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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３回） 

平成２５年３月２６日 

 

○加藤委員長  定刻となりましたので、ただいまから第３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、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、まず、事務局から配付資料の確認をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○事務局  資料の確認の前に、本日欠席の連絡をいただいていますのが、本目委員と岡

崎委員からいただいております。まだ来られていない方もいらっしゃいますが、２分の１

以上ということで、会は成立ということでさせていただきます。 

 資料ですが、本日の資料は事前に配付させていただいた資料ナンバー３－１「八王子市

産業振興マスタープラン【第２期】（案）」が１冊と、本日机上に配付させていただきま

したものが資料ナンバー３－２「第２回検討委員会での主な意見とその反映について」、

資料３－３「産業振興マスタープラン【第２期】の全体体系」、資料３－４「施策１、産

業振興の体制強化」と次第を配付させていただいています。 

 お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 あと、第１回の会議録ですけれども、本日、ホームページに公開させていただいており

ます。第２回の会議録につきましては、先日の通知でお知らせさせていただきましたけれ

ども、今後、メールでやりとりをさせていただければと思いますので、明日、皆さんにメ

ールで第２回の会議録を送信させていただきますので、修正等ありましたら、４月８日ぐ

らいまでにメールかファクスでご意見いただければと思います。メールのほうに、その内

容をお知らせさせていただきます。 

 以上になります。 

○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ども、本日の議事に入りたいと思います。 

 本日ご議論いただきますのは、式次第にもございますように、前回の第２回検討会にお

きまして皆様からご意見をいただきました内容につきまして、事務局のほうでマスタープ

ランへの反映について整理していただいております。その整理の内容につきまして、まず

事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○青木産業政策課長  それでは、産業政策課の青木のほうから、主に資料３－１と３－

２を使いながらご説明をさせていただきます。 

 前回、第２回の検討委員会でいただきました素案に対する意見を踏まえまして、また事

務局におきましても内容を点検いたしまして、今回お配りをした３－１のマスタープラン

（案）を策定いたしました。本日は、その意見反映の内容と素案からの主な変更点を説明

させていただきまして、さらに皆様にご検討をいただき、大綱としてのマスタープランの

取りまとめをいただければと思っております。 

 それでは、３－１、３－２をあわせてごらんいただきながら説明させていただきたいと

思います。 

 まず初めに、３－２を説明する前に、今回３－１として案の作成をさせていただいた中

で、大きく３点ほど構成について修正させていただいておりますので、先にそちらのほう

をご説明させていただきたいと思います。 

 まず１点目ですが、３－１のプラン案の１０ページをごらんいただければと思います。

１０ページは新たにつけ加えさせていただいたページですが、前回の委員会の中で基本方

針のもとに七つの施策がある、その間に三つのくくりがあって、その三つの区分がわかり

にくいというお話がありましたので、改めてこのように整理させていただきまして、基本

方針のもとに基本施策として三つの基本施策をグループごとに立てまして、その中に施策

１から施策７を振り分けて、三つの区分を改めて基本施策として整理させていただいたと

いうのが大きな１点目の変更です。つきましては、基本施策１が地域経済を支える産業振

興という基本施策のもとに施策１、２、３が位置づけられると。基本施策２、まちの活力

を創出する産業というくくりの中で施策４、５が位置づけられ、基本施策３、まちの魅力

を向上させる産業の中に基本施策６、７を位置づけるということで整理し直しをさせてい

ただきました点が、１点、修正点でございます。 

 ２点目といたしまして、隣の１１ページ、施策１をごらんいただければと思いますが、

素案のときにはつくり込みとして、先に現状と課題を記載して、その後に取り組む戦略と

いう内容を記載しておりましたが、それを逆にさせていただいて、まずは各施策の目指す

姿、取り組む戦略を記載して、その次に現状と課題を記載するということで、各施策、全

てそのような形で入れかえをさせていただきました。それが２点目の修正でございます。 

 ３点目として、つくり込みとして、巻末に用語解説を掲載させていただきました。ペー

ジでいいますと３５ページ以降ですが、用語解説を加えて、初めてこちらのほうをごらん



 

 ―３― 

になる方でもわかりやすく、解説をつけ加えさせていただきました。 

 その３点を大きく、構成として修正をさせていただきました。 

 その上で、資料３－２をごらんいただきたいと思いますが、前回、素案に対していろい

ろ意見をいただきました。それを事務局のほうで、その意見の要旨をまとめ、今回の案に

対する反映をまとめさせていただきましたので、これについてご説明をさせていただき、

本日ご検討いただければと思います。 

 まず、表の見方ですが、連続番号の右側に該当する施策ナンバー、それから、いただい

た意見の要旨と、その次に意見の内容の要点を記載しております。その次の列、扱いにつ

きましては、①はプランの中に反映しているもの、②は今後の戦略プランの中に反映する

もの、③は反映しないという整理をさせていただくものの区分をしながら、それを選択し

た理由とその反映の内容を右の列に記載しております。 

 まず、番号１でございますが、時間軸について意見をいただきました。「時間軸の考え

方が見えない。中・長期の軸について考え方を持つべきではないか」ということでご意見

をいただきました。これについては、②戦略プランへ反映ということで、具体的な各施策

の時間軸のスケジュールの位置づけについては、戦略プラン及び事業レベルでの実施計画

は３年間の実施計画になりますので、そこに反映させていただきたいということで整理を

させていただきました。 

 ２番目の都市計画マスタープランとの関係についてでございますけれども、「企業立地

や観光施策の観点から、都市計画マスタープランとの関係を整理しておく必要がある」と

いうご意見でした。これについては、①プランに反映ということで、素案の２ページ

（１）③に、他の個別計画との関係の文章を記載しながら、右側の３ページの図の中でも

産業振興マスタープランと他の分野別の個別計画、都市計画マスタープラン等と連携して

いる図として表記をさせていただきました。 

 ３番目の文化・観光・交流の視点、「基本施策の下にある３つの区分が分かりにくい」

ということは、先ほど申し上げた三つの基本施策として整理し直したということで、①の

扱いにさせていただきました。 

 ４番目の広域的な視点ですが、「広域的な視点が欠けているように見える」というご意

見でした。これについては①で、広域多摩の視点は盛り込んでいるというふうに考えてお

ります。施策１における産業交流拠点やＴＡＭＡ協会などの支援組織等も含めて広域的な

視点を記述しているというふうに考えております。 
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 ５の交通アクセスですが、八王子駅南北の交通アクセスが不足しているという問題に触

れられていないというご意見でした。これについては、交通アクセスについては、交通政

策に係る個別の計画で、市の交通政策が交通体系の計画として位置づけられる分野ですの

で、産業振興マスタープランの中には反映しないという整理をさせていただきました。 

 ６の職住近接ですけれども、「ものづくりについても、職住近接が重要な要素になる。

ものづくりの企業が、通勤に便利であったり、都心に出るのに便利であったりする場所に

立地する視点も重要だ」というご意見をいただきました。これにつきましては、施策２、

１６ページにおきまして住工混在地域における現状という記載を追加させていただいて、

そのような視点を盛り込ませていただきました。１６ページの上から５、６行目、以下の

ところでございますけれども、そのような視点の盛り込みをさせていただきました。 

 その次、番号７でございますが、若者が企業を研究する機会につきまして、「若者と中

小企業との出会いの場が必要であり、若者がしっかりと企業を研究する場を作っていくべ

き」だというご意見をいただきました。これについても、①プランに反映と整理させてい

ただいて、１７ページの施策３の中で、若年者の雇用・就労促進のところなど、企業との

出会いの場と企業を深く知る機会の創出。例としてバスツアー等々を挙げておりますけれ

ども、そういう機会を創出することについて追加し、反映させていただきました。 

 すみません、ちょっと駆け足で進んでしまいますが、続きまして、３－２の２ページで

ございます。番号８、保育施設等の環境整備でございます。「マザーズコーナーの利用が

減っているが、待機児が多く保育園などに預けることができないという状況も影響してい

ると思われる。そこで女性が労働するにあたっての周辺環境整備を関係所管課と連携を行

ってほしい」ということでございます。これにつきましては、具体的な内容を、②戦略プ

ランへ反映ということで整理させていただければと思っています。今年度、就業に関する

実態調査なども行って、そのような意見ももらっているところでございまして、それらの

実態調査の結果なども踏まえて、戦略プランの戦略９の中に、より具体的な内容を反映し

てまいりたいというふうに考えました。 

 続きまして、番号９、販路開拓でございます。「基本施策４に、販路開拓の視点を入れ

るべき」というご意見をいただきました。これにつきましては、①反映で、２０ページの

取り組む戦略の中の「製造業の振興」という中に、新たな販路の開拓ということで追加を

させていただきました。この詳細な内容については、また戦略プランの中でも書き込むこ

とになろうかと思いますが、このような項目を追加させていただきました。 
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 その次の１０から１５にかけまして、グローバルな観点について幾つかご意見をいただ

きました。「世界の大きな流れをつかむ必要がある。グローバルな視点を持ち、感度を高

めてもらいたい」、それから、「１０年という時間軸を考えると、グローバルな視点が必

要」。また、海外――すみません、友好という字が間違って、申しわけございません。

「海外友好都市と文化面の交流はあるが、産業面の交流はない。産業面での交流に取り組

むべき」と。それについては、高雄での取り組み、それからアジアの留学生等についての

ご意見をいただいたところでございます。これにつきましては、２０ページの施策４の中

にグローバルな視点の盛り込みをさせていただいているということで反映しているという

形にさせていただきました。また、具体的な施策については、また戦略プランの中で展開

することがあろうかと思いますが、項目としてここに反映させていただいております。 

 続きまして、３ページになります。１６番、産業交流拠点です。「基本施策４と５にお

いて、産業交流拠点の係わりを盛り込むべきではないか」というご意見をいただきました。

これにつきましては、２０ページの施策４、取り組む戦略、それと２３ページの施策５の

取り組む戦略に、産業交流拠点についての記載を追加させていただきました。 

 続きまして、１７番、商店街への対策についてでございます。「中心市街地以外の商店

街をどうするかということが、あまり触れられていない」というご意見をいただきました。

これにつきましては、２５ページ、施策６の取り組む戦略の商業の振興、それから２６ペ

ージの現状と課題の中での商店街が各地域のコミュニティの核として地域のニーズに取り

組むこと、それから、地域住民のニーズに応える商店街等について記載して、反映させて

いただいているというふうに考えております。 

 続きまして、１８番、中心市街地の商店街についてというところで、これにつきまして

は、「放射線通の先から甲州街道沿いに、物販店が少なく、買い物に行く人が少ないとい

う状況がある。ショッピングできる街並みがなくなってきたことが課題となっている」と

いうことでございますが、これについても２５ページの施策６の中心市街地活性化の推進

という全体の中で、基本的には反映させていただいているというふうに考えております。

また、具体論については戦略プランの中でさらに展開をできればと思っておりますが、こ

のような視点を持って反映しているというふうに考えております。 

 続きまして、１９番の郊外の商店街についてでございます。「郊外の商店街は、地域の

核となり、住民にもっと利用してもらいたい」というご意見をいただきました。これにつ

きましても、２５ページ、商業の振興、それから２６ページ、それから２７ページの現状



 

 ―６― 

と課題の中で、商業の振興も含め、先ほどと重なりますけれども、商店街がコミュニティ

の核として地域のニーズに応える取り組みを行うと。集客の向上を図っていくことや、空

き店舗の活用等によって地域課題の解決に取り組むことをもって商店街の活性化を図って

いくこと等が課題となっているという認識を書き、戦略の中に盛り込ませていただいてい

るということで、反映という形で整理をさせていただきました。 

 続きまして、２０番の商店会への加入促進でございますが、「商店会への加入促進につ

いて、取り組みを進めるべきである」ということでございます。これにつきましては、具

体論として、戦略プランの戦略１４の中に反映させていただければと思っております。 

 続きまして、４ページをごらんいただきたいと思います。 

 ２１番、回遊性ですが、「オリンパスホールのオープンなどで、市外から多くの来街者

が来ていると感じている。その来街者に、どうまちを回遊してもらうかが大事と思う。行

きたくなるようなお店にするよう、一軒一軒の店の努力が必要と感じている。意欲ある人

が出店できるような環境づくりも必要ではないか」というご意見をいただきました。これ

につきましては、戦略プランのおもてなし都市の中に、より具体的な戦略として反映させ

ていただければというふうに考えております。 

 続きまして、２２番のＭＩＣＥの説明についてでございます。説明が誤っているという

ことで、ＭＩＣＥのＣは国際会議、展示会、見本市、それからＥは文化、イベント、アー

トであるというご意見をいただきまして、これにつきましては、３９ページの用語解説の

中でこのような修正をした上で、用語解説の中に反映させていただきました。 

 続きまして、２３番、畜産業についてでございますが、「今、畜産業は厳しい環境にあ

る。１０年後も今のように、畜産物を出荷できるか心配な状況がある」ということで、ご

意見をいただきました。これにつきましては、②といたしまして、戦略プランの戦略１７

－２の中で、利用権設定事業等、戦略プランの中で反映していくということで整理させて

いただきました。 

 続きまして、２４と２５が芸術文化の視点、また、芸術産業との連関についてのご意見

をいただきました。２４ですが、このプランには芸術や文化の視点に欠けていると感じて

いると。もっとクリエイティブな視点を盛り込めないかというご意見。それから、ＭＩＣ

Ｅについては２３区で言い始めていると。しかし、芸術と産業の関連は難しいテーマであ

る。丸の内、銀座などはともかく、アートが入っている環境はそうはない。しかし、八王

子は、ものづくり、大学、自然環境という要素があり、八王子なりに取り組むことができ
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るのではないかと。八王子市ブランドにデザインの視点を持つなどと考えることができる

というご意見をいただきました。これにつきましては、施策７、３２ページの中に追加記

載をさせていただきました。項目としては「地域ブランドの創出」というところですが、

八王子の製造業を学生たちとの協働による芸術や文化等の多様な視点からの新たな商品・

作品・イベント等の創出という形で追加盛り込みをさせていただきました。 

 続きまして、２６番、農地の保全でございます。「後継者対策が基本である。その上で、

農地の流動化、貸し借りできる仕組みを作り、意欲ある人が参入できるようにすることが

必要である。流動化についてふれるべきではないか」というご意見をいただきました。こ

れにつきましては、②戦略プランへ反映ということで、戦略プランの、今現在のシフトで

いう戦略１７－１、１７－２に反映をしてまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、５ページになります。 

 ２７番、農地の減少と相続の問題ということで、「都市の農地の減少の問題は、相続に

よって減っている」と。「相続によって農地を減らさない対策も必要である。生産緑地の

追加指定、あるいは、農地の公共的な有効利用が出来ないだろうか」というご意見をいた

だきました。これにつきましても、優良農地の確保には生産緑地の指定が重要であるとい

う観点を持って、戦略１７－１に反映させていただくということで整理させていただきた

いと思います。 

 最後、２８番ですが、都市近郊型の新しい農業ということで、「農外からの若者の受け

入れが出来ないか。都市近郊型の新しい農業が出来ないかと思う」という意見をいただき

ました。これにつきましても、戦略プラン１７－１の中で反映させていただいて、４月以

降の議論の中で引き続き反映させていただければというふうに思っております。 

 すみません、ちょっと、本当にかいつまんでの説明になってしまいましたが、前回いた

だいた皆様からの意見を整理し、それをどう事務局として盛り込む整理をさせていただい

たかということでご説明させていただきました。 

 以上が前回の委員の皆さんからの意見でございますが、そのほかに資料として、３－３

と３－４という追加の資料を本日配付させていただきました。これにつきましては、市議

会等にも説明させていただいている中で、この中で知的財産等の活用による産学との連携

等の視点を盛り込むべきではないかというご意見をいただきましたので、そういうことで

事務局の提案として、資料３と資料４を同じく施策 1 への反映ということで、大学等が持

つ教育資源、知的財産等の活用による産学公の連携や地域の経済活動が活発に行われてい
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るという視点を、目指す姿の中で盛り込みをさせていただければということで用意させて

いただきましたので、あわせてご検討いただければと思います。 

 すみません、事務局からの説明は以上でございますので、皆様のほうでご検討いただけ

ればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 皆様に事前にお手元に、資料３－１としてまとめられたものが送られているかと思いま

す。ただいま説明がございましたのは前回の第２回の検討委員会の皆様方のご意見、それ

を３－１の資料に反映させたというご説明でございました。この中身について、反映の仕

方等々でご意見をいただければなと思っております。 

 さらに、本日は大綱としてまとめますこのマスタープランでございますけれども、４月

以降は、このプランをもとにした、具体的に先ほど来出ております戦略プランを検討して

いく会議に変わっていくわけでございますけれども、このマスタープランの中に、これが

抜けていると、戦略プランではなかなか議論できないということになっては困りますので、

この点はマスタープランの中に載せておかないと、というようなご意見も含めていただけ

ればなと思っております。どなたでも結構でございます。この内容について幅広くご意見

をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○橋本委員  ５番の交通アクセスについて、私は納得いかない。これは３番は反映しな

いということになっていますけれども、商業としては大変な問題なんですよね、南北も。

これは交通政策の課題であるということでしたけれども、私らが提案しなかったら交通関

係はありませんよ。 

○加藤委員長  検討しないということではないと思いますけど。これは、その辺につい

て。 

○橋本委員  反映しないということはやらないということでしょう。私はそういう意見

しか持たないけど。いかがですか。 

○青木産業政策課長  市として検討しないということではなくて、計画としては交通体

系に係る計画の中で交通政策として反映していくというふうに考えまして、産業振興マス

タープランの中で反映するというよりは、交通の分野の議論のほうで連携をしながら反映

をしていただくよう働きかけるということで、ちょっと整理をさせていただければという

ふうに考えました。 

○加藤委員長  いかがですか、そのほかの方。ただ、それは市のほうとして交通アクセ
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スの、物理的な話なんですね。橋本さんがおっしゃっているのは、交流の問題を含めて、

どうつなげていくかということが根本にあるわけですよね。 

○橋本委員  とりあえず、中央線が走っているわけですね。それで南北が遠のいている

わけですよ。だから、それに乗ったらば簡単に行き来ができる道路をつくってくださるの

かという問題だって出てくるじゃないですか、これから先、１０年、２０年の間には。リ

ニアモーターでもって、橋本なんかは、品川だか東京へだか知りませんけど、７分で来ち

ゃうんですよ。それが１５年後にはできると言っているんだから。そんなことをやってい

たら、八王子なんかはどんどん遅れるじゃないですか。まちに人が来なくて栄えていたな

んてことはあり得ませんよ。 

○甲谷委員  ちょっとよろしいですか。今、橋本さんがおっしゃったように、商店街と

しては一大関心事だと思うんですよ、これは。だけども、交通政策の分野だから、産業振

興マスタープランには入れないという、そういうお話ですよね。 

 だから、そういうのが縦割りで、結果として何も起こらないということにつながっちゃ

うんで、例えば、こっちの産業振興プランの中に、商店街としてはこれは一大関心事なの

だから、例えば、交通政策のほうとより密に連絡をとって、議論しながら、何とか実現に

努力をするぐらいのことを入れておいたらどうなんですか。 

○志村産業振興部長  今おっしゃること、よくわかるんですよ。縦割りとはいえ、ちょ

うどいろいろなプランが重なり合う部分でのりしろは必ずあるわけで、そこのところを詳

しく書くか、今、甲谷委員がおっしゃったように、問題提起というか、現状を述べるとか、

それはできると思うんですよね。 

○甲谷委員  少なくとも問題提起を産業振興側としてもして、産業振興側としても、こ

こに書く以上はやっぱり積極的に働きかけるというコミットメントになるわけだから。そ

れはやられたらどうなんですか。 

○志村産業振興部長  そうなんですよね。だから、この間も話に出たんですけど、都市

計画マスタープランで整理するものというのも必ず産業振興とまちづくりというのは一体

化していますから、そこのところの中身まで議論するとかしないというのは、ちょっとこ

この席ではちょっとできないので、こういう形で、他の分野の計画というのがありますか

ら、こういった整理を本文のほうと図の中でやらせてもらう。同じように交通の問題とい

うのも、中心市街地だけじゃなくて、ほかの地域も、やはり道路とか鉄道というのは、当

然、人を運んでくる動脈、静脈ですから、その辺の記述はできると思うので、それでちょ
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っと整理させていただこうかなと。 

○甲谷委員  書くということは、産業振興部側としても約束することですから、それは

おやりになったらどうかなと思うんですけども。 

○深沢委員  私もこの件につきというか、今の駅の近くだけということでなくて、やは

り中央線が高架とか、そういうような計画もあるということですので、ぜひ、課題として、

産業振興プランの中に残していただいて、他の交通政策のほうは交通政策のほうで、それ

は検討していただけるんだろうと思うんですけども、我々のこの産業振興マスタープラン

の中には、ぜひ、課題として入れておいてほしいというのが。 

○加藤委員長  その課題というのは、南北の交流ということですよね。 

○深沢委員  そうですね。それと、もう一つはやっぱり交通アクセスと。 

○加藤委員長  そのアクセスというのは、やっぱり交流を図るためには、具体的に、じ

ゃあ何をやろうかというときに、そういう方法で。 

○深沢委員  はい。ですから、１０年間のいわゆるスパンがあるわけですから、ぜひ、

それは、仮に１５年かかったにしても、そういう課題をやはり入れ込んでおいてほしい、

こういうことですね。 

○加藤委員長  産業面でいくと、いろんな地域的な壁があってはならないわけですから、

その壁を何とかしてという話になりますよね。 

○甲谷委員  これは志村部長がおっしゃったように、のりしろは必ずあって、いろんな

ところとオーバーラップするわけですよね。だけど、それはやっぱり市民側としてはやっ

ていただかないと困るという問題ですから、変なところで落っこっちゃって、何にもでき

ないと思う。 

 例えば、私が発言した中でも、友好都市の関係のところ、あれをやっているのは市民活

動推進部が主としてやっていらっしゃる。じゃあ、友好都市関係は文化的な活動しかやら

ないんだと、一発、もう、それを言われちゃったら、本当に何もできない。だから、友好

都市のところでは、市民活動推進部とのコンタクトというのをどこかに入れておいていた

だきたいと、こう思いますね。せっかく友好関係を結んでいるんだったら、産業振興だっ

て一緒にやればいいんでね。 

○中島委員  今の点と多少関係あるんですけど、このマスタープランの６ページを見て

いただけますか。６ページの上のほうの商業についてという部分と観光についてという部

分が、商業については上から４行目、４行目下に観光についてという項目があるんですけ
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ど、観光についての中に、さらに３行下に、「まちなかを訪れる多くの来街者と観光地と

の回遊性を作り出すこと等が課題となっています」とあるんですが、これは要するに、ま

ちの中に来たお客さんを観光政策という立場から言うならば、まちに来たお客さんをほか

の観光地へ回遊させたいという観光政策からの見方だと思うんですけれども、むしろ、こ

れは商業政策のほうに反映すべきことであって、逆だと私は思っているんですよ。全国ブ

ランドである高尾山に来る登山客を――みんな、高尾山に行って、そのまま帰っちゃうわ

けですよね。これをいかに、まちの中へ回遊させるかというのは、一番手っ取り早い、人

の数を増やすというのには、それが一番いい政策だと思うんですが、これも多分交通政策

との絡みだと思うんです。 

 例えば、高尾山口から、昔はあったんですけど、京王八王子までのバスがあったんです

けど、今はその路線はないんですよ。バスで延々と来るのも大変だから、例えば中心市街

地まで急行バスみたいなものを週末だけでも走らせるとか、あるいは、市民会議では随分

いろいろ提案したんですけど、レンタル自転車みたいなものをうまく使って、お客さんた

ちに自転車でまちの中に来てもらう。そうすると、当然、道路の問題だとか、交通の安全

の問題だとか、いろんな問題が出てきますんで、これは産業政策としては多分相当難しい

問題になるんだと思うんですよ。だから、多分そういうのはここから外されているんだと

思うんですけど、そこは商店街の活性化という観点からいくと、やっぱり人をいかに流し

込むか、それはもう、すなわち交通政策なんですよね。産業政策というよりは交通政策で

産業が活性化すると、そういう発想だと思うんです。 

○志村産業振興部長  産業振興という点で、マスタープランをつくる上で、今おっしゃ

ったような、先ほども出ていたけれども、交通ですとか、あるいはまちづくりですとか、

その辺は切っても切れない関係というとおかしいというのは承知しているんですよ。縦割

りだと言われちゃうかもしれないですけど、八王子市全体としては、当然、産業があって、

まちづくりの計画があって、交通体系の計画があって、これを一体的に見ると、今の話と

いうのはわかってくると思うんです。だから、そこの整合性を図るのは、市役所の中の話

なので、それはやらせていただくんですけれども、もう一つは、今回、簡単に触れられて

いるんですけれども、今言った商業なり、あと、八王子のいろいろな文化なり、観光なり

を、スポットであったものを、人を含めて、いろいろな切り口から交流させていこうとい

う計画を、今、別途つくっているんです。それは副委員長である福井産業振興アドバイザ

ーが就任された目的の一つでもあったんですけれども、もちろん、それはターゲットとい
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うのは、大きなターゲットですよね、中心市街地であり、もう一つは高尾山でありといっ

たところで。そこを基軸に八王子全体、それを既存の事業だとか、あるいはイベントだと

か、それをどう再構築して、市民の人に体験してもらって、対外的にはプレゼンスしてい

くかというような形での検討は、別途というか、これでも一体化することになるんですけ

れども、それはまた今やっているので、その辺も、多分５月、６月ぐらいになると、そっ

ちの計画のほうもここで披露できるかなと思います。 

○加藤委員長  より具体的な方策というのは、これから詳細に詰められていくんだろう

ということです。産業的な視点からするならば、産業にとって交通アクセスや人の交流、

移動というのは、非常に大事な問題だからというニュアンスはやはりきちんとした形で置

いておく必要があると思います。 

○志村産業振興部長  そうですね。今、ちょうど去年から同時進行的にそういうのが結

構起こっているので。 

○福井副委員長  ここの３ページのところの他の分野別計画というのがありますよね。

今、「都市計画マスタープラン等」と書いてありますけれども、ここにちゃんと交通政策

とか、それから、今の土地活用、大きな意味で言うと、土地利用計画ですか、ありますよ

ね。何かそういうものを少し入れておいたほうがいいんじゃないかなと思いますけれども。

恐らく交通政策のお話も、今、橋本委員がおっしゃるように、南北の問題というのは、中

央線に遮断されている問題だけではなくて、旧住民とか新住民とか、要するにライフスタ

イルの価値観みたいなものも相当違うんですよ。八王子市の南のほうに住んでいる方々と

いうのは、やっぱり都心へのサラリーマンの方が多くて、戸建てを求めて来ておられる方

が多くて、若い世代の、年齢的にも低いという形ですよね。そういう方々が持っている価

値観みたいなものと、それから、旧甲州街道沿いに生まれた明治以降、江戸時代からある

んですけれども、明治以降のそういう立地条件の中である部分というのと、今言った中央

線がちょっと分断しているというだけじゃなくて、ライフスタイルで違ってしまっている

という側面もありますよね。そういういろんな要素が実は八王子にあって、そういう問題

をどういうふうに解決していくのかという問題を総合的に考えなきゃいけないんじゃない

かなというふうに思います。 

 それから、今、中島委員がおっしゃった高尾の観光客と八王子のまちの中心市街地の魅

力、これを、あそこに２００万人、３００万人来ているんだから、その人たちが京王線だ

けに乗って、中央線に乗ってそのまま都心に帰ってしまうのはけしからんみたいな話が、
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それを取り戻すために中心市街地に人を集めろみたいな話が結構あるんですが、これも来

ている人たちは自然の豊かさと、それから自分を健康にしたいという、高尾山の薬王院と

いうのは、薬師様という非常に重要な、我々の健康願望をかなえてくれる東のご浄土を持

っていらっしゃる大変な方なので、意識している人もいるし、意識していない人もいるん

ですけれども、やっぱり高尾に行くと健康になる。そういう思いで来ておられる方が多い

ので、じゃあ、八王子の中心市街地に非常に充実している飲み屋さんとか物販とか、そう

いうところにひかれているかというと、なかなかそうはいかないということで、今、八王

子が持っている中心市街地のポテンシャルみたいなもの、商業のポテンシャルみたいなも

のに対しては、余り渇望感がないんじゃないかな、高尾に来ている人たちは。 

 だから、逆で、今度の産業交流拠点で、いわば見本市ができるとか、それから、いろん

なコンベンションができるとか、それから、いろんな活動が始まってきた人たちに、あの

いい高尾を体験してもらうという、そちらのほうが割と、国際的に見ても、プレコンベン

ション、アフターコンベンションのいわば満足度からいうと重要なんじゃないかなという

ふうに思いますので、オリンパスホールだとかでの高い文化力のあるイベントあるいは芸

術祭、そういうものが八王子の都心で展開される、コンベンションが展開される。その人

たちが高尾、あるいは、ここに高尾があるよと、西八王子の御陵がいいねとか、そういう

形でつながっていくつながり方の順序がやっぱりあるのかなというふうに思っていまして、

東西問題と南北問題という八王子の持っている都市の構造的な問題、これについては、ぜ

ひ、志村部長はもちろん、市長の中核市構想の根幹になる話だと思いますので、そういう

ところで進めていただけないかなというふうに思いますけど。 

○加藤委員  はい。皆さんのご意見というのは、ただ八王子駅の南北というだけではな

いですよね。要するに幅広く、市内全域の交流という、交通、交通というふうに言ってし

まうと、なかなか見えてこない部分があるんだろうと思いますけど、産業的な展開をする

ならば、環境にしても、商業にしても、製造業にしても、いろんな意味での交流というか、

移動というか、そういうものが非常に大事になってくるという視点を産業振興の中で掲げ

ておく必要があるだろうと。それに具体的な部分で何をしていくかというのは、また次の

議論になっていくんだろうなと思いますけども、いかがでしょう。 

○松葉委員  質問、まず一つ目なんですけど、今もずっとお話があったんですけど、交

通政策とか都市計画とか、そういったものと複合的に産業を考えていかなければいけない

と思うんですが、それでこちら、そういうところの連携を図られるということはわかった
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んですけど、それがさらに、上位計画みたいなもので一つにまとまることというのはある

んですかというのが、まず１点目と。 

 あと２点目なんですが、今３００万人来ていて、それがどうも商業目的、商業を魅力に

思っているような人は余りいないんじゃないかみたいなことのご意見があるというか、現

実問題としてあるのかもしれないんですが、とは言ったって、３００万人来ているんです

から、それを生かさないわけに、生かしたほうがいいのかなと思うんですね。 

 それで、もちろん、商業ではないのかもしれないのですけど、人が来れば、最終的に商

業の活性化にもつながるので、まず、八王子の中心市街地に引っ張ってくるときに、高尾

山に来た人がついでに寄ってもいいかなと思えるような何かコンテンツとか――それがど

ういったものなのかというのはわからないんですけど――を考えていく必要があるのかな

というのと、あと、いきなり高尾山と中心市街地をつなげるというのがちょっと物理的に

厳しいのかなと感じていまして、むしろ、高尾山に来た人を、まず一旦京王線からおろす

ために、高尾を何か重点、何か仕掛けてみる。例えば多摩御陵、ちょっと距離は離れてい

ますがありますし、浅川もありますんで、まず降りてもらうということをどうやったらで

きるのかということを考えていったらいいんじゃないかなというふうに思ったんですけど、

いかがでしょうか。 

○青木産業政策課長  先ほどの上位計画云々の話なんですが、上位計画はゆめおりプラ

ンですけれども、基本構想、基本計画がありますので、そのもとに、産業振興マスタープ

ランのほか、都市計画マスタープラン、それから交通関係の計画等が位置づけられるとい

うことで、八王子市の基本計画が上位計画として、まとめてここで統合されているという

ことになっております。 

 それから、３００万人の高尾山を訪れる方に多摩御陵とか浅川とか、いろいろスポット

を巡ってもらう、それから中心に来ていただくということについては、まさに今、観光産

業振興会議とかで議論されていると思いますので、それは成果を受けて、引き続き戦略プ

ランの中で、今みたいな視点を持って戦略プランの中で引き続き議論をさせていただけれ

ばと思っております。 

○志村産業振興部長  ちょっと補足なんですけれども、役所の中に、今言ったんですけ

れども、いろいろなプランがあって、それぞれで見にくいというか、将来像がわからない

といった声はよく聞くんです。まちづくり計画部というのが、そういった八王子の中にあ

るいろいろなプランをまとめて、一つの絵にするというのを今つくっていますので、それ
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を見ると、あ、こんなまちになるのかというのが、市民とかそういう人にとって一目瞭然

になるんじゃないのかなと思っています。だから、今、松葉委員が言われたことは前々か

らも言われていたんで、それをちょっと、プランの集合体じゃないんですけど、もう少し

デフォルメしたような形で、駅周辺のところがこういうまちになるよという大きな絵みた

いなものを今つくっていますので、それは公表されると思います。 

 それから、高尾の３００万人を、中心市街地とは言わないけれども、広域の高尾だとか、

その近くだとか、その周辺に回遊させるというか、その仕掛けが大切だと思うんですよね。

ちょうど昨日もちょっと会議をやっていたんですけれども、人を集めたりとか、あるいは、

いろいろな体験をさせたりだとか、感動を与えたりとかという、いわゆる出来事だとか祭

りだとか行事だとかというのは、八王子はたくさんあるんですよ。ただ、たくさんあるだ

けに、その紹介の仕方が今までできていなかったねというようなところから、例えば、お

祭りだったら、フェスティバルという形でくくりをつけて、その中で年間どういうものを

やっているんだよ、こういうところでこういうのをやっているんだよという既存のそうい

うものをやったりとか、あるいは、食というテーマで、どういうものが八王子市内で、あ

るいは１年間であるのかというのをちょっと体系化して、そこに新しい視点も加えながら、

ちゃんとＰＲというか、それもシティプロモーションになると思うので、それを体系化し

て、わかりやすく発信しようという計画を今つくっていて、来年度にはそれをちょっと試

験的にやってみようかななんていうことも起こっています。回答になっているかどうか。 

○松葉委員 ありがとうございます。 

○加藤委員長  いかがですか。よろしいですか。 

○甲谷委員  ３００万人来るんだったら、せめて１割、３０万人でもいいからいっぱい

入ってきてほしい。 

○加藤委員長  それはおっしゃるとおりで、それはすごいですよね。それだけでもね。 

○甲谷委員  先ほど福井委員がおっしゃったように、八王子というのは広いところに散

らばっていますから、南大沢のほうと例えばこのいわゆる中心市街地、さらに、新たに今

度はみなみ野のあたりに固まりができている。それから、高尾にはすごい３００万人の固

まりがある。やっぱり分散していますよね。これはもう、しようがないと思うんです。そ

れぞれの地域の持っているキャラクターを生かして、そこをにぎやかにしていくという、

全部、何も中心市街地に持ってくるといったって無理な話なんだから。そういう考えでや

ったほうがいいんだろうと思うんです。だけども、残念ながら、南北をつなぐ交通機関が
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ないから、非常に動きにくい。ここのところを何とかしたいと思われるのは非常によくわ

かるんですよね。 

○橋本委員  みなみ野あたりは、とてもこっちには来られませんよ。若い人たちは車で

来られるんですけれどもね。 

○福井副委員長  モノレールはできないんですか。 

○甲谷委員  モノレールは、ありませんね。一応計画はあるんでしょう。 

○加藤委員長  昔はありましたね。 

○橋本委員  もう別世界になっている、八王子からこことあそこは。 

○甲谷委員  そうだね。それぞれ、やっぱり文化が違うんですよ。 

○深沢委員  京王線もアクセス、いわゆる京八から高尾というのは行かれないんですよ。

さっきバスの話も出ましたけれども、北野でもって、乗り換えなきゃならない。わざわざ

京八に乗りかえて、中心市街地へ出てくるということ自体が、これまた物理的に大変なこ

とであって。 

○甲谷委員  だから、そういう条件だということはある程度認めなきゃ、しようがない

んでね。 

○深沢委員  そうです。ですから、今言うように、高尾のほうからアクセスして、バス

とかそういうようなものの、そういうものはやっぱり考えていかなければならない。 

○甲谷委員  だから、そういうのがあれば、何も１割と言わないけれども、５％ぐらい

でも。 

○深沢委員  そうそう。それはもう来ていただければ。 

○大野委員  いや、確かに３００万人まではいっていないと思いますけども、２８０万

人ぐらい来ていると思うんですけども。あそこは午後からでも十分楽しめるんですよ、午

後からでも。ということは、かなり短時間で往復で二、三時間で楽しめるという。だから、

本当にこの市内の中に、今、福井委員が言われたように、産業交流拠点だとかそういうの

ができて、いろんな催し物があったり、あるいは芸妓さんをどういうふうにしていくんだ

とか、物産の販売所がどこにあるんだとか、そういうことが、楽しみがあるんだというこ

とであれば、そこへ誘導はできると思うんですけど、今のままでは、なかなか高尾から自

転車を出しても、来ないと思いますよ。これは正直申し上げて。そこにやっぱり観光資源

を、付加価値をつけてやらないと、言うのは簡単ですけれども、なかなかそれは、お客は

来ないと思います。だから、それが必要だというふうに思います。実際そう思います。 
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 健康志向ですから、福井委員が言われたように、今若い子が、山ガールとかが増えてい

ますから、これは健康志向とは違って、富士山へ行く前段で、薬王院だとかにちょっと行

く山ガールが多いですけど、中年やなんかは、大体健康登山といって薬王院を健康登山し

ているのが何万人という数で、判こを押してもらったり、やっているわけですよね。だか

ら、中心というか、健康を維持しようとか、そういうのがかなり多いと思うんです。だか

ら、なかなかこちらへ誘導するというのは、非常に大きな投資をするか、あるいは情報を

うまく発信してやらないと、なかなかちょっとどうなのかなという感じはしますね、実際

にやっていて。 

○中島委員  誘導の一つの策としては、今度、高尾山口のところに高尾の里という、い

よいよ具体化するようなんですけれども、そこでいろいろな例えばステージかなんかをや

って、文化の紹介とか、車人形とか、八王子市のそういう文化・芸術なんかを、伝統的文

化を紹介する場があるというふうに聞いているんですけれども。例えば、八王子の中心市

街地のほうに人が来ないというならば、そういうところへ出張っていって、八王子にこう

いうお店がありますよとか、こういうおもしろいお祭りがありますよというのを、高尾山

の麓まで来た人に紹介する、せっかくの場ができるわけですから、それをうまく常設的に

次から次へと、いろんな新しい店とか、いろんなものを紹介する場をつくったらいいんじ

ゃないかなと思うんですけれども。案内所というか、もっと具体的に、ちょっとミニ体験

みたいなものができるような、そういう場があってもいいんじゃないですかね。そうした

ら、それは本当はもっとこっちでやっているよといって、そこまで行かないとといって、

来た人にそういう魅力を、まず触ってもらうというか、一部でも感じてもらわないと、な

かなか引っ張ってこられないかなと。 

○甲谷委員  私どものやっているサイバーシルクロードで、最近、まちナビというのを

スマートフォンを使ってやる、実際に、橋本委員、深沢委員のご協力を得てスタートした

んですよね。まだまだ、フル回転していませんけども。それは専ら中心市街地のお店を紹

介する。これはスマートフォンを持っている方だったら、高尾にいる人でもそれをダウン

ロードすることができて、中心市街地にはこんなお店があるんだなというのがわかるんで

す。だから、そういった道具も何とかうまく使っていただくということを考えると、少し

は引っ張ってこられるかなという気がしますね。 

○加藤委員長  そうですね。いろんな皆さんからのお話で、アイデアが、それはまさに

八王子市というのは、いろんな意味で分断されているとか、いろんな問題があるとかと、
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これは当然あるんですけれども、産業的な問題、観光あるいは商業、多様であるし、本当

に資源豊富ですよね。その豊富であるということが逆の意味で分断されているのかもわか

りませんけれども、それを最大限アイデアを皆さんから出していただきながらやることに

よって、ほかにはない都市に、東京都内でも考えてみても、これだけのいろんな資源を持

っているところはないわけですから、それを生かすような、交通といいますか、交流とい

うか、そういう観点からこの問題を処理していただければなというふうに思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○甲谷委員  我々も何か違うことを一生懸命考えなきゃいけないですよね。 

○深沢委員  ありがとうございます、本当に。 

○加藤委員長  それでは、ほかのところの内容についてご意見いただければというふう

に思います。いかがでございましょうか。 

○福井副委員長  農業についてでちょっとお伺いしたいんですが、最近、大手の流通ス

ーパー、大手の小売業、百貨店ではないんですけど、大手のスーパーを中心に大きな都市

の近郊に、今、グリーンハウスというんですけれども、我々は温室、温室というんですが、

実は温室というのは、寒いところのオランダとかヨーロッパの北のほうの人たちが太陽で

温めてやる、それをモイスト温室と言っているんですけれども、ヨーロッパはグリーンハ

ウスと言うんですよね。要するに、植物を育てる植物工場。日本の場合は植物工場という

と、すぐに電気で植物を育てるみたいな、ちょっと、かつては電気が余っていたからみた

いなことで植物工場と言っているんですけど、今言われている植物工場は全部グリーンハ

ウスなんですよ。太陽光をうまく活用して、余ったやつは全部電気にするという形で、ベ

ンチレーションも全部それでやっちゃうとか、土の中にある、例えば夏であると、冬の寒

さを取り入れる。土の中にあるやつですね。あるいは、夏の暑さを今度、冬は土の中から

取り出すという形で、ベンチレーションをやることによって、物すごい快適な農業環境と

いうか、農作業環境をつくって、そして水耕栽培で野菜をつくり始めているんです、大手

が。これがスーパーの中でめちゃくちゃ売れるんです。 

 そういう意味で、スーパーマーケットの連中に聞くと、やっぱり三多摩の立地ってすご

い魅力的らしいんです。これも甲谷委員なんかのほうがリサーチされていると思うんだけ

れども、要するに一次産業、つまり農業の部分で、今、畜産業なんかが、においがすると

か、鳴くとかという形になっているんですけども、都市、特に大東京、東京の持っている

ポテンシャルというものを考えたときに、儲かる農業、格好いい農業、要するに愛される
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農業、それから、それにチャレンジする農業という側面というのは、私は相当八王子は持

っているんじゃないかなというふうに、いきなり市民農園ではなくて、農業政策として、

要するに儲かる農業、今、安倍内閣が言っている成長する農業、儲かる農業という視点を

割とリアルに考えてみたらどうかなという気がするんですよ、八王子は。 

 今でさえ、露地物の生産出荷額で１割ぐらい持っていますよね、東京全体の中の１割あ

るわけですよね。それから、恐らく、私もこの前、ブルーベリーを夕やけ小やけのほうに

見に行ってきましたけれども、非常に規模の農業をやっていらっしゃるんですけども、ど

ちらかというと、市民農園だとか、自宅でブルーベリーをつくる人たちがふえちゃって、

専業としてやっているんだけど、ちょっと伸び悩んでいるとか、いろいろお話を聞いたん

ですよね。そういう意味で、もう少し市として、いろんな今の東京の近郊における大型の

流通業が始めているグリーンハウス戦略、あるいは植物工場戦略、そういうものを、もう

少し情報的にも学びながら、これは瑞穂地区の辺とか、一部もう出始めているんですね、

小金井市とか。そういうことを含めて、何かもう少し前向きの１０年、２０年に向けた八

王子らしい成長産業としての農業というものについてうたったほうがいいのではないかと

いうのが、私も農家の息子だったんですけど、後を継ぐだけの魅力がなかったので、都会

に出てきちゃったんですけども、今はそういう意味で言うと、東京の周辺というか、東京

の近郊における農業論というのが非常に大きなさま変わりをしつつあるんじゃないかなと

いうふうに思うんです。そこをぜひ、甲谷委員もＩＴを含めた形の新しい中、独自産業と

かいろいろ言われていますけれども、そのポテンシャルが私はすごいものが実はあって、

一挙にそういう問題が来るんじゃないかなというふうに思っているんですけど、甲谷委員、

どうでしょうか。 

○甲谷委員  今、福井さんがおっしゃった話というのは、若者にとって魅力があります

よね、そういうのって。今の日本の農業に必要なのはそういうことじゃないかなという気

がするんですよね。ＴＰＰでいろんなことを言われていますけど、やっぱり若い人が喜ん

で入るような産業であってほしいと思うし、最先端のそういういろんな考え方を、技術を

どんどん取り入れていく、それじゃないと、若い人は来ませんね。後継者が来ないという

ことになっちゃう。 

○福井副委員長 それで伸びているところがあるんですよ。例えば、三重県の津というと

ころにある赤塚植物園というところが、これはどちらかというと、園芸的な農業なんだけ

ども、要するに農夫の姿が違うんです。車をつくっている会社に勤めている労働者と変わ
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らないんです。土にまみれているわけじゃないですよ、全然。全部一つ一つの商品がＲＤ

ＩＦというか、ＩＣタグで管理されているんです。何年何月にどういう品種で、どういう

ふうにつくったかというトレーサビリティから、そういうものも全部ＩＴ情報武装化して

いるんですよ、赤塚さんなんかは。それから、掛川の花鳥園さんとか、これになんかもす

ごいぐんぐん伸びている。滋賀県とか、いろいろあります、そういう意味でいうと。 

 それをやっぱり一番敏感に引用できる場所というのは、実は三多摩なんじゃないかなと

いうふうに思うんです。三多摩の農業というのも、どう考えているんだというときに、何

か私は八王子市にはすごい工業的なポテンシャルがあるので、そういう二次産業の人たち

とうまくその辺のところをブレンドさせていける環境がどこよりもあるんじゃないかなと

思っていて、サイバーシルクロードの中で農業との関連なんかも考えてもらってもいいん

じゃないかなと。 

○加藤委員長 本当におっしゃるとおりですね。農業を考えた場合に、地方圏の皆さん、

本当に頑張っていらっしゃる。いろんなところで農業問題に取り組んでいらっしゃるんで

すけども、それ以上に大都市圏の近郊農業というのは可能性、いろんな方法が実現できる

場所ですよね。それを使わない手はないというか、最大限生かすような方向というのは大

事だろうと思いますし、それから、地方圏の農業で頑張っていらっしゃるんですけども、

所得といいますか、農業生産額を見ますと、本当に継げないなという数字がずっと並んで

いるわけですよね。それからすると、いろんな意味で農業の方向性というのは考えていら

っしゃると思うんですけど、その辺、いかがでございますか。 

○髙橋農林課長 今おっしゃられたグリーンビジネスというんですか、光とか、そういう

ものが全国的にあるというのは、私も聞いていまして、調べている中では、結構成功事例

が少ないというのは聞いているんです。大規模なものじゃなくても、つくれるんでしょう

けれども、逆に農地じゃないような場所でもつくれるビジネスというか、それが八王子に

合っているかどうか、産業と結びつけて、そういうビジネスならば、できれば、それはい

いというふうには私も思いますけれども、なかなか事例として成功率が低いというのはち

ょっと聞いています。 

 それと、都下のポテンシャル、八王子が持っているものを生かすという中では、大都市

に近くて、地産地消ができるというのは、今やっていますけれども、ただ、所得が上がら

ないというのも一つ、さっきの話ですと、天候がよくなると、野菜なんかは安くなるとか

というようなこともあって、そこら辺が難しいというか。 
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 私としては、ポテンシャルを生かした地産地消の販売方式。ただ、愛される農業という

か、後継者がやっていくことをもう少し考えてあげたほうが、先ほど、工場的なスタイル

でやっているという、そういうのであれば後継者も来たり、若者も新たに来てやるという

のは農業が振興していくとは私も思っているんですけれども。 

○福井副委員長  今、生産者の顔が見える農家というか、農業というか、これは僕はい

いと思うんです。滝山で売っていたり、何々で売ったりというのは、これは地産地消地活

のスローガンに合っているし、現状の農家として、今、後継者というか、高齢者の方々も

含めてですけども、今の現状の農業としてはそれでいいと思うんです。それでうまくいく

部分もあるだろう。ただ、１０年、２０年先の八王子の農業というものに対して、もう少

しそういう先進的な事例、例えば二次産業をやっている人とか、流通業をやっている人た

ちとか、そういう形で、農地の確保の問題についても、これは農地法の問題があるし、そ

う簡単に売ったり買ったりというのはできないと、そういう問題もあると思うんだけれど

も、借地の構成の中でやれるとか、何かそういうことを含めて、もう少し新しい分野につ

いてのポテンシャル、八王子のポテンシャルというものも探求すべきじゃないかなと。顔

の見える農業、滝山で成功している、これはもう、マルシェはどんどん広げていくという、

そっちはもう大きくブランド的に育てていこうという考え方、これは間違っていないと思

うんですよ。でも、これが八王子の農業かというと、そうじゃないんじゃないかなと。こ

れもあるけれども、こっちの二次産業とか、三次産業とか、流通業とかともうまくセット

アップされていく、新しい農業というのもチャレンジすべきじゃないかなと。 

○中島委員  今、おっしゃった新しい農業というのは、必ずしも今ある農家がやるべき

仕事ではないですよね。むしろ全く別な産業ですよね。それから、場所も今ある農地の上

にグリーンハウスをつくる必要はないわけですよね。むしろ八王子だったら、採石場の跡

地がいっぱいあるわけです。ここはもとの自然に戻すということになっているようなんで

すけども、こういう採石場なんかは、もとの自然に戻すほうが環境的な面では確かにそう

なのかもしれないけど、グリーンハウス的な比較的環境に、自然に近い産業を立地させる

という、いろいろ法律上の問題とか、いっぱいあるのかもしれませんけれども、そういう

場所とか、面積が必要ですよね、何しろ。 

○福井副委員長  そうです。ある程度の規模が必要です。 

○中島委員  そうですよね。だから、全く今ある農業とは切り離して、新しい産業とい

う考え方でやらないと、だと思うんですけれども。 
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○甲谷委員  こういう新しいこというのは最初から大がかりにやろうといったって無理

なので、僕はよく言うんだけども、ともかく小さい成功例を早くつくるということが一番

大事で、やってみることが必要だと思うんですよね。ともかくやってみよう。やってみな

いと、いろんな問題がわからない。だから頭で考えて、できない理由を一生懸命探すのは、

幾らでもその理由は出てくるんだけれども、新しいことをやろうと思ったときは、そんな

ことをやっていたら、一歩も進めない。ともかくやってみる。そういう意欲のある人と一

緒にやってみて、それで走りながら考えて、いろんな手を打っていく。それで、小さいサ

クセスストーリーをつくっちゃう。そういう方向でやっていかないと、新しいものはでき

ないです。 

○加藤委員長  現在の農家の方々のというのもあるんでしょうけども。 

○橋本委員  何年か前に北原国際病院の北原先生の講演を聞いたんです。北原先生いわ

く、あそこに患者さんで再起不能の人がいっぱいいるわけだという話です。それで、八王

子に休耕地がたくさん農地であるから、そこへうちの患者さんを連れていって、薬草をつ

くりたいという私は考えを持っているんだと。今、北原先生はいろんなところで、この間

もテレビに出ていましたけど、カンボジアで、そのときは病院から語学学校から全部つく

って、日本へ逆投資をするんだというような話もしていましたけど。そういうふうなもの

に休耕地を提供するというようなことも、農業がこれから土地をだめにしないような一つ

の方法だと。そういうことはまだ市のほうへ行っていませんか。 

○甲谷委員  北原先生は相武企業の前田社長と一緒になって考えたわけです。だから、

まるきり北原先生も相武企業の前田さんも農業の経験のない方で、あそこの東京薬科大学

とやはり連携してやろうというので、非常におもしろい発想だなと思ったんですけど。 

○福井副委員長  漢方薬も。 

○甲谷委員  漢方薬。北原先生ご自身は、今、カンボジアで大変お忙しそうなので。 

○加藤委員長  そういえば、きょうは農業関係の方がいらっしゃらないので、委員の方

が。 

○福井副委員長  研究の余地はあると思うんですよ、情報収集とか、あるいは委員会を

置くとか。 

○加藤委員長  大変難しい問題ですけども、やらなきゃいけない問題ですよね。 

○志村産業振興部長  うちのほうも６次産業化ですとか、新たな道筋と言っちゃおかし

いけど、そういうのを探りながらやっていかなきゃいけないというのはあるんですけれど、
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今おっしゃってくれたようなきっかけとか、そういうところが、今度は、４月１日の分科

会で話せればいいかなと思います。 

○大野委員  そういう先進事例は、県だとか、支援しているとか、そういうことにはな

っているんですか。 

○福井副委員長  これは農林水産省の中でもかなり取り上げられ始めていますから、そ

れから日経ビジネスでもケーススタディが出始めていますし、ちょっとそれ、今日、私、

協力してもいいんですけれども、それはもう検索されれば、ばっと出てきます。そういう

意味で言うと、私はどちらかというと流通業とか、そういう人たちで進めている人たちか

ら聞くと、やっぱり三多摩は土地問題というのが、全部分断されていて、それで、要する

にまた景気がよくなると、住宅に転用したほうがいいんじゃないかとか、そういう町にな

ってしまって、非常にいろんな問題があると。だから、本当はそこのところの農地の問題

とか、そういうものの法的整備だとか、そういうことをうまくやれば、みんながウインウ

インになれる物すごい条件を持っているのは三多摩だというのをみんな言いますよね、工

業課の人たちとか、流通業の人たちは。 

○加藤委員長  ですから、可能性はあるんです。逆の意味のね。土地そのものの価値が

あるというところで、それをどう措置するかという問題点がありますね。 

○福井副委員長  相続税の問題とか、何かいろんな問題があるために、いろいろ。だか

ら、今で言うと、顔の見える農業という先ほどご説明のあった部分については、僕はそれ

はいいと思うんだけども、長期的な部分でどうなんだというと。今の内閣等も含めて、い

ろいろと。そこはちょっと情報のアンテナを張っておく必要があるんじゃないかなと。 

○甲谷委員  これまでの意見の反映とちょっと離れるかもしれないんですが、質問も兼

ねて、施策２の企業支援のところ、企業誘致の話がここに載っているんですけれども、１

５ページに「いきいき企業支援条例における年度別立地件数」というのがあって、この報

告はこの１０年間の間に、平成１６年からか、いきいき企業支援条例をやってから六十何

社ですか、立地が実現しました。うち、ものづくりが非常に多いとおっしゃっているんだ

けれども、このグラフを見ると、リーマンショックのところがピークですよね、平成２０

年が。その後、わっと減っているじゃないですか。例えば、ものづくりの立地が一番多い

とおっしゃっているんだけれども、それはどの時点で多かったのか。ずっと平均して多い

のか、あるいは平成２０年以降ずっと落っこっている。これはまさにリーマンショック以

降、またどんどん空洞化が進んでいるわけですから、その内訳は一体どうなっているのか。
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恐らく、私は石川工業団地の近くに住んでいますけれども、あそこだけを見ていても、流

通産業がぼんぼん入ってくる。悪いことじゃないと思うんですよ、あれも。そういう世の

中になっているんだから。高速道路網がどんどんできていますから、いいんだけれども。

この内訳、一体どういうふうになっているのかということが一つと、それから、企業誘致

についての基本的な戦略、どういう分野をどういう形で、今、引っ張ろうとしているのか。

それから、産業振興部としては、そういうチームをつくって、全国あるいは海外まで含め

て、企業を誘致しようというふうなアクティビティをやっていらっしゃるのかどうなのか。

ただ、こういういきいき企業支援条例がありますよと待っているのか。これ、今後の企業

誘致に物すごく響いてくる。どういう形でいくべきか。それこそ戦略プランのところで、

いろいろ議論しなきゃいけないと思うんですけれども。 

例えば、最近見ていますと、シリコンバレーに本社のあるネオフォトニクスという最

先端の技術を持っている企業が八王子で研究所をつくりましたよね。例えば、この企業の

ケースの場合、産業振興部さんが積極的に働きかけて、そうなったのか。たまたま、あそ

こで働いていらっしゃるエンジニアのほとんどがみんな沖電気の方ですから、あそこの所

長と話したら、「いや、ここの土地勘があってよかったので、ここに来ました」なんて言

っていましたけれども、そういうことなのか。結果オーケーだけじゃしようがなくて、戦

略があって、どういう産業を、どういうところから引っ張ってこようとしているのか。そ

の辺は、その結果としてこうなっているのかどうなのかというのをちょっと知りたい。 

○加藤委員長  いかがでしょうか。 

○大西ものづくり担当主幹  いきいき企業支援条例は、内訳で言えば、３分の２が大体

ものづくり系の企業ということで、今までも来ています。今、ご質問のありましたリーマ

ンショックの後で物すごく大きな傾向があって、ものづくりが減っているかというと、ど

うもそうでもないんです。例えば、最近の例でいきますと、みなみ野の中にまずニッスイ

の研究所が立地して、あそこなんかはやっぱり北野にあるものが手狭になったので広げた

り、その後も、中央シオノヤという調布の企業さんが、あそこで住工の混在の問題があっ

て、それで移転をしてきて、プラスチックとか、ああいう関係の工業製品をつくったりし

ているんです。それから、坂西精機というところが歯車をつくっているんですけど、そう

いうところが日野から移ってきたりとか、最近の動きとしては、日清の研究所が戸吹に来

たりとか、ものづくりの企業も非常に、こういう状況の中でも割とステディに、順調に来

ているというのは、一つの八王子の特徴で、それを見ていくと、日本全国のものづくりと
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いうのは、やっぱりある程度、いろんな問題を抱えながらも、再編しながら、どこかへ立

地して、日本でものづくりをしようという企業さんは引き続きあると。その受け皿として、

八王子って結構魅力があるところだなというのは、そのあたりも実感しております。 

 そういう中で、どういうものづくりを呼ぼうとしているのかという点では、一つは先端

系の製品をつくっている企業、それから、そういうものを支えているところの基盤技術を

持っている企業、さっき歯車の例を挙げましたけど。それから、もう一つは都市市場対応

型といって、食品であるとか、あるいは印刷であるとか、そういう市場のまっただ中にい

ることが、物流とか、そういう面を含めて非常に有利になるような企業、こういったもの

を呼んでいこうということで、そういう方針を立てて誘致していると。 

 どういう活動をしているかということで言いますと、一つ、非常にステディなところな

んですけれども、市内のいろんな企業とのおつき合いの中で、自分たちは手狭だなといっ

たら、手狭だったら、八王子市の中にもいろんな土地がありますよ、それから、実際、こ

ういう支援条例みたいなものもありますよ、こういったものを日々説明しながら、市内で

の展開なんかを進めていく。それから、市外から引っ張ってくる部分については、金融機

関とか、それから他府県の業者さんとか、ヨーロッパとか、ああいうところに情報を提供

しながらやっていくというのはあるんです。海外とかのダイナミック、あれは全国に向か

って、すごく人が歩き回っているというところがちょっと取り組めていなくて、非常にス

テディなところと。 

 ネオフォトニクスにつきましては、これ契機は、はっきりいって八王子市が呼び込んで

きたというわけではないです。木村さんという方がいらっしゃいまして、沖電気出身だと

いうことで、八王子にはやっぱり興味を持たれていて。ただ、当初から八王子市さんって

どこかいい事務所はないですかとか、それから、例えば自分たちが拡大するときに、何か

支援とかがあるんですかと、そういう感じなんかもあったりして、割と早い段階からうち

の担当者が情報提供したりして、そういう面では一定の八王子市というのは、そういうこ

とについてウエルカムな姿勢を持っているんだなとか、そういう印象を持っていただいた

のが、この立地の一因にはなっているかなというような自負はしているところです。 

○甲谷委員  傾向として、八王子にある大企業なんかも、例えばオリンパスさんなんか

は物すごい研究所をつくりましたよね。それから、またコニカミノルタの運動場を潰して

猛烈に何かつくっている。これはやっぱり研究開発だろうと思うんだけれども、そういう

傾向が非常に強くて、これは何もああいう巨大企業でなくたって、研究開発というのはこ
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れから非常に大事になってきますから、そういうところを持ってくるというのだったら、

僕はまだ可能性は非常にあると思うけれども、大量生産をやる工場というのは、今や誘致

しようといったって、なかなか難しいなと思います。もう１０年たったら、世の中が変わ

るかもしれないけれども。だから、当面はやっぱり研究開発を持ってくるという、そうい

うところに的を絞った場合に、例えば日本国内、今おっしゃったような形でもって、口コ

ミでも何でもいい、人脈でも何でもいいんだけれども、とにかく引っ張ってくればいいん

だから、これは非常にいいと思うんです。 

 ただ、もうちょっと中長期的に見たときに、少し戦略的にアクティビティをどこかに仕

掛けるというか、そういうことというのも考えるべきではないかなという気はします。例

えば、それこそ友好都市関係のある台湾の高雄なんか、あそこら辺は非常に日本の支えて

くれる中小企業の技術なんていうのは、物すごく魅力的に考えていらっしゃるらしいし、

そういったところから引っ張ってくるとか。例えば、ネオフォトニクスの流れをつかまえ

て、シリコンバレーから何か引っ張ってくるとか、そういうところを戦略的に考えておい

たほうがいいんじゃないかなという気がします。 

○加藤委員長  甲谷委員がおっしゃるとおり、東京のポテンシャルというのは、何十年

前から、３０年、４０年前からずっと言われ続けてきたんですね。その土地を用意できな

い、用地を用意できない。都内全域を考えてみても、どこも用意できなかったんです。せ

いぜい域内の再配置ぐらいしかできなかったと。本当に三、四十年前から、どれだけ地方

圏の企業が東京のどこかに拠点を置きたいという話が届いて、八王子の場合にもそういう

話がどんどんどんどん飛び込んでいましたよね、昔から。しかし、それが用意できなかっ

た。ある意味で、ここでの条例で立地件数が毎年何件かあるようですけれども、実際には

用地が供給できないんだろうと思いますけども、用意できれば、こんな数字じゃないです

よね。延べでいくと、１，０００件やそこらは幾らでも八王子に立地できるようなポテン

シャルがある場所なんです。そのときに、この八王子をどうするかというときに、逆に選

別できる地域でもあるわけです。次の地域をどうするかということで選ぼうとするならば、

限られた用地をうまく使えば、違った世界が広がっていくのかなという、そういう場所な

んですよね。 

○甲谷委員  研究開発に絞ってやるとすれば、場所としてはものづくりの工場ほどのス

ペースは要らない。要するに、町なかだとか、それこそ中心市街地でも大丈夫なんです。 

○加藤委員長  ただ、その場合に、都内でいくと、２３区内は難しいから八王子に来た
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いなというのはものづくりの基盤産業といいますか、そういったところも本当は確保した

い。 

○福井副委員長  甲谷さん、これ精密加工とか、いろいろあると思うんですけれども、

今おっしゃられる意味で、Ｒ＆Ｄを含めて、相当な研究設備投資をしますよね。そういう

ときに、臨海エリアではなくて、八王子の持っている地盤のよさとか、それから安心安全

というか、自然災害との関連だとかというようなことというのは、セールスポイントには

なるんでしょうか。 

○甲谷委員  なりますね、それは。それと、やっぱり八王子の魅力というのは、住環境

が都心に比べてはるかにいいということです。職住接近でいけるというのが、一つの魅力

だろうと思うんですよね。だから、その辺はセールスポイントになり得るなと。 

○福井副委員長  さっきの高雄の話も含めてね。 

○加藤委員長  問題があるのは工業団地、要するに用地、農業問題とのせめぎ合いとい

うのはありますよね。地盤というのは、牧野フライスさんなんかは富士山の裾野につくっ

ているんですよ。それは岩盤がいいと。まさに工作機械をつくるときの精度の高いもの、

これをつくるために、わざわざ、富士山が噴火するかわかりませんけども、地盤のいいと

ころに立地しているわけです。八王子なんかもいいわけですよね。 

○甲谷委員  だから、日本の国内で取り合うのというのは、どうなのかなという気がす

るんだけども、下町のほうでなかなか場所がないとおっしゃるところがあるんだったら、

それはウエルカムですよね。 

○加藤委員長  都内の２３区内でいきますと、ほとんど、毎年いつの時点で考えても、

都内のどこかに移転しなければならないという、木島委員のほうでも、いろいろそれはや

っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども。 

○甲谷委員  だから、企業誘致というのは、一ひねり、二ひねり、もうちょっと頭を使

ってうまくやると、包括してやってみると、おもしろい成果が出るのかなという気がしま

すね。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長  今言ったように、いきいき企業支援条例だけじゃ

なくて、住みやすさですとか、あと、先ほど言った交通の利便性ですとか、そういうとこ

ろで企業というのは選んでもらっていると思っています。例えば、ここ何件か来たのは、

調布から来た企業は、調布で手狭になって、周りに住環境で、学校ができて、それで京王

線沿線で八王子へ来たという会社がやっぱり幾つかあります。ですから、そういうところ
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も拾いながら、あと、都市間競争といって、結構相模原と八王子とどっちを選ぶかという

ところで、幾つか我々も戦っているといいますか、シティセールスをしているところもあ

るんです。やっぱりいきいき企業支援条例があるということ自体、それだけでも、それが

ポイントにはならないんですけども、八王子はそういうふうに企業を思っていただいてい

る、そういう姿勢ですとか、あと、職員の熱意ですとか、そういうところがポイントにな

るというところも幾つかありますので、いきいき企業支援条例はここで１０年で、来年度

期限切れになるので、今年２５年度１年間かけて、これを継続するのか。今言ったように、

どういう形で持っていくのかというのは、ここ１年間で検討して、来年の４月１日から新

しい条例をやるのかどうなのか、その辺については、今言ったように、戦略的にどういう

地域を、どういう企業を持っていくのかというところを絞りながら、先ほど言いました相

模原との比較ですとか、あと、例えば八王子市から出ていった企業というのがあるわけで

す。そういうところは、じゃあ、何で八王子市から出ていったのかとか、そういうところ

をもう少し分析しながら、いきいき企業支援条例についても改正をしていきたいと思って

いますので、そのときは、また皆さん方のご意見もいただきながら、改正はしていきたい

なというふうに考えています。 

○加藤委員長  地方圏ですと、もう何十年も前から、いろんな誘致策を用意しながら頑

張ってこられたわけですよね。それとは違った大都市圏の中での誘致のあり方というのは、

地方圏とは違うやり方というのがあるんだろうなと。その辺はきちんと押さえていかなき

ゃいけないのかな。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長  シャープの亀山なんかは、あそこで誘致、大量の

金をやったんですけど、ああいうふうな形になっちゃって、じゃあ、いきいき企業支援条

例はどうなのというような議論もありますので、そういうのを含めながら、企業誘致につ

いては行っていきたいなと思います。 

○甲谷委員  それと、空きスペースをよく把握しておいていただきたいと思います。例

えば、僕の出身のアジレント・テクノロジー、北八の前、あそこは今、いろんな会社が入

っていますよ。生命保険も入っているし、もともと競合相手だったのが、いつの間にか一

緒に入っていたり、僕もそれを頭に入れていて、まだどのぐらい空いているなんて聞いた

りしていたんだけど、いつの間にか全部埋まっちゃっていた。やっぱり大企業が、例えば

ものづくりをやっていたところが、ものづくりの機能がどこかへ出ていっちゃった。その

空きスペースがあるとか。だから、そういう空きスペースがどのぐらい、どこにあるのか
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というのを、ある程度つかんでおかないと、話は進まない。 

○豊田企業支援・雇用対策担当部長  そうですね。そこも含めて、情報収集には努めて

いきたいと思います。 

○松葉委員  今の話の支援条例の円グラフの割合で、ものづくり産業が３分の２ぐらい

を占めているんですが、この比率というのは、本来理想みたいなものがあるのかないのか、

そういったことを意識されているのかというのをちょっとお聞きしたいなと思っていまし

て。 

事務所が３％で、商業１３％で、僕個人的な話になりますけど、基本的に中心市街地

の活性化ということに非常に関心があるので、多分この数字だと、どちらかというと、郊

外に企業が建ってきているのかなという感じなんですけど、ここら辺はどうなんでしょう

か。 

○大西ものづくり担当主幹  いきいき企業支援条例で力を入れていたのは、ものづくり

産業という、一つ非常に付加価値を生み出して、支援・雇用を生み出すというもので、そ

ういうところで力を入れていったという点では、これはある意味では、その想定をして執

行してきたところと合致していると思うんです。商業については、ものづくり産業に比べ

て、ある程度ポイントポイントを絞りながら支援してきたと。要するに中心市街地、それ

から南大沢とか、みなみ野とか、ああいうところの新しい駅周辺の土地を用意したけれど

も埋まっていなかった。そういうところを狙っていきましたので、そういう点では、例え

ば、それ以外の郊外店、スプロール的にどこでも郊外店ができていくのを支援していたわ

けではないので、おのずからそういう点からも件数が絞られてきたというところで、大体

想定された形になってきたのかなというふうに評価しています。 

○松葉委員  加えてなんですけど、たしか３２ページのこちらの資料３－２で言います

と２４のところなんですが、３２ページの囲みの地域ブランドの創出の一番下の段のとこ

ろに記載していただいて、本当にありがとうございますというところなんですが、「八王

子市の製造業や学生たちとの協働による」というところが個人的にちょっと引っかかって

いるといいますか、例えば、製造業もそうですし、観光もそうですし、商業もそうなので、

もうちょっと製造業以外のところも書いていただけると、非常にうれしいです。 

○青木産業政策課長  今の点につきましては、確かにご指摘の点はありますので、商業

とか観光とかも含めて、言葉をもう一回整理させていただきます。今回、マスタープラン

の中で産業交流拠点の一つの柱と位置づけさせていただいておりますので、東京都の木島
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委員のほうから何かもしもご意見というかをいただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

○木島委員  それを含めて何点か、こちらのほうのマスタープラン【第２期】（案）の

中で気になった点だけ先にお話しさせていただければと思います。 

 １点目なんですけれども、この中で６次産業化と農商工連携という言葉が使われている

かと思うんですけれども、６次産業化と農商工連携の言葉の意味合いといたしましては、

６次産業化ですと、１次産業や２次産業、３次産業を飲み込むという形になると思ってお

りますし、農商工連携ですと、それぞれが独立した中で連携を強化していくという内容に

なりますので、言葉としてはいずれかに統一したほうがよろしいかと思います。 

 いずれかに統一することが非常に難しいようでございましたら、どちらかの言葉の後に

「等」とかをつける形で整理をされたほうがよろしいのかなと思っております。 

 あと、２０ページになりますけれども、２０ページの現状と課題になります。２０ペー

ジの現状と課題のところに、高度な技術を持つ製造業の集積というところで、上から４行

目になりますけれども、「多摩地域は区部に比べて全体に電子・デバイスが多い傾向にあ

りますが、その多摩地域（市部）の中で見ても、上回る割合となっています」というとこ

ろの文章になるんですけれども、やや表現が入り組んでございまして、読み手としてはわ

かりにくい部分もあるかと思いますので、この文章につきましては、もし可能であれば、

１回整理をしていただいたほうがわかりやすくなるかなと思っております。 

 あと、２８ページになりますけれども、観光地の魅力の向上になりますけれども、４番

目の段落にあります「産業交流拠点の整備を契機に、外国人を含む多くの人に訪れてもら

う」という文章で、行わなければなりませんという文章になりますけれども、整備を契機

にというところで、これも読み手側の印象になってしまうんですけれども、整備がされな

ければ取り組みがというところをやらないのかということで、やや後ろ向きな印象を与え

てしまうかと思いますので、ここにつきましても、やはり文言のほうを検討していただい

たほうがよろしいのかなと思っております。 

 すみません、マスタープランのほうは３点でございました。 

 あと、先ほどお話がございました産業交流拠点についてになるんですけれども、産業交

流拠点につきましては、こちらのほうのマスタープランにございますとおり、広域多摩地

域の製造業を中心とする産業集積におけるイノベーションを拠点として計画されたものと

いうことで、都におきましても、「２０２０年の東京」ということで、石原前知事のとき
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に策定されました計画にも位置づけられてございますし、あと、猪瀬知事になりまして、

アクションプログラムという形で、都のほうで計画を策定させていただいたんですけれど

も、その中にも八王子交流拠点につきましては明記させていただいてございます。 

 そうした中で、マスタープランにおきましても、これまで八王子市様と東京都におきま

して、いろいろ連携を密にしながら、意見交換を積み重ねてきた中で、いろいろ整理をさ

せていただいてきた経緯というところもございますので、引き続きマスタープランの最終

案の確定の場面におきましても、さまざまな意見交換等をさせていただきながら、最終的

に整理ということでさせていただけければ思っておりますので、引き続きどうぞよろしく

お願いいたします。 

○加藤委員長  今回のマスタープランの中においても、産業交流拠点のウエイトという

のはかなりいろいろな面で大きいようでございまして、ここで云々というのは、なかなか

言えないと思うんですけども。 

○福井副委員長  去年も聞いたんですけども、２０１６年の八王子市制１００年という

タイミングは、やっぱりすごい、市民を鼓舞する部分もあると思うんです。もっと八王子

のことを知ってもらおうとか、市民が一体になろうとか、先ほどから出てきている産業政

策にドライブをかけようとか、交流拠点をそこで何とかという、そういう得も言われない

力が湧いてくるものなんじゃないかなと思うんです。そういうものも前文か何かにあると、

１０年計画の中に市制１００年というのを迎えるんですよというのを２０１６年にはと、

それを一種のドライブコースにするとか、産官学が一体になってやるとか、東京都と連携

していくとか、何かそういう前向きの話が、今までどちらかというと、後ろ向きの話がず

っと多かった時期なので、それを読む人たちから見ると、非常に何かアイデアを言ってみ

ようとか、周年事業としても取り組んでみようとか、イノベーションのほうにも、甲谷先

生に怒られるかもしれないけども、何かいいきっかけになるんじゃないかなというふうに

思いますけども。 

○加藤委員長  東京都という非常に狭い範囲だけで考えてみても、八王子というのは非

常に大きな産業のまさに拠点ですよね。多摩地域の中で考えてみると、八王子が頑張って

もらわないと、都としても困るなというところが要点かなと思うんですけれども。 

○甲谷委員  言葉に引っかかるわけじゃないんですけれど、今のお話で、６次産業化と

農商工連携、これどっちかに１本にしたほうがいいかじゃないかというお話があったけど

も、僕は別々でいいと思うんです。両方やりたい。 
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○木島委員  それにつきましては、どちらかにしてしまいますと、どちらかに引っ張ら

れてしまいますので、「等」をつけるとか、「・」で並列にするとか。 

○甲谷委員  それは書き方ですね。大した問題じゃないという気がするけど、大変失礼

なことを申し上げました。 

○木島委員  いえいえ、そんなことは。 

○甲谷委員  僕は両方はっきりやるべきだと思います、農商工連携と６次産業化、並列

に並べておくべきだと、私はそう思っています。 

○加藤委員長  赤尾委員、いかがでございますか。 

○赤尾委員  雇用とか就労の関係で、先ほど、企業誘致の話がありまして、実際に誘致

された企業の名前も出てきたところなんですけど、結局こういう企業というのはハローワ

ークに求人をいただいているところなんです。ですから、そういう意味で、地域の雇用の

場を創出していただくのに、企業の誘致ということについては非常に有効な手段であろう

というふうに考えていますので、この辺はハローワークでできない部分ですので、市のほ

うでまた一生懸命やっていただいて、ハローワークとしては、地域の雇用の促進とか雇用

の安定というのが究極の目的でやっているんですけれども、ここのプランの１７ページの

施策３の就労環境の整備の目指す姿、これはもう方向性は、ハローワークと区市町の方向

性になりますので、引き続き企業誘致等も含めていろいろな連携を図りながらやっていけ

ればというふうに考えていますので、引き続き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。 

 そのほか、マスタープランについてのご質問、ご意見いかがでございましょうか。よろ

しいですか。 

 今日、いただきましたご意見等につきましては、また事務局のほうで整理していただい

てということでございますけども、マスタープランにつきましては、３月末をもって策定

ということになるんでしょうか。したがいまして、これらのご意見を踏まえまして、マス

タープランの取りまとめについては、委員長である私にご一任いただければありがたいん

ですけども、いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

○加藤委員長  そうしますと、このマスタープランを一応私のほうで精査しまして、ま

た皆様のほうにご報告できればと思っておりますけども、実際にはそのマスタープランに

従いまして、次回以降は戦略プランという形で、より具体的な内容の検討に入らせていた
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だくという、会議そのものの性格が少し変わるということになろうかと思います。そんな

手続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。 

 それでは、次第の３の事務連絡について、事務局からご連絡お願いしたいと思います。 

○青木産業政策課長  それでは、ただいま委員長のほうでまとめていただきましたよう

に、先ほど来ご意見のありました交通アクセス、それから交流拠点等、いろいろご意見が

あったところについては、再度事務局としても整理をし、委員長とご相談して、取りまと

めをお願いさせていただきたいと思います。 

 また、４月から戦略プランの検討を引き続きお願いさせていただければと思います。こ

のプランに基づいて、さらに具体的な内容、戦略をご議論いただければと思いますが、４

月につきましては、日程でございますけれども、一応４月２５日木曜日と２６日金曜日の

午後２時ぐらいからを用意させていただいておりますが、皆様のご都合で、できれば、そ

のいずれかで決めていただければ、調整させていただければと思っておりますが、いかが

でございましょうか。 

○加藤委員長  私どもは、その両日、皆様方でなるべく多い方が出席できる日で設定さ

せていただければと。じゃあ、手を挙げていただいたほうが。２５日、都合の悪い方とい

うか。 

○青木産業政策課長  ２５日木曜日、都合の悪い方はいらっしゃいますでしょうか。２

６日でも。 

○甲谷委員  都合が悪い。 

○青木産業政策課長  ２５日のほうがよろしいかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（はい） 

○青木産業政策課長 では、２５日木曜日、２時からという形で設定をさせていただきま

す。 

 それでは、次回の通知と資料につきましては、また事前に送付をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。会議録につきましては、メールアドレスをいただいてい

る方につきましてはメール等で送付をし、確認させていただければと思います。メールを

ご利用でない方については郵送等、別の方法でご送付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、こちらのほうからの事務連絡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。以上で第３回の検討委員会を終了させていた

だきたいと思います。 


