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会 議 記 録  
 

会議名称 平成 29年度第 1回 杉並区産業振興審議会 

日 時 平成 29年 5月 17日（水）午後 3時 01分～午後 4時 33分 

場 所 産業振興センター 会議室 

出 席 者 委員 

内海、金子（憲）、小竹、坂井、佐藤、田中、内藤（敏）、 

内藤（松）、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 

配布資料 【事前配布資料】 

資料 1 杉並区産業振興審議会委員名簿（平成 29年 5月 1日現在） 

資料 2 杉並区産業振興計画取組状況（平成 28年度末） 

資料 3 産業実態調査の実施について 

資料 4 杉並体験ツアー事業の取組状況について 

資料 5 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

の取組について 

資料 6 杉並区中小企業勤労者福祉事業（ジョイフル杉並事業）見直

しと広域運営について 

資料 7 改正農業委員会法による農業委員の選出について 

資料 8 上井草二丁目団体利用農園の開設について 

【当日配布資料】 

資料 9 杉並第一小学校等施設整備等方針 

資料 リーフレット「事業者のみなさま 商店会へ加入しましょう」 

資料 チラシ「僕のヒーローアカデミア 特別課外授業 in杉並アニ

メーションミュージアム」 

資料 ジョイフル通信 2017.3月号（平成 29年 2月 24日発行） 

資料 ジョイフル通信 2017.5月号（平成 29年 4月 24日発行） 

資料 リーフレット「杉並区立成田西ふれあい農業公園」 

資料 農産物直販マップ 2017 

資料 献立集「やっぱり すぎ菜
な

実
み

サラダ根
ね

」 

会議次第 1 開会 

2 議題 

 ○産業振興計画の取組状況について 

 ○産業実態調査の実施について 

 ○杉並体験ツアー事業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

組について 

 ○中小企業勤労者福祉事業（ジョイフル杉並）の運営の見直しにつ
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いて 

 ○改正農業委員会法による農業委員の選出について 

 ○上井草二丁目団体利用農園の開設について 

 ○杉並第一小学校等施設整備等方針について 

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年度の第1回産業振興審議会を開会します。ご多忙のところご

出席いただき、ありがとうございます。では、事務局からお願いします。 

○産業振興センター次長 皆様、こんにちは。産業振興センター次長の朝比奈です。4月

に人事異動で、次長に着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、

若干ご案内させていただきます。 

 まず、区民生活部長も人事異動がありましたが、本日、他の会議の予定があり欠席と

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、配布資料ですが、事前にお配りした資料のうち資料5につきましては、大変申し

わけありませんが、差し替えということで今日机上にお配りしております。差し替え版で

説明をさせていただければと思います。 

 また、事前にお送りした資料にはありませんでしたが、本日、資料9として杉並第一小

学校等施設整備等方針をお手元に置かせていただきました。後ほど議題として追加させて

いただき、説明したいと思っております。 

 また、この間印刷したパンフレット類を、いくつかお手元にお配りさせていただきま

すので、ご参照いただければと思います。 

 次に資料1、この産業振興審議会の委員名簿ですが、こちらも異動がありましたのでご

案内をさせていただきます。 

 3番目に記載の東京土建一般労働組合杉並支部執行委員長の大戸
お お と

龍
たつ

雄
お

様が、今回、執行

委員長の交代により、新たに加わっていただきます。ただ、本日は、大戸様は欠席のご連

絡をいただいております。 

 今年度はこちらの委員の皆様と進めさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。私からは以上です。 

○会長 それでは、早速議題に入りたいと思います。第1議題は産業振興計画の取組状況

について。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2に基づいて、産業振興計画の28年度の取組に関して、報

告させていただきます。 

 資料2は、産業振興計画の主な動きがあったところを中心に記載させていただいており

ますので、概略は後ほどお目通しいただければと思います。時間の関係もありますので、

私からは、かいつまんで幾つか報告をさせていただきます。 

 まず目標1の取組1の④ですが、業種の異なる様々な事業者が互いの経営資源を結びつ
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け、新たなビジネスチャンスにつなげることができるよう、異業種交流会を産業団体と区

が連携して開催しております。28年度は、5月・8月・11月・2月に開催し、延219社296名

の参加がありました。また、丸の二つ目にありますように、産業振興センターとして展示

会に出展し、区内事業者のＰＲを行いました。具体的なビジネスマッチングにつながるよ

うな内容にしていくことが課題であり、今後も工夫をしながら進めていきたいと考えてお

ります。 

 次に2ページ、取組3の⑮です。昨年度の審議会でも何回か報告させていただいており

ますが、中小企業勤労者福祉事業「ジョイフル杉並」について、区の行財政改革基本方

針に基づく見直しを行っております。具体的には記載のとおりですが、後ほど資料6で、

改めてご報告させていただきます。 

 3ページ、目標2の取組1の①です。28年度の実績については記載のとおりですが、平成

28年度に杉並区実行計画を改定しまして、29年度以降は、防犯カメラの設置対象商店会数

や、装飾灯のＬＥＤ化助成対象本数の増を図ったところです。ちなみに杉並区実行計画

（平成29～31年度）では、防犯カメラについては、29・30・31年度と、毎年度５商店会に

防犯カメラを設置していく考えです。装飾灯ＬＥＤ化については、毎年423本のＬＥＤ化

を図っていく計画です。 

 次は、目標2の取組2の④ですが、「地域特性にあった商店街支援事業補助金」あるい

は「チャレンジ商店街サポート事業」等の制度を利用していただき、より充実したまちづ

くりにつながる取組を目指し、ステップアップしてもらえるように、私どもも商店会と話

し合いながら支援していきたいと考えております。 

4ページ、取組4の⑩です。26年度に商店街の装飾灯電気料の助成基準の見直しを行い、

27年度から杉商連に加入している商店会に対しては電気料助成率の最低率をアップするな

ど、インセンティブを付与して、加入促進を図っております。28年度には、改めて杉商連

と連携して、商店会の加入状況を調査したところ、商店会の加入率は80.95％という数値

を得ることができました。8,567店を対象に調査したところ、6,935店から回答をいただい

ております。今後もこうした調査を継続していきたいと考えております。 

 同じく4ページの一番下、取組2の④ですが、身近な購入場所として、阿佐ヶ谷駅での

「のものマルシェ」への参加や他部署主催のイベント時における連携即売会などの機会を

増やしました。また、学校給食「地元野菜デー」での配送支援や事業所の食堂、区内飲食

店への納品ルートのマッチングを行っている状況です。 



平成 29年度第 1回 杉並区産業振興審議会 

 

 5/22 

 次に5ページ、取組3の⑦。先ほど商店街の支援のお話をいたしましたが、農家に対し

ても、都市農業の経営支援という観点から、28年度は営農活動支援費の助成18件、防災機

能を高める意味もあり、防災兼用農業用井戸の設置助成を3基、助成事業として行いまし

た。また、農業体験農園の開園に伴う助成も行いました。 

 5ページの一番下、目標4の取組1の①です。就労支援センターの取組ですが、実績等に

関しては記載のとおりです。ただ、丸の一つ目ですが、就労準備相談利用者の目標値に対

する達成率が87％にとどまりました。具体的には、就労支援センターの利用による就職人

数は目標810人に対して実績837人ですが、※印のように「①のうち就労準備相談利用者の

就職人数」は目標150人に対して実績131人となり、達成率が低くとどまってしまいました。

原因を分析しますと、景気の回復に伴って失業率が低下し、一般的に就職がしやすくなっ

ているという状況の中で、利用者が減少した一方、就労阻害要因を抱える利用者が就職に

つながらないことが考えられ、その対策が課題と認識しております。 

 6ページの取組2、③と④にありますとおり、就労支援センターの企業ＰＲコーナーの

充実やホームページの活用、企業見学会や就職面接会を実施しておりますが、より多くの

求職者を集めるため、あるいはその企業をより理解していくために、ホームページ等の充

実、あるいはＰＲ等の拡充、見直しを図っていくことが課題と感じております。 

 7ページ、目標5の取組1の①です。主に観光の部分ですが、杉並区では中央線あるある

プロジェクトを通じて観光事業の展開を図っており、区外からの来街者誘致を図る取組を

展開しております。 

 また、7ページの②に関しては、中央線あるあるプロジェクトの取組のほかにも国際線

機内誌や外国人向け情報サイトに杉並区の記事を掲載し、区の魅力発信を行いました。28

年度には新たに「すぎなみ観光大使事業」に着手し、ロンドン、ロサンゼルス、ニューヨ

ーク、台北、ドバイに在住の元杉並区民の方等に観光大使になっていただき、現地で情報

発信を行っていただくという取組を開始しました。 

 8ページの④、詳細は資料4で報告いたしますが、中央線あるあるプロジェクトと連携

して、阿波おどりを中心とした外国人向けの体験プログラムを実施しました。トライアル

として実施し、約50人の外国人の方に参加いただきました。詳細は後ほどご報告させてい

ただきますが、好評を博しました。 

 最後に、8ページの取組2の⑥ですが、従来からアニメについては、杉並区の観光資源

と位置付け、事業の拡大に取り組んでおります。こちらも、後ほど資料5で報告させてい
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ただきますが、練馬区、豊島区、中野区はアニメあるいはサブカルチャーというところで

取組を強化している近隣区ですので、杉並区も含めて、この4区で連携しながらより強い

発信ができないかを検討してきましたが、29年度については中野区と連携した取組を、地

域ブランディング事業という形で、具体的な取組に着手するという動きとなっております。

詳細は後ほど説明させていただきます。 

 資料2については以上となります。 

○会長 ただいまの事務局のご報告について、ご意見、ご質問等はいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 資料にもう少し詳しく書いているところもありますので、後ほどまたご覧いた

だければと思います。 

 では、次の議題に移ります。産業実態調査の実施について、事務局から説明をお願い

いたします。 

○産業振興センター次長 資料3について説明させていただきます。 

 先ほど28年度の取組についてお話させていただいた産業振興計画ですが、30年度改定

に向け、その基礎資料となる産業実態調査を今年度実施いたします。目的は、産業実態を

把握し、産業振興計画の改定、産業振興施策の見直しを行うための基礎資料とするという

ことになります。実施時期は29年5月から11月までの間で、9月末までに速報版を得るよう

な形で進めたいと考えております。 

 調査の流れは資料3に記載のとおりですが、裏面をご覧いただければと思います。 

 調査に当たっては、事業者実態調査、事業者ヒアリング調査、商店実態調査、商店街

ヒアリング調査、区民意向調査、農家ヒアリング調査を行う予定です。 

 産業実態調査は平成23年度に行っており、6年ぶりとなりますが、平成23年度に実施し

た調査項目を基本に、その経年変化を見ながら、加えてその後の社会経済状況や区の取組

を踏まえて必要な事項について調査していこうと考えており、調査項目につきましては今

後、区と委託事業者とで協議をしていく予定です。調査実施機関は、資料3に記載の法人

に決定したところです。 

 私からは以上です。 

○会長 ただいまの事務局の説明に対して、ご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 農家ヒアリング調査というのがありますが、これは6年前の産業実態調査でもやった調

査ですか。 
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○産業振興センター次長 はい、やっております。 

○会長 わかりました。そのときの調査実施機関はどこでしたか。 

○産業振興センター次長 6年前の民間調査会社は現在もうなくなっているというところ

でして、今回の委託事業者とは違います。 

○会長 そうすると、杉並中小企業診断士会が農家ヒアリング調査の30件についても担

当されるわけですね。 

○委員 そうですね。メンバーが100人ぐらいいて、その中で多彩な人間もいます。問題

はそこをどうやってみんなでチームを組んでいくかが課題ですね。この産業振興計画に密

接に結びつく大変な仕事ですから。これはちょうどスタートするところなので、窓口であ

る産業振興センター管理係と打ち合わせして、慎重かつ、色々なことを考えながら進めた

いと思っています。 

○会長 わかりました。予算は幾らぐらいかけているのですか。 

○産業振興センター次長 700万円程度です。 

○会長 なるほど。大変ですよね、こういうのは。足を使ってやらなければいけない調

査が結構あるから。 

○委員 商店街はもともと7ブロックの担当者とか、協働事業で空き店舗対策事業などで

商店を回ったり、色々なことをやっておりまして、そういったメンバー、プラスアルファ

で考えていきたいと思います。 

○会長 わかりました。これは産業振興計画の改定の土台になる調査ですので、よく、

念には念を入れてやっていただきたいと思います。特に、郵送調査は、回収率が結構問題

になりますよね。 

○委員 そうですね。回収率が結構厳しい面もあるようですね。 

○会長 だから、何かそれを上げる工夫をされることが重要だと思います。 

 関係団体のご協力もいただきながら、限られた予算というのもあって。 

○委員 やはり商店街さんとか農業関係の皆さんとか、色々関連してきますので。この

審議会の委員の方も。 

○会長 そうですね。ご協力をお願いしたいと思います。ほかに何かありますか。 

（ なし ） 

○会長 では、次の議題に移りたいと思います。次は、杉並体験ツアー事業の取組状況に

ついて、事務局から説明をお願いします。 
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○産業振興センター次長 先ほど最初の議題でも若干触れさせていただきました。東京オ

リンピックに向けて、観光ということが大きくクローズアップされております。とりわけ

外国人、インバウンドということで、それを各自治体が色々と工夫をしているという状況

ですが、そうした中で、近年、外国人の旅行者の志向が、物を買うということではなく、

それよりも日本の文化なり伝統を体験したい、じかに触れたいということが中心になって

きております。消費から体験へ変化しているという中で、区として、この集客をどのよう

にやっていこうかと考えたものです。 

 先ほどお話にありました中央線あるあるプロジェクト等と連携して、資料4に記載して

ありますように、東京高円寺阿波おどりとか、神社で行われている太神楽などを外国の皆

さんに体験していただけるようなコンテンツの企画を考えた次第です。 

 旅行会社や様々な事業者と協議を行いましたが、杉並区として実績がない中では少しリ

スクがあるのではないかという指摘もありましたので、今後、旅行会社等への説明に説得

力が出るように、まず、中央線あるあるプロジェクトにおいてのトライアル事業として実

施しました。 

 3月26日、座・高円寺の阿波おどりホールで、太神楽、阿波おどりを内容にして、参加

費2,000円で参加者を募ったところ、台湾の方44名、フランスの方7名の計51名の方にご参

加いただきました。一緒に説明を聞き、一緒になって演じてみて、記念撮影をするという

方法を取り入れて行いました。 

 アンケートでは、ほぼ100％に近い満足を得ることができ、否定的な回答はありません

でした。こういう形でプログラムの実施が可能であることを実証することができたと捉え

ております。 

 ただ、今回はトライアルでしたので、29年度は民間ベースで事業ができるよう、さらに

様々なコンテンツの検討を加えて、本格実施を図っていきたいと考えております。杉並体

験ツアーという旅行商品化に、新たにチャレンジしているところです。 

 私からは以上です。 

○会長 ただいまの報告について、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

 阿波おどりというと、どこでもやっているような感じがしますけど、杉並の阿波おどり

の特色はどうやってアピールされていますか。 

○産業振興センター次長 阿波おどりはもともと徳島が本場ですが、高円寺での阿波おど

りは60回続いており、東京での阿波おどりといえば高円寺という認識ができている中で、
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高円寺の阿波おどりの集客力は、大変大きなものになってきておりまして、東京のブラン

ドともなってきています。外国人で東京に来られる方は大変多くいますので、東京にいな

がらにして、阿波おどりを体験し、写真を撮ってＳＮＳで発信していただける取組にして

いきたいと思っております。 

○会長 ほかに質問、ご意見はありますでしょうか。 

○委員 先日、荻窪の本屋で「杉並区あるある」という本がベストセラーということで出

ていまして、買おうと思ったところが売り切れでしたが、この中央線あるあるプロジェク

トと関連のあるのでしょうか。 

○産業振興センター次長 中央線あるあるプロジェクトとの関連はありません。その本

の中身については情報不足で把握しておりません。 

○委員 評判にはなっているみたいですね。本が出版されて、それがベストセラーで、

もう売り切れているという状況ですから。ぜひ調べてください。 

○産業振興センター次長 はい、調べさせていただきます。 

○会長 ほかにご意見はありますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 次は、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について、

これも事務局から説明をお願いいたします。 

○産業振興センター次長 杉並区は138社ものアニメ制作会社が日本一集積する特性を持

っています。練馬区は撮影所があり、豊島区はトキワ荘がありますし、中野区はブロード

ウェイのサブカルチャー。こういった、それぞれの区が持っているアニメ、サブカルチャ

ーなどの資源を一つにまとめて、発信力を大きくできないかという発想から取り組んでい

るものです。 

 この4区で、連携して情報発信をしていこうと話をしているところですが、中野区との

間では、より具体的にお互いの取組を進められないかということで、杉並区・中野区、そ

して両区の東商支部様にご協力いただき、区の枠組みを超えて、より大きく、より広く、

地域の特性として発信していこうということで取り組むものです。 

 名称としては「中野区・杉並区アニメ、サブカル地域ブランディング事業」と、ブラ

ンド化を図っていこうという大きな考え方を持っております。区だけではなく、東商様と

ともに、官民が一体となって取り組み、今後はこのアニメ、サブカルを梃子にして、地域
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のにぎわい・商機の創出につなげていきたいと考えております。 

 実施体制については、資料5に略図を描かせていただきました。中野、杉並、それぞれ

の東商様で実行委員会を組ませていただき、日本動画協会様の協力も仰ぎながら、今年度

は具体的な事業として展示会やイベント、そしてさらなる情報発信の強化という取組で具

体化が図れないかと考えており、4月18日に実行委員会を立ち上げたところです。今後こ

の実行委員会の中に部会を設けて、どんな取組が有効であるか、実施できるか、といった

ことを検討していく予定です。 

 その中で、29年度の実施内容については資料5に記載のとおりです。情報発信について

は、それぞれの区で広報媒体・チラシによる情報発信を行う。あるいは、インバウンド向

けの情報誌を杉並区、中野区合同で発行していくような取組を考えております。展示会に

ついては、杉並区は杉並アニメーションミュージアムを使い、9月から12月の間、行って

いきます。中野区は、イベントと併せるかたちで、まちめぐり博覧会時期を利用したアニ

メの展示会などを11月の第2週に行います。杉並区のイベントについては、10月の第4週に

行わる高円寺フェスで開催していきたいと考えております。 

 また、今年度はアニメ100年というエポックな年でもありますので、中野と手を取り合

って、より大きな形で外に対して示していければと考えております。 

 私からは以上です。 

○会長 ただいまの報告について、ご意見やご質問はいかがでしょうか。 

 豊島区と練馬区は乗ってこなかったということですか。 

○産業振興センター次長 練馬区と豊島区については、情報発信の協力や連携はとれま

すが、具体的に何をやるかという部分で、両区の体制がまだ整っていないということで、

今年度はまず中野区と杉並区という枠組みでスタートした次第です。 

○会長 そうすると、今後は豊島区と練馬区も入れて拡大していくイメージですか。 

○産業振興センター次長 そうですね。やはり個々の自治体の取組だと、サイズが小さ

いのかなというところがありますので、できれば大きくしていき、4区に限らず、私の頭

の中だけの構想ですが、三鷹市や武蔵野市もそれぞれアニメを使った取組を行っています

ので、そういうところまで広げていくことも考えられるのかなとは思っております。 

○会長 はい、わかりました。 

 ほかにご質問、ご意見はありますでしょうか。 

○委員 地域ブランディング事業は、資料5に書いてある「訪日外国人旅行者を含む観光
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誘客」、これは外国人旅行者に対するというところがメインと考えているのでしょうか。

それとも、それに限っていないのか、それはどうでしょうか。 

○産業振興センター次長 一般的に国内外を問わず、区外から来ていただけるお客様を引

きつけていこうと考えておりますが、例えばアニメーションミュージアムでも5万人来場

のうちの大体1割が外国人ですので、その意味では外国人というターゲットも重要かと考

えております。 

○委員 わかりました。 

 それと、これから他の区とか他の自治体と色々とやると思いますが、この、「中野区・

杉並区」というのは、何か順番に意味がありますか。「杉並区・中野区」という順番では

ない意味が。 

○産業振興センター次長 それは特段ありません。 

○委員 何となく、「杉並区・中野区」となったらうれしいなと思いましたが、それは関

係ないのですね。 

○産業振興センター次長 はい、ありません。 

○会長 ほかに意見はありますでしょうか。質問を含めて伺いたいと思いますが。 

 まあ、いずれ拡張していく方向で、柔軟に考えられたらいいですね。 

○産業振興センター次長 私どもはそう考ておりますので、練馬区、豊島区にも、色々と

情報提供をしていきたいと思っております。 

○会長 東商が入っているから、そういう意味では接着剤の役割を東商が果たしてくれる

かもしれませんね。 

ほかにありますか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、本件は以上としたいと思います。 

 次の議題ですが、中小企業勤労者福祉事業（ジョイフル杉並）の運営の見直しについ

て、これも事務局から説明をお願いいたします。 

○事業担当課長 では、資料6をご覧ください。 

 左上に「杉並区中小企業勤労者福祉事業（ジョイフル杉並事業）見直しと広域運営に

ついて」というタイトルが出ておりまして、お手元にお配りした「ジョイフル通信」3月

号の10ページ、11ページを印刷したものです。 

 タイトルのとおり、現在、見直しを行っております。左上に絵がありますが、現在、
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豊島、北、荒川の3区合同で、東京城北勤労者サービスセンターという、中小企業の勤労

者向けの福祉事業を行っております。平成30年4月から、そこに杉並も仲間入りをさせて

いただき、4区合同で運営していくことになり、現在、その準備中です。 

 資料の右側にサービス内容が記載されておりまして、まず一番上から、共同運営とな

りますので、基本的に東京城北勤労者サービスセンターのサービスと内容を合わせること

となります。このため、現在のジョイフル杉並と同じように行うサービスと内容が充実す

るもの、変更になるもの、新たなもの、廃止されるものなどが生じます。 

 少し下に、「充実する主なサービス」が挙げられておりまして、現在も給付金のサー

ビスがありますが、例えば結婚のお祝い金が、現在は1万円ですが、来年4月以降は2万円

になります、入学祝金は5,000円が1万円に上がりますというような内容が載っております。

逆に、金婚祝金はこれまで2万円でしたが、1万円になるという内容です。 

 「変更になる主なサービス」ですが、給付金の内容も出ておりますが、現在はベネフ

ィット・ステーションサービスを利用できますが、それは終了いたします。同種のサービ

スでリソルライフサポート株式会社が提供する「ライフサポート倶楽部」が利用できるよ

うになりますので、こちらは変更になります。 

 「新たに受けられる主なサービス」として、例えばチケットぴあの補助券とか、ディ

ズニーリゾートの利用券を配布する等々記載があります。 

 一番下に「継続入会者への特典」というのがあります。「東京城北への継続者には、

会費の一定期間免除などの特典制度を検討しております」ということで、現在、杉並の制

度に加入されている方が、来年4月以降そのまま東京城北のサービスに移っていただけれ

ば、新年度の4月から9月分まで6カ月分の会費を無料にすることを考えており、それをイ

ンセンティブとして、皆さんに移行していただくということを考えております。こちらを

現在、会員にお知らせして、また今年10月頃に実際の移行の手続を始めるということを考

えております。 

 以上です。 

○会長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

 これはもう決まって、このようになっているということですか。 

○事業担当課長 そうですね。来年4月からということです。 

○会長 これは以前のこの審議会でも話題になって、ご説明いただいた案件が一歩前に

進んだと、こういうことですね。 
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○事業担当課長 はい。 

○会長 よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、次の議題に移りたいと思います。次の議題は、改正農業委員会法に

よる農業委員の選出について、これも事務局から説明をお願いいたします。 

○事業担当課長 資料7、改正農業委員会法による農業委員の選出です。 

 平成28年4月1日に施行された農業委員会法の改正により、農業委員の選挙が廃止され、

議会の同意を要件とする区長の任命制となりました。 

 まず定数ですが、現在、農業委員会は14名で構成されております。改正後は13名とな

りまして、そのうち1人以上は利害関係を有しない者を含まなくてはならないということ

です。利害関係を有しないというのは、農業者ではないということになります。農業者で

ない方を1人以上含めなさいということに変わっております。 

 選出方法ですが、これまで農業委員は農業者同士の選挙で選ばれることになっており

ましたが、議会の同意を要件とする区長の任命制に変わりました。 

 また、公正、透明性を求めるということで、候補者の推薦を求めなさいということと、

委員になろうとする者の募集をしなければならないということで、これも法で定められて

おります。そのため杉並区では、広報・ホームページで募集及び推薦依頼を行いました。

この募集についても概ね1カ月行いなさいということになっておりますので、杉並では平

成29年2月いっぱいをかけて、募集と推薦依頼を行いました。その結果、応募された方全

員で16名、うち推薦12名、応募4名となりましたが、お一人、応募の方で辞退の方がいら

っしゃいましたので、最終的には15名ということになります。定数は13名になりますので、

この15名から13名にするということす。 

候補者の選定方法についても公正、透明性を求めるということで、「市町村長は、推

薦を受けた者及び募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合には、関係者からの意

見の聴取その他の当該任命過程の公平性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずる

ように努めなければならない」となっており、どこの自治体も同じですが、評価委員会な

りを設けて、そこで評価を行うということをしております。杉並についても評価委員会を

設けて、書類審査、面接を行いました。その結果を区長へ報告し、区長が最終的には決定

することになります。 

 最後にスケジュールですが、まさに今これから始まる区議会の第2回定例会でこちらの
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議案の審査をして、議会の同意を得ることができれば、その後、7月20日から新しい農業

委員会が始まるということになります。 

 以上です。 

○会長 ただいまの説明について、ご質問、ご意見はありますでしょうか。 

○委員 ずっと話を聞いていて、どうなるのかと気にはしていましたが、こうなったと

いうことですね。 

○会長 ええ。もう一人の委員はいかがでしょうか。 

○委員 私は、直接は農業委員のほうには関係はしておりません。変わるということで

お話は伺っておりますが、いろいろ過程が大変なのかなと思っております。 

○会長 法律改正の理由は何かあったのですか。 

○事業担当課長 どちらかというと、都市部のことよりも地方のことでしょうね。農業

委員となれば、それなりに力を持つことになりますので、これまでの農業者同士で選ぶよ

りは、公正、透明性を持ってということで始まったものになります。 

○会長 なるほど。わかりました。 

 特にご質問、ご意見等、これ以上なければ、この議題は終わりにしたいと思います。

次の議題、上井草二丁目団体利用農園の開設について、事務局から説明をお願いします。 

○事業担当課長 こちらも資料8のとおりで、上井草二丁目に新たに、団体版の区民農園

を開設いたしました。 

 土地の概要について、まず場所ですが、上井草二丁目10番、面積が2,158平米で、四宮

小学校の近くになります。 

 農園の概要ですが、借上期間等は記載のとおりです。団体用の農園、収穫体験の区画

を設けております。団体といっても子どもたち向けの農園ということで、幼稚園や保育園、

小学校等の団体利用者に対して、播種、収穫体験等の農業体験を実施するということで区

画をつくっております。 

 それとあわせて、学校給食向けの食材検討区画というのを設けております。学校栄養

士会等と一緒になって、給食食材に適した作物、要は調理しやすい野菜というものを栽培

しまして、それを区内の農業者の方に情報提供して、その作物の普及を図るということを

考えております。 

 あとは、新作物、新作型検討区画ということで、杉並らしさを活かした作物について、

東京都改良普及センターやＪＡと一緒になって試験的に栽培して、うまくいけば区内の農
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業者に情報提供して、当該作物の普及を図っていきたいと考えております。 

 農園の運営管理についてはＪＡ東京中央と委託契約を結んでおります。今年度は、先

ほど言いました幼稚園・保育園、学校などの15団体に利用してもらえることになり、昨日

も保育園が実際の農業体験をしており、明日も同様に行う予定です。 

 それと、年間の予定表が最後についておりますので、あわせてご覧いただければと思

います。 以上です。 

○会長 ただいまの説明について、質問、意見はいかがでしょうか。委員から何か補足

等はありますか。 

○委員 昨日、第1回目のサツマイモの植えつけ体験がありまして、100名ぐらいの園児

に来ていただき、体験していただきましたが、子供たちもなかなかそういう体験ができな

いので、笑顔あふれて、みんな真剣になって苗を植えつけておりました。また、植えつけ

体験の前にはうねをつくって、そこにビニール、マルチといいますが、それを敷く機械で

マルチャーというのがあって、その実演もさせていただき、普段見ることができない機械

とかも見て、園児たちもとても喜んでいたと思います。 

○会長 その植えつけをした人たちが収穫もするのですか。 

○委員 そうですね。また、秋に。 

○会長 そうすると、両方できると、非常に子どもたちは喜びますね。 

ほかに何かありますか。これは今後、こういう農園が幾つか増えていくのでしょうか。 

○事業担当課長 土地が必要ですので、今回のように良い話があればぜひ増やしていきた

いのですが、タイミングや広さの問題もあり、計画を立てて増やすのは難しいと思います。 

○会長 土地は区が借りるわけですか。 

○事業担当課長 はい。区がお借りしています。 

○会長 どのくらいの予算でやっていらっしゃるのですか。 

○事業担当課長 借りるのは、無償で借りています。 

○会長 では、それほど大きな予算が必要なわけではない。 

○事業担当課長 農園を維持管理するためのお金が必要となります。 

○会長 杉並区の産業も多様ですね。ほかにありますか。 

（ なし ） 

○会長 無いようであれば、本件については終わりたいと思います。 

 議題としては最後ですが、杉並第一小学校等施設整備等方針について、事務局から説
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明をお願いします。 

○産業振興センター次長 はい。冒頭申し上げたとおり、急遽お手元に、杉並第一小学

校等施設整備等方針を資料9として配布させていただきました。この間、杉並第一小学校、

それから阿佐谷地域区民センター、産業商工会館などの施設をどうするのかということに

ついて、種々検討し、地域の皆様、学校関係者の皆様からご意見をいただき、協議をさせ

ていただいておりました。こちらの施設整備等方針については、区が策定した区立施設再

編整備計画第一次実施プランの具体的な取組の一つとして取り組んでいたものです。本日

お配りした資料のとおり方針が決定しましたので、その報告をさせていただきます。 

 それでは、内容について説明いたします。5ページを開けていただき、地図を見ながら

聞いていただくのがいいかと思います。 

 杉並第一小学校は、ご覧のとおり、阿佐ヶ谷駅の北側、中杉通りに沿って線路からも

見える学校ということで、開設からもう141年経っている、杉並区では一番歴史のある学

校です。一番古い学校であるとともに、校舎も鉄筋コンクリート造ではありますが、築60

年近くになり、大分老朽化しております。加えてこの小学校は区内でも有数の狭い学校で、

どうやってここを建て替えるかというところから、この施設再編整備計画の話が始まって

おります。 

 加えて、阿佐谷には阿佐ヶ谷駅の南側に産業商工会館があり、こちらは鉄筋で3階建て

でしたが、築50年になって老朽化が進んでいるうえに、耐震性に問題があり、バリアフリ

ー化もできていない状況でした。 

 もう一つ、阿佐谷地域区民センターについては、土地は借地、建物も借り物で、区は

区民センターを運営するに当たり、店子という立場で、こちらにも建物が非常に老朽化し

ている。さらに地権者から土地の返還という話もありまして、産業商工会館、阿佐谷地域

区民センターを含めて、杉並第一小学校の土地に複合施設を建てたらどうかということで

考えてきたのが、ここに書いてあるＡ案というものです。 

 杉並第一小学校のところに二つの施設を併設して、複合施設ができるのかというとこ

ろで、当初は多様なご意見がありましたが、色々な部屋を共用したり、あるいは校庭を屋

上につくることで教育環境を良くするという工夫をしながらできたのがＡ案です。杉並第

一小学校の今の敷地を利用して、効果的な建物ができないかということで検討しており、

その中で、産業商工会館の持つにぎわい創出の機能を中杉通り側に現出していこうという

計画でした。このＡ案を踏まえ、現在の産業商工会館は、耐震性やバリアフリーに問題が
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ありましたので、杉並第一小学校の複合施設が完成するまでは、耐震改修減築工事により

2階、3階の部分を取り払い、展示室、集会室の機能を残して運営することとしました。 

 ところが、昨年の8月、総合病院がけやき屋敷へ移転するという話が起こりました。Ａ

案ではけやき屋敷を震災時に活用することも考えていましたので、そうであれば、このエ

リアを総合的に考え直すことも必要ではないかということで、急遽いわゆるＢ案というも

のの検討が始まったという経過です。 

 Ｂ案については、11ページの図を見ていただくと一番わかりやすいかと思います。 

 Ｂ案の考え方、概要ですが、真ん中にけやき屋敷があります。緑の鬱蒼とした広いス

ペースですが、こちらに総合病院が移転します。移転する上では、病院の機能強化とか最

新医療に取り組むとか必要な病床数を確保するといった理由から、この土地を使いたいと

いう話になり、地権者と合意をしたということのようです。そうであれば、先ほど申しま

した屋上校庭とか、狭い土地の中で工夫しながら杉並第一小学校を改築してという考えで

はなく、逆にこの病院がけやき屋敷に移転する跡地に小学校を単体で移転すれば、現在よ

りも広い5割増しの校庭が地上で確保できることになり、教育環境としても大変いいもの

ができるのではないか。また、杉並第一小学校の現地で複合施設を建てるＡ案では、けや

き公園、けやき公園プールの場所を使って、仮設の校舎やグラウンドをつくらなければい

けないのですが、その必要性もなくなります。さらに、杉並第一小学校が移転した後の土

地において、より充実したにぎわい創出の施設がつくれるのではないか。 

杉並第一小学校の現在の土地と、総合病院のある土地を交換することによって、杉並

第一小学校が移転しても、なお資産価値的に区に余剰があるという計算になりますので、

この杉並第一小学校の跡地に民間の施設が建ったとしても、そこに、なおその床面積のう

ちの3割程度が権利として確保できる見込みがありますから、より充実した産業とにぎわ

いの施設を民間とコラボしながらつくることが可能ではないかという考えがＢ案です。 

 Ｂ案では、当初学校の仮設校舎として考えていたけやき公園、けやき公園プールのと

ころに阿佐谷地域区民センターの機能を移転します。けやき公園の公園機能を残したうえ

で、けやき公園プールの跡に地域区民センターを移転すれば、産業商工会館の減築で失わ

れた講堂の機能を、阿佐谷地域区民センターの中に確保できます。 

 一方で、Ａ案では平成33年度には杉並第一小学校等複合施設ができるというスケジュ

ールでしたが、Ｂ案の場合はまず病院が動かなければならず、玉突きで施設を動かす必要

があります。Ａ案では平成33年度中となる小学校の開設が、Ｂ案では平成40年度ぐらいま
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でずれ込むことになります。ただ、けやき公園プールのところに仮設校舎を建てる必要が

なくなりますので、こちらには早々に地域区民センターを移転改築します。完成するのは

34年度の予定です。 

 杉並第一小学校の跡地の利用については、11ページに記載のとおり、そういったスケ

ジュールで考えていくと、施設が建つのが平成44年度になるとみています。つまり、産業

商工会館の機能がこちらに移るのが、Ａ案の予定よりも10年以上遅れてしまうことになり

ますが、より充実したにぎわい創出の施設とすることができるのではないか。また、けや

き公園プールに地域区民センターが移ることによって、減築により失われた講堂機能を、

当面地域区民センターに確保できますので、Ａ案の杉並第一小学校等複合施設では部屋を

共用する施設という考え方でおりましたが、Ｂ案では産業商工会館は杉並第一小学校の跡

地でこれまでの機能を確保できる、地域区民センターもけやき公園プールのほうで機能を

確保できることとなります。杉並第一小学校も、病院の跡地に移れば、校庭も地上になり、

今の1.5倍の地上の校庭が確保できます。加えて、杉並第一小学校の跡地に建つ施設には、

これは可能性の話ですが、床面積の上では産業商工会館が移転しても、なお余りあるスペ

ースが生じる可能性がありますので、より産業振興に貢献できる機能を持つ施設が民間と

コラボしながらできるのではないかという利点があります。 

 この間、Ａ案とＢ案について、関係者の皆様と協議をし、説明会やオープンハウスな

ども開催しながら説明してきました。特に、まち全体として改めて機能を見直すというこ

とで、例えば20ページにありますが、地区計画制度を活用することにより、道路基盤の整

備を図ることができるようになります。 

 一例を申しますと、この敷地の北側は、東から西のほうに向かっての一方通行で、緊

急車両が中杉通りから入れないつくりになっていました。Ｂ案では道路の拡幅、双方向化

なども図れるということで、今後、区、病院、地権者の3者で協定書等を結びつつ、阿佐

谷の北側は防災面で脆弱な地域だと言われているところでもあり、消防車や救急車などの

緊急車両が通り抜けできるようなまちに変えることができますので、総合的に、長期最

適・全体最適の考えでＢ案を選択するということで、区の方針を決定した次第です。 

 産業商工会館を含めた杉並第一小学校等施設整備等については、これまで審議会の場

でもご報告、あるいはご意見をいただいたりしながら進めてきたところですので、今般、

区として方向性が決まったことを報告させていただきました。 

 私からは以上です。 
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○会長 ただいまの説明について、ご意見やご質問はありますでしょうか。 

○委員 Ａ案、Ｂ案という二つの案があって、Ｂ案に決まったということで、私はＢ案

でよかったと思っております。その計画の中で、杉並第一小学校の北側に小さい家が三つ、

この地図でもあるように、地権者がいらっしゃいます。やはりこの3軒の方にまず協力し

ていただかないと、今の道路付けの話も含めて、この案が難しくなるかと思いますので、

その交渉はどのように今後進んでいくのかというのが一つ。 

 それともう一つ、最初に総合病院がけやき屋敷に来て、杉並第一小学校が現在の総合

病院のほうへ、杉並第一小学校の跡地の総合施設については一番最後の部分だと思います

が、10年先というのは、今の時代どう変わっていくかは正直わからないと思います。です

から、この総合施設の考え方は、ある程度進んだところで検討に入られたほうが、私はい

いと思います。今の段階で、これを全部総合的にやるからこういうふうにしますと決めて

しまうのではなく、総合病院と杉並第一小学校については今の話でいいと思いますが、総

合施設についてはもう少し先に検討していくということが一つ。それと杉並第一小学校の

隣の西友、もう一つ手前に三菱東京ＵＦＪ銀行がありますね。もし可能であれば、地権者

の方がいらっしゃるので、その検討の中に、西友と三菱東京ＵＦＪ銀行を含めたあそこの

地区の一体的な施設というのも多少視野に入れながら検討されるほうがいいのではないか

と考えています。以上です。 

○産業振興センター次長 ありがとうございます。今般のこの地区計画制度を活用して

道路の双方向性とか緊急車両の通行をスムーズにするという話の中には、ご指摘いただい

た部分が大きく絡んでくるかと思います。区の政策経営部のほうから伺ってはおりません

が、道路の双方向性を確保するということで皆様に説明申し上げている中では、こちらの

木密地域の防災性の向上は本当に喫緊の課題ですので、それが果たせるということになり

ますから、その方向で、ある程度の見通しは立てた上でこの案は出したものと私どもは理

解しているところです。 

 それと2点目、杉並第一小学校の跡地の検討の話ですが、17ページをご覧いただきます

と、想定スケジュールが記載されています。想定スケジュールの一番下の欄に杉並第一小

学校跡地活用計画ということで、跡地の活用検討は平成35年度ぐらいから考えていく予定

です。今は十年一昔ではなく、五年一昔みたいな感じにもなっておりますし、今ガチガチ

の計画を立てるのではなくて、今後の推移の中で検討されていくものと私どもも考えてお

ります。 
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 ただ、杉並第一小学校の跡地の施設には、区の権利の範囲内で、にぎわいの施設、あ

るいは産業商工会館の機能を拡充した形で入れていくということだけ現在は決まっている

ということで、ご認識、ご理解いただければと考えております。 

 あと、西友、三菱東京ＵＦＪ銀行の点に関しては、そういったお考え、ご意見も出た

ということで、担当部署に伝えさせていただきます。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 アニメーションの関連で、杉並アニメーションミュージアムも建物としては老

朽化しており、駅から遠いです。せっかく集客のための施設なのに、遠いためになかなか

集客が上がってこない。色々と条件があると思いますが、テーマとして、にぎわい、人を

集めるということもあると思いますので、この機会に、杉並第一小学校の跡地に杉並アニ

メーションミュージアムが移転、または一部移転が可能なスペースを取れるかという話も、

要望すればあり得るのでしょうか。 

○産業振興センター次長 杉並アニメーションミュージアムについては、今後移転しな

ければいけないというのは大きな課題として認識しておりますので、可能性がないわけで

はないと思っておりますが、ここに建つ建物の規模によって、にぎわいをつくるための施

設はどんなものがあればいいのか、今の段階で明言できるところではありませんので、ご

意見として承れればと思います。 

○委員 15年先になるので何とも言えませんが、そういう意見も聞いていただけるので

あれば、お話もさせていただければありがたいと思っています。 

○会長 はい。では、委員。 

○委員 すごく整理できて驚いていますが、本当に整理できてよかったと思っています。

今のお話にあったとおり、産業商工会館が杉並第一小学校の跡地に移転し、ホール機能が

けやき公園プール跡に移動するわけですよね。そうすると、商工会館を今の機能で移転す

ると、相当施設的には余るのではないかと思うので、ぜひ、ミュージアムも含めて、杉並

第一小学校の跡地の施設について計画がどうなっているのか、今わかる段階で詳しく教え

ていただけますか。 

○産業振興センター次長 こちらの計画につきましては、17ページの右肩のところに、

杉並第一小学校跡地活用というところで、あくまでも現在のイメージで、可能性としての

最大のものを入れてあります。これは必ずこのとおりになるわけではありません。一部13

階建て、一部6階建て、北側の斜線の日影の関係がありますので、一部2階建てという形で
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敷地面積等々を考えると、延べ床面積としては最大で2万7,000平米ぐらい確保できる建物

が建つのではないかという形です。 

 それで、杉並第一小学校の土地については、換地、土地を交換する形になり、杉並第

一小学校が総合病院の跡地に移っても、現在の杉並第一小学校は一等地のため、価値とし

てまだ3割ぐらいの権利が区に残ると計算しております。そうすると、2万7,000平米の延

床面積のうち8,000平米ぐらいの権利を有することになりますので、かなりの広さが確保

できる。平成35年度から具体化に向けた検討を行う予定ですが、そのときに阿佐谷の地域

で、どのような行政需要が出ているかということはまだ想像できないところですが、少な

くともにぎわいの施設は造っていくという約束で、現在はそこまでしかお話しできないと

いう状況です。 

また、杉並第一小学校の跡地の施設に入る産業商工会館のホールについては、Ａ案と

同規模を想定しております。地域区民センターには講堂（ホール）機能を補完する集会ス

ペースを設置しますが、これは代替的に確保するものです。あくまでもホールを含めた産

業商工会館の機能は、杉並第一小学校の跡地で、Ａ案と同規模のものを確保していくとい

う考え方です。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 私もＢ案になって本当によかったと思っておりますし、それから杉一馬橋公園

通りが広くなって両面通行になるということは、地元の人間として本当にありがたいと思

っております。ただ、道路を広げるというのは、先ほどもご意見がありましたが、地権者

と相談していくことですから、この先どうなるかもわかりません。道路がある程度定まら

ないと、病院を建てるのでも色々と建蔽率なり影響が出ると思うので、先に道路の話を進

めていく、並行して進めていかないと、物事は進まないと思います。 

 そこで、この道路が整備されるのがいつ頃になると想定しているのでしょうか。 

○産業振興センター次長 今回、Ｂ案に決したということで、3者による協定書の締結、

それから今後この3者を巻き込んでの地区計画を策定していきます。その中で実現を図っ

ていくということになりますが、想定スケジュールの中で、まちづくり（土地利用見直

し・地区計画等）の手続としては31年度の中盤ぐらいまでを予定しています。 

○委員 まだ、実際にできるのはわからないにしても、わかりました。 

○会長 ほかに質問、意見はありますでしょうか。 

 今までの構想と随分変わって、ダイナミックな変化があったようですが、より根本的
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な地域再開発につながる方向で事柄が進んでいるように思いました。まだ時間がかかるこ

とですので、これからのプロセスでまた皆さんのご意見を承るということも多いかと思い

ます。きょうの時点でのご意見、あるいはご質問がほかに無いようでしたら、これでこの

案件を終了したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○産業振興センター次長 今後も、色々と動きに合わせてご報告させていただければと考

えております。 

○会長 そうですね。不確定要素がまだたくさんありますし、これから議論を詰めていか

なければいけないところもあると思いますので、折々にまたこの場でもお話を聞かせてい

ただきたいと思います。 

 本日予定した議題は以上ですが、そのほかにありますでしょうか。そうしましたら、連

絡事項を事務局よりお願いいたします。 

○産業振興センター次長 はい。まず、この審議会ですが、例年どおりでいきますと、次

回は10月頃を予定したいと考えております。日程調整については、担当からさせていただ

ければと思います。 

 また、産業実態調査についての報告で少しご案内しましたが、産業振興計画改定の議論

を今年度の後半ぐらいから始めたいと考えております。産業実態調査の速報値も9月まで

にはまとめたいと考えておりますので、そうしたものをベースにして、議論させていただ

ければと思っております。 

 ただ、この審議会でやるよりは、部会を設置して、日程的にも刻んだ形でフットワーク

よくやらせていただけるとありがたいと考えておりまして、10月に向けて部会員候補を私

どものほうで調整させていただければと考えておりますので、その節にはご協力をお願い

申し上げたいと考えております。 

 以上です。 

○会長 はい。ご質問はありませんでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、今後はそういうことで進めてまいりたいと思います。 

 ほかに無いようでしたら、本日の産業振興審議会は以上で終了したいと思います。ど

うもご苦労さまでした。 


