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提出された意見の概要と区の考え方 

 

意見提出期間：平成 25年 10月 1日から 10月 31日まで（31日間） 

件 数：８件（個人８件、うち産業経済団体関係者５件） 延べ 26項目 

 

No 意見の概要 区の考え方 
修正の 

有無 

全体に係る意見 

1 

審議会の議論が反映された条例案

となっている。この条例の制定を

契機に区内の産業を発展させてい

ってもらいたい。 

（仮称）産業振興基本条例の施行に

あたっての参考意見とさせていただ

きます。 

無 
2 

杉並区産業振興の柱としてこのよ

うな条例を制定することに賛成で

ある。 

3 

今後は、この基本条例の理念に則

った施策、活動が展開され、具体

的な成果となることを期待する。 

4 

商店街活性化条例を廃止すること

になっているが、本条例との関係

はどうなっているのか。 

「杉並区商店街における商業等の活

性化に関する条例」制定の経緯を踏

まえ、その目的や理念などを引き継

ぎ、商店街だけでなく、区内産業全

体の振興を目的に本条例を制定する

のに合わせて、商店街活性化条例は

廃止することとしています。 

無 

5 

区民、行政、事業者等が自ら積極

的に地域振興活動に関わることと

しており、ともすると受け身にな

りがちな区民、事業者の責務を明

確化した点を評価する。 

（仮称）産業振興基本条例に基づき、

事業者や産業経済団体、区民、区が

それぞれの役割を果たすとともに、

互いに手を携えながら、産業振興・

地域振興を図っていきたいと考えま

す。 

無 

前文 

6 

「杉並らしい産業」とあるが、も

う少し具体的にイメージできる表

現に工夫すべき。 

前文や基本方針にある「地域ににぎ

わいと活力を生み出す産業」、「住環

境と調和した産業」を「杉並らしい

産業」と考えます。 

無 

別 紙 
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7 

前文の「地域ににぎわいと活力を

生み出す」という部分は、「安全に

配慮したうえで地域ににぎわいと

活力を生み出す」として欲しい。 

また、「より質の高い住宅都市へ」

という部分は、「災害時も安全に過

ごせるより質の高い住宅都市へ」

として欲しい。 

「より質の高い住宅都市」の趣旨に

は、防災や福祉、教育やまちづくり

など、区民の暮らしに関わる様々な

要素が含まれるものと考えます。 

なお、区では、基本構想・総合計画

に基づき、災害に強く安全・安心に

暮らせるまちの実現に向けて、防災

まちづくりや各種防災対策に取り組

んでいるところです。 

無 

基本方針 

8 

基本方針に示された事項を達成す

るための具体的な方策についても

示すべき。 

区の責務として、区内産業の実態把

握に努め、産業振興に関する計画を

定めることとしています。その計画

において具体的な方策を明らかに

し、事業者や区民とともに推進する

ことにより、基本方針の実現を図り

ます。 

無 

9 

工業に関する方向性がはっきりし

ていない。「騒音・公害を生むよう

なものではない、新しいタイプの

製造業」が興るのであれば、雇用

の創出につながり、経済効果も見

込まれる。 

住環境に配慮した製造業が発展する

ことで、新たな雇用の創出や経済循

環の促進が期待されます。区では、

新しい産業分野における創業支援や

優れた技術・製品のＰＲ活動などを

行っていますが、今後も、事業者や

産業経済団体と一体となって工業分

野の振興を図っていく考えです。 

無 

10 

ア「住環境と調和した産業振興」

は、「住環境や景観、緑地の確保と

調和した産業振興」として欲しい。 

本条例には、農業の振興も含まれて

おり、農地の保全は必要と考えてい

ます。また、景観や緑地の確保とい

った趣旨も、住環境に含めて考えて

います。 

無 

11 

基本方針に、「生活支援拠点として

の商店街づくりを進める」とある

が、施設整備は区の責務で行って

いくべきである。 

基本方針に掲げる商店街づくりは、

区民の生活にうるおいと豊かさを与

え、安全・安心に利用していただく

ための取組を示すものであり、区民

や地域、事業者や区が、それぞれの

役割分担に応じて一体となって進め

ていく必要があると考えます。 

 

無 
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12 

他の事業者との連携の機会や付加

価値向上のための取組を支援して

もらいたい。 

区の責務において、区内産業の実態

把握に努め、産業振興に関する計画

を定めることとしています。その計

画において、必要な取組を推進して

いきます。 

今後も、区内産業の良さを多くの人

に知ってもらえるよう、ビジネスマ

ッチングの推進など、交流の場の拡

大を図っていきます。 

無 

13 

区内産野菜の買取価格が低いため

に生産をやめる農業者もいる。集

荷・販売の仕組みができれば需要

の拡大につながる。 

地産地消の推進や区内産農産物の魅

力向上、ブランド化を進めるととも

に、生産者の顔が見える流通システ

ムを構築することで、消費拡大を図

っていきます。 

無 

14 

地産地消を推進するためには、い

つ・どこで・誰が・何を作ってい

るのか区民へ発信することが必要

である。 

無 

15 

農地が減少する中、後継者の育成

は大切である。農業を続けていく

ことができる事業が必要。農家を

守ることが農地を守ることにつな

がっていく。 

多様な機能を有する農地を保全する

ことは、農作物の生産だけでなく、

環境や防災といった面でも、区民生

活の向上に大きく貢献しています。 

農業の維持・継続、後継者の育成支

援については、農業者や区民、事業

者、区が協力しながら取り組むべき

と考えます。 

無 

16 

オ「農地の重要性に鑑み、その保

全に努めること」は、「農業従事者

と協力してその保全に努めるこ

と」として欲しい。なお、農業従

事者については、「兼業もしくは専

業で農業に従事するもの」と定義

すること。 

農地については、区民や事業者、産

業経済団体、区など、全ての人々が

協力しながら保全に努めていくべき

ものであり、農業従事者との協力関

係に限定するものではないと考えま

す。 

無 

事業者の責務 

17 

街路灯や防犯カメラなど、商店会

が負担している経費に対しては、

未加入者にも応分の負担を行うよ

う具体的に規定する方がよい。 

産業経済団体への加入と同様に、商

店会の経費に対する負担についても

条例で義務付けることは難しいと考

えます。なお、加入の有無に関わら

ず、各事業者が地域活動への積極的

無 
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な参加と応分の負担を行うことを条

例で規定しています。 

18 

産業団体への加入促進には区も積

極的に関わり、会員数の増加を図

ってもらいたい。また、加入につ

いて一定の強制力を規定できない

のか。 

産業経済団体への加入を条例で義務

付けることは困難と考えます。 

会員数の増加に向けた加入促進の取

組は、各団体が自主的かつ主体的に

行うものであり、区も、そうした取

組について、より成果が得られるよ

う、必要な支援を行っていきます。 

無 

19 

産業協会も加入者数は減少してい

る。区も一緒に加入促進に取り組

んでもらえないか。 

無 

区の責務 

20 

審議会では、産業団体加入者に対

する優遇措置について議論が行わ

れていたが、この条例を受けてど

のように具体化していくのか。 

他自治体の取組などを参考にしなが

ら、今後、産業経済団体加入者に対

する具体的な支援策を検討していき

ます。 

無 

21 

効果的に産業を振興していくため

に、区は、国や都、産業団体と緊

密に連携して、中小企業支援を行

ってもらいたい。 

従前の中小企業支援に加え、国や東

京都、産業経済団体とこれまで以上

に連携し、より実効性の高い事業を

展開していきます。 

無 

22 

産業団体活動を通じて地域活性化

に寄与する事業者等を区が支援す

る旨が明記されていることは、今

後の活動推進に向け有意義なこと

である。 

地域経済の活性化に向けて意欲を持

って活動する事業者等について、必

要な支援を行っていく考えです。 無 

区民の理解と協力 

23 

区民の理解や協力について、具体

的にどのように進めていくのか。 

区内事業者や産業経済団体との連携

により、区内産業の魅力を区内外に

発信するとともに、区内産品の区内

での消費拡大を図ることで、区内産

業の振興に区民の理解と協力を得ら

れるよう取り組んでいきます。 

無 

24 

区内産品の消費の推進は区民だけ

でなく、杉並区を訪れる全ての人

を対象とすべきである。 

区内産品の消費拡大は全ての人が対

象と考えており、区内外で幅広く消

費が進むよう、杉並の魅力向上とに

ぎわいの創出を含め、需要拡大の仕

組みづくりについて基本方針で規定

しています。 

 

無 
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その他 

25 

本条例は荻窪まちづくり会議と連

動し、荻窪駅南口の再開発に大き

く影響する。荻窪駅南口エリアは、

商業ベースでの再開発に相応しく

ない地域である。再開発に伴い地

元商店街が犠牲を強いられること

のないよう、慎重に対応してほし

い。 

今後の都市計画、まちづくりを考え

る上での参考とさせていただきま

す。 

無 

26 

基本構想の説明会で「まちづくり

と産業振興は両輪」と聞いた。住

宅都市とはいえ、区内産業は重要

な役割を果たしているが、再開発

とセットの産業振興政策は適当で

はない。 

 


