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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７回） 

平成２５年７月３０日 

 

○加藤委員長  定刻となりましたので、ただいまから第７回の八王子市産業振興マスタ

ープラン検討委員会を開催したいと思います。 

 本日は、お忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 本日は、戦略プランについての検討、最終的な取りまとめになるかと思います。皆様、

よろしくお願いしたいと思います。 

まず、初めに、産業振興部長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

○志村産業振興部長  皆さん、おはようございます。産業振興部長、志村でございます。 

ただいま、委員長のご挨拶の中であったとおり、この検討会もきょうで７回目という

ことで、最終の取りまとめを本日行う予定でございます。この間、２月、３月には産業振

興マスタープランの本体の議論をしていただき、取りまとめを行い、４月以降はそれに基

づく個別の戦略プランについて今日も最終的に検討していただくわけですけれど、この間、

それらの議論の中で、やはり長期プランと短期の戦略の時間軸と実施の担保をどう見るか

というような視点、これは社会情勢ですとか経済情勢ですとか、あるいはいろいろな産業

の分野においても日々変化している。それをきちんと戦略プランのほうで取り入れながら

実施の担保をしていこうというご意見ですとか、あるいは行政の縦割りですよね。産業振

興といっても、もちろんまちづくりですとか、特に交通の関係ですとか、こういうものも

きちんと取り入れながらまとめていかないと、産業振興にかかわるプランというのはなか

なかできないなと。その長期的・短期的な視点と、それから横断的な取り組みの視点とい

うのを我々も意識しながら取りまとめてきたと思っております。本日も最終的になります

が、それらの視点を踏まえまして、活発なご議論、お願いしたいと思います。今日はよろ

しくお願いいたします。 

以上です。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

それでは、次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。 

まず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○事務局  まず、欠席の報告ですけれども、東京都の木島委員ですが、ここで異動があ

りまして、７月１６日付で後任の山本委員に変更ということで届け出をいただいておりま
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す。ただ、山本委員は本日欠席ということでご了承いただければと思います。 

あと、農業協同組合の田中委員につきましては、電車のほうがおくれているというこ

とで、間もなく到着する予定です。 

資料の確認ですけれども、事前に送付させていただいた資料ナンバー７－１「戦略シ

ート」で戦略１から２１までつづってあるものが１部、本日、机上で配付させていただい

ているのが次第１枚と、資料ナンバー７－２「地域別でみる産業振興の事業展開」Ａ３の

もの、資料ナンバー７－３「第６回産業振興マスタープラン検討委員会の意見とその対

応」以上になります。資料のない方、お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。 

以上になります。 

○加藤委員長  はい。では、議題の「産業振興戦略プラン」のとりまとめについてに入

りたいと思います。 

 これまで４月から３回にわたって議論をいただきましたけれども、今回は事務局から戦

略シートの修正案をご用意させていただきました。まず、前回の意見とその対応について

も含めて、主な修正点を中心に資料の説明を事務局からお願いいたします。 

○青木産業政策課長  それでは、ご説明をさせていただきます。 

７－１を事前にお送りしておりますが、本日追加で７－２の「地域別でみる産業振興

の事業展開」と７－３「第６回の意見の内容」を配付させていただいておりますので、そ

れをあわせてごらんをいただきながら、資料７－１の戦略プランに従いまして、これまで

いただきました意見をもとに見直した点を中心に、ポイントを絞ってご説明をさせていた

だきます。 

まず、全体的に見直した点でございますけれども、第４回の委員会で、１０年後の姿

をもっと具体的に記載すべきであるというご意見をいただきましたので、各担当で改めて

それぞれの戦略の１０年後の姿を全面的に書き直して作成をしました。また、スケジュー

ルにおきましては、短期・中期・長期の具体的なプロセスを可能な限り記載をしました。 

それでは、ポイントを絞りまして、戦略ごとにご説明させていただきます。 

戦略３「産業交流拠点の整備・促進と連携」でございます。これにつきましては、第

５回の委員会で産業交流拠点ができれば人は集まるという保証はなく、どう使われるかが

大事であるなどなどの意見をいただきました。これに基づきまして、１０年後の姿の記載

も書き直しておりますが、その戦略３の裏面をごらんいただきたいと思います。②産業交

流拠点の積極活用ということで記載をいたしました。広域多摩地域の産業力を国内外に発
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信、学会、国際会議等の誘致等を記載をいたしまして、この産業交流拠点を多摩地域にお

けるコンベンションの拠点としていくという視点と、また、市としてイベント等の企画・

誘致の取り組みを推進していくという視点を書き込みさせていただきました。その具体的

な企画・誘致の体制につきましては、戦略１４のところで、「ＭＩＣＥ都市推進センタ

ー」のところで改めてご説明をさせていただきたいと思います。 

続きまして、戦略５「企業誘致の推進」をごらをいただきたいと思います。企業誘致

の推進につきましては、第４回の委員会で、企業誘致を、どこに的を絞るのか、また、ど

んな企業を引っ張ってくるのか見えないなどなどの意見をいただきました。一つは、業務

用地の確保につきましては、前回お示しをさせていただきました「地域別でみる産業振興

の事業展開」ということで、本日７－２として見直し版を配付させていただきましたが、

ここに業務用地の有効活用として記載をさせていただきました。川口物集拠点周辺あるい

は圏央道八王子西インターチェンジ周辺などなど業務用地の活用のポイントをお示しさせ

ていただきました。今回、７－２の中で一番左上になりますけれども、新たに戸吹地区の

業務用地の有効活用ということで追加させていただきました。また、戦略５の１０年後の

姿の記載の中で、「海外企業も含め、研究開発型企業やそれらを支える基盤型企業が集積

し」という記載を追加させていただきました。 

続きまして、戦略８「若年者の雇用・就労支援」をご覧いただきたいと思います。戦

略８ですが、前回、第６回の委員会で、八王子の企業を大学生等が知る手段について、ま

た、キャリア教育について、定着に向けた支援などについて意見をいただきました。戦略

８の中で新たに記載をさせていただきました。一つは、学校における地域の企業を知る機

会の創出、職業講座・職業体験あるいは就職ナビによる情報発信、それから、右のページ

になりますが、バスツアー等により学生が直接企業を見て知る機会の創出などを具体的な

内容として打ち出しました。また、定着に向けた支援といたしまして、講座やインターン

シップによるキャリア教育支援や、あるいは採用から採用後の教育、定着に向けた中小企

業への支援という内容を具体的な方策として記載を追加いたしました。 

続きまして、戦略１０「製造業の振興」でございます。戦略１０につきましては、第

５回の委員会で、大企業とも連携の視点がないというご意見をいただきました。また、新

しいものづくりの視点を盛り込むべきであるなどなどの意見をいただきました。戦略１０

の中で①のところでございますけれども、「製造業の構造変革に対応すべく、情報提供等

で支援する」、あるいは５番目でございますが「大企業と中小企業のマッチングの機会を
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提供する」等の記載を加えました。また、右のほうの事業スケジュールの中で、産業交流

拠点開設を契機として、支援強化をしていくという視点を新たに記載させていただきまし

た。 

続きまして、戦略１２「横断的連携による新産業の創出支援」でございます。戦略１

２に関しましては、新しいことを生み、地域でスタンダード化をするには社会実験が必要

などなどの意見をいただきました。これにつきまして、戦略１２の①のところに、「新し

い製品、新しいサービスを市の施設や民間施設等で試せるようなマッチングの実施」とい

う記載を新たに追加いたしました。 

続きまして、戦略１４「おもてなし都市の形成による新たなにぎわいの創出」でござ

います。第４回の委員会で、ＭＩＣＥ都市推進センターや会議の誘致などについては、も

っと具体的に書くべきであるなどのご意見をいただきました。戦略１４の①に、コンベン

ションやイベントの誘致と受入体制の構築といたしまして、観光産業振興会議報告書を踏

まえて、ＭＩＣＥ都市推進センターの位置づけ、それから、スケジュールの中で、２５年

度においてＭＩＣＥ都市推進センター設立に向けた調査、それから、短期においてＭＩＣ

Ｅ都市推進センター設立に向けた準備と設立、運営ということで、具体的な事業スケジュ

ールを記載いたしました。 

続きまして、戦略１５の中心市街地活性化の推進をごらんいただきたいと思います。

第４回の委員会で、まちを歩くことの楽しさ、快適さの視点、それから、そぞろ歩きをし

たくなるような仕掛けなどについて意見をいただきました。戦略１５の①に、来街者が安

全・安心に楽しく回遊する仕組の構築といたしまして、「中心市街地の文化や歴史、専門

性の高い魅力ある個店、楽しいイベント等を来街者に効果的にアピールする仕組みを構築

するとともに、歩きやすい歩道、緑やベンチ等の休めるスペースを配置をして、楽しく安

全・安心に回遊できるよう促進する」という記載をいたしました。また、今後推進してい

く駅周辺のハード整備や道路整備と相乗効果を図れるような景観整備やリノベーション等、

まちの魅力づくりの支援をするという視点を打ち出しまして、事業スケジュールの中で、

地権者や店舗オーナー等を巻き込んだ勉強会ですとか、そのための支援の仕組みづくりと

いうことを入れました。 

続きまして、戦略１８をごらんいただきたいと思います。戦略１８「新たな観光資源

の発掘・活用」でございます。前回の第６回委員会で、フェスティバルシティとして、年

間で行うイベントを全ての機関が共有できる仕組みが必要、あるいは新しい魅力づくりが
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必要など、さまざまな意見をいただきました。それを受けまして、１０年後の姿につきま

しては、所管等で全面的に書き直しをいたしました。また、スケジュールにおきまして、

①新たな観光サービスの推進のところでございますけれども、２４年度に観光産業振興会

議からいただきました提案に基づきまして、２５年度に計画策定を行い、短期のスケジュ

ールにおいて計画の社会実験、計画の実施ということを打ち出しました。また、ニューツ

ーリズムの検討と推進ということを掲げ、この計画の中で具体的に策定をし、推進すると

いう考え方で記載をさせていただきました。 

続きまして、戦略１９をごらんいただきたいと思います。戦略１９、都市型農業環境

の整備でございます。前回の第６回委員会で、農商工連携が重要なポイントであると、ま

た、地域での６次産業化が必要、都市農業ならではの付加価値型農業が減っていると思う

などの産業としての農業推進を入れるべきだと、などの意見をいただきました。戦略１９

の⑤のほうに新たに記載をさせていただきまして、農業資源を活用した新事業の創出、６

次産業化の推進、異業種、商・工、企業、大学等との連携による新たな農産品の開発、そ

れから、観光分野と連携し、農園や農産物直売所、農ある風景等を観光資源として活用す

ることなどを戦略として述べておりました。 

個別の戦略としては、そのほかにもいろいろ修正等はございますが、主な修正点とし

ては以上のような形で見直し、追加の記載等をさせていただきました。 

最後に、資料７－２「事業展開」の図でございますけれども、先ほどもご説明いたし

ましたが、業務用地の有効活用としては、図の左上のほうにありますけれども、戸吹地区

の業務用地の活用を１点追加させていただきました。また、前回の第６回委員会で、中心

市街地は拠点の表示ではなく、エリアとして取り組みを表現するべきだという意見をいた

だきましたので、中心市街地につきましては、赤い破線でエリアとしての表示をいたしま

して、内容としても楽しく回遊する仕組みの構築、あるいは景観整備やリノベーション等、

まちの魅力づくりの支援、産業交流拠点の整備・促進及び積極活用、コンベンションやイ

ベントの誘致と受入体制の構築などなどの取り組みを中心市街地活性化の視点から追加の

記載をさせていただきました。 

これまでいただいた意見をもとに見直し案を作成をし、本日、ご提示をさせていただ

きましたので、ご議論をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。ただいま課長からこれまでの見直しに
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ついて、総括的にご説明いただきました。本日は最終回でもありますので、全体を通じて

のご意見等をいただければなと思います。また、時間がございましたら、最後には一言ず

つご感想もいただける時間があればと思っておりますので、まずはご自由に全体のところ

でのご意見をいただければと思います。どなたからでも結構でございます。いかがでござ

いましょうか。 

○深沢委員  皆さん、おはようございます。 

それでは、商業と観光のことにつきまして、ちょっとお聞きしたいことと提案がある

んですが、今までの中でご説明をいただいてたんですが、コンベンション、いわゆる産業

交流拠点のことについてはいろいろと出ているんですけれども、旭・明神町の開発のとこ

ろで、旭町・明神町地区周辺まちづくり懇談会というのが平成２１年１２月から平成２２

年３月に３回ほどございまして、メンバーが１３名でしたけれども、それに基づいて、平

成２２年７月から２３年１月に検討委員会が６回ほど、委員の方８名ということで、２３

年２月４日には市長に答申をしたというような経過がございまして、その中で、旭町地区

のところには、八王子の玄関口としての意味合いをいろいろとお話しした結果があったと

思います。それでまた、広場ということでも、八王子には駅の前には広場というものが全

然ないということで、５８万都市としての八王子の広場というものが大切であろうという

ようなことに、結論にも至ったところでございますけれども、それの何年かかるはちょっ

とわかりませんけれども、１０年後には恐らく玄関口としての広場ができておるのではな

いかなというふうに推測されます。そのことについてどこにも載っていなかったというこ

とがどうなのかなということでございます。 

それから、戦略１５のところの主な事業スケジュールというところでございますけれ

ども、そこにも「まちの魅力づくり」に対する国・都等の補助事業活用の検討ですけれど

も、ここに市が入るのかどうかということはちょっとお聞きしたいなという、市はもちろ

んのことということであろうかと思うんですけれども、余りにも国とか都が突出している

ような感じがしたところでございます。 

 それから、戦略１６のところの②にも「国や都の補助金を活用し商店街を支援し活性化

をはかる」というところでございますけれども、その辺の文章のところはどうなっている

のかなという思いがします。 

 それから、戦略１７ですけれども、活かすべき資源ということで、高尾山を初めとして、

城跡というようなことでございます。括弧して滝山城跡、八王子城跡ということは載って
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おるんですけれども、駅周辺には、駅から歩いても近いというようなこと、片倉城跡等、

それからまた、東京都の小宮公園等のああいうところも大いに活用できるのではないかな

と感じられます。 

それからあと、ちょっとまだ正式な話が伝わってきてないんですけれども、刑務所の

移転というような問題の中で、そこにどういうものができるかということで、あの辺のと

ころが随分、１０年後は変わってきているだろうなと思われます。これもうわさでしょう

けれども、公園をというような話も多々聞こえてくるんですけれども、八王子にも歩いて

回れるような見せる、また見たいような公園というものがないと思っておりますので、ぜ

ひそういう歩いて南口のほうからずっと行って刑務所のところ、それからまた、足をもう

一歩延ばして片倉城跡というようなところが活かされれば、これはやっぱり地方への活性

化にもつながり、また、観光のほうにもいろいろと大勢の方たちが来ていただけるのかな

というようなところがありますので、そういうものをどこかに加えていただけると、とい

うようなことを意見を述べさせていただきたいと思います。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。幾つかあったようですけれど、その中

でお答えできる範囲というのはありますか。 

○青木産業政策課長  ありがとうございます。それでは、私のほうからご説明したいと

思います。議論をいただいた広場についてないというご指摘をいただきました。ただ、例

えば戦略１８の新たな観光資源ということで、フェスティバルシティとしての情報発信と

いう、この新たなフェスティバル、そういう取り組みにおいて、新しくつくるこの広場が

一つのポイントといいますか、拠点になりますので、確かに新しいフェスティバル、あと、

産業交流拠点で行われるコンベンション、イベント等と連動してそれらを活用する、フェ

スティバル等で活用するということが一つの重要なポイントになると思いますので、委員

長ともご相談し、その広場の活用・工夫を、表現をさせていただきたいと思います。 

○深沢委員  はい。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  あと、国・都等の補助の活用と振興との関係ですが、一つは商店

街の支援ということで、振興のところで国や東京都の補助を使い、市としてもあわせて補

助をさせていただくというような形で、整理させていただきたいと思います。 

○深沢委員  うん、そういう文章になれば。 

○青木産業政策課長  新たにここで国が補正予算で経済対策としてやってきた国・都の

補助等もあるので、そこは市としてもマンパワーで積極的に商店街の方とご相談をし、そ
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の活用を図るというような意図もございますし、あるいは地域商業再生事業がございます

ので、そこを商店街とかまちづくり八王子と協力をして計画を立て、活用していくという

ことに基づいて、国や東京都の使える事業は積極的に使うという視点を一つ打ち出させて

もらいました。また、市としましては、景観整備やリノベーション等、まちの魅力づくり

の支援ということの中で勉強会をやりつつ、そこでリノベーションをやるような、もしく

は意欲あるテナント、商店街等が出てくれば、補助制度なども検討していきながら、市と

しても、目的にかなった支援制度を構築していくという視点も持っています。 

 それから、片倉城跡、小宮公園と、新たにできる医療刑務所の跡地活用のお話をいただ

きまして、医療刑務所の活用というのはまだ数年後に動き出す部分かとは思っております

が、中心市街地をめぐって、北は小宮公園、それから浅川、産業交流拠点の広場があり、

それから、南口には医療刑務所を活用した緑を基軸として何らかの新しい発想ができると

すれば、それと片倉城跡とを結んだ、緑の軸という議論が今出始めて議論されていると思

います。そこは緑の軸という視点を持って回遊性等をつなげていく。産業交流拠点にいら

っしゃる来街者の方との、新たな回遊性の創出という議論が出てくるのかなと思っており

まして、これからの重要な視点になってくるかなと思っております。回遊性のところで、

緑のネットワークなどの表現については、委員長とご相談して、ちょっと考えさせていた

だきたいと思います 

○深沢委員  はい、よろしくお願いいたします。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。 

 ご意見いかがでございましょうか。はい。 

○松葉委員  戦略１５の中心市街地活性化の推進の戦略の内容①３行目「歩きやすい歩

道、緑やベンチ等の休めるスペースを配置して楽しく安全・安心に回遊できるように促進

する」とあるんですが、これは要望というよりは、多分これをやるのは市街地整備課だと

思うんですけど、まず、１点目が、彫刻の話を以前伺いまして、造形大の先生がやられて

て、２０年ぐらい前に。それで置かれているけど、邪魔くさいなという扱いなんですよね。

これは、まあそうだろうなというのはわかるんですけど、ただ、せっかくああいう思いが

あって、その思いがいいか悪いかは別としてですけど、つくられたものが何か邪魔扱いさ

れていることとか、あと何かあまりいい扱いされていない典型。もうちょっと何かうまく

できないかなということを、以前、周辺の人間と話をしていまして、例えばあれの清掃活

動をやると同時にライトアップをしてとか、イベントみたいなものということをできない
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かなという話をしておりましたので、これを市街地整備課に言ったら、別に彫刻だけじゃ

ないんですけど、あそこお金かけて整備したからだめと言われたんで、ぜひ産業振興部の

ほうから言っていただけたらなと。あわせて、西放射線の公園というのは三つあるんです

けど、歩いている人から言わせると、これ公園なのというような状況なんですね。三角形

の部分にちょっとベンチが置いてあって、それでも昔に比べれば大分よくなったとは思う

んですが、もうちょっとここに書いてあるような緑、ベンチ等の休めるスペースを配置、

もうちょっと人が、ただの喫煙スペースだけじゃなくて、もっと活用されるような形の公

園のあり方というのはどういうものなんだろうというのも言ってくださいというお願いで

す。 

 以上です。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございます。少しご要望のようでございますけれども、

いかがでございましょう。 

○青木産業政策課長  中心市街地の活性化の中で、ソフト事業でいろいろ打ち出してお

りますが、確かにハードあるいは道路整備等も合わせて新規にやらなければならないとい

う、庁内全体ではそういう課題認識を持っておりますので、市としては北口中心市街地の

道路整備にも力を入れていくという考え方もありますので、産業政策の分野としては、担

当部門に今いただいたような意見を主張をしていきたいと思っています。回遊性の創出を、

ソフトでなくても、そういうハード整備、公園とかの活用も含めて、初めて回遊性が促進

されるという点を市街地整備等々、そういったハードのほうにも言っていきたいと思って

おります。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。いかがでございましょうか。 

○橋本委員  いろいろ中心市街地の活性化の推進というところに書いてあるんですけれ

ども、今、私らが一番心配しているのは、中心市街地の中にマンションができたときに、

１階がどうしても商業地区であるんであるなら店舗にしていただいて、商業地区としたも

のにしていただかなきゃいけないと常々いろんなところで私は申しているんですけど、今、

建築要望にはあります。こういうものをつくりなさいと言うんじゃなくて、そこにどんな

小さいのでも一つを申請すれば通っちゃうんですね。間口が９０メートルもあるようなと

ころに１．５坪ぐらいの店舗があって、それでいいのかなというようなことがある。そう

いうことを僕は申したつもりだったんですけど、どこにも書いていない。やっぱりそこか

ら、これから先どうなるかわかりません。今、次の世代がやる、やらないという問題が、



 

 ―１０― 

焦点があるわけでございまして、人は私はいると思ってるんですよ。ただ、社長のやって

いることを見てて、あまり楽しくないと。じゃあ、ほかの楽しいところに行っちゃおうよ

というのが若者の考えだと思ってるんですけれども、それを楽しくするのも私らの仕事な

んですけれども、でも最悪の場合はそういうふうになるわけですね。うちの八日町にも来

年の春には１５階建てで２１４世帯のマンションが完成します。簡単に言うと、どんなに

少なくとも７００人ぐらいの人口がふえるわけですね。あんなちっちゃいエリアでそう。

もう一年たちますと、１３０のワンルームマンションができます。これは下にデニーズさ

んが入ってくれるということを聞いています。だけども、今言っている２１４世帯のほう

は、３店舗つくるという話を聞いていまして、私らでその運営管理をさせてくれと。そう

すれば必ず店舗にしていただけるんだろうというような申し出を最初にしました。でも、

それがなかなかいかないんで、せんだっての報告では、もう売れましたと。売れましたと

いうことなんですけど、どのぐらいのもので売れたんだかわからない。間口が９０メート

ルもあるわけですから、その中で今言っているようなことが、もっと法律的に規制ができ

るようなものがどこかでのほほんとして残っていれば、これから先は割合安心してという、

まちづくりができてくるんだなと思うわけですね。私らの店舗の間口からいきますと、５

軒分ぐらいが一遍にマンションになっちゃうわけですから、そんなふうなこともいろんな

ところにこれから出てくると思いますね。そういうときの対応の仕方を、１階は店舗にし

て、やはり買い物に来たという、買い物袋を持って道の中を歩いていただくとか、そうい

うものがなければまちの活性化なんかに私はならないと思っているんです。そういうふう

なことがどこにも書いてないんで不安になっているんですけどね。その点もよろしくお願

いしたいと思うんですが。 

○加藤委員長  いかがでございましょう。少し規制の問題含めての問題なんですけれど

も。 

○青木産業政策課長  今の問題としては、橋本委員がおっしゃったように、現状では要

綱がありまして、特に罰則等はありませんが、誘導するという考え方で、１階に店舗を誘

導するそういう条項を、適用させております。これについては、整理をしなければなかな

か要綱の規制をどうするということは、この場では確定したお答えはできないんですけれ

ども、我々とすれば、中心市街地、空き店舗を対策をして商店街の連続性を回復するとい

うことは言っているんですけれども、確かに今、マンションの建設が進む中で、商店街の

連続性を回復するという表現を、整理をさせていただければと思います。 
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○橋本委員  マンション屋さんに言わせますと、エントランスが大事だと、こう言って

いるわけですね。当然ですよね、入り口ですから。ですけど、それが立派にしてて、じゃ

あ商店街にそういうものをつくらなくていいのかというふうにとれてるんですね。そうい

う姿勢もないし、今言っているように、ちっちゃい建築要望の中にはあるそうですが、強

制的じゃないということで、もうちょっとこれから先１０年になると、多分そういうもの

がもっと増えると私は思うわけですね。それは私らが仲間ですから何とか続けてくれよと

言ってますけれども、しかし、いろんな情勢でそういうふうにいかない場合が出てくるわ

けですから、ぜひそこのところをしっかりとやっていただきたいと思っています。 

○青木産業政策課長  産業振興の分野としては、そういう課題、認識を持ちつつ、事業

スケジュール等々、ハード部門のほうと連携して、課題認識を持って、引き続き議論をさ

せていただきたいと思っております。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございます。 

○志村産業振興部長  ちょっと補足で。中心市街地については、今、橋本委員がおっし

ゃったように、いろいろなところで検討がされているということです。一つは、この検討

会でいろいろな意見を言っていただいたりだとか、あともう一つは、直近では商工会議所

と中心市街地あるいは駅前、今後１０年、２０年、３０年たった後、どういうまちのしつ

らえになるのかという意見交換をやっているわけなんです。その中で具体的に、この管理

のほうでも出てきましたけれど、やはり産業振興といって、産業振興部がやっているだけ

じゃ限界があるというか、ソフト事業だとか、そういうのはできるけど、なかなかこの会

議の中でも交通の話ですとか、今の道路ですとか、あるいは建物ですとか、そういうこと

ではなかなかできないということで、ここでちょうど八王子市役所の組織改正の話が出て

いるんですよ。その中で、まだこれはちょっと公表できないんですけれど、その中心市街

地を、八王子駅というのは八王子市の最初の顔ですよね、いろいろいらっしゃる。そこを

きちんとこういうものができるというふうな形で市民にお知らせしなきゃいけない、事業

者さんにもお知らせしなきゃいけない。その中でどういうことをやっていこうかというこ

とを具体的に示すには、やはり中心市街地エリアに関しては、ここで今の時期に、やはり

今言ったハード事業と、あるいはソフト事業がミックスする中で、道路のあり方ですとか、

あるいは先ほどから出ています今後起爆剤となる旭・明神ですとか、そういうところをハ

ード、ソフトからどうしようかというところで、責任持って答えられる組織が必要だろう

ということで、そういう部署を設定するように今、具体的な調整を行っているところなん
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ですよ。ですから、ここの、当然今までご検討していただいた戦略１５についての、当然、

来年になると、この戦略というのは毎年変えていく、状況によって変えていくということ

をお答えしましたけど、そのところにもう少しハード、ソフトが出てきて、もう少し駅周

辺あるいは中心市街地の将来像が見えるような、そういうものに変化していくと思います

ので、また一定その辺の議論はする場所があると思いますので、あるいは情報提供する場

所があると思いますので、そのときにこの会議で出たこと、きょう、橋本委員がおっしゃ

ったような意見も含めて、その中でちょっと調整したいと、そのように思います。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございます。いかがでございましょうか。 

○甲谷委員  戦略４の人材の発掘と育成というところがあるんですけれども、要するに

非常に能力のある人、頑張ってもらわなきゃ困るというところになるんですよね。それで、

集団、組織で考えたときに、そこの構成員が同じような考え方を持っている人たちだけだ

と大体うまくいかない。だから、できるだけいろんな違ったタイプの、例えば早い話が国

籍で見ても、いろんな国の人がやっぱりこの八王子に集まってきて、優秀な人材が積極的

に参画してくれるという、何かそういうふうなこの地域のカルチャーというか受入体制と

いうのをつくらなければいけない。これは、こういう一つ一つに分けたような戦略という

ことじゃなくて、基本的な八王子市としてのカルチャーをどうつくっていくか、あるいは

受入体制をどうするかということだと思うんですね。例えばアメリカのシリコンバレーを

見ていますと、ご承知のように、もういろんな国籍の人があそこへ出たり入ったりするわ

けですね。それがあそこの活力を生んでいるわけですよ。どんどん産業構造が変わってき

ても、それにフォローして次から次へと新しいビジネスがあそこから生まれてくる。それ

は何なのかというと、やっぱりそこに非常に多様性に富んだ人材が集まってきて、いい仕

事をする。住みやすい環境があるということですね。例えば私の会社にいた若手で非常に

優秀な社員がアメリカへ移住したいということを言ったんですね。それは何かといいます

と、お子さんが障害をお持ちだと。これは何回も彼がアメリカに出張しているときに、向

こうの社会というのは、実に障害を持っている方に対して非常にいろいろ手厚いインフラ

ができてて、子供を育てるんだったら、障害児を育てるんだったらあっちのほうがいいと

いうことで向こうに移りたいんだということを言ってきている。でも、それはもうそうだ

ろうなということで許可をしたということがあるんですけれどもね。立派に今、お子さん

を育ててるんですよ。だから、そういう人たちが世界中からやっぱり集まってくる。だか

ら、この八王子というまちが国際的に見ても、国内で見ても、何かそういう優秀な人が来



 

 ―１３― 

て住みやすい、働きやすい、そういうところに本当にこういうマスタープラン、なってい

るのかなという、そういう視点が一つ欲しいなというような気がするんですね、どういう

ふうに書くかちょっとわからないんだけれども。例えば早い話が、本目委員のところなん

かも国際的にも大いに活躍なさってらっしゃる。だから、やはりそういう国際的に通用す

るような人材というのは多分非常に欲しいんだろうなと思いますしね、逆にそういう人が

ここへ来たときに、具体的に今、市のほうの若い人たちなんかと勉強会をやっているんで

すけれども、難民の方なんかも優秀な方がいらっしゃる。そういう方をどんどんとってい

く。八王子の中小企業の若手の社長さんも積極的にそういう方たちを採用しているんです

よ。ところが、いいなと思ってとりますね。とりますと、本人はいいんですが、旦那が要

するに働きに出ちゃったときに奥さんが昼間ぽつんと非常に孤独になっちゃう。コミュニ

ティーがない。結局、奥さんがもう嫌だといって、その人もしようがなくて、また帰らな

きゃならないというケースが幾つもある。これは、やっぱり八王子全体で何かそういう受

けやすいようなコミュニティーをつくって、これは国際協会がいろいろ頑張ってらっしゃ

るんだけれども、もっと何か行政もそういうところに力を入れてもいいんじゃないかなと

いう気がするんですね。やっぱり何をするにしても人ですよ。これからはやっぱり人が、

そういう国際的にもいろんな国の人が集まって、ここで非常に情熱を持っていろんなこと

をやってくれる、まちおこしを、商店街の活性化にも力をかしてくれる。たまたま企業が

とろうとしたときによくあるのは、例えばカンボジアならカンボジアに工場をつくるから、

そこ出身の人を、学生さんをとって、いずれそっちに行ってもらおう、これも非常に大事

なことなんですけれども、それだけじゃなくて、本当に日本人の優秀な人をとりたいと思

うのと同じように外国人の優秀な人をとろう。そして、そういういろんな多様性を持った

集団をつくって、そこから新しい、いろんな発想に富んだアイデアを持ってビジネスをや

っていくと、こういうことができる環境、これを我々はつくっていかないといけないなと

思いますね。一朝一夕にできることじゃないんだけれども、そういった環境づくりという

点でも人材の発掘と育成というね、ここに入れるのがいいのかどうかよくわかりませんが、

そういう視点ができれば欲しいと思いますね。 

○加藤委員長  おっしゃったことというのは八王子だけではなくて、日本全体の問題で

もありますね。 

○甲谷委員  そうですね。 

○加藤委員長  本当に住みやすい、いろんな人材が日本で働く、その周辺で生活をする、
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住みやすい場であることがちょっと欠けているような感じですよね。 

○甲谷委員  そうですね。今度、政府が高度外国人材の受け入れについての規制を緩め

ましたよね。永住権、オランダがもっと短くなったのかな、何かちょっと細かいことは忘

れましたけど、ああいうことはやはり政府側でもどんどん起きてくるだろう。やっぱり八

王子は東京都のそれこそ多摩シリコンバレーでこれから救っていこうというぐらいのとこ

ろなんだから大いにすることだと思う、反応を早くして対応していかないとまずいなとい

う気がするので。 

○加藤委員長  そういった非常に大所高所からのことになりますけれども、いかがでご

ざいましょうか。 

○青木産業政策課長  この記載の中では、産業振興マスタープランだけでなく、基本構

想、基本計画「八王子ビジョン２０２２」など、八王子市全体を見て、そのような雇用環

境として、取り組んでいく課題かと思っております。今後、具体策については、引き続き

ローリングしていく中で、欠けているものについてはそういう視点を持ちながら、具体策

を一つ一つ見つけながら、加えて、改定していきたいとは思っていますので、引き続きい

ろんな場でお知恵をいただきたいと思います。 

○甲谷委員  それは産業振興部のマネジメントの方もそういう視点をぜひ持っていただ

きたいということですよ、日ごろから。いろんなことがやっぱり起きているわけですから

ね。だから、世の中、世界はどう動いているのか。そういう視点でもってぜひ見ていただ

きたいと思いますね。 

○加藤委員長  グローバル化、国際化の中で、八王子市にとって都合のいい面だけを引

っ張りだそうとするわけですけれども、来られた方にとっていいまちというのは大事なこ

とですよね。そうでないと継続性といいますか、つながっていかないだろうなという気が

しますけどね。はい、ありがとうございます。 

 では、本目委員。 

○本目委員  これを見ると、２１の戦略に分割されているんですよね。どれを見てもま

あまあこんなものかなというふうに読めてしまう。これはもう市が政策をつくるときはや

むを得ない一番の欠点なんですが、この中で、どこに重点を置くべきかということをもう

一回考えてみなければいけないと思うんですよね。実は７月に、財務省が貿易収支の速報

を発表しましたよね。あれで４兆８，４００億円の赤字であると。半期ごとの単位で見る

と、史上最高の赤字である。アベノミクスで円安になり、経済政策が打たれた、というこ
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とで、それは大体１月に打たれているわけですから、ほぼ５カ月ぐらいの期間なんですよ

ね。なのになぜ貿易赤字があんなに膨らんだのか、ということは物すごく深刻だと思うん

ですね。八王子は、私がいつも思うのは日本の中心に近い都市であると。東京の近郊です

から、まさに日本を代表するような地域なんですね。そういう世の中の変化をこの１０年

間にやはり盛り込まなければいけないと思うんです。そんなことを言うと、またやり直し

になりますから、それは別として、この戦略の中で、施策１、２、３、４と幾つかの項目

に分かれていますよね。私が感じるのは、どこに少し力を入れるべきかという点で見ると、

この中をまず二つに分けると、まさに事業をしている我々企業が元気になるにはどうした

らいいかということが書かれている。それから、八王子市で生活する市民がどんなまちに

なってくれたら生活しやすくて、魅力を感じるまちになるかということが書かかれてある

わけですね。この中で施策別に見ると、やっぱり力点を置くべきは、施策の４ですか。施

策の４に書かれている「高度な技術の集積を活かした産業振興」、それから施策の５「新

産業の創出」、それから施策６「にぎわいにつながる産業の振興」、特に中心市街地をど

うするかという問題あたりが多分一番力を入れなければいけないところなのかなと感じる

んです。すなわち、さっきの話に戻りますが、貿易赤字が膨らんでいるのは、日本を支え

てきた製造業ですかね、大手企業が生産を海外へ移しちゃっているということなんです。

じゃあ今後、例えば法人税減税が行われるとか、そういうことになったときに、国内へ回

帰するかということを考えると、そんなことはないと私は思います。今や中国でも少しコ

ストが高くなり出したんで、インドネシアとかミャンマーとか、そういうところに生産を

移そうとしている。すなわち７０億の地球上の人口のうちの工業製品をつくれる人口がど

んどん増えていっているわけです。そうしますと、日本がたった１億何千の人口で５０億

の地球上の人間を対象に工業製品をつくってきた時代と今ともう全然違うと感じるんです

ね。そうしますと、工業製品の生産高をどうやって維持するのか。ここを維持しないと、

ほかの事業へ回るお金というのが基本的に工業製品をつくることによってかなり賄われて

いるはずなんです。ここがものすごく重要だと思っているんです。そういう意味で考える

と、やはり先ほど話したような戦略４、５、６のところがあると。それ以外は、ここがき

ちっとできると必然的に、例えば雇用の問題であるとか、それから、女性が働きやすいま

ち、そういうところもやりやすくなってくるような気がするんですね。そんなようなこと

を感じてまして、この２１の戦略をもう一回整理をして、どういう書き方をしたら何をや

ろうということがわかりやすいか。私がちょっとこれを見て、そんなふうに感じました。
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要するに百花繚乱にしない、その中から要点を少し入れていこうと。先ほど甲谷委員がお

っしゃっていた人材の問題なんかも、当然、そういう方向に向ければ、本当に多様性のあ

る人が集まらないと、やはりいい発想は出てこないと思うんですよね。そういうところに

つながっていくんじゃないかなという気がします。 

○加藤委員長  それぞれ一つ一つのセクションによっては大事なことなのだろうと思う

んですけれども、それだけではなくて、重点的、時間軸で考えてみた場合にも、どう八王

子市としては持っていくかということを、どこかにといいますかね、頭の部分なんでしょ

うね。本目委員、書く必要があるんだろうなという、その中で具体的にはこうなんだとい

う流れになろうかと思うんですけれども。 

○本目委員  だから、物をつくる新技術をどうやって実現するかということでしょう。

それと、やはりＩＴだと思うんですよ、これから。この二つがきちっとかみ合っていかな

いと、なかなか日本のどこの都市もきつくなると思う。ただ、八王子がものすごく有利な

のは、世界の情報がかなり早く入ってくる地域だし、一応、人材も、世界中の人材が意外

と来てくれる、都心に近いから意外と来てくれるんですね。場合によっては、こちらで生

活して仕事してもいいという各国の人たちもいるということは物すごく有利だと思うんで

すね。 

○加藤委員長  個人的には国内生産をどうするかということを、もう考えている人たち

もいるわけです。その辺をもうきちんと考えていただければと思っております。 

 いかがでございましょうか。全般的なご意見でも結構でございますけれども。 

○大野委員  ちょっと今までの流れを見ていて、やっぱりこの場合に、先ほど本目委員

も言っていたように、重点としてどうするのかということになると、やっぱり私は産業交

流拠点の整備と、それからＭＩＣＥ都市センターを設立、これを推進するだけでも私は今

回の会議の意味はあるなんていうふうに思うんですね。今、甲谷委員と、それから本目委

員の言われたように、例えば多彩な人材が住むには障害児教育というか、アメリカの場合

には受け入れると。私もちょっとオレゴンのほうへ行ったことがあるんですけど、アメリ

カの場合には障害児教育は、障害児は特性を持って生まれているだけの話なんだから普通

学級と同じでという考えで言っているわけですね。別に障害児を特別扱いするということ

はしない。そういうような教育を徹底しているところがあるようですのでね。だから、私

がお願いしたいのは、ＭＩＣＥ都市センターを設立するというのを、これを市の内部で本

当に各部長が理解しないと。そうしないと、障害児の問題とかコミュニティーの問題とか
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なんていうのはなかなか実現しないと思うんですよ、産業振興だけがやってもね。だから、

やっぱりこれをもし推進するんだとすれば、市の全体の調整会議のほうとか政策のほうが

いいんですけれども、そういう中で徹底的にＭＩＣＥ都市センターというのはこういう考

え方でやるんだよということを意思統一しないと、私はそう簡単には事業を推進できない

と思うんですよ。産業交流拠点をつくったから、じゃあ人は大勢来て、観光も潤いますよ

というわけにはなかなかいかないと思うんで、その辺はぜひ、要望なんですけれども、市

の内部で、例えば成功している都市へ行って、市の学校教育部だろうとどこだろうと、福

祉だろうと、やっぱり行って、どういう形でそれを運営されているかということをぜひ見

学して、全体が同じ考え方で市として進んでもらわないと、なかなかできないだろうとい

うふうに思うんで、それをぜひ最後に要望しておきたいというふうに思うんですけど。 

 以上です。 

○青木産業政策課長  まさに我々の意図としても産業交流拠点を契機としたＭＩＣＥ都

市として、体制としてはＭＩＣＥ都市推進センターを整備をし、それを中心市街地の活性

化にも結びつけていく、それらを一連の重点の策として考えておりまして、そこら辺を丁

寧に説明するよう、成果物として表現をし、市民の皆さんにもＰＲをしていきたいと思い

ます。 

 それとあと、市の中で、これについては今まさにＭＩＣＥ都市推進センターの構築につ

いては、今、基本構想、基本計画に基づく実施計画、アクションプランの議論の中で進め

ておりまして、これが産業振興分野の一つの大きなポイントであるということを主張し、

アクションプランの全庁的な会議の中でも議論をしております。我々としてはこれを、ま

ずは設立の準備に向けて、市のアクションプランの議論の中で提案をしておりますし、議

論をいただいおりまして、その具体化については最大の課題として取り組んでいきたいと

いうふうに思っています。 

○加藤委員長  はい。各委員から個々の戦略についてのご意見というよりも、全体に対

する意見に広がっておるようでございますので、それぞれ最終回でございますので、感想

あるいは市に対するご意見等々、この施策全体通じての話でも結構なんですけれども、先

ほど発言していただいた方も含めて、お一人お一人発言していただいていけばいいのかな

と思っておりますので、順に進めていければなと思いますけれども、じゃあ、中島委員か

ら、お話しいただければと思います。 

○中島委員  全般的に見て、よくまとまっているなというふうに一つ最初に言いたいと
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思います。 

 それから、私、２年前に市民会議がありまして、約１年かけて産業分科会でたくさんの

人と非常に長い時間議論しまして、素人ばっかりなので、かなり粗っぽい議論が多かった

とは思うんですけれども、そういうもの、その時点での我々の議論から見て、今回の私が

当初予想した以上に、我々の市民のそういう意見とかアイデアとか、そういうのが反映さ

れてきているのかなと思っております。そういう面では一つ安心したという部分と、それ

から、やっぱり実際は、いわゆる１０年後に具体的な成果が上がってなくてはいけないわ

けですから、その辺をぜひとも八王子市のほうでしっかり推進していただきたいなと思っ

ています。 

 以上です。 

○加藤委員長  よろしいでしょうか、はい。ありがとうございます。 

 では、順番に橋本委員からお願いします。 

○橋本委員  正直言って、私、これを見てもあんまりさっぱりわかりません。これだけ

じゃなくて、役所から来るものに関しては本当によくわからない。わからないようにつく

ってるのかなと思っている、実際。もっとわかりやすくしていただかないと、誰かに言う

にしても、自分が理解しなきゃ人には言えないわけですから、もう難しい言葉を並べれば

いいという問題ではないと思うんですね。現実に私は商人ですから、物を売って毎日生活

しているわけで、物を売るときわからない説明じゃとても買ってくれないわけですよ。わ

かる説明して初めて物を買っていただけるわけですから、ですから私らがぱっと見て、中

心市街地の活性化・推進、どうしたらいいんだというようなことがすっとわかるようなも

のにしてもらいたい。感想です。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございます。感想に対して、また、対応しろというこ

とは酷なんでございますけれども。 

○青木産業政策課長  確かにこれを製本して、市民の皆様にこれをお見せするときには

わかりやすく、中身、議論、施策の見せ方として、言葉も整理をしながらわかりやすく表

現するのと同時に、図とかグラフとかを使って、意図するところをわかりやすく理解して

もらえるような表現を努力をしていきたいと思います。 

○加藤委員長  大変大事なことだと思っています。多くの人たちに理解されるというこ

とは大事なんだろうなと思っておりますので。 

 深沢委員、いかがでしょう。 
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○深沢委員  はい。私は市のほうに提案をしたいんですけれども、私もこのまちづくり

に対してはいろいろと、いろんなところで意見を述べさせてもらう機会がございましてや

ってきているんですけれども、実際の話、いろんな会議、貴重な意見等も出て、一応、こ

ういう紙ベースで書かれているようなことがあるんですけれども、それが全然推進されて

いないということに対しての、市のほうには要望といたしましては、これは推進室とか主

管レベルでも結構ですので、これを専門に推進していくに当たっての担当を決めていただ

いて、庁内の中での連携というものを図っていっていただければいいのではないかなと思

います。これが１０年後に、このいろいろ書いてあるところまで精査したときに、どれだ

けできているのかなというような、今までの中での経験でちょっと疑問に思うんですね。

ですから、ぜひこれを各部の、まちづくりとか、いろんな部署にかかわることであります

ので、これ推進するに当たっては一つの、やっぱり担当者がいなければ、これはできてい

かないんではないかなというふうに私は思われますので、できることならば担当者がいた

ほうがいいだろうと思います。 

○加藤委員長  まさに計画するだけではだめで、実現しなければならないということで、

実現するためにはどういう方策をとるかということですね。 

○深沢委員  はい。 

○青木産業政策課長  つくりっ放しではなくて、進行管理を、体制をどうするかという

のはこれからの課題ですけれども、きちっと進行管理をし、かつローリングをして、毎年、

成果と達成の状況を把握をして、見直すべきものは見直すという、そういうローリングを

していきたいと考えております。しっかりと進行管理については考えていきたいと思って

おります。 

○深沢委員  よろしくお願いします。 

○加藤委員長  はい、本目委員。 

○本目委員  皆が言ったことと同じなんですけど、これを決定したら、それを継続的に

実行する体制を市の中でつくってほしいですね。民間を集めて委員に聞いた。だけど、２

年ごとに担当者がかわっているというのが一番の、要するに官とか公の欠点なんですよね。

だけど、これをある程度変えてもらわないと、本当の意味で地についた産業振興というの

はやっていけないんじゃないかなという気がします。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。 

 松葉委員。 
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○松葉委員  何でもそうだと思うんですけど、ただ、八王子のことを、八王子をよくす

るために八王子の中だけで物事を考えていっても何もうまくいかないだろうということは、

もう皆さんお気づきのことだと思いますので、それで、どこまで広げるんだと。いきなり

海外に行ってしまうのか、それとも多摩地区で見るのか、首都圏で見るのか、そういうよ

うなもの、ケース・バイ・ケースだと思うんですけど、八王子だけのことではなく、広い

視野で、そこの中でどういう八王子を位置づけてということをちゃんと客観的に判断しな

がら戦略というのを考えていく必要があるんでしょうし、それが今回こういう形で反映さ

れていることでしょうというので、今後１０年の戦略なので、ぜひきちんと取りまとめて

やっていただけたらなと思います。 

 以上です。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。 

 続いて、田中委員、いかがでございましょうか。 

○田中委員  はい。皆さんと同じような意見なんですが、これはこれとしてよしとした

場合、ただ、本当に継続的かつ実行・推進が必要じゃないかと特に思いました。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございました。 

 それでは、柴田委員。 

○柴田委員  前回のときに農業関係、かなり私のほうからいろいろ意見を言って直して

いただきましたけれども、若干ちょっと文言等、まだ少し、数カ所あると思うんですが、

これは後でまた討論いただきますけれども、１点、戦略１９の次のスケジュールのところ

で、⑤のところで、農業資源を活用した新事業の創出のところで、「観光分野と連携し」

というところがありますね。摘取農園とか農産物直売所、また、農ある風景等を観光資源

として活用、これ２６年度実施予定というのは、ちょっとここだけ見ると何が実施なのか

よくわからないんですけど、これはどういう形で実施するということなんですか。 

○高橋農林課長  夕やけ小やけふれあいの里、あそこに宿泊施設もあるので、そこら辺

を利用して、ブルーベリーの摘み取りとか、そういうものを図っていきたいということで、

園長にはお話をさせていただいており、そういうのを取っかかりにしてできればいいかな

というふうには思っております。 

○大野委員  夕やけ小やけふれあいの里の施設は私ども観光協会が管理運営をやってい

まして、既にブルーベリーを陣馬山からおりてきた上案下の奥で販売するという協定も結

びましたし、それから、夕やけ小やけふれあいの里を利用した人が摘み取りをした場合、
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そして、ここへ入っていくかというのも既に地元と話し合いをして実施をすると、具体的

にかなり農林課長からもそういう要請もありますから、そういうのを既に、今年度から実

施するということで。それから、地元のいろんな観光案内、文化とか歴史とか、そういう

案内も既に今準備に入っていて、恩方全体のマップをつくろうではないかということで準

備を進めています。既にもう調整に入って、一年ぐらいかかるかもしれないという意見は

あるということだと思いますけど、ちょっと私、余計なことを言って申しわけないですけ

ど、うちのほうでお願いしていますのでね。 

○柴田委員  ぜひ進めていただければと。 

 それとあと、今、道の駅滝山がかなりにぎわっていて、八王子のやっぱりいろんな観光

バスなんかで行って、その帰りにあそこにバスが着いて買い物していただくというような

ことが結構あると聞いてるんですけれども、ぜひそういうものを活用をしていただければ

と思います。 

 それと、ちょっとこの中には書き込んでいただけなかったんですけども、実は私どもの

ところに身障者の支援するＮＰＯ法人の方が訪ねてこられて、軽度の知的障害とかという

方を支援している団体なんですけれども、働くという、要するにそういう方たちが働きた

いという意欲はすごく持っているんだけども、なかなか働く場所がなくて、また、実際に

自分たちが役立っているという実感を持ちたいというふうに皆さん思っていると。そこで

注目しているのは、農作業を学んで農業ボランティアとか、そういう形で実際に農家に行

って働く場が欲しいと思って、八王子市の福祉のほうに行くと全くそういうことができな

い、受け入れられない。また、農業のほうへ行ってもなかなか、それは福祉のほうだから

と。要するに縦割り行政、私が言うのもおかしいですけれども、縦割り行政で、なかなか

そういう機会が得られないんだけれども、それは何とかできないんですかというお話があ

りました。それで、最近は農業をセラピーとして使う、また、よく森林とか山のほうに行

って農作業をして、それで１週間もすると、すごくもう病気の一歩手前だったような人た

ちが元気になって帰ってくるというような事例もあるんだけれども、ぜひこの異業種との

連携の中で、これは産業振興のマスタープランなので、なかなかそういうところは書き込

めないのかもしれませんけれども、そういうものを意識して、認識をしてもらって、もし

そういう相談とかあったときに受けることができるように、農林部門と福祉部門が連携し

た形でできれば、もしそれが八王子でパイロット的にできれば、かなり反響あるだろうし、

また、こういう都市の中に農業がある、非常に近いところに農業がある都市として、そう
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いうことが実現できれば、すごく発展していくんじゃないかなと、その事業そのものがね。

ＮＰＯ法人とか企業もここで農地を借りて農業することが可能になりましたので、２１年

の農地法の改正によって、そういう法人の役員の一人が常時従事をするということとか、

農業をやめたときにはすぐ返すとか、そういう条件をきちっとつくれば、農地を借りて、

ここで農業ができることになっているんで、その辺も流動化を図るという意味で、八王子

さんも積極的にやるということなので、その辺も視野に入れた形でね。ここに書き込めと

いうことではありませんけれども、その辺を何か対策ができればなという。これは期待を

しているわけです。 

○高橋農林課長  市としまして、先ほどのお話とは別に、農地の貸し借りのシステムを、

今考えているところなんで、それでＮＰＯ法人とか、そういうのが借りられるようになれ

ば。また、借りたいというお話も来ているので。ただ、今の農地法の関係で言うと、簡単

に貸し借りができない部分もあるので、そういうものができるようになれば、もう少し流

動化になる。また、やはり市内の病院でお持ちの土地でそういうのをやっているところも

あるんです。ただ、農地は貸し借りとか非常に難しい面もあるので、農地法が変わってそ

こら辺がうまくできれば何とかして、おっしゃるとおりになるんじゃないかなというふう

に思っておりますので、ありがとうございます。 

○柴田委員  ぜひ八王子からスタートしていただくといいのではないかと。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございます。市と都のこれまで以上の連携を強くして

いただければというふうに思っております。 

 それでは、甲谷委員。 

○甲谷委員  はい。先ほども申し上げたんで、それについてはもういいんですが、大体

こういう議題でこういう形で議論をしますと、結果こうなるんですよ。これは本目委員が

言われたようにね、行政としてはしようがないだろう。要するに、いわゆるとがったアイ

デアというのはなかなかこういうところ表現しにくいんですね。ただ、これは今度マスタ

ープランとして、それぞれの分野でもいろんな問題があるわけですから、これはやっぱり

実行する、先ほどからお話あるように実行のやり方ね、これは行政、やっぱりリーダーシ

ップでおやりにならなきゃいけないので、この実行部隊、きちんと責任体系をはっきりし

てやっていただきたい。そのときに、やはり縦割り行政の打破というのを、ぜひこれでや

っていただきたいなという気はします。 

 それから、これをもう一回、産業振興マスタープランとして出して、例えば市民の方な
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んかにもちゃんと読んでいただく、見ていただこうとしたら、やっぱり少しとがった形で

出さないと、橋本委員が言われたように読んでみて一つもおもしろくないし、何だかわか

らないって、こういうことになっちゃうんですよ。これ全部読むのは大変ですよ、これ、

眠くなりますわ、はっきり言って。だから、ああこれはおもしろそうだと、何が書いてあ

るんだろうというふうにね。要するに優先順位をつけて、目玉をはっきりさせると。これ

は物事を何か実行しようと思ったとき必ず考えなきゃいけないことで、要するにいろんな

企画を潰そうと思ったら会議をやれということを僕らもしつこく言われてきて、それ全く

そのとおりで、みんなで議論していると角が取れちゃっておもしろくないものが残っちゃ

うんですよ。だから、本当におもしろいものにしようと思ったら、そういう見方でもって、

優先順位をつけて何か目玉をつくると。これは最終的にどなたが目玉をつけるお役をなさ

るのかわからないんですけれども、市長がこれだとおっしゃっていただくと非常にいいな

と思いますけれどもね。だから、そういう見方でこれを最終的にまとめていただくとよろ

しいんじゃないかなという気がいたします。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 それでは、岡崎委員。 

○岡崎委員  今まで皆さんがおっしゃったことと重複しますが、このプランをより実効

性を高めていくために、三つぐらいご要望させていただきます。まず一つは、この施策の

見える化というか、施策毎にどういう関連があるかということ等を示していただきたい。

例えば、各施策を落とした地図がありましたよね、これと同様に、施策の体系図を作って

いただきたい。どういう事業がどういう関連で、どこと関わっているかが一目でわかる資

料を作成いただきたい。 

 それから、二つ目は、これは皆さんから出ていることなのですが、施策の優先順位を示

していただきたい。東京都は長期ビジョン「１０年後の東京」に関して、施策を展開して

いくために、毎年この施策のプライオリティーを変えていたように記憶しております。例

えば震災後は、そういった防災関係の順番が上のほうに来てましたし、先ほど言った見え

る化とあわせて、施策のプライオリティーを示していただくとともに、施策のプライオリ

ティーを毎年見直しすることも検討されると良いと思います。 

 それから、三つ目は、施策の総合調整機能を有していただきたい。多分、この施策がで

きたら、次にこの施策をやるという、施策にもやはり適切な順番があると思います。しか

しながら、施策の実施に関して声の大きい順にやってしまうという事がありがちですが、
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これは問題があります。従って、施策の実施に関してはきちっと総合調整をしながら、そ

れが達成できているかどうかということを進行管理していくという総合調整機能を発揮し、

ＰＤＣＡをうまく回していただくと良いと思います。 

 以上でございます。 

○加藤委員長  はい。 

 赤尾委員、いかがでしょうか。 

○赤尾委員  全体というか、雇用の関係でちょっとお話をさせていただきますと、当然、

地域の活性化に当たっては、そこに住んでいる方の雇用がいかに安定されているかという

のが非常に重要なことだろうとい思います。この戦略の中では、女性の方とか、あと高齢

者、若年者ということで記載されているんですけど、先ほどお話があった中では、例えば

障害者の方とか、あと外国人の方、こういう方もハローワークのほうには求職活動に見え

ていますので、そういう方も含めて、やっぱり地域の方がいかに雇用があるか、安定化さ

れているかということが非常に地域にとって重要なことではないかなと考えております。

ハローワークがやれることは限られた部分ですけれども、ほかの部分を今回のこの戦略の

中で、八王子市のほうでいろいろ展開される予定ということですので、引き続きハローワ

ークと八王子市のほうでいろいろ連携をさせていただいて、互いの方向性というんですか

ね、地域の雇用の安定というような、そういう方向性は同じだと思いますので、また引き

続きよろしくお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 それでは、福井副委員長。 

○福井副委員長  戦略なので、先ほどから見える化とか、それから、わかりやすいとい

うかイメージが湧きやすいというかということのご意見があったと思うんですが、私もそ

う思います。やっぱりモデルづくりみたいなところが非常に重要なんじゃないかなと思う

んですね。私、このマスタープランで重要なのは、もちろん順位づけというのはまた変わ

っていくと思うんですけど、八王子はやっぱり三つ、どこに対しても勝てる部署を持って

いるのは三つあると思うんですね。一つはＩＴとものづくりの結合ということで、先ほど

本目委員がおっしゃいましたけれども、法人税減税２０年やって、内部留保がすごい高め

られたにもかかわらず、結局、海外進出というか工場を海外へ移転するしか方策を見出し

ていなかったと。その間に、例えば３Ｄプリンターみたいな日本人が考えたのに、全ての
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特許はアメリカが押さえていると。まさに日本が戦争しているときに、レーダー技術を日

本が開発したのに、そのレーダー技術を深く軍事技術の中に組み込むことに失敗している

ということで負けているんですけれども、そういう意味では、アメリカもイギリスも完全

にものづくり復帰、これはもう国内でやるんだということを、もうとことんレベルの高い

ものづくりをやるということを宣言しているわけですよね。イギリスまで言い始めたとい

うことで、そういう意味で言うと、八王子が世界につながりを持っている首都圏の一角を

占める場所のロケーション、それから大学もある、いろんなことを含めて考えたときに、

このＩＴとものづくりで絶対世界に勝つというか、何かそういうことを、やっぱりとこと

ん支援するといいますかね、行政が。そういうまなざしというのが絶対必要なんじゃない

かなと思います。そのための具体的なモデルプランはどんなのがあるのかとか、それにつ

いてはいろいろとあると思うんですけれども、その辺のところを、やっぱりここを曲げた

ら八王子じゃないという、そういう感じが一つはしますね。 

 それから、もう一つは、大野委員と一緒でＭＩＣＥ推進センターをとことんやる。やっ

ぱりこれはもうとにかく市を挙げてやる、商工会議所も巻き込んでやる、民間も巻き込ん

でやる、これは命がけでやるということが必要なんじゃないかなと思います。 

 それから、三つ目は、この都市型農業の新しい未来を示すべきだと思いますし、その中

でポイントは６次産業と、やっぱり農工連携じゃないかなと思うんですね。農工連携の一

番すぐれた姿というのが、今、スマートアグリというふうに言われていますけれども、こ

れなんか環境制御技術も最先端なんですね。要するに日本が一番ブレークしている実は分

野なんですよ。こういったものを軸に農工連携をやるというのと、もう一つは、先ほど、

夕やけ小やけのブルーベリーのお話がちょっと出ましたけれども、やっぱり規模の拡大と

同時に、もちろんブランド化もしなきゃいけないということなんですが、やっぱりジャム

とか最終製品、６次産業化、これをやり切るという、そこのところの支援を、ただ単にブ

ルーベリーができるようになりましたということではなくて、八王子が持っているものづ

くりの技術みたいなものも投入してやる、そういうのが何か元気がちょっと見えるような、

何かそういう形で、先ほど一般の市民にもわかりやすく説明するというお話をしましたけ

れども、やっぱりモデルが非常に必要なんじゃないかなと。私、この前、宮城県に行って、

トヨタのパプリカの工場を見させていただきましたけれども、トヨタが宮城につくったパ

プリカ農場、スマートアグリなんですけれども、日本のパプリカの３分の１ぐらいを生産

するものなんですね。何でトヨタがやっているんだというと、トヨタは実は花の栽培も、
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物すごい栽培、実はやっているんですね。バラの生産もやっているということで、つまり

生きていくためには、いろんなことにチャレンジしているわけですよね。つまりそれは先

端的な工業技術、ＩＴ技術、それから環境制御技術、こういったものの行き着く先の中に

一つは食料とか花とか、そういう植物の生産工場みたいなものもやっぱり視野に入ってい

るんですね。ですから、そういう意味で、やっぱり八王子の持っているポテンシャルとい

うものを、従来の農業の方向でいけば６次産業がある。それから、工業と連携するといえ

ば農工連携なんですね、スマートアグリのあり方、こういうようなものを何か八王子でぽ

んとモデル工場が出てくると、何かすごい元気に見えるというか、ああそうかというふう

になっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ戦略のところで、モデルということを

意識されたほうがいいんじゃないかなとは思うんです。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 一通りご意見をいただきましたけれども、ここでもう最後にというご意見がございまし

たら、よろしいでしょうか。 

 それでは、きょういただきましたご意見につきましては、事務局のほうと調整させてい

ただき、最終的な産業振興戦略プランのまとめにつきましては委員長に一任させていただ

ければと思っていますが、いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 それでは、次に議事のⅢ、その他について事務局からお願いしたいと思います。 

○青木産業政策課長  では、その他についてご報告したいと思います。 

 本日、戦略プランを取りまとめいただきまして、１０月ごろを目途に市民の皆さんにも

お示しするということで進めてまいりたいと思います。その際には、今日、いろいろご意

見をいただきましたので、しっかりと重点を明示をし、市民の方にわかりやすく表現をす

るというようなところを肝に銘じて、成果物をつくって市民の方にお示しをさせていただ

きたいと思っております。 

 この検討委員会につきましては、任期としては年度末ということでお願いをさせていた

だいておりますが、委員会としては本日をもっての最終回というふうになります。半年に

わたりありがとうございました。なお、会議録の確認については、またお願いをさせてい

ただくことがありますので、引き続きよろしくお願いをさせていただきたいと思います。 

 また、戦略プランがまとまりましたら、先ほど申し上げましたようにマスタープランと
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あわせて、製本をして皆様にご報告をし、成果物としてもご送付をさせていただきたいと

思っております。 

  最後に、産業振興部長から皆様にご挨拶をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○志村産業振興部長  では、皆様、長期にわたり、産業振興という本当に幅広い分野に

ついてご議論いただきました。それぞれの分野から代表して出ていただいた委員の皆様に

深く感謝を申し上げます。どうもありがとうございました。 

 今、課長のほうからは製本という話が出ましたが、これをいかに実施するのかというの

が我々の役目だと思っております。製本できて、それで終了ということでなくて、計画的

に市のほうの実施計画のほうを載せまして、予算化して、ここに書いてある目的を達成し

たいと考えております。当然、一年過ぎた後、戦略プランのほうは見直すということがお

約束になっておりますので、それはきちんとやっていきたいと思っています。そのときに

は、また検証ということが必要になりますが、やはり各分野の代表の方々からご協力を得

ながら、きちんと検証したい。翌年度、翌々年度の事業実施に向けて、市民のため、事業

者のためにしっかり入れたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本当

に長い間、ありがとうございました。感謝を申し上げます。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 それでは、閉会ということになりますけれども、昨年度２月からでしょうか、７回にわ

たって活発なご議論をいただきましてありがとうございました。どこまで私の、皆様のご

意見をいただける、進行役をやっておったわけでございますけれども、それができたか、

これも拙い限りでございますけれども、何とか役目を少しでも果たせたのかなと思ってお

るところでございます。これも皆様のご協力のおかげと思っております。感謝申し上げま

す。どうもありがとうございました。 

 これまでの会議の内容につきましては、改めてここで申し上げることはありませんけれ

ども、皆様の最後のご意見にもありましたように、計画だけではなくて、どう実行してい

くか、その体制づくりが大事かと思っております。ただ、その体制づくりも一組織だけで

はなくて、ここにご参画いただきました皆様方のご協力というのをなくしては実行という

のは実現できないだろうというふうに思っておりますので、これからもご協力のほどをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 協力のお願いを申し上げまして、最後とさせていただきたいと思います。どうもありが
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とうございました。 

 


