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計画改定検討部会の主な意見（概要）と計画改定にあたっての考え方 

 

目標１ 多様な産業と住宅都市が共に発展するまち 

【現状と課題】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 杉並区の総人口は、平成 12年の約 51万人が、

平成 23年には約 54万人になりました。この間、

65歳以上の高齢者は増加し、一方、生産年齢人

口や 14 歳以下の年少人口はいずれも微増です

が、総人口に占める割合はそれぞれ減少してい

ます。今後もさらに少子化や生産年齢人口の減

少が見込まれ、区民の年齢構成が変化していき

ます。 

高齢者人口の増加、総人口に占める生産年齢人

口・年少人口の割合の減少といった動きは今後

も続いていくと思われる。 

数値等は最新のものを確認するが、改定にあた

って大幅な修正は不要と考える。 

 

前回の産業振興計画改定時には、待機児童問題

は顕在化していなかったため、保育施設を増や

す施策に伴い、保育園に子どもを入れたい世帯

の転入等、現状を把握する必要がある。 

産業振興計画改定案を作成する段階で、把握で

きる数値等を確認し、改定案への反映を検討す

る。 

2 杉並区は土地の大部分を住宅地が占めていま

す。夜間人口の比率とともに昼間人口比率も増

加していますが、区内に住み、区内で働く人の

率は 28％にとどまっています。そのような中、

職住近接を求めている事業所は多くあります。 

職場と自宅が近いというのは、通勤時間の短

縮、交通費の削減など、理想ではある。ただし、

杉並区は土地や建物が簡単に買える金額では

ない。そうなると、区外へ住まいを求めるのが

現状であるため、28％という数字を上げていく

のは困難であり、この割合は今後下がっていく

のではないか。 

最新の数値等を確認し、それに合わせて表現を

若干修正する必要がある。 

3 杉並区の事業所数及び従業者数は、これまでの

10年間に約 1割減少しています。一方、生活環

境の向上に寄与する商業や生活支援産業など、

区民生活の質的向上に寄与する業種は増加し

事業所数及び従業者数の変化については、平成

28 年経済センサス活動調査の確報値が発表さ

れた後に、当部会で検討した方が良いと思う。 

事業所数及び従業者数の変化については、平成

28 年経済センサス活動調査の確報値が発表さ

れた後に、あらためて検討する。 

資料１ 
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ています。また、産業分類別の事業所数を他の

区部と比較すると、不動産、生活関連サービス、

医療・福祉、教育など地域に密着した業種の比

率が高く、住宅都市としての性格が表れていま

す。 

4 区民生活や区内産業を取り巻く環境は、社会状

況や経済状況の変動により、大きく変化してい

きます。区内事業者の多くは、急激な環境変化

に十分に対応しきれず、厳しい経営状況にあり

ます。平成 22 年からの 3 年間で 6 割の事業所

で売上高が減少しており、特に「卸売業・小売

業」、「生活関連サービス業・娯楽業」で厳しい

結果となっています。一方、「教育・学習支援

業」「医療・福祉」「情報通信業」は比較的堅調

でした。 

平成 29 年度杉並区産業実態調査によると、5

年前との売上高の比較について、増加した事業

所が 28.6％、減少した事業所が 42.1％であっ

た。平成 23年度調査（3年前との売上高の比較）

では、増加した事業所が 17.2％、減少した事業

所が 57.7％であった。 

以上の変化を踏まえて、現計画の内容を変更す

る必要がある。 

平成 29 年度杉並区産業実態調査の結果をふま

えて、現計画の内容を変更する必要がある。 

業種別の分析については、杉並区産業実態調査

報告書の発行後にあらためて検討する。 
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【基本的な方向性・取組の視点】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 区内の魅力的な産業や地域資源を国内外に向

けて発信し、ブランド力を向上させるシティプ

ロモーション（文化や施設・イベントなど杉並

を売り出すことを意識した取組）を推進してい

きます。これは、地域の新たな産業の創出や消

費を拡大させる原動力となります。また、区民

が「我がまち」に誇りと愛着を持ち、来街者を

増加させ、新たな転入者や地域貢献活動への参

加者を増加させるという成果が望め、その結

果、区民生活と産業振興にプラスの影響を及ぼ

すことが期待できます。 

≪事務局より≫ 

平成28年度の審議会で議論していただいた『杉

並区観光事業に関する基本的な考え方 ～「に

ぎわい」ある住宅都市をめざして～』について、

それを計画改定に反映させていく必要がある

と考えている。「区内の魅力的な産業や地域資

源を国内外に向けて発信」という表現について

は、目標１よりも目標５（魅力的でにぎわいが

あり、また行ってみたくなるまち）で述べた方

が良いと考えているが、部会員の皆さまのお考

えを伺いたい。 

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）の【現状と課題】及び【基本

的な方向性・取組の視点】について検討した後

に、目標１の検討でいただいたご意見等をふま

えて整理し、計画改定にどう反映させていくか

を検討する。 

産業振興計画にどういうふうに入れるかは未

定だが、審議会でも観光に関する議論をしてき

たので、平成 33 年度に向けた取組を考えたと

きには、産業振興計画で観光について触れてお

いた方が良い。 

産業振興計画に観光についての視点を入れる

ことは、区民生活や産業振興にとってプラスに

なる話だと思う。 

「区内の魅力的な産業や地域資源を国内外に

向けて発信」とあるのだから、訪日外国人も含

めて「来街者を増加させ」るということを入れ

た方がいいのではないか。 
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2 杉並区は、生活関連サービス業・教育・福祉な

ど、既存の商業・工業・農業といった分類に当

てはまりにくい多様な産業で構成されており、

相互につながりがあります。この産業のつなが

りを意識し、区内での消費活動や交流、区内企

業での就労や技術の承継、区と事業者・異業種

間での情報交換や情報共有など、地域内で人・

モノ・情報の循環が促進される仕組みづくりを

進めていきます。 

産業振興基本条例や産業振興計画を作ってい

く中で、商業、工業、農業といった枠組みを越

えた横のつながりという方向性が重視された

経過をふまえると、この部分については大きく

変更しなくてもよいのではないか。 

目標４（安心して地元で元気に働き続けられる

まち）の【現状と課題】及び【基本的な方向性・

取組の視点】について検討した後に、目標１の

検討でいただいたご意見等をふまえて整理し、

計画改定にどう反映させていくかを検討する。 

≪事務局より≫ 

産業経済関係のトレンドとして、事業承継、働

き方改革、ワーク・ライフ・バランス等の取組

という視点について、産業振興計画の改定に必

要ではないかと考えている。現計画で「区内企

業での就労や技術の承継」とあるが、技術の承

継だけでなく、そもそも事業所自体の承継とい

うところにも、計画のどこかで触れていく必要

があるのではないかと考えている。 

業種に関係なく、「働き方改革」と「事業承継」

の２つはキーワードだと思うので、計画改定で

入れた方が良いと思う。 

3 先行きが不透明で低迷する経済への対応や新

たな産業・事業者育成に向けた取組を促進する

ため、人材育成をはじめとし、融資あっせん制

度の充実や起業・創業支援の推進など、安定・

継続した経営を可能とするための経営基盤の

強化を図っていきます。また、時機に応じた経

済対策を進めていきます。 

創業支援について、区がどこまで支援している

か、その実績に関するデータや制度、利用状況

に関する資料が欲しい。 

資料１１として用意しました。 

≪事務局より≫ 

「ワーク・ライフ・バランス」については、目

標４（安心して地元で元気に働き続けられるま

ち）の取組３（仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の実現に向けた労働環境の整

目標４（安心して地元で元気に働き続けられる

まち）の【現状と課題】及び【基本的な方向性・

取組の視点】について検討した後に、目標１の

検討でいただいたご意見等をふまえて整理し、

計画改定にどう反映させていくかを検討する。 
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備）で取り上げている。できれば、こちらの方

で「ワーク・ライフ・バランス」について改め

て取り組みを盛り込めると良い。 
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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 

【現状と課題】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 商店街は、区民や区内で働く人にとって日常生

活に必要な商品・サービスを提供しています。

これに加え、まちのにぎわいを創出するととも

に、生活にうるおいと豊かさを提供する安全・

安心な地域の拠点としての役割が求められて

います。 

平成 24 年杉並区区民意向調査では、商店街が

必要だと思う理由として「なくなると買物が不

自由になる」(44.2%)、「まちのにぎわいに必要」

(41.2%)、「地域交流の場として必要」(6.3%)、

「なくなると通行が減少して防犯上心配であ

る」(3.6%)、「地域活動のリード役として必要」

(3.4%)との結果が出ています。 

また、高齢化が進展する中、買物等に不便を感

じている方々などが、引き続き豊かで快適に生

活を送るための拠点として、商店街の機能が再

認識されています。 

商店街の現状としては、そんなに大きく変わっ

ておらず、商店街が必要だという認識を区民の

方はもっている。 

個店が魅力を持つと人が集まり、人が集まれば

賑わいができるので、そうした仕組みを考えて

いく必要がある。 

コンビニや電子マネーなどの影響もあり、商店

街も営業日・営業時間や電子マネーなどへの対

応が必要ではなか。 

生鮮三品や日用品の購入場所だった商店街の

質の変化と、消費者が商店街に求めるものの意

識とのギャップが大きくなっているのではな

いか。 

2 店舗の減少や商店街未加入事業者の増加は、商

店街の経営力や活動力の低下を招く大きな要

因となります。大型店等では、企業等の社会貢

献意識の高まりなどにより、地域社会の一員と

しての社会貢献活動が進められています。大型

事業継承しない店舗が圧倒的に多くなり、テナ

ント化した店舗が多いことが問題となってい

る。 

それぞれの商店・商店街の自助努力と、それを

支える支援の方向性を考える。 

以前の商店街は職住一体で形成されていたが、

最近は通いの店主が圧倒的に多くなっている。 



7 

店を含む、未加入事業者の商店街への加入を促

進し、商店街の一員として事業に協力するな

ど、地域商店街と大型店等が共生する商店街づ

くりを行っていく環境を整えていくことが必

要です。 

テナント店舗は地域への帰属意識が薄いため、

メリットがないと商店会には入らない。 

商店街を運営する立場の人が減少して負担が

大きくなっている。 

賑わいのある商店街として維持していくため

に、新規参入店舗の若い経営者が運営に協力し

てほしい。 

チェーン店では、パートやアルバイトばかりで

意思決定できない人が多い。 

3 チェーン店の増加などに伴い、個々の商店街の

個性や特徴が見えにくくなっています。地域の

特性を踏まえ、その資源を活用していくなど、

その強みを顕在化させ、魅力ある商店街づくり

を進めていくことが必要です。 

個々の店舗で多少個性を持って魅力のある店

を作っていかないと、商店街の魅力は出てこな

い。 

他自治体の先進的な取組事例なども参考に、取

組を強化する方向で検討を進める。 

入ったことのない店には入りにくいが、入って

みないと店の個性はわかりにくい。足を踏み入

れてもらえるような工夫ができるとよい。 

 

 

【基本的な方向性・取組の視点】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 駐輪場や休憩スペースの設置、街路の段差解消

などの施設環境の改善に加え、防犯カメラの設

置や装飾灯ＬＥＤ化等への整備助成により、安

全で快適な商店街環境の整備を促進していき

ます。また、商店街での心のバリアフリーを一

駐輪場については長い間課題となっている。自

転車での来客も多く、放置自転車対策も含めて

駐輪場の環境整備を進める必要がある。 

防犯カメラについては、環境整備がある程度進

んだら、設備の維持継続についても考えていく

べき。 

商店街を中心に、電線の地中化を進めて商店街

の環境整備を進めてほしい。 
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層進め、互いに支えあい、誰でも使いやすく、

おもてなしの心が伝わるやさしい商店街づく

りを進めていきます。 

装飾灯ＬＥＤ化と防犯カメラの設置は今後も

進める必要がある。また、防犯カメラの老朽化

対策にも取り組む必要がある。 

2 区内全域を対象とした画一的な商店街支援か

ら、地域特性を重視したものに商店街振興施策

の重心を移していきます。また、まちの将来を

展望した商店街の取組を積極的に支援するこ

とにより、区民の日常生活の利便性を向上させ

るとともに、魅力ある商店街づくりを進めてい

きます。 

方向性としては、これでいいのではないか。 この方向で具体的な議論を進める。 

3 商店街の活性化に向け、意欲がありながらも人

材の不足などの要因から活動力が低下してい

る商店街に対し、外部人材の活用をはじめとす

る様々な経営支援制度で多面的に支援してい

きます。また、商店街の活性化を図ることによ

り、大型店との関係においても競争できるよう

な環境づくりに努めていきます。 

店がなくならないように、後継者を支援するよ

うな取組が必要ではないか。 

日常の商店街運営についての人材確保や、町全

体の活性化に向けた人材の確保について、これ

からも取り組んでいく必要がある。 商店街を担う人材を、いかにして取り込んでい

くかについて、制度や仕組みとして確立する方

法を考える必要がある。 

高円寺では、「座・高円寺」とも連携しており、

まち全体の取組としては、外部の協力が得られ

ている。 

個々の商店街については、普段の商店街運営に

ついての人材をどうやって確保するかが課題。 

4 商店街の組織機能を強化するため、商店街と区

が一体となって加入促進を進めるとともに、ス

ケールメリットを生かすための事業の連携や

時代の流れとともに変えていくものがあれば

何か入れていけるといいが、現状としては、こ

の方向でいいのではないか。 

補助金等の活用により、今後も取組を継続して

いく方向で検討する。 
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組織の再編などの取組を支援していきます。 補助金を使うために、商店街として何をどうや

って活性化させていくかを考えていけるとよ

い。 

 

【目標別指標】 

 ○区内小売業の年間商品販売額については、ネット通販の増加や人口減少などの影響も考えると、減少傾向と考える必要があるのではないか。 

 

 

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 

【現状と課題】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 「節成キュウリ」、「豊多摩早生（栗）」など、

かつては、これらの特産品をはじめ、多くの農

産物が区内で生産されていました。都市化の進

展などにより、農産物の生産量は大きく減少し

ましたが、現在でも、安心・安全で高品質な農

産物が区内で生産されています。 

農業団体等とも個別に検討会等を設けて議論

したほうがいいのではないか。 

○全体としては、今の計画でも網羅されている

と感じられるので、農地をなくさないために、

法に基づく計画として、東京都の農業振興計画

に沿った内容で検討していく。 

 

○税制の課題もあり、自治体の取組だけでは難

しいが、国等へ要望すべきことがあれば要望す

るとともに、減少傾向を食い止める取組を検討

していく。 

ハウス等の集約的な方法にすることで、農地面

積が減少している割には産出額が減っていな

いのではないか。 

都市農業振興基本法の制定や、生産緑地法の改

正などにより、農家からもやる気のある人が出

てきている。 

2 農地の減少とともに、高齢化や後継者不足によ

り農業の担い手も減少しています。平成 12 年

から平成 22年の 11年間で耕地・農家数とも約

25%減少しています。 

農業後継者の育成のため、グリーンクラブが活

動している。 

農業のみでは生活できず、不動産所得が必要だ

が、相続が発生すると一番売りやすいのが農地

のため、税制に課題がある。 
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制度改正があれば、農地の貸し借りができるよ

うになり、外部からの人材流入や企業の進出も

考えられるのではないか。 

既に民間主体の体験農園などもできている。 

3 都市農地は、安全で新鮮な質の高い農産物の生

産地です。加えて、ヒートアイランド現象の緩

和や、災害時のオープンスペースの確保など、

多様な機能を有しています。区民の約 7割は都

市農地を「貴重な緑地として保全」されること

を希望しており、「新鮮な農産物の生産の場」

「農作業を学び楽しめる場」として認識する区

民も多くいます。 

農地はある程度守っていかなければならない

と考える。 

農地のない地域にもアピールするため、即売会

をやっていきたいが、現状ではこれ以上の回数

を実施することは難しい。 

区内産野菜の六次産業化は、安定した材料の供

給や設備等の関係で難しいが、飲食店等への食

材提供は可能ではないか。 

区内産野菜を杉並ブランドとしてＰＲできる

とよい。 

学校給食への活用も続けていくべき。 

 

 

【基本的な方向性・取組の視点】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 農地の減少を食い止め、都市農地の持つ多様な

機能に対する区民の期待に応えられるよう、農

地保全に向けて、農業従事者と区民と共に法令

等の改正を関係機関に強く働きかけていきま

す。 

法改正を受けて、どのように対応していくの

か、将来的にどうしていくのかを計画に盛り込

む必要がある。 

将来的に、農地面積も生産額もいかに減らさな

いようにするか、という方向性で検討を進め

る。 

≪事務局より≫ 

これまでの働きかけによって、実現しているこ
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ともあり、そうした活動をＰＲしていくことも

大切と考えている。 

2 農地保全に向けた法令等の改正を要望するとと

もに、高齢等のため営農を継続することが困難

な農業者に対し、ＪＡ（農業協同組合）や他の

農業者等と連携しながら耕作を支援する仕組み

を作っていきます。 

法改正されれば、生産緑地の貸し借りが可能と

なり、アグリビジネスが増える可能性がある。 

法改正を見据えて検討を進める必要がある。 

3 地産地消の推進に向けて、区内農産物の生産と

消費の拡大を進めるとともに、区民の農業への

参加や、学校給食・区内飲食店への食材提供、

生産者の顔が見える販売方法や地産地消マー

ケットの展開など、安全で新鮮な区内農産物と

消費者の食卓を積極的に結びつけていきます。 

ＪＡと連携して、どこで杉並産野菜を購入でき

るかを広く区民にお知らせしていきたい。 

現在の取組を進めながら、ＰＲの強化を考えて

いくべき。 

現状では、作物が売れ残っているというわけで

はない。 

 

【目標別指標】 

 ○農地面積は、手を打たないと減る一方。面積も農業産出額も減らさないためにどうしていくかを考える必要がある。 
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目標４ 安心して地元で元気に働き続けられるまち 

【現状と課題】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 無業による未収入や非正規雇用などによる収

入の低下は、未婚や晩婚化を進め、少子化に更

に拍車がかかる要因ともなっています。区政に

おいても、社会保障の担い手減少による税収の

低下や生活保護などの扶助費が増加するとい

う、負の循環を生み出す可能性があります。こ

のままの状況が続くと、少子化・高齢化による

労働力人口の減少とも相まって、区内産業・経

済の停滞を引き起こし、まちの活気が低下する

恐れがあります。 

若い方は「正社員」というものに対する意識が

低く、将来のことや年金のこともあまり考えて

いないように思われる。自分の趣味にある程度

お金を使って生活できればいいと考えている

ようで、家庭を持って家族を養っていくという

考えの方が昔より減っているのが、現状の社会

情勢だと思う。 

それをふまえた上で、区としてできることを考

えると、今やっている方向で進めていけばいい

と思う。 

就労意欲がありながらも就労に結びついてい

ない方や、正規雇用を目指している非正規雇用

の方などに対する就労支援を今後も継続する

方向で、取組内容を検討していく。 

これまでの取組状況を見る限り、区としてやる

ことは全てやっていると思う。あとは、若い方

たちがどのような労働形態を取りたいかだと

思う。少しだけ働いて自由な時間を持ちたいと

か、そういう傾向が高くなっていると思う。 

区の取組としてはこれぐらいまでで、個人の考

えに介入していくのは行政として難しいと思

うので、取組としてはこの方向で進めていくの

がいいと思う。 
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2 厳しい経済・雇用情勢が引き続く中、平成 23

年の全国の完全失業率（平均）は 4.5%となっ

ています。とりわけ 15～24歳は 8.2%、25～34

歳が 5.7%となっているなど、若年者の雇用状

況は大変厳しい状態です。また、ハローワーク

新宿の登録求職者の 30%以上が杉並区民であ

ることから、区内における職業紹介機能や若者

への就労支援の重要性は高まっています。 

経済状況が悪いと雇用情勢は難しいが、それは

改善しつつあると思うので、企業と働く方を結

びつけるという視点で取組を進めていけばい

いと思う。 

雇用状況は改善してきたと思えるため、若者を

中心とした求職者と雇用を確保したい企業と

を結びつけるという視点で取組内容を検討す

る。 

3 区内には、就労意欲がありながらも、生活や家

族、健康などに不安を抱え、就労に結びついて

いない人が多数潜在しています。こうした人た

ちを掘り起こし、就労につなげていくための支

援が求められています。 

障害者の方々の就労に関して、いろいろな取組

をしているが、これらを引き続き、続けていく

ことが重要だと思う。 

就労意欲がありながらも就労に結びついてい

ない方への支援を引き続き継続していく方向

で検討を進める。 

4 就労意識の変化や就労形態の多様化により女

性の社会進出が進んでいます。しかし、育児や

介護をしながら働く環境の整備は十分とは言

えません。また、男女ともに趣味や余暇、地域

活動に取り組みたいと望んでいますが、仕事と

家庭の二者択一を迫られている状況です。誰も

がより充実した生活を送り、成長しながら働く

ことができ、また、企業にとっても、持続的な

発展のため社員が力を十分に発揮できる取組

として、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の実践が望まれています。 

日本の社会において長い時間の中ででき上が

った職場の慣例や雰囲気などを、すぐ変えるの

は簡単ではない。産業実態調査の中で「有給休

暇を申請しやすい雰囲気を作るようにしてい

る」という取組事例があるが、休暇を取ると言

いづらい雰囲気はなかなか変わらない。社会全

体で有給休暇を申請しやすい雰囲気を作って

いく運動をしていかないと変わらないと思う。

国や地域を挙げて、ワーク・ライフ・バランス

に向けた取組をやっていく必要がある。 

ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発につい

ては、国の働き方改革などの動きをふまえて、

区として実施可能な取組内容を検討する。 
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【基本的な方向性・取組の視点】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 就労意欲がありながらも、生活や家族、健康な

どの不安を抱えているために就労に結びつい

ていない人を掘り起こし、就労相談から就職後

の定着まで、求職者一人ひとりに寄り添ったき

め細やかな支援を行っていきます。また、区の

関係部署で情報の共有・連携を密にして、横の

つながりを持った支援を進めていきます。 

就職後に定着しない理由はいろいろあると思

うが、大まかにでも定着しない理由が分かれ

ば、それに対してどう支援すればいいか、わか

ると思う。 

就労に結びついていない人を掘り起こし、求職

者一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援

を進めていく方向性を継続し、具体的な寄り添

い方や取組内容について検討を進めていく。 

区として就労支援センターの取組を十分にさ

れているが、一方で、一人ひとり状況が異なる

と思う。本人に問題がある場合もあるし、家族

に問題がある場合もあり、一概に何かをすると

いうのは難しい。今の取組を着実に進めていく

のが一番だと思う。 

就労相談については、面談形式だけではなく、

ネットでも窓口を作ってあげるのも大事だと

思う。ネットを通じて相談を受けて、情報をや

り取りできるような、そんな寄り添い方もある

のではないか。 

「就職応援ナビすぎなみ」のホームページにア

クセスした人が、ネットを通じて相談できる窓

口があればと思う。 

そこへアクセスする方は潜在的に仕事を探し

ているが、面談に来るまでには行かない人もい

ると思う。ネットで相談したり、ネットから面

談に繋がるような取組があってもいいと思う。 
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ＮＰＯ法人等でも障害者を積極的に雇用して

いるところもあるので、そういったＮＰＯ法人

等とタイアップして就労相談をするといった

取組も必要なのではないかと思う。 

区の関係部署との連携だけではなく、外部の関

係団体の協働による支援のあり方についても

検討する。 

2 区内企業と区がパートナー関係を構築し、区内

産業の魅力発信の充実を図るとともに、求人開

拓や中間的就労の場を確保するなど、就労意欲

のある人材と区内企業を結びつけるための取

組を進めていきます。 

若い人たちに対して、杉並区にはこんな企業が

あるということをＰＲできるといい。区として

そういった取組はやっているので、その延長線

でレベルアップして、区内の企業をより一層Ｐ

Ｒできる仕組みになるといい。 

今までの取組内容をレベルアップする方向で

具体的な議論を進める。 

3 誰もが社会の中で自分らしい生き方を選択で

き、その生活の状況や希望に応じて、仕事と仕

事以外の生活を無理なく両立できる働きやす

い環境を整備していくとともに、企業や事業主

の理解と協力を得て、社会全体で仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）をさらに進

めていきます。 

セミナーの開催は良いと思う。ワーク・ライ

フ・バランスの重要性については、もう少し企

業が認識する必要があると思う。仕事が大変で

精神的な余裕は無いのかもしれないが、時代に

合わせて企業も変化していかなくてはいけな

い。ただ、区の取組としては、企業の内部に入

れるわけではないので、セミナーの方向性・種

類・講師などをもう少し発展させることで、い

ろいろな企業に参加してもらい、ワーク・ライ

フ・バランスの重要性を認識させるのが良いと

思う。 

セミナーの開催は継続する方向で検討し、内容

等を具体的に検討していく。 

企業経営者に認識を持ってもらうためのセミ

ナーを考えてもいいのではないか。セミナーの

開催という方向性については、そのまま進めて

いただければと思う。 
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【目標別指標】 

 ○就労相談から就職に至った延人数については、平成３３年に６５０人という目標だったが、平成２９年１１月末現在で６１０人という実績である

ことをふまえると、指標を変えるか、指標をこのままにするのであれば上方修正が必要ではないか。 

 ○若者を中心とした就職準備相談及び心理相談の実施延人数については、平成３３年に１３，０００人という目標だったが、平成２９年１１月末現

在で８，８４７人という実績であることをふまえると、指標を変えるか、指標をこのままにするのであれば上方修正が必要ではないか。 

 ○ワーク・ライフ・バランスに関する指標については、関心の有無ではなく、取組の有無に関する指標へ変える方がいいのではないか。 
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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 

【現状と課題】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 区内の各地域で様々な課題を抱えています。こ

れらの課題に別々に取り組むだけでは十分な

成果が得られない現状を踏まえ、大きくまちづ

くりの視点から総合的な解決を図り、地域の魅

力を高めていく必要があります。 

前回の計画改定検討部会（目標２）で、商店街

に関する意見等をもらったので、それをふまえ

て検討する。 

目標２の検討で出た商店街に関する意見をふ

まえて検討を進める。 

2 東京都への観光客数が年間 4 億人を超えなが

ら、その多くは都心部の観光スポットへの来訪

で満足し、杉並区の集客にはつながっていませ

ん（平成 23 年東京都観光客数実態調査・外国

人旅行者行動特性調査）。地域資源を集約し、

都心部にはない魅力を PR することで、区内は

もとより、区外、都外、国外からの集客力を高

め、にぎわいの創出につなげていく必要があり

ます。 

 

 

杉並アニメーションミュージアムの来場者が

右肩上がりに増えているのは大変喜ばしい。立

地は良くないが、わざわざ足を運んでいただけ

てありがたい。その裏にはいろいろな努力があ

ったのだろうと思う。ただ、それだけではスカ

イツリーや浅草には勝てないのも事実である。

観光資源が少ない杉並区は、地道に一つずつ取

組をやっていくしかない。あとは、七夕まつり

や阿波踊りにどうやって人を呼んでいくか。 

１つ１つは小さい取組であっても、それらを複

合的・総合的に実施したり、まとめて情報発信

する方向で、杉並区の観光について具体的な取

組内容を検討していく。 

「荻外荘を見てください」「大田黒公園に寄っ

てください」というだけではなく、例えば、忍

者に興味がある外国人が、忍者の恰好をして写

真を撮ったりできるなど、日本文化を体験でき

るやり方が色々あると思うので、地道に色々と

やりながら進めていき、それが総合的に観光に

繋がっていけばいいと思う。 
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Facebook などのＳＮＳを使って情報が流れる

ことによって、思いもかけないところから訪日

外国人が訪れるのが今のインバウンドの流れ

ではないか。「インスタ映え」する場所や、中

央線あるあるプロジェクトでも発信している

ラーメン屋など、それらをいかに発信していく

か。 

山手線の内側には多くの観光客が来ているが、

杉並区までは足を運んでもらえないというの

が現状だと思う。中央線あるあるプロジェクト

や阿波踊り、七夕まつりなど、いろいろなイベ

ントがある中、そういうものをうまく活性化し

ながら、区内に足を運んでもらえるような取組

を進めていくという方向性は間違っていない

と思う。 

3 全国に約 400 社あるアニメーション制作会社の

うち、その約 9 割が東京都に集中し、杉並区に

は約 70 社と練馬区と並び全国でも有数のアニ

メ制作会社の集積地となっています（平成 23年

一般社団法人日本動画協会調査）。区は、日本国

内屈指のアニメーション関連会社の集積地とし

て、アニメーションミュージアムの設立・運営

やアニメーションフェスティバルなどの事業を

進めてきました。今後もアニメーション産業の

振興を図ることに加え、アニメの持つ発信力や

区内にアニメ制作会社がこれだけ増えてきて

いるし、アニメを使った地域の活性化や地域振

興という視点で考えると、アニメ産業の人材育

成支援はしなくてもいいのかなと思う。ただ、

他区と連携を図ったりとか、地域振興や観光に

結びつくのであれば良いと思う。 

アニメ制作者の人材育成支援という取組につ

いては、アニメを使った地域の活性化や地域振

興という視点で、廃止を含めて内容を検討して

いく。 
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集客力、まちや人に活気を生む娯楽性の高さが

活かされるよう取り組んでいく必要がありま

す。 

杉並アニメーションミュージアムとは別に、ア

ニメを使ったイベント等を企画してそこに集

客することによって、アニメの知名度を上げて

いく方法を考えていくべき。せっかく、中野と

連携して色々とやっているので、桃井原っぱ公

園や中野駅近くの広場を使って、アニメ制作会

社がテントを張って、人が集まって楽しめるよ

うなものを企画しながら、アニメの発信などの

企画を進めてもいい時期かと思う。アニメのイ

ベントを、杉並区の観光の一つの柱とするなら

ば、それなりのものを思い切って考えてもいい

のではないか。 

杉並のアニメの認知度を上げること、それで集

客をして人を呼ぶこと、この２つの視点をふま

えながら、これまでのアニメに関する取組を発

展させ、他区との連携等も含めて、アニメを活

用したまちのにぎわい向上のための取組を検

討していく。 

 もし、イベントをやるのであれば、毎年東京ビ

ッグサイトで開催されるコミックマーケット

（通称コミケ）のように、かなりの規模で集約

してやらないと、情報発信も集客もできない。

杉並・中野・練馬で連携して大々的にイベント

を立ち上げれば、かなり発信もできるのかなと

思う。 

 アニメ産業の事業者にとって、事業やイベント

として採算が取れる方向性で検討すれば良い

のではないか。その結果として杉並のアニメを

発信できるという形に持っていくことは良い

と思う。 
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 アニメに関する取組は発展的に進めていき、杉

並のアニメの認知度を上げること、それで集客

をして人を呼ぶこと、この２つの課題に向けて

考えて、計画に盛り込んでもらえれば。 

 

 

【基本的な方向性・取組の視点】 

 現計画の内容（原文） 主な意見（概要） 計画改定にあたっての考え方 

1 各地域が抱える様々な課題を、産業振興、都市

整備、地域振興、文化振興など様々な角度から

多面的に捉えなおし、ハード・ソフトの有機的

な連携を図ることで、良いまちを作りたいとい

う住民の思いに応えられる魅力的なまちづく

りを総合的に展開していきます。 

前回の計画改定検討部会（目標２）で、商店街

に関する意見等をもらったので、それをふまえ

て検討する。 

目標２の検討で出た商店街に関する意見をふ

まえて検討を進める。 

2 杉並の文化・芸術・歴史、各種イベントやまつ

り、個性的な店舗・事業所など杉並の「良さ」、

「らしさ」を再発見し、これらを集客資源とし

て効果的に発信することで、持続的に集客力を

高め、杉並の魅力を向上させていきます。 

今のやり方で地道に積み重ねていくことが必

要ではないか。新たな取組を増やしていくこと

は大変だと思うので、今までやってきた方向性

でやっていけばいいのではないか。 

杉並区の観光資源を再発見し、それらを集客資

源として効果的に発信する方向性で、具体的な

取組内容について議論を進めていく。 

集客資源を効果的に発信することに尽きると

思う。産業実態調査で区民に対して「杉並区の

観光資源は何だと思いますか」との問いをした

が、イベント・自然・アニメ・街など様々な回

答があった。いろいろな切り口や括り方がある

ので、それらの観光資源をいかに効果的に発信
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できるかということが、より一層良くなればい

いと思う。 

訪日外国人を取り上げるテレビ番組があるが、

Ｊ：ＣＯＭと連携して、その杉並版のようなも

のを制作するのはどうか。区内の駅で訪日外国

人をインタビューすれば、どういう人がどうい

う目的で来ているのかを把握できると思う。そ

れをテレビで放送すれば１つの広報にもなる

し、面白いと思う。 

3 アニメコンテンツの持つ魅力を商店街の活性

化や、まちのにぎわい創出につなげていく取組

を推進するとともに、アニメーターの人材育成

など、アニメーション産業への支援を行ってい

きます。 

（再掲） 

区内にアニメ制作会社がこれだけ増えてきて

いるし、アニメを使った地域の活性化や地域振

興という視点で考えると、アニメ産業の人材育

成支援はしなくてもいいのかなと思う。ただ、

他区と連携を図ったりとか、地域振興や観光に

結びつくのであれば良いと思う。 

（再掲） 

アニメ制作者の人材育成支援という取組につ

いては、アニメを使った地域の活性化や地域振

興という視点で、廃止を含めて内容を検討して

いく。 

 

【目標別指標】 

 ○区内各駅の１日平均乗降人員については、どこまでが来街者で、どこまでが住んでいる方で、どこまでが仕事で利用しているか、詳しいことはわ

からないので、杉並区内にどれぐらいの人が訪れているのかを把握できるといいのではないか。 


