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会 議 記 録  
 

会議名称 第 6回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 24年 11月 8日（木）午前 10時 00分～午後 0時 00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、小竹、坂田、下田、滝澤、田中、徳田、内藤、 

中村（浩）、中村（實）、保坂、松島、小淵、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 

配付資料 ・第 6回杉並区産業振興審議会次第 

・第 6回杉並区産業振興審議会席次表 

資料 1 産業振興計画改定案の答申に向けて 

資料 2 杉並区産業振興計画の基本指針と 5つの目標（案） 

会議次第 1 開会 

2 議題「産業振興計画の答申に向けて」 

 (1)計画の位置づけ及び答申案の体系について 

 (2)個別目標の内容について 

 (3)基本指針と個別目標について 

3 連絡事項 

 ○今後のスケジュールについて（予定） 

  ・第 7回審議会（12月 12日午前または 11日午前） 

    内容：産業振興計画改定についての答申案確認 

       産業振興条例についての答申案確認 

  ・答申（12月中） 

  ・区での改定計画と条例の検討（12月以降） 

 ○その他 

4 閉会 
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○会長 それでは、時間になりましたので、第6回の杉並区産業振興審議会を開会したい

と思います。 

 まず最初に、事務局より配付資料の確認及び欠席委員についてのご説明をお願いいた

します。 

○産業振興センター次長 配付資料の確認をさせていただきます。本日の次第、席次表、

資料1「産業振興計画改定案の答申に向けて」、資料2「産業振興計画の基本指針と5つの

目標（案）」、最後に参考資料として、産業実態調査報告書の抜粋等をお配りしてござい

ます。 

 欠席委員につきましては、本日4名ほど欠席を伺っております。私からは以上です。 

○会長 ありがとうございます。きょうは今まで議論してまいりました内容をそろそろ

きょうから総括に入るわけですけれども、議題としましては産業振興計画の答申に向けて

ということで議論してまいりたいと思います。 

 まず最初に、今回の計画の位置づけ及び答申案の体系について、事務局よりご説明を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○産業振興センター次長 それでは、資料1と資料2の1ページ目について説明させていた

だきます。 

 まず最初に、資料1「産業振興計画改定案の答申に向けて」。この審議会は、今年5月

18日に第1回を開催して以来、本日で6回目ということになりますが、産業振興計画は基本

構想に掲げます「暮らしやすく快適で魅力あるまち」の実現に向けて、産業振興分野にお

ける目標、基本的な方向性、施策・事業の体系等を明らかにした区と産業関係者の共通指

針にしたいと考えております。現在、条例検討部会で議論していただいております「杉並

区産業振興条例」に規定する予定であります産業の振興を総合的に実施していくための指

針の役割を担うものでございます。 

 なお、この産業振興計画の計画期間は、25年度から33年度までの9年間としたいと思っ

ております。 

 次に、産業振興審議会への諮問及び答申についてですが、第1回審議会で区長から諮問

させていただきましたが、この審議会は産業振興計画の改定及び中小企業振興基本条例の

制定に必要な事項を調査審議していただき、答申をしていただくこととなっております。

そのため、当審議会では計画の具体的な中身を答申していただくのではなく、今後の産業
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振興施策を進めるにあたっての目標・基本的な方向性・取組みの視点について答申をして

いただきたいと考えております。 

 3番目に、答申案の体系について。産業振興施策を推進していくうえで、施策全体を貫

く共通のテーマを基本指針として定める必要があります。9年後の将来像を視野に入れた

個別の目標を定めて、その目標ごとに「背景と課題」「基本的方向性・取組みの視点」を

それぞれ記載していきたいと考えております。詳細は、資料2でご説明させていただきた

いと思います。 

 では、続きまして、資料2の「杉並区産業振興計画の基本指針と5つの目標（案）」の1

枚目をごらんください。 

 先ほど説明させていただきました基本構想における将来像が「支えあい共につくる 

安全で活力あるみどりの住宅都市杉並」、将来像を実現するための目標として「暮らしや

すく快適で魅力あるまち」。今回の計画改定の答申、基本指針としましては「地域ににぎ

わいと活力を生み出す 住環境と調和した杉並らしい産業の振興」、こういったことを大

きな指針に掲げて、その目標を五つ挙げております。1「住宅都市に適した多様な産業の

発展が実感できるまち」、2「区民生活を豊かにする産業に支えられ、住みやすいまち」、

3「食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、安心とやすらぎがあるまち」、4「安心して地

元で元気に働き続けられるまち」、5「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなる

まち」、こういった目標を掲げさせていただいております。 

 次のページに、それぞれの目標に対して、背景と課題、それから基本的な方向性、取

組みの視点といったものを示してあります。 

 本日は、この5つの目標、あるいは基本指針、そういった大きなところを少しご議論い

ただければと思っております。 

○会長 今度の産業振興計画の期間、平成25年から33年までの9年間にわたる期間の産業

振興計画であるという位置づけと、その振興計画の基本指針について5つの目標を設定し

たいという事務局よりのご説明がございました。これを議論していくわけですが、まず、

この会としては最初に5つの目標それぞれについて審議し、その後で全体のこの体系でい

いかということを議論してまいりたいと思います。よろしければ、事務局のほうから資料

2の2ページ目以降につきまして、1項ずつご説明をいただき、その1項ずつ議論をしていき

たいと思います。よろしいでしょうか。 
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（ 了承 ） 

○会長 では、1項ずつご説明をお願いしたいと思います。 

○産業振興センター次長 目標の1につきまして――今、私がこの場で説明いたしますか、

それとも、少しお時間をとっていただいて、皆さんに読んでいただきましょうか。 

○会長 お話を聞きながら目で追っていったほうがよくわかりますので、ゆっくり一つ

ずつ説明していただいて、そこで少し時間をとってからディスカッションしましょう。 

○産業振興センター次長 わかりました。では、目標1「住宅都市に適した多様な産業の

発展が実感できるまち」の背景と課題。 

 平成21年の経済センサスによりますと、事業所数で、杉並区の割合が高い業種は、業

態別でいきますと「不動産業・物品賃貸業」「生活関連サービス業」「医療・福祉」「教

育・学習支援業」などがありまして、一般消費者向けの事業を展開している業種が挙げら

れます。反対に、23区全体の平均よりも低い業種は、「製造業」「運輸業・郵便業」「情

報通信業」などです。 

 そして、区民生活や区内産業を取り巻く環境は、社会状況や経済状況の変動により、

大きく変化しております。区内事業所の多くは、急激な環境変化や構造変化に十分に対応

しきれないで、厳しい経営状況にあります。 

 ＩＣカードや電子マネーの普及によって消費のスタイルも多様化しており、これらの

変化に呼応した、地域コミュニティの活性化にもつながる、区内消費・経済循環の促進策

が求められております。 

 基本的な方向性、取組みの視点。 

 杉並区の立地環境や地域特性を活かしまして、将来を見据えた産業振興の促進・支援

を行うため、様々な調査・分析を活用して、区民ニーズや社会環境の変化に柔軟に対応で

きる基盤づくりが必要であろうかと考えております。 

 産業振興の主体は、商店街組織や商店主、地域の中小企業などであり、そうした事業

者による取組みと自助努力なくして、区内産業の活性化や発展はあり得ません。そのため

には、区と事業者または事業者間で、情報共有や情報交換のできる仕組みが必要です。 

 区内の各産業は相互に関連があります。杉並の産業振興を考える場合には、多様性の

ある様々な産業を一体的に振興することが必要であり、各産業と地域とのつながりを意識

した取組みが重要です。 
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 産業構造や特色を区民に示し、理解を深めることが、区内産業の振興策を講ずるため

の重要な条件となります。 

 地域経済の活性化を図るために、地域住民や産業界などが一体となって、地域内にお

ける消費拡大に向けた取組みが必要です。また、区民が区内の良い商品や製品、サービス

や技術などを認知し、積極的に区内でものやサービスなどを消費する仕組みづくりが必要

です。 

 電子地域通貨事業につきましては、前回皆様方にご議論いただきましたが、まだまだ

解決すべき様々な課題があります。一度立ち止まって、今後の進め方について検討を求め

ていきたいと考えております。 

 目標1につきましては、以上です。 

○会長 住宅都市に適した多様な産業の発展が実感できるまちというのを目標の第一に

掲げようということですが、ご意見ございますでしょうか。 

 この一つのポイントは、「不動産業・物品賃貸業」「生活関連サービス業」「医療・

福祉」「教育・学習支援事業」というような、従来の商業、工業、農業という3分類では

なかなか捉えにくい産業が杉並の場合は非常にたくさんあります。そういう実態を踏まえ

て考えますと、その産業の多様性をまず認識した上で、住宅都市という杉並の位置づけと

重ね合わせて目標設定しようというのが、この第1番目の目標であります。 

 何かこの点について、違和感があるとか、そういうご意見等ございましたら、いただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 あとで、ここに戻ってきてもいいと思います。一個一個がバラバラに成り立っている

わけではなくて、この五つが一体となって目標となりますので、この目標1について、今

ここで全てを議論し尽くさなくてもよいのですが、ご質問等ございましたら、ここでまず

受けとめたいと思います。いかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 よければ、ここも含めて全体を議論するということで、先に進めてまいりたい

と思います。 

 では、目標2について。 

○産業振興センター次長 はい。それでは目標2。3ページをごらんください。「区民生

活を豊かにする産業に支えられ、住みやすいまち」という目標を掲げさせていただいてお
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ります。 

 背景と課題。産業実態調査によりますと、次のような状況が浮かび上がってきます。 

 区内小売業の年間販売額は減少しており、隣接区及び武蔵野市においても同様の傾向

です。 

 「売上高」「客数」が減少している商店も多く、3割以上減少したという商店も少なく

ありません。また、今後の業績見通しでは、半数以上の商店で業績が落ち込むと予想して

おり、経営状況は非常に厳しいと言えるかと思います。 

 買物で良く利用するお店は、自宅周辺のスーパーやコンビニで、日常的に一般商店を

利用する人は、かなり少ない状況です。 

 自宅周辺の店舗を利用する場合、スーパーは利便性・価格・品揃えが評価され、一般

商店は品質や安心感、コンビニは利便性・営業時間・品揃えが評価されております。 

 商店が自ら感じている強い点は「きめ細かいサービス・接客」、それから「商品の品

質・鮮度」であり、消費者からは「安心感がある」ことも重視されております。 

 商店の経営上の課題としましては、「価格破壊の進行」や「顧客の高齢化」ですが、

高齢者への配慮をしている商店は、それほど多くはありません。 

 現在の事業主の年齢は、60歳以上が6割近くと、極めて高齢化しております。しかし、

後継者が決まっているのは2割程度です。 

 商店街の中に、休憩スペースや子育ての情報交換をする場など、「商店」と「地域の

消費者」を結びつける場があれば、地域ごとの特色ある商店街ができていくのではないか

との期待もあります。また、駐輪場や街路灯の設置など、商店街を安心して利用しやすく

するための取組みが求められています。 

 商店会組織への加入率は7割弱、特に大型店やチェーン店は未加入の店舗が多く、加入

しない理由として、「効果が少ない」「会費が高い」「仕事を増やしたくない」などの加

入によるデメリットが多いということでございます。 

 次に、基本的な方向性、取組みの視点。 

 今後の商店街振興においては、各地域の特性にあった取組みを充実すべきであり、そ

の取組みを支援できる仕組みを検討していく必要があります。 

 住宅地における商業は、地域の多様な課題の解決に寄与し、区民生活を向上させる役

割も担っております。 
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 少子高齢化が進展した地域において、きめ細かなサービス提供のできる商店街の役割

は、さらに重要となります。商店街は、その中核的な存在として、大型店や他の産業、地

域を支える様々な組織と力をあわせ、地域に賑わいと活力を与える機能を担っていかなけ

ればならないと考えられます。 

 スーパー・コンビニ・一般商店は、それぞれ区民生活を支える役割を果たしておりま

す。それぞれの強みや特徴を活かしながら、同じ地域の一員として、共に商業の発展や地

域の活性化を行っていくことが重要です。 

 商店街を、まちづくりと一体化した地域の生活拠点としていくことが求められており

ます。地域の利便性向上や安全・安心をもたらす商店街の機能を充実させていくためには、

個々の商店だけでは不可能で、各地域の商店街で協力して行うことになります。その意味

においても、商店会の組織率を高め、公平な負担を求めていくことが必要であろうかと考

えております。 

 目標2は以上です。 

○会長 ここは小売商業とか、商店街の目標をあらわしているところです。区民生活を

豊かにする産業として、利便性と豊かさ、そして、安全・安心を引き出す住みやすいまち、

この二つを表現しています。 

 ご意見等ございますでしょうか。委員、何かございますか。 

○委員 この中で、大型店やチェーンが加入しない理由というのは、三つほどあり、そ

れで加入しないということになっています。今、商店街に求められているのは、実はシャ

ッターを閉めてからの仕事なのです。消防団とか、まちのパトロール、まちの美化、こう

いった仕事なのです。その仕事をふやしたくない、会費が高い、効果が少ないとか、少し

手前勝手な意見が多過ぎるのではないかと思います。 

 それからコンビニも最近、個人で経営されている方の向かいに、平気で別のチェーン

の直営店が出て、我々の今まで築き上げた地域をかき乱していくようなこともあり、ここ

ら辺を何とかうまく、規制というわけではないのですが、仲間に入れて一緒に働くという

ことを考えていかなければいけないと思います。 

○会長 そういうニュアンスが、基本的な方向性の中に入るということですね。 

○委員 そうですね。 

○会長 委員、何かございますか。 
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○委員 今の委員の発言されたとおりなのですが、最近の傾向として駅ナカ問題という

のがあります。その駅ナカに関しては、地域との協力性というのが全く見られない。それ

に対しての何か一つ考え方を持ちたいと思います。 

○会長 はい。では、委員。 

○委員 このチェーン店、大型店、駅ナカというのは、大きな組織なので、商店街との

融和を図るような工夫が必要だと思います。 

 あと、その背景と課題のところに、休憩スペースや子育ての情報交換、地域の消費者

を結びつける場をというのがあります。空き店舗を生かすことは昔から課題になっており

ますので、何らかの形で利用できれば、それは目標1の、にぎわいをとか、あるいはいろ

いろなコミュニティとかが生まれることにもつながります。一時、まちの駅というのをつ

くったものの、なかなか活動できないということがありましたので、こういった空き店舗

を区の施策に取り込んで、もう少しうまい負担の仕方をして、こういったコミュニティに

つなげていかれれば良いと思います。 

 こういったところから、シャッターがふえて、静かになってしまったところに活力を

入れていく。9年とか10年とか長いスパンで、徐々にこれを推進していく。先ほど、製造

業とかいろいろな産業の話がありましたけれど、そんなところも活用できて、何か情報の

場ができればいいのではないかという気がいたします。 

○会長  ほかにございますでしょうか。では、委員。 

○委員 大型店とチェーン店は、これからもどんどん出てまいりますから、商店街とう

まく融合することが一番大事じゃないかと思います。 

 例えば、杉並が地盤のスーパーマーケット。区内の本社に行って直接交渉して、そこ

から崩していく。そうすると、ほかのチェーン店も、それに倣っていくと。まず、突破口

はそこからやったらどうかと思うのですよ。 

 チェーン店で、個人でやっているところは、会費を払っているわけですよね。本部が

払わないわけですから。 

○会長  ほかに何かございますか。委員、生活者の視点から何か。 

○委員 私はこの背景と課題の中で一番気になったのが、事業主の年齢が高くなってい

て、後継者が決まっているところが2割ぐらいだということです。やはり、息子さんや娘

さんはサラリーマンになって、お店を継いでいく方が少なくなっていく。農業と同じよう
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な状況が商業にもあるのかということを知って愕然としました。役所と一緒になって、何

とかそれを魅力のある商店にすることで、商業が魅力のあるものだということを実感でき

るようになっていけばいいなということを一番思いました。 

 その一方では、買い物をしている消費者として見ると、老舗の店のなかに新しく入っ

ているような店というのは、何か若い人たちがいろいろとやっているような気もするので

すね。時代の流れで、なくなっていく商店もあるのは仕方ないですから、そういう若い人

たちをうまく商店街の会員として取り込んでいって、商店会としてうまく成り立つといい

なというように思いました。 

○会長 委員、何か。 

○委員 ここに大型店が加入しない理由ということで三つほど書いてあるのですが、本

当はそうではないと思います。要するに利益が上がるか上がらないかで、単純なのですよ。

大型店の現場責任者というのは、地域の方を向こうとしません。本社ばかり向いて、計算

ばかりで、隣近所がどうであろうと気にしません。例えば、アーケードがあるのをわかっ

ていて入ったお店が、アーケードは要らないからアーケードの費用は負担しませんと言い

ます。電灯維持費や、商店会費が高いと書いてありますけれど、本当は、会費が高くて効

果が少ない、つまり、採算が合わないということなのです。この「会費が高い」とか「仕

事を増やしたくない」、この字句に対しては、少し抵抗があります。 

○会長 皆さんのご意見をまとめてみますと、特に基本的な方向性のところが大変大事

だろうということだと思います。その項目の4番目に、スーパー、コンビニ、一般商店は

それぞれ区民生活を支える役割を果たしているとあります。それぞれの強みや特徴を生か

しながら、同じ地域の一員として、共に商業の発展や地域の活性化を図っていくことが重

要であるというところが皆さんの意見で強調された点であると思います。要するに、特に

同じ地域の一員としてというところで、その地域の生活拠点としてのそういう商業集積が

うまく機能するように、活動をハーモナイズするというのでしょうか、そういうことを強

調するべきだというご意見だと思います。特に基本的な方向性のところにに皆さんのご意

見が集中しておりますので、そこを強調するような文章を工夫してみたらいかがかと思い

ます。 

 それから、今お話の中で空き店舗問題がこれからの課題だというのが出てまいりまし

た。やはり、課題か取組みの視点かどこかで、空き店舗問題について少し言及したほうが



第 6回 杉並区産業振興審議会 

 

１０／３１ 

 

いいかという気がいたします。 

○委員 空き店舗の問題ですが、バブルが崩壊して、不動産屋が買い占めたものの、そ

の転売ができない。それが事実上の空き店舗になって長くなっている。その店は、その土

地の人持っているならよいのですが、権利だけ持って、どこかへいなくなっているケース

が多いので、会費もとれない。この点がこれから問題ですね。商店街の悩みの種だと思い

ます。 

○会長 そうですね。 

○委員 それと、空き店舗になっている理由は、もう一つ。そのお店を持っておられる

方が2階にお住まいの場合。1階のお店を通って2階へ上がるというような構造になってい

たりするので、それを貸すとなると、自分のところの通路をつくらなければならなくなる。

そういう問題が出てきて、なかなか難しいのです。 

 それと、杉並には、事務所を持っている商店街は少ないです。空き店舗が、商店街の

事務所として使えると、お買い物に来た高齢者の方々が休む場所にもなりますし、我々が

そこで時間制限なしにいろいろな話し合いができるのです。ですから、その空き店舗を、

ぜひ商店街の事務所にしてほしいと区のほうにもお願いしているのですが、なかなか実現

しない。 

○会長 経費の問題と絡んできますね。 

○委員 経費も、ある程度、助成対象にしてほしいというお願いもしているのですが。

世田谷区は割とそういうのはうまくいっているのですよ。 

○会長 やっていますね、下北沢にあるのもそうですから。 

○委員 そうです。 

○会長 わかりました。具体的なことはこの中にはなかなか書けませんけれど、そうい

う方向性を、もしうまく書けるようであれば、考えていただくようにしたいと思います。

ここは大変重要な目標ですので、少し慎重に、また議論したいと思います。 

 よろしければ、目標3に移りたいと思います。 

○委員 すみません、ちょっとよろしいですか。 

○会長 どうぞ、委員。 

○委員 先ほど年齢の話が気になったのですが、例えばチェーン店みたいなものは、割

合若い層を狙って開店されていますね。しかし、60歳以上の高齢の方々がたくさんその商
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店街の周りにはいらっしゃいます。そういう人たちを対象にする商売の仕方というものが

お店ごとにあるのではないかと思うのですが、そういう面を少し研究するということはで

きないものでしょうか。 

○会長 なるほど。大変大事な視点だと思います。 

 先日、僕は和田商店街に行ってきましたが、あの周辺は、お風呂屋さんもあるし、お

総菜屋さんもあるし、まさに周りに住んでいらっしゃる方の生活ぶりとマッチした商店街

ができているなという印象を持ちました。 

 要するに、そういうような、つまり若い人向けだけでない、年齢の多様性に応じた、

お住まいになっている方の特性に応じた商店街のあり方を研究するという方向性を、基本

的な方向性ないしは取組みの視点の中にちょっと書き込むというのはおもしろいかもしれ

ませんね。 

○委員 そういうことをしますと、多分介護の費用など、福祉の費用のほうが減ってく

ることもくることもあるのではないかと思うのですね。周りのお年寄りが商店街で買い物

ができないから、仕方ない、どこかに入ろうとかというようなことになるのだとしたら、

もう少しいい方法があるようにも思われます。 

○会長 なるほど。恐らく目標の1と対応するのか、2も関係があるのではないかと思い

ますが、多様な産業の発展というのと、区民生活を豊かにするというのを組み合わせで考

える、そういう視点だろうと思います。住みやすいまちという目標の中の文章は、まさに

今、委員のおっしゃったような、そういう多様な年齢層に対応する多様な地域の商業があ

って初めて実現するというのを認識して、この文章の中にそのニュアンスが出るように努

力をしてみたい思います。ありがとうございます。大変有意義なご議論ができたと思いま

す。 

 よろしければ、目標の3に移りたいと思います。 

○産業振興センター次長 それでは、目標3「食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、安

心とやすらぎがあるまち」、これは主に農業の分野です。 

 背景と課題につきましては、区内農地は年々減少しております。耕地面積は世田谷区

の3割強程度。しかし、産出額では遜色ないため、保全するだけではなくて、産業振興策

としての農業振興も考えられます。 

 それから、産業実態調査によると、「住環境に潤いを与える緑地」として、「防災上
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貴重なオープンスペース」として、区民の多くは農地の保全を望んでおります。新鮮な農

産物の供給主体としてのニーズも高い。また、区民農園の利用やガーデニング等の指導な

ど、趣味・余暇等として関心を寄せる区民も少なからずおります。 

 区民の多くは農地の保全を望んでいるものの、農家では税制や生産緑地等の制度が変

わらない限り、農地は減少していくと予想しております。特に相続に伴って農地を手放さ

ざるを得ないとする農家が多いところでございます。 

 都市の農地が果たす役割として、緑豊かな環境・景観、新鮮な農産物の提供、食育等

の教育的効果、防災機能等、農地の多面的な機能の活用が期待されております。 

 ほとんどの区内農家にとって、農業は生計の手段ではありませんが、地域住民に農産

物を提供することが働きがいの一つとなっております。 

 意欲的な農業経営者への支援や後継者の育成が求められております。 

 全国的に農業者の高齢化や後継者不足が進む中、杉並区でも農業の担い手が減少して

おります。一方で、農業を様々な形で楽しみたいという区民も増えております。 

 基本的な方向性、取組みの視点。 

 杉並産農産物のアピールポイントである“鮮度”と“安全さ”のＰＲを充実させて、

杉並産農産物への親しみを高めていくと。また、多面的機能を有する都市農地を保全する

必要性を区民にＰＲし、都市農業や農地への理解を深める。 

 区民への販売機会の拡充や学校等と連携した食育の取組みなどによって、地産地消を

推進していく。 

 区内産業の発展につながる都市農業の振興策を検討すべきである。杉並産農産物の

“鮮度”と“安全さ”という付加価値を高めることでブランド化を進めたり、クオリティ

の高い杉並産農産物を区内レストランで使用したり直売所等で販売したりするなど、消費

者と直結した販売ルートを確立していくことも考えられます。 

 農業後継者への支援を図るとともに、担い手のいない農業者への支援体制も検討する

必要があろうかと。また、交流自治体との連携による人材交流なども図る必要があります。 

 体験農園や農業公園など、区民が気軽に農業と触れあえる機会を創出することなどに

よって、都市農業や農地への理解と支援の輪を広げていく必要があろうかと。 

 都市における農地は重要な機能と役割を有しております。杉並区から農地が失われる

ことがないよう、区が関係機関と連携しながら関係法令や税制の見直しなどの働きかけを
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行い、区の責務として農地の保全に努めていくべきであります。 

 この部分は、ちょっと補足させていただきますと、一般論でしか書かれてありません

で、もう少し具体策を次回お示ししたいと思っております。以上です。 

○会長  ここは農業を念頭に置きながら書いたのですが、この審議会の議論でも単に

農業というだけではなくて、杉並における農業はどういう意味があるから、どういう価値

があるから振興するべきかという議論があったと思うのですね。そのあたりをやはり目標

としては少し出してみたいということで、普通ですと都市農業と書くところを、目標3の

ところは事務局で相当工夫してくれましたので、その工夫等につきまして、また皆さんの

コメントをいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○委員 ここに書いてあることは、ほとんどすべて、我々農民にとって課題と申します

か、問題だと思います。 

 実は、高井戸の地域センターで11月10日と11日に、杉並区農業祭が催されます。今、

準備を進めていますが、地元ではすごく関心が高まっているということです。品評会にお

いても杉並産の出品物500点を目標に、今取り組んでいるところです。 

 夏の暑い間、いろいろな種類の薬をかけたり、また、この薬は生育期間の間3回しかか

けてはいけないとか、いろいろな制約もありまして、本当に秋野菜というのは大変です。 

 ですから、我々仲間同士でも集まると、どういうふうなつくり方がいいのか話し合い

ながら、皆様方のご期待に少しでも沿えるようにと一生懸命頑張っている次第です。 

○会長 実は、委員の審議会での発言の中に、たしかレストランとの提携というような

話があり、そういうのも参考にしながら目標を書いたのですが、委員、何かコメントあり

ますでしょうか。 

○委員 まさに、こういうふうにレストランとかで使っていただくと、皆さんの認知度

も上がるのではないかと思います。また、トマトでしたらトマトをそのまま使うというの

もよいですが、それをまた加工して、トマトが練り込まれたうどんとか、そういうものを

つくれば、杉並だけではなくて、ほかの地域にも広がっていくのではないのかと思います。 

 あと、農業の後継者がいない現状を、みんな認知していないと思うのですよね。その

辺をもう少しアピールすれば、興味を持たれている区民の方もいらっしゃるということな

ので、うまくコラボレーションできれば、農業の発展につながるのではないかと思います。 

今、お店との協力ということですが、実は私が関係している、農協の杉並中野支店で毎
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週火曜日に即売会をやっています。名前を申し上げていいかどうかわからないのですが、

高円寺の「座・高円寺」に店を出している方とそこへ品物を出している者とが協力関係を

結んで、杉並産の材料を使った料理をだしているという実績が既にあります。ですから、

そういった面でも少しずつ、芽は出てきたという現状でございます。 

○会長 そういうのを、少し書き込むといいかもしれませんね。 

○委員 はい。ここに書いている取り組みは、本当に我々が思っていることを書いてあ

ります。これからは後継者がいないということで、この先のことを考えなければいけませ

んが、農地を貸し借りができるようにすることで、これから畑をやりたいという若い方を

募集できるような体制ができるといいなと思っております。 

 あと、企業が農地を借りて野菜をつくることができるような仕組みがあれば、農地も

減らないで済むのではないかと思います。 

 何十年も前から継続してやっている課題として、相続税の問題がございますが、この

税制改正は、なかなかすぐにはできません。そういう市街化区域内においてはできないと

いうことになっている農地を、貸借できるような体制にできればと思っております。 

○会長 全て区のレベルでできるかどうかというのはまた別の問題があって、全部、区

の単位でできないこともあるかもしれませんが、現在の制度のもとで区ができる範囲で、

今のようなご趣旨が少し読み込めるような表現も考えてみたいと思います。 

○委員 そうですね、農業の世界も、跡を継いでくれる者がいない悩み、これは商店街

も同じことですけれども、この目標3の中では大事な項目ですね。単に、いない、いない

ではなく、後継者が本当に率先してやれるような農業の世界をつくる方策を考えていかな

いといけないのかなと思います。 

 そこで、基本的な方向、取組みの視点のなかに、体験農園あるいは農業公園とありま

すが、杉並区民の触れ合いの輪ができて、自分たちが体験できるような農園、この二つの

点では、どんな実例があるのか。行政としてどんな方策があるのか。これは質問です。 

○会長 事務局のほうからお答えいただけますか。 

○産業振興センター次長 体験農園につきましては、杉並区内に1カ所あります。この体

験農園はどういうものかご存じでしょうか。 

○委員 どういうものでしょうか。 

○産業振興センター次長 園主さんが年間作付計画を立てまして、この時期に何を植え
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るとか、その作付から育成、収穫まで、全部園主さんの指導のもとでできる。農機具や種

は、全部園主さんのほうで用意する。園主さんの負担が非常に重いのが、体験農園です。 

 ここにはありませんが、区民農園というのは、農業公園ではないのですけれど、区民

の方にフリーにお貸しして、区民の方が当選されたその1区画に好きなものを植えて、好

きなものを収穫できる。それは、野菜であってもいいですし、草花であってもいいのです。 

○会長 そういう制度はあるのですね。 

○産業振興センター次長 はい。 

○委員 それは現実にあるのですか、区で経営しているのは、かなり。 

○委員 経営というか…… 

○委員 家庭菜園はあちらこちらで結構やっていますよね、ほとんど区営の形かな。 

○産業振興センター次長 区民農園はそうです。 

○委員 例えば、デパートの屋上でも高い料金でやっていますが、はやっていますね。

やはり、野菜をつくるとか、花を愛するとか、気持ちは一緒なので、体験農園とか農業公

園の普及ＰＲをしっかりしていくのも一つの手かなと思います。杉並の農業ということで、

素人でもできるような農園を楽しめる、これも一つの農業の育成かなと思います。 

○会長 今、ガーデニングの話が出ましたので、委員に、ぜひ、これはお話を。 

○委員 本職がおりましたね。 

○委員 まさに今、委員がおっしゃるとおりで、農家の方々の持っているノウハウとい

うのが実はこれ、宝の山でございまして、特に子供たちにとっての環境教育の部分では、

我々が確かにそうだと、うなずかざるを得ないようなノウハウをいっぱいお持ちです。 

 この背景と課題の5番目に、地域住民に農産物を提供することが働きがいの一つとなっ

ているとあります。この部分に、農産物の提供だけではなくて、子供たちの環境教育への

貢献も付け加えて頂きたいと思います。子供たちは今バーチャルの世界で生きていますの

で、生きている植物を育てるとか、実がなるのはどうなってなるかとか、そういうリアル

の世界を教えること、そういう地域での立ち位置というのですか、その重要度に、喜びを

覚えていただきたいと思います。後継の方も、生産だけではなくて地域に貢献しているの

だという実感を持っていただけると、若い方もより入りやすくなるといいますか、さらに

続けていこうという気持ちになっていただけるのではないかなと思います。地域もそれが

非常に必要な時代になっていると思っております。 
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○会長 大事な点ですね。これは背景と課題だけじゃなくて、基本的な方向性とか取組

みの中に、今の委員のご意見がうまく盛り込まれるようにしたほうがよろしいでしょうね。 

○委員 背景と課題のところに、ほとんどの区内の農家にとって農業は生計の手段では

ないが、地域住民の農産物を提供することに働きがいを感じているという項目があります

が、杉並区に、実際に農業だけで生計を立てている方というのはいらっしゃるのですか。 

○委員 いや、農業だけでは、ちょっと無理ですね。林、自宅等は全部宅地並み課税な

ので、固定資産税を払うだけでも相当で、不動産所得というものがなければできませんね。 

○委員 そういうことであれば後継者が育たない。その跡を継いで、農業だけ集中して

やろうかとはなりませんから、緑地がだんだん減ってくる。先ほどの区民農園でも、土地

を貸した場合に採算がとれないのであれば、区が補助するとか考えないと、農地を維持す

ることは無理だと思います。 

○会長 はい。ありがとうございます。何か、ご発言が。 

○委員 実は、税制上の問題があって、農地の貸し借りというのは一切だめなのです。

ですから、この体験農園というのも、土地を貸しているのではなくて、そこでつくっても

らっている、協力してもらっているという形をとっています。生産緑地というのは、税金

が物すごく安いのですが、区民農園の場合には、生産緑地を外してでも自分のところで持

っていたいという方が貸しているわけで、税制面がすごく厳しいのですよ。 

○会長 恐らく、現在のそういう税制も含めた制度のもとで、それを最大限目的に合う

ように使う仕組みとかをこれから工夫していかなくてはいけないのですが、その方向性が

にじみ出るように、少し文章には書き込んでいきたいと思います。 

○委員 先ほどの体験農園、農業公園の実例をお話したいと思います。 

 青少年育成委員会で体験授業というのをやっています。小学校の2年生から6年生まで、

毎年、畑へ行って種をまき、草取りをし、収穫をする。子供たちも非常に興味を持ってい

る。将来を担ってくれる杉並区民の子供たちに、杉並農業のあるべき姿を見せ、自分が初

めて土になじんでみて、いいなと実感してもらおうと、教育の一環として11年やっていま

す。畑は難しく、春に霜が来てしまうと、秋の果実は不作です。だから、収穫体験授業と

いうのは非常に難しいですが、次代を背負うためにも、こういったものを普及し、大いに

応援すべしと、考えております。 

○会長 今のところには、そういう社会教育みたいな側面がここに、基本的な方向性と
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か、考え方の中に出るようにしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 目標4に移りたいと思います。では、事務局から説明してください。 

○産業振興センター次長 すみません。その前に、目標3につきまして、委員のお話に付

け加えて、農業祭のチラシを配らせていただけますか。今月の10日と11日、高井戸の地域

区民センターで農業祭を行います。区内農産物の販売とか、品評会です。 

（ 追加資料配付 ） 

○産業振興センター次長 では、次に目標4、「安心して地元で元気に働き続けられるま

ち」ということで、背景と課題。 

 今後の更なる少子高齢化の進行で、生産年齢人口の減少が想定されます。各産業にお

いて、従事者の高齢化や後継者難が深刻化しており、これは先ほどお話に出ておりました

けども、人材育成や後継者養成の仕組みづくりが求められています。 

 子育て中の女性・若者・高齢者・障害者など、働く意欲があるにもかかわらず就業機

会に恵まれない、あるいは、希望する就業形態での就業が困難な人が多数存在しています。 

 新聞紙上によく載っていますが、労働市場における需要と供給のミスマッチが発生し

ています。 

 区・学校・企業・ハローワーク等関係機関が連携して、相談から就労定着支援までを

一連の流れの中で行う取組みが求められています。 

 次代を担う子供たちが、ものづくりや職場に触れる機会が激減している。 

 産業の発展には、技術力の向上が欠かせません。技術・技能を承継する仕組みづくり

が求められています。 

 派遣社員や契約社員の増加など、非正規雇用が増加している。 

こういった課題があります。 

 基本的な方向性、取組みの視点として、審議会で議論されていないため、例として記

載しておりますけれども、「杉並に住み」「杉並で働くこと」の意味を念頭におきながら、

働く人と従業者のニーズにマッチした、多様な就業機会の創出、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の実現に向けた、雇用環境の整備を検討すべきである。 

 それから、区内産業の担い手を確保するために、各産業の柱となる人材や後継者の育

成が必要である。 

 これは、この場で議論されていませんので、事務局のほうで例として書かせていただ
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きました。 

○会長 今のご説明につきまして、ご意見等をいただきたいと思います。 

 ここは、一つのポイントは、杉並というのは住宅都市であるということは間違いない

わけなのですが、住む機能だけではなくて働く機能がないと、まちとしてはやはり完全で

はないのではないかと。先ほど出ていた後継者問題もあるのですが、地元にそういう良質

な雇用の場があるということは、若い世代、特にお子様を持った若い世代・世帯にとって

は大変重要で、これがないと、なかなか住む選択をしにくいということになるわけなので

すが、そういうことも含めて、議論しました内容から少し拡大しますと、この目標4が出

てくるのではないかということで、つくっていただきました。いかがでしょうか。 

○産業振興センター次長 すみません、ちょっと補足を。参考資料をごらんください。 

 参考資料の1枚目ですけれども、ワーク・ライフ・バランスについて、産業実態調査で、

これ、項目を挙げましたけども、関心のある事業所が4割、取組みを行っていない事業所

は5割になっております。 

 それから、参考資料2枚目ですが、「生活の中での優先度について【希望】」は、図表

4-3ですね。希望では、「「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい」あるいは「「家

庭生活」を優先したい」、男女別になっていますけども。それから、図表4-7は、先ほど

の4-3が希望でして、現実的にはどうなっているかというのが図表4-7。男性は、白いほう

が男性ですけども、圧倒的に「「仕事」を優先している」、女性は「「家庭生活」を優先

している」と、そういう実態でございます。 

○会長 今、委員から手が挙がりました。 

○委員 杉並区に住んでいる方がどういうふうに働きたいかというと、例えば、都心の

ほうに行って働きたいのであるとか、年齢構成によって違うのだろうと思うのですよね。

それについては、どの辺をターゲットにしてこの話題が出てきたのでしょうか。 

 もう一つは、もうちょっと、年寄りの人たちを使う方法を考えたらどうかというふう

に思っております。先ほどの農業後継者の問題もございますし、家庭菜園をもう少し大き

くやろうと思ったら、できる体力を持っている人たちを雇うというようなことができると

よいのですが、そういう方向にはなかなか進んでいないなと思っております。 

 それからもう一つ、今度は、そういう年をとった人が持っている技術を生かしていく

という方向が考えられるだろうと思っています。今、皆さんにわかりやすいのは、例えば
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大手ゼネコンを退職された方々が、家の改修や耐震化の相談にのったりすれば、お年寄り

が耐震化工事でだまされて、何千万円もとられるというような被害も防げるでしょうし、

そういうのを含めて、何かできると思います。 

 私どもは、計測器のメーカーですが、設計していただく方を、例えばそういう人たち

から雇うこともできるのではないかと思うのですね。ですから、全体を一律に考えるので

はなくて、どの辺の人をどういうふうに使うか分けて考えたほうが、こういう問題は易し

いのではないかなと思っておりますが。 

○会長 今の委員のご指摘は、背景と課題のところの、二つ目に、どういう層を念頭に

おいて今のこの目標が書かれているかということがほの見える表現が掲載されています。

子育て中の女性であるとか、若者とか高齢者とか障害者とか、ここに住まわれる方が、お

住まいの近くに雇用の場を確保するというか、適切な雇用の場があるようにすると。その

ために、そういった観点から産業の振興を図るという視点だと思うのですが、ただ、これ、

一緒くたに書いていますから、もう少しストーリーがわかるように、ここを書き分けて、

今の委員のご疑問に答えられるようにすると、いいかもしれませんね。 

○委員 実際にやられるときにそうなればいいと思います。 

○会長 ただ、そういう振興計画ですから、今のご指摘のようなことがわかるように書

いていくというのも大事だと思います。 

 課題と基本的な方向性のところで、恐らく多様な方がお住まいになっているわけで、

むしろ、杉並に住んで、新宿とか丸の内に働きに行くという人たちだけの住宅都市ではな

いと。お年を召された方も、また、お子様を育てていらっしゃる世代の若い夫婦で共稼ぎ

をされる方も住まわれるわけですから、そういう多様な人が住むということを前提にする

と、多様な職場が杉並の中にあるということが大変重要なことだろうと思うのですね。そ

こがほの浮かぶようにこの項目は書いていったらよろしいのではないかと思うのですが、

よろしいでしょうか、そういう方向性で。ほかに、何か。 

○委員 確かにおっしゃるとおりで、今、地元にこういう企業があると。私どもも実際

地元企業なので、特にやや高齢の女性などの就労のときには、高齢の女性がさらにお母様

方を介護しながら働く場として、近くであるというメリットを考えて、私どもの職場を選

んでくださっています。そういう意味でやはり地元企業というのは大事であろうと、私は

考えております。 
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 それから、もう一点は、これは全体に言えることですが、若者ですら就業難であると

いうことと、技能・技術を継承する者がいないというのは、実は矛盾する話で、なぜこん

なことが起こるかというと、経済合理性とうまく合っていないからです。先ほどの2番の

商店街の部分でも、チェーン店が商店街に加入しないのは、経済合理性を最優先し過ぎる

がゆえに、地域貢献等々を無視してしまう。基本的に同じ脈絡といいますか、経済合理性

最優先のことに対して、我々が地域貢献であるとか、そういう経済合理性をちょっと超え

た部分で何かをした場合に、そこに何が起こるかというのを、いや、何かを起こさなくち

ゃいけないということで、こういう審議会があるのだと思うのですが。 

 これは経済合理性だけではなくて、地域貢献であるとかコミュニケーションであると

か、今、地域にとって必要なことを行う、経済活動以外の部分をきちんと評価するという

システムを全体につくらないと、この辺の問題が解決できないと思います。この後継者の

問題もそうですし、地域産業の部分もそうなのです。特に派遣社員、契約社員の増加とい

うのは、まさにその部分なのですけれども、そこを一つの脈絡として打ち出していただけ

れば、よりわかりやすいかなと思っております。 

○会長 経済合理性とはどう考えるべきかというのは副会長が専門家ですから、少し副

会長に。 

○委員 経済合理性という語彙は、ちょっと間違いがあったかもしれませんが。 

○会長 大事なことですね。要するに、経済合理性というのは、狭い意味の経済合理性

で考える人が多いですが、本当の経済合理性というのはそうでないということをこれから

副会長が説明しますので、よろしくお願いします。 

○副会長 企業が経済合理性を優先し、地域社会との調和を顧みず自らの利益のみを追

求するだけでは、当然、地域の方々の理解は得られず、経済合理性の追求が、かえってそ

の企業の発展を阻害させることになってしまうと思われます。そこで、今ご指摘のあった

本当の意味での経済合理性ということが重要であり、この論点につきましては、条例検討

部会でも「区内で事業を営む者に求められる社会貢献・地域貢献のあり方」などとして検

討しました。 

条例化にあたりましては、企業も地域社会の一員であるという観点や、企業の社会的

責任の重要化につきまして、今のご意見を踏まえて、重ねて条例検討部会で検討していき

たいと思います。また、ご意見のほどをよろしくお願い致します。 



第 6回 杉並区産業振興審議会 

 

２１／３１ 

 

○会長 ぜひ、副会長に、最終答申の中で、そこのところの経済合理性の正しい理解を

書いていただくよう、この場でお願いしておきたいと思います。 

○委員 また、そういう長期的な意味での地域貢献をしている企業なり個人がメリット

を得られるような制度というか、差別化ができるような、また、消費者が選びやすいよう

なシステムを何か盛り込むような形が必要かなとも思います。 

○会長 そうですね。「何とか貢献企業」というのを区でつくってもいいかもしれない

ですね、予算がかからないから。書くかどうかは別として、今、委員がおっしゃったよう

な視点で、こういうことが期待されていますよということをみんなにアピールするために

は、そういう「何とか貢献企業」というのをつくってもいいかもしれませんね。 

 産業協会、商工会議所の委員、いかがでしょうか。 

○委員 そういう表彰はお金もかからないし、実にいいと思います。先ほどの農業なん

かに関しても、結局、自分の収入にならないと、家計は成り立たないということですから、

社会に貢献している企業は、そういう面で、これだけ貢献しているのだよというのをやは

り区が見てあげて、そこで表彰してあげると、大分やりがいが出てくるのではないかと思

いました。 

○会長 委員、いかがでしょうか。 

○委員 皆さんのお話を聞いていて、実際、これは区がどこまでできるのか。まず、税

制の問題だとかいろいろかかわってきて、農地も勝手に使えないというようなことになっ

たときに、先日、テレビで見ていたのですが、ある会社が、農地を年配の方を雇って、田

植から収穫まで、広い畑をやっているわけですね。それで、その会社はえらくもうけてい

るみたいなのですよ。そういう例もあるのですよね。 

 土地が安ければそれもできますが、杉並みたいな高いところでは、現実に採算が合わ

ないのではないかと思うのですよね。 

あと、杉並区で一時お米屋さんがなくなって、今はクリーニング屋もなくなってきた

と。結局、大きな流れには勝てない。それを補っていくのは無理じゃないかと。ただ、望

みがあるのは交通の便の悪い商店街、それは生き残っていますよね。 

○会長 そうですね。 

○委員 早稲田通りの今川、そして和田堀、あそこも簡単に言えば、交通の便がよくな

いから商店は生き残れる。そして、今度は、商店街がなくなってしまったところには、ス
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ーパーがある。 

 やはり商店は商店で、いろいろアイデアを個々に考えて、夏場はトウモロコシを焼い

たり、秋は焼き芋を焼いたり、それにつられて来てほかの物を買ってくれるところで成り

立っているのではないかと。個人の企業努力や、やる気のないところは全然だめですよね。

ですから、取りとめのない話ですけども、この話をこの会に出て聞いているけれども、実

際どこまでこれができるのか、やっぱり税制の問題だとか、最終的にはそういうところに

かかわってくのではないかと思っております。 

○会長 今の話は、恐らく最初の第1の目標のところで、もう一回総括したいと思います。 

○委員 そうですね。 

○委員 ちょっと補足で。 

 私が申し上げた、何かそれを評価するシステムというのは、表彰という、それもよろ

しいのですけれど、もうちょっとえげつない、しっかりとしたものです。先ほど税制の話

がありましたけど、税制まで大きなものではなくても、消費者が、地域貢献している商店

で買い物をすると得ができるようなもの。例えば、異論はあるでしょうけど、地域通貨で

ポイントが多めにたまるとかですね。これは例ですけども。何かそういう、しっかり、あ

る種、経済原理にのっとったメリットを与えていくようなシステムを構築していく必要が

あるのかなという意味でございますので。 

○会長 はい。わかりました。ほかに何かございますでしょうか。 

○委員 目標4のところで、背景と課題の上から二つ目のところですが、「働く意欲があ

るにも関わらず就業機会に恵まれない」というところなのですけれども、ＮＰＯとかの人

たちの話を聞いていると、子育てをされている世代の方というのは、安心して子供を預け

ながら働ける環境がない、というのが課題として挙がってくるのですね。 

 幾ら企業が募集していますよといっても、子供を保育園や幼稚園に預けても、熱が出

ればすぐ迎えに行かなければならないのが現状です。それを考えると働けないのが、実際

の奥様方の意見だと思います。ですから、例えば病児保育でも扱うような、安心して働け

る環境づくりを担ってくれるところを、杉並区内で何カ所かつくるとか、または、そうい

ったところに、働きかけもやって欲しいと思います。 

○会長 今のは、そういうサービス産業が生まれるといいなということですよね。 

○委員 そうですね。 
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○会長 そういうサービス産業があると、お母様方も安心して働ける、あるいは、介護

をされていらっしゃる方も働けるということですよね。 

○委員 そうですね。 

 あと、例えば、夫が勤めている企業でも、育児休暇を積極的に取り入れるように促し

てくれるような施策をやってくれるとよいですね。夫が育児休暇をとってくれるなら私も

働ける、ということで、また雇用も生まれてくるのではないかなと。 

○会長 杉並区の企業に育児休暇制度を…… 

○委員 何か促進できるような。 

○会長 はい。きついなという声もありますが、これは、そういう話に関するテーマな

のですよね。どこまで具体的に書くかは別として、ここで大事なことは、杉並を住宅都市

という規定をしたときに、住んで、都心に働きに行って、寝に帰るだけのまちではない住

宅都市というのをどこかでアピールして、そういう住宅都市だとすれば、どういう働く場

所が地元にあったらいいか、どういうサービス機能が地元にあったらそうなるかというこ

とを考えることです。 

 そういうことを考えているぞということがわかるような全体の構成に、あるいは書き

方にしていったらいいのではないかという気がいたしますが、よろしいでしょうか。 

では、最後の項目に移って、5番目をお願いします。 

○産業振興センター次長 はい。それでは、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」ということで、背景と課題は、第一級の観光資源が集積している山

手線内――第一級と言う表現は微妙ですけれども、同一のテーマで競合することは困難で

あろうと思いますので。 

 区内で様々なイベントが開催されていますけれども、散発的であり、恒常的な集客効

果は薄い。区内に観光資源となりうるものは多数ありますけれども、十分に整理されてお

りませんし、具体的な取組みができていない。ＰＲ不足かと思います。 

 平成22年度の外部評価委員会では、「区内にアニメ産業の関連事業者が多いというだ

けでは、区が同産業の育成・支援策を行う根拠にはならず」、「効果に疑問がある中で事

業を継続する意義は乏しい」という意見が出されまして、区といたしましては、アニメ施

策の再構築を検討しております。 

 観光資源などを区内に発信するＰＲ活動がまだまだ不足しているといえると思います。 
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 基本的な方向性、取組みの視点ですけれども、杉並には観光資源となりうる地域資

源・文化が多数存在します。それを杉並ブランドという視点で整理してみることが必要で

ある。全体を整理して、さらに幾つかのカテゴリーに分けて、観光資源としてＰＲするよ

うな位置づけに持っていくべきであろうと考えております。 

 魅力的な観光資源によって、杉並に「関心を持ち」、「多くの人が訪れ」て、「リピ

ーターを増やし」、「住んでみたくなり」、「よりよくするために地域貢献をする」との

循環を生み出すことで、産業振興全体にプラスの影響を及ぼすことになります。 

 アニメ産業は、杉並の産業全体の中で大きなウエートを占めております。アニメ産業

と他の産業や杉並経済との結びつきが区民に理解されるようになれば、区全体の産業振興

の中で応援しやすくなり、それを振興する意義も十分に出てくることになろう。また、そ

ういった産業と商業やまちを結びつけて、活性化のツール・手段に使うという発想も出て

こようかと思います。 

 杉並区のアニメ施策の振興を図るとともに、アニメの持つ発信力や集客力、まちや人

に活気を生む娯楽性の高さが生かされるようにしていきたい。 

 アニメミュージアムや「座・高円寺」のような文化施設・福祉施設と商店街や地元の

企業が連携して、一体的に地域の活性化やにぎわい創出に寄与していく。 

 それから、「なみすけ」のブランド力を向上させて、「なみすけ」の付加価値による

販売促進・にぎわい創出を図っていきたいということです。目標5は以上です。 

○会長 それでは、第5番目の目標について、ご議論いただきたいと思います。 

 ここは、今まで、どちらかというと、ここに住んでいらっしゃる方を中心に考えたの

ですけれど、杉並は、やはり住んでいらっしゃる方に加えて、ほかの地域から人が訪れる、

そういうにぎわいのあるまちであることは間違いないと思うのですが、そういう流入人口

を対象にした産業ということを、5番では入れていくと。 

 アニメ産業というものは、もちろん、中で働く場も提供していらっしゃるわけですけ

ども、外とのつながりの多い産業であるというので、この中に例示として挙がっています。 

 いかがでしょうか。 

○委員 今、アニメ産業は、杉並ではそんなにヒットしているところがあるのですか。

○会長 相当あることはありますね。 

○産業振興センター次長 制作会社は70社ですね。練馬は七十幾つ、都内では2番目に多
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い。 

○委員 ああ、そうですか。 

○委員 うちの近所にあった、アニメ制作会社は、今保育園になって、どこに行ってしま

ったのか。いい漫画が出れば、人寄せになるかもしれないけど、現状どうなのかなと疑問

に思ったものですから。 

○会長 なるほど。では、委員 

○委員 アニメを一生懸命つくっているところは、看板も出していないようなところでや

っているので、外から見てわからないのですよ 

 一例を挙げますと、有名な上井草のガンダムなどは、会社の壁面に描いておけば、みん

なわかるのでしょうけども、一切そういうことはしません。 

 杉並はアニメがすごいというので、地方の中学校の修学旅行あたりで来るのですよ。区

がアニメをもっともっと杉並区内の産業の一つとして認めるなら、表現も考えないと。だ

から、目立つところへ移してやればいいのではないかと思っております。 

 あと、杉並には、たくさんの文化人の方々が住んでいらしたし、杉並はインドとも関

係がありまして、それでガンジーの像というのもあるのですが、そういうのも、もっとア

ピールすればいいのではないかなと思うのですよね。 

○会長 観光資源が結構あるということですか。 

○委員 お寺ばかりでなくて、探せば結構あるのですよ。 

○委員 ここに「観光資源」というすばらしいタイトルがありますが、杉並区に、名物

づくりというか、文学散歩というか、回遊する魅力のある街づくりが必要です。太宰治、

井伏鱒二、大山名人、吉田雅夫、遠藤実、与謝野晶子等、文化人はたくさん住んでいまし

たし、川も3本あります。神田川、善福寺川、妙正寺川と。神社、仏閣もあります。美術

館とか、何かそういうソフトな文化面をつなぐ回遊性のあるまちづくりをやりますと、杉

並も魅力が増すと思うのです。区外からも、杉並へ行こう、あそこには結構あるよと。 

 そして、杉並区内には、教育委員会の作った碑や説明がありますが、妙正寺、善福寺池

では、内田秀五郎はどうだとか、ここに井戸が出たとか、荻窪八幡では、槇の木がどうだ

とか、それを、もうちょっと大きなもの、また行ってみたくなる魅力的なものにしたらど

うでしょう。 結局、名物とか資源って、みんなであおり立てて、つくり上げていくもの

ですから。 
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○委員 「杉並にたくさん工場があった頃」という小冊子があるのですけれど、その工場

は地方に行ってしまい、今は本社のみ残っています。1回、区の管理職試験を受かった人

には、その会社が何をつくっているか、現地へ行って見てきたらいいのにと区の方によく

言っています。 

○会長 それはいいアイデアだ。 

○委員 そうしないと、管理者は全然知らない。そういうことを区役所の管理職の方々が

知って、もっと地元の会社のＰＲを区役所にしてもらいたいなと思っています。 

 それで、杉並区は住宅地だと、会長がいろいろおっしゃっていますけれども、住宅地を

支えているのが我々商店街だということを、もっと大きく声を上げてほしいのです。住宅

地だから、買い物は区外でしてくださいというのではなくて、それは区内で間に合います

よ、だから住みに来てくださいというようなことを言っていただきたいと思いますね。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 今、五つの目標に即して、全体の議論をしてきたわけですけれども、ちょっとこれから

は資料2の1ページ目に戻りまして、これを皆さんにごらんいただきながら、産業振興計画

答申の基本方針と5つの目標が、それぞれこういうことでいいかという観点から、今まで

の議論をまとめるような形で議論をしていきたいと思います。 

 今、委員から手が挙がりましたね。 

○委員 5番に関しては、皆さんこれが必要だということはもう言われているので、具体

的にはこの1番に書いたような、全体を一応整理してみることが必要な感じがしますね。

幾つかのカテゴリー、先ほど言った、企業、名所、有名人、などに整理して。 

 あとは、ＰＲの方法を考える必要がありますね。インターネットとかホームページとか

ありますけれども、時にはイベントや、表彰制度や、あるいは、散歩ガイドみたいなもの

をね。今、西荻や高円寺にも、いろいろあるのですけれど、それを統合して地域別にやっ

たり。そういうステップでやるといいのではないかと思います。 

○会長 なるほど。ありがとうございます。 

 今の、5番目の「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」というのを実

現するためには、今のような方法を考えるべきだと、こういうご指摘だと思います。 

 今、委員から手が挙がりました。 

○委員  観光資源等々、行政さんのほうでも、昔でいえば「知る区ロード」マップとか、
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いろいろやっていらっしゃいますが、それが外にうまく発信し切れていない部分があろう

と思います。具体的には、インフォメーションセンターとか、ヨーロッパでもよくｉマー

ク標示で、そこへ行けばまちのインフォメーションがあるというような、そういうものの

設置等々もいいのかなと思います。 

それから、アニメの方々は、果たして杉並を地元として考えていただいているかどうか、

これを一度、ぜひ――いや、お互いに、よりよく、いい関係をもっとつくっていけば、さ

らに商店街の方々ともコラボして、うまくいくのではないでしょうか。例えば、ここの横

に一人いていただくとか、そういうような形が望ましいのではないかと思います。 

 全体で言いますと、この「支えあい共につくる 安全で活力あるみどりの住宅都市杉

並」、この「安全」は、普通に考えますと、やはり安心して歩けるという、その防犯の側

面がこの5つのところに特に入っていないような気がするのですが。 

支え合いながら、防犯する。何か産業と一見関係ないようでも、その下地として、非

常に安心して歩けるまち、歌舞伎町のようにはしないという意味で、大事なのかなと思い

ますので、そういう視点の部分を一つ盛り込んだほうがよろしいのではないかと思います。 

○会長 はい。今のは目標の書き方にかかわるところだと思いますので、少し具体的に

考えたいと思うのですが、5つの目標がありますが、今の委員のご意見ですと、3番目の

「安心」というところに「安心」と「安全」というのを入れるのでしょうかね。 

○委員 はい。これは、多分、食の安心の意味なのかなと思いまして。 

○会長 食の安心か。そうですね。 

○委員 それで、4番目の「安心して地元で」で、ここで出てくるのかと思いましたが、

こちらはどちらかというと、安心して子供を産めるとか、そういう意味かなと思います。 

○会長 そうすると、2番目ですかね。 

○委員 そうですね。2番目か5番目か。 

○会長 2番目か5番目。そうですね、5番目も関係がある。でも、商店街の安心、安全の

議論と絡めると、2番目あたりに少し入れたほうがいいかもしれない。 

○委員 そうですね。商店であり、もちろん住宅も絡めてですね。 

○会長 そうですね。地域が、そういう安心、安全であるということをアピールするよ

うな表現ですね。 

○委員 はい、それでいかがと思いますけれど。 
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○会長 はい。では、委員。 

○委員 私は、この5つの目標の中で、4番の「安心して地元で元気に働き続けられるま

ち」という項目が入っているということは、とてもいいことだと思っています。これは、

いろいろ考える上で、とても重要なことだと思うのです。この会では、商業、農業、工業

が話されていても、4番の項目に関することというのは、あまり出てこなかったような気

がします。 

 でも、私は、育児、介護、福祉、そういうサービス分野も、産業を支える下地として、

ちゃんと安心してできてこそ、産業振興――どちらが根元になるかはわからないのですが、

やはりそういうものと共存してやっていけるものだと思います。私は、この4番の項目に

関して、この会なり条例部会なりで、内容をもっと細かく、具体的に話し合えたらいいの

ではないかと思います。その中で、今おっしゃった「安全」も、話の持っていき方では十

分に入れられると思います。 

○会長 入るかもしれませんね。 

○委員 何かもう少し、この4番を具体的に。方向性を持たせたいと思います。 

○会長 はい。今の委員のご意見に私も絡めて発言したいと思うのですが、例えば、育

児とか介護とかということにかかわるサービスも、私はそれ自体が産業ではないかと、産

業として捉えられるのではないかと思います。そういうことを、この4の基本的な方向性、

取組みの視点の中で書き込むようにしたいと思います。 

 次回の会合では、これを少し書き直したものを皆さんにお諮りしたいと思いますので、

そのときには、その書き加えたものを見ていただきながら、みんなで議論したいと思いま

す。 

 そういう意味では、今回のこの答申というのは、一つの大変重要な方向性を持ってい

まして、従来の商業とか工業とか農業というふうに産業を3分類しない、さまざまな産業

があると。特に、そういう典型的な商業には入りにくい、例えば今の委員のおっしゃった

ような、育児サービスであるとか介護サービスであるというのも産業ですし、その他の、

さまざまな新しいタイプの産業がこの杉並にはいっぱい生まれつつあるというところがあ

ると思うのですが。そういうものを、全体を捉えられるように、この目標の1から5までを

事務局と相談して書いていただいているわけなのですけれども、そういった観点から、さ

らに追加すべきこと等がございましたら、最後に少しご議論いただきたいと思います。 
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 この5つの目標の上位にある基本指針、「地域ににぎわいと活力を生み出す 住環境と

調和した杉並らしい産業の振興」というのは、今のような産業も含めて、全体をあらわす

言葉でもありますので、この基本指針それから5つの目標、それぞれにつきましてごらん

いただき、今ご意見があれば、最後にまとめ的にご発言いただきたいと思います。いかが

でございますでしょうか。 

○委員 杉並区には、功労者に対して表彰があるのです。それは、1回受けると、もう2

回目がないのです。それが何十年かずっと続けてやっても、１回しかない。そういうリー

ダー的な方々をうまく持ち上げるには、いろいろな賞が受けられるようにすると良いので

はないですか。 

○会長 褒章と叙勲の関係ですね。 

○委員 ええ。そうすると、もっと一生懸命、地域貢献してくれると思うのですよ。 

○会長 はい。ほかにいかがでございますでしょうか。 

 1ページを見ていただいて、もう既に決まっているのは、杉並区基本構想の将来像とい

うところなのですけれども、我々が議論しておりますのはその下の丸の「杉並区産業振興

計画改定 答申」、この基本方針と5つの目標というところについて、次回、きょうの議

論を踏まえた改訂版で、最後これでよろしいという議論はしたいと思うのですが、それに

向けて、皆さんのご意見がありましたら、ここでご発言いただきたいと思います。 

 今出たご意見は、安心だけでなくて安全という側面があるので、それはどこかに、こ

の目標の中に書き込まれるべきだと。今、2か5か、あるいは2と5と両方に――あ、2と4か。

2と4に安心と安全という言葉が入れられるかもしれないという、入れたほうがいいかもし

れないという議論が出たわけですが、ほかに何かございますでしょうか。 

○委員 今のお話で、2番にも安心、安全を入れますと、「安心」というのが三つ出てき

ます。ですから、この辺を少し変えていただくといいなということです。 

○会長 なるほど。2と3で「安心」が出てくると、やや「安心」が、何というか安売り

されている感じがしますので。3はいいかもしれないですね、「やすらぎ」で。食の安全

という、安心とか安全というのは、ある意味では当然といってもいいかもしれないから。

ちょっと、3の「安心」はとってもいいかもしれないですね。それから、4の「安心して地

元で元気に働き続けられる」。まあ、それでもいいですか。2と4ぐらいならいいかもしれ

ないですね。ちょっと、最後、最終案をつくるときには、そこら辺を少し考えてみたいと
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思いますが。 

 ほかにいかがでございますでしょうか。確かにあんまり同じ言葉が繰り返しで出てく

ると、何となく安売りされている感じ。押しつけがましい感じがしますから、ちょっと整

理したほうがいいかもしれません。 

○委員 ここで検討されていることは、日本全体でも言えるようなことではないかと思

います。杉並区ではなくて、日本全体でこういうことを考えないといけないのではないか。 

○会長 そういうことです。 

○委員 よそでもやっているところはあるのですか、こういう会議を持って。 

○会長 それはそれぞれの地域でやっていると思うのですが。私はこれで、今の委員の

ご発言との関係で言いますと、確かに日本全体が抱えている問題なのです。杉並はこれを、

この日本全体で抱えている問題を、上手に解ける地域かもしれないですよね。だから、日

本全体の問題を杉並はこう解くよということが言えるような答申にしたらよろしいのでは

ないかと思うにですね。 

 例えば、日本全体では非常に高齢化率が高くなってきて、若い人が少ないというので

すけれど、私は、杉並というまちは、少し手を加えると、若いご夫婦、お子さんを持った

方が、職住接近というので住みやすいまちになるかもしれない。だから、こういうふうに

すると、お子さんを安心して持てますよ、子育てができますよという、あるいは、緑の環

境と便利さとを両立できますよというのをアピールできる。一方では、静けさと生活空間

としての落ちつきと、やっぱりにぎわいとか、両方とも持てますよという、そういう地域

に杉並をしていけると、あるいはそういうふうにしていくということを、産業振興全体の

目標にする。いわば、日本全体で抱えている課題に対する解決のモデルを杉並で示すとい

う位置づけができるのではないかと、そういう気概で、我々は書いていったらいいのでは

ないかという気がするのですけれども。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。もう一回、これをリバイズした、改定した文

面で、次回、固めたいと思いますので、きょういただいたさまざまなご意見を踏まえて、

ちょっと事務局に検討していただきまして、最終的な答申案をつくっていきたいと存じま

す。よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 ありがとうございます。 
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 それでは、私のほうからは以上で終わりたいと思いますが、事務局から連絡事項がご

ざいましたら、よろしくお願いします。 

○産業振興センター次長 はい。今後のスケジュールについて、次第にありますように、

第7回の審議会を12月12日の午前または11日の午前、どちらかで開催したいと思っており

ます。計画の改定とそれから産業振興条例の答申、これは年内にいただきたいという目標

を抱えておりますので、12月は師走で忙しいですけども、よろしくお願いします。 

 12日、ご都合の悪い方はいらっしゃいますか。 

（ 日程調整 ） 

○会長 11日のほうが安全そうですので、この場で決めたほうがいいのではないですか。 

○産業振興センター次長 では、11日火曜日午前中ということで。時間はきょうと同じ

10時、場所はこちらです。 

○会長 それでは、以上できょうの審議会を終了したいと思います。 

 どうも、長い時間ご苦労さまです。ありがとうございました。 

○産業振興センター次長 ありがとうございました。 


