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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 25年度第 3回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 26年 2月 21日（金）午後 5時 00分～午後 5時 24分 

場 所 産業振興センター 会議室 

出 席 者 委員 

金子（憲）、小渕、小竹、下田、田中、内藤（松）、中村（實）、 

保坂、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 

配付資料 資料 1 「杉並区産業振興基本条例（案）」の区民等の意見提出手続

結果について 

別紙  提出された意見の概要と区の考え方 

    杉並区産業振興基本条例（案）（写し） 

資料 2 産業振興計画の主な取組状況について 

資料 3 平成 26年度 産業振興センターの主な取組（予定）について 

・Ｇメシ 88 

・第 1期 アニ×ウォーク 

会議次第 1 開会 

2 議題 

 ・「杉並区産業振興基本条例（案）」の区民等の意見提出手続結果

について 

 ・産業振興計画の主な取組状況について 

 ・平成 26年度 産業振興センターの主な取組（予定）について 

3 連絡事項 

4 閉会 
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○産業振興センター次長 それでは、定刻になりましたので、開会したいと思います。 

 本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。た

だいまから、平成25年度第3回産業振興審議会を開催いたします。 

 それでは、会長に進行を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。 

○会長 お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。今年度最後の審議会に

なると思いますが、始めたいと思います。この審議会では、杉並区産業振興基本条例につ

いて、長く審議をしてまいりました。いよいよその最終段階に来ていると承知しておりま

すが、今日はその状況などを踏まえまして、皆さんからご意見をいただいたり、事務局か

らご説明をいただいたりしようと思っております。よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 会長、ありがとうございました。 

 あと1名の委員がもうすぐ到着しますが、本日の出席者は11名と聞いております。審議

会条例では、委員の半数以上の出席が必要とされておりますので、本日の審議会は有効に

成立していることをご報告させていただきます。 

 それでは、資料の確認をいたします。 

 まず、本日の次第、席次のほかに、資料1としまして、『「杉並区産業振興基本条例

（案）」の区民等の意見提出手続結果について』。資料2は、「産業振興計画の主な取組

状況について」。資料3が、「平成26年度の産業振興センターの主な取組（予定）」でご

ざいますが、過不足はございませんでしょうか。 

 では、始めさせていただきたいと思います。 

○会長 では、最初の議題から入っていきたいと思います。 

 議題は、杉並区産業振興基本条例（案）の区民等の意見提出手続結果についてであり

ます。事務局よりご説明をお願いいたします。 

○産業振興センター次長 それでは、失礼して座って説明させていただきます。 

 資料1をお開きください。 

 平成25年の10月に公表いたしました（仮称）杉並区産業振興基本条例（案）について、

区民等の意見提出手続、いわゆるパブリックコメントに付しましたので、その実施結果を

ご報告させていただきます。 

 まず、実施状況ですが、意見の提出期間は、平成25年10月1日から10月31日までの31日

間です。公表の方法としましては、広報すぎなみ10月1日号、また、区のホームページ、

さらに産業振興センターほか、記載の場所での文書による閲覧をしました。そのほかに、
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この産業振興審議会やまた区内の産業関係の経済団体に対しましても、条例のもととなる

大綱を示しまして、意見の提出をお願いしました。 

 次に、意見提出の実績でございますが、件数は8件で、延べ26項目の意見が寄せられま

した。個人からは8件で、団体からのご意見はございませんでした。 

 個人8件のうち、産業経済団体関係者、東商杉並支部、杉商連、産業協会、ＪＡの組合

の方から、5件ほどいただいております。 

 表現の修正や具体的な規定を求めるものにつきましては7項目ございました。提出され

た意見の概要と区の考え方につきましては、資料１別紙にありますが、条文の解釈等を示

しまして、ご意見の趣旨が十分伝わるという区の考え方を記載しております。また、条例

制定に関連しまして、各産業への取組に対してのご意見やご要望もいただいておりますが、

それに対しても区の取組の姿勢や考え方を示しております。 

 それを踏まえまして、特に修正を行わないということで、今回、条例案を本定例議会

に上程いたし、昨日20日、区民生活委員会で可決を見たという状況でございます。 

 以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 別紙を拝見すると、条文をこう変えてほしいという意見がないわけではないですが、

そう深刻ではないですね。 

○産業振興センター次長 そうですね。修正するまでには至りませんでした。区の考え

方をそれなりに、きちんと示してありますので、特に修正する状況ではございませんでし

た。 

○会長 よろしいでしょうか。 

 よろしければ、今のご報告を承ったということにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 では、2番目の議題でございますが、産業振興計画の取組状況について、事務局からご

説明をお願いしたいと思います。 

○産業振興センター次長 はい。資料2をご覧ください。産業振興計画のこの間の主な取

組状況についてご報告いたします。 

 まず、9月に開催いたしました審議会におきまして、産業振興計画の主な取組状況につ

いては既にご報告しておりますが、今回も引き続き、その後の経過を含めましてご説明し
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たいと思います。 

 では、各目標を一つずつご紹介させていただき、資料2に記載されていない事業も含め、

ご質問があれば、後ほどお伺いしたいと思います。 

 まず1ページ、目標1のところでございます。「多様な産業と住宅都市が共に発展する

まち」の③、産業団体等と区の連携による区内産業の魅力発信ということで、前回もご紹

介いたしましたが、Ｊ：ＣＯＭ、ケーブルテレビの杉並紹介番組『ジモトピ杉並』という

番組の中で、区内の企業紹介をするコーナーを放映しております。来週の月曜日から佐山

椅子製作所の紹介が放送されますので、ぜひご覧いただければと思います。 

 次に同じ1ページの④ですが、産業団体等と区の連携による交流の場の拡大の取組とし

て、異業種交流会の開催とビジネスフェアの参加がございます。ご覧いただいているとお

り、下半期におきましては、行政主体のものと民間が主体のものとを含めて、様々に進め

ているところであります。来年度も同様の取組を進めていきたいと考えております。 

 次に、飛びまして3ページの目標2、「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」をご覧ください。⑥の商店街からの提案事業への柔軟な支援に対する取

組としましては、チャレンジ商店街支援プログラムを初めとして、幾つかの補助金事業が

ございます。 

 チャレンジ商店街支援プログラムとしては、5事業を採択いたしました。読み上げさせ

ていただきますと、「親子で街デビュー」、サンケイリビング、特定非営利活動法人ＴＦ

Ｆの「名所づくり・写真に撮りたいアートストリート川端」、ナレッジコラボ事業協同組

合の千日紅、これは、堀ノ内地域にあります千日紅をブランド化した縁日を開催するもの

です。そして、「Ｇメシ88」は、白いご飯にいろいろなお店のおかずを載せて巡るという

もので、これは、明日開催される予定でございます。 

 また、意欲がありながらも、人材の不足などで活動力が低下しているこういう商店街

に対しまして、企業、団体がサポートする事業費の一部を区が補助するということも行っ

ております。 

 次に4ページ、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」の中に、②の（仮称）農地活用懇談会の設置と運営がございます。この取組は、前回

の審議会でもお知らせいたしましたが、6月11日に懇談会を設置して、下半期も月1回程度

開催しております。議論を重ねておりまして、来年度も引き続き、農地活用に向けた検討

をしていく予定でございます。 
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 次に5ページ、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、

①の、相談者に寄り添った伴走型の支援がございます。 

 1年2カ月前に就労支援センターが開設され、当初の想定を上回り、多くの方が就職に

至っており、新たに中間的就労の場の開拓も進んでいるところでございます。来年度に向

けまして、就職後の定着支援も含めまして、相談者に寄り添った支援を今後続けていきた

いと考えております。 

 次に目標5、「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」。②の多様なメ

ディアを活用した効果的な発信ということで、委員の皆様も新聞広告やまちなかのポスタ

ーなどで目にすることがあるかと思いますが、「中央線あるあるプロジェクト」は様々な

取組を行っております。 

メディアとしては、東京新聞のまち歩き記事の掲載、また、中野駅から西荻窪駅にか

けまして、専用パンフレットのスタンドをご用意させていただいております。ちょうど今、

アニメとＡＲを活用したイベントなども開催しているところです。これには、スマートフ

ォンが必要なのですが、専用アプリをダウンロードしていただいて、荻窪と西荻にポイン

トがございまして、そこでスマートフォンをポスターにかざすとアニメキャラクターと一

緒に写真が撮れるという仕掛けになっております。委員の皆様も、ご興味がございました

ら、ぜひ一度試していただければと思います。 

 取組状況についてのご報告は以上です、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございます。主な取組状況についてご説明をいただきました。 

 ただいまのご説明につきまして、質問等ございますでしょうか。一口で言えば、順調

に進んでいるということですね。 

○産業振興センター所長 そうです。 

○会長 ということでございますので、大丈夫だと思います。 

 よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、この2番目の議題も終えることにしたいと思います。 

 3番目の議題、平成26年度産業振興センターの主な取組（予定）について。これも事務

局からご説明をいただきたいと思います。 

○産業振興センター次長 はい。次は資料3でございます。平成26年度産業振興センター

の主な取組（予定）でございます。来年度も引き続き、様々な事業を行っていきたいと思
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っておりますので、主な取組について若干ご紹介させていただきます。 

 まず1ページのⅠ、産業融資資金制度の充実・見直しに向けた取組みでございます。昨

年4月に改定した産業振興計画、また、このたび上程いたしました産業振興基本条例の議

論の中で、産業経済団体の加入者への優遇策というのが上がっており、その中で産業融資

資金制度ということが挙げられております。来年度は、区内の経済状況により的確に対応

していくために、制度の充実に向けた検討を行いたいと思っております。検討に当たりま

しては、これから準備作業を進めてまいりますが、審議会の皆様のお知恵をおかりして取

り組んでいきたいと思っておりますので、その際にはよろしくお願いいたします。 

 次はⅡの産業振興基本条例の普及・啓発、加入促進でございます。一つは、産業振興

基本条例の普及・啓発ということで、産業振興基本条例の施行に関しましては、事業者や

区民に広く周知を図っていく必要があり、普及・啓発用のパンフレットを作成しまして、

関係機関等へ配付する予定でございます。また、二つ目としては、産業経済団体が行う会

員増・加入促進に向けた取組を支援するため、団体未加入の事業者や商店を対象とした加

入促進のちらしを作成して、配布していく予定でございます。 

 次に、Ⅳをご覧ください。農業の支援・育成ということで、来年度も農業者、農業の

支援に向けて取組を進めていきたいと考えておりまして、体験型農園運営補助金のほかに、

（仮称）営農活動支援補助金というような補助金を用意しまして、意欲的な農業者に対し

ての支援を行いたいと思っております。 

 また、アグリフェスタや農業祭、即売会などについては引き続き開催し、区民に広く

アピールすることにより、引き続き農業の魅力を多くの区民の方に伝えていきたいと思っ

ております。 

 次にⅥの観光促進についてですが、先ほど「中央線あるあるプロジェクト」について

はご説明しましたので、3のほうを見ていただければと思います。杉並ナンバーの周知・

普及ということで、現在、新聞報道や区の広報で、また町内会、町会の回覧などで周知を

図っているところですが、26年度中に杉並ナンバーというご当地ナンバーが導入される予

定でございます。導入時期については、国から正式に決定したものが来ておりませんけれ

ど、決定次第お知らせいたしまして、イベントやキャンペーンなど、ＰＲを中心に、区内

外にアピールしていきたいと思います。また、委員の皆様におかれましても、正式に導入

されましたら、車検などの機会を利用して、杉並ナンバーに変えていただければと思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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 来年度の取組について、主なものについてご説明させていただきました。 

○会長 はい。ありがとうございました。これも全てというわけではなくて、主なもの

についてご予定を説明いただきました。何かご意見等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 はい。それでは、主な取組についてのご説明を承ったということにしたいと思

います。 

 本日予定しております議題は以上三つでございまして、きょうは主に状況についての

ご説明を承るということでございますが、事務局からご連絡等ございますでしょうか。 

○産業振興センター次長 ありがとうございました。 

 それでは、連絡事項にまいります。議決を受けた上で、26年の4月に産業振興基本条例

が施行されることに伴いまして、区民や事業所への周知や、商店街を初めとした産業経済

団体への加入促進支援などに取り組んでまいります。皆様にお世話になることと思います

ので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。 

 それから、審議会を設置してから2年が過ぎ、ことしの5月17日で、委員の任期満了を

迎えようとしております。現在のメンバーでの審議会は本日が最後になるかと思いますが、

これまで長きにわたりましてご協力いただきまして、まことにありがとうございました。 

 また、後任の委員さんにつきましては、2年前と同様に、産業経済団体さんなどを通じ

て推薦をお願いする予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 事務局からの連絡事項については、以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 この2年間にわたりまして、私も皆様とご一緒に、産業振興基本条例の策定について審

議してまいりました。皆様のご協力をいただきまして、無事、案ができ上がり、それが議

会の常任委員会で可決されて、あとは本会議にかかるだけということですね。 

 本会議はいつごろになりそうですか。 

○産業振興センター次長 議決は3月18日になるようです。 

○会長 そして、4月から施行されるということだそうでございます。皆様のご協力をい

ただきまして、無事ここまで来られたことにつきまして、御礼を申し上げたいと思います。

どうもご苦労さまでした。 

 では、これ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。 


