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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５回） 

平成２５年５月２４日 

 

○加藤委員長  定刻となりましたので、ただいまから第５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、福井副委員長

と大野委員、松葉委員からいただいております。 

 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５－１「産業振興

戦略プラン」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５－２「第４

回検討委員会での主な意見とその反映について」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。 

 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。 

 まずは、前回の第４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、まず事務局から報告をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○青木産業政策課長  それでは、主に資料５－１と３－１を使いながらご説明をさせて

いただきます。 

（説明省略） 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 ただいま説明がございましたのは前回の第４回の検討委員会の皆様方のご意見、それを

５－１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。よろしくお願いいたします。 

○本目委員  基盤技術の普及ということがかなり強調されている、それはそのとおりか

なと思っています。実は研究開発型になった企業が存続するには、やはりすぐれた基盤技
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術型企業がない限り、研究開発だけをやるということでは、成果にならないんですよね。

したがって、これもぜひ提起してほしいと。 

 基盤技術型企業は、どんどん減っていってしまっている時代だけれども、研究開発型企

業が存続するには、すぐれた基盤技術型企業がやはり継続して事業が行える環境がなけれ

ばならない。ですから、そこを大切にするということをぜひ入れておいてほしいと思いま

す。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  今、本目委員がおっしゃいましたように、研究

開発企業がいろいろ試作等をすることについては、高度な、それからスピーディーな対応

ができるような基盤技術の存在というのは絶対不可欠だと考えておりまして、それは我々

も視野に入れているのですが、そこをはっきり明記する形で。 

○本目委員  明記というより、そこは少ししっかりしておかないと、日本全体の問題な

んですけれどね。八王子もそれを目指すから、そこをきちっと捉えていかないと、実は研

究開発型企業もここでやれなくなっちゃうということだと思います。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 ほかに、いかがでございましょうか。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○加藤委員長  それでは、次第の３、議題に入りたいと思います。 

 本日は、お手元に配付されております戦略１から３、そして、戦略１０から１３につき

まして、議論をいただきたいと思います。 

 まず最初に、これらにつきまして、事務局からのご説明をいただきたいと思います。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  それでは、私のほうから資料のご説明をさせて

いただきます。 

 資料の５－１の縦になっている戦略のシート、こちらでご説明をさせていただきます。

事前に資料を配っておりますので、簡略に要点を説明させていただきます。 

 まず戦略１の産業振興にかかわる機関との連携でございますけれども、１０年後の八王

子の姿として、八王子の特徴である多様な産業支援機関が連携して、産業構造の変化に柔

軟に対応する支援を活発に展開し、地域産業が活性化していくという姿を描いています。 

 この活かすべき資源という、次の欄に書いてありますけれども、八王子には多様な産業

支援機関が存在し、それが今もいろいろな関係を持ちながら支援を進めております。これ
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をさらにグレードアップしていくというのが全般的な考え方でございます。 

 それについては、東京都が計画していただいております産業交流拠点、それが一つの大

きな契機になり、それに向けた活動、それから、それを利用した展開というところがこの

戦略１の大きな柱になっています。 

 戦略の内容でごらんいただきますと、まず第１に、ネットワークの強化というのを掲げ

ております。これは産業支援機関、それから教育機関、自治体、金融機関、こういったも

のの情報交換をさらに行い、相互理解を深める。それから、連携体制の強化と、それから、

事業促進を連携して行う、こういったことを進めることによって、さらにネットワークを

強化していく。現時点におきましても、産業支援機関の情報交換、大学等も含めたこうい

ったものをやっているのですが、そういったものをさらに強化して、こういう体制で、こ

ういう活動を進め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、今回のマスタープランにおける一つの特徴として、２番のネットワークの拡

大というところがございます。今までの支援機関の連携というのは、比較的ものづくりの

関係するところ、例えば、商工会議所、サイバーシルクロード八王子あるいはＴＡＭＡ協

会、ＴＡＭＡ－ＴＬＯ、こういったようなものづくりに関係するような支援機関では割と

頻度高く進めたり、いろんな情報交換が進められてきたんですが、それをさらに、今回の

戦略プランでは、商業、観光、農業、そういうようなさまざまな分野での連携を今進めて

いって、そして、新たなビジネスチャンスをお互い生み出していこう、そのあたりが一つ

の支援のネットワークを構築していく肝になっております。 

 そして、３番目の産業交流拠点の活用という点が、非常に重要でございまして、これに

つきましては、後でまた触れますが、商工会議所あるいはサイバーシルクロード八王子、

ＴＡＭＡ協、ＴＡＭＡ－ＴＬＯといったような支援機関を産業交流拠点の中に集約してい

くと、こういうようなプランを持っておりまして、この産業交流拠点の開設に向けた連携

活動の強化、そしてそれができた際には、そこに力点を置いて、そしてお互いの連携をさ

らに深めながら、ワンストップサービスであるとか、あるいは連携によるところのサービ

ス、そういったものをしていこうというのが基本的な考えでございます。 

 同時に、産業交流拠点は、ほかの観光であったり、商業であったり、農業であったり、

そういった方々にもどんどん集まっていただいて、そこで新たな支援が行われていくと、

そこまで考えているところでございます。 

 下のスケジュールにつきましては、ごらんのとおりなのですが、特にこのネットワーク
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の強化、こういった点では、中期における産業交流拠点開設による連携強化を基本的なと

ころに考えているところでございます。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、戦略の２でございます。 

 戦略の２は、産学公連携の推進ということでございます。 

 八王子については、大学が２３、周辺部を含んであるということで、こちらは八王子の

大きな特徴になっております。これを活かすべく産学公の連携をさらに推進していくとい

うことで、１０年後の八王子の姿につきましては、産業、大学等、行政の連携が活発に行

われ、大学等の教育資源や知的財産などの技術シーズが有効に活用されながら、新技術開

発や新事業創出が図られ、経済活動が活発に行われている。 

 それから、大学（学生、教授など）や事業者との交流・連携が盛んに行われ、市外から

も多くの人が産業の交流・連携を求めて訪れ、産学連携の拠点としてにぎわいが創出され

ていることで描いているところでございます。 

 戦略の内容といたしましては、まず、産業と大学等の関係強化でございます。この中で

は産業支援機関のコーディネーターと教育機関のコーディネーターとのネットワーク強化、

あるいは多様な産業と大学等との産学連携の推進、それからもう一つ、産業交流拠点をに

らんだ広域多摩地域、中央道沿線地域という、さらに、広域をにらんだ産学公連携の推進

を進めていきたいと考えているところでございます。 

 この辺につきましては、ＴＡＭＡ協会のほうでこういった活動を進めていただいている

ところでございますが、こういったことを一体的にいろんな活動をすることによって、広

域の産学公の連携をさらに推進していきたいというのが一つでございます。 

 それから、２番目として、大学等と連携した企業支援ということで、知的財産などの大

学シーズと事業者ニーズの情報交換、マッチング、あるいは大学の持つ教育資源を人材育

成に活用すると、これは企業の人材育成確保に向けた大学との連携のことでございます。 

 今、大学のシーズとか、事業者ニーズの情報交換、マッチング、こういったものを八王

子市の中でも開発交流プラザ、そういったものに相談員がいたりして、進めているところ

でございますが、こういった活動をさらにダイナミックに進めていくというところが重要

な点でございまして、その辺は、先ほど言いました、産業支援機関の連携とか、こういっ

たものとも関係しながら、さらに進めるということでございます。 

 この産学公連携につきましては、まさにこの産業交流拠点の活用の中の一つの目玉でご

ざいまして、産業交流拠点におきましては、産学公の連携のさまざまな研究会が行われた
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りとか、あるいはそれに関連している展示会が行われたりとか、そういうことが進められ

ていくということが非常に重要な点であると考えております。 

 そういう点で、下のスケジュールにありますように、今言ったような活動を継続して進

めていくのですが、特にこの産業交流拠点の開設による産学の関係の強化、ここが非常に

重要なことになっていくと考えております。 

 続きまして、戦略３の産業交流拠点の整備・促進と連携でございます。 

 これにつきましては、１０年後の八王子の姿として、産業交流拠点を中心にイノベーシ

ョンが促進され、新産業・新ビジネスが活発に生まれていると、それから、広域多摩が日

本有数の研究開発の地域の一つとなり、その中心都市八王子は海外も含めたビジネスマン、

エンジニアが集まる産業交流都市になっているという姿を描いております。 

 産業交流拠点につきましては、イノベーションを起こすような産学公の連携、交流がそ

こで生まれていくというところを狙っておりますので、その狙い目としては、単に八王子

地域にとどまるものではなく、広域の多摩地域、こういったものの中で中心になると、そ

こには、日本有数の先端的な企業であるとか、あるいは大学、こういったものが集積して

おりますので、これがこの産業交流拠点において、さらにグレードがアップして日本有数

の研究開発の地域となって、その中心にこの産業交流拠点がある八王子もその渦の中心に

なっていく、この姿を描いているところでございます。 

 戦略の内容といたしましては、まず産業交流拠点につきましては、整備促進ということ

で、東京都のほうで、整備計画を今持っていただいているので、それにご協力をさせてい

ただきながら、積極的にそれを進めていきたいということが一つでございます。 

 それから、もう一つは、産業交流拠点の積極活用ということでございまして、一つは、

先ほどもちょっと触れました産業支援機関を集めて、支援機関の相互の連携強化、それか

ら、支援のワンストップサービスを実現するということで、商工会議所やＴＡＭＡ協会、

ＴＡＭＡ－ＴＬＯ、サイバーシルクロード八王子あるいは市のこういう開発交流プラザの

活用、支援機関が集まって、そこで一緒に連携した活動であるとか、あるいはサービス、

こういったものをしていくということを考えているところでございます。 

 それから、多くの産業人でにぎわう交流の場を創出するということで、その産業交流拠

点ではいろいろな方々が集まって、新しい知恵を出し合っていくことによって、新しい技

術等が生まれる環境をつくることでございます。 

 それから、この産業交流拠点施設につきましては、展示場とか、そういうような施設も



 

 ―６― 

つくられて、そして、本市あるいは広域多摩地域の持つ資源を国の内外に発信する、この

拠点になっているということで、活用を考えているところでございます。 

 それから、産業交流拠点の活用の中には、広域の多摩地域、あるいは中央道沿道地域、

こういったところが、対象の地域になっているところでございますので、こういった地域

の自治体とか、産業支援機関等、八王子市としてもしっかりと連携をして、その交流拠点

を活用しながら、新しいイノベーションを起こしていくということを進めると考えている

ところでございます。 

 それから、学会等、こういったものを積極的に誘致するということにつきましては、別

紙に観光の面から、ＭＩＣＥ都市構想についてもご説明をさせていただきますが、そうい

ったものと連携して、誘致していくということを考えているところでございます。 

 同時に産業交流拠点につきましては、工業、ものづくり、こういったものの中心ではご

ざいますけれども、同時にこのほかの産業分野でも交流を拡大して、お互いにビジネスチ

ャンスを見出していくという異業種交流の場ともしていくということで考えているところ

でございます。 

 主なスケジュールとして、１番の整備促進としては、この周辺の広域多摩地域とか、中

央道の沿道地域の自治体であるとか、そういうところと連携をしながら、シンポジウム、

展示会等、こういったような産業イベントを開催して、産業交流拠点の整備に結びつけて

いくというような活動を新たにしていくことを考えております。 

 それから、積極活用といたしましては、実際にここに書いてあるような形で、この産業

交流拠点を会議を使っていくということで考えているところでございます。 

 次に、戦略の１０、製造業の振興でございます。 

 製造業につきましては、八王子市の代表する産業であるという認識を持っておりまして、

そういう中で、１０年後の八王子の姿としては、一つは、高度な技術力を持つ多くの製造

業が地域経済を活性化させ、首都圏西部の産業経済の拠点となる。それから、イノベーシ

ョンが活発に創出されているということで考えているところでございます。 

 それに対する戦略の内容といたしましては、１番目は、技術の一層の高度化です。この

ために先ほども申しましたような、産学連携、産産の連携の促進、それから、さまざまな

国や都を初めとした助成制度情報とか、技術情報等の収集の提供、それから、共同研究の

場の提供、今八王子市でも、ものづくり産業センターという場の提供を行っておりますが、

こういった支援を引き続き行っていくことを考えております。 
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 それから、２番目として、販路の開拓支援という点で、これは非常に今重要な点でござ

いまして、また、企業からのご要望も強いところでございます。販路開拓等のＰＲ、それ

から、販路から見た、それぞれの企業の技術開発、製品開発の支援、それから同時に、非

常にクローズアップされている、この海外販路の開拓との支援ということで考えていると

ころでございます。 

 それから、３番目として、技術の高度化を目指す人材の育成ということで、大学等と連

携してこういう人材セミナー等を実施していくことを考えております。 

 それから、４番目としては、繊維産業の振興でございまして、これにつきましては、八

王子の地場産業ということで、引き続き販路開拓等の支援をしていく、この中では、やは

り八王子のお土産とか、いろいろ新たな分野に対するところの展開、こういったものを他

の産業とくっつけながら考えていきたいというように考えているところでございます。 

 それから、５番目として、産業交流拠点の活用でございまして、もともとこの産業交流

拠点の一番のメインのテーマというのは、ものづくりのイノベーションの促進というとこ

ろでございますので、この場を活用しながら製造業の振興は進めていくということで考え

ているところでございます。 

 下のスケジュールにつきましては、そこに記載してあるとおりでございまして、特に今

申し上げた産業交流拠点の開設による支援とか、そういったところは一つの重要な点にな

るところでございます。 

 続きまして、戦略の１１、情報通信産業の振興でございます。 

 八王子市には、ＩＴ系の産業の集積が結構ございまして、それを踏まえて、またＩＴ産

業というのは、今産業あるいは生活のあらゆる場面に関連しているところでございますの

で、そういう点を踏まえまして、１０年後の八王子の姿に変わりゆく社会環境に市内の情

報通信産業が柔軟に対応している、それから、情報通信産業が地域産業や地域社会の情報

通信基盤を支えているというような姿を描きまして、具体的な戦略の内容といたしまして

は、まずということで、技術力の維持向上ということで、ＩＴ事業者間の交流・連携の促

進や、ＩＴ技術の周知普及の支援、それから、２番目として、地域産業への貢献と販路拡

大ということで、ＩＴ事業者が、実際に地元事業者の、例えばホームページの活用とか、

あるいはＩＴのセキュリティーの向上とか、そういったものについても、いろいろ普及活

動を展開していったりとか、そういったものを進めていただくように支援するということ

も掲げております。 
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 それから、３番目として、人材確保ということで、大学等と連携して、ＩＴ人材のよさ

の、さらに新しい技術に取り組むような育成・確保について支援をいたしていきたいとい

うようなことで考えておりまして、下に掲げましたようなスケジュールで進めております。

これは継続的に進めるということで考えております。 

 それから、戦略の１２番です。 

 横断的連携による新産業の創出支援でございます。この新産業の創出支援につきまして

は、今回のマスタープラン、あるいは戦略プランにおけるところの目玉となるところでご

ざいます。 

 １０年後の八王子の姿としては、大学の多さや商工業から農業に至る幅広い産業等、八

王子ならではの多様な主体の連携により新しい製品やサービスが生まれ、発信されている

と、それから、新産業の創出に挑戦しようとする人々が、絶好のフィールドとして八王子

を選ぶようになっていること、八王子に来れば、いろんな新しいことができそうだという

ことを地域から醸し出すような、そういう状態に持っていきたいのでございます。 

 戦略の内容としては、１番目として、新産業の創出に向けた支援の充実ということで、

庁内、庁外における支援体制の検討・構築ということでございます。これは、庁内、庁外

といっていますのは、特に行政というのは、いろんな意味で社会のさまざまな課題にかか

わる部分がある、ということで、庁内でそのような新産業に結びつくような課題を拾い上

げて、同時に庁外においても支援機関の皆様と連携しながら、その課題を提示しながら、

実際にそれに取り組む企業さんを庁外における支援機関がお手伝いして、ビジネスをして

いく、こういうような流れをつくっていこうということで考えているところでございます。 

 同時に、幅広い産業分野間での解決手法の情報の相互交流、例えば、ものづくりとサー

ビス業であるとか、そういったものが結びつくことによって活路を見出すというようなこ

とも促進していくということでございます。 

 それから、環境や医療・介護等の成長分野とか、地域課題の抽出、これは先ほども言い

ましたように、庁内でも拾い上げていけるような課題を考えております。 

 それから、次に、八王子発の製品・技術サービスの開発支援と、それから生まれたもの

を情報発信、そういったものを行うということでございます。 

 ２番目といたしましては、そういうものを生み出していけるようなイノベーション人材

の育成。 

 それから、３番目として、産業交流拠点の活用。産業交流拠点につきましては、ものづ
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くりを中心にしたイノベーションですが、ものづくりだけではなくて、さまざまな産業分

野について新しいものを生み出していくような、そういう知恵の交流の場であって、特に

産学についても、イノベーションなども考えていただけますし、そして、それをさらに拡

大して、この産業交流拠点を協力して活用していただこうということで考えているところ

でございます。 

 戦略を実現するための主な事業スケジュールのところでございますけれども、新産業の

創出につきましては、割と新しい取り組み、今までは端々にそういった取り組みをしてき

ましたけれども、まとめて取り組むということでは、新しい取り組みになりますので、２

５年度中には支援体制の構築、支援体制の検討を進め、そのまま２６年度までに支援体制

を構築して、支援を実施していくというようなことで進めていきます。それを順次拡大し

ていくということで考えているところでございます。 

 最後でございます。 

 戦略の１３の創業者支援でございます。 

 １０年後の八王子の姿として、創業支援体制が充実しており、「創業するなら八王子」

というイメージが多摩地域では確立されているということでございます。 

 創業支援につきましては、八王子でも既にサイバーシルクロードとの連携のもとに、

様々な施策を展開しておりまして、例えば、本気の創業塾であるとか、あるいはその方々

に対する伴走型のフォローがあったりとか、さまざまな形で今までも展開してきたんです

が、それをさらに今後充実していくというのが、この考え方でございます。 

 戦略の内容としては、１番目として、創業支援メニューの充実ということで、申し上げ

ました、本気の創業塾等の充実であるとか、それから、他の支援機関、これ例えば、金融

機関とかもいろいろやっていますが、こういったものをご紹介していきながら、活用を促

すとかいうことも含めた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、２番目の創業環境の整備ということで、インキュベーション施設の整備促進

ということでございます。八王子市内には、民間で中心市街地に七十幾つかのインキュベ

ーションのスペースを確保していただいており、ここの入居を促進すると同時に、またこ

の状況を見ながら、さらに施設の整備の促進も進めていきたいということで考えていると

ころでございます。 

 また、さまざまな創業支援メニューをワンストップで提供できる仕組みと整備というこ

とで、この活動につきましては、既に２３、４、５という形で企業家応援プロジェクトと
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いうことで、たましんとか、あるいは商工会議所と連携しながら、いろんな創業支援を進

めておりますが、こういったものをさらに継続してしっかり進めると考えているところで

ございます。 

 また、地元経済界を含めたネットワークをつくっていくということも、今言いましたよ

うなワンストップの仕組みの中でも含めて、地元経済界へつなぐなどしておりまして、そ

ういったところも進めようと考えております。 

 それから、出店や事務所を開設したい人に、適当な空き店舗・空きフロアを紹介する仕

組みの構築ということで、これはまちづくり八王子とも連携しながら、紹介する仕組みを

構築していくということで考えております。 

 中心市街地で空き店舗を使って開業する人への支援というのをこのまちづくり八王子と

連携しながら進めていくということで考えてございます。 

 それから、３番目として、創業支援メニューの周知と利用促進ということで、今年度創

業支援メニューについては、ポータルサイトを構築していくと考えておりまして、このサ

イトの充実、運用を充実していくということで考えております。 

 私からは、以上でございます。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 戦略１から３でございますけれども、１、２につきましては、連携を中心とした内容に

なっておるかと思いますし、３につきましては、交流拠点と、場としての交流拠点、さま

ざまな施策の戦略の中でかかわってくる内容かと思います。そして、１０、１１でござい

ますけども、製造業と情報通信業の振興ということになろうかと思います。１２につきま

しては、新産業の創出、１３につきましては、創業者支援と、非常にそれぞれ多くのメニ

ューが用意され、さらにはスケジュールが示されております。これらにつきまして、皆様

方からの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。 

 どの戦略からでも結構でございます。ご意見を時間も限られておりますので、いただけ

ればと思います。 

○甲谷委員  ３点ご質問があるのですけれども、一つは、これは産業交流拠点の施設、

それから要するに、横の連携ということで強調されていますよね。支援機関等その他、こ

の支援大事だと思うし、やってないわけじゃないです。ただ、横の支援機関同士の連携は、

もちろん我々も努力するんだけれども、実際にこのところ、いろいろ仕事をしてきて、非

常に壁にぶつかるのは、行政の中の縦割り組織、これが壁になっちゃうんだよね。幾つか
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実際に具体例をこの会でもお話し申し上げて、そこのところはやっぱり解決してもらわな

いと、何ぼ我々が一生懸命やろうと思っても、そこのところでやると壁にぶつかって前へ

進めなくなる。 

 例えば、老人あるいは介護の分野との連携とか、産業振興部だけの仕事では、なかなか

広げられない問題にぶつかっている。 

 ですから、行政の中でも、縦割り組織の打破というのをぜひどこかに強調していただき

たい。これはどこかにありますよね。横断的連携による新産業の創出。これは例えば、

我々のこの支援機関であるとか、あるいはこの実際に仕事をなさっているところは、そう

いうふうに指導なさって大事なんだけれども、行政がやっぱりリードしていかないとだめ

なんですよ。これはぜひどこかにはっきり入れていただきたいということが一つ。 

 それからもう一つ、製造業の振興。僕は、ここに書いてある事は、結構あると思うのだ

けども、一つ大きなものが抜けているなと思う。これは私のこの会議で何回も申し上げた

ように、新しいものづくりの、要するに変革というのが、世界中起きていますよね。大き

な波がどんどん動いている。伝統的な今までのようなものづくりをずっとやってこられた

ほとんどの方が見ると、あんなもの大したことないよとおっしゃる方もいるんだけれども、

私はそうは思わない。世界中の大きな波が動き出して、例えば、アメリカなんかオバマ大

統領が旗振って、積極的にそれを推進しようとしていますね。はっと気がついてみたら、

日本はまた乗りおくれちゃっている。リードがとれないという状況になりかねない。ここ

は何かというと、要するに、新しいいろんなツール、例えば、デジタル化されたいろんな

製造機器。これが非常に、例えば３Ｄプリンターを含めて、いろんなものがかなりリーズ

ナブルなプライスで使えるようになってきた。こういったものを使うこと。それから、あ

とＩＴの世界でずっと経験されてきた、例えばウェブマーケティングの手法であるとか、

あるいはクラウドファンディングの手法であるとか、そういったものがものづくりの世界

でのベンチャーを出そうとしても十分に使えるという環境が整ってきているのね。日本の

中でも既にそういうことを受けてやってくれるプラットフォームがどんどんでき上がって

いるんですよ。いろんなところで、いわゆるファブラボ的な機能を持った場所はどんどん

でき上がってきている、ところで八王子は何かやらないんですか。我々も仲間うちでは、

非常にいろいろ議論していて、そういう勉強会も開いている。産業振興部の若手の方も入

っていただいているんですよ。これは何も今やっているものづくりを足元から崩してとか

なんとかということじゃなくて、新しいプラスアルファのビジネスモデルがここから誕生
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する可能性が非常に大きい、これを絶対逃しちゃいけないと思いますね。これが２番目。 

 これをぜひ大きな項目として製造業の振興の中に入れていただきたいと思います。これ

は私、前のいろんな会議でも申し上げたつもりなんだけど、全然ここに載っていない、そ

の話がですね。 

 それと、もう一つは、いわゆる事務局機能の見直しというか、例えば、こういうことを

いろいろまとめるのは、非常にお上手なんだけれども、実際に出てきて議論をする委員の

皆さんというのは、皆さんやはり経験をお持ちの方が多いんですね。どんな世界を見ても。

それをそこで議論されたことをまとめて、何かこういう非常に読みやすいものに仕上げて

いくとか、あるいは頼まれた仕事をやるとか、大体事務局というのは、そういうものだと

いうふうにお考えかもしれないけれども、事務局は、やっぱり四六時中そういうことを考

えるためにある人たちのグループを言う。 

 事務局がもっととがったアイデアをどんどん出していく、そして、提言して引っ張ると

いう、そのぐらいの責任感というか、それをもっとやっていただけないかな。今までの従

来の指示されたことをやると。何かうわっと揉めてるところをまとめて、わかりやすいよ

うに表現するとかいう、それだけじゃない。そうじゃなくて、もっと積極的にクリエイテ

ィブなアイデアを創造して、提言して、引っ張るという、そういう役目をぜひ持ってもら

いたい。 

 これはどうも一般的に事務局みんなそんな気がしますね。だから、我々サイバーの場合

もとにかく事務局の中にも確実に入っていますけれども、どんどん思いついたことをばん

ばんやっちゃえ、だめだったらやめて引っ返せばいいじゃないかということで、こういう

思想でもって動いてきて、今１２年目になりますけれども、それなりに何か成果を上げて

きたかなと思っていますね。いろいろご批判はあると思うんだけれども、やはり何かそう

いう新しい仕方でもってやっていかないと、この八王子の大きなポテンシャルをうまく引

っ張り出せないのではないかと、非常に心配ですね。そういう意見です。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 いかがでございましょう。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  今３点ほどいただきまして、一つ目の行政の縦

割りの問題ですね。縦割りの中で、せっかくいろいろなビジネスチャンスが生まれても、

なかなかそれがビジネスに結びつくようになっていない、あるいは環境のほうで動いてい

るものがうまく我々のほうでキャッチできなくて、例えばタイムリーにつなげていけない、
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そういうものも現実にあると思います。 

 今回、そういう問題意識に対するところの、書き方がまだ不十分なのは間違いないんで

すけれども、戦略１２の横断的連携による新産業の創出支援というのは、その辺をかなり

意識しておりまして、戦略の内容の①のところで、庁内、庁外における支援体制の検討・

構築というあたりでは、やはり今申し上げたような庁内のところの支援体制、こういった

ものをやっぱり見直していく必要があると思っております。 

 やはり日ごろからいろんな所管に当たり、ビジネスチャンスという視点で、それをビジ

ネス化したりなんかの支援で改善できないかとか、そういう問題意識を持って、その課題

を庁内で引っ張り出して、それぞれの支援機関につなげたり、あるいは企業に結びつけた

りとか、まさにそういうことを四六時中考えてつなげていく、そういう体制ってやはりか

なり必要なのかなということで、意識をしておりまして、そういう点で、庁内における支

援体制の検討・構築をしたいと考えております。 

 それから、２番目の検討につきまして、新しいものづくり、これは確かに今の中で、足

りないところでございまして、実は今日、これは新しいものづくりメーカーズとか、ファ

ブラボとか、そういう点では今日まさにこの会場で午後４時から、先端セミナーが行われ

ることになっております。これが本当にどういう形で進むのか、まだこれからだと思うん

ですけれども、ただ、現実としてアメリカでもあれだけの予算をつけて、教育機関の中に

も、３Ｄプリンターを置いて、そしてもう新しい人材をどんどんつくっていこうというこ

とですから、恐らく何らかの大きなうねりになっていくんだろうと思っております。その

辺を何らかしっかりと取り組んでいく、それは自前で何かというのがあるでしょうし、今

ちょうどサイバーシルクロードさんでも一緒に動いていただいているように、どんどんう

まく連携するというやり方もあるでしょうし、いろいろやり方はあると思うので、とにか

くそういうものに視点としてちゃんと入れて取り組んでいくと、そういう話は盛り込んで

いきたいと思います。 

○甲谷委員  それを入れておいてください。そういう話をね。抜けている完全に。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  はい。 

○甲谷委員  ３Ｄプリンターだけの問題じゃないんですね。 

○加藤委員長  そういう意味では、漏れているといいますかね。どんどん変化している

産業を振興するためには、もっと甲谷さんの言う、とがった事務局の提案というものも大

事だというのはね。 
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○甲谷委員  そうですね。 

○加藤委員長  自由にそういうところをやっていきたいですね。 

○本目委員 今の話を聞いていて、私は今商工会議所の副会長という立場での委員なんで

すけど、ちょっとこれを離れて、これ商工会議所というのも実務をやる団体じゃないんで

す。 

 実務をしている立場で話しますと、両方の話があるんですよ。机上の空論で聞こえます。

実際は、これを実行しようと思ったら、分科会をちゃんと開いて、幾つかの検討会みたい

なものを開いて、実業のメンバーをそろえる、八王子を今後引っ張っていくだろうと思わ

れる会社の社長とか、あるいは今後引っ張っていくかどうかは別として、いわゆるいずれ

にしてもリーダーシップをとれるような人をそろえて、それでこれを実行する具体案を適

宜検討するという形でやらないと、あくまでこの一つの１０年後の八王子を踏まえた産業

振興の案をつくったよということだけに終わっちゃうと思うんですよね。 

 １０年後を考えたときに、八王子はどういうまちになっているのか、例えば、製造とい

う立場で考えると、大量生産型に関連する大企業及び中小企業が存続するのかどうかとか、

そういうことを考えていかなきゃいけないですね。 

 そうすると、ここでうたっているように、研究開発型企業をどんどん伸ばすんだという

ことをうたっているわけ、そうすると、ちょっと今話題になった３Ｄプリンター、あれは

どちらに適しているんだ、大量生産型になんかとっても使えた代物じゃないわけ、研究開

発を促進する道具としては非常に役に立つ、だけど、これで本当に物をつくるかというと

非常に疑問がある、そういうような技術なんです。 

 ですから、何かトピックスを追い掛けるんじゃなくて、どういうような都市にするか、

その都市の中で、どの産業とどの産業に重点を置くのか、行政だからどこを捨てるという

わけにはいかないのは、事情としてわかるんだけど、これだとあらゆる事業にわたって検

討されていますがメリハリにかけているので、その中のこことこことここは、ぜひとも八

王子の１０年後を描いたときに、非常に重要な基幹産業なんだということを少し定めてい

いと思うんですね。 

 常日ごろ変化に対応できるような委員会を開くなりして、この基本方針に沿って具体的

政策が実行されると。要するに、市がやるんですから支援策ですよね。具体的策が実行し

やすいような支援策を進めていくというようなことにできれば効果が出てくるのかなとい

う気がするんですね。 



 

 ―１５― 

○甲谷委員  それは本目委員のおっしゃるとおりで、実行策がなかったら絵に描いた餅

になっちゃうわけですね。だから、ただ、それを実際に具体的にやっていくとどうするか

という問題ですよね。お忙しい皆さんに、みんな分科会出てきて、いろいろ議論してもい

いんだけども、その辺が何かね、ある程度委員会つくるのもいいんだけども、大体会議を

つくると、なかなか会議に回っちゃってうまくいかないという例が多いから、要するに、

アドバイザーというか、何かそういうときに何人か集まっていただいて、いろいろご意見

を聞きながら具体化していく。 

○本目委員 そういう意味では、今度は商工会議所の立場で考えれば、全ての機能をしか

るべく人材が一応選ぶこともできるわけですよね。そういう意味で、八王子と協議をしな

がらやっていくということはいいんじゃないかと思うんですよね。 

○志村産業振興部長  今の甲谷委員と、あと本目委員のご意見を受けて、私もちょっと

気づいたところなんですけど、前回のこの会議で、やはりおっしゃったのは、やっぱり１

０年後の姿がなかなか、いわゆる青図としてなかなか見えていないというのがあると思い

ます。本当だったらそこで議論をして、今ご両人がおっしゃったような手法、もう少し大

きい手法でもいいんです。それがここに載っかる。ただ、当然行政としての計画なり、戦

略プランなんですけど、総花的になるのは、これはもうしようがない。さまざまな角度か

ら、さまざまな人たちに、関係者から意見を聞く。そこで、やはり今見えるというのは、

やっぱり優先順位をつける、そこだと思うんですよね。 

 その優先順位をつけたところに対して、検討と実行まで結びつけるような組織で展開す

るというのが実現性といったらおかしいですけど、甲谷先生がよく言っている成功事例、

そこに結びつくことじゃないのかなと思うんです。 

 事例としてでも、今ちょうど去年、市長が新しくなって、ご存じだと思うんですけど、

商工会議所のほうではトップ会談をやって、幾つかのプロジェクトを設置しろということ

で、その一つが、観光産業振興会議を設置して、これは福井先生がリードをしてもらいま

して、おっしゃったとおり、専門家が大所高所から、八王子の観光というのをどうやって

進むとか、必要なのか、それが既存の資源だとか、そういうのがたくさんあるんで、そこ

を結びつけるところと、単に結びつけるんだと、今までの計画と同じだから、そうじゃな

くて、それをいかに、ばらばらにあったものをもう少し優先順位とかそういうのをつけて、

すぐ成功事例が出るようなものをつけて、こういう案があるよというようなこともちょっ

と提言していただいている最中です。それをもう即実行に結びつけるという。だから、大
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きな課題があって、そこは喫緊の課題でも中長期的な課題でも、しっかりしたそういう体

制をつくりながら進めていて、一定効果が出ると思いますので、ご紹介したいと思います。 

 観光産業振興会議というのをやっているんですけど、それも観光といっても当然中心市

街地の、いわゆる商業を中心とした八王子の産業をいかに活用できるかとか、そういうの

を資源とし、その中で、商店の役割ですとか、その辺をきちんと体現化すると、もう少し

将来像、青図が見えてくるものに、事務局のほうで組み立て方と実施というのを意識した

事業スケジュールを入れ込みたいと思っています。 

○加藤委員長  部長のおっしゃったように、当面している課題解決の問題、ここへメニ

ューがずらっと並んでいますね。１０年というもう当面している問題をきちっと整理する

というのもこれは行政の役割なんでしょうし、さらには、１０年先であるならば、１０年

先に向けて戦略的にどうするということに向けて、いろんな力を結集していくかというこ

とも大事なんだろうなという気がしますね。 

 いかがでございましょうか。 

○岡崎委員  まず一つとしては、いろんな八王子には支援機関があって、横の連携とい

うことでは、コーディネートみたいなことはされていて、いろいろ支援が重複することは

なくとか、あるいは一つの企業に複数の支援機関が連携をしながら支援をしていくという

ことは実現されていると思うんですけども、これから変化が激しい、あるいは今回円高だ

ったのが急に円安に振れていくと、そういう変化に機敏に対応していくためには、コーデ

ィネート機能だけでは不十分で、プロデュース機能が必要かなというのを、これは私自身

も考えていることで、何か一つのことを実現するためには、当然人・モノ・金・情報とい

うのが必要になるわけで、そういうことを情報をいち早く察知をしながら、いろんな方々

にご活躍をいただくという絵を描くというか、そういう機能がやっぱり変化の激しい時期

に、あるいは担い手が結構いる中では必要かなというのが一つ感じます。 

 そういう意味で、大企業とか中小企業さんとの連携とか、あるいは大学との連携とか、

いろいろありますけども、表記されている中では、特に大企業との連携というのがちょっ

と欠落しているように見えて、なかなかこの地域でも大企業の他の地域の移転とか、海外

移転が進んでいまして、もうちょっと大企業にお役立ちになるようなことをしていくこと

が必要かなということがあります。 

 それから、新しいことが生まれる場、まちにあってほしいということにおいては、いろ

いろエネルギー問題とか、社会福祉とか、医療とか、こういうことで国がいろんな施策を
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考えているんですけども、そういった施策がこの地域に何というか、日本地域にスタンダ

ード化できるかどうかということでは、社会実験というのが必ず行われて、その社会実験

で成功したら、漸次必要なところに波及をしていくというような流れになっていると思う

んですけども、ぜひいろんなメンバー、メンツがそろっているこの八王子においては、い

ろんな国の新しい成長戦略でも、いろんな新しい施策が出てきますけども、必ず実証実験

というのが必要なわけで、その実証実験の場になるような試みをしていただきたいなとい

うのがあります。 

 それから、三つ目は、最先端の技術というのを追い求めていくということも必要なんで

すけども、一部記載がございますけども、販路から見た技術開発とかいう視点というのが

今非常に、一言でいうと、マーケティングということになろうかと思うんですけども、な

かなか大企業さんの場合においては、そういったことは人材もいて、お金もあってできや

すいんですけども、なかなか中小企業さんの場合には、そういったこともなかなかでき切

らないと。そういう中では、技術に特化したいろんな試みだけではなくて、もうちょっと

そういった世界の潮流を見るとか、世界でどんなものが売れて、どんなものが評価される

とか、そういう視点を持った人材育成というか、そうなってくると、グローバルに経営が

できる人材の育成みたいなことをされるといいのかなと思います。 

 以上３点。 

○加藤委員長  ありがとうございます。いかがでございましょう。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  まず、大企業との連携の点で、この辺、大企業

は八王子においては、研究開発をしているような大企業がたくさんありまして、オリンパ

スであるとか、コニカミノルタであるとか、そういうような企業が八王子市にはあります。

そういったものと、例えば、市内の中小企業を、結びつけたりとか、そういうのは非常に

重要な点だと思っております。 

 現状の中でというのは、例えば、ＴＡＭＡ協会や、中小企業振興公社がやっていますマ

ッチング会議がありますね。ああいったところに対して市の企業を紹介したりとかいう活

動を行っているんですけども、今回産業交流拠点とかそういう場ができていくとか、そう

いう流れをにらんで、やはりこの大企業との関係というその結びつけとか、そういったも

のはさらに力を入れていきたいと考えております。そういう点を入れていく形で進めてい

きたいとに考えております。 

 それから、２番目の社会実験という点ですけども、まさに岡崎委員がおっしゃるとおり、
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我々も本当にそう感じておりまして、今もミニサイズなんですけれども、企業さんから、

例えば、こういう製品できたんだけど、例えば、こういうのを保育園の教育なんかに使え

ないというご提案なんかをいただくと、一生懸命市内の保育園なんかに結びつけて、現実

にそれを入れてもらって、その問題点をちょっとレポートに出してもらう、こういう活動

をしたりとか、まさに八王子の中で実際に生まれたものが、何か現実に使えるかどうか試

すという場を設定するような活動を少しずつしているんですね。 

 このようなことというのは、非常に重要な点だと思っておりますので、この戦略順位で

言いますと、横断的連携による新産業の創出支援の中で、もう少しはっきりとそういった

視点を入れ込んで、社会実験として、行政というのは、非常にいろんなかかわりを持った

り、あるいは事務局でも現場を持っているわけですから、そういうところで新しいものが

生まれていくのを支援する、そういうような点を盛り込んでいきたいと、考えます。 

 それから、３番目のグローバル人材の育成、この点も本当に重要な点だと考えておりま

して、今ＴＡＭＡ協会さんは特にグローバル人材育成で非常に有効なセミナーを打ってい

ただいて、八王子の企業もたしか参加させていただいていると思いますので、視点として

これをもう少し出すと同時に、支援機関の皆様と連携して集めるというのもあると思うの

ですけども、そういった視点はこの中に入れ込んでいきたいと思います。 

 以上です。 

○加藤委員長  はい、ありがとうございました。 

 いかがでございましょうか。 

○橋本委員  商業の立場から一つ意見を述べたいと思います。 

 この戦略の１３の創業者支援というところなんです。この適当な店舗、空きフロアを紹

介するという、これ文章で書くのは得意なんですね。ですけど、これはなかなか大変なん

ですね。今は環境が全くよくない。我々は特に３人集まればインター北の開発はどうなの

よ。沖電気の跡地はどうなるのよ。それから、今度は高尾の都有地のところに大きなのが

できると、これがもう借りる人を決まったという話も聞いております。いろんな環境が商

業にいい環境が一つもない、厳しい環境ばっかりなんですね。この空き店舗は、今まちづ

くり八王子は、行政と手を組んでいろいろやっております。昨年は一つだけ埋まりました。

でも埋めるよりか、空き店舗のほうがふえてくるのだろうと、１０年先は。１０年先はわ

かりませんけども、私はそういうふうに思っています。いや手を打たなかったらどうなる

んだということで、手を打たなかったらもっとひどくなるなと思うんですね。それにはど
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うしたらいいかという問題がある。支援を行政さんからもいただいております。いろんな

ところへ行って、いろんな勉強をさせていただいておりますけれども、どこでも空き店舗

は、大小からいろいろと行政を中心にしてやっているわけですね。 

 八王子は、やっと昨年からそのようなことをやっていただくことになりました。これも

なかなか貸し側と借りる側との意見がなかなか合わないというのが現状ですね。今、まち

づくり八王子としては、専従を一人置いておくことができました。これに今空き店舗をど

うしたらいいかということを毎日勉強させていただいています。１０年先の商業はどうな

るんだという方向が一つもここに書いてない。もう不安でしようがないです私は。これを

見ていても。 

 それから、人が集まる場所を行政が責任を持ってつくっていただくということがまちづ

くりに大きくつながっていくんだと思うんですね。我々一商店街ぐらいではとってもそん

なことはできない。八日町のところでもそういうふうな大きな土地の、もちろんといって

はいかんですが、何かこれから利用するんだと思いますけれども、その前に、少しでも

我々にそういうところを提供してくれるような動きがあっても私はいいんじゃないかなと

いつも思っています。そういう動きがない。私らのほうから直接その持ち主のところへお

願いに行ってもなかなかうんという返事がいただけない。そういう面で、行政は、そうい

うものも含めて商店のこれからのあり方ということを私らと一緒になって考えていただき

たいと思うんですね。それも１０年なんていうスパンじゃだめです。もっと短いスパンで

やっていただかないと、私ら息切れしちゃう。それまでとっても持たないというのが現状

だと思っています。それをそのまんま指をくわえているままではいけない、私らも毎日生

きなきゃいけないんですから、そういう意味で、まちづくり八王子も３年かかってつくり

ました。これをもとに、いろんなものを活動していきたいと思っていますけど、我々だけ

の活動では、とても追いつかない。そこで行政にお願いは、そういうところがあったらば、

商店街を、何か活動に使ったらどうかよというようなお話をぜひいただきたいと思ってい

ますので、どうかよろしくお願いしておきます。 

 それから、もう一つは、交通のアクセス。今は、北側から南へ行くバスは一つもないで

す。電車が通っていないわけですから。そういう交通のアクセスはどうするのか。これだ

けの人口がいるんだから、地下鉄の話が出ても当然だろうと思っていますけど、そういう

話もない。１０年先ならそういうことができるのかというような希望もない。やはり終わ

ったらそれで終わりだということでは、とても商業としては先がお先真っ暗という言葉が
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ありますけど、私はそうだと思っていますので、ぜひその点もしっかりと行政は考えてい

ただきたいと思います。我々もできることは、我々で一生懸命やります。できない部分が

たくさんあるわけですから、そこへ手助けをしていただきたいとお願いをしておきます。 

 以上です。 

○加藤委員長  はい。商業振興の立場からとして空き店舗の問題です。さらには、交通

の問題が出ておりますけども、そこら辺については。 

○青木産業政策課長  私のほうからお答えさせていただきます。 

 今橋本会長もおっしゃっていただきましたように、去年空き店舗対策で、出店に関する

助成をして、店舗を出店していただいたのですけど、確かに空き店舗も生まれているとい

う中で、今年度は会長もおっしゃられましたように、まちづくり八王子でスタッフを置い

ていただいて、市の行政とともに実際に行って、空き店舗を歩いて、オーナーと出店する

方をマッチングするという取り組みを始めていただきまして、今一生懸命市の職員とまち

を歩いて回っています。それによって成果が出てくるだろうという期待はしております。 

 さらに、ぜひ我々としては、ここで戦略プランにも書かせていただき、追加をさせてい

ただきたいと思っていることですけども、商店街のリノベーションといいますか、空き店

舗あるいは２階、３階の空きテナントも含めて、ぜひ市と、専門家や商店街の方に入って

いただいて、勉強会をやるなどして、まちづくりの大きな方向性や景観の方針もあります

ので、そういうものと合わせて、どう商店街、テナントをリノベーションしていくかとい

うことを今回の議論をきっかけに進めていきたい、それから、市としても、意欲のある事

業者が出ていただければ、リノベーションをする方の支援も入れつつ、まちの景観と合わ

せた商店街のリノベーションに取り組んでいただきたいと、商店街中心市街地活性化につ

いては、それを一つ打ち出させていただいて、ぜひ議論を進めていきたいと考えておりま

す。 

 それから、交通につきましては、確かにアクセスの問題は残っておりますし、地下鉄も

そう簡単にはできる問題ではないという感じも思っているんですが、交通量、駅には多く

の人がいらっしゃっているので、それを回遊性につなぐ仕組みを今ソフトで、まちナビで

すとか、インフォメーションセンターですとか、マップとか、そのソフトはつくっている

んですけども、さらにまちづくりや商店街リノベーションも含めてハード・ソフトも含め

てどう回遊性の仕組みを作っていくのか、これについては、都市計画部門、まちづくり部

門と議論をして、ハード・ソフト一緒になった回遊性の促進については、真剣に取り組ん
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でいきたいと考えております。 

 交通アクセスのところについては、はっきりしたお答えになっていないかもしれません

が、そういうことを取り組んで、戦略プランにも追加をしていきたいと考えております。 

○加藤委員長  ここでの戦略１３、創業者支援というのがある。戦略の５の新産業創出

の中で議論されている内容ですけれども、具体的な戦略の内容の中では、決して新産業で

はなくて、既存の商店街であるなら商業者の新たに創業するという、そういう支援も含め

てということでよろしいわけなんですよね。その辺をきちんと書き込む必要があるだろう

と思いますけども。 

 あといかがでございましょうか。 

○本目委員  今、橋本委員からお話のあったような商店の問題は、やはり非常に重要な

問題だと思うんですよね。八王子市というこの立地、都心に近いということを考えると、

八王子市は国際都市という顔も持っているはずなんです。今後そういう方向にまず向かわ

なきゃいけないということは確かなんです。それはもちろん中に書いてある内容は、そう

いう側面で書いてあることが。 

 それと、八王子市、この近郊も含めて、いわゆる活気のあるまちにしていかなきゃいけ

ないというところがものすごく重要ですよね。今、日本全体が少し心配な状態になってい

るわけです。活気のあるまちにするという意味では、やっぱり商店街をどうするのかとい

うことだと思うんですね。 

 ですから、先ほど言ったように、幾つかの重点に絞り込んでという中に、ちょっと具体

的に言えば、今この計画では、ものづくりに関しては八王子市は、非常に重要な都市だと

いうことをうたっていますから、そこはもう当然取り上げられているという内容にして考

え、あとやはり商店街ですよね。ここをどうして活気づくようにするのかと、これはやは

り当事者とやはり市と、それからショップ側の人と、少なくとも三者で実行可能である長

期計画、１０年計画だったらかなり魅力ある計画をつくって、それが一つ一つ進んでいる

なという形にできるといいなと思いますね。 

 それと、後は日本全体と同じで、結局農業をどうするのかと、その辺なのかなという気

がしますけどね。観光は高尾山という目玉があって、今、市も動いているようですから、

この会議では重点に置かなくてもいいのかなと。もちろん重要じゃないとは言わないです

けどもね。何かそんなような気がしてしようがないんです。 

もちろん観光を無視していいということではないです。力を入れて進んでいるから、
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進んでいるから、この会議では何に力を入れるべきかという中から、今進んでいるので、

ちょっとそれをそのまま実行できたらいいなという程度で押さえておいて、一番問題なの

は、何だというところがね、少し絞り込んで書き込んでもいいんじゃないか、そういうと

ころをきちっと実行できるようにしていくと。 

○加藤委員長  そういったところは、やはり１０年後の姿、こうあってほしいとか、期

待もありますし、こうしなきゃいかんとか、こうしましょうと、そのあたりがもう少し肉

づけしながらボリュームで書かれてもいいのかなという姿かもしれませんね。 

 施策１、２、３、４、５だとかというふうに分けてしまうと、こうなってしまうんだろ

うと思うんですけども、全体の中で何か描いて、全体像としてですね。 

 今いろいろお話があるんですけども、交流の場でいろんなそういった部分で出ています

けど、木島委員、非常に立場上、発言はしにくいんだろうかと思いますが、お願いされる

側からすると、いかがでございますかね。 

○木島委員  産業交流拠点につきまして、いろいろこのプランの中に書かれております

ので、産業交流拠点に対して１点と、ちょっと別件に関して１点、お話しさせていただけ

ればと思います。 

 産業交流拠点につきましては、我々東京都といたしましても、できる限り早期に整備で

きるよう、今八王子市のいろいろ意見交換をさせていただきながら調整を含めて取り組ま

せていただいてございます。 

 ただ、八王子交流拠点ということで、大きな施設になってございますので、今後また調

整が必要な部分というのも多々残ってございまして、このプランにおきましては、八王子

市としての、先ほど期待とかいろいろございましたけれども、中期の視点で捉えて、開設

時期を捉えていらっしゃいますけれども、そういう意味で、調整が必要な部分が多々あり

ますので、ちょっとまだ開設時期につきましては、まだ確定的ではないということは、ち

ょっとご理解いただければと思ってございます。 

 ただ、このプランにつきましては、八王子市のプランということになりますので、八王

子市のほうの行政計画となるかと思いますので、その記述内容につきましては、八王子市

のほうの判断ということになるのかなと思ってございます。 

 ですから、こういう状況を１点、ごしんしゃくいただければなと思ってございます。 

 あと２点目になりますけれども、これは今までの議論等をお伺いさせていただきまして、

確かに八王子市様は東京都に置きかえても同様なんですけども、多種多様な大きな、いっ
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ぱいいろんな資源がたくさんあるかと思いますけれども、ただ、その資源につきまして、

ちょっと言い方は難しいんですけども、資産というか、付加価値を生み出す資産として変

えていくというのがちょっと行政としての大きな役割だなと思う反面、非常に難しいこと

だと思ってございます。 

 それから、初めのお話がございましたが、プランがあって、ドゥーをどうする、何をや

っていくのかと、ご指摘に該当するのかなと思っています。 

 ただ、その資源をあるものとして、ただ単に消費してしまうような対象として捉えてし

まうと、やっぱりそうやって行政として果たす役割としては、何を行政としてやっている

のかというところを厳しいご指摘を受けるような立場になってしまうのかなと思っていま

す。 

 ですから、委員の皆様の意見につきまして、八王子市のプランに基づくものでもある一

方、私どもの産業を所管する部署としましても、ある意味、真摯に耳を傾けさせていただ

いた次第でして、本当にいろいろ貴重な意見をいただきまして、本当にありがとうござい

ます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 市として産業交流拠点については、いろんなご意見ですとか、要望というか、これはも

う常にやっていらっしゃるわけでね。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  産業交流拠点につきましては、ずっと東京都と

いろいろと調整をさせていただいて、基本的に東京都は広域の連携によってイノベーショ

ンを起こしていくことを目指し、これはもう八王子で非常にありがたいということです。

さらに市としては、昨年１１月に商工会議所とともに東京都に提案書を持っていったんで

すけども、商工会議所ともに、その中では、ものづくりのイノベーションというのを柱に

しながら、同時に、さらに異業種であったりとか、あるいは文化産業とか、そういったも

のにまで及んでいくような、そういったものをご提案させていただきました。今回のプラ

ンの中に盛り込んでいきたいというところでございます。 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

○中島委員  先ほど事務局がもっとクリエイティブになるべきだというご意見がありま

したけれども、その一方で、八王子市をいろんな新しい事業の実証実験、社会実験の場と

して使ったらどうだろうかというご意見があったと思うんですが、やはりクリエイティブ
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な人材を育成していくというためには、こういう実証実験とか、そういう具体的な実験の

場に常に立ち会って、主体的に物を考えることをやっていくことによって、クリエイティ

ブな部分というのは、生まれて、成長してくるんじゃないかなと思うんですね。 

 そういう面で、ぜひとも先ほど言った空き店舗をいろいろと探して、それを具体的にや

るとかいう、具体的なところに職員の方も参加して、そういう中から成功や失敗をしなが

らクリエイティブな関係構築を育ててほしいと思うんですね。 

 ただ、１点だけ、こういうクリエイティブな部分というのを評価するという基準がある

んでしょうか。民間の企業だと、もう非常にクリエイティブな部分というのは、大きなフ

ァクターとして評価されているんですけども、やっぱりそういう評価も少しずつ変えてい

かないと、なかなかそういう人材は育っていかないんじゃないかなと思うんですね。 

○加藤委員長  という指摘がございました。何か。 

○志村産業振興部長  空き店舗対策については、現況の中で、当然そういう、はっきり

言って、まちのにぎわいとか、そういうところから言うと、マイナスのイメージになると

ころというふうに、当然現況の中では捉えていますので、ちゃんとこれを資産価値の高い

ものにするというところでは、市とそれから商店街、商工会議所のほうとこれ協働しまし

て、まちづくり八王子でやっていますので、そのオーナーさんですとか、あるいは入りた

いという人の調整もこれを一緒に市の職員も含めてやっていきます。これは引き続き、つ

なげていきます。 

 もう少しそれのちょっと対症療法的かなと思うので、もう少し中心市街地は、八王子の

一つの事例だと思うんですけれど、ほかにも拠点はいっぱいありますからね。この中で、

どうやって先ほどから出ています、にぎわいですとか、あれが来外者を呼ぶ仕組みですと

か、そういうものをどうするのかといったときには、当然ソフト事業だけではできないわ

けで、やはり起点となるハード事業ですとか、それは建物の交流拠点を例にする、建物も

あるでしょうし、今ある西放射線通りだとか、あと東放射線通り、この現状を見ながら、

やはり優先順位としてどこをやるかということで、現行の道の道路の使い方ですとか、こ

れは車を入れるのか入れないのかとか、それも含めるでしょうし、幅の問題もそうでしょ

うし、あるいは景観の問題もそうでしょう。その辺はまちづくりと産業振興とあるいは商

工会議所だとか、ここでやっていくきだと思うので、これは、ここで進める予定です。 

 だから、その辺もさっき言った横断的といった体制がないと、やはり先ほど申しました

とおり、１０年後、２０年後の青図というのは、なかなか描けないと思う。やはりそこが
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ないと、やっぱり民間事業者、あるいは商店街の皆さんの役割というのも当然あるでしょ

うから、そこに参加しづらくなる。やはりそこは共通認識として横断的というのと、あと

将来でどうやるかというのを一緒にやっていかなければならないと思っています。 

○加藤委員長  ありがとうございます。 

 そういった意見を頂きました。深沢委員、いかがでございましょう。 

○深沢委員  資料５－２の４ページをお開きいただきたいと思いますが、この点、前回

の意見等は、取り入れていただきましたことには、本当にありがたく思っております。 

 その中で、今部長、また、ほかの方々からもお話がございましたように、八王子まちづ

くり、また商工会議所、市のほうの振興部の中で進めていきたいというようなことでござ

いますけれども、その前に、やっぱり中心市街地はもとよりでございますけれども、地元

のここにも書いてございますプラン幾つか出ていますが、地権者や店舗オーナー等を巻き

込んだ勉強会というようなお話でございますので、まずはその辺のところからいろいろな

皆様方の意見を聞いた中で、それを取りまとめてもらって、組織の中で会議所を通してと

いうようなことも必要だろうと思うんですけれども、まずは地元の意見というものもぜひ

勉強会等の中で、こういう問題をどう取り組んでいったらいいのかというようなことを最

初にやっていただくことが順序立てではないのかなというような思いがいたしております。 

 もう一つ、先ほど来、橋本委員がいろんな地域での、ほかの地域での拠点について話が

大分進んでいるのかどうなっているのか、よくわからないようなニュアンスのお話をされ

ましたけれども、できることならば、正しい情報を八王子まちづくり、または私ども商連

のほうに、この件については、こういうようなことが今なされておるということについて、

そのお話をいただくことによって、我々もそれに対処していかなきゃならない、決してそ

れができることに対して反対だとかそういうことでなく、その地域にはそういう機能の必

要性というものもあろうかと思います。また、その企業が出てくることに対して、企業の

姿勢というものもあるでしょうけれども、それについて正しい情報がもし入るならば、

我々の会にそういうものを流していただくという仕組みをぜひつくった中で、共存という

ことはなかなか難しいんですけれども、中心市街地がこれだけ疲弊しておりますと、この

大きなような、どこを指して言っているかはおわかりいただけると思いますけれども、そ

ういうものに対しては、非常に私どもも商売をやっていく以上の中で大変な問題として捉

えておりますので、近々の問題として１０年後とか、３年後だけの問題じゃなく、商店会

は本当に大切なグローバルの国際的な都市でもあるんだというような本目さんからのお話
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もございまして、我々としてもそれに対処して検討していかなければならないということ

でございます。 

 その２点を、ひとつよろしくお願いしたいと、こういうふうに思っております。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 赤尾委員、いかがでしょうか。 

○赤尾委員  全体通じまして、きょうの資料とかいろいろご説明を伺って、私、まず、

この産業交流拠点ですか、これの開設の実現性がちょっとどうなのかなとに思っていたん

ですけれども、時期は確定できないということというようなお話があったわけなんですけ

れども、当然これができると、当然人が集まって、そこで地域の活性化が図られるという

ことであれば、また、その後、雇用の場が当然出てくるというふうに思いますので、拠点

につきましては、東京都にご尽力いただいて、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 田中委員、いかがでしょうか。 

○田中委員  １０年後の農業を考えると、いろいろ多々問題点もあろうかと思いますが、

今具体的な農業政策につきましては、まず、また計画につきましては、農協また農林課と

話を進めておりますが、総じて思うのが、やはりここの都市地域の農業は、税制面とか、

いろんな面できつい面もありますが、商業、工業の発展があれば、ともに消費地を抱えて

おりますので、農業も元気が出るかと思いますので、決して暗くなく、お互いが元気があ

れば、やはり活気あるまちづくりということで、中心市街地のこととか、いろんな面を含

めて、商業、工業の連携を持った中で元気が出れば、農業のほうも元気が出ると思います

ので、よろしくお願いします。 

○加藤委員長  ありがとうございます。農業も元気にということで、それはもう農業だ

けじゃないですね。あらゆる産業が元気になるような、そういったプランができればなと

思いますけども、その他いかがでございましょうか。 

 一通り回りましたので、自由にまたご発言いただければと思うんですけど。 

○本目委員  産業交流拠点の発言が出たんですけど、あれができれば人が集まるという

保証は全くないんです。私もいろんな産業交流拠点で委員の行事に参加した経験があるん

ですが、やはりどういうふうに使われているかですよね。そこで何が行われているか、そ
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の内容がよければ、当然それなりの人がいつも集まって、それにつられて何のかんのとい

うことも起こり始めると思いますね。 

 ですから、東京都のほうにぜひよい拠点をつくっていただきたいんですが、それをどう

いうふうに使うか、そこを中心にいかに成果が出てくるような形にするかというと、ちょ

っと別問題なので、それはちょっと八王子市と商工会議所と一緒に、どういう活動ができ

るようにするか、かなり綿密に考えていく必要があると思います。 

○志村産業振興部長  具体的にはそこだと思うんですよね。設置目的というのは、さっ

きおっしゃったとおり、出ていますから、それを先ほどから出ているように、実現させる

ためといったときに、今おっしゃった、特に内容の問題も当然出てきます。 

 我々も一応支援機関とか、そういうところからご意見等いただいていますけれど、もち

ろんものづくりだけじゃなくて、広域多摩の参入をにらみながらやっていきたいと思いま

す。 

○本目委員  私もちょっと商工会議所の一員としてちょっと案に盛り入れてもらいたい

ことがあったんです。それは、いわゆる産業振興に関係することだけを行うというんじゃ

なくて、イベントも行えるようにしていただいて、そこに載っていると思うんですがね。

あの施設の中にちょっとうまい飯が食える食堂街があるとか、一般市民が入って使えるよ

うなものを併設すると、そうすると交流が、人の流れができるんじゃないか。いわゆるそ

の近くの商店にもこういうところに集まる、人が流れていくと、そういうような形にでき

たらいいなと思います。 

 今の構想では、多分食堂街なんてなかったような気がするんですね。本当はその辺まで

考えたほうが、実行できたらいいなという気がするんですね。 

 結局、産業交流拠点で、これではだめだよなと感じるところは、本当に建物だけあって、

一般市民が入ってくる楽しみが何にもないところなんですよ。ところが、まちのど真ん中

にできていて、産業交流のために行く人以外に、一般市民がしょっちゅう買い物だとか、

飯食いに行っている、あるいは近くの会社の社員が食事に行っているとかね、そういう拠

点にできるのかなという気がするんです。 

○加藤委員長  いろんな人が出入りできるといいますかね。 

○本目委員  そうです。環境がいいんですからね。そういう拠点になるといいなと思い

ます。 

○加藤委員長  その辺は、まだいろんな検討はこれからなされるだろうと思っておりま
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すので。そのほかいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○加藤委員長  それでは、今回いただきましたご意見を事務局でまとめていただくとい

うことでお願いしたいと思います。 

 さらには、１０年後の姿というところ、こういった戦略１、２、３というふうな形で書

きますと、書きづらいのは承知しておりますけども、その前段階で何かしら提言できれば、

個々の一つ一つ落としたときの１０年後の姿というのは、こういうふうに書かざるを得な

いんだろうと思いますけども、そういうところを少し工夫していただければなと思ってお

ります。 

 それでは、次第の４、事務連絡について、事務局からお願いしたいと思います。 

○事務局（冨澤）  次回第６回につきましては、６月２８日金曜日、午前１０時から正

午を予定しております。 

 資料につきましては、戦略プラン残りの部分であります、雇用と就労の分野、それと観

光分野、農業分野について、ご議論をしていただく予定であります。 

 ですので、本日ご欠席の観光分野の大野委員ですとか、農業分野の柴田委員の日程確認

などをとりまして、正式に日程などを決定したいと思います。その後、開催通知も後日発

送させていただくという形をとりたいと考えております。 

 ここで６月２８日金曜日ということで、皆様のご都合のほうは、いかがでしょうか。 

午前１０時から正午までを予定しております。 

○本目委員  私はだめです。科学技術関係の委員会が入っていましてね。 

○加藤委員長  今これは確定ということですか。 

○事務局（冨澤）  まずは仮にということ。 

○加藤委員長  仮にですか。特に次回議論する内容についての委員の方々を優先した形

でスケジュール調整をされるということだと、これを含めてということですね。 

○青木産業政策課長  候補として６月２８日金曜日の午前ということで、予定をさせて

はいただいているんですが、次回の議論が観光、農業、雇用を中心に議論をさせていただ

きたいと思いますので、それにかかわる委員の皆様の日程を確認させていただいた上で、

調整できれば、２８日にやれたらと思いますが、もしもそこで欠席の方が多いようであれ

ば、再度改めて調整の上、ご連絡、ご確認をさせていただいて通知をさせていただきたい

と思いますので、きょうの時点では確定ということではなく、調整の上でご連絡をさせて
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いただきたいと思います。 

 また、今度議論させていただく分につきましても、また見直しをしたものを事前に送付

をさせていただきますので、見直したもので、改めてご議論をいただければと考えており

ます。 

○加藤委員長  わかりました。あくまでも６月２８日、仮にということだそうでござい

ますので、正式な日程については、またご連絡いただけるということでお願いいたしたい

と思います。 

 それでは、よろしければ、以上で第５回の検討委員会を終了したいと思います。 

 どうもご苦労さまでございました。 


