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中村（實）、松島、松本、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（電子地域通貨担当課長） 

配付資料 資料 1 産業振興計画の改定について（答申）（案） 

資料 1－別紙 杉並区産業振興計画改定答申（案） 

資料 2 産業振興計画改定・産業振興条例制定スケジュール（予定） 

・杉並区アニメ施策に関する懇談会報告書 

             ～杉並区アニメ施策の再構築に向けて～ 

・杉並区就労支援センターの案内チラシ 

会議次第 1 開会 

2 議題「産業振興計画改定の答申案の確認」 

3 連絡事項 

 ○今後のスケジュールについて（予定） 

 ○その他 

4 閉会 
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○会長 おはようございます。それでは、時間になりましたので、第7回杉並区産業振興

審議会を開会したいと思います。 

 今まで議論をしてまいりまして、振興計画の改定につきましては一通りの議論ができ

たかと思います。きょうはそれを総括する会合にしたいと思います。 

 まず、事務局よりご説明をいただきます。まず所長から。 

○産業振興センター所長 会議に先立ちまして、これまで、安尾産業振興センター次長

が、この会の事務局を担ってまいりましたが、体調を崩し、12月5日付で電子地域通貨担

当の岡本が次長を兼務することになりました。この審議会の事務局も岡本が引き継ぎます

ので、よろしくお願いいたします。 

○会長 では、次長、よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 では、私のほうからご説明させていただきます。 

 まず、配付資料の確認と欠席委員のご説明をさせていただきます。 

 配付資料ですが、お手元をご確認ください。次第と資料1、こちらは答申文の案です。

別紙として資料1、こちらは答申文の案の中身となっております。資料2、計画改定・条例

制定までのスケジュール表、そしてアニメ施策に関する懇談会の報告書をおつけしていま

す。すべてお手元におそろいでしょうか。 

それから、12月3日に杉並区の就労支援センターが産業商工会館にオープンいたしまし

たので、今、その案内チラシをお手元にお配りしております。後ほどごらんください。 

 欠席委員ですが、本日、6名の方がご欠席となっております。私からは以上です。 

○会長 ありがとうございました。それでは、産業振興計画改定についての答申案の確認

を議題といたしたいと思います。事務局より、資料に基づいてご説明をお願いいたします。 

○産業振興センター次長 それでは私から、資料1と別紙（資料1）、この二つについてご

説明を申し上げます。 

 まず資料1ですが、こちらは、5月18日に区長からこの審議会が諮問を受けまして、答申

を12月末に予定しておりましたが、12月27日に会長から区長の田中良宛てに答申を出して

いただくことになりましたので、かがみ文をおつけしております。 

 それでは、もう一つの、別紙（資料1）についてご説明させていただきます。 

 まず、「はじめに」というところで、「区内の産業をみると、事業所数や従業員数、都

市農地などの減少傾向が続いている」とあります。現状認識として、産業構造の変化、区
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民生活の変化、こうした環境の変化があるということを捉えまして、課題として、後継者

問題や少子高齢化問題などに対応していかなければいけないということが書いてあります。

また、厳しい経済状況もあるということも勘案しております。 

 答申の視点ですが、二段落目をごらんください。これを読んでみます。「そこで当審議

会では、基本構想の将来像を実現するための目標の一つである「暮らしやすく快適で魅力

あるまち」の実現を目指し、“住宅都市杉並の価値を高めるためには区内産業の発展が欠

かせない”との視点から検討を重ねた」。「そして、「既存の商・工・農といった産業の

枠組みにとらわれない横のつながりを意識した施策」、「意欲あふれる事業者等が積極的

に挑戦できる環境の整備」、「農地保全と地産地消の推進」、「就労や雇用・労働環境の

向上」、「まちづくりの視点からの取組みの推進」などに着目し、この答申をまとめた」

とあります。こうした視点は、これまで6回の議論の中で、皆様からいただいた意見をも

とに案を作成させていただいたものです。 

 この下の「基本指針」ですが、産業振興を推進していくうえで全体を貫く共通のテーマ

として、「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」

ということを掲げています。 

 そして、この基本指針のもとに五つの目標を設定しました。これは、前回6回目で皆様

にお示ししてご了解をいただいたところですが、若干修正がありますので、あわせてご説

明させていただきます。 

 まず、目標の1ですが、前回の資料では、「住宅都市に適した多様な産業の発展が実感

できるまち」ということでご説明申し上げましたが、よりわかりやすい表現に修正をさせ

ていただきました。具体的には記載のとおり、「多様な産業と住宅都市が共に発展するま

ち」という言葉に置きかえました。 

 それから、目標の2ですが、こちらも前回は「区民生活を豊かにする産業に支えられ、

住みやすいまち」となっておりましたが、ご意見を踏まえまして、「安全で」という一言

を加えてあります。 

 3番目ですが、こちらは、前回「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」となっておりましたが、こちらも審議会の意見を踏まえ、「安心」という

一言を抜いてあります。 

 4番目と5番目につきましては、前回の議論どおりで「安心して地元で元気に働き続けら
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れるまち」、5番目が「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」。 

 以上五つを、この基本指針と方向性の目標としました。 

 それでは、中身について説明させていただきます。 

 まず、次頁、目標1の「多様な産業と住宅都市が共に発展するまち」ですが、皆様がご

存じのとおり、杉並区には多様な産業があります。こうした多様な産業を相互につながり

のあるものとしていくことで、地域内で人・モノ・情報等の循環がきちんとできるように

なるよう、基本的な考え方としては、こうしたものが促進される仕組みづくりを進めてい

くというものです。 

 二番目の丸ですが、こちらは、長引く景気の低迷ですとか、産業事業者の育成に向けた

取り組み、こうしたことを踏まえまして、安定した経営・継続を可能とするための経営基

盤の強化を図っていくというところに重点を置いてあります。 

 目標２の、「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」は、主に

商店街を意識したものです。 

 この目標に関しては、まず一番目の丸で、ハード、ソフト両面のバリアフリー化を進め

る。単に施設の段差解消とかではなくて、人と人とが互いに支えあって使いやすいものに

していく、人にやさしい商店街づくりを進めていくという考え方です。 

 二番目の丸ですが、ここは、これまで基礎的、画一的、全区的に行ってきた産業施策の

重心を、挑戦意欲の高い商店街に向けていこうというものです。例えば、外部人材の活用

であったり、そうしたものを調整するコーディネーターを登用したり、いろいろな面で多

面的に支援をしていく。選択と集中ということで行っていく。また、その際は大型店の関

係に注意しながら、公正な経営環境を整えていくということにも留意してまいります。 

 三番目の丸は、前々回に議論いただいたところですが、電子地域通貨事業につきまして

は、まだまだ多くの課題が残っていて、さまざまな意見もある中で、一度立ち止まるべき

ということでまとめております。 

 最後の丸ですが、こちらは商店会組織の問題提起といいますか、現在の商店会組織の機

能を強化するため、商店会と区が一体となって加入促進を進めるとともに、非加入者に対

して公平な負担を求めること、また、商店会のスケールメリットを生かすための組織の再

編なども視野に入れて支援を行っていくというものです。 

 次に、目標3ですが、「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」



第 7 回 杉並区産業振興審議会 

 

５／１８ 
 

と、こちらは農業を意識した目標となっております。 

 まず一番目の丸ですが、農地保全に関しましては、農地法、都市計画法、生産緑地法な

ど、さまざまな法があります。こうした農地の多様な機能に関して区民の期待が非常に高

まっているのですが、農地の減少に歯止めをかけるのは、ここ10年、20年の流れを見ても

なかなか難しい。そこで、農業従事者と区民、それから区がともに、法令・運用の改正を

関係機関に強く働きかけていくことが必要であろうということです。 

 二番目の丸も同様の内容で、こうした現行の農地法等の枠の中で、農協、農業者と連携

しながら、耕作を支援する仕組みをつくっていくという内容です。 

 三番目の丸は、地産地消に関するものです。区内の農業生産、それから区内の消費拡大、

こうした取り組みを進めるとともに、例えば学校給食ですとか区内レストランへの食材提

供とか、生産者の顔が見えてくるこうした販売方法の展開によって、区内産農産物を積極

的に区内の消費者の食卓に直結させていこうというものです。 

 次の目標4の「安心して地元で元気に働き続けられるまち」は、就労、雇用を視点に置

いております。 

 一番目は、就労だけではなくて、生活、家族、健康問題など、いろいろな面で不安を抱

えている就労に結びついていない人を掘り起こして、就労希望者一人ひとりにあったきめ

細かい就労相談から就職後の定着まで、求職者に寄り添っていく支援を行っていく。また、

区の関係部署での取り組みを充実するとともに、情報共有とか連携を密にして、横のつな

がりを持って支援を進めていくというものです。 

 二番目の丸は、人材確保という視点を持って、企業と区でパートナー関係を構築して、

就労意欲のある人材と区内企業を結びつけるための取り組みを進めていくというものです。 

 三番目の丸は、社会全体でワーク・ライフ・バランスというものを強く意識して、社会

全体で仕事と生活の調和を進めていこうというものです。 

 こうした問題の早期解決のため、区では、初めに紹介させていただきました就労支援セ

ンターを開設いたしました。 

 最後の目標5は、「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」として、ま

ちづくりですとか観光、また、アニメといったものに視点を置いています。 

一番目の丸は、主にまちづくりというところに視点を置いて、各地域の課題、産業、都

市整備、地域振興、文化、こうしたものをいろいろな面から捉えて、まちづくりに対する
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取り組みを一体的に進めていく必要があるということです。 

 それから、二番と三番目の丸は、主にまちづくり、観光を意識しています。区内のいろ

いろなイベント・文化・芸術、こうしたものから、杉並の「良さ」「らしさ」を再発見し

て、集客資源として効果的に発信していくことで、杉並の魅力をさらに高めていこうとい

うものです。また、いろいろな世代の区民が参加する杉並らしさ、こうした「らしさ」が

溢れる発信力のあるイベントを開催して、杉並の元気につなげていこうというものです。 

 最後の丸は、アニメの持つ発信力や集客力をほかの産業と結びつけることによって、地

域経済の活性化を図っていく、また人と人とをつなげて、にぎわいの創出をつくっていく

ものです。アニメーションミュージアムについては、立地条件・施設環境等には十分配慮

していくべきであるということで、まとめさせていただきました。 

 これまでの 6 回の議論の中での皆様側のご意見を踏まえて、答申案としてまとめさせて

いただきました。 

 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。きょうは産業振興計画改定についての議論をする最後

のチャンスですので、皆さんから一言ずつ、この間の議論の感想も含めて、この答申案に

ついてのご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○委員 確かに全部が広範囲に亘って書かれておりますので、よろしいのではないかと思

います。特に農業関係については、「区内レストランへの食材提供」も少しずつ進んでお

りまして、これから徐々にでも前へ進んでいけるのかなと思っております。 

 あと、とにかく高齢化、そして相続という問題になりますが、この辺は地価が高いもの

ですから、最高税率を今度10％上げるとなると、その10％分が当然かかってくるというこ

とで、本当に難しいところへ来ています。そんなところで、我々も農業委員会あるいは農

協会員も、一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんのご協力をよろしく

お願いしたいと思います。 

○会長 はい、では、委員、お願いします。 

○委員 私は商連の人間なので、商店会の目標2の二番目、「挑戦意欲の高い商店街」に

関しては、駅ナカも含まれているということで、これは区の指導が入ることも考えられる

ということで認識していいのでしょうか。 

○会長 それについては、事務局のほうのご意見はございますか。 
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○産業振興センター次長 そうですね。どこと限るのではなくて、区長も、チャレンジ精

神がある、意欲のある商店街に対して支援をしていくという考えでございます。 

○委員 特に、自分の商店会では駅ナカが非常に気になるので、よろしく指導をお願いし

たいと思います。 

 それから、四番目の丸ですが、条文としては「商店会と区が一体となって」でよいと思

いますが、対する区の窓口とかそういったものを、各商店会なり、商連なりに、この条文

が発せられる前に区のほうからレクチャーしていただきたいと思います。 

 それから、続いて「商店会非加入者に対して電気代などの」とありますが、電気代とい

うのは共同施設維持費にかかる費用なのですよね。共同施設というのはいわゆる商店街環

境をよくするために、商店会各単体がそれぞれにいろいろな努力をして築き上げたもので

す。これに対しては、電気代と限定せずに、共同施設維持にかかる公平な負担を、責務と

いう形で自分は望みたいと思います。 

 「商店会のスケールメリット」という、商店街環境を生かすための組織の再編、この

「組織の再編」というのは、区がどのようなことを考えているかわかりませんが、私はこ

の再編を健全化と理解しましたが、区の方はどうお思いでしょうか。 

○会長 事務局のほうから。 

○産業振興センター次長 これは、委員のおっしゃるとおり、商店街運営の健全化という

ものを目指しております。 

○委員 それから、「電気代など」と、ここで電気代は入れないほうがいいと思います。

「共同施設維持費」で電気代のほかにも対応できるのではないかと思います。自分は商連

の人間なので、こういったところが非常に気になりました。 

○会長 はい。わかりました。今のような点は、少し後で、具体的に委員のご意見も踏ま

えて、少し修正を加えるようにしたいと思います。では、委員。 

○委員 この目標1から5まで、流れとしてはこういう形でいいのではないかと思います。 

 目標2のところには、特に商店街という名前は出ていないのですが、やはりにぎわいと

なると、商店街のにぎわいというイメージがあります。杉並区は七つのブロックに分かれ

ているので、内容はこれでいいのですが、商店街の連携という形では、7ブロックとの対

話を調整して、うまく盛り上げていってほしいと思っています。 

○会長 はい。ありがとうございます。では、委員、お願いします。 
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○委員 私は、アニメ、5番の部分に絡んでくることになると思います。アニメといいま

すか、今、クールジャパンということで、国も一説によると1,000億円単位のお金が予算

として計上されているとか、ごく直近でも200億円、400億円単位でアニメの振興のための

助成金が使われる話が具体的に出ています。ところが、この答申には、具体的な言葉が全

然なくて、こうしたいとか、何かオブラートに包んだような形です。例えばアニメを何々

するというのであれば、予算とかいろいろ数字が絡んでくると思うのですが、私としては、

もっと具体的にそこまで入りたいと感じています。 

 例えば、目標3に関連しますが、アニメもいろいろなシーンの中で、食事をするシーン

がいっぱいあります。それをテーマにして、今私のほうで一つのチームをつくり、アニめ

し屋というコンセプトで、食材、食品、あるいは食堂、レストランにつなげたアニメーシ

ョンとの連携というのを今進めています。 

 そのように、具体的に挙げるとたくさんあります。これに出て意外に思ったのは、少々

抽象的過ぎるかなと。ここのどの部分を何をするというところまでやるべきではないかと

私は思いますが、いかがでしょうか。 

○会長 今の点に関して私のほうからお答えしたいと思います。振興計画というのは長期

的な、言ってみれば大きな枠組みみたいなもの、あるいは方向性みたいなものですから、

具体的な政策というのは、毎年の予算策定、それからその事業執行というところに出てく

るべきだと思います。委員のご意見もよくわかりますが、余り細かく書いてしまうと。 

例えばこの計画案は9年間、全体をカバーするというのが趣旨ですので、もちろん場合に

よっては途中で見直しもあり得ますが、方向性を示して、この方向性の中で具体的な政策

を毎年やっていくということになるかと思います。その一段上の、言ってみればビジョン

みたいなものだというふうにお考えいただければ、今、委員のおっしゃったこととこの方

向性は矛盾していないというふうに思います。 

○委員 ということは、この後、分科会みたいなものがあるということですか。 

○会長 分科会というか、これからこの計画が出ると、この方向性に従って区のほうでは

予算をつくっていくと。――では、所長のほうから。 

○産業振興センター所長 この答申を受けましたら、区としては産業振興計画というのを

つくりますが、要は、答申の中の方向性に従って振興計画をつくっていきます。今度は、

その振興計画の中に具体的施策を入れていくという作業をします。ですから、ここではあ
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くまでも今後の基本的な方向性を確認していただいて、それをもとにしながら改めて計画

をつくっていくということです。つくった計画については、当然ですが、区民の意見もお

聞きするということになっておりますので、そういった経過を得て区としての計画をつく

っていくという段取りになっております。 

○会長 はい。ありがとうございました。委員、そういうことでよろしいでしょうか。 

○委員 余り納得できていないですけれど。 

○会長 要するに何段階かあるということです。 

○委員 私は今まで、5番の項目については、かなり具体的な発言をしてきたつもりです

ので、この抽象的な答申には、逆戻りしているような印象を受けています。 

○会長 それをまたさらに戻して、具体的な政策は、今、所長がおっしゃったような形で、

もう一段細かいのをつくっていくということですね。 

○委員 わかりました。 

○産業振興センター所長 ちょっとつけ加えますと、アニメの懇談会ということも並行し

て行ってまいりました。その懇談会のほうのまとめもできてきていますので、当然それら

も含めてどういう施策をぶら下げていくかということになってきます。 

 あともう一つは、今、来年度の予算編成時期ということでもありますので、私どもの立

場とすれば、これまでの審議会の状況、それから懇談会の状況、そういったことをもとに

しながら、実際、予算要望をやっています。そうしませんと1年おくれるということにな

ってしまいますので、アニメについても、そういう意味では、懇談会の議論を踏まえなが

ら予算要望もしているというところです。 

○会長 はい。ありがとうございます。よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 では、委員。 

○委員 はい。これを拝見させていただいて、非常に興味深いなというところが感想です。

特に、目標3、4に関しては、ほかの地域でも同じような地域課題として意識づけられてい

ることを、私の日常の業務を通じて結構見てきおります。こういう地域の課題に専門的に

取り組んでいる方々も実際にはいらっしゃいますので、今後、具体的に施策を詰めていく

上で、ぜひ、そういった外部の専門の方々とうまくつながって、新しい取り組みとして、

先進的な地域づくりを、やっていただきたいと思います。 
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○会長 はい。ありがとうございます。では、委員、お願いします。 

○委員 全体の印象といたしましては、今までいろいろご意見を出された部分がきれいに

まとまっているなと思っておりますが、今、細かい修正の部分もお話ししていいですか。 

○会長 はい。どうぞ。 

○委員 すみません。大きな部分で1点と細かい部分で2点あります。今さら何を言うと、

会長に怒られそうですけども。 

 実は商工会議所のまちづくり関係の議論の中で、今沸騰しておりますのが交通問題で、

交通アクセス、道路関係、高速道路、さまざまな問題を杉並区は抱えております。そうい

う交通問題、交通アクセスについてのお話、項目が欠けていたと思っております。もし入

れるとしたら、5番なのか1番なのか。 

○会長 そうですね。目標1か5ですね。 

○委員 はい。この辺に交通アクセスの問題を改善していくような項目を、1項目入れて

いただけたらいいなと思います。 

○会長 はい。わかりました。 

○委員 それから、ほかの2点ですが、目標2に「安全で住みやすいまち」という、防犯の

意味の「安全」を入れていただきましたが、説明の中にはそういう言葉が出てこないもの

ですからあった方がよいと思います。 

○会長 なるほど。 

○委員 もしいれるとしたら、最初の丸のところの「互いに支えあい」という、この部分

が防犯で大事だと思うので、「使いやすく人にやさしい」の前に、「安全で」というのは

どうでしょう。 

○会長 「安全で」ですね。 

○委員 この商店街を歩いている分には安全ですというような意味合いを込めて、支えあ

いながら安全を確保していくということでいかがかなという提案でございます。 

 もう1点は、目標5、丸の2のところで「各種イベント」と、「文化・芸術・個性的な店

舗」と、既定していますが、もし観光を意識されるのであれば、「文化・芸術・個性的」

というのを店舗に限定せずに、そういう観光資源も含めた広い意味で、杉並らしさ、よさ

を再発見というような文脈にされたほうがよろしいかと思います。これは私の意見で。 

○会長 わかりました。大変重要なご指摘をいただいたと思います。 
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 最初の交通の話は、やはり都市とは切っても切り離せない問題ですし、何か産業と絡め

ることが大事だと思いますので、そういった観点から盛り込むように工夫してみたいと思

います。では、委員、お願いします。 

○委員 今の時代の状況に合って、きれいにまとめられたなというのが第一印象です。 

 3番のところは「安心とやすらぎ」であったのが「やすらぎ」だけになりましたけれど

も、消費者としましては、やはり一番安全・安心な食、安全・安心な消費材、食を求めて

いるというものがあります。タイトルは、前回おっしゃっていたように、「安心」という

言葉が重なるから一つを削ったのはよいのですが、今度は、「地産地消で安全な食材を提

供する」というような、「安全」という言葉を、中の文章にはちょっと加えてほしいなと

思いました。 

○会長 はい。わかりました。 

○委員 あと、内容以外のことで申し上げるのは恐縮なのですけれども、昨日電子データ

で送られてきたこの資料、一日、二日、もう少しゆとりを持って届けていただけたら大変

ありがたかったと思っております。すみません。 

○会長 きょうの議論を踏まえて、また少し修正するチャンスがありますので、今からで

も遅くはありませんので、またゆっくり見ていただいてご意見をいただきたいと思います。 

○委員 わかりました。 

○会長 今お話がありましたように、目標1、2、3、4、5の中では、できるだけ重複感が

ないように言葉を選びましたけれども、今お話しいただいたように、「安全」「安心」が、

目標3の丸の中には具体的に出てきてもいいと思いますので、それはまた工夫してみたい

と思います。では、委員、お願いします。 

○委員 振興計画、9年ですか、これからやるのですけれど、前回も10年計画をやってい

るわけですから、ただこういうふうに計画だけをつくるのではなく、区は実行していただ

きたいと思います。産業や農業、商店、アニメ等、皆さんに集まっていただいて、何か全

体でやれるようなイベント等を考えていただいて、本当にこれが成功に導くような形にし

ていただければと思います。 

○会長 はい。ありがとうございます。事務局に対する激励ですね。 

○委員 はい。 

○会長 激励と督励ですね。 所長のほうから、何かお答えはございますか。 
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○産業振興センター所長 いいえ、何も。 

○会長 それでは、委員。 

○委員 はい。今までの会議を踏まえて、とてもよくまとまっていると思います。これ

らは、どこの地域でも共通している問題意識だと思うので、これを杉並区が先に立って解

決していかれたら、さらに杉並らしさというのが出るのではないかと思います。 

 私としては3番と5番のところにとても注目しています。3番の問題に関しては農地法と

かが絡んでくるので、農業をやっている方と区だけではどうしても解決できないと思うの

で、それを何とか、杉並区はこうやって解決しましたみたいなものが提示できたらいいの

ではないかなと思っています。 

 5番の「魅力的でにぎわいがあり、また行ってみたくなるまち」ですが、私、会議で、

22区の方とか26市の方に来ていただくことがあるのですけれど、よく、初めて杉並に来た

と言われます。新宿と吉祥寺は知っていても、真ん中の杉並には降りないのですね。なの

で、もう少し魅力的な杉並も発信できる方法があればいいのかなと思いました。 

 先ほど言っていたとおり、ここで目標を掲げただけではなくて、それがどれだけ実現

できたか、検証する機会をもつことはやはり必要ではないかと感じました。 

○会長 はい。ありがとうございます。それでは、委員。 

○委員 はい。私も商工会議所のメンバーの一人でございまして、先ほど委員のおっし

ゃられたのと同じように、商工会議所のほうで話題になっております道路のアクセスの問

題について、この文章の中では触れられていないということで、それはぜひ入れていただ

きたい。具体的には、外環道が青梅街道とのアクセスにおいて、フルインターではなくて

片側インターしかおりられない状況になっていますが、区長もフルインターにしたいとい

うご意見のようですので、ぜひ、お願いしたいということ。もう一つは、首都高の高井戸

インターができて40年もたっているのに、相変わらず高井戸インターが上りおりできない

という不自然な状況を早く解決していただきたいので、これも入れ込んでいただきたいと

思っています。 

 最後にもう一つ、5番のまちづくりの問題ですが、このまちづくりについても、やはり

優先順位があるのではないかと思います。区長が杉並区の基本構想の中で荻窪駅周辺のま

ちづくりを重要視していきたい、圧倒的な乗降客のある荻窪駅を杉並区のまちの顔にして

いきたいというようなご意見をされていらっしゃいます。ここに区のこういう施設が入っ
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てきたのもその一つだと思います。ぜひその辺のところを、荻窪のまちづくりというもの

について、優先順位の高いところに持ってきていただきたいなと思っているところです。 

○会長 はい。ありがとうございます。では、委員、お願いします。 

○委員 今まで議論してきたことがここに五つの目標ということで集約されたというこ

とで、ソフトでやわらかく、抽象的で格好よくと、非常によくできているなというのが第

一印象です。先ほど委員さんが言っておられましたが、余りにも具体性がないので、果た

してこれが、今後答申して、どういう流れをつくる起爆剤になるのかなということを、実

は最初に思ったんですね。それが先ほど会長とセンター所長のお話の中で、それならこれ

でいいのかなと、まず理解できました。 

 具体的に、目標5ですが、地域間競争というのを考えますと、杉並だけが非常に交通も

よくない、それから、荻窪のまちも、東西に考えた場合に、ただ交通接点がよいというだ

けで、決してまちづくりには好反映をしていない。それは、やはりまちづくりの一環とし

て、回遊性があるとか文化交流があるとか、魅力あるまち、これをしないといけないのか

なと思います。 

 それで、ここに書いてありますね。産業の振興が一つ。都市整備が一つ。地域振興が

一つ。文化振興が一つ。この四つの眼目だけでも、この点を大いに主張して、今後の杉並

づくりに役立てたらよいのかなと思っております。 

○会長 はい。ありがとうございました。では、委員、お願いいたします。 

○委員 今まで会議をやられて、なかなかまとめにくいものもうまくまとめられている

なと思いました。私も少し抽象的だとは感じましたが、これからの先の問題であって、具

体的に余り書かないほうがいいのではないかとは思っておりました。一つ具体的になって

いるのは、この電気代だけですね。これは省いたほうがいいと思います。 

 それと、この文章の中で気になった点は、目標1の「長引く経済状況の対応や新たな産

業」のところですね、丸の2番目のところ。「長引く経済状況の対応」とありますが、こ

こに「低迷」とか、何かが入らないと変ですね。 

○会長 そうですね。 

○委員 「低迷」でもいいし、「デフレ」でもいいです。 

 それから、目標3の2番目の丸に「高齢等のため」とありますが、これも「高齢化によ

り」というような文章に変えないと、言葉がつながらないですね。 
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 それから、目標4の2番目の丸で、「中間的就労」というのは、わかりにくい言葉です

ので、もう少しわかりやすい文章にしていただきたいと思います。 

○会長 わかりました。 

○委員 それから、委員も言われたように、ある面の具体的なことは余り書きたくはな

いですが、何かやはりインパクトのあるもの、都市整備とかのところに、例えば「たくさ

んの方が集まるようなものをこれから考えていく」とかあるといいですね。 

○会長 なるほど。 

○委員 例えば、具体的にホテルとか、美術館とか言わないにしても、もう一歩踏み込

んだことを抽象的に少々入れていただきたいなと思います。 

○会長 大変具体的な言葉のご指摘もいただきまして、私も大変よくわかりました。最

後の点は、多くの人が集えるような場をつくるというような概念を入れていきたいと思い

ます。幾つか言葉の補うべき点を、ご指摘いただきましたので、それは反映させていただ

きたいと思います。 

○委員 この目標の、「まち」は、何か意味があって平仮名になっているのでしょうか。 

○会長 それは、事務局のほうから。 

○産業振興センター次長 そうですね。それは、単にいわゆる住所みたいな町ではなく

て、もっと大きく全体を捉えていくという意味です。 

○委員 わかりました。 

○委員 もうひとつ、目標2の一番最後の丸、「商店街非加入者に対して電気代などの公

平な負担」、言葉ではこうですが、実際問題として、それだけではないのです。例えば、

既存アーケードの負担に対する考え方の相違。これをどういう字句で表現するか、検討の

余地が十分にあると思います。 

○会長 作業としては、後で事務局からご説明があると思いますが、産業振興条例をつ

くるというプロセスが控えております。そのプロセスの中で、条例に組み込むべき文言、

それからあと、この産業振興計画をさらに実現するための個々のいろいろな振興計画が出

てくると思いますが、また、具体的な予算措置も控えていると思いますが、そういう中で、

今、委員のおっしゃったようなことを踏まえてやっていくことにしたいと思います。あり

がとうございました。 

 副会長からも、ぜひ、今までの総括をお願いしたいと思います。 
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○副会長 この審議会では、杉並らしさということをキーワードに議論してきましたが、

この答申案に目を通しますと、杉並らしい産業と言える農業とか、観光、アニメ産業とい

った新産業を含めて、幅広い産業を網羅した、よい答申案になっていると思いました。 

 この間、条例検討部会でも何度か議論を重ねてきましたが、その内容もよく盛り込ま

れております。具体的には、例えば目標3ですと、都市における農地の持つ多面的機能と

いう観点から、地産地消の推進というキーワードが新たに入っておりますし、目標4の重

要なキーワードとして、ワーク・ライフ・バランスということがあります。これは前回申

し上げましたが、23区の条例では盛り込まれておりませんでしたので、今の時代の流れの

観点からも、杉並らしさという観点からも、大変よい答申案になっていると思います。こ

うしたことを踏まえて、今後また条例についても検討していきたいと思います。 

○会長 では、私からも一言。 皆さんの貴重なご意見をありがとうございました。 

 この答申案をつくるプロセスで、事務局とも随分繰り返し議論いたしました。一つの

方針としては、目標の1から5の、それぞれの1行に相当こだわりました。こだわったとい

うのは、私は、今ある農業、商業、工業という切り口で主語を書かないほうがいいのでは

ないかと。従来の工業、農業、商業という言葉では言い尽くせない産業がこの10年の間に

は出てくるはずであるし、どういったタイプの産業が振興されるべきかということを、で

きるだけ広がりのある言葉で表現しておこうと。もちろん頭にあるのは農業であり商業で

あり工業でありますが、それ以外の、サービス業であるとかアニメ産業であるとか、そう

いう、これからの日本の10年を考えますと、新しい産業が出てくる余地がいっぱいあると

思いますので、一行目の見出しは、そういうものを視野に入れた表現にしておこうと考え

ました。 

 その下の丸のところでは、具体的に、今ある産業をどうしていくかということが少し

見えるように書いていこうという方針で書きました。具体的にどういうことをするという

ことまでは、9年後をにらんだ計画ですから、書きにくいところもありますが、それでも

もう一言踏み込んだほうがいいのではないかというご指摘がありましたので、そういうと

ころはこれから事務局と相談しながら書いていきたいと思います。 

 あと、委員のご意見の中にありましたように、どのような地域も同じような問題を抱え

ていると思います。杉並らしさというのは、そういう抱えている問題を解いていける素質

というのでしょうか、地力が杉並にはあるわけで、杉並が解けなければほかの地域が解け
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るわけはないというふうに思います。その日本全体が抱えている課題をどういうふうに解

いていくかということについての方向性を、この振興計画の中ではできるだけ明らかにし

ようと思い、議論してまいりました。皆さんのご意見を踏まえて、さらにこれから修正し

ていくべきところは修正していきたいと思います。 

 そういうことで、最後にご確認をいただきたいのですが、今のような方針で、これか

ら若干修文等もいたしますが、最後の文章のセッティングにつきましては、会長にご一任

いただけますでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 ありがとうございます。それでは、第1議題の産業振興計画改定についての答申

案の確認の議題を終了したいと思います。 

 3番目は連絡事項でございます。事務局からお願いいたします。 

○産業振興センター次長 はい。それでは、私から今後のスケジュール等についてご説

明を申し上げます。 

 本日お配りしております資料2をごらんください。「産業振興計画改定・産業振興条例

制定スケジュール（予定）」というものでございます。まず、左側の、この後答申を受け

ての産業振興計画についてご説明申し上げます。 

 きょう、第7回の審議会で、今、会長のほうから答申案の確認を皆様にしていただいて、

ご一任をいただけましたので、今後、会長のもと、答申案の作成ということになってまい

ります。今月の27日に会長から区長のほうに答申をお出しいただく予定になってございま

すので、その事前に委員の皆様には答申をお送りしたいというふうに考えております。 

 次回、第8回の産業振興審議会につきましては2月を予定しております。日程につきま

しては後日調整させていただきたいと思いますが、このときは、この答申を受けまして、

産業振興計画の改定案というものを区で作成いたしますので、その報告をさせていただき

たいと思います。あわせまして、産業振興条例の答申に向けてという議題を予定しており

ます。 

 2月下旬には、この計画案についてパブリックコメントを、区民の皆様に広報で周知し

て、ご意見をいただくという手続きをとります。30日以上という区の規定がございますの

で、およそ1カ月間にわたって区民の皆様に広く意見を募り、その意見に対して、反映し

たり、あるいはこういう理由でこれはこのまま進めていきたいというようなことでお話を
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申し上げます。 

 年度はかわりますが、25年度に、このパブリックコメントを受けた後、産業振興計画

の改定を決定いたします。その報告を4月中旬ぐらいに現在予定しておりますが、この審

議会の中でご報告させていただきたいというところです。 

 4月下旬から、改定した振興計画に基づいて、この産業振興計画をスタートさせていく

というものでございます。 

 それから、枠の右側の振興条例のほうでございますが、こちらは現在部会も開催して

いただいているところでございますが、1月にこの条例の検討部会の3回目を開催いたしま

して、振興条例の答申に向けてというところでご議論いただきたいと思います。 

 少し間をおきまして、3月にはこの条例検討部会の中で産業振興条例の答申案というも

のを作成し、ここでは条文化したものを現在イメージしておりますが、部会の委員の皆様

にご確認いただきます。 

 そして、5月には、こちらのほうも振興条例ということについて答申をいただいて、7月

に条例案として、区民の意見提出手続き、これは振興計画と一緒ですが、パブリックコメ

ントを行って広く区民の皆様のご意見を募り、9月に杉並区議会の議決を受けて、11月ご

ろを目途に条例を施行していきたいというふうに考えております。 

 振興計画の改定と条例の制定スケジュールにつきましては、以上のとおりでございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

○産業振興センター次長 それからもう1点、きょう、前回の審議会の会議録をお配りし

てあります。こちらのほうをご確認いただきまして、訂正がございましたら、12月21日ま

でに、担当までにメールもしくはファクスで、お知らせくださいますようお願いいたしま

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す。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 はい。年明け以降、また幾つか会合が開かれるということで、お忙しいところ

恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。 

 今ご説明にもありましたように、これからの作業としましては、きょういただいたご

意見、それからメール等で、ここを言わなかったけれどここら辺は気になるという点があ
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りましたら、事務局までお寄せいただきたいと思います。あと1週間ぐらいの間にそうい

う作業をし、来週の週末ぐらいまでには大体の文章をセットし、皆様にご確認いただくよ

うなプロセスをとりたいと思います。最終的には27日に区長に答申案をお渡しするという

ことにしたいと思っております。よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 では、中締めでございますが、本当に長い間ありがとうございました。私から

御礼申し上げます。 

 では、以上できょうの審議会は閉じたいと思います。どうもありがとうございました。 


