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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 26年度第 3回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 27年 2月 23日（月）午後 4時 00分～午後 5時 36分 

場 所 産業振興センター 会議室 

出 席 者 委員 

井上、内海、金子（憲）、金子（征）、小竹、坂田、篠、滝澤、 

田中、内藤（一）、内藤（松）、中村（浩）、中村（實）、八方、 

松島、松本、和田 

区側 

区長、区民生活部長、産業振興センター所長、産業振興センター次長、

産業振興センター事業担当課長 

配布資料 【事前配布資料】 

資料 1 杉並区産業振興審議会委員名簿 

資料 3 杉並区産業振興計画 取組状況一覧 

資料 4 地産地消の推進について 

資料 5 平成 27年度 産業振興センターの主な取組（予定）について 

資料 6 プレミアム付商品券の発行支援について 

資料 7 商店街装飾灯維持管理経費に係る助成基準の考え方の見直し

について 

【当日配布資料】 

資料 2-1 産業融資資金制度の見直し・充実及び産業融資資金条例の

改正について 

資料 2-2 杉並区産業融資資金制度の見直し・充実のポイント 

資料 2-3 杉並区産業融資資金制度 対照表（案） 

資料 杉並区総合計画（平成 27～33年度）・杉並区実行計画（平成

27～29年度） 

【参考資料】 

・Time Out Tokyo 50 things to do in Koenji 

・杉並ナンバーでお得な旅をしよう！ 

・杉並区就労支援センターの移転についての案内チラシ 

会議次第 1 開会 

2 委員の委嘱について 

3 議題 

 ・産業融資資金制度の改正について 

 ・産業振興計画の取組状況について 

 ・地産地消の推進について 

 ・平成 27年度の主な取組（予定）について 
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 ・プレミアム付商品券の発行支援について 

 ・商店街装飾灯維持管理経費に係る助成基準の考え方の見直しにつ

いて 

4 その他 

5 閉会 
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○会長 皆さん、こんにちは。それでは、平成26年度第3回産業振興審議会を開催したい

と思います。私、会長の松島でございます。年が明けて初めての会になりますが、年度で

計算しますと今年度3回目ということで、恐らくこれが今年度の最後の審議会になろうか

と思います。 

 きょうは議題がたくさんございますが、いずれも今までやって決めてきたことの報告

事項でございます。ぜひ、皆様からの活発なご意見、ご感想等をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から。 

○産業振興センター次長 はい。事務局の原田でございます。 

 はじめに、資料のご確認をさせてください。本日は事前にお配りした資料と、本日席

上に配布した資料がございます。事前にお配りしました資料は、資料1、3、4、5、6、7。

資料2を除きまして、1から7番までございます。きょう、事前にお配りした資料をお持ち

でない方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、本日配布した資料でございますが、資料2-1「産業融資資金制度の見直し・充実

及び産業融資資金条例の改正について」。2-2は見直し・充実のポイント。2-3は横長の、

Ａ3の資料でございます。それとあわせて、昨年度から杉並区の総合計画・実行計画の改

定作業を進めてまいりましたが、その冊子ができ上がりました。総合計画は27年度から33

年度、実行計画は29年度まででございますが、新たな総合計画・実行計画の冊子でござい

ます。 

 それ以外に、お手元にこのような冊子の「 Time Out Tokyo 50 things to do in 

Koenji」というのがございます。これは後ほどご説明させていただきますが、今回、

「中央線あるあるプロジェクト」の取り組みで作成した資料でございます。それとあわ

せて、これは全部英語でございますので、和訳の資料とセットにしております。通常、

和訳は配布しておりません。 

 それ以外に、冊子としまして、杉並ナンバーでお得な旅をしましょうということと、

後ほどご説明しますが、杉並区就労支援センターの移転の案内チラシ。 

 以上、配布資料でございます。お手元にない方はいらっしゃいますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 では、配布資料の確認でございました。 

 次に、資料1をごらんください。このたび、東京青年会議所杉並区委員会から選出の委
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員が交代になりましたので、ご報告申し上げます。これまで下田委員でございましたが、

本年1月1日から篠賢史委員でございます。委嘱状につきましては、お時間の関係で席上に

配布させていただきました。 

 では、一言ご挨拶のほうをよろしくお願いいたします。 

○委員 はい。本日より審議会の委員として委嘱をいただきました、篠賢史と申します。

東京青年会議所杉並区委員会に所属しております。微力ではございますが、本審議会の発

展に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（ 拍手 ） 

○産業振興センター次長 では、以上、委員の紹介でございました。 

○会長 それでは、早速、議題に入ってまいりたいと思います。最初の議題は、産業融

資資金制度の改正について。事務局よりご説明をお願いいたします。 

○事業担当課長 事業担当課長の福原から説明をさせていただきます。産業融資資金制

度の改正につきまして、資料の2-1から2-3を使いまして、説明をさせていただきます。 

 この制度改正につきましては、今年度の第1回及び第2回の当審議会においてご説明さ

せていただき、委員の皆様からご意見を伺ってまいりました。第2回でお示しいたしまし

た骨子案を基本に庁内で調整を進め、現在開会中の区議会第1回定例会で条例のご審議を

いただいております。本日は前回の審議会以降に変更となりました点を中心に説明させて

いただきます。 

 資料2-1をごらんください。まず、1の見直し・充実の方向性ですが、簡潔な表現に改

めております。確認の意味でもう一度読み上げますが、(1)利用者のニーズを踏まえた見

直しを行うとともに、制度全体を整理し利用者にわかりやすい制度とする。(2)利用者の

負担をより軽減できる制度とする。(3)産業振興基本条例を踏まえ、産業経済団体への加

入を促進する制度とする。(4)住環境と調和したビジネスを中心に、地域での成長・発展

を支援していける制度とする。この4点でございます。 

 今のこの4番目ですけども、これまでは「住宅都市と調和したビジネス」というふうに

しておりましたが、産業振興基本条例の基本方針に、「住環境と調和した産業振興を図る」

という表現がございますが、これに合わせまして、この表現に変更したものでございます。 

 次に、2番目、見直し・充実のポイントでございますが、条例の名称をこれまで「杉並

区産業融資資金条例」としておりましたが、これを「杉並区中小企業資金融資あっせん条

例」に変更しております。これは、区内の中小企業者の事業経営のために必要な資金のあ
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っせんをするという当事業の目的を、わかりやすくするために改正したものでございます。 

 次にポイントに入りますが、一つ目、限度額や返済期間等の融資条件を見直し、資金

需要に対し、より幅広く柔軟に対応するというものと、二つ目の、利用実績のない資金を

廃止し、融資の種類を整理するなど、簡潔な制度体系とするというものがございます。 

 こちらの内容、詳しくは資料2-2を見ていただきまして、1ページ目の1番、「資金需要

に応じた限度額や返済期間等の借入条件の見直し」と、2ページ目にあります2、「利用実

績のない種類の廃止、種類を整理して分かりやすい制度」とするとありますけれども、こ

ちらに記載しております内容につきましては、これまで骨子案としてお示しした内容とい

うことで、特に大きな変更はございません。 

 次に、ポイントの三つ目ですが、利用者から評価の高い低利率での借入については、

さらに利用者の負担軽減となるよう見直し、制度のメリットを高めるというふうにしてお

ります。こちら、前回もお話をいたしましたが、区の利子補給についても補給割合を高く

するなど、適切なものに見直しを図り、他区と比較しても遜色のないものにしていくとい

うものでございます。 

 Ａ3判の資料2-3をごらんください。こちら、前回お配りしているものと大きく違うと

ころとしては、新制度の利率の部分、前回空欄にしておりましたが、今回は、まだ案の状

態ではございますが、利率を入れてございます。 

 今回の見直しですが、例えば、一般的な資金でございます運転資金を見ていただきま

すと、現行の制度では本人負担が1.50％に対し、区の利子補給が0.50％としておりました

が、改正後は本人負担1.33％、区の利子補給を0.67％と、比率で行きますと、3対1だった

ものを2対1に改めるというものでございます。また、当区の利用の中心となっております

小口区分について、これは前回もお話ししましたが、小規模企業小口資金と特例資金の小

口資金、この二つにまとめております。さらに利率につきましても、運転資金で行きます

と、本人1.35％、利子補給0.45％としておりましたが、これを本人0.6.％、利子補給

1.20％とするなど、利用者の負担を大きく軽減しているというものでございます。このよ

うな形で、全体的に利子補給の割合等の見直しを行いまして、メリットを高めたというも

のでございます。 

 次に、戻りまして、ポイントの四つ目でございますが、「利子補給の優遇措置を設定

し、産業経済団体の加入を促進する」というものでございます。内容については変更はご

ざいませんが、改正後の利率についてご説明させていただきます。何度も恐縮でございま
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す、資料2-3にもう一度行きたいと思います。 

 資料2-3の新制度の欄をごらんください。先ほどお話をいたしました普通資金ですと、

本人負担1.33％、利子補給0.67％としておりますが、産業経済団体に加入されている方に

つきましては、括弧内に記載をしておりますとおり、1.13％と0.87％。小口資金では

0.60％と1.20％となるものが、0.40％と1.40％となるなど、利子補給率を0.2％高めると

いうことで行っております。 

 次に、ポイントの五つ目でございます。「創業資金、新事業展開のための資金を充実

し、特に住環境と調和したビジネスの支援を拡充する」というものにしてございます。利

率につきましては、また資料2-3ですが、真ん中辺ですね、2番で、創業、新たな事業展開

のための資金ということで、創業支援資金というのがございます。これまでは、利率につ

きましては、ご本人が1.0％の利子補給も1.0％としておりましたものを、今回の改正によ

りまして、本人負担が0.50％、利子補給が1.50％と変更してございます。比率にしますと、

これまで1対1だったものを1対3とするなど、区の利子補給率を高めてございます。 

 また、前回の審議会でのアニメ振興に関するご意見の中でもいただきましたが、大き

く見直した点が一つございます。この創業、新事業展開では、住環境と調和した業種の創

業や新事業を展開される場合には、利子補給をさらに上乗せで優遇するということを新た

に設けました。業種につきましては、資料2-2の5ページ目をごらんください。こちらの一

番下の欄に米印としてございますが、情報・通信、アニメ製作等を含めたアート・クリエ

イト、その他福祉・介護、健康、生活関連などの業種を想定しております。これらの業種

の創業、新事業展開につきましては、0.2％さらに優遇し、先ほどの資料2-3の括弧内の利

率とするというものでございます。創業支援資金でありましたら、ご本人負担が0.50％と

1.50％だったものを、0.30％と1.70％という形で優遇するというものでございます。これ

までの当区の創業資金では、卸、小売、飲食が半数を占めておりましたが、今回、優遇措

置を設けることにより、これらの業種の定着と成長を支援していきたいという考え方によ

るものでございます。 

 最後、資料2-1に戻りまして、スケジュールでございます。現在、区議会第1回定例会

におきまして条例の審議をいただいているところでございますが、前回の審議会では6月

を目途にと考えておりましたが、4月ということで変更いたしまして、4月の新制度開始に

向け、細部の検討・調整を行っているところでございます。今週26日には取扱金融機関向

けの説明会を予定しております。また、議決後の3月中旬以降、今回あわせて見直しを行
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いましたパンフレットや新たに作成しました周知用チラシ、区広報等によりまして、広く

周知を図りまして、ご利用いただいてまいりたいということでございます。 

 私からは以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 皆様のほうから、ご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

○委員 今回の産業融資制度の拡充で、区の予算としてはどれくらい膨らみ、総予算と

しては増額分はどれぐらいになるんでしょうか。 

○事業担当課長 利子補給の割合としての額になりますけども、もともとが1億2,000万

円だったものを1億4,000万円ということで、予算上は組んでおります。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかにご質問はございますでしょうか。まあ、懸案の整理をされて、拡充をさ

れたということだろうと思います。 

 ほかにございませんでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

 それでは、次の議題のご説明をお願いいたします。 

○産業振興センター次長 では、産業振興計画の取組状況についてでございます。使い

ます資料は資料3でございます。 

 産業振興計画は、今回、配布してございませんが、以前定めました産業振興計画、こ

れがどのような状況で取り組まれているか、主なものをご報告申し上げます。 

 目標1「多様な産業と住宅都市がともに発展するまち」でございます。左側の②と書か

れていますのが計画の項目でございます。そして、重点項目と書かれているのは重点。そ

して、この計画の内容と今回報告いたします本年度の取組状況となっております。 

 目標1の②番でございます。産業振興センターにおける連携体制の構築。取組状況とし

ましては、これまで3回、産業振興センター関係機関連絡会を開催しまして、意見交換を

行いました。協働事業としましては、ビジネス交流、産業フェア、女性起業セミナー、商

工相談等を実施しました。連絡会におきましては、加入促進の取組などを通じて、一層の

連携を図っていく予定でございます。 

 ④産業団体等と区との連携による交流の場の拡大でございます。取組状況としまして

は、一つには異業種交流会を開催いたしました。記載のとおり、｢異業種交流会 in すぎ

なみ｣を四半期ごとに1回、4回開催してございます。平均の参加事業者数でございますが、

49社、参加人数は、4回を平均しまして64人となってございます。 
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 次にビジネスフェアでございます。こちらは産業振興センターとして、この各ビジネ

スフェアに出展し、区内事業者のＰＲを行うということでございます。記載の「よい仕事

おこしフェア」「ビジネスフェア From TAMA」「産業交流展2014」、この3回の産業フェ

アに参加いたしまして、センターのブースへの来場者数は、平均しますと439人の来場が

ございました。 

 2ページをお開きください。次に、（仮称）すぎなみまつり――今はすぎなみフェスタ

と呼んでございますが――での区内事業者との連携でございます。産業フェアは、実行委

員会を構成し、製造業を中心にしまして、昨年度は勤労福祉会館が会場でございましたが、

本年度はアニメーションミュージアムがございます杉並会館を会場としまして、13事業者

の方に出展していただきました。来場者数は2,110名でございました。すぎなみフェスタ

会場の中では、パン祭り、スイーツフェアを開催しまして、26店舗が出店いたしました。 

 ⑦番、創業支援でございます。こちらは創業セミナーを開催しまして、「すぎなみ創

業セミナー」は、東商杉並支部、区商連、産業協会主催でございます。「実践！創業セミ

ナー」につきましては、西武信金主催で区が共催の事業でございます。先週の土曜日にも、

この会場で創業セミナーを実施しました。 

 ⑩番、相談機能の充実でございます。商工相談は、東商杉並支部の経営相談と連携し

て実施してございます。記載の産業振興センター、阿佐谷図書館、創業支援施設――阿佐

谷キックオフオフィスでございますが――での各相談を一括してＮＰＯ法人杉並中小企業

診断士会への委託により、連携して実施し、よりきめ細やかな相談を行ってございます。 

 3ページをお開きください。目標2「区民生活を豊かにする産業に支えられ、安全で住

みやすいまち」ということでございます。主に商店街事業の取り組みでございます。 

 1番目でございますが、①商店街の防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等の促進。26年度

は、防犯カメラは国の「商店街まちづくり事業」の補助金を活用しまして、9商店街が防

犯カメラを設置してございます。装飾灯ＬＥＤ化は、6商店街で記載のポールとアーケー

ドについて2,920万円の助成を行う予定でございます。 

 ④番、地域特性を踏まえた商店街支援の促進でございます。こちらは「地域特性に合

った商店街事業補助金」ということで、3事業、採択いたしました。一つは「純情デジタ

ルサイネージ」、二つ目は「Foresta Lumina 西荻 ひかりのにわ」、三つ目としまして

「演芸のまち 高円寺 ～街歩き編～」でございます。その下の「地域商店街活性化事業

補助金」の活用、こちらは先ほど言いました国の補助金でございます。一つの例としまし
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て純情商店街ブランドＰＲ事業、街の力を育てあいプロジェクト、ほか多数の事業が、国

の補助金を活用しまして商店街支援に取り組んでございます。 

 次、⑥商店街からの提案事業への柔軟な支援ということでございます。25年度から杉

並区ではチャレンジ商店街支援プログラムを構築し、各商店街支援をしてございますが、

その内容でございます。26年度は、チャレンジ商店街サポート事業補助につきましては、

次の4ページに書かれておりますが、申請が13件ございました。このうち採択は6事業でご

ざいましたが、採択後、1件取り下げがございまして、実質は5事業を実施いたしました。

地域特性にあった商店街事業補助金は、先ほどご説明したとおり3事業採択でございます。

新・元気を出せ商店街事業補助金は、イベント事業ではございませんで、活性化事業とい

うことで、装飾灯・アーチ灯の建替えで、7件の申請がございました。 

 ⑧番としまして、専門家の派遣による商店街の経営力強化でございます。こちらは主

にアドバイザー制度のことでございますが、26年度は和田商店街に消費者アドバイザーを

派遣し、和田商店街では国の地域商店街活性化事業補助金を使いまして、このアドバイザ

ーと連携して、商店街の活性化に取り組んだということでございます。 

 ⑩番、商店街加入の促進による組織機能強化でございます。商店街未加入の店舗の実

態を把握するため、商店会連合会と協力しまして、調査を実施しました。商店会連合会加

盟商店会の未加入率は、商店会に入っていない店舗が、13.85％、また商店会連合会未加

盟の商店会は、商店会に入っていない未加入率が、11.88％でございました。 

 目標3「食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎがあるまち」でございます。

農地保全に向けた国と農業委員会等との連携でございます。こちらは都市農地保全推進自

治体協議会、ここの第8回都市農地保全自治体フォーラムにて、都市農地保全への決意宣

言を行いました。また、都市農地保全に向けた納税猶予制度の適用拡大を求め、都の施策、

予算に関する要望を、全国市長会宛に提出いたしました。また、杉並区と世田谷区、そし

てＪＡ東京によります協働事業アグリフェスタ2014、これは本年度セシオン杉並で実施し

た事業でございますが、この中で都市農地を守るための共同宣言を行いました。 

 ④地産地消マーケットの推進でございます。この事業につきましては本日の議題に上

がっていますので、そこで詳しくご説明いたします。 

 目標4「安心して地元で元気に働き続けられるまち」でございます。この取組状況とし

ましては、若者就労支援コーナーの事業でございますが、平成26年度の12月末現在の実績

ということでございます。すぎＪＯＢ新規登録者数513人、就労準備相談の利用人数164人、
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就労準備相談・心としごとの相談延べ件数1,456件、就労準備相談利用者の就職・進路決

定数は78件でございます。このうち就職決定数は73件でございました。そのほかにも就労

意欲を喚起するためのセミナー20回、少人数のグループワーク80回、ジョブスクール3回、

実施してございます。また、ハローワークコーナーの実績でございますが、職業相談

5,675件、職業紹介4,210件ございまして、就職決定数は368件でございました。26年度の

新たな取組として、毎週水曜日のみでございますが、従前より時間を延長しまして、夜20

時まで、4枠増やし、就労中の方の定着支援や転職等の相談に対応いたしました。 

 次、6ページをお開きください。社会参加・中間的就労の場の確保でございます。こち

らの事業は一昨年の25年11月から就労準備訓練及び社会適応訓練支援事業を開始しました

事業でございます。平成26年12月末までの実績でございますが、利用登録者71人、訓練登

録者24人、事業開始からの利用登録者100人のうち終結者73人、――各言葉につきまして

は注釈のところに書いてございますが、終結者のうち修了者48人、リタイア11人、リファ

ー14人、修了者のうち非正規雇用決定者数14人、正規雇用決定者数1人となってございま

す。 

 目標5「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」でございます。多様な

メディアを活用した効果的な発信でございます。こちらは「中央線あるあるプロジェクト」

による情報発信の取組でございます。既にもう開始していますが、ホームページ、フェイ

スブックでの情報発信。また、「杉並あるあるマップ」の作成、あと東京新聞の朝刊、夕

刊を使いまして、イベント広告、まち歩き広告等を、大きな紙面で記載してございます。 

 次に、ＪＲ中央線中野駅から西荻窪駅に専用パンフレットスタンドを6台設置してござ

います。それと、今ちょうど実施しているんですが、1月31日から3月8日までＡＲとアニ

メを活用したまち歩きイベントとしまして、昨年度から実施しています「アニ×ウォーク」

というイベントを実施してございます。また、本年度全面リニューアルいたしました「す

ぎなみ学倶楽部」により、区内の魅力発信をしてございます。このサイトには年間約50万

のアクセスがございます。 

 ③多言語化への取組支援でございます。先ほど少しご説明しましたが、「Time Out」

でございます。こちらは、イギリス、ロンドンの会社が発行しているものでございまして、

外国では非常にポピュラーな観光案内でございます。これは東京版でして、外国人のよく

行かれる渋谷とか六本木とかそういう版はあるんですが、今回特別に、「高円寺ですべき

50のこと」ということで英語で書いてございますが、高円寺だけではなく、阿佐ヶ谷、荻
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窪、西荻窪、この四つの駅、「中央線あるあるプロジェクト」でございますので、この四

つの駅の情報を提示した「Time Out」をつくりまして、これを、区内の施設ではなく、空

港とか、外国人が泊まるようなホテルに置かせていただいております。 

 この取材も日本人が取材して書いたということではなく、外国人の方が自分の目で見

て関心のあったところ、興味があったところ、おもしろかったところをご自分で取材して

お店を選んで記事にしております。つまり、日本人の視点ではなく、日本に来る外国人の

視点で作成したものでございます。そのため、このパンフレットも空港とかホテルに置い

てあることでございます。 

 それと、2点目としてフェイスブック。もともと「中央線あるあるプロジェクト」のフ

ェイスブックはございましたが、さらに今回は英語版のフェイスブックを作成してござい

ます。こちらのフェイスブックも、できるだけ外国人の方に発信してもらおうと思ってい

まして、外国人の方が取材した記事を掲載してございます。あと、市中の多言語化の促進

ということで、飲食店のメニューを中心に、英語化を予定しております。一応、今年度末

までに200店を目標に、この飲食店のメニューの英語化を推進してございます。 

 最後でございます。アニメコンテンツを活用した事業の支援ということで、先ほど申

しましたが、アニ×ウォークを3月8日まで実施してございます。あと、なみすけ等の商標

利用でございます。さらなる商用利用拡充のために、今年度、商標権の利用登録を追加い

たしました。 

 以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。多彩な事業をされていらっしゃいますが、 

ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

○委員 この地図は何部ぐらいおつくりになったんでしょうか。 

○産業振興センター次長 1万部です。来年度ももう少し増刷しようと考えています。 

○委員 1万部。それと、これ、開いてこう見ると、地図が逆さまになっているんですけ

ど、何か意味があるんですか。こう開いてみると、逆さまになっちゃう。 

○産業振興センター次長 多分、これはタイムアウト社が今までいろんなこういうもの

を発行してきた中のノウハウだと思います。ロンドンオリンピックのときでも、いろんな

ＰＲをしたと聞いております。 

○委員 ロンドンの人が、ピックアップしたのが載っかっているということですか。 

○産業振興センター次長 いえ、ロンドンではなくて、それは日本にいる外国人の方で
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す。 

○委員 ああ。あと、これ、中国語版とかはないんですか。 

○産業振興センター次長 今はございません。どこまで多言語化するのかということも

ございますが、まずは英語で作成いたしました。 

○会長 ほかにご質問、ご意見。じゃあ、委員。 

○委員 4ページ、⑩番の商店街の未加入問題なんですが、非常にこれ、商店会の中で動

きをもってやっているけど、非常にらちの明かない問題がもう数々ある。そういった中で、

行政からの、文書による指導書みたいな形のものは考えられないのか、ちょっとお伺いし

たいんですけど。 

○産業振興センター次長 指導書みたいなものは、なかなか難しいところです。 

○委員 難しい。 

○産業振興センター次長 ただし、例えば区の施策として、産業融資の話も出ましたが、

商店街に加盟していればインセンティブがあるというような施策を、産業振興基本条例に

基づき、産業団体への加入にむけた事業を実施していきたいということでございます。指

導書という形では、やはりなかなか難しい。 

○委員 非常にこれはらちの明かない問題で、もう困って。これ以上困るのは何がある

のかなという、そういう状況ですので。わかりました。 

○会長 世田谷区はこれ、一生懸命やっていますよね。 

○委員 そうですね。 

○会長 世田谷区のやり方は、何というか、そういう、北風と太陽で言えば太陽方式か

な。加入すればこんなメリットがありますよということを、商店街の加入促進を担当して

いらっしゃる理事さんが新しく開かれる店に行って、いろいろと説明する。お得ですよと

いう路線でやっているみたいですね。 

 杉並は今までどういう活動をしていらっしゃいますか。 

○委員 大体同じようなことはやっていますけどね。 

○会長 なかなか一筋縄では行かないと。 

○委員 ええ、本当に。 

○会長 この間、世田谷で加入促進条例10周年記念と――20周年かな、そのシンポジウ

ムがあって、本杉さんという担当の副理事長さんが、こういう活動をして、だんだんやっ

と理解を得られるようになってきたということをおっしゃっていましたね。ほかのところ
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の例をよく見てみると、いいかもしれませんね。 

 確かにこの問題というのは非常に重要な問題で、未加入のところが多くなると、商店

街活動自身が、非常に力が入らなくなってくる。そういうことが出ますので、大事な問題

ではあるんですけども。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 多言語化という話がさっき途中で、英語以外にもという話がありましたが、ほかにど

ういうプランがあるんですか。英語以外の、中国語とか韓国語とか、いろいろあると思う

んですけど。 

○産業振興センター次長 現時点では、オリンピックもございますので、まずは英語で、

メニュー等も含めまして進めていきたいと考えています。ただ、今おっしゃるとおり、訪

日外国人の半数以上の方が東南アジア、特に、中国、台湾等を中心としまして、日本に来

ていますので、やはり中国語、韓国語の多言語化は取り組む必要があると認識しています。 

○会長 どういう国の人たちが杉並区まで来ていらっしゃるかという調査はされていら

っしゃいますか。 

○産業振興センター次長 いや、残念ながら、ちょっと、まだそこまでは。なかなか調

査自体が難しいので、しておりません。 

○会長 そうでしょうね。ただ、こういうことで取り組まれるとすれば、まず前提は何

語をしゃべる人が、何語なら読める人が来ているのかというのを知ることが、英語以外の

ものをつくろうとした場合に大事ですね。 

○産業振興センター次長 人数という数字は出していませんが、アニメーションミュー

ジアムにも定期的に外国人の方が見えていまして、どこの国から来ましたかというのを聞

いております。実は、団体で来る方は中国人の方が非常に多い。バスツアーで20人とか30

人とかで来るんですけども。個人で来る方につきましては、ヨーロッパ圏、アジア圏、ア

メリカ圏からアニメーションミュージアムに来るツーリストの方は結構多いです。 

○会長 羽田や成田でのベースでは、どの国の人が多いとかというのはわかりますか。 

○産業振興センター次長 国の資料ですと、一番多いのは台湾の方と聞いています。 

○会長 つまり、中国語が、そういう意味では英語の次に需要が多いだろうと思われます

が、その次ぐらいに韓国語が来ますかね。 

○産業振興センター次長 韓国だと思います。 

○会長 そういうのをちょっと、どういう国の人が日本、東京を訪問されているか。その
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中で多い順に多言語化していくという、そういう戦略が要るかもしれませんね。 

○産業振興センター次長 そうですね。 

○会長 最近、私、よくアジアへ行くんですけど、例えばバンコクでもミャンマーのヤン

ゴンでも、本当に多言語化はしていますね。パンフレット、まちのシティマップという案

内は、それこそ英語、ドイツ語、フランス語、それから中国語、日本語ぐらいは必ずあり

ます。ですから、相当やっぱりそういう国をまたがって観光する人が増えているから、そ

れに応じて、英語一色じゃないというのは大事な視点かもしれませんね。 

○産業振興センター次長 25年度に高円寺で多言語化ということで、英語だけではなくて、

これは商店街さんがおつくりになったものですが、英語と韓国語、中国語の高円寺観光計

画という冊子をつくったことは過去にございます。 

○会長 なるほど。そういうのを横目でにらみながら、少し長期的に今年は何語を追加

するとか、そういうのをオリンピックに向けてやっていくと、急にやろうといっても、な

かなかできないから、少し長期的なプランを立ててやっていかれるといいのではないかと

いう気がします。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。次は地産地消の推進について。 

○事業担当課長 それでは、地産地消の推進について、私から説明させていただきます。 

 こちらにつきましては、先ほどの資料3で、飛ばしましたけども、産業振興計画にござ

います地産地消マーケットの推進に当たるものでございます。計画では、区内産農産物が

商店街等の区民に身近な場所で購入でき、区内飲食店や学校・区施設など広く利用される

ようにということで、地産地消の推進につながる流通システムの構築を検討することとし

てございました。 

 この計画を受けまして、生産者やＪＡ、商店会、配送事業者、地域づくりや情報化を

行っております団体などを構成員としました地産地消推進連絡会というものを26年9月に

立ち上げまして、この連絡会で検討を行いながら、事業の具体化を図ってまいりました。

本日はこの連絡会で取り組んだ内容につきまして、一部ご報告をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料4をごらんください。まず、1番、地元野菜デーに関する配送事業でご

ざいます。この地元野菜デーというものですけども、希望する小・中・養護学校が杉並産

野菜を学校給食として一斉に使用するというもので、昨年度までは年2回行っておりまし
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て、このときには各農家の方が天沼にございますグリーンセンターのほうに野菜を集めま

して、その場で仕分け、梱包作業を行い、終了後また農業者の方が各学校に配送するとい

う仕組みで行っておりました。 

 しかし、これでは、農業者の方が農作業に従事する時間が制限されてしまうという課

題もあったから、今年度はこの連絡会の取り組みとしまして、配送事業者に委託をするこ

とによりまして、年3回実施ということで拡大してまいりました。 

 学校給食への食材提供につきましては、このように区内農産物の流通の促進につなが

るというのもありますけども、教育的な視点からも有効であるものと認識してございまし

て、今後も実施してまいりたいと考えております。 

 次に、2番目、障害者を雇用する区内飲食店への杉並産野菜の提供でございます。これ

までも区内の飲食店で杉並産の野菜を使用したいというニーズは多くございましたが、杉

並の農業につきましては少量多品種栽培が中心となっておりまして、飲食店に対して安定

的な供給が難しいという現状もあり、あまり進んでいないというところでございました。

そこで、今回、本庁舎と井草地域区民センター及び永福和泉区民センター内に店舗がござ

います喫茶店で、障害者を社員として雇用しております喫茶店「Fika Fika」というお店

がございます。こちらの店のランチ等の食材として提供するという試みを実施いたしまし

たところ、大変多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいたところでございます。 

 また、本庁舎にございます阿佐谷店につきましては、西棟の玄関前の1階のところにご

ざいます。というところから、西棟玄関前では年に数度即売会の実施なども行っておりま

すので、即売会と同日に開催するということによりまして、今後、杉並産を見て・購入し

て・味わえる機会の提供というものにもつなげてまいりたいと考えております。 

 3番目の商店会との連携事業でございます。こちらは都市農業へのＰＲ、理解を深める

取組の一つとして、農地のない地域や希望する商店街で新規の即売会を開催するというも

のでございます。こちらにつきましては、10月に永福町オータムフェスティバルというイ

ベントがございまして、そこに呼んでいただきまして、野菜や花など700点の販売を行い

ましたが、こちらも多くの方に来ていただきまして、約50分間で完売してしまったという

現状もございました。 

 裏面に参りまして、4番、新規即売会の実施状況でございます。これまでも即売会につ

いては延べで200回以上の実施を通年で行っておりますが、26年度、新たな都市農業への

ＰＲ・理解を深める取組ということで、資料にございますとおり、新たな即売会の開催を
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行ったというものでございます。中身としましては、小千谷市や南伊豆町など交流自治体

とのものや、障害者福祉会館夏まつりなどイベントとのコラボ。また、9月と10月にあり

ますが東京中の地産市というのは、中野の駅のすぐそばにございます中野四季の森公園と

いうところでのイベントに、区を越えるんですけども、杉並の農産物を販売していただき

たいというご意向もございまして、そこに参加をさせていただき、実施をしたというもの

もございます。こういった形で様々なものとコラボレーションをしながら即売会の拡充に

努めてまいったというものがございます。 

 5番目ですけども、地産地消情報マップ（情報誌）の検討というものです。農業に関す

る情報の提供については、農産物直販マップというものをつくっておりまして、こちらは、

区内のどの場所で直販していますよ、どんなものをつくっていますよというようものを載

せたマップになります。こういったものも発行しているんですけども、さらに新たな取り

組みとしまして、杉並産農産物の紹介や直売所の話のほかに、杉並産野菜を使ったレスト

ラン、ここに行くと杉並産野菜を使っていますよというような情報であったりとか、こう

いった農家の方がつくっているんですよというような顔が見えるような情報ですとか、そ

ういったものも載せた情報誌を作って配布することによりまして、杉並の農業についてよ

り多く知っていただきたいというふうにつなげてまいりたいという考えを持っております。 

 こういった形で、都市農業の振興についてまだまだ課題も多くあるという状況ではご

ざいますが、これからも、生産者の方、またＪＡの方、事業者の方などとも連携をしなが

ら、都市農業の振興につなげてまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。それでは、ご意見、コメント等。委員、何か。 

○委員 即売会につきましては、二つの農協と申しますか支店で、それぞれいろいろな

ところでやって、恐らくここに載っている何倍かの数をこなしていると思います。そんな

ことで、区民の皆様には結構利用していただいているんじゃないかと思っております。 

 それからまた、個人的に、スーパーが開店して、ちょっと杉並産の野菜を売らせてほ

しいというふうなことで出している方もいらっしゃいますし、いろんなところで、表へ出

ていない部分でも、かなりのところで最近動き出しているというのが実態だと思います。 

○会長 ありがとうございました。委員、何かございますか。 

○委員 この地元の野菜デーで、小・中学校・養護施設での1回当たりの量というのは、

どれくらいなんですか。36校とか40校というから、相当の数がありますか。 
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○事業担当課長 そうですね。かなりの量がありますが、その時期に応じてとれる量も

違ってきます。この中で多かったのは、冬場ですね。 

○委員 配送料というのは区で負担ですか。 

○事業担当課長 ええ。配送につきましては、今年度、ヤマト運輸さんに連絡会に入っ

てもらっていまして、ヤマト運輸さんがやっておりますが、配送料については、区のほう

で、予算の中で見ているということでございます。 

○委員 そうですか。ありがとうございます。 

○会長 ほかに何かございますでしょうか。 

 これ、どういう野菜は売れ行きがいい、なんていう情報を農家の方にフィードバック

するというような仕組みはあるんですか。特に、ない。 

○事業担当課長 今のところないのもそうですし、実際、農家の方が売っていらっしゃ

るので、一番そこでわかっていらっしゃるかなという気もします。 

○会長 ああ、そうか。自分でわかっているのね。そういうことですね。わかりました。 

 ほかにございませんようでしたら、次の議題に進みたいと思います。27年度の主な取

組（予定）についてということで、事務局から説明を。 

○産業振興センター次長 はい。では、資料5を使いましてご説明させていただきます。

今、議会がちょうど開会中でございまして、27年度の予算を審議してございます。正式に

はこの議会で議決された後、執行ということになりますので、あくまでも予定ということ

でご説明させていただきます。 

 まずⅠ点目、産業融資資金制度の見直し・充実ということでございますが、これは先

ほどご説明したとおりでございます。 

 Ⅱ、商店街支援でございます。こちらはチャレンジ商店街支援プログラム等の充実と

いうことで、まちの課題の解決に向けて挑戦意欲のある商店街に対して、各種の助成制度

により複合的に支援してまいります。 

 次の防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等助成でございます。装飾灯の電気料につきま

しては、後ほどご説明する予定でございます。防犯カメラにつきましては、本年度実施し

ました国の補助金がなくなりましたので、27年度につきましては、区の単独補助という形

で、事業を進める予定でございます。 

 3、プレミアム付商品券の発行支援につきましても、後ほど議題でございますので、そ

こで詳しく説明いたします。 
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 Ⅲの農業の支援・育成でございます。都市型農業の支援ということで、農業の魅力を

体験でき、都市農業の理解を深める取組や、意欲的に農業経営に取り組む事業者への支援

を行います。例としまして、農業体験農園への助成、営農活動支援費の助成、防災兼用農

業用井戸の整備助成等でございます。 

 次に、先ほどご説明しましたが、地産地消でございます。地産地消流通システムの実

施ということで、地産地消推進連絡会で生産・流通・普及・消費の促進につながる取組を

一連のシステムとして結び付け、実施いたします。 

 他自治体との協働事業でございますが、ことしもアグリフェスタ2015を、世田谷区と

ＪＡ東京中央と協働で実施する予定でございます。 

 裏面に行きまして、就労支援センターの運営でございます。こちらは、27年度も就労

支援センターにおいて、就労意欲がありながら雇用機会に恵まれない若者等に就労を支援

するため、区内企業や関係部署との連携を図りながら就労支援を行います。 

 2、就労支援センターの「あんさんぶる荻窪」への移転については、お配りしましたチ

ラシ、こちらでございます。今まで阿佐谷の産業商工会館2階にございました就労支援セ

ンター、若者就労支援コーナー「すぎＪＯＢ」及びハローワークコーナーと、これまで勤

労者福祉会館（併設西荻地域区民センター）にございましたジョブトレーニング室「すぎ

トレ」が、3月30日からあんさんぶる荻窪に移転しまして、杉並区就労支援センターとし

ましてこの場所で業務を開始いたします。 

 3としまして、新聞等でも人手不足が深刻化しているということで話題になっておりま

すが、保育人材・介護人材の確保ということで、保育士・介護職を対象とした就職相談

会・面接会を充実させてまいります。 

 Ⅴ．観光促進としましては、「中央線あるあるプロジェクト」を引き続き推進しまし

て、広域的な情報発信やシンボルイベントの開催を行います。特に、新聞メディアを活用

した広域的なＰＲや、ホームページでございますね、こちら、観光情報を引き続き情報発

信をするとともに、多言語化ということで、先ほどフェイスブックを本年度英語版にした

ということを申し上げましたが、27年度につきましてはホームページを英語版にする予定

でございます。あと、先ほどの英語版観光マップ、この「Time Out」をさらに増刷しまし

て、先ほど言ったところに配布予定でございます。 

 ２．アニメの振興と活用ということでは、27年度、杉並アニメーションミュージアム、

ＳＡＭと称してございますが、こちらが平成17年に開設しまして10周年ということなので、
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10周年記念事業を予定してございます。あと、より今以上に民間事業者との連携を計画し

てございますので、アニメーションミュージアムと民間事業者との連携を一層推進してい

きます。それと、アニメコンテンツを活用した事業の推進と、なみすけの普及もしてまい

ります。 

 その他の観光事業としましては、本日お配りしましたが、杉並ナンバーの普及・促進

ということで、本年の1月31日から、杉並ナンバーをつけた車両でこのパンフレットの5自

治体、福島県北塩原村、新潟県小千谷市、群馬県東吾妻町、山梨県忍野村、静岡県南伊豆

町に行っていただきますと、ここに記載のサービス、特典を得ることができるというサー

ビスを、各自治体さんに実施していただいています。 

 無料Wi-Fi環境整備ということで、今、外国人の方のニーズがある無料Wi-Fiの環境整

備も今後していく予定でございます。 

 それと、にぎわい創出・観光情報発信の拠点整備ということで、お配りしました杉並

区実行計画の中でも新たな計画事業として位置づけておりますが、杉並らしさを活かした

観光事業の推進ということで、西荻窪でこの拠点を整備することを位置づけております。 

 あと、フィルムコミッションの運営ということで、映画やテレビ、ＣＭなどで杉並の

場所を使ってもらい、それを観光ＰＲに活用するということで、このフィルムコミッショ

ンに取り組んでいきたいと思っています。 

 なお、先ほど、多言語化ということで、英語以外の外国語はまだ計画していないと申

し上げましたが、申し訳ありません、私の認識不足でございました。来年度ですが、ここ

に記載していないんですが、スマホのアプリケーションで、今言ったフィルムコミッショ

ンみたいな、例えばここは撮影された場所ですよとかという情報や観光情報を掲載した観

光アプリを作成しようと思っています。その中で、英語、中国語、韓国語等を含めて、ま

だ具体的にはなっていないんですが、多言語化していこうと思っております。ちょうど国

の補助金がございますので、これを活用して作成しようと思っております。 

 最後でございますが、産業商工会館は、本来でしたら全部廃止ということでございま

した。しかし減築改修ということで、産業商工会館の2階と3階、耐震性に問題がある2階

と3階を減築して、1階と地下という形で運営することになります。そのため、11月から工

事に入りまして、28年8月末までの工事という予定でございます。 

 以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 
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○委員 観光に関してなんですけれども、今度はここにも観光促進とありますけれども、

これはさっきの「Time Out」もそうですけども、観光に対しては相当、力を入れるべき事

業だと思うんですけれども、これは官民一体ということで考えてよろしいわけですよね。

そして、受け皿の部局としては、やはり産業振興センターということでよろしいんですか。 

○産業振興センター次長 はい。観光につきましては、これは行政だけでできるもので

はないと認識しています。そもそも杉並にはスカイツリー等はないわけで、この地域その

ものが観光資源でございますので、まさしく地域一体ということで考えると、官民一体で

取り組んでいきたいと思います。「中央線あるあるプロジェクト」は実行委員会形式でご

ざいますので、商店会の方、東商の方、産業協会の方、そして民間の企業の方等で組織し

ており、まさしく官民一体で推進しているものと認識してございます。 

○委員 というと、杉並区としては、例えば今、「中央線あるあるプロジェクト」に全

部任せるというような感じなんですか。 

○産業振興センター次長 いえ、決してそんなことはございません。杉並の一番の観光

資源としては中央線というものがございます。この中央線を杉並の魅力として発信してい

こうというものです。それ以外にも京王井の頭線、西武線もあるわけですし、または路線

以外のところにも様々な観光資源があると思っています。観光ＰＲの大きな柱としては、

「中央線あるあるプロジェクト」であると思っています。ただ、それ以外の観光資源もた

くさんありますので、地域の方と連携して、魅力の発信をしていきたいと思っています。 

○委員 積極的に区もかかわるということでよろしいわけですか。 

○産業振興センター次長 そのとおりでございます。 

○委員 わかりました。 

 それで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、観光協会というのは結構いろんな地

域にできていると思うんですけれども、杉並区ではそれはやるような方向で考えていらっ

しゃるんですか。 

○産業振興センター次長 はい。杉並には、観光協会は、今のところございません。各

自治体には確かに観光協会がございます。また、その設立の経緯を見ますと、主に行政主

導の観光協会がほとんどでございます。中野区にも一昨年ですか、できたんですが、こち

らは民間の方の主導で観光協会ができました。行政主体の観光協会については、行政に立

った考え方の設立ということになりますので、本当におもしろさとか楽しさというのがい

まいち足りないんじゃないかという声があります。観光協会そのものについては必要だと
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は認識してございますが、ただ、どういう形でこの協会を立ち上げるか、これから検討し

ていきたいと考えております。 

○委員 ぜひ、観光協会、必要だと思うんですけれども、杉並区も積極的にかかわって

いただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、ちょっとすみません、字句の説明で、この「支援」と「促進」ってあります

けど、例えば商店街支援、農業支援、就労支援とあって、観光は「促進」となっています。

これは何か意味があるんですか。 

○産業振興センター次長 支援というのは、行政として取り組みについて支えていくと

いう意味での支援で。 

○会長 まあ、あれでしょ。支援というのは、やっている事業者の方がいらっしゃって、

明確な事業者に対して、それを応援するということだし、観光は事業者というか相当広い

範囲で、今、観光をやっていらっしゃる方もいるし、まち全体でそういう観光に取り組も

うというところもあるし、ですから、少し、支援よりも促進のほうが言葉がなじむという

ことで。 

○委員 まだ具体性がないという。 

○会長 まあ、そういうことです。 

○委員 というのは、何か、支援と促進だと、支援はちょっと積極的なんだけど、促進

は少し、というような印象を受けるんで。もしできれば同じ字句で、観光支援というほう

がすっきりすると思うんですけど、それはどうなんですか。 

○産業振興センター所長 支援は、さっき会長がおっしゃったように、主体がはっきり

していて、区としてどういうかかわり方をしていいかというのが明確になってございます

ので、それについては、区が積極的に出るところは出ていって支援していく。区が先導す

る場合もありますし、後方に回って押していくというのもありますけど。 

 促進という場合は、あくまでも、まだ、ある程度の確立したものがない中で、どんな

形で誰がどう動くかとか、誰が主役になってそれを引っ張っていくかというところがまだ

見えていない部分があるので、それについては機運を盛り上げるという意味では、やっぱ

り促進、促していって、観光自体が杉並区として本当に要るのかどうか、観光って、それ

ぞれの考え方によって、ああいう観光もあるし、こういう観光もあるという、いろんな観

光の定義というか意義がまだはっきり定まっていないところがあり、じゃあ、どこを押し

ていけばいいのかというのが、今のところはまだ見つかっていない。 
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 先ほど委員のほうからありましたように、区としても、観光についてはとても大事だ

と考えており、都市観光事業の一つとして「中央線あるあるプロジェクト」を立ち上げ、

情報発信は一生懸命民間の人たちとやっている。けれど、その後にその受け皿として、じ

ゃあ、その発信した後にお客さんが来たけれど、そのお客さんをどう受けとめてくれるか、

事業所、商店街を含めて、そこがまだできていない部分があるので、その機運が盛り上が

るためには、やっぱりその辺を促していって、全体で、こういうことをやろう、ああいう

ことをやろうということで、先行してやられているところもあると思うんですけど、そこ

がある程度はっきりすれば、支援という形である程度の、補助といいますか、お金の面を

含め支援していくというか。そんな形で、使い分けているわけじゃないですけれど、ニュ

アンス的にはちょっとそんなところかなということで、答えになっているかわかりません

けど。 

○会長 まあ、いろんなところで観光という言葉は使われますが、観光は促進という言

葉が多いね。セットで使うとね。 

○産業振興センター所長 そうですね。 

○会長 今、所長がおっしゃったように、観光に関しては、誰がプレーヤーになるかと

いうこと自体が、まだ、いろいろな方が観光にかかわることがあり得るし、そういう動き

がこれからどんどん高まっていくように、いろいろ、促すというところが政策のポイント

なんでしょう。 

○産業振興センター所長 はい。 

○会長 よろしいですか。じゃあ、どうぞ。 

○委員 今のことに関連しまして。そうしますと、例えば観光協会という形でよいのか、

必ずしも観光協会をつくればいいというものではないでしょうけども、そういうような、

じゃあ、どうやって高めていこうかというのは、やはり産業振興センターが受け皿となっ

て考えていくという、協議を深めて議論を深めていくということでよろしいんですか。 

○産業振興センター所長 そうですね。本来ですと、行政主体じゃなくて民のほうにお

願いしたいところですが、区が関わっていくことは必要と考えています。観光協会という

形がよいのかどうかわかりませんけれど。 

○委員 ええ、そうですね。 

○産業振興センター所長 観光に関する仕事を誰が担うかといったところは、区として

は、こういうところがあるので、こういうところを支援して、その観光協会的な機能を持
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たせるということは今後やっていく予定ではいます。いや、そんな観光協会的なものは要

らないよということで、そういう機運が盛り上がらないのであれば、行政主導でつくって

も、その先がどうなっていくかというのは大体見えてきますので、やっぱり民間の盛り上

がりがない限りは、観光協会という器をつくること自体が余り意味をなさないのかなと、

そんな思いもありますし、その前段階のところは、区は積極的に関与していきたいなと思

ってございます。 

○委員 先ほどから議論がありますように、観光って、いろんなパターンがこれから出

てくるでしょうし、過去の物見遊山というか、珍しいものを見に行って喜ぼうというもの

だけじゃないような観光。そういう意味で、資源の発掘とか、杉並の持っているポテンシ

ャルをどうしようかとかいう話というのは、どこかでやはりしていかなくちゃいけない問

題だと思いますので、ぜひ、その辺の議論を深めていただいて。 

 例えば、中野の観光協会を立ち上げた方々の一部では、やはり中野だけで引っ張れな

いよと。「あるある」の杉並の沿線じゃないですけども、杉並も一緒になって向こう側か

ら引っ張ってこようよ、みたいなことを言っていらっしゃる方々もいらっしゃいますので。

そういう地域の連携という意味を含めて、何かそういう受け皿となるものが必要なんじゃ

ないかなと思います。 

○産業振興センター所長 おっしゃるとおりです。やっぱり広域化というのは観光に必

要だと思いますので、そういう意味では連携してやっていくのも一つの方法かと思ってい

ます。 

○委員 それからもう一つ、また違う意味で、杉並ナンバーで、せっかくこれら交流自

治体の方々のところへ行くと、杉並ナンバーでメリットがあるんですけれども、交流自治

体の方々に来ていただくための施策というのは、何かお考えの部分というのはあるんです

か。こっちが向こうへ行って、得を、杉並ナンバーの振興のためなんでしょうけれども、

杉並区の方々がこういう交流自治体のところへ行くと、いろんなメリットがあると。交流

自治体の方が杉並に来たときは何かメリットをつくり出していこうとか、それを、最終的

には、観光振興とか、そういうのにつなげようというお考えは、特に、今のところは。 

○区民生活部長 ご案内のとおり、安倍政権のもとで、国のほうで地方創生の取り組み

が、関係法もできて強力に推し進めておりまして、法に基づいて27年度には各地方公共団

体のほうで、将来の人口推計などをしながら、地方版地方創生の取り組みを進めていくと

いう方向性が示されております。今般、杉並区の新年度の予算案の中でも、交流自治体を
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含めて、ともに輝く地方創生の推進という視点も重視して予算編成をしているところでご

ざいまして、当面は杉並区で友好協定の関係にある交流自治体との関係をどう深めていく

か。とりわけ、昨年暮れにニュース等でも広く取り上げられましたけれども、南伊豆町の

保養地型特養ホームについて、静岡県と地元の町と杉並区、3者の基本協定が調いまして

発表したわけですけれども、南伊豆のほうにとっても、保養地特養を整備することによっ

て、雇用の面も含めた活性化のメリットもありますし、杉並区のほうでは特養ホームの入

所待機者の解消という大きな課題、この両方が抱えている課題を今回のプロジェクトでと

もに解決していくというようなことをやったわけですが、そういった関係、つまり一方的

に大都市に人が集まり、お金が出て、地方は疲弊するばかりということじゃなくて、地方

も、杉並区、都市部も、ともにウィン－ウィンの関係で、新しい時代状況を切り開いてい

くという考え方で、27年度、まずは計画をつくって、先行してやれる施策や事業があれば

積極的にやっていくというふうに考えております。今回、杉並ナンバーで、チラシでお配

りしたような取り組みをしますけれども、それだけではなくて、もっと、双方がより地域

社会の維持・発展につながるような新しい施策を積極的にやっていければと思っておりま

す。具体的な施策、事業などが出てくれば、またこの審議会でも情報提供を含めてご説明

させていただければと思っているところです。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

○委員 すみません。観光というのが少し漠然としていると思うんですけども。どうい

う人たちを対象にしてどういうことをやるとかというようなことは、何か決まっているも

のがあるんでございましょうか。ここに幾つかの施策があります。これがその対象がどん

なものか、どんな人たちだとかということが、私にはよくわからなかったんですけど。 

○産業振興センター次長 一般的には杉並に、先ほど申しましたとおり、大きな歴史旧

跡やスカイツリーのような観光地はございません。ただし、杉並には、例えば高円寺の古

着屋さん、西荻窪のアンティークショップや骨董品店など、いろいろ個性的な店もある。

荻窪もしかり、阿佐谷も中杉通りを中心としたいろんなお店がございます。ほかにも、例

えば公園で言いますと、荻窪にあります大田黒公園とか、今度、区が取得しました近衛文

麿の荻外荘なんかもございます。そういう意味で、杉並の観光資源としては、スカイツリ

ーというものではなくて、高円寺全体とか、荻窪のまち全体とか、そういうものが観光資

源になると思います。 
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 さらに、今日の観光については、例えばスカイツリーへ行って登って見るということ

だけじゃなくて、こういう杉並のような地域の観光資源という場合は、そこを訪れ、さま

ざまな体験をするということが重要になります。例えば高円寺に行って古着を着たり、何

かおいしいものを食べていただくとか、または何か経験していただくというものが、着地

型旅行といいますけど、その地で経験することができる、体験することができるというも

のが観光の主流になると思っています。 

 対象としましては、もちろん区外の方――区内でもほかの地域へ行っていない方、ま

たは外国人の方も含めて対象として考えてございます。 

○委員 全く今のお考えで、そのとおりだと思うんですけど、もっと広く、例えば杉並

にもう亡くなった方で文化人みたいな方が結構たくさんいらっしゃると。そういう方のゆ

かりの場所とか、あるいは、つまらないと言うと叱られるかもわかりませんけど、神社や

お寺にしてもそれぞれいわれがあって何かあるとかというのを、もう少し広く見て、スカ

イツリーじゃないような観光のやり方というのを、考え直すというと変ですけど、もう一

回見ていただくと、何かもう少し違った展開ができるのではないかと思っております。 

○産業振興センター次長 ご指摘のとおり、杉並にはまだ隠れた観光資源があると思っ

ています。今後、地域の方と一緒に協力して、発掘といいますか、そんなものをどんどん

していきたいと思います。 

○委員 よろしくお願いします。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

○委員 すみません。就労支援の3番で保育士と介護士の人材確保ということが書いてあ

りまして、これは本当に、税務署の跡地にも建てるわけですし、それこそ伊豆のほうにも

建てるわけですし、今後とにかく保育士と介護士の人材確保というのは非常に重大な問題

だと思っていまして、それはもちろん事業主がやることなんですけども、区として何がで

きるんだろう、区としても何かしてほしいなということを思っていたんですけども、ちょ

っとこの説明だけですと、就職相談会・面接会をやりますぐらいの話だと、もうちょっと

具体的な熱意のこもった説明が欲しいなと思っているんですけれど。 

○事業担当課長 就労支援所管としては、取り組みとしては、ここにあります就職説明

会・面接会というのを今年度も行ってきていたんですけども、これは全体的ではなくて保

育士さんと介護士さんとか、そこに特化した説明会・面接会を行うことによって、つなげ

ていこうというものがございます。それをさらに深めていこうというのが一つなんですけ
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ども、このほかに、今、資料がないんですが、保健福祉分野としての取り組みも行ってい

るものがございます。例えば保育士さんの宿舎といいますか住まいの関係の補助をしたり

とか、などなどいろいろ行っているのがあるんですが、そういったものも来年度に向けて

はこういったものの一つとして取り組むというものがございます。すみません、ちょっと

詳しいものが今手元にないので、申しわけないんですが。 

○会長 よろしゅうございますか。 

○委員 区としても、何かメリットをつけるということですか。 

○事業担当課長 そうですね。 

○委員 わかりました。 

○会長 確かに大事な問題ですので、ぜひ、区としても、力を入れて取り組んでいただ

きたいと思います。 

 次の議題に移りたいと思いますが、議題をまとめて、プレミアム付商品券の発行支援

について、商店街装飾灯維持管理経費に係る助成基準の考え方の見直しについて、その他、

一括して事務局からご説明いただきたいと思います。 

○産業振興センター次長 では、資料6をお出しください。プレミアム付商品券の発行支

援でございます。今般、国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用しまして、プ

レミアム商品券を発行しますので、報告いたします。 

 発行者は杉並区商店街振興組合連合会でございます。プレミアム額は3億円、内訳は記

載のとおりです。プレミアム率は15％とする予定です。発行総額は20億円で、発行額面は

23億円になります。販売価格ですが、1冊1万円で、額面としては15％ですので、1万1,500

円になります。これまでなみすけ商品券というプレミアム商品券は発行していたんですが、

そのときは500円券が22枚で1万1,000円ということで、その22枚は全て同じ内容だったん

ですが、今般1冊の中に、全ての店舗で利用できる券と、小規模・中規模の店舗のみにし

か利用できない、大型店では利用できない券の2種類を綴じた商品券を1冊1万円で発行し

ていきたいと考えてございます。 

 発行枚数は20万冊ということで、販売方法ですが、これは従前の区内65箇所の商店街、

個店等の販売所で先着順に販売する方法に加えて、今回は、商店街振興組合連合会さんと

協議しているんですが、事前にはがき等で申し込みを受け付ける事前予約販売、当日並ば

なくても購入できる方法を取り入れようとしております。利用できる店舗でございますが、

杉商連加入店舗及び今回のプレミアム付商品券取扱を希望する店舗でございます。約
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3,800程度を予定しております。 

 販売回数につきましては1回でございます。購入可能冊数につきましては検討中で、3

冊から5冊の間を検討してございます。 

 その他につきましては、今回、商連さんに、プレミアム商品券を使用してもらう事

業・イベント等を開催することをお願いしてございます。区としましては、この費用とし

て、商品券発行に当たりまして、事務経費、それと、今説明したイベント経費で2,000万

円の補助を行う予定でございます。 

 次、資料7をお出しください。商店街装飾灯維持管理経費に係る助成基準の考え方の見

直しでございます。今般、商店街に設置した商店街装飾灯に係る維持管理経費の助成の見

直しを行います。一つには産業振興基本条例、一つには産業振興計画に基づきまして、Ｌ

ＥＤ化を促進するためでございます。 

 見直しの方向性でございますが、装飾灯のＬＥＤ化を促進するために、ＬＥＤ装飾灯

に対する電気料の全額助成でございます。それと、道路幅員から算出した助成額と実際の

電気料支払額の差を縮小するために、最低助成率を設定いたします。あと、杉商連への加

入促進を図るため、インセンティブを与えます。修繕費につきましては、今、一律1,000

円で、電球の交換費用として修繕費を充てておりますが、ＬＥＤ灯は耐用年数が高く交換

までの期間が長いため、基準額を引き下げます。 

 具体的な方法でございますが、見直しの2でございます。現行の基準、こちらは、道路

幅員によりまして、記載の7メートル以上、4メートルから7メートル、4メートル未満とい

う三つのランクの基準でした。この基準に照らしますと、各商店街ばらばらの助成率とい

うのがございました。今回、これを見直しまして、先ほど言いましたとおり、ＬＥＤ灯に

つきましては全額助成、ＬＥＤ灯以外の装飾灯につきましては、基準額は現行どおりでご

ざいますが、最低助成率、こちらのほうを適用いたしまして、例えば今まで助成率が40％

であっても、商連加入の場合は60％までの助成率を出す。商連未加入の場合は50％まで助

成するということでございます。 

 アーケードにつきましては、電気料金支払額に対する助成率は10％でございましたが、

今般見直しをしまして、商連加入の場合は20％、商連未加入の場合は引き続き10％という

ことでございます。修繕費につきましてはご説明したとおりでございます。美化費につき

ましては、変更等はございません。 

 今後のスケジュールですが、3月に各商店街のほうに説明を行いまして、4月から見直
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しの実施をする予定でございます。 

 以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

今の資料6と7について、両方、商店街に関係ありますが、この点についてご質問、ご

意見等あれば、いただきたいと思います。 

○委員 ただいま原田次長のほうから、商店街の支援事業について、また電気料の見直

しについてご説明いただきましたが、プレミアム付商品券の発行については、2年前まで、

過去4年間にわたって、杉並区の助成の予算で実施してきたところですが、それが2年ぐら

い中断されていて、今回は国のほうから、地方創生の交付金が出るということで、今、説

明していただいたとおりに実施する予定でございます。 

 今回は、以前の発行のときに、区民の方からいろいろご意見や、また改善点、指摘さ

れた点を十分に踏まえて、より多くの方に購入していただくチャンス、それから、今まで

なかなか買いに行くことが、並んで購入できなかったような方にも、事前予約という形で

確実に購入していただけるような形をつくりたいといって、事前予約制度を導入というこ

とで考えております。 

 それから、大きく変わったのは券の種類を2種類発行するということで、大型店で使え

ない券を一部組み合わせて発行することによって、一般の商店街にもっとそのプレミアム

付商品券を利用していただけることを促進していきたいなということで、2種類の券を発

行する予定でございます。 

 あと、プレミアム率については、区ともずっと協議してきて、これ、区によって結構

ばらつきがありまして、10％のところもあれば、20％、場合によっては30％のところもあ

るんですが、先ほど申したように、できるだけ多くの区民の方に購入していただけるため

には、発行数をある程度確保したいということで、20万冊の発行ということで予算を割り

振って、15％がいいのではないかということで、この15％に決まりました。 

 やはり、これ、5％違うだけで5億円変わっちゃう、少なくなっちゃうんですよね。で

すから、やっぱり今回は1回しか発行できませんが、できるだけ多くの方に購入していた

だいて、ご利用いただいて、消費が喚起できるようなスキームということで考え、今まだ

決定できていないところもありますが、これから詰めていきます。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかにご発言はございますでしょうか。 
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○委員 今お話があったとおり、10番のところで購入可能冊数が二、三冊と、さっき言

われましたよね。 

○産業振興センター次長 3から5。 

○委員 3から5。そうすると、20万冊で、大体、5というと相当少ない人しか、限られた

人しか買えなくなっちゃいますよね。そうすると、区民だけで54万人今いるんですけど、

この世帯数がどれぐらいになるのかわからないんですけど、それにしては、5冊、仮に買

っちゃうと、買いたい人が買えなくなっちゃいますよね。そういうのはまだ検討中なんで

すか。1冊ずつというんなら、まだ20万人の方が買えますよね。20万世帯ですか、買える

んだけど、これだと不公平になっちゃわないかなと。 

○産業振興センター次長 やはりこれは、一つには消費喚起ということがあります。い

つも買うよりもさらにこのプレミアムがあるので、さらにたくさん買ってもらおうと。そ

ういうところがございます。ある程度この冊数を多く買うことによりまして、この購買意

欲を喚起というのもございますので、多くの自治体で5冊から10冊という範囲で検討して

いるところでございますので、それを参考にして、区としても今検討している最中でござ

います。 

○委員 前回のときに、苦情というのはなかったんですか。買えなかったからとか。 

○区長 ありました。 

○委員 だから、その辺をちょっと――その分増やしているのはわかるんですけど、や

はりそういうのを少なくするのがこれからの課題じゃないかなと私は思うんですけども。 

○産業振興センター所長 そうですね。今、次長が答弁したように、より多くの人に買

っていただくんですけれど、国のほうとしては、消費喚起、今まで買えなかった分を、そ

ういうプレミアムをつけたことによって、じゃあ、これを買ってみようかという新たな消

費を生み出すために出しているプレミアムなので、通常お金で払っているものを商品券で

買えるという形にはなりたくないというところがあって。新たな消費を出す、今まで買え

なかったものを買っていく、それが区内の中で循環していくというのが一つの目的であり

ますので、ちょっと福祉的なものではないということをご理解いただければ、ある程度の

額がまとまらないと、どうしても消費喚起にはならないというところで、3冊から5冊とい

う、そういう考えで、ちょっと今まとめているところですね。 

○会長 これはなかなか難しい、二つの要素をどう掛け合わせて適切な冊数を決めるか

というのは、まさに行政の腕の見せどころだと思いますので、よくお考えになって、今、
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各委員から出たご意見も踏まえて、またご検討いただければと思います。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、その他について移りたいと思いますが、何かございますか。事務局のほう

からご説明いただいた上で、ご質問、ご意見を伺いたいと。 

○産業振興センター次長 その他としましては、事務局からは次回の審議会の予定でご

ざいます。本年度につきましてはきょうが最後ということで、次回につきましては、27年

5月ごろを予定しておりますので、また改めて調整させていただきます。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、区長がお越しになっていらっしゃいますので、一言ご挨拶をいただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

○区長 長時間にわたりましてご審議をいただきまして、まことにありがとうございま

す。私も元気で区政のかじ取りをやらせていただいておりますが、産業振興審議会では、

きょうは具体的な案件をいろいろご審議いただきました。いろいろいただいたご意見は、

最後のほう、私、ちょっとしかおりませんでしたけれども、非常に貴重なご意見だという

ふうに思っていますので、プレミアム付商品券に限らず、皆さんの意見をしっかりと聞い

た上で、この具体的政策をやっていかなきゃならないというふうに思います。 

 だけど、たまたまちょっと顔を出させていただいたんですが、基礎自治体としては、

常に自分たちだけで物事が完結できるというものでも、実は仕組みとしてはありません。

やっぱり、国があり、東京都があり、自治体があるという関係ですね。その中で、我々も

自分たちの地域の課題を解決する上では、自分たちの創意工夫と努力に加えて、やはり時

には東京都や国の動きを上手に取り込んで生かしていくということが必要だというふうに

思っています。そういう意味では、そこをやっていくためには、皆さんと忌憚のない議論

をして、目標をきちっと定めてやっていくということが大事になってくるだろうと思うん

です。 

 たまたまプレミアム付商品券が先ほどから課題になっていましたけれども、これは

我々が努力をしないと、ありていに言えば、私が言ったということではなくて、ありてい

に言えば、あるいはマスコミ的に言えば、これは単に選挙対策の予算で終わってしまうこ

ともあるわけなんですね。だけど、そういう終わり方をさせない、せっかく予算がついた

限りは、単に選挙対策だと言われて終わるような使い方じゃない使い方を考えていかない

といけないと思って、所管としても、商連の皆さんとこの間随分詰めた議論をして、杉並
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区独自のこれまでの取り組みの教訓を取り入れた形のものとしてやれるということを目標

に、まあ、完全ではありませんけれども、これまでの経験を入れてやってきたということ

です。 

 これをやっぱり積み重ねていくということが大事だというふうに思っていますので、

いろんな意見を交わしていただいて、ぜひ、お互いに刺激し合って、いいものをつくって

いけるというふうに思っていますので、よろしくこれからもご指導、ご鞭撻のほど、よろ

しくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 以上で、雑駁でございますけれども、私から。失礼します。 

○会長 区長、ありがとうございました。 

 それでは、事務局から、ほかに何かございますか。 

○産業振興センター次長 特にございません。 

○会長 ございませんか。 

 それでは、予定の時間が参りましたので、これで第3回の審議会を閉会とさせていただ

きます。どうも、皆さん、お忙しいところ、ありがとうございました。 


