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○産業振興センター次長 皆様、こんにちは。それでは、定刻になりましたので、第1回

杉並区産業振興審議会を開催させていただきます。 

 本日、皆様におかれましては、ご多忙の中お集まりいただきまして、本当にありがと

うございます。 

 私は、本日の進行役を務めさせていただきます産業振興センター次長の安尾と申しま

す。会長が選出されるまでの間、進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 では、まず最初に、本日が第1回の審議会ということでございますので、委員の皆様へ

委嘱状を交付したいと存じます。ただ、この委嘱状でございますが、本来ならば、区長か

ら委員の皆様に直接お渡しするところでございますけども、限られた時間の中で、まこと

に申しわけございませんが、席上に配付させていただいております。封筒に入ってござい

ますので、ご確認をお願いいたします。 

 皆様、よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○産業振興センター次長 はい。ありがとうございます。お手数をおかけしました。 

 それでは、続きまして、田中区長から皆様へ、一言ごあいさつを申し上げます。 

○区長 大変、日ごろからお世話になっております。区長の田中良でございます。 

 きょうは、ご多忙の中をお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。

産業振興審議会の委員を皆さんにお引き受けいただきましたこと、心から御礼申し上げた

いと思います。 

 杉並区では、昨年度、商工会議所の皆さんや、また各団体の皆さんを含めた基本構想

審議会を設けまして、その中で、基本構想の策定に向けて、さまざまなご要望、政策提言

などをいただき、そして、この構想を策定してまいりました。と同時に、10年間の総合計

画、そして3年間の実行計画、これを並行して策定いたしまして、この4月1日よりこれを

実行に移す、そういうことで進んでまいりました。 

 今回、これまでの産業振興計画を新たな構想のもとで再構築をするということで、こ

の産業振興審議会を設置いたしまして、皆さんと、基本的な目標、考え方、取り組む視点

などについて共有をしていきたいというふうに考えているところでございます。平成22年

6月に中小企業憲章というものが閣議決定をされておりまして、その中で、中小企業は経

済を牽引する力であり、社会の主役であるというふうに位置づけまして、中小企業政策の
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基本的な考え方と方針が明らかにされております。 

 杉並区におきましては、これまで、商業の支援ということを中心にというか、重点を

置いて進んでまいりましたけれども、今般、中小企業全般にわたる支援が必ずしも十分で

なかったのではないかという問題意識もあり、今回のこの議論では、そういったところも

きちっと重点的にとらえて、振興策をつくっていくことができればというふうに考えてお

ります。 

 それで、今回、仮称でありますが、中小企業振興基本条例というものを策定して、区

内の中小企業事業者の健全な発展を促進する、そういう基本事項を定めていきたいと、こ

ういうふうに考えております。この条例案をつくっていくということも、この審議会の皆

さんの意見を十分にお聞きしながら進めていきたいと、こういうふうに思っております。 

 5月28日を予定しておりますけれども、荻窪のインテグラルタワーの中に産業振興セン

ターを開設していきたいというふうに思っておりまして、6月9日にオープニングセレモニ

ーをやりたいということで、今、準備を進めております。そういう場をつくりまして、こ

の中小企業の振興とか地域の振興、経済的な区の政策を企画・立案をする上で、直接皆さ

んと日常的に、同じ空間で過ごすことによりまして、コミュニケーションを深めて、議論

を深めて、成果を上げていきたいと、こういうふうに考えておりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 どうぞ、委員の皆さんには、杉並区内の産業のさらなる発展へ向けまして、ご指導、

ご鞭撻をいただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、私からのごあいさつにさせ

ていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

（ 拍手 ） 

○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、申しわけございません、区長は次の公務が入っておりますので、ここで退

席をさせていただきたいと思います。申しわけございません。 

○区長 では、よろしくお願いいたします。 

（ 区長退室 ） 

○産業振興センター次長 それでは、続きまして、本日配付してございます資料につい

て確認をさせていただきたいと存じます。 

 まず、クリップどめの1枚目が、第1回杉並区産業振興審議会の次第になってございま
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す。 

 続いて、2枚目が、「第1回杉並区産業振興審議会資料一覧」ということで、資料番号

と件名が書いてございます。 

 もう1枚、このページをめくっていただきまして、資料1-1、「杉並区産業振興審議会

委員名簿」でございます。 

 1枚めくっていただいて、1-2、「第1回杉並区産業振興審議会席次表」でございます。 

 次に、資料2、「杉並区産業振興審議会条例」。この審議会の根拠となる条例でござい

ます。 

 それから、資料3、これは写しになってございますが、諮問文でございます。 

 資料4-1、これは「杉並区産業振興計画の改定に向けて」と、パワーポイントになって

ございますけれども、後ほど説明させていただきたいと思います。 

 資料4-1の別紙1、日本のアニメ制作会社の分布と、それから資料4-1、別紙2、杉並区

内のアニメ企業の地域分布図になってございます。 

 資料4-2、他の自治体の中小企業振興に関する条例、比較でございます。 

 それから、資料5、「杉並区産業振興計画の改定等スケジュール（想定）」でございま

す。 

 それから、資料番号は振ってございませんけれども、現行の杉並区産業振興計画でご

ざいます。 

 それから、最後にピンクのチラシがあろうかと思いますけども、先ほど区長からのお

話にもございましたように、5月28日に産業振興センターを荻窪に開設すると、そういう、

区民向けの周知のチラシでございます。 

 一番最後に、杉並区の基本構想（10年ビジョン）ということで、概略がこれに示され

ております。この中に、1枚めくっていただきますと、Ａ4、1枚で、施策7「地域の特性を

活かし将来を見据えた産業の振興」ということで、実行計画（3年プログラム）の抜粋を、

ここにご参考までに入れてございます。 

 以上が資料の説明でございますけども、委員の皆様、資料の方は全部おそろいでしょ

うか。過不足ございませんでしょうか。 

 よろしければ、引き続きまして、本日ご出席の委員の皆様方のご紹介に移りたいと存

じます。 

 本日は、4名の委員の方がご欠席ですので、ご欠席の委員の方につきましては、次回以
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降ご紹介させていただきたいと思います。 

 そのご紹介は、まことに申しわけございませんが、自己紹介でお願いしたいと思いま

す。時間の関係もございますので、お一人、できるだけ簡略にお願いしたいと思います。 

 それでは、恐縮でございますけども、資料1-2の席次表の順番で、これ、今の席順は五

十音順になってございますけども、自己紹介をお願いいたします。 

○委員 杉並産業協会の会長の井上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員 東京土建一般労働組合執行委員長の大平と申します。よろしくお願いします。 

○委員 首都大学東京の金子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 東洋時計の社長をやっております、小竹と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員 東京商工会議所杉並支部の副会長をやっております、坂田でございます。よろ

しくどうぞ。 

○委員 ＪＡ東京中央の営農経済部の次長をしております、滝澤です。よろしくお願い

いたします。 

○委員 杉並区の消費者団体や消費者グループ8団体でつくっております消費者グループ

連絡会から代表してまいりました、田中と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員 杉並区商店会連合会の徳田と申します。よろしくどうぞお願いいたします。 

○委員 杉並区農業委員会会長職務代理を務めております、内藤と申します。よろしく

お願いします。 

○委員 杉並区商店会連合会の理事をしております、中村と申します。よろしくお願い

します。 

○委員 杉並区中小企業診断士会の理事長をやっています、中村と申します。よろしく

お願いします。 

○委員 久我山にございます岩崎通信機の労働組合で委員長をやっております、福田と

申します。よろしくお願いします。 

○委員 産業協会の副会長を仰せつかっております、保坂彫刻の保坂です。よろしくお

願いします。 

○委員 東京理科大学の教授をしております、松島でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員 アニメの日本動画協会専務理事、事務局長の両角と申します。よろしくお願い
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いたします。 

○委員 箱根植木株式会社の和田と申します。よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 皆様、ありがとうございました。 

 続きまして、区の出席者を紹介させていただきたいと思います。 

 まず、松沼副区長でございます。 

○副区長 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○産業振興センター次長 森区民生活部長でございます。 

○区民生活部長 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 佐藤産業振興センター所長は、別の会議に出てございまして、

今こちらへ向かっているということでございます。おくれて申しわけございません。 

 私、先ほど申し上げましたように、産業振興センター次長の安尾と申します。よろし

くお願いいたします。 

 岡本電子地域通貨担当課長でございます。 

○電子地域通貨担当課長 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 それでは、次第の6番に移りたいと思います。 

 産業振興審議会条例の規定に基づきまして、本審議会の会長の選出を皆様方にお願い

したいと存じます。規定では、会長は委員の互選によって定めるということになってござ

いますので、どなたか会長に立候補される方、またはご推薦する方はいらっしゃいません

でしょうか。 

  

○委員 ぜひ松島先生に会長をお願いしたらいかがかと、私はご推薦申し上げたいと思

います。 

 皆さんあまりご承知ではないかもしれませんけども、私ども商店会では、松島先生と

いうと、日本じゅうの商店会の活性化を一生懸命になって進めていらっしゃる方でござい

まして、私どもの立場の者は、先生を敬愛しております。ぜひ、会長をお引き受け願いた

いと思っております。 

○産業振興センター次長 ただいま松島委員をご推薦する発言がございましたが、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。 
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 それでは、松島委員、いかがでしょう。お引き受けいただけますか。ありがとうござ

います。 

 それでは、ただいまから、松島委員を会長に決定させていただきたいと思います。 

 会長席の方にどうぞ、お移りいただけますか。 

（ 松島委員、会長席へ移動 ） 

○産業振興センター次長 それでは、就任早々申しわけございませんが、会長から一言

ごあいさつをお願いします。 

 なお、これ以降のこの審議会の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ただいま会長に就任をいたしました、松島でございます。何分わからないこと

が多いかと思いますが、皆様のご協力をいただきながら、審議を進めてまいりたいと思い

ます。 

 私は、先ほど区長の話の中にもございましたけれども、中小企業憲章をつくる作業の

中に委員として入っておりました。また、1999年に中小企業基本法の改正がございました

が、その基本法の改正をするときのきっかけをつくっておりました。そういう意味では、

中小企業政策、あるいは先ほど委員の方からもご紹介ありましたように、商店街の活性化

ということについては、今までもいろいろ考えてきたこともございますので、皆様と議論

をしながら、いい、すばらしい産業振興計画、あるいは中小企業基本条例をつくっていき

たいと思います。ひとつよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、これから審議会の方を進めてまいりたいと思いますが、まず、次第に従い

まして、副会長の指名に移りたいと思います。 

 杉並区産業振興審議会条例第4条第3項の規定によりまして、本審議会に副会長を1名置

くことになっております。副会長は会長が指名するということになっておりますので、ご

指名をさせていただきたいと思います。 

 この委員の中に、財政学と公共政策をご専門にしていらっしゃいます首都大学東京都

市教養学部准教授の金子委員がいらっしゃいますので、金子委員に副会長をお願いしたい

と思いますが、いかがでございますでしょうか。 

（ 拍手 ） 

○会長 ありがとうございます。 

 金子委員、よろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 
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○委員 お引き受けさせていただきます。 

○会長 ありがとうございます。 

 それでは、金子委員には副会長席の方に移動していただきたいと思います。 

（ 金子委員、副会長席へ移動 ） 

○会長 金子副会長から、一言ごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○副会長 どうも金子でございます。現在は少子高齢化と地方分権の流れの中で、本格

的な自治体間競争の時代であります。そういった状況の中で、杉並区が、魅力ある地域の

特性を生かした、広く言えば、地域経済活性化に資するような、将来を見据えた大きなグ

ランドデザインを描けるよう、この審議会で、微力ながら手伝わせていただきたいと思っ

ております。またご指導、ご鞭撻、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

 それでは、次の議題に移ってまいりたいと思います。次第にございますように、資料

説明を事務局の方からお願いをしたいと思います。 

 本日は第1回目の審議会ということでありますので、杉並区産業振興計画の改定、及び、

仮称ではございますが中小企業振興基本条例の制定に向けて、共通認識を皆さんと持って

まいりたいと思います。また、当面の審議会の進め方についても、ここで確認をしておき

たいと思います。 

 それでは、本日の配付資料についてのご説明を、事務局からお願いをしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター次長 はい。それでは、資料4-1につきまして、パワーポイントで説

明したいと思いますが、その前に資料3をごらんください。 

 諮問文でございまして、これは、本来ですと、田中区長から、ただいま会長に選任さ

れました松島会長にこの諮問文をお渡しするところでございますが、時間の関係もござい

ましたので、写しを皆様方のお手元に配付させていただいております。 

 この審議会で何を議論していただくかということが、ここに書いてございます。本文

を読ませていただきます。 

 「杉並区産業振興審議会条例（平成24年杉並区条例第16号）第2条の規定に基づき、杉

並区産業振興計画の改定及び（仮称）中小企業振興基本条例の制定に関し必要な事項を調

査審議し、答申するよう諮問します。」ということで、皆様方にこの諮問に基づいてご議
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論いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料4-1をごらんください。 

 「杉並区産業振興計画の改定に向けて」という表題でございまして、副題として、

「杉並区の産業の現状と課題」となってございます。 

 先ほど区長のあいさつの中で説明がございましたように、今年度から、新しい基本構

想（10年ビジョン）がスタートしてございます。この内容につきましては、お手元に冊子

を配付してございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。この基本構想（10年

ビジョン）には5つの目標が掲げられておりまして、その目標を実現するための道筋をつ

けるものとして、総合計画（10年プラン）がつくられ、また、さらに3年プログラムの実

行計画と、こういう3階層の計画体系になってございます。 

 今回というか、現在の産業振興計画、あるいは今回改定いたします産業振興計画の位

置づけでございますけども、その総合計画（10年プラン）の分野別の計画というふうに考

えてございます。 

 「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」と、そういうふうに位置づけて考えてございます。それから、

10年を展望して、平成25年、来年度から33年度までの9年間を計画期間としたいと。総合

計画の改定とあわせて、評価・見直しを行う予定でございます。 

 ここで、なぜ9年間かといいますと、この総合計画が、今年度、平成24年度から33年度

までの10年間と、そういうスパン、計画期間でございまして、産業振興計画につきまして

は、この審議会でご議論いただいて、ご答申をいただいた後、計画を策定し、25年度スタ

ートということで、総合計画の10年よりも1年スタートがおくれますので、9年というふう

に考えてございます。ただ、総合計画も数年ごとにローリングといいますか見直しを行い

ますので、それにあわせて、この産業振興計画も評価・見直しを行っていきたいというふ

うに考えてございます。 

 3ページでございますけども、杉並区の産業として、事業所数と従業者数の推移、これ

を、平成8年、13年、18年、それから平成21年と、この間で数字をとってございます。一

番下にあります「資料：事業所・企業統計」でございますけど、これは東京都総務局統計

部の調査でして、8年と13年と18年、ここが東京都の調査でございます。それから、平成 

21年、ここは総務省と経済産業省が調査をした、一番右下にあります「21年経済センサ

ス」、ここの数字をとってございます。8年、13年、18年、この間、従業者数も減ってお
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りますし、それから事業所数も減少傾向にあったと。21年の経済センサスでは若干ふえま

したけど、ほぼ横ばいということが言えるかなというふうに思ってございます。あと、経

済センサスは、産業分類が若干それまでの調査と違っておりますので、単純に比較できな

いところがあろうかなというところもございます。 

 次に、杉並区の産業分類別の事業所数割合でございます。これは全体の事業所数にお

ける割合でございまして、一番多いのが一番上の「卸売業、小売業」、これが23.5％を占

めていると。2番目が「宿泊業、飲食サービス業」、これが15.2％。それから「不動産業、

物品賃貸業」が13.9％。それから「医療、福祉」、これが8.7％。それから「生活関連サ

ービス業、娯楽業」、これが同じく8.7％と。それから「建設業」、これが6.6％と。以下、

記載のとおりとなってございます。 

 これは平成21年の経済センサスの単年度の数値でございますけども、過去の増減傾向

を、ちょっとここに記載がございませんけど、今ご説明させていただきますと、一番上の

「卸売業、小売業」、それから「宿泊業」、それから「飲食サービス業」、それから「建

設業」、これは減少傾向にございます。それから「医療、福祉」、それから「教育、学習

支援業」、それから「情報通信業」、こういった業態は増加傾向にあろうかと思います。 

 これは、杉並区の産業の経営課題ということで、昨年度、事業所実態調査というのを

行いまして、その中から明らかになってきた課題でございます。四つに分けてございまし

て、収支と市場と、それから人材と立地と。 

 まず、収支に関する主な課題でございますけども、受注量・取引量・売上高が減少し

ていると。これは数字の記載がございませんが、全体で48.3％の回答がございました。そ

れから「人件費の上昇」、これ、間違いがございますので、訂正をお願いします。「人件

費」の前に「総費用に占める」が入り、「総費用に占める人件費の割合の上昇」でござい

ます。これ、32％ほどございました。それから、運転資金の確保、これが31.6％でござい

ました。 

 次に、市場に関する主な課題でございますが、競争環境の激化、それから顧客の取引

先の変化への対応、それから高度化するニーズへの対応というようなものが課題として挙

げられてございます。競争激化のところですけれども、各商店の競合店はどこかという調

査も別にございまして、ここに記載はございませんけども、各商店の競合先は、スーパー

とかコンビニではなくて、一般の商店であるというふうに結果が出てございます。それは

また、次回か次々回に詳しく皆様にご説明したいと思います。 
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 それから、人材に関する主な課題でございますが、従業員の高齢化であるとか、特定

専門技術を有する人材の不足であるとか、それから従業員の確保、こういったところが人

材関係の課題だというふうに挙げられてございます。 

 それから、立地に関する主な課題でございますが、地価、地代、賃料が高いと。それ

から、事業所の新設・拡張・改築ができない。それから、駐車場の確保が難しいと。 

 すみません、ちょっと戻らせていただきますけども、先ほどの高度化するニーズへの

対応のところで、ニーズ把握方法はどういう方法をとっているかという調査に対して、各

商店のご回答は、長年の経験によって把握しているということが半分以上ございまして、

それもおもしろい数字になってございます。 

 それから、立地の問題ですけども、現在の場所で、こういう課題もございますけど、

現在の場所で続けて事業を行っていきたいという事業所が約7割おりまして、区内移転が

5.5％、区外移転は2％しか手が挙がってございません。ほとんどの企業が杉並区内で引き

続き事業を運営していきたいというふうに思っているようでございます。 

 杉並区の産業で、区民が望む杉並区の産業の姿という、これは区民意向調査、これも

同じ調査でございますけども、区民の方からアンケートを聴取した内容を集計したもので

ございます。 

 一番多いのが、「日常の生活を支える多様なサービス産業が充実している」、これが

72.9％。それから、二つ目と三つ目は農地活用に関するご指摘でございますけども、「区

内の農地が緑地として住環境に潤いを与えている」と。それから、「区内に農地が残され

新鮮な野菜が生産されている」と。農地関係のご希望が、39.8％と34.9％という高水準に

なってございます。それから四つ目が、「地域資源を活かした個性的な商店街がつくられ

ている」。それから五つ目が、「地域の文化的な魅力に惹かれて区外から多くの買い物客

や観光客が訪れている」。にぎわいのある商店街という意味だと思いますけれども。それ

から、「区内の事業所に多くの区民が働いている」と。区民の雇用が確保されているとい

うことかと思います。それから、「駅前に集客力のある大型商業施設が数多く立地してい

る」と。以下、その他、記載のとおりでございます。 

 この調査は、全体でまとめてございますけれども、地域別にどの地域が一番多いかと

いうのはまたばらけておりまして、それはまた、個別に皆さんにお示ししたいと思ってお

ります。 

 これは、商店街の、区の商業の市場規模ということで、売場面積と、それから折れ線
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が年間販売額になってございます。これは平成19年の経済産業省の商業統計から引用した

ものでございますが、11年、14年、16年、19年と。売場面積はほぼ横ばい、それから年間

販売額も若干落ちておりますけども、11年と19年と比較すると1割減少しておりますけど

も、そんなに大きくへこんでいるわけではなさそうだということがわかろうかと思います。

もっと直近の数字の方が、例えばリーマンショックであるとか、あるいは震災の影響であ

るとかによっては、この年間販売額がもっと落ち込んでいるかもしれませんけれども、そ

こまではちょっと、数字は出ておりませんので、今現在はこれで見てとるしかないかなと

いうふうに思っております。 

 次に、商店街の業態別の店舗数の割合でございまして、「住関連専門店」が一番多く

て、37.4％。住関連は何かといいますと、電気器具であったり、嗜好品であったり、日用

雑貨であったり、あるいは自動車、自転車、そういったものすべて含まれてございます。

それから「中心店」、これが18.8％。中心店の意味は、例えば「衣料品専門店」という場

合は、衣料を90％以上売っているお店を専門店と言い、50％以上90％未満売っているお店

を「中心店」と言うようでございます。それから、「食料品専門店」、「衣料品専門店」、

これが専門店ですね。この専門店は、食料品を90％以上売っているお店が17.5％あると。

それから、衣料品専門店は、衣料品を90％以上売っている、そういう専門のお店が11.3％

あると。それから、その他のスーパー、コンビニ、それから専門スーパー、ドラッグスト

ア、総合スーパーと、こういうようになってございまして、基本構想でもうたっておりま

すけれども、杉並区は住宅地でございまして、住関連の専門店が非常に多いということが

言えようかと思います。 

 次に、買い物に利用する店、よく利用するお店はどこかと、そういう質問でございま

す。これも区民意向調査の結果をまとめたものでございまして、「自宅周辺の一般商店」

なのか、「自宅周辺のスーパー」なのか、「自宅周辺以外の区内のスーパー」なのか、

「自宅周辺のコンビニエンスストア」なのか、「区内の駅周辺の大型商業施設」なのか、

「幹線道路沿道の大型商業施設」なのか、この6項目で質問しましたところ、二つ目の

「自宅周辺のスーパー」が、「よく利用する」のは74.1％、それから「ときどき利用す

る」が14.7％ということで、9割に近い方が自宅周辺のスーパーを利用されていると。そ

の理由は、ちょっとこちらに記載はございませんけども、「家から近い」であるとか、そ

れから「1カ所で買い物が済ませられる」と、そういう理由になってございます。それか

ら、二つ目に多いところが「自宅周辺のコンビニエンスストア」ですね。これが、「よく
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利用する」が26.3％、それから「ときどき利用する」が35.2％で、あわせて61.5％と。こ

れはなぜ「自宅周辺のコンビニエンスストア」を利用されるのかという、その理由ですが、

やはり同じように、「家から近い」、それから「営業時間が長い」、それから「欲しいも

のがある」と、そういうような回答になってございます。「自宅周辺の一般商店」につき

ましては、「よく利用する」が14.3％、「ときどき利用する」が23.9％で、あわせて

38.2％。4割に満たない方が「自宅周辺の一般商店」を利用されていると。その理由は、

「家から近い」というのが一番の理由ですね。商店街の活性化というのは、非常に長い間、

これからも大きな課題でございまして、ここがなぜ低いかというところを、次回以降、皆

様方にご議論いただきたいというふうに思っております。 

 続きまして、商店街の活性化に必要な取組みとして、商店側のご意見と区民の方のご

意見、これを比較したものでございます。 

 「空き店舗の解消」が、商店側のご意見としては1番。それから、区民のご意見も2番

ということで、近似していると。それから、「不足している業種を補う」、これも商店側

のご意見が2番で、区民のご意見が1番ということで、これも近似している。つまり区民側

のニーズを商店側がどの程度キャッチするかと、そういう比較ができるかと思います。

「駐車・駐輪場の拡張・整備」、これが商店側が4位で、区民側が3位ということで、これ

も大体合致していると。ただ、「イベント等の活動の活性化」について、商店側は、これ

は3位ですけど、区民の方からは6位ということで、それほどイベントに目を向けていない

ということがわかろうかと思います。 

 ちなみに、ここには書いてございませんけど、ポイント事業につきまして、区民は上

位に挙げていまして、商店の方は非常に下位にあったと、そういうような事例もございま

す。7位の開きがポイント事業の場合にはございました。 

 次に、農業に行きたいと思います。 

 農地面積の推移でございますけども、ブルーのところが「生産緑地」、それから黄色

のところが「宅地化農地」でございます。生産緑地は、皆さんご存じかもしれませんけど

も、都市計画決定されますと30年間は営農が義務づけられるということで、非常に厳しい

仕組みになってございまして、平成4年に施行されて、区としては平成5年から、生産緑地

なのか宅地化農地なのかということを、各農家の方が選択をされております。生産緑地の

場合は、その法的な制度がございまして、減少幅が少ないと。逆に、宅地化農地の方は、

これは、農地であるけども税金の軽減もございませんし、いつでも宅地化していいと、そ
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ういう農地でございまして、いつでも宅地化していいという、そういう緩い中で、これが

どんどんどんどん減っていくという傾向でございます。全国的に都市型農業の農地面積は、

こういうふうに、生産緑地それから宅地化農地、全部、右肩下がりでございます。 

 次に、杉並区の主な農産物と収穫量でございまして、トマトが151トン、なすが115ト

ン、きゅうり、だいこん、じゃがいも。杉並区の主な農業の特徴は少量多品種というふう

に言われておりまして、一農家の耕地面積がそれほど広くございませんので、狭い農地を

使って、農家の方が皆さん工夫をされながら、いろんな品目の野菜、主に野菜が多いです

けども、あと、右側が、これ、果樹ですね、こういったものを生産されていらっしゃると

いうことでございます。 

 次に、農業の担い手が、これ、数と、内訳として、販売農家と自給的農家と。販売農

家はさらに専業と兼業と分かれてございまして、その定義は――次のページをお願いしま

す。販売農家は、「家族経営体のうち経営耕地面積が30ａ以上または調査期日前1年間に

おける農産物販売価格が50万円以上の農家」であって、自給的農家は、耕地面積が30ａ未

満でかつ農産物の販売金額が50万未満の農家であると、こういう定義がされております。

それから、専業農家は、「世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家」だと。それから、

兼業農家は、「世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家」であると。そういう定義の

もとで出した数字が前ページでございますけども、全体で119のうち、販売農家が67、そ

れから自給的農家が52と。販売農家のうち、専業農家が18、兼業農家が49でございます。

この専業と兼業の内訳で、後継者があるのか、ないのかという内訳ですけども、同居の後

継者がある農家の方が42、別世帯に後継者がある方が8と、それから後継者のない方が17

ということですので、いずれ何年かたつと、この17が農家でなくなっていくと、農地がま

た減っていくということが推測できようかと思います。 

 次に、観光関係に行きたいと思います。 

 都内観光客の現状でございますけども、平成22年の「東京都観光客数等実態調査」の

引用でございますが、東京都を訪れた国内旅行者は約4.6億人、外国人旅行者は594万人で

すね。観光が及ぼす経済効果につきましては、旅行者が都内で消費した金額は約4.5兆円、

生産波及効果は9.8兆円、雇用効果は52万人というふうに、この調査結果が出てございま

す。 

 旅行者の行動特性も分析してございまして、「最も満足した街」はというところで、

新宿、銀座、浅草と。それから、「訪問目的」は買い物、それから飲食、それから散策と。
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「繁華街やその周辺で訪れた場所」は、飲食店、百貨店、観光スポットと。こういう旅行

者の行動特性が出ておりまして、杉並区でこれから観光施策を進めていく上で、杉並区は

住宅都市ですので、新宿とか銀座という商業都市とは違いますし、浅草とも違いますので、

旅行目的の買い物、飲食、散策、あるいは訪れた場所が飲食店、百貨店、観光スポット、

こういうところを意識しながら観光施策を進めていく必要があるんではないかという資料

です。 

 観光につきましては、中野区の駅前が、今、再開発されておりまして、地元の方々が

中野区の観光協会を設立されております。中野区、杉並区、武蔵野市を含めた、「（仮

称）オレンジライン同盟」と勝手に今考えておりますけれども、中央線の電車の色がオレ

ンジですので、同じ地域特性を持つ3区市が共同して地域連携のイベントを行ったらどう

かというのを、今、いろいろ考えているところでございます。 

 その趣旨は、地域文化が多様な発展をしながらも、同一文化圏である中央線沿線の地

域間交流を活性化して、回遊性を高めて、より円滑な地域コミュニティの結束を深めてい

くと。それから、地域の枠組み、つまり、区、基礎的自治体の枠組みを外した相乗効果の

ある交流を目指して、お互いを尊重し、協力できる関係を築くことを目的とする。こうい

う趣旨、目的を持って、中野区さんの観光協会設立にあわせて、中野、杉並、武蔵野で手

をあわせて、「（仮称）オレンジライン同盟」というのをつくっていったらどうかという

ような考え方もあるという資料でございます。 

 次に、この10年間、杉並区ではアニメ施策に力を入れてございまして、杉並をアニメ

ーションのメッカにしていきたいという、10年前の当初の目標がございました。それから、

企業と人材のネットワークをつくると、これを二つ目の目標としてございました。 

 主な施策といたしましては三つございまして、アニメーション・フェスティバルを開

催してきたと。それから、匠塾を開催してきたと。それから、アニメーションミュージア

ムは今ございますけども、開館していると。アニメーション・フェスティバルにつきまし

ては、子ども・家族向けにアニメイベントを開催してございます。ワークショップである

とか、アニソンライブであるとか、キャラクターショーであるとかスタンプラリーと。そ

れから、アニメ匠塾につきましては、区内のアニメ会社さんで立ち上げましたアニメ振興

協議会に委託をして、区内アニメスタジオで6カ月のインターンシップを行い、動画技術

習得と修了後の就職を区が支援してきたということでございます。それから、アニメーシ

ョンミュージアムにつきましては、アニメ制作の体験であるとか、常設展・企画展を通じ
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て、来館者がアニメの世界を楽しめる事業を展開しているところでございます。 

 今後のアニメ施策につきましては、平成22年度外部評価委員会――これは杉並版事業

仕分けと申しておりますけれども――の評価結果を踏まえて、区の対処方針を定めてござ

います。 

 その杉並版事業仕分けの評価結果でございますが、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ないと。効果に疑問

がある中で事業を継続する意義は乏しいと、非常に厳しいご意見をいただいております。

ちなみに、区内にアニメ産業の関連事業者が多いということですけども、約10年前が制作

会社が70でございまして、今現在もおおむね同数でございます。 

 このいろんな評価を受けましたので、区の対処方針といたしましては、「アニメを活

用した商店街振興等地域の活性化策としての観点で事業を抜本的に見直し・再編する」と

いうことを方針として考えてございまして、匠塾は22年度をもって廃止いたしました。そ

れから、アニメーション・フェスティバルは23年度は休止をいたしまして、地域活性化策

として事業見直しを検討しているところでございます。それから、アニメーションミュー

ジアムは、今後のあり方を検討ということで、ミュージアムが入っております杉並会館も

非常に老朽化しておりますので、それも含めて、今後のあり方を検討しているところでご

ざいます。 

 以上、お手元の資料をパワーポイントで説明させていただきました。 

 では、会長、お願いします。以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

○産業振興センター次長 会長、すみません。産業振興センター所長が今お見えになりま

したので、自己紹介をさせていただきたいと思います。 

○会長 はい。では、よろしくお願いいたします。 

○産業振興センター所長 産業振興センター所長の佐藤と申します。大変おくれて、申し

わけありませんでした。 

 実は、このたび、農業の関係で、手弁当で、今後の農業の事柄をいろいろ議論していこ

うという会が設置されまして、その第1回目ということで、すこしだけおくれました。申

しわけありませんでした。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した。 

 それでは、大変包括的に、杉並区の産業がどういう状況にあるかということがご説明さ
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れたわけでございますけれども、これから、産業振興計画、また中小企業振興基本条例を

つくっていくに当たりまして、今の現状を踏まえて、どういうふうに皆さんがお感じにな

られたか、ご感想あるいはご質問がございましたら、ここで一応皆様からいただきたいと

思います。ぜひ、これから、この審議会の運営に関しましては、極力、お越しいただいた

委員の方には必ず1回は発言していただくという形でやっていきたいと思っておりますの

で、何でも結構でございます、なるほどこういうことがわかったでも結構ですし、こんな

問題があるなということがわかったということでも結構だと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

○委員 すみません、単純な質問なんですけれども、1番目の杉並区の産業の表ですが、

事業所数及び従業者数ということで非常に重要な表だと思いますが、この21年度が、先ほ

ど次長おっしゃられたように、ここだけが使った資料が違って、1割、10年で11％ぐらい

減っているという、トレンドが下げどまったような表になっておりますけれども、今まで

使っていた「事業所・企業統計」という、同じデータがこの後に出てくるということはあ

るんでしょうか。というのは、下げどまっているのか、やっぱりもう、下げのトレンドが

とまっていないのかというのは、非常に、ある種、重要なポイントだと思うので、お伺い

しておりますが。 

○会長 どうぞ。 

○産業振興センター次長 8年から18年までの調査は東京都総務局統計部がやっておりま

したが、国が全国、これまでの業態の考え方をベースに21年に始めました。東京都の方で

は、もう国がやるものならば多分やらないと思いますけども、ただ確認はとってございま

せんので、ちょっと今、断定的には申し上げられません。 

○会長 はい。 

 では、所長。 

○産業振興センター所長 「経済センサス」については、これまでのやり方と、平成21年

から、変えるということになりましたので、今後の統計の関係については、この「経済セ

ンサス」が軸になるというふうに考えています。そういう意味では、これまでのものと、

若干考え方も、分類の仕方とかそういったことも少し変わってくるかなと、そのように思

っています。今後は、基本は「経済センサス」で行くんだろうというふうに思っています。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 接続はしていないんですか。接続係数は、よく統計を変えるときにはやりますけ
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れども。23年のデータで、考え方で、前を1回か2回、接続するということはされていない

のですか。 

○産業振興センター所長 21年のときに、大枠のところで、なるべく一緒になるような動

きをしましょうよということでこれをつくりまして、その後に、また「経済センサス」で

もっと細かな調査をやっておりますので、多分、今後のデータとすれば、そちらの方が軸

になってくるかなというふうに思います。 

○会長 はい。わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 資料№5の杉並区の産業ですけれども、杉並区の産業に関する区民意向調査とい

うことですが、これはどの項目もそれぞれ意味があると思うんですけども、この数値は、

区民がこの中から幾つか選択するというような形の調査方法でしょうか。 

○産業振興センター次長 複数回答の結果でございます。 

○会長 よろしゅうございますか。意識調査ですから、そういう形で回答されているんだ

と思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 商店街のデータが大変いっぱい出てきていたと思いますが、何かご感想等ございますで

しょうか。 

○委員 いろいろ、商店街に対して、今まで杉並区は優良な住宅地だというようなことで

ＰＲをずっと続けてまいりました。それで、その後に続く言葉がなかなかうまく出てこな

かったと。私は、優良な住宅地を支えるのは商店街だということを、もう一言、2行目に

それをつけ加えてほしいなと、常々そういうふうに考えている一人でございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。恐らく今のご発言は、基本構想の中で、10年後に

どういう区を目指すかというビジョンが描かれているわけですが、そういうビジョンの実

現に商店街も十分寄与していけると。どういうふうにしたら、さらによりよく寄与できる

かということをこれから議論していきたいと思いますが、よろしく、またご発言をお願い

いたします。 

 ほかにいかがでございますか。 

○委員 あと一つ、商店街に関しての活性化に必要な取り組みとして、商店の意見という

ことで、商店会の意見として、商店会への未加入問題というのがすごく大きな問題なんで

すね。これをなくして、商店街の活性化は、もうあり得ないと思います。そういう点を、
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これから先、議論をよろしくお願いしたいと思います。 

○会長 はい、わかりました。商店街の活性化は、恐らく産業振興計画の中の非常に大き

な柱になると思いますが、その中でも、今の、その地域に店舗を構えている事業所がそう

いう組織に入っていない、そういう未加入問題をどうするかということも議論していきた

いと思います。 

 ほかにいかがでございますでしょうか。 

 これ、商業とともに、非常に杉並区で特色があるのは、アニメの産業だと思います。今

のご説明の中にも出てまいりましたけれども、委員、何かございますでしょうか。 

○委員 「今後のアニメ施策」のところに書いてあるのですが、22年度の事業仕分けの評

価の中で、区の中にアニメ産業の集積、アニメの制作会社が、日本を代表して、練馬区と

1、2を争うぐらい多いというのが事実だが、産業の育成・支援策を今後行う事業会社が多

いというだけでは根拠にならない、今後はアニメを活用した商店街振興等の活用策として

の視点で事業を見直すべきだとあります。これも正しい意見だと思いますし、もちろん

我々の業界も、アニメを使っていただいて商店街が活性化することは大変望ましいと思い

ます。ただ、商店街の方々が、逆にアニメに対して、活用したら活性化するのだろうかと

思っていらっしゃるのか、このアンケートのそういう調査結果というのを伺ったことがな

いものですから、もしあるのであれば伺っておきたいです。ないのだったらそういう調査

も今後必要なのではないかというふうに思っています。 

○会長 はい。ありがとうございます。恐らくこの審議会の中で議論をしていく一つの方

向としては、区の中にあるいろいろな産業が、お互いにどういうようなかかわりを持って

発展をしていくのか。今、委員のご発言は、商業の活性化、商店街の活性化とアニメとい

うのはどういうふうにリンクするのか、どういうふうにすればリンク、関係づけられて、

片一方が片一方を引っ張るという形になっていくのかと、こういうこともぜひ議論してい

きたいということだろうと思いますが、ぜひ、また、これからの議論の中で、委員の方か

らもご意見をいただいてまいりたいと思います。きょうは、いろいろ、こんな問題意識で

議論していこうと、こういう頭出しをしていきたいと思います。 

 ほかに、どなたからでもご意見ございましたら。いかがでございますでしょうか。 

 産業同士のかかわりという点からすると、きょうのプレゼンテーションの資料の中にも

出てまいりましたけれども、農業というのは大変重要な要素ではないかと思います。住宅

地としての杉並区の中で、緑地というのは大変重要な問題だと思います。緑地のある部分
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を農業が占めることになると思うんですが、農業関係の委員の方から少しご意見をいただ

きたいと思いますが、いかがでございますでしょうか。 

 委員、いかがでしょうか。 

○委員 いわゆる農地をいかに保全をするかということが、今すごく難しくなってきてい

ます。実は、皆さんもご存じのとおり、相続税というのは物すごく率が高くなっておりま

すし、1回相続があると、例えば1ヘクタールあったら、まず半分は税金として処分しない

と払えないというふうなことが現状でございます。だから、農業を今やっている方は、割

合年配の方が多いので、これから先10年たったときにどの程度農地が残っていくのかは、

すごく大きな問題だと思います。農業関係の方や、農業委員会や、農協さんが、それをど

ういうふうに解決していくかというので、今、農家をやっている若い方たちに最大限の支

援をしていくというのが一番大きな課題だろうと思います。 

 杉並区の方も、そういう意味で、若手のグループを支援していくという方向で今動き始

めておるようですので、これから、その辺のところも、皆さんにご検討いただいたらと思

っております。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 それから、農業関係という意味では、委員、何かご意見ございますでしょうか。ご感想

も含めて。 

○委員 ＪＡ東京中央は、世田谷、大田、杉並が合併していますが、世田谷区の一例を見

ますと、助成金がすごく農業関係には多いのですね。面積も、確かに世田谷区は110ヘク

タールですが。杉並区は55ヘクタールぐらいですか。というような数字が出ているのです

けれども、世田谷区の場合、110ヘクタールに対して1億ぐらいの助成金が出ているんです

ね。その割合からいくと、杉並区の場合はちょっと少ないのではないかなと、こう思うん

ですけれども。これは、行政の方のお力添えとともに、今、農地を守ろうということで、

世田谷区、杉並区、ＪＡでやっている最中なので、これから、そういうことも考えていた

だけるんじゃないかと思います。そんなことが今の現状でございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。農業に関連する産業としては、恐らく商業という

か、つくったものをどういうふうに消費者のもとへ届けるかと。そういう工夫がほかの区

の産業振興行政の中でも考えられているようでございますので、我々もそういったことも

少し横目で見ながら、そういう都市型の農業と流通の問題も考えていきたいと、こういう

ふうに思います。 
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 ほかにいかがでございましょうか。まだご発言いただいていない委員に少しずつご感想

を伺っていきたいと思いますが。 

○委員 私どもの団体のもとは製造業です。これで見ますと製造業のパーセンテージは

3％しかないということでございますけども、今までの経緯からいたしますと、製造業と

いうのは、どちらかというと、こういう杉並の環境に合わないというか、騒音の問題とか

いろいろあって、今から20年、30年前に、追い出されるような形で来たわけです。それで、

私どもの会社も、30年前にほかに移転しましたけども、本社が杉並に残っているという会

社もございます。商店、農業、先ほどのアニメなど、そういうものは非常に杉並区に密着

している業種ですが、私どもの製造業というのは、お客さんが杉並にあるわけではなく、

全国並びに海外の方にあります。私がいつも聞きたいのは、製造業を杉並区はどういうふ

うに考えているのかということです。今の状況でいくと、衰退していくのは明らかですね。

どんどん出てくれという感じです。うるさいとか汚いとかが問題になる製造業もあります

から、そういうことをどういうふうに考えていらっしゃるのか、その辺をいつも聞いてい

るのですけど、なかなか適切な回答がない。実態調査を見れば、我々の団体の中に、実際

に製造している会社が幾つあって、それがどういうことをやっていて、それがどのくらい

の売り上げがあって杉並区に貢献しているかがわかります。当然、本社があれば、そこに

税金が入るわけですから。ですから、そういう面では、製造業もないがしろにはできない

のではないかと思うのですが。その辺が、地域に密着していないものですから、理解され

ていないと感じます。ですから、その辺、もう少し考えていただきたいなと私は思います。 

○会長 はい。ありがとうございます。恐らく、都市の産業というものを考えたときに、

その業種の多様性、いろんな業種がその中にあって、その都市の中の活気というのでしょ

うかね、それをつくり出しているということですから、製造業も含めて、これから少し考

えていきたいと思います。 

 何かございますでしょうか。 

○委員 我々、建築、建設産業に従事する団体です。今、一番の重要課題は、後継者が育

つだけの賃金の要求です。一般労働組合としては、おのおの訴えてはいます。また、現在

直面している問題として、このままの状態で、第二、第三の東日本大震災みたいなのが来

たらどうするのかと。まず、復興にならないだろうと、それを懸念するところであります。

生き残り地図ということで、東大のある先生が描いた地図に、今現在、区役所がある地域、

及び西荻南地域等が最大危険ということになっています。我々は地域に根差す職人ですの
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で、即、その地域の復興にかかわれる状況にあります。ところが、職人が高齢になってき

ていますので、これは頭の痛いところではあります。 

 東日本大震災の復興時、地域の建設労働者が道をつくって、自衛隊等を招き入れたとい

う事実があります。我々は、要するに予備軍みたいな感じになってはいるのでないかと思

います。耐震関係の仕事はかなりの額になります。一定の補助を出していただいて、その

補助の中で生き残り空間、生存空間をつくれば、それだけ人的被害もなくなりますし、

我々の建築産業も幾らか潤い、結果的に地域活性化が図れるのではないかと思っています。 

 ある程度、数とかデータで出されてはいるのですが、中にはもう、もうかっていない、

あっぷあっぷで、どうしようもないというところもあります。それは税金面とかいろいろ

で、優遇できないものでしょうか。それによって、あしたやめてもいいような企業及び商

店が、今後続けていこうとか、希望が持てると思うので。 

 以上です。そんな感想です。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 今、杉並区の基本構想を読んでいましたら、5つの目標の一番最初に、「災害に強く安

全・安心に暮らせるまち」というのが出てきていますが、そういう目標と、今、委員がお

っしゃられたような産業の振興というのをどういうふうに考えていくかということが、大

変、これからの議論の中でも、我々が頭に入れて議論すべきだろう、すべき項目ではない

かと思います。 

 質問については、また、この議論の中で、こういうふうに政策をやっていくべきだとい

うことが審議会としてまとまりましたら、またそういうふうに持っていきたいと思ってい

ます。 

 いかがでございますでしょう。 

○委員 すみません。この調査といいますか、産業振興計画ですか、これで調査された項

目が、どうも商店とか農業従事者とかというようなところが中心でございまして、住民の

意見というのはあんまりないように思うのですが。例えばどの世代の人たちが区内の商店

街でどんなものを買ったとか、そういうような、何か調査みたいなものは、するのが多分

難しいとは思いますけど、できないものでしょうか。それによって、例えばどんな商店が

必要かとかいうようなことがわかるような気がいたします。 

○会長 そうですね。ありがとうございました。これは、きょうの資料にはないわけです

けど、これからの議論を進めていく上では大事なことだろうと思いますので、審議のプロ
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セスでそういう資料をお出しいただくとか、あるいは、今後そういう、まだ資料がないと

いうのであれば調査をしていく、こういうことも考えていきたいと思います。 

○委員 ちょっとすみません。一つだけ忘れました。杉並区の年齢構成がよくわからない

のですけど、多分年寄りが非常に多くなっているだろうと思いますので、そういう点も、

今までとは違ったようなことを考えていかなければいけないのではないかと思いますが。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 じゃあ、次長の方から。 

○産業振興センター次長 すみません。年齢構成でございますが、この杉並区基本構想

（10年ビジョン）の5ページに、0歳から14歳と15歳から65歳と65歳以上ということで、大

きく、平成12年と平成23年の比較で載ってございます。65歳以上が何％かというのは、一

番大きな部分ではないですが、大体20％弱ぐらいですかね。これは大ざっぱな数字でござ

いますので、また細かい数字は、何％なのか、それはまた後日お示ししたいと思います。 

○会長 そうですね。ありがとうございます。 

 今、委員にご指摘いただいたことは、これから商店街の活性化とか、いろいろな産業の

振興を考えていく上で大変重要なデータだと思いますので、恐らく自然増と社会増と、そ

ういうものを少し区別しながら、どういう地域の特性があるのかということも明らかにし

ながら、議論を進めていきたいと思います。 

 何か。どうぞ。 

○委員 商店街の活性化ということは、地域の人の顔が見えることで、本当に、住民とし

て、安全なまちをつくっていくために大切なことだと思っています。それと、やはり本当

に住民として住みよいまちにしていくために、ぜひとも本当に農地は維持していきたいと

いうことを強く思っていますが、きょうのこの資料を見たところでは、両方とも、現実に

していくには難しいことだということがわかりました。例えば住民の意識にしましても、

近くのスーパーに便利さを求めて行ってしまうというようなところが見えていますし。本

当に私の思っているようなまちづくりというのは現状で難しいということが、この資料か

らも感じましたが、そこを何とか打開するようなことも、ここで話し合えたらいいなと思

っております。 

○会長 はい。恐らく、今、おっしゃられたことを少し政策で考えていこうとしたら、そ

の都市農業の産物をどういうふうに流通に乗せるか、どういうショートカットをつくるか

と、そういう問題と絡むと思うんですね。恐らく、やはりまた、商店街の問題とも絡むと
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思いますので、これからの議論の中で、少し産業振興の関係をつけながら議論をしていき

たいと思います。 

 いかがでしょうか。 

○委員 昔、私の住まいの周りには、日産、昔の富士精密、中島飛行機という工場地帯と、

商店街がありましたが、今はほとんど商店街がなくなってしまった。工場がある、人が出

入りするから物が売れる。要は、人が集まらなければ物は売れないわけですよね。その辺

のところを考えなければいけない。ですから、あと、工場、要は製造業がなくなれば――

極端な話ですよ、売る物がなくなるじゃないですか。商売も成り立たないのじゃないか。

結論的なことを言いますとね。つくるものがあるから売る。商店街も繁盛する。 

先ほど聞いていたら、農地が、だんだん若い人がやらなくなると。では、どこかの工場

を誘致するとか、そういうふうなことをやっていけばまた違うのかなと、そんなふうに考

えました。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 都市型の農業という話を先ほど申し上げましたけど、都市型の製造業ということで少し

考えてみるというのも大事かなという気がします。もちろん、公害に対する規制も厳しい

し、すべての製造業が都市で成り立つかどうかというと、また疑問なのですけど、都市に

あることによって意味がある製造業、あるいはほかの産業と結びつく可能性がある製造業

ということも十分あるわけで、そういう実態を見ながら、都市型の製造業をどう振興して

いくかということも考えてみたいと思います。 

 では、委員、ございますでしょうか。 

○委員 今、製造業のお話がありましたけれども、私の場合は労働組合の役員であります

が、母体企業は製造業です。当初、私が会社に入った30年ぐらい前から見ますと、従業員

数はもう、10分の1になっている。現在、久我山のところでは、工場はありますけれども、

物をつくっていないのが現実です。サービス、販売、それと、大きな部分が開発でござい

ます。物につきましては、福島ですとかマレーシアの工場でつくっているというのが現状

でありますから、そういった面ではなかなか経済的な貢献がし切れていないのかなという

ふうに思います。 

 労働組合の立場からしますと、やはりこの地元の産業あるいは中小企業を活性化するこ

とによって雇用を吸収していただきたいと思いますし、特に今問題になっているのは、若

年者の失業率が高いという点であります。そういった若年層の雇用を吸収できるような産
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業の活性化が図れたらいいのかなというふうに思っています。 

 そして、最後に、杉並区の商店街のデータがありましたけれども、まだまだ割合として

は少ないですが、今、インターネットを初めとするウェブでの購買行動がひそかにふえて

いるんじゃないかなというふうに思います。これから高齢化が進んでいきますと、物を買

いに行くんではなくて、物を届けに行くというような商取引も発生するんではないかなと

いうふうに思います。ですから、逆に、そういうウェブを利用した取り組みもあわせてや

っていくことによって、魅力的な杉並区ができるのではないかと思います。 

○会長 はい。ありがとうございます。幾つか、大変重要な指摘をしていただいたと思い

ます。 

 一つは、製造業ということを考えるときに、産業全体というだけじゃなくて、その中の

機能、開発機能と生産機能、これを分けて議論した方がいいのではないか。つまり、都市

型の製造業の内容というのは、実は開発機能に重要性があるかもしれないという議論、こ

れは大変重要な指摘だと思います。 

 それからあと、もう一つは若年層の雇用の問題。これは産業振興と絡めて議論していこ

うと、こういうご提案だったと思います。それから、商店街、物の問題を考えるときにも、

そういうネットの問題というのでしょうかね、通信をどう使うかということも、商店街の

活性化を考えるときに考えた方がいいと、こういうご指摘ではなかったかと思います。 

 では、委員、お願いいたします。 

○委員 私は、やはり、今いろいろな意見が出たように、生活ということですと商店街と

いうのがすぐ来ますが、やはり農業、製造業を含めて、もう一度バランスを考えながら、

身近な件では、商店街にとってはスーパーとの共存、広い面では、観光客が新宿、銀座、

浅草と、そういうメジャーなところに流れていくということですから、いかに杉並のよさ

を、商店街のみならず、製造業も含めて、区内、区外にＰＲすることが、重要なポイント

になるんじゃないかと思いました。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございます。これまた、大変重要な指摘だと思うんです。 

 商業といっても、東京にある商業はみんな都市型商業なわけですけど、浅草や銀座や新

宿とは違う商業、都市型の商業が杉並では考えられていいんではないか。一口に商店街と

いっても、多様であると。その多様性を踏まえた活性化を議論しようではないかと、こう

いうご提案だったと思いますし、また、多様な産業が杉並にはあるわけですけど、そのバ
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ランスを考えながら全体を議論していこうと、こういうご提案と受けとめました。 

 きょうお越しになった委員は、あと、副会長を除いて、皆さんお話しいただいたと思う

んですが、これから副会長に少しまとめてお話をいただきたいと思いますが、次回以降の

やり方も大体こういう形で、皆さんのご意見を承りながら議論していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 じゃあ、今までの議論を少し総括して。 

○副会長 ちょっと、大変難しいテーマですけども一言コメントさせて頂きます。私、こ

の「広報すぎなみ」をいただいて読んでいましたら、きょう田中区長がいらっしゃってい

ましたけども、杉並区基本構想（10年ビジョン）というところで、杉並区は徹底して住民

の声を聞いており、5,000人、6,000人の方のアンケート結果があるという興味深い記事が

ありました。若い世代からは駅前のにぎわいや交通の利便性に改善を求める声が大変多か

ったということですが、それというのは、ひいて言えば、魅力的でにぎわいのある多心型

のまちづくりという、この杉並区の政策課題に行き着くと思います。先ほどどなたかが東

日本大震災のことでおっしゃいましたけど、やはり杉並区というのはいい政策にたくさん

取り組んでいらっしゃいまして、燃えにくいまちづくりを目指し、住宅の不燃化対策とい

うことが区の全域にわたるような先進的な施策を行っているということです。隣の中野区

や北区とか墨田区とか荒川区でも助成制度を設けているようなんですけども、中野区など

は木造密集地域などの危険地域に限定しており、一方、杉並区では区全域での不燃化対策

をやっているということです。この審議会では、産業を振興するということを議論します

けど、広く、このテーマというのはまちづくりとか、都市政策ということと関係してくる、

大きな、深遠な課題ではないかなと感じております。 

 それで、きょうの資料の中でもありましたけども、産業振興の基盤整備として、防犯カ

メラとかＬＥＤライト等の環境整備の助成などで、地域のにぎわいをもたらす商店街づく

りを進めるということで、杉並区も力を入れているようですが、やはり産業の振興という

ことは、こういう都市基盤整備ということとか駅前の活性化ということも広くかかわりま

すので、そういうことをこの審議会で、皆さんと活発な議論ができればと思っております。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 大体、ウォーミングアップとしては大変よかったのではないかなと思いますが。次回か

ら、ぜひ、また、皆さんのご意見をいただきながら、いろいろなテーマを取り上げて議論

していきたいと思いますが。 
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 最後の議事になりますが、これからの当面のこの審議会の進め方について、事務局の方

からお考えを、ちょっとお持ちでしたらご説明をいただきたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○産業振興センター次長 すみません。それでは、資料5をごらんください。Ａ4横のスケ

ジュール（想定）でございますけども、平成24年5月の「審議会」、これがきょう第1回で

すね。それから、右側に「部会」と書いてございますけども、これは、「個別テーマ」と

いうふうに読みかえていただきたいと思います。 

 「審議会」につきましては星印が、5月、9月、10月、12月となってございまして、10月

ぐらいを目途に答申をいただきたいというふうに考えてございます。個別テーマというこ

とで、商業あるいは中小企業、農業、きょうも出た観光、それからアニメを含めた新産業

とか、個別テーマごとに審議会を開いていきたいと。おおむね月1回ぐらいを想定してご

ざいまして、それで10月ぐらいに答申をいただければというふうに思っております。 

 右側の方に行きまして、事務局の方といたしましては、10月に答申をいただけましたら、

産業振興計画の改定、具体的な、少し詳細の計画づくりにいきたいと。その後、パブリッ

クコメントを行う前に、審議会、この場で、12月に、改定計画の案であるとか条例の案に

ついてご確認いただきたいというふうに思っております。 

 条例上は部会が設置できるという規定がございますけども、必要に応じて、ここで議論

していく中で、やはり非常に専門性も高かったり、もう少し少人数でやった方がいいとい

うような場合には、必要に応じて部会を皆様方にご提起させていただいて、ご承認が得ら

れれば部会を設置していきたいというふうに考えてございます。 

 この審議会の大きなスケジュールと進め方については、以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 きょう皆さんからご意見をいただきましたように、この産業振興計画の改定あるいは中

小企業振興基本条例の策定、今回、我々この審議会が区長から諮問をいただいた事項です

が、その問題というのは、さまざまなトピック、項目にかかわるわけですね。きょうの皆

さんのご意見の中でも、それがそのとおりだというふうに思うわけでありますが、それを

月一回の審議会で、項目を、今回は商店街をやろう、今回は都市農業をやろう、そういう

ふうな形で、項目を特定しながらこの場で議論していこうと、これが基本であると。もし

必要があれば部会をつくって、少人数でその検討をしていただいて、それをこの審議会で

報告をいただき、みんなで議論する。必要があればということでやっていきたいと思いま
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す。基本的には、すべての問題について、ぜひ皆さんのご意見をいただきたいというふう

に思います。と申しますのは、どの問題を考えるにしても、単独では考えられない。農業

の問題を考えるにしても商業の問題ともかかわりますし、製造業の活性化を考える上でも

まちづくりあるいは商業とも関係があるというのは、きょうの皆さんのご意見からも出た

ことであります。そういった皆さんのご意見をこの場でご披露いただきながら、区民とし

てこう思うんだよということを議論していただきながら、みんなでこの二つの諮問事項に

答えていくと。時間的なターゲットは、10月に答申をまとめるということですから、今5

月ですが、6月、7月、8月、9月、4回ぐらいは審議会が開けますので、後で事務局の方に、

その4回をどういうようなテーマで割り振るかということはちょっとご検討いただいて、

また、少し前倒しで皆さんにご連絡いただき、少しご準備をいただくと。また、集まって

議論すると、こういう形でやっていきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、私の方からの議論は以上でございます。また、事務局にお返しをいたします。 

○産業振興センター次長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、次回日程について、少し皆さんにお諮りしたいと思います。 

 この審議会を中心にご議論いただくということがございまして、6月に1回開きたいとい

うふうに考えてございます。6月は第2回区議会定例会もございまして、今、事務局で考え

てございますのは、6月5日火曜日か6月6日水曜日の午後2時から4時という2案ございます

けども、皆様のご都合はいかがでしょうか。 

○会長 6月6日でご都合が悪い方はいらっしゃいますか。 

（ 該当者挙手 ） 

○会長 では、6月5日でご都合が悪い方はいらっしゃいますか。 

（ 該当者挙手 ） 

○会長 では、6日の方が少なそうですね。では、6日ということでよろしゅうございます

でしょうか。できれば全員が集まれる日を設定したいと思いますが、また、ご都合が悪い

方もいらっしゃると思いますので、一応6月6日ということでよろしゅうございますか。で

は、そういうことにしたいと思います。 

 それで、テーマについては後ほど事務局の方から皆さんにご連絡をするという形にした

いと思います。時間は2時から4時まで。よろしゅうございますでしょうか。 
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（ 了承 ） 

○会長 では、以上で本日の審議会を閉会したいと思います。どうもありがとうございま

した。 


