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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 4 回） 

平成２５年４月２５日 

 

○加藤委員長  出席いただきまして、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いたします。 

○事務局  資料の確認の前に人事異動がありましたので、その紹介をさせていただきま

す。 

初めに、委員ですが、八王子市農業協同組合指導経済部長の小山様が退職されまして、

４月１日から田中様が就任されました。 

○田中委員  今紹介いただきました八王子市農協の田中と申します。よろしくお願い申

し上げます。 

○事務局  続きまして、産業振興部ですが、企業支援・雇用対策担当部長が産業振興部

長と兼務という形になりまして、企業支援・雇用担当対策担当部長でありました豊田部長

が、健康福祉部高齢者障害者担当部長に異動しました。そこで兼務となりますので、引き

続き、志村は産業振興部長ということで在籍しておりますが、産業振興部長の志村と農林

課長の高橋につきましては、別の調整事項がありまして、おくれる予定となっております。 

 また、委員の方が変更になりましたので、参考に委員名簿を配付させていただいており

ます。 

 本日欠席の報告をいただいておりますのが、本目委員、岡崎委員、木島委員、赤尾委員、

松葉委員、５名の欠席のご連絡をいただいております。 

 会議につきましては過半数を超えておりますので、成立しております。 

 続きまして、資料の確認ですけれども、本日の資料につきましては、事前に送付させて

いただいた資料№４－１「八王子市産業振興戦略プラン（案）」が一部。あと、本日机上

に配付させていただきましたものが、資料№４－２「八王子市産業振興マスタープラン

【第２期】」、資料№４－３「第３回検討委員会での主な意見とその反映について」、

「次第」のほうを配付させていただいております。 

 資料のほう、お手元にない方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。以上になり

ます。 

○加藤委員長  それでは早速でございますけれども、本日の次第Ⅱの報告に入りたいと

思います。 
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 本日は、まず昨年度まで皆様方にご議論いただきました八王子市産業振興マスタープラ

ン【第２期】が、ここでまとまりましたので、その報告を事務局からお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○青木産業政策課長  それでは、事務局のほうからご報告をさせていただきます。 

 産業振興マスタープランの取りまとめにつきましては、前回の委員会でご議論をいただ

きました意見につきまして、本日の資料の４－３として、その意見の内容と反映について

整理をさせていただきました。その内容を反映し、本日の資料の４－２という形で、「産

業振興マスタープラン【第２期】」を配付させていただいたところでございます。内容に

つきましては、資料４－３をご覧いただきながら説明をさせていただきたいと思います。 

 前回の第３回でいただきました七つの意見につきまして、このような形で整理をさせて

いただきました。 

 １点目の「交通アクセスの課題」についてでございます。観光・商業の振興を考えたと

きには、南北・東西の交通アクセスをどうするべきかということも一つのポイントになる

ということから、交通政策の計画に明示されるものであると思うが、産業面からの課題と

してマスタープランに記載するべきだというご意見をいただきました。 

 これにつきましては、本日お配りしましたマスタープランの６ページの１６行目の部分

につきまして、今ここに記載しておりますとおり、「業種を超えた連携や地域の交流によ

り、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

っています。そして、これらの課題に対応していくなかで、交通アクセスやまちづくりの

点での課題も考えられることから、他の所管課との連携が必要となってきます」という課

題認識として表現をさせていただきました。 

 ２点目の「１０年後を見据えた農業」ということで意見の内容に記載しておりますとお

り、今後１０年を見据えたときに、グリーンハウスのような経営戦略的な農業を展開して

いくこと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、施策の中の現状と課題、３３ページのところに反映をさせていた

だきまして、８行目の文章、「こうした現状を踏まえ、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」、そして、その後に「企業的経営の推進、および担い手対策

の推進には」というところに表現を加えさせていただきました。 

 ３点目の「企業誘致」についてでございますけれども、今後１０年を見据えて、中長期

的に企業誘致をどのようにしていくかを考える必要があるのではないかというご意見をい
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ただきまして、これにつきましては、戦略５の中に、その趣旨を記載させていただきまし

たので、後ほどの個別の議論のところでご説明をさせていただきたいと思います。 

 ４の「市政１００年を迎えるにあたって」というご意見をいただきました。その１００

周年を迎えるに当たって、これを利用した仕掛けが必要ではないかという趣旨のご意見を

いただきましたので、「プランの策定の考え方」、７ページの下から４行目あたりに、

「また、平成２８年には市政１００周年を迎えることからそれを契機としてにぎわいを創

出するなどの仕掛けも考えられます」という形で追加をさせていただきました。 

 ４点目の、２０ページから４行目からの文章がわかりづらいという言葉の整理について

ご意見をいただきましたので、これについては配付したプランのとおり、文言をわかりや

すく修正をさせていただきました。 

 もう一点、同様に文言の整理として、２８ページ４段目に、産業交流拠点が整備されな

いとそれ以降の取り組みが進まないような趣旨で読み取れるけれども、そこについてはよ

く整理をして、都とも調整をしながら文章を修正してほしいというご意見をいただきまし

たので、２８ページの部分につきましては、東京都とも表現を調整させていただいて、今

回のプランのとおり文章を修正させていただいております。 

 ７点目の、これも言葉の整理でございますが、６次産業と農商工連携という言葉の使い

分けを整理するべきだというご意見をいただきまして、これにつきましても、農商工連携

は、農家がつくったものを工業が加工し商業が売るというものという整理をさせていただ

いて、６次産業は農家がつくって加工して売るという考え方を整理させていただきまして、

施策７の農業の視点では主に「６次産業」という言葉を使わせていただいて、他の施策の

ところでは主に「農商工連携」という言葉を使うことで整理をさせていただきました。 

 その他、誤字脱字等を事務局のほうで見直しをさせていただきまして、加藤委員長にお

諮りをし、本日お配りさせていただいたような形でまとめをさせていただいたところでご

ざいます。 

 なお、冊子として印刷につきましては、戦略プランをこれからご議論いただいて、それ

がまとまった段階で、パースとか、より図表とか絵とかを工夫して印刷・製本をさせてい

ただいて、その後に配布という段取りにさせていただきたいと思いますので、図表等につ

いては、その段階で若干、もう少し工夫をしたもので本にさせていただきたいと思ってお

りますので、ご了解いただければと思います。 

 産業振興プラン取りまとめについての報告は、以上でございます。 
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○加藤委員長  ありがとうございました。 

八王子産業振興マスタープラン【第２期】は、皆様のご協力、ご議論のもとに無事完

成に至りました。御礼申し上げたいと思います。 

 新年度につきましては、このマスタープランの方向性を踏まえまして、より具体的な戦

略プランについてご議論させていただければというふうに思っております。 

 では、早速ではございますけれども、次第のⅢ議事に入りたいと思います。 

 八王子市産業振興戦略プラン（案）につきまして、事務局から、まず全体の考え方につ

いてご説明していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○青木産業政策課長  それでは、事務局のほうからご説明させていただきます。 

 戦略プランにつきましては、事前送付資料として資料４－１を配付させていただきまし

た。なお、農林業にかかわる戦略の１９、２０、２１については、送付がおくれてしまい

まして、２回目の郵送でお送りをさせていただきましたので、あわせてごらんいただけれ

ばと思っております。 

 全体の考え方でございますけれども、これからの議論のたたき台として、事務局のほう

でこのような形で作成をさせていただきました。 

資料４－１の表紙を１枚めくっていただければと思います。戦略１のシートを例とし

て、全体のつくり込み等についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 ページの上段のほうに、「基本施策１ 地域経済を支える産業の振興」という表記がご

ざいますが、まずはその一番上のところに基本施策の番号、それとその名称、そしてその

下に、その基本施策のもとの施策の番号と名称を書いた上で、その施策に属する戦略番号

と、その戦略の名称を記載しております。１ページ目でいいますと、「戦略１：産業振興

にかかわる機関との連携」という形で、一つの戦略として１枚のシートをまとめるという

ところでございます。 

 この内容でございますけれども、まず一番上に、「１０年後の八王子の姿」としまして、

この戦略の目指すべき目標を記載しております。 

その下に、「活かすべき資源」として、その目標を達成するために活用できる資源を

列挙しておりまして、その資源を活用して、その下の「戦略の内容」というところで、施

策に位置づけた内容を具体的に戦略の内容として記載をしております。 

戦略１でいいますと、①ネットワークの強化。その具体的な内容について、黒ポチで

３点ほど挙げております。それから②のネットワークの拡大、③の産業交流拠点の活用と
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いうことで、三つの戦略を挙げて記載をしているところでございます。 

その下に、「戦略を実現するための主な事業スケジュール」ということで、表にして、

各戦略につきまして、主なそれを実現するための事業を、平成２５年度から２８年度の列

をつくりまして、そこに、当該年度にスケジュールとして位置づけた事業を落とし込んで

いくという形で作成をいたしました。現時点で想定をした事業とスケジュールということ

ですので、各戦略につきまして、これについては、ぜひ皆様のご意見をいただいた中でブ

ラッシュアップをしていきたいというふうに考えております。 

また、この矢印の見方ですが、平成２８年度までの列で、その矢印になっているもの

はそれ以降も継続するという趣旨で、矢印をつけております。また、黒ポチといいますか、

丸になっているものは、その年度で終了というような趣旨で書いてあるものもございます。 

ただ、平成２８年度以降、平成２９年度から３４年度までの中期・長期のスケジュー

ル化については、まだ表現ができていないので、ここら辺につきましては、また皆様から

意見等をいただいた中で、このつくり込み自体につきましても、ぜひ、また重ねて工夫を

してまいりたいと思っておりますので、このつくり込みも含めまして、ぜひご意見をいた

だければと思っております。 

また、これまでの議論の中で、各施策が八王子の地図といいますか、地域的に面とし

てどう落とし込んでいくかというご議論もいただきましたので、その面として地域性を踏

まえた施策の展開といいますか、図に落としたもの、資料も、まだきょうの段階ではでき

ておりませんで、これもまた各施策事業を議論いただく中で、再度そのような地図に落と

したような資料も引き続きつくって、次回以降提示をさせていただいて、その地域性を踏

まえた議論も、引き続きさせていただければと思っております。 

全体的なつくり込み、構成についての説明は以上でございまして、各論については、

またそれぞれ議論の中で各シートについてご説明をさせていただいて、検討いただければ

と思っております。全体についての説明は、以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 ただいまご説明いただきました産業振興戦略プラン全体ということでございましょうか、

につきまして、ご意見ございますでしょうか。 

個別の戦略は、この後これからですけれども、順次議論をしていただきますので、全

体としてこんな方法でという、そのあたりのご意見、あるいはご質問がございましたらお

願いしたいと思います。いかがでございましょう。 
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○甲谷委員  何か非常に平板的で、あんまり新鮮味がないなという感じが正直言ってす

るんですけれども。これから１０年ですよね。これは最初に議論があったように、１０年

先のことは本当はわからないけれども、何か物すごい勢いで変わっていくであろうという

ことは、大体間違いなく起きますよね。そういう変化に対応して、こういう産業振興とい

うのはどうするのかという、少なくともその基本的な考え方というか、哲学というか。要

するに、変化にも素早く対応していかないと遅れてしまう。八王子は、はっきり言って、

遅れてきたと思いますよ、今まで。だから、それをどういうふうに表現すればいいのか。

要するに覚悟というか、そういうことを書くべきじゃないかなという気がするんですよね。 

具体的にどう変わるかというのは、非常に難しいけれども、例えば、農業のことだと、

今度ＴＰＰが動こうとしている。それに対して、八王子市としては、本当にどういう方向

で行こうとするのか。結局、そういう産業振興についての司令塔というのは、一体、八王

子はどこになるのかというのがよく見えないですね。起きたことを、後から後から手を打

っていくというふうな感じがしちゃってしようがない。 

それから、ここに支援機関がざっと書いてありますけど、これ、現在の支援機関です

よね。支援機関のあり方というのも、やっぱり時代の流れとともに物すごく変わっていく

はずなんですよ。だから、このままで本当にいいのか。こういったものに見直しをかけな

がら、必要な新しいそういう支援機関をつくっていくとか。ただ、もうずっと十何年も同

じようなことをやっているようなところを、そのままでいいのかというようなことも含め

て、何か変化に対応する姿勢というのかな、そんなものがちょっと見えないなという気が

するんですよね。大過なく、何か起きたことに対応していくという、つまんないですよね。 

○青木産業政策課長  正直言いまして、職員がたたき台としてつくった中で、やっぱり

頭が、現在言っていることの延長線上で考えているところもありますので、ぜひそこら辺

を各論の中で皆さんの意見をいただいて、議論の中でそこら辺を追加といいますか、訂正

をして、議論の中で、そこをぜひつくり上げさせていただきたいと思っております 

それと、あと、変化に対応という部分では、このスケジュール、今回については平成

２５年度から２８年度で書き込んでありますけれども、これについては毎年ローリングを

していくというふうには考えております。 

○甲谷委員  例えば、現在の状況から見たときに産業構造がどういうふうに変わってい

くかというのも、いろいろなところでいろいろやっぱり話が出ているわけですよ。それで、

やはりものづくり産業は今空洞化しつつある。アメリカなんかは、これを取り戻そうとし
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て必死になってやっている。これはもう明快な方向を出して、引っ張っているわけですよ

ね。 

 今、アベノミクスは、ともかくいろいろ議論はあるにしても、やはりそういう一つの方

向を打ち出そうとしている。それに対応して八王子はどうするのかということですよね。

３年ごとに見直し、そんなのは当たり前の話であって。 

○加藤委員長  ここで書かれているのは、甲谷委員がおっしゃったように、１０年後の

八王子の姿と書かれていますよね。これ、１０年後の八王子の姿じゃないですね。 

○甲谷委員  違いますね。 

○加藤委員長  これ、現状ですよね。ですから、その部分について、１０年後どう見通

していくか。こういう八王子になるんだろうなと、それぞれの戦略の部分でですね。そこ

に向けて、じゃあ、具体的に活用すべき資源は、ここの項目に従うならば、それに向けて

戦略をどうするかというような、そんな議論ができればいいですね。 

○甲谷委員  そうですよね。せめて、そういう中身が少しは欲しいなと思うんですよね。 

○加藤委員長  それが、ある意味で、企業誘致の５番ですと推進ということになると。

企業誘致をするためには、八王子をどうするんだというお話があって、そのために目標は

こうなんだとか、そういうストーリーでしょうね。 

○甲谷委員  だから、いろんなほかの都市を時々見たり、聞いたりしていますと、やっ

ぱり何かこの都市はこういうビジョンで行くんだよというのが、パンと出るわけですよ。

こういう産業を引っ張ってくるぞと。そのためには、こういうふうに、この地元の構造を

変えるぞという意志が。 

○加藤委員長  そういう意味では、各産業のいろんな分野を今回議論するわけですよね。

そこでの議論を通じて、事務局にもお願いしたいんですけれども、この委員の方々から、

将来の姿というものを吸い上げていただいて、それを前面に掲げながら、それに向けてど

ういう対策を、施策を打ち出していくかというような、そういうふうなストーリーになる

のかなと思っております。 

○甲谷委員  その範囲は広いですから、大変だとは思うんだけれども、例えばいろんな

戦略プランがたくさん並んでいますけれども、何か目玉ってないのという感じですよね。 

○加藤委員長  目玉も、この中で、これが大事だねというふうな共通の合意を得ながら

出していきたいですね。 

○甲谷委員  だから、例えばそれをここの一番表書きに持ってきて、それを一つの目玉
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として引っ張るぞというふうなことがあれば、やっぱり皆さんわかりやすいわけですよ、

市民の方が見てもね。これ、全部読んでいるだけで疲れちゃう。 

○加藤委員長  まあ、並列的になっているので。 

よろしいでしょうか。いかがでございますか。よろしいですか。 

 今、甲谷委員のほうからご意見いただきましたように、全般的な１０年後の八王子の姿

というところを、このあたりも含めて議論できればと思っておりますので、先ほど申し上

げましたけれども、一つ一つというのもあるんですけれども、これをグルーピングしなが

ら、この中で、農業であるならばこういったところがポイントになるんだろうとか、そう

いうところもご意見をいただきながら整理していければなというふうに思っております。

いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは個別の中で、今のようなご意見も含めていただければというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず、きょうのご欠席が多くて、順番にということがちょっと難しいのかな。戦略１、

２、３とか、産業面、企業面、そういったところは、本目委員、岡崎委員等々いらっしゃ

らないし、また、産業施設、木島委員もいらっしゃらない。人材についても赤尾委員がい

らっしゃらないということで、より委員の方々の意見、特にきょうご出席いただいておる

委員の方々のご意見を反映できるような個別の戦略について議論させていただければなと

いうふうに思っておりますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、その部分については事務局からもお考えがあるかと思いますので、本日議論

する部分についてご説明いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○青木産業政策課長  それでは、今、委員長からお話しいただきましたように戦略１、

２、３につきましては、ぜひまた、本目委員、岡崎委員のいらっしゃる次回以降で議論を

させていただければと思いまして、この部分は、本日はちょっと飛ばさせていただいて、

戦略４、５、６、また１４、１５、１６につきまして、本日ご検討いただければと思いま

すので、まず戦略４、５、６を、大西主幹のほうから説明をさせていただき、それでご議

論をいただければと思っておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○加藤委員長  それでは、戦略４、５、６について、ご説明のほどをお願いいたします。 

○大西ものづくり担当主幹  それでは、私、ものづくり担当主幹から戦略の４、５、６

をご説明させていただきます。 
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 産業振興戦略プランの４ページをごらんいただければと思います。「戦略４：人材の発

掘と育成」というところでございます。まず、事前に資料をお配りしておりますので、ポ

イントだけご説明させていただきます。 

 戦略４の人材の発掘と育成、このテーマというのは、これは地域産業の活性化に貢献す

る方をどのように発掘したり育成していくかということをテーマにしている戦略でござい

ます。工業分野の人材、技術的な人材育成をするとか、商業分野の商人の育成をするとか、

そういうことはそれぞれ別の戦略のところで書いてございます。 

 この人材発掘と育成の１０年後の八王子の姿については、地域産業を引っ張っていく産

業人材が今以上に活躍していることを目指すということで考えております。 

 活かすべき資源は、ここに書かれてあるとおりで、こういうものを活かす戦略の内容と

いたしまして、まず産業人材の発掘・育成・ネットワークの拡大ということを考えており

ます。 

このセミナー等による産業人材の発掘というのは、リーダーとか、そういう方でござ

いますので、通常発掘するのは難しいという中で、セミナーであるとか、そういう中で人

を見出していく。例えば、今までの活動の中で言えば、サイバーシルクロード八王子で展

開していただいています未来塾の中からＨＦＡというＯＢ組織ができて、その中で、地域

の産業を引っ張っていくような人材が生まれていった、こういうような動きを、今後も続

けていったり、あるいは展開していったりということが重要であると考えているところで

ございます。 

 それから、交流の場の提供、これは非常に重要ところでございまして、市が産業人材を、

例えば講座で育成するということはなかなか難しいところがある。そこで、いろいろな場

で、この産業人材の方々が交流していって、その中で人脈を高めたり、あるいは活動を生

み出していただく、そういうことが育成につながるということで、そういう支援機関の情

報交換であるとか、そういうような場も活用しながら、このネットワークをつくっていっ

ていただく、そういうことを、さらに今後もしっかりと継続、強化していくということで

考えているところでございます。 

 それから、②の産業人材の活動支援ということにつきましては、産業人材が活躍できる

場の提供ということで考えております。これは具体的にどういうことを考えているかとい

いますと、典型的なものが、今までのサイバーシルクロード八王子のお助け隊のような企

業のＯＢの方とか、そういう方が実際に活躍できるような、そういう仕組みというか、場
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というか、そういったものを提供していくことを、今後もしっかりと継続していかなけれ

ばならないということで考えているところでございます。 

スケジュールについては、下段にありますように、これらの活動を着実に継続、それ

から充実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。 

それから、５ページの「戦略５：企業誘致の推進」でございます。 

企業誘致につきましては、今までも平成１６年度にいきいき企業支援条例をつくりま

して進めてきまして、６８件の指定をしました。国内の投資というのがなかなか厳しいと

いう状況がある中で、八王子の中では企業の立地が比較的着実に進んでいるということで、

そういうことを踏まえますと、今後も八王子の中に新たな雇用や税収が生まれていくとい

うことでは、非常に重要な戦略になるということで、これは一つの戦略の柱としていると

ころでございます。 

 企業誘致には、この活かすべき資源にありますような非常に大きないろんな資源がある

中で、今のような状況が生まれてきたとともに、これを今後も活かしていくと考えるとこ

ろでございます。 

 戦略の内容でございますけれども、まず第一には、企業の立地や拡張を促進するための

支援制度の充実ということで、今、いきいき企業支援条例ということで制度を設けている

ところでございますが、これは平成２５年度、本年度で時限条例の満期を迎えます。今後

は、この企業誘致条例を、地域であるとか、支援のあり方であるとかというものを含めて

再構築をして、さらに効果的に今後の時代に対応できるような仕組みに構築し直して、さ

らに今後も企業誘致を進めていきたいというのが一つ目でございます。 

 それから、業務用地や業務施設の情報収集とか情報提供、こういったものにつきまして

は、今までも不動産の事業者さんと一緒に連携していろんな情報を収集して、それを立地

を希望する企業の方に提供するとか、あるいは情報提供につきましても、ホームページを

はじめ、さまざまな形で提供してきたわけでございますけれども、これをさらに充実して

いくということで考えているところでございます。 

 それから、支援制度や本市の立地魅力の周知、こういったものを今までもパンフレット

等でいろいろ周知をしてきたものでございますが、これもさらに充実していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 ２番目の業務用地の活用と確保というところでございますけれども、最初、まず第一に

は東京都とか、ＵＲ都市機構、そのような非常に大きな業務用地を持っているところ、そ



 

 ―１１― 

こと連携した業務用地の有効活用、そういったものを引き続き行うということでございま

す。 

 それから二つ目は、工業団地ですね。八王子には七つありますけれども、こうしたとこ

ろはかなり入れかわりができて、新しい工業団地の中の企業が抜けて、業務用地があいた

りすることもありますので、こういったものを有効活用する。それから、街中の準工業地

域、これは繊維産業が非常に多かった関係で、工業団地に限らず、かなり駅から近い場所

とかというところにも多くの準工業地域等がありますので、こういったところの用地・施

設、こういったものを有効活用できるように、市としても、例えば支援条例とかそういう

ものを使いながら取り組んでいくということでございます。 

 それから、新たな業務用地の確保というのは非常に重要でございまして、ＵＲ都市機構

が持っているみなみ野業務用地、これは八王子の中で今一番大きな、まとまった新たな業

務用地になっておりますけれども、それも大分売れてきたということで、新しい業務用地

を、新滝川街道、これが最近全通いたしまして、それから、圏央道八王子西インターチェ

ンジ、これもフル化などを今進めている。こういったことを活かしながら業務用地を確保

していくということを進めていくことも重要だと考えているところでございます。 

 それから、３番目が立地魅力の向上ということで、今ちょっと触れましたけれども、や

はりインフラが整っているということが企業の立地を促進する大きな要素になりますので、

これを今言いました、西インターチェンジのフル化を初め、高める。これは当然、都市計

画部門である交通政策室、こういったところの連携で進めていくということでございます。 

 下のスケジュールにつきましては、先ほどのいきいき企業支援条例、これにつきまして

は平成２５年度で満了いたしますので、平成２６年度からは再構築した新たな企業誘致条

例、これで新たな企業誘致をスタートしていくということでございます。 

 また、新たな業務用地の確保という点、②の業務用地の活用と確保のところにもありま

すけれども、これにつきましては、都市計画マスタープラン、これは平成２４年度、２５

年度、２６年度、３カ年度でまとめていくということで、今年度は、また地元への説明会

とかそういうものを予定されているところでございますので、業務用地をどういうところ

に確保していくか、こういったものの位置づけを都市計画と連携しながら、平成２６年度

までにマスタープランにまで載せ、さらにそれから後は、実際の都市計画の変更であると

か、そういった中で位置づけを進めていくと考えているところでございます。 

 続きまして、戦略の６、６ページでございます。 
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 これは「中小事業者支援制度の充実」ということでございまして、これは業種ごとのい

ろいろな中小事業者の支援がございますけれども、これに共通した事項につきましてどう

取り組むかというあたりを書いているところでございます。 

 中小企業は、八王子の中でも９割以上が中小企業ということで、大きな集積があります

けれども、同時に産業構造が変化している中で、大きな課題も抱えています。そういう中

で、１０年後においても地域の産業を支える中小企業者の集積が維持されるという状態を

ちゃんとつくっていく。同時に、中小企業が新しい取り組み、販路開拓とか、そういった

新たなビジョンの取り組みができるようなことを進めていくというのを目指しているとこ

ろでございます。 

 戦略の内容でございますけれども、一つ目は中小企業支援メニューの充実でございまし

て、この中につきまして一番重要な点は、産業支援機関との連携した支援強化にあるとい

うふうに考えております。これにつきましては、戦略１等で産業振興についての機関と連

携して支援をしていくような体制を今後の産業交流拠点の整備を見据えて進めていこうと

考えておりますので、この各機関が連携して支援をしていく体制をつくっていくというの

が、今後１０年の、特に鍵であるというふうに考えております。 

 それから、もう一つは、伴走型支援、これは今までのメニューの中でも、特にサイバー

のお助け隊とかのご協力を得ながら、成果を上げてきたと考えておりますけれども、これ

をさらに充実していくというのが、八王子固有の支援というものを活かした取り組みであ

るということで、この辺にも力を入れていこうと考えております。 

 それから、販路拡大とか新分野挑戦というところで、特に新産業とかそういうものにつ

きましては、今回の産業振興マスタープランの中でも非常に力を入れているところでござ

いまして、こういったものにつながるような支援を進めていくことによって、今後の中小

企業の展開をお助けしていくということを考えております。 

 企業人材、これにつきましても、やはり新たな取り組みができるような人材育成、それ

から、今までサイバーシルクロード、そのご協力のもとに進めてきた後継者であるとか、

リーダーであるとか、こういったような育成も着実に進めていくことが、八王子市の企業

の基盤を固めていっていただくということだと考えております。 

 それから、②の事業資金融資助成制度でございますけれども、リーマンショックの後は、

非常に経済の変動の状況が大きいので、この仕組みも、毎年見直しをしているところでご

ざいますが、今後もやはり社会情勢とか経済動向に対応した制度の構築、そういったもの
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をしっかりと進めていく。 

 それから、同時に融資にあわせて伴走支援とか、こういったものによる経営支援を進め

る。融資を単にお貸しすると、それをお貸しするためのあっせんをするとか、そういうこ

とだけではなくて、同時にその中小企業さんがその資金を使って、どういうふうにこれか

ら経営の基盤を高めていくか、あるいは新しいことに取り組むと、こういったものをちゃ

んと伴走型で支援することによって効果を上げている。その辺が一つのモデルになるのか

なというふうに考えております。 

 その下のスケジュールにありますように、今申し上げましたような取り組みを毎年進め

ていくというようなことを目指しております。 

 私のほうからの説明は、以上です。 

○加藤委員長  ありがとうございます。ご説明いただいたんですけれども、内容的に人

材の問題、企業誘致の問題、中小企業支援、これは多岐にわたっておりますね。ただ、先

ほどの議論にも戻ってしまうんですけれども、それに対しまして八王子の１０年後の姿と

いうことには非常に弱い。個々の戦略、そこに向けて、こんな事業が現時点では考えられ

るというのを書かれておるようでございますけれども、そうではなくて、もう少し、１０

年後にはこんな八王子であってほしいな。人材面ではこうだ、企業誘致の面で、ある意味

では、産業集積はこんなふうになってほしい。中小企業の支援でしょうか、集積が維持さ

れているというのが１０年後の姿では、ちょっと寂しいですよね。こんなふうな姿になっ

てほしいとか、そんなご意見が、まずいただければなというふうに思うわけですけれども。

それに向けてどういう具体的なものをやればいいかというのは、こういったものも一つの

参考になるのかなというふうに思いますけれども。いかがでございましょうか。ご意見を

お願いしします。 

○甲谷委員  １０年後ということを考えたときに、一つの大きなキーワードというのは、

やっぱりグローバルということだと思うんですよ。必ずそういう流れに、これはもう、ま

ちの商店街から、ものづくりから、全てやっぱりかかわりあってくるだろうという気がす

る。いろんなおつき合いがどんどんふえてくる。これはよく福井さんがおっしゃるように、

例えば、交流拠点なんかをつくったら、国際会議をどんどん引っ張ってこようとか。これ

はまちの活性化につながる。外から新しいそういうお客さんが入ってくる。だから、これ

はやっぱりまちの商店街の皆さん方もそれに対応していかなきゃならないと。ものづくり

は、もう言わずもがなで、一番大事なポイントになってくる。 
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だから、例えば、戦略４の人材の発掘と育成のところで１０年後の八王子の姿として

「産業構造の変化に対応し、地域産業を引っ張る産業人材が活躍している」とあるが、こ

んな表現でいいのか。どういう人材が活躍しているのか、１０年後は。それを期待するの

かというのをもっと具体的に書かないと、どういう人材を育成すればいいのかというのに

つながってこない。 

実際に、今、我々も動いているのは、いわゆる外国人をもっともっと積極的に取り込

んで、それで、企業にも、あるいは商店のほうにも、もしできたらそういう方を使うと。

日本人を採用するのと同じような見方でね、そういう人たちをどんどん取り込んでいくこ

とによって、グローバルということに対応する力がだんだん積み重なっていくんじゃない

かなと思うんですよね。そういうところと全部つながっている。 

例えば、企業誘致というのも、じゃあ、どういう企業か的を絞って、結果としてはど

こが来てもうれしいんだけれども、まずこっちからプロアクティブにはどういうところに

的を絞って誘致をするのか。これは、今までの議論の中でも、私は申し上げたと思うんで

すよ。 

例えば、私なんかが思うのは、ものづくりを引っ張ってくるというのも、ものづくり

の工場を引っ張ってくるというのは大変だろうから、Ｒ＆Ｄですね、開発部隊をどこかか

ら引っ張ってくる。 

どこかからというと、手近なところだとどこがいいんだろうか。例えば、台湾なら台

湾から引っ張ってくる。この台湾というのはなぜそうかというと、例えば中国との関係を

結ぶときに台湾経由、台湾と非常に密接な連携関係を持っていることによって、中国へ入

りやすい。中国のカントリーリスクを避けられるというビジネス上の大きなメリットもあ

る。例えばそういうところの開発部隊を引っ張ってくる。これはたまたま友好都市が高雄

ですよね、台湾の。高雄というのは、台湾の中でも一番やはりそういう産業が、工業が発

達しているところ、集積しているところ。例えばそういうところ。あるいはベトナムから

引っ張ってきてもいいし、何かそういう、例えばＲ＆ＤならＲ＆Ｄという機能を何とか引

っ張ってこよう。シリコンバレーから、今、一つ来ていますよね、もう。ネオフォトニク

スさんが入ってきている。そういうところをたくさん引っ張ってくることによって、今の

ものづくりの中小企業、例えば金属加工なんかをやってらっしゃるところは、新しい仕事

がそこで生まれてくる。そういうつながりが全部ある。だから、これは、やはり一つそう

いう視点を置いて考えると、非常にいいストーリーが組み上げられるんですよ。それが全
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てとは言わないけれども、一つのやっぱりベースとして、そういう考え方で１０年の絵と

いうのを描いてみるとどうなるのかなということですよね。そんなところでございます。 

○福井委員  今の話はリアリティーがありますよね。 

たまたま、私も高雄市の陳菊さんという市長さんの特別顧問を命じられて、ＭＩＣＥ

都市戦略の議論をさせていただいた経緯もあるんですね。今、高雄は、台湾で一番大きな

コンベンションセンターを建設しています。周辺のリゾートエリアですね。あそこはもう

嘉義というところが北緯２３．５度なので、北回帰線なんですね。ですから、もう熱帯に

入るんですね。ですから、高雄は熱帯なんですが、周辺地域に非常にすばらしいリゾート

地域を持っておりますし、それから、今おっしゃるようにエバーグリーンとか、台湾とい

うか中華圏を代表するすぐれた企業が集積しておりますし、創業されていますし、それか

ら、日本に対して一番親日なんですね。実は､嘉義から南というか、台南とか高雄という

のは、圧倒に親日なんですよ。 

 どういうことかというと、戦後４０年間、日本がつくった植民地時代の社会資本を本当

にうまく使って発展してきたんですね。ですから、日本の戦後の発展と、割と総則的なと

ころがあって、そういう人たちが、今、実は戦略的に全部中国に出ていて、中国の工業化

社会を引っ張っているのは、実はこういう人材なんですね。 

ですから、そこが今何を言っているかというと、日本と戦略的に結びつきたいと。日

本と戦略的に結びつきたいと言っているのに、友好都市、姉妹都市の八王子が何もしてな

いという、ただ首長同士が「こんにちは」と言っているのは、本当にもったいないという

ことなんですね。 

産業交流拠点もつくろうとしているわけですから、これはもう、今、甲谷委員のおっ

しゃるように、高雄というまちと、ということは台湾ですよね。台湾と、それから恐らく

「高尾」という名前が似ているので仲よくしようねというぐらいで始まっているんだけれ

ども、実はグローバル社会というか、これからのアジアの発展を考えたときに、そこをも

う少ししっかりと組み立てていくという思いを持ってやったほうが、Ｒ＆Ｄの集積なり、

誘致なりも起きるでしょうし、高雄でやるＭＩＣＥ国際会議みたいなものも、今度は高雄

とも連携してやろうとか、そういうことも起きてくるでしょうし、ましてや日本の首都東

京の八王子ですから、これはある面で見れば、東京という背景みたいなものに対するバリ

ューも出てくるというふうに思いますので、非常にそれはすごくそう思いますね。シリコ

ンバレーと並んで大事というか、恐らくこれから一番大事になってくるんじゃないかなと
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思います。 

○甲谷委員  今、サイバーは両方、今アタックをかけようとしているわけですよ。シリ

コンバレーのほうはもう動いていますけれども、台北の高雄については、この間、黒須前

市長にちょっと面会の機会があって、黒須さんは名誉市民なんですよね。実は友好都市だ

けじゃなくて、産業面で、ぜひブリッジをかけたいんですけど、お力をかしてくださいと

言ったら、「ああ、いいよ。いつでも手伝うから」とおっしゃったんで、これ、もし市と

してなかなか動きにくいんだったら、僕は先に動きますから。 

○福井委員  何かこうミッションを持って、それなりのレベルの人が話し合っていくと

いうことが、非常に重要なんじゃないかなと。 

○甲谷委員  いろいろとこれまでも耳に入ってきた話を聞くと、台湾のそういう実業家

の方たちは、八王子の中小企業にやっぱり投資をしたいというふうな意向があると聞いて

いるわけですよ。 

○福井委員  ありますよね。 

○甲谷委員  これはね、非常にいいことじゃないかと思うんですね。乗っ取られるとか

なんとかということじゃなくて、やっぱりグローバルに、今後１０年の間に展開しようと

思ったら、そのぐらいのことを考えていかないと、自力だけでこつこつやるって大変難し

いですよ。 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 実際に、今、グローバルの話もそうなんですけれども、日本全体で考えた場合、東京と

の何かしらかかわりを持ちたいという企業もたくさんいるわけですから、そこにポテンシ

ャルの高い地域ですよね。都内で考えた場合には、どこが、八王子がやっぱり先頭を走っ

ていくしかない。また工業的には、そういう場所なんだろうなという気がしますよね。 

そのときに、１０年後の八王子の姿が、地域経済が活性化しているんじゃなくて、こ

んな産業集積があって、世界と、あるいは国内でこういう役割を担っているんだというの

があってもいいのかなという気がしますよね。 

○甲谷委員  そう。何かそういう旗印が欲しいなんて気がするんですよ。 

○加藤委員長  それに向けて、ここで残念ながら、その場所としてＵＲみなみ野の云々

という場所だとか、新滝山とか出ておりますけれども、そこだけで足りるのかなというと

ころもありますよね。１０年ですと、本当にある意味で、もう少し具体的に壮大な絵も描

かないと、それでもなかなか実現できないんですけれども、そこに向けて、活かすべき資
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源ってありますよね、そういったところを使いながら、連携しながら、１０年後の姿を実

現していくという方向性を示したほうがいいのかなというご意見でもあろうかと思うんで

すけれどもね。 

○福井委員  それともう一ついいでしょうか。今ご説明いただいた人材の発掘と育成と、

企業誘致の推進と、中小企業支援制度の充実、これと関連して、やっぱり戦略１番とか戦

略２番も、あるいは戦略１３番もかかわってくると思うんですけれども、この２３大学、

１１万人の学生なんですけど、こんな言い方をしちゃうと怒られちゃいますけれども、不

動産事業としては成功したと思うんですね。大学誘致も起きて、不動産的な意味では。 

しかし、固定資産税というか、あるいは事業所税を払っているわけではありませんし、

そういう意味でいうと、教育機関ですから、今まででは、どちらかというと治外法権的、

多分そういうものがあるとは思います。商店街に買いに来てくれるか、飲みに来てくれる

かとか、当然やっぱりアパートを借りてくれるかとか、そういうことでの連関しかなかっ

たと思うんですけれども、今の甲谷委員のおっしゃることと同じで、このグローバル化社

会の中で一番激変するのも教育機関だろうと、少子高齢化等も含めてですね。 

そういう中で、これは委員長も学校の先生をされているので、ぜひその辺の部分はと

思うんですけれども。私は、この２３大学、１１万人が、このまま人口構成、これ自身が

活性をしていれば、５０万中核市として、日本を代表する学園都市として、これが一番い

い方向に行っていれば、一番最短のお話ではないかと思うんですよね、活力の方向として

は。 

 でも、私は、相当激変すると思うんですよ、この教育機関が。それは、やはり安定的に、

一部、二部上場会社のサラリーマンをつくっていくという方向ではなくなるというふうに

考えていきますとね、恐らくそうなると思うんです。そうすると、やはりかなりの先端的

な大学が、もう新創業、あるいは企業化、自分でビジネスをつくる。そういう方向性みた

いなものをかなり戦略的に取り組むところが出てくるんじゃないかな。 

 前にちょっと少しご紹介させていただいたんですが、純心女子大学なんかは、小学校の

教員免許を取るということで、今までずっと伝統的にやってきていらっしゃるんですが、

４歳から９歳までの幼児教育については、純心女子大学はどこにも負けないんだと。要す

るに、小学校の１年生からではなくて、もう４歳から、いわば幼児教育についてトップを

走りたい。そのことによって何が重要かというと、地元採用ですね。八王子の教員採用の

ときに、要するに、ほかの早稲田の教育学部や慶應がいたとしても、４歳からの子供たち
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の教育スキルを持っている純心女子大の学生を、ぜひ八王子は優先的に採用するみたいな、

そういう連携があって初めてこの地域に立地している、要するに意味のあるという、そう

いうことをおっしゃっている方もいらっしゃるんですよ。私がヒアリングした部分なんで

すけれども。 

 ですから、そろそろ、今までは大学というか教育機関は治外法権的で、地元の行政が何

か言ったって、何言っているんだと。人材育成については、地方行政なんてあんまり関係

ないよと。県立大学だとかそういうもの以外の、そういう要素が多かったと思うんですが、

これからは、割としたたかに、行政もここの分野に関連して、特に産業振興の分野につい

て言うと、相当これ、何かちょっと産学連携とか何々連携とかという、そういうお決まり

の言葉ではなくて、かなりここを活かすというか、そういう行動的な仕組みを持っていっ

て、やろうとしているところを押していくといいますかね。 

○甲谷委員  もっとはっきりさせるというかね、やろうとすることをね。 

○福井委員  そうそう。そういうのが、さっきの単純な話なんですけれども、例えば純

心女子大が幼児教育にそれだけのスキルを立てた子供と採用試験を通った。むしろそのス

キルを評価していくんだとか。そうすると、全然変わっていくんじゃないかなというか、

その辺が鈍感だったら絶対逃げていくと思いますね。出ていっちゃう。今後は出ていくと

いうエネルギーが作用していくと思うんですよ。２３大学都心回帰とかね、そういうとこ

ろを含めて。 

 加藤委員長、どうでしょうか。 

○加藤委員長  既に、撤退の話が出ているわけですね。 

○甲谷委員  そうですね。杏林大学がね。 

○加藤委員長  いろんなところが、本当に都心といいますか、回帰するような方向であ

りますよね。そうなると、八王子のこれだけの数の大学があるというだけで活かされた、

例えば本当の意味で、あるという意味で、何か全てのところで資源というふうに書かれて

いるわけですけれども、それをどう活かすかというところの視点がないわけですね。それ

は皆さんと一緒に考えられればなというふうに思いますけれども。 

 ただ、大学もどんどん規模縮小の中で、どうしたらいいんだろうかという生き残りをか

けて、私も私学等にも勤めていましたので、公立にもおりましたし、私立、公立、国立と、

地方圏にもおりまして、生き残り競争の中に入っている。その中で地域とどう連携してい

くのかというのが、各大学の共通する生き残りの課題かなというふうになっておりますの
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で、それを最大限、逆の意味で、こちら側は利用するという、活用して一緒になってやっ

ていくという方法もあるんだろうなという気がしますね。それは、まさに福井委員がおっ

しゃったことに重なるんだろうと思いますけれども。 

○甲谷委員  だから、例えば戦略４とか５とかいろいろあるんですけれども、そのそれ

ぞれの中に、何かそういった具体的な目標というか、活動の目玉というか、そういうもの

がうたえるといいですよね。 

そうすると、逆にこれを読む人にとっても、今、市はこういう方向に行こうとしてい

るんだということがよく見える。今、申しわけないけど、ここに書いてあることって、非

常に、どこに持っていっても通用するようなことですよ、これ。八王子でなくちゃという

ものじゃなさそうな気がする。 

○大野委員  石森市長も、いずれにしても、１０年後は３期目になりますよね。そうで

すよね。だから、要するにもうある程度、集大成じゃないんですけど、かなり実行しなき

ゃおかしいですよね。 

 だから、１０年後のプランをつくる場合には、やっぱり中核市もあるんでしょうけれど

も、そういうことを想定して、かなり具体的な面を持ったまちづくりをやっていくんだと。

それは具体的に、例えばの話、新滝山街道周辺地区で、あるいは西インター地区で業務用

地を確保・検討というふうになっているんですけど、既にあそこの用地は、住宅都市整備

公社がもう確保しているわけだよね。そうすると、美山の付近のところも、既にもう組合

施工でやろうじゃないかという話が出ているわけでしょ。そうすると、これは検討という

ことじゃなくて、やっぱり業務用地を推進するということにしないと。１０年後まで検討

だけしているのかというふうになるんで、今ちょっと施策は具体的に表現して、実行して

もらうというふうにしていくのがいいんじゃないかなと。 

そうでないと、目標を掲げて、ただ検討だけしますよというのは、従来の市役所の行

政と同じになっちゃうのかな。要するに、推進するんだと、もう既に始まっているわけで

すから、川口はもうできているわけですよね。準備組合を、滝山のほうはつくろうという

ことで、既に準備に入っていますよね。美山もそういう組合施行までやろうじゃないかと

いう準備に入っていると思うんです。そういう情報は得ているんでしょ。それを、ちょっ

と状況を教えてくれますか。 

○大西ものづくり担当主幹  川口につきましては、これは実際に西インターのフルイン

ター化をにらんで、実際に組合設立準備会を設立したりとか、そういうところまで行って
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いるんですね。それは当然折り込んでいるんですけれども、さらに新滝山街道沿道には、

東京都の都有地があったりとか、それから西インターのところの東には、民有地ですけれ

でも、割と平地があったりとか、そういうところがあったりしますので、そういうところ

を含めて、今後はどういうふうにそれを活用していくのかといういうことを、都市計画マ

スタープランに載せていく手続が必要なんで、その検討が進められています。 

○大野委員  確かに絵を描いて１０年、実行で１０年と変わるんでしょうけれども、し

かし、でもそれではやっぱり市長が打ち上げたものが実現できないと思うんですよね。川

口地区の住都公社が持っていた土地あたりは、既にもう全部取得済みなわけですよね。そ

して、準備組合を設立しようとしているわけだから、やっぱりこれはもうほかの都市計画

室との関連だとか、どこの関連だとかいうことではなくて、市長がこれをつくるわけでし

ょ。だとしたら、やっぱり推進するんだよと。実行していくということを、やっぱり書い

てもらいたいなと、約束してもらいたいなというふうに思うんですけれどもね。 

○加藤委員長  いろんな候補地はあるんですよね。ただ、こんな言葉で書かれると、１

０年後の姿のこういう集積なり、中小企業の集積も含めてあるわけでしょうけれども、そ

のときに十分なのか不十分なのか、いろんなありますよね。ちょっと絵がやっぱり欲しい

ところでもありますよね。指標で書かれても、何かなというので終わってしまうような気

がしますね。 

○甲谷委員  企業誘致については、東京都が特区を設けて、いわゆるアジア統括本部を

そこへ呼んでくるんだという話がありましたよね。数年前は、多摩シリコンバレー構想と

いうのを、東京都はしきりに言っていたんだけれども。 

例えば、八王子として何か特区構想というのは持てないのか。例えば早い話が、Ｒ＆

Ｄ特区なんていうのはつくれないのか。特別に、税金をいろいろ加減をするとか、そうい

う目玉があって、いわゆるどういう企業誘致をするのか。ただ単に企業誘致ですよという

んじゃなくて、こういうところを引っ張ってきたいというそういう意思をはっきり出すべ

きじゃないのか。 

これはやっぱり１０年というタイムスパンで考えて、１０年先の八王子をにぎやかに

するために、活性化させるためには、どういうところを、何を引っ張ってくればいいかと

いう、こういう視点でものを考えてもらいたいと思うんですね。 

○加藤委員長  恐らく、今回の戦略、それぞれそうなんでしょうね。１０年先の姿とい

うのが、もっとこう夢のあるような、そういうものがないとつらいなという感じはします
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ね。 

○大西ものづくり担当主幹  我々も企業誘致、現実にやっていまして、今の状況として

は、印刷とか、食品とかが割と大きな拠点を持ってきたりとか、それからＲ＆Ｄの関係で

も、オリンパス、それからコニカミノルタが、北八王子の拠点へ機能集約して、大きくす

ると。それから日清が食品系の研究所を持ってくるとか、そのようなＲ＆Ｄの動きはあり

ます。そういう中で、我々自身が、今後この業種だとこういう旗を立て、こういうふうに

大きな効果が生まれそうだという想像力が欠如しているのか、決断できない面はあります。

確かに環境とか医療とかありますが、ただ、医療というと、八王子って、意外に医科系の

大学がない。薬科大学はありますけど。いまいちインパクトが弱いねとか、何かやはり絞

りきるのは難しい面があります。 

○甲谷委員  例えば川崎なんか、あそこは医療のあれを集積でやるとかだよね。ああい

うふうな膨大な投資をしながらやっていくことができるんだったらいいんだけども、それ

は残念ながら、八王子は今そういう財政的能力はない。ということになったら、例えばＲ

＆Ｄを引っ張ってくる。Ｒ＆Ｄというのは、要するに開発部隊ですから、どんな産業であ

ってもいい。ただし、これはＲ＆Ｄですよと。そういう特区になり得ると思うんです、僕、

考えようによっては。 

 例えば、コニカミノルタさんがグラウンドを潰して、大きなＲ＆Ｄをつくろうとしてい

る。オリンパスさんも立派なＲ＆Ｄをつくられた。そういう投資は、今ここにいらっしゃ

る企業もどんどんやっている。だから、そういうものがあるということは、一つの大きな

誘因になると思うんですよ。海外から引っ張ってこよう、あるいは地方から引っ張ってこ

ようとしたときに。 

ということは、そういうＲ＆Ｄ活動を支える、いわゆる、例えばものづくりならもの

づくり、流通なら流通の基盤が、ここにはあるということですから。だから、それは何も

メディカルだけである必要はない。流通関係のそういう研究開発みたいなのがあったって

いいと思うしね。要するに、そういう研究開発がここには集積するんだよと。それを支え

る基盤がある。人材がある。人材も、例えば留学生が８，０００人ですか、何千人かいる

わけでしょ。そういう人たちが、やっぱりいますよ。グローバルに活躍しようと思っても、

そういう人材は、ここにちゃんと供給源があります。１１万人いる中にかなりの数が、や

っぱりそういう人もいる。 

そういう視点で、ちょっと視点をいろいろ回しながら考えてみて、何を売りにして八
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王子を売り込むかということを具体的な旗印で考えないと、魅力がはっきりしない。１０

年後にどうするんだというのは、それは当たるか当たらないかというのはあるけれども、

かなりの確率で、そういうことというのは見えてくる。やろうと思ったら、やっぱり必死

になって努力しますよ。担当者もそうだし、我々もそうだし、市民もそうだろうと思う。

そうすると、物事って動くんだよね。 

○加藤委員長  それに引かれて、周辺がまた動いてくるんですね。ものづくりはという

ふうに、今おっしゃられた部分はあるんですけれども、それも開発部隊がいるならば、そ

の周辺に集積しようかというふうなシナジー効果がどこかに出てきますもんね。 

○福井委員  暮らしやすいとかね。地震がないとかね。重要ですよね、これから。だか

ら、臨海エリアに立地していたＲ＆Ｄが、やっぱり今回の３．１１を含めてね、やっぱり

これも今いっぱいいろいろ頻発しているんですが、リスク管理も含めて言うと、やっぱり

土地が安定しているとか、自然災害が少ないとか、それから、そうかといって、じゃあ、

今まで誰も住んでないようなところへ行こうかというんじゃなくて、学園環境、文化施設、

それから商業施設、ましてやリラクゼーション的な、要するに立地環境ということを考え

れば、私も国際的ないろんなところへ行きますけれども、すごいポテンシャルがあるんで

すよね、八王子・多摩地区というのは。 

 ましてや人口減少の中で、恐らく唯一生き残るのは東京かもしれないという。大阪なん

かひどいですよ。本当に落ち込んじゃって。物すごいですから。あれだけ膨大な都市開発

投資をして臨海エリアにつくったビルが、みんなもうガラガラですから、収益を生まない

んですから。それもメンテナンスがかかるわけですから。それから比べれば、やっぱりそ

れで生き残れる、臨界エリアの持っている膨大な投資の中で唯一回るのは東京だけじゃな

いですか。ほかはもうほとんど苦労すると思うんですよ。 

 その中で、臨海エリアの持っているいろんな意味での安全・安心等を含めた問題がある

中で、八王子の、その中でも東京の中でのＲ＆Ｄ立地、国際的に言えば東京首都圏のＲ＆

Ｄ立地ということになるんで、そのときに八王子の持っているポテンシャルというか、私

も賛成ですね、そこは。それを何かもっとすごくきちっと言うというか、緑があるのは当

たり前ですとか、水があるのは当たり前ですみたいな、何かそんな感じをやっぱり八王子

の人は持っていると思うんですよね。木がまちの中にデザインとしてありませんねと言う

と、だって周りにあるもんみたいなね。じゃなくて、そういうレベルとして、どういうレ

ベルを世界に向けて提示すべきなのかというときに、もう来ているんじゃないかな。そう
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すると、Ｒ＆Ｄ特区みたいなものというのは業種を選ばないでやるというのはあると思い

ますよね。 

 川崎の医療関連についても、かなり前々からいろんなところのコンサルが言ったり、い

ろいろ提案があったようですけども、京浜工業地帯のですね、要するに、新しい第三世代

論みたいな形で。でも、やっぱりサンフランシスコのミッションベイが成功したからと言

ったら、ばっと動くんですよね。だから具体的な、本当はミッションベイなんかよりもは

るかに前から出てきたプロジェクトがある。なかなか日本では動きにくいという側面もあ

りますから、やっぱり今のようなアイデアというのは、私はチャレンジしてみる価値があ

ると思うんですよね。八王子発みたいなので。業種を選ばないで。なぜＲ＆Ｄなのか。要

するに、住環境がすばらしい、教育環境がすばらしい。ましてや東京に立地している点、

Ｒ＆Ｄに関連するさまざまな、要するに制度的なバックアップが、いろんなそういうこと

でそこを書けば、かなりのセールスシートになるんだよね。 

○加藤委員長  恐らく、きょう今、議論している戦略４、５、６というのは、まさに、

ここで基本施策の中の地域経済を支える産業だよと書いてありますけれども、もっと大き

なテーマなんだろうなって、それら産業振興にかかわる機関だとか、いろんな連携の話が

出ておりますけれども、そのあたりでもう一度練ってやる必要があるなという。これと分

けて議論するというのは、ちょっと、今、１０年後の姿の議論としては不十分かなという

気がしますね。改めて、そのあたりを少し整理していただいて議論するということで、い

かがでしょうか。 

○甲谷委員  産業振興部には、生きのいい、若い方が後ろのほうに随分控えてらっしゃ

るんだから、そういう思い切った元気のいい発想を出してもらいたいと思いますね。 

○加藤委員長  そういう意味では、本日のもう一つの議論のほうで、これもまた１０年

後の姿というのをきちんと描かなきゃいけないテーマになるんだろうと思うんですけれど

も。戦略１４でしょうか、「「おもてなし都市」の形成による新たなにぎわいの創出」で

あるとか、中心市街地の問題、あるいは商業振興ですね。このあたりを議論できればとい

うふうに思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○青木産業政策課長  今いろいろいただいた具体論につきましては、事務局でよく論点

整理をして、具体論として書き込めるような内容を整理して、また次回お示しをさせてい

ただいて、配付する。ぜひそこら辺を豊富化していきたいと思いますので、事務局のほう

で、もう一度チャレンジといいますか、論点整理させていただきたいと思います。 
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○加藤委員長  幅広く、行ったり来たりでもいいと思っていますのでね。特にここだけ

のということではなくて、全体を通して、通じての統一的な１０年後の姿というので、そ

ういうものがあれば各論がきちんとした位置づけになるかと思いますので、よろしくお願

いします。 

○青木産業政策課長  そういうやりとりの繰り返しをしながら整理をさせていただけれ

ばと思いますけど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 これから戦略１４、１５、１６を説明させていただきますが、多分これも同じようなこ

とになるんだろうと思っておりますが、とりあえずたたき台としては説明をさせていただ

きたいと思ってございます。青木のほうから、１４から説明をさせていただきたいと思い

ます。 

戦略１４が「「おもてなし都市」の形成による新たなにぎわいの創出」、戦略１５が

「中心市街地活性化」、戦略１６が「商業の振興」ということで、一連でつくり込みをさ

せていただきました。 

 「戦略１４：「おもてなし都市」の形成による新たなにぎわいの創出」ということでつ

くってみました。この会議の最初から新産業の創出とおもてなし都市のコンベンション都

市というような表現とか、幾つか表現を変えてまいりましたけれども、一つの目玉として

議論をさせていただいたところでございます。 

 視点といたしましては、まさにこれから駅周辺、旭町、明神町の地区開発と、そこに産

業交流拠点を東京都が整備すると。そこにイベントコンベンション等が誘致、来街者の増

加、それから南口のほうのまちづくりの計画も進んでまいりますし、また一方では高尾山

と、それは観光の産業振興会議の議論もありますので、これら来街者に対するおもてなし

の仕組み、取り組みを構築して、中心市街地や観光地のにぎわいにつなげていきたいとい

うことでただし書きとして組み立ててまいりました。 

 戦略の内容といたしましては、１点目が、コンベンションやイベントの誘致と受け入れ

構築ということで、「ＭＩＣＥ都市推進センター（仮称）」でございますけれども、の設

置ということを具体論として掲げさせていただきました。これについては、観光産業振興

会議の中でより議論がされておりますので、それを踏まえて反映していくという趣旨で載

せております。 

 これにつきましては、下のスケジュールの中では、スケジュール感としては、平成２５

年度に調査を行い、平成２６年度に設立に向けた準備、それから平成２７年度につきまし
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ては設置をして、産業交流拠点が整備される３年前には誘致の体制を構築して、企画誘致

等を取り組むというつもりで、このようなスケジュール感を立てましたところでございま

す。 

 その次の②につきましては、ニューツーリズムのしくみづくりということで、これまで

も議論されましたアフターコンベンション、ビフォアーコンベンションの仕組みについて、

ぜひ観光、農業、商業、ものづくり等と連携をした体験ツアー等を企画・構築をしていき

たいという趣旨で、八王子の資源を活かした企画の構築・仕掛けづくりということを掲げ

ております。それから、それらをメニューのコーディネートの仕組みをつくっていくとい

うことで記載をしております。 

 それから、さらにそれを広く内外に発信する情報発信、①のほうにシティーセールスの

推進ということも入れておりますけれども、そういうシティーセールスも含めました来街

者への情報発信につきましては、ここで先日、南口の総合事務所の中に「観光・まちなか

案内所」を開設しましたけれども、それとインフォメーションセンター、高尾山の観光案

内所等を中心に、これからも展開があろうかと思いますけれども、八王子全体での案内・

情報発信の充実と、八王子全体の「おもてなし力」の向上ということを戦略として掲げま

した。 

 それから、産業交流拠点を活用した情報発信、それから、ソーシャルメディアの活用、

あるいはスマートフォンを活用した「はちおうじまちナビ」のエリア拡大等を戦略として

情報発信をしていくということで掲げているところでございます。 

 ④としましては、おもてなし人材を育成ということで、まだ具体的な、おもてなしをど

う育成していくかという具体論まで書き込めておりませんけれども、商業、観光、農業な

ど各分野において、おもてなしについて学ぶための仕組みづくりを構築していきたいとい

うことで掲げております。具体的なスケジュールとしましては、下の表に書いてあるとお

りでございます。 

 続きまして、１５が「中心市街地活性化の推進」ということでまとめております。 

 １０年後の姿としましては、多くの来街者がある、また、街中居住のニーズにあった商

店等が充実し、暮らしやすい街が形成されている。それから、魅力ある店舗や街の魅力を

アピールする仕組みが充実し、街の回遊性が生まれている。それから、多くの若者が中心

市街地に回遊し、賑わいが創出されているという姿を１０年後の姿といたしまして、戦略

の内容につきましては、下のほうの①から⑥で掲げております。 
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１点目が、回遊する仕組みの構築ということで、中心市街地の文化、歴史、専門性の

高い魅力ある個店とかイベント等々を来街者に効果的にアピールする仕組みを構築して、

安全・安心に回遊できるように促進をするという点。 

それから、１１万人の学生という八王子の資源を活かして、その方たちが中心市街地

に、若者が魅力を感じて滞留できる仕組みを構築すること。 

３点目としまして、空店舗、空フロアにつきまして、その店舗のオーナーさんや地権

者と協働しまして、近隣の居住者が必要とする機能や店舗の立地を促進をする。それから、

また開業したい人が開業しやすい仕組みの構築を進めて、商店街の連続性を回復するとい

うことを取り組んでいきたいと考えております。 

それから、④といたしましては、来街者が利用しやすい駐車・駐輪環境の整備を、民

間や市営の駐車場との連携ですとか、共通駐車券の普及とか、そういう取り組みを通して

環境整備をしていきたいという点が４番目でございます。 

 ５点目としましては、中心市街地活性化の担い手になる組織や人の支援ということで、

これにつきましては、まちづくり八王子と連携をして進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 ⑥の産業交流拠点の活用につきましては、また産業交流拠点のところで議論があろうか

と思いますけれども、この開設を機に、中心市街地に多くの来街者を呼び込む仕掛けをし

ていきたいと考えております。 

具体論としましては、２１ページのほうの表のほうに落とし込んでおりますが、来街

者の回遊の仕組みとしましては、さまざま「はちおうじまちナビ」の普及エリア拡大等に

よって若者にアピールすること。それから、まちなか情報誌、マップ、それからイベント

開催等によって仕掛けをしていく。また、インフォメーションセンターや観光案内所によ

る情報発信、それから、魅力スポットの創出と書いておりますけれども、八王子の街中の

魅力あるスポットを開拓、事業者、商店と協働で開拓をしていくということを取り組んで

いきたいということで掲げております。 

 それから、②につきましては、若者や学生を滞留させる仕組みということで若手人材の

掘り起こしとか、大学等と連携して事業の検討ということで、ぜひ今後は学生とか若者と

ワークショップをして、議論をして、そういう仕組みをつくっていくという仕掛けをして

いきたいということで書き込んでおります。空店舗対策としましては、マッチングの仕組

みの構築・運営を具体論として進めていきたいと思っております。 
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 共通駐車券、まちづくり八王子への活動費補助については書いてあるとおりでございま

す。 

 続きまして、１６の商業の振興でございます。 

 １０年後の姿といたしましては、商業集積地が活性化し、活力、活気に満ちている。そ

れから、魅力のある個店づくりで商店街の競争力が高まっているということで、戦略の内

容を六つ掲げております。 

 １点目は、地域ブランド、八王子ブランドの創出により、八王子ならではの土産品の開

発の推進等を市内業者の方々と協力をして創出をしていきたいということで掲げておりま

す。 

２番目としましては、商店街の活性化や組織化の支援ということで、国や都の補助金

等も活用しながら商店街と連携をしながら活性化をはかっていきたいということで組織化

支援等を行っております。 

それから、商店街の魅力を発信につきましては、現在、今年開設しましたスマートフ

ォンを使ったまちナビを、ぜひ中心市街地から他のエリアにも拡大をし、他の拠点の商店

街等とも、そういうメディアを使って情報発信をしていく仕組みを拡大していきたいとい

うことで掲げております。 

それから、商業活性化に向けた後継者の人材育成につきましては、先ほど申し上げま

したように、あきんど講座等々、現在ある仕組み等をブラッシュアップしながら、そうい

う人材育成の仕組みを構築していきたいと考えております。 

⑤ですが、先ほどのブランドともかかわりますけれども、八王子の農産物ですとか加

工品、それを商店や飲食店と結ぶことで新しい魅力を創造し、商業と農業とを結びつけて

活性化していく取り組みを進めていきたいと考えております。 

⑥ですが、昨年、平成２４年度で買い物弱者ということで買い物環境調査を行いまし

て、一定程度データを収集しましたので、それを商店街や地域等が共有しまして、ぜひス

ーパー等が撤退したような地域ですとか、商店街が衰退しているようなところと商店街、

町会等と連携をしながら買い物弱者対策として地域コミュニティの解決とも連携をして、

そういう買い物弱者の対策が販路拡大につながるような取り組みを開発をして、活性化に

つなげていきたいということで、スケジュール的には、今年度、商店街と検討を行い、で

きれば来年以降、モデル事業なり実施に向けた具体化をしていきたいということで掲げさ

せていただいております。 
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大変雑駁な説明ですけれども、ぜひこれもご意見をいただいて、報告をしていきたい

と思いますので、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。 

 それでは、ご意見をいただくということでございます。いかがでございましょう。 

○橋本委員  今ここに書いてあるとおりにいけば、活性化のものにつながるわけですよ。

商店としても万々歳なんですが、なかなかこのとおりに行かない。それが悩みなんですね。 

 まず最初に、今大学が２０幾つかあって、１１万人とか言ってますけれども、これから

撤退していくでしょう。今の若い者は、八王子に来て、こんな山の中に学校かよという方

もいるそうですよ。そうすると、都心にあるのが八王子に来ているわけですから、その辺

の整備からしていかないと、この２３の大学が八王子にいるかどうかということは、疑問

に思われるわけですね。１０年もたてば半分もいなくなるんじゃないでしょうか、今の現

状だったら。もっとそのためには何をしたらいいかというと、やっぱり交通のアクセスが

一番大事だと思うんですね。早く行けると、目的地に。目的地に行けないから、そういう

ふうな田舎扱いにされるんだと、私は思うんですね。 

今、私がまちづくり八王子をやっていまして、ここでやっと職員が１人、行政の力添

えでもって雇うことができました。これは何のためかというと、空き店舗対策とかそうい

うことに対しては、私らがそこへ行って、トントンとたたいて、「おやじさんよ」と言う

わけにはいかないんですよね、いろんな問題があって。 

商店街には、そういうふうな密にしている人がたくさんいるわけですけど、いざ最終

的な詰めに入ると、そういうわけにはなかなか話が持っていけないという現状がありまし

て、そういうのも専門的な者がいないと空き店舗対策が進まない問題もあるんですよ。 

私らは、あそこのところへ行って何とかしてくれよという裏方の仕事に徹底すれば、

一つ一つそういうものは成果が上がってくるわけです。 

後継者は、この前でも話したと思うんですけど、後継者いなくはないわけですよ、子

供がいるわけですから。ただ、おやじのやっていることを見ていて、いや、昔と違いまし

てね、商人に生まれたら商人にならなきゃいけないなんていうことはあり得ないわけです

から、それでやっぱりまちが楽しいまち、商人が楽しい仕事をしているということを、後

継者に植えつけなきゃいけない。そのためには一番大事なのは、物を売るということです

から、物を売ることには人が来なきゃ、物が売れないわけですから。 

そういう意味でも、商人は、私は思うには、力もないし、それから、全てにおいて弱
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者ですよ、今は。そう思っています。これは何かするにしても、今、私はまちづくり八王

子をつくりまして、３年かかりました。これ一番言われるのは、この会をつくったらどん

なメリットがあるんだよと、こう言われます。メリットは、皆さんでつくるんだろうとい

うようなことで、対象は１４の商店街から始まったわけですけども、そのエリアの近辺、

Ａ５のエリア１１５ヘクタールの中に１４商店街があるんです。それからやろうよと言っ

ていろんな議論をしまして、昨年の７月に立ち上げました。 

これが一つの前へ進む大きな手がかりだと私は思って一生懸命やっているわけですけ

れどもね。ここにいろいろなことが書いてあります。全くこのとおりなんですね。これが

欠けているから衰退しているわけであって、これをどうしたらいいかということは、商店

だけの問題ではない。いろんな人の手をここに携わっていただかないと、我々の立場がな

くなってくる。引いては、援助を終えたときに、草ぼーぼーのまちではいけないわけです

よ。にぎやかな、華のあるまちでなければ活性化につながらないと思うんですよね。周り

には、、いろんな、要するにものがたくさんあって、その前の玄関口が、我々が守らなき

ゃいけないというのが使命であると思ってますけども。なかなか、それを商店街の人々一

人ひとりに理解をしていってもらおうと思ったら大変難しい問題で、時間がかかると思い

ます。 

 こういうふうな文章的なものは、私どもでも勉強すれば書けると思いますけれども、実

際は、どうなったらそこへ行くんだということがないと、１０年先はどうなっているかな

んていうふうな心配があるわけですよ。我々がやることは、本当に知れてます。それはも

う行政の力があったり、いろんな人の力がなかったら伸ばしていかれないです。私どもの

隣にいる会長は、もっと大きな組織の会長ですから、もっとほかの意見があるかと思いま

すけど。 

「らぶはち」という小雑誌が南口の開発がオープンしてからずっとやって、今、１０

号出した。ここでやっと「らぶはち」は、スポンサーさんに認められまして、まだ１０

０％ではないですけど、そのぐらいのものになってきたと思っています。 

商店街は、じゃあ、何をしたら一番になるんだということが、私らにもわかりません、

実際のところ。いろんなところへ行ってみても、それが果たして八王子に持ってきてその

とおりに行くかというと、なかなか行かないです。それを八王子流にするということが大

変なことであって、それをしないと、この先１０年で、多分、八王子の商店街はもっと寂

れてくるんだろうと思いますよ。それではいけないということで、できる限りのことはし
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なきゃいけない。させてもらわなきゃいけないというようなことで、頑張っているところ

ですけれども。何しろ、これをしたらいいんだというのがないんです、ものづくりと違い

まして。毎日、新しい来街者が来まして、人が来ていただかないことにはどうにもならな

い。それには文章に書けば、魅力ある、専門性の高い魅力のある個店をというふうなこと

になるんだと思うんですけど、そこがなかなかね、一概にこうやればなるんですよという

わけにはいかない問題がたくさんありますんで、ぜひ、そういう観点からも、１０年後に

はこうしたらばどうですかという具体例を、私らも欲しいわけです。ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

○深沢委員  橋本委員が言われるとおり、この中心市街地では、今のまちづくり八王子

ということで、本当に頑張っていただいていることは、もうそのとおりでございます。 

 ただ、私はまた違う観点からいろいろと異業種の方たちにもお話をさせていただいてい

るのが、中心市街地といたしましても、今１１５ヘクタールという大きな商業中心市街地

の場所があるわけですね。ところが、それぞれに商店会が１４ほどついております。しか

しながら、今までのまちづくりとか、それからまた商店の振興とかいうものは、商店会が

中心になってと言うよりも、商店会が駅の中心市街地をどうしよう、こうしようと言って

きたのが、ここ３０年来変わらないんですね。ここがちょっと、私は問題じゃないのかな

と言って、行政のほうともお話をさせていただくこともあるんですけれども。 

やはり地域の方々、そこの商店街の中に入ってらっしゃる地域の方々、地権者の方も

いらっしゃるし、ビルのオーナーもいらっしゃるし、そういう方たちの力をかりて、この

地域を、このブロックはどうしようかというようなことを真剣に、やっぱりそれぞれのブ

ロックで考えていただいた中での、いわゆるまちづくりというか、それがしていかないこ

とには、商業者だけで、ここにこうだああだと言って、今橋本委員がおっしゃられるよう

に、本当に苦労していらして、皆さんからお知恵を拝借したいというくらい、私も最初の

ときにそういうお話をさせていただいたと思いますけれども、そのとおりでありまして、

そのことによって、小さくてもいいですから地域協定をつくって、いわゆるルールづくり

をして、このブロックにはこういうようなものが必要だから、こういう形の特色を持って、

ここはやっていこうよということで、そこに空き店舗等があったら、じゃあ、こういう店

舗を入れたらば、みんなにも、市民の方にも喜ばれるんじゃないかというものは、そこの

ブロックでもってみんなで考えながらやることによって、その特色が出てくるんじゃない

のかなと。 
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全体的なことと言いましても、この１１５ヘクタールをどうしようこうしようといっ

ても、前にもこれお話をさせていただきましたけど、前には、今のエルシィさんあたりま

でどんどん人が流れるような時代でしたけれども、今はそれが全然ないということになる

と、駅中心市街地から、じゃあ、どこまでが駅の中心の市街地なのかということは、それ

はもうそこで商売をなさっている方たちが真剣に考える、真剣には考えているんですけど、

それだけじゃないと。やはり、そこに住んでいらっしゃる方たちを初め、みんなでやっぱ

りそのところは考えていくのが、やはり協議会でも何でもいいですから、とりあえずつく

っていかないとならないのかなというような、非常に、そういう思いがいたします。 

でないと、橋本委員がおっしゃられるように、１０年後をここへ書けといっても、私

もいろんな商業とかいう問題がどこのまちもそうなんですよ。疲弊しちゃっていて、なく

なっちゃってるんじゃないのかなと。いわゆる商店街すら、もう危ぶまれて、やはり駅の

中心となると、大型店、ショッピングセンターとか、デパートの隣は難しいようですので、

ショッピングセンターが中心になってしまって、そういうようなところとの、普通の一般

の特色のある商店とは言いましても、そこまで行くまでに、やはり商店街というのは、い

ろんなお店が連なっている中で総合ショッピングを楽しむというような、多分要素があろ

うかと思うんですけども、それがなくて、そこだけ目的に行くということになると、これ

はまたなかなか難しいとなると、１カ所の中で全部買い物して、それで終わってしまう。

そうなってくると、商店街も危ぶまれてしまうというようなことがありますので、やはり

商業者だけでなく、そこの地域にいる人、また、この商店街、中心市街地をいろいろと考

えてどうなのかなというような方たち、要は、そういう方たちも一緒になって考えていく

べきところじゃないのかな。商業者だけじゃとてもとても。よく会議を持たれております

が、その会議でさえも出られないような状態で、今それぞれの商店会長さんは頑張ってら

っしゃるようなことでございますのでね、その辺のところをぜひ行政さんも、この中心市

街地をどうするんだ、こうするんだというようなことがあるならば、やはり地域ぐるみで

そういうことも考えていくべきではないのかなと、こういうふうに思います。 

 それから、もう一つ、戦略１６のところですけれども、これは相対的なことになろうか

なと思うんですけれども。やはり、これも前にもしゃべらさせていただきましたけれども、

やはり安心・安全な商店街ということが地域での商店会のあり方ではないかなというふう

に思います。その辺のところはちょっと抜けているのかなと。安全・安心って、今ごろは

騒いでいますけれども、いわゆる防犯とか防災とか防火とかいろんな面での大きなくくり
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の中での安全・安心ということもあるんでしょうけれども、要は、提供する側からとりま

しては、食品の安全とか、いろんな粗悪品とか、あってはならない商売をしていく上にで

すね、そういうことはあってはならないんですけれども、そういうようなことの中をくく

って、やはり安全・安心な商店街を目指していかなければならない。また地域には地域で

密着した、これがなくなってしまったら大変なことになってしまうというようなことも、

やはりこの１０年後の地域での商店会のあり方というものが、やはりそういう、じゃない

よという取り組んだり、よくコミュニティの核とかいろんなこと、ここにも書いてござい

ますけれども、やはり地域でも必要性のある商店街、これはもう皆さんもご存じのように、

やはりそれぞれのスーパーとか、大きなところの地域には周りにございますけれども、そ

うでないと、やはり買回り品とかそういうものはなくてはならない。これがやはり必要性

があるということで、ぜひともその１０年後は、それぞれの商店街がなくならないような

ことでないと、せっかくここに書かれていましても何もならないと、そんなようなことで

あります。 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 大変難しい問題なんですけれども、１０年後の姿で、深沢委員がおっしゃった、八王子

の商業、商店街、商店、どんなふうなイメージを持てばいいんでしょうね。 

○深沢委員  僕なんかがよく言うのは、やはり、建物の中では１年中やっぱり快適です

よね。いろんな面で。そこで待っていたりする。でも、外に出るということは、季節感も

感じたり、風を感じ、いろんなことの中で、それがもうすばらしいことだと僕は思ってい

ます。ただ、それがそれなりに行政でやっていただくものと、我々が頑張らなきゃならな

いものというのは、やっぱりお互いに持ち場は持ち場でもってやって、そこはみんなで話

し合いながらやるということなんですけれども、そこまで行くにあたっては、さっきも言

うように、じゃあ、物販店はどうなのと言ったけれども、物販店が非常に少なくなってし

まった。 

「深沢さん、描いている商店街というのは、どういうの」って言われてしまうと、や

はり商店が連なっていて、木もあり、上もあって、お日様もいて、その中に歩いて行ける

ような、これが商店街だと思うんですよ。それが今は、八王子に、じゃあ、ないのと言う

けど、ないことではないんですけれども。そういう点では飲食がいいとか悪いとかじゃな

くて、飲食店はすごい、大いにあります。多いです。しかし、物販店の、物販というのか、

そういうようなものが非常に少なくなっているのが、商店街ではないというような、私も
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気がします。 

 もちろん変わっていくから、それはしようがないんだというかもしれないけど、そうす

ると、駅の周辺というのは、ほかのところもそうなんですけれども、ナショナルチェーン

の大きなところの飲食店がずらっと並ぶ。そこも、そこで潰し合いをやっているような状

態で、非常に、ここの場所も、歩くに対しても大変だというような、特に女性の方にもそ

ういうようなこともありますし。 

だから、じゃあ、その人たちが商店街に入っているかというと、入ってないんです。

同じ場所で。この問題も大変に問題なんですけれども、じゃあ、入るようにみんな努力す

ればいいじゃないかといっても、なかなかそれは業者のほうにもお願いして、いきいき産

業条例の中に加入促進条例も入れていただきましたけれども、それを持っていって、ぜひ

同じ地区でもっていろんなことで皆さんと一緒に協調してやりましょうというような話を

しても、わかりました、じゃあ、上部のほうへ聞いておきましょう。そのまんま返事がな

い。それが現状ですけれどもね。 

○橋本委員  一番怖いのはマンションになるということなんですよ。条例の中には店舗

をつくらなきゃいけないというようなものも、条例じゃないんですよね。指導ですね。指

導要綱には入っているようですけどもね。私はいつも言っているんです。もうマンション

になったら、もう商店街は終わりだと。 

なぜマンションにぽんと売れるのかと、売るのかというと、やっぱり後継者がいない。

後継者のいないようなことをしていたんではいけないわけですね。これから私らまちづく

り八王子としては、そういうふうなことの勉強会もして、自分のところに後を継げるよう

な者を育成していかなきゃいけない。簡単に、おまえもやらないのか、じゃあ、いいよと

いうようなことで、マンションになっちゃうと、今、私が今住んでいるところなんかも、

今、旧住民よりか、どのくらい多いでしょうかね。世帯数でいったら、もう何倍、何百倍

かもしれませんよね。今８５０人ぐらい住んでいるでしょう。来年２１４戸、その次の年

が１３０戸、それが２人ずつだって５００人、３００人とかというので、簡単に言うと千

二、三百人、こんな小さいまちでもってふえちゃうわけですよ。 

一番困っているのは、そこに誰が住んでいるかわからない。会ったこともない。通り

を通っていても、本当の町会員なのかということもわからない。まだ町会誌をもらってい

れば、まだいいんです。将来的には、今若い人が住んでいるんだから、２０年、３０年は

活気のあるまちになるんでしょうと言っているかもしれませんけども、マンションの玄関
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を立派にしないと入らないわけでしょう。商店街なんかあったんじゃ、困るわけですよ、

つくるほうとしては。私はそう思っているんですよ。 

○深沢委員  それもあるんですね。今より建築基準法とかそういうことになってくると、

やっぱりマンション業者のほうがどうしても強いわけですね。市のほうに、我々も説明会

がありますから聞きますと、じゃあ、指導的な要綱で、それはある程度お願いしてありま

すと。それだと全然聞かないんですね。 

それで私も、一つ例があるんですけれども、「深沢さん、あなた、ここに地域協定あ

りますか」と言われたんですよ。なるほどな。地域協定をつくれば、指導要綱とか建築基

準法のあれをそんなこと言わなくても、やっぱりこれが一番いいかなと思って。 

 ですから、さっき私が言ったのは、皆さん、いわゆる商業者だけでなく地域の人たちと

一緒になって、この地域をこういうふうなものにしようというものをつくって、それを地

域協定にして、マンションができるんだったらばいろんな制約があるんでしょうけれども、

そこに必ずや１、２階は商店をつけてもらえるとかいうようなことの地域協定をつくれば

いいのかな。 

八王子の、よくおわかりだと思う。この桑並木通り、ここもそうですよ。生保とか損

保とか、いろんなものが最初にばんとできちゃったから、このごろはちょっとお店が張り

ついてますけど。東放射線なんかみんなそうですよ。行っても、店舗には貸さないという

ような銀行法だか何か、そこのところは私も調べなかったからよくわかりませんけれども。

なかなかそういう不特定多数の人たちが入ってくるというところは難しいというようなこ

とを１回言われたことがあるんですけど。やっと、この東放射線通りも、京王へ行くこれ

にも店舗が張りついてきたというんですけれども。そういうところでも八王子は、３０年、

４０年おくれちゃったんですね。一番いい通りに。 

ですから、それをやめるためには、じゃあ何かというと、今、私がお話しましたよう

にみんなの力をかりて、商業者だけで、商店街だけで考えるんじゃなくて、その地域は地

域で、１１５ヘクタールをみんなで考えると言ったら、これは難しいですよ。だから、そ

れぞれのブロックで、それぞれの商店街もありますし、そういう人たちの中で、みんなで

一緒になって少しでもいいから考えていかないことにはならないんじゃないか、そういう

ものがここへ入ってくれるといいなというふうな気がするということです。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

○甲谷委員  いわゆるお客になる立場として。西放射線、あれ道幅も結構広いですよね。
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残念ながら、そぞろ歩きしたいという気にならないんですよ。なぜだろうなと思っていろ

いろ考えるんだけど、例えば、海外のパリだとか行ってみますと、例のカフェ、お店の前

に出ていますよね。ちょっと一休みしていこうかという、いろんな規則があってうるさい

のかもしれないけどもね。だって、それをする規則は、例えばどこかで勘弁してもらうと

か、さっきお話を聞いていると、要するに飲食店だけじゃなくて、物販店も並んでらっし

ゃるから、皆さんその前に出すわけにはいかないけれども、それでも飛び飛びにある飲食

店さんがそういうお店を出していただけると、ちょっとそこで一休みするということにな

るかと。 

○深沢委員  そういう緩和ね。緩和されると随分違うだろう。 

○甲谷委員  歩きやすくなるんですよね。ああいうのって、やっぱりちょっと夏の暑い

ときには、ここで一杯ビールをひっかけるだとか、とまってこう見ると、きょろきょろ見

るわけですよ。ああ、こんな店があるから入ってみようと。やっぱり、今おっしゃったよ

うに、地域でもってどういうまちづくりをするかというのをご相談になってね、何かそん

なものでもあるとね、随分変わるなと思う。あの放射線どおりは幅広いしね、物理的には

そういうことができると思うんですよ。 

○深沢委員  市のほうでは、あそこ今から５年ぐらい前だったかな。リニアルをかけて

くださったんですよ、歩道が傷んだということで。きれいにしたのは、もう五、六年たつ

のかな。やっていただいて。もっとたつかね。 

 そのときに、ちょうど私はＴＭＯのほうの駅前ゾーンの部会長をやってましたので、ど

うなんだろうね。そこまできれいにしてもらったら、それらしい店づくりを、これをする

のは我々の仕事じゃないの。それぞれの人たちが、それをしなかったのが現状ですよ。 

 その中で、今度は南口の医療刑務所の跡がどうなるかわかりませんけれども、あの前の

通りなんか、広くていいんです。あそこに住んでらっしゃる方たちやら、あの商店やら、

また行政も入って、この道はこうしようということになるとね、そういうものがあれば、

民活でどうにでもなる。あの土地を買って、ビルをつくりたいという人は必ず出てくると

思うんです。あんなにいい場所にあるんだから。それが、どうしても後々になってるのが

八王子市の悪いところですね。 

○甲谷委員  それで思うのはね、マンションがどんどん建つということは、考えように

よってはお客さんがふえるということなんですよ。 

○深沢委員  そのとおりですよ。 
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○甲谷委員  これをうまく引っ張り込むことを考えるのは、商店街の知恵なんだと、僕

はそう思うね。 

○深沢委員  そのとおりでございます。私も言うときには勇気があって気をつけて言っ

ているんですけど、確かに、我々も反省しなきゃならないことはいっぱいあるんです。 

○甲谷委員  例えば甲州街道のところだって、そういうことやろうと思えばできる話で

すよね。そういう子育ても終わって、マンションにいる方がね、夏の暑いときになるとち

ょっと出てきてね。そういうまちだったんです、昔は。そういうふうなのを復活しなきゃ

いけないんですよ。 

○深沢委員  そうですよね。 

○甲谷委員 今は、個人情報何とかかんとかという法律がありまして、新しい人も誰が住

んでいるかわからないです。ですけども、子育ても一段落したら、そういう方たちが、夜

はそぞろ歩きをしてくれてというふうな、的に、しっかりした商店街にしなきゃいけない

と思ってるんですよ。そのためには、今が大事ですから頑張っていこうよというようなこ

とでね。 

○加藤委員長  その辺どうですか、市民の立場で。 

○中島委員  私は市民委員なんで、それで戦略１４で、おもてなし都市ということで、

これは非常にすばらしいアイデアだと思うんですけども。やはりこの中で、一番、市民の

協力というのは非常に重要な要素だと思います。この中に、おもてなし人材を育成だとか、

観光ボランティアガイドの公募とか、人材の育成というのが出ているわけですけれども、

やっぱりボランティアを頼むというか、必要としているわけですけど、やっぱりボランテ

ィアをやりたいという人の意欲を、ぜひとも大事にしないと、長続きしないと思うんです

ね。 

実を言うと、私は、ある一つの件に関して一つ個人的な経験がありまして、３年前に

高尾山に来る外国人の登山客のガイドを、英語とか中国語のできるガイドを観光協会さん

のほうから募集があったんですね。私も退職してすぐだったんで何かやりたいなと思って

いて、すぐ応募したんですよ。そういう人が足らないというから、たくさんの人が応募し

たらしいんですね。そしてあるとき、はがきが１枚来まして、希望者が非常に多くて抽選

をした結果、あなたは外れましたと。それが１枚来て、それからもう３年ぐらいたつんで

すけど、その間、住所も全部出しているわけですから、そういうボランティア意欲のある

人たちに対して、何かやってるのかなと思ってたんですけども。それは何も来てないんで
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すけどね。 

やはり、意欲のある、あるいは何か技能や特色を持っている人たちをリストアップし

て、特にそういう応募した人というのは、何とかリストアップして、そういうのをボラン

ティア人材のバンクみたいな形にして、いろんな場面でこういうおもてなし都市をつくる

上でやっていけるんじゃないかなと思うんですよね。 

八王子は、多分、根拠はありませんけど、いろんな友人とか住んでいる方といろいろ

話すと、そういう意欲を持っている方は、比較的多いんじゃないかと思うんですね。ぜひ

とも市民の協力を得るようにやっていただきたいなと思っています。 

○大野委員  多いですね。小学校で外国から来たときに、そういう通訳を募集したら、

これが由井第一小学校というのですかね、そのときには、北野台のほうから大勢ね、いろ

んな外国語の指導員さん来てるんですね。それで、もうやってくれたんですよ。だから、

そのときに、私は今、観光協会ですけども、非常にボランティアとか、そういう人がいっ

ぱいいるなというふうには思っています。 

だから、それで今、八王子駅北口のインフォメーションセンター、南口もそうですけ

ども、ボランティアで活躍してもらっているし、今、ボランティアがすごく多い。活躍し

てるんですよ、あそこに。すごい親切な案内をしているんですね。ボランティアというの

はすごくやる気がありますのでね。本当にだから、頼むほうはきちっと、やっぱりしなき

ゃいけないなということは言えると思うんですけどね。 

 もう一つ、ちょっといいですか、２０ページの、若者や学生を中心市街に滞留できる仕

組みを構築するところですね。これ、産業振興部の所管じゃないかもしれないんだけど、

あの学園都市センターというのは、もともとつくるときには、あそこへ学生を集めようよ

と。そして、あそこでクラブ活動をやったり、大学同士の連携をしたり、それから、あそ

こへ旅行業者を入れて、学生があそこで、どこかへ行くときに券が買えるよというのが、

最初の目的だったんですよね。ところが、あれ、貸しホールみたいになって、実際は。 

 だから、今、商店街さんのほうはいろいろ苦しんでいるんで、お客を得る、お客を集め

るためには、やっぱりあの学園都市センターを見直す必要があるんじゃないのか。あくま

でも、あそこは学生を中心として、人を集めると。それがないから中心市街地にもう学生

が来ないんですよね。あそこへ集めて、そして、夜も散らばってもらって、商店街を活性

化するというふうなことを考えたらどうかなと。 

これ申しわけない。産業振興部じゃないんで、余計なこと言っちゃあいけないんだけ
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ど、私自身はそういうふうに思うんですね。そうじゃないと、学生がなかなか中心市街地

に出てこないですよね。確かに、卒業のときやなんかのときにはあそこでやって、しょっ

ちゅう大勢来ますよね、卒業のときやなんかはね。だけど、コンパや何かやってますけど

も、それ以外はちょっとね、余り集まらないですよね。交通体系の問題があるとしても、

やっぱりそういう施設をうまく活用するというのも、一つの学生を集める、ちょっと次元

が低いかもしれないけど、の見直しが必要なんじゃないかなというふうに思うんですけど

ね。 

○加藤委員長  もともと、あれですか、学園都市センターというのは、そういう役割が

期待されていたわけですか。 

○大野委員  発想がそうだったんですよ。できたときには、もう別のものになっていた。

貸しホール的なもののような感じでね。その大学の連絡協議会って言ったかな、それの事

務局みたいなのがやって、多少講演とかそういうのを大学の協力を得て、大変立派にやっ

ているんですけど。学生さんが集まるための施設にしたいというのが目的だったんですよ。

目的というか、そういうことだったんですよね。あそこへ、本当に旅行業者等を入れて、

学生があそこで買えるんだとか、それから、学生だけ各大学同士が集まって、何かあそこ

で打ち合わせをやるんだとか。学生が何か開いて、あそこでホールでやるとか、そういう

目的にした方がどうなのかなと。いろいろ難しい問題もあると思いますけれども。そうす

れば、中心市街地に少し学生が出てくるような気がするんですけどね。 

○加藤委員  ただ、学校からというのは交通の便がね、遠いもんだから。 

○大野委員  だから、中央大学がね、ここへ、八王子へ上がってくるということは、ま

ず考えられないですね。すぐって言ったって、大体府中とかね、あの辺に住んでいるわけ

ですよ。そうでしょう。大塚とかその辺に住んでいるという学生はあんまり少ないですよ

ね。それだって、来る場合には、聖蹟桜ヶ丘へ出て、それからじゃないと来られませんよ

ね。逆に上るということは、まずしないんで、みんな吉祥寺へ行くとか、そういうことに

なるわけですよね。だから、そこに、そういうところの中でも施設があるよと。ここは集

まられる施設があれば、それは多少上って来るような気がするんですよね。そんなことを

ちょっといつも思っていたんですけれども。難しい話だと思いますよ。 

○加藤委員  学生が何かしらの機会で八王子のまちに集まって、それは一つのきっかけ

になりますよね。それを積み重ねだろうと思うんですけども。 

○大野委員  だから大学の活用は、さっき福井委員が言われた、これは非常に貴重な意
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見だなと思って、私も聞いてたんですけども。それと同時に、学生を集めると、市内に出

てきていただくということが必要なんじゃないかなというふうに思うんですけどね。 

○福井委員長  産業交流拠点を調査されたときに、八王子のほうでも調査されたじゃな

いですか。いろんな他の業界団体さんの部分のヒアリングもされたんだけれども、まず大

学の先生たちにヒアリングされましたよね。大学の先生たちにヒアリングをして、コンベ

ンションニーズだとか、会合だとか、会議とかというのを、今後どういうふうに考えます

かという調査をしてるんですよね、八王子も。 

そうするとどういうことを言っているかというと、要するに、そういう大学の先生た

ちが八王子に集まろうよと、先生が集まってないんですよ。 

○加藤委員  そうだよね。 

○福井委員長  ええ。学生以前なんですよ。まず、なぜ集まりませんかといったら、何

か会合やろうといっても、そういう安くて、先生たちが駅前で、商店街もあるし、飲み屋

さんもあるし、非常にいいまちなんだけれども、まず自分たちが集まる、カンファレンス

をするそういう場所がない。ちょっといい補助金が出たりすると、京王プラザぐらいしか

出ない。ちょっとそれ以上の金がないなと言って、大学のキャンパスでやろうとすると、

交通の便が悪いから集客が悪い。だったら、いっそのこと都心でやろうかと言って、新宿

の辺とか渋谷の辺でやってるらしいんですよ。同じ料金でやるんだったら、この辺でいい

よねみたいな……。 

ですから、要するに、人が集まる構造に対して言うと、私は、大学の先生が、まず八

王子で集まって何かをやろうというそういうモチベーションが全くないのに、学生に来い

よなんて話は、まず存在し得てないんじゃないかなという、もうはなからないんじゃない

かなという気がするんですよね。だから、そこの辺の問題があるので、産業交流拠点につ

いて言うと、非常に安く、レベルの高いカンファレンスなり会議や、そういう大学関係の

コンベンションがやれるような機能をしっかり考えていかないといけないんじゃないかな

ということは申し上げたんですよ。 

 やっぱりそこがそういう意味で言うと、産業交流拠点というのはおもてなし都市である

とか、中心市街地の活性化とかいうことに対しても、やっぱり非常に重要な戦略なので、

まず産業交流拠点がいつできるのかという、これはもう市長の政治生命にかかっていると

言うと怒られちゃうけれども、俺が考えたわけじゃないって、石森さん言うかもしれない

けども、非常に重要な話だと思うんですよ。 
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 それで、あわせて、戦略１４の関連の中で、ＭＩＣＥ都市推進センターの話が出てます

けど、ハードができてから、コンベンションのセールスをやっていたら、３年間は何にも

ないんですよ、要するに。ということは、３年先を誘致しているんですよ、コンベンショ

ンというのは。だから、ＭＩＣＥ戦略というのは、３年先をセールスして回っているので、

これを見ると、平成２７年度に設立予定と書いてあるんですが、成立予定すると平成２７

年度からセールスが始まって、そうすると、平成２９年か３０年ぐらいしか、やっぱり産

業交流センターというのはできないんだよというのが、暗に、ここの中に示されているの

かなと思ったんですけども。その辺はどうなんでしょうか。 

 それともう一つは、要するにハードができる、そのハードに対応した形でつくるという

のも一つあるけれども、今言いましたように、八王子の持っている一番大きいのは、交流

人口を戦略的につくるということができてないために、いろんな問題が起きているので、

であるならば、ＭＩＣＥ推進センターというのは、戦略的に先行させる。そのことは東京

都に早く産業交流拠点をつくれよという地元の意思でもあるという、そういう、いわば駆

け引きを、やっぱりある意味で言うと掲げないといけないんじゃないかなというふうに思

うので、ＭＩＣＥ都市推進センターは、平成２５年度が調査で、来年が準備で、そして平

成２７年が一応予定というのは、ちょっともう少しこれを前倒しにして、八王子は、そう

いう文化観光交流という交流都市を目指すんだというそういうメッセージを早く送ってい

く必要があるんじゃないのかなというふうに一つは思います。 

 それからもう一つは、これは１５番の話と１６番の話とも関連するんですけれども、中

心市街地活性化イコール商店街の活性化という呪縛に、日本は３０年間、失われた３０年

間やってるんですよ。こういうことを言うと怒られてしまうかもわからないけれども。 

要するに、中心市街地の活性化の問題というのは、都市構造の問題なんですよ。要す

るに、都市計画の問題なんですね。もっと言ってしまうと、文化観光交流戦略の問題なん

ですよ。都市の中心市街地はどうあるべきかというのは、商業以前の問題なんですね。そ

このところが、やっぱりうまくいっていなかったなと。ですから、どちらかというと、人

口がどんどんふえていった時代、大学がどんどんやってきたという時代が３０年間流入が

続きましたから、どちらかというと、必要な施設をいろんなところに分散型につくってし

まった。これぐらいの核の都市でいうと、県庁所在地レベルなんですよね。言ってしまえ

ば、八王子の核というのは。都道府県でいうと県都ですよ。はっきり言うとね。多摩の市

となっていますけれども、言ってしまえば、宇都宮とか、それから静岡とか、そういうの
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と変わらないぐらいの都市核なんですね。そういうところは、中心市街地に県庁があり、

市役所があり、それから文化ホールがあり、何々があり、学校がありと、そういう集積を

しているんです。その集積に対応してサービスを提供しているのが商店街なんですね。 

そういう意味で言うと、商店街の皆さんが涙ぐましい努力をしているというのは、言

ってしまえば、中心市街地政策が、イコール中心市街地の活性化というと、すぐ商業の活

性化みたいな話になるけれども、実は、中心市街地に、いかに公共の空間や文化交流機能

を集積させていくのかというのが都市政策であって、そのことによって、そこに集まって

くる人たちにどういうサービスを提供するのかというのが商業だと思うんですね。そこの

前後関係というのが非常に重要ではないかと思うんですね。 

 ところが、八王子は、街道沿いに非常に活性化した時期に商業施設が張りついて、日本

でも有数の商店街があったもんですから、それが世代交代をするという守りの問題と、そ

れから新しいものに対してどう対応していくのかという、その二つが混在していると思う

んですよ。だから、攻めに行きたいんだけれども、守りのほうが非常に大変になってしま

ったということがあるので、私はここの部分については、中心市街地活性化の問題につい

ては、西放射、東放射と深沢委員はおっしゃいましたけれども、西放射、東放射なんて、

本当にすぐれた都市計画道路なんです、実を言うと。日本の都市計画道路の中でも信じら

れないぐらい、いい都市計画道路なんですよ。だけども、やっぱりそれがうまく活かされ

ていない。それから、いろんな業務機能だとかそういうものが出ていってしまっていると

かいうことなんで、大きな都市政策の関連の中で考えると、全くおっしゃるように、今度

の産業交流拠点、明神・旭の都市開発をどうするんだという議論と、それから、医療刑務

所の問題、跡地の部分をどうするんだということをきっかけに、八王子としては、この１

０年の、もう一つ上位概念として八王子のまちの魅力をどうするんだというのを掲げるこ

とによって、商業者の皆さんも、今度はこういうふうに動こうとか、こういうふうに行こ

うとかというのが生まれるのではないかと。そこが、やっぱり非常に中心市街地活性化イ

コール商店街の活性化という、それは前提と結果の関連というのを間違えてしまうと、非

常に問題なのかなというふうに思うんですけれども。 

 そういう意味では、ラストチャンスというと怒られちゃうですけれども、本当に、ここ

のところは非常に重要なんじゃないかなと思いますので、ＭＩＣＥ都市推進センターは、

一日も早くスタートさせる。そういう決意を何か表明するというのが必要なんじゃないか

なと思いますけどもね。 
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○加藤委員長  そういう意味では、１０年先って、先ほどの工業の問題もそうなんです

けれども、同じような姿というか、そういうものが必要ですよね。 

 きょうは、そういう意味では、田中さんも初参加でいろいろ聞いていらっしゃってご意

見があろうかと思うんですけれども、何かございませんか。 

○田中委員  今非常に難しい問題も多々あるかと思うんですが、おかげさまで、八王子

は地べた、土地もあるし、農業の基盤もあるし、観光施設もあるし、いろんな面ではまだ

まだいっぱいやれば、いろんな活気あるまちづくりができると思うんですが、現状として

は、私は、西のほうに住んでますが、市街地もそうなんですけど、ちょっと市街地を外れ

て西のほうを考えると、計画的な企業の誘致、そういうのもしてもらって、アクセスをよ

くしてもらって、そうしないと若者がどんどん離れていっちゃうんですよね。だから、大

学を卒業して、地元に勤められるような職場、そういったまちづくりというのは、ちょっ

と西のほうのアクセスをよくしてもらって、企業誘致をしていただきたいというのがあり

ます。 

 また、西のほうは高尾山もあるし、また城山もありますので、その辺のところを観光資

源を十二分に使って、観光農業も道筋ができると思いますので、そこら辺のところを、ま

た指導も、西のほうの開発も、いろいろ計画的に考えてもらえればなとは思いました、き

ょうのところでは。以上です。 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 時間のほうも予定を過ぎたんですけれども、本日は、ある意味で、中身について議論す

る最初の会議だったのかなということで、１０年後の姿というのを、もう一度事務局のほ

うでもきちんと描いていただきながら、それを議論できればなというふうに思っておりま

す。 

 また、年度初めということで出席できなかった方が大勢いらっしゃいましたので、今度

はもう少し大勢いらっしゃるところで議論できればというふうに思っております。 

 本日は、この辺で、これできょう議論した二つは終わったということではなくて、ここ

から出発するというふうに考えていきたいと思っております。 

 そういうことで、きょうはこれで終了にしたいと思いますけれども、よろしいですか。 

 それでは、次第のⅢ．事務連絡について、事務局からお願いいたします。 

○事務局  それでは、次回以降の日程の調整をさせていただきたいと思います。 

 次回５月を予定しているんですけれども、ちょっと本日もそうなんですが、欠席の方が
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多いとなかなか議論のほうも進まないこともございますので、一応、候補日を上げさせて

いただいて、本日、まずこの場にいらっしゃる方で都合の悪い日を教えていただいて、後

は欠席者の方にもそれを聞いて、後日、早急に調整をして、第５回の委員会の日にちを決

定したいと考えております。 

 候補日が４回ありまして、まず５月２３日の木曜日の午前中が一つ目。二つ目が、５月

２４日の金曜日の午前中。三つ目が、５月３１日の金曜日、午前中。四つ目が、５月３１

日金曜日の午後という形で、ちょっと今、４カ所、４回分、この中から１日というか１回

開催したいと思うんですけれども。今上げた中で、既にご予定とか入っているという方が

いらっしゃいますか。 

（日程調整） 

○事務局  ありがとうございます。そうしましたら、ご欠席の方にもちょっとお伺いを

した上で調整させていただいて決定し、早急に開催の通知のほうを差し上げたいと思いま

す。 

○事務局  そうしましたら、次回につきましては、日にちのほうは通知を差し上げまし

て、あと、議論につきましても、今お話いただいたように１０年後の姿を中心に、事務局

のほうで整理させていただいて、戦略のほうをまた議論していただければと思います。以

上です。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 それでは、以上で第４回の検討委員会を終了したいと思います。ご苦労さまでございま

した。ありがとうございました。 

 


