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 自由回答まとめ 

１ 事業所用アンケート 

①瑞穂町の産業振興政策・支援策について、どのような支援があればよいと思いますか

（自由回答） 

意見の種類・区分 主な意見の概要 件数 

コロナに関する支援 ・更なるコロナ補助金や経営安定の為の補助金の拡充 

・コロナウィルスワクチンの優先接種 

・コロナ支援金の充実 

・他市と同様のコロナ支援 

・コロナ禍中、大変な飲食店他、困っている方への支援  等 

６件 

経済的な支援 ・返済義務の無い補助金や支援金等 

・支援資金融資金が少ない 

・働く従業員に対する補助金支援(通勤手当等)、福利厚生支援 

・公共料金（ガス、水道、電気など）の割引き支援か、固定資産

税を安くする 

４件 

交通網の整備、充実 ・箱根ヶ崎交差点の渋滞緩和策 

・モノレールの誘致 

・一日も早くモノレール 

・交通網、道路事情の改善。多摩モノレール延伸。 

４件 

教育に関する支援 ・文化、教育を中心とした各種支援 

・教育、研修、支援 

・教育支援 

４件 

企業誘致、工業地域の
拡大、工場移転に関す
ること 

・工場誘致等の情報があれば展開して欲しい 

・工業地域の拡大、提案して欲しい。 

・工場移転、拡大に土地の斡旋と融資。 

・新工場（移転先）の紹介。 

４件 

設備・改修の補助金 ・新設備、LED化などへの補助金 

・今まで通り、設備運転資金等のサポート 

・町民自宅改修工事の補助金 

３件 

売上・受注、新規顧客
開拓に関する支援 

・受注企業としての紹介支援 

・受注支援 

・新規のお客様とを繋げるマッチング支援。町内外で。 

３件 

デジタル化の支援 ・デジタル化等、事業継続していく上の設備等の助成、及び支援

をして欲しい 

・町内で PayPay等を使用すると還元率が良くなる施策 

・IT事業承継支援はありがたい 

３件 

事業承継 ・事業継承セミナーには行っていないが、電話やメールで相談と

かできるといい 

・デジタル化等、事業継続していく上の設備等の助成、及び支援

をして欲しい 

・IT事業承継支援はありがたい 

３件 

PR・情報支援 ・ものづくり動画は発信力がありすばらしい取組。（零細企業には

手が出しにくい分野だった） 

・支援策の PRをして欲しい 

２件 

参考資料２ 
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意見の種類・区分 主な意見の概要 件数 

起業・創業支援 ・若い世代が起業してくれるようなキャンペーン、補助 

・現実味ある創業支援（場所・支援人材等の提供）。 

２件 

観光、イベントに関す
る支援 

・観光協会設立と観光 PRを積極的に支援してほしい。 

・町内だけではなく色々な所にイベントで参加出来るようにする。

町の PRと産業が一体となった支援 

２件 

人材紹介 ・女性パートさんの紹介 

・経験のある定年退職後の人材の紹介 

２件 

その他 ・小規模零細業においての補助金、給付等 

・商工会等と連携して地域に合った方向性を出す 

・空家を整備して、個人事業主の作業スペースとして貸出す 

・町独自での支援等は難しいので近隣の地域との連携を考える 

・町を人が多く往来出来る様にして欲しい 

・公共事業等の工事等を地元業者優先してほしい。 

・各個人事業主の方の意見に耳を傾ける 

・町道の整備 

・特殊事業者への支援 

・商工業とは別で、農業や酪農が消滅しないような支援 

・既存の金融（信金など）機関と協力した支援 

・防災用の発電機や蓄電池等の支援策。        等 

各１件 

※１名の回答に複数の意見がある場合は、区分を分けている 

※回答の意味合いが区分の意味と重なる場合は、重複してカウントしている 

 

 

 

②瑞穂町の産業振興について、ご意見がありましたら自由にご記入ください（自由回

答） 

 

主な意見（概要） 

■産業振興に関すること 

 

・町の特色を出して欲しい。工場誘致するのか、とことん自然を売り出して、町内を駅西口開発地の

ような歩きたくなるような町にするのか。町のイメージ戦略に（外部にでも）もっとお金を使って

もいいと思う。 

・実行可能な振興策を進め、検証をして次の改善策につなげてほしい。 

・既に地元資本の商店や中小の企業は風前の灯。食糧品や生活必需品の購入は大手資本による店舗ば

かり。 

・大規模工業団地の開発。製造業、卸、小売業等発展、地価の抑制 

・他市のように補助金等活用し産業振興に力を入れればと思います。そのような PR の専門家等にお

金を投資し街を盛り上げる文化をつくれたら良いのではと思っています。 

・近隣の羽村、福生、青梅、狭山などより、一歩進んだ支援やアイデア、企画などを積極的にお願い

したいです。 
 

■道路、交通網の整備・充実 

 

・箱根ヶ崎交差点（新孝梅街道）の渋滞緩和。 
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主な意見（概要） 

・多摩都市モノレールの箱根ヶ崎駅までの延伸に伴い瑞穂町への人口増加、それに伴う産業等の拡大

に期待する。 

・モノレールを早く（コロナが終わって）。 

・16号バイパス沿いに道の駅を作るべきです。 

・多摩モノレール延伸。 
 

■企業誘致に関すること 

 

・インキュベートなど場所、施設の提供により、若い企業の誘致。 

・企業誘致を 23区内に積極的に PRして下さい。 

・製造工場の誘致。「物を造らない国（町）に将来はない」。 

・製造業の部品メーカーを町で積極的に誘致し、町内の下請工場を育成して欲しい。 
 

■補助金に関すること 

 

・補助金等は売上げではなく収益で見て欲しかった。 

・もう少し町内の業者への優遇措置があれば、産業振興にも繋がるかと。 
 

■コロナに関すること 

 

・コロナワクチン集団接種の中小企業分の取りまとめ 

・一時支援をいただき、ありがたく思います 
 

■PR・情報支援に関すること 

 

・瑞穂町の PR不足。 

・経営に関する情報がありましたら教えてください。 
 

■特産品・ブランドの開発に関すること 

 

・狭山茶を使って、いろいろなスイーツ他とコラボやミックスして、新しい価値を作る 

・例えばシクラメン街道をもっと魅力あるように作り、宣伝する等（ジェラート屋さんのように）、

少しずつでも横へ繋げて行くと良いのでは。 
 

■その他 

 

・急激な IT化でついていけない面があります。研修会等を行って頂けたら助かります 

・圏央道近くの市街化調整区域を工場地帯化。 

・精一杯事業活動して、納税します。 

・産業振興にしても支援策にしても、瑞穂町の少から大局的であろうと、もっと具体的にしても、あ

る程度提案していただきたい。 

・具体的な施策が浮かびませんが、瑞穂町の人口が増加する事を行っていただきたい。 

・関心を持って町の政策について学んでいない、反省 

・事業の性質上、アンケートの回答に該当するものがない。 
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２ 町民用アンケート 

①瑞穂町の産業振興について、ご意見がありましたら自由にご記入ください（自由回

答） 

主な意見（概要） 

■道路、交通網の整備・充実 

 

・電車の複線化、羽村駅からのバス、電車の本数増やす(車で来させるより公共の物で来る)。 

・自分は車を使えないので多摩市とか羽村市などにある市内循環バスがあるといいなと思う。川越市

などでも観光スポットを回るバスがありますね。貸自転車、バスなど歩かず移動できる手段があれ

ばもっといろいろ外出したいと思う。 

・バスの路線をもっと増やしたら良いと思います。 

・新しいことを取り入れようとすると必ず反対する人もいるので難しいかと思いますが、町を活性化

させるためには大きな変化も必要だと思う。自分自身県外からの移住者で町に住んで 10 年になる

が、交通のインフラが不便すぎる。八高線だけでは通勤困難。モノレールを早く実現してほしい。 

・観駅から六道山公園に向かうにしても案内標識や歩道ルートが整備されてない。バスなども少なく

町が考えている施設にもそれらでは行けない所が多い。 

・産業やら工業の前にまずは交通の事を考えてほしい。どこの市でもコミュニティバスの運行にて高

齢者でもかんたんに福生でも羽村でもでかけられるように考えて下さい。 

・モノレールの実現を早くお願いします。 

・町を活性化させるにしても交通機関を充実させないことには町外からは来訪しづらいと思われる。

また駐車場も少なく路上駐車がよく見られる。無料のシャトルバスが休日なら 10 分に 1 本の頻度

で出ると良いと思う。 

・八王線が昔と同じ、1 駅で降りる人も土地の人だけ。出入口も人もまばらでは。駅前に町の駐車場

を作りやすくする！ 

・道路の整備。狭い道路が多く、歩道が軟弱な所が多くて危ない。その割に車の通行が多い。 

・町外へ出ないでも済むために、安心して歩ける（自転車に乗れる）、広い歩道と景観が良く見える、

街路樹があると良い。今ある商店街に車でも行けるように無料の停めやすい駐車場が欲しい。みず

ほモールの前の広い土地を道の駅のような大きな施設があれば、町内の農作物やシクラメン、ジェ

ラート etc販売されれば町内外から人が集まりやすい。 
 

■商業振興に関すること 

 

・駅前に喫茶店が欲しいです。 

・観光化の前に商店の活性化が必要ではないか。 

・スーパーマーケットを早く作ってほしいです。日用品、食品を買いたい 

・駅の近くで瑞穂町の生鮮食料品を販売した方がいいと思います。 

・商店街が全くないと思われます。日常の買い物等大型店舗のみ。 

・また町内で使えるクーポン券の発行をしてほしい。町内で買物をする機会が増えると思う。 

・ふれっしゅはうすに買物に行っても品物が少なく、品物もザラに前日の品物もあり良くない。おい

しそうと思え、買いたい野菜などがあると良いと思う。 

・駅前の店舗の拡大。ふれっしゅはうすの拡大か道の駅の建設。大手スーパーマーケットの建設、ド

ラッグストアの建設、アウトドア施設を作る。 

・瑞穂町の商店として MIZUHO モールとジョイフル本田くらいしか思い当たらない。中小商店の活性

化やおしゃれ coffee等が望まれる。 

・駐車場のあるパン屋さんやカフェがあるとうれしいです。 

・お店を増やしてほしいです。箱根ヶ崎駅のまわりに時間をつぶせるような施設があるといいです（電
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主な意見（概要） 

車の本数が少ないので）。 

・魅力のある個人店が増えてほしいなと思っています。大型店やコンビニも便利ですが、個性のある

個人店が町の魅力を決める気がします。町内の知らないお店などもっと知りたいです。 

・商店街もいまいち、大型の施設もないとなると年を取っている方など、買い物するのには大変困る

と感じます。 
 

■道の駅に関すること 

 

・道の駅を作る。青梅街道にない。 

・大規模な道の駅を作ってもらいたい。地元農家さんや、飲食店の出店をすれば瑞穂町の活性化に繋

がると思う。 

・道の駅の創設を希望。 

・圏央道青梅 ICから ETC2.0一時退出等を使い、観光客を町内に持ってくるような道の駅整備を推進

してみてはいいのでは。 

・道の駅を造ってはいかがですか。農業産業を広めるためには必要かと思います。 

・道の駅を造り、観光を推進させ、防災拠点もふまえて基地化する。 

・道の駅をお願いします 
 

■PR・情報支援に関すること 

 

・瑞穂町そのものが都内にある事自体知らない人が多い。瑞穂町はこれだよね！と言っていただける

商品をシクラメン以外に持ちたい。また、横田基地がせっかくあるので、外国人向けにもっと観光

を PRしてみては。 

・瑞穂町には、沢山良い所があります。特に、自然や特産品。やはり、観光面に注力して、町民外(他)

の人を誘致すると、街全体が活性する。リピーター及び友達を誘って乗れるようにすると瑞穂町が

より名が知れいい方向に！※町をあげて東京、日本各地に PR すべき。但し金はかかるが。又、良

い所をもっと充実すべき。 

・東京みずほブランドを知らない人が多い(シクラメンは有名だが) 

・町内に住んでいても普段仕事でいない為、今一つ町の情報などは分かりにくいのが現状です。情報

の発信方法の検討や、中高生などのアイディアを取り入れたり、参画してもらったらどうでしょう

か。 

・横田基地の飛行機、八高線の写真を撮りに来る人々から瑞穂の魅力をひろげてもらう活動に力を入

れればいいと思う。 
 

■総合的なまちづくりに関すること 

 

・産業を活性化するには人口を増やす。住宅を増やす。住宅を増やすには調整区域を撤廃し宅地化す

る。駅前に商店を、カーボンニュートラルを先行させる(町として)休耕地を使用し太陽光発電を取

り入れる。 

・本当に何もない町すぎて不便すぎる。スーパー、公園なども少ない…。活気が全然なさすぎる。銀

行などもないしで、もっともっと活気を出してほしい。箱根ヶ崎の駅周辺なども、ネットカフェ、

マック色々と作ってほしい 

・箱根ヶ崎駅西口に、文化施設や図書館、カフェ、子供や学生が集まって交流ができる場所など一体

化したものができたら良いですね。作り手のない農地などをグランドやスポーツ施設にできたら良

いですね。 

・観光等も大切であるが、小学・中学等、道徳教育を充実させ、安心安全で子供達が過ごしやすい環

境作りが大切である。 

・町内の人口が増えない！産業振興と同じ次元で在住者が何故増えないのか、どうしたら増えるのか

検討すべきと考えます。 
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主な意見（概要） 

 

■イベントに関すること 

 

・新青梅街道、16号が近いので大きなイベントを開催しても人が集まると思います。横田基地が近い

ので世界の B級グルメ等を行いながら瑞穂の特産品や花などを紹介したりネットで販売できる仕組

みを作れればいいのかなと思います。 

・私は中野サンプラザや八王子ジェイコム（オリンパスホール）に電車でよく行きます。瑞穂町に立

派なスカイホールがあるのにもっと活用、利用して下さい。 

・B級グルメのような町の特徴出しをして PRするとか知恵を出して行動してもらいたい 

・高齢者向けのスポーツ大会（特にランニング）を企画、実行して欲しい。 

・去年は産業祭がなく残念でした。コロナ禍でまだ難しいかもしれませんが、今後の産業、観光業で

は産業祭のように皆が楽しみにするようなものが増えれば観光客も増えるかなと思いました。 

・福生七夕まつり、草津温泉感謝祭、猫おどり、狐の嫁入り程度の知名度を上回るイベントを開催 

・キャラクターが遅いくらいでしたが、みずほまるの着ぐるみを作って各イベントに出る 

・若い人が多く集まるイベントの開催や、魅力ある観光スポットや商業施設・スポーツ施設の整備を

行い瑞穂町の経済を活性化させる 

・人材と祭りにしても若い人との交流がないのでは 
 

■観光分野の充実 

 

・レジャー開拓。みずほと言えば…というものがない。 

・ジョイフルホンダに集客があるのに秋川ファーマーズセンターのような店が近くにあれば立ち寄っ

てくれると思うのですが…。 

・瑞穂町には六道山、狭山ヶ池など、豊かな観光資源があるが、それに至るまでの道のりに、静かで、

ゆったりした歩道がないため観光目的で電車で来た人は、再度来たいと思わないのではないか？瑞

穂町の観光振興のためには、1．ゆったりとした歩道、2．道路沿いの緑と花、3．小公園とベンチ(特

に国道周辺)が必要ではないかと考えます 

・観光を充実。瑞穂町を走るバスの巡回を分かりやすく、行きやすい様、考えて欲しい。 

・これだけ農地が多いのに活用が見られない。JAふれっしゅはうすをもっと大々的に大きくして観光

を合わせられる形を希望。 

・瑞穂町の魅力を見つけて、町づくり(観光、商業)の活性を少しずつ確立することを商工会、又、町

議会で進めていってください。 

・活気の感じられるスポット、場所がなく、行ってみようという気にさせる街づくりを長期的に進め

る必要があると思います。 

・ふれっしゅはうすの拡大（農畜産物直売となるよう）で認知度向上。 

・六道山を中心に、観光バスなどが訪れることができるように周辺の道路や駐車場を整備すべき 

・観光、レジャースポット良いですね！  

・花や植物でその時期にしか見学できないものを充実させ、人々を呼んだり、振興に力を入れて、商

店が盛り上がると良いと思います。 
 

■工業振興に関すること 

 

・工業団地の誘致・創設 

・小さくても特色のある製品を開発する企業の誘致。情報インフラを整備し、デジタル企業を誘致な

ど時代に合った企業の誘致が必要と考える。 
 

■環境・美化に関すること 

 

・箱根ヶ崎駅を花で美化する（管轄の拝島駅に掛け合う）、岩蔵街道を美化する。 
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主な意見（概要） 

・狭山池の水が汚れすぎです。アオコで魚が見えません。池の水全部ぬいて清掃する。 

■自然の保全、活用 

 

・豊かな自然を守り、それを活かした町づくりをしてほしいです。 

・自然を活かした観光施設を作ることによって奥多摩や青梅よりも一歩都心に近い観光地として発展

させて欲しい。 

・いつまでも自然あふれる瑞穂でありますように。 
 

■その他 

 

・古い既成概念にとらわれない。幅広い層から意見を求める。 

・静かな街の方がいいと思う。 

・町の将来の姿は描かれてますか？ここがスタートです。現在いろいろ取組されていますが、それぞ

れが思い付きのレベルでないですか。みなさんがよく検証するべき。 

・色々なアンケートを実施し、住民の声を聞いたら良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 


