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①担当部局による説明 

１）施策の目的 

様々な取組を実施しており、大きく三つに分類することができる。取組①「新技術開発や

新商品開発支援」、取組②「成長産業の誘致と既存の地域産業の高度化への支援」、取組③「費

用面や技術面の企業支援」の三つである。各々該当事業については順次説明したい。 

 

２）事務事業の妥当性 

施策は２つの事務事業から成り立っており、補助資料は、五つの補助事業と一つの委託事

業から成り立っている。 

「新技術研究開発支援補助金」は、市内に事業所を有する中小企業者に対し市が予算範囲

内で補助金を交付し、研究開発を支援する補助制度であり、新技術開発や新商品開発の支援

を担うものである。 

「産業立地推進事業補助金」は、市内工業地域及び準工業地域への工業の集積、新たな産

業の誘致と既存企業の市外転出防止及び雇用確保を図るため、補助金を交付することにより

産業立地を推進することを目的とする制度である。成長産業の誘致と既存の地域産業の高度

化への支援を担うものである。 

「新産業事業」は、補助資料を参照してほしい。起業支援センターについては、平成 15

年の開設以来、新たに事業を起こそうとする企業及び個人に場所を提供し、入所期間中にセ

ミナーや個別相談等様々な支援策を講じ、起業支援や成長を促すものである。ビジネスイン

フォメーションコーナー（以下、ＴＢＩＣという。）は、平成 22 年６月に開設して以来、

商業、工業、観光に関するカタログを配置し、市内産業に関する情報の集積・発信を行い、

市民や企業に対し情報・モノのマッチングを行い、産業活性化を行うものである。その他、

市内商店、市内企業のパンフレットの展示・配布や、戸田市優良推奨品や新技術研究開発支

援事業対象となった製品等の展示を行うとともに、希望する市内商店や企業が一定期間スペ

ースを借り、独自の情報発信ができるというものである。 

 

３）施策の進捗状況 

概ね「予定通り」事業が実施されているが、補助金は申請が減っている。「新技術・研究

開発支援補助金」は、平成 22 年度：７件、平成 23 年度：４件、平成 24 年度：２件となっ

ている。一方、「展示会出展補助金」は、平成 25 年度から新規の補助金にも関わらず予算

枠一杯となったことから、時宜に適う制度の新設や見直しが必要と考えている。また、起業

支援センターは入所者の減少があり、ＴＢＩＣもより活性化が必要である。 

 

４）資源の方向性 

人員は現状を維持し、施策の活性化へ向け、職員の情報収集やコーディネートに重点を置

きたい。また、予算についても、必要とされる制度の新設や既存制度の見直しを実施し、現

状を維持したいと考えている。 

 

５）その他 

制度を有効なものとするため、事業を検証し、見直しに活かしていきたい。 
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「事前質問」の、「事業全体の継続性について期間はどの程度検討されているのか」とい

う質問については、見直しを図りつつ継続して実施するものと考えている。 

ＴＢＩＣの利用状況は、補助資料の表のとおり１日 45 人程度となっている。パンフレッ

トの配架は減少している。平成 24 年度に増加したのは、防犯くらし交通課の司法書士相談

会の回数が増えたことが理由である。 

 

②委員の質疑 

１）事務事業の妥当性 

■委員 

ＴＢＩＣコーナーは戸田公園駅前のものか。他にはあるか。 

 

■担当者 

他にはない。戸田公園駅行政センター２階部分が私どもの所管の施設である。 

 

■委員 

同じ階にある配本所に週１回程度行くが、ＴＢＩＣを利用している方にほとんど会ったこ

とがない。利用者の人数をどのように把握しているか。 

 

■担当者 

運営を委託している業者で利用者数をカウントしている。ただし、同じ階に配本所があり、

配本所をご覧になった方の内、ＴＢＩＣの展示をご覧になった方を数えている可能性があ

る。 

 

■委員 

ＴＢＩＣの展示コーナーも２、３回行ったが、隣の図書館の配架コーナーには１、２人並

んでいるところを見かけたが、その人たちがＴＢＩＣに立ち寄っているようには思われな

い。となると、ここに掲げられているＴＢＩＣの利用者数は実際の利用者数よりも多い数字

になっているのではないか。この利用者数は、その多くが配本所利用者と考えられる。そう

すると、事業の継続性を考えるに当たり、数字をもう一度洗い直した方がよいと思う。 

また、自治体からの補助だけでは、企業活動を活発に展開して利潤を上げるという企業本

来の目的は達成できないのではないか。このような補助事業を継続する場合も他の考え方が

あれば教えてほしいが、なければ研究して趣向を変えた方がよいのではないかと思う。 

 

■担当者 

補助事業の利用率は減っており、行政がお金を出せばよいというものだけではないのは確

かである。「地元企業でどのようなニーズがあるので、本当はこのような目的の補助金制度

があれば利用したい」ということもあったかと思う。ニーズとのずれをなくしていくのは人

との対話により情報を得ることがポイントであると考えている。今まで、職員がニーズを把

握しづらい状況があったかと思うが、今後は状況を感じ取れるよう検討したい。 
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■委員 

具体的な方策は今のところないのか。 

 

■担当者 

来年度予算を組む時期であるので、様々なことを踏まえ、よりよいものとなるよう検討し

ていきたい。 

 

■委員 

私の団体に起業支援センターの方が所属している。起業希望者のニーズを探っているが、

なかなか新規事業で起業する方は少ないかもしれない。しかし、中には、「起業支援センタ

ーを退所した後、入居する適当な事務所がない」とよく聞く。せっかくの人材が他市へ流出

してしまうのはもったいない。 

現状、起業支援センターの部屋数の半分程度は空いているという認識でよいか。 

 

■担当者 

17 室中７室空いている。 

 

■委員 

空きがあるなら、審査の上、継続入所や起業支援センターの元入所者が入れるような枠が

あったらよいと思う。予算もあるとすればもったいないので、検討の余地があるのではない

か。 

 

■担当者 

起業支援センターの部屋は空いている状況であり、起業支援センター出身者の方も使いた

いという希望があるという部分かと思う。おっしゃるとおりだと思う。 

ただし、現状は、起業支援センター17 室には、個室タイプとパーテーションで仕切った

タイプの２種類ある。なお、パーテーションで仕切ったタイプの部屋については上部が開い

ているので、どうしても音が漏れてしまい、利用者からは「使いにくい」という意見がある

と聞いている。開口率の問題があり、単純に個室にはできない。ご指摘があったような、利

用率が上がるような形とするためにどのようなことができるか、検討して考えていきたい。

 

■委員 

ネットワークを作り、他社と協力し合っていくことや、参考になる成功事例はあるのか。

起業に当たり先輩の意見を聴くのは参考になる。 

 

■担当者 

そのような事業も実施している。 

 

■委員 

そのようなプログラムが入っているのか。また、過去にどのような人を講師としたか教え
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てほしい。 

 

■担当者 

起業支援センター入所者への支援として、入所者及び希望する市民を対象とし、平成 24

年度は５回経営セミナーを実施した。「第二創業はなぜ必要か」、「経営資源の見直しと有効

活用」、「事業計画書作成に当たっての留意事項」等といった様々なテーマで実施した。 

 

■委員 

ベンチャー企業を立ち上げて成功した事業者の話を、入所者が聞く機会はあるのか。 

 

■担当者 

今年、中小企業診断士を交えて三者面談を実施した。また、起業支援センターに入所して

間もない方や退所して間もない方について知る機会があればと思い、退所して間もない方を

講師に招いて実施したことがある（平成 25 年７月）。今後も面談を実施していきたい。 

 

■委員 

既にベンチャーとして成り立っている事業者の経験談を聞くと、よく状況が見えてくると

思う。そのような機会を捉え、情報を提供していくことも有効な政策だと思う。 

 

■副委員長 

近隣の川口市や板橋区等と比較し、戸田市で実施する内容は、どのような部分が違うか教

えていただきたい。つまり、どのように差別化を図ろうと判断しているか。 

 

■担当者 

一例として、川口市では、地域に貢献する企業に対してより有利な融資をすることを始め

ていると聞く。今後は、近隣や先進地域で実施している事業を研究し、戸田市におけるニー

ズを把握し、実現できるか検討し、見直しを進めていきたい。 

 

■委員 

起業支援センターは、空き部屋が多いように見受けられる。目黒区では、空いている室を

第三者機関に委託し、活用できるようにしている。大人数の収容は難しかったり利用金額が

高いなどのネックがあると、より利便性が高い方へ利用者が流れてしまう。現在の空き室を

活用することについて、ＰＤＣＡを回していく際に改善策として考えてはいかがであるか。

 

■担当者 

空き室の活性化について、空いている部屋はパーテーションで仕切っている部屋であるた

め、実際に使い勝手の悪い部屋を放置してよいかという問題がある。課内での検討というこ

とになろうが、問題は認識している。補足であるが、起業支援センターにも会議室はある。

 

２）施策の進捗状況 



 5

■副委員長 

戸田市では「補助する」ことを「行った」成果として捉えることと理解してよいか。また、

進捗把握において、新商品・新技術を開発した結果として特許が生まれた事例や投資率など、

どのような内容にお金が投入されたか教えてほしい。 

 

■担当者 

戸田市の新技術の補助は、開発が形になってから事後的な補助をしている。また、補助金

の対象となったものが特許を取得したかどうかについては、積極的な調査は行っていない。

実際に新技術の開発補助を受け取った事業については、市としてアピールしていく必要が

あるので、商工祭などでブースを借りて展示したり、産業交流会で展示・説明する等をして

いる。また、ＴＢＩＣ内でも見られるようにしている。 

 

■委員長 

進捗状況の自己評価が「Ｂ予定通り」であるが、施策評価シートの「指標」として評価項

目が３点ある。目標に実績値を照らした場合、到底目標に届かないと推測される。なぜ「予

定通り」と判定しているのか。また目標設定の根拠について教えてほしい。 

 

■担当者 

今後、改善を実施し、盛り返していきたいという思いで付けた。 

 

■副委員長 

「起業支援センターに入所した事業者がなぜ市内に定着しないか」という話があったが、

この施策の進捗管理で大事なことである。「市内に定着できなかった場合をどのように振り

返り、公表しているか」という部分について説明がなかった。また、独自の分析を行った部

分や、どのような手順で検討し、公表しているかが分からなかった。委員が把握する上で、

振り返りのやり方を教えてほしい。 

 

■担当者 

起業支援センターは、市内で事業をしていただき、産業振興に協力いただくのが目的であ

る。起業できなかった方もいらっしゃるということであり、場所が不足することもある。

市の対応として、退所者への支援として、引き続き事業活動を行う方の家賃の 1/2、上限

25 万円を支給する事業を実施している。期間は３ヶ月間である。課題として、利用者がお

らず、周知が不足している部分があるか、また、制度として使い勝手が悪いのかもしれない

といった点は課内で検討している。 

 

３）資源の方向性 

■委員 

将来性という観点から、全ての施策の中には、維持（継続）というより、むしろ「増加」

してよい施策もあると思う。逆に縮小・廃止の施策も必要かと思う。「選択と集中」は扱い

にくいと思うが、可能であると思う。思い切って中止したものの資源を他の施策に増加させ
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ることも必要ではないかと感じた。 

 

■担当者 

本件に関連して、補助金は、今年度早い時期に予算を消化した状況である。展示会の補助

金について、中には外国（ＪＥＴＲＯの紹介）の展示会に出展したものもある。ニーズがあ

る場合は拡大を進めていきたい。また現状のメニューについても、少しずつ実施している部

分もあるので、以前から同じ条件で実施しているものではない。 

 

■委員 

ＴＢＩＣの利用率を聴いて、管理者として現場を回ることが大事なのではと感じた。また、

融資先に行くと意見が吸い上げられるであろうし、こちらも制度の説明もできる。現在もや

っていると思うが、敢えて質問した。 

 

■担当者 

ＴＢＩＣの在り方については喫緊の課題であると考えるので、来年度から検討していきた

い。担当の中では既に動いているとご理解いただきたい。 

 

■委員 

起業支援センターについては、もっと戦略的に考えなければならない。補助金を出すだけ

では限界である。例えば、手続が１回で済むよう簡便化を図ったり、研究成果を紹介する機

会を設ける等、今、何か考えはあるか。 

 

■担当者 

戸田市として限度はあると思うが、職員が有機的に間に入っていけるように、また、紹介

できるよう、見直しを進めていきたい。 

 

■委員 

新しい発想を取り入れなければ前には進まない。 

 

■副委員長 

「環境や医療に注力する」とあったが、例えば、和光市の理化学研究所のインキュベーシ

ョン施設と競争して勝つということか。また、既存大学の研究成果をベースにしていること

が多いが、戸田市内には大学はないため理想に見える。現在、どんなシーズ（技術、ノウハ

ウ、アイデア、人材、設備等）を想定しているか。 

 

■担当者 

「研究機関との連携は進めていきたい」という方向性は検討しているが、実施に至ってい

ない。また「環境」や「医療」について記載しているのは、「（そのようなことを）目指した

い」という理想の部分が入ってしまっている。 
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■委員長 

資源の方向性は「維持したい」ということであるが、現状の人員や予算で達成できるとい

う根拠は何か。現状では乖離が大きい。同じやり方を継続していても達成できないであろう。

施策全体のボリュームから、どこかをスクラップし、どこかをビルドする必要があるが、そ

の辺りの見通しはどのように考えるか。 

 

■担当者 

目指す目的は大きいが、実施しているものを見直すとともに、大きな企業から小さい事業

者まで様々ある中で、市としては切り捨てることは難しい。ただ、総花的な形での達成は難

しいので、全体と一部のバランスを見ながら取り組んでいきたい。 

 

■委員長 

投入資源の配分を変えていく議論だと思う。どこにウエイトを置き、ハードルを低くする

のか。しかし、現状の施策を大きくしないと達成できないのか、それとも無理なのか。 

 

■担当者 

本来望ましい事業は検討を進める中で出てこなければならない。与えられている人やお金

で、無駄を省いて効果が出るようにはしたい。 

 

４）その他 

■委員 

商工会に委託している事業があると思う。商工会は、地域の銀行も違わないネットワーク

を持っている、前例主義を見直し、現在、商工会へ委託している業務を連携してやっていく

という方法もあると思う。また、経済産業振興課は現在の人数でよくやっていると思うが、

民間と行政をつなぐ民間のエースコーディネーターを取り込むことも一つあると思う。民間

の方を入れ、ネットワークを広げていけばよいと思う。今後、成功させていくには、民間の

ノウハウが必要になるのではないか。人材の早期発掘、育成という形で事業の一つに入れて

いけば面白いのではないか。 

 

■委員 

以前、「工業見える化事業」について、商工会から紹介を受けたが、Ｗｉｎ―Ｗｉｎの関

係にならないと考え、断ったことがあると聞く。市内の顧客を必要としない事業者にとって

は、同事業は効果的でなく、市外の顧客が多い事業だと難しく感じる。 

 

■担当者 

「工業見える化事業」であるが、仕事を広く知ってもらう目的に加え、戸田市の住工混在

問題として、今まで貢献していただいた事業者の方が、騒音や臭いの問題で移転せざるを得

ないという状況がある。また、新たに住んだ方も、例えば、法令で認められる中で家を建て

ている一方で、騒音や臭いで苦情も出る中で、「工業見える化事業」の掲示により、最短距

離ではないが、地域の中で理解が進むよう、お互いに譲ってうまくやっていくといったニュ
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アンスもあった。 

 

■委員 

理化学研究所の例があったが、例えば、「ハル」というロボットがある。「ロボットのおか

げで介護が楽になる。それを活かして脳梗塞が治る」といった成功例のプロセスを検討した

らいかがかと思う。 

 

■委員長 

指標のデータの推移や目標との乖離状況を見た場合、ＰＤＣＡとして、チェック「Ｃ」を

踏まえた施策のアクション「Ａ」が施策評価シートに記入されているのか。今回のように、

目標から遠ざかっているのはなぜなのか、今持っているデータで分析をしっかり行い、目標

に向けて（数字が）上がっていくのであろう、ということだと思う。そのようなプロセスを

踏んで目標を掲げているようには見受けられないが、実際どうであるか。 

 

■担当者 

ずれが生じていると思うので、寄せていく方向で考えたい。 

  


