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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 28年度第 1回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 28年 5月 25日（水）午前 10時 00分～正午 

場 所 産業振興センター 会議室 

出 席 者 委員 

内海、小野寺、金子（憲）、金子（征）、小竹、坂井、佐藤、篠、 

田中、内藤（一）、内藤（松）、中村（浩）、中村（實）、八方、 

松島、松本、和田 

区側 

区民生活部長、産業振興センター所長、産業振興センター次長、 

事業担当課長 

配布資料 【事前配布資料】 

資料 1 杉並区産業振興審議会名簿（平成 28年 5月 18日現在） 

資料 2 産業振興計画の主な取組状況（平成 27年度末実績） 

資料 3 中小企業資金融資実績表（平成 22年度～27年度） 

資料 4 ジョイフル通信（№24 2016年 5月号） 

資料 5 成田西ふれあい農業公園の開園について 

資料 6-1 杉並第一小学校等複合施設整備に係る基本構想・基本計画

の策定について 

資料 6-2 杉並第一小学校等複合施設整備に係る基本構想・基本計画 

【当日配布資料】 

資料 7 杉並区観光事業に関する基本的な考え方（骨子案） 

・冊子：「物語が生まれた場所」 

・クリアファイル：「東京商工会議所杉並支部、杉並区商店会連合

会、杉並産業協会合同新規会員募集」 

会議次第 1 開会 

2 産業振興センター所長の挨拶 

3 審議会委員の委嘱 

4 審議会委員の自己紹介 

5 区側出席者の紹介 

6 会長の選出、副会長の指名 

7 議題 

 ○産業振興計画の取組状況について 

 ○中小企業資金融資の実施状況について 

 ○中小企業勤労者福祉事業の見直しについて 

 ○成田西ふれあい農業公園の開園について 

 ○杉並第一小学校等複合施設整備に係る基本構想・基本計画の策定
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について 

 ○杉並区観光事業に関する基本的な考え方について 

8 その他 

9 連絡事項 

10 閉会 
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○産業振興センター次長 おはようございます。本日はお忙しいところ、お集まりいた

だき、ありがとうございます。ただいまから、平成28年度第1回の産業振興審議会を開会

させていただきます。 

 本日、期が変わって第1回となりますので、会長選出までの間、私が司会進行を務めさ

せていただきます、産業振興センター次長の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料確認） 

 そのほか、資料番号はつけてありませんが「物語が生まれた場所」という冊子と、ク

リアファイルをお配りしております。こちらは、この産業振興センターが入っているイン

テグラルタワーの同じフロアにあります3団体の新規会員募集のＰＲを兼ねたものとなっ

ております。 

 それでは、開会に当たりまして産業振興センター所長から一言ご挨拶を申し上げます。 

○産業振興センター所長 おはようございます。産業振興センターの内藤です。審議会

におきましては、産業振興基本条例と産業振興計画、また中小企業資金融資条例の改正、

色々な形でご意見をいただいたところです。また、今回、期が改まりまして、若干の構成

メンバーの変更がありますけれど、引き続き、忌憚のない意見をいただきながら、産業振

興を前に進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 次に審議会委員の委嘱ですが、所長から申し上げましたとお

り、この審議会の委員の任期が、本年5月17日をもって一旦満了しております。それに伴

いまして、皆様に、各団体含めご推薦をいただき、新たに委嘱という形になります。委嘱

状につきましては各お席に配付させていただいております。あわせまして、資料1、審議

会委員名簿をお配りしております。委嘱状、また委嘱名簿をもちまして、委嘱にかえさせ

ていただきたいと存じます。 

 また、今回、メンバー構成が変わった方もいらっしゃいますので、改めまして審議会

委員の皆様のご紹介という形をとらせていただきたいと思います。お一方ずつ、自己紹介

という形でお願いをできればと思います。 

（委員自己紹介） 

○産業振興センター次長 ありがとうございました。委員の皆様、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 次に、区側の出席者を紹介させていただきます。 



平成 28年度第 1回 杉並区産業振興審議会 

 

 4/31 

（区側出席者紹介） 

○産業振興センター次長 それでは、今期の会長の選出等を行ってまいりますが、まず、

本日の審議会は定足数に達していることを、この場でご報告させていただきます。 

 それでは、会長の選出に入らせていただきますが、産業振興審議会条例に基づきます

と、委員の互選による選出となっております。恐縮ですが、事務局からの発案として、こ

れまでも会長としてご尽力をいただきました松島委員に、そのまま会長の職をお願いでき

ればと存じますが、委員の皆様、いかがでしょうか。 

（ 拍手 ） 

○産業振興センター次長 ありがとうございます。それでは、松島委員に会長の職をお

務めいただきたいと存じます。 

 では、会長、席の移動をお願いいたします。 

（ 委員、会長席へ移動 ） 

○産業振興センター次長 それでは、会長、一言ご挨拶の後、進行をお願いいたします。 

○会長 先ほども自己紹介しましたが、東京理科大の松島です。前期においても会長を

させていただきましたけれども、皆さんの活発な議論をお願いしたいと思います。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、会長から副会長の指名をお願いいたします。 

○会長 はい。副会長ですが、前期と同様に首都大学東京の金子（憲）先生にお願いを

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 拍手 ） 

○産業振興センター次長 では、ご指名ございましたので、金子（憲）委員、副会長の

席にお移りいただきまして、一言ご挨拶いただければと存じます。 

（ 委員、副会長席へ移動 ） 

○副会長 これまで、2期にわたり副会長職を務めさせていただきましたが、また引き続

き、会長のもと、副会長として頑張らせていただく所存ですので、どうぞ、皆さん、よろ

しくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 それでは会長、進行をお願いいたします。 

○会長 それでは、早速本題に入りたいと思います。今日は議題が六つ予定されており

ます。順次この議題を取り上げていきたいと思います。 

 最初に、産業振興計画の取組状況について、事務局からご説明をお願いいたします。 
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○産業振興センター次長 はい。それでは、資料2をご用意ください。 

 産業振興計画の主な取組状況、27年度の取組状況ということです。 

 それぞれ目標に沿った形で、重点事項を中心に、ピックアップしながらご報告させて

いただきます。 

 まず目標1の「多様な産業と住宅都市が共に発展するまち」、この中の②「産業振興セ

ンターにおける連携体制の構築」、このフロアにあります産業振興センターのほか、東京

商工会議所杉並支部、杉並区商店会連合会、杉並産業協会、この3団体と区との連携がと

れるための体制を構築するということで、昨年度も連絡会を年3回実施し、情報共有と意

見交換を行ったところでございます。今年度は連携事業も実施いたします。 

 ④「産業団体等と区の連携による交流の場の拡大」ということで、事業者同士の互い

の結びつけ、またビジネスチャンスにつなげられるようにということで、異業種交流会を

実施していくこととしてございます。異業種交流会は27年度も四半期に一度、4回開催を

しております。合計で182社の参加、人数としては245名の参加により行っているところで

す。それ以外にも、ビジネスフェアに産業振興センターとして出展をしてございます。そ

こで区内事業者のＰＲを行うということで、「よい仕事おこしフェア」、「ビジネスフェ

ア From TAMA」、「産業交流展2015」の三つに参加しました。 

 ⑦「創業支援」については、創業支援のワークショップや創業セミナーの開催を行っ

たところです。27年度は、生活支援サービスのビジネス創業セミナーということで計3回

行っているほか、女性の創業セミナーを実施しております。また、実践創業セミナーとい

うことで、金融機関による開業準備のセミナーを実施しております。引き続き商工相談等

を連携させた創業者の増加を目指していきたいと考えております。 

 ⑨「産業融資制度の充実」です。こちらは、事業の一層の活性化を図ることから、産

業融資制度の見直しを図ったということで、昨年度から融資制度等の改正を行いました。

この結果、制度利用については、増加を見ているところです。 

 ⑮「福利厚生事業（中小企業勤労者福祉事業）の運営」ということで、いわゆる「ジ

ョイフル杉並」と呼んでおりますが、こちらの事業の必要な見直しを行うということで、

後ほど、改めてご説明させていただきたいと思います。 

 次に、目標2です。「区民生活を豊かにする産業に支えられ、安全で住みやすいまち」

ということで、①「商店街の防犯カメラ、装飾灯のＬＥＤ化等の促進」です。こちらはま

ちの安全・安心を図るという観点からも、防犯カメラの設置・装飾灯のＬＥＤ化を行って
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いこうというものです。昨年度は、防犯カメラは4商店会33台の設置、装飾灯は12商店街

で376灯のＬＥＤ化を図ったところです。全体としては区内全体の商店街の装飾灯の半分

程度がＬＥＤ化されている状況です。それから、このＬＥＤに関しては、2020年に水銀灯

の製造・販売が中止になるという情報があります。これに伴い、できるだけ早い段階でＬ

ＥＤ化を進めていきたいと考えております。 

 ④「地域特性を踏まえた商店街支援の促進」ということで、27年度に、「地域特性に

あった商店街支援事業補助金は5事業を採択して助成を行っております。 

 ⑦「外部人材を活用した商店街サポート事業の実施」。27年度は、「チャレンジ商店

街サポート事業補助金」を5件採択しましたが、1件は事業中止ということもあって、最終

的には4件に助成を行いました。 

 それから⑨「若手商業者への支援」については3件を採択し、助成を行いました。 

 ⑩「商店街加入の促進による組織機能の強化」です。装飾灯電気料の助成を行ってい

ますが、杉商連に加入している商店会へは電気量助成率の最低率をアップしています。こ

うしたインセンティブを付加することで、商店会連合会への加盟促進を図っております。

あわせて、昨年度は杉並プレミアム商品券事業を行いましたが、この実施に伴って4商店

街が新たに加入をしたということがありました。 

 次に目標3「食卓に彩りと心に潤いを与える産業で、やすらぎがあるまち」です。①は

「農地保全に向けた国・都・農業委員会等との連携」ということで、27年7月に都市農地

保全自治体フォーラムで、決意の宣言後にそれぞれ要望書の提出を行っております。その

他、27年4月の都市農業振興基本法の制定に伴った振興を図っていくという考え方です。 

 ④「地産地消マーケットの推進」です。学校給食の野菜デーの配送、障害者を雇用す

る区内飲食店への野菜の提供、野菜の即売会などを行っていくほか、農業者個人に焦点を

あてた冊子ということで、「杉並農人」を発行しました。それから、今後の取組として、

区内事業者の食堂などで区内産野菜を提供できるような普及に取り組んでまいります。 

 ⑥「各種情報媒体を活用した農業情報の発信」ということで、今申し上げた「杉並農

人」の発刊ということで、農業者個人に焦点をあてた情報誌という形で発行いたしました。

その他、マップ、また広報等の活用をしたＰＲをしているところです。 

 ⑦「農業の維持・継続の支援」については、昨年度、営農活動支援費の助成が22件、

防災兼用の農業用井戸の設置助成が2基、農業体験農園の開園に伴って助成を2園行ってお

ります。 
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 次に目標4「安心して地元で元気に働き続けられるまち」です。 

①「相談者に寄り添った伴走型の支援」を行うということで、就労支援センターで行

っている若者就労支援コーナーでの取組です。就労支援センターの利用については、目標、

実績、それぞれ資料記載のとおりです。就職の人数ですが、この就労相談を利用したうち

の83％の達成率ということです。利用者の減少があるということと、就労阻害要因を持っ

ている方がいることもあって、なかなか就職できないのが現状となっております。こちら

の対策をこれから講じていく必要があると考えております。 

 ②「就労関係部署との連携による支援体制の強化」です。今申し上げた就労阻害要因

の軽減を図るために、障害者、生活困窮者に対しての福祉関係部署との連携を深めた取組

をしていくということで、ひきこもり状態から社会参加に向けた対処法を学ぶセミナーを

実施したところです。 

 ③「区内企業の魅力を伝えるＰＲ活動」、こちらは就労支援センターの企業ＰＲのコ

ーナーを使ったホームページ、また企業見学会の実施などを行っていくというものですが、

27年度から就労支援センターの委託業務の中で、企業開拓業務というものを追加したとこ

ろです。それに伴い、求人数は27年3月に30件のものが、28年3月、1年後には200件に増え

ている状態です。 

 ④「新たな人材の登用につながる求人開拓」、こちらは就職面接会等の実施です。昨

今話題になっている保育の問題についても、人材開拓ということで、保育の就職説明会・

面接会を、昨年度は2回実施し、42社、173名の参加者がありました。ただ、実際には無資

格の参加者も多かったということもあり、就職数はやや低調に終わったというのが現状で

した。これは引き続き行っていく予定です。 

 ⑤「社会参加・中間的就労の場の確保」、こちらも就労阻害要因を抱えた方で、直ち

に就労に結びつかない方々に対し、ボランティアなど社会参加の場や中間就労の場を確保

していこうという考え方のもと、取り組んでいます。 

 目標5「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」です。まず①「杉並ら

しい集客コンテンツの集約」、こちらは様々な杉並の魅力が集まったエリアを認識してい

ただけるようＰＲをしていくために「中央線あるあるプロジェクト」を通じた取組を行っ

ています。特に、昨年度は、30代から40代の女性をターゲットにした冊子ということで、

甲斐みのりさんという作家の方に取りまとめをしていただきましたが、お店も含めた、物

語性を持ったまちの紹介をするような冊子を作成し、配布しています。こうした取組を行
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い、客観的な数値効果などをこれから事業展開でお示ししていきたいと考えています。 

 次に、②「多様なメディアを活用した効果的な発信」、こちらも「中央線あるあるプ

ロジェクト」で行っているホームページ、フェイスブック、これは英語版もありますが、

情報発信、それからキャンペーンを実施するほか、4駅それぞれに縁のある文士を取り上

げたまち歩き企画を実施しました。また、インバウンド対策ということで、国際線の機内

誌、海外の現地旅行代理店や国内のホテルで配布されるフリーペーパーに杉並区の記事を

掲載して発信しております。 

 ③「多言語化への取組支援」、これは英語メニュー等の作成をしたもので、高円寺と

阿佐谷でそれぞれ実施したところです。また、アニメーションミュージアムについても、

多言語音声ガイドというものを導入したところです。 

 次に、⑥「アニメコンテンツを活用した事業の支援」ということで、こちらはアニメ

のイベント、キャラクターグッズ、区の公式キャラクターであります「なみすけ」の知名

度の向上を図っていくというものです。昨年度は「アニ×ウォーク」という名称で、まち

歩きイベントを開催しました。こうした取組を行うとともに、「なみすけ」については、

商用利用促進を図ることを目的に、商標登録等を行ったところです。 

 それぞれ目標の1から5に係る重点事項を中心に、昨年度の取組等をご報告させていた

だきました。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に対して、質問、意見等はありますか。 

○委員 産業融資制度に関してですが、今、待機児童問題で保育園を方々につくろうと

いうことに行政側の運動がすごいのですが、活気ある商店会の中に保育園をつくることに

関して、行政側で融資を行うのはいかがなものかと思うのです。商店街によっては、保育

園ができてシャッター通りの解消でプラスになる部分もあるかもしれませんが、商店会に

よっては厄介な問題です。そういう部分で、商店会の人間が考えている部分があるので、

待機児童問題全てオーケーというような形で行政が有利な融資を行うのは考えてもらいた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○事業担当課長 今の保育の話になりますと、形にもよりますが、補助金でやっている

ところが多いので、融資とはまた別の話になります。区なり東京都なりの補助で、まず建

物、どこか借りるにしても、それで改修してということでスタートしておりますので、融

資の話とはまた別になります。 
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○委員 ただ、そういうところに、区が間に入るというのは難しいわけですか。要する

に杉並区の地元で活気ある、住宅化につながらないような状況の商店街をつくろうという

中で、その場所に保育園ができる。ちょっといかがなものかなという、首をかしげる部分

があると思います。 

○区民生活部長 今、保育園が足りないという中で、色々な所につくらせていただいて

いて、そういう中で、空き店舗等があれば、そこは積極的に使っていかなければという問

題意識でやっています。ただ、そのことが地元の商店街の振興という中で差しさわりがあ

るようであれば、そのことも含めて考えなければいけないと思います。 

ただ、我々としても背に腹はかえられないところもあって、今進めています。 

○委員 国からの話で、簡単にそれはバツだよというわけにはいかなでしょうが、地元

の考えを少しでも組み入れるような形で行政を進めていただきたいという部分はあります。 

○区民生活部長 ご意見は受けとめさせていただきます。ただ、一方で、保育園へ入れ

ないというお父さん、お母さんは本当に困っています。 

○委員 いや、それはよくわかる、承知はしています。今、たまたま活気ある商店街の

中に保育園ができたことが、行政側の助成なり融資などでできちゃうのかなというのが、

首をかしげる部分なので、発言させてもらいました。 

 あとは、もう一点ですが、商店会未加盟の店に対して、創業主に対してはある程度創

業融資、返済利率を少し上げるという話を聞きましたが、そういう部分は実際にはありま

したか。 

○事業担当課長 商連さんも含めて、団体に加入しているかどうかで、加入していれば

その金利を優遇するという制度をとりましたので、それによって実際加入されている方も

大勢いらしています。 

○委員 加盟している人は大いにありがたいのですが、要するに加盟していない部分での

デメリットを受けるような、そういう店舗は実際問題あったかどうかを聞きたいのです。 

○事業担当課長 加入していないところもあります。 

○委員 ありますか。 

○事業担当課長 はい。で、これを機に加入するというところもありました。 

○委員 ああ、そうですか。何軒ぐらいという、そういうのはわかりませんか。 

○事業担当課長 まだ……。 

○委員 未加入のお店で非常に困っている部分があるので、何かしらデメリットの部分
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がないと、納得できないかなと思って。 

○事業担当課長 色々な融資の種類がありますが、その中で普通資金となると、大体

半々くらい、100軒ぐらいあるうち50軒ぐらいが加入していなくて、50軒加入していると

いうくらいの率になります。 

○委員 わかりました。 

○会長 ほかに何かご意見は。 

（ なし ） 

○会長 では、次の議題に移ります。既に話題になったところですが、中小企業資金融

資の実施状況について、事務局から説明をお願いします。 

○事業担当課長 資料3をご覧ください。先ほども次長から話がありましたが、27年度か

ら制度を改正しましたので、この表も、26年度以前と簡単に比較できないということもあ

りまして、27年度については2枚目に記載しております。2枚目の下の部分は合計の数字で、

ここは比較ができますので、下の部分をご覧ください。この見方としましては紹介の件数、

金額、貸付実績ですね、その件数、金額となっておりまして、22年度から見ますと、件数

も金額も含め、年が進むにつれて、だんだん下がってきております。ここで、先ほど申し

ました見直しをしたということで、27年度については件数、金額とも大幅に上回っている

という状況です。先ほどの説明で、改正に伴って利用制度が大幅に増加したというのが、

この実績の表を見てご理解いただけるかと思います。 

 私からは以上でございます。 

○会長 ただいまのご説明に対しまして、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、次の議題に移りたいと思います。 

 次は、中小企業勤労者福祉事業の見直しについて。事務局、お願いいたします。 

○事業担当課長 はい。資料は色刷りの「ジョイフル通信」になりますが、その裏に

「中小企業勤労者福祉事業見直しの方針について」という記事掲載があります。 

 まず、その資料に入る前に、この中小企業勤労者福祉事業は、各区市が単独で行って

おります。杉並も「ジョイフル杉並」という名前で単独で行っています。どこの団体も大

体同じサービスを提供していますが、事業計画や会員管理、会計上の管理などもありまし

て、会員数が多かろうと少なかろうと、やることは必ず出てきます。そうしますと、会員

数が少ないと非効率的ですので、23区の中では既に共同で取り組んでいる所があります。
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これが豊島、北、荒川区が共同で取り組んでいる、東京城北勤労者サービスセンターです。

杉並もそこに仲間入りをさせていただいて、4区共同で運営していくことを考えています。

そして、スケールメリットを生かした運営ということを考えておりまして、そのことがこ

ちらの資料のジョイフル通信に記載してあります。 

 ジョイフル通信の最後のページの左側の真ん中あたり、「区としましては、」という

ところからですが、今後の安定的な事業運営のためには、複数の自治体による広域の規模

で、スケールメリットを活かして運営する方法が有効と考えているということ。23区では、

豊島、北、荒川が既に共同で東京城北勤労者サービスセンターをつくっており、単独で運

営するより効率化を果たしていること。さらにエリアを拡大して、会員数を増加させるこ

とにより、充実したサービスの提供を目指しているということ。こうした状況を踏まえ、

杉並区は今後、東京城北サービスセンターとの広域化による事業運営に向けて協議を進め

たいと考えているということで、実施時期は平成30年度を予定しております。 

 実際はすでに協議に入っており、28年、29年を使って詳細を詰めていき、30年4月から

は共同で運営していくことを考えております。ジョイフル通信は会員さん向けの会報誌で

すので、それを会員の方にお知らせしたという内容になっております。 

 こちらは以上です。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見はありますか。 

 杉並区と豊島区、北区、荒川区って、必ずしも接していないところですね。 

○事業担当課長 そうですね。その辺はよく言われるのですが、実際に杉並が荒川の施

設を使うことを想定しているわけではなく、例えばスパリゾートハワイアンズとか遊園地

のフリーパス、演劇とか美術展のチケットとか、そういうのを共同で購入して、さらに安

く購入できますし、もっと拡大してサービスを提供できるというメリットがあります。 

○会長 23区の中には、こういう組み合わせが幾つかあるということですか。 

○事業担当課長 いえ、ここだけです。 

○会長 初めてですか。 

○事業担当課長 はい。これで、杉並が入ることで、ほかの区も、ということはあるか

もしれませんけれども。 

○会長 今後これが広がっていく可能性はあるわけですね。 

○事業担当課長 そうですね。 
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○会長 わかりました。 

 どこのイニシアチブでこういう共同化が始まったのですか。 

○事業担当課長 豊島、北が最初に共同で運営を始めて、そこに荒川区が乗ってという

順番です。 

○会長 で、最後に杉並が入ったと。 

○事業担当課長 今のところはそうです。 

○会長 わかりました。 

 ほかに何かありますでしょうか。なければこの議題はこういうことであるということ

で、先に進みたいと思います。 

 次の議題は、成田西ふれあい農業公園の開園についてです。 

○事業担当課長 こちらも報告となりますが、杉並区内にふれあい農業公園を開園しま

した。資料は5番になります。一番上の目的欄にあるように、区民が農に親しむ場として、

気軽に土とふれあい、農を「見る」「ふれる」「楽しむ」ことができる公園ということで

開園しました。 

 場所は、地図が載っておりますが、五日市街道から少し入ったところで、関東バスの

五日市街道営業所をご存じであれば、そこが近いところなのかなというところです。 

 下に載っている写真は、4月9日に開園式を行い、その後に菜の花の摘み取りとか、オ

カノリの収穫体験を区民の方にしていただいたときのものです。これから夏に向けて、夏

野菜の収穫が始まりますので、その収穫を区民の方に体験していただけるように、今計画

しているところです。 

 こちらは以上です。 

○会長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見はありますか。 

○委員 収穫の予定とかは、広報すぎなみか何かに載りますか。 

○事業担当課長 そうですね。 

○委員 そうですか、わかりました。 

○事業担当課長 ぜひ、皆さん、お越しください。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 無いようでしたら、次の議題に移りたいと思います。 

 次は、杉並第一小学校等複合施設整備に係る基本構想・基本計画の策定について、事
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務局から説明をお願いします。 

○産業振興センター次長 資料6-1、6-2をご用意ください。 

 前回、この杉並第一小学校の複合施設について、建設計画の考え方、検討状況などを

ご報告させていただきました。その際は、大体敷地に合わせてどのぐらいのものが建つの

かといった案が数パターン示されていたという状況でした。その後、杉並第一小学校の複

合施設については検討懇談会というのがありまして、その検討懇談会での意見等も踏まえ

て、最終的な内容を決定し、基本構想・基本計画として取りまとめをしましたので、改め

て今回ご報告をさせていただくものです。 

 まず、資料6-1をご覧ください。これまでの経過ですが、26年3月に杉並区の区立施設

再編整備計画の第一次実施プランの中で、杉並第一小学校の改築が計画化されまして、こ

の中に産業商工会館も複合化していくということで出させていただいたものです。27年度

に入りまして、ただいま申し上げた懇談会が設置され、計7回開催をされたところです。

この懇談会のご意見等も踏まえて計画等の案を決定し、本年に入りまして、28年1月に地

元の方々なども対象にして、2回、説明会を開催させていただきました。 

 基本構想の内容ですが、複合化する施設については、まず改築をする杉並第一小学校

に、阿佐谷地域区民センター、産業商工会館、以下、区民施設と呼んでいますが、この二

つが入り、また、隣接する阿佐谷児童館の中にある学童クラブも入ります。また、現在、

小学校の中でも行っている小学生の放課後の居場所事業を実施していくということです。 

 整備コンセプトですが、「子どもたちが健やかに育ち、多世代のつながりを育む「協

奏する学び舎」」ということで、阿佐谷地域の新たな学びと交流・文化の拠点としていこ

うという考え方です。この「協奏」という言葉ですが、演奏する協奏になっていますが、

特に、阿佐谷のまちはジャズのイベントも行っている、また杉並第一小学校は吹奏楽に非

常に力を入れていまして、全国大会に出場するとか、非常に音楽との結びつきが深いとい

うこともあって、ハーモニーという意味合いから、協奏という言葉を使わせていただいて

おります。 

 整備方針ですが、小学校は、杉並第一小学校という以上、140年の歴史を持つ杉並で一

番長い歴史と伝統を持った小学校ですので、そうした伝統文化を発展させるということと、

地域の教育力、特色を踏まえた教育環境の向上を図っていきたいということです。 

 区民施設については、阿佐谷地域区民センター、産業商工会館を移転・複合化すると

いうことで、この地域の交流・文化の拠点として、多世代の交流、地域の活性化と区内産
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業の発展、まちの文化の振興を図るということで、私ども産業振興センターも関わってお

ります。にぎわいと商機を創出する産業振興の拠点として、産業商工会館の機能を複合化

していきたいと考えております。 

 計画の概要です。杉並第一小学校の敷地に新校舎と区民施設を建設します。敷地面積、

延床面積については資料記載のとおりです。 

 杉並第一小学校と区民施設、阿佐谷の学童クラブ、駐車場・駐輪場の概ねの面積配分

については、記載のとおりで、区民施設としては約4,600平米を予定しております。 

 これにあわせて冊子の6-2をご覧ください。まず15ページから基本計画で施設の構成及

び規模が記載されています。小学校としての学校の機能が大体このぐらいの面積で、部屋

の数などの予定数として考えているものです。改築前の現状と、改築後の規模、そこに学

童クラブを入れております。 

 次の16ページが、区民施設と呼んでいます、阿佐谷地域区民センターと産業商工会館

の機能を入れていく部分です。ただいま約4,600平米と申しましたが、施設の規模につき

ましては、現状の産業商工会館、また阿佐谷地域区民センターの面積と比較すると、若干

目減りしますが、両施設それぞれに共用部分を持っていたものが、複合化されることによ

って一つになりますので、その共用部分の効率化を図るということも当然あります。 

 その中で、幾つかの部屋については、新設するものもあります。まず、16ページの上

から参りますが、現在、減築工事中ではありますが、もともと産業商工会館にありました

講堂と呼んでいたホールの機能、これについても400平米程度のものをつくっていきたい

ということで、これは、阿佐谷ではジャズストリートなども行っていますので、こうした

会場にも活用できたらということ。また、杉並第一小学校の発表会などにも活用を想定し

ていきたいと考えております。商工会館、区民センターともに集会機能を持っておりまし

たので、そうした部屋も確保していきます。 

 あわせて先ほど申し上げたにぎわい創出の機能として、ラウンジ、カフェ、またイベ

ントスペースということで、簡単に飲食ができるラウンジ、カフェをつくるほか、区内産

業の発信、または物産展等を行うようなイベントスペースを設置したいということです。 

 体育室は区民センターの機能でして、その下の展示機能が、商工会館の中にある展示

場の機能ですね。これについても、一般利用を想定した形で展示室をつくっていこうとい

うことです。その他、区民センターが持っている機能ということで、音楽室、工芸室、料

理室といった機能をあわせ持っていくということで、それぞれの施設を配分しまして、お
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おむね約4,600平米という想定をしているものです。 

 さらに、19ページ、配置やゾーニングの計画で申し上げますと、この計画の中では、

屋上部分を校庭にするという案になります。全部で地下1階、地上4階建てに、屋上がつく

という形になります。屋上部分が校庭になることで、現在の杉並第一小学校の校庭の約

1.5倍の面積の校庭の敷地を確保するという計画になっております。 

 これは現時点でのゾーニングですので、これから設計などを行っていく中で、ずれは

出てくるかと思いますが、現在想定している考え方の中では、地下1階で集会室のゾーン

があり、1階部分の中杉通り側にイベントスペース、ラウンジ、またホールなどを配置し

ていく。それから、低層階を中心に、残りの部分は学校が使う形になり、その上の4階部

分に集会室ゾーン、展示場といったものを配置していくという想定です。さらに、屋上部

分が校庭になるというものになっております。 

 これから設計ですので、まずは必要な面積を配分的に考えたもの、それから学校施設

として考えた場合には、小学校は低層階に教室を置く必要性もありますので、それを大体

の配置をしたところで、このようなゾーン分けをしているものです。 

 次に20ページのＡ3のものですが、今後の計画、予定等ですが、仮設校舎等をつくって

いきます。この計画に伴い、けやき公園、けやき公園プールの場所を活用して、仮設の用

地にします。そのためのプールの解体設計等を行います。それから、仮設校舎の設計等を

今年度実施するのとあわせて、ただいま説明したゾーン分けを基本に据えながら、今年度

中に基本設計を進めます。これと並行して、仮設校舎をつくるためのプールの解体、また

公園の整地を行うと同時に、民間用地を活用した代替運動場の整備等も行います。 

 29年度に入って、実施設計を行うとともに仮設校舎の建設を行い、30年度から仮設校

舎の運用を開始します。あわせて学校の解体工事、またそれぞれの建設工事等を行い、最

終的には平成33年度に新校舎が竣工して、運用開始という予定です。また、けやき公園に

ついては、公園としての再整備を33年度以降行っていくという計画です。今年度はまだ設

計等を行っていくという段階ということです。 

 私からは以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対して、ご意見やご質問はいかが

でしょうか。 

○委員 今後の生徒数の増減について話がありませんでしたが、どんな想定をしてこう

いう計画になっているのですか。 
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○産業振興センター次長 はい。資料6-2の5ページをお開きください。小学校の児童数、

学級数については、推計をしております。27年度時点での実績値から、人口動態等も踏ま

えながら、教育委員会として32年度までの学級数と児童数の推計をしております。杉一小

のエリアは、若干児童は減少傾向にあります。そうしたところも踏まえた上で、教室の数

は余裕を見るということもありますので、32年度の学級数の推計では12になっております

が、基本設計をするための規模の考え方としては、普通教室として14を想定していこうと

いう考え方をとっています。 

○会長 ほかに質問はございますか。 

 産業振興のためのスペースも、きっちり確保されているということですね。 

○産業振興センター次長 はい、そうなります。 

○委員 現在、改築している産業商工会館は、33年以降どういう施設になるかは、もう

考えていますか。 

○産業振興センター次長 そちらについても若干ご報告させていただきますが、現在、

減築工事をしています。減築をしますので、1階と地下の部分になります。展示室と、地

下にある集会室、和室が対象になりますが、9月から運用を再開いたします。 

 33年度以降は、この機能が杉一小の複合施設に移転しますが、それ以降はまだ具体的

な活用策は、決定はしておりません。ただ、あの場所は、特に土地としては非常に制約が

多いということもありますので、そうした制約や地域性も加味して、この先どういった活

用ができるのかを検討していくということで、まだ決定はしていないということです。 

○会長 はい。ありがとうございました。 ほかに何かご質問は。 

○委員 新しい小学校のスタイルだと思いますが、地上側の階数4階で商業施設なども入

るということになるので、障害者とか、肢体不自由者とかのバリアフリーの状況はどのよ

うな形になるのでしょうか。 

○産業振興センター次長 まず学校自体は、現にどの学校も障害をお持ちのお子さんも

通っていらっしゃるということもあり、改修、改築等の際にはバリアフリー化を行ってい

きます。あわせて建築に当たっては、エレベーター等の設置を行います。それから、多く

の不特定多数の方が利用される区民施設が併設になりますので、入り口などの区分けや管

理区分の整理といったところは、基本的には学校生活と切り分けができるように設計の中

で配慮していくことを予定しております。 

○委員 ありがとうございます。 
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○会長 委員。 

○委員 区民施設、産業商工会館と地域区民センターが、33年以降、複合的に運用され

るということですが、そうなった場合の運営はどういう形になるのか。現在、産業商工会

館については産業4団体で運協としてやっていますが、業務委託するのか、指定管理者に

なるとか、そういうのはまだ決まっていないんでしょうか。 

○産業振興センター次長 結論から申し上げると、まだ決定はしていないです。 

○委員 ああ、そうですか。 

○産業振興センター次長 運営形態についても、どういう形が最適なのか効果的なのか

といったところを踏まえて、今後の検討となっています。今の段階ではまだゾーニングを

どうしていくかという設計の段階ですので、運営形態までは決めておりません。 

○委員 そうすると、運営主体を一緒にするか別々にやるかも、わからないんですね。 

○産業振興センター次長 恐らく効果的なのは一体型だと思いますが、それも含めて今

後の検討ということになっております。 

○会長 ほかにご質問はございますか。 

（ なし ） 

○会長 では、次に杉並区観光事業に関する基本的な考え方について、事務局から説明

をお願いします。 

○産業振興センター次長 それでは、観光事業に関する基本的な考え方について説明さ

せていただきます。資料7をご用意ください。 

 前回、2月の審議会で、観光事業に関する基本的な考え方について、課題の整理という

形でご報告させていただいたかと思います。その中で申し上げたのは、現在行っている観

光事業、観光に関する取組自体が体系化されていない部分があったのではないか。それを

踏まえて、基本的な考え方を取りまとめていく必要性があるという課題認識を、事務局か

らご報告させていただいたかと思います。 

 今般その課題を踏まえて一定の考え方をまとめ、骨子案という形でご報告させていた

だきたいというものです。あくまでも骨子案ですので、まだ揺れ動いている部分もありま

す。そうしたことも踏まえて、今日はお聞きいただければと思います。 

 それでは、資料7の1ページ目から、杉並区が観光事業を行っていくに当たって、国や

東京都の動向はどうかというところが第1章にあります。背景と目的という中で、国、東

京都はどうしているか。平成18年に国が観光立国推進基本法を成立して以降、それぞれの
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国の取組がありますが、今年度は観光ビジョンを策定して、平成42年の訪日外国人の年間

目標を6,000万人に設定したということがあります。それから、東京都でも国に先立って

平成13年に観光産業振興プランを策定し、25年には改定を行っていますが、今年度、東京

都は観光産業振興アクションプログラムというものを策定する予定です。現在まだ中間の

まとめを出すと言いつつ出ていない状況にあり、東京都は今年度中にこれを取りまとめて

いくということを表明しているところです。 

 そうした中で、区では、人口と産業構造という点では、過去17年間の区の人口は約

10％増加している状況です。ただ、人口推計上は今後微減していくだろうという推計があ

ります。また、事業所はこの年月の中で約25％減少しているという状況です。訪日外国人

は、区だけではありませんが、昨年訪日外国人が1,974万人、約2,000万人の訪日外国人が

いて、今後も増加傾向にあると言われています。 

 それでは、3の(1)杉並区は観光事業というものを、これまで計画等でどのように謳っ

てきたのかということですが、まず平成24年度に、杉並区は基本構想・総合計画・実行計

画を定めました。この中で、目標2として「暮らしやすく快適で魅力あるまち」という目

標を掲げ、その中に、「魅力的でにぎわいのある多心型まちづくりを進める」として、魅

力あるまちの創造、まちの魅力、個性を区内外に発信していくということを位置付け、具

体的に施策として取り組んでいくことにいたしました。 

 これを踏まえて、平成25年4月にこの審議会でのご意見をいただきながら、産業振興計

画を区として策定しました。この計画の目標5は、冒頭で取組状況の報告を申し上げまし

たが、「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、この中に、

にぎわいと商機の創出を掲げた集客事業の推進、アニメの活用、まちづくりと連動した商

店街づくりというものを掲げたところです。 

 これが観光につながってくるわけですが、平成27年に改定しました杉並区の実行計画

の中で、観光事業推進を重点事業化しました。計画としてはここで初めて「観光」という

言葉が出てきます。ただ、平成25年の時点でそれにつながる取組はしっかり出ていたとい

うことです。 

 さらに27年12月に地方創生の取組ということで、「杉並区まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を策定しましたが、その戦略の中で、来街者を増やし、まちのにぎわいを創出と

いうことで、観光資源の魅力の向上と情報発信に努めていく取組を謳ったところです。 

 こうした観光事業に関しての取組を、計画等ではこのような形で謳ってきたという流
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れです。 

 こうした計画に伴って、区ではどのような取組をしてきたのかということで、(2)「現

在の区の主な取組」ですが、先ほども申し上げたとおり、「中央線あるあるプロジェクト」

を推進しております。これは中央線の4駅を通じて、「良さ」「らしさ」を再発見し、ま

ちの文化等を観光資源として集約して、ＰＲしていくことで、持続的な集客を図る取組に

していこうというものです。あわせて、情報発信として、すぎなみ学倶楽部を運営し、こ

こでも区民ライターや地域の方々に中心になっていただき、区の魅力を発信していただく

取組をしております。 

 それから、平成17年に開始したアニメーションミュージアム。コンテンツの充実を図

りながら、先ほどご報告したとおり、多言語の音声ガイド等を導入して、来街者の利便性

も増やしているという状況です。 

昨年度実施した取組としては、駅周辺のトランスボックスを活用したまちのアートデ

ザインということで、高円寺の阿波おどりをテーマにデザインを公募して、トランスボッ

クスはちょっと武骨なデザインなものですから、そこに絵を張ることによって、まちの景

観を損なわないということと、特に高円寺地区は阿波おどりを発信する道具に使っていく

という取組に昇華させようということで取り組んだものです。今後ほかのエリアでもでき

ればということを考えております。 

 また、観光事業の実施に伴って、フィルムコミッション事業ということで、区内の

色々な場所を、映画やテレビのロケ地として紹介する、また、その問い合わせに答えてご

紹介していくという取組をしております。昨年度は、テレビ東京で放送されました「警視

庁ゼロ係」という番組が、杉並区が舞台ということもあり、ロケ地として十分活用してい

ただいたということがありました。今年に入ってからも、数件、ロケ地の紹介をさせてい

ただいております。例えば、来月、ＮＨＫのドラマで、荻窪区民事務所がドラマに出てき

ます。それから、高円寺の風呂屋さんがロケ地として使われることも伺っています。そう

した様々なロケ地の情報を提供しているというものがあります。 

 それから、今年度以降の取組の中でも、区内のイベント、文化を体験できるように、

特に来街者に向けて、旅行パッケージ化した杉並の体験ツアーを企画、実施していきたい

と考えております。また、かつて区内にお住まいで、現在国外にお住まいの方々が、現地

で杉並の情報を発信していただけるような「（仮称）杉並観光大使」といったものも実施

していきたいということで、今準備を進めております。 
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 それら以外にも、様々な情報発信の取組等も行っているところです。 

 こうした取組を様々行っているのは、先ほど申し上げましたとおり、「にぎわい・商

機」の創出がもともとの目的です。その目的に沿って取組を行ってきたわけですが、色々

な環境変化もあります。そうした状況変化を捉えながら行っていきつつも、これらの取組

を体系づける、幹になるものが余りない中で実施され、事業そのもののつながりが見えに

くいというものがありました。今後も観光事業を効果的、効率的に行っていく上では、今

までの取組を踏まえながらも、目的や目標、また対象者の設定や、取組を体系化していく

各事業のつながり、そうしたものを整理していく必要があろうということです。これが先

般ご報告を申し上げた課題整理というところです。 

 それでは、第2章の1、これから先、考えていこうとする杉並区の観光についての基本

的考え方はどういう位置付けになるかということです。 

 結論から申し上げますと、今回策定しようという考え方は、産業振興計画の補完的な

ものであると考えます。基本構想が目指している目標の実現に向けた取組の一環であると

いうこと。また、その取組を行うための一環として産業振興計画を策定しておりまして、

この計画は産業振興の分野で目標や方向性、取組・事業の体系等を明確にしていくことが、

そもそもの目的です。そうしたことを踏まえて、この振興計画の補完的な位置づけと考え

ております。 

 今回、この基本的考え方をまとめていくわけですが、それを踏まえて、産業振興計画

は平成30年度を目途に改定を予定しており、今後この考え方、内容等を反映させていくこ

とを想定しているということです。 

 次に2に参りまして、現在の杉並区の特性として主に挙げられるものですが、地理的に

は都心からアクセスがいいこと、緑豊かな住宅街であること、人口特性としても近年増加

傾向にありますが、こうした人口構成の中で、56万人に達しようという人口規模があるこ

と。観光資源で言うと、大規模な観光施設はありませんが、いわゆる中央線文化と呼ばれ

る独自の文化が存在している。それから、近年、国の史跡にも指定されましたが、荻外荘

などもあります。また、寺社仏閣等の名所・旧跡が多数存在するという、古い歴史も持ち

合わせたものがあるということです。 

 では、3「杉並区が考える「観光」とは」何かというところですが、まず目的は、にぎ

わい・商機の創出であるということです。その目的を達成するためのツールの中の一つで

あるということです。特に、にぎわい・商機を創出するためのツールとして、この取組を
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することによって魅力を発信し、来街者を呼び込んで、それが最終的ににぎわい増につな

がる。こうした取組を続けることによって、循環し、スパイラルアップを図るというもの

と捉えております。 

 (2)について、一般的にシティプロモーションと呼ばれるものがありますが、これは杉

並で申し上げれば、先ほど議論の中に出ておりました保育や、教育、福祉、防災など様々

な、行政だけでない地域の方々の様々な取組、そうしたもの全体の魅力かと思います。そ

うしたものを発信していくシティプロモーションの中で、区が行う観光というものは、最

終的に「住みたい」「住んで良かった」につながる、「訪れたい」というところに主眼を

置いたもので、シティプロモーションという総合的なものの中の一環かと考えております。 

 次に、(3)商業振興施策との連携ですが、特ににぎわいと商機の創出と考えたときには、

誘客を主眼にした観光施策だけで実現できるものではなく、やはり受け入れ基盤というも

のも重要です。その受け入れ基盤は、商業施策の面が非常に強いのではないかと考えてお

ります。そのために、誘客を促進するための観光というものと、それから区民利用、また

来街者の利用を促進するための商業施策、こうした商業振興の側面と、それを両方とも同

時に行っていくことが重要だと考えているというものです。 

 それから、(4)既存資源の活用ですが、杉並区は、先ほど申し上げたとおり、観光資源

等は現にあるかと思います。イベントでいえば、高円寺の阿波おどり、阿佐谷の七夕など

の大イベントがあります。あわせて中央線文化等もあります。それ以外にも名所旧跡等が

あります。様々な分野で魅力ある観光資源は現に存在しているのではないかと思います。

こうした既存のものを生かしながらきちんと発信していく、これに機軸を置いた事業展開

を図っていきたいということです。 

 また、その資源同士を組み合わせることによる魅力創出。それから、今はまだ私ども

も知らないような観光資源もあるかもしれません。そうしたものは発掘もあわせて行って

いく必要があろうかと思います。 

 次に、(5)ターゲッティングですが、杉並区は大規模な宿泊施設が非常に少ないという

のが現状です。その中で、民泊というものも、一方で規制緩和、また戦略特区が東京都で

指定されましたけれども、様々課題があります。そうした課題の中で、民泊事業を整理し

ていくことで、短期間で滞在可能な宿泊施設が飛躍的に増えることは、なかなかないかと

も考えられます。そうした中では、区に宿泊するということではなくて、区の近隣に宿泊

する方々の誘客を考えることがいいのではないかと考えています。当面は、効果の高いタ



平成 28年度第 1回 杉並区産業振興審議会 

 

 22/31 

ーゲットはインバウンドも含めてということになりますが、国内外からいらっしゃる方々

をターゲットに据えて、宿泊場所の確保を考えるということではなくて、近隣に宿泊した

方々の誘客を考えながら、昼間から深夜帯までの滞在を見据えた形での回遊策、こうした

ものを実施していくのがいいのではないかと考えております。 

 次に、第3章の観光事業のポイントです。こうした観光の捉え方と、事業展開の機軸部

分を据えたときに、どのようなことにポイントを置くのかというところですが、まず、観

光事業を実施するに当たっては、区がやればいいということだけではなく、一つ目として

は、来る人と迎え入れる側との両方のニーズが合致していることが重要だということです。

旅行者を中心とした来街者は、時間とお金をかけて杉並に来ることになりますので、受け

手側としては、そうした時間と金を使ってまで行きたいと感じてもらえるかどうか。この

点と、受け手である商店街を含めた地域自体が、来てほしいと望んでいるかということ。

この二つのニーズを、きちんと両立した形でなければ、観光事業はうまくいかないと考え

ており、それ踏まえた事業展開が重要ということです。 

 次に2番目、取組の主体と役割というところで、区の基本的なスタンスです。ただいま

申し上げてきた中で、区が主導権を持ってやっていけばいいということではなくて、産業

振興基本条例を26年に定めておりますが、ここでも事業者の創意工夫と自助努力に対して

区が協力していくということを基本的な考え方としております。観光が目指すにぎわいと

か商機の創出といった経済活動の循環や地域のブランド力向上、それは住んでいるまち自

体の活性化と魅力向上につながるもの、すなわち商業面での潤いにもつながるのかと存じ

ます。こうした効果を共通認識として、まちの方々が観光客のニーズを把握して積極的に

取り組むということが魅力の向上につながるし、来街者の増、来街者の方に満足いただけ

る内容につながってくるのではないかと考えております。 

 その意味で、観光の取組については、地域や商店街を中心としたまちが主体的に動く

ことに対して、区はそれを側面から支援し、援助していくという関わりの中で、観光事業

に取り組んでいくというのが基本スタンスと考えております。 

 それから、この取組に当たっては、情報発信が重要と考えております。その中で、発

信力の強化は大変重要で、媒体によってそれぞれ特徴がありますので、その媒体の特徴を

使った広報、また双方向のコミュニケーションの実施といったものも行いながら強化に努

めていくという考え方を、ポイントに置きたいということです。 

 次に、先ほど申しましたが、受け入れの環境も作っていく必要があります。来街者が
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まちの魅力を感じるときには、「見る」とか「知る」といったことではなくて、実際にそ

のまちに入って、色々な方々とのコミュニケーションや、イベントに直接参加するといっ

た、体感型の観光事業の演出が必要と考えております。それが満足につながり、また口コ

ミ等の広がりにもなり、と考えています。 

 そのためには、海外からの方々には多言語化も必要かと思います。またあわせて区内

外全ての方々に対しては、体験型の旅行商品化なども含めた強化の取組をしていきたいと

いうことで、もちろんこれはまちづくりも含めた考え方もありますし、観光案内とか看板

の設置とか、そうした様々な受け入れ環境を作っていくといった商業的な側面も含めて、

受け入れ環境をきちんとつくっていくことも重要だと考えております。 

 こうした様々な取組に対してはＰＤＣＡサイクルを回していく必要があろうというこ

とで、マーケティングが重要と考えております。様々なニーズ調査、また来ていただいた

方々の満足度の調査なども行いながら、それを経過的に追いかけて、新しい取組につなげ

ていく。または取組の見直しにつなげるといったサイクルをきちんと循環させることが、

この観光の取組には重要と考えております。 

 以上の概要をカラー刷りの資料にしてあります。少しわかりづらいですが、上の矢印

で円につながっているものが、旅行者の視点から見た場合にどうなのかということです。

これは特に海外の方をイメージした書き方になっていますが、実際には広く国内外全般に

言えることと考えています。 

 旅行を決めるときに、東京、また杉並に行こうというときに、様々な情報を手に入れ

る場面がありますので、そこに色々なＰＲをしていくということで誘因策を講じて、実際

に来ていただくということです。来ていただいて、一定の満足があれば、それを踏まえて、

その人自身が色々な発信にも寄与していただけるということです。 

 一方で、下側にありますが、まちの取組、これは区が支援をしていくわけですが、そ

うした取組の支援、中でも見てもらう、食べてもらう、触れてもらう、買ってもらう、こ

うした様々な体験をしてもらうために色々な企画をする。それから、それらを組み合わせ

るための案内の拠点等をつくっていって、来てもらったときに、ここへ行けばこれができ

る、ということをきちんと発信できる取組も合わせて行っていく必要があるのではという

ことを表しています。こうした取組をやっていくと、観光として訪れてくれた方々に色々

な体験をしていただけるのではないかということを、イメージとして示させていただいた

ものです。 
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 今日お話をさせていただいたのは、あくまで骨子ということで、これからさらに肉づ

けをするために、まだ議論を深めていかなければならない内容です。ただ、様々な課題を

抱える中で、観光事業をこれから行っていくに当たっては、ターゲットの設定の仕方とか、

区としてどういったスタンスで臨んでいくのかを明らかにしていく必要があろうというこ

とで、今回、案としてまとめさせていただいたものです。 

長い説明になりましたが、以上です。 

○会長 ありがとうございます。大変な力作だったと思いますが、観光事業に関する基

本的な考え方について、皆さんの忌憚のないご意見を伺いたいと思います。 

 この後、どういう作業の手順になりますか。 

○産業振興センター次長 今日この場に限らず、様々なご意見をいただく場面があれば

とは思っておりますが、今年度は実行計画等の改定がありますので、こうした考え方を踏

まえた取組を、そこに反映していきたいと考えています。それと合わせてこの基本的な考

え方も取りまとめて、年度内に整理していきたいと考えております。ただ、東京都がアク

ションプログラムをつくると言っていますので、そちらも横にらみしながら進めていく必

要があると考えております。 

○会長 年度内に取りまとめるための、きょうは最初の事務局側からの投げかけである

と理解すればいいですか。 

○産業振興センター次長 はい。 

○会長 では、そういうことで、皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

○委員 大変網羅的で、かつ体系的に関連付けていくべきというところは大賛成ですが、

27年度の報告の「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」のところでも触

れていましたが、客観的な数値に基づく効果の見える化とか、この辺も関連してくるので

しょうが、これらを突き詰めていくと、相当強力に官民一緒に協働していかければいけな

いという部分で、予算的なこととか、マンパワーの問題等も出ます。この点は、これを実

行に移すときにどんどん膨らんでいくということも予想されますが、その辺は、外部委託

であるとか、または一つの組織を立ち上げるとか、そういうことも視野に入れているとい

うことでしょうか。それとも、そういうのは白紙で、一応課題を整理したというところで

しょうか。 

○産業振興センター次長 今後の取組では、やはり官民の連携が非常に重要だと思いま

す。それから、今ご指摘のあったとおり、効果測定をするに当たっては、数値化をどこか
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できちんとしていかなければいけないということも考えています。その数値化するものが

どういうものなのかというのも今模索をしているところです。 

 今後は、現在それなりの予算をかけて行っているものでも、見直しも含めてそれぞれ

の取組が適切なのかという検証をしながら行っていきたいと思います。この先飛躍的に予

算が増えるということではなく、予算全体の配分の仕方も含めて検討しながら、この考え

方をどう具体化すればよいかということで進めていければと思っています。 

○委員 確かに次長のお話を聞いて、このとおりで、非常に重要な問題だけれど実際大

変だと思います。区民や官民という言葉もありましたし、区は側面の支援とあるように、

民間なのか財団なのか新たな団体なのか知りませんけど、何らかの形がないと、実現は難

しいと直感しました。行政は、良かれ悪しかれ縦割りになっていますので、観光、商業も

あれば、まちづくり推進課も本庁にあれば、資料室へ行くと色々なまち歩きの地図とかマ

ップを出しているし、資源についてもその気になれば大変な整備をしないとできないとい

うことは、区のこのすばらしいまとめに対応して、民間とか財団とか新しい組織を頑張っ

ていかないと、幾らやっても実現は厳しいのではないかというのが私の直感です。それを

どうするかはこれからの問題ですけど。もう少し杉並区の周りの団体とか、あるいは新た

な動きが起きてこないと、これは杉並区だけではまず難しいですよ。お金だけの問題じゃ

ない。というのは、私の感想です。 

○会長 それぞれの今までやってきた行政に、観光に関わるものがたくさんあると。そ

れを全体的に総合的に見ていくためには、工夫が必要だというのが委員のご意見だと。 

○委員 少し大き過ぎる位置で言っていますが、やはりそういうことがないと、これか

ら具体化しようと思ったら、調査をしたり、計画したり、それを区と連携してするような

ところがないと、どうしようもないなというのは私の感じです。 

○会長 はい。ほかにご意見はいかがでしょうか。 

○委員 これをまとめていただいて、これから進むということはよくわかりましたし、

ポイントとしては、第3章の観光事業の実施のポイントの地域意識と観光のニーズという

ところがまさにそういうことだと思いますので、ぜひ、こんな形で、ポイントを一つずつ

解決した動きを官民一体でやらなくちゃいけないと思いました。特に、この中で言われて

いるみたいに、発信と受け入れというところがポイントになってくると思います。発信の

場合は、先ほどの産業振興計画の中にありましたけれども、ＳＮＳとかこの辺のところは、

重要性はわかりながら、何かまだもう少し予算をつけて、色々な形でやられたほうがいい
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のではないかなと。ホームページしかりですよね。そういったところにもっと予算をつけ

てお願いしたい。 

 あと、紙媒体での発信というのは、地域のＮＰＯを含めて、観光でやっている。七夕

に限らず阿波おどり以外も、小さい色々なイベントをやっている方たちって、いいことを

やっていますが発信ができないので、そういう紙媒体のところでは、駅、ＪＲ、私鉄など

が大変重要になってくると思います。ただ、駅長の判断でできるところとできないところ

があるので、杉並区からＪＲや私鉄の本体に声をかけていただいて、ＰＲの媒体を置くス

ペースの確保を強力に働きかけていただきたいと思います。 

 また、発信のところで、観光大使というのはすごくいいことだと思います。海外もそ

うですが、国内にいらっしゃる方たち、これは日本人も含めて、海外の人も含めて、杉並

区の観光大使みたいな形を設定していただいて、イベントのような形で定期的に集まって

いただく、あるいは区長から委任状を差し上げるとか、そういった口コミの部分も含めて

やっていただきたい。 

 あと、荻外荘にしろ、アニメミュージアムにしろ、サインが不足していると思います。

サインに関しては、早急に対応していただく。あるいはサインじゃなくても、今、スマホ

をかざすと、そこで何か案内を見ると、行き方が出るみたいなのがある。そういうのはす

ぐできると思いますので、そういうものに予算をつけていただくのはいいと思う。 

 受け入れ態勢部分では、メニューの多言語化がありますので、これもすぐできるとこ

ろだと思います。この辺も、予算をつけながら、あるあるプロジェクトでやっているかと

思いますが、そういう意味では側面の援助をお願いしたいと思います。 

 ただ、本当に整理されて、まさに官民一体とならなくてはいけないというのはよく

我々もわかっていますし、まとめていただいたので、ありがとうございました。 

 ただ、1点だけ、具体的に3ページの商業振興施策と連携による経済活動の循環・拡大

のところで、具体的にこんな形だというのが何かあるのであれば、教えていただきたいと

思います。 

○産業振興センター次長 今とりたてて、はっきりこれというところではないのですが、

おいでいただく方々にきちんと安全・安心に過ごしてもらうという意味では、先ほどご報

告したような、ＬＥＤ化や防犯カメラは必要なものだとは考えています。あわせてイベン

トの助成なども、商業振興でもやっています。それから、様々な取組を商店街がやってい

らっしゃるもの、それからまちのイベントですとか、そうしたものなどにも商業振興の側
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面から様々支援させていただいていますので、こうしたものを一緒にやっていくというこ

とと、それをまた新たな魅力を発見できるものであれば、それをＰＲにつなげていくとい

うこととのつながりは重要かなと思っています。 

○委員 その中にお金の問題があると思います。私も不勉強ですが、区として観光に助

成をするということなのかどうか、今現在こんなものがあるとか、これからこんな形で予

算をつけていくというのがあれば、お知らせいただきたいと思います。 

○産業振興センター次長 今年度で申し上げれば、先ほど来申し上げた観光大使であっ

たり、ラッピングだったりとか、そういったまちづくりの面からの予算をつけているもの

もあります。それから、商業振興とか観光でということであれば、今年度はWi-Fi環境や、

あるあるプロジェクトも当然予算の中でやっているものですけれども。そのほかにもいく

つかありますが。 

○委員 こういうイベントをやるとこんな形で区から助成があるというのを、知らない

方たちもいらっしゃいます。少し整理していただいて、こんな形で観光の部分には区が助

成をしているというのをお示しいただくと、ああ、こういうことなのか、あるいはここの

ところが少ないなというのが、意見として言えるものですから、次回でもいいのですが、

お示しいただきたい。 

○産業振興センター次長 はい、承知しました。 

○会長 ありがとうございます。これは従来の色々な政策項目に予算がついているわけ

ですけど、その中で、恐らく観光の振興に寄与するというものもあるよということだろう

と思います。 

 だから、それを、こう、横串を入れるというのかな……。 

○産業振興センター次長 少しピックアップして、それを整理させていただこうと思い

ます。 

○会長 結構やっているということですよね。 

○産業振興センター次長 はい。観光という側面で見れば、色々なものがあると思いま

すので、それは整理させていただければと思います。 

○会長 整理してみると、まだここら辺が足りないという、委員のご意見が非常に生き

てくるような気がしますね。 

 ほかに何か。では、委員。 

○委員 今、国は、クールジャパン戦略とかコンソーシアムといった、色々な産業、あ
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るいは地方、あるいは観光だけではなくて、地域の工芸品やお土産などを全部紐づけて、

全体をクールジャパンで括ろうということと、最近出てきた話では拠点づくりということ

で、羽田の近くの広大な土地を利用してガンダムを持ってこようとしている。あとは竹芝

にＩＴ系を一堂に集めようということ。それと、所沢。これはKADOKAWAが協力しています

が、そこを一大拠点にしようということ。 

 では、杉並でその拠点になるところは何か、杉並はこれだというものは何があるかと

いうと、なかなかイメージできない。色々やられているのはよくわかるし、地域ごとで、

まちのお祭りとか、色々なその都度のものがありますが、ずっとそこに拠点として、杉並

のここに来ればこれがあるという、一つのコアになるものが何かよくわからない。それが

あれば、そこを目指して色々な人が集まり、その周辺にその関係の産業なり観光の人が集

まるということにつながると思います。 

 杉並アニメミュージアムは非常にいいところだと思いますが、規模的にまだ十分網羅

されていないということと、場所がバスで行かなければいけないという不便さがあるとい

うこと。一方で、秋葉原のＵＤＸビルに100坪に満たないアニメのイベント設備がありま

すが、そこは昨年だけで22万人来場しています。その下にレストラン街があって、そこに

シャワー効果じゃないですけど、色々な意味で貢献しているといいますかね。 

 一方でアニメミュージアムは、昨年のデータですと年間4万人ぐらいでしたか。あれだ

けの設備があって、しかも都内というより、日本全体でも、アニメーションの全てを見ら

れる施設はあそこしかありません。そこをもう少し何か、拠点、場所、ネタ、催事を含め

たもので、経費がかかるということではないので、拠点として据えるというのも一つの案

だと思います。あるいは杉並の古いまち並みとか、町全体を何かイメージ付けて、それを

拠点としてアピールする。杉並としての特徴というか、杉並に行けば何があるというキー

ワードが一つ出れば、先ほどのＳＮＳとか色々、告知のパワーがそこに集約されると思う

ので、産業の中での拠点づくりという考え方があっていいのではないかと思います。 

○会長 その拠点が杉並であるというような拠点ですね。 

○委員 そうですね。杉並区は全国1番じゃないですけど、アニメーションのスタジオな

り関係者がいる、2番目ですかね。それはすごい、ある意味大きな特徴でもあるので、そ

のアニメが結構商店街、あるいは若い人以外の関係者を何か毛嫌いする部分がありますけ

ど、彼らは決してそういうものではなくて、色々な商品につながると思うし、アニメを通

じて子供たちへの色々なアピールもできるし、教育にもつながるし。ということを考えれ
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ば、観光というものから離れた教育という分野にもアピールができるものだと思っていま

すので、ぜひ、色々な意味で見直していただければと思います。 

○会長 はい。ほかにご意見は。 

○委員 すみません。それに関連して。 

 私もまさにそう思って、会社も地元もあそこの近くですが、本当に外国人が、バック

パックみたいな人が結構通りますよね。ですから、前も言ったとおり、あそこを区の発想

でやるよりも、どこかに運営を任せるような形でやれば、イベントホールとかも大きいの

があるので、運営を座・高円寺みたいに任せてしまうというのはいかがでしょうか。 

○産業振興センター次長 はい。検討課題の一つとは捉えています。内容を充実するこ

とですとか、それから魅力をより高めていくという意味では、区だけではなくて、色々な

方々の力を使っていくということは必要だと思っていますので、運営面についての工夫と

いうか、見直しや検討は必要という課題認識は持っています。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

 じゃあ、委員。 

○委員 3ページの(5)番で、インバウンドをメインターゲットとした誘因戦略の実施と

いう中で民泊に触れていますが、以前、杉並区では特区で民泊を検討していたと思います

が、この資料を見ると、民泊については整備を行っても余り効果がないと書いてあって、

課題もあって余り積極的な感じではないようです。ただ、先般、国でも民泊についての法

律が整備されて、これはやはりある程度考えて、短期間には増えないとしても、長期的に

民泊に対応することも、区として考えたほうがいいのではないでしょうか。 

 これはさっきの話にもありましたけど、外国人が増えているということも書いてあり

ますから、必然的に、今後外国人永住者が増えてくれば、その知り合いがまた杉並へと、

来る方が増加するのは間違いないと思うのです。ですから、民泊については余りやらない

方向で行こうとしておくと、少し先へ行って、実際に外国人が増えて問題が出てきたとき

に、対応するのに、色々まずいのではないかと思います。 

 だから、長い目で見て、民泊はしっかりと対応するものを用意しておいたほうがいい

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○産業振興センター次長 ここでお伝えしたかったのは、短期的な取組としてはどうか

というところでしたので。 

○委員 そうですよね。 
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○産業振興センター次長 長期スパンで見たときには、やはり何らかの対応は必要とは

考えています。それと同時に、確かに現状で申し上げると、国家戦略特区に東京都全体が

指定され、一応規制緩和という網もかかっています。その中で、国で、法整備については

更なる規制緩和に関しての検討をまだやっているというのも聞いています。その意味では、

戦略特区云々とはまた別に、いわゆる民泊事業自体をやることが可能になってくる法整備

もまだあるかもしれないという動きも聞いていますので、長いスパンで見たときには対応

していく必要はあると思います。区としても、これは別に産業振興分野だけではなくて、

保健衛生の分野からのアプローチも必要になりますが、そうした対応は今後も必要だとい

う認識はあります。ただ、短期的な取組としては、今は民泊が飛躍的に増えるという状況

ではないという判断をしたということです。 

○委員 そうですか。わかりました。 

○会長 ほかに、よろしいでしょうか。 

 今までの議論を伺っていますと、やはり観光というのは、非常に幅広い分野に関連が

ある。ただ、観光という切り口だけで施策が進められないということだろうと思います。

最後の委員が提起された民泊の問題も、保健衛生上の問題とか治安の問題とか住宅地の雰

囲気に影響を与えるとか、色々な問題があり得ると思います。ですから、こういう議論を

するときには、そういう色々ないい点と注意すべき点を整理するところに大変重要な意味

があるのかなという気がします。 

 それから、既存資源の活用、今までも特に観光とは銘打っていないけれども、今から

思えば観光振興に当たるような事業もしているよねという話が何人かの委員の方からもあ

ったと思うのですが、それを意識的に取りまとめてやっていく。あるいは強調してやって

いくと。例えばシティサインというか、例えばここは見る価値のある場所だということを

示すようなサインを、まちに書いていく。ヨーロッパのまちへ行くと、大体茶色で、ここ

はこういう記念館があるとか、そういう見どころを示すサインがまちの道路際に書いてあ

ります。そういうシグナル、サインを整備するというのも、一つ、観光に寄与することか

な、ということを皆さんの意見を伺っていて感じました。 

 これは、今日はたたき台ということで、これから年度内に事務局でさらに検討を進め

ていかれるということですので、この場だけでなく、ご意見をお寄せいただければ事務局

も大変役に立つだろうと思いますので、その点はよろしくお願いいたします。 

 それでは、時間になりましたので、その他に移りたいと思います。 
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 その他、皆様から何かありますか。なければ、事務局にお返しいたします。 

○産業振興センター次長 では連絡事項ということで、次回の審議会ですが、例年です

と10月頃になります。その頃を目途に、また正副会長とも日程の調整をした上で、委員の

皆様にご連絡差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 よろしいでしょうか。では、これで本日は閉会したいと思います。 


