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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２回） 

平成２５年２月２２日 

 

○加藤委員長  おそろいのようですので、ただいまから第２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。 

 まず最初に、事務局から配付資料の確認をお願いします。よろしくお願いします。 

○事務局  本日の資料ですけれども、事前に送付させていただいた資料ナンバー２－１、

新産業振興マスタープラン（素案）が１部、それと机上のほうに配付させていただいたの

が、本日の次第と、追加資料として資料ナンバー２－２「３．社会情勢の変化と課題」の

差しかえ分、追加資料２－３「基本施策６」、追加資料２－４「基本施策７」、追加資料

２－５「新産業振興マスタープランと八王子市農業振興計画の関係について」、以上にな

ります。お持ちでない方はいらっしゃいますか、大丈夫でしょうか。 

 あと、第１回の会議録ですが、本日、会議の日程の関係で間に合わず、後日、郵送させ

ていただきますので、内容をご確認の上、修正などありましたら、メールかファクスでお

知らせしていただければと思います。また、詳しいことは郵送の際に通知のほうで説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、本日欠席される委員の方ですが、東京都の木島委員と、観光協会の大野委員、２

名が欠席となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局から以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 では、早速でございますけれども、本日の議事に入りたいと思います。 

 お手元の議事次第をごらん下さい。本日は第１回にもお話し申し上げましたように、皆

様方のご意見をいただく会議ということでございます。今回、そして次回もそうなります

けれども、自由闊達なる意見の場としていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず、事務局から、本日の議事の内容でございます、新産業振興マスタープランの素案

についてご説明をいただき、それについてご意見をいただくという手順で進めてまいりた

いと思っております。 

 それでは、事務局から、ご説明願いいたします。 
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○青木産業政策課長  それでは、産業政策課長の青木からご説明をさせていただきます。

なるべく、説明は要点を絞って、簡潔にさせていただき、皆さんのご意見をいただく時間

のほうを確保させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 初めに、今回、本日ご議論いただくプランの素案の取り扱いと、今後の進め方について

ご報告させていただきます。 

 前回ご説明させていただきましたように、大綱としてのマスタープランにつきましては、

３月に取りまとめをさせていただきたいと考えております。本日いただきましたご意見を

事務局にて整理いたしまして、その取りまとめのほう、素案に反映すべく資料を整理させ

ていただきたいと思います。また、その素案につきましては、市の経営会議、また市議会

のほうに報告させていただきたいと考えております。 

 それで、第３回の委員会におきまして、論点を整理しまして修正案を提出し、また、も

しも議会等からご意見もいただければ、それらの意見も報告して、第３回におきまして、

大綱としてのプランの取りまとめをさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、産業振興マスタープランの素案について、ご説明をさせていただきたいと思

います。私のからは、全体の部分、総論の部分についてご説明をし、基本施策１から７に

つきましては、基本施策に沿いまして、担当の課長から順にご説明させていただきたいと

思います。 

 では、まず素案の１ページ、目次をごらんいただきたいと思います。 

 素案の１ページに目次がございますけれども、この目次がマスタープランの構成となる

と考えております。なお、これは、最後に取りまとめる際には、冒頭に市長の挨拶があり

ましたり、最後に要綱、経過の取りまとめ等の資料が添付をされた形で製本をさせていた

だくことになろうかと思っております。 

 それでは、内容につきまして、順にご説明をさせていただきたいと思います。 

 ２ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、１といたしまして、マスタープラン策定の趣旨を記載させていただきました。位

置づけといたしまして、まず、産業振興マスタープランの上位計画であります「八王子市

基本構想・基本計画」、その後に名称が載っておりますけれども、これが、今年３月に策

定されますので、この中に定められました都市像をまちづくりの目標と定められ、市政運
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営の基本となるものでございます。 

 ②の、我々がこれからつくる新産業振興マスタープランにつきましては、その上位計画

であります「八王子市基本構想・基本計画」の理念に基づきまして、「魅力あふれる産業

でにぎわう活力のあるまち」という基本計画の都市像を実現するために、産業振興に向け

た総合的かつ具体的な指針として策定するものと位置づけをさせていただいております。 

 このマスタープランの構成につきましては、前回ご説明させていただきましたとおり、

基本方針と７つの基本施策から構成をいたします。さらに、基本施策を具体的に実現する

ために、その下位レベルのプランとして「産業振興戦略プラン」を策定して、事業実施に

当たっての指針とさせていただくものでございます。 

 なお、ここにちょっと記載がございませんけれども、農業などの個別分野におきまして

は、法律に基づく個別の計画もございまして、本日配付させていただきました追加資料の

２－５の「産業振興マスタープラン」と「農業振興計画」の関係についてということで、

追加の参考資料を本日の配付資料として１枚のＡ４のシートを配付させていただきました

が、分野によりましては、法律に基づく個別の、例えば八王子市農業振興計画というもの

がございますので、今回マスタープラン及び戦略プランを作成する際には、それらの個別

計画との連携を図って、整合をとりながら定めてまいりたいと考えております。 

 もう一度、素案資料の３ページにお戻りいただきたいと思います。 

 ただいま申し上げましたプランの構成を図に掲載しております。上位計画として基本構

想・基本計画があり、その第５編が「魅力ある産業でにぎわう活力のあるまち」という位

置づけで基本計画を定め、その都市像を実現するための産業振興分野の指針として産業振

興マスタープランを定め、そのもとに産業振興戦略プランで「個別戦略」を決定いたしま

す。 

 この産業振興戦略プランを、右のほうを見ていただきますと「実施計画（三か年計画・

毎年ローリング）」という記載がございます。これにつきましては、市全体の事業につい

て実施計画を定め、毎年３年間の計画、具体的な事業をローリングしてまいります。その

策定に当たっての指針としてマスタープラン、戦略プランを、その具体的な事業の実施に

当たって、その指針としてまいります。その実施計画掲載事業が、市の毎年度の予算に反

映されるという仕組みになりますので、この各年度の予算の事業化に当たっての基本的な

指針として策定させていただきます。 

 （２）の基本計画でございますが、これにつきましては、前回ご議論いただいたところ
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でございます。ここでの記載としては、マスタープランの計画期間としては平成２５年４

月からの１０年間とし、基本方針及び基本施策は、今後の１０年間を見据えたものとさせ

ていただきますという記載をさせていただきました。現時点での将来を見据えた方向性と

して、１０年間のビジョンとさせていただいているところでございます。 

 ただし、その基本的な施策を実現するための具体的な戦略としての「産業振興マスター

プラン」につきましては、状況変化に応じて柔軟かつ的確に対応するものとさせていただ

き、それに基づく事業レベルの実施計画については、これはもう毎年見直しをして、毎年

ローリングをして、三か年計画を事業として定めるという組み立てとさせていただいたと

ころでございます。 

 その次の４ページをごらんいただきたいと思います。 

 これまでの１０年間の成果でございますが、これにつきましては、前回、各担当課長よ

りご説明をさせていただいた内容をコンパクトに文章化させていただいたというものです

ので、説明は省略させていただきたいと思います。 

 次の５ページ、３．社会情勢の変化と課題でございますが、大変恐縮ですけれども、こ

れにつきましても一部修正をさせていただきましたので、追加資料２－２という、本日配

付いたしましたＡ４、１枚、裏表の資料をごらんをいただきたいと思います。ちょっと修

正点、誤字脱字があって大変恐縮でございますが、追加資料２－２をごらんいただきたい

と思います。これについて、説明をさせていただきたいと思います。 

 社会情勢の変化と課題でございますが、これまでの１０年間、グローバル化の進展や少

子高齢化、世界的な原油・原材料高、リーマンショック、東日本大震災、急激な為替の変

動などは、大変、本市の産業分野においても影響を受けている大きな要素がございました

ので、１０年前では予測できない事態も発生をし、経済・雇用情勢は大きく変化したとい

うことを記載いたしております。 

 また、産業の空洞化、それから少子高齢化に伴う国内需要の長期的な減少、そういった

ことを掲げている一方、社会構造の変化に伴い、医療・介護・健康分野や、エネルギー関

係などに伴う、社会的課題の解決に伴う新たな市場が拡大していくことが想定されますと

いう認識といいましょうか、課題を掲げております。 

 その上で、強みを持つ先端産業分野での技術の高度化に加え、新製品の開発、海外も含

めた販路の拡大、それらを担う人材の育成などの取り組みが課題となっているという課題

認識を書かせていただきました。 
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 その後、もろもろ書いてございますが、商業につきましては、需要の縮小、近隣市や都

心への購買力の流出、競争力の低下などの課題を掲げ、まちや商店街の魅力を高め、にぎ

わいを創出していくことが大きな課題であるという記載をさせていただきました。 

 観光につきましても、新たに生まれる多様な観光のニーズに応えるためには、ものづく

りや農業などの体験を資源化していくことや、まちなかを訪れる多くの来街者と観光地と

の回遊性をつくり出すことなどが課題となっています。 

 農業につきましては、消費地に近いことを生かした多様な農産物がつくられているもの

の、担い手不足などの問題があり、消費者のニーズに合った農産物の生産、６次産業化に

よる新たな製品づくり、多様な販路の拡大等を課題として、各部門課題として掲げさせて

いただきました。 

 それと、もう一点、最後ですが、これらの業種を超えた連携により、多様な資源を活用

して多くの人を八王子に呼び込むこと、新たな販路を創出していくことが重要な課題とな

っておりますと取りまとめをさせていただき、その次に、「産業交流拠点」がこれから１

０年間の産業振興の大きな要素になるということから、業種を超えた産業交流の拠点とな

ること。それから、まちのにぎわいにつなげていくことが重点的な課題となるという、重

点的な課題を掲げさせていただきました。 

 恐れ入りますが、もう一度、冊子のほうの６ページ、７ページのほうにお戻りいただき

たいと存じます。 

 ６ページ、４．プラン策定の考え方でございます。 

 産業振興の新たな１０年間のグランドデザインとして「産業振興マスタープラン」を策

定するに当たり、先ほど申し上げました都市像を実現するための基本方針を定め、７つの

基本施策を位置づけましたという記載をした後、６ページ中段に、その１０年間の産業振

興を推進するに当たって、次の三つの視点を重点として設定しましたと確認させていただ

きました。 

 今後１０年の産業振興において、この三つの視点として、１点目といたしましては、

（１）多様な産業資源の活用、内容はちょっと省略をさせていただきます。７ページの

（２）の横断的連携の促進による新産業の創出、（３）の「産業交流拠点」の整備を契機

として、「おもてなし都市の形成による新たなにぎわいの創出」と。これにつきましては、

前回も重点としてご説明させていただきましたが、これを三つの重点的な視点として掲げ

させていただきました。 
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 このような考え方のもとに、その全体の体系につきましては、次のページのＡ３横の図

のように、マスタープランの全体の体系についてはまとめさせていただきました。この図

の説明については、省略させていただきたいと思います。 

 総論の説明の最後になりますけれども、このような考え方のもとに、９ページに、都市

像及び基本方針を掲げさせていただきました。 

 前回の資料では、基本方針としてご説明をさせていただく中で、二つの文書といいます

か、二つの要素がございましたけれども、そこをちょっと整理させていただきまして、

「魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち」という言葉は、目指すべき都市像として掲

げさせていただきまして、それを実現するための方針としての基本方針を、「本市の持つ

多くの資源を活かし、産業を多様に結び付け、新たな産業とにぎわいを創出する」とまと

めさせていただきました。 

 この方針を実現するための基本的な施策を以降の１から７で定めさせていただくという

形で構成させていただいているところでございます。 

 少し長くなってしまいましたけれども、総論部分につきましては以上とさせていただき

まして、その次に、基本施策１から順に、担当の課長のほうからご説明をさせていただき

たいと思います。 

 では、大西主幹のほうから、基本政策１から５につきましてご説明をさせていただきま

す。 

○大西ものづくり担当主幹 それでは、私、大西のほうから、基本施策の１から説明させ

ていただきます。１１ページをごらんください。 

 産業振興の体制強化というところでございます。ポイントを簡単にご説明させていただ

きます。 

 現状と課題のところに、産業支援機関の集積という記載をしておりますけれども、この

１０年間、産業支援機関につきましては、ものづくりを中心に多様な支援機関を誘致した

り、設立をしてきたということがございます。ＴＡＭＡ協会の誘致、あるいはサイバーシ

ルクロードの設立、それから先端技術センターの開設と、このような形で支援機関を充実

してまいりました。 

 ものづくり以外の分野におきましても、観光協会、あるいは農業協同組合が活動展開し

ていただくと同時に、道の駅八王子滝山農産物直売所の出荷組合、あるいは一般社団法人

まちづくり八王子など、新たな組織ができて、この活動も進められてきたということで、
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非常に、八王子地域につきましては、多様な支援機関が集まっていると。そして、活発な

活動をしているというところが地域の特徴になっていると考えられます。 

 ここ１０年の活動と今後の課題というところでも表記しておりますけれども、この支援

機関というのは、それぞれの強みを生かした活動を進めております。ＴＡＭＡ協会の海外

展開の支援、あるいはサイバーシルクロードの人材育成の支援など、独特な推移をなされ

てきているというのが、一つの今の展開であると考えています。 

 また同時に、この活動の中から地元の産業を引っ張っていくような、そういう人材も生

まれてきている。一つの典型例として“はちおうじ未来塾”からＨＦＡのような組織が生

まれて、仕事の一括受注であるとか、被災地の支援であるとか、産業イベントの誘致であ

るとか、いろいろな活動を進めているという点がございます。 

 そこで、課題もあるところでございますけれども、まず産業構造が変化してきている中

で、今まで活発な活動をしてきた支援機関が、さらに連携を強めて、八王子にある農業や

観光とか、そういう多くの資源を生かしながら、業種を超えた支援機関の連携を進めてい

くことが必要であると考えられます。 

 それから、また産学連携の面でいきますと、やはりビジネスに結びつけていくのはなか

なか難しいというところがあります。こういった点を、さらに展開していくということが、

一つの課題であると認識しているところでございます。 

 １２ページの一番下のところに、東京都産業交流拠点の整備というところがございます

が、産業交流拠点につきましては、前回もご説明させていただきましたが、東京都が広域

多摩のものづくりイノベーションを起こす施設として検討しているものですけれども、こ

れを最大限に活用していくということが、これからの産業振興の中心になっていくと考え

てございます。 

 産業支援機関という面で見ますと、産業支援機関をそこに集約いたしまして、製造業は

もとより業種を超え広域な産学連携であるとか、産産の連携であるとかということを進め

ていくというような活用をしていくことが課題だと考えられます。 

 このようなことを踏まえまして、そこにあります目指す姿を狙いとしていくところでご

ざいます。 

 そこで、取り組む戦略でございますけれども、まず産業振興にかかわる機関との連携と

いうことで、今申し上げましたような業種を超えたネットワークの強化ということを進め

ていくところまで一つでございます。 
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 それから２番目として、産学公連携のさらなる推進ということで、それにつきましても、

産業界と大学との連携強化、関係強化と同時に、他の業種にわたった産学連携の経営展開

ということも重要になってまいります。 

 それから、産業交流拠点の整備・促進と連携、それから人材の発掘と育成、これは地域

の産業活性化のリーダーになるような人材の育成、そういったものを進めていくというこ

とが取り組む戦略であります。 

 続きまして、基本施策の２でございます。１４ページをごらんいただきたいと思います。 

 企業の誘致につきましては、現状のところで、まず、産業の空洞化とか欧州経済危機、

こういったものによりまして、全国的な状況といたしまして、工場の立地とか設備投資と

いうのは、依然低迷しているというのが現状であると思います。 

 八王子市の中でもやはりそういった面はありまして、北八王子工業団地のビクターが撤

退したり、あるいは東浅川工業団地の、昔、沖電気だったラピスセミコンダクタの移転な

どの状況があります。 

 反面におきまして、八王子市は高い交通条件に恵まれているなど、高いポテンシャルが

一面においてあるということでございまして、いきいき企業支援条例におきましては、平

成１６年からの運用の中で、６３件の企業誘致をしている。ものづくりを中心とした企業

立地も進んできたと、そういう面もあるということでございます。 

 そういう中で、課題といたしまして１５ページにありますけれども、操業環境の悪化と

か、工場の老朽化とか、こういうところに悩んでいる企業が多い。こういうものに対して

立地を続けていただく支援、あるいは業務用地を新たに確保する、こういったものが一つ

課題になっております。 

 それから、市外企業の誘致という面では、都市間競争が非常に激しくなっている中で、

これは不可欠な点であろうと考えておりますので、立地の支援であるとか、交通条件の充

実などのまちづくりの面でも進めていくことが重要であると考えています。 

 つぎに１６ページでございます。 

 企業支援のもう一つの面であります中小企業の支援につきましても、ここに書いてあり

ますように、市内の企業の９割は中小企業でございます。先行きが不透明な経済状況の中

で、厳しい状況に置かれているというところでございまして、そういう中で、セーフティ

ーネットから新たな販路開拓まで中小企業の課題やニーズに迅速かつ適切に対応した施策

展開が進められることが課題であるというところでございます。その中で、ここに書いて
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あるような目指す姿をもって進めていくということです。 

 取り組む戦略といたしましては、企業誘致の推進につきましては、八王子の高いポテン

シャルを生かしていくということで、そういう中で支援制度を充実したり、あるいは業務

用地を確保して製造業の立地、あるいは物流系産業の立地、そういったものの集積を図っ

ていくということが一つでございます。 

 もう一つ、中小企業者の支援制度、これにつきましても、そのニーズを的確に捉えて、

産業支援機関と連携しながら支援制度の充実を図るということが戦略として重要と考えて

おります。 

 続きまして２０ページの基本施策の４をごらんいただきたいと思います。高度な技術の

集積を活かした産業振興でございます。 

 現状と課題につきましては、まず八王子につきましては、電子・デバイス、先端系の企

業の集積が高いということが特徴で、高度な技術を持っている企業が集積しているという

ことでございます。それから同時に、技術力の高い企業・大学が多く集積している広域多

摩地域、そういう地域の中心に立地しているということも大きなメリットでございます。 

 こういう中で課題といたしましては、２１ページにございますけれども、技術力を一層

高度化していく、あるいは新たな事業開拓を進めていく、あるいは海外を見据えた販路拡

大を進めていく、それからそれらを支える人材育成を進めていく、こういったものが課題

であると考えております。 

 情報通信産業でございますけれども、まず基本的認識として情報通信産業の革新という

のが、今、社会を変えて、さまざまな技術を生み出している、あるいは産業のグローバル

化を支援するということの要となっている。また、情報通信産業技術というのは、産業を

支える基盤になっているということを認識しております。今までの産業振興マスタープラ

ンのもとで、サイバーシルクロードの活動の中で、市内のＩＴ企業の連携組織である「八

王子ＩＴネットワーク」とか、あるいは共同受注組織である「八王子ＩＴ協同組合」、そ

ういったものを形成いただくなど、連携体制が相当できてきております。 

 今後の課題といたしましては、こういう組織と連携しながら、情報通信技術なら技術の

向上であるとか、それらの人材育成、それから一般の企業のＩＴの活用、例えばセキュリ

ティーであるとか、そういった面につきましての支援をしていくということを進めていく

のが重要な課題として認識しております。 

 ２２ページでございますけれども、目指す姿として、そこに書いてありますようなこと



 

 ―１０― 

を目指しています。取り組む戦略といたしましては、製造業の振興につきましては、産学

連携とか、あるいは企業同士の連携などによりまして経営基盤の強化、新技術の開発など

を支援していくということで進めていくということでございます。 

 また、情報通信産業の振興につきましては、一定の連携体制、そういったものがありま

すので、そういったものを活用しながらＩＴ企業の技術力向上や経営基盤の強化、それか

ら一般中小企業のＩＴ活用支援を促進していくということでございます。 

 続きまして、２３ページの基本施策５の新産業の創出でございます。 

 新産業の創出の現状と課題のところでございますけど、まず社会の構造が変化している

ということです。人口減少社会に入りまして、電化製品とか自動車等の国内需要というの

は、これから長期的に大きく減少としていくということが考えられます。それから、既に

あらわれている産業の空洞化とか、こういったものを考えていきますと、まず、ものづく

り産業等につきましては、今までの受注に頼っていられないというような現状が生まれて

いると認識しております。 

 反面におきましては、医療とか介護、健康分野、あるいはエネルギー関係などの新たな

企業が、また拡大していくということで、まず、ものづくり産業については、これらの需

要を的確に捉えていくということが求められていると認識しております。 

 課題といたしましては、非常に技術力の高い企業があったり、あるいは大規模集積があ

るというこの特徴、地域の力を生かしまして、新しい課題解決の財産を持っている、そう

いう地域の力を生かしまして、新製品とか新技術への取り組みをしていくことが課題であ

ると考えております。 

 それから、またものづくりだけでない、業種を超えた新産業の創出ということも重要で

あると認識しておりまして、先ほど言いましたような少子高齢化、あるいは価値観の多様

化など産業構造が大きく変化している中で、課題といたしまして、八王子にはものづくり

産業以外にも商業、農業、観光等さまざまな業種が存在し、またそのさまざまな分野で多

くの産業資源があるということで、それを生かして、産業構造の変化に対応する新たな産

業を生み出していく必要があるというのが課題として認識しております。 

 そこで、一番下にありますのが目指す姿、これを目指して取り組んでいくということで

ございます。 

 取り組む戦略としましては、２４ページにありますように、一つは、新しい業を起こす

という創業者支援、これを、ノウハウの提供、あるいはものづくり産業等については技術
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的課題の解決とか、こういったものを提供しながら取り組んでいくということです。 

 それから、もう一つ、横断的連携による新産業の創出ということで、さまざまな成長分

野であるとか、あるいは地域における課題、こういったものをビジネスの種として産業と

結びつけて、産学連携であるとか、広域交流であるとか、異業種交流、農商工連携など、

こういったものを通した新産業の創出に取り組んでいくというのが経営戦略でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○青木産業政策課長  説明が続いてしまって大変恐縮ですが、私のほうからは、基本施

策の３、１７ページになりますが、就労環境の整備というところについて、簡単にご説明

させていただきます。 

 １７ページ、就労環境の整備でございますが、現状と課題として、雇用・就労環境にお

いても厳しい状態が続いているという記載をさせていただいております。また、求人と求

職者のニーズが合わない雇用のミスマッチなどの課題、それから、若者については、大学

生の卒業後３年以内の離職率は３割にのぼるという就職後のミスマッチなどの課題がある

と記載させていただいております。 

 本市には２３の大学がございますが、市内の就職が１％程度だという現状もございます。

こうしたことからも、学園都市としての本市の特徴を生かして、若者の力をもっと地域の

産業力活性化に生かしていくということを一つの課題として枠組みさせていただきました。 

 また、企業誘致や新たに産業創出において、雇用の創出を図っていくということを記載

させていただきました。 

 １８ページでございますけれども、上段のほうになりますが、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それによりとどまってしまうということは、将来の社会

の活力を維持する上でも大きな損失であるという社会問題として掲げております。 

 それから、労働力人口の低下でございますが、本市は平成３２年まで人口が上昇した後、

減少してまいります。労働力不足も懸念されている中、１８ページの一番下でございます

けれども、子育てが一段落した主婦や、退職して地域に戻ってきた高齢者が地域でライフ

ステージに合った仕事ができる環境づくり、これも市レベルでの課題ではないかというふ

うに記載させていただきました。 

 そこで、目指す姿といたしましては、１９ページにございますけれども、「企業支援や

新たな産業の創出などにより地域における雇用が生まれ、職住接近など働きやすい労働環

境が整い、誰もが活き活きと安心して働いています」という形を掲げました。 
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 そのための戦略といたしましては、１点目が雇用・就労の支援ということで、ライフス

テージに合った労働環境の整備、地域企業への支援でございます。ポチの一つ目で、再就

職のための職業訓練支援、それから、就職相談の充実という点を掲げました。 

 若年者の雇用・就労促進では、大学と企業を結びつけて、八王子の地域の企業にかかわ

りを深め、働きたい、住みたいと思っていただけるような環境をつくり出すということを

掲げました。そのためには、就職面接会など正規雇用の機会の創出。それから、大学のキ

ャリア教育における地域企業の参加。それから、市で今行っております、就職のｗｅｂサ

イトやバスツアーなどによって市内の中小企業の魅力を発信すること。それから、小・中

学校に出向いて職業講演を行うなどの施策取り組みを掲げました。これに加えて、大学生

は市内に定住、それから市内の企業に就職をすることを促進するというふうなことも位置

づけてまいりたいと考えております。 

 労働環境の整備につきましては、働きやすい労働環境の整備に向けて関係機関と連携を

して、環境整備を整えますということで、育児休業などの整備の充実に向けた情報提供な

どを国と連携して周知を図るという点ですとか、非正規雇用に対する人材育成支援等の、

国との連携による推進等を掲げているところでございます。 

 それと、私の分担でもう一つ基本施策６につきましては、大変恐れ入りますが、本日配

付資料の追加資料２－３になりますが、そちらをごらんいただきたいと思います。 

 追加資料２－３、基本施策６、にぎわいにつながる産業の振興でございます。 

 まず、中心市街地の活性化でございますが、現状と課題といたしましては、南口の再開

発、それから、昨年のセレオ八王子北館がオープンしたことで、駅周辺のにぎわいは戻り

つつありますが、にぎわいは、まだ甲州街道には届いていないのではないかという指摘と、

今後につきましては、空き店舗対策、それから、まちの回遊性を促進する施策を積極的に

展開することで駅周辺のにぎわいを中心街地全体に波及させていくことを課題として掲げ

させていただきました。 

 その次のページ、２６ページをごらんいただきたいと思います。 

 また、その他の地域を含めた商業の振興でございますけれども、現状としては、大規模

小売店舗の進出などにより、市内の店舗数は減少している傾向もございます。また、郊外

の団地などの商店街では、核となるスーパーの撤退などにより空き店舗が増加して、商店

街の衰退につながるといった現実もございます。 

 そこで、地域コミュニティーの核として地域のニーズに応える取り組みを通して商店街
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の集客の向上を図ることや、空き店舗の活用によって地域課題の解決に取り組むことで商

店街の活性化を図っていくことなどが重要な課題と記載させていただきました。 

 それから、後継者の育成、それから、新たに出店しようとする創業者への支援、人材育

成が大きな課題と掲げさせていただきました。 

 これを実現するための取り組むべき戦略としては、次の２８ページのほうに掲げさせて

いただきました。 

 あとは、２８ページの一つ目の丸でございますが、「おもてなし都市」の形成による新

たなにぎわいの創出という記載をいたしました。産業交流拠点の整備を契機に、コンベン

ションやイベントの誘致と受け入れの構築を進めて、展示会、学会、イベントなどに訪れ

るお客様をお迎えし、おもてなしする仕組みを進めていきます。そして、商店・飲食店を

初め、各業界と連携して、まちや商店街のにぎわいにつなげていくという点を掲げました。 

 中心市街地の活性化の推進につきましては、先ほど来申し上げているとおりでございま

す。空き店舗対策・空きフロアの実施、それから楽しく回遊させる仕組みの構築、それか

ら駐車・駐輪場等の環境整備、それから担い手の組織や人材の支援と育成という点を掲げ

ました。 

 それから、商業の振興につきましては、特に地域ブランド、八王子ブランドの創出など

八王子のイメージアップを掲げること等を取り上げております。 

 それから、２９ページのほうになりますが、商店街が取り組むイベント等への支援、そ

れから意欲ある個店、グループへの支援等により魅力的な店舗を創出することを促進する

こと、ＩＴとかスマートフォンを活用した店舗、商店街の魅力の発信、買い物弱者対策等

の地域ニーズを商店街の勝機と捉えた販路拡大、また、農産物や加工品を商店や飲食店と

結びつけることによる新しい魅力を創造して、商業と農業の活性化を図ること等を取り組

むべき戦略として掲載いたしたところでございます。 

 私のほうからは、基本施策３と６についてご説明させていただきました。 

 続いて、観光分野の説明をさせていただきます。 

○西田観光課長  引き続き、観光の所管分についてご説明いたします。観光課長の西田

でございます。 

 恐れ入りますが、追加資料２－３の２６ページ後段のほう、並びに２７ページをお開き

願います。 

 ２６ページ後段からは、観光地の魅力の向上と記して、記載をしてございます。八王子
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を代表する観光地として有名な高尾山を中心とする周辺には、年間３００万人を超える来

在者がおります。しかし、ハイキングを目的に来在される方々がその他の観光地を訪問す

ることが少なく、観光を目的として高尾山を訪れる方を中心市街地へ、あるいは他の観光

地へ誘引するのかが課題となっております。同時に観光庁でも推進する外国人の観光客の

誘致も、本市にとっても課題の一つと考えてございます。 

 現在では、本市を紹介するため、フィルムコミッション事業を通じたロケ地の誘致や、

著名人の観光大使への委嘱を初め、観光キャラクターなどをつくりＰＲに努めております。

これらの事業を充実させることはもちろんのこと、利用につながる産業振興として何より

も来訪者を心から迎え入れる市民力を活用したおもてなしの体制づくが重要であると考え

てございます。 

 恐れ入りますが、２９ページごらんください。 

 ２９ページでは取り組む戦略といたしまして、市民力を活用しながら滝山城跡や八王子

城跡など、既存の観光資源を生かしたルートづくりや、スマートフォンによる情報発信、

集客性のあるイベントへの衣がえなど、魅力の向上に努めていくことが重要であると考え

てございます。 

 続きまして、基本施策の７でございます。追加資料の２－４をごらん願います。地域資

源を活用する産業の振興と題してございます。 

 現状と課題ですが、利用者のニーズに即したメニューづくりが重要であると考え、記し

てございます。その中でも観光や農業面では体験・学習・食は外せなく、これまでも体験

型のツアーを実施したり、地産地消の観点から八王子産の食材の販売などに取り組む一方

で、多様化する利用者が求めるニーズに応え切れない面もありました。八王子にある資源

を活用した八王子ブランドの創設は課題であり、名産品や特産品が八王子ブランドとして

知名度を高め、にぎわいの創出に結びつけることが重要であると考えてございます。 

 恐れ入ります。３２ページをごらん願います。 

 取り組む戦略といたしまして、一例でございますが、昨年設置いたしました観光を切り

口とした観光産業振興会議では、食、花と緑、交通体系、自然学習をテーマとして産業交

流拠点と広域高尾の文化観光交流や、大学機能の活用などを組み合わせた取り組みの検討

を図り、今後は、社会実験を通じ、にぎわいの演出に向けた事業進展に結びつけるなど、

取り組む戦略につきましては、積極的な施策を打っていく必要があるというふうに考えて

ございます。 
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 観光についての説明は以上でございます。 

 引き続き、農業についてご説明をお願いします。 

○高橋農林課長  農林課長でございます。引き続きまして、追加資料２－４に基づきま

して、基本施策７の地域資源を活用する産業の振興分野についてご説明をさせていただき

ます。 

 まず、現状と課題でございますが、本市の農業は生産額、農地面積ともに東京都のほぼ

１割を占めている中で、農作物は野菜を中心に、多種多様でございます。流通に関しまし

ても、多くの消費者を抱える都市農業のメリットを生かしまして、農産物直売所、スーパ

ーでの地場産の農産物コーナーを初め、都内初となる道の駅八王子滝山や南部地域農産物

直売所とチャンネルは豊富でございます。 

 反面、宅地化の進展によります営農環境の悪化、従事者の高齢化に伴う遊休農地の増加

や、担い手不足など課題も抱えております。こうした現状を踏まえまして、農業者が安心

して営農できる環境整備や、遊休農地の有効活用や担い手対策の推進のため施策を展開し

ているところでございます。 

 また、八王子市内の林業は、木材価格の低迷、林業労働者不足、作業賃金・資材等の高

騰により経営が苦しくなっております。また、相続などにより所有者が所有する意識がな

い森林所有者の増加により、管理に支障を来しているという現状でございます。 

 目指す姿がございまして、取り組む戦略といたしましては、農業体験等のプログラムに

よりますニューツーリズムを含め、おもてなしの仕組みとして情報の発信を進めたいと思

っております。 

 新たな資源の発掘・活用といたしましては、農地が、単に農産物の供給だけではなく、

環境の保全、自然との触れ合いを通した教育の場、地域色豊かな伝統文化の継承など、多

面的な機能を有しております。それを利用しまして、体験・学習・食等を初めとする多く

の資源を利用して、産業交流拠点が整備された後もニューツーリズムとイベント等の提案

を行い、隠れた観光資源に結びつけることができるというふうに考えております。 

 また、八王子の新たなブランドという中では、６次産業化の推進といたしまして農業と

製造業、商業が結びついて農産物の新しい加工品の開発、販売なども進めてまいりたいと

考えております。 

 また、道の駅滝山の販売の仕組みを中心市街地の商業者と連携し、市内各所での出張販

売の実施をし、新鮮で安心安全な地場野菜の提供をしてまいりたいというふうに考えてお
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ります。 

 また、最後になりましたが、林業の再生につきましては、国や都の林業経営計画などの

事業を活用し、森林整備を進めてまいりたいと考えております。一方で、林業への理解、

木材の普及・啓発のため、ニューツーリズムによる新たな事業の取り組みも進めてまいり

たいと考えております。 

 説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○青木産業政策課長  ちょっと長くなってしまいましたが、こちらのほうは、説明は以

上でございますので、ぜひいろいろご意見いただければと思います。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。 

 素案の３ページをごらん下さい。 

 先ほども担当の青木課長からご説明ございましたけれども、資料２－１の３ページで、

素案につきましては、新産業振興マスタープランということになっておりまして、４月か

ら検討いたします新産業振興戦略プランでは、さまざまな戦略を検討していくことになり

ます。ある意味、マスタープランは、１０年にわたる、ある意味で、いろんなものをカバ

ーしていく内容を備えることになります。 

 したがいまして、こういった点が欠落しておるのではないか、あるいは、こういった考

え方では少し問題があるのではないかというようなところも含めてお話しいただければ、

ご意見いただければと思っております。 

 全体を通じましてのご質問、さらにはご意見という形で進めてまいりたいと思っており

ますけれども、限られた時間でございますので、関連する内容については、そこで集中的

に議論させていただき、また別の方から自由にご意見をいただいて、別の内容について検

討させていただくというような方法で進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

 それでは、どこからでも結構でございますけれども、ご意見いただければと思います。 

 では、中島さん。 

○中島委員  質問なんですけども、結局、今ご説明いただきましたマスタープランとい

うのは、時間軸とか優先順位というのは、ここには入れられないで、次の新産業戦略プラ

ン以降で時間的な部分とか、あるいは予算というかお金の問題とか、そういうのはどうい

うところで、具体的な数字が出てくるというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。私
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は、具体的にどうしようかなと思ったんですけども。 

○青木産業政策課長 では、今のご質問ですが、実は、そういうご指摘のとおりになろう

かと思います。マスタープランでは方向性、大きな課題、方向性に基づいて基本方針施策

を定めていただいて、実際のスケジュール下に基づく具体的な事業については、最終的に

は実施計画という中で、事業の期間と予算立てをしていくということになろうかと思いま

す。その実施計画で事業を立てるに当たって、どういう戦略で立てるかというのは、次の

戦略プランで立てるということになりますので、今のお話の点については、実施計画の中

で反映されていくものと思っております。 

○中島委員  だから、実施計画は３年ごとにやるんでしょうけど、１０年というスパン

である時間的に前半でやるのか、後半でやるのかとか、それから、特に横の連携ですね、

いろんな横のつながりを重要視しているような内容が多かったと思うんですけど、そうい

う場合には、かなり時間の軸が合ってないと連携はうまくいかないと思うんですけども、

その辺の１０年間というスパンでの時間軸というのは、その下の新産業振興戦略プランで

つくるということですか。 

○志村産業振興部長 そういうことです。 

○中島委員 はい、わかりました。 

○加藤委員長  また、今、３ページをごらんいただいたように、基本構想・基本計画の

上位があるんですよね。そして、マスタープランがあって、戦略プランがあって、実施計

画がある。これ全部きちんと線引きするというのはなかなか難しいと思いますし、それら

はちょっと若干時間軸といいますか、それらにかかわっても結構だと思いますし、それら

を含めてご意見いただければなと思います。 

○本目委員  ちょっと根本的な問題なんですけどね。これは産業振興プランですから内

容についてこんなものを検討しているっていうのは、これはおおむね細かいことは別とし

て理解できるんですが、実は八王子市の産業振興プランをつくるに当たっては、八王子市

の都市計画ってどうするんだと。それと切り離しできないと思うんですよね。 

 例えば、ものづくり系を将来の核にするんだ。八王子市は発展の核にするんだとしたら、

じゃあ、どういうような場所で操業できるようにするんだという計画がないといけないと

思うんですよね。観光についてもそうですよね。高尾山だけが中心で人集めをやっている

けれども、じゃあ、実際に、そういう人をどういう形で流していくんだと。観光の魅力あ

る流れをつくるにはどういうところがあって、それらを、今ばらばらになっているから、
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どうやってつなぐのかとか、そういう、いわゆるまちづくりとの対比という点が全く抜け

ちゃっているんで、どうも総論はいいんだけれども、各論で何も決まらないぞと、これは。

というような気がしてしようがないんです。 

○加藤委員長  方向性を決めるときには、具体的なイメージがないと議論も深まってい

きませんよね。 

○本目委員 １０年後の八王子はこうなりそうだというイメージができないですよね。 

○加藤委員長  今、本目さんからもご意見ありましたけども、具体的なといいますか、

イメージしていくというか、そういうものができるような、そういう何か資料というのは

事務局にございませんか。 

○青木産業政策課長  確かに、企業誘致等につきましては、都市計画マスタープランと

大きく連動しております。現在、都市計画マスタープラン、途中で、今改定の作業はして

いるんですが、その中で立地の場所については、確かに、都市計画マスタープランと連動

した企業誘致という構え方になりますので、大西主幹のほうから説明を。 

○大西ものづくり担当主幹  都市計画マスタープランについては、２４年度、２５年度、

２６年度と３カ年間で改定作業を進めておりまして、来年度から地域別とかいうので、地

区別の説明会等行うというような流れになっているというように聞いております。 

 産業振興マスタープランとの関係では、企業誘致など非常に重要な点になりますので、

企業誘致を進めていくというスタンスにつきまして戦略プランなどに位置づけながら、具

体的なところ、例えば用途変更してまで生み出していく等については、この都市計画マス

タープランの議論の中にしっかりと反映して決めていくということで、おのおの連動して

進めていきます。 

 具体的な場所は、もちろんこれからの議論になっていくんですけども、一つの例として

は、新滝山街道沿道地区とか、これから交通条件が非常に向上する場所について、今後業

務用地を生み出していくとか、そういうことが一つの柱になっていくと考えております。 

○本目委員  あんまり納得できないんだけど。要は、それぞれ別のプランができちゃっ

ているということは、我々には、じゃあ、都市計画はどうなっているんだって、わからな

いわけですよね。ですから、少なくとも産業振興プランと連動してという、その連動をど

うやってさせるのか。その辺が具体的に、我々にわかるようにしてほしいような気がしま

すよね。 

○志村産業振興部長  今おっしゃったこと、もっともだと思いますので、この２ページ、
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３ページのところで、今、産業関係ということで大きくまちづくりと関係しているという

ことになりますので、都市マスのほうとの関係ですね、関連性、それを記述しておきます。 

○本目委員  そうですね。 

○志村産業振興部長  市全体の都市活用だとか利活用をやるのは都市マスなんで、それ

との関係性の中で今みたいな、例えば企業誘致ですとか、企業の集積ですとか、考え方で

すとか、その辺をそこで整理させていただく。 

○本目委員  この中にも書いてあるようにね、私が一番ちょっと気がかりなのは、これ

からの日本の産業、特にものづくりをどうするんだと、あるいは情報通信産業をどうする

んだという形で捉えたときに、やはり職住近接なんですよね。ですから、工業製品をつく

るとか、いわゆる製造業は中心市街地の外側なんていう古い発想しちゃだめだと思う、今

後はね。中心市街地の中に、まさにあったり、あるいは本当に外側でもいいんですが、す

ぐ近くで、通勤に便利とかね、多摩地域の代表の都市だというからにはやっぱり、ここが

ものすごく栄えているのは、東京都心に近いからなんですよね。そういうところへ出かけ

ていく利便性とか、そういうことを一応考えた上で都市計画も考えてほしいし、この産業

振興マスタープランも考えてほしいなという気がするんです。 

○青木産業政策課課長  我々もちょっと企業を訪問している中で、八王子に立地した理

由をいろいろお話しする中で、やっぱり自然環境ですか、住みよい、買い物が便利とかい

う、トータルにそういう環境がいいから、それで従業員、社員が住んでいただくのに便利

なので、ここに立地したといいますか、そういうことをお話しされる方もいらっしゃいま

すので、ぜひそれをよく受けとめて、ちょっとうまく表現できるように反映させていただ

ければと思います。 

○志村産業振興部長  それと、観光についてでも、全くおっしゃるとおりなんですけれ

ど、まちづくりと非常に関連しながら進めていかなければならないということで、もう少

し詳しく書かくなきゃいけないなと。これ、ちょっと反省しているところなんですけれど。 

 副委員長をヘッドに、観光産業振興会議をやっていまして、今、本目委員がおっしゃっ

たとおりの地域資源の活用ですとか、あるいは高尾山は高尾山としてありますけれども、

もう一回再度見直して、どういう位置づけで、中心市街地との結びつきですとか、あるい

は高尾山のあり方、ほかの観光地ですよね。その辺もちょっと現場を歩いたりとか、今や

っていますので、ここにいかに反映されるか、あるいはそちらのほうで独立させるとなる

と、計画を。またこの中にちょっと入れ込みたいなと考えています。 
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○福井副委員長  この７つの基本施策についてなんですけど、タイトルが、要するに、

みんな大体似ちゃっているなという気がするんですよね。基本施策１と基本施策２と基本

施策３というものは、これまで八王子が定評のあった産業都市、要するに、ものづくりを

中心にして進めてきた産業都市力を、要するに、持続的にといいますかね、より継続的に、

ほかの府中や、隣の青梅とも違うよと。とにかく多摩の芯として、ものづくり王国として、

さらに持続的に八王子の力を発揮していくための施策としては何が必要かというのが、ど

うもこの基本施策の１、２、３のタイトルのような気がするんですよ。恐らくそう思って

書いてらっしゃると思うんだけれどもね。地域経済を支える産業振興、要するに、今まで

の八王子の持っていたものづくり王国というか、あるいは工業を中心にした産業力をより

競争有利性の高いものにしていくと。 

 この基本施策４と基本施策５というのは、まちの活力を創出する産業となっていますけ

ど、実は、新しい時代に求められている新産業力ってありますよね。ものづくりとか、ハ

イテクとか、そういうこと。医療とか、そういうものも入っているわけですけれども、そ

ういうことについてどうするのかということなのかな。 

 基本施策６と基本施策７というのが、やっぱり住んでよし、働いてよしという食住近接

等も含めて言うときに、やはりそこに八王子らしい文化観光交流の産業クラスターがしっ

かりと作られていかないといけないなということで、今まで考えていなかったものを、か

なりメーンストリームにしていかないと、中核市としての魅力も出てこないんじゃないか

なということなんじゃないかなと思うんですね。 

 それと、基本施策の７の配られた追加資料の２－４のところですけれども、３２ページ

に、新たな観光資源の発掘・活用のところで「ＭＩＣＥ」が出ているんですが、ＭＩＣＥ

のＭのところは、Ｍｅｅｔｉｎｇというのは、これは広い意味での会合というふうに考え

ていただいて、それからＩｎｃｅｎｔｉｖｅは、これ、Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅｔｏｕｒです

から、企業などが行う報奨・研修旅行、これはいいと思います。ただ、Ｃｏｎｖｅｎｔｉ

ｏｎは、国際会議、見本市、展示会ですね。Ｅｖｅｎｔは、文化イベント、それから音楽

イベント、アート、フェスティバル、こういうものを指しているということで、ちょっと

ここのところをＭＩＣＥのミーティングファシリティー、インセンティブツアー、コンベ

ンション、イベントの頭文字のところのこの日本語のところが、ちょっと訂正したほうが

いいんじゃないかなと思います。 

○青木産業政策課長 ありがとうございます。 
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○加藤委員長 ありがとうございました。 

 多様な幅広い方向に移っておるわけですけども、今頂いたご意見に関連したご意見をい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 松葉さん。 

○松葉委員  これご説明を伺っていまして、当然のことなんですけど、八王子の産業に

これからの１０年ことで、投資というところが書かれていると思うんですが、今いろいろ

とお話を伺って一つ疑問に思ったというか、そんなもんなのかなと思ったんですけど、産

業って、そもそも八王子だけでどうこうという問題じゃなくて、もうちょっと広域、連携

とかあると思うんですけど、そういったことに関する記述というのがないのは、それは八

王子の産業振興マスタープランだから書かれていないのか、それとも、そういうことを余

り考慮していないのか。 

 例えば、ちょっと先の話になると思うんですけど、どこにできるかというのもわからな

いんですが、一応、橋本辺りにリニアモーターカーができますよとか、これはうわさで聞

いた話なんですけど、日野自動車の跡が物流拠点になりますよとか、そんなのがいろいろ

近隣にあると思うんですけど、それ一つ一つ拾ってどうこうというのは非常に大変だと思

うんですけど、そういったことに関してどのようお考えなのか、ちょっとお聞かせいただ

けたらなと思うんですが。 

○青木産業政策課長  確かに、この計画に掲載する施策、戦略は、八王子の事業化する

事業への指針として定めていきますので、八王子市の取り組む戦略という位置づけなんで

すが、ただ、それについては社会情勢の変化や環境の変化、課題等の認識は、当然橋本へ

リニアモーターカーが停まるという、名古屋、大阪への距離が縮まるというようなことを、

八王子にどのように活用できるかというようなそういう視点は持ちながら、それを八王子

の産業施策にどう生かせるかというような視点は、当然持つ必要があると思いますし、直

接リニアモーター化とは書いておりませんが、ニーズとしては、そういうことをどう八王

子に活用するかという視点は持つべきだと思っておりますし、交通の結節点という趣旨の

中には、そういうことも含めて考えたいなと思っております。 

 それ以外にも日本全体の動きですとか、東京都の動きは、当然認識して、活用できるも

のを積極的に活用していく姿勢は持ちたいというふうに思っています。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長 もともと、例えば産業交流拠点なんかは、八王子だ

けでなくて、他のクラスターということで、埼玉、それからあと、神奈川、そういうとこ



 

 ―２２― 

ろもターゲットに入れていますから、自然と、多摩も含めて、リニアも含めた形で、この

計画というのはなっているんで、八王子だけということではありません。 

○岡崎委員  広域的な産業振興をしている観点からご意見を述べさせていただきます。

ＴＡＭＡ協会の取り組みは、この東京都多摩地区と、埼玉県の南西部と、それから神奈川

県の中央部と、１都２県に跨る広域多摩地域を支援の対象エリアとしております。支援の

コアは、広域多摩地域の中小企業さんを中心に、大学と連携させたり、あるいは別な中小

企業と連携させたりして、新しい事業その積み重ねで新しい産業を産学官金（金は金融）

の連携で創出することをコーディネートすることにあります。 

当初当団体が発足した時は八王子商工会議所の一室をお借りしていましたが、手狭になっ

たため三鷹の産業交流プラザに移転し、そこも手狭になったため２００１年８月に八王子

さんから誘致を受けるような格好で、今の東急スクエアビルに事務所を構えています。 

私どものエリアを俯瞰してみますと八王子市の駅前は好立地の場所にあると言えます。す

なわち、道路を見てみても国道１６号線の丁度中間地点にございますし、鉄道を見てみて

も都心へは中央線、埼玉には八高線、神奈川へは横浜線があります。まさに、道路も鉄道

も八王子は結節点であるということが言えると思います。この表れとして、今までの三鷹

に比較して、イベントやセミナーの参加者も各段に増加し、そしてあらゆる相談が頻繁に

来るようになりました。産業振興の面で一番大事なのが、まず動員をかけなくても人が集

まってくれることです。人の流れというか、人の交流というのが非常に盛んになって、そ

のことにより、出会いのチャンスがふえて、新たな人と出会うことが、新たな産業が生ま

れる芽みたいなのが沢山生まれて、それがまさに産業振興の肝の様に感じております。 

従って、私どもの活動もそんなに十分ではないかもしれませんけども、都道府県を越えた

広域的な観点から、ご提案があった内容につきましてご意見を申し上げたいと思います。 

 一つは、先ほど施策１、２、３のところで、インター整備みたいなところで、産業交流

拠点のお話が出ていたと思いますが、これについて思っていることを述べさせていただき

ます。私どもは八王子市さんのご配慮でここに拠点を構えてから色々なソフト施策を実施

してまいりました。今切実に思っていることがございます。それは、八王子で１２年ぐら

い色々なイベント、セミナー、企業相談に応じており、数々のコーディネートをしており

ますが、そこで一番欠けている点が拠点、言い換えればハードインフラでございます。理

想としては、参加する人がいつも集まりたい時に、特定の場所で自由に集まることが出来

れば、自発的に自然発生的に新事業の芽が生まれる可能性が高まり、真の意味でのプロジ
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ェクトメイキングがダイナミックに出来る考えております。ところが今相当数の人が集ま

ろうと思うと、現状の八王子市では京王プラザしかありません。例えば、イベントは相当

前から予定を立てたとしても比較的価格が安い公共施設では予約が取れません。そこで、

駅前の立地の良い場所になると京王プラザが最適なのですが、非常にお金がかかるわけで、

お金が調達できた場合にはそこでできるんですけども、そうでない場合には非常に不都合

を感じております。その次善の策として、大学の施設を活用しております。しかしながら、

大学は教育のためにその施設があるわけで、地域の産業振興機関のためにその施設がある

わけではないので、やっぱり自由に使えないという制約があります。 

 そういう意味では、まさに産業交流拠点は、このハードインフラとして切実にその必要

性を感じております。その意味から、基本施策４あるいは５の、やっぱり新しい技術を生

かす場としての交流拠点が渇望されていると思います。ここで重要なことは、ソフトを実

現するためのハードではなく、今まで実施してきたソフト事業をより効果的に効率的に、

そしてダイナミックに実現するためのハード整備だと言うことです。 

 その意味におきまして、まさに、この施策４、５のあたりのところで、そういった拠点

を活用したイノベーションの創出のような点を、こちらにも明記していただきたいと思い

ます。さらに基本施策４の中に、技術的なことで触れている箇所がありますが、現場で

色々な中小企業さんの支援をしていますと、「技術で勝って、事業で負けている」という

か、技術が優先になって売る事が少し弱いかなと感じます。先にマーケティングを踏まえ、

事業化をしていくことを視野に入れて、そこに必要とされているものを技術開発するとい

う視点を入れないと、今後の中小企業の進むべきあり方としては不十分だと思います。そ

の意味から、基本施策４の中に販路開拓というところを盛っていただく必要があると思い

ます。 

 さらに、就労環境の整備の箇所で意見がございます。私どもの協会は今年度から中小企

業庁からの補助事業で、①若者と中小企業の出会いの場をつくって、②それから、相思相

愛になったらマッチングの場をつくって、③さらに就職した企業に定着をさせていくとい

うような事業を一気通貫で実施しています。そこで種々感じますことは、学生が中小企業

さんを見て色々調べていくと、地域にはこんなすばらしい企業さんがあったのかという気

づきがあることです。例えば、本目会長の会社なんかは、まさにそうなんですけども、学

生がやっぱり企業さんをもっと研究すると。大企業ばっかりじゃなくて、地場のニッチな

んだけども、その分野では圧倒的なシェアを持っている企業さんなんかを知ると、こんな
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企業さんでこんなことができるのかと感じることがあります。従って、もっと地域の中小

企業を地域の学生が研究するような機会を設けていくと良いと思います。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 今のお話、１番目のインフラの問題ですけども、京王八王子駅との間のというのも、当

面の対策にはまだまだ、もう少し先ですよね。 

○岡崎委員 先ですね。 

○加藤委員長  そういったときに、まだいろんなものをこの数年の間に何かしらやって

いかなきゃいけない。その時の出会いの場というのはどうしたらいいんでしょうね。 

○岡崎委員  今は、例えば金融機関も種々の地域産業振興活動に非常に協力的になって

きていますので、例えば金融機関の支店の一部スペースを借りて、イベントやセミナーを

展開するとか、あるいは公的な機関のイベントホールであるとか、大学等のちょっと広い

スペースを借りてやるとか、工夫をしながら実施しているのが実態だと思います。 

○加藤委員長  それが将来的には、場ができれば、可能になるということでしょうか。 

○岡崎委員 願ったり叶ったりでございます。一定の規模があり、まさに産業にターゲッ

トを当てた施設（拠点）ができれば、そこをメインとしていろんな事業展開が計画的に出

来ると思います。また、イベントやセミナーの参加者への案内も相当数の余裕を持ってで

きますので、もっと交流が盛んになり、新たな出会いの機会も増え、私どもの目的として

いる新産業の創出が可能になるような気がいたします。 

○加藤委員長  そういう意味では、地域間の、あるいは企業間の連携というのがあるん

でしょうけれども、他方では地域間、企業間の競争というのもありますね。いろんな意味

で、両方を乗り越えていかなきゃいけないんだろうと思うんですけれども。 

○本目委員  その件についてはね、これは市のほうで実行すればできることだと思って

いるんですが、そういう場所の問題ですよね。イベントとかね、そういう。そのときに、

八王子市の施設をある程度融通のきく使い方ができればいいんですよね。場所は全くない

わけじゃなくて、例えばいちょうホールだとか。八王子市が管理している施設が幾つかあ

るわけですよね。 

 ところが、それはやっぱり市民優先みたいな思想があって、相当前から予約しないとと

れないと。イベントを企画したときに、もうなかなか使えないというような形になっちゃ

っているわけですね。その辺の融通がきけば、必ずしもそういう何とか振興センターみた

いなのができるまで待たなくたって、やれるはずなんですね。その辺を、市のほうの一つ
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の方針として何とかできないかという、前にもそういう提案をしたんですけど。 

○加藤委員長  なかなか場所がないですよね。 

○本目委員  例えば２か月前あたりに、日取りを決めてもらえば何とかできるよとかね。 

○岡崎委員  余り欲張ったことも言えないんですがね、今、企業さんの要望としては、

年間を通じてスケジュールを開示してもらうと自分の日程が立てやすいということがあり

ます。ところが、公的な施設は産業利用のみでは無いですから、それと、何か月前に予約

しなければならす、必ずしもそこが予約できるか分からないので、年間スケジュールを予

め提示することは現状では困難であります。その改善が出来れば、例えば予め企業さんに

年間スケジュールで提示することができれば、参加者も相当数増えることが予測できます。 

企業さんも、事業活動が大変厳しい中、ご自分の活動に優先順位をつけておられて、せっ

かく参加したい事業であっても、先約を優先せざるを得ないということがあると思います。

予め日程を提示していれば、計画を立てやすく、優先順位も上がり、もっと企業さんも参

加しやすくなると思います。 

○本目委員  企業がそういうところを直接使うということは、ケースとしては非常に少

ないと思うんですよ。だから、こういう団体ですよね。何か団体が使う、産業振興関係の

団体が使うとかね。例えば、ＴＡＭＡ協会があるイベントをやるというときにすぐ使える

かというと、そうはいかないわけですよね、大体スケジュール埋まっちゃっていて。 

○加藤委員長  市単独でどうのこうのということはなかなか難しいんでしょうけども、

東京都ですと、産業貿易センターの浜松町館、台東館がありますけども、その中では、企

業さん、中小企業さんの枠といいますか、かなりそちらのほうを優先しながら使えるよう

な形にはしておるんですね。そういうものができればいいですね。 

○岡崎委員  金額的にホテルを使いますと１００万円のオーダーですね。ところが、公

的な施設を使うと１０万円以内でできますので、この差は相当大きいです。 

○加藤委員長  そうですね。金額的には承知しておるんですけども。 

○本目委員  場合によっては、それでは立川で借りようなんてなっちゃうんですよね。

本当は八王子でやりたいんだけれど、立川に借りるかとかなっちゃうんですよ。ですから、

そういうところでも、ある意味では競争を有利にしていくという配慮が必要かもしれない

ですよね。 

○福井副委員長  今、都心回帰をしているというか、都心にある大学は、積極的に貸せ

るということを、そのためのミーティングファシリティーを教室型からそういう形のでき
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る、ラウンドテーブルできるようなものに、やっぱり変えてきているんですよね、施設も。

ところが、八王子の２３ある大学は、教室しかないんですよ。それもかなり固定的な形の

もので、授業というか、そういうことしかないので、なかなか使いにくいというふうに思

いますよ、それはね。 

 だから、大学もどちらかというと、これから企業者支援、大学自身が起業家を育てるよ

うな大学にならないと、もう生きていけないんじゃないかなと、私は思うんですけれども。

そういう形になると、従来の教室型のファシリティーではだめで、もう少しいろんなワー

クショップやそういうものができるような可動式の空間とか、それから、いろんなアイデ

アを出し合うような、そういった企業がやっているような、そういったラウンドテーブル

のようなもの、あるいは電子機器的なそういうものが活用されるような環境が必要とされ

ていますよね。 

 結局、八王子にそれがないんですよね。大学にもない、まちの中にもない、それから市

の施設の中にもそういうことが考えられていないということで、やはりミーティングファ

シリティーのいいまちにしていくという、そういう発想というのは、結構重要なんじゃな

いかなと思います、私は。 

○青木産業政策課長  基本施策の６の取り組む戦略、２８ページの「おもてなし都市」

という表現は、ちょっとこなれてない表現かもしれないんですけれども、最初、「コンベ

ンション都市」という言い方をしようかと思ったり、あるいは、「コンベンションビュー

ローの設置」みたいな表現を入れようかという中で、こういうことになってきたんですが、

まさに、現在の市の施設、いろいろ制約があるんですが、産業交流拠点の整備を契機に、

コンベンションやイベントの誘致と受け入れ体制の構築を進め、「おもてなし」という表

現をしようと思ったのは、今おっしゃっていたような、こちらウェルカムで、こちらでと

いいますか、用意をする組織、受け入れる組織を産業交流拠点の整備に合わせて、そうい

う体制もつくろうという考え方を、ちょっとまだ熟してないかもしれないんですけども、

ここで言おうとしたかったと、我々としては思っております。 

 ですから、ちょっと今のお話は、まさに柱の一つとして立てたいと思っている「おもて

なし都市」というまだ熟してない言葉を、ぜひ今の議論を発展させていただいて、それが

形としてコンベンションビューローという組織の形成になるのかという議論になるかと思

うんですが、やっぱり一つの重点として、そこは今回のマスタープランの柱として、そこ

は議論を展開していきたいというふうには思っております。 
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 すみません、ちょっと我々の表現はまだちょっと熟してないかと思うんですが、その視

点は、同じ視点を、我々も持っているかなというふうには思っております。 

○加藤委員長  いろんな出会いの場があると思いますので、それらを含めてということ

だろうと思いますけれども。 

 甲谷さん。 

○甲谷委員  先ほど本目さんから都市計画どうなっているのってお話がちょっと出たん

ですけど、これ、ここの中にそういうことを書くべきなのかどうなのかちょっとわからな

いんですけれども、行政の今の仕事のやり方、こういうことについて、このところ非常に

痛烈に問題かなと思ったことが幾つかあったんですよ。 

 これはどういうことかというと、都市計画は都市計画担当のところがお作りになるんだ

と思いますが、こういう産業政策は、今、産業振興部がおつくりになる。縦割りなんです

よね。横の連携が全然とれてない。実は、具体的なケースでもって非常に問題があると思

ったのは、二つありました、最近。 

 一つは、学校の屋上を使って太陽光発電をやろうっていう話がありましたよね。これ２

０校だったか、２００校だったか、何だったか、学校の屋根を使って太陽光発電って。こ

こに、民間の業者に太陽光発電をやってもらおうと、その募集をした。結構あれですね、

１校当たり大体少なくとも１，０００万円ぐらいかかる、初期投資が。という話。 

 それで、そのときに、私どもサイバーシルクロードは、要するに、地べたをはいずり回

りながら、小さいところを一生懸命、今、支援をしているんですけれども、やはりそうい

う環境関係をやっていらっしゃる中小企業さんがあるんですよね。そういうところに、ぜ

ひチャンスを与えてもらいたいと思ったわけ。これ、企画されたのは環境政策課ですよ。

そこでどーっと走られた。途中で気がついて、一生懸命声かけて、産業振興部にもお願い

したんだけども、結局……。だから、全部が全部とは言わないし、逆に、中小企業さんも

そのぐらいお金がかかるから、とても財政負担できないという話。せいぜい１カ所と２カ

所だ。それだけでもいいから、何カ所かは、例えばそういう地元の企業さんに仕事をやっ

てもらうということはできないのか。これはやっぱりそういう企業さんの育成につながる

わけですよね。これはまさに天から降ってくる太陽を使ってやるわけで、地元の企業がや

るんだから地産地消地活なんですよ、まさに。これができない。どうしても折り合いがつ

かない。そのまま走ってしまった。あれ、結局、たしか、市外の大きなところがとられた

んじゃないかと思うんですけど、この問題が一つ。 
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 これは、やはりだから、そういう立案をする段階から、やはり横にらみをしながら、こ

れはどこかと一緒にやったほうがいいんじゃないかと。いわゆる企業の連携という話が出

ましたけれども、やっぱりそういう行政の中での連携というのは、非常にやはり産業振興

をやるのに効いてくるという気がするんですね。これが一つ。 

 もう一つは、ごく最近に起きたことなんですけれども、私ども、今サイバーは、実は、

アメリカのシリコンバレーにちょっとブリッジをかけたいというんで、かなり動き回って

いて、去年の１０月には中小企業さん３社連れて、実際に行ってきたんですね。私自身も、

若干そういう人脈を持っています。そういったところを通じて非公式に、シリコンバレー

のど真ん中にあるサニーベールという市がある。サニーベール市が、日本の都市と友好都

市関係を結びたいということで、今動いているという話が入ってきたわけ。非公式に、八

王子市はそういうのにどうなんだと、関心があるのかという話が来たんで、即、僕はもう

豊田部長にお願いして、これ一つ絶好のチャンスだと、僕は思った。 

 ということは、サニーベールという市はシリコンバレーのど真ん中で、アップルの本社

があったり、大所が全部入っていて、まさにシリコンバレーの中心である。 

 今、もう一つ大きな流れが起きているのは、新しいものづくりが、まさに革命的に起こ

りそうとしている。これは、例えば３Ｄプリンタなんかを使いながらやるという大きな流

れがある。それがやはり、この間のオバマ大統領の一般教書の演説の中でも、はっきり彼

は言っていましたよね。そういうふうな施設をアメリカの中にも１５カ所つくって、それ

をネットワークしていく。今や、ものづくりはアメリカへ全部帰ってきている。例えば一

番先に挙げた例は、キャタピラーがアメリカへ帰ってきた。日本から帰ってきた。２番目

に、フォードがメキシコから帰ってきた。それから、今年、本年はアップルが帰ってくる

であろう。だから、アメリカが今度の産業革命、ものづくり革命では、絶対に世界のリー

ダーシップをとるんだということを言っているわけですね。そういう大きな流れが動き出

している。これはシリコンバレーあたりも動き出しているわけです。そういうことも考え

て、これは何とかしたいと思ったんですね。 

 ところが残念ながら、それはうまくいかなかったんですよ。これはやはり市民活動推進

部がやっていらっしゃる、友好都市というのを。友好都市というのは、そのアクティビテ

ィーというのは文化活動だけだというふうな感じでやっている。もったいない。せっかく

友好都市関係を結ぶんだったら、あらゆる面でやればいいじゃないか。産業振興だってね。

それは向こうだってあるわけですよ。 
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 今、友好都市関係を結んでいるのが、台湾の高雄と、それから韓国と、それから中国も

やっていますね。特に僕なんかがこういう仕事やっていて思うのは、台湾との関係、もっ

とうまく使えないか。そういえば、中国なんかに入ろうと思ったときにね、台湾とタイア

ップして入るほうが、カントリーリスクがうんと下げられますよね。恐らくＴＡＭＡ協さ

ん、台湾に拠点を持っていらっしゃる。だから、そういうことを行政の中でまず横でたっ

ぷり連携をとってもらいたいなという気がするんですよね。でないと、全体としてのパワ

ーが出てこない。 

 だから、こういう中にも、ぜひそういうことを盛り込んでもらいたい、どこでもいいか

ら。と思うんですね。これは先ほど言われたことも、まさにそのとおりだと思うんですよ

ね。全体をどう見ていいのかわからない。 

 我々、実際にこういう産業振興のお手伝いをさせてもらっていますが、これを有効にや

ろうと思うとね、やっぱり細かいことまで手伝ってくださいとは言いません。そのベース

ですよね。そういう我々、あるいは企業をサポートするやり方、そのときに変にこんなに

ならないで、いわゆるお国のほうのベースだと、みんなこうなっているって問題になって

いるじゃないですか。せめて八王子はね、もっと横にらみでやってもらいたいと思うわけ

ですね。そうすると、もっともっといい仕事ができるんじゃないかと思いますよ。 

○豊田企業支援・雇用対策部長  この件に関しては、甲谷会長のほうといろいろ、先ほ

どの環境の面、それから、今の姉妹都市の問題、いろいろちょっと議論させていただきま

した。 

 今回のこのマスタープランの根幹というのは、この１０年間で市のほうは産業政策、も

のづくり、商業、観光、それから農業、これを基軸にやってきたわけですけども、今回こ

のつくりというのは、そういう縦割りをなくして横に連結しましょうというところで、ど

ちらかというと産業振興部の中でやりましょうと。その中で、今回この中で出てきた、例

えば新技術、それについては環境、医療、こういうところと一緒にやるということは、基

本的にはやはりそこの環境政策、それからあと、医療ですと福祉、そういうところとも一

緒にやらなきゃいけないと。そういう基本的な考え方があります。 

 今回の縦割りという部分では、環境のほうとの話の中で、やはりちょっと我々の情報不

足でそこまでいけなかったので、甲谷会長の言われていた企業さんと結びつけることがで

きなかった。 

 それから、あと、友好都市の関係につきましても、これは市長の施策の中で、これ以上
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友好都市は増やさないという基本的な考え方。それから、これについて、またちょっと行

政のほう、政治的な部分になってしまうんですけども、議会等の中での市の施策というこ

とで実現しなかったということであります。 

 我々もその辺の反省を踏まえながら、この計画も横串を刺していかなければいけないと

いうことは重々わかっておりますので、甲谷会長につきましては、いろいろありましたけ

ども、横串を刺して行政もやらなければいけないという基本的な考え方はそのとおりだと

思いますので、それについては、また十分反省しながら進めていきたいというふうに思い

ます。 

○甲谷委員  特にお願いしたいのは、常に、地産地消地活は非常に大事なことだと思う

んだけれども、グローバルな目で物を見てもらいたいんですよ。グローバルに、何が今変

化が起きているか。動きが早い。外はものすごく早い。ぼうっとしていると、あっという

間に置いていかれちゃうんですよ。それがものすごく心配。 

 これはもう、福井さんはよくご存じだと思うんですけれどもね。やはり、ここのところ

は、感度をぜひ高めていただきたいし、産業振興部の中の横の連携も大切なんだけれども、

やっぱり八王子市の中でやるということと、それから視点を、常にやはり勉強してもらい

たい。グローバルに何が起きているか。 

 例えばサニーベールの話は、非常にまだ、いまだに残念だと思う。これは、友好都市は

うまくいかなかったけれども、我々サイバーシルクロードとしてはいろいろ動こうと思っ

ています。おとといの新聞だったですかね。日産自動車が研究所をつくりますよね、サニ

ーベールに、また。日産自動車と取引のある企業さんというのは、八王子の中でいろいろ

あるんで。ただ、あれはどういう内容の、デザインだとかそういうところも含めて、特に

テスラモーターズみたいに最先端を行っている自動車企業も向こうにありますから、そう

いうところとの関係なんかも含めていろんなことをなさるのだろうと思う。 

 今、日本の中を見渡しても、この話は実はあちこちに、かなり声がかかっているみたい

ですね。特に大阪の橋下市長のところなんか、非常に積極的に何か反応を示しているみた

いですね。 

○福井副委員長  今のお話、私もすごく大事な話だと思うんですけどね。今、友好都市

の台湾の高雄なんですが、アジアでも最先端のコンベンション施設を今、建設中なんです

ね、ご存じだと思いますけれども。２０１５年には完成すると思いますが。やっぱり高雄

は台北との位置関係の中で、ちょっとやっぱり少し遅れていたんですが、そういうＭＩＣ
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Ｅ戦略というものをとことん推進していくということを担うんですね。 

 そうすると、単に高雄と高尾という名前が似ているという点で仲良しなまちで、時々行

き来しましょうみたいなね。そんなレベルのまちじゃないんですよ、高雄というまちが。

今、物すごく劇的に変わりつつある。その劇的に変わる大きな部分というのは、中華牽引

の、そういった意味での産業振興の大きな絵の中で、やっぱり進んでいて、甲谷会長がお

っしゃるように、直接中国とやるよりも、台湾とリンケージしながら、いろんなことが動

いていくという構造に、今なってきているんですよね。 

 逆に中国の知識人も、台湾を非常に違う意味でものすごい評価をし始めていて、辛亥革

命以降、一番成功しているモデルじゃないかということまで言い始めている。そういう流

れの中で、じゃあ、八王子と高雄は友好都市なのですが、本当の実力というか、お互いの

持っている産業都市としての力を、お互いに相互利用させるような形のつき合いをしてい

るかというと、全くされていないでしょう。だから、そこも、すごい不思議な感じがする

んですよ。 

 そこら辺を、今、シリコンバレーのお話もされたけども、そのシリコンバレーの新しい

関わり方みたいなものも含めて、全く同じグローバルな流れの中で、八王子としてはいい

素材がある。恐らくほかのところが入ろうとしても入れないぐらいの部分を、つくってい

けるんじゃないかと思うんですよね。 

 だから、産業交流拠点というのは、要するに友好都市の高雄、そことどういうふうにつ

ながっていくのかということも、ぜひ。 

○甲谷委員  友好都市というのは、イベントがあったときにお互いに何かあって、お祭

りに参加しましょうとかって、それも結構なんだけれども、産業で結びつくというのは、

そういうイベントがなくても常時関係ができるから、人の行き来が起こるわけですよ。と

いうことは、この八王子にも新しく、アディショナルなそういうお客さんがどんどん入っ

てくる。それは、例えば商店街にとっても、全く新しいお客さんなんですよ。そういうと

ころから引っ張ってくる。日本の中というのは、どうしたって今はもう、だんだん縮小気

味ですから、外からそういういいお客さんを引っ張ってこないと、そのきっかけにもなる。 

 だから、友好都市というのをもう一回よくよく見直していただきたいと思う。 

○加藤委員長  皆さんから、このマスタープランが１０年先を見通す計画になりますが、

ある意味で時間軸でいうと、近い将来も含まれます。またグローバルという視点というの

は非常に大事と思っておりますけども、それらを含めてご意見いただきたいと思います。 
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○小山委員  非常に世界的なお話から農業のお話になりますと、非常にローカルな話に

なってしまうんですけれども、私の知る限り、約４０年ぐらいの間、八王子市の農業です

けれども、至るところで畜産をやっていて、どこのうちにも、鶏や豚がいた。そういう戦

後の時期から現在まで見ていきますと、もう、畜産は業としてやっていくのは風前の灯と

いう現状がございます。 

 一部には、地産地消という言葉がやられている中で、どんどん企業の発展、産業の発展、

都市の発展、すごく喜ばしいことなんですけれども、それに伴って畜産も続けている環境

というのが非常に、においの問題ですとか、鳴き声の問題ですとかを伴いますので、どう

しても肩身が狭い思いをしながら、前々からやっているにもかかわらず、消えていってし

まう。 

 １０年後を見たときに、じゃあ、実際に頭の中に、八王子市に牛がいたり、鶏がいる。

道の駅に行けば産み立ての卵が買える。こういう環境が１０年後維持できるのかどうかと

いうところも視点に入れていただけたらなと思います。 

 その中で、本目委員のほうから出た都市計画、これが、大きな場所も必要な農業、意外

と生産のためにスペースが必要なのが農業です。ですから、都市計画の中で、このエリア

は農業をやりましょうね、こちらは工業ですね、商業地域ですね。こういったものを見直

す中で、それでこの今の産業振興の問題は、それぞれまた細かい問題は考えていったらど

うかなということで、ちょっと視野を。観光でもいいと思うんです。非常にいい環境を整

えますので、牛がいる世界だとか、実際に野菜を作っているところを、高尾山をめぐりな

がら、そういったところも見て歩けるような動線、交通機関というものが、一緒に都市計

画の中で考えられたら、すばらしい八王子かなと思うんですけど、そういった提案といい

ますか、私個人の意見ですけれども。 

○橋本委員  今、小山さんから交通という話が出ました。商店街の一つの悩みとして、

その問題が今、昨年、一昨年のオリンパスホールができてから、南北の通路が、南北の南

と北に交通アクセスがないわけですね。自分の車で行くのは、どこだって行けます。歩く

こともできます。でも、公共の乗り物で行こうということになると何もない。 

 私も、いろんなところにお願いしまして、黒須前市長さんにお願いしました。そして、

一昨年の１２月から昨年の１月まで、試験的に南口と北口のバスが１時間に１本、１０時

くらいから３時くらいまで、この寒い中、それも１時間に１本ですよ、試験的にしていま

した。私も、心配ですから会社から眺めて毎日見ていました。乗り手がいませんよ。おり
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たところ、乗ってきたところでおろして、また乗るなんてことはしない。今までは来てい

たわけですから。 

 そういう問題もたくさんあるわけですよ。これは、交通、普通の業者さんに頼んででき

ないのであるならば、市が何で独自に、これだけの６０万人、政令指定になろうとしてい

るような大きな市が、地下鉄一本のプランも１０年だったらあってもおかしくないだろう

と私は思って、ずっと見ていたら何にもない。交通のアクセスに関しては何にもない。 

 今、私らのところが、後継者がいなくてやめると言うが、後継者がいないんじゃないん

ですよ。ちゃんといるんです。ただ、おやじがやっている昔と違って、やってもつまらな

いと、意味がないという判断で後継者がいないんですよ。いなくはない。ちゃんと息子も

いるし娘さんもいるわけですから。でも、そういう魅力がなくなってきている。それは、

商業の我々が、携わっている我々が悪いんでしょうけども、そうでなくて、いろんなもの

を、こういうような「にぎわいにつながる産業振興」と、いいことを書いてくれました。 

私も微力ながら、昨年の７月に一般社団法人まちづくり八王子というのを立ち上げました。

これを立ち上げるのにエリアが１１５ヘクタールありまして、京王八王子駅から始まって

八幡町まで１４の商店街があります。これを一括して参画をしていただこうと思ったんで

すけど、いろいろな事情があって、今現在９商店街です。残りの商店街は、我々の活動を

見てから入ると。一番先に、我々の商人の悪いことは、それは入ったら、産業振興マスタ

ープランが１０年になったら、どういうふうなメリットがあるんだと、こういうことにな

ってくるんですよ。毎日、毎日、物売りをしているわけですから、物が売れなかったらマ

スタープランも何もないだろうと。もっと、先にやることがあるじゃないかと。じゃあ、

それは何だよと言ったって、誰も知らない。じゃあ、こういうことをやりなさいという人

もいない。それじゃあ、私らがまちづくり八王子というものを立ち上げて、できることか

らやってみようじゃないかというので、立ち上げました。 

今は、私が会長なので、代表理事で会長ですけども、まず最初、イベントは今、いろんな

ところでやっています。西放射線通りを使いながら、１年に１２回ぐらいのイベントをや

っています。そうじゃなくて、空き店舗対策を何としてもやりたいと。これは、市の産業

振興部さんにもお願いをして協力をいただいて、今やっております。この４月には２店舗

かな、八幡町にオープンします。それには、やっぱりお金がかかってくるわけで。 

 私はいつも思うんです。何か提案しますと人と金がかかるんですね。これを何とかしな

きゃいけないというのから始まるわけですけれども、商人は正直に言ってお金も何もない
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です。あるのは、人が寄って、いろいろくだらないことを言いながら、その中から一つで

も二つでもアイデアがあればいいなと思って、そういう会を開いていますけども。 

 いずれにしても、マスタープランの１０年の中に、中心市街地とこれを見ますと、甲州

街道の商店街と、こうなっています。もう、八王子には七つの拠点があるわけですね。そ

こに会長さんはおりますけども、仲間の商店街がいっぱいあるわけです。じゃあ、そっち

のほうはどうするんだというようなことに、すぐ、なってくるわけであって。そういうふ

うなところも、例えば高尾だったらば、南北の通路はいつになったらできるんだと。この

ごろは、市長さんが７年後ですか、開通するような話をしていますけども、そういうふう

なものがない。そういうものを、商業に関しては、この地区は何々になりますよと。１０

年たったらこういうふうになりますよと。それには皆さんの協力がいりますよということ

がなければ、今言っているように後継者が出てこない。魅力のあるまちじゃないからです。

魅力があるまちなら、絶対出てくるわけです。 

 そんなことを言っていても、人様は、自分の力じゃないんだというようなことを信じな

がら、私はこのまちづくり八王子を立ち上げました。これはうまくいくかどうかわかりま

せん。わかりませんけども、何とか立ち上げた以上は、皆さんから笑われない会にしたい

と思っていますけど。いずれにしましても、一つ一つとれば、ここで言うのも文句ばかり

です。お願いじゃなくて文句ばかり。それではいけないと思っていますので、ぜひ、笑い

ながらいろんな話ができるようなことに、商業の仲間に入れていただければありがたいな

と、こう思っていますので。 

 一つ、一番大事なのは、これからの高齢者社会ですよ。今まで、私も高尾のところの御

陵のところに住んでいますけど、もう、あそこを売って街中のマンションの安いのでも買

って生活しようかなと、こう思っていますよ。そのぐらい高齢者が大変なわけですから。

そこに、近周りにスーパーさん、大型さんと違う商業施設があるということが、私は、そ

ういう人のために、これから尽くせるだろうと思って頑張りますけども、行政もぜひね。

ただ、歩いてでは来られない、高齢者は。こんなことをやってくる人もいるわけですから。

だから、交通のアクセスぐらいは、しっかりとしてやってもらいたいと思いますよ。よろ

しくお願いしておきます。 

○加藤委員長  商店街の方々も先の見通し、１０年先の見通しが立たないと、解決がつ

かないでしょうね。 

○深沢委員  せっかくものづくりからいろいろ入りまして、この中に、基本政策の中の
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にぎわいのある産業振興という一つが入っておるようでございますが、今、橋本会長が言

われるように、中心市街地、私もＴＭＯを約１０年、駅前ゾーンの部会長をさせていただ

きまして、いろんな問題に取り組んでまいりましたが、考えてみますと、皆さん、今の商

工会議所のところの場所で、「お十夜」というのがありましてね。古い方は、よく覚えて

いる。あのころが、ちょうどピークだったんだと思います、甲州街道が。それから、ずっ

と「お十夜」がなくなってから商店が消えて、一時は銀行さんも甲州街道にはどんどん出

てきた時代で、本当ににぎわいのある、すばらしい八王子であったというふうに、私も記

憶しておるわけですけれども。 

 今、橋本さんもいろいろと頑張っていらっしゃるんですけども、要は西放射線通り、こ

れも当時、甲州街道にどうしても駅から引っ張っていくために、一番の近道ということで

西放射線通りができたというふうに思っております。私もあそこに昭和２２、３年から２

８年ぐらいまで、そこに、ちょうど道路ができたころに、あそこにおりましたけれども。

それをずっと見ていきますと、今、放射線通りがイベント通りというような形に変わりつ

つあるのはなぜかといいますと、今の放射線通りにキクマツヤさんという洋服屋さんがあ

りまして、あの辺までは人が行くんですけど、それ以降の甲州街道には人が進まない。な

ぜかというと、向こうに何もないんですよね。ないから行かない。 

 それと、もう一つは、中心市街地には、買い物をする、いわゆる物販店が非常に少なく

なっちゃったんですね。ですから、なおさらショッピングとか、そういうようなこともで

きない。と同時に、衰退してきていますから、営業時間も異常に短い。お店がどんどん短

くなってしまう。そういうような、いろんな要素で、中心市街地というのが、ほかと比べ

て余りよくない。 

 確かにエリア的には非常に広い、他市に比べても非常に広い場所でありながら、何があ

るかというと、飲食店が非常に多いというようなところで、飲食店は、いいとか悪いとか

じゃなくてね。ですから、ショッピングができる街並みでなくなってしまったというのが、

一つの原因かなというふうに思われるところがあるんですね。 

 それともう一つ、あと二つほど、ちょっと言わせてもらいたいんですけれども、私のほ

うは中心市街地だけじゃなく、八王子市全体でございますので、また、三多摩商連の今、

会長も務めさせていただいて、他市のところへもよくお邪魔するんですけれども、要は、

お客様方にお願いをするような形を、今、力を入れております。なぜならば、中心市街地

はもとより、八王子のいわゆる顔ですから、それなりに盛んになってもらわなきゃ困るん
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ですけれども、郊外にあるいわゆる商店会、これは、やはりそこの場所で生活をなさって

いらっしゃる方が、そこで消費してもらわないことには困る。我々も、商店としては、や

はりお客様のニーズに合わせたものを仕入れして、品ぞろえをして、また、飲食の場合に

はおいしいものを原価で売るというようなことでお願いをするんですよね。ぜひ、利用し

てほしいと。なぜならば、防犯対策にしても、いわゆる防災、いろんな面で住民のオアシ

ス的な核となるようなところが、僕は、今までの商店街であろうというふうに思うわけで

すね。 

 それが、個店があって商店会があるわけじゃないと。この間も、あるところでお話をさ

せていただいたんですけれども、３月１１日の震災にかかわる計画停電で、街路灯が消え

たこともあるわけですよ。まちの中は真っ暗になって。それを皆さん、考えてほしいと。

もし、近隣の商店会がなくなってしまったら、どうなりますか。買い物弱者、先ほども言

うように、これからはどんどん高齢者の時代ですから、その人たちがどこへ買い物に行け

ばいいんですか。というようなものもあるんで、ぜひ、皆さんの近くのお店でご利用願い

たいと。その方たちも、何か自分たちが欲しいものは、その商店に言って入れてもらうと

か、そういうようなことを、また、我々もそれを受け入れるような体制をとらなければな

らないんじゃないのかなというようなお願いをしているようなことでございます。 

 もう一つ、先ほどから中心市街地活性化の推進とか、この２８ページには、いろいろと

具体的なことも書かれておるわけでございますけれども、大変に行政の方にお話をさせて

いただき申しわけないなと思っております。と同時に、行政もいろんな施策を練って考え

ていただいていることは、よくわかりますが、実は私、八王子の市商連の副会長を１４年

やりまして、会長を３年、１７年間。今までのこの１０年間の前の産業振興マスタープラ

ン、これについてお互いに、こういうことがありましたよと話し合いを持たれたことは一

度もありません。これは、せっかくこういうようなことをみんなでやろうというような言

葉を書かれるのならば、前に部長にも話しましたが、本当に我々がやらなきゃいけないこ

とを、行政がこうやって考えてくださっているわけである。これは、やっぱり同時に一緒

に物事を進めるためにも大切なことであるというふうに、私は思うわけです。 

 わざわざこうやって上げて、ここに載せていただいていることが、会員はもとより、そ

れぞれの商店会で、正直、知っている人は何人いるだろうというふうに思われてならない

ですね。私でさえも、全部は掌握しておりません。これは、やっぱり他のところの分野の

方たちにはわかりませんけれども、商業のほうに関しましては、これからここに掲げてい
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ることを、これもいい、これもいい、一緒になって取り上げて、これはやっぱり取り上げ

た以上、行政の方たちだけでやれる問題じゃないと思うんですね。 

 ですから、これはぜひ、今度はこういうようなことの機会をいろいろと設けて、進める

ために一緒にやっていきたいというような思いが非常に強いということだけ、お話しさせ

ていただきます。 

 以上です。 

○加藤委員長  今、深沢さんからもお話があって、また橋本さんからもお話がありまし

たけれども、いかがでございますか。 

○青木産業政策課長  ご指摘のとおりでございます。 

 中心市街地につきましては、ご承知いただいたとおり、中心市街地活性化基本計画を見

直しをして国に申請する調整をしている段階で、認定を受ける、受けない、結果はまだ出

ておりませんけれども、その計画の中では空き店舗対策とか、いろいろ皆さんとまちづく

り八王子事業なども含めて、計画の中で事業を打って空き店舗も解消し、回遊性を創出し

ようという計画を定め、認定を仮に受けられなかったとしても、市の計画としてしっかり

それは進めていきたいということで、中心市街地活性化基本計画の取り組みを進めている

ところでございます。 

 それと、現在、各商店街、あるいは町会・自治会にご協力いただきまして、経済産業省

の助成事業で、地域商業再生事業を活用して、今年度はアンケート調査をして、中心市街

地周辺の町会、あるいはＰＴＡですとか来街者とかを含めて、１万を超えるニーズ調査を、

商店街の皆さんと一緒にしているところでございます。それは、ある意味、もう一度地域

の消費ニーズをしっかり把握をして、それを商店街で活用していこうということで、商店

街の皆さんと商工会議所等、市と勉強をして取り組んでいますので、ぜひ、地元の、また

マンション居住者で人口はふえておりますので、そのニーズを商店街の活性化に活かそう

という取り組み、次年度以降は、これを事業化にしていくことになると思いますので、ぜ

ひ、そこは商店街の皆さんと協力をして、地域再生事業を活用して展開を、ぜひ、させて

いただきたいというふうに思っております。 

 あともう一つ、このプラン策定に当たって、ちょっと説明が不足してしまったんですけ

れども、関係機関の皆さんとは、４１団体、我々も出向いて意見交換をした中で、そんな

に十分でなかった点もあったかと思いますけれども、商工会議所の各部会を初めとして意

見交換もさせていただきまして、我々とすればいろいろな分野の団体の皆様方の、極力意
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見を反映してつくってまいりたいと思っておりますので、これからでも、まあもちろんそ

ういう機会があれば、ぜひ意見交換をさせていただきながら、戦略プランのところで具体

策を反映できれば、それはそれで意見をいただいて進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 ちょっと全部のお答えになっていないかもしれませんが。 

○深沢委員  もう一つ、言い忘れました。すみません。 

 私どもの、産業振興部さんのお骨折りで、加入促進ということで、独自の条例をつくっ

ていただきたいということだったんですけれども￥。 

○加藤委員長  いきいき産業基本条例ですね。 

○深沢委員  そちらのほうに加入促進の項目を加えていただいた経過があります。 

 入れてはいただいたんですけれども、それぞれの商店会のほうで、中に一つ事業者と。

今までは販売とか飲食とか、そういう方たちが商店会を形成していたんですけれども、そ

れぞれに事業をなさっている方たちにもお入りをいただいて、街路灯一つにつきましても、

東京都のほうの補助金を使い、自分たちの中でもって、あれをつくっているわけで、やは

り電気代等もお支払いを、もちろん市のほうの補助もございますけれども、しているわけ

で、やはりそこの商店会にお入りいただいて、この商店会はどういう商店会であるべきか

ということは、みんなでやっぱり考えていかなければならないというふうに思っておると

ころでございますが、八王子には、なかなか商店会を維持していくところが難しいという

ような商店会もあるわけです。これもまた、そこの商店会の事情がございますから、いた

し方ないのかなと思いますけれども、今、４６の商店会がありまして、今、市商連に加盟

しているのは２８なんですよ。さて、２月１日に、それで、これだけの事業を市さんと一

緒に進めていくに当たって、みんなにやっぱり、これはやるべきだと思うんですよ。やる

べきだと私は思う。この２８とか、中心市街地だけでやるんではなくね。せっかくやるん

だったらば。 

 そうなってくると、今度、広報を見てください、これ。２月１日。きょう、持ってきま

した。これも大事なことですよね。町会・自治会連合会にお入りくださいという。これも

大切なことだと思います。今、町会・自治会に入っていないのが……。６４％だとここに

書いてあるんですね。加入率が６３％。やはり事業をいろいろとやっていくには、町自連

さんたちの市民の方たちの協力も、いろいろとしてもらわなきゃならない時代だと思って

おります。 
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 商店会も、私もそう思うわけですよ。２８であったら半分ちょっと入っていますけど。

これをみんなでやるには、やはりそれはそれなりにご加入をいただくような形の中で、お

互いに加入条例まで、促進条例まで中に入っているなら、そういうものをやっぱり生かし

ながら、一つの分野の基本施策の６ですけれども、これをやはりなし遂げるためには、み

んなでやっぱりやっていかなければならないというふうに、私は思います。 

 以上です。 

○加藤委員長  はい。商店会連合会として、みんなで一緒にやっていくんだというとこ

ろが、一番大事ですよね。 

○深沢委員  そうです。はい。 

○加藤委員長  八王子の商業者の方々が厳しいというのは、承知しているわけですけれ

ども。ただ、私は中心市街地の可能性について少し違った印象を持っています。私は、か

つて福井県福井市の中心市街地活性化の基本計画策定委員長をやっておったんですけども、

福井市と比べると、八王子には人が多いと思っています。福井市は県庁所在地でありなが

ら、ほとんど人はいない。平日、休みのときも、夕方の６時じゃなくて昼間の時間帯にも

いないというのが実態です。 

 それから比べますと、八王子はいろんな意味で人はいる。ということは、可能性はやり

方によってはあるということだと思うんです。 

○深沢委員  あると思う。ですから、これをやったら大変なことですよ。 

○加藤委員長  その可能性というのは、皆さんがおやりになるということが一番大事だ

ろうなというふうに思っております。ぜひとも取り組んでください。 

○本目委員  いやいや、今の話はよくわかるんですが、やっぱりそれだけの意見を、み

んな聞きなさいと、市がやったら大変なことになっちゃいますよね。恐らく、この何々の

委員という、これにこだわる必要はなくて、橋本さんにしても深沢さんにしても、その商

店会全体の意見としてはこうだというふうに、まとめて出席されていいんじゃないかと思

うんですよね。 

 もちろん、全員の意見を吸い上げることは不可能ですから、我々は選任された委員とし

て、トータルでこういうことを。 

○深沢委員  ですから、今、僕は代表した意見としてお話をさせていただいております。

正直な話、いわゆる補助金の制度の問題もそうですよ。やはり、私ども八王子市商店会連

合会が三多摩に、また、東京都の商店会連合会に入っているわけですよね。それで、今か
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ら１５年前に、「元気を出せ」という東京都の制度ができまして、八王子の場合には「は

ばたけ」という補助金が出ているわけですね。１５年前には３億円だったそうです、東京

都全体で。それが５億円になり７億円になる。これは、今の会長がなられたときにゼロだ

ったんです。それが、みんなの力で１５億円になり、ずっと重ねてきて５億円ずつふえて

きて、４２億５，０００万円まで来ました。ここで政権が変わりましたので、また、６億

１，０００万円ふえて５２億円ぐらいになったんですね。これは、じゃあ、何かというと、

やっぱりみんなの力なんですよ、もとは。 

 ですから、八王子が、やっぱりそこを言いたいのは、まとまればやはりそういうような

補助金とかそういうものの中で、こういうような事業もどんどん進めることができるんで

すよ。 

○本目委員  それは、企業の、我々企業人は、自分の事業を繁栄させることを目的にや

らないといけないわけですよね。 

○本目委員  ですから、こういう八王子市の政策に関する概念の場合は。そういうこと

ができるような環境を、市は考えてくださいと。先ほどのまちづくりと、切って切り離せ

ないといったのは、そういう意味なんですよ。 

○加藤委員長  恐らく、商業にしても農業にしても、産業そのものですよね。 

○深沢委員  そうです。 

○加藤委員長  本当にグローバルな時代ですから。 

○本目委員  全てのものがそうなんですよね。 

○加藤委員長  そういう視野の中から、可能性といえば、どちらがいいとか悪いとかじ

ゃなくて、もう、それぞれが今、非常に苦しい状況にあることは確かなんですね。それを

はね返していかなきゃいけないと。 

○本目委員  これは、景気がいいの悪いの関係なしに、必ず苦しい事業というのは、ど

こか出てくるわけですよね。時代によってね。それを、どういうふうに乗り越えるかとい

う。 

 市としては、やっぱり市の産業がトータルで元気になってもらって、やっぱり財政豊か

な市に。 

○深沢委員  それはそうです。 

○本目委員  そして、いろいろ施策とれるというようにしたいですよね。 

○加藤委員長  そういった率直な意見で結構かと思いますので。 
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 どうぞ。 

○松葉委員  ちょっと今までの話と大分違いまして、どちらかというとお願い的なこと

になってしまうんですが、この冊子を見ていて非常に残念だなと思ったことが、一つも、

例えばクリエイティブとか、芸術文化とか、そういった文言がない。もちろん、産業振興

セクション以外に、そういったことを担当するセクションが市役所にあるので、そちらの

ほうには施策等があるんだと思うんですが、こういったものと産業というのを、今後結び

続けていく必要があるのかなと個人的には思っておりますし、あと、細かい話ですけど、

例えば空き店舗対策になっていたかどうかは別として、昨年末に空き店舗を無償でお借り

して、そこをギャラリーに変えて、人を集めるとかというイベントをやらせていただいた

ときに、産業振興部さんには本当にいろいろとご協力いただいてという経緯もありますの

で、そんなにどこかに、ばんと、という話ではないんですけど、今後そういったクリエイ

ティブとか芸術文化というものと産業を結びつけていくというのは、一つ方向性としてあ

るんじゃないかなぐらいのことをうたっておいていただけたら、うれしいなという話です。 

○福井副委員長  先ほどのＭＩＣＥ都市戦略というのは、基本的にそうなんですよね。

ただ、これは今、東京の２３区なんかは、全部それを言い始めていて、そういう意味でい

うと非常に、今、クリエイターとか、特に芸術系、アート系というのは引っ張りだこでも

あるんです。 

 ただ、それを産業連関として表現していくというのは、なかなか実は難しくて、現実に

成功している、創造都市みたいな形で成功しているところは、やっぱり相当のお金を入れ

ているんですよ。それが続かなくなると、意外とアーティストたちもいなくなっちゃった

り。横浜現象ですよね。特に一番有名なのは横浜で、横浜は創造都市戦略をやっています

けれども、なかなか成果が生まれないというところがあるんですね。 

 だから、私はやっぱり八王子の場合は、ものづくり産業の集積と、それから大学の立地。

かつ、非常に自然環境の豊かなそういう条件を持っている中で、要するに産業のいわばシ

ナジーを作りながら、そこの中にアーティストやクリエイターがどんどん入ってこられる

ような、そういう方向なんじゃないかなと。やっぱり、「大丸あり」じゃないけれども、

大手町と丸の内と有楽町の持っている力というのはすごくて、やっぱりああいうところの

商店街とか、銀座なんかの商店街の持っている資産が、やっぱりクリエイターを集めちゃ

うというね。 

 そこのところの違いをしっかり見通した上で、やっぱり松葉委員がおっしゃるようなク
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リエイティブな人材が集まれるような、そういうものにしていくべきだと思います。それ

はできると思いますよ、かなり。 

○松葉委員  今、おっしゃっていただいたこと、本当、賛成で、いろんなことをやると

きに、例えば製造業で物をつくります。どこか、お店のロゴをつくります。そういう細か

いところ、小さいところでもいいんですけど、デザイナーとか、そういうのが入っている

ところと入っていないところというのは、結構、見る人間が見ると、もう歴然なんですね。 

 たまたま、僕が今度ご招待いただいたイベントのチラシとかを見ると、もう、目も当て

られないようなチラシができ上がっているんですけど。作った人間、誰だかわかっている

んで、まあ、それは余り文句も言えないんですけど。そういったところで、特に八王子ブ

ランドとか、そういったことも書かれていまして、これ、どういう展開していくのかとい

うのは、まあ、現時点でわからないんですけど、仮にロゴ一つ作るのでも、いつも公募と

かなのかもしれないですけど、そこにコンペ形式でもいいのでプロのデザイナーを入れて

みるとか、そういう小さいところからでも構わないと思うので、今後１０年、そうしたと

ころも視野に入れて、産業を考えていただけたらなと、個人的には思います。 

○加藤委員長  そういう意味では、クリエイティブだとか、芸術文化というのは、松葉

委員のような若い人たちというか、また学生もたくさんいますよね。次の時代を担う人た

ちが参加できるような、これはもう、商業も工業も何もかも全て共通するんですよね。そ

ういったところが、ある意味で１０年先を見通すわけですから、意識される必要があるん

だろうなという気はしますけどね。 

 あと、いかがでしょうか。どうぞ。 

○柴田委員  先ほど、農業の関係で出たんで、ちょっとそれに関連することなんですけ

ど、都市計画の線引きですね。市街化組織と、市街化調整区域、また調整区域の中の農業

振興地域について、これからまた、その線引きのし直しというのは非常に困難だと思って

いまして、先ほど言ったように、一応、今、都市計画ではそういう線引きはされているの

で、今回農業に関して書かれている中で、観光との連携とか、生産六次産業化とかが出て

いるんですけども、一番基本になる農地の保全と後継者育成のことで、今、国もそうなん

ですけども、農振地域であれば後継者というか、また担い手確保のために、農地の流動化

を進めていきましょうというのが、非常に今うたわれていまして、後継者の中で、さらに

力を発揮して農地を広げたいという人には、その農地を貸し借りですね。流動化をどんど

ん進めていくと。それによって、意欲ある担い手が育って、特に調整区域の中では、後継
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者がいないことによって、高齢化とかによって、今、使われない農地というか荒廃した農

地というのが進んでいるので、その対策としては、ぜひ流動化についてうたっていただき

たいなということですね。 

 あと、一番今、都市農業で問題なのは、市街化区域の中の農地がどんどん減っていく。

それはみんな相続が起こって相続税を払うために農地を売って、開発せざるを得ない。そ

れで、農地がどんどん減っていっているわけで、特に八王子についてはまだまだ農地はあ

るんですけれども、今後１０年間を考えるとかなり相続が発生して減っていってしまう。

そういうことがありますので、そういうことを考えると、生産緑地の追加指定も、さらに

できるだけしていくようなこととか、これは東京都のほうで国にもいろいろ要求をしてい

ますけれども、相続が発生したときにできるだけ農地を減らさない、そういう施策、また、

本来であれば予算があれば買い取りの申し出があったときに買い取って、そこを農地とし

ての有効利用というのが理想的なんですけれども、どこの市も予算的には非常に厳しいだ

ろうと思うので、そこを公共的な農地の使い方とか、宅地化農地についての有効利用の仕

方ですね。こういうものも工夫していくような考え方、要するに農業というのはやっぱり

農地があって初めて成り立つところなので、その辺の農地確保について、この中に余り入

っていないものですから、その辺も入れてほしいなというふうに。 

○加藤委員長  農地として利用し続けるための流動化ですよね。そのあたり、受け手と、

渡すほうはいいですけど受け手の側はどうするかというところが。 

○柴田委員  そうですね。受け手は、やはり後継者の育成、また、今、最近では新規就

農で、農外から入ってきたいという若者もいるので、そういう人を受け入れて、今、瑞穂

町とかの農業振興地域では、そういう受け入れが始まっておりますので、その辺もちょっ

と視野に入れていただけたらなというふうに思います。 

○福井副委員長  新しいことができそうな感じはするんですけどね。八王子はね。近郊

農業というか、要するに大都市直結型の農業に変わっていく、何かそういうモデルが、例

えば行政が応援をするとか、そういう今おっしゃった農地の流動化を、変なほうに行かな

いような形で農地として、あるセットアップをしていくといいますか、そういうお手伝い

は必要なんじゃないかなと思いますよね。 

○加藤委員長  どうぞ。 

○高橋農林課長  今、ご意見をいただいているような内容については、当然我々市も、

いろいろな関係機関や農業委員会とか、ＪＡさんなんかと一緒に考えておりまして、細か
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い施策シートのほうには、その担い手不足とか、農地の流動化に関しまして、法律上、集

約、お金で借りる方がいらっしゃれば、それは借りていただいて集約して、そういうとこ

ろでしていただきたいと。また、生産緑地のまた新たな追加指定、これに対してはやはり

国の、東京都を通して国のほうにはおっしゃるようなことは要望はしているんですけれど

も。 

 今日、お話しした中には、細かい内容がちょっと盛り込まれていなかったんですけれど

も、施策の１－４のほうでは、戦略シート１－４のほうの個別の、例えば担い手不足であ

れば農業塾の運営とか、いろいろな例えば農業ボランティア制度、これは都下でやってい

るのは八王子市だけなんですけれども、そういうこととか、今後は農地バンクといいまし

て、借りたい人と貸したい人、そういう事業を進めていって、農地の保全とかそういうも

のを図っていきたいとは思っておりますので、また、いいご意見をいただきましたので、

そのツールも、ない部分については盛り込んでいきたいと思っております。ありがとうご

ざいます。 

○加藤委員長  一つ一つの政策というのはあるんでしょうけれども、１０年先を見通し

た、農業地域としての八王子ということ、そういうイメージも、どこかできちんと抑えて

おかないと大変なことになりますね。赤尾さん、いかがですか。 

○赤尾委員  ちょっと私の専門の雇用の関係で、意見というか要望というか、ちょっと

１点だけお話をさせていただきたいことがございまして、実は、この建物の３階に「しご

と情報館」ということで、八王子市と共同運営している施設があるんですけれども、その

中にマザーズコーナーという、子育てをしながら就職を希望する方の専用の窓口を設置し

ております。そのコーナーは昨年の７月に南口の本庁舎からこちらに移設したんですけれ

ども、実は、そこのマザーズコーナーの成績、つまり就職件数が今年度ちょっと悪くて。

何だろうということで、ちょっと所管している担当の職員に聞いたところ、今、子どもさ

んをどこかに預けないと就職できないんですよ。そういう母子家庭のお母さんはですね。

その辺の、保育園に入れるのが、結構難しくなってきたというような話を、利用されてい

る方から聞くわけですよね。 

 結構八王子市は待機児童、保育所なんかの待機児童って、たしか、多いんですよね。全

国で見ても、たしか１４番目か１５番目ぐらいに多いかと思ったんですけれども。その辺

のところも、ここの中で労働環境の整備というのが入っていますので、そういう面も含め

て、市役所の中でもほかの部門だと思うんですけれども、そういう保育所の拡充とか、そ
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ういう話になろうかと思うんですけれども。そのあたりの改善が図れれば、そういう母子

家庭のお母さんとかの雇用の促進なんかも図れるかなというような感じがしておりますの

で、一例ということで、ちょっとお話をさせていただきました。 

 結構、横浜市なんかは、すごく解消されたんですよね、待機児童が。そういうこともあ

りますので、すぐにはちょっと難しいかと思うんですけれども。そういう事例があったと

いうことで、お話をさせていただきました。 

○加藤委員長  人材として女性、働く女性、ママさんを含めて考えなくてはね。どれだ

け表へ出すかということも大事だし、それをどう支援するかというのは大事ですよね。 

○青木産業政策課長  市は今年、高齢者と女性の就業環境の実態調査というのをやって、

ここでようやく取りまとめるところで、これから報告書等を発行していこうかという段階

でございます。その中でもやっぱり女性については、おっしゃられたように、小学生に入

った年代のお母さんたちが、やっぱり仕事にもう一回出たいという意向が強く見えてきて

まいります。全般的に、もう一度就職をするに当たって必要な条件というのは、やっぱり

保育、子育て、介護等の環境が改善されているということが条件だということはわかって

まいりましたので、これからそういう方面とも連携をとりながら、ここに基本方針の中に

も書いてあります。子育てが一段落した主婦や、退職して地域に帰ってきた高齢者がライ

フステージに合った仕事ができる仕組み、そこら辺はちょっと具体的に戦略の中でも盛り

込みつつ、実際には関係所管とも連携をして、そういう保育の環境、あるいはマザーズコ

ーナーではクリエイトホールというところでのほっとタイムサービスとか、お預かりする

コーナーを設けて職探しなどもできるような環境もしておりますので、その一つ一つ改善

をして、図っていきたいとは思っております。 

○加藤委員長  はい。 

 どうぞ、中島さん。 

○中島委員  私は一昨年の市民会議の産業振興グループに参加して、１年間勉強させて

いただきました。 そこでは八王子の産業界に直接関係のない市民の方がほとんどでした

が、非常に長い時間をかけて議論や調査をし、基本計画素案を提出しました。 

 私は商業観光ワーキンググループで活動しました。 どうやって市外からお客さんを引

きつけて、市内を回遊させるか、その具体的方法を議論しました。 

 このマスタープランではあまり具体的ではないですが、毎年３００万人来るといわれて

いる高尾山の登山客を、どうやって他の観光地や中心市街地などに誘導するかです。 例
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えば高尾山口から中心市街地へ急行バスを運行するとか、放置自転車を使った無料のレン

タル自転車で高尾山口から他の観光地や街を回遊してもらう。 各駅には乗り捨てデポを

作る必要があります。京王線は高尾山に来るにはとても便利なのですが、帰るのにも便利

で下山後、直ぐに東京方面に帰ってしまいます。 

 それから、もう一つはオリンパスホールです。今まで八王子駅前には強力なアトラクシ

ョンはありませんでした。実は私自身、この１年で３回ほど合唱で舞台に立ちました。去

年の１１月ですが八王子で初めて本格的なオペラ「蝶々夫人」が上演されました。入場料

は１万５千円から２万千円と高額にも関わらず土日の二日間が満員になりました。市民の

他に中央線や京王線沿線のお客さん、今までであれば都心のホールに行く人達が八王子ま

でかなりの人数が来たようです。経済的にも余裕があるし、いわゆる購買力の高い人達が

少なくともオリンパスホールまでは来ているわけですね。 

 問題はこの人たちが満足する商店や品物、サービスがあるのかです。 有れば売上など

に変化が出てくると思います。 行政はイベントなどをやって集客に努力していますが、

魅力的なお店でなければ買い物をしません。 個別商店や商店街がもっと意欲的にならな

いと活性化しないと思います。逆に言うと意欲的な商店が開業できる街が魅力的な街の条

件のひとつではないでしょうか。 いかにして八王子に人をひきつけ、いかにして買って

もらうかの二点ですね。 

○加藤委員長  ある意味、本当の魅力づくりが重要ですね。ありがとうございました。 

 そのほか、ご意見はありますでしょうか。まだ、時間も若干残っているようでございま

す。 

○岡崎委員  グローバル化という視点で、ここは留学生が非常に多いわけで、留学生は

やっぱり企業活動に参加をさせるというか、できれば八王子市内の企業に就職をしていた

だくということが、もし実践できたら、中国だけではなくて東アジアだけじゃなくて、Ａ

ＳＥＡＮから今、人が大分来ていまして、そういうところの多分市場改革であるとか、そ

ういうことを担う人材に、もしかしたら育つかもしれません。 

 現に、うちでは、中国とか台湾等に拠点があって交流をしているんですけども、２年ぐ

らい前から八王子市の大学院を卒業した中国人を採用して、彼女が非常に頑張って、日本

企業と中国企業であったり、あるいは台湾企業であったり、つなぐことをしているので、

ぜひ、日本に関心があって来ている留学生を産業面で活用するという試みがあったらいか

がですか。 
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○福井副委員長  北九州市の学研都市は、普通にそれでうまくいっていますね。北九州

市立大学と、それから早稲田大学、それからイギリスの大学も来ていますけどね。要する

に、市が共通するところを、例えば図書館とか学校食堂だとか、そういう体育館とか講堂

は、市が運営してあげていると。各大学は、全部学部が集まっているという形で。 

 そこが共通しているのは、アジアの留学生を受け入れて、そこの九州の北部の企業に、

ちゃんと採用する。それで３年ぐらい学んでベトナムに帰ったり、タイに帰ったりすると、

そこに企業が進出したときに、その人を採用するという。そういういい回り方をしていま

すよね、北九州の場合。 

○甲谷委員  八王子でね、我々が手がけた創業塾というのがあるんですけど、それの卒

業生で一人、そういうことを仕事として業を興したのがいましてね。「夢道ｓ」という会

社なんですけれども、これは、登録されている留学生、八王子だけじゃなくて全国規模で

やっていまして、かなりの数を持っているんですね。 

 その中から、最近は超エリート留学生というのを、また選抜をして、それを本当に逆に

もう、１業種１社ぐらいで大企業にさらい込もうという試みを始めたんで、ついこの間、

数日前に、新宿の公会堂あたりなんかで、あそこでもそれをやりまして見に行ったんです

けども、例えば味の素であるとか、ＪＴＢであるとか、それから第一生命であるとか、そ

れから、あとＩＴ関係がやっぱり１社入っていましたね。そんなところが１社ずつ来てい

て、そこのリクルーターが来て説明をして。１業種１社でマッチングをする。大体、学生

が１００名くらい集まっていましたね。 

 これは、前々から八王子の中でもいろいろ動き回っているので、非常にいい傾向だなと

思って。彼ら自身も、だんだん全国区になってきて、非常にパフォーマンスのいい、黒字

になってきましたので、だから、そういうニーズは間違いなくあるんですね。 

○福井副委員長  市が応援するプロジェクトとしては、そういうほうがいいですよね。 

○甲谷委員  そうですね。 

○岡崎委員  現に、事務所が入っている学園都市センターがあるんですけども、行き来

する人の言葉が、日本語よりも、それ以外の言葉の人のほうが多いですね。国際交流セン

ターというのがあって。 

○加藤委員長  全国各地にいろんな人材の問題の先進事例がございますよね。そういっ

た意味からすると、八王子というのは、そういう先進事例を作れるような条件が整ってい

る場所なんだろうなという気がします。学生を含めて、大学が多いというのも、可能性を
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感じることができます。 

 ぜひとも、若者を重視して取り組んで頂きたいと思います。 

○本目委員  そのグローバル人材の件になったので、私の苦い経験をお話ししますと、

そういう問題が起こるから八王子市がやれるという意味ですよ。考えたらいいなと。 

 我が社にも、二人いたんですよ。中国人と韓国人、二人とも優秀でした。残念ながら、

一昨年と昨年、一人ずつやめたんです。理由は、やっぱり日本で生活する、要するに今住

んでいるところで生活するのに、話し相手がいないんですよね。一人のうちはいいんです。

独身のうちは平気なんです。ところが、母国の方と結婚して、お子さんもできて、こっち

で一緒に住もうよとなったときに、結局、本人はいいんだけれども、奥さんも子どもも、

結局話がうまく日本人と通じないということが起こっちゃいましてね。結局、家族のため

に帰っちゃうんです。私は勤めていたいんだけど、家族のためにと言ってね。 

 ですから、そういう例えば区域、こういう区域は外国人が生活しやすいよというような

のを作れば、多分定着してくれるはずなんですよ。 

○福井副委員長  わくわくビレッジに、そういうソフトがあるとかね。 

○本目委員  北九州は多いですからね。 

○福井副委員長  あります。男女共同参画センターがあって、本当にもう、アジアの人

たちがそこで、みんなで交流をできる機能を市が応援していますね。 

○本目委員  八王子にも何かそういうのがありましたよね。国か何かの施設かもしれな

いけど、外国人が研修に来るとかね。 

○青木産業政策課長  学園都市センターの上に、交流スペースがあります。あと、国際

研修センターも。 

○加藤委員長  いろんな可能性というか、いろんな仕組みというのは用意されているん

ですけど、それをどう、うまく使うかというのは、まだまだですよね。 

○福井副委員長  一番に見せるというのが大事だね。 

○志村産業振興部長  一番、そうですよね。 

○福井副委員長  やっているんだけどというのではなくて、それが一番に見えると。 

○本目委員  いや、実際に優秀な人が、日本に勤めたいという人はいますからね。給料

は日本人と同じように払えば、彼らにとって、相当高給な会社に入ったことになりますか

ら。 

○甲谷委員  これからは、そういう人材は、やっぱりどんどん取り込んでいかないとい
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けないと思いますね。日本の企業もね。 

○岡崎委員  日本人と結婚してもらえばいいんですよね、一番。 

○本目委員  そうなんです。日本人と結婚してもらえればいい。ところが、大学を出て

くるでしょう。そうすると、もう、大体誰か恋人がいたりとか、大体見つかっているんだ

よね。それで、来ようというような感じですからね。 

○加藤委員長  ぜひとも、そういった人材の問題を、もう少し議論を深めていければな

と思っておりますけども。 

 一応、予定とした時間の４時半を若干過ぎてしまいました。今日、この時間では言い尽

くせなかった点がありましたら、メールでいただくということで。それを含めて、次回の

委員会でマスタープランとしてまとめていくという、そんなスケジュールでまいりたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、次第の３番目でしょうか。事務連絡、よろしくお願いいたします。 

○事務局  事務連絡といたしまして、まず、次回の日程ですけれども、前回の会議では

３月１５日を予定しておりましたが、議会日程の関係上、大変恐れ入りますが、３月２６

日火曜日、時間は午後６時。場所は、同じくこちら開発・交流プラザで開催をさせていた

だきたいと思います。通知につきましては、また、資料と一緒に１週間前くらいにはお手

元に到着するようにお送りしたいと考えております。 

○加藤委員長  はい。よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で第２回の検討委員会を終了させていただきます。ご苦労さまでござい

ました。 


