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資料 2 杉並区の商店街の現状と課題 

参考資料 （仮称）杉並区就労支援センターの設置について 

・「条例検討部会」の設置について 

・商店街支援策について（吉田氏資料） 

・消費者参加型の商店街活性モデル 親子で街デビュープロジェクト 

                      （西本氏作成資料） 

会議次第 1 開会 

2 資料説明 

 ・杉並区における商店街振興施策について 

 ・杉並区の商店街の現状と課題について 

3 議題「杉並区の商業振興施策及び商店街活性化について」 

 (1)意見聴取 

  ・高円寺銀座商店会協同組合専務理事 吉田義博氏 

  ・プランニング・シーズ 西本則子氏 

 (2)資料説明及び意見聴取した事項を踏まえ検討 

4 条例検討部会について 

5 その他 

  ・（仮称）杉並区就労支援センターの設置について 

6 連絡事項 

7 閉会 
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○会長 それでは、定刻でございますので、第3回杉並区産業振興審議会を開会したいと

思います。 

 事務局より、委員の皆さんの異動等、ご説明があります。よろしくお願いします。 

○産業振興センター次長 はい。では、私から説明させていただきます。 

 日本動画協会の委員が、ご都合により辞退されたいという申し出がございました。後

任といたしまして、本日、動画協会の松本悟様を委員として委嘱させていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 では、簡単に自己紹介をお願いできますか。 

○委員 松本悟でございます。動画協会の専務理事を7月から務めさせていただいてまし

て、前任者と交代という形になります。 

 今まで、バンダイナムコグループで、おもちゃ、プラモデルも含めて、女児玩具、同

じグループの中でのこの杉並区にありますサンライズのアニメの制作、それとバンダイチ

ャンネルでアニメの動画配信をそれぞれ担当しながら、今日に至っています。 

 きょうの会議の流れをまだ把握していないので申しわけないのですけど、おもちゃ、

キャラクター、アニメといったいわゆるマーチャンダイズにも絡む――マーチャンダイズ

と言っていいのですかね、いろいろな、子供たちを含め、注目を集めるような意見がここ

で出せればいいかなというふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 

○会長 それから、事務局から配付資料の確認等、お願いいたします。 

○産業振興センター次長 はい。私から説明させていただきます。 

 まず、1枚目が式次第でございます。2枚目がきょうの席次表、3枚目以降が資料1、杉

並区における商店街振興施策について、続いて資料2が、杉並区の商店街の現状と課題、

それから、きょうお話しいただく意見参考人の方々の簡単なレジュメがございまして、一

番最後に参考資料として（仮称）杉並区就労支援センターの設置についてという資料をお

配りさせていただいております。最後に、第2回審議会の会議録、これはご確認をいただ

きたいという内容でございますが、一応お手元に配付させていただいております。それか

ら、今、席上配付ということで、商店街マップですね、純情商店街と教会通りの商店街マ

ップ、各1部ずつと、意見参考人のお一人が活動されていらっしゃる和田商店街での、地

域コミュニティ新聞の創刊号と第2号、これをお配りさせていただきました。 

 以上、お手元の資料、過不足ございませんでしょうか。 
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○会長 はい。ありがとうございます。 

 ただいまのご説明の中にも出てまいりましたけれども、きょうは、議題として、杉並

区の商業振興施策及び商店街の活性化について集中的に議論していきたいと思いますが、

このトピックを議論するに当たりまして、この委員以外にお二方の参加をお願いしており

ます。事務局から、ご紹介をお願いします。 

○産業振興センター次長 はい。本日は、審議会条例に基づきまして、委員以外の出席

者として、商店街のお立場から、また高円寺におきまして新しい公共支援に取り組んでお

られる高円寺銀座商店会協同組合専務理事の吉田様、それからプランニング・シーズの西

本様、西本様には消費者の視点からのご意見を伺いたいというふうに思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続きまして、資料説明を次長の方からお願いしたいと思います。 

○産業振興センター次長 はい。では、まず私から、資料1について説明をさせていただ

きます。 

 資料1の1枚目ですが、これは商店街連合会の加盟商店会数の推移ということで、平成

10年から平成23年までの商店会数が、平成10年の94から平成23年は91と、これは商連に加

盟している商店会数ということでございますので、未加盟の商店会も含めると区内全体で

は130ぐらいございます。それから、商連に加盟している商店数が、平成10年は5,541から

平成23年は4,895と、500強減っているということがうかがえます。 

 その下のグラフを見ていただきますと、この折れ線グラフの方が商連加盟商店会数で

ございまして、平成20年まで減少傾向にあったものが平成21年から一気にふえまして、以

降横ばいということでございます。平成21年になぜ増えたかという分析ですが、なみすけ

商品券を平成21年から発行しておりますので、多分、なみすけ商品券を活用するために商

連に加盟した商店数、商店街が増えたのではないかというふうに考えております。 

 続きまして、裏面2ページをごらんください。 

 これは活性化施策、幾つかあるのですけども、2ページの新・千客万来事業と、それか

ら4ページのイベント事業、それから6ページの地域経済交流事業、これはすべて補助金で

ございますけども、これについて若干説明させていただきます。 

 まず2ページの1、新・千客万来・アクティブ商店街事業補助金。これは平成13年から
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スタートいたしまして、1の①商店街提案型・外部提案活用型、②継続支援型と3パターン

ございまして、商店街提案型といいますのは、商店街がみずから事業内容を提案していた

だいて、審査会で通った事業内容について補助金を支出しています。補助率は10分の10、

区負担が10分の10でございまして、区単独、東京都の補助金はございません。補助限度額

は1,000万円以内です。それから、継続支援型は、継続してやっていくことについて意義

があるものについて、継続の支援をしていくということでございます。 

 主なものでございますけれども、例えば、年度別になっていますが、13年度の二つ目、

久我山連合商店会が、「水と緑と豊かなときが心を癒すまち“久我山”（ホタルが住める

ような環境の再生・ホタル祭り、等環境関連イベント事業）」ということで、ホタル祭り

は今現在も続いております。ホタルを、学校と連携して、13の教育機関のビオトープ、

小・中学校あるいは幼稚園、高校でホタルを飼育しています。そして、そのホタルをこの

地域の玉川上水とか神田川、ここに自然に生育しているホタルもいるのですけども、人工

的に成育したホタルを放して、その地域特性を生かして久我山の地域をＰＲしているとい

うような事業でございます。 

 それから、15年度の二つ目ですね。女子大通り商和会で、「“商店街ギャラリー”商

店街がアート・ギャラリーに“アートな街・西荻”」ということで、その名のとおり女子

大がございますので、商店街をアートな街にしていこうというような試みでございます。 

 それから、3ページをごらんください。上から三つ目、21年度の教会通り新栄会、「商

店主ディレクターの番組作成事業（番組制作事業、ワークショップの開催、番組放映、ス

タジオ設置）」ということで、商店街を紹介するテレビ番組をこの教会通りが自主的に制

作をして、ＰＲしていったというような事業でございます。東京都主催の商店街グランプ

リという審査がございまして、そこで1位を獲得した経緯がございます。この事業は22年

度まででございまして、23年度は廃止しております。その理由は、10年たって一定の成果

を得たということと、なかなか新しい事業提案が出にくいというようなところもあろうか

と思います。 

 続きまして4ページ、これはイベント事業ということで、単年度ごとに行っている各商

店街の事業でございます。これは開催月別に並んでおりまして、おおむね7月、8月、9月、

10月、11月と、大体夏から秋が多いということです。全体で23年度実績95事業で年々増え

ておりまして、地域特性を生かした商店街主催の事業も増えているというところでござい

ます。例えば、高円寺でいえば、1番の4月、高円寺びっくり大道芸、それから91番、2月
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の高円寺演芸まつりです。演芸とか大道芸とか、座・高円寺の建設に当たり、座・高円寺

地域協議会というのが高円寺で立ち上がりまして、その地域協議会の中で高円寺のまちの

活性化について議論が交わされて、こういったいろいろなイベントの発案が出てきたとい

う経緯がございます。 

○会長 これは都の事業でしたか。 

○産業振興センター次長 いえ、これは都と区と両方です。 

○松島会長 都と区と、両方で出しているのですね。 

○産業振興センター次長 はい。総事業費が100万円以上の場合は都が3分の1、区が3分

の1、商店街が3分の1です。 

 あと特徴的で、おもしろいと思いますのは65番ですね。先ほども女子大通りをちょっ

と説明させていただきましたけれども、女子大が近くにあるということで、「300ｍのバ

ス通りが巨大キャンパス」ということで、バス通りにいろいろな絵を描いていくというよ

うな、壮大な試みのイベントでございます。 

 続きまして、6ページです。地域経済交流事業費補助金対象事業ということで、商店街

組合等が、区や商店街とゆかりのある地方自治体や地域団体と経済交流事業を行うことに

対する補助金でございます。それで、23年度実績は――19年度からですね、23年度は特に

数件、若干ですけど、東北地方、震災地への支援というところも結構ございました。 

 あと、19年度から和泉明店街、沖縄県及び宮古島の「うちな～離島フェア」。これは、

16年度の和泉明店街で、「和泉明店街の沖縄タウン化事業（沖縄の街並み整備事業、沖縄

物産直営小売・販売事業）」という沖縄タウン化事業というのをスタートさせまして、そ

の延長線上でこういった沖縄との交流も、継続しているということでございます。 

 それから、7ページをごらんください。経営力強化施策として、3点ございます。1点目

は、商店街マップ助成。これは今お手元にお配りしております、例えば、純情商店街と教

会通りのマップのようなものです。過去、全体で21件補助しておりますけども、こういう

形で各商店街ごとにどういうお店があるのかというようなことを作成して、商店街に来ら

れたお客様に配布したり、各商店でＰＲしているということでございます。 

 それから、2点目が商店街情報化推進事業助成。これは、簡単に言うと、ホームページ

の開設事業ということでございます。過去5年間で23件補助しております。補助率は都が3

分の1の区が3分の1。23年度は急に増えております。しかし、ホームページを開設すると

きはこれだけの補助金を出しますけども、維持管理経費を出しておりませんので、なかな
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か更新ができていないという状況も、問題としてはございます。 

 3点目は、空き店舗活用事業費補助金。これは過去の実績ですが、16年度スタートで1

件しかございません。区の補助限度額が500万で、なぜ1件しかないかといいますと、非常

に要件が厳しくて、地域貢献が条件にあるからです。ＮＰＯや商店街組合が主催する事業

に対して主催団体を限定していることと、事業内容に地域貢献をするという制約をかけて

いたものですから、過去1件しかございませんでした。今年度はもう少し枠を緩和して、

地域特性を踏まえた上で区民ニーズを充足するような空き店舗事業の展開というように、

少しやわらかくしております。例えば、生鮮三品を販売するようなお店でもこの事業に乗

ることができるようにと考えております。 

 最後に8ページです。施設整備施策ということで、装飾灯補助と防犯カメラと商店街カ

ラー舗装という3点がございます。装飾灯の補助金につきましては、57年度からスタート

いたしまして、区内全体で装飾灯は約4,000本ございますが、それまでのうち1,425件、3

分の1強の装飾灯についてＬＥＤ化を図ってきております。ＬＥＤ化を図るとどういうメ

リットがあるか皆様ご存じかと思いますが、電気料金が2割ほど削減され、ＣＯ2の削減に

もなるというような効果がございます。 

 それから、2点目の防犯設備の整備に対する補助金で、防犯カメラ設置費助成。これま

で76件を補助しておりまして、具体的にどういう効果があったかというのは上がってきて

おりませんけれども、ここは非常にニーズが高い補助金でございます。 

 それから、最後に商店街のカラー舗装助成。これは11件しかございません。これは事

業費が非常にかかりますので、区道の場合、補助限度額が1億、私道の場合は6,000万とい

うことで、予算の関係もありますし、これはうちだけではなくて、区道の関係であれば都

市整備部との関連もありまして、この連携も難しく、ちょっと複雑になっております。 

 これが資料1の説明でございます。 

 続いて、資料2の方に移らせていただきます。 

 これは産業実態調査報告の抜粋でございまして、第1回のときに説明した内容と若干重

複する部分もございますけども、ご容赦ください。まず、大きなところだけ説明させてい

ただきます。 

 1の区の商業の市場規模の2)小売業の年間販売額の推移ですが、小売業の年間販売額は

平成11年の約9割弱、1割減少しております。売上高につきましても、増えているのは専門

店でございまして、コンビニも増えているというようなことが言えます。 
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 各店舗の経営動向ですが、従業員数は正社員4人までの小さな店舗が6割半ばです。 

 それから売上高と客数の変化ですが、売り上げ、客数ともに増加した店舗は5％に満た

なく、逆に減少した商店が75.6％。客数が減少した商店は74.2％になっております。 

 それから見通しですが、今後成長すると捉えている商店は10.7％、約1割。やや落ち込

むのが39.1％。現状維持が約3割。大きく落ち込むが2割といったところでございます。 

 小売店の業態と消費者の店舗選択では、1)業態別店舗数では、「住関連専門店」、こ

れは衣料品と食料品を除きますけども、この専門店が37.4％と非常に高くなっておりまし

て、「中心店」が約2割、「食料品店」が同じように2割弱という傾向でございます。 

 それから、一番下の4)買い物に利用するお店でございますが、「よく利用する」と

「時々利用する」と併せた『利用する』は、自宅周辺のスーパーが9割弱、88.8％。続い

て自宅周辺のコンビニエンスストアが61.5％と。それから自宅周辺の一般商店は38.2％と

いうことで、自宅周辺の商店が4割弱というふうに、余り利用されていないという傾向が

見てとれます。 

 一番最後の丸ですが、自宅周辺の一般商店を利用する理由は、「家から近い」が

73.8％。「品質・鮮度がよい」が50％。それから「安心感がある」が45.2％となっており

ます。 

 次のページですが、自宅周辺の店舗を利用する場合、スーパーは利便性、商店街は品

質・安心感、それからコンビニは安心感に加えて品質・品揃えが評価されています。 

 自宅周辺以外の店舗を利用する場合は、品揃えの豊富さ、安いこと、駐車・駐輪場が

あることなどが挙げられております。 

 3ページの方をごらんください。5)ニーズの把握ですが、消費者ニーズの把握につきま

しては、商店街は「長年の経験」が5割と。次いで「専門誌・業界紙等の購読」が30.7％。

「特に実施していない」のが27.5％ということで、この辺が非常に弱いところかなと思い

ます。 

 それから、6、商店の強い点と弱い点。1)商店の強い点として自ら感じている点は、

「きめ細かいサービス・接客」が50.9％。「商品の品質・鮮度等」が45.5％。消費者が利

用する理由は、「家から近い」が73.8％。「品質・鮮度がよい」が50％。「安心感があ

る」が45.2％というふうになっております。 

 商店の弱い点、自らが弱いと感じている点は、「立地」それから「長時間営業・年中

無休」「地域に密着した事業・活動」「商品競争力」などがございまして、区民が感じて
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いる不満は、「欲しい商品がない」とか「品揃えが少ない」とか「商店が少ない」「駐

車・駐輪スペースが少ない」などがございます。 

 7、商店の今後の経営方針について。1)商店の後継者については、決まっている商店が

2割で、廃業予定が3割。それから、事業主の年齢は、60代、70代が57.2％と、非常に高齢

化しています。 

 経営上の問題として抱えているのは、「価格破壊の進行」「顧客の高齢化」「施設設

備の老朽化」「商店街の空洞化」などでございます。 

 今後の経営方針としては、「接客態度の向上」「品質・鮮度・サービスを良くする」

「オリジナル商品の開発」「ＰＲ展開」「顧客情報の整理・活用」などが挙げられており

ます。 

 3ページの一番最後、8の商店街組織の状況で、1)商店街組織への加入状況につきまし

ては7割弱というふうになっておりまして、その理由は、「効果が少ない」「勧誘されて

いない」「会費が高い」「仕事を増やしたくない」などが挙がっております。 

 今後の商店街活性化に必要な取り組みとして感じていることは、「不足している業種

を補う」、これは商店は42.5％、区民は51.3％、「空き店舗の解消」が商店50.4％、区民

が40.7％というようなことになっております。 

 それから、最後のページ、4ページをごらんください。9、杉並区の産業施策につきま

して、認知度、活用状況、今後の活用意向について「低利での融資制度」の認知度が

59.4％と、非常に高いです。活用状況が24％。今後の活用意向が30.6％と、非常に高い傾

向を示しております。あと、「区のＨＰでの商店情報発信」「人材募集支援」、こういっ

たところも挙がっております。 

 それから、10、商店主・区民の意見は、商店主の意見は非常に数が多くて、ピンクの

産業実態調査報告をごらんになっていただければと思いますが、2)区民の意見としまして

は、「商店街のにぎわいは、各商店の元気に依存する。セールやキャンペーンの実施」が

必要だ、というような意見であるとか、「空き店舗にチャレンジショップを出させるよう

な支援をすることにより、珍しい店、新しい店ができる」とか、その下の、「アンテナシ

ョップの形で、人気の商品、訳あり商店を店頭で手に取って購入できるシステム」が必要

であるとか、こういったいろいろなご意見をいただいております。 

 私からは以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 
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 相当、詳細に資料をご説明いただきました。きょうのテーマは、杉並区の商業振興施

策及び商店街の活性化について、どういうふうにこの審議会で考えていったらいいかとい

うことを少しまとめて集中的に議論するわけですけれども、委員の中に、当然、商店街の

代表の方もいらっしゃいますし、その他の方は恐らく商店街を活用しているサイドだと思

います。そういう意味では、商店街に皆さんご縁があるというか、商店街の活性化を語っ

ていただける立場にあるのではないかと思いますので、きょうは活発にご議論をいただき

たいと思います。 

 資料の説明についてご質問があるかと思うのですが、それはまとめて議論の中で出し

ていただけたらと思います。 

 冒頭ご紹介いたしましたように、きょうは高円寺銀座商店会協同組合専務理事と、プ

ランニング・シーズ代表にお越しいただいていますので、まずお話をお一方20分ぐらいず

つ伺った後で、今の資料説明とあわせて議論をしていきたいと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 はい。では、よろしくお願いいたします。 

○意見参考人 はい。では、着席のまま失礼いたします。 

 高円寺銀座商店会協同組合専務理事を務めております、吉田と申します。本業は不動

産で、なかなか商店の個店というのにはかかわりがないのですが、所属している商店街を

何とか盛り上げたいということで努めております。現在、杉並区の社会教育委員も務めて

おりまして、地域とのつながり、これを何とか商店会と組み合わせていきたいと考えてお

ります。 

 では、レジュメに従いまして、これまでの杉並区の商店街支援策の評価について、商

店街事業者からみた支援策の有効性をご説明させていただきます。 

 私どもは、区の助成事業、元気を出せ商店街事業を活用しまして、さまざまなイベン

ト事業を行ってきております。例を挙げますと、7月に行います純情夏祭りという事業で

すが、これは商店街で500円の買い物をしていただいた方に1枚スクラッチカードを配付し、

スクラッチですから、その場でこすって金券となるようなことを行っております。実はイ

ベントの最終日に、地域の中学校の校庭を利用しまして、盆踊りを主催しております。こ

の盆踊りでは屋台を出しまして、外れ券を持ってきた方に無料で焼きそば等を配付してお

ります。このように商店街単体で行うというよりも、地域を巻き込んだ形で地域ともども
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盛り上げていくような事業を行っております。 

 また、歳末には福引セールを行っておりますが、1商店街単体ではなく、商店街が連携

し、昨年度は2商店街で福引を行いました。片方の商店街で買い物をした方に別の商店街

の商品券が当たるなど、連携した形で広めております。消費者の方々はなかなか商店街の

エリアというのを理解されておりません。ですので、大きな枠の中で事業を行うことで当

然経費も削減されますし、さまざまな活性化が図れるかと思っております。 

 また、私ども商店街の方では、昨年度、経済産業省の補助金を使いまして、事業を行

ってまいりました。特に大きなところでは、ＬＥＤ街路灯への建てかえ、こちらを行って

まいりました。補助率としましては、経済産業省が60分の40、3分の2です。杉並区の方が

60分の17、実質私どもの自己負担金が60分の3、5％となっております。もちろん街路灯を

建てかえることでまち並みはきれいになりますが、私どもの街路等の建てかえの取り組み

としましては、単に街路灯を建てるということでは考えず、それを先々の事業につなげて

いこうと考えました。具体的に申し上げますと、旧街路灯では年間320万円の電気料がか

かっておりました。区の電気料等の助成金70万円を差っ引きますと、実質負担が250万円

です。街路灯をＬＥＤにかえたことによって、年間かかる電気料は約70万です。区の助成

金で補いますと、実質負担はゼロになります。年間250万円の電気料が削減できることで、

投下した自己負担分の500万円というのが2年間で回収できることになります。つまり、3

年目からは、街路灯を建てかえることによって250万円の費用が商店街の活性化につなげ

られるということになっております。また、街路灯を建てかえたことによって、年間100

トンのＣＯ2の削減が図れます。このＣＯ2削減分を削減計画認定を受けまして、実は国内

クレジット、つまりその削減分を取引するという事業を今年度は行っております。先ほど

来、高円寺の座・高円寺という芸術会館がご紹介されたかと思いますけども、こちらの施

設は地下にも入っておりまして、かなりの電気料、あとＣＯ2を排出しているというよう

な状況になっております。これら地域の芸術会館と私どもの削減したＣＯ2をカーボンオ

フセットすることによって、地域全体でＣＯ2の削減、いわゆる環境問題に取り組んでい

く。つまりは、商店街が地域の芸術会館をサポートしていく。こういうような事業にも展

開をしていけるかと思います。 

 さまざまな助成金、補助金を使いまして行う事業を違った形へと変化していくような

取り組みをしているところでございます。やはり補助金、助成金というのは、商店街の事

業に関しましては、大きな支援材料となっているかと思っております。 
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 次に、支援策の課題です。 

 実は、さまざまな活性化助成金ということで利用させていただいておりますけども、

この活性化とは何かというのが非常にあいまいな形になっているかと思います。先ほどお

話ししました経済産業省の補助事業は、この前段としまして、地域商店街活性化法という

法律の認定を受けました。この法律の認定を受けることによって補助率が上がったという

形になっておりますが、この活性化法には、地域の安全・安心、環境、高齢者問題、次世

代育成、さまざまな課題を解決していかなければなりません。これらを解決することで補

助金を得られるという仕組みになっております。つまりは、商店街がただ単に人を集める

だけでなく、人を集めたことによって次につながる活性化というのを考えていかなければ

なりません。果たして、今、さまざま、先ほども区の助成金事業等がご説明がありました

けども、どれだけ助成金を得た事業によって次につながるかというのが考えていかなけれ

ばならないことかと思っております。 

 続きまして、2番「新しい公共支援」に関する具体的取組みについてです。 

 お渡ししました資料の2枚目、3枚目に添付してありますのが新しい公共支援事業でご

ざいます。 

 これは、もともとは内閣府の予算で東京都への申請事業でございますが、一般の民間

と行政、区が協働して行うという支援事業でございます。具体的に何をやったかといいま

すと、もとは、実は高円寺地域、人口は増えているのですけども、若い世代が減っていま

す。子供の数が減っています。そうすると、学校が多過ぎて、学校の再編問題というのが

浮上してまいりました。それらは、実は、区の場合は学校ごとに予算をつけているもので

すから、学校間の情報交換や隔たりというのが非常に深くなってしまいました。そこで、

子供を抱える保護者がこの地域を何とかしたいということで、地域のネットワークをつく

りたい。そういう形で一つの任意団体を立ち上げまして、地域の青少年育成委員会や商店

街連合会、こちらの方にご相談を申し上げ、杉並区、杉並区教育委員会とともに支援事業

を行っていくということで、東京都へ申請しました。大きく言えば、地域の課題を全部地

域の各団体からの問題を吸い上げまして、地域間でどのような問題が存在しているかとい

うのを共有するネットワークの構築事業を考えております。 

 実は、この中で、当然のことながらさまざまな問題が出てくるんですけども、具体例

で、今、保育施設が少ないです。そういった問題が出てきたときに、先ほども助成金の支

援事業がありましたけども、空き店舗対策、こういったものに活用できるんではないかと
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思っております。そういった地域からのニーズを吸い上げて、商店街の空き店舗を活用し、

また地域の方が運営するような施設、こういったものにも商店街活性化の助成金を利用し

ながら、将来的な地域の活性化につなげられるのではないかと思っています。 

 なかなか、商業とほかの分野というのは、交わりはないかと思います。こういう新し

い公共事業において、民間が主導で考えたことを逆に行政の方に伝えていく、行政に要請

していく。商業関係でも必要なものを要望していくというのが今後は必要なのではないか

と思っています。 

 この趣旨としましては、今まで行政が行ってきたものに対して、我々市民は文句を言

っています。そうでなく、問題が起きれば我々市民も一緒になって考えていく。こういっ

たことを進めてまいりたいと思います。それに商店街が絡むことによって、商店街の事業

が地域の活性化につながるものと考えております。 

 続きまして、3番、今後の商店街支援策のあり方についてです。 

 加入率の低下というのが、今、問題になっております。私ども商店街では、高円寺の

駅を降りましてすぐということもございまして、シャッターが閉まるということはござい

ません。しかしながら、個人の事業者が跡継ぎの問題とかそういったことでおやめになら

れ、店舗を貸す。そうすると、大手の事業者が入ってまいります。大手の事業者が入って

まいりますと、なかなか、そこにいらっしゃる店長の権限というのはございません。商店

会に加盟するに当たっては、もう本社で加盟しませんとか、上場会社なんかにしてみると、

特にそういった傾向が強いことかと思います。しかしながら、商店街では街路灯とかカラ

ー舗装、そういったような環境整備にも費用は費やしているわけでございますので、そう

いった部分の負担ということでも、加入を何か義務づけるようなものがないかとは感じて

おります。ただし、その反面、ただ単に加入を義務づけるのがいいかどうかということも

考えております。これは会費を受け取る商店会の受け皿の方も何らかの対策を考えていか

なければならないと思います。やはり、会費というものがいかに有効に使われているか、

そういったものをきっちりと説明する義務も生じてくるかと思っております。 

 したがいまして、助成金等に関しましては、ある程度の目標値の設定、こういったも

のが必要になってくるかと思います。あと、助成金を使うに当たっては、当然、地域のニ

ーズというのも集めていかなきゃならないと思います。活性化というのは、やはり地域の

ニーズをどのように受けとめて商店街が行っていくかということだと思っております。 

 あと最後に、今、区のほうで進めております電子通貨について、ちょっとお話しさせ
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ていただきたいと思います。 

 今、電子通貨、どの企業がいいとか、そのような議論が進んでおりますけども、どう

も、論点としましては、実際に利用していただく消費者、またはそれを活用するお店、こ

ちらの方のニーズというのが少し薄れているような気がいたします。電子通貨、地域通貨

というものは、やはりそういった地域のニーズがなければ、発展していかないかと思いま

す。逆に、できればそういう電子通貨を活用した商店街のイベントなんかも、本来はリン

クした形で進められるのが理想かと思っています。なかなか、電子通貨といいましても、

今、カードが乱発しているような状態で、それが活性化に進むかどうかというのは多々疑

問はあるかもしれませんが、やはり何か一つのきっかけとしては、ぜひ推進をしていただ

きたいと思っております。 

 多少私見等が入りましたけども、以上が私ども高円寺銀座商店会協同組合の方から見

ましたお話でございます。貴重なお時間、どうもありがとうございました。 

○会長 はい。ありがとうございました。大変網羅的にご説明いただきました。後で議

論するときに参考になるのではないかと思います。 

 それでは、続きまして、どちらかというと、今度は消費者のサイドからのご意見だと

思いますが、よろしくお願いいたします。 

○意見参考人 皆さん、よろしくお願いいたします。プランニング・シーズの西本と申

します。 

 私は、17年間、メーカーで、顧客調査と商品企画をやってきました。消費者の声を物

づくりに生かす、あるいはサービスに生かすということをやっておりまして、会社をやめ

て、5年前から、商店街の消費者調査をお手伝いさせていただくことがありました。商店

街活性化というところで、当然、商店街さんもお客様の声を聞いて新しく生まれ変わろう

とされているのかなというところでお手伝いをさせていただいたのですが、実際にお客様

の声を店主さんにお伝えしても、なかなか意識を変えていただけない。あるいは消費者の

ニーズはわかるのだけれども、実際に自分たちはもう経営者として高齢化していて、新し

いことをやろうとしても、もうパワーがないんだよという現実がある。そこを踏まえて、

消費者の声だけでなく、力を生かすために、新しい消費者参加型で商店街活性化モデルが

できないかということで、2年前の2010年に内閣府の新しい公共の一環で行われている社

会起業ビジネスコンペの方に応募いたしまして、そちらで採択をいただいて、ご縁があり、

杉並区の和田商店街で消費者参加モデルということを2010年から取り組ませていただいて
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おります。 

 実際に商店街近くに住む若いお母さん、シニアの方、いろいろお話を聞くのですね。

商店街についてどう思われますかということで、いろいろな問題ですとか、自転車置き場

がどうとか、課題はあるのですけれども、最後には、でも自分の住んでいるまちの商店街

にはよくなってほしいのよねというところが強く感じられました。それは杉並区の和田で

もそうですし、それ以外で川崎市ですとか静岡県の商店街でもかかわらせていただいてい

るのですが、そちらでもすべて同じです。消費者は具体的に何か参画をするというところ

で、何々会に入ったり、商店会さんとおつき合いしたり、地域の団体に入ったりするとい

うのは、なかなか抵抗感はあるけれども、自分がちょっと簡単に参加することがあれば、

ぜひ、地域の商店のために何か一役立ってもいいよというようなニーズがあります。 

 それらを踏まえて、もう少し消費者と商店街、お店の距離を近づけることによって新

しい連携が生まれて、その消費者の力を生かして商店街の再生ができないかということで、

2ページ目のところで概念をまとめました。 

 消費者は、特に若い消費者が商店街を利用をしない、スーパー、コンビニに行ってい

ると先ほどの調査でもありましたけれども、実際に聞いてみると、地域の商店街に興味は

持っているのですね。ただし、まちを知らない、人を知らない、商売を知らない、どうや

って使っていいかわからないという消費者が非常に多い。商店街さんの方も、若い新しい

お客さんはどうですかというふうに聞くと、いや、若いお客さんいないのだよ、と。実際

に通行している量ですとか見ると、いないのではなくて通り過ぎているだけなんです。お

店の中に来ていないだけ。結局出会いがないというところで、その出会いをつくることで、

お互いに消費者はお店を知り、お店は消費者を知り、その中で参画を促す仕組みを回して

いって、消費者がその商店街を応援する活動に入り、加わると、そのまちのあのおじさん

はこういう人よとか、このお店はこれがおいしいのよとか、あるいは、自分が仕事を持っ

ていて大変なときに、お総菜はあそこでこういうふうに注文すると必要な量が買えるとか、

そういうまちの力を生かせる消費者が誕生し、商店会さんの方は、実際に今のお客さんで

すね、特に私たちが今ターゲットにしているのは地域の若い子育て中のお母さんなのです

けれども、ただのお母さんだけでなく、仕事を皆さん持っていらっしゃって、大手広告代

理店でバリバリ営業をやっていますですとか、金融系で金融商品の商品販売をしています

とか、そういう仕事のスキルもある。パソコンも使える。そういう形の地域のスキルを持

っている消費者の方々が商店街の苦手なところを補うというところで仕組みづくりをして
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いきたいというふうに思って、取り組ませていただいています。 

 和田商店街は、先ほどの高円寺の意見参考人のお話から比べると、まだ、乳幼児です

とか子育て世代の多い地域です。実際に、その商店街のメーンのお客さんは高齢者になっ

ていて、そういう意味でお客さんが減っているのを体感している。若い世代はほとんどス

ーパー派なのですけれども、商店街の魅力をどうやってわかってもらうか。その仕組みを

幾つかやっていまして、一つは、まちの人と出会うワークショップをやったり、あるいは

そのワークショップの流れで商店街の魅力を発見しようということでまち歩きをして、最

後、商店街に対して何か自分が一役提供するとしたらどんなことができるかということを

アイデアを出すというようなところを2年間やってきました。 

 実際に、「街デビュー」といって、まちに商店街に初めて、みんなでゾロゾロ子連れ

で行くのですけれども、行ってみると、何もないと思っていたお店には、私も買って帰り

たいようなお総菜があったりですとか、いろんな人が実は子供たちのことを見守ってくれ

ていたりとかいうような、いろいろな魅力があるんですね。それを実際に皆さんで感想を

シェアして、この商店街があれば、私は地方から出てきて不安なのだけれどもうまく子育

てがやっていけそうというような気づきがあったり、何か、実は商店街ってデパ地下から

すると少し安めで、でもプチぜいたくを買える場所なんだよねというところがあったりで

すとか、ありました。実際にその場には商店会の方にも来ていただいて、消費者の本音と

いうのは新鮮だよね、と。いろいろな審議会ですとか、そういうところで消費者の意見と

いうのは聞くんだけれども、実際に商店街に来てないお母さん方に何で来ないのとか、ど

うしてどこが敷居が高いのというところを聞けたというところがすごくよかったというお

話です。 

 実際にカメラを持って、お母さん方に、和田商店街を歩いていいなと思ったところを

写真に撮らせていただきました。そちらが、カラーである、この4ページ目です。グルー

プになって、四つのグループで撮らせていただいたのですけれども、意外に商店主さんが、

例えば肉屋さんだったらお母さん方が肉を撮るだろうと思っていたら、実はお総菜が非常

によかったですとか、お店の店主さんとのやりとりが非常によくて、これから話しかけた

いというような気づきがあったりというようなことがありました。 

 その次に、では、実際どうして商店街を利用できなかったのかというところでいくと、

興味はあったんですよ、と。特に、子育てをしているので、歩いていける範囲でしかお買

い物ができない。今までのデパートですとかスーパーまで行くのがなかなかおっくうなと
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ころでいくと、実は商店街が気になっていたけど知らないのだよ、と。何を知らないかと

いうと、お店の人を知らないし、どこがいいのかわからないし、どう使っていいかわから

ない。それらのものをもう一遍よく出会って見てみると、商店街というのは結構豊かさを

提供してくれるところなのだよねとか、そういう商店街が、実は今、後継者不足等々の問

題でなかなか立ち行かないというところであれば、私たちも何か協力できることがあるの

ではないかというようなところで盛り上がりました。 

 次に挙げますのは、じゃあお母さんが、親子が商店街のお店と協力して、何か商店街

のよさをもっとみんなに伝えられるような活動ができないだろうかと。事前に商店街さん

の方からは、いや、商店街はそれぞれにいいものをやっているのだけど情報発信苦手なの

だよとか、実際にお母さんたちがいろいろ要望されても、何かやろうとすると、お金もな

いしマンパワーもないし大変なんだよというところで、できるだけ予算がかからず、参加

して楽しく、効果があると思われるものを、アイデアを出しました。 

 その中で、でも、実際にアイデアを出すだけではなくて、自分たちで何かやってみよ

うよというところで、アイデアの⑦番、街の編集部というところで、育児中のあいた時間

を使ってこの商店街のよさ豊かさをみんなに伝えようということで、地域新聞「わだっ

ち」というものをつくりました。それがこちらにお配りしたものです。本当に何か手書き

で、コピーで両面印刷という、体裁は粗末なのですけれども、中身は結構いいことが書い

てあります。ただ、つくるというところだけではお母さん方が参加のモチベーションが上

がらないので、できれば文章講座というのをお母さん向けに開きまして、心が伝わる文章

術というのを学びながら、そこで実際にまちの魅力を取材に行きましょうという形で商店

街に行って、取材をさせていただいて、書きました。 

 創刊号の中に婦人服屋さんがあるのですけれども、ここに取材に行ったのは20代の赤

ちゃん連れのお母さんです。こちらで置いている商品はシニアミセス向けの商品で、全く

接点がないでしょうということで、うちに来てもらっても何かお話しできるようなことは

ないのではないかなということでしたが、実際に婦人服店さんが生地のよしあしの見分け

方ですとか、あるいはシニアの方の体型に合わせて仕入れているとか、そういう暮らしの

知恵みたいなのをたくさん持っていらっしゃって、母親はそれに感動するんですね。すご

い、って。自分はこのお店で買えないけれども、例えば母の日とか、おじいちゃん、おば

あちゃんに、今遠く離れていても思いを伝えるというところでプレゼントしたいときに、

デパートでブランド品を買ってもなかなか喜ばない人に、こういうシニアのことを知って
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いるおばさんに相談して買ったら、手ごろでいい物が買えるわねという発見があったりと

いうようなところが生まれています。 

 ほかにも、さまざまなアイデアが出ているのですが、もし私たちの活動が育っていっ

たら、和田商店街もあいているところ、閉まっているお店があるので、お店を１軒あけて

というところまではいかないかもしれないけれども、例えば肉屋、魚屋はある和田商店街

に八百屋のいいものがあるよね、私たちは買ったついでに野菜も買いたいのだけれども、

ちょっといい八百屋さんというのを私たちが呼ぶことができないかしらということを考え

たりとかしています。 

 そんな形で活動は非常に盛り上がってきていまして、今年で２年たちました。３日間

にわたる親子が街にデビューするワークショップを行いまして、そこで商店街と出会って

どんなまちにしたいかというビジョンを描いて、実際にフィールドワークとしてまち歩き

をして何がよかったかというのを確認し、アイデアを具現化するということを２回やって

います。 

 今年はさらにそれが発展しまして、実際によかったそのものを表現する方法を磨いて

新聞をつくってみようというところで広がっています。さらに、ここまでの商店街さんと

のかかわりは、いや、ほとんどもう高齢化していて予算もないし、大変なのだよ、ただ、

何かイベントをやったりお店を紹介したりするときはできるけど一緒にするのはなあとい

うところで、なかなかいい接点が見い出せなかったんですけれども、商店街のホームペー

ジを立ち上げようということになりました。ただし、お店からの発信ではなくて、お母さ

んたちが、あるいは地域のいろんな世代の方がこのお店よかったよねという記事を集めて、

それで共感が持てるような消費者さんとのホームページづくりだったら自分たちも一緒に

やりたいということで、一つ動き出したというところです。 

 地域のお店は店主さんが経営されてつくるものでもあると思うのですけれども、お買

い物されているお客さんが一緒に支えていると思うのです。地域のお店が閉まって、店主

さんも困ると思いますが、実はその陰では、いやあ、あの店よかったのに困ったわという

お客さんがたくさんいらっしゃる。できれば、閉まった後に言うのではなくて、地域でそ

のお店を応援したいという人を保っていくような姿勢づくりができたらいいなというふう

に思っています。 

 ちょっと活動の紹介が長くなってしまったのですが、区の支援策について私が感じま

すのは、先ほどのニーズの把握というところでありましたけれども、そもそも商店街の活
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動に対して消費者が評価したり、参加したりする仕組みがないのではないのかなというふ

うに思います。消費者ニーズというのも、アンケートでとれる表面的なものもありますけ

ど、実際に商店街を利用しない人は何で利用しないのか、どこがハードルになっているの

か、そのハードルを解決する方法は何なのかというところを、お客さんと商店街が一緒に

なって考えていく。どうやったら買いたいと思うのか、と。いわゆるマーケティング活動

だと思うのですが、それがちょっと足りないかなというふうに思っています。 

 あわせて、大きな商店街、駅近のというところであれば問題ないと思うのですけれど

も、駅から少し離れると商店街さん自体の力がとても弱くなっているというところがあり

ます。でも、実際にその周りには、そのお店があってうれしいと思っている若い消費者も

いるし、お年寄りもいらっしゃる。できれば商店街の力が弱る前にそういう消費者を巻き

込んで盛り上げるような、そういう流れが必要ではないかなということを痛感しておりま

す。 

 実際にこの「わだっち」というのは、お母さんが勝手に商店街に通い詰めて取材をし

て書いた新聞なのですけれども、商店街の店頭にも置きましたし、近所のマンションです

とか、あと児童館ですとか保育園等に置いています。一番この新聞が持っていかれる率が

高かったのは、マンションです。タワーマンションの１階に、理事会にオーケーをいただ

いて置かせていただいて、もうかなりな勢いでなくなっていますよということです。ある

いは和田周辺の児童館で、これを読んだ感想としては、地域のお店に縁遠かったけれども、

これを見て行ってみようと思ったわとか、行ったわと、お店でまたもらったわよというよ

うな声を聞いています。ぜひ、商店街の支援策の中に、もう少し深い消費者の声を入れて

いただけたらと思います。 

 以上です。 

○会長 はい。どうもありがとうございました。大変中身の濃い、示唆的なお話もいた

だけたと思います。 

 それでは、今までの区が行ってきた振興策の話、それから意見参考人の方の商店街の

側から見た商店街の活性化、消費者の側から見た活性化についてのご提案、ひっくるめま

して皆さんと議論をしてまいりたいと思います。 

 私、議論のポイントとして二つぐらい挙げておきたいと思うのですけれども、商業者

あるいは商業振興という観点と、区民、消費者の視点、この二つを組み合わせるというこ

とが大変大事だと思いますので、現状、そういう二つの視点から見て、今の商店街活性化
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対策はどうなっているかということ、これが一つの視点だと思います。ぜひ、これについ

ての皆さんのご意見をいただきたい。 

 それからもう一つは、杉並の産業振興という文脈の中で商店街の議論を今しているわ

けですけれども、杉並らしい商店街の活性化。杉並らしいというのは、杉並にはどういう

皆さんがお住まいになって、地元の商店街をどういうふうに見ていらっしゃるのか、それ

をどういうふうに変えていけば期待にこたえられるのかという杉並らしい視点、らしさを

組み込んだ商店街の活性化のあり方、この二つの視点から皆さんのご意見を伺っていきた

いと思います。 

 それでは、どうぞ皆さん、どなたからでもご意見をいただきたいと思います。きょう

のテーマは両方、つまり商店街のサイドからも消費者のサイドからも両方からご意見がい

ただけると思いますので、皆さん、発言の機会が必ず回ってくると思って、早目に手を挙

げていただいた方がよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。 

 まずは、それでは、今のご説明、ご意見に対してどういうふうにご感想をお持ちにな

られたかというところからお話を始めていきたいのですが、いかがでしょうか。委員。 

○委員 はい。今お二方から、我々がドキッとくるようなお話、ご意見をちょうだいし

ました。その前に、商店街連合会というものに加盟している商店街の数が増えないという

ことなんですが、私ども、東京都と区にお願いして、かなりの金額の助成金を予算化して

いただいております。ところが、商店会に加盟している会と、商店街連合会に加盟してい

る会と、加盟していない会と、区の扱い方というのは同等に見えます。ですから、区商連

に加盟しているメリットというのがどの程度あるかというと、助成金に関してはほとんど

差がないということが一番大きな問題だと思います。 

 それからあと、和田の商店街について非常に細かいお話がありました。区では、なみ

すけ商品券というのを、これはプレミアムがついた商品券ですけれども、今まで５回ばか

り発行しております。10％のプレミアムでございます。和田商店街のエリアでは、なみす

け商品券の発売額が非常に多いのです。あそこら辺にはスーパーとか大型店はありません

ので、住民の方々はそれを使って商店街でかなり購入をされているんだろうというふうに

考えております。私どもも大変恥ずかしい話なんですが、和田商店街でこれだけ細かいデ

ータをとっていらっしゃるということは今まで全然知りませんで、きょう、目を開いたと

いうことでございます。ありがとうございました。 

○会長 はい。ありがとうございます。 
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 では、委員からもどうぞ。 

○委員 私も、今、お話を伺って、和田商店街に対しての消費者側から見たいろいろな

対応ですか、ドキッとするものがありました。消費者としていろいろ考えているんだなと

いうことで、商売している人間にとっては非常に参考になると思います。 

 それから、ちょっと伺いたいんですが、商店街の未加入問題を先ほどお話しされまし

たね。 

○意見参考人 はい。 

○委員 その中で、商店街側の受け皿が云々という話があったのですけども、一般的な

未加入店というのは、商店街側が説明をちゃんとしてあげると入ってくれるんですよね。

ですが、もう、はなから入らないよと決めた大手のテナントさんがありますね。自分たち

だけの金額が頭にインプットされていて、それに金額が合わないと、もう全然、最初に入

りませんと言いましたよという対応をする大きな店舗のテナントさんというのが、今特に

増えています。そういうところに対しての考え方というのはまた別だと思うのですよね、

受け皿云々よりも。そういうことに対しては何かお考えはありますか。 

○会長 いかがでしょうか。 

○意見参考人 はい。受け皿側の問題と申し上げましたのは、例えば商店会費が、どの

地区、どの広さだったら幾らというマニュアルがないんです。つまり、適正な会費という

のが幾らというのが提示できないのが現状でございます。各商店街には歴史がありますの

で、このお店5,000円だったから次入ってくる人も5,000円だという決め方が今ほとんどだ

と思います。つまり大手からしてみますと、じゃあそれらが適正化になっていて、ちゃん

と活用できているかどうか。そういったものをやはり精査してくるというところがござい

ますので、それだったら入らないよというところが出てきます。ということは、やはり受

け皿側の整備も必要かと思います。それを説明して入っていただけるというところは、先

ほども申し上げましたけども、街路灯の整備費用だ、電気料、そういったものは活用して

いますでしょうと。だからその分だけでも負担してくださいということで、相当分の加入

費をお支払いいただいて、加盟はしていただきます。ただし、さまざまなイベント等への

参加、そういったものは一切されないというのが現状でございます。 

○委員 そうですか。自分としては認識不足でしたが、今、受け皿の部分で賦課金等の

試算方法、それがまだ確立されていない商店街がほとんどだというお話ですけども、現実

は、商連に入っている商店会は賦課金の試算方法というのは、ほぼ100％に近い金額で、
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数字で出ていると思います。ただ、そういう中にあって、大手のテナントさんの出方が無

礼千万この上なしといったものなので、それに対して行政指導が絶対的に必要なのではな

いかという思いでいます。自分の考えがちょっと過激かなという部分があるかもしれませ

んけれど、行政でも理解していただいた上で商店街としてのまとまりというのが出てくる

かなと本当に強く思っているのです。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 お二人のご発言に共通する点は、商店街のサイドからすると組織率を高める。つまり、

商店街は皆さん商連、商業連盟、商店街連合会に入っていただいて、それが商店街活動を

活発にするものであると。それがこれからも必要だというご意見ですが、消費者のサイド

から見て、今の点について、組織率の問題についてはどういうふうにお考えかを、少し消

費者の立場からのご意見をいただきたいと思うのですが。 

 それでは、委員。 

○委員 組織率についてですか。 

○会長 はい。要するに、商店街がなかなか皆さん一つの組織、商店が商店街の組織に

入らない。あるいは商連に入らないということによる問題点をどういうふうに消費者のサ

イドからごらんになっていらっしゃるか。 

○委員 いや、その商店が加入しているかどうかということは消費者からは見えません

から、今の点については、ちょっと私は答えられないのですけれども。 

○会長 なるほど。 

○委員 それ以外に、今の話で感じたことを申し上げていいですか。 

○会長 はい。では、それでも結構です。 

○委員 普通に消費者の消費傾向というアンケートをとると、利便性とか安さを求めて

どうしても大手スーパーなどに行っている率が高くなるわけですが、では本当にそういう

ところで買い物したいかと考えているかというと、そうでもない。私なども、何を買うん

だったらあのお店に行こうみたいなものがありますから、品質がいいとか、個性があって

いいものがあるというようなことがあったら、絶対商店街に行って商店で買います。商店

街が充実していけば商店街を利用したいという消費者は、実際はこの数値に見られるより

たくさんいると思っています。商店街で買い物をしやすいためには、先ほど消費者の声の

アンケートがありましたけども、自転車が置ける場所があるとか、高齢者がいつでも休め

るようないすが置いてあるとかが大切です。それから、私が一番思っているのは、空き店
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舗があればオープンスペースみたいな、ホットスポットみたいなものをつくったらどうで

しょう。それをどういうふうに運営していくかというのはまた一つの課題ですけども、例

えば子育て中の人の中には、子育ての悩みなどをいろいろなところで相談したいというよ

うな人たちもいますし、高齢者にしても、買い物をするときにちょっとそういうところで

寄って、お医者さんの待合室でしゃべっているような感じのことを話せるとよいと思いま

す。要するに商店街というのは、バリバリ働いている人たちよりも、そこの近くに住む高

齢者とか、子育て中の若いお母さんとか、そのあたり、一見、差があるように見えますけ

ども、共通する部分というのがたくさんあって、そういう人たちが何かちょっと集ってお

茶を飲んだり休めるようなところが真ん中にあったら、何かとても明るい、もっといい商

店街ができていくんじゃないかなということは常日ごろ考えております。 

 そうやって、消費者と商店の方たちとがもう少し結びつく場ができていけば、そこの

地域の人たちというのがそこの地域の特色を持っているわけですから、先ほど二つ目に杉

並らしいまちづくりということをおっしゃいましたけども、杉並らしいというよりも、住

んでいる地域地域ごとの特色というものがそういうところからも生まれてくるのではない

かと思っております。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 すみません、それにもう一つつけ加えますと、消費者グループ連絡会でそのこ

とを商店街のことを聞いたときに、なみすけ商品券のことがでました。あれは自分たちは

商店街で利用するものだと思っていたのだけども、実際は大手スーパーでも利用できるみ

たいで、そういうところで利用している人がいるというのはやはりおかしいんじゃないか

というような声がありました。それは区の方に。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 今のお話と、今の組織率のお話の関係をちょっと理解をしておいた方がいいと思うん

ですが、要するに、今、委員がおっしゃった、例えば駐車場の問題であるとか、いすを…

… 

○委員 すみません、駐輪場です。 

○会長 あ、駐輪場ですね。駐輪場とか、商店街にいすがあるとか、あるいは子育ての

情報交換する場所があるというのは、個々の店ではなかなか設置できないわけですね。要

するに商店街がまとまって設置をするということになります。そうすると、そういう費用

を商店街に属する店がみんなで負担していかないと、そういう費用が公平に負担できない、
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こういうことになるわけですね。ですから、組織率が高まっているということは、そうい

う個々の店だけでは提供できない商店街全体としてのサービスを提供することにつながる。

ですから、組織率を高めることと、商店街がそういう個々の店だけではできないサービス

を両方提供するということと関係がある。そういう意味で、そういう組織化の問題を考え

るということは大変重要なことではないかという気がします。それは、今の話は実は意見

参考人のお話の中にも出てきた、商店街がどういうサービスを商店街として提供するかと

いうことがあって初めて、その費用をみんなで負担するために組織化率を高める、あるい

は商連に入っていただく商店街の数を増やすということと関係があると、こういう理解で

いいですかね。 

○意見参考人 はい、結構です。 

○会長 そこがセットにならないと、なかなか、組織率の問題だけでは議論ができない。

商店街としての機能、サービスを商店街としていかに拡充するかということがポイントだ

ということが今の議論のエッセンスだと思います。 

 意見参考人、今の問題も絡めて少しいかがでしょうか。 

○意見参考人 先ほど委員がおっしゃったように、消費者の視点でいくと、どのお店が

商店街に加入されているかというのはわからない。商店街があるなというふうに認識する

のは、例えばお祭りとか、または、和田商店街の場合ですと、近くの学校の登下校時に、

店主さんが出てきて見守ってくださる、そういうところを見ると、商店街の方が子供たち

に優しくしてくれるとか、あいさつをしてくれるとか、そういう目に見えて恩恵を感じる

場面で、「あ、商店街があっていいな」というふうな印象を持たれています。逆に、お祭

りとかであっても、若い世代の自分たちには関係ないような三味線ライブとかは興味が持

ちにくかったりします。いろんな世代の方がいらっしゃいますけれども、そういう自分た

ちが目に見えた恩恵にあずかれないなと思うと、それはもう、あってもなくても私たちに

は関係ないということになります。商店街としていかにお客さんにメリットを感じてもら

えるような経験を積ませられるかというところが大事かなと思います。 

○会長 お客さんのサイドから、商店街がまとまってこういうサービスをしてくれてい

るというと、商店街活動の意味が出てくると。そういう商店街活動を応援するのであれば、

組織化を行政が応援するということも理屈が立つなと。こういうことですかね。 

○意見参考人 はい。 

○会長 はい。ありがとうございました。組織化の問題は、それは、今のお話の一つの
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ポイントは、組織化の問題と商店街としての活動が評価されるということは一体であると。

そのための組織化であるなら、応援する理屈が出てくるなというところが今の議論、エッ

センスだと思います。 

 ほかの論点でいかがでございますでしょうか。 

○委員 ちょっとお聞きしたい点があります。この高円寺地域ネットワークづくりとい

うのは、いつごろから、各種団体にお呼びかけをしているのですか。それから年間スケジ

ュールには、実行委員会を編成してやるというようなことが書いてございますが、これは、

毎年同じようなことを繰り返しているのですか。いや、すばらしいことで、大変いい刺激

をいただいておりますので、もうちょっと細かく、運営の仕方とか、常時あるかとかご説

明願います。 

○意見参考人 はい。この事業は、東京都からの補助金事業でございまして、平成24年

度の単年度事業です。継続性はございません。 

○委員 単年で、とりあえず出したということですか。 

○意見参考人 そうです。もともと、23年度から24年度までの2年間の枠で事業化されて

いっているものでありまして、私どもは24年度の補助金事業として申請しました。今、な

かなか、地域の中で、各地縁団体、商店会、さまざまな団体があるんですけども、どうも

地域的な隔たりがある。特に、高円寺地区におきましては、中央線というものが真ん中を

通っておりまして、南と北との温度差というのはかなりあると感じております。ですから、

それらは自分たちの――私は北なんですけども、北側の話は入ってきます。南側の話や問

題点は入ってこないわけです。ただ、こういう地域を活性化していく、商店街もそうです

けども、これらが一体となって考えるには、やはりもっと大きな地域として考えなきゃな

らないと。ということは、まず何をしていくかというのは、高円寺の地域として抱えてい

る問題を共有することが大事じゃないかと。これは各地域団体もそうですし、商店会もそ

うですし、ほか、かかわっている団体がすべてそうだと思います。それらの問題を共有す

ることで一つのネットワークを組織して、問題共有、問題解決に向けてのものを市民が主

体となって、やはり考えていくべきではないかと。つまりは、ネットワーク構築までがこ

の事業の主体となっております。そのネットワークを組むことによって、次世代のコーデ

ィネーターの育成、そういったものをつくっていきまして、でき上がったネットワークで、

その以降に関しては、問題解決に向けて取り組んでいくということになります。 

○委員 そこで、単年の事業計画として申請した。これはよろしいと思いますね。それ
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を、来年、再来年と継続するとき、これはネットワーク委員会とか、そういうもののプロ

ジェクトチームでやるのかな。高円寺、もちろん南北がありますね。商店街あり、町会あ

り、各種団体あり、それから、学校でもＣＳ委員に至るまで、環七を挟んで中学と小学校

がある、非常に大きな分野ですよね。このアイデアはすばらしいので、こういった公共事

業を続けたいとき、核になるチーム、このネットワーク委員会というのはどういうことに

なるのですか。この事業は単年でできたということはわかりますよ。それを継続するため

にはどういうふうに生かしていくのですか。 

○意見参考人 この核となっていますのは、子供を抱える保護者の世代なんです。今、

なかなか――上の方々というのは子供たちの面倒を見ていただきます。ただ、その間に入

っている私たちの年代が今抜けているのが地域の問題だと思っております。つまり、そこ

の核となる世代というのは、皆様が言われているいわゆる次世代というところになろうか

と思うのですが、そこが核となって、このネットワークをつくった後には、そこの核とな

る人間からコーディネーターを発掘して今後も進めていく。これはもう、ボランティア事

業でございます。ただし、これらに関しては、さまざまな、区の方の施策で次なるものも

ついてくるかもしれません。ただ、あくまでも主体は市民主体ということで動いておりま

す。 

○委員 わかりました。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

 今のネットワークのお話というのは、恐らく大変大事な、区の単位で商店街を考える

ときに、実は非常に重要なポイントだと思うのですね。というのは、基礎自治体であるが

ゆえに、商店街は商店街で別に振興策を考える、別の政策は別の政策で考えるというので

はなくて、単なる物を売り買いする場でない商店街を、いろいろな組織のネットワークを

つくって、全体として機能するようにするにはどうしたらいいかと。こういうのは、区じ

ゃないと考えられない。区の単位でしか今の発想は出てこない発想で、それをいかに実現

していくかというのは区の行政としては大変重要だと思います。今、委員からもお話があ

りましたけど、単年度、これはまさにネットワークをつくるというプロセスは単年度で済

む話かもしれませんが、あるいは1年度、2年度で済む話かもしれませんが、それをネット

ワークを継続していく…… 

○委員 どう生かすか。 

○会長 どう生かすか、継続してどう生かすかということを、これからの区の行政の中
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で考えていくというのは大変大事な視点ではないかというふうに思います。ありがとうご

ざいました。 

○委員 はい。ありがとうございました。 

○会長 今の点とも絡むのですが、和田商店街での活動というのは、実は、今の商店だ

けでない、暮らしの場としての活性化を図るという点で大変おもしろい事業だと思うので

すが。 

○意見参考人 ありがとうございます。 

○会長 今、和田商店街でやっている試みというのは、杉並のほかの商店街にも展開で

きるというふうにお考えですか。要するに、一つは、今、和田商店街でやられていること

は、和田の商店街の特質、要するに地元の皆さんにいろいろな生活のために必要なものを

提供するという商店街で、いわゆる近隣型というか、そういう商店街であるということ。

それから、地域コミュニティが非常にはっきりしているということ。つまり、ターミナル

型ではない、そういう特色があって初めて成り立つと思うんです。それからもう一つは、

これは意見参考人の相当なご努力があってこれはできているなという気がするんですが、

当然それにはコストがかかるわけですよね。そういう二つの側面から、ほかのところに展

開できるか、展開するとしたら何が必要かということをちょっとご意見いただければと思

うんですが、いかがでしょうか。 

○意見参考人 他地域の展開なんですけれども、基本的には、消費者が商店街の使い方

を知って、どこに、だれがいて、何をどう買うといいのかということ。あるいは商店街さ

んの方がもし消費者の声をお聞きになりたいとおっしゃるのであれば、形は違いますけれ

ども、ターミナル型でも展開は可能だというふうに思っております。 

 ただし、実際に、今回、和田でやってみて感じているのですけれども、地域のお母さ

ん方というか、商店街を利用していない消費者が商店街にどれだけ関心を持ってくれるか

というところがこのプロジェクトの鍵になっております。その動機づけをするために、い

ろいろなワークショップですとかイベント等を組んでいくのですけれども、実際に他地域

で展開すると、消費者の力を生かすプロジェクトというところで、プロジェクト自体に予

算がついたら非常にやりやすいだろうなというふうには思います。 

 ただ、実際に商店街さんの方が消費者の声を聞かれるかどうかというところが鍵にな

っておりまして、和田商店街さんも半信半疑でつき合ってくださって、これは行けると思

ってホームページを一緒にやろうというふうに言ってくださいましたけれども、その初期
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の他地域の商店街に住んでいる親子の方々が、和田商店街の例を見て、すごいおもしろい

ことをやっているじゃないとか、私たちも商店街のまち歩きをやりたいのよという話は来

ていますけれども、実際にそういうことを商店街さんが受け入れるつもりはあるかという

ところがポイントかなと思います。消費者側は動機づけは十分できるというふうに思いま

す。ただし、商店街とのマッチング、そこが、これから展開してみないとわからないとこ

ろだと思います。 

○会長 なるほど。 

 そうすると、二つ、論点がまだ残っていますね。どのくらいの費用がコストがかかる

のかということが一つ。それからもう一つは、商店街のサイドに、こういう消費者の声を

受け入れるということに対して、どれくらい、心の準備があるかという、二つの論点があ

ると思いますが、前者については、経験的に言って、大体どれくらいかかりますか。 

○意見参考人 今回、内閣府の雇用創出事業で支援金をいただきまして、それが総額130

万円です。 

○会長 えっ。そんなもので、できるのですか。 

○意見参考人 はい。そんなもので…… 

○会長 そうすると、区も考えなくてはいけませんね。 

○意見参考人 あとは基本的にお母さん方への参画については、ボランタリーであった

り、あるいはワークショップについては参加費用をいただくようにしております。文章講

座をやりましたけれども、それは1,000円いただいて、ちなみにその1,000円がこの印刷代

に変わっております。商店街とのかかわりで、足しげく通ったりする場合もあるのですけ

れども、基本的には年100万円ぐらいでイベントを組み立て、地域の協力者を募って回し

ていくことはできます。 

○会長 なるほど。それは、意外と現実性があるのではないですか。そのぐらいの費用

で――ただ恐らく費用だけの問題じゃなくて、ポイントはそういうことを組織しようとす

る、意欲のあるアドバイザーがどれくらいいるかですね。どういうふうにそういうアドバ

イザーを発掘すればいいかというのが大きな課題ですね。 

 それから、もう一つの論点。商店のサイドに、これを受け入れる姿勢はあるかという

問いは余りいい問いじゃないのだけれど、そういう姿勢を持っていただくにはどういうふ

うにしたらいいか。どんなことをすれば、商店街の皆さんにそういう消費者の声を受け入

れる、あるいは力を受け入れるふうに気持ちが向くかという点については、これはどうで
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しょう、皆さん。 

○意見参考人 すみません。それにちょっとつけ加えさせていただくと、今回、和田商

店街さんの気持ちがお母さんと一緒にやってみようと動いたのが、この新聞の「わだっ

ち」なんです。これは地域情報化アドバイザーといいまして、総務省の方でやられている

アドバイザーの先生に、元日経新聞の記者さんなのですけれども、心を伝える文章講座と

いうのをやってもらいました。要は、取材をするときに、相手の本音を引き出す、そこを

織り込んでいって、相手の言いたいことをそのまま自分の感性で書いていくというもので、

インタビューをする側もされる側も、いい出会いがあって感動するんですね。その感動し

たのを漏らさず文章にあらわすというのを講座でやりましたので、この創刊号を最初配っ

たときは、ただで持っていってくださいといってもそんなになくならないよとか、余りが

っかりしないように言われていたのですが、2号目にいったら、もう即刻売り切れになっ

てしまって。要は、お客さんはこれだけ自分たちのことを思っているのだという、すごく

メンタル的な問題なのですけれども、そこがあると動くというところは実感しています。

ただ、そういうアクションを許してくださるかというところですね。 

○会長 そうですね。今の話は非常に大事なポイントがあって、普通、例えば区の助成

というと、印刷物を配布する事業をするなら応援しますよというタイプの助成が多いのだ

けど、今の話の中に出てきているのは、これを書く、書き手に対する指導というかな、そ

れを新聞記者のＯＢを招いてやるというソフトの面がありますね。要するに単にお金をつ

けただけではなくて、そういう能力のある方を、特に時間のできたＯＢの方を動員すると

いう、そういうことによって、少し血の通った事業になる。そういう組織をするというの

が非常に大事だというのが、今の話でエッセンスじゃないかと思うのですね。それは何か

いろいろ工夫の余地があるなという気がいたしました。 

 ほかに、どういう条件があると、今のような消費者含み型の事業を商店側が受け入れ

るようになるかということについては、何かご意見ございますでしょうか。 

○委員 全体から見ると、やはり重要と思われたのはネットワークですよね。例えば、

高円寺は協議体という形で、座・高円寺にも協議体がありますし、いろんな団体との交流

をされている。やはりこういった協議体で全体の枠を見ることが大事です。もう一つの和

田の場合も、ある意味では範囲が限定された、商店街と消費者とのネットワークだと思い

ます。全体の展開の方法としては、ブロックが活用できると思います。杉並は、北部、南

部、高円寺、西荻などの、大きな７ブロックと、その下の小さなブロックという構成にな
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っています。和田もその小さな1ブロックですが、ブロックごとに情報を共有して、さら

に大きな７ブロックへとネットワークを広げていく。下から上に、七つのブロックへ、そ

して商店全体へ展開していく。 

 まず、いい例はやはり横展開で、先ほどワークショップという話がありましたけど、

いろいろＰＲしていくような場を設けて広げていく。ブロック全体をうまく活性化するの

だったら、協議体ですね。例えば阿佐谷も、今、パールセンターが中心になっていますが、

そういったいろいろな協議体にまとまった情報が集まれば違った展開が見られるのではな

いかと思います。だから、キーポイントは、七つのネットワークで、活性化した高円寺を

参考にする。逆に一つのブロックの内部では、和田商店街みたいな形のものをうまく取り

上げて広めていく。そういった七つと下のブロックと商店街と、その辺のミックスが今後

重要になってくるのではないかというふうに感じました。大ざっぱな言い方ですけど。 

○会長 商店街活動の経験の横展開というのがあるんですが、今のお話の一つのエッセ

ンスだと思うのですが、横展開をするには、本当を言うと区の商店街の連合会あるいは商

連の情報機能、それが期待されますね。ですから、区のいろいろな商店街の新しい試みに

対して、よく、目を見張って見ていて、いい試みがあったらそれを区のほかの商店街にも

展開する。横展開するという試みをこれからどうやっていくかということ、これも一つの

重要な機能ではないかと思いますね。そのためには、やはり冒頭委員からもお話があった

けど、商連への加盟率、個々の商店街へのまた店舗の加盟率を高めるということも、そう

いう商店街の活動の足腰を強くするという意味においては大変大事なことだろうというふ

うに思います。 

 ほかにいかがでございますでしょうか。少し今までの議論と離れて、こんな点もある

よというのがありましたら。 

○委員 私は、動画協会、アニメの方で来ていますので、その観点でお話ししたいと思

うんですけど。 

 サンライズの時代に、上井草の商店街がありまして、あそこは客数が少ないというこ

とで、たまたまサンライズはガンダムをやっていますので、そのガンダムをコアにしてい

ろいろ展開したらどうかという商店街の会長との話し合いがありました。それで、杉並区

の助成金をいただいて銅像をつくって、でも、つくっただけで終わっちゃうのですよね。

しかも、そのお話をするときに、会員の方の間に温度差が物すごくあるんですよ。例えば

レストランとか喫茶店をやっているところは、ぜひやってくださいと。クリーニング屋さ



第 3 回 杉並区産業振興審議会 

 

３０／３６ 

んは、うーん、という。だけど、みんな会員なのですよね。要するに地域全体が、じゃあ

キャラクターというか、ガンダムならガンダムをコアにして何かやろうというところの意

見のベクトルが合わない。その話の過程でやっぱり予算がないから何もできないよねとな

ってしまうわけです。 

 実は、秋葉原でガンダムショップというのをやっているのですけど、あそこは1年間に

3億以上、物販だけでやるのですよね、あれだけの小さい店で。コアになるアニメの制作

をサンライズという上井草でやっているのに、商品を売って利益を出しているのは秋葉原

です。地元には、住民の方のいろいろなフォローというのももちろんありますけど、それ

よりも要するに外から客を呼ぶ考え方をしないと、地域の商店街そのものの活性化はでき

ないのではないかと思います。 

 例えば、ちょっとイベントをやればそれで1,000人、2,000人はすぐ来ます。アニメが

すべではないのですけれども、そういうファンの目的というのは、イベントに参加したい

ということで、バスや電車に乗って来ては、その場で売っているグッズを買うわけですよ。

要するにその地域だけでつくっているグッズをそこの場で売ることを皆さんが賛同して、

やってみれば、物すごい波状効果といいますか、派生効果といいますか、あると思うので

すけどね。ところが、地域の商店街の地域の店の方だけの意見統一ができていない。だか

ら、我々も本当に協力して、例えばキャラクターを使うにも数百万かかるのですけど、そ

れは使用料はただでいいですよとかいう条件を出しても、その後のアイデア、要するにフ

ォローができない。 

 今の上井草の例で申しわけないのですけれど、その後のフォローとして、ここにちょ

っと載っていましたけど、夏の夏祭りをやりましたとあります。要するに一過性のものし

かやらないのですよね。継続性がない。しかも、土日もやっていない。毎日やれとは言い

ませんけど、少なくとも土日、年間50回ぐらいの何かのイベントをしかけてやろうよと言

いたいです。県外あるいはそのまち以外、あるいは杉並区以外、東京都、全国から来るか

もしれないですよね。それによって客が増えるという図式を考えると、こういうイベント

をやれば若い人が集まってくるよという若い人の意見を酌み入れる話し合いの場といいま

すか、もっと頻繁につくるべきだと私は思いますね。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 今のお話は、少し分析をすることが必要だと思うのです。二つの論点があったと思い

ます。 
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 一つは、商店街といっても、杉並の中にある商店街は多様性がある。多様性というの

はどういうことかというと、一つは、まさにそこに住んでいらっしゃる皆さんに使ってい

ただく商店街。それからもう一つは、例えばターミナル型と言ったらいいのか、地域型と

言ったらいいのかわかりませんけど、例えば秋葉原という例示がありましたけど、ある意

味では荻窪駅周辺というのはそういうところかもしれませんが、ほかの地域からも人を集

められるような、集めて日常のものではないものを提供するというタイプの商店街。そう

いうタイプのもあるよと。そういう後者のタイプの商店街に関して言うと、今の委員のお

っしゃったようなことは当てはまる。要するに、外からの人を引っ張り込めるような、少

し強い刺激のある、そういう魅力のある商店街。そのためには一過性のイベントではだめ

だよと。年1回のイベントではだめで、50回としたって1週間に一遍ぐらい週末必ずやるの

だというぐらいのことをやると、そこが、秋葉原がああいう地域になったと同じような発

展の仕方があるかもしれない。そういうご提言だったと思いますね。 

 今のお話との絡みでいうと、商店街を全部一律の性格があるというふうにとらえて施

策を講じているとすると、今の委員の問題提起、あるいは、ひょっとすると前の意見参考

人の方々の問題提起には、フィットしないわけですね。それをうまく、商店街にはこうい

うタイプがあるという分類学をちゃんとやって、その上でこういうタイプの商店街にはこ

ういうタイプの政策をサポートを用意する、違うタイプのところには違うタイプのを用意

するというような、商店街をきめ細かく見た上で商店街助成策を考えるということがこれ

からの一つの課題になるのではないかと、こういうふうに思います。 

 あと、お一人ぐらいご意見をいただけると思うんですが、いかがでしょうか。 

 一つ問題提起をさせていただきますと、せっかく農業から委員がいらっしゃるんです

が、ほかの区で検討される一つのタイプの事業として、先ほど和田商店街に八百屋さんが

ないという話がありましたけれども、杉並にはある程度の農業があるわけですね。そうい

う杉並の農業とそういう商店街の生鮮三品、特に野菜と八百屋さんとのコラボレーション

というんでしょうか協力というのは、何か商店街活性化策の中で、あるいは農業活性化策

との関連で考えられないものだろうかという問題提起をしたいんですが、いかがでしょう

か。 

○委員 現在の杉並区の農業は、販売農家が70軒ぐらいです。それも年間を通してとい

うことではなく、例えば、杉並区内で1ヘクタールぐらいで栗をつくっている方がいらっ

しゃるとすると、栗ができたときから半年ぐらいの間保冷をして貯蔵をしたとしても、年
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間を通して販売は非常に難しい。今、トマト、キュウリ、ナスといった果菜類の季節です

が、実はこの間の台風で、即売会をやっていてもキュウリは、もう半分以下になってしま

った。そういったこともありますし、なかなか、商店とそういう形でやっていくというの

は厳しいと思います。 

 杉並区内には二つの農協と、両方の若手のメンバーのグリーンクラブ、あと研究団体

というのも幾つかあります。いろいろなところで即売会はやっていますが、そういうとこ

ろで一般のお店に年間を通して品物を提供するというのがすごく厳しいと私は思っていま

す。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 もちろん、杉並の野菜だけで八百屋さんの店先を埋められるというわけではないので

すが、彩りを添えるというか、そういうものも少し考えて杉並らしさを多少なりともそう

いう中に埋め込んでいくというのが、一つのこれからの検討される方向かもしれません。 

○委員 世田谷なんかの場合には、「せたがやそだち」とかいって、宣伝をしています

から、杉並でもそういったイメージの何かをつくりたいですね。名前をつけて、それでや

ってできたらいいなというふうには思っています。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 今の話はさっきの委員のアニメ、動画の話と少し関係があるのですね。要するに、こ

の地域の中にある産業とほかの産業を結びつけることによって、ここでしかできない振興

策、活性化策を考えるというのは、一つの大事なポイントではないかと思いますので、そ

こら辺はこれからまたぜひ検討していきたいと思います。 

 まだいろいろ議論したい点はあるのですが、商業に関して、商店街の活性化について

はここら辺で議論を閉めておきたいと思うのですが。ただ、最初の高円寺銀座商店会のＬ

ＥＤへの街路灯のつけかえと、その浮いたお金によって商店街の次の3年後の商店街活動

の資金にかえていくというお話ですが、これは大変重要な議論だと思うのですよ。これも、

要するに長期的に商店街の活動を考えて、その商店街の活動の資金の収支を考えるという

ことがあって、今の提案が成り立つわけですね。商店街を一つの活動の主体として考える

と、その活動の資金の出入り、長期的なプランをちゃんと立てるということが、提案、事

業の前提になっています。和田商店街のお話の中でも、やはり商店街の存続を長期的に考

えて、今はその第一歩だけども、いずれそれが効いてくるという、少し長いレンジの中で

商店街の活動をプランしています。これが、意見参考人の方々のプレゼンテーションから



第 3 回 杉並区産業振興審議会 

 

３３／３６ 

導き出される大変重要なポイントではないかと思います。そういうような商店街が少し長

い存続を前提とした上で活動するということのためには、最初、委員から問題提起のあっ

た、商店街の組織化の充実ということも大変重要な課題になってきます。ただ、商店街の

組織化も逆の点、繰り返しになりますけど、逆の面からすれば、組織化してどうすると、

組織化してこういうことで意味があることをやりますよというプランがないと、組織化に

対して、行政もそう応援をすることができない。そういう商店街活動の充実と組織化とい

うのはコインの裏表であるということがきょうの議論ではっきりしたと思いますので、そ

ういうことがこれからの政策の中で反映されるということが必要なんではないかという気

がいたします。 

 商店街の支援策については、以上で議論を終えたいと思います。 

 次に、議題の4、条例検討部会について議論を移したいと思います。 

 事務局から、ちょっと資料を。 

○産業振興センター次長 はい。それでは、前回の審議会で条例検討部会の設置につい

て皆様のご承認をいただきましたので、今、その関係資料を配付させていただきます。 

（ 追加資料配付 ） 

○産業振興センター次長 それでは、お手元の資料に沿って説明させていただきます。 

 この審議会に諮問されました（仮称）中小企業振興基本条例の制定に関しまして、そ

の考え方を整理するためにこの部会を設置するというものでございます。 

 部会員につきましては、これは会長と事務局で検討・調整した結果、商業関係、工業

関係、農業、中小企業、消費者、それぞれの委員の方で構成することといたしまして、部

会員に記載のとおりの皆様方にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 2点目の主な検討事項としましては二つほどございまして、条例の対象ということで、

これは対象といいますか、名称ですね。これは対象によるのですけれども、①の二つ目の

項目で、商・工・農・観光・新産業等産業全体を対象とした「産業振興条例」とするのか、

ご提案いたしました中小企業を対象とした「中小企業基本条例」とするかと。そういった

問題と、それから条例に盛り込むべき事項・構成、こういったものについてご検討いただ

ければというふうに思っております。 

 最後に、3点目のスケジュールですけども、第1回の検討部会を8月の中旬から下旬、第

2回を9月の中旬に予定しています。第1回がなぜこのくらい遅いかといいますと、この審

議会はきょうが3回目でして、次回、第4回にアニメ関係とか農業関係について少しご報告
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したいと思いますので、そこでの報告、議論を踏まえて条例検討部会を8月中旬から下旬

にしてございます。最後に、第5回の産業振興審議会、10月で検討結果の報告というふう

な形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 ただいまの事務局からのご説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

 部会員の方々には、大変お忙しいところ恐縮でございますが、一肌脱いでいただいて、

ご検討の成果を10月の産業振興審議会にご報告をいただきたいと思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 はい。ありがとうございます。それでは、そのように計らいたいと思います。 

 第5の議題でございますが、その他で、（仮称）杉並区就労支援センターの設置につい

て、これも事務局からご説明をお願いします。 

○産業振興センター次長 はい。では、参考資料をごらんください。 

 この審議会と直接関係するわけではございませんが、この審議会は産業関係の団体の

方が非常に多うございますので、情報提供ということで、今、この場をかりて説明させて

いただきます。 

 若者の就労につきまして雇用情勢が非常に厳しいという状況下で、杉並区といたしま

して、若者の就労支援センターを設置するということを今考えてございます。 

 表面の一番下ですが、24年度の今後のスケジュール予定として、12月の初旬にオープ

ンを考えております。1番、その背景でございますけれども、全国の完全失業率がオール

年齢で4.6％に対して、とりわけ15～24歳が8.2％、25～34歳が5.8％と、非常に高い状況

になっていると。それから、ハローワーク新宿を利用している登録求職者のうち区民の割

合が30％を超えているといったような状況をかんがみまして、これまでの労働雇用政策と

いうのは国や都がやるべきという考え方もあったんですけども、手をこまねいているわけ

にもいかないということで、基礎自治体である区も就労支援をしていくという考え方でご

ざいます。特に、区単独でやるのではなくて、区とハローワーク新宿が連携して、ハロー

ワークの職業紹介機能と区が行う就労支援事業を一体的に行っていくということでござい

ます。 

 裏面をごらんください。 
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 これは全体像でございまして、左側の対象者、若年求職者ですね。既卒者、求職中で

あるとか就労準備中であるとか転職活動中であるとか、こういった方が相談を受けに来ら

れると、点線の枠で杉並区とハローワークと分けてございまして、区のコーナーとハロー

ワークのコーナーがあって、区のコーナーでは充実した相談を行っていきたいと。場合に

よっては心理相談を週1回行います。そして、相談の結果、ハローワークにつなげていき、

ハローワークの方で職業を紹介していただきまして、最終的に目標の就労に結びつけてい

きたいというふうに考えています。就労後も、離職率が高いというようなこともあります

ので、定着支援も行っていきたいと思っています。 

 それから、区としましては、左側の左下ですが、2、様々な情報提供ということで、ホ

ームページを開設したり、情報・資料コーナーを設けたりします。 

 それから、一番下の4ですけども、区内企業とのパートナー関係で、区内企業と信頼関

係を結んで、区内企業の求人開拓も行いながら、区内企業の支援、産業支援ということも

視野に入れていきたい。ただ、これは24年度はすぐ無理だと思いますので、25年度という

ふうにちょっと記載しております。 

 それから、右下の区内企業ＰＲに向けた事業実施ということで、これは杉並区とハロ

ーワークが共同で、各種面接会であるとかセミナーであるとか、講座、ツアーなどを展開

していきたいというようなことを今現在考えてございます。 

 区内企業でも、求人情報、人が欲しいというようなことがあれば、この就労支援セン

ターにご相談いただければ、紹介できる可能性も非常にあるというふうに思っております

ので、産業界の方々はそういうことを念頭に置きながら、何かあれば皆さんにＰＲいただ

ければと思います。 

 私からは以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、じゃあ、第6番目の議題、連絡事項でございます。これも事務局からお願い

します。 

○産業振興センター次長 はい。また、私から説明させていただきます。 

 まず連絡事項でございますが、配付資料の一番最後にございます第2回審議会の会議録

につきまして、7月13日の金曜日までに内容確認をされた上でご連絡いただければと思い

ます。 
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 それから、本日は第3回ですので、第4回の審議会につきましては、事前に皆様方に日

程調整をちょっとさせていただきまして、8月7日火曜日、午後2時から4時ということで決

めさせていただきたいと思います。会場はこちらを使いたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 私からは以上です。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 以上、何かご質問等ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 ありがとうございました。ちょうど予定の時間になりましたので、本日の審議

会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 


