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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 25 年度第 2回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 25 年 9 月 19 日（木）午前 10 時 01 分～午前 11 時 01 分 

場 所 産業振興センター 会議室 

出 席 者 委員 

井上、今村、金子（憲）、小渕、小竹、坂田、下田、滝澤、田中、 

内藤（一）、内藤（松）、金子（征）、保坂、松本、和田 

区側 

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、 

管理係長、産業観光係長、地域経済振興担当係長 

配付資料 資料 1 審議会答申と（仮称）杉並区産業振興基本条例大綱の比較 

資料 2 （仮称）杉並区産業振興基本条例制定までのスケジュール 

                           （予定） 

資料 3 産業振興計画の進捗状況について 

＜参考資料＞ 

・（仮称）杉並区産業振興基本条例大綱 

・杉並区産業振興計画（冊子）及び概要版 

・産業振興ガイド 2013 

会議次第 1 開会 

2 議題 

 ・（仮称）杉並区産業振興基本条例の制定に向けて 

 ・産業振興計画の進捗状況について 

3 連絡事項 

4 閉会 
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○副会長 それでは、定刻となりましたので、第2回杉並区産業振興審議会を開催したい

と思います。本日は松島会長が急遽ご都合により欠席となりましたので、かわって私が進

行役をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様ご存じのとおり、6月5日に今年度の第1回審議会が開催されまして、（仮称）中小

企業振興基本条例の答申の作成について、会長と私にご一任いただきました。その後、事

務局との調整を経まして答申を作成し、7月22日に私が田中区長に答申文を手渡しました。

本日は、その答申をもとに区が作成しました（仮称）産業振興基本条例の大綱につきまし

て説明を受けたいと思います。 

 まず、事務局から資料の確認等をお願いいたします。 

○産業振興センター次長 おはようございます。産業振興センター次長の内藤でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料をご確認いただきます。 

 まず、資料1は、審議会答申と（仮称）杉並区産業振興基本条例大綱の比較表で、Ａ4

の横書きになっております。資料2は、（仮称）杉並区産業振興基本条例制定までのスケ

ジュール（予定）です。資料3は、産業振興計画の進捗状況についてです。そして、参考

資料として、（仮称）杉並区産業振興基本条例の大綱があります。また、杉並区産業振興

計画が冊子としてでき上がりましたので、平成25年度版の産業振興ガイド2013と併せてお

手元にご用意させていただきました。ご確認いただければと思います。よろしいでしょう

か。 

 資料の確認は以上でございます。 

 それでは、本日の出欠の状況ですが、松島会長、大平委員、中村浩一委員、水島委員、

以上4名がご欠席ですが、定足数には達しておりますので、本日の審議会が有効に成立し

ていることをご報告させていただきます。 

 次に、委員の変更についてご報告させていただきます。前回の審議会で前商店会連合

会会長の徳田委員の退任をお知らせしましたが、商店会連合会から、後任としまして内藤

一夫会長をご推薦いただきました。任期は前委員の残り期間となります。 

 内藤（一）委員、よろしくお願いいたします。 

○委員 よろしくお願いします。 

○産業振興センター次長 続きまして、9月1日付で職員の異動がございましたので、あ

わせて報告させていただきます。 
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 地域経済振興担当係長の三宅でございます。 

○地域経済振興担当係長 地域経済振興担当係長で参りました、三宅と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 職員の変更については以上です。 

○副会長 ありがとうございました。 

 では、本日、議題が二つありますが、一つ目の「（仮称）杉並区産業振興基本条例の

制定に向けて」について、事務局からご説明を受けたいと思います。これは、審議案件で

はなく報告案件ですので、よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 それでは、失礼して座ってご説明させていただきます。 

 まず、資料1と2をご用意ください。条例大綱は参考資料としてお手元にございますが、

資料としては審議会答申と産業振興基本条例の大綱を比較したものを使ってご説明してい

きたいと思います。 

 先ほど副会長からありましたように、当初審議会に諮問しました中小企業振興基本条

例は、杉並区産業振興基本条例とすることということで、審議会から答申を7月22日にい

ただいております。それを受けまして、きょうは、答申の内容を整理して記載しました。

答申の内容については、全てではございませんが、内容的にはほぼ基本条例の中に盛り込

んでいるということでご理解いただければと思います。 

 それでは、まず前文ですが、条例制定の趣旨を明確にし、共有していくために前文を

置くとの考えが示されましたので、それを受けまして答申の内容を整理して記載しました。 

 前文の冒頭でこれまでの杉並区における産業の状況を述べ、次に、これからの杉並区

の産業の展開はどうあるべきか、そのためには、今後どのような観点でどのような取り組

みを進めていく必要があるのか、そして最後に、これらの取り組みには全ての人々が手を

携えて杉並らしい産業を振興していくことを目指していくことが大事であり、そのために

この条例を制定するとあります。 

 次に、目的については、第1条で区民生活の向上及び地域社会の発展に寄与するという

ことで、答申の内容を盛り込んでおります。網掛けの部分が答申の内容をそのまま持って

きているということでご理解ください。 

 次に、本条例における定義ですが、第2条に規定してあります。条例の対象となる区民

は、「区内に住み、働き、又は学ぶ人」とし、買い物などで一時的に区に来街される方や

単なる通過者については対象外としております。次に、事業者は、「区内において事業活
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動を行うもの」とし、個店、大規模店、チェーン店、コンビニなど、規模の大小や業種に

かかわらず、全ての事業者を対象としております。いずれも自治基本条例の定義を引用し

ております。そして、産業経済団体につきましては、区内に所在する商工会議所、商店会

のほかに、区長が認めたものとして、商店会連合会、産業協会、農業協同組合を想定して

おります。いわゆる業界団体については、今回は対象としておりません。 

 次に、基本方針ですが、第3条に規定してあります。事業者の創意工夫及び自助努力が

重要であるとして、そのもとに事業者、産業経済団体、区民及び区が協力し、総合的なま

ちづくりの観点から産業を推進することを基本とするとあります。また、第3条では施策

の方向性を方針として掲げておりまして、答申で示された10項目を整理し、8項目にいた

しました。いずれも産業振興計画の中に盛り込まれており、条例の具現化を図っていると

ころです。後ほど、産業振興計画の進捗状況についてはご説明させていただきます。 

 次に、第4条で事業者等の責務を規定しております。事業者及び産業経済団体は地域社

会の一員としての社会的責任があるとし、地域活動への参加と応分の負担、事業者相互の

連携と情報の共有を行うこととあります。そして、第3項には、環境整備等による地域社

会への貢献の必要性を新たに加えました。そのほか、人材育成や福利厚生の向上、産業経

済団体への加入等に努めなければならない旨を定めることとし、答申で示されました4項

目に環境整備等による地域社会への貢献という1項目を新たに加えた内容となっておりま

す。 

 第5条では、区の責務を規定しております。区は意欲ある事業者等への適切な支援、産

業経済団体への加入促進及び組織基盤強化への支援をすることとあります。第3項には、

国、都その他の関係機関との連携を新たに加えました。それから、産業振興計画の策定、

評価、見直しなどを行うものとする旨を定めることとしており、ここも答申で示されまし

た3項目に1項目、国、都、その他の関係機関との連携、を加えた内容となっております。

また、答申では加入への優遇措置を設けるということで示されましたが、「優遇」という

優劣をつける印象を与える言葉をあえて使用するよりは、「必要な措置を講ずる」と表現

したほうが条文としては適切であると判断しました。現行の区の条例にも優遇の文字を使

用しているものはございません。いずれにしましても、区がとる措置としては同様なもの

でして、加入に対してメリットがあるよう考えております。ここは条例に落とし込む際の

テクニックということでご理解いただければと思います。 

 最後に、区民の理解と協力については第6条で規定しております。答申の内容を受け、
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区内産業の振興には区民の理解と協力が必要であるとして、区民は自らの消費行動が地域

経済の活性化に寄与することを理解し、区内産業の振興に協力するよう努めるものとする

ことを定めております。これは区内の事業者が提供する商品やサービスなどを積極的に購

入していただくとともに、事業者に消費者の立場からアイデアや意見などを伝える等、産

業振興に協力していただく内容となっております。 

 大綱の説明は以上です。 

 また、現在あります杉並区商店街における商業等の活性化に関する条例につきまして

は、制定時の経緯や目的、理念などを十分に踏まえた上で、その趣旨を本条例に包含させ

るということで、廃止することを考えております。 

 次に、資料2をご覧ください。条例制定までのスケジュール（予定）ですが、本日の審

議会を経まして、10月1日から31日までの間、条例大綱について区民等の意見提出手続、

いわゆるパブコメを実施いたします。広報10月1日号及びホームページでパブコメの実施

を周知し、産業振興センターほか記載の場所に閲覧資料を設置します。なお、この場所で

も意見の提出はできることになっております。その後、11月1日以降、区民等から寄せら

れました意見を踏まえまして条例案を作成し、来年の第一回区議会定例会に条例案を提出

し、議決をいただいた後、4月から施行していく予定でございます。 

 以上で、条例の制定に向けた説明を終わります。 

○副会長 ありがとうございました。審議会の答申がどのように条例大綱に反映された

かというご説明をいただきました。皆様、ご説明を聞いて、ご意見などがございましたら

伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 条例大綱で新たに加えられた箇所の確認や条例大綱にした際の表現方法などについて

のご説明でしたが、ご意見ではなく質問でも、ささいな点でも構いませんので、何かござ

いましたら、この機会にどうぞ。 

○委員 審議会の中でもよく議論されていましたが、積極的な区民の参加といったもの

がしっかりと文章化されています。なおかつ、意欲を持って取り組む事業者または人々に

対しての区の責務としてのサポートという、一つの大きなストーリーがはっきりと組み込

まれ、大変いい案だと思います。 

○副会長 ありがとうございます。そうですね、とかくこういう産業振興となりますと、

区が単独で行うような、区が主体だというイメージがありますが、やはり三者の連携とい

いますか、それぞれの役割が重要だということは条例を作成する際に検討したことですか
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ら。ありがとうございます。 

○委員 すみません、いいですか。 

○副会長 どうぞ。 

○委員 先ほど説明していただいた中で、最後の、商店街の加入条例のところの説明が

よくわからなかったので、もう一度お願いできますか。 

○産業振興センター次長 はい。現在、条例として持っております商店街における商業

等の活性化に関する条例、これは商店街に特化した、いわゆる加入促進をするとか社会的

な責任があるというような条例ですが、その内容は今回条例としてつくり上げます中にほ

とんど全て入っております。同じような条例が二つあることは好ましくないので、今ある

条例を廃止し、商店街だけではなく、ほかの産業全般を対象とした新しい条例として、今

後はそれを活用していくということを先ほど申し上げました。 

○委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

○副会長 それでは、パブリックコメントが10月1日から31日までかけられますので、き

ょうこの場でなくても、各団体からもご意見をお出しいただければ、それが条例案に反映

させられますので、ぜひとも有意義なご意見をお願いいたします。 

 それでは、もう一つの議題といたしまして、この4月に改定しました産業振興計画の進

捗状況について、資料3をもとに事務局からご説明いただきます。 

○産業振興センター次長 はい。冊子としてつくり上げました産業振興計画の中から抜

粋する形で、資料3としてご用意させていただいております。では、各目標の主な取り組

み状況について説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、目標1の「多様な産業と住宅都市がともに発展するまち」から、③産業団体等と

区の連携による区内産業の魅力発信―これに対して、右に取組状況の概要を記載してあり

ます。 

 この計画に基づき、ジェイコム、ケーブルテレビに杉並紹介番組、「ジモトピ杉並」

という30分ものの番組の中で区内の企業紹介をするコーナーを設置して、放映しています。

第1回目は、ことしの2月に根本特殊化学さん。4月には有限会社松蔵さん――これは阿佐

谷文士カレーなどで有名なレトルト製造の会社です。また、6月には、委員でもいらっし

ゃる保坂彫刻工業さんのご紹介をしております。今後も一、二カ月に1社程度、このよう

な形で各企業さんを紹介していきたいと思っております。 

 なお、ＤＶＤで録りまして、阿佐谷の商工会館の中にある就労支援センターで放映し
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ておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。 

 次に、④産業団体等と区の連携や交流の場の拡大―この取組状況の一つとして、異業

種交流会を開催しております。25年度は「杉並ビジネス交流会」を3回開催予定で、東商

杉並支部主催、区が共催という形で進めてまいります。第1回は6月27日に25社が参加いた

しました。第2回が9月26日に開催。第3回は、規模を拡大しまして下半期に開催していく

という予定です。 

 次に、ビジネスフェアへの参加ですが、産業振興センターとして出展し、区内事業者

のＰＲを行います。今後、区内事業者の出展数をより増やし、交流の機会を拡大していき、

以下の3点に参加していく予定です。また、既に参加しているものもあります。一つが

「2013よい仕事おこしフェア」。これは主催が城南信用金庫さんで、8月6日、7日の2日間、

区内事業者2社が出展し、全体の来場者数は3万7,800人、センターのブースにご来場いた

だいた方は464人いらっしゃいました。次に10月に開催される「産業交流展2013」、主催

は東京都です。10月30日から11月1日、東京ビッグサイトで行われます。これにも参加す

る予定で今進めているところです。次が「ビジネスフェア From TAMA」、主催は西武信用

金庫さんで、11月7日に開催予定ということです。今後ともこのようなビジネスフェア等

に参加していきたいと思っております。 

 次に、2ページをお開き下さい。⑩相談機能の充実―この取り組みとしましては、現在、

商工相談員は15名おりまして、東京商工会議所の杉並支部の経営相談と連携して、センタ

ーの商工相談を実施しております。また、平成25年4月からセンターと中央図書館の共同

事業として、「阿佐谷図書館起業・経営相談会」これを毎月第4土曜日の午後、4こま設け

て、開催しております。 

 次は、目標2の「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」の⑥

商店街からの提案事業への柔軟な対応―これに対する取り組みとして、チャレンジ商店街

支援プログラムを構築しております。「チャレンジ商店街サポート事業補助金」とか「地

域特性にあった商店街事業補助金」、「商店街若手支援事業補助金」の新設・拡充を始め、

「新・元気を出せ商店街事業費補助金」の運用改善・周知強化などを図ることで、商店街

からの提案をより柔軟に受け止める体制を整えているところであります。また、国の補助

金の周知と申請に当たっての支援を行うなど、商店街からの提案を引き出す取組も同時に

行っております。 

 3ページは、目標3「食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎのあるまち」の
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②（仮称）農地活用懇談会の設置と運営―この取組状況につきましては、学識経験者、農

業委員など11名を構成員とする懇談会を6月11日に設置しました。7月19日は区内の農家さ

んを視察して、農地の現状を、委員さんと一緒に見て回りました。第3回の8月23日には、

農地等を取り巻く法制度の現状と課題を整理する意味で、勉強会と意見交換会を行ったと

ころです。第4回目は9月25日に開催予定です。そのような形で月1回開催することで、農

業に関する農地活用と、後継者の問題、農地、農業にかかわるいろいろな問題をこの懇談

会で取り上げて、提言ができるものがあれば、そのような形で提言をしていくということ

で、今取り組んでおります。 

 次に④地産地消マーケットの推進―この取組状況としまして、7月と11月に区内産の農

産物を学校へ提供する地元野菜デーというのを開催しております。このほか、農業者の支

援策をＪＡさんと検討しているところです。直売所用ののぼり旗を引き続き提供しており

ます。なお、26年度については、協働提案事業として、「まちなか地産地消事業の構築」

に取り組んでおりまして、事業実現に向けて申し込み団体と検討をしているところです。 

 次は4ページの目標4「安心して元気に働き続けられるまち」。就労支援センターの事

業として、①相談者に寄り添った伴走型の支援があります。平成24年12月に開設し9カ月

が経過したところです。7月までの就労準備相談を利用された人数は358人、延べ1,124件

の就労準備相談を行いました。その結果、就職・進路が決定したのが65件という実績が上

がっております。また、就労意欲を喚起するため、就労セミナーや少人数のグループワー

ク、職場体験などを交えたいわゆるジョブスクールを実施しているところです。 

 次に、⑤社会参加・中間的就労の場の確保―の取り組みとして、社会参加と中間的就

労の具体的なスキームを決定したことから、今後、事業者選定のプロポーザルを経て、中

間的就労業務を11月以降に実施予定です。 

 中間的就労の場の開拓につきましては、区内2,700社あてに就労支援に関するアンケー

トをお送りしたところ、52事業者から「受入可能又は可能性がある」という回答を得てお

りますので、現在、各事業者と調整しているところです。 

 最後、5ページの目標5「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」の①

多彩なメディアを活用した効果的な発信―に対しての取り組みは、5月29日に、仮称です

が、第1回「にぎわい・商機創出実行委員会」を立ち上げました。その後、プロジェクト

名を「中央線あるあるプロジェクト」にし、ロゴデザインは「なみじゃない、杉並！」を

決定して、現在、ポータルサイトを開設し、その中でフェイスブックも同時に開設してい
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ます。 

 この取り組みですが、既に行われました七夕まつり、阿波おどりのパンフレットとポ

スターの下にもロゴマークを掲載して、区民の方に周知を図っているところです。また、

東京新聞とタイアップをして、朝刊と夕刊にロゴを模したデザインで、七夕まつりと阿波

おどりの広告を載せております。また、今後についても、まち歩き企画について検討して

いるところです。 

 そして、⑥アニメコンテンツを活用した事業の支援―の取り組みとしては、「なみす

け」を商用利用に積極的に活用してもらい、杉並区とキャラクターの地名度を上げるとと

もに、商標登録については検討中ということでございます。9月中を目途に使用のガイド

ライン作成等を行い、現在、くまモンというキャラクターがございますが、あのように全

国的に使用ができるような取り組みにしていきたいということで検討しております。 

 以上でございます。 

○副会長 どうもありがとうございました。 

 今のご説明に基づいて、皆様からのまたご質問等、ご説明、ご意見がありましたらい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 農地の活用に関しては、法的な問題等、いろいろ難しいところがあるというこ

とで、学識経験者を含む委員会を構成して検討していると聞いて期待しています。これま

で3回開催されたところで、何か具体的な、実りある、前を向けるような提案がなされて

いたら、少しお聞きしたいと思います。 

○産業振興センター次長 6月に立ち上げたところなので、具体的な提言についてはこれ

からです。都市における農業というのは大変厳しいということは、現場を見て委員さん全

員が感じているところです。また、農地活用につきましては、やはり後継者、担い手が不

足しているというところが大きな課題と思われます。地産地消ということで、地元の野菜、

花などを多く買っていただければ当然生産量もふえる。生産量がふえれば、農地もそれな

りに確保しておかなければならないということになります。今後、その活用を区民の方に

もお知らせして、区全体の理解を得ながら農地の保全を進めるという検討方向になってお

ります。 

○委員 わかりました。 

○副会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに何かご意見、ご質問等はありますでしょうか。このお手元の資料3に掲載されて
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いますのは、産業振興計画改定答申と（仮称）産業振興基本条例答申、特にかかわりのあ

る事業が抽出されているものですが、これ以外に事業で特に何かありましたら、せっかく

の機会ですのでご発言をお願いいたします。 

○委員 11月9日・10日に桃井広場で、品評会とほかの催し物を併せて開催するというこ

とを聞いております。目標1の④産業団体等と区の連携による交流の場の拡大という計画

項目には、それについては書いてありませんが、この振興計画の中には入らないのですか。 

○産業振興センター次長 これではなくて…… 

○区民生活部長 それは、私のほうで所管しております。 

 昨年は、区制施行80周年ということで、杉並区80周年まつりを開催いたしましたが、

人と人が集まり、地域と地域をつないで杉並を元気にしていくようなイベントは、やはり

価値、意義があると再確認いたしました。それを踏まえて、今年度から、全区的なイベン

トとして、11月9日・10日の土日に、昨年と同様の桃井原っぱ広場と、近くにあります西

荻地域区民センター、勤労福祉会館を会場にして、「すぎなみフェスタ」という名称で、

開催する予定です。実行委員会形式でいろいろ企画、準備して、現在進めております。 

 その関連で、お手元にございます産業振興計画のほうでは、7ページの取組1の一番下、

⑤（仮称）すぎなみまつりでの区内事業者との連携ということで、「（仮称）すぎなみま

つり」という名称になっております。これは、計画策定時、まだ正式に実行委員会のもと

でイベントの名称が決まっていなかったのでこういう記載になっておりますが、ここの

「（仮称）すぎなみまつり」が正式に「すぎなみフェスタ」という名称で、現在、11月の

開催に向けて取り組まれております。 

 今回のイベントの特色としては、さまざまな既存のイベントとも積極的な連携をとっ

て開催していこうということで、杉並区農業祭、あるいは新たに始める産業フェア、さら

にはパンまつり、スイーツフェアなど、既存のイベントも――産業フェアは新しいですけ

れども、積極的にすぎなみフェスタの中で開催することで、相乗効果を発揮していこうと

いうことです。ちなみに杉並区農業祭は桃井原っぱ広場の中で、これまで以上にパワーア

ップして開いていただく方向で、現在調整を進めている状況でございます。 

○委員 それは、商店会とかアニメとか、そういうものも全部含まれるのですか。 

○区民生活部長 ええ。やはり杉並を元気にするには、区内経済が活性化している状況が

目指すべき方向ですので、こうしたイベントもそうした方向へのてこになるような催しと

していきたいと考えています。とりわけ西荻地域区民センターのほうでは、産業団体の皆



平成 25 年度第 2回 杉並区産業振興審議会 

 

 11/15

様とも調整して、区内事業者さんも積極的にブース等を設けていただくよう、取り組んで

いるところでございます。 

○委員 今回は桃井の場所でやりますよね。杉並区って、広いじゃないですか。ほかに場

所を移してやる計画とか、そういうことはあるのでしょうか。 

○区民生活部長 イベントの巡回開催というのは、当然考え方としてはあると思います。

しかし、昨年の80周年まつりでは9万3,000、9万4,000人という2日間でのご来場者があり

ました。そのぐらいの区民の方が一堂に会せる場所としては、やはり桃井原っぱ公園が一

番なのかとは思います。当面はあの会場を舞台に開催してまいりまして、今後、区民ある

いは団体の皆様のご意見なども頂戴しながら、実績を踏まえて、また考えてみたいと思っ

ております。 

○委員 原っぱ公園は確かに広いということはわかりますが、そこの住民だけがにぎわう

というのではどうでしょう。東西南北、場所が確保できるかどうかはともかく、このフェ

スティバルというのがほかでもできるようにしないと、杉並区全体が盛り上がらないとい

うか、住民が盛り上がらないと思います。そういうことをこれからぜひやっていただきた

いと思います。 

○区民生活部長 ことし1回目のすぎなみフェスタの開催ですので、何よりも大勢の区民

の皆さんにお集まりいただき、楽しんでいただくことを目指しています。杉並が元気にな

るようなイベントになるよう全力で今取り組んでいますので、また、その結果を踏まえて、

今のご意見なども一つの参考とさせていただきたいと思います。 

○副会長 今のような建設的なご意見、もっとこうしたらいいのではないかというような

ことがありましたら、どんどん出していただければと思います。ほかの方はいかがでしょ

うか。 

○委員 今の委員さんの意見に全く同感です。杉並区は、何といっても広いです。今回、

フェスタが第1回目なので、何も言うことはありませんが、将来的にこういう行事を発展

させる考えは必要だと思います。杉並区は広いので、大きな会場があれば、何年かに1回

のローテーションを組みながら、東西南北に歩けるようなスタイルが必要です。 

 どうしてもその地域の方は興味を持って出ますが、ちょっと遠い方は来ないですね。私

も桃井グラウンドに近い人間の一人なので、地元がにぎわいますから非常にありがたい状

況です。でも、桃井は杉並区の北西ですから、これを東の地域に分散していく考えが必要

です。 
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 実は、それに似通った例として、すぎなみ舞祭というのをやっております。これも、杉

並区の小中学校の音楽系統の子供たちへ非常にいいということで年々実施しておりますが、

1回目は上井草のスポーツグラウンドで2年やり、3年目、4年目、5年目は蚕糸の森、杉十

のグラウンドでやりました。非常にいいです。その地域としては非常に盛り上がりますし、

来場者も多いし、参加者も多い。ことしは第6年目を迎え、済美山公園でやります。舞祭

の物の考えは、村おこしをしていきたいなら、その地域に大きな、雰囲気というか状況と

いうか子供への期待度というか、そういったものを持ち回りしながらいこうということで、

皆さんで準備してやっております。すぎなみフェスタも杉並区の村おこしになりますので。

将来的なことだけを申し上げました。 

○副会長 どうもありがとうございます。 

○委員 それからもう一点あります。5ページで、目標5のところの上段ですが、多彩なメ

ディアを活用した効果的な発信ということで、もろもろのものが書いてございます。七夕

まつりや阿波おどりは、東京の中では杉並区のブランド商品と言えると思いますが、この

中にまち歩き企画というのがあります。杉並区には、大きな歴史というものがいっぱいあ

りますね。大きな川も区内に3本流れる。その川の流域だけでも結構いろいろなものがご

ざいます。阿佐ヶ谷文学でならした昔のアララギ派、隆盛をきわめた文学者の町もいろい

ろあります。探せば幾らでもあります。こういったことで、これも今後の課題として検討

中とありますので、杉並に来たら、まち歩きをしてもらえるようなまちづくりを長期展望

的にやっていただければありがたいと思っております。 

○副会長 ありがとうございます。 

○委員 それから、もう一つ。まち歩き企画には、文化、スポーツ、美術館、神社仏閣め

ぐり、川めぐり、体育館とか、大きなもので内容を入れておいたらいいのかなと思います。 

○副会長 大変貴重なご意見、ありがとうございます。 

○産業振興センター次長 まち歩きの関係で、今、企画している部分を少しお話しさせて

いただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○副会長 どうぞ。 

○産業観光係長 先ほど次長のほうからも説明がありましたとおり、ことし、杉並区の外

部から誘客を図りたいということで、中央線あるあるプロジェクトというものを立ち上げ

まして、現在、展開している最中でございます。今、パネルを持ってきてもらいましたが、

これがポータルサイトのイメージになっております。中央線は区内4駅あり、例えば主要
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なイベントや、食文化や、見て歩いて楽しいポイントだとか、雑貨屋さんやアンティーク

ショップや古着屋さんなども結構ございますので、そういうショッピングの情報なんかも

どんどん掲載して、今、杉並の魅力を発信しています。 

 新聞紙面ですが、東京新聞さんにも実行委員会のメンバーに加わっていただいておりま

して、それで、8月1日に、このプロジェクトのキックオフということでの広告も載せさせ

ていただいたということです。 

 今、委員からまち歩きに関してのお話がございましたけども、現在、10月下旬ぐらいを

めどに、中央線4駅の周辺の魅力あるコンテンツを配したようなガイドリーフレットの作

成に入っております。杉並の外部から人を呼びたいということもあって、ＪＲの中央線の

駅に配して、杉並のほうに来ていただくような取り組みを考えています。あともう一つ、

10月中旬から11月ぐらいになりますが、杉並をよく知る著名人の方に、それぞれの駅ごと

にお薦めまち歩きコースを連載する形で、東京新聞のほうの紙面で特集したものを載せて

いくという企画があります。 

 それから、日本動画協会さんにも実行委員会に加わっていただいておりまして、12月か

ら来年の3月ぐらいをめどに、企画中の案件があります。区内に力量のあるアニメ制作会

社がたくさんありますので、そちらでつくられている作品のアニメキャラクターを活用さ

せていただき、例えば公園や神社とかのポイントごとに、ＡＲマーカーというものを配し

ます。ポスターみたいなもので、スマートフォンでアプリを起動させてそのマーカーにか

ざすと、ＧＰＳ機能も使うような形でアニメキャラクターがスマートフォン上に出現して、

そこで写真撮影ができるというような取り組みです。今アニメ制作会社さんを回らさせて

いただいて、ご協力いただけるような形で進んでおりますので、いずれご紹介ができるか

と思います。 

○委員 ありがとうございます。 

○副会長 では、委員、お願いいたします。 

○委員 またすぎなみフェスタの話に戻らせていただきますが、すぎなみフェスタの参加

者を募っているというのを見まして、やはりこのまま原っぱ広場で定着してしまうのだと、

ちょっとがっかりしたのが第一印象でしたが、今のお話で、皆さんからの声もありました

から、まだ会場が巡回していく可能性もあるわけで、ぜひ巡回していただきたいと私も思

っております。それから、昨年、私たちのグループで出展を申し込んだところ、参加者の

申し込みが多過ぎて断られました。今後も、フェスタでたくさんの申し込みがあった場合
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にどういうふうに取捨選択していくのかという、その辺をちょっとお聞きしたいのですが。 

○区民生活部長 今回も一般公募枠で手を挙げていただいて、必要な調整を実行委員会の

もとでさせていただいたわけですけれども、やはり限られたスペース、あるいは出展に当

たってテント等の確保とかございますので、手を挙げられた方全てに対応するというのは

なかなか難しいことです。ただ、応募状況、あるいは実際の開催状況を踏まえて、また次

年度以降はできるだけ希望者の方のご要望がかなうようなやり方、それは実行委員会のも

とでまた検討させていただければということで、この場で直ちにこういうやり方とか、ま

だ申し上げにくいのですが、よろしくお願いします。 

○委員 よろしいですか。先ほど私が言ったことを、ちょっと勘違いされているようなの

で補足させてください。持ち回りではなくて同時に何か所かで一斉にフェスティバルをや

るということです。都合もあるでしょうから、必ずしも同じ日にちでなくてもよいですが、

できればそういう形でやっていただきたい。そうなれば、せっかく申し込んでくれていた

人も断られるということもなくなりますし、ぜひ検討していただきたいと思います。 

○副会長 ありがとうございます。 

 ほかに何かご意見、ご質問等はございますか。どうぞ。 

○委員 では、一言。今、委員から、同時にという話があったので、そのことに関連する

と思いますが。 

 私は商店街なのですが、イベントを開くには、普段から地域とのネットワークが大事で

す。区と連携して一斉にイベントをやるのであれば、ふだんから各地域にそういう拠点と

なる協議会とかを設けて、それぞれの地域に合ったイベントプランを立ててやっていくこ

とが、まず一つ大事かなと思います。 

 私、高円寺なのですが、高円寺に座・高円寺という劇場ができてから5年たちますが、

そこに地域協議会というのが設置されていまして、毎月そこで、商店街だけでなく地域の

いろいろな方が参加して、イベント等について意見を出し合っています。その結果として

いろいろなイベントが定期的に定着するようになったのですね。ですから、このフェスタ

は区が主催して年に1回ということですが、そういう形で地域に拠点をつくって協議会が

できれば、いろいろな地域で大小いろいろなイベントがつくれるかと思ったので、ご意見

を参考までに申し上げます。 

○副会長 ありがとうございます。 

 ほかにどうでしょうか。 
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 皆様にご尽力いただきましたこの振興計画に基づきまして、全体としてしっかりと事業

が進捗していると感じます。改善の余地もあろうかと思いますが、皆さんの議論されたこ

とに基づいて、区としても鋭意努力しているということでありますので、今後とも、また

パブリックコメントもありますけども、ご意見等をよろしくお願いいたします。 

 最後に所長、何か感想等がありましたらお願いいたします。 

○産業振興センター所長 きょう、本当にたくさんの方に参加していただきまして、あり

がとうございました。私ども、この計画をどう進めていくかというのが大きな課題で、平

面的な、直線的な進め方をしていくのではなくて、いろいろな要素を複合的に取り入れな

がら、事業そのものの幅を広げていく展開をしていきたいと思っています。 

 特に、計画改定に当たって答申で出された趣旨がまさにその部分にあったと私どもは思

っています。それぞれの事業を縦割りの中だけで進めるのではなくて、横にどう広げてい

くのか、行政の内部でもどうつながっていくのか、区民ともどうつながっていくのかと、

そういう観点で進めていきたいと思っています。それには、やはり皆様方のいろいろなご

意見を、批判も含めて出していただけたら、もっと真っすぐ進んでいけるかなというふう

に思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○副会長 どうもありがとうございました。 

 本日の議論と1カ月間のパブリックコメントの結果に基づきまして修正した条例案をま

た皆様にご報告することになると思いますけれども、その節はよろしくお願いいたします。 

 では、本日の議題はこれで終了いたしますので、事務局から次回の審議会の日程や今後

のスケジュールなどについて、お願いいたします。 

○産業振興センター次長 はい。貴重なご意見、ありがとうございました。 

 先ほど副会長のほうからありましたように、10月1日より広報で周知しましてパブリッ

クコメントを実施しますので、ぜひご意見等をいただければと思います。 

 また、次回の審議会の予定ですが、年明けの1月から2月に開催したいと思っております。

議題としましては、産業振興計画の1年間の進捗とパブリックコメントの結果と修正後の

条例案ということになりますので、よろしくお願いいたします。期日につきましては、ま

た後日ご連絡させていただきます 

○副会長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして第2回の審議会を閉会いたしたいと思います。本日は、ど

うも、貴重なお時間をありがとうございました。 


