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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 29年度第 3回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 30年 2月 26日（月）午後 3時 00分～午後 4時 35分 

場 所 産業振興センター 会議室 

出 席 者 委員 

秋山、井上、小野、坂井、佐藤、内藤（一）、中村（浩）、 

中村（實）、八方、松島、松本 

区側 

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 

配付資料 【事前配布資料】 

資料 1 計画改定検討部会の主な意見（概要）と計画改定にあたって

の考え方 

資料 2 杉並区産業振興計画取組状況（平成 30年 1月末現在） 

資料 3 隣接自治体等との連携による地域特性を活かしたアニメ事業

の取組の結果について 

資料 4 平成 30年度 産業振興センターの主な取組（予定）について 

資料 5 地域連携型商店街事業費補助金について 

資料 6 平成 30年度 杉並区中小企業資金融資一覧 

資料 7 小規模企業小口資金 杉並区の利子補給と東京都の信用保証

料補助を併用する場合の融資手続きの流れ 

資料 8 成田西ふれあい農業公園における農業公園サポーター事業に

ついて 

資料：ジョイフル通信 別冊 

（平成 30年 4月 1日から 新サービスのご案内） 

資料：チラシ「平成 30年 4月 2日（月）移転＆リニューアル OPEN 

杉並区就労支援センター ウェルファーム杉並へ移転します」 

【当日配布資料】 

資料 9 杉並区産業振興審議会委員名簿（平成 30年 2月 26日現在） 

資料：平成 29年度 杉並区産業実態調査報告書（平成 29年 11月） 

資料：チラシ「江渡
え ど

狄嶺
てきれい

資料展」 

資料：杉並農人 第 6号 

会議次第 1 開会 

2 議題 

 ○計画改定検討部会での検討状況について（中間報告） 

 ○産業振興計画の取組状況について 

 ○隣接自治体等との連携による地域特性を活かしたアニメ事業の取
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組の結果について 

 ○平成 30年度の主な取組（予定）について 

 ○地域連携型商店街事業費補助金について 

 ○杉並区中小企業勤労者福祉事業（ジョイフル杉並）について 

 ○中小企業資金融資限度額の拡充等について 

 ○杉並区就労支援センターの移転について 

 ○成田西ふれあい農業公園における農業公園サポーター事業につい

て 

3 その他 

4 連絡事項 

5 閉会 
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○会長 それでは、平成29年度第3回産業振興審議会を始めます。 

 本日は議題が幾つかありますが、主として皆さんの意見を伺うということで、何かこ

こで決定するという案件は余りないと思います。どうぞ自由に皆さんの意見をいただけれ

ばと思います。では、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○産業振興センター次長 はい。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

（配布資料確認） 

○会長 続きまして、委員の交代が1名ありましたので、事務局からご報告ください。 

○産業振興センター次長 資料9をご覧ください。名簿の2番の方で新井一
かず

功
なり

様、本日は

都合で欠席ですが、前任の篠様から交代しております。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 では、早速議題に入ります。最初の議題は、計画改定検討部会での検討状況について

（中間報告）です。事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1に基づいて説明させていただきます。 

 これまで部会は3回実施いたしました。産業振興計画の目標の柱に沿って意見を頂戴し

まして、その中で、これまでの取組や考え方について、修正したほうがいい点、引き続き

取り組んだほうがいい点など、ご意見をいただきました。今回、資料1の形で事務局とし

て考え方をまとめたところです。本日の審議会でご意見を賜った上で、今後、改めて部会

のほうで、具体策、あるいはこの意見を踏まえた新たな考え方などにつきまして、精査を

していきたいと考えております。 

 それでは、資料に沿って説明させていただきます。 

 まず、目標1ですが、ここは産業振興計画の総論の部分、あるいは創業や経営基盤の強

化などが課題になっている部分です。主な意見として、この間、当初計画を策定したとき

から時代が変わってきて、考え方の基礎となる統計データの数値等が大分変化していると

いうことで、最新の数値等を確認し、それに合わせて表現を修正していく必要があるとい

うご意見をいただき、その方向で今後検討していきたいと考えております。 

 この間、資料1の4ページのところにも出てきておりますが、「ワーク・ライフ・バラ

ンス」、「働き方改革」、「事業承継」、こういった言葉につきましては、キーワードに

なるのではないかと、ご意見をいただきました。こういった言葉をキーワードとして、改

定にあたって考え方の整理をしていくべきという意見をいただいております。 
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 目標2につきましては主に商店街振興に関する部分でございます。 

 商店街については、やはり数値的な変化が見られる中で、事業承継の問題ですとか、

あるいは商店街に加入されない店舗が多くなってきて、状況が少し変わってきているので

はないかというところもあります。しかし、これまでの支援の方向性については、それほ

ど大きく外れていないという意見もいただいているところです。現在行っている杉並区の

支援策も含めて、改めて、商店や商店街が自助努力する部分、あるいはそれを支える公助

の部分、それぞれの方向性を考えていくという方向で、今後、具体策を検討してまいりま

す。 

 また、日常の商店街運営についての人材確保や、あるいは地域全体の活性化に向けた

人材の確保などについても、これから取り組んでいく必要があるかと考えております。 

 また、繰り返しになりますが、これまで区が行っている各種補助金をもう一回精査し、

こうした補助金の活用により、今後も商店街支援の取組を継続していく方向で検討してま

いります。 

 次は目標3で、主に農業振興に関する部分です。 

 農業については難しいところもありますが、この間、制度改正あるいは税制の課題等

があり、変わったところもあります。個別に農業団体の皆さんとも議論したほうがいいの

ではないかという意見もいただきました。また、農地面積が少なくなっている流れがある

ので、農地はある程度守っていかなければいけない。区内野菜を杉並ブランドとしてＰＲ

できるとよい、といった意見をいただいております。方向性としては、将来的に農地面積、

生産額とも減らさないように、どのような形でやっていくことができるかというところで、

具体策を検討していきたいと考えているところです。また、先般からの法改正を踏まえて、

新たな農業振興計画をつくってまいります。 

 目標4に関しては、資料1の12ページに書いてありますが、正社員というものに対する

意識が時代とともに変わってきているのではないか。こうしたことを踏まえて、区として

やれることはやっていると思うので、若い方たちがどのような労働形態をとりたいか、と

いったところを考えながら、今後の就労支援に結びつけていく必要がある、という意見を

いただき、考え方の方向性をまとめてまいります。 

 また、資料1の13ページの中ほどですが、障害をお持ちの方に関しては色々取り組みを

しているので、これを続けていくことが必要で、就労意欲がありながらも就労に結びつか

ない方に対する支援については、引き続き継続していく考えです。総じて、今までの取組
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内容、あるいはセミナーの開催等々、レベルアップする方向で具体策を考えていければと

思います。 

 目標5については杉並区の観光に関する部分で、改定後は「観光」という言葉で今後ま

とめていっていいのではないかという考えです。これまでの取組、中央線あるあるプロジ

ェクトであるとか、それを通した阿波おどり、七夕まつりなどのイベントなどをうまく活

用していくべきと意見をいただいております。 

 また、アニメについては重要な産業ですが、これまで計画で策定していたアニメ産業

の人材育成支援はもうやらなくてはいいのではないかという意見をいただいております。

一方で、アニメイベントを観光の一つの柱とするなら、それなりのものを思い切って考え

ていくべきという意見もいただいております。後ほど今年度の取組でも説明しますが、他

区との連携も含めた、アニメを活かしたまちのにぎわい向上のための取組を、今後具体的

に考えてまいります。 

 私からは以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 これまで検討に当たっていただいた計画改定検討部会の委員の皆さんには、大変ご苦

労さまでした。とりあえずこういう形で今までの状況がまとめられているということを、

説明いただきました。これについて、皆さんの意見、あるいはこの内容についての説明を

必要とするようなところについての指摘をいただきたいと思います。 

 部会長から、何か追加することはありますか。 

○委員 3回にわたり部会で検討したことを、今、事務局から説明をいただきました。 

 なかなか、やってみると難しいのですが、よく掘り下げてみると、計画の策定から年

数が経ったことによって、方向性を変えていかなければいけないことがあったり、やらな

くていいことも少しあったり、また新たに始めなければいけないことも出てきたり、そう

いったものが少しずつ出てきたというのが、この資料1の報告内容です。今後は具体的に、

もう少し深く掘り下げていく予定ですので、忌憚のない皆さんの意見をいただければ幸い

です。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 では、皆さんの意見は、いかがでしょうか。 

○委員 目標5の【現状と課題】の3番目、アニメーションに関するところですが、これ、

データが古過ぎますよね。これは平成23年のデータになっています。平成28年のデータで
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すと、全国に622社のアニメーション制作会社があり、そのうち542社が東京にあります。

杉並区には138社あります。 

 それに対して、「主な意見（概要）」と「計画改定にあたっての考え方」では、これ

だけ地域にアニメの会社があるので、アニメ人材育成は必要ないのではないかという意見

があったみたいに書いてありますが、どうしてこういう意見が出たのか、その経緯がよく

わかりませんが、逆にこれだけの実態があると、アニメ業界の特性も考えると、人材育成

をちゃんと行っていくほうがいい気がします。 

 あと、杉並アニメーションミュージアムについては、杉並区から受託して動画協会が

運営していますが、確かに来館者も増えてきて良いんですが、今回の産業実態調査でも、

区民の皆さんの約半分ぐらいしか認知されていないという実態があります。杉並アニメー

ションミュージアムのような展示内容は、日本でここしかありません。東京都もやってい

ない。国でもやっていない。要するに、アニメーションの施設として、あれだけ内容の濃

いものを展示している施設はないのです。その割に、駐車スペースが少ないとか、駅から

の利便性も良くないとか、色々なものをカバーしながら来館者が増えています。海外、特

にアジア系の来館者がかなり増えてきて、当然、日本のアニメのファンに加え、施設の周

辺に海外からの人が増えていると思います。その辺の対応がなかなか追いついていないと

いうのが実態ではないかという気がしますので、ぜひ、この目標5の【現状と課題】の2番

目と3番目については、もう少し我々の意見も加味してもらえればありがたいという気が

します。 

○会長 ありがとうございます。新しいデータに基づいて的確な記述が行われることは

重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 資料1の構成ですが、現計画の内容（原文）を左側に記載して

います。平成25年度に策定した現計画の原文ですので表現は古くなっていますが、今度改

定する計画におきましては、当然データ的には最新のものを記載していきたいと考えてお

ります。 

○委員 計画改定検討部会では、最新のデータをもとに検討しました。資料1の左側につ

いては、平成25年に策定した産業振興計画の原文を抜粋しているだけで、この古いデータ

ではなく、最新のデータで検討しました。 

○会長 はい。そういうことで理解いただきたいと思います。 

○委員 人材育成支援をしなくていいというのは、どんな経緯だったのでしょうか。逆
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に、人材育成をしなければいけないという流れかと思ったら、支援しなくていいというの

は、何かあったのでしょうか。 

○産業振興センター次長 部会では、この冊子（産業振興計画）をもとに議論していた

だきました。この冊子の中で、目標5の取組2として「アニメを活用した事業の推進とアニ

メ産業の支援」があり、具体的な取組の一つとして「アニメ制作者の人材育成支援」をう

たっているところがありました。こちらについては、今後アニメ産業が発展するだろうと

いうところを見越して、人材育成が必要なのではないかと、現計画では言っていたわけで

す。そうした中で、杉並区に約70社あったアニメ制作会社が138社まで増えたわけですが、

その実態を踏まえると、区が直接、人材育成を掲げて行うことはしなくていいのではない

かという意見があったという経緯です。 

○委員 そうではなくて、何でそういう意見と経緯があるのかということと、それと考

え方、その流れが私としては理解ができませんが。 

○会長 事務局からの説明は、もう実態が伸びているから、政策的にこれをプッシュす

る必要は減ったのではないかという説明だったわけですね。委員の意見は、というかそれ

以外の考え方として、こんなに伸びているので、さらにプッシュして伸ばしていくという

考え方もあり得ると。どちらのトーンで書くかというのは、これから大事なポイントでは

ないかと思いますが、事務局から、何かお考えがあれば。 

○産業振興センター次長 人材育成に関する具体的な施策については、これまで行って

きた経過を踏まえると、これをもって廃止をしていいのではないかという意見をいただい

たところでして、区の施策としてはそこに注力するのではなく、今後は、他区との連携も

含めたアニメを活用したまちのにぎわいの向上、そして、できるかどうかわかりませんが

「アニメを中心としたイベントの実施」などを中心にして考えていけばいいのではないか

ということで、こういった表現にさせていただいた次第です。 

○委員 アニメを利用して杉並区のにぎわいをさせるように聞こえますが、やはり人材

育成に力を入れていただく施策の方がありがたいですし、してもらわないと困るという事

情もあります。何か後ろ向きのように受け取とれますが。 

○産業振興センター所長 昔、杉並アニメ匠塾といった人材育成事業がありましたが、

それを一旦閉じて、そういう人材育成については今後やらないといった仕切りがあったの

を受けています。 

 人材育成というか、アニメを志すなら杉並に行けというような評判が立ったとか、ア
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ニメ制作会社の創業だとか、杉並区に移転してくるアニメ制作会社が増えるとか、そうい

うことが必要だとは思いますが、その一人一人を育てる環境を杉並区がどう支援していく

かということについては、もう少し議論が足りないのかなと思っています。 

 だから、行政の支援が必要なアニメの人材育成とはどういったものかというのを、前

回、アニメ匠塾で整理した経過がありますから、それを踏まえ、アニメ制作会社が増えて

きたという状況変化を踏まえた上で、今後、区としてどうしていくかというのをもう少し

議論すべきかと感じました。 

 ただ、この資料1はあくまでも中間のまとめですので、具体的に支援策を考えていく中

では、当然どういう人材育成の支援があるのかについては、また別途議論いただくような

形でやると思いますので、よろしくお願いします。 

○会長 要するにそこのところは、人材育成施策の効果で、この産業が杉並区で伸びて

きたという認識に立てば、人材育成支援はもう要らないということにはならないかもしれ

ないと。そこはさらに議論を詰めて、最終報告には持っていきたいと、こういう理解でよ

ろしいでしょうか。 

○産業振興センター所長 そうですね。アニメに携わる人たちが杉並のアニメを目指し

て、そこで成長していく。色々な形で刺激を受けながら育っていって、杉並出身のアニメ

作家やアニメーターがどんどん輩出する。そういう環境が杉並にはあるということであれ

ば、何らかの行政の支援は必要かと思いますが、その辺が、もう少し分析をしないと見え

てこないのかなと思っています。 

○会長 これは、どういうトーンで書くかによって随分印象が変わってきますので、そ

こら辺、よく実態を踏まえて、今後さらにご検討いただきたいと思います。 

○委員 前向きに議論を重ねてもらうのであれば、結構です。 

○会長 では、そういう強い意見があったということを念頭に置いて、今後の作業をお

願いしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 やっぱり5年間の間に相当変わってきていますね。そういう杉並の産業自体の構造が随

分変わってきているというのを、どこかで総括的に書く部分はありましたでしょうか。 

○委員 もともと、杉並産業協会は工場の集まりだったわけです。杉並で工場を持って

やるという会社がだんだん減ってきて、地方に移転したりという状況になっているわけで

すね、現実に。ですから、結局、ＩＴとかアニメなどのソフトの会社をどんどん増やさな
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ければ、杉並はある面では発展できないと私は思うのです。そこで、この3年か4年でもう

これだけ増えているわけですから、区としてもそういう方向に転換していかないと、現在

の状況についていけなのではないでしょうか。 

 私の持っているビルにも、たまたまアニメの会社が入りまして、社長も結構若い人な

のですが、そこに結構若い人が何人も出入りしています。その社長に聞いてみると、やは

り近くに仲間がいるから、新宿から杉並に引っ越してきたと。やはり阿佐谷の近辺にそう

いう会社があるから、色々便利だということで移ってきたわけです。そういうことを考え

てみれば、アニメ産業やＩＴ関係の会社を杉並区としても増やしていかなければいけない。

そういう長期ビジョンで見たほうがよろしいのではないかと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 以上、ほかに意見はよろしいでしょうか。本日の議題の中ではここが一番、議論が出

るところだと思いますが。 

（ なし ） 

○会長 では、ここでの議論は以上として、この5年間の産業構造の変化をきっちり捉え

て、その上で政策の重点を置くべきところに置いてくということが大事だということの認

識をここでは共有したいと思います。 

 ほかに意見があれば、この場以外で結構ですので、事務局に意見をお寄せください。

部会でまたさらに検討を重ねていただきたいと思います。 

 部会長さん、ご苦労さまですが、ぜひよろしくお願いいたします。 

次の議題に移りたいと思います。産業振興計画の取組状況について、それから関連し

て、隣接自治体等との連携による地域特性を活かしたアニメ事業の取組の結果について、

事務局より説明いただきたいと思います。 

○産業振興センター次長 資料2をご覧ください。平成30年1月末現在の今年度の取組に

ついて、目標ごとに進捗状況を記載しております。 

 目標1は、②から始まりまして、2ページの⑤まで、実績を記載しております。 

 「⑤（仮称）すぎなみまつりでの区内事業者との連携」については、すぎなみフェス

タを11月4日・5日に開催しました。 

 目標2、3ページの部分です。商店街の支援に関しては、防犯カメラ・ＬＥＤ、それか

ら各種補助金、チャレンジマインドを大切にする、あるいは側面支援するような取組につ

いて、29年度も順調に進めているところです。 
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 目標3、5ページで、農業に関するところです。 

 5ページの「③生産緑地地区の適正な管理と追加指定の実施」で、「29年5月公布の生

産緑地法の一部改正により」というところがありまして、生産緑地の賃借についての法案

が今後提出予定ということで、動きを注視したいと考えております。また、この動向によ

って、計画にも反映させていく必要があると考えております。 

 目標4で、就労支援センターについては、チラシをお配りしましたが、30年4月2日にリ

ニューアルオープンします。現在はあんさんぶる荻窪の4階にございますが、荻窪税務署

の隣の国家公務員宿舎の跡地を活用しましたウェルファーム杉並という施設の1階に移転

する予定です。 

 目標5は、観光の部分です。中央線あるあるプロジェクトの推進、あるいはそれに伴う

多言語化の推進等について、あるいはアニメコンテンツを活用した中野区とのコラボレー

ション、アニメーションミュージアムのさらなる活用というところでご報告させていただ

いております。 

 これに関して、資料3をご覧ください。今般このアニメコンテンツを活用して、中野区

と杉並区、それと中野区と杉並区の東京商工会議所の4者によりまして、アニメやサブカ

ルチャーをより大きく発信させていこうという取組を行いました。動画協会にもご協力を

いただきながら、29年度は「1 平成29年度実施内容」に記載した取組を行ったところで

す。情報発信については、「att.JAPAN」という雑誌に中野区、杉並区の取組を紹介した

り、それぞれの区の広報媒体による情報発信しているところです。 

 また、イベントについても、杉並区の「高円寺フェス」、あるいは中野区で行われた

「まちめぐり博覧会」で相互乗り入れをしながら、3日間で2,452人の来場者を数えました。

杉並のイベントは、台風で天候に恵まれなかったということはありますが、今回、杉並と

中野との初めての取組をこうした形で行うことができました。30年度に向けては、実行委

員会に参加する自治体の拡大というところで、現在、調整を行っております。 

 資料2と資料3をまとめて報告しましたが、私からの報告は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、意見、質問はありますか。 

 これは、このように着々と進めていますよということでありますので、特に意見がな

いようでしたら、先に進みたいと思いますが。 

○委員 実はこのアニメの中野区と杉並区のこの実行委員会、東京商工会議所の代表と
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して出させていただいております。大変いい動きになっていると思いますが、トータル的

に杉並区としてアニメの全体像をどうするかというのは、もう一回見直したほうがいいん

じゃないかなと感じています。 

 それは、先ほどもお話があったとおり、杉並アニメーションミュージアムをまだ活用

しきれていないというところがありますし、かといって、色々な形でアニメに関する取組

は実際には動き出していますが、もう一度トータル的にアニメ産業をどうするかという整

理をしないといけないのではないでしょうか。イベントをやって、人が来ますが、杉並区

としてどうやって力を入れるかという整理をしたほうがいいのではないでしょうか。先ほ

ど聞いて驚きましたが、アニメ制作会社も相当増えているということなので。 

 それと、杉並アニメーションミュージアムに関して言えば、老朽化はしていますが、

結構外国人の方がバックパッカーみたいな形で来ているし、観光バスも停まったりしてい

るので、もう一度整理をして、絵姿を描いたほうがいいと思います。お金もかかることな

ので、もう杉並区としては手を引いて民間に任せるとか、そういう方向性もあるのかもし

れませんが、検討する時期に来ているのではないかなと思います。 

○会長 アニメ産業の位置づけが、おそらく杉並区の中で大きくなってきていると。そ

の大きくなってきているアニメ産業を、区としてさらにどう伸ばすようにするのか。それ

とも区は手を引いて民間企業に任せるという方法でいくのかというのは、非常に大きな分

岐点だと思います。それにしても、こういうふうに発展していくといいなというビジョン

があるというのは大事かもしれませんね。 

 区として、アニメ産業のビジョンというのを作っていたことはありましたでしょうか。 

○産業振興センター次長 アニメ産業については、この間、トータル的なものについて

は作ってはおりません。先ほどもお話がありましたように、日本で一番、杉並区にアニメ

制作会社が集積しているという話もあり、代表する産業であることはもちろんなので、そ

れを活用しながら杉並のブランド力を上げていきたいという方向性は持っておりますが、

総合的なビジョンは持ち合わせていないというのが現状です。 

○委員 でも大分前に、特にアニメーションミュージアムをつくったとか、そういった

ところはたしかあったような気がします。ただ、そこは行政の引き継ぎは当然されている

と思いますので、もう一度調べたほうがよろしいんじゃないでしょうか 

○産業振興センター所長 そうですね。いわゆるアニメを中心産業にしていこうという

考え方があり、以前は、初めて総合的な資料が整っている施設というところで売り出して
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きたことは事実ですし、産業としてアニメをどう活用していくかという議論も、その当時

にはされていたという状況もあります。 

 その後、それを観光という形で、ツールとしてどう使っていくかということも考えて

いますので、今、委員がおっしゃったように、状況が変わってきている中で、アニメ、ま

たアニメ産業を、区としてどう活用して地域のにぎわいにつなげていくか、検討する時期

には来ているかと思っています。 

 前回のオリンピックでも、安倍首相がマリオの格好をして出てきたりとか、やはり国

際的にも日本のアニメが注目されていますから、それを区としてどう活用、取り込んでい

くかというのは課題だという認識はありますので、委員のご意見を参考にさせていただき

たいと思います。 

○委員 流れとしてはずっといい形で来ていると思うので、ぜひお願いします。 

○産業振興センター所長 ええ、そうですね。昔の経緯を確認しながら、今後はどうし

ていくかという検討は必要かと思っています。 

○委員 今、内閣府主導でクールジャパン施策をいろいろ打ち出していますが、その中

の拠点政策の中で、羽田地域と所沢ともう1カ所、3カ所の拠点を選んでいます。そのうち

の所沢ですが、あそこにもともと角川が大規模な土地を確保して、物流の倉庫をつくろう

という計画でしたが、内閣府のクールジャパンの政策の中にうまくジョイントすることで、

そこをアニメのミュージアム、あるいは、アニメのデータベースといいますか、拠点にし

ようという考え方が浮上して、それを実行しようとしています。ということは、杉並のア

ニメーションミュージアムのようなものになるのかはわかりませんが、所沢にそういう最

新の施設ができてしまうと、「アニメを見るなら所沢」みたいになってしまう可能性もあ

ります。そうすると、交通の利便性もよくない、あるいは駐車場も少ないということを考

えたときに、杉並のアニメーションミュージアムがだんだん薄れていくといいますか、杉

並アニメーションミュージアムの設備をもっと充実することはできますが、スペースの限

度があってそれ以上はできないという制約があるということを考えたときに、この2年ぐ

らいで競争相手がどんどん出てくると思われます。 

 その所沢の拠点は2年以内、オリンピックの年に完成と聞いていますので、それなりに

大々的に広報もするでしょうし、所沢市もかなり力を入れるでしょうし、その辺の競争相

手が増えてくるということがあるという実態を理解してほしいということです。 

 それと、私は前々から言っておりますが、アニメのイベントとか、例えばゲームショ
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ウをやるのはいいのですが、それはあくまで一過性のもので、いいところ二、三日で終わ

ってしまう。で、また1年後にということで、そういったイベントというのは色々な地域

でやっているわけです。杉並以外のほうが多分多いと思います。そういう意味で、杉並ア

ニメーションミュージアムのような拠点になるようなところというのは、多分これから数

年の中でそれを一つのコアとして、その周辺に色々集めていこうという、いわゆる国のコ

ンテンツとしての戦略も決まってくるのではないかと思っています。そういったときに杉

並のアニメーションあるいはコンテンツ、あるいは新しいイメージの産業で集客を図ろう

という考え方を作るのであれば、拠点としての政策、その辺のコンセプトをちゃんとして

いくべきかと思います。 

 箱になると、その建物をつくるだけで、土地、建物でお金がかかってしまいますが、

それが全てではないと思いますので、やはりコンテンツ、中身が肝心だというところをい

かにアピールするか。そして、アニメ制作会社は百数十社ありますので、そこに協力を求

めるということになると思います。所沢にはアニメ制作会社はゼロですから。埼玉県でも、

地域とアニメのコラボをしようということでやっていますけど、あくまで我々アニメの会

社が協力をしてやっているという位置づけなので、そういったところと違う杉並の特徴を

何に求めるかということは決めていくべきだと思います。 

○会長 大変重要な意見だと思いますので、そこら辺は大きな方向性を示さなければい

けない点だと思います。そこも踏まえて計画改定をお願いしたいと思います。 

 アニメを、アニメ産業があるということを前提に活用するというのではおそらく足り

なくて、アニメ産業自身をどうするか。あるいはアニメ産業の集積の理由となる、おそら

く拠点性というのは大事だと思いますので、委員の意見もいろいろ出していただきました

が、それを踏まえて、さらに検討していただきたいと思います。 

 ほかによろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 では、次の議題、平成30年度の主な取組（予定）について、事務局から説明い

ただきます。 

○産業振興センター次長 資料4をご覧ください。こちらは、産業振興センターの係を単

位として記載しており、中には資料5、6、7、8と重複するところもありますので、「Ⅰ 

中小企業支援」から順番にご報告させていただきます。 

○事業担当課長 では、「Ⅰ 中小企業支援」から、「１．中小企業資金融資制度の実
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施」です。これについては資料6をあわせてご覧ください。 

 杉並区では中小企業向けの資金融資制度を持っておりまして、資料6がその表になって

います。上から3つ目ですが「小規模企業小口資金」、それから5つ目「創業支援資金」、

括弧書きが現在の限度額、「小規模企業小口資金」は1,250万が限度額、「創業支援資金」

については1,500万円が限度額というところですが、それぞれ2,000万円まで限度額を上げ

る予定です。 

 これは、中小企業信用保険法あるいは産業競争力強化法の一部改正に基づき、それぞ

れの限度額を2,000万円まで上げられることになりました。杉並区については、この限度

額を条例で定めておりますので、現在開会中の区議会の中でこの条例案件を提出しており

ます。議決後はそれぞれ2,000万円に上がります。 

 創業のほうは、なかなか杉並で1,000万円を超えて融資を受けて創業する方は少ないの

ですが、小口のほうは1,250万円まで借りて、さらに足りなくてほかの普通資金などを借

りている方もいらっしゃいます。今回2,000万円まで限度額が増えることで、そういう方

はさらに安い金利で借りることができますので、その件数は増えていくのではないかと期

待しております。 

 それと、この融資制度については資料7もご覧ください。これは金融機関向けの説明資

料となっております。これは、小口資金を利用される方の信用保証料を東京都が2分の1補

助しますという内容です。これまで借りる方が保証料を払っておりましたが、東京都の補

助制度を利用して、2分の1の補助が受けられるということで、4月から実施するという内

容です。 

 続いて、資料4に戻りまして、中小企業勤労者福祉事業です。こちらもまた別に資料で

「ジョイフル通信 別冊（平成30年4月1日から 新サービスのご案内）」という青いパン

フレットをご覧ください。これは会員向けの冊子です。これまでもお伝えしてきましたが、

杉並区がこれまで続けていた勤労者向けの福祉事業、ジョイフル杉並を、30年4月から一

般財団法人東京広域勤労者サービスセンター、愛称「フレンドリーげんき」と統合しまし

て、事業を一緒に行います。そのサービス内容が変更になるという案内です。 

 1ページのピンク色の帯の少し下に、【充実するサービス】という記載がありまして、

充実するサービスとしては、宿泊補助、人間ドック費用補助、百貨店・飲食店割引優待サ

ービス、東京ドーム巨人公式戦や神宮球場ヤクルト公式戦年間シートチケットのあっせん、

あとはお祝い金ですとかインフルエンザ予防接種費用補助、これらが充実するサービスで
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す。2ページ以降には、さらに詳しい内容を記載しております。 

 3ページが給付金制度についてで、ジョイフル杉並と、新しいフレンドリーげんきの比

較表になっています。ほとんど同じものもありますが、結婚祝金や入学祝金、それぞれ給

付金の額がアップしています。 

 4ページと5ページについては、それぞれの項目のところに赤く「New」というマークが

ついていますが、これは杉並の会員から見て、新しくサービスが増えるということで表示

しています。 

 6ページと7ページも同様に、新しく増えるサービスに「New」というマークを付けてお

り、これだけ杉並の会員にとってはサービスが増えるということになります。 

新サービスのご案内については以上です。 

○産業振興センター次長 続いて、資料4の「Ⅱ 商店街支援」です。こちらについては、

これまで行ってきているもの、計画上取り組んでいるものについて、さらにやっていくと

いう内容です。 

 まず、「２．商店街チャレンジ戦略支援事業」は、従来「新・元気を出せ商店街事業

費補助金」という名称であった補助金の名称が変更となったものでして、補助金の内容、

要件などは、これまでと変わりません。 

 「１．チャレンジ商店街支援プログラム」「２．商店街チャレンジ戦略支援事業」

「４．防犯カメラ設置・装飾灯ＬＥＤ化等助成」、これは従来から行っているもので、引

き続き充実させていきたいと考えております。 

「３．地域連携型商店街事業費助成（新規）」については、新たに商店街と町会や自

治会、あるいはＮＰＯ団体など地域の団体が実行委員会を組織し、地域の活性化に向けて

取り組む事業でして、詳細な資料として資料5を用意しております。 

 従来の補助金は商店街主体で行うイベントあるいは活性化事業に対して、東京都及び

区が補助するものでしたが、「地域連携型商店街事業費助成」は、商店街だけでなく、町

会・自治会等と一緒になって実行委員会を組織することにより、商店街の街区だけでなく、

地域全体を活性化させるということを目的にしているものです。 

 補助の対象になるイベント、あるいは活性化事業については、これまでの「新・元気

を出せ商店街事業費補助金」と変わるものではありませんが、何といいましても、商店街

だけではなくて、地域の皆さんと一緒に実行委員会を組んで行うというところに新規性が

あります。これについて30年度から取り組んでいきたいと考えております。 
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○事業担当課長 次は、資料4の「Ⅲ 農業の支援・育成、都市農地確保」です。1番目

が「農業振興策の推進」です。認定農業者を中心として、農業経営を意欲的に行う農業者

に対して積極的に支援を行っていきます。これまでと同様の営農活動支援費の助成、それ

から防災兼用農業用井戸の設置助成、地産地消の推進に努めます。 

 2番目が「農地保全策の充実」です。こちらも資料8を用意しておりますので、ご覧く

ださい。成田西ふれあい農業公園における農業公園サポーター事業についての報告です。 

 成田西ふれあい農業公園で実施した「農にふれあう講座」の受講修了者が農業公園サ

ポーターとして、農業公園で実施するイベントや農作業等の補助を行いながら、農業公園

と関わり、積極的に農の魅力を伝える発信源となることを目指します。将来的にはサポー

ターの中から都市農業の担い手が生まれ、農地保全の一助となるように進めていきたいと

考えております。 

 「農にふれあう講座」ですが、29年度は農業公園で20回の講座を行い、作物について

の知識を学ぶ講義と、土作りから収穫等までの実習という構成で行いました。講座修了者

数とサポーター登録者数ですが、29年度末の講座修了者29人のうち、農業公園サポーター

として手を挙げていただいた方が27名ですので、30年4月から、まずはこの27名の方でサ

ポーター事業を開始します。 

 資料4に戻りますが、このサポーター事業とは別に、農業体験農園や区民農園の運営に

ついても取り組んでいきます。農業は以上です。 

 続いて資料4の「Ⅳ 就労支援」ですが、1番目の杉並区就労支援センターの運営、こ

れは先ほどもチラシをご覧いただきましたが、4月にウェルファーム杉並へ移転して、そ

ちらで運営をしていきます。 

 新しい施設では、スペースが増えたこともあり、ハローワークの検索用のパソコンが

台数を増やして稼働します。さらに、決まった時間に通所して室内で働く訓練ができると

いうワークルームを新たに開設しますが、そのワークルームでのトレーニングについても

期待しているところです。 

 続いて、「就職面接会や求人開拓の充実」ですが、区内企業とのマッチングなど、更

なる充実を図っていきたいと考えております。 

 就労支援は以上です。 

○産業振興センター次長 次は「Ⅴ 観光の促進」です。 

 こちらも、項目としては前年度を継続、踏襲する形です。中央線あるあるプロジェク
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トの推進、アニメの振興と活用につきましては、従来の取組をさらに充実させていくとい

う考えです。 

 次に「３．その他の観光事業」についてです。「杉並体験ツアー事業の実施」という

項目がありますが、こちらは29年度から開始しています。観光に来られた方が夏の本番の

時期でなくても、高円寺の阿波おどりを体験できないかを模索していましたが、今年度か

らそれを商品化して、本格実施に移しました。また、すぎなみ観光大使事業、観光情報発

信事業は継続して行います。 

 また、「図柄入り杉並ナンバープレート」の導入につきましては、現在、杉並区にお

住まいの方の自動車は、新車になったとき、あるいはご希望に応じて「杉並」ナンバーに

変わりますが、図柄入りのナンバープレートを作ってよいという通知が国土交通省からあ

りましたので、それに手を挙げました。昨年10月に杉並区としての図柄のデザインについ

て公募をいたしまして、11月のすぎなみフェスタでご来場者の方に投票いただいた結果、

一つの図柄を選定しました。それを、国土交通省に、この図柄でということで提案してい

るところです。順調に行けば、今年の10月から「図柄入り杉並ナンバープレート」を交付

できる見込みです。 

 東京オリンピックとか、来年行われるラグビーワールドカップに向けて、図柄が入っ

たナンバープレートをつけた車がまちの中でも見られるようになりましたが、それらと同

様に、杉並ナンバーで図柄の入ったナンバープレートの車が、うまくいけば10月以降、ま

ちなかを走るようになる、杉並の観光に資する形で運用が行われるという運びになってお

ります。 

 そのほか、すぎなみ学倶楽部、フィルムコミッション、無料Wi-Fi環境の整備に対する

検討、あるいは観光案内所に関する調査研究、この辺については、引き続き30年度にさら

に進めていきたいと考えております。 

 続いて、「Ⅵ その他」の部分です。まずは産業商工会館の長寿命化です。 

 産業商工会館については、耐震改修減築工事をしたところですが、杉並区の施設再編

整備計画の見直しに伴い、今後も15年程、現施設を使用することを前提に、順次、長寿命

化のための工事を実施する予定です。 

 2番目の勤労福祉会館の大規模改修ですが、これは桃井四丁目の交差点のところにある、

勤労福祉会館、西荻区民センター併設の施設について、築30年が経過し老朽化したという

ことで、30年度に設計、31年度から32年度にかけて大規模改修を行う予定となっておりま
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す。 

 資料4から資料8に関しての報告は以上です。 

○会長 ありがとうございました。ただいまの説明全体について、問、ご意見等をいた

だきたいと思います。 

○委員 ナンバープレートについて質問ですけど、これ、ガンダムとか、キャラクター

をつけるナンバープレートは許されるんですか。 

○産業振興センター次長 図柄デザインを公募したときに、ガンダムの絵が入っている

ものの応募はありました。ガンダムの絵といっても、上井草にあるガンダムの像のことで

す。それがシルエットになっているものが応募されたんですが、やはり国土交通省として

は、そういった権利関係につきましては、問題が無ければ大丈夫ということでした。 

○委員 それは許諾をとればいいわけですよね。 

○産業振興センター次長 はい。 

○委員 売れると思うんですよね。 

○産業振興センター次長 ただ、選定を行った中では、そちらのデザイン案は選定され

ませんでした。 

○委員 それは、権利がクリアじゃないからですか。 

○産業振興センター次長 今般、デザインとしては32件の応募がありまして、その32件

につきまして選定委員会を設けて選定をさせていただき、ある程度絞った上で、すぎなみ

フェスタの来場者の方にどの図柄がいいかとご投票いただき、一つに絞りました。その中

では、ガンダムの像のシルエットが入っているデザインは、選ばれなかったということで

ございます。 

○委員 ああ、そうですか。 

○産業振興センター次長 はい。 

○委員 20代の男性であれば、それが幾らになるかの設定もありますけど、買うと思う

んですよね。通常、ナンバープレートをつけかえると数千円取られますよね。その数千円

払ってでも多分買いますよね。それが杉並区の収入になるのであれば、可能性はあります

よね。いわゆるナンバープレートにキャラクターを使っちゃいけないという決まりだった

らだめですけど。 

○産業振興センター次長 決まりはございませんでした。 

○委員 ぜひ検討してくださいよ。おもしろいと思いますよ。 
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○産業振興センター次長 その検討する中で、一つの図柄が決定したところでございま

す。 

○委員 一つじゃなきゃだめなんですか。 

○産業振興センター次長 一つを選定するということが国土交通省のスキームになって

ございまして、それから、手数料はそれなりに必要なんですけれども、それは取付手数料

として自動車会社に支払うことになります。それから、杉並では1,000円以上の寄附金と

いうことでお願いしているところでございます。 

○委員 寄附金というのは、ナンバープレート取付手数料が5,000円とするじゃないです

か。プラス1,000円で合計6,000円払いなさいという。 

○産業振興センター次長 そうなります。 

○委員 1万円出しても買うと思いますよ。数百万円する車のナンバープレートですから。

自分も、例えば「1234」とか自分の好きな番号をとれますよね。それは2,000円ぐらい払

えばナンバーを買えますよね。それと同じように、その図柄がオーケーであれば、ガンダ

ムがいいかどうかは別として、そういうキャラクターをうまく利用して、杉並区に関連す

るキャラクターとしてアピールすれば、県外の人が買っていいのかどうかわかりませんけ

ど、買いますよね。それじゃだめなんですか。今既に乗っている、ナンバーを持っている

人も買いかえますよね。 

○産業振興センター次長 ええ。買いかえてももちろん構わないんです。で、寄附金も

あるんですけども、寄附金は杉並区には入らないんです。 

○委員 入らないんですか。 

○産業振興センター次長 国土交通省の外郭、交通安全あるいは観光振興を行う団体に

入ります。 

○委員 あ、そうなんですか。 

○産業振興センター所長 原付のナンバープレートは杉並区でできるんですけれど、車

は国土交通省の管轄なので。 

○委員 あ、そうなんだ。オートバイでもそういうのがあれば、オートバイでも買うん

じゃないですかね。 

○産業振興センター所長 ええ。そうですね。 

○会長 いずれにしても、一つの図柄じゃなくちゃだめなわけだったら、もうそれは決

着がついちゃったね。 
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○委員 それもさっきの話の一環で、お金が入る、入らないは別なんですけれども、杉

並としてアニメをどうやって使うかというときに、もしそういうことであるならば、例え

ば、図柄はアニメにしようとか、アニメ振興するんだったら一貫性をとろうとか、公募し

てアンケートをとるのはいいかもしれないけど、「杉並のナンバープレートはアニメをや

るんだ」と。そういうような作戦というか、そういう絵姿を描いてやったほうがいいんじ

ゃないですかね。 

 もう決まっちゃったのかもしれないけど、これから何かそういう機会があったら、ぶ

つ切りで考えるんじゃなくて、トータル的にやるというのを考えたほうがいいんじゃない

かなと思うんですけど。 

○委員 国も考え方がおかしいと思うんですけど、杉並区の特徴のある図柄をつけます

といって、それをつけても杉並区にはお金が入らない。 

○産業振興センター次長 入りません。 

○委員 ひどいですね、それ。何のためのナンバープレートかわからないですよね。 

○会長 これは見直すというタイミングもあるんですか。 

○産業振興センター次長 来年の10月からとりあえずスタートでございまして、その見

直しに関しましての時期的なものについては、今のところ具体的なものは国土交通省のほ

うからはいただいていないというのが現状でございます。 

○会長 今出たような意見によって変えていくわけにはいかないけど、委員がおっしゃ

られたように、アニメを、アニメ産業を振興するというトータルのビジョンを持つなら、

持つということが大事かもしれませんね。それがあれば、いろいろと案をつくるときに、

こういうビジョンがあるから、アニメを打ち出そうというような考えも出てくるかもしれ

ない。今のところ、その都度その都度、アニメがぴょこぴょこと出てくるだけだから、一

貫性がないというご指摘が委員からありましたけれども、アニメについては一貫性を持た

せて振興することを検討するべき時期に来ているのかもしれませんね。ちょっと、少し長

期的な課題として受けとめてもらいたいと思いますが。 

 そういうことでよろしゅうございますか。 

○委員 はい。 

○委員 検討部会を仰せつかっているんですけれども、アニメに限らず農業でも商店街

でも、やっぱりちょっとビジョンが足りないのかなという気がしているんですね。時代が

こういうふうに変わった、じゃあ、これで正しいのか、変えるのかという議論をしている
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んですけれども、全ての議案について、区もそうですし、我々もそうですし、将来像、い

わゆるビジョンをどういうものに置くのかというものをつくったところで、じゃあ、産業

振興計画はどういうふうにつくっていこうかという落とし込みをしたほうが、議論も出や

すいし、やりやすいかなという気がします。今からそのビジョンをつくってまた計画を練

り直すというのは、ちょっと時間的にも大変厳しいかもしれませんけど、ある程度ビジョ

ンづくりというのも検討していかなきゃいけないかなというのが私の意見です。 

○会長 はい。大変大事なご指摘だと思います。少しビジョンを先行させるということ

は、今回の改定には間に合わないと思いますけれども、先のことを考えた大事な産業につ

いては、どうしていくのかというビジョンをつくっていくということが大事かもしれませ

んね。それをぜひ、少し長期的な課題としてご検討いただきたいと思います。 

○産業振興センター次長 産業振興計画の上位計画としましては、区の総合計画という

ものがございます。区の総合計画の中には、産業の項目、あるいはにぎわいに関する記述

もございます。30年度に見直すタイミングがございますので、そういったところの記述と、

そこの記述からの産業振興計画の考え方なり方向性について、整合性をとってまいりたい

というふうに考えております。そういった形で産業振興計画の改定も進めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

○会長 はい、わかりました。 

○委員 ちょっと質問、よろしいですか。「創業支援資金」について、杉並で1,000万円

を超えて融資を受けて創業する方というのは件数自体は少ないとおっしゃいましたが、こ

れは何件ぐらいあるものなんですか。そして、どんな分野の方たちが創業されるんですか。 

○事業担当課長 28年度で言えば、あっせん件数は46件ですね。 

○委員 分野はわからないですよね。 

○事業担当課長 分野は、ちょっとこの場ですぐに出てこないのですが。 

○委員 46件あるんですか。そうすると、46社が杉並で創業しているという、そういう

感じですよね。 

○事業担当課長 そうですね。実際はもう少しあるかもしれません。創業する方が必ず

この融資制度を利用しているわけではないでしょうから。 

○委員 ああ、そうですね。わかりました。ありがとうございます。 

○会長 はい。 

 ほかにご質問はございますか。ただいまご説明のあった資料全体について今議論をし
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ていますので、どの資料に対してでも結構でございます。地域連携型商店街事業費補助金、

それからジョイフル杉並、今出た中小企業資金融資限度額の拡充、それから就労支援セン

ターの移転、成田西ふれあい農業公園におけるサポーター制度についてという資料がご説

明の中で触れられましたけれども、全体について、どれでも結構でございますので、ご質

問いただきたいと思います。よろしゅうございますか。 

（ なし ） 

○会長 はい。それでは、ご説明は以上でございますが、随分いろいろご意見をいただ

きましたし、大事なご指摘もあったと思いますので、そういうのを踏まえて今後の検討を

さらに続けていっていただきたいと思います。 

 部会の皆さま、部会長におかれましてはご苦労さまでございますが、ぜひ事務局とよ

くご協力いただいて、さらに検討をお願いしたいと思います。 

 以上で議題がございましたけれども、その他について、何かございますでしょうか。

よろしゅうございますか。連絡事項、事務局よりございますか。 

○産業振興センター次長 連絡事項でございますけれども、この審議会の委員の皆さま

については、5月17日で第3期の任期が終了することになります。したがいまして、次回の

審議会につきましては、第4期の委員をもって、5月に改めて開催する予定とさせていただ

きたいと思っております。その際にはまたご協力を賜ることになるかと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

 それから、計画改定検討部会でございますが、次回は3月12日月曜日の午前10時から、

場所は阿佐谷の産業商工会館、第1集会室で開催する予定となってございます。 

 以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 第3期の審議会は、以上をもちまして第3回まで終わりました。継続して委員をされる

方、あるいは本日をもちましてご退任される委員がいらっしゃると思いますが、継続され

る方につきましては引き続きよろしくお願いいたします。ご退任される方には大変ご苦労

さまでございましたということを申し上げて、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。 


