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八王子市産業振興マスタープラン検討委員会（第１回） 

平成２５年２月１日 

 

○青木産業政策課長  恐れ入ります。それでは、定刻、まだ少し前ではございますけれ

ども、皆様おそろいをいただきましたので、ただいまから第１回八王子市産業振興マスタ

ープラン検討委員会を開催させていただきたいと思います。 

 本日は、お忙しい中ご出席をいただきまして、大変ありがとうございました。 

 私は、今回の進行を務めさせていただきます産業政策課長、青木と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、私どもの産業振興部部長、志村より、一言ご挨拶をさせていただき

ます。 

○志村産業振興部長  産業振興部長の志村です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日、ご出席されていただいた皆様方には、八王子市の新たな産業振興マスタープラン

の検討会の委員に就任いただき、誠にありがとうございます。 

 八王子市では、現行の産業振興マスタープランに基づいて各種施策、事業を展開してい

るところでございますが、現行プランにつきましては、平成１５年から平成２４年度の１

０年間が期間となっておりまして、２４年度もあと２カ月足らずという状況になっており

ます。この間、市としましては、現行プランの中の趣旨であります、地域産業の発展なく

して明日の八王子はない、こういった信念のもとに、さまざまな取り組みをしてまいりま

した。 

 振り返りますと、この現行のプランに先行しまして、地域産業振興会議というのを設立

しまして、その過程で平成１３年にはサイバーシルクロード八王子を設立したり、あるい

はＴＡＭＡ協会を八王子市内に誘致したり、あるいは平成１５年にはいきいき産業基本条

例を制定しまして、この条例のもとでものづくりですとか商業ですとか物流といった企業

誘致と、それにつながる新たな雇用創出、こういうものも展開してきました。そのほかに

も、フィルムコミッション、あるいは観光大使を通した八王子の魅力の発信、それから地

産地消、販路拡大につながる都市農業の振興や、道の駅八王子滝山の開設、こういったも

のをこの１０年間で実施してきたところであります。 

 今回は、これらの成果をもとに、やはり今後の人口減少社会ですとか、あるいは経済の

再生ですとか、あるいは国や東京都の方針、こういうものを踏まえながら、新たな課題に
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対して、その基本的な方針ですとか、実現可能な実効性のある施策、これを新しいプラン

で作りたいと考えております。 

 同時に、やはり本市の特徴であります交通の利便性ですとか、あるいは大学・企業、あ

るいは人材の集積、それから八王子の自然、歴史、文化、そして中心市街地の商業ですと

か、古典の魅力、こういったものを今まで以上に活用しながら、プランのほうに反映して

いけたらと考えております。 

 このためこの会議では、各方面からさまざまなご意見を、さまざまな角度からご意見を

いただきたいと考えております。どうぞ今後とも、この会議を通じて、活発な議論をして

いただき、よりよいプランにしたいと思いますので、それも含めて会議の進行をお願いし

たいと思います。 

 会議に先立ちまして、一言ご挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいた

します。 

○青木産業政策課長  それでは初めに事務局のほうから資料の確認をさせていただきた

いと思います。 

 事前にお送りさせていただきました資料と、本日机上のほうに置かせていただきました

資料がございますので、事務局から説明させていただきます。 

○事務局（冨澤）  では資料のほうの確認をさせていただきます。資料ナンバーの振り

方ですけれども、右肩上のところに、資料１－６とか１－１という形にさせていただいて

いるのですが、会議ごとに１－１、１－２という形で通し番号を振ります。第２回なら２

－１、２－２という形で、会議ごとに番号を振らせていただきます。 

 本日、机上に配付させていただいた資料ですけれども、資料のほかに、委員名簿と委嘱

状を置かせていただいております。委員名簿はあいうえお順で、本日も座席のほうをあい

うえお順、５０音順で並べさせていただいております。 

 資料ですが、本日机上に配付させていただいたのが、資料ナンバー１－６、八王子市新

基本計画素案、資料ナンバー１－７、東京都産業振興基本戦略の概要、資料ナンバー１－

８、「新産業振興マスタープラン（仮称）」策定に係る経緯、１－９、関係機関の意見聴

取の状況、１－１０、会議の公開に関する指針、１－１１、八王子市産業振興マスタープ

ラン検討委員会の進め方（案）、こちらを本日配付させていただいておりまして、事前に

送付させていただいているのが、資料ナンバー１－１検討委員会の設置要綱、１－２新産

業振興マスタープランの全体構成、１－３八王子市の産業に関するデータ、１－４戦略シ
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ート、１－５八王子市産業振興マスタープランの成果で、資料ナンバー１－１から１－１

１を本日使用いたしますが、資料がお手元にない方がいらっしゃいましたら、こちらで予

備を用意しております。大丈夫でしょうか。 

 資料の確認は以上になります。 

○青木産業政策課長  資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、次に委員のご紹介をさせていただきたいと思います。私のほうで順番にお名

前をご紹介させていただきますので、一言自己紹介をお願いできればと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、５０音順で、初めに八王子公共職業安定所、赤尾業務部長様でございます。 

○赤尾委員  ハローワーク八王子の赤尾と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、社団法人八王子観光協会、大野会長様でございます。 

○大野委員  観光協会の会長の大野と申します。あわせまして、高尾登山電鉄の社長も

しております。大野です。よろしくお願いします。 

○青木産業政策課長  続きまして、一般社団法人首都圏産業活性化協会、岡崎事務局長

様でございます。 

○岡崎委員  正式名称は今おっしゃられたとおりですけれども、通称ＴＡＭＡ協会の岡

崎と申します。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして埼玉大学経済学部加藤教授様でございます。 

○加藤委員  埼玉大の加藤です。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、東京都産業労働局総務部企画計理課長、木島企画担

当課長様でございます。 

○木島委員  東京都産業労働局企画担当課長の木島と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、本市産業振興アドバイザー、またサイバーシルクロ

ード八王子会長の甲谷様でございます。 

○甲谷委員  サイバーの甲谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして八王子市農業協同組合小山指導経済部長様でございま

す。 

○小山委員  ＪＡ八王子の小山と申します。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして東京都農業振興事務所、柴田農務課長様でございます。 
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○柴田委員  農業振興事務所農務課長の柴田でございます。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、公募で市民委員としてご就任いただきました中島様

でございます。 

○中島委員  市民委員でございます中島でございます。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、一般社団法人まちづくり八王子代表理事、橋本様で

ございます。 

○橋本委員  一般社団法人まちづくり八王子の代表を務めています橋本です。よろしく

お願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、八王子市商店会連合会、深沢会長様でございます。 

○深沢委員  会長の深沢でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、本市産業振興アドバイザーでございまして、また株

式会社コミュニケーション・デザイニング研究所代表取締役社長、福井様でございます。 

○福井委員  ご紹介いただきました福井でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○青木産業政策課長  続きまして、八王子商工会議所副会頭、本目様でございます。 

○本目委員  本目でございます。私は、商工会議所の副会頭です。またエリオニクスと

いう会社の会長の業務に一番時間を使っていますので、今回の会議には副会頭の立場と、

製造業の立場でいろいろ意見を述べさせていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○青木産業政策課長  最後となりますが、公募市民委員、松葉様でございます。 

○松葉委員  建築家の松葉です。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  では、続きまして、事務局の紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

 初めに、産業振興部長、志村でございます。 

○志村産業振興部長  よろしくお願いします。 

○青木産業政策課長  続きまして、企業支援・雇用対策担当部長、豊田でございます。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長  豊田です。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  私、進行を務めさせていただいております産業政策課長、青木で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、ものづくり担当主幹、大西でございます。 

○大西ものづくり担当主幹  大西でございます。よろしくお願いします。 
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○青木産業政策課長  続きまして、観光課長、西田でございます。 

○西田観光課長  西田です。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続きまして、農林課長、高橋でございます。 

○高橋農林課長  高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  続いて、担当の事務局、１人ずつ自己紹介をさせていただきます

ので、順番によろしくお願いいたします。 

○事務局（冨澤）  産業政策課の冨澤と申します。主に事務局のほうを担当させていた

だきますので、何か問い合わせ等ありましたら冨澤までお申しつけていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（岩崎）  産業政策課の岩崎です。よろしくお願いします。 

○事務局（山岸）  産業政策課の山岸と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（木村）  観光課の木村と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（柏田）  産業政策課の柏田です。よろしくお願いします。 

○事務局（三吉）  産業政策課の三吉と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局（川村）  産業政策課の川村と申します。よろしくお願いします。 

○青木産業政策課長  それでは、以上の体制で事務局を務めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、委員会を開催するに当たりまして、この委員会の位置づけなどを事務局の

ほうからご説明させていただきたいと思います。 

 では、お願いいたします。 

○事務局（冨澤）  それでは、検討委員会の設置につきまして説明させていただきたい

と思います。資料ナンバー１－１、検討委員会の設置要綱をごらんください。設置目的と

いたしましては、第１条にありますように、平成２５年から施行予定の八王子市産業振興

マスタープランの策定に関する協議・検討を行っていただくことを目的としております。 

 委員会につきましては、第３条から第５条にありますように、委員は１５名以内で構成、

委員長、副委員長を選出していただきます。委員会は、選出された委員長によって招集さ

れ、運営していくことになっております。また、必要があると認めるときには、委員以外

の出席及び説明、資料提出を求めることができるとしております。 

 また、会議の経過及び会議録につきましては、第６条のほうにありますように、ホーム

ページや市政資料室、図書館などで公表という形をとっております。 
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 また、会議の公開についてですけれども、資料ナンバー１－１０、会議の公開に関する

指針というのが市のほうで定められております。会議の公開につきましては、第４のとこ

ろの会議の公開・非公開の決定に載っておりますように、会議の公開・非公開につきまし

ては、会議に諮りまして、公開か非公開かを決定することになっております。 

 検討委員会の設置についての説明は以上になります。 

○青木産業政策課長  それでは、要綱の第４条に基づきまして、委員長及び副委員長の

選出をお願いさせていただきたいと思います。 

 委員長が決まるまでは、私、産業政策課長のほうで進行を務めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、委員長、副委員長の選出に入りたいと思いますが、選出につきましては、委

員長は、委員の互選でお願いさせていただきたいと思っております。どなたかご意見ござ

いますでしょうか。お願いいたします。 

○本目委員  前回というか、現在のマスタープランを作成したときに、副会長を務めて

いただきました埼玉大学の加藤先生にお願いできたらいかがかなと思います。 

○青木産業政策課長  ありがとうございます。 

 皆様、今ご意見がございましたけれども、他にご意見のございます方はいらっしゃいま

すでしょうか。 

 今のご意見につきましてはいかがでしょうか。ご賛同いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

○青木産業政策課長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいま本目委員からご発言がありまして、ご賛同いただきました加藤委員

に委員長にご就任いただくということで決定させていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○青木産業政策課長  では、加藤委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、副委員長でございますけれども、第４条におきまして、委員長が指名する

方に副委員長をお願いするとなってございますけれども、加藤委員長からご指名をお願い

いただけますでしょうか。 

○加藤委員長  はい。委員長が指名ということでございますので、市の観光産業振興会

議の委員長であります、また八王子市産業振興アドバイザーでもあります福井委員にお願

いできればと思いますがいかがでございましょうか。 



 

 ―７― 

（異議なし） 

○青木産業政策課長  それでは、皆様のご賛同をいただきましたので、副委員長には、

福井委員の指名がございましたが、福井委員、お願いしてよろしいでございましょうか。 

○福井委員  はい。 

○青木産業政策課長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいま委員長には加藤委員、それから副委員長には福井委員にご就任いた

だくということで決定をいただきました。 

 それでは、加藤委員と福井委員におかれましては、委員長席、副委員長席のほうへ移動

をお願いいたします。 

○青木産業政策課長  それでは、委員長、副委員長に一言ずつご挨拶をいただければと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○加藤委員長  皆さん、こんにちは。埼玉大学の加藤と申します。よろしくお願いいた

します。今回、委員長という大役を務めることになりまして、本当に務まるかどうかわか

りませんけども、皆様のご協力のもとに進めてまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

 今回、名簿を拝見させていただき、また市の方からもお話しいただいたんですけども、

こういった産業振興マスタープランを策定するに当たりまして、各界から、豊富な経験と、

またさまざまな知見をお持ちの方々にお集まりいただきましたので、この場というのは、

本当に自由闊達な意見が言えるような場にしていければなと私は思っております。どうか

そういった場に、皆さんと一緒になってできればと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 簡単ですけどもご挨拶に代えさせていただきます。 

○福井副委員長  福井でございます。何か大役で、ちょっと荷が重いなというふうに思

っていますが、私は１９９７年に八王子商工会議所から、ファッションタウン構想を推進

するために汗を流してほしいと言われて、それからお手伝いをしているんでございますけ

れども、ファッションタウン構想の流れの中で、甲州街道４００年という事業をプロデュ

ースさせていただきました。それなりの成果が上がったなと思っていました矢先に、愛知

万博のチーフプロデューサーをやれということで、これは２００５年であったんですけれ

ども、約６年近く愛知万博にかかわりながら、さらに引き続き、平城遷都１３００年のチ

ーフプロデューサーもやれということで、これも国家的な事業でございましたので、それ
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に忙殺されておりまして、約２００１年から１０年間、八王子とはちょっと離れておりま

したが、商工会議所の会頭から、特別政策委員会というのをやろうということで、私の役

割は何ですかと申し上げましたところ、あなたにはぜひ文化観光交流を、八王子の戦略的

なテーマとして考えてくれないかということでした。私はどちらかというと、文化と観光

と交流、これを別々にしない。国でありますと、文化は文化庁や文科省がやると。観光は

運輸省。今は国土交通省ですが、運輸省がやると。交流は、これもコンベンション産業的

に言うと、国土交通省だとか経産省、いろいろある。そういう省庁がまたがってしまうん

ですね。これを一つのテーブルに載せてやるべきではないかということを長く私はお話を

しておりまして、そういうことが、愛知万博や平城１３００年で一定の成果が出たのでは

ないかということで、少しその辺のところを買っていただいたのかなと恐縮しております

けれども、そういうことで、どちらかというと産業の実務のリーダーの皆様方がお集まり

でございますけれども、私のほうはどちらかというとソフトプロデュースみたいなことで、

できれば八王子を創造、交流が生まれる、そういう非常にいい町になっていただきたいな

というふうに思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  ありがとうございました。 

 それでは、ここからの進行につきましては、加藤委員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。 

○加藤委員長  それでは、これから私のほうで会議の進行をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、議事に入ります前に、会議の公開、先ほどお話がございましたけれども、非公開

の、さらには会議録の扱いでございましょうか。これにつきまして、事務局からご説明を

お願いしたいと思います。 

○青木産業政策課長  それでは、事務局からご説明させていただきます。 

 会議の公開・非公開及び会議録の扱いでございますけれども、資料１－１０に会議の公

開に関する指針という資料をご用意させていただいておりますが、本委員会では、この指

針の中の第２（２）の附属機関に準ずる機関という位置づけでございますので、会議の公

開・非公開につきましては、原則公開という形をとってございます。つきましては、委員

会の公開、それから会議録の公開、委員名簿の公開という形を考えてございますが、いか

がでございましょうか。異議がなければ、そのような形でお願いさせていただければと思

いますが、ご意見がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

○青木産業政策課長  それでは、会議の公開につきましては、了承されたということで、

これからは公開という形にさせていただきたいと思います。つきましては、本日、傍聴希

望者がいれば今後入室を許すという形になりますが、本日は傍聴希望者はおりませんので

入室はございません。今後につきましては、ホームページで会議要録等を公開し、また、

傍聴希望者がいれば傍聴していただくという形になりますので、どうぞご了解をお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○加藤委員長  それでは、お手元の議事次第に従いまして、会議を進めてまいりたいと

思います。 

 まず最初に、第１回の議事①産業振興マスタープラン策定についてに入りたいと思いま

す。 

 まずは、事務局で用意していただきましたプランの骨子と、八王子の産業の現状や課題

についてご説明いただきたいと思います。 

 なお、本日は、検討委員会の第１回目でございますので、市から十分ご説明いただきま

して、それに対して質疑を行いたいと思っております。２回目以降につきましては、委員

の皆様からゆっくりご議論いただくといいますか、意見交換の場を、時間を設けながら進

行を進めてまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 それでは、事務局からご説明のほどお願いいたします。 

○青木産業政策課長  それでは説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、これまでの経過と全体の構成のご説明をさせていただいた後、ものづく

り、商業、農業、観光の４分野につきまして、担当課長から、現状、課題等についてご説

明させていただき、まずは市の現状、それからデータ等も含めて課題等をご説明させてい

ただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず経過でございますけれども、「新産業振興マスタープラン（仮称）」策定に係る経

緯という資料１－８をご覧いただきたいと思います。Ａ４の２枚ものでございます。 

 まず、目的でございますけれども、１に書いてございますように、先ほど部長が申し上

げましたとおり、現在の産業マスタープラン策定から１０年が経過いたしまして、本年度

２４年度をもって計画期間が終了をいたします。その検証を踏まえまして、新たな社会・

経済状況の変化に対応するために、また、本市の産業振興の指針となります平成２５年度



 

 ―１０― 

から１０年間の新たな新産業マスタープランの策定を進めたいということが趣旨でござい

ます。 

 これまでの経過でございますけれども、現行のプランにつきましては、平成１５年９月

に策定いたしました。このプランをもとに１０年間、事業者の方々、経済団体、教育機関、

市民の方々とともに、地域産業の振興に取り組んできた経過でございます。 

 また、資料１－５として別冊で、八王子市産業振興マスタープランの成果報告書という

冊子を添付させていただいておりますが、後ほどの各分野の説明において使わせていただ

きたいと思いますが、その成果の取りまとめを行ったところでございます。 

 次に、（２）新しいマスタープランの策定の準備の取り組みについてご説明させていた

だきます。平成２３年１２月から昨年８月まで、産業振興部の職員によりましてプロジェ

クトチームを結成し、プランの骨子を策定してまいりました。それを庁内に照会を行い、

また、昨年１０月から１１月にかけまして、骨子につきまして、商工会議所、その他外部

機関４１団体、これは資料１－９に４１団体を記載しておりますけれども、各団体と意見

交換を行いまして、その意見交換を踏まえて骨子を策定してまいりました。また、昨年１

１月、観光産業振興会議を発足いたしまして、福井副委員長にその観光産業振興会議の委

員長にご就任いただいておりますけれども、既に３回の会議を行って、観光分野の議論を

していただいているところでございます。 

 ３の策定準備の考え方でございますけれども、ただいま申し上げました、関係団体と意

見交換をしてまいりました、その成果を踏まえ、骨子を策定してまいりました。 

 また、本年３月に、市の新しい基本構想、基本計画が議会で決定され、市の新しい方針

としての「新基本計画」が策定されます。この新しい基本計画と連動した構成といたしま

して、効率的な進行管理を目指したいと考えているところでございます。 

 その新しいマスタープランでございますけれども、④にございますように、大きく二つ

の構成を考えてございまして、３月までに、大綱としての産業振興マスタープラン、基本

方針と基本施策から成る大綱としての取りまとめをさせていただければと考えております。

その大きな方針のもとに、４月以降、重点戦略と、各個別の戦略から成ります、仮称で

「産業振興戦略プラン」と名づけておりますけれども、その戦略を策定いただきまして、

新しい基本計画の実施計画策定に当たっての産業振興分野の指針として、具体的な施策に

つなげていきたいと考えております。 

 ２ページ目になりますが、⑥でございますけれども、現行の産業振興マスタープランで
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は、「ものづくり」「商業」「物流」「農業」「観光」の業種ごとのプランでございまし

たけれども、新しいマスタープランでは、今回の新しい新基本計画の施策に沿った構成と

して、市の基本計画と連動した施策展開をしていきたいと考えております。これについて

は、また後ほどご説明させていただきたいと思います。 

 また、⑦でございますけれども、この１０年間の計画期間中に、東京都が整備を予定し

ております「産業交流拠点」と連動した「新産業の創出」及び「おもてなし都市の形成に

よるにぎわいの創出」という名前をつけておりますが、後ほどまたこれもご説明させてい

ただきますけれども、この二つを重点戦略として位置づけたいと考えております。このよ

うな形で骨子を策定してまいりました。 

 この骨子の概要でございますけれども、これにつきましては、資料１－２のＡ３のシー

トのほうをごらんいただきたいと思います。職員のほうでたたき台を作ってまいりました

ので、これを一つのたたき台として、今後の議論をお願いできればと考えております。 

 資料１－２、Ａ３の表裏の資料でございます。新産業振興マスタープランの全体構成と

タイトルをつけているものでございます。左上に、これまでの１０年の成果と課題とタイ

トルをつけましたが、これにつきましては、ものづくり、商業、農業、観光の１０年間の

成果を検証し、課題を右の括弧のように整理いたしました。これにつきましては、後ほど

各課長より各分野のご説明をさせていただきたいと思っておりますが、ものづくりの１０

年で申し上げますと、成果としては、ものづくりの中小企業を支援する組織・体制の整備、

サイバーシルクロード八王子、ビジネスお助け隊等の組織、また、この場所、開発交流プ

ラザと申しますけれども、この場所を設置した企業の支援体制等の体制整備を行ってまい

りました。また、もう一つ、「いきいき企業支援条例」による５２の企業誘致による２，

４００人余りの新たな雇用創出と、１１億円の税収増を生み出したという成果がございま

す。ただ、その成果の一方で、現状・情勢変化に記載しておりますように、国内産業の空

洞化などによるものづくり産業の事業所数、従業員の減少、あるいは産学連携、産産連携、

広域連携、異業種交流による新たな事業展開がまだまだ不足しているというような現状も

あると認識しております。これについて課題といたしましては、成長分野や地域課題に対

応し、産学連携・広域交流など、「新しいものづくり産業」の創出、あるいは業務用地の

確保、企業誘致の促進による、さらなる雇用と税収の増加などが挙げられると考えており

ます。これはものづくり分野での一例でございますけれども、商業、農業、観光につきま

しても、このような成果と現状認識、それから課題を整理しているところでございます。
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これについては、後ほど各担当課の課長からご説明させていただきたいと思っております。 

 ただ、現状につきまして、一つデータ集という資料が、資料１－３にございますので、

全体的なデータにつきましてごらんいただきたいと思います。各分野につきましては、後

ほどの各課長からの説明において活用させていただきますけれども、資料１－３の八王子

市の産業に関するデータ集の１ページを開けていただきたいと思います。 

 基本的な数字でございますけれども、まず、少子高齢化の進展を数字で見ますと、この

１－１の図のような形になっているところでございます。本市の人口推計におきましては、

現在人口が伸びているところではございますけれども、平成３２年度の５９万２，０００

人をピークとして、それ以降下がっていくという人口推計をしているところでございます。 

 下の生産年齢人口の割合の推移でございますが、八王子市は、平成１７年度におきまし

ては６９．５％でしたが、平成３２年度の見込みでは６３％になると、６．５％の減少と

いうことで、生産年齢人口は、全国、都と比較しても減少幅が大きいという見込みを立て

ているところでございます。 

 続きまして、２ページをご覧いただきたいと思いますが、業種別の法人数と法人税割課

税額の推移でございます。上が法人数でございまして、平成１９年度では１万２，６８８

社、平成２３年度におきましては１万２，７６０社ということで、大きな変更はございま

せん。ただ、下の法人税割額をご覧いただきますと、平成１９年度の合計、一番下にござ

いますが、９２億円のところ、平成２１年度が一番底でしたけれども、平成２３年度にお

きましても４５億円ということで、約半分に減少しているという状況が実態でございます。

平成２２年度から持ち直しておりますが、まだまだ１９年度の時点には及ばないというこ

とが現状でございます。 

 右側の１－４、八王子市内の業種別 事業者及び従業員数の推移でございますけれども、

平成１３年と２１年を比べますと、事業者数、従業員数では大きな変化は見られないとい

うふうに考えてございます。これ以降、雇用、商業、観光、農業等データがございますが、

それにつきましては、各分野の説明の中で活用させていただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、もう一度、Ａ３の資料１－２のほうにお戻りいただきたいと思います。

このような現状がある中で、これらの課題に取り組む、さらに新たな展開を進めていくた

めの新産業マスタープランとして、我々事務局で作りました骨子では、基本方針と、７つ

の基本施策を掲げさせていただきました。基本方針としては、真ん中の枠にありますよう

に、これからの１０年を、「本市の持つ多くの資源を活かし、産業が多様に結び付き、新



 

 ―１３― 

たな産業とにぎわいが創出される」「本市の産業が活性化し『活力ある魅力あふれるま

ち』八王子を構築する」という形にさせていただきました。 

 それと、７つの基本施策を掲げまして、さらに具体的な事業を計画していくための指針

として、ハイレベルの戦略プランとして重点戦略と個別戦略を策定したいと考えておりま

す。そのたたき台として、説明は省略させていただきますが、資料１－４に戦略シートと

いう形でまとめさせていただいております。 

 Ａ３の裏面のほうをご覧いただきたいと思います。Ａ３の裏面に、その骨子としての７

つの基本施策を掲げさせていただいております。この基本施策１から７までは、市の新し

い基本計画の施策と一致させて設定いたしました。基本施策１は、産業振興の体制強化、

基本施策の２は企業支援、基本施策の３、就労環境の整備、基本施策の４、高度な技術の

集積を活かした産業振興、基本施策の５、新産業の創出、基本施策６、にぎわいにつなが

る産業の振興、基本施策７、地域資源を活用する産業の振興という形で、そのもとに個別

戦略を立てさせていただきました。 

 右の囲みのほうに、それぞれの基本施策の主な施策として記載させていただいておりま

す。これにつきましては、例えば産業振興の体制強化につきましては、産業交流拠点を拠

点とした広域多摩地域の産業交流を目指すという形で、主な施策、これは一つの例示とし

て書かせていただいておりますが、これにつきまして、ぜひ今後のこの本委員会の議論に

よりまして、公布化をさせていただきたいと考えております。 

 さらに、このもとに戦略プランを策定させていただくに当たっては、多くの八王子の資

源に着目して、課題解決のための戦略を立てていきたいと考えております。その真ん中の

あたりに、八王子の資源を活かした様々な施策展開ということで、いろいろな施策を書き

出しさせていただいております。 

 その中で今後の１０年を見据えた場合に、東京都において、明神町に整備を予定してい

ただいております産業交流拠点が、大変大きな本市の産業振興における契機となるだろう

と考えまして、本市としても、そのための環境整備を進めるとともに、本市の産業振興に

最大限活用していくという視点から、二つの重点戦略を置かせていただきました。一つが、

下の左側の重点戦略でございますけれども、横断的連携の促進による新産業の創出とタイ

トルをつけまして、新産業の創出に向けた産学連携・異業種交流・広域交流・農商工連携

の促進。それから、また環境、医療・介護での成長分野や地域課題と産業を結びつけるこ

と。それから、産業交流拠点を活用した支援や情報発信、広域多摩地域の産業交流を図る
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ことによって活性化を促進することを一つの重点戦略として掲げさせていただきました。 

 二つ目の、「おもてなし都市」の形成による新たなにぎわいの創出ですが、議論の中で

は、コンベンション都市ですとか、ＭＩＣＥ戦略とかいろいろな言い方があると考えてお

りましたが、ここでは「おもてなし都市」の形成による新たなにぎわいの創出とタイトル

をつけまして、産業交流拠点の整備にあわせたコンベンションやイベントの誘致と受入体

制の構築、また、市内の観光資源、ものづくりや農業体験等のプログラムによるニューツ

ーリズムによるおもてなしの仕組みづくりということで、来街者を中心市街地や観光の活

性化につなげていくという視点を重点戦略として掲げさせていただきました。 

 この二つの重点戦略と個別の戦略をあわせて、産業振興マスタープランのたたき台とし

て骨子を策定させていただいたところでございます。 

 本日、これから各分野の現状、課題もご説明をさせていただきますが、この骨子をもと

にご意見をいただきまして、その意見を踏まえて、次回には、それを文章化したような形

で事前にお送りさせていただき、ぜひご議論をいただければというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 それでは、全体の構成につきましては以上とさせていただきまして、個別の現状と課題

につきまして、まず、ものづくりから順番にご説明を、各課長からさせていただきたいと

思います。 

 では、大西主幹より、ものづくり分野についてご説明させていただきます。 

○大西ものづくり担当主幹  それでは、ものづくり産業の現状、課題等につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

お配りしました資料の１－５、八王子の産業振興、産業振興マスタープランの成果と

いう、こちらの資料を中心にご説明させていただきます。この資料の２ページをお開きい

ただければと思います。 

 まず、八王子のものづくり産業の姿がございますけれども、東京都多摩地域、あるいは

埼玉県南西部、神奈川県県央部に連なるところの広域多摩地域には、非常に大きな電気、

電子等のハイテク分野を中心とした製造業の大きな集積がございます。この中でも、八王

子は地理的にその中心に位置しておりまして、この非常に技術力の高い企業や、それから

理工系の学部を持つ大学の集積がございます。また、道路・鉄道等の交通の要衝であると

いったような優れた条件を有しております。この中で、八王子には非常に多くの大手メー

カーの研究開発拠点、あるいは、それらを支える高水準の基盤技術を持つ中小の製造業、
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これは切削とか加工とか、そういった技術を持つ中小の製造業、それから独自の技術とか

製品を持つ中小企業、こういったものが多摩地域有数の集積を有しているところでござい

ます。 

 しかしながら、ものづくり産業は、全国的な傾向としても、経済のグローバル化、こう

いう中で新興国の追い上げがあったり、あるいは空洞化の問題があったり、そういう中で

減少しておりますが、八王子市においても同様な減少傾向がありまして、八王子の中でも、

企業の撤退等の状況がございます。しかしながら、その中でも市税収入において平成２１

年度で言えば、法人市民税の法人税割３８億円の中の約４割をものづくり産業がたたき出

しているというような形で、この重要性というのは、やっぱり今でも大きいというところ

が現状でございます。 

 データを見てご説明させていただきたいと思います。データ集、資料の１－３をご覧い

ただければと思います。５ページをご覧いただければと思います。 

 １－３の上の表、３－１の八王子市、東京都、全国の比較というところをご覧いただき

ますと、従業員４人以上の事業所の統計でございますが、八王子市においては、平成２２

年、事業所数が６３７、従業員数が１万７，０００人、製造品出荷額が４，５００億円と

いうことでございました。東京都、全国などと比べていただきますと、この右側の平成２

２年と１５年の比で言いますと、全国に比べるとこの落ち方というのはさらに激しいとい

う点がございますが、東京都などと比べると、東京都全体の中での比較、全体との比較で

申しますと、それに比べると、落ち方が比較的少ないというふうな現状が見てとれます。

やはりこの間、近年においては、例えば北八王子工業団地のビクター、あるいは東浅川工

業団地の沖電気工業等、撤退や縮小も続いているところで、やはりこのように、減少傾向

というのはあるというのが、八王子の工業の現状でございます。 

 それが、多摩地域のほうでどういうような状況かといいますと、それについては３－２

をご覧いただければと思います。３－２の中で、主要な多摩地域の工業都市と比較をして

おりますが、事業所数、あるいは従業員数、これにつきましては、多摩地域の中でも１位

を占めております。製造品出荷額につきましては、これは４位ということでございまして、

このさらに上位を占めている府中市、あるいは日野市、羽村市、こういったところを見ま

すと、東芝であるとか、あるいはＮＥＣであるとか、それから日野自動車であるとか、や

はりこういった企業に非常に依存しているところが高いところでございますが、八王子市

の場合には、非常に事業所数が多くて、必ずしも１社、２社、こういったものに依存しな



 

 ―１６― 

い、非常にすぐれた企業が合わさってこういったような集積を成しているというところが

これで見てとれると思います。 

 続きまして、６ページをご覧いただければと思います。八王子市内の業種別の構成、そ

れとその変化につきましてまとめたものでございます。上のほうが事業所数と従業員数、

それから下のほうが製造品出荷額と付加価値額でございます。製造品出荷額、下の左側の

表でご説明いたしますと、八王子の中で、非常に大きな比率を占めているのは食料品の製

造業、あるいは印刷・関連業、それから化学工業、それから一般機械器具製造業、電子部

品・デバイス製造業、それから電気機械器具製造業、こういったあたりでございます。特

に今申し上げました一般機械器具、電子部品等につきましては、非常に大きな大企業であ

るオリンパス、コニカミノルタ、これは北八王子工業団地でございますが、ほかにカシオ

とか、こういったような企業が非常に大きく貢献して、同時に、本目会長にも来ていただ

きましたが、エリオニクスのような非常にすぐれた技術を持っている中小企業も多く集積

しているというのがこのような数字になって表れているというところでございます。同時

に、食料品とか印刷とか、都市市場に対応するような産業も、非常に構成比を上げたり、

指数も上がってきているというのが一つの特徴であるというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それでは、また資料の１－５の成果のほうに戻っていただきまして、この１０年間、八

王子市がどのようなことをやってきたのかということを簡単にご説明させていただきます。

３ページでございますけれども、この真ん中に書いてありますように、現行の産業振興マ

スタープランの中では、「ものづくりのナンバーワン」の地域を目指すということを掲げ

て活動してまいりました。簡単にその内容を補完しますと、６ページをご覧いただければ

と思います。 

 まず、八王子市においては、非常に優れた交通条件等、また八王子ニュータウンのよう

な大きな業務用地も空いているということで、「いきいき企業支援条例」を設けて、企業

誘致を行ってまいりました。これは、ものづくりのほか、物流、商業等も対象にしてきた

ところでございますが、この指定状況にありますように、およそ３分の２がこのものづく

り企業だということで、そういう点で、集積を高める活動をしてこれたと考えています。 

 ７ページの真ん中を見ていただきますと、工業用地を確保するということについてもこ

の１０年間非常に取り組んでまいりまして、戸吹北地区という、新滝山街道の沿道のとこ

ろの地区につきまして区画整理を進めて、そしてここにありますようなトッパン・フォー
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ムズ、それからここで、つい先日発表になりましたが、日清の研究所等に活用する場を確

保したというところでございます。 

 それから、次のページ、８ページでございます。また、この１０年間で非常に力を入れ

てまいりましたのは体制づくりでございまして、その中で一番代表的なものが市と商工会

議所が共同で設置しましたサイバーシルクロード八王子でございます。今日は、甲谷会長

にも来ていただいておりますが、このサイバーシルクロード八王子を平成１３年の１０月

に設置いたしまして、中小ものづくり系企業の支援を進め、その中では、企業のＯＢの方

等に入っていただいております「ビジネスお助け隊」という組織を中心にいたしまして、

企業支援、それから人材育成等の活動を幅広く行ってまいりました。この中では、８ペー

ジの下にありますが、テクニカルカンファレンスというような活動を中心にしまして、こ

の活動の中からは、ＩＴ企業のいろいろなネットワーク、「八王子ＩＴネットワーク」、

あるいは「ＩＴ協同組合」というような企業の団体をつくるなどして展開を進めてきたと

ころでございます。 

 ９ページの真ん中を見ていただきますと、人材育成という面では、サイバーシルクロー

ドでは、「本気の創業塾」ということで、お助け隊の人的リソースを生かしました創業塾

を開きまして、伴走型で非常に手厚い支援をするということで、非常に高い創業率、ある

いは継続率なども実現してまいりました。 

 続きまして、１０ページでございます。人材育成というのは、今申しましたように、非

常にコアになる分野でございまして、一つは、１０ページの中ほどにあります後継者育成

塾、これはサイバーシルクロードが中心になって、若手の後継者を育成する塾でございま

すが、こういった活動を進めたり、あるいは１１ページの上のほうにありますけれども、

中小企業のリーダー層であるとか、また現場社員を育成する「リーダー育成塾」、こうい

った活動も進めてまいりました。 

 それから、この真ん中の後半にあります若者や学生に非常に魅力的な中小企業がたくさ

んあるというあたりを知っていただくために、長期インターシップであるとか、あるいは

バスツアーであるとか、こういったような活動をして、中小企業に目を向けていただくと

いうような活動もしてきたところでございます。 

 それから、１２ページにおきましては、技術開発の面での、市が進めてきた支援でござ

います。ページの真ん中あたりにありますように、この八王子市では「ものづくりセンタ

ー」ということで、企業の共同開発を行う場を提供するということで、研究開発スペース
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５室、こういう場も提供して、１２のテーマについていろいろな研究を進めていただいて、

事業化も４テーマ、するというようなことを進めてまいります。 

 それから、１３ページでございますけれども、「開発・交流プラザ」、今日ここで会議

していただいているこちらの場所でございますが、こういった拠点も設けまして、「先端

技術セミナー」というようなものを開設いたしまして、新しい先端的な分野についての情

報提供を行うなどもしてきたところでございます。 

 また、こちらの施設には相談員が２名常駐しておりまして、さまざまな産学連携、産産

連携のマッチングもしています。その中で触れておりますけれども、特に重要な点といた

しましては、東京都の産業技術研究所、あるいはＴＡＭＡ協会など他の支援機関等のネッ

トワークも活用しながら非常にこの支援を進めておりました。この１０年間の大きな成果

としては、こういったような支援機関とのネットワークを大きく構築してきたというあた

りが重要な活動であったというふうに考えております。 

 このような活動を進めてまいりまして、その中で、先ほど青木課長からも説明させてい

ただきました全体構成のところに進んでいくところでございます。資料の１－２を、ちょ

っと一言ご説明させていただきます。資料１－２、Ａ３の資料です。 

 ものづくり産業につきまして、今まで説明させていただいたことを展開してきたところ

でございますが、その中で、右上の課題というところにありますように、やはり今、どう

しても国内の製造業がある意味では縮小の傾向があると。こういう中では、新しく産学連

携とか、広域交流、こういったものをさらに進めて、新しいものづくりを進めていくとい

うのが一つの大きな課題になると考えております。 

 それから、企業の集積につきましては、八王子市の場合には、非常に高い交通ポテンシ

ャル、それから業務用地等もある中で、やはり今でも比較的まだ新しい立地が進んでおり

ます。こういった点でも、業務用地の確保、企業誘致の促進による、さらなる展開という

のが非常に重要であるというふうに考えております。 

 そういう中で、裏面をご覧いただければと思いますが、７つの基本施策にありますとこ

ろの、例えば基本施策の１の産業振興の体制強化につきまして、さらに支援機関との連携

を高め、それから広域交流、産学連携、こういったものを、東京都の整備計画のあります

産業交流拠点を契機にして進めていくこと。それから立地の支援制度をさらに進めて集積

を高めていくこと。それから基本施策の４にあります高度な技術の集積を活かした産業振

興にありますような、技術動向の変化等に対応し得るような人材の育成、海外なども含め
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た販路拡大、それからまた、いろいろな新産業の創出という面で言えば、地域課題と産業

を結びつけて、新しい産業を創出していく、こういった活動を進めて、さらにこの産業等

の高度化を進めていくというのが、今後の大きな方針と考えております。 

 ものづくりにつきましては以上でございます。 

○青木産業政策課長  それでは、続きまして商業と雇用対策に関する現状と課題をご説

明させていただきたいと思います。資料１－２のＡ３のシートをご覧いただきたいと思い

ます。 

 資料１－２の表面になりますが、商業１０年の成果でございます。ＪＲ八王子駅南口の

再開発の竣工ですとか、甲州街道沿いの「夢・五房」のオープン、それから街なかで多く

のイベントが、西放射線ユーロードで行われておりますけれども、これらによる街のにぎ

わいの創出が一つの成果であると考えております。また一方、ニュータウン地域等の郊外

拠点における商業業務施設の立地促進でございますが、いきいき企業支援条例を活用した

商業施設の誘致も行っておりまして、例えば中心市街地で言いますと、平成２２年度のス

ーパーアルプスの八王子駅南口店、それからＣＥＬＥＯ八王子、それからビックカメラ八

王子店などは、いきいき企業支援条例を活用していただいて立地しているところでござい

ます。また、八王子みなみ野地区では、フレスポ八王子みなみ野、それから南大沢でも、

フォレストモール南大沢ですとか、フレンテ南大沢等、八つの施設を誘致し、立地促進を

してまいりました。 

 ただ一方、現状といたしましては、百貨店、大型店の撤退、それから、空き店舗の増加

による商店街の衰退という現状もあろうかと思っております。また一方では、都市間競争

の低下、購買力の市外流出という現状もあろうかと思っております。 

 課題といたしましては、中心市街地の魅力の向上と回遊性の創出なので、空き店舗対策

とか、あるいは、情報発信のためのインフォメーションセンター、スマートフォンを活用

したアプリによるまちの案内等を取り組んでおりますが、そのような取り組みのさらなる

展開、それから地域の消費ニーズへの対応と、コミュニティの核としての商店街の活性化

というところを課題と考えております。 

 現状につきましては、データ集を使ってご覧いただきたいと思います。資料１－３、デ

ータ集の７ページに、市内商業の現状を掲載しております。 

 小売業商店数の推移でございますけれども、平成９年から１９年にかけまして、小売業

商店数の数は市全体、及び中心市街地でも、ご覧のとおり減少傾向にございます。 
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 その次の４－３小売業従業者数の推移でございますが、平成１１年をピークに、市全体、

それから中心市街地とも、若干の減少傾向というところでございます。 

 ４－４年間商品販売額の推移でございますけれども、全体、中心とも、減少傾向でござ

いますが、より中心市街地のほうが減少の傾向が顕著になっているという状況が見てとれ

るところでございます。 

 その次のページ、４－５小売業売場面積の推移でございますが、市全体では増加傾向に

ございます。平成９年の４３万平米に比べ、１９年には５４万平米ということで増加をし

ているところでございます。一方、中心市街地では減少傾向にあるという状況でございま

す。 

 ４－６の歩行者通行量の推移でございますけれども、平成に入って減少傾向にありまし

たが、南口の市街地再開発がありました平成２２年から増加の傾向に戻っているところで

ございます。平成２４年度におきましても、ＣＥＬＥＯ八王子北館のオープンで、駅周辺

については増加の傾向が出てきているところでございます。 

 ４－７商店街数でございますが、４６の商店街が市に届出をいただいているところでご

ざいます。 

 １ページ飛びまして、１０ページをご覧いただきたいと思います。５－４中心市街地内

鉄道駅の１日平均乗車人員の推移でございますが、上のグラフがＪＲ、下が京王でござい

ますが、ＪＲはほぼ８万人前後で、大きな変化はございません。京王も３万人前後で、大

きな変化は見られておりません。 

 ５－５の市内バス路線の推移でございますが、これにつきましては、系統数、乗車人員

とも増加傾向にあるところでございます。 

 続きまして、私の担当としております雇用情勢につきましても、データ集でご覧をいた

だきたいと思います。３ページの２－１有効求人倍率のデータでございますが、平成２１

年リーマンショックを底に、それまで下がっていた有効求人倍率が若干増加傾向にござい

ますが、しかし、一番上が東京都、真ん中の三角が全国、一番下のひし形が八王子でござ

いますが、八王子につきましては苦しい状況にあるということには変わりございません。

求職者１人当たり１社に満たない状況が続いておりまして、また、業種や企業規模により

ましては、なかなか企業の側としても求職者が集まらないということで、求人内容と求職

内容のニーズが合わないと、雇用のミスマッチという傾向も見られているところでござい

ます。本市では、昨年から、インターネットで市内企業を学生に紹介する「はちおうじ就
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職ナビ」というものを開設し、そのマッチングの取り組みを進めているところでございま

す。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。卒業後、３年以内の離職率でございますが、

大学生につきましては、卒業３年以内の離職率は３割にのぼるということで、就職後のミ

スマッチという課題もあると考えております。これにつきましては、現在の傾向として、

学生がインターネットを使った就職活動が主流となっておりまして、企業の顔が見えない

まま入社してしまうということも一つの原因かと思っております。本市では、バスツアー

とか、企業の現場に触れる取り組みなども行っているところでございます。 

 それから、２－３非正規雇用者数と正規雇用者数の推移でございますが、ご覧のとおり、

非正規比率というのは、大変増加をしている状況でございます。非正規労働者の割合は３

分の１を超える水準で推移をしておりまして、雇い止めや契約期間中の途中退職などの課

題があるほか、若者の非正規雇用におきましては、技能形成や能力開発が止まってしまう

ということから、生涯の社会の活力を維持する上で大きな損失という社会問題になってい

ると考えております。 

 それから、先ほど申し上げましたが、生産年齢人口の減少が顕著でありまして、労働力

不足ということも大きな社会課題となっていると考えております。 

 簡単でございますけれども、商業と雇用情勢の現状について、データを中心にご説明を

させていただきました。 

 続きまして、農業分野につきまして、高橋課長のほうからご説明をさせていただきます。 

○高橋農林課長  農林課長でございます。よろしくお願いいたします。資料１－２の新

産業振興マスタープラン全体構成の中の農業の分野につきまして資料を見ながらご説明を

させていただきます。 

 まず、本市におけます農業振興施策につきましては、農業活性プランの指針といたしま

して都の農業振興プラン、八王子市農業振興計画などを策定しまして事業を展開してまい

りました。急速な都市化の発展や農地の減少、経営面積の縮小、または兼業化、農家自身

の高齢化による農家の担い手の不足という農業を取り巻く情勢が大きく変化している中、

市としましても、平成１９年度に第二次農業振興計画を策定いたしまして、多種多様な農

畜産物を生かした都市型農業に取り組んでまいりました。特に、多種多様な担い手をどう

確保し育成するか、農地が消費者に近いといった都市型農業の利点を生かして、いかに活

用していくかという視点で、ＪＡや農家等との連携を図りながら、農業施策を展開してき
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たところでございます。平成１９年度４月にオープンしました道の駅八王子滝山、データ

集の１－３の３０ページから３２ページに道の駅の資料が載っております。３２ページに

は売り上げ実績と来客数が載っております。５年間１００万人、１０億円という売上がご

ざいます。また、平成２３年度８月に南部地区にオープンいたしましたねぎぼうず、これ

が年間約１３万人ほど、月にしまして６００万円前後の売り上げを伸ばしているというと

ころがこの実績と認識をしております。 

 また、現状と課題としまして、担い手不足、遊休農地対策とございますけれども、先ほ

どの資料１－３の２７ページを見ていただくと、平成１２年には１，５２９軒ございまし

て、平成２２年には１，３２０軒、農家数がここ１０年で約２００軒ほど減少しています。

耕地面積につきましては、９５７ヘクタールあったものが８５５ヘクタールとなり、約１

００ヘクタールほど減少しているというような状況でございます。この状況を踏まえまし

て、担い手不足、遊休農地対策という中で、まず初めには、農家直営農園というのを行っ

ております。これは平成１７年に、特定農地貸付法という法律が変わりまして、遊休農地

化する前に、農家が直接市民農園を行えるというような制度でございまして、この事業に

関しましては、おおむね５年間で３．７ヘクタールほどの遊休農地化しそうな農地を普通

の農地として耕作していったという実績がございます。もう一つは、「はちおうじ農業

塾」というものがございまして、これは、耕作のできる人材を育成していくというような

事業でございまして、これは平成２３年度から始まりまして、毎年１８名ずつ、２年間を

経過して、それで平成２４年度には卒業生が出まして、この卒業生が、今後農家の直営農

園や遊休農地化しそうな農地の活用にあたるようなことを行っております。またこれと並

行いたしまして、農家の作業を手助けするボランティア制度というのを立ち上げてござい

まして、現在１５３名の市民の方が、農家のお手伝いをしているというような現状と課題

でございます。 

 また、課題の中で、やりがいと活力がある農業の展開という中で、やはりある程度の収

益性を上げなければいけないというような考えがございまして、その中の一つといたしま

して、東京都の補助事業を利用いたしまして、２５の農家に対しましてビニールハウスの

建設に対する補助を予定をしております。これによりまして軟弱野菜などを中心に、通常

より５０％ほど伸びる、生産量が上がると。所得に換算しますと２割から３割の伸びとい

うようなことでございます。 

 それと、若手農家の支援という意味では、新たな特産になるような、今まではパッショ
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ンフルーツというのがございまして、レモンのようなものなんですけれども、これは六次

産業にもつながると、ケーキなどの材料にも、ソース状になって使えるというようなもの

も今進めております。 

 市民参加型触れ合いということでは、市民農園を１，１００区画ほど作りまして、市民

の方々に利用をしていただいているということでございます。 

 それと、また新年度から新たな農業体験農園という事業を考えておりまして、これは、

調整区域であろうが、生産緑地であろうが、農家の方が直接その農地を利用して、新たな

経営ができるというものでございまして、収入にもつながるということで、新たに進めて

いるところでございます。 

 また、今後につきましては、ニューツーリズム等によるおもてなしの仕組み、市民と進

める都市農業と緑、交流のまちづくりという考え方をもとに、例えば、夕やけ小やけふれ

あいの里などを利用いたしまして林業の促進ということで、間伐事業を行うなり、また苗

木の植栽体験、これは、その管理もございますので、リピーターにもつながると。近くに

あるブルーベリーの摘み取りを体験するとか、八王子材を利用した木工の体験、これは当

然観光を含めた宿泊体験事業というような形で、将来的には進められればいいのかなとい

うふうに思っております。 

 もう一つ、観光と絡めた農業の散策の関係ですけれど、一つの例でございますけれども、

乳牛の搾乳体験、また農道散策、種まき、草取り、収穫体験、それでそれが終わったら、

おもてなしができる農家などを訪れて、将来的には農家が農家レストランなどの食事を提

供するような、新たな産業につながっていけばいいのではないかというようなことを今考

えております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○青木産業政策課長  ただいまご説明させていただきました農業関係につきましては、

資料１－５の成果報告書の２８ページ以降にデータ等がございますので、またご覧をいた

だければと思います。 

 続きまして、観光分野につきまして、西田課長よりご説明をさせていただきます。 

○西田観光課長  それでは、観光課所管分について、ご説明させていただきます。資料

１－５八王子の産業振興プランの成果、３８ページをお開き願います。 

 観光でございますが、観光面での八王子のイメージといたしましては、やはり高尾山が

代表するように、緑豊かな自然あふれる景観を有した都市という意見が大半を占めており
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ます。しかしながら、閑静な町の一角に残る歴史や文化、里山風景など多岐にわたり、来

訪者を癒やす資源を十分にＰＲできていない、活用していないという実態もありましたこ

とから、隠れた観光資源の掘り起こしや普及、それとあわせて、飲食、物販などを含めた

地域経済の活性化を図り、もっと来訪者の満足を高める施策を産業振興プランに盛り込み、

１０年前より計画をし、実証してきたところでございます。これまでの１０年の間では、

施策の中心を自然や伝統文化、先端産業を含めた観光資源を全てまるごと活用すること、

いわゆる「まるごと観光」として位置づけをすること、「まるごと観光」を、誰もが満足

するための環境づくりに充てるべきだろうという、この二つの柱を中心に施策を展開した

ところでございます。 

 ４０ページをご覧ください。この二つの柱に基づき、三つの基本施策を作りました。ま

ず観光資源の創造につきましては、活性や発掘を含め集客力を高め、観光産業の活性化に

結びつけるという狙いを持ち、上恩方にあります里山風景を生かした、交流拠点施設「夕

やけ小やけふれあいの里」につきましては、観光協会へ事業を委託し、現在では、年間１

０万人を超えるお客様に安定してお越しいただいております。この表の右側のところに、

平成１８年度から２２年度までの利用者数を掲載してございます。また下段のほうですが、

八王子花火大会の支援並びに旧甲州街道にあります梅の里では、市所有の園地の一部を剪

定するほか園地を整備し、旧甲州街道への誘客に向けての取り組みを進めたところでござ

います。 

 ４１ページでございますが、基本施策の２番目、八王子の魅力を広く発信するというこ

とで、来訪者、お越しいただくお客様や観光産業界に対しまして、きめ細やかな情報を発

信し、八王子のセールスを行うということを狙いにパンフレット、ポスター、インターネ

ット等のメディアの活用を中心とした事業発信を行ってまいりました。主な事業といたし

ましては、八王子フィルムコミッション事業を立ち上げ、観光協会とともに映像会社の誘

致を図り、八王子の場所を紹介したところでございます。またあわせて、八王子の観光大

使制度では、現在までに北島三郎さん、西川古柳家元、将棋の羽生さん、それからファン

キーモンキーベイビーズの皆さんにご就任いただき、八王子の宣伝に努めていただいたと

ころでございます。 

 ４２ページをお開きください。基本施策の３番目は、おもてなしのための環境整備とい

たしまして、来訪者に安心してお越しいただくための交流の場、再び訪れやすい環境づく

りを狙いに、主に観光地におけるトイレの整備・維持管理、観光案内板の設置や、観光協
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会と連携して、ボランティアガイドを育成し、高尾山のハイキングガイド、並びに高尾山

口駅前における案内所を設置し、高尾山の情報を提供しております。並びに見どころガイ

ド等で来山者に対しまして、高尾山の新たな魅力をお伝えするとともに、高尾・陣馬ファ

ンクラブを観光協会で立ち上げていただき、多くの方に隠れた魅力、高尾のみならず、陣

馬方面へ向けての魅力を発信しております。 

 八王子の産業に関するデータ、資料１－３の１３ページ以降には、観光業に対する統計

データを掲載しております。来訪者のうち観光目的で来られた方の１６年度以降の件数で

ございます。こちらの主な観光地の統計につきましては、１４ページに主な八王子の観光

施設、来山者の数を１６年度以降データで掲載しております。現在では３００万人を超え

る方が八王子に観光目的で来られているというデータです。 

 また、１５ページの上段のほうでございますが、高尾山のケーブルカー入り口のところ

で、毎年春と秋、５月と１１月に、５月のとき、１１月のとき２日ずつ、入れ込み調査を

行ってございます。１７年度以降２４年度までの計数を掲載してございますが、１７年度、

約８万人の来山者数が、平成２３年度には１１万１，０００人を数えました。また２４年

度、８万１，０００人と減ってございますが、これは春先、非常に天候が不順だったもの

でしたので、春先の足並みが悪かったという影響もありますが、現在では春先、秋口含め

まして１０万人を超える方にお越しをいただいたというデータでございます。 

 また平成２０年度の１５万７，０００人ですが、こちらは平成１９年度に高尾山がミシ

ュランの三つ星に輝いたという影響がありまして、翌年の１１月には、１日で７万人を超

える過去最高の来山者数となり、この年が一番突出した数字でしたが、現在でも大体１０

万人を超える方が来ていただいております。 

 今後の課題といたしましては、やはり緑豊かな自然あふれる都市イコール八王子という

イメージの定着化が何よりも重要ではないかというふうに考えております。この資料集の

１６ページ以降には、八王子市内で行われています主な年間の行事、１月１日の高尾山頂

における迎光祭を皮切りに、通年通しましていろいろなイベントを市内各所で開催をして

おります。このような取り組みを強化すること、いわゆる高尾山以外のまだ魅力あふれる

土地のＰＲ、中心市街地を中心としたイベントのＰＲ化も含めまして、現在副委員長には、

別に「観光産業振興会議」の座長をお願いしているところですが、文化・観光・歴史、こ

れを交流、横串で刺した魅力の向上をテーマとし、今後はこの会議からの提案を受けた上

に自然あふれる都市イコール八王子という魅力の定着化と集客策を図ることが現在の課題
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であると考えております。 

 説明は以上でございます。 

○青木産業政策課長  長くなってしまいましたが、以上、骨子の概要、それと各分野の

現状、課題をご説明させていただきました。なお、資料といたしまして、資料１－６に、

本市の新しい基本計画の素案、それから資料１－７といたしまして、東京都の産業振興基

本戦略を添付しておりますが、これについては、今後の議論の中で必要に応じて活用させ

ていただきたいと思います。 

 それでは、大変広範な説明になってしまいましたけれども、ご質問等、あるいは現状認

識、課題認識等でご意見などをいただければと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○加藤委員長  ありがとうございました。また、お疲れさまでございました。また、聞

いている側もお疲れさまでございました。これから我々が議論しなければならない、検討

しなければならないことが非常に多岐にわたっておりますね。それぞれの専門分野であっ

たり、そうではなかったりするわけでございますけれども、できる限り専門外も含めて、

皆様方のご意見をいただければなというふうに思っております。 

 次回から、これらの問題について、一つ一つ課題といいますか、検討していくわけでご

ざいますけれども、きょうは少しお時間をいただきまして、それぞれの立場からご意見、

あるいはご質問等ございましたらいただければなと思います。また、事前に資料等もご配

付いただいておりますので、それぞれの分野で、こういった点がもう少し議論しておきた

いなという課題がありましたら、事前にご準備いただけるのかなというふうにも思ってお

りますので、それらをあわせてご意見いただければなと思います。まず、ご質問等でも結

構かと思いますけれどもいかがでございましょうか。ご自由にいただければと思います。 

○橋本委員  ちょっと伺いたいのですが、何でマスタープランというのは１０年なんで

すか。今の時代に合わないような気がするんですけど、５年くらいではどうなんですか。 

○青木産業政策課長  本市の基本構想、基本計画が１０年間で、市の基本的な計画を１

０年計画でつくっておりますので、それと連動して、その本市の掲げる目標を実現する、

その産業振興分野におけるプランということで、市の基本計画とあわせ、１０年計画とさ

せていただいたところでございます。 

○橋本委員  途中で変化があったらどうするんですか。いろんな変化があるじゃないで

すか。こういう時代ですから。そういうときはどういう対応をするんですか。 
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○青木産業政策課長  これは大きな目標としては、産業振興マスタープランで立てさせ

ていただきますが、そのもとに、１９の戦略プランを立て、さらにそれを実現するための

アクションプランというのを作ってまいりたいと思っております。それは、市のほうでは、

やはり基本計画という大きな方針がありまして、そのもとに実施計画というものを、具体

的な事業の計画を作りますが、これは３年ごとの計画として、毎年ローリングをしてまい

ります。ですから、大きな方向性としては立てていただきますが、具体的な事業としては、

実施計画の中で３年計画を毎年立て、それを毎年見直していくというローリングを、アク

ションプランの部分でさせていただきたいと思っております。その意味で大きな方向観、

課題、方針等を立てていきたいと考えております。 

○加藤委員長  そのことについてですが、事前にご説明いただいた中で、今回の会議に

は二つあるというふうに聞いておるんですね。一つが、この大きな会議資料ですけども、

新産業振興マスタープランとなっておりますね。この会議の名前は産業振興マスタープラ

ン、若干違うわけですね。新がついているかついていないかというのが違うわけですけれ

ども、私の理解としましては、新産業振興マスタープランが１０年間の大きな、細かい点

じゃなくて、方向性を示すものなんだと。４月以降に、この会議の、後で進め方があろう

かと思うんですけれども、もう少し短期的に、より具体的な内容について議論しましょう

と。これはまた橋本委員がおっしゃったようにどんどん変わっていくわけですから、中身

も時代にあわせて変えていかなきゃいけないんだろうなと、そんな理解でよろしいんでし

ょうかね。 

○青木産業政策課長  そのような形で考えさせていただきたいと思います。 

○加藤委員長  そのほかいかがでございましょうか。 

○本目委員  ちょっとこのデータ集を見て、一番ぎょっとしたのが、八王子市の有効求

人倍率が東京都よりは低い、日本全国平均より相当低いんですよね。この統計はどうやっ

てとったんですか。 

○赤尾委員  これはハローワークに申し込まれる求人と求職者の数。いわゆる求職者１

人に当たり、求人がどのくらいあるかという指標になりますので、全てハローワークのデ

ータです。 

○本目委員  そうですか。そうすると八王子市のということとはちょっと違う可能性が

ありますね。 

○赤尾委員  これはうちの管内の八王子市と日野市さんが管轄になりますので、実質的
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な言い方をすると、八王子市と日野市の管轄しているハローワークの取り扱い数というこ

とですから、八王子市さんだけではちょっと数字はとれません。厳密に言うと。 

○本目委員  というよりは、ちょっと私がぎょっとしたのは、八王子市の求人をしてい

る企業の求人の総数と、それと求職者の数との比率ですよね。 

○赤尾委員  そうです。 

○本目委員  すなわち八王子のハローワークに求人を申し込まなくても、求人をしてい

る会社は八王子にはたくさんあると思うんですよね。それが統計から外れているんではな

いかなという疑問を持っているわけです。 

○赤尾委員  それはここの資料の中には入ってきていないです。あくまでハローワーク

が扱った数だけです。 

○本目委員  我々もそうなんですが、求人をする場合には、八王子のハローワークは使

わないんです。ですから、実際としては、かなり変わってくると。 

○赤尾委員  全国も東京都も同じです。全てハローワークに申し込まれた求人になりま

す。 

○青木産業政策課長  八王子の場合、八王子市内のハローワークを通して就職される方

と、大学卒業したら都内のほうに勤めるというか、ほかの他府県に勤めるとか、多くいら

っしゃると思うんですが、これは八王子管内のハローワークで登録された数字となるとこ

うなるということです。 

○本目委員  それを認識の上で、八王子の今後１０年どうするかを考えないと間違えち

ゃいますね。 

○甲谷委員  大分差があるね、これね。 

○志村産業振興部長  だから東京は特にね、八王子に住んでいても、２３区も通勤圏内

なんですよね。当然状況は全国、東京都、各市というか、その管内でデータとして大きな

目で捉えているんですけど、実際は今本目会長がおっしゃったように、八王子というか、

多摩の特殊性というか、東京都の特殊性というのをちょっと加味しながら考えたほうがい

いかもしれないですね。 

○本目委員  そうですね。法人に働いている従業者数とか、そういう評価の数値があり

ますよね。それを比較すると、工業のほうも、商業のほうも多少は減っているにしても、

特に商業なんか減ってないですよね。事業所数も従業者数もそんなに変わっていない、に

もかかわらず、ここだけ異常値を示しているんでちょっと。そういう集計上の問題がある
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ということですね。 

○加藤委員長  八王子の集計も全部、東京都の中の集計が含まれていますよね。ですか

ら、八王子市、東京都全体で考えればいいのかなという感じがしますけどね。 

○本目委員  １０年間のマスタープランを作るとすれば、これだけ有効求人倍率が少な

いというのは何なんだということも考え、それをさらに、じゃあどうやって改善していく

のかと。あるいは、データにそういう変な値が出る可能性があるんだったら、それはそれ

でちょっと別の要素として考えなきゃいけないと思うんですよね。 

○大野委員  これ分母はどのくらいなんですか。 

○赤尾委員  去年の１１月の数字で、分母、求人が、有効求人が６，３００で、求職者

が１万１，８６４です。 

○加藤委員長  そういったと数字も含めていろいろ検討できればなと思います。 

 いかがでございましょうか。 

○甲谷委員  さっき橋本委員が問題提起をされた１０年という期間がいかにも長いとい

うのは全く同感でして、前からいつも産業振興部に行ってはそんなことを言っているわけ

です。１０年なんて世の中すっかり変わっちゃうんだよと。だから３年か５年か知らない

けど、それぐらいでやっていかないと、変化に対応できないんじゃないかと思うんですよ。

これ今じゃあ、１０年を、じゃあいきなり５年に変えろと言ったら、何か大変なことにな

りそうな気もするんで無理かもしれないんだけれども、やっぱりそういう視点で、やっぱ

りものを考えないと、非常にうまくない。 

 例えば、私は専らものづくりの関係で今までやってきましたけれども、ものづくりは今

ものすごい勢いで変わろうとしていますよね。いわゆるメーカーというふうな話が、個人

個人がもう本当にメーカーになり得るようなそういうテクノロジーがどんどん出てきてい

る。いろいろ機械も準備ができている。そうすると、これはもうあっという間に広がりそ

うだと。ＩＴの関係はものすごい勢いで変わりましたよね。私はこういう仕事をお引き受

けしてやっていて、例えばＩＴ関係のベンチャーをどうやってこの八王子で育てたらいい

だろうかといろいろ考えて、ついこの間も、都心のほうの、いわゆるそういうベンチャー

キャピタルの会社に行っていろいろ話を聞いてきたんだけれども、ベンチャーキャピタル

のフォーカスというのは、とにかく今ＩＴのほうの仕事が新しい業を起こそうとして、イ

ニシャルインベストメント、初期投資がものすごく少なくて済んじゃう。だから、投資の

回収率がものすごく速い。だから、そういう企業にほとんどフォーカスが行っちゃってい



 

 ―３０― 

る。だから、例えば、我々今八王子で創業塾なんかで一生懸命お手伝いをした、そういう

ところにベンチャーキャピタルのフォーカスが行っていない。そういう世の中に変わっち

ゃっている。ところが、どうやら今度はものづくりの層にも、ＩＴの新しい考え方がデジ

タルの考え方がつながってきている。ものづくりがまたものすごく変わりそうだと。これ

は恐らくこの１、２年でものすごく変わるだろうという気がする。だから、そういうこと

に対して八王子として産業政策をどういうふうにやっていくのか。だから、かなり途中で

もう本当に必死になっていろいろフォローをかけていかないと遅れてしまうという気がす

るんですよ。怖いですよね。私もだから一緒にいろいろなことをやっていたから、常にそ

の危機感を持っているわけで。 

○加藤委員長  考え方としていかがでございますか。方向性というのと、いろいろ時代

の変化、迅速に対応していかなければ、政策として、市として考えていかなければならな

いことというのは日々変わっていくわけですね。そういうのをどう組み込んでいくかとい

う仕組みだろうと思うんですけれども、そんなふうに受けとめていただければなという気

がいたしますね。 

○青木産業政策課長  一方では、ちょっと長期スパンのまちづくりのような視点もある

と思いますし、どう整理をしていくか、ちょっと受けとめさせていただいて。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長  やっぱりそういう場合には、事業レベルで３年間

のローリングの中で、事業で落とし込んでいって、例えば今アプリケーションの関係で、

サイバーシルクロードにやっていただいている事業は、マスタープランには基本的にはな

いものですけれども、そういう事業の中でどんどん対応していって、時代にあわせたもの

にしていきたいというふうには考えています。 

○甲谷委員  ３年のローリングでも遅いかもしれない。 

○志村産業振興部長  ３年間の事業計画というのは、それを毎年見直します。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長  ＳＢＣＢなんかの問題も、やっぱりなかった問題

ですけれども、その時代時代に事業をあわせて、市としても予算をつけてやっていきます

ので、そういう事業の中で基本的には対応していきたいと。 

○加藤委員長  恐らくここで議論してマスタープランを作っても、１年後には変わって

しまったと。ううんと唸っても仕方ないのかなと思いますね。それはまた産業的にもいろ

いろ違うと思うんですけれども、農業関係だとどうなんですかね。いかがですか。農業で

すと、もう少し時間軸が長いのかなという気もしたんですけど。 
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○甲谷委員  長い時間軸で考えられることもあるし、そういう部分もあるし、それじゃ

あ、なかなか追いついていけない部分のほうが最近多いような気がしますね。のんびりし

てられませんよ、本当に。 

○加藤委員長  全てのんびりはしていませんけどね。 

 いかがでございましょうか。 

○柴田委員  ＩＴに比べてやっぱり農業というのは、米なんかだと年１回しかとれない。

野菜でも、年３回、５回という形なので、スパン的には非常に長くかかるものなので、同

じには議論はできないとは思うんですけどね。ただまあ、農業も、５年とか見ていきます

と変化をしていますし、今までずっと、あまり国のほうも議論してこなかった、都市農業

について今集中的に議論をしているので、制度的にも若干変わってくる可能性があります。

その辺を踏まえながら検討していけばいいのかなと思います。 

○加藤委員長  農業の問題も本当に頭が痛い問題だろうなという。 

 商店会、深沢委員のほうはいかがですか。中心市街地も含めて抱えておる問題というの

は、決して小さくないと思うんですけど。 

○深沢委員  商店会としましては、もう商店会自体が大変な、維持できないような状態

まで今来ておりますので、中心市街地もそうであり、また中心市街地以外のところも大変

なことであるので、この会に出て、そういうものを、少しでもよくなるような方策等があ

れば、それに向かって進んでいただきたいなというふうに思います。 

 と同時に、また中心市街地と言いましても、南大沢のほうとか、みなみ野とかの情報と

かそういうものが全然、商連のほうにも情報は入ってこないというようなことがあるので、

そういう点でも、八王子市全体的なことで考えるとなると、そういうものをやっぱり取り

込みながら、何かいい方策を、皆様にお知恵を借りて、いい方向に行きたいなと思ってい

ますけど。それからもう一つは、いろいろなことをやりましても、それに対しての告知と

いうか、これが非常に欠けているというか、いろいろなイベントを仕掛けても、これはま

た我々商店会でもいろいろ努力しなければならないんですけれども、いろんな方面の方々

にも知っていただいて、せっかくやるには成果が上がるようなことをいろんな業界の方が

いらっしゃるので、そういう点でも考えていきたいなというふうに思っています。 

○加藤委員長  各産業分野で検討していかなければいけない課題が多いですよね。 

○深沢委員  はい。 

○加藤委員長  時間のほうも限られているんですけども、せっかく市民委員の方もいら
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っしゃいまして、産業サイドの立場からはいろんなご意見もあるかと思うんですけれども、

もし何かございましたら。 

○中島委員  ＪＲ八王子駅南口の再開発で人の流れが変わったなと感じます。特にオリ

ンパスホールという音響効果のすばらしいコンサートホールができて、今までになかった

レベルの高い演奏会が開かれています。今後、この新しい文化的魅力が購買力の高い中央

線や京王線沿線のお客様を八王子にひきつけることを期待します。 

○加藤委員長  今までとは違いますね。市民会館とは違った、いろんな意味で。ありが

とうございました。 

 松葉委員いかがでございますか。 

○松葉委員  そうですね、ちょっと疑問に思ったことをお聞きしてよろしいですか。資

料１－２の裏側、７つの基本施策のうちの基本施策５、「新産業の創出」は何かなと思っ

て、資料１－４の戦略１２というところを見て、創業者支援というふうに書いてあるんで

すけど、これは、そもそも見る場所はここで合っていますかということが、まず。 

○事務局  そうです。基本施策５の「新産業の創出」の中に、資料１－４の一番最初の

Ａページにある「新産業の創出」という重点戦略が一つあるのと、もう一つ１２ページの

戦略１２の創業者支援の、この二つが基本施策５の新産業創出になります 

○松葉委員  だとしたら、最初のほうをまだ読んでいないのでいいんですが、新産業の

創出と言っておいて、書いてあることが創業者支援だと、これはちょっとそもそも何か違

うんじゃないかなというふうに疑問を感じたので、ちょっとお聞きしたかったということ

で、そうでないのであれば、特に大丈夫です。 

○加藤委員長  その辺は、またそういった場面の中で、新産業を生むというご意見もよ

ろしいと考えてよろしいんですね。 

○松葉委員  そうですね。 

○加藤委員長  もしあれでしたら、この部分、こういったところの資料を用意していた

だいたほうがいいんだというのがあれば、事前に言っていただいたほうが用意もできて、

検討できるのかなと。これはほかの方々もそうなんですけども、この中では足らないなと

いうところをどんどん事前に出していただいたほうが、その場で用意するというのはなか

なかできないでしょうから。 

○橋本委員  もう一つよろしいですか。 

○加藤委員長  どうぞ。 
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○橋本委員  １０年前になかったのが、インター北地区開発という問題があるわけです。

今、巷でいろいろと言われていまして、私ら商業者としては、大変恐怖に思っているわけ

ですね。これはいつできるんだかわかりませんし、情報は一つも入ってきませんし、どの

ぐらいの規模でなるかもわからない。うわさによると、駅まで連れてきて輸送するという

ような話も聞いているわけです。そごうが昨年の１月に閉店されましたが、それだけでも

大変ショックだったわけですけれども、ＣＥＬＥＯが１０月２５日にオープンして、一応

駅前の活気は取り戻してくれました。こういうふうな問題が１０年かかって、私は、とい

うようなことが、とにかく中に入れられるのかという疑問があってさっき伺ったわけです

よ。もっと短期でなければ、いろんな変化があるんだろうというふうに思うんですね。イ

ンター北地区開発の問題なんかも、ここに商連の会長さんがいますけれども、我々商業の

ほうなんかに一つもないです。誰に聞いてもわからない。うわさではいろんなうわさがあ

りますけれども、うわさでおびえていたんじゃしょうがないので、できるのであれば、で

きるような対応をこっちも考えなきゃいけない。私が思うには、あそこの地域の買い物難

民ができてはいけないと思っているんですけども、それに難民ができないようなもので、

私は十分だろうと、こういうふうに個人としては思うわけです。業界でもいろいろ話をし

ていますけど、そういうふうな意見が、商人のエゴかもしれないけど。でも私らも生きる

権利があるわけです。そういう意味では、市のほうではどういうふうな対応をするのかと

いうことを、ぜひこの機会に聞きたいと思います。 

○加藤委員長  そういった意見をいただきながら、いろいろな仕組み、これまでないよ

うな情報公開の場でもあってもいいかと思うんです。そういうものもいただくのがこの会

議だろうというふうにも思っていますので、ぜひともこれから第２回以降、自由闊達なる

意見交換、そういった場にしていきたいなと。ある意味では、市の立場からすると、耳の

痛いこと、これがたくさんあったほうがいいのかなというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○深沢委員  商業の問題で言いますと、細かいことは本当いっぱいあるんですよ。で、

今中島委員がおっしゃられて、南口がどう変わったんだろうということで、南口は全然変

わっておりません。南口ができればいいのかなというような思いは皆さん描いたと思うん

ですけど、できても全然変わらないというような状況ですのでね、そういう細かいことは

皆さんの前でお話しできることならば、大変にありがたいと思っております。 

○加藤委員長  よろしくお願いします。 
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 時間のほうも予定を過ぎておりますので、この意見といいますか、ご質問の時間はこれ

で終わらせていただいて、議題、議事の②の検討委員会の進め方について、事務局よりご

説明いただければなと思います。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  それでは、本日資料配付いたしました資料１－１１をご覧いただ

きたいと思います。事務局のほうで、次回以降の進め方の案を用意させていただきました。 

 本日、骨子をご説明させていただきまして、いろいろ意見をいただきました。第２回、

第３回で、大綱としての基本施策の部分につきましてまとめさせていただきたいと思いま

すが、本日いただいた意見を踏まえまして、次回までに、市のほうで、文書にしたたたき

台をご用意させていただいて、事前にお送りをさせていただきたいと思います。その文書

化したたたき台を踏まえて、さらに次回議論を踏まえていただければと思っております。

また、そこでいただいたご議論に対する市の回答なども用意し、第３回では、大きな大綱

的な部分については、一定のまとめをさせていただければと思っております。４月以降、

今度は、個別の戦略プランとして、今資料１－４で用意しておりますたたき台を参考に、

分野ごとに個別の戦略について順番にご議論をいただきまして戦略プランをまとめ、おお

むね７回、あるいは進捗状況によりまして追加をして、８回になるか、おおむね７月ぐら

いを目途に、戦略の部分についてまとめさせていただければと思っております。それをあ

わせ、産業振興戦略プランをおおむね８月ぐらいをめどに完成をさせていただければとい

うことで、今後のスケジュールを考えているところでございます。 

 進め方については以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明で、ご質問ございますでしょうか。 

 第２回、第３回で、大綱というふうにおっしゃっていましたけれども、新産業振興マス

タープランの大枠の方向性を決める。４月以降に詳細な内容について踏み込んでいくとい

う、２段構えということでございますね。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後になりますけれども、議事③のその他について、事務局よりお願いいた

します。 

○青木産業政策課長  それでは、その他で、次回の日程についてお諮りをさせていただ

きたいと思います。 

 ２月に１回、３月に１回開催をさせていただきたいと考えておりますが、３月が市議会

の時期もございまして、恐縮でございますけれども、こちらのほうで用意をさせていただ



 

 ―３５― 

いた日は、２月２２日午後２時から、一応２時間半を考えさせていただいて４時３０分ま

で。それから、第３回につきましては、３月１５日、やはり２時から４時３０分という設

定でさせていただければと考えておりますが、今後の日程についてご検討いただければと

思っております。 

 事務局からは以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 日程等でご意見、よろしいでしょうか。 

 そのほか何かお聞きになりたい点、事務局に、ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、第１回の委員会を終了させていただきたいと思います。

どうもご苦労さまでした。 

 


