということで、重責でございますが、会長をサ

ポートし、会議を円滑に進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 （福田会長） 

 ありがとうございます。続きまして、議事の２、令和２年度施策評価についてでござ

います。早速ですが、事務局の方からご説明お願いいたします。 

 

 （事務局 小野） 

 はい。それでは事務局から説明させていただきます。 

 はじめに、産業振興基本計画の冊子４７ページをご覧ください。 

ここに記されているとおり産業振興施策を５つの方向性に定めております。 

本日は、この５つの施策に対する評価及びリノベーション・プロジェクトに対する評

価についてご意見をいただきたいと思います。 

資料１の２、３ページをご覧ください。 

 施策評価シートは、はじめに目指す姿を記載し、１－１、１－２など各施策に対して

事業内容、達成状況、判定、が記載され、２ページ下にある「解決すべき課題・来年度

に向けた方向性」と３ページには、「施策の進捗に関する各指標」が記載される構成とな

っています。 

 資料２ページに記載されているアルファベットの各判定については、３ページに記載

されております活動指標及び成果指標の目標値を下回っている場合はＤ、目標値の１，

１倍未満の数値だった場合はＣ、同じく１，５倍未満だった場合はＢ、１，５倍以上だ

った場合はＡとして判定しています。 

ただし、今回のシートについては、コロナウイルスの影響で大半が数値を下回ってい

ます。 
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 したがって、コロナ対策として実施した新規事業等をシートに盛り込み、判定に含ん

でいます。本日は、その判定内容についても、ご意見をいただきたいと存じます。 

 

（事務局 平野） 

それではまず「１暮らしにマッチした生活環境の創造」についてご説明します。 

改めまして、資料１の２ページをご覧ください。 

ここでは目指す姿を、「市の拠点エリアを中心に、商業等の賑わいの核となる場所づく

りを進め、市民や来街者等のライフスタイルに応じた新たな生活環境の創造を目指す。」

としています。 

 産業振興基本計画の４９～５１ページと資料１の２ページをあわせてご覧ください。 

例年、アートマルシェや北朝霞どんぶり王選手権などのイベントが行われますがコロ

ナウイルスの影響により中止となっています。そのような中、朝霞駅前商店会が、国の

Goto 商店街事業を活用して「朝霞ストリートテラス」というイベントをはじめて開催し

ました。感染防止対策を講じながら３万５０００人の集客があり、マスコミにも大きく

取り上げられるなど、注目を浴びた商工関連イベントとして記しています。 

また、空き店舗の活用としては、昨年度から開始した店舗等リフォーム補助金制度に

１件申請があり、空き店舗解消への第一歩を踏み出すことができました。 

以上のことから、新たな事業に取り組んだことをふまえ、判定をＣとしました。 

次に１－２「個店や商店街の魅力アップ」についても各種イベントの未実施、商店街

事業数の減少があった中、「朝霞ストリートテラス」や商品券事業としての「あさかバル」、

プレミアム付商品券発行事業の実施、持ち帰り・宅配を始めた飲食店への奨励金交付な

ど、コロナ禍における個店の魅力アップにつながる事業を行いました。 

また、朝霞駅前とシンボルロードで行われたイルミネーション事業「冬のあかりテラ

ス」では市の補助金が活用され商店会の魅力アップとなりました。 

これらの事業を実施した結果、判定をＢとしました。 

次に１－３「市民の買物環境等の向上」では、カインズ朝霞店の開店は市内の買い物

環境向上となったものと考えています。 

また、持ち帰り・宅配サービス奨励金の交付を通じて、外出自粛における飲食サービ

スの提供支援を行えました。 

以上の達成状況から判定をＣとしました。 

なお、全体の判定におきまして、令和元年度と比較して、１－２、１－３は１ランク

上がっており、ほかは横ばいでした。 

以上を踏まえ、解決すべき課題・来年度に向けた方向性については、コロナの状況を

踏まえてのイベント等の実施を検討するとともに、店舗等リフォーム資金補助金の利用

者を増やす取組を進め、施策の１－１、１－２につなげていきたいと考えております。     

また、１－３についても、コロナ禍を考慮した買い物環境の向上が必要であると考え

ております。施策１については以上です。 

 

 （事務局 松村） 

次に、「安心・安全な市民生活を支える産業の活性化」について説明いたします。 
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資料の４ページをご覧ください。 

この施策が目指す姿は、「市民の関心が高い「安心・安全」のニーズに応え、豊かな生

活の実現に寄与する環境・サービスの創出を、各エリアの特性を踏まえながら進めてい

く」としており、これを実現するため、２つの事業を実施しております。 

まず１つ目の事業、「２－１ 生活を支え高めるサービス機能の強化」では、子育てや

医療・福祉サービス等、市民ニーズの高い業種の育成、進出や誘致等を進めるとともに、

ＩＣＴ等の技術を用いた事業者のサービス機能強化の支援に取り組むこととしておりま

す。 

令和２年度では、従来から実施している保育業界への就職に繋げるためのセミナー開

催に加え、生活を支え、高めるサービスとして、新たに３つの取組を実施しました。 

新たな取組は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う飲食店を支援する「持

ち帰り・宅配サービス奨励金」、「飲食店あんしん来店奨励金」、そして政府系融資等に必

要な認定を行う「セーフティネット保証認定」の３つとなっております。 

事業イメージにある「ICT等を活用した生活サービス創出等支援」、「配食サービス創出

支援」、及び「オンライン学習サービス創出支援」につきましては、令和２年度中に実行

に結びつく事業の実施はございませんでしたが、新型コロナウイルス感染症に関する取

組を広く実施したことを踏まえ、達成状況はＢ判定としました。 

次に２つ目の事業、「２－２ コミュニティ・ビジネスの育成」では、地域の抱える課

題に対しビジネス手法を用いて解決する「コミュニティ・ビジネス」の育成や、新たな

買物支援サービスの創出などに取り組むこととしております。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、コミュニティ・ビジネスに特化したセミナ

ーは実施できませんでしたが、埼玉県主催のコミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビ

ジネス勉強会に出席し、情報収集を行いました。 

また、コロナの影響で売上が減少した事業者への支援として、「中小・小規模企業者支

援金」を実施したことで、コミュニティ・ビジネスへの支援にも繋がったものと考えて

おります。 

起業家育成支援の相談事業は前年同様に実施しましたが、「新たな買物支援サービスの

創出支援」については、令和２年度の事業実施はございませんでした。 

以上の事を踏まえ、達成状況は C判定としました。 

前年度と比較しますと、２－１は２ランク上がっており、２－２は横ばいでした。 

解決するべき課題と来年度の方向性につきましては、例年実施している事業を２－１、

２－２につながるよう工夫していく必要があります。特にコミュニティ・ビジネスにつ

いては具体的な取組の検討として他市の事例を研究していきたいと考えております。 

 

 （事務局 小野） 

次に「３社会環境の変化に呼応した新たな産業の創出と育成」についてご説明します。 

資料１の６ページをご覧ください。また、産業振興基本計画の冊子では、５４ページ

から５６ページにあたる部分ですので、照らし合わせてご覧ください。 

資料１の６ページへ戻ります。 

ここでは、社会環境の変化やトレンドを踏まえ、ＡＩやＩｏＴ等の技術も視野に入れ
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ながら、新たな産業の創出や同業種・異業種間のネットワーク化を推進することを目標

としています。 

令和２年度の達成状況として、３－１社会環境の変化をリードする新たな産業の育成

では、新たな産業の育成には至りませんでしたが、新型コロナウイルス感染症対策とし

て実施した「中小・小規模企業者支援金」や「セーフティネット保証等の認定」がこの

施策にもつながるものとして、位置づけました。７ページ３－１の各指標については目

標を下回る結果となりましたが、コロナ対策の事業を考慮して、判定はＢとしました。 

続きまして、３－２あさかにマッチした企業誘致と産業集積の推進については、埼玉

県で実施された研修会で情報収集を行ったほか、市役所内での情報収集に努めました。    

各指標については、目標を達成していることから判定はＣとしております。 

続いて、３－３産業ネットワーク基盤の想像については、コロナウイルスの影響で産

業フェアが例年どおりのイベントとして実施出来ませんでしたが、アイデアコンテスト

の展示を実施しできる限り開催に努めたと言うことで１回とカウントしています。した

がって指標は概ねクリアしたもとし、判定はＣとしています。 

結果として、前年度と比較して、３－１の判定が１ランク上がっているほかは、横ば

いとなりました。 

６ページ下の解決するべき課題・来年度に向けた方向性をご覧ください。昨年度は主

にコロナの影響で、その対策事業に注力する結果となりました。今後は、コロナの状況

を見ながら実施できることの検討、情報収集を行っていく必要があると考えました。ま

た、近隣の和光市にインキュベーション施設があるので、情報収集を行って朝霞市の取

組にいかしていきたいと考えています。施策３については以上です。 

 

（事務局 有賀） 

次に、「４ 市民に身近なあさか都市農業の確立」についてご説明いたします。 

資料１の８ページをご覧ください。 

目指す姿ですが、「都心からのアクセスの良さを生かした都市農業の推進と、市民に身

近で付加価値の高い、あさか農業の確立を目指す。」としており、二つの施策によって構

成されております。 

まず初めに、「４－１都市農業の推進と担い手育成」ですが、令和２年度は、浜崎農業

交流センターを１３７日開所、市役所ロビーでの朝霞新鮮野菜市を１１回開催し、それ

ぞれ朝霞産農産物の直売を行いました。農業祭は短根人参品質改善増収共進会と農産物

品評会のみを関係者だけで行いました。認定農業者は２８経営体となり、６，５６４㎡

を生産緑地の追加指定に係る農地認定をしました。昨年度は、新型コロナウイルス感染

拡大により浜崎農業交流センターを一定期間閉所するなど影響を受けました。農業祭も

縮小開催を余儀なくされましたが、農産物品評会等は行い、農業者の生産意欲の向上等

に寄与しました。また、農業の積極的な担い手である「認定農業者」は目標を上回る２

８経営体となったことから判定をＣにしました。 

次に４－２「農地の多面的機能の促進と市民とのふれあいの機会づくり」ですが、令

和２年度は農業委員による農地パトロール延べ１００日、遊休農地解消率５９％となり

ました。また、農業者向けに「農業だより」を３回発行しました。市民農園は７農園５
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１５区画を管理運営いたしました。 

農業に対する理解を深めてもらう機会となる五つの農業体験事業は、すべて中止とな

りました。その一方で、市民農園は全区画が利用され多くの市民が農作業を体験してお

ります。また、農業委員と事務局が一体となり農地パトロールの強化に取り組み、農家

への働きかけにより一部遊休農地が解消したことから判定はＣとしました。 

最後に、資料の一番下、「解決するべき課題・来年度に向けた方向性」ですが、農業祭

や農業体験などの行事は、感染症対策をしながらどのように開催するか検討する必要が

あります。また、意欲ある農業の担い手の確保と農地の有効利用を促進するため、ＪＡ

などの関係機関と連携を強化するとともに、農業祭や農業体験を通して市民の農業に対

する理解を深め、都市農業の支えとなる地産地消を推進する必要があると考えています。 

 

（事務局 小野） 

次に「５産業人材・産業基盤を強化する総合的な支援の充実」についてご説明します。

資料１の１０ページをご覧ください。また、産業振興基本計画の冊子では、５９ページ

から６１ページにあたる部分ですので、照らし合わせてご覧ください。 

資料１の１０ページへ戻ります。 

ここでは、地域経済を支える小規模事業者・中小企業が、今後も事業を維持、拡大で

きるよう、経営や事業承継を支援することで産業基盤の総合的強化を目指す。また、新

たな産業の芽となる起業の促進を進め、同時に業種や規模によって異なる人材ニーズに

対し、本市の産業をさせる人材を確保し、育成していくとともに働きやすい環境づくり

を推進することを目標としています。 

令和２年度の達成状況として、５－１産業基盤の強化に向けた取組推進では、ここま

で何度かご説明しましたコロナ対策の事業のほか、店舗等リフォーム資金補助金の交付

などを位置づけております。１１ページ５－１の指標をご覧いただくと、目標値を達成

できておりませんが、多くの新規事業が位置づいたことから判定をＢとしています。 

続いて、５－２起業しやすい環境づくり及び５－３産業を支える人材の確保・育成で

は、いずれもコロナウイルスの影響もあり、各指標の目標値を大幅に下回っていること

から判定をそれぞれＤとしました。 

続いて、では、５－４働きやすい環境づくりでは、令和２年度より新たにワーク・ラ

イフ・グッドバランス企業の認定事業を実施し、目標値は下回っておりますが、２事業

者を認定しました。また、例年実施している労働社会保険相談の内容をコロナウイルス

関連の相談を受けられるよう拡充した結果、大幅に相談件数が伸びましたので、判定を

Ｂとしています。 

結果として、前年度と比較し、５－１、５－４は判定がそれぞれ１ランク上がってい

ますが、ほかは前年度より下がる結果となりました。 

１０ページ下の解決するべき課題・来年度に向けた方向性をご覧ください。令和２年

度の朝霞管内の有効求人倍率を確認したところ１を下回っていたため、市内に働く場所

がない状況でした。コロナウイルスの影響を受けていると感じていますが、企業と人材

のマッチングをこれまで以上に推進していく必要があります。また、ワーク・ライフ・

グッドバランス企業の認定件数についても伸ばしていく必要があります。施策５につい
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ては以上です。 

次に、「リーディング・プロジェクト」についてご説明します。資料１の１２・１３ペ

ージをご覧ください。また、産業振興基本計画の冊子では、６３ページから６９ページ

にあたる部分です。６３ページに全体の概要、６４ページ以降に各プロジェクトの趣旨

等が記載されていますので、照らし合わせながらご覧ください。 

では、資料１の１２・１３ページをご覧ください。 

ここでは、各プロジェクトの取組や課題について、ご説明します。概要の説明は割愛

しますのでご了承ください。 

それでは、まず１２ページの上、１あさか起業リノベーション・プロジェクトの令和

２年度の取組と達成状況をご覧ください。当該年度、新たに店舗等リフォーム資金補助

金の事業を実施し、申請をいただけたことがこのプロジェクトにとっては大きな成果と

感じています。また、市内不動産業者とも情報交換の場を設け、市内業者とのつながり

をつくりはじめました。 

解決するべき課題・来年度に向けた方向性をご覧ください。昨年度の委員会で起業に

ついての情報をワンストップで提供できる仕組みがあるとよいというご意見があった

中、実施に至っていないため、取組を実施していく必要があります。また、商店街の空

き店舗解消に向けた取組についても、具体的に市内商店会や商工会など関係団体と連携

して進めていく必要があると考えています。 

続いて、２あさか型企業誘致プロジェクトの令和２年度の取組と達成状況をご覧くだ

さい。主には情報収集として、埼玉県の説明会への出席や市役所内の関係部署との情報

交換を実施しました。 

解決するべき課題・来年度に向けた方向性としては、このプロジェクトにおいては、

市が保有する企業誘致の土地がない現状がありますので、そういった状況の中で取り組

めることを研究していく必要あると考えています。シートには記載しておりませんが、

起業リノベーション・プロジェクトと重なりますけれども、大規模な企業に限らず、商

店街等の空き店舗に参入できるような企業についても検討する必要があると感じており

ます。 

続いて、３あさか野菜の地産地消プロジェクトの令和２年度の取組と達成状況をご覧

ください。コロナウイルスの影響で農業祭は縮小となりましたが、農産物直売所は１４

０日開所することが出来ました。また、あさか野菜ｄeベジグルメのアンケートを実施し

課題の抽出を行いました。 

解決するべき課題・来年度に向けた方向性では、軸となるあさか野菜 deベジグルメの

ＰＲを強化していく必要があると考えています。 

続いて、あさかで働こうプロジェクトの令和２年度の取組と達成状況をご覧ください。 

軸となるワーク・ライフ・グッドバランス企業の認定を初めて実施することができた

ことは、大きな成果と感じています。また、コロナ禍で企業面接会が実施でき就労の機

会を作ることができたと感じています。 

解決するべき課題・来年度に向けた方向性としては、ワーク・ライフ・グッドバラン

ス企業の認定件数を増やす取組が必要であると言うこと、コロナ禍における就労支援を

検討し、情報収集を行っていく必要があると考えております。 
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各施策、リーディング・プロジェクトの説明は以上でございます。 

 

（福田会長） 

はい。ありがとうございました。資料１の今日の本題であります令和２年度の施策評

価シートにつきまして、基本計画の４７ページ以降に記載されております。こちらでは

大きく施策の方向性について五つありまして、それがそれぞれ枝分かれした形で、目標

の値というのは、基本計画に示されておりますが、そのあたりが令和２年度の中で進ん

でいったかということについて、ご説明いただいたということです。 

どうしても評価と言いますと、奇数ページにあるような数値の目標に対して実際の成

果がどうだったかというように捉えられがちですが、この基本計画を策定した当時はこ

のコロナ禍というのは全く想定外でありまして、先程、事務局の方からもお話ありまし

たように、コロナ禍のような特殊な状況だということを含めて考えますと、そのまま評

価を目標と照らし合わせるだけではなくて、新たな取組や、今後に向けての布石として

の取組、そういったものも積極的に評価すべきものとして、勘案して評価を提案されて

いるということをご理解いただければと思います。 

 それから、この手の評価というのは、ＰＤＣＡ、Plan、Do、Check、Actionに結びつけ

るサイクルの中の事業になると思います。 

 最初に少し申し上げますと、基本計画の１ページ目に計画期間というものがございま

して、２０１９年に作られているわけですが、２０２８年までを目標とした基本計画と

いうことでありますが、当然のことながらこの１０年というスパンではいろいろと状況

が変わってきますので、間の２０２３年に中間の見直しを行うということになっており

ます。 

それで１年ずつ評価をしていくわけですが、例えばリーディング・プロジェクトにつ

きましても、あるいは個々の施策につきましても、目標を達成したということであれば、

それは次なる目標を定めるということも大事なのですが、それに替えて、新たな課題が

あれば、それを施策として打ち出していく必要があると。こういう形で１年１年評価す

る中で、当面は中間に向けて具体的に評価あるいは新しい取組ということが必要であれ

ば盛り込んでいくということ。それを一気に２０２３年に行うということは困難なので、

それまでの布石ということを検証していこうと、そういう狙いがあるということをご理

解いただければと思います。 

それでは、早速ですが、今資料の１でご説明いただきました五つのプロジェクトと、

それとリーディング・プロジェクトは四つありますが、これを今一括でご説明いただき

ました。 

基本計画とこの施策評価のシートをご覧いただきながら、一括でやるのはなかなか困

難なので一つ一つ少し時間を取って評価についてご意見をいただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。なお、その際に、用語等でわかりづらい点等がござい

ましたら、そういったことでも結構ですので、確認という意味でご発言をいただければ

ありがたいと思います。自由にご発言いただいて結構ですので、何かお気づきの点、あ

るいはこの点どうだろうかということについてのご意見ございましたらお願いしたいと

存じます。 
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まず施策の１、２ページ目と３ページ目。こちらの方につきまして、１、２、３と大

きく三つございます。それぞれの内容につきまして、何かご意見等、お感じになってい

ることがございましたらご発言いただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

 この施策の１番目につきましては、暮らしにマッチした生活環境の創造ということで、

賑わいの拠点であるとか、拠点商店街、商業関係ですね。１－２については商業者の見

方で１－３については消費者側という形の視点での施策評価ということになっています

が、そのあたりを含めていかがでしょうか。どなたでも結構でございます。 

 

 今回、委員が入れ替わりまして、６名の新しい委員の方、５名の方が引き続きという

形ですが、初めてだとご意見出しにくいかもしれませんが。商業の関係ですので、本町

商店会の会長の飯田委員いかがでしょうか。 

  

 （飯田委員） 

 はい。担当の小野様と会長にご説明いただいたとおりで、コロナ禍で活動指標成果指

標は下がっているけれども、Ｃ判定とＢ判定というお話は納得できる内容だと思いまし

た。昨年行われましたあさかストリートテラスも、同じ本町の商店会として大成功だと

いう思いも共通する部分だと思います。ただし、本町朝霞駅中心に関して言えば大成功

だったととることはできますが、朝霞市全体とすると、北朝霞方面、他を考えると、こ

のあさかストリートテラスではどうだったのか、という部分で、評価にはどのような形

で加わっているのかと感じました。ただし、ストリートテラスは大成功だったので、そ

れを否定するものではございせん。以上です。 

 

 （福田会長） 

 ありがとうございます。今の点、事務局から補足ございますか。 

 

 （事務局 小野） 

 はい。おっしゃるように、イベントは朝霞駅周辺が中心でございました。このストリ

ートテラスというのは、今日お配りしている資料の中に、資料６番というものがござい

ますが、この中にストリートテラスのチラシを入れております。もしご存じない方はこ

ちらご覧いただければと思います、カラーのチラシです。 

 朝霞市民の方であれば比較的ご存じの方も多いかもしれませんが、そうでないとなか

なか馴染みがないかもしれません。先ほど飯田委員がおっしゃったように、朝霞駅周辺、

朝霞駅から市役所、あとは市役所の近くにシンボルロードというものがございます。そ

こを中心としたイベントでございまして、主には、やはり朝霞駅周辺の商店会の事業者

さんが出店されている部分が多かったような事業ではございますが、ただ、その方々だ

けではなくて、そこに来た方には北朝霞の方も事業者さんもいらっしゃったりしたとい

うことはありますけれども、ただ、駅周辺が中心となったイベントではございましたの

で、やはり北朝霞の方でもできた方がいいという意見はもちろんあると思います。また、

例年であれば、北朝霞の方では、どんぶり王選手権という大きなイベントをやっている
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ところですが、昨年はコロナウイルスの関係でできませんでした。 

 昨年度は年間を通じて感染の状況についても若干波があった時期があって、このスト

リートテラスについては、若干感染の抑えが効いてきた時期で、国としてもイベントを

推し進めるという施策がございましたので、ここにかいてある Goto商店会というのもそ

れの一つなのかなと。そういったものを活用して、ストリートテラスをやったときは実

施できましたが、どんぶり王選手権などは、年末や年度末に行われるものなんですが、

その時期は感染拡大が非常に広がってきたということもあって、できなかったというと

ころがございます。ただ、ストリートテラスなどを行った経験を踏まえて、朝霞駅周辺

に限らず、北朝霞駅周辺などについても、出来る限りは検討していきたいとは思ってお

ります。以上です。 

 

 （福田会長） 

 はい。ありがとうございました。 

 コロナ禍でいろいろと委縮したり、あるいは事業の存続そのものについての方が大事

だということで、色々な補助金制度などを含めて、支援の話が他のところで出てきてい

るのですが、商工会の方でこのストリートテラスに関することですとか、色々と発信を

されていまして、１０月の下旬ということで、時期的に少し実証実験的な形でこの新し

いコロナ禍における経済活動とか、生活様式のヒントを探るというような時期であった

かという風に思います。この時期は、１年を通してみても、色々と前向きな形で考えら

れる時期と、引き締めの時期というものがありますので、そのあたりを含めて、評価と

いうのは適切に判断していく必要があると思います。 

 それでも６８店舗くらい参加していたようですし、アンケートも行われているようで、

評価はそこそこ高かったということなので、実証実験としての位置づけとしては、それ

なりの意味があったのではないかと思います。 

 加藤委員、岡本委員、消費者の立場から伺いたいのですが、ストリートテラスの事は

ご存じですか。 

  

 （岡本委員） 

 私も行きました。私の周りでも、朝霞ストリートテラスは非常に人気がありまして、

近所や職場で、行くという人が非常に多くて、この頃はコロナがあって、息苦しい点も

あったのですけど、これに行きたいという話は聞きました。私も行ったのですけど大変

楽しめましたし、消費者で参加する方としては非常に楽しめたと思います。 

 

 （加藤（百）委員） 

 私もストリートテラスを知ってはいたんですが、まだちょっと心配な気持ちで、参加

はしなかったです。 

 

 （福田会長） 

 はい。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。まずこの１番目の施策につ

きましては。 
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 （飯田委員） 

 はい。１－３の市民の買い物環境等の向上というものがありますが、こちらの表で、

商店会の加入店舗数が目標数に届かないということですよね。３７０件目標の３４４件

というようになっています。もしかしたらこちらの件に関しては以前の会議でお話しさ

れているかと思うのですが、新規加入数と退会数を表記したほうが、わかりやすいので

はないかとこの表を見て感じました。 

自然に退会する、廃業退会ということもあるでしょうし、新たに空き店舗から、ある

いは入替店舗から参加する方もいるのかなと思います。あとは商店会に入っていない店

舗もかなり多くあるので、そちらの数字もわかるようにした方が実際の市民の買い物環

境の向上指標という点では、少し足りない部分なのかなと思います。 

 

（福田会長） 

ありがとうございます。この商店会の加入店舗数というのは基本計画の成果指標に入

っていないですけれども、それは他の経済活動のセンサス関係が５年に一度の調査で、

間の指標が取りづらいということで、その動きがよくわかるものとして、成果指標の１

つにこの加入店舗数というものを新たにこの施策評価の中で加えた形の指標になりま

す。ということなのですが、そのあたり、ストックだけではなくて、その動きがわかる

ように、というようなご意見でしたけど、事務局の方いかがでしょう。 

 

（事務局 小野） 

はい。今、福田会長がおっしゃったとおり、実は商店会の加入店舗数というのを指標

に入れさせていただいていますけれども、併せてご覧いただきたいのが、資料の３ペー

ジの「１－２個店や商店街の魅力アップ」というところに、同じような商店街の店舗数

というものが入っておりまして、これがいわゆる国や市でやっている統計調査の店舗数

ですけれども、数字を見ていただければわかるように、商店街の店舗数は目標値だと１

６０になっていて、１－３の商店会の店舗数は３７０で圧倒的に多いです。これは商店

街、１－２の指標の方には一定の基準があって、お店がまとまっているところ、一定の

割合でまとまっているところを商店街と言っていて、そこの店舗数となっているのです

けれども、当然、商店会の方はお店が集約していなくとも、会として成り立っていれば

そこに加入している数として計算できます。飯田委員のおっしゃったように、会に入っ

ていないお店もあると思うのですけれども、すべてそれを把握するというのは統計上か

なり難しいものですから、できるだけ国でやっている調査の商店街の店舗数よりも、多

くお店があるだろうということで、商店会の店舗数として、あえて指標として入れさせ

ていただきました。退会した状況とか新規に入られた状況というのは、私たちの方では

細かい状況を商店会さんの方に聞いているわけではありませんので、わかっておりませ

んが、今日ご意見をいただきましたので、出来る限りのことは検討していきたいと思っ

ているのですが、私たちも、商店会さんの情報すべてを収集しているわけではなく、補

助金などの関係の中でお伺いする形で集計を取っておりましたので、退会とか、新たな

加入といったことは、そういった中でコミュニケーションとしてとれれば、情報収集を
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行っていきたいと思います。以上です。 

  

 （福田会長） 

 ありがとうございました。 

 動向をきちんと把握できる仕組みと言いますか、そのあたりの兼ね合いになると思い

ますけれど、それぞれ商店会の方から報告とかが定期的にあればできると思いますが、

そのあたりに工夫の余地があれば、と思います。 

 それでは、時間の関係もございますので、施策１の方につきましては、評価につきま

してもご承認いただければありがたいなと思いますがいかがでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 （福田会長） 

 はい。ありがとうございます。それと、最後の事務連絡等でも触れると思いますが、

資料の５というのに意見アンケートというところで、今日この場でおっしゃれなかった

ことはそちらにご意見いただける仕組みというものを作っておりますので、もし何か言

い足りない、言いそびれたことがありましたらそちらの方に記入していただければと思

います。 

 それでは続きまして施策２、資料４ページと５ページになります。こちらの方は、「安

心・安全な市民生活を支える産業の活性化」、二つございます。なにかご意見ありますで

しょうか。 

 

 （加藤委員） 

 はい。２－１に記載されています子育てや医療・福祉等の市民生活を高める産業の事

業者への融資実行が０件となっておりますけれども、お聞きしたいのが、この融資実行

というものがどの融資を指しているのかということで、朝霞市の制度融資を指している

のかどうなのかということを確認させていただきたいです。 

 

 （事務局 小野） 

 事務局から申し上げます。加藤委員のおっしゃるとおり、ここで言っている融資実行

というのは、朝霞市の制度融資の実行をしている中で、この業界に実行している件数と

いう指標でございます。以上です。 

 

 （加藤委員） 

 どうしても金融機関という立場として、この融資実行の件数というものは非常に着目

すべきところであるのですが、ご存じのとおり、昨年度につきましては政府主導のコロ

ナのゼロゼロ融資があり、金融機関としてはお客様にそれをご案内させていただいてい

たというところもございますので、ゼロゼロ融資につきましては、民間の金融機関は受

付終了となっております。政府系金融機関はまだ継続してやっているところではありま

すが、今後につきましてはこういった融資につきましても、お客様に対しても、利子補
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給といったメリットがあると心得ておりますので、今後の課題としてお勧めしていきた

いなと思っております。以上です。 

 

 （事務局 小野） 

 貴重なご意見ありがとうございます。先ほど加藤委員のおっしゃったように、確かに

昨年度に関しては、市の制度融資を使うよりも、国が行っているものを使う方が圧倒的

に有利であったということから、そちらを使ったことは明らかということは確かにあり

ます。ですので、２－１の指標の中に、セーフティネット保証等認定というものを１０

９３件やったということを書かせていただきました。これが、民間の金融機関様を使っ

て、売上が減少されている方が融資を受けられる、３年間の無利子・無保証料のものに

使える認定書でもありましたので、ここに入れさせていただいて、評価にも加えさせて

いただいたという経緯がございます。補足でした。 

  

 （福田会長） 

 ありがとうございました。今おっしゃったことは、資料６の方に資料がありまして、

他にも奨励金とか、先ほどのストリートテラスもそうですし、セーフティネットについ

ては７番目の方に資料があるようですので、内容についてはそちらでご確認いただけれ

ばと思います。 

他にいかがでしょうか。 

 

 （瀧委員） 

 はい。２－１は今おっしゃったようにセーフティネットの１９０３件というのは非常

に良い効果だったのかなと思いますが、２－２で起業家育成支援セミナーが１回で参加

人数２９名ですが、この後のフォローアップなどはやっていらっしゃるのでしょうか。 

 

 （事務局 小野） 

 申し上げます。現状はセミナーを開催し、その後参加者の方に直接的な支援をしてい

るということはありませんが、私たちの市の起業支援の中で、経済産業省で創業支援の

認定を受けておりますので、例えばこういった起業セミナーを受けていただいたり、資

料２－２の令和２年度の事業内容に起業家支援育成相談というものがありますが、こう

いったセミナーや相談を一定回数受けた方に対しては、認定する制度を設けております。

この認定を受けますと、例えば法人登録するときの登録免許税が減税になるといったメ

リットがあるような認定を受けておりますので、お客様からアクションが必要ではあり

ますが、そういったフォローアップは出来るようにしております。 

 

 （福田会長） 

 そのあたりは、解決すべき課題や来年度に向けた方向性などで少しフォローしていた

だければよいと思います。関係性と言いますか、必ずしもセミナーはセミナーという独

立した形ではなく、連動性と言いますか、そういったところがわかるよう補足していた

だければありがたいと思います。他にいかがでしょうか。 
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よろしいでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 （福田会長） 

 それでは、ご承認いただいたこととさせていただきます。 

 続きまして３番目、社会環境の変化に呼応した新たな産業の創出と育成ということに

なります。こちらは三つほど項目が分かれております。１番目、２番目は商業や暮らし

にかかわること、それからそれを支援することなど、暮らしやすさや社会の課題解決に

向けたコミュニティ・ビジネスということで、商業とかサービス業とか、あるいは文字

通り暮らしということですので、日常の市民生活、そういったところに密接に関係する

部分だと思いますが、３番目につきましては、新たにリードするような産業を少し意識

した形になっています。それからネットワークであるとか、企業の誘致や産業の集積と

いうことで、産業振興基本計画らしいモノになっております。少しわかりづらい点もあ

るかもしれませんが、何かご意見等ありましたらお願いいたします。 

 

 （上薗委員） 

 はい。３－１の中小・小規模企業者支援金制度についてですが、私たちの方でも事務

所に受付窓口を設置させていただいて、建設従事者については、経営側であっても建設

現場に出て働くということもあるものですから、組合の中にはいわゆる個人事業主、一

人親方という形式の働き方があるのですが、そういう事業を行う組合員がこの制度によ

って非常に助かったという声を聞いております。そういった意味では、Ｂという判定は

妥当なものだと思います。以上です。 

 

 （福田会長） 

 ご意見ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 では私の方から意見と言いますか確認になりますが、３－２のあさかにマッチした企

業誘致と産業集積の推進ということで、基本計画の事業イメージの中に、地域未来投資

促進法基本計画に基づく支援というものがあります。これは、基本計画を自治体が策定

したうえで、具体的な事業者がその計画に沿った形の計画を申請するといった手続きと

いうフレームになっているのですけれども、この基本計画の中に事業イメージとしてこ

の計画が書かれていますが、今回、この施策の評価シートではそこまで言及していませ

んが、そのあたりは基本計画を策定する予定はあるのでしょうか。 

 

 （事務局 小野） 

 現状、地域未来投資促進法の計画を策定する予定はないと言わざるを得ません。ただ、

先程埼玉県の研修に参加したと申し上げているのですが、その中で福田会長のおっしゃ

られた部分にも触れられていて、まずは情報収集にあたっているというような状況です。 

 

 



 - 21 - 

 （福田会長） 

 ありがとうございます。あとは３－３で産業ネットワーク基盤の創造というところで、

埼玉県南西部４市仮想公共団地というものがありまして、こちらはどちらかというと工

業団地ですが、仮想で、つまりネット上での取引を想定して事業者の方たちが新たな取

引先であるとか、あるいは研究開発型の企業とかで、取引先が自社で見つけにくいとこ

ろが、こういうネット上の空間を利用した形を構想としています。これは既にあるわけ

です。この３のところは今後の産業の創出とか育成と書いていますが、ある意味で将来

への投資、それから、そういう意味だと実績がすぐにというわけにいかないのですが、

将来展望を描いた形で、それを横目で見ながら施策を考えていくという形にならざるを

得ないと思います。この仮想の興業団地には１０５社程度参加しているということで、

見えづらいところもありますが、そういったところを含めて、産業振興のネットワーク

基盤というものは期待をするところがあると思います。 

といったところで、他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、施策３の方向性について、評価シートに書かれていることや判定も含めて、

こちらの方でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（福田会長） 

 はい。では、ご承認いただいたということにさせていただきます。 

 続きまして４番目、市民に身近なあさか都市農業の確立ということですが、こちらの

方は都市農業の推進と担い手の育成というところが一つと、それから多面的機能の促進

と市民とのふれあいの機会づくりという二つの観点から、農業の振興、これを産業と捉

えて、都市農業を推進したいということ、あるいは若手を育成したいということ、それ

ともうひとつは、市民とのふれあいですけれど、直接市民ということもありますし、商

業者の人たちに、朝霞産の農産物を利用していただいて、新しい商品を作っていただい

たり、といったことも含めたものということになります。あとは農業祭など、農業関連

のものもすべて含まれております。こちらの方に何かご意見ありますでしょうか。 

清水委員いかがでしょうか。 

 

 （清水委員） 

 はい。こちら見させていただいて、判定の方はＣということですけれども、やはりコ

ロナというところで、会長から色々お話もあったとおり、想定していなかったところが

ありまして、農業もご多分に漏れず色々なところに影響がございます。ただ、しかしな

がら市民の皆様に日頃ご協力いただいている中で、今後都市農業を展開していかなけれ

ばいかないなと思います。コロナ禍ではりましたが、農業祭を昨年度は実施をさせてい

ただきました。これは４市の中で朝霞市さんだけがやったということで、私も携わらせ

ていただいたのですが、コロナで全て中止とか延期ということではなく、今後どうなる

かはわからないというところもありますので、うまく感染予防を実施したうえで、市民

の方に都市農業の振興に努めていただきたいというところで、やらせていただいた結果
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でございます。また、農業というものはコロナに関係なく、現在厳しい状況にございま

すので、市民の方に是非、地産地消というところで、消費というところをお願いしたい

と思っております。また、飲食店の方はコロナの影響を非常に大きく受けておりますの

で、農協も携わり、飲食店の方も盛り上げていきたいと考えております。以上です。 

 

 （福田会長） 

 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

 

 （瀧委員） 

 はい。４－１で、農業の積極的な担い手である認定農業者とありますが、この認定農

業者と通常の農業者が差別化されているとしたら、簡単にご説明していただけますか。 

 

 （事務局 有賀） 

 はい。この認定農業者でございますが、資料６の中で、農林水産省のホームページか

ら取ったものですが、認定農業者というのは、５年間の農業改善計画というものを策定

していただきまして、最終的には市が認定することになりますが、その認定を受けた農

業者について、認定農業者としておりまして、それが２８経営体となっています。 

 認定農業者になりますと、国の資金制度ですとか、交付金を受けられたり、いくつか

メリットがございます。認定農業者であることが条件で、様々な制度が受けられるとい

うようなものがいくつかございます。 

 誤解を恐れずに一言で言うとすれば、積極的に農業に取り組んでいただいている方が

認定農業者であると、少し語弊がありますけれども。もちろん認定農業者の方でなくて

も、取り組んでいる方はいらっしゃいます。５年の計画、例えば所得を増やす、収穫量

を増やす、それから農業も労働でございますので、労働時間を減らす、それには機械化

ですとか、そういった５年の計画を立てていただいて、認定をするというものになって

おります。 

 

 （瀧委員） 

 ありがとうございます。あと、若手の育成もテーマとなっていますが、この若手の育

成というのは事業の承継ですとか、数値化されたものはあるのでしょうか。 

 

 （事務局 有賀） 

 特に数値化したものはないですが、若手の育成というのは農業の分野では最も重要な

課題かと思います。こちらの方で書かせていただいておりますあさか新鮮野菜市という

のが、後継者の方が中心で農産物を直売していますが、これの他に朝霞市農業青年クラ

ブという組織がございまして、こちらも後継者の団体です。昨年は活動自体がほとんど

できませんでしたが、青年クラブなどは先進地に研修にいったりですとか、農業祭の時

には農産物を販売していただいたりですとか、通常であれば行っております。ただ、青

年クラブも会員数がなかなか増えないというような悩みがあるということでございまし

て、昨日もちょうどそんなお話をしたところでございまして、こちらからもお話をさせ
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ていただいているのですけれども、入会にはなかなか至っていないという状況です。 

 

 （瀧委員） 

 担い手の育成というテーマであれば、そのあたりの具体的な指標というものも入れて

いいのではないかという感じがします。 

 

 （福田会長） 

 はい。そうしたら少し事務局の方でお考えいただけますか。他にいかがでしょうか。 

 ４－１は今お話しがあったように、認定農業者数が目標を上回る２８経営体となった

ということで、目標は２７だったということですよね。ですが、トータルで、という判

定のお考えでしょうけれど、計画を上回る進捗状況と受け止められなくもないのですが、

判定はＣとしてよいのでしょうか。事務局としてこれをＣとしたのは、これだけではな

くて全体的にも見た上でということでよろしいでしょうか。 

 

 （事務局 有賀） 

 イベント系がやはり中心となっているというところを総合的に鑑みてＣといたしまし

た。 

 

 （福田会長） 

 はい。指標にはそのあたりはないですけれども。これは逆の意味で、数字的には達成

できている部分があるけれども、トータルで見ると、必ずしも十分でなかったというと

ころで計画通りの進捗通りのＣ判定ということですね。 

 

 （事務局 森田） 

 今お話しさせていただいたとおり、イベントが中止になったこともございますし、農

業祭も縮小しながらやれましたけれども、目標としてきちんとした形でやりたいという

ことで、かなり残念な部分がありましたので、そこを差し引いてＣとさせていただいた

のですが、もし皆様のご意見を頂戴して、ご評価いただけるのでしたら、ありがたいと

は思っております。 

 

 （福田会長） 

 成果指標として挙げているものについていえば、その数字を達成していますが、それ

以外のものも含めて総合的にＣとしたということですが、こちらの方について委員の皆

様のご意見はございますか。 

 それでは、事務局の提案通りＣ評価としてご承認いただくということでよろしいでし

ょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 



 - 24 - 

 （福田会長） 

 ありがとうございます。それでは５番目にまいります。 

 産業人材・産業基盤を強化する総合的な支援の充実ということでございまして、こち

らは四つございます。少し多彩ですけれども、あるいは、前のものと被っていると言い

ますか、再掲というところもありますが、いかがでしょうか。何かご意見等ございまし

たらお願いしたいと思います。 

 

 （吉澤委員） 

 はい。５－３の産業を支える人材の確保・育成というところで、昨年度はコロナ禍と

いうことで、ハローワークの方もことごとくと言いますか、面接会等のイベントが中止

となっていた中で、２回就職相談会をできたことはすごく評価できるのかなと考えてお

ります。判定はＤ評価となっているのですけれど、この２回の就職相談会を実施した成

果指標の中で、市の支援を受けて就職した人数が目標に対して０人となっているのです

が、私も今年度からハローワーク朝霞に新任しまして、前年度からいる職業相談部門の

者に実施状況を確認してきたのですけれど、面接会、相談会２回の内１回はカインズさ

んの入った面接会、もう１回が保育の方の面接会だったと聞いているのですけれど、実

際に採用になった方が計６人いるという風に聞いておりまして、行き違いあったら申し

訳ないのですけれど、この０人との違いがどういったことなのかと思いました。 

 

（事務局 小野） 

 はい。事務局から申し上げます。 

 おっしゃっていただいた数字を私どもが把握してなかったというところがあるのです

けれど、ここで申し上げております市の支援を受けて就職した人数というものは、市の

就職支援セミナー、就職支援相談というものを受講された方、利用された方に対してア

ンケート調査を実施して回答を得たものでございまして、面接会は共催している部分と

いうことでございましたので、指標、いわゆる数字からは除かせていただいていたので

すけれども、吉澤委員のおっしゃるとおり、含めてよいとご意見をいただけるのであれ

ば、我々としては非常にありがたいと思います。 

 

 （福田会長） 

 実績があるのでしたら、それは入れたらどうですか。 

 

 （事務局 小野） 

 ありがとうございます、入れさせていただきたいと思います。 

 

 （吉澤委員） 

 そうすると、達成状況のところの判定ですが、昨年度につきましては、５人の目標に

１２人ということで、Ａ判定ということなのでしょうけれども、令和２年度につきまし

ては、７人の目標に対して、私の把握している範囲ですと６人の採用が面接会を経由し

て決まったという報告は受けているので、もしかしたら評価もあがるべきかと思います。 
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 （事務局 小野） 

 はい。成果指標の目標７人に対して６人でございますので、微妙に目標を下回ってい

るということでございますので、数字を下回っている場合はＤとしておりましたが、成

果指標の上に活動指標というものがありまして、１回に対して２回というところもあり

ますし、コロナ禍でなんとか対策をしながら面接会を２回実施することができたという

点を評価いただけるということであれば、Ｃとさせていただければと思います。 

 

 （福田会長） 

 はい。再提案ということで、Ｃでいかがでしょうか、ということですね。よろしいで

しょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 （福田会長） 

 それでは事務局の評価はＣの方に判定を修正していただいて、他にこの施策５につい

てはいかがでしょう。 

 

 （加藤（慎）委員） 

 はい。市の支援を受けて就職した方ということですが、昨年度につきましては、やは

りコロナ禍ということで、かなり様子見といったところで、人材の確保については慎重

な姿勢があったのかなと思うのですが、今年度ですね、色々な企業さんのお話を聞いて

みますと、アフターコロナを見据えて人材の確保に取り組んでいる企業さんもかなり多

くございまして、その中で、やはり利用されている媒体ですとか、ハローワークさんは

もちろんなのですけれども、今は色々なサイトですとか、かなり多くございますので、

そういったものを利用している事業者さんが多くございます。ですので、例えば市の支

援を受けてということになりますと、そういったところに導くとか、促すといった取組

がないと、事業者さんがある程度高い費用をかけて、そういったところにお願いすると、

中にはそれでも効果がないという話もよく聞くのですけれど、そういった取組も今後必

要になってくるのかなと。そういった市でもこういったことをやっていますよといった

ＰＲが必要になってくるのかなということは感じました。 

 

 （福田会長） 

 ありがとうございました。ＰＲをうまくしていただくということで、工夫をしていた

だければということです。他にいかがでしょうか。 

 コロナ禍で影響を大きく受けているところとそうでもないところで、明暗はっきりし

ていて、上場企業の株の評価とか、比較的好調な業種もあるようですし、当然そういっ

たところについては人が足りないということで、居酒屋さんとか厳しめのところからそ

ちらの方に未経験でもシフトしていくと、そういう動きもあるみたいですので、コロナ

関係での人材のモビリティというか、流動化というのと、この振興計画の中の狙いとし
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ては、若い人、女性、あるいはシニア、人生１００年時代という言い方をしていますけ

れど、あるいは１２０年だという人もいるようですけれども、また障害者の方の就職支

援ですとか、そういったものに対する期待感というものがやはり、市内での就労、これ

をどう促進していくのかということで、これはワークライフ関係もそうですが、産業振

興政策としてもやはり大事な視点だと思いますので、産業振興というものと同時に、市

民の暮らしという、この両方を見据えた産業振興基本計画を作ってきておりますので、

そういった意味だとこのあたりの産業を支えるという言葉になっていますが、人材の育

成確保は就労と表裏一体になっていますので、こちらの方については引き続き力を入れ

ていく意味というものは十分あると思いますので、成果が上がりやすい工夫をしていた

だければと思います。 

 それでは今のところ、５－３をＤからＣという風に判定を修正するということがござ

いましたので、こちらを含めまして、こちらの方ご承認いただけますでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 （福田会長） 

 はい、特にご意見ないようですので、ご承認いただいたこととさせていただきます。 

それでは続きまして、リーディング・プロジェクトです。こちらは四つございますが、

こちらを一括してご審議いただきたいと思います。範囲がかなり広いものになりますけ

れど、何かご意見等ありましたらお願いいたします。 

加藤委員、何かございませんでしょうか。 

 

（加藤（慎）委員） 

そうですね。あさか型企業誘致プロジェクトという中で、お客様を訪問しております

と、今手狭なのでもう少し広い工場や倉庫を探しているというお話はよく聞きます。た

だ、こちらに書いてありますとおり、不動産自体が枯渇しているというか、そういった

情報がまずないということがございますので、情報共有化して、広くご案内できるシス

テムなどがあると非常に活性化しやすいかなと思いました。 

 

（福田会長） 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか、 

今仕組みというお話があったのですけれど、１番のあさか起業×リノベーション・プ

ロジェクトにつきましても、先ほど事務局の方から補足をいただいたのですけれど、あ

さかで起業、それからリノベーションの必要のある建物とか、居抜きで使えればそうい

ったこともないでしょうけど、リノベーションというのは事業を起こそうとする人にと

っては必要だと思うのですけれど、その時に誰にお願いすればいいのか、どういう人が

いるのか、というところもセットで、市内の事業者とのマッチング、こういったものが、

アプリじゃないですけれど、他市の状況をかつて委員会の中で話したことがあるのです

けれど、ワンストップでそういうものが情報として、これからやろうとしている人に対

して提供できる仕組みがあると、つまり市内の事業者の方々も、リノベーション、ある
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いは経営に関するコンサルタント的なものもそうですけれど、どこに需要があるのかよ

くわからないということで、実際需要が起きたときに情報を素早く提供できる仕組み、

いわゆるプラットフォームという考え方なのですけれど、こういうものがあると誘致は

もとより、そのあたりはプロジェクトの３や４と共通して言える部分かと思いますので、

その辺をうまくマッチングする今風の仕組みというものを検討する課題としてはありそ

うかなと、今の御意見を聞いて思いました。 

 

（事務局 小野） 

おっしゃるように、色々な情報が散らばってはいるのですけれど、必要な情報をその

方が得られないという現状は確かにあるかと思います。これは、前回の委員会でも回答

させていただいていて、例えば、市役所に来ればこれだけの情報がもらえる、あるいは

そこにたどり着くまでの道のりをお知らせできるとか、そういういわゆるプラットフォ

ームができればいいなという風に確かに非常に感じていて、私たちの現状の動きとして

は、不動産情報については、動き出したばかりなのですけれども、市内の不動産事業者

さんを回らせていただいていて、今の状況はどうですかと聞いたり、協力できる形はな

いですかと御相談をさせていただきながら、朝霞市においては空き家の解消というもの

も課題にあったので、そういった部分もまず情報を集約して新しい形を模索しなくては

と思っております。 

 

 （福田会長） 

 ありがとうございました。そういった橋渡しを行う事業者そのものを作り上げていく

ことも必要なのかと思います。全部行政がやるというのも大変なところだと思いますの

で、もう少しフットワークが軽く、技術的にもそういった能力のある方がビジネスチャ

ンスとして入って来られるように、そういう情報を出していくということが大事なのか

なと思います。 

 それでは他にいかがでしょうか。岡本委員いかがですか。 

 

 （岡本委員） 

 はい。あさか野菜の地産地消プロジェクトをみて、素朴な疑問なのですが、朝霞はニ

ンジンが名産だということを最近まで知りませんで、農産物直売所とか、農業祭とかに

参加して初めて知りました。ここ２０年住んでいて最近まで知らなかったのですけれど、

なぜ知らなかったのかと思うと、スーパーで見たことがなかったです。 

 こういう風に、あさか野菜 deベジグルメとか、知っている人は知っているのでしょう

けど、知らない人は知らないままだろうなと思うんです。駅前の大手スーパーなどに、

あさか農産物、地元の野菜という風におけば、もっと広く知られるんじゃないかなと思

いました。 

 

 （事務局 有賀） 

 はい。ニンジンは食卓に並ぶ重要品目に指定されておりますけれど、生産量が多いと

指定野菜ということで、朝霞市はニンジンが指定野菜となっております。収量は埼玉県
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で言うと所沢市、新座市についで 3 番目に多くなっております。最近のスーパーでは地

場野菜のコーナーが作られているところもたくさんありまして、朝霞の農家さんもスー

パーに出荷している方もいらっしゃいます。例えばマルエツですとか、イトーヨーカド

ーは４市でやっているかもしれませんが、ヤオコーですとかに出荷している農家さんも

いらっしゃいます、ニンジンに限らずということです。ニンジンの動きで言いますと、

もう少しＰＲしていきたいという農家さんの考えもありまして、ニンジンで焼酎を作っ

てみようという農家さんがいらっしゃいます。今仕込みの途中で、秋くらいに試作品が

完成すると聞いています。焼酎というのは作ってみないとわからないそうなので、うま

くいくかはわかりませんが、うまくいけば、あさか野菜 deベジグルメにもご協力いただ

いて、農家さんや農協さんにもご協力いただいて、うまく取り込めたらなと考えており

ます。あさか野菜 deベジグルメに参加しているお店においても、ニンジンを使ったメニ

ューを出していただいているところもございますし、ニンジンに限らずですが、当然地

産地消ということは広めていきたいと思っております。 

 

 （福田会長） 

 これは農業者の方のご協力もそうですし、市はリーディング・プロジェクトとして取

り上げてやっているわけですから、成果というものを出せるような形になると良いと思

いますが、このリーディング・プロジェクトは成果指標というものは設けていなくて、

ないけれど評価をしていこうというものですが、ＢとかＣとかといった判定がこちらの

方に記載されておりますが、こちらの方で取組とか達成した状況など書かれております

し、今後の課題とか方向性、そのあたりも含めて、こちらの方に書かれた判定でよろし

いでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 （福田会長） 

 はいそれではこちらのリーディング・プロジェクトにつきましても、判定も含めご承

認いただいたこととさせていただきます。 

 議題の２番目、施策評価シートについての審議はこれで終わらせていただきたいと思

います。 

 こちらの方までが議長の勤めとなりますので、本日につきましては、議長の座をこち

らで降りさせていただきたいとおもいます。 

 スムーズな議事の進行に御協力いただきありがとうございました。 

 それでは事務局の方にお返しいたします。 

 

 （事務局 小野） 

 会長ありがとうございました。続きまして、事務局から連絡事項が４点ございます。 

まず１点目は、本日の報酬について、振込用紙へのご記入が終わっている方は、会議

終了後お預かりいたします。また、用紙をお忘れになった方は、会議終了後お渡ししま

すので、事務局までお声がけください。また、報酬の受取を辞退される方につきまして
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は、辞退届をご提出ください。 

２点目は、本日の会議録についてでございます。おおよそ１か月程度で事務局におい

て調製し、皆様に送付させていただきますので、ご自身の発言等について、ご確認をお

願いいたします。頂戴しました修正等のご意見を反映したものを完成版の会議録として、

市のホームページに掲載いたします。 

３点目に、メールアドレス取得のお願いでございます。今後、連絡等は、極力メール

でさせていただきたいと考えておりますので、配付しましたメールアドレス連絡票に連

絡可能なアドレスをご記入いただき、後程事務局まで提出をお願いします。既にご連絡

いただいている方につきましてはご提出不要です。 

４点目に、本日ご意見アンケートを皆様に配付しております。本日の会議で話せなか

ったこと、後から気づいた点などございましたら、用紙に記載の上、ＦＡＸを送ってい

ただくか、メールで送付していただいても結構です。６月１１日までに頂戴したいと存

じます。 

最後に、次回の委員会につきまして、７月から８月頃に第２回の会議を予定しており

ますので、近くなりましたら改めてご連絡させていただきます。なお、次回の会議では、

ワーク・ライフ・グッドバランス企業認定が主な議題となる予定です。何社かお申込み

いただいているところがございますので、またそれについてもお知らせしたいと思いま

す。 

 

（事務局 塩味） 

続きまして、本日皆様に判定ＡとかＣとかの議論をしていただいて判定をしていただ

いたのですが、計画通りの進捗状況でＣとなっていますが、一般的にＣというものは見

栄えが良くないということがございまして、次回以降、この評価の方法について事務局

として案を出させていただいて、表記の方法について、変えてみたいと思っております。

今年度につきましてはこのままやらせていただいて、次回以降、修正の方向を案として

出させていただければと思います。 

 

 （事務局 小野） 

以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。 

本日は、お忙しい中ご出席いただき、ありがとうございました。 

 


