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第１章

杉並区観光事業に関する基本的な考え方策定の背景

１ 区を取り巻く社会経済環境の変化
（１）区内事業所数と人口構造の変化
杉並区は、新宿から約 10 分と都心からのアクセスが良い立地にあり、緑豊かで閑静な住宅
街が広がっています。区内には、120 を超える商店街がありますが、そのうちの約７割が JR
中央線 4 駅周辺に集中しています。
杉並区人口ビジョン（平成 27 年 9 月）によると、杉並区の人口は、昭和 50 年（538,985
人）をピークに減少傾向にありましたが、平成 9 年（511,580 人）を底として増加に転じ、
ここ数年は増加傾向が強まっています（平成 29 年 2 月 1 日現在：559,221 人）。
このように、
「区人口」は過去 20 年間で約 10％増加していますが、一方で「事業所」は産
業構造の変化等により約 25％減少しています。
なお、将来推計においては、人口も減少傾向になるものと予測しています。

出典（事業所数）
（人口）

・平成 11 年～18 年「事業所・企業統計調査」
・平成 21 年～26 年「経済センサス」
・杉並区統計書「２－１ 世帯数及び人口の推移」
・町丁目別住民基本台帳登録集計表

（２）訪日外国人の状況
観光庁の調査によると、日本を訪
れる外国人の数は、大きく増加して
おり、平成 28 年（2016 年）の訪
日外国人は約 2404 万人（対前年
比約 122％）となっており、今後も
増加傾向にあると予想されていま
す。
また、訪日外国人による旅行消費
額も、約 3 兆 7000 億円と、3 年
間で 2.5 倍以上の増となっており、
今後も訪日外国人による消費は国
内経済にも大きく寄与するものと
考えられます。また、訪日外国人の
約６割が東京を訪れている状況に
あります。
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具体的統計はありませんが、杉並区内においても、外国人観光客が多く見られるようになり、杉並
アニメーションミュージアムでは、平成 23 年度以降、連年外国人観光客の来館が増加し、現在で
は年間来場者の約 1 割を外国人観光客が占めるようになっています。
２

「観光」に関する国、東京都の動向
現在、国は「観光」を成長戦略と地方創生の柱として、「観光立国」の実現を通じて我が国経
済社会の活性化や活力に満ちた地域社会実現等を目指しています。
平成２４年には、
「観光立国推進基本計画（平成 19 年策定）」を改定するとともに、平成 28
年 3 月には「明日の日本を支える観光ビジョン」をとりまとめ、観光先進国に向けた３つの視点
と１０の改革を掲げました。そして、2030 年における訪日外国人旅行者数を 6000 万人とす
るなど、５つの目標を設定しました。また、この観光ビジョンを強力に推進するために「観光ビ
ジョン実現プログラム 2016（観光ビジョンの実現に向けたアクションプログラム）」を策定
し、官民を挙げて取り組むこととしました。
一方、東京都では、国に先だって策定した「観光産業振興プラン」を平成 25 年に改定し、そ
の取組を進めてきました。更に、平成 29 年１月には「PRIME 観光都市・東京～東京都観光産
業振興実行プラン 2017～」を策定し、今後も観光施策の一層の推進を図ることとしています。

３ 杉並区の観光事業実施の経過と現状
（１）計画から見た杉並区の観光事業
杉並区では、平成 24 年 3 月に策定した杉並区基本構想の実現を図るため、杉並区総合計画（以
下「総合計画」という。
）及び杉並区実行計画（以下「実行計画」という。）を策定するとともに、
平成 25 年 4 月に杉並区産業振興計画（以下「産業振興計画」という。
）を策定し、「にぎわいと
商機」の創出を目指す様々な取組を進めてきました。
そして、区の魅力を発信し、その取組を一層推進するため、平成 27 年 1 月の実行計画改定に
おいて、「観光事業の推進」を計画化しました。
こうした中で、区では東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催決定を受け、こ
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れを好機と捉え、区の魅力を広く発信することとしました。国内外からの来街者増を見込むことで、
消費の増による区内経済と地域の活性化を図る観点から、実行計画改定や杉並区まち・ひと・しご
と創生総合戦略において、観光の取組を重点事項に掲げ、その取組を一層推進することとしました。
平成

国の動き

13 年

都の動き

区の動き

・観光産業振興プラン策

18 年 ・観光立国推進基本法制定

定

19 年 ・観光立国推進基本計画策定
24 年 ・観光立国推進基本計画改定

・基本構想、総合計画・実行計画策
定(※1)

25 年

・産業振興計画改定(※2)

27 年

・観光産業振興プラン改
定

・総合計画改定
・実行計画改定(※3)
・まち・ひと・しごと創生総合戦略
策定(※4)

28 年 ・明日の日本を支える観光ビジョン策定
・観光ビジョン実現プログラム 2016 策定
29 年

・PRIME 観光都市・東京

・実行計画改定

～東京都観光産業振興実
行プラン 2017～策定

※1

※2

※3
※4

杉並区基本構想・総合計画・実行計画（平成 24 年 4 月策定）
目標２：暮らしやすく快適で魅力あるまち⇒魅力的でにぎわいのある多心型まちづくりを進める
（地域の強みを活かして多様な魅力のあるまちの創造。まちの魅力や個性を区内外に発信）
産業振興計画（平成 25 年４月、29 年１月改定）
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（にぎわいと商機の創出）
⇒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
実行計画（平成 27 年 1 月改定）
目標２：暮らしやすく快適で魅力あるまち⇒「杉並らしさを活かした観光事業推進」の重点事業化
杉並区まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年 12 月策定）
基本目標２：来街者を増やし、まちのにぎわいを創出する⇒地域に根差した観光資源の魅力向上、
情報発信強化

（２）現在の区の主な取組
区はこれまでもハード・ソフトの両面から区の魅力を発信し、区への持続的な集客を図るた
め、さまざまな取組を推進してきました。

●中央線あるあるプロジェクトの推進
区内 JR 中央線４駅周辺で長年地域の生活
の中で培われてきた中央線文化を観光資源と
して集約し、効果的に PR を展開する。
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●すぎなみ学倶楽部の運営
区民ライターが、区民の目線から区の様々
な分野の魅力を掘り下げた記事を作成し、
HP で紹介する。

●杉並アニメーションミュージアムの運営
アニメ制作会社が国内で最も集積する地域特性
を活かし、訪日外国人旅行者にも人気のコンテン
ツである日本のアニメを総合的に紹介する観光施
設として杉並アニメーションミュージアムを運営
する。

●フィルムコミッション事業
区施設や区内の公園等、TV や映画のロケ地等を紹介することにより、区の知名度を高めると
共に、新たな観光資源として発信する。

●その他（観光情報発信事業、杉並体験ツアー事業、
すぎなみ観光大使事業等）
多様な媒体を活用した区の観光情報の発信事業、
区内のイベントや日本の文化を体験できる杉並体験
ツアー事業、かつての区民で、現在国外在住の方の
協力を得て、外国現地で杉並の観光情報を発信する、
すぎなみ観光大使事業等を推進する。

●観光まちづくりとの連携
観光まちづくり事業として、高円寺や荻窪の駅周辺に点在する
トランスボックスのラッピング事業等を新たな観光資源として、
区内外へ発信する。
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第２章

杉並区の取り組むべき「観光」

１

「杉並区観光事業に関する基本的な考え方」整理の目的
これまで区は、前述のとおり「にぎわいと商機」の創出を目指す様々な取組を進めてきました。
また、区の魅力を発信し、その取組を一層推進するため、観光事業に取り組んできました。
しかし、これまで取り組んできた観光事業の目的や事業全体の体系などが明示されてこなかっ
たことから、今後の取組を効率的・効果的に進めるため、これまで取り組んできた観光事業の基本
的な考え方を改めて、
「杉並区観光事業に関する基本的な考え方（以下「基本的な考え方」という。）」
として整理し、目的や区の役割、主軸とする各取組の体系化等を行うこととしました。
今後は、基本的な考え方をもとに、関係機関等との連携を図りながら取組を推進していきます。

２ 「基本的な考え方」の本旨
（１）杉並区が考える「観光」とは
区では、従前から、
「にぎわいと商機」の創出に向けた取組を推進してきました。観光事業は、
こうした取組を一層推進するためのものであり、また、商業振興や地域経済活性化を促進する要
因ともなることで、他の取組との相乗効果によって更なる「にぎわいと
商機」を生み出していきます。
このことから、杉並区における「観光」の取組は、
「にぎわいと商機」
の創出を目的とし、それを達成するための手段（ツール）と位置づけま
す。
（２）シティプロモーションの一部としての「観光」
「シティプロモーション」とは、教育、環境、福祉、防災等の各分野から「住みたいまち」に
繋がる自治体の魅力を総合的に PR して知名度向上を目指す取組です。
「観光」の取組は、特に「訪れたい」に主眼を置くものですが、
「訪れる」ことがその先の「住
みたい」に繋がるものであることから、シティプロモーションの構成要素の一つと捉えられま
す。
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（３）商業振興施策との連携による経済活動の循環・拡大
「にぎわいと商機」の創出は、区外からの誘客を主眼にした観
光施策のみで達成・拡大できるものではありません。商店街を
中心とした観光客等の受け入れ基盤整備も重要な要素です。商
業振興施策では、安心・安全に買物ができる環境をつくり、近隣
に住む区民の利用促進を図るための取組として、商店街の防犯
カメラ設置、装飾灯整備や、各種のイベント助成、新たな商店街
振興の取組に対する支援などを行っていますが、これらの取組
は、観光等で区内を訪れる来街者の利便性等の向上に大きく繋
がるものです。
そのため、観光は、こうした「区民利用を促進する商業振興
の側面」と「区外からの誘客を促進する観光の側面」の両面を柱
に、この両面の連携強化を図ることで、地域内での経済活動の
循環強化と拡大を図ることを念頭に進めていきます。また、商
業振興では、外国人をはじめとする区外からの来街者へのサービス拡充を念頭においた取組を支
援の対象とすることで、観光施策を受け入れ面からサポートします。
（４）既存資源の活用と情報発信に基軸をおいた事業展開
杉並区には「東京高円寺阿波おどり」や
「阿佐谷七夕まつり」などの東京を代表す
るような大イベントのほか、
「中央線文化」
等の独自文化（食・サブカル・古着・アニ
メ・ロック・演劇等）が存在し、荻外荘を
始めとした神社仏閣等の名所・旧跡も多数
有しています。高架下に集中する小規模飲
食店等を含む「日常景観」も個性的です。
このような杉並区の『いま』とその魅力を
理解していただくには、こうした区内各地
に点在する既存のイベントや文化、名所・
旧跡等の観光資源を広く PR することが肝
要です。そこで、
「既存の資源を活かした取
組」とそれを発信する「情報発信業務」に
基軸を置いた事業の展開を図ることとします。

©東京高円寺阿波おどり

また、イベントと名所巡り、名所・旧跡
を巡る歴史探訪と飲食等を組み合わせる
など、異なる観光資源を組み合わせるこ
とにより更なる魅力の創出を図っていき
ます。加えて、地域の協力を得て、まだ知
られていない観光資源の発掘に取り組む
とともに、まちづくり部門とも連携し、観
光まちづくりも進めていきます。
更に、杉並区だけでなく近隣区市との
連携を図ることで、より大きな魅力発信
と観光客誘致が可能なものは近隣自治体
との提携・協力した取組みを進めます。
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＜ アニメ施策における近隣自治体との連携 ＞
日本のアニメ制作会社は、杉並区と練馬区に集中しています。練馬区はアニ
メ発祥の地としての取組を進めているとともに、豊島区では、著名な漫画家を
数多く輩出した「トキワ荘」を復元する取組を進めています。また、中野区は
サブカルチャー文化を積極的に発信する等の取組を進めています。そこで、ア
ニメ関連施策に取り組む中野区他近隣自治体と連携・協力を進め、より大きな
魅力の発信と集客に繋げていきます。

（５）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
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、国内旅行者を視野に入れつつ
も、当面は効果の高いインバウンドに着目した誘引戦略に注力していきます。区内宿泊客はもと
より、新宿圏等近隣区市に宿泊する外国人旅行者をターゲットとした事業を展開していくこと
とします。
【中央線沿線各駅の状況と来街者誘因のイメージ】
骨董、着物、茶散歩、
小規模飲食店多数

ＪＡＺＺ、七夕まつり、

駅前再開発広い商圏、小規模飲食店多

小規模飲食店多数

数、ブロードウェー等サブカルチャー

来街者誘
吉祥寺

西荻窪

荻

窪

阿佐ヶ谷

高円寺

中

野

新宿

来街者誘
大規模店、住んでみたい街ランキン

荻外荘、大田黒公園、

商業地域、高円寺４大祭、

グ２位、ジブリ美術館、井の頭公園

荻窪音楽祭、クラシック

座・高円寺、小規模飲食店多数

＜ 区の「民泊」についての考え方 ＞
都内への観光客が増加し、宿泊施設不足が指摘されている中、国は、①国家戦略特
区によるいわゆる「特区民泊」制度の構築、②旅館業法の規制緩和、③建物用途を住
宅のまま民泊に活用する「民泊新法の制定」、に着手しました。
杉並区でも、宿泊施設不足への対応について、さまざま検討を行ってきました。し
かし、「特区民泊」は条例の制定で杉並区でも実施が可能ですが、消防法の規制や近
隣住民との調和等、未だ多くの課題があります。また、「民泊新法」は、現段階では
詳細は未定です。
この中で、閑静な住宅街が区の大半を占める杉並区では、住宅都市と調和した広く
区民の理解が得られる方策で、慎重に進めていく必要があると考えています。
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第３章

観光事業実施のポイント ～具体的取組の推進にあたって～

１

地域意識と観光客のニーズの両立
観光事業成功のカギは、発信した情報の受け手（観光客）が『時間とカネ』を使ってまで『そこ
に』行きたいと感じるかということと、
『そこに』訪れた観光客等が歓迎され、快適に過ごせる環
境が整っているかということです。
これは、①「観光客がその地域を訪れることを望んでいるか」というニーズと、②「（当該地域
の経済活性化とにぎわい創出を願う）地域が観光客に来てほしいと望んでいるか」というニーズ
の２つが両立していることを指します。
そのため、観光事業の実施に当たっては、この２つニーズ（意識）の両立を踏まえた展開を進め
る必要があります。

２

取組の主体と区の役割 ～主たる担い手としての地域と支援者としての区～
平成 26 年 3 月に制定した「杉並区産業振興基本条例」では、事業者の創意工夫及び自助努力
をもとに、事業者、産業経済団体、区民及び区が協力して総合的なまちづくりの観点から産業振興
を推進することを基本としています。
また、同条例では、地域社会の一員であり区内産業の担い手である事業者等は、事業の発展と地
域経済の活性化に取り組むことと、区はそのための適切な支援を行うこととしており、事業者等
と区の役割を明記しています。
観光が目指す「にぎわいと商機」の創出による経済活動の好循環と、地域のブランド力の向上
は、当該地域の活性化やまちの魅力向上につながり、商業面でのうるおいをもたらします。
こうした効果を共通認識として、地域自身が観光客等のニーズを把握し、積極的に取り組むこ
とは、地域の魅力をさらに向上させ、来街者増に繋がります。また、更にその先にある「にぎわい
と商機」の創出に繋がります。
こうしたことを踏まえ、観光の取組は「杉並区産業振興基本条例」で明記した区と事業者等の役
割と同様に、地域を主たる担い手とし、区はその取組の支援を行うものとします。

【地域の主体的取組と区の支援イメージ】

にぎわい
増

取り組み
増

商機
増
行政の支援
地域の
繋がり・協力

増
各地域の主体的取組
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３

観光情報発信の強化
観光には、何よりも観光客等に地域の魅力が伝わることが肝
要です。そのため、観光情報の質及び量を確保していくために、
積極的に多様な媒体の活用を進めていく必要があります。その
中で、区には広報紙やホームページ、マスコミへのパブリシテ
ィ等の情報発信ツールがあります。区が行う観光に係る地域へ
の支援として、区が既に持つ各発信ツールの特徴を最大限活か
して情報発信の強化を進めていきます。
また、これまで活用されていない新たな手法による情報発信
にも積極的に取り組んでいきます。Facebook や Twitter 等
SNS の活用による双方向コミュニケーション（質問や意見に
対するコメント等）や、情報の到達先である観光客等が利用
〔タブロイド紙によるまち歩き企画〕
できる媒体が多様であることを想定した各情報媒体の連携活
用をはじめ、
「話題・ニーズ」や情報発信技術に関するトレンド
の把握等、時代に即し、かつ一歩先を見据えた戦略的な情報発信
に取り組んでいきます。

４

観光客等受入環境整備
観光客等に地域の魅力をより感じてもらうためには、
「見る」
「知
る」ということだけではなく、商店等でのコミュニケーションやイ
ベントへの直接参加など、まちでさまざまなものに「触れ」て「感
じ」られる観光体験を演出することが重要です。
そのため、商店メニューや案内表示等の「多言語化の推進」
、旅
行会社との協働による地域イベントへの参加等「体験を重視した
旅行商品の開発」
、観光ボランティアをはじめ「観光に関わる地域
人材の掘り起こし・育成支援」等、官民の連携により、受入環境の
整備を支援します。

〔杉並人ポスター〕

【観光客の行動場面に合わせた情報発信等のイメージ】
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５

効果検証
可能な限り客観的な数値データの取得や、追跡調査を実施する等、マーケティング手法を活用
した効果検証を行っていきます。一度に多数のサンプルデータを取得するのは困難なため、単一
的な手法ではなく、様々な場所、機会を通じて多角的に把握していくことに努めます。

（１）ＷＥＢ媒体
●ビッグデータ分析
以前はアンケート等による「回答する意志を持った方」のデータが中心となり、多くのサンプル
を取得することが困難でしたが、現在は、ＩＣＴ（情報通信技術）の発達により、以前にはでき
なかった、「街中のつぶやき」等の率直な声の拾い上げ等、より深いデータ分析が可能となりま
した。このような分析手法を活用することで、数はもとより多角的な分析を行い、今後の観光施
策へ反映させていきます。
＜ビッグデータ分析手法（例）＞
■グーグルアナリティクスによる詳細なログ解析
⇒アクセス数、サイトの滞在時間、どこから来てどこへ行ったか等
■SNS 分析
⇒Twitter 等の SNS に公開されている区内イベント等に対する投稿内容について
リアルタイムに解析
■RESAS（内閣府まち・ひと・しごと創生本部提供のビッグデータ解析システム）
⇒目的地分析、外国人滞在分析等

（２）ＷＥＢ以外
●イベント開催時の利用客へのアンケート【定性分析】
⇒性別、年齢、国籍、情報の取得方法、目的地等（顧客情報）
●宿泊施設、地域（商店街、観光事業者等）へのヒアリング調査【定性分析】
⇒観光の主な担い手である地域の生の声（受入側情報）
旅行者の実際の行動、直接の声、取り組み等（自主的な英語メニュー設置、Wi-Fi 環境整備等）
●イベント実施時の来街者数確認【定量分析】
⇒主催者へのヒアリング

〔多言語高円寺レストランマップ〕

〔クーポンを活用した外国人動向調査〕
〔英語メニュー設置済ステッカー〕
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