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会議録
会議名 第 回 産業振興会議

日時 平成 年 月 日（月） 午前 時 分～ 時 分

場所 開発交流プラザ会議室

委 員 天野克己、内山真宏、落合 隆、小野桂一、加藤一詞、姜 雪潔

栗原博文、志村 勝、高柳 茂、中庭光彦、福井昌平

大西健二（産業振興部長）

事 務 局 橋本 徹（産業政策課長）、山岸 研（企業支援課長）、平本博美（観光課

長）、鈴木秀吾（農林課長）、三吉徳浩（産業政策課主査）、久田伸之（企

業支援課主査）、平野房枝（産業政策課主任）

欠 席 者 氏 名 田中伸晃委員

次 第 １．開会

２．産業振興部長あいさつ

３．事務局説明

４．委員・事務局紹介

５．座長選出

６．会議の公開について

７．議事

①産業振興マスタープラン第２期の概要説明と ～ 年度まで

の進捗状況

②会議の進め方について

③その他

８．閉会

公開・非公開の別 公開

非 公 開 理 由 なし

傍 聴 人 の 数 なし

配 付 資 料 名 ・八王子市産業振興会議開催要綱

・これまでの取り組み

資料 八王子ビジョン 基本構想

資料 八王子ビジョン 基本計画（第 部総論）

資料 八王子ビジョン 第 編

資料 八王子市産業振興マスタープラン【第 期】本冊

資料 八王子市産業振興マスタープラン【第 期】概要版

資料 産業振興戦略プラン

資料 委員名簿
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会 議 の 内 容 １ 開会

大西産業振興部長あいさつ

２ 会議委員紹介

事務局より、委員を紹介。

事務局職員紹介

事務局より、事務局職員を紹介。

事務局より会議の公開・会議録の公開の説明

座長選出

委員の互選により、中庭委員が座長に選出された

副座長選出

中庭座長の申し出、及び推薦により、福井委員が副座長に指名された

議事

【中庭座長】本日の会議について、公開・非公開の決定と会議録の取り

扱いについて説明願う。

【橋本】 会議は公開にする。会議録については、事務局で作成し委

員の確認が取れた後に公開する。

【中庭座長】傍聴希望者についてはどうか。

【橋本】 傍聴希望者がいた場合には、原則として入室を許可する。

【中庭座長】本日は第 回ということで、産業振興マスタープラン第 期

の概要と ～ 年度の進捗について、事務局から説明を受け

た後、質疑を行うこととする。第 回以降については、委員か

ら意見を伺い議論を進めたいと思う。

【橋本】 産業振興マスタープラン概要版とこれまでの取り組みを使

って説明する。

産業振興マスタープランは、地域経済の発展に向けたプラ

ンとして平成 年度から 年度を計画期間としている。

八王子ビジョン の『魅力あふれる産業でにぎわう活

力あるまち』の実現に向け、概要版にあるとおり３つの基本施

策と７つの施策を基本方針としている。さらにそれぞれの施策

を推進するにあたり、産業振興戦略プランを策定している。

来年度は、この計画期間の半分を経過することと、市の上

位計画である八王子ビジョン の中間見直しも行われる

ということで、委員の皆さまの意見を伺い、産業振興マスター

プランの中間見直しを行う。産業振興マスタープランの見直し

を行いながら、八王子ビジョン との整合を計っていきた

い。

まずは、マスタープラン、戦略プランに基づく各種施策、

戦略の進行状況、また策定時からの社会情勢の変化をふまえ、

内容に修正を加えていくという考え方で進めたい。なお、修正

については各種施策に掲げる内容のうち、今後の 年間に力を
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注いでいかなければならないものに絞り込みたい。

【橋本】 それでは、これまでの取り組みに基づき説明する。

施策１産業振興の体制強化について、これまでの取組と総

括。商店街の組織力強化のための商工会議所との連携や、商工

会議所と農協との連携協定の締結など産業支援機関のネット

ワーク強化に関する施策は進捗を見せているが、分野を超えた

産業支援機関との連携促進をさらに進めていく必要がある。

産業交流拠点の整備内容、オープンの時期が具体化してき

たことを踏まえ、積極的な活用方法などについてさらに検討を

加える必要がある。

状況の変化としては、プラン策定時不明確だった産業交流

拠点の整備内容、開設時期等が明らかになってきたことがあげ

られる。

施策２企業支援、企業立地支援制度については、大企業の研

究開発拠点の誘致・増築をはじめとする実績を上げるととも

に、小規模企業の流出防止を対象にした制度の充実などに取り

組んだ。今後は、市内企業の流出防止のさらなる充実を検討し

ている。また、八王子みなみ野地区の業務用地の販売の進捗に

より、新たな業務用地の確保が課題となっており、川口物流拠

点の整備や新滝山街道沿道地区の事業用地の創出などが進め

られている。

状況の変化としては、都市環境整備の進捗、圏央道八王子西

インターのフル機能化、新滝山街道沿道の用途地域の見直し等

があげられる。

施策３就労環境の整備、市内企業の人材確保、雇用のミス

マッチの解消などの視点から、八王子就職ナビ、はちおうじ若

者奨励金の立ち上げ、大学・企業によるディスカッションの実

施を進めた。また、中小企業新入社員合同研修の実施など、市

内中小企業の抱える課題に対応する事業を進めており、プラン

に掲げる戦略に基づき、着手な取組を進めている。

同時に、福祉部門等で、生活困窮者に対する自立支援、ニ

ート・引きこもりに対する対策なども着実に進めている。

今後は、就労環境の変化、働き方改革などの状況を踏まえ

た施策の検討が必要と考える。

状況の変化としては、人手不足により、就労しやすい状況

になってきている一方で、中小 企業の人材確保が困難になっ

てきていること。政府による働き方改革の推進や女性活躍推進
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法の制定などがあげられる。

施策４高度な技術の集積を活かした産業振興、先端技術セン

ター開発交流プラザを中心に、引き続き産学連携や企業同士の

連携支援を行うとともに、新たな販路開拓に取り組むなど、着

実な取り組みを行っている。

情報通信産業の振興については、サイバーシルクロード八

王子による 企業間ネットワークの構築、マイナンバー対応

の相談などに取り組んでいる。

状況の変化については、産業技術力の進歩、ＡＩの進歩、Ｉ

ｏＴの急速な広がりや、医工連携、福祉との連携など、新たな

連携のニーズの高まり、市内の大企業の研究所の件数の増加や

拡充、マイナンバー制度の導入があげられる。

施策５新産業の創出、サイバーシルクロード八王子における

クラウドファンディングを活用した農業との連携等の取り組

みの開始、中小企業新商品開発認定制度の設立など、支援活動

を着実に推進している。

創業支援については、商工会議所、サイバーシルクロード八

王子、金融機関などと連携し、創業塾の充実等に取り組んでお

り、創業件数、継続率などは成果を上げているが、小規模商業・

飲食、コミュニティビジネスなどが多く、イノベーティブな創

業が少ない課題がある。

特定の産業分野を超えた新たな課題に対する取り組みについ

ては、産業振興会議を立ち上げたところであるが、今後、さら

に、進めていく必要がある。

状況の変化としては、さまざまな分野における消費者ニーズ

の変化、産業技術力の進歩、市内在住外国人の増加や人口減少

社会の進行があげられる。

施策６にぎわいにつながる産業の新興、観光の面では、滝

山地区について、駐車場整備やＡＲアプリの開発とともに、甲

冑をつけたボランティアガイドなど地元と連携した事業を推

進している。また、多言語対応の観光資料の作成やボランティ

アガイドの充実に取り組むなど計画に基づく施策を展開して

いる。さらに、 を推進するとともに、マーケティングの

充実やインバウンド対応など観光事業の高度化を進めるため、

平成 年 月に「（仮称）八王子観光コンベンション協会」

を設立する。

今後は、「（仮称）八王子観光コンベンション協会」が、

IT
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機能を発揮できるようになるよう、同協会の実力を高めるとと

もに、地域ブランドの創出による商業振興や新しい観光事業の

推進に力を注いでいく必要がある。

中心市街地活性化については、補助による空き店舗の活用を

進めるとともに、国の補助金を導入した回遊スポットの整備や

八日町の交流拠点の整備などを進めるとともに、マルベリーブ

リッジの延伸や産業交流拠点を核とした旭町・明神町地区の整

備の促進が進められている。

状況の変化については、政府による観光立国、地方創生政策

の推進、観光メニュー・観光客のニーズの変化「モノ」から「コ

ト」へ、インバウンド観光客の変化、エスフォルタアリーナ八

王子の開設「（仮称）八王子観光コンベンション協会」の設立

があげられる。

施策７地域資源を活用する産業の振興、観光については、

フードフェスティバル、体験楽習フェスティバルなどの開催を

支援するとともに、高尾 ミュージアムの開館と同館を活

用した自然体験型イベントに取り組むなど新たな観光資源に

よる賑わいの創出に取り組んでおり、（仮称）八王子コンベン

ション協会と連携して、引き続き、地域資源を活用し、体験型

観光などに取り組んでいくことが必要である。

農業については、農地バンクや八王子農業塾の実施などの事

業を行っているが、遊休農地の増加や就農者の減少は続いてお

り、さらなる貸出農地の掘り起しや農業従事者の支援が課題で

ある。

地域ブランドの創出については、「八王子物語」、「八王子三

大麺」などの知名度向上に努めているほか、「中小企業新商品

開発認定制度」による新商品の や八王子ゆかりのバンドに

よるライブなどを実施しているが、「八王子ブランド」として

確立するには至っていないことから、今後、ブランドの開発や

発信にさらに取り組んでいく必要がある。

林業の再生については、東京都の制度を活用した森林整備事

業などを進めるとともに、公共事業への多摩産材の活用、多摩

産材製品活用促進のための展示などを行っているが、今後の展

開を検討するため、平成 年度に都市戦略部と連携して「多

摩地域の林業再生に向けた現状と多摩産材の販路開拓につい

ての調査」を行っている。

状況の変化については、政府による観光立国、地方創生政策

の推進、観光メニュー・観光客のニーズの変化、高尾 ミ

ュージアムの開設、農福連携など新たな農地活用の動き、新た
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な農業委員会制度等の発足、第３次八王子市農業振興計画の策

定などがあげられる。

以上がこれまでの概要と進捗だが、本会議において特に議

論いただきたい項目として、１業種を超えた産業振興の推進、

２産業交流拠点の開設を見据えた施策、３就労環境の変化、働

き方改革に対する施策、４新産業の創出の推進、５農商工連携

や六次産業化の推進６ 新たな観光の振興とＭＩＣＥの推

進、・「（仮称）八王子観光コンベンション協会」のあり方と今

後の取り組み・地域資源を活かした体験型観光の推進、７地域

ブランドの創出と発信をあげさせていただいた。

【中庭議長】伺うところによると、非常に幅広い内容である。この会議

の主旨はなにか。

【橋本】 現時点ではマスタープランの見直しについてご意見を伺い

たいと考えている。その見直しをする中で、絞っていかなけれ

ばならないと考えられる課題が見えてくると思う。マスタープ

ランの修正を加えた後に、そうした課題を個別のテーマとして

掘り下げる議論をお願いしたい。

【中庭議長】社会の状況もかなり変わってきていると思う。そうした中

で抜本的に変えるということではなく、議論していく中で課題

を出していくといった見直しということか。

【橋本】 お見込みのとおり。

【中庭座長】今の説明を聞いて、委員の皆さんからの質問はどうか。あ

るいは話しておきたいことなどがあればお願いする。

【福井副座長】課題提起と同時に、重点施策についてもう少し絞って力を

入れていくところの議論でよいか。

【橋本】 お見込みのとおり。

【中庭座長】説明の最後にあった、 番から 番の項目について非常に

幅広く、これだけでも時間をかなりかける必要を感じるが、そ

れぞれ委員の皆さまから聞いておきたいことはあるか。

【姜委員】 施策の１について質問したい。ポイントは分野を超えた産

業振興の推進だと思う。社会的な変化としては産業交流拠点が

建ちあがることであろう。そこで、具体的にはどのような分野

の推進が必要になってくると考えているか。そして、なぜそれ

なのか、そうなった経緯などを聞きたい。

【橋本】 非常に社会情勢が厳しい中、地域経済の発展が新たな雇用を

生み、その先に市民生活の向上があると考えられること。その

先に市の税収増が期待でき、それが新たに市民生活の向上につ

ながる施策に再配分していくことができると考えている。

その中で産業振興の体制強化は、地域経済の担い手である

商工会議所や農業協同組合といった支援機関とのネットワー
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クを強化し、企業を支援していくといった取り組みになると考

えている。

産業交流拠点が整備されることで新たな局面を向かえるこ

と、また、観光コンベンション協会が 誘致により産業を

活性化させていくといった考えがある。

【姜委員】 具体的には産業交流拠点の中には農業関係も情報発信がで

きるものか。

【橋本】 産業交流拠点は基本設計が出来るところで、その中では展

示スペースが ㎡、会議室は 室ある。そこまではわか

っているが、さらなる詳細については都の詳細設計を待ってい

る状態である。ただし、その施設をどう活用し産業振興に繋げ

ていくかが重要であると考えている。

【中庭座長】この会議においては、状況の変化として、今話しのあった

産業交流拠点が入ってきたことに対して、これをツールとし

て、どう八王子市の産業に活かすかということだと思う。全委

員の共通認識としたいので、基本設計・基本構想レベルでかま

わないので話していただきたい。

【山岸】 東京都が建てる施設である産業交流拠点については企業支

援課が所管となるので、私のほうから概略を説明する。

図面がないのでわかりにくいが、京王八王子駅の至近にあ

った東京都の繊維試験場が立川に移転し、約 ㎡の土地

が更地になっている。この土地を活用して東京都が多摩地域の

産業交流の活性化のために建てる施設である。具体的には、コ

ンベンション施設として展示場ができるとご理解いただけれ

ば。

産業振興マスタープラン策定時には、東京都は具体的なプ

ランを示しておらず、オープン時期も未定であった。平成

年 月に、東京都が基本計画を示し、着工が平成 年ごろ、

竣工が平成 年ごろとなっている。おそらく半年ほどの準備

期間を経て平成 年春頃のオープンではないかと見ている。

内容としては、メインの展示場が ㎡、これは多摩地

区では最大となる。また、展示場だけでは使い勝手の面からも、

また本市には大学も多いことから、学会やそれに類するイベン

ト誘致のために複数の会議室が必要となった。学会などでは分

科会も行われることから、同じ建物の中に会議室が必要という

ことで東京都に要望してきた。その結果、大展示場を分割し会

議室として利用できるほか、中小の会議室を用意することとな

った。

実施設計は平成 年度に行われる見込みである。

【中庭座長】もう少し具体的に尋ねておきたい委員はどうか。
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【福井副座長】隣接の市の保健所も活用も含め、また周辺の明神・旭地

区として都市再生が広域に渡り行われるということでよいか。

【橋本】 お見込みのとおり。

【山岸】 副座長が話されたとおりで、東側は東京都の合同庁舎があ

るが築年数が古いことから、産業交流拠点と合築される予定。

また、産業交流拠点の手前側（西側）を市で駅前の再開発事業

を展開していく予定である。したがって、市の開発予定地、繊

維試験場跡地と一体の開発が行われる予定となっている。

【中庭座長】この計画については質問などよろしいか。おそらくこの計

画が進まないとその先の検討も進まないのかと思う。

それと、今の説明はハード面のことであり、実際には

都市ということで、ソフトのほうが大事であろうということに

なってくる。 の施設で 年代から 年代に作ら

れたものが、貸館事業になってしまって失敗した例になってい

る。それでは地元の産業のためにならない。地元の色々な事業

者、あるいは活動団体が主催者にならないと多摩地域全体から

人が呼び寄せられない。この施設が使い勝手がいいものにしな

ければならない。そのためには、準備自体は今から始めるべき。

【志村委員】私は観光協会だが、この 月 日から 事業の集約とい

うことで、その完成形といったらおかしいかも知れないが、産

業交流拠点をいかに活用できるかにかかっていると思う。

交流人口を増やして賑わいの創出に繋げ、地域経済への波

及効果といったものを中心に置いている。そのためには今から

準備しておくことが必要と考える。観光協会と が一緒に

なって、 月から（仮称）観光コンベンション協会を作る。そ

の中でも検討するが、こうした会議の場でも幅広い意見、例え

ば八王子の魅力や産業といったものを集約し、持続可能な発展

に繋がると思うので、色々な意見を聞きたい。

中庭座長】他地域にも（仮称）観光コンベンション協会が作られている

ところがある。そうした組織には 機能について明記され

ている。産業・観光課にありながら観光機能と産業振興の両方

やることになっている。実際にその両者が一緒になって相乗効

果をあげている自治体は多くないと感じている。観光は観光だ

け、観光コンベンション協会を作ると 誘致や観光客の誘

致振興が行われて、実際にそれが産業振興に繋がっているのか

というと、人が来たから飲食だけにお金を落とすといったこと

にしか繋がっていない。サービス業の高度化あるいは、製造業

の付加価値に繋がるような、観光と産業が一緒になって回って

いくような状況はないと感じている。外からはそう見えてい

る。私から問題意識としてあげておきたい。

  

  

      MICE

MICE 1990 2000

4 1 MICE

      

MICE

4

DMO

MICE



9

      

2000

1 7

  

      

34

  

29 10

15

16

      

  

2

交流拠点ができることにより、観光コンベンションと市内

の産業、あるいは多摩地域、東京都さらには全国の他地域との

中でどのように新しい価値を生み出していくのかということ

になるのであろう。それがこの先に求められていくのではない

か。今まで、大体 年代までの行政のやり方は外してもら

い、観光も産業振興も同じであるということで進めればよいの

ではないか。そうしてところで、施策 から における有意義

な議論がでるのではないか。

【福井副座長】医療刑務所の跡地についてパブリックコメントを求めて

いるが、あの場所は八王子の中心地域であり、産業発展のトリ

ガーになり得る。そのあたりはどう考えるのか。

【橋本】 それは状況の変化ということで、副座長が言われるとおり

みていかなければならないと考える。

ただ、現在のところ計画がはっきりしていない。会議を進

める中で見えてきた計画によりご意見をいただきたい。

【福井副座長】産業交流拠点のオープンが平成 年ということなので、

医療刑務所跡地にできる施設のオープンはいつなのか。

【大西】 医療刑務所跡地は、郷土資料館や図書館を設置するととも

に、防災等様々な機能を持った公園整備として進めていく予定

であるが、時期については未定である。

【福井副座長】この施設の方向性も検討すべきと考える。

【中庭座長】副座長の意見については、この会議の場で情報を共有した

ほうがよいと思うので、事業構想案について述べさせていただ

く。平成 年 月までに事業構想を作り、国からの払い下げ

の手続きを行うということで、その内容を精査しているところ

である。医療刑務所跡地は八王子駅南口から徒歩で 分ほど、

坂ではあるが土地が広く複合施設になるであろう。社会教育的

というより集客を念頭に置かないといけないだろう。そのあた

りが医療刑務所跡地の懇談会委員の認識になっている。駅から

少し距離があるので、地元の方もそうでない方も行ってみたく

なる魅力をつけないといけない。国道 号にも面しているの

で、そのあたりも考えなくてはいけない。移動店舗を呼んだり

商業的にも利用ができればよい。

駅からどう集客するか、南口の駅周辺の個店の魅力づくり

と併せて考えていくべき。

※委員の志村委員、大西委員、事務局の山岸、平本が次の会議に出席の

ため退室

【中庭座長】それでは質疑を終了し、議事 の「会議の進め方について」

を事務局より説明願う。
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【橋本】 次回以降の会議については、本日皆さまからいただいた意

見をもとに、状況の変化などを俎上に載せていくが、さしあ

たっては冒頭申し上げた産業振興マスタープランの修正作業

について会議を進めたい。

次回の予定については、資料作成に時間をいただくので、

月 日金曜日の午前 時からとしたい。

※委員から特に意見なし

【橋本】 それでは次回の会議は 月 日金曜日の午前 時からと予

定させていただき、会場は本日と同じとする。あらためて通

知は送付する。

それ以降については、 月・ 月に会議を行う予定とし、修

正案を事務局で作成した後に、再開したいと考えている。

プランの修正ができたところから、個別の内容に入ってい

く。医療刑務所跡地の進捗が見られればそちらも議題とした

い。テーマを定めて委員の皆さんに掘り下げていただきたい。

【中庭座長】次回の日程まで話していただいた。最後にその他というこ

とで、何か委員からご意見は。

【福井副座長】圏央道の八王子西インターの計画はどこまで進んでいる

のか、物流の集積ということだが情報を提供してほしい。それ

から八王子市に立地している企業の中で、たんなる工場ではな

く、グローバル研究センターのような、つまりマザーファクト

リーのような位置づけをもってきていると聞いている。先端企

業のいわばブラックボックスのようなものだが、市としてどこ

まで把握できているのか、そのあたりも情報がほしい。

【橋本】 西インター地区の事業そのものについては担当所管がいな

いので、この場において責任ある回答は出来ない。次回には公

開できる情報があればお示しする。また、企業の研究拠点につ

いては言われたとおり増加している。この点については企業支

援課の所管となるので、資料については議事録とあわせてお送

りする。

【福井副座長】次回の会議の前には出してほしい。

【橋本】 了解した。議事録とあわせて委員全員にお送りする。

【中庭座長】今の２点目については 協会さんにもコメントをお願

いしたい。また全般的にサイバーシルクロードさんはどうか。

【栗原委員】圏央道の開通によって、 年前と比較して地の利が良くな

っている。それによって、以前より多摩地域が拡大していると

言える。それによって企業が都心部を見据えた地域として進出

してきていると考えられる。成田や羽田へのアクセスもよくな

ってきていることから、戦略が立てやすい地域なのであろう。

【小野委員】北八王子工業団地に大手メーカーが進出している。利便性
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を大きく掲げている反面、課題としては物流拠点化し始めてい

るところである。また、ここ２年で大手メーカーが研究棟を増

築し従業員も増加したため、北八王子駅が乗降客に対してキャ

パシティオーバーになっている。ここをどうにかしてほしいと

いうことで、市の交通事業化とも協議を行い多少の拡幅はした

が、まだまだ解決にはなっていない状況である。

ポテンシャルはあがっているが、課題もあるということを

議論にあげてもよいのではないか。

【中庭座長】今の話しに関連するかどうかわからないが、多摩地域にお

ける車の利用については、 年前に比べて若干減少している。

公共交通機関に恵まれている多摩地域における特色かもしれ

ない。これをどう考えるか。医療刑務所跡地についても車での

集客をどう考えるのか。公共交通と併せて、街なかとセットに

し集客力を高めるように考えないといけない。

を考える上でも交通は大事な要素である。

【落合委員】先ほどの圏央道に関連して近隣の川口物流センターのこと

だが、確か組合施工の区画整理事業と聞いている。そこもわか

る範囲で情報を入れてほしい。西インターについては、フル化

以降、計画台数の半分しか通過していないようだ。

【中庭座長】ほかに意見がなければ第 回の産業振興会議を終了する。

      

5

      MICE

1


