
第５期 東久留米市地域産業推進協議会 

（第８回会議録） 

 

１ 日 時  平成３０年８月２０日（月）午後６時３０分～午後８時００分 

２ 会 場  東久留米市役所６階６０２会議室 

３ 出席者等（敬称略・五十音順） 

大山 賢一 大山 裕嗣 小嶋 敦夫 齋藤 正人 篠宮 武博 篠宮 宣典 

長谷山大輔 水越 泰弘 横山 和子 若林 弘子 
 

 

事務局 山下、関、原、森本、小山、笹生、武井、瀬下 

オブザーバー 参加なし 

傍聴者 なし 

欠席  岩崎 哲二、篠宮 利則 

 

 ４ 議  事 

（１）各事業部の取り組みについて（報告・質疑応答） 

     ①イベント推進事業部の取り組みについて 

     ②情報発信推進事業部の取り組みについて 

     ③新産業創出推進事業部の取り組みについて 

（２）報告書の作成について（任期 平成３０年１１月２９日） 

（３）その他 

 

● 開会 ・ 挨拶 

（事務局）第８回東久留米市地域産業推進協議会を始めたい。限られた時間で

はあるが、各事業部からのご報告をよろしくお願いしたい。 

（会長）こんばんは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございました。

早いもので任期もあと２か月となった。早速ではあるが、事業部の進捗状況

と報告書の確認をお願いしたい。 

 

● 報告 

（事務局） 

① 地域活性化センターの研修「デザイン思考で紡ぐ住民志向のシティプロモー

ション」の報告 

平成３０年６月３０日～７月１日に開催。（農業体験ウォーキングの日と重

複）東海大学の河合先生の講義で「今必要とされている共創参画のプロモー



ション」という考え方を学んだ。地域課題を真剣に考える人を増やすしくみ

づくりが必要だと感じた。初日は交流会では普段交流することができない他

市や他県の方々と交流することができ有意義であった。 

① ６月２５日（第２回）、８月１０日（第３回）七福神実行委員会の報告 

第２回では駅前商店街、プラザ、屋内ひろばの参加者の誘導、にぎわい創出

について話し合った。第３回では手ぬぐいの作成、協賛者の募集について、

運営全体のマニュアル化、今後のスケジュールについて話し合った。平成 

３１年１月１２日に開催されるため、地産協の皆様のご協力をお願いしたい。 

② ８月８日開催の第２回絆づくり実行委員会の報告 

練習会の開催についてと曲目について話し合われた。東久留米音頭、愛をみ

んなで、ダンシングヒーロー。練習会は 9/17、9/24、10/8 に開催予定。 

③ カードラリーのイベントについての報告 

１０月６日～１２月２４日、近隣５市のカードラリーのイベントを開催予定。

主催は東京都商工会連合会。各市５枚のカードがあり、ポイントを巡り市の

魅力を知っていただくことを目的とする。５市共通のお祭りカードや入浴施

設のカードもある。東久留米市は「協力」の立場である。地産協の皆様に情

報提供させていただきたい。 

（事務局）⑤の補足。西武鉄道も協力団体となっている。東久留米市は５か所

のポイントは①ダイヤモンド富士②得得市場③柳泉園グランドパーク④柳久

保小麦 ⑤ＦＭひがしくるめのスタジオ。金色のプレミアムカードは多摩六

都科学館で配布する都市農業カードとなる。スポーツ施設で配布するプレミ

アムカードの準備も進めている。総勢 5,000 人位の参加を期待している。 

 

 

３ 議事 

 

（１）各事業部の取り組みについて（報告・質疑応答） 

 

（会長）それでは議事に入りたい。イベント推進事業部の取り組みからお願い

したい。 

 

① イベント推進事業部の取り組みについて 

（委員）前回の報告会議後に行われたことについて事務局より報告したい。 

（１）農業対体験ウォーキングについて 

（事務局）   （資料説明を行った。） 

（委員）補足したい。昨年１１月に第１回目を開催し、今年６月に２回目を開



催した。梅雨明けの暑い中、児童１名が腹痛になったが大事に至らず事故や

怪我もなく終えることができた。会長、〇〇委員、〇〇委員、〇〇委員、〇

〇委員、そして７名の農業委員の皆様にウォーキングの補佐をお願いした。

事務局、関係団体、委員の皆様の協力によりアンケート結果は好評だった。

アンケート結果では「東久留米認定ブランド商品をお土産に」という意見が

あったため、今後はスポンサーであるイオンに協議して進めていきたいと考

える。皆様ご協力ありがとうございました。報告は以上となる。 

 

（２）東久留米ブランド認定品及び特産品をPRする宣伝プレート作成について 

（事務局）   （資料説明を行った。） 

（委員）資料２をご覧いただきたい。樹脂プレート（縦看板）は庭先販売の農

家や商工会でブランドを取り扱っている店に掲げるものとする。これから配

布先を決めていくところである。ダウンロード版は自由に誰でも使えるよう

な仕様。樹脂プレートの余白は、扱っている商品名を記入したり、ホワイト

ボードマーカーで記入したり消して書き直したりできるようにと余白を設け

ている。最速で９月に東京都から補助金の合否が来てから印刷に入る予定で

ある。 

 

（３） 「東久留米名物のはじまりを創出するイベント」について 

（事務局）   （事業の説明を行った。） 

（委員）この事業は、東久留米名物のはじまりということで、“深川めし”のよ

うなイメージで東久留米の名物をつくりたいという意見に基づき、農商工業

同時活性化というコンセプトで、地場産の野菜を使い、カレーで何かできな

いかという話で始まった。６月に商工会より募集を行ったが、結果的に手上

げをしてくださった方がいらっしゃらなかった状態。今回は応募がなかった

ということで、次期委員でこのイベントを行っていただけたらと考えている。 

 

（４） 「東久留米大好きっ！」の増刷・リニューアル事業について 

（事務局）   （資料説明を行った。） 

（委員）大反響だったこの特産品マップは、既に在庫がない状態であるが、今

年度末までの時限付でリニューアル改訂の予算が計上されている。現行のマ

ップの中には、もう既に発売されていないものなども掲載されている。本日

は委員の皆様から新しい意見を拝聴したく、資料配布をさせていただいた。

御目通しいただき、気づいた点があれば事務局までお知らせ願いたい。残り

の任期で、このマップの訂正作業を行いたいと考えている。 

 



（５） 第５期地域産業推進協議会報告書（イベント推進事業部）について 

（事務局）本日は資料の読み上げ等を行わないので御目通し願いたい。 

（委員）イベント推進事業部の報告は以上となる。 

（会長）以上の件について、ご意見等あればよろしくお願いしたい。 

（会長）プレートの件に関する質問。総称は「特産品」だが、プレートには「特

産」となっている理由について教えてほしい。 

（委員）デザインはデザイナーに任せた。ハートを入れたかったし、メルヘン

チックに仕上げたいと考えていたところ、現行の形となった。 

（事務局）「特産ラーメン」「特産うどん」や「特産〇〇」などという語呂合わ

せのことも考慮した結果である。 

（事務局）特産品の中で、東久留米市ブランド商品を当てはめる店舗を考慮し

た際に、特産品の「品」を外したという経緯がある。 

（会長）ほかにお気づきの点があればお願いしたい。 

（委員）プレートの中で、るるめちゃんが持っているものは何なのか。 

（大山（賢）委員）商工会女性部の「ふすマドレーヌ」である。 

（会長）他にご意見等なければ、②情報発信推進事業部の取り組みについて、

〇〇委員より報告をお願いしたい。 

 

② 情報発信推進事業部の取り組みについて 

（委員）皆様にご協力いただいた「はしチョコムービーコンテスト」について、

総数 35 件の応募があった。どうもありがとうございました。まずは、はしチ

ョコショートムービーコンテストについて、事務局からの報告をお願いした

い。 

 

（１）はしチョコショートムービーコンテストについて 

（事務局）   （資料説明を行った。） 

 

≪最優秀作品：プレミアムショートムービー「９時だよ！全員集合～！みらい

東久留米新鮮館」の動画を見る≫ 

 

（事務局）今後は市の公式ホームページでも優秀作品を見られるよう調整を行

っている。優秀作品の公開期間は、８月２７日～１２月１４日を予定してい

る。また、優秀作品の中で観光案内看板の情報に関連するものについては、

動画のＱＲコードを作成し、観光案内看板に貼ることを想定している。今皆

様にご覧になっていただいた最優秀作品は、市のＰＲ用に使用する場面があ

れば使用する予定である。 



 

（委員）ありがとうございました。プレミアムショートムービーは、お祭りな

どの場面で皆様に披露する機会があれば披露したいと考えている。また、優

秀作品に選ばれなかったものも、審査時に拝見した際、とても良い作品が多

いと感じたし、少し手を加えればどんどん発展するだろうと感じるものも多

かった。この１回で終わらせず、２回目、３回目と継続し、ブラッシュアッ

プさせていきたいと考える。次にＰＲ大使就任の件。事務局より詳細をお願

いしたい。 

 

（２）ＰＲ大使就任依頼の提案について 

（事務局）   （資料説明を行った。） 

（委員）補足説明をしたい。東久留米市ＰＲ大使就任依頼について、添付資料

に基づき代理の方と８月下旬に打ち合わせを行う予定である。市のＰＲ大使

ではなく地産協が推薦する観光大使ということで依頼する方向性である。次

に「はしチョコの運営について」の報告を事務局よりお願いしたい。 

 

（３） 協議会Ｆａｃｅｂｏｏｋ「はしチョコ」の運営について 

（事務局）   （資料説明を行った） 

（委員）補足説明をしたい。テーマを決めてＦＢに投稿していく事業について、

投稿があったのは、地域産業推進協議会の委員の中で６名程であった。８月

は「秋の先取り」ということで、食べ物に限らず、空気が澄んできたところ

や秋を感じるものを投稿していただきたい。本日から今月末までが応募期間

である。情報発信事業部の主要事業なので、今後も発展させたいと考えてい

る。任期があと２か月程度あるため、委員の皆様からの投稿をお願いしたい。

次に情報発信推進事業部の報告書に関して、事務局よりお願いしたい。 

 

（４）第５期地域産業推進協議会報告書（情報発信推進事業部）について 

（事務局）   （資料説明を行った） 

（委員）ありがとうございました。情報発信推進事業部会は、他の事業部より

開催が多いというところで事業部メンバーからの補足等あればお願いしたい。 

（会長）以上の報告について、ご意見等あればお願いしたい。 

（委員）秋の先取りの写真投稿についての質問。事務局に写真を送るだけで良

いのか。 

（委員）写真を事務局に送っていただければ、事務局より情報アップの作業を

する。事務局に直接送っても、自分に送ってもどちらでも構わない。 

（会長）初歩的な質問で申し訳ないが「いいね」を押すとリーチになるのか。 



（事務局）個人の設定によるが、初期設定なら「いいね」を押せば友達のタイ

ムラインに表示され、共有できるようになっている。 

（委員）ＰＲ大使就任のこと。前回の協議会でもお伝えをしているが、カフリ

ンガ東久留米とフエンテ東久留米の代表の垣本選手から中村選手にアプロー

チをしていただいている。現状、マネージャーに日程調整の打診済みで８月

下旬とのことだそうだ。垣本選手が東久留米のためにと動いてくださってい

るので、どうかカフリンガ東久留米とフエンテ東久留米の応援をお願いした

い。フエンテの試合は、今週の日曜日、東久留米総合高校にて夜７時キック

オフである。カフリンガは１０月頃に試合がある予定である。 

（委員）はしチョコムービーの佳作や、ほかの作品は見ることはできないか。 

（委員）応募規定の規約に謳われているため、上位１６作品まではホームペー

ジ上で流す予定だが、それ以外の作品は流せないことになっている。 

（会長）ほかにご意見等なければ、（３）新産業創出事業部会の報告をお願いし

たい。 

 

③ 新産業創出推進事業部の取り組みについて 

（委員）先月事業部会を開き、前回の本会議で報告したシェアキッチンに関し

て具体的に内容を詰めている最中である。まず先端設備導入促進計画につい

て事務局よりお願いしたい。 

 

（１）先端設備導入促進計画について 

（事務局）    （資料説明を行った。） 

（委員）ありがとうございました。続いて（２）シェアキッチンにかかる取り

組みについて引き続き事務局より報告お願いしたい。 

 

 

（２）シェアキッチンにかかる取組について 

（事務局）   （資料説明を行った。） 

（委員）ありがとうございました。前回も話した件だが、先日、事務局と商工

会の岩崎事務局長と視察に行き、何社かの中から抜粋し、東久留米で取り組

む例に一番近い結果を報告した。視察先の例は、創業支援者がしっかりした

組織であるが、東久留米の場合、介護施設は場所の提供のみである。現在は

鍵の問題、保険の問題など細かいところを詰めている最中。前回も話した通

り、創業したいけど、なかなか最初の一歩踏み出せない人が数多くいるため、

それらの方々の背中を押せるようなシステムを構築したいと考える。次に新

産業創出推進事業部会の報告書について報告したい。 



 

（３）第５期地域産業推進協議会報告書（新産業創出推進事業部）について 

（委員）資料を御目通し願いたい。イベント推進事業部や情報発信推進事業部

のように結果がついていかない部分があるが、取り組んだ事業ということで

作成をしている状況をお汲み取りいただければと考える。新産業創出推進事

業部の報告は以上である。 

 

（会長）ありがとうございました。以上についてご意見等あればお願いしたい。 

（会長）「コアワーキングスペースすだち」とは、どういった施設なのか。 

（事務局）「コアワーキングスペースすだち」は、女性向けの創業支援をしてい

る施設。一軒家で、その一階が働く場所＝事務スペースとなっており、その

事務スペース（高速無線ＬＡＮケーブルなどがある）を提供するものである。

そのほかにサロンスペースやセミナースペース、簡単な保育スペースなどが

ある。 

（委員）補足したい。「コアワーキングスペースすだち」は小平のＮＰＯ法人が

運営し、東京郊外型の女性ための新しい就業推進事業として、女性のための

働き場を提供しているところである。 

（会長）ありがとうございました。 

（事務局）皆様に情報提供をさせていただきたい。先程の資料の「先端設備導

入促進計画」については、色々な事業者で使えるものとなっており、相談⇒

計画策定⇒推薦という流れとなる。興味があれば名乗り出ていただきたい。 

（会長）ほかにご意見等あればお願いしたい。よろしければ（１）各事業部の

取り組みについて（報告・質疑応答）は以上とさせていただきたい。続いて

（２）報告書の作成について事務局よりお願いしたい。 

 

（２）報告書の作成について（任期 平成３０年１１月２９日） 

（事務局）現在、各事業部で報告書の作成をすすめているところであり、本議

題で資料提供したものは総括部分である。事業部の報告書案にも御目通しを

いただき、９月末から１０月１週目までにご意見をいただきたい。その意見

に基づき訂正作業を行うものとする。 

（事務局）お忙しいところ大変恐縮だが、９月末ないし１０月上旬に各事業部

をもう一度くらい開催し、報告書を確定する作業をお願いしたい。ほかの事

業部への意見は９月の１週目までにご意見をお願いしたい。それ以降に事業

を開催した場合の開催実績の書換えは可能である。 

（会長）ありがとうございました。 

（委員）今日示された資料が全ての報告書なのか。これを読んで意見をしたう



えでの変更があるということか。 

（事務局）付け足しはあると思うが抜本的に大幅な変更はないと考える。 

（委員）名簿に若林委員が入っていないので追加をお願いしたい。 

（事務局）大変申し訳ございませんでした。修正するので報告書案は回収させ

ていただきたい。 

（会長）続いて（３）その他、事務局よりお願いしたい。 

 

（３）その他 

（事務局）報告書の件。「今後の展開について」は現段階でブランクとなってい

るが、そこの部分は事務局側で作成する方向性である。１１月２９日までが

第５期の任期のため、１１月２０日くらいに最後の本会議の開催を考えてい

る。そのためには１１月上旬には本報告書を完成させたいと考えている。皆

様大変お忙しいところ申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

５ 連絡事項 

（事務局）ゆるキャラグランプリ２０１８について。８月１日～１１月９日が

投票期間である。１日１票の投票をお願いしたい。次ページはポイント集計

がある。８月２０日現在、367 ポイント、総合 375 位、ご当地 197 位。毎週

金曜日１５時に庁内放送を入れて職員と来庁者向けに周知をしている。前回

を上回る結果になるよう努めている。引き続き皆様の投票をお願いしたい。 

 

６ 次回協議会開催日について 

   日時・場所：後日メールにて連絡する。 

 

 

（事務局）皆様本日は大変お疲れ様でした。今期のまとめの報告書について、

頻繁に会議を開催していただき大変感謝申し上げたい。１つ１つの取り組み

が市の活力と賑わいの創出に着実に繋がっていると考えている。引き続きど

うぞよろしくお願いいたしたい。 

 

７ 閉  会 

 

（事務局）本日は皆様大変お忙しい中、長時間に渡りご協議賜り誠にありがと

うございました。第８回地域産業推進協議会については、これにて閉会とす

る。 


