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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６回） 

平成２５年６月２８日 

 

○加藤委員長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第６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ます。 

 本日は、お忙しいところ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、事務局から、資料配付の確認をお願いいたします。 

○事務局（冨澤）  本日ですが、本目委員のほうから欠席の連絡をいただいております。

あと、柴田委員からは、電車がおくれているということで、５分程度おくれるという連絡

が入っております。 

 また、産業振興部長の志村と、産業政策課長の青木ですが、緊急の会議が入ってしまい

まして、本日、欠席ということで、申しわけございません。 

 資料のほうですけれども、事前に配付させていただいた資料といたしましては、資料ナ

ンバ６－１「産業振興戦略プランの戦略７～２１」が１部、資料ナンバー６－「地域別で

みる産業振興の事業展開」Ａ３の地図をお送りさせていただいています。 

 本日、追加で配付させていただきましたのが、次第のほかに、資料ナンバー６－３「第

５回産業振興マスタープラン検討委員会での意見その対応」を配付させていただいており

ます。また、前回、配付させていただきました八王子観光産業振興会議報告書も、本日、

使用しますので、お持ちでない方はお声かけいただければと思います。 

 事務局のほうからは以上になります。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 それでは、早速でございますけども、本日の次第Ⅱ．報告に入りたいと思います。 

 前回、議論いただきました第５回産業振興マスタープラン検討委員会での意見とその対

応ということでございます。それから、地域別にみる産業振興の事業展開、これにつきま

して、事務局からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  事務局からご説明をさせていただきます。 

 最初に、前回の検討委員会での意見とその対応でございますが、本日、配らせていただ

きました資料６－３をごらんいただきたいと思います。 

 「全体」というところが書いてある１ページのほうから説明させていただきます。まず、

全体の１は、テーマによっては、実業に携わるメンバーが入った検討会を設けて、具体案
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を検討する形でないと、産業振興マスタープランは実現しないの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、テーマに応じて、検討会など、ご意見を伺う場

を設けて、取り組みを実施していくということで考えております。 

 今までの例でも、先端技術センターを立ち上げる際には検討委員会を立ち上げて、どの

ようなあり方がふさわしいかということを検討した上で、構想を進めてきたということが

ございます。このような意味において、テーマによって必要なものについては、このよう

な展開をするということを考えております。 

 それから、２番目でございます。全体の２番目で、横の連携を強調しているが、行政の

中の縦割りが壁になっているので、縦割りの打破を強調して記載してほしいということで

ございますが、この産業振興マスタープランの戦略プランの中でも、戦略１２の「新産業

創出」の中では、庁内の横の連携を想定して記載をさせていただいております。また、こ

のほかにも、新たな基本計画である「八王子ビジョン２０２２」のスタートに合わせまし

て、庁内に「政策連携課長会議」、こういったものを設置して、さまざまな問題について、

横断的な課題を議論するという場を設けております。こういったものを活用しながら、産

業振興の面でも横の連携を図っていくというところで考えております。 

 それから、３番目でございます。大企業との連携が戦略プランのどこにも載っていない

というご意見をいただいております。これにつきましては、戦略１０の「製造業の振興」

の戦略①「技術の一層の高度化」のところに「大企業と中小企業とのマッチングの機会を

提供する」という記載を加えます。大企業の皆様にとっても、八王子あるいは多摩地域の

中小企業のすぐれた技術は非常に役に立っていくものですし、逆に、中小企業から言えば、

大企業の仕事は大きいと思いますので、こういった展開は進めていきたいと考えておりま

す。 

 それから、４番目で、新しいことを生み、地域でスタンダード化するには、社会実験

（実証実験）が必要だということで、これにつきましても、戦略１２の「横断的連携によ

る新産業の創出支援」のところに、「新しい製品、新しいサービスを市内の場で試せるよ

うなマッチングの実施」を加えてまいります。新製品、新サービス、こういったものが現

場で実際に試して、どのような課題があるか、そういうものを試せるような機会の提供と

いうのは、大変重要なことであると思いますので、市が、こういう情報を持ったり、ある

いは、市の信用でもって、いろんなお話を持ちかける、こういったマッチングをしっかり

進めていくという趣旨で、こういう言葉を入れていきます。 
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 それから、次に、商店の問題は非常に重要である。また、農業をどうするか。問題とな

っているのをもっと重点を置いて、ここに述べられるのではないかというご意見に対して

は、各戦略プランのシートの見直しを行って、重点的な取り組みについて明示をしてまい

ります。 

 それから次の、多種多様ある資源を消費するのではなく、付加価値をつけた資産を生み

出していく必要があるのではないかというご意見につきましてですが、これにつきまして

は、八王子にある多くの資源を生かしながら、付加価値をつけた資産としていくためには、

資源を結びつけて新たな価値を生み出していくことが必要だと、こう認識しております。

そこで、戦略プランの中では、産学公連携のさらなる推進であるとか、いわゆる異業種交

流による新産業の創出支援や、そういったものを位置づけております。さらに、農業の６

次産業化や地域ブランドの創出による魅力の発信、こういったものを加えて、付加価値を

生み出していきたいと考えております。 

 裏面の２ページ目でございます。 

 戦略３につきまして、産業交流拠点ができれば人が集まるといった保障はない。どう使

われるのかが大事だというご意見をいただきました。これにつきましては、産業交流拠点

につきましては、東京都では多摩地域のイノベーションの活性化を実現する広域的産業交

流の中核機能を担う施設としています。この点はもちろん、市としても協力をしていきた

い、重要な機能だと考えておりますが、市のほうでは、さらに進んで、「八王子市産業振

興マスタープラン」の中では、「おもてなし都市」の形成によるにぎわいの創出を目指す

中で、産業交流拠点の活用を位置づけております。そういうような中で、産業人に限らず、

一般の人々にとっても多く集まっていただけるようなイベントを誘致してというふうに考

えてございます。 

 次に、戦略１０につきまして、新しいものづくりの考え方を入れてほしいと。これは具

体的にファブラボということもテーマにして位置づけたところでございます。これにつき

ましては、戦略１０の①に、「製造業の構造変革に対応すべく、情報提供等で支援する」

との記載を盛り込みます。これによって、具体的には、先端セミナー等の場で、新しい技

術的な話題だとか、新しい潮流、こういったものを積極的に取り上げていくということを

するほか、また、大学とか研究機関などにおけるところの製造技術、あるいは大学・研究

機関で新しい設備とか、そういったものが出たというような情報についても収集、発信し

て、市内企業がそういったものを活用できる活動をしていきたいと考えているところでご
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ざいます。 

 それから、戦略１０の２番目で、人材育成についてもグローバル展開が必要ではないか

というご意見をいただきました。これにつきましては、その必要性というのは認識してお

ります。具体的には、市が新しい独立の事業としてやるのは難しい面もありますので、戦

略１０の②に「産業支援機関と連携して、グローバル人材の育成を支援する」、こういっ

た記述を加えて、実際に連携体制を組みながら、進めていきたいと考えております。 

 それから、戦略１３のところでございますが、「創業者支援」に空き店舗・空きフロア

の紹介とあるが、現状は難しいと思われるが、どのように進めていくかということでご意

見をいただきました。これにつきましては、戦略１５において、空き店舗対策として、改

修費補助とか、あるいは事業者のマッチング事業の推進等を提示しております。これをさ

らに効果のあるものにするために、「本気の創業塾」の受講生とか、あるいはインキュベ

ーション施設の入居者とか、こういう創業を目指している人への働きかけを行うなどして、

実際に効果的に空き店舗を活用してもらう取り組みを進めていくと考えております。 

 それから、戦略１５・１６のところでございます。商店街や個々のテナントをリノベー

ションしていく取り組みを進めるため、専門家も入った勉強会をするなど、手を挙げる地

域を募って支援するなどの取り組みを進めてもらいたいということでございますが、これ

については、戦略１５に、地権者や店舗オーナー等を巻き込んだ勉強会やリノベーション

の促進について記載を加えてまいります。 

 前回の検討委員会の意見とその対応につきましては、以上でございます。 

 引き続き、地域別でみる産業振興の事業展開について、ご説明をさせていただきます。

資料６－２、事前に配付させていただきましたＡ３の図面をごらんいただきたいと思いま

す。 

 この資料は、戦略プランに載っている事業を地域別に落とし込んだものでございます。

まず、資料の見方でございますけれども、その中に赤い楕円形の点線で囲んだ部分があり

ますが、これについては、エリアとしての取り組みを表現しております。そこから吹き出

しの形で点線で引っ張って、こういうことをしているという記述をさせていただいており

ます。 

 それから、緑色の二重丸、これはポイントとしての取り組み、そこの地点でされている

取り組みについてでございまして、それにつきましても緑色の線で引っ張って、さらに緑

の四角で、ここで何がされているかということを記述して、吹き出しの中に記述させてい
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ただいております。 

 吹き出しの中の説明については、それぞれについて記号が、星であったり、丸であった

りというのが書いてありますけれども、それは右上のほうを見ていただきますと、その凡

例がございまして、星印につきましては雇用・就労施策、丸については産業施策、これは

工業系でございますけれども、こういったような記号をつけて、その図に内容を記述して

いるところでございます。 

 それから、地域全体にまたがるような共通事項につきましては、中央の上のところに記

述をさせていただいております。全部は説明いたしませんが、エリアとしては９エリアを

取り上げています。 

 それから、また、広域としては、２０のポイントを取り上げまして、ポイントにつきま

しては、観光資源とかそういう点では、この西側のところ、高尾とか、八王子城跡とか、

こういったところのポイントを取り上げて、特色のある取り組みをここに入れさせていた

だいているところでございます。このような地域別の事業展開につきましては、この戦略

の議論で参考にしていただきたいと思いまして、作成したところでございます。 

 １点だけ、ちょっと修正でございますが、資料の右側の中央のポイントから引っ張られ

ている、八王子駅のところの二重丸のポイントから引っ張られているところの大きな吹き

出し、「しごと情報館等における就職相談・セミナーの実施」から始まっている５項目が

書いてあるところですが、そこの２番目に「産業交流拠点の整備・促進及び積極的活用」

とありまして、その後ろに「（Ｈ２８～）」と書いてありますが、この「（Ｈ２８～）」

というのは削除していただきたいと思います。それは既に整備促進とか取り組んでいると

ころでございますので、このところは「（Ｈ２８～）」というのは削除していただければ

と思います。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。ただいまご報告いただきました前回の意見と

その対応と、そして、地域別でみる産業振興の事業展開でございますけども、これにつき

まして、ご質問あるいはご意見ございましたら、お願いしたいと思います。いかがでござ

いましょうか。特によろしいでしょうか。 

○福井副委員長  今、資料６－２のところで、産業交流拠点のところがありますよね。

グリーンが二つありますよね、産業交流拠点。これは八王子の中心商店街というか、商業

施設の集積みたいなものも含めつつ、医療刑務所の跡のことも考えて、このグリーンのこ
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とをもうちょっと駅を中心に京王八王子ぐらいも入れて、もうちょっと広く、今、この黄

色い点々で書かれている、黄色い点々でもいいのかなというふうにも思いますけれども、

そことの関連がもうちょっとあるような絵になっているといいのかなというふうに、結構

重要なエリアのように思います。 

○大西産業振興部ものづくり担当主幹  駅周辺のエリアにつきまして、福井先生のほう

からいただきましたとおり、今おっしゃられました商店街、医療刑務所、さまざまな点で、

重要な視点があると思いますが、そういうような記述につきましては再検討して、そうい

う要素を入れた形で示させていただきたいと思います。 

○加藤委員長  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に、Ⅲの議題に入りたいと思います。 

 本日は、戦略プランのもとになります戦略７～９、そして、戦略１７～２１について、

議論していただきたいということです。労政、観光、農業の三つの分野に分けて、説明を

受けて、検討してまいりたいと思います。 

 まずは、戦略７～９について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（冨澤）  私のほうから、戦略７～９につきまして、説明をさせていただきた

いと思います。 

 資料ナンバー６－１をごらんください。まず戦略７、次ページに戦略８、その次に戦略

９が、雇用・就労、労働環境の分野になりますけれども、戦略７につきましては雇用・就

労支援、戦略８につきましては若者に特化した雇用・就労支援、戦略９につきましては労

働環境となっております。雇用・就労関係では、やはり将来を担う若者の雇用・就労が重

要であると考えまして、戦略８で単独で掲げているところでございます。 

 戦略８の若者の雇用・就労支援のところから説明をさせていただきたいと思います。 

 こちらのほうの１０年後の姿といたしましては、「八王子の学生のあいだでの有名企業

というのは八王子の企業である。その企業が欲しがる人材育成がされているまち」が、１

０年後の姿として描いております。 

 この 10 年後の姿を実現するための戦略といたしましては、戦略の内容のところに①か

ら⑤を掲げております。①小学校から大学までのキャリア教育支援、②新卒など若者採

用・人材育成等に対する中小企業支援、③正規雇用に向けた就労支援、④ミスマッチの解

消、⑤ひきこもり・ニート対策、この五つを挙げておりますが、そのうち、目玉事業とい

たしまして、①小学校から大学までのキャリア教育支援、②新卒など若者採用・人材育成
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等に対する中小企業支援というものを今後の目玉事業として考えております。 

 そちらの目玉事業を中心に説明をさせていただければと思います。 

 まず、①小学校から大学までのキャリア教育支援につきましては、二つ、ポイントとし

て掲げております。八王子市民だれもが地域の企業を知っていること。もう一つが、企業

が欲しがる人材の育成ということで戦略を考えました。 

 下のところの戦略を実現するための主なスケジュールのほうをごらんください。こちら

のほうに、①小学校から大学までのキャリア教育支援というところにつきましては、まず、

市民だれもが地域企業を知っているという戦略につきまして、小中学生向けと高校生以上

向けということで分けて、ちょっと考えております。 

 まず、小中学生向けにつきましては、小中学校での地域企業を知る機会の創出というこ

とで、現在もやっておりますが、小学校に行きまして、職業講演というものを実際に行っ

ていたり、あとは、八王子市の場合ですと、中学２年生全員が職業体験というものを実施

しております。実際、この職業講演というものの中身につきましては、しごと情報館の資

格を持った職員が行ったり、市内の企業さんが中学校に行って、講演を行ったりというも

のをやっております。将来的には、短期、中期、長期的な展開としましては、全中学校が

地域企業と結びついて、自主的に実施していければと考えております。次年度以降、短期、

中期、長期としましては、その隣に書いてあります小中学生向け体験学習支援という形で、

職業体験・ものづくり体験などが展開していければ、より職業を知る機会ということが創

出できるのかなと考えておりまして、産業交流拠点において、また、八王子市の地域企業

が参加して、そういったものを実施していければと考えております。 

 続きまして、高校生以上向けにつきましては、市内企業の情報提供、中小企業のイメー

ジアップの仕掛けということで挙げさせていただいております。もう一つ、市内中小企業

を直接見て知る機会の創出という２点を挙げております。その背景といたしましては、現

在の大学２年生から就活のスタートが４年生４月になってしまうということもありまして、

なかなか就活の期間が短くなることで、企業を知る機会も少なくなってしまうということ

もありますので、４年生になるまでの間に、地域の企業を知ってもらう仕掛けが必要では

ないかということで、こちらの事業を、戦略を考えております。 

 続きまして、もう１点、下の段になりますが、企業が欲しがる人材の育成というところ

を掲げております。企業が欲しがる人材育成につきましては、企業ごとにいろんな欲しい

人材というのは異なるかとは思いますが、共通することとして、この下に掲げております
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「人の意見を聞ける人材、さまざまな発想や提案ができる人材」というところにポイント

を置いて、事業展開を考えております。 

 小中学生向けにつきましては、先ほどの職業講演の中で、キャリアカウンセラーの資格

を持つ職員が、働くために必要な力として、コミュニケーション能力というのが必要なん

だよということの中で、やはり挨拶すること、講演中に人の話を聞くことは大事なんだよ

ということを伝えているところもありまして、そういった中で、小中学生の中からそうい

う能力が、人の意見が聞けることが必要ということをお話ししていくような形の展開など

を考えております。 

 高校生以上になりますと、学生と地域企業が一緒に学ぶ場の創出ということも同時にね

らっておりまして、今現在、企業向けにイノベーション講座というものを行っているんで

すけども、その中でもブレスト形式でやっていることで、人の意見を聞く。イノベーショ

ンなので、新しい発想をどうやって生み出していくかという講座をやっておりまして、そ

ういった講座を取り入れながら、学生と地域企業の方が一緒に学ぶことで結びつきも生ま

れて、展開していければと考えております。 

 続きまして、②新卒など若者採用・人材育成等に対する中小企業支援というところの説

明をさせていただきます。背景といたしましては、中小企業のほうでは、これまで経験者

採用をされている企業のほうが多かったこともありまして、新卒を採りたくても、どうい

う手続を踏んだらいいか、どういうルールがあるのかということがわからないということ

とか、あとは新人、新卒を採用しても、なかなか定着というのが課題となっていたりとか、

そういうことをお聞きしている中で、新人教育とか定着などのノウハウ、成功例などの情

報交換の場、そういったものが必要と考えています。 

 そういった事業展開のほかに、次年度以降の展開としましては、定着に向けた支援メニ

ューの検討ということで、まだこちらは検討ということになるかと思うんですけれども、

やはり大企業の場合は、その部署に合わなければ配置転換ということで、転職をせずに配

置転換ということも可能かと思うんですが、なかなか中小企業だと、その部署に合わなけ

れば転職という形になってしまうケースが多いかと考えられるなかで、ほかの企業間との

交流とか、そういうことで定着に向けたどういったメニューが組み立てられるかというこ

とを、中小企業などにヒアリングをしながら、実態に即して、どのような方策が可能かと

いうことをまずは検討からしていけて、定着に向けた支援メニューを組み立てていければ

と考えております。 
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 戦略８につきましては、以上になります。 

 続きまして、次のページの戦略９のほうの説明をさせていただきたいと思います。 

 戦略９につきましては、１０年後の八王子の姿といたしましては、「子育て期、中高年

期といった人生の各段階に応じて、多様な生き方・働き方が選択・実現できる職住近接の

まち」ということで、掲げさせていただいております。 

 その姿を実現するための事業といたしましては、①ワークライフバランスの支援、②関

係機関と連携した労働環境整備、③中小企業における福利厚生制度などの充実、三つの戦

略を掲げております。その中で、今後の目玉として考えておりますのが、①ワークライフ

バランスの支援というところを考えております。 

 その目玉とした理由といたしましては、今後も少子高齢化が加速する中で、割と育児制

度というのは整ってきたと言いながらも、まだまだ中小企業さんにおいては、実態はいか

がなのかというところが、実態を把握していかなきゃいけないかなというところもありま

すのと、あとは、介護を担う人がこれからどんどんふえていく。特に働き盛りの男性も介

護を担わなきゃいけないという現状も、よくマスコミなどでも報道されていますが、そう

いった現状がふえていく中で、そういった介護、育児に対する環境づくりは、特に介護の

ほうについては、ますます重要になるのではないかと考えております。 

 実際の戦略を実現するための事業ということで、下のスケジュールのほうの枠をごらん

ください。 

 一つは、ワークライフバランスの支援といたしまして、育児・両立支援に向けた中小企

業における実態ということで、実際の育児、育休制度とかそういうものがあるけれども、

大企業と違って中小企業では実際に取られているかといった状況を調べて実態などを見な

がら、国などでも助成金の制度など、企業さんに対して助成金の制度があるんですけれど

も、恐らく、そのお金だけの問題ではなくて、一人の人的な負担というのもあるかと思う

ので、そういったところをどういった支援ができるのかということを考えていかなければ

いけないのかなというふうに考えております。 

 例えば、介護を担う人が短時間勤務として、短時間で働くような感じ、そういう制度が

あったとしても、この短時間になった分の人材を埋めるかということになるかと思うんで

すが、そういったところでどういった支援ができるかというところで、例えばなんですが、

６５歳以上の退職された方で、営業の経験がある方なんかは、中小企業のそういった営業

職で、介護をしなきゃいけない人のところに、例えば人材派遣、人材バンク的なものの制
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度があれば派遣して、そこの人的な穴埋めというか、企業の負担を軽減できるんじゃない

かというような制度も可能なのかどうかということを、今後、中小企業の実態を見ながら、

事業展開を検討・実施していかなければいけないと考えております。 

 それに伴いまして、戦略７のほうにちょっと移らせていただきますが、戦略７のほうに

つきましては、こちらは若者以外の雇用・就労というところになるんですけれども、１０

年後の八王子の姿として、「育児中の女性や、退職して地域に戻った高齢者などが、身近

な地域で働けるまち」というふうに掲げております。なので、こちらの「退職して地域に

戻ってきた高齢者」という言い方をしていますが、６５歳以上の方が、さきほど戦略９で

言ったような、例えば介護とか育児、そういうところの企業の支援といいますか、そうい

う一定営業の経験のある方、例えば経理の経験のある方、技術の経験のある方がそういう

ところに行って活躍することで、育児とか介護の両立支援のほうにも加わっていただける

ような形の仕組みができたらというふうにも考えております。 

 あとは、こちらの雇用・就労支援の助成とか高齢者が身近で働けるまちということで、

ライフステージにあった就労支援というものを目玉に挙げておりますが、やはり身近で働

ける、例えば女性の場合ですと、育児で一旦やめた方が再就職するための支援ということ

で、再就職するために職業訓練をしたりとか、マッチングの機会を創出するということは、

ハローワークと連携して、各地域、身近なところで職業を見つけることができるというよ

うな仕組み、なかなか子育て中に駅のほうまで来られないということでしたら、身近な市

民センターとか、短時間でそういった職業を見つける機関などをどんどん創出できたらと

考えております。 

 簡単ですが、以上で説明を終わりたいと思います。 

○加藤委員長  ありがとうございました。ただいまの説明いただきました戦略７～９に

つきまして、ご意見はいかがでしょうか。 

○甲谷委員  戦略８のほうなんですけれども、学生さんに八王子のいろんな企業のこと

をわかっていただくというような対策として「八王子学」というのがありますよね。実は

僕は創価大学に毎年呼ばれて、講座を持っているんですよ。それはものづくりについての

話をしようという、１時間半ぐらいの講座を持たせていただいているんですけれども、そ

の前後でやっぱりいろんな方が出てきてしゃべっておられるんですよね。その学生さんの

フィードバックを見ますと、八王子でこんなにすごい産業があるんですかなんていうのも、

世界に通用するような中小企業もいらっしゃるんだと初めて知ったと、こういう反応は、



 

 ―１１― 

もう毎年、ほとんど出ている。 

いろんな方が出てきて話をされますよね。例えば、たましんの理事長さんが出てこら

れたり、それから、八王子の昔の繊維、織物の昔からの八王子の産業の流れのお話をされ

たり、非常にいい組み合わせだなと思っているんですね。 

 ほかの大学でそういうことをやっていらっしゃるのか。大学コンソーシアムがあるわけ

なんだけども、そういったことを地道にやっていくということも非常に大事じゃないかな

と思いますね。 

○事務局（柏田）  大学ごとに地元の事業者さんを呼んで、学生に聞かせるという取り

組みは、個々の大学ごとに結構広がっているなというのがありまして、ご指摘のある帝京

大学さんと、あと日本工学院八王子専門学校ですね。あと高専、あと創価大学もそうです

ね。そういった切り口で、結構考えている先生はかなりふえてきているなというふうに感

じます。 

○大野委員  労働情報センターについては、平成３０年でもうなくなりますよね。それ

は承知していますよね。平成３０年で。 

○事務局（冨澤）  そうですね。まだ決定ではないと思いますが、立川のほうに移転す

る予定とということで聞いております。 

○大野委員  これで、こういう中に、今、情報センターの活用というのは、そこまであ

るからということで一応入れておくということですね。 

○事務局（冨澤）  あとは、立川に移っても、広域的に活動していただくので。 

○大野委員  そういう意味でね。わかりました。 

 それから、その育児中の女性の、要するに、就労支援ということがありますよね。横浜

で待機ゼロという実現をしましたけども、これは、労働行政というのは国とか都の、そっ

ちのほうが多いんでしょうから、要するに、地元の自治体がいろんなことをやるのは非常

に難しいとは思いますけども、この待機児というのは、今、どのくらいいるんですか。そ

の資料をお持ちですか。それと、それは福祉だから関係ないよと、こういうことになるん

ですか。そうだとすると、そういうことを連携をとっていないと、こういうことを書いた

としても、これは、まあ、正直申し上げて、なかなか実現できないんじゃないかというふ

うに思うんですけど、その辺はどうですかね。そういう情報公開をやっているんですか。 

○事務局（冨澤）  そうですね、実際に待機児童の数字としては今わからないんですけ

れども、やはり待機児、八王子は多いというふうに聞いております。その中で、やっぱり
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入れないから、なかなか就職活動もできないという声も聞いておりますので、そちらの整

備についてもしていかなければというところがあるのですが、なかなか、保育園をふやし

ていくというのが難しい現状もある中で、例えば企業さんの中で企業内保育をやっている

ところもあるので、そういうところが、例えばなんですが、ほかの子も受け入れられると

か、そういうのができればいいなとは思うんですが、なかなかそういう仕組みをつくれな

いところではあるんですが。ただ、今後、本当に保育園をふやせばいいというだけではな

く、ほかの取り組みも必要かなとは思います。 

○大野委員  それだけではないと思いますけどね。 

 それと、新卒の新人教育とか、定着に向けた支援というのがありますよね。これ、具体

的にはどういうことをやりたいんですか。 

○事務局（冨澤）  ここでも、どういったものをやっていくか、検討というところはあ

るんですけども、今も幾つかの企業さんにヒアリングには聞いている中で、やはりそうい

う悩みを持つ企業さんと、あとは、こういうふうに工夫をしているよという企業さんがい

るので、市で答えを出せるわけではないので、そういった企業さん同士を情報交換しなが

ら、その企業さんのヒントになればということで考えています。うちが答えを持っている

とか、立派な講師の方にお話ししていただくというよりも、本当に実態のある企業さん、

市内に２万社ありますので、そういったところの情報交換で、お互い、ヒントを得ながら

やっていければというふうには考えております。 

○大野委員  そういう意味でね。それじゃあ、わかりました。 

 私は、どうもほとんど、新規採用というのはしないんですけど、たまに１年に１人ぐら

いやる。本当に新人教育をどうするかというのは、正直、今、内部でやっているだけです

よね。だから、そういう意味で、もし、商工会議所でも、かなりいろいろ講演や何かをや

ってくれていますから、そういうのに出させて、養成しているというのはあるんですけど

も、何か具体的に考え方があるのかなと思って、今、聞いてみたんですけれども。 

○事務局（冨澤）  今のところは、情報交換などを考えてはおります。 

○加藤委員長  はい。ありがとうございます。 

○甲谷委員  今のお話に関連して、実は労働環境の整備のところの戦略９と、それから

７とも、非常に密接につながっていますよね。いろんな制度が、都であるとかお国の制度

が、支援についてはあると思います。それは、やっぱり皆さん、理解をしているという感

じだと思うんですけれども、今おっしゃった、現場で本当にどうやってうまくやっている
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のかというケース、これの水平展開が、経営者から見ると一番役に立つ。だから、もうぜ

ひ、行政の方は足を棒にしてでも歩き回っていただいて、いろんないいそういう例をしっ

かりと出してきていただきたいですね。 

 僕が知っている範囲でも、非常に上手な、退職をされて、今、家庭に入っていらっしゃ

る女性の方を実に上手に活用されていらっしゃる企業というのがありますよ。すばらしい

と。これは、そこの社長さんがとても頑張っておられて、その一人一人のニーズに対応し

た契約をしておられて、これはすばらしいなと。ですから、もうそういうパワーも目いっ

ぱい引っ張り出して、在宅勤務でもって仕事をしていただける方、あるいは、本当に短時

間だけど来てやっていただける方、それぞれ、例えば主婦の方も、個々のニーズに対応し

た契約を結ぶ。これは手がかかるかもしれないけども、これは企業にとっても、あるいは、

そういった実際に働きたいという方にとっても、非常にすばらしいやり方だなという気が

しますね。ですから、そういう例をたくさん集めていただいて、情報交換の場をつくって

いただく、これが一番効くようなんです。 

○事務局（冨澤）  やはりなかなかそういう情報交換が企業さん同士でもできないとい

うお話も聞いているので、ぜひ、実践していきたいと思っています。 

○甲谷委員  その情報交換は、時々集まって、そういう情報を知るということも非常に

いい結果が出る。最近は、それこそ、いろんな飛び道具があるわけですから、そういった

ものを目いっぱい使って、どんどん情報を流していただくということはいいんじゃないか

なという気がしますね。 

○事務局（冨澤）  はい。わかりました。ありがとうございます。 

○岡崎委員  ちょっといいですか。戦略８のところで、「企業が欲しがる人材の育成」

というくだりなんですけども、ちょっとこれは韓国の事例でお話をさせていただきたいと

思うんですけども、韓国の大邸市、中ほどにある大邸市というのがあるんですけども、韓

国も非常に大企業は調子いいんですけども、中小企業は非常に苦しくて、そこで、大邸市

は工業団地の整備をして雇用の促進を図っていくということなんですけども、大邸市に立

地をする、立地をしている専門大学と提携をして、その工業団地に入居する企業が、欲し

がる技術とか能力を持っている人材を「注文式教育」と称して育成するんですね。あらか

じめ、その企業さんと大学当局が、どういった人材に育てるかというのを調整して、カリ

キュラムを組んで、２年間ぐらい育てて、２年間たった後に、採用の義務はないんですけ

ども、経過を見てみると、おおむね採用しているということなんですね。 
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 八王子市の中小企業さんの実態を見てみると、やっぱり試作とか、研究開発とか、やっ

ぱり技術的に難しいというか、高度の仕事をやっている方々が多いわけで、そういう方々

が、多分今、新卒を採用するときに非常に苦慮をされているのは、ＯＪＴで一から育て上

げなければいけないと。もうちょっと基礎的なものがあれば、即戦力とはいかないんです

けども、早期の人材育成ができるということをおっしゃっているんですね。 

 最近、なかなか大学では、ものづくりの現場では、そういった基盤技術を一から教える

ことが少なくなってきています。そういったなかで、職業能力開発総合大学校というのが

あるんですけども、そこではちゃんと都道府県の職業訓練校の先生を育てる教育をしてい

まして、大体大学の学生の学ぶ時間というのは３，０００時間なんですけども、職業大で

は６，０００時間、倍の時間を教えて、そういう例えばものづくりの、ＩＴを使ってだけ

じゃなくて、やすりかけとか、ＮＣ旋盤とか、そういうところまで教えているんですね。

そういう学生と、企業さんとの、合同就職説明会というのを個別に開催をしています。あ

らかじめ、学生さんの名前は伏せるんですけども、どんな能力があるかというのを明示を

して、その明示をした学生と、企業さんと、必ず面談ができるというような就職説明会を

開催しましたら、去年、６社ぐらいに対して２０名ぐらいの学生が参加をして、８名の内

定者がその段階で出て、その後、フォローしたら、５名ぐらいが中小企業さんに就職をし

たと。その評価が、やっぱり基礎的な技術というか、技能というか、そこに対する知識が

あるので、非常に助かっているということだったんですね。そこからひもとくと、先ほど

ご紹介しました大邸市の永進（ヨンジン）専門大学というところなんですけども、提携を

しながら、そういった八王子市の特性に合った人材育成というのが提携しながらできると、

多分中小企業さんにとっては、ここに書いてあるとおり、まさに欲しがる人材の育成がで

きて、やりやすいのかなと思いますね。 

 それから、もう一つは、学生が中小企業に就職をして、なぜ定着率が余りよくないかと

いうのは、やっぱり中小企業さんだと、採用しても一、二名ぐらいが人数の限界というか。

大企業であれば同期がいて、そこそこの規模の会社であれば同期がいて、いろいろ悩み事

とか相談ができるんですけども、なかなか一人だと同期もいなくて、先輩ばっかりだと。

いろいろ言われて、どうしたらいいかというのが解決できなくて、自分で悩んで、結果、

やっぱりやめてしまうということがあって、今、うちなんかでやっているのが、就職した

学生のコミュニティをつくって、その悩み事とか、いろんなよろず相談ができるような体

制をつくってあげると、企業間同士の人材交流と、そういうのも一つ、手だとは思うんで
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すけども、やっぱりそういう定期的なコミュニティをつくって、地域でそういった学生さ

んをできるだけ定着するようなサポートをしていくと、ここに言うところの定着に向けた

支援につながるのかなと思いますね。 

 以上、二つ。 

○事務局（冨澤）  ＴＡＭＡ協会様では、こういった事業を国補助のプログラムでやっ

ていますよね。 

○岡崎委員  大概は、入社すると、マナーとか、挨拶とか、そういうことが中心になる

と思うんですけども、実際は心の問題なんですよね。心の問題をどうケアできるかという

のが、多分定着につながってくるのかなと。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

○事務局（柏田）  そのことですけど、試験的にそれをやっている取り組みがありまし

て、甲谷さんが塾頭をやっていただいている、未来塾の卒業生がやっているＨＦＡという

団体なんですが、まさに、新卒を採用しても一人だけで同期がいないということで、その

ＯＢ会のメンバー企業の新卒を集めて、八王子フレッシュミーティングというのを今年度

に始めていまして。産業政策課に一人、職員が、新人が入っているので、その子も入れて

いるんですけど、今、２カ月に一回、そういったコミュニティをつくっています。非常に

いいのが、単純にその新人の知り合いができるだけじゃなくて、要するに、自分の会社が

赤裸々に出ちゃうんですよね。要するに、お酒を飲むと、うちはこんなんなんだよとか、

そういった不満とかはやっぱり必ず出て、それが逆に出している事業者さんの物すごく成

長に資するというんでしょうか。例えば新人を集めても、名刺すらもらっていない人間も

いれば、名刺もちゃんともらって、そういったことのできる人間はいて、企業のそういっ

たレベルというのも赤裸々に出ちゃって、これはもううちも何とかしなきゃなと、逆に事

業者さんもレベルが上がるというんでしょうか、そういうような副産物が、今、結構出て

いまして、１回目やって、それが赤裸々に出て、２回目、この間やったときは、もうそこ

をキャッチアップして、ちゃんと名刺持たせて出てきたりですとか、そういうことで、非

常におもしろい化学変化が起こっているなというふうに。だから、新人だけじゃなくて、

派遣している企業、派遣元の企業もレベルが上がるというような、そういった事例も結構

出ていまして、非常におもしろい取り組みだと思います。 

○岡崎委員  それから、もう一つ、女性の活用ということですね。ＴＡＭＡ協会でも積

極的に海外展開をしているんですけども、イタリアと交流をしたときに、英語ができる人
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はすぐ見つかるんですけども、イタリア語ということになると、なかなか人も限られてし

まって、多分八王子市さんにお願いをして、朝日新聞か何かに、うちがイタリアと交流を

していくという話を載せていただいたら、八王子市内の方ではないんですけども、多摩地

区の方がその新聞を見られて、かつてイタリアにいて、いろいろそういった仕事をしてい

たと。今、日本に帰ってきて、時間があるので、できればそのＴＡＭＡ協会のイタリア交

流に、翻訳とか、そういう部分でご協力をしたいという話がありました。その方にうちに

来ていただいて、結果としてどうなったかというと、うちが企画したイタリアの視察団に

その方に同行していただいて、もちろん日本にいるわけですから、うちのこともよく知っ

て、企業のこともよく聞いていただいて、それを踏まえた上で、イタリアに行っていただ

いて、通訳を超えてコーディネーターみたいなことをしていただいたんですね。ですから、

今、地域でやっている事業をメディアを使って告知すると、特に女性で家庭に入っていて、

若干子供さんが成長をして、時間的なゆとりのある方で、なかなか４０代後半以降になる

と再就職もできない状況にある方が、そういうことに参加をしてくださって、結構いい仕

事をしてくれるんですね。だから、そういうようなことが何かできればいいなと思います。 

○事務局（冨澤）  女性と高齢者のアンケートを行ったのですが、パートを希望する方

が多いということもあるんですが、やはり能力を活かしたいという方もいらっしゃるので、

割と八王子はそういう能力のある方がいるというふうに聞いてはいますが、実態は把握し

ていないんですけども、そういったところの活用も考えていきたいと思います。 

○加藤委員長  雇用就労の問題はいろいろ多岐にわたりますね。 

 赤尾さん、いかがでございましょうか。立場上、またいろんなご意見もあろうかと思う

んですけども。 

○赤尾委員  ちょっと情報提供というか、先ほど、中小企業の例えば情報発信の関係で

情報の共有化という形で、ちょっとご意見があったかと思うんですけれども、今年度から

国の事業で、「若者応援企業宣言」という事業をやっておりまして、これはどういうもの

かというと、若者の採用とか育成に積極的な中小・中堅企業の方に宣言をしていただく。

何を宣言するかというと、先ほどお話があった、例えば社内の社員を採用したときに、ど

ういう社内教育をやるかとか、キャリアアップについてはどういうふうになっているかと

か、あと、例えば過去３年間の新卒者の採用実績とか、その中で何人ぐらい定着している

かとか、あと、有給休暇の取得状況、育児休暇の取得状況だとか、あと、時間外労働、残

業の実績とかいうような内容を記載をしていただいて、宣言をしていただくと。 
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 これを宣言したらどうなるかというと、東京労働局のホームページをごらんいただけれ

ばわかるんですけれども、これの企業の情報が、この事業者のＰＲシートが全て見れるよ

うになっています。ですから、どこの中小企業の例えばＡさんという会社はこういうふう

に社内教育をやっているとか、キャリアアップについてはこういうふうにやっているとか、

あと、例えば社長さんからとか、採用担当者からのメッセージが見れるとか、そういうよ

うな形で、中小企業の情報発信を行政のほうでもちょっとバックアップをしているとかと

いうような事業を今年度から展開しておりますので、ちょっとご参考に情報提供させてい

ただきました。 

 やはり、どうしても若い方、新卒者の方というのは、大企業にどうしても目が行きがち

です。それはそれで悪いことじゃないと思うんですけども、そこでうまくいかなければ、

どうしてもやっぱり中小企業に目を向けていただく必要がありますので、そういうことで、

こういうふうな企業もあるよということの情報発信を行政としてもやっていくということ

で、ちょっと紹介させていただきました。 

 以上です。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 そのほかに委員の方、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、観光分野の戦略１７～１８及び２１の観光にかかわる部分につ

きまして、事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

○西田観光課長  観光課長の西田でございます。私のほうから、戦略シート１７、１８

並びに２１につきまして、ご説明を申し上げます。 

 観光産業の分野におきましても、これまで、他の分野でもご論議いただきましたのと同

様、八王子ビジョン２０２２の実現に向け、施策をこの産業振興マスタープランで示すた

めに、これまで、課題の整理をするのと同時に、また、昨年春、石森市長と田辺会頭との

会談におきまして、この八王子市域を高所大所から見聞し、誘客に向けた観光産業の方向

性を見出す必要があるというご指摘をいただいたことから、この会議の副委員長を務めて

おられる福井先生を委員長に、食や自然、緑化事業のプロ、地元事業者並びに会議所、市

役所関係、１３名で構成した委員による観光産業振興会議、こういうものを設置いたしま

して、本年３月末までに問題を解決するための事業展開を含めた提案をいただいたところ

です。 

 この会議では、八王子市を世界都市イコール東京の「水」と「森」のゲートシティと位
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置づけ、広域高尾と中心市街地、それぞれが持つ文化観光交流や、資源、これらを結ぶ持

続可能な経済活性化への道筋の構想をテーマに、これまで論議を行ったところです。 

 この会議で付された事業、これというのは、官民が一体になり、あるいは、民間事業者、

行政、それぞれが単独で行うもの、そういうような仕分けをしながら論議しておりますこ

とから、この方向性を持って、この戦略シートの中にも盛り込んだところでございます。 

 この会議に出てきました事業につきましては、関係団体の皆様とともに意見交換や協力

体制の構築を図り、事業の実現に向け、ブラッシュアップをしていかなければならないと

いうふうに考えているところでもあります。 

 この会議における内容につきましては、お手元に、前回の会議でお伺いいたしました、

資料としてお配りいたしました「文化観光交流戦略の持続可能な推進、発展を目指して」

という冊子に取りまとめたところでございます。 

 また、この戦略シートを立てるに当たりまして、実はもう１点、同様な会議を持ちまし

た。かねてから懸案でもありました滝山周辺の観光施策事業についても、同様の会議を持

ち、その振興策を、現在、論議しているところでございます。これにつきましては、滝山

という地域自体が、八王子の北部に広がる都立秋川丘陵自然公園の東端、また、都立滝山

自然公園などもあり、この一帯が自然あふれる高尾山の麓に古くから歴史ある地区である

こと、観光産業振興会議で論議しておりました「水」と「森」のゲートシティとして構成

する必要な地域であると、このような観点から、潜在的にある観光資源を掘り起こし、滝

山周辺一帯の観光施策に結びつけ、誘客を図ろうと、現在、会議を進めているところでご

ざいますが、ここで出される提案の施策につきまして、これについては、ことしの秋を目

途に、一定の方向性でまとめておりますが、現在までに論議している内容を加味しながら、

この戦略シートの中に入れたところでございます。これを含んだ上で説明をさせていただ

きたいと考えております。 

 まず、取り組む姿勢としましては、産業振興マスタープラン第２期、２６ページの中に

ありますように、にぎわいにつながる産業振興というところに記載してありますとおり、

団塊の世代や大学生、民間との協働やマスメディアの活用による観光情報を発信するとと

もに、既存の観光資源を活用した観光ルートの構築にあるというふうに整理したところか

ら、この先例といたしましては、お手元の資料、戦略シート１７番になります。 

 観光地の魅力の向上といたしまして、高尾山同様、歴史のベールに包まれた滝山城跡周

辺には、いまだ多くの歴史的な観光資源というのが眠っております。歴史ファンの増加と
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ともに、活用の仕方により、誘客に結びつくと考えたところから、現在、先ほどご説明申

し上げましたように、地元の皆さんとともに、滝山の自然の活用方法を、現在、会議でも

んでいるところなんですが、この出てきた結果をもとに、今後の展開に反映させていきた

いというふうに整理をしたところであります。 

 また、２番の拠点施設の魅力の向上というところなんですが、これは特に上恩方にあり

ます夕やけ小やけふれあいの里、これは、設置当初は夕やけ小やけ文化農園という名称で、

里山における自然の恵みの中で生きる喜びを享受できる心の休憩、憩いの場所として、平

成８年に開設した施設なんですが、平成１３年からは、その目的を変え、「自然に親しみ、

レクリエーション活動の場の提供と農林業など、地域振興を目的とした観光拠点施設とし

て、新たに目的を変えてオープンした」とありますし、現在に至っているところなんです

が、再オープン後、１０年を経過していることから、事業の再構築の必要性の見直しがあ

ると考え、また、建物の老朽化に伴う修繕なども含めながら、魅力の向上を発していかな

ければならないというふうに考えたところから、②観光拠点施設の魅力の向上ということ

で入れているところでございます。 

 具体的にどうするかというのは、今後、指定管理者等を含めて、地元の利用者の意見を

聞きながら構築していくことになりますが、一例で挙げますと、この時期に開催している

ほたるの夕べ、１２月のクリスマスイルミネーション、また、上恩方に広がるセイエノカ

ミ（どんど焼き）という伝統行事、このようなものを、四季折々に応じた催しなんかも現

在行っております。 

 また、併せて、わら細工や草木染めなどの教室を行い、里山ならではの催しを行ってい

るところですが、これにあわせて、今後は周辺地域に広がるブルーベリー農家さんなどと

の連携を図りながら、地域を巻き込んだ新たな仕掛けづくり、このようなものを検討して

いきたいということで考えております。 

 また、３番のところですが、市内外への魅力の普及に向けたＰＲ、こちらについては、

かねてから、その脆弱性というものが言われておりました。いかに八王子の魅力を他市、

市外、市内外へ波及させていくか、これを解消させることが必須条件ではないかというこ

とで考えております。これも含めて、昨年の１０月には、八王子の駅前にインフォメーシ

ョンセンターを設置し、来たお客様へのフェース・トゥ・フェースでの情報提供、並びに、

本年４月には南口の総合事務所内にゆっくりとご案内できるような施設もつくりました。

このようなコーナーを使いながら、情報の発信体制を強化すること、並びに、フィルムコ
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ミッション事業、現在行っておりますが、これの進捗もあわせて、このような媒体を使っ

たＰＲの強化も考えているところでございます。 

 もてなしの心を持ち、来訪者を歓待する仕組みとして、また、民間の力、民力を活用す

る計画をこれから取り組んでいきたいというふうに考えているところであります。 

 次に、ものづくりや農業などの体験型ツーリズム、産業振興と地域の活性化に寄与させ

る事業、これも重要な施策というふうに考え、これにより、来訪者の回遊性を生ませるた

め、基本施策の魅力を向上させる産業として、観光農業、商工業とが横断的に連携して、

産業観光の交流を促進させること、産業交流拠点と連携し、町並みを向上させる産業の創

出を推進させるために、体験学習、食の分野の充実を図る、この重要性を取り上げ、１８

番以降の施策の中に盛り組んだところです。 

 産業交流拠点との連携で欠かせない手法といたしましては、産業観光振興会議の中で、

市内外からの誘客、今までに必要な専門組織部隊といいますか、組織軍団というのを考え

ているところでもあります。こちらにつきましては、もう既に過去の、以前のこの会議の

中でご論議いただきました戦略シート１４に挙げてありますように、ＭＩＣＥ都市推進セ

ンターのような組織が必要というふうに考えて、それを前提に１８番等を考えているとこ

ろでもあります。 

 １８番のシートの中では、新たな観光資源の発掘・活用では、「水」と「森」、地域の

特色を活かした集客力あるイベントが開催されるまちを想定して、計画をしております。

先ほどご説明させていただきましたとおり、観光産業振興会議により、八王子の理想的な

観光産業の振興に向け、浅川に代表する水辺、広域高尾を中心とした森の豊かさ、歴史と

文化、伝統ある町並み、これらの資源を活用したイベントによる集客、また、サイクリン

グを使ったサイクル事業を生かすべき資源として位置づけ、計画を立て、回遊性の向上を

図るというふうに考えております。 

 また、戦略２１におきましては、商品のブランド化で、八王子そのものがブランドだと

いうことを位置づけたＰＲなど、知名度向上に向けた施策の展開、ブランドの創設という

キーワードのもとに考えているところでございます。特に、２１、戦略番号４では、青年

会議所が中心に、２年前から地場商品、地場産品の普及促進を目的に、手づくりで始めた

Ｔ－１、手土産グランプリなど、地域にある事業者が中心となった取り組みを支援するこ

とにも力を入れていこうというふうに考えているところであります。 

 今後、食、花と緑、交通体系、自然学習をテーマとして、明神町にこれから予定してい
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ます産業交流拠点、広域高尾との文化観光交流や大学機能との連携などを組み合わせた社

会実験を通じ、にぎわいの創出に向けた事業計画を図り、結びつけていきたいというふう

に考えているところであります。 

 観光についての説明は、以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございました。観光産業振興会議での議論もあったようであ

りまして、そちらのほうで。 

○福井副委員長  今、西田課長がご説明された内容と、戦略１７と戦略１８が、何か余

りマッチングしていないんじゃないかなという、表現としてできていないんじゃないかな

と、ちょっと気がしました。今、説明いただいた内容のとおりだと思うんですけれども、

ちょっとキャッチフレーズ的に言うと、今、八王子にはたくさんの観光資源があるんです

けれども、あるいは、いろんな観光イベントが展開されているんですが、関係者は知って

いるんだけど、そこにかかわっていない市民はほとんど知らないとか、それから、八王子

の外の人たちは全く知らないとか、そういう状況が続いていると思うんですね。これをや

はり非常に、今まではそれでよかったと思うんですけれども、交流人口をつくっていくと

いうことが、この観光産業は非常に重要な側面も持っているわけでありますから、今まで、

余り八王子は交流人口なんて言わなくても、定住人口がどんどんふえていたので、定住人

口対策に振り回されてきたというか、そちらでもう十分税収もふえていったと思いますし、

やってこれたと思うんですが、これからは交流人口を、日本のほかの地域や、先進国のい

わば人口減少地域、先進地域というのはそうなっていくんですけれども、そういうところ

が取り組んできたように、交流人口を戦略的に生み出すというのが、この観光産業の非常

に重要なポイントかなというふうに思います。 

 それから、もう一つは、八王子ってどこって、これは東京に住んでいる人は、大体八王

子はどの辺というのはすぐわかるんですが、国際社会の中で八王子ってどこ？といったと

きに、八王子ってここですよ、こうですよということを、やっぱりぽんと誰もが言える、

八王子の市民が言えるというようなポジションを考えるべきじゃないかなと。今までは

「多摩の芯」とか、要するに、多摩の中心だよとか、あるいは、東京の西のほうだよとか。

そういういろんな言い方をされてきたと思うんですけれども、やっぱり国際社会から見て、

八王子ってどういうところなのといったときにやっぱりイメージが湧いてくる、そういう

ような位置づけというのが必要なのではないかなということで、世界都市・東京を知らな

い人はいないわけです。その世界都市・東京を知らないわけで、そこの「森」と「水」の
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ゲートシティですよという、例えば羽田が空のゲートシティとか、東京駅が鉄道のゲート

シティだとすれば、八王子は「森」と「水」のネットワーク、そういうゲートシティです

よということで、説明をするとわかりやすいんじゃないかと。 

 それから、先ほど言った、いろいろなイベントがあるわけですけれども、観光資源もあ

るわけですけれども、それがうまく１年間で編集されて、それを市民が共有すると同時に、

多くの外の人たちも行ってみたくなるような、そういう編集の仕方が必要なんじゃないか

ということで、フェスティバルシティという、八王子をフェスティバルシティという形に

して、１月から１２月までの年間編集をきちっとやって、そして、それが誰もが、市役所

が出している資料からも、観光協会から出ている資料からも、京王電鉄から出ているとこ

ろも、大野委員のところも、ケーブルカー含めて、全ての、あるいはホテルや旅館や、そ

れから料理を提供しているところからも、みんなが１年間の八王子の非常に楽しいイベン

トとか、そういうものをみんなが共有できるような仕組みづくりをやるべきなのではない

かということで、フェスティバルシティというものを提案します。 

 それから、もう一つは、高尾にはたくさんの方が来ていらっしゃるんですね。これは高

尾がやっぱり健康になりそうとか、それから癒しになりそうとかという、非常に大きな歴

史的な自然的な文化資産も含めてですけども、自然資産と文化資産を持っているんですね。

それを多くの方々が理解しているんですが、そこに来た方が、八王子の中心市街地に集ま

ってきてくれていないと。そこをパスして帰ってしまうということに対して、特に中心市

街地の方々とか、まちのリーダーの方がけしからんとか、何で来ないんだといって怒って

いるんですよね。悪い言い方をすれば、来るわけないでしょうみたいなところがありまし

て、それはちょっと発想が逆で、八王子のまちの中に魅力的な交流施設や文化観光交流的

な魅力のスポットが生まれたり、集まる理由ができてきて、そして、初めてその人たちが、

高尾もあるし、あるいは高尾も行くという、そういう力関係をつくらないと、今の八王子

のまちの魅力だけで、高尾に来られた方々を、要するに、ここでも飲んでくださいとか、

食べてくださいとか、買ってくださいとかというのには、なかなか結びつきにくいという

ことで、東京都が推進する産業交流拠点あるいは医療刑務所の跡地とか、こういった八王

子にとっては千載一遇の都市再生のいわばプロジェクトをうまくＭＩＣＥ戦略といいます

か、人が会議で集まるとか、あるいは、コンベンションで集まるとか、あるいは、見本市

で集まるとか、そういう意図的に集まってくるという。オリンパスホールはそれなりには

成功していると思うんですね。その方々が、高尾とか、それから西高尾とか、滝山地区だ
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とか、そういう、今、発掘をしている、そういう資源に、エクスカージョンだったり、プ

レーであったり、アフターだったりという形で、楽しむことができるようなネットワーク

構築をつくっていくという、そういう発想が必要なんじゃないかということで、この八王

子観光産業振興会議というのは、大野委員も入っていらっしゃるんですけれども、そうい

う流れになっているということなので、柱立てとしては、やはりそういうような形の柱立

てで戦略を立てていただいたほうが、今、ご説明していただいた内容というのが、割と視

覚的にもわかりやすいんじゃないのかなと思うんですよね。 

 だから、やはり大きな視点で１０年後を考えると、いかに交流人口をつくることに熱心

に頑張ったかというところが、やっぱり丸がつくような、そういう時代が来ると思うんで

すね。そこのところを進めていく重要な視点だと思いますので、そういうふうに編成され

たほうがいいのではないかと。もちろん今までおやりになっていたフィルムコミッション

だとか、いろんな今までやってきたこととの関連もどうなんだということがあると思うん

で、今までの産業マスタープランの中で書かれてきたこととの整合性もあると思うんです

けれども、私が今言ったような流れの中なんじゃないかなと思うんですけど、大野委員、

どうでしょうか。 

○大野委員  いや、もう全部言っていただいて、ありがとうございます。そのとおりだ

と思うんですね。今の福井副委員長のフォローをするわけじゃございませんが、高尾へ訪

れる人は２８０万人、３００万人と言われていますよね。しかし、それが高尾へ来て、高

尾山へ登って、それで京王線で帰ると。これがもうごく普通ですよね。それも時間として

も、比較的、５９９メートルの山ですから、往復で３時間ぐらいあれば、富士山の頂上が

見えたらちょっと休むかもしれないから、かかったって４時間ぐらいですね。そうすると、

大体半日で踏破できるというような山だと思うんですよね。じゃあ、途中で薬王院があっ

たり、私どもが経営しているサル園なんかがありますけど、そういうものを仮に見学した

としても、１０分、２０分ぐらいのもので、そういう一日４時間ぐらいの観光に来て、こ

れを八王子市内のほうへ、中心市街地に誘導するというのは、八王子学会というのがある

んですけども、そこで観光について話をしてくれというので話をして、後でいろいろディ

スカッションをやったんですけど、そういう話がもう必ず出てきますよね。 

 それから、滝山にしては、駐車場はないから、あそこへ行けないじゃないかと。駐車場

を何とかしろよとかという話ですね。 

 それから、市内は、八王子、看板が余り出ていないよと。もっと看板出せよとかという、
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そういうような要望も非常に強いことは事実ですね。 

 今、福井副委員長が言われたように、例えば高尾山の駅から北野駅までのサイクルロー

ドをつくって、途中に陵南公園があって、フェスティバルやっている。どこか、西八のほ

うで食のフェスタをやっているとか、産業交流拠点では物産でもあるとか、あるいは、芸

妓さんの文化も取り入れるとか、あるいは、車人形も、場合によったら見ることができる

とかと、そういう拠点がないと、これは中心市街地に出てこないと思うんですね。ですか

ら、そういう意味で、今、福井副委員長が言われたように、とにかく先ほど、私、産業交

流拠点を何としても、これ、実現してもらいたいなと。そして、再三申し上げているよう

に、明神町地区は、それはコンベンションでしょうけども、市が持っている保健所の跡地

とか、住宅都市整備公社が取得をした、今、デニーズだとか、救急センターがありますけ

ど、あの辺一帯をやっぱり何か観光だとか、そういうものに使わせていただいて、そして、

あそこへ行けば、何か楽しみがあるよというような戦略をぜひとってもらいたいなという

ふうに思います。私は、もう福井副委員長が言われたとおりだと思います。 

○加藤委員長  ありがとうございました。 

 これから、今の観光につきましては、西田課長、そして、観光振興会議の委員さんから

のお話、また、その委員である大野さんからもお話がございました。かなり詳細に検討を

なさっておるようでございますけども、この会議でも、また別の視点から、こういったこ

とに対してのご意見をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○橋本委員  今、福井副委員長から言われたとおり、中心市街地は何しているんだとい

うふうに私には聞こえてならないんですけども、いろんなことをやっています。今、一番、

私らが期待をしているのは、明神・旭のあの拠点がどうなるんだと。これが中心市街地の

活性化につながるようなものになってくれるのかな、どうかなと。何もまだ聞かされてお

りません。そして、私らは、今、「まちづくり八王子」というのを立ち上げて、来年の２

月２日に１年になるわけですけれども、これという事業も取り上げていません。何をやる

にしても、資金がないと、やってみて、先へ進めないなというのが実感です。 

 そうこう言ってたって、時間は過ぎるばっかりですから、今、一番、私はやっていただ

きたいのは、明神・旭のあそこの拠点を早くに形をつけていただいて、そして、町中にお

客さんを、そうすれば、今、もう観光バスがとまるところもないわけですよ。実際問題と

して、高尾山に２８０万、３００万来たとしても、車で来られたお客さんは駐車する場所
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もない。ましてや、団体で来られたような方は置く場所もない、観光バスが。そんなふう

なのはないですよ。これだけの人口がある、５７万から８万からあるような場所において

ね。そういうところからも、ぜひあの明神・旭の拠点を一大、そういうふうな施設が入れ

るようなものに開発してもらいたいと思っているんですね。そうすれば、当然私のほうに

も流れてきてくださると思っています。そこにいろんなものができるでしょう、当然人が

集まるということになれば。そういうふうなことで、早く実現してもらいたいと思ってい

るんですね。 

○加藤委員長  それでは、松葉委員。 

○松葉委員  いろいろとお話を伺っていて、納得できる部分も多々あったんですが、ま

ず、素朴な疑問として、観光資源、観光資源と言っているんですけど、八王子市内の人間

が、一応ここはいいよねと言っているような部分は結構あるのかなと思って、東京とか県

外から人を呼ぼうとか、それこそ、日本じゅうから人を呼ぼうと思ったときに、果たして、

わざわざ見たいと思うようなものがどれだけあるのかということを客観的に評価している

のかなと。例えば高尾山、これはもう抜群にあって、これは１００点満点だと考えたとき

に、滝山が、ポテンシャルも含めてになるんでしょうけど、大体どんなものなのかとか、

そういったものを何か一案とか、それがないと、戦略も立てられないんじゃないかなとい

う気が、まず１点したんですけど。 

 あと、ブランド化、ブランド化と言っているんですけど、例えば「水」と「森」のゲー

トシティがあるんですけど、これで自然とか、そういうのでやっていくのでいいのかなと

いうことですけど、具体的に中心市街地の話も出たんですけど、中心市街地はどんなプラ

ンニングしていくんだとか、どんな戦略をつくっていくんだというのがどうなっているの

かなというのが気になりました。 

 あと、具体的に、これ、細かい話になってくると、イベントをやるときに、例えばどん

なイベントをやるんですかというのは、今もいろいろやられているんですが、これはもう

ちょっと整理しようとなったりとか、コンセプトをつくって、それで統一してやっていこ

うと、誰がそれを担うのかなというのがちょっとよくわからないなというのと、あと、す

ごく細かい話になっちゃうんですけど、メディアのところで、結構充実させていく、どう

のこうのと書いてあったんですが、それで僕がちょっと違和感を覚えたのが、きのう、住

民票を取りに南口の事務所へ行ったんですね。そのときに、何か入り口の脇に観光案内と

かって、ここまでわざわざ観光の案内、聞きに来る人がいるのかなと思ったんです。だか
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ら、もしこういうのを積極的にやっていくのであれば、あそこの場所にあることに満足す

るんじゃなくて、もっと人が集まる場所にどうやってつくれるかということを考えていく

のがいいんじゃないかなというのと。 

あと最後に、「水」と「森」なんですけど、八王子、現況は「森」のほうは結構強い

かなと。かなり来ているのかなと思うんですけど、「水」のほうは弱いんで、そっちのほ

うをもっと、浅川沿いをどうするのかという戦略を重点的につくっていくべきなのかなと

いうことを思いましたというのですが、ただ、既にもうこっちとかでやられているのかな

という気がするので、済みません、逆に知らないだけかもしれないですけれど、そこら辺、

ちょっとどのようにお考えとか、現状はどうなのかというのをお教えいただけないかなと

いう。 

○加藤委員長  中身についてのご質問ということでもあるし、ご意見も含まれているみ

たいですけれども、まずは、質問のほうの中身について。 

○西田観光課長  確かに、これを検討するに当たって、私たちの中でも相当論議しまし

た。よくある「観光資源」の活用という言葉が出てきますけれども、どれまでが観光資源

なのかというのでありますが、ただ、一つ、例えの例で言いますと、滝山観光サービス振

興会議をやっていて気がついたのが、本当に歴史が古いと。僕ら、私たちが知っている一

般的で、滝山城主が初代は大石さん、いわゆる北条氏照公が初代の城主なので、実は、そ

の前に７１５年だったか、そのときに、もう既に京都から寺院を勧請してきて、いわゆる

高尾のミニ高尾ということがあるんですね。ただ、それは地元の人たちが足で稼いで、自

分たちで調べた経緯なので、その資料がなかなか外に出ていなかったんです。ただ、頑張

っているんだけど、そこに着目はできていなかった。だから、そこは実際に私たちもその

人と一緒に山を歩いて、その学識の方も一緒に歩いて、実際に聞いたら、本当にいろいろ

あったと。その人だけに限らず、もう何人も聞いたんです。そしたら、高尾山は７４４年

に開山、開教している。７１４年、ほとんど同時期に西の拠点と北の拠点ができていたと。

じゃあ、なぜそのときにできていたんだろうというふうに考えたときに、今、滝山には相

当歴史が増えています。その人たちというのが一つの観光資源になってくるんじゃないか

なという、ちょっとうまく言えないですけれども、そういうふうに掘り起こしていくと、

かなりあるなと。そこをどうやってＰＲしていくかと、それが振興につながるだろうとい

うふうに考えて、今、会議をやっています。それが一連としてありました。 

 観光資源というのは、目に見えて、誰もがわかるようなもののほかに、実は、本当にマ
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イナーかもしれないけれども、実際にその活用の仕方によっては、本当においしいものに

変わってくるというようなところで、今、考えてございます。それを、今、どんどんブラ

ッシュアップしているところなので、そういうような観点で考えているというところで、

ご理解をください。なので、計画の中では方針を出すところまでは答え切れていません。

それはこの計画を立てていく中で、何年かに一度、あるいは、毎年、ローリングしていく

中で、明確にあらわしていこうというふうに考えております。 

 それから、中心市街地をどうブランディングするのかと。これは本当に正直言って難し

い話です。観光だけをやったからできるというものじゃなくて、それこそ、横の連携で立

てていかなきゃならない。その一翼を担うものだというふうに考えているところです。 

 それから、イベントをやるときの話がありました。これも、実は観光産業振興会議の中

で出ました。入り口はよく、行政がやると、入り口は考えるけど、出口を考えていないと。

いわゆる誰がやって、プレイヤーが誰になって、落としどころはどこになるのかというの

をきちっと考えていかなきゃいけないというのは、委員の中から出されています。私もそ

う思っていますし、実際にやるときもそう思っています。なので、この観光産業振興会議

の中で、今、論点として出てきているのは、計画するだけではなくて、定着をさせて、い

わゆるプレイヤー含めて、定着をさせていくということが重要であるという位置づけで、

今、考えています。なので、スポットについては、こうしますとかはまだ出ていませんけ

れども、それを前提に計画をしていくということで、ご理解をいただければと思っていま

す。 

 それから、南口の事務所については、相当これも議会の中でも論議されました。なぜ、

南口につくったかというと、北口だけで十分だろうという話もありましたが、北口は目的

のある人が通過する一点だけの案内所、今、どちらかというと、言い方は悪いんですけれ

ども、どちらかというと、ゆっくり話をする間もないぐらい、相当混雑してまいりました。

南口の４階につくったというのは、実は、八王子市役所の中の事務所の中で転入の届け出

をするのが断トツに多いんですね。そうすると、我がまち・八王子に来たときに、八王子

ってどんなところってＰＲすることによって、ここの場所だろうというのが１点あります。

だから、あそこにずっと未来永劫、置くというところではなくて、１点は、八王子市役所

に転入届を出すよりも南口に来る人が断トツ多いと。それから、オリンパスホールの関係

で、幕間に来られる方の、この点からまずやってみようということで置きました。 

 また、場所の問題もあります。置くところには、北口の案内所、相当な苦労をしました。
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たかだか 10 ㎡。なかなか難しいんですけれども、これについても、これから適切な場所

に置いていこうという考えですから、あれは終着点ではありません。 

 今、あるところを活用して、いろんな方法を使って広めていこうかという、アイテムの

一つだということで、ご理解ください。今ある場所をどうやって使っていくかというのは、

やっぱりこの中に明示をしておいて、そこを使いながら、走りながら考えるということで、

ご理解いただければと思っています。 

 それから、「森」と「水」というところについては、「水」が弱いという話はご指摘の

とおりだと思いますが、八王子市内に東京都が有する河川の中でも代表する浅川のほかに、

谷地川だとか、これは滝山へ流れる川で、昔は相当水質も汚いところだったわけです。ベ

スト 10 に挙がるくらい汚かったところが、水質改良をして相当きれいになりました。な

ので、滝山一帯を考えても、そういう谷地川を含めてという考え方です。 

 また、「水」の活用については、現在、環境、水循環とも実は話をしていて、水循環、

それこそ、先ほどお話がありました横の連携の中で、八王子の中でも湧水を使った活用の

計画を水循環という他部署でやっています。その中では、現在、部として考えている、水

を使った取り組みということは、よく相談を受けていますので、そこと連携しながら、活

用していきたいというふうに考えます。 

 まだ観光産業振興会議自体が去年の１１月からことしの３月までで、今、本当にふわっ

とした形で、これからブラッシュアップしていきますので、その内容については、これを

どんどん展開していく中で構築をしていこうと考えているので、今は本当に概略だけを申

して、何か雲をつかむようなところかもしれませんけど、そういうことでと思っておりま

す。そのように考えております。 

 もし、漏れているところがあったら言ってください。 

○松葉委員  済みません、すごく個人的な話になっちゃうんですけど、最近、知人から

野外フェスをやりたいといって、最初に、高尾山でやったらいいんじゃないかといって、

関係者に方に伺ったら、アンプを使うようなのはちょっとねと言われちゃったんです。そ

れ以外でどこがあるかなと思ったら、市役所のところも河原でイベントをやっているじゃ

ないですか、時々。あそことかいいですよねといって、今、ちょうど水つながりで思い出

したんですけど、そういうふうに何かイベント、水際でイベントを積極的にやっていけな

いかなと。もう既にやられていると思うんですけど、となったときに、あそこって国交省

の管轄なんですよね。だから、何かやって、クレーム入って、そうすると、国交省の人が
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来てとめられちゃうということがあるから、ちょっと怖いよねという話をしてたんですね。

そこのところ、個人的な話になってくるんですけど、なので、何かそこのところで、八王

子関係、かかわり合う人の話ですけれども。 

○西田観光課長  松葉委員からのお話かどうかはわかりませんけど、私も、高尾山での

野外フェスタのお話もちょっと聞いたことがあります。ただ、あのときには地元が反対す

るんですね。やっぱり音がうるさいからとなって、せっかく静寂の中で本当にそれが当た

るのというような話になりました。それでお答えしたんじゃないかなと思われます。 

 それから、滝山については、実は、滝山会議の中で野外フェスタは出たんです。それか

ら、あと、浅川においては、河川の使用の許可を取って、桜の会だったか、是(おこし)の

会か、今年はちょっとやっていなかったんですけれども、４月の桜の時期に二日間か、一

日かな、やっています。そのときに、野外フェスタほどじゃないけれど、舞台を使って、

音響設備も、ポータブルの音響設備を使っていたので、実際にそれって結構音量が大きく

て、やっぱり騒音のもとにはなったんです。だから、実際にどんなイベントをやるのも、

最初からノーではなくて、それを解決するために考えていかなきゃいけないというふうに

思っているので、私たちの中では、やっぱり地元の人たちとあわせて考えていかなきゃい

けないのかなと思いながらも、実際にやるときはちゃんと占用許可取っていますから、そ

れを逸脱したような行為でない限り、その河川管理者のほうが来て、ストップをかけるこ

とは今のところないだろうというふうに考えます。 

○松葉委員  何かイベントがあったんですよね。やり過ぎだったんですかね。 

○西田観光課長  多分それは計画外だったことなんです。そのときに音を出すというふ

うに出さなかったんでしょうね、きっと。そのとめられたというのは、私、経緯は知らな

いんですが、実際にいろんなところでやるときにはいろんな問題が起きます。どんなイベ

ントをやるにも絶対に、一例挙げますと、西放射線でやっても、新しく建ったマンション

から苦情が来ます。実際に西放射線自体がそういうことを目的に道路を改修して、福井副

委員長もおっしゃられたんですけども、八王子の都市で、放射線状に切っているところは

ここうまく活用しないばかがどこにいると、よく言われるんですけれども、確かに西放射

線というのは集結する、魅力のある、一つのイベントに成長すると思っているんですが、

近年、出てくるのは、近隣に建ったマンションの人たちって、そういう経緯を知らないか

ら、一発で苦情が来ます。だけど、丁寧にお答えをして、理解を求めたと。そういうこと

はやっぱり切っても切れない、何というか離せない問題というふうに考えています。 



 

 ―３０― 

 あと、先ほど福井先生がおっしゃられたように、イベントについては、統一性のあるも

ので考えていきたい。年間を通して、私、ちょっと説明がうまくなかったので、あれだっ

たんですけれども、一つは、八王子がフェスティバルシティということで上から見たとき

に、統一性のとれた、小さいところは別にして、この時期にはこういうものをして、この

時期にこういうふうにという、一つの企画に基づいた計画で持っていきたいというふうに

考えております。 

  

○加藤委員長  では、中島委員。 

○中島委員  私も、戦略プランをよく見させていただきまして、全面的に賛成して、ぜ

ひともこういう形で推進していただきたいなと思ったので、それで、きょう、私がお話し

したいのは、そういうこととはまた別に、市民の視点から八王子の魅力ということを考え

たときに、私自身が住んでいるんですけども、この住んでいるまちのもうすぐそばに、あ

るいはその中に八王子の魅力が、実は自然とか、それから歴史とか文化のそういう拠点、

施設がたくさんあって、ただ、非常にそれは余り知られていない部分があって、誰もが知

っているという情報じゃないんですけども、たまたま先日の環境フェスティバルというの

を歩いていたら、この八王子の西南部地区の環境市民会議の方がつくった、西南部だけの

地元の魅力というか、自然を中心とした魅力というマップ。これ、たった１枚でこうやっ

てあるんですよ。例えばホタルがどこで出ていますよとか、それから、南浅川の桜並木と

か、イチョウ並木だとか、非常に細かく足で調査した結果だと思うんですね。これは私自

身がここに住んでいるものですから、早速そういう場所へ行ってみて、ことしも浅川の陵

南公園のあそこの川でホタルがいっぱいいるんですよ。それだけ水がきれいになったとい

うことで、以前はホタルが見える場所というのは少なかったんですけども、最近はもうあ

ちこちでホタルが見えるようになったとか、あるいは、カワセミがいつも出てくるとか、

こういう市民が足で歩いて調べて、それでやったマップというのは非常に貴重だと思うん

ですね。ですから、恐らくこの西南部地区以外にもこういう情報があるんで、市としても、

ぜひともこれをホームページにうまくリンクできるようにしていただいて、もちろん市民

だけじゃなくて、市外の人もこういうのを見れば、行ってみたいという、観光と言えるか

どうかはわからないですけども、自然探索コースとか、文化探索コースとか、いろいろル

ートをつくっていただいています。 

 それから、この裏には、実を言うと、高尾山もこの西南部地区に入るんですけど、高尾
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山のやはり非常に自然の魅力をおもしろく、ほんの１枚に書いているんですよ。非常によ

くできたマップだと思うんですけども、これもぜひともアップロードして、誰もが見れる

ような形でしていただいたら、八王子の本当に身近な、要するに、住みたくなる魅力とい

うんですか、それが大事だと思うんで、そういう面で八王子の人口も、将来、減ってくる

というんですけども、こういう情報もあれば、また住みたいという人も恐らく出てくるん

じゃないかなと。 

○福井副委員長  それはどこで手に入るんですか。 

○中島委員  これは、環境フェスティバルの、その西南部地区の環境会議というところ

があのテントの中で配っていたんですけど、多分環境関係のところには、多分これは市の

予算も多少出ているんじゃないかと思うんですね、印刷物に。印刷にお金もかかっている

でしょうから、だから、少なくとも市にはあるはずです。 

○加藤委員長  いかがでしょうか。 

○佐藤環境政策課長  環境政策課、佐藤といいます。今おっしゃられた西南部市民会議

のほうからのそのマップにつきましては、環境政策課の窓口のところに、あと、各市民会

議のほうでホームページをつくっていまして、そこで見えるような。 

○中島委員  ああ、そうですか。 

○加藤委員長  いろんな工夫があれば。 

○福井副委員長  まさに、退職組の一番やりたい仕事の一つですよ。 

○加藤委員長  いろんなのがあちこちで出ていますよね。そんな中でも、地図と鳥瞰図

でいろんな歩く道みたいな。本当に何もないところですけども、ちょっと歩いてみようか

なとかいうのがありますよね。 

○福井副委員長  東京で仕組まれた、いろんな団体が仕組んだウオーキング、今おっし

ゃるようなものというのは、もう八王子市役所は全然知らない、観光協会が知らないウオ

ーキングがいっぱい、いっぱいうごめいていますよね、八王子の中を。そういう意味では、

すごい魅力があるんだけども、ちょっとやっぱり意識化が余りされていなかったと。 

○加藤委員長  ほかにいかがでございましょうか。どうぞ。 

○甲谷委員  もういろいろ、今、ご意見出て、もうそれ以上、つけ加えることはないん

ですが、こういうパンフレット、すばらしいですね。大分お金もかけられたみたいな気が

するんですけれども、要するに、やっぱり何か発信してみると、こういうふうにまとめる

ということは物すごく大事だと思うんですね。これは非常に楽しく読ませていただいて、



 

 ―３２― 

こういう方向っていいなと。個人的にはこういうのは非常にいいなと思うんですが、いわ

ゆるお役所的な、そう言ってはなんだけども、こっちは戦略１８、何とかと書いてあるよ

りは、これのほうがはるかにわかりやすい。だから、わかりやすく発信するということが

非常に大事で、そういうことというのはすばらしいと思いますね。 

 ただ、一つ、この報告書を見て、非常に痛烈に感じたことが一つある。片仮名、横文字

が多過ぎる。これ、どなたがごらんになるのかなと。だから、例えば海外に対して発信す

るんだったら、こういう言葉をたくさん使われると非常にいいと思いますね。それと、や

はりこれから国際的にいろんなところのつながりで見ますから、こういうことについて理

解を持つというのは非常に大事なんだけれども、例えば高齢者の方であるとか、こういう

ことに関心を持たない方がぱっと見たときに、この片仮名がたくさんあるのを見て、閉じ

ちゃうんじゃないかなと。 

 私も、実は、長年、合弁会社にいたものですから、非常に苦労しましたね、これは。日

本のお客さんに話をすると、できるだけ英語を使わない、横文字の３文字に訳したやつを

使うなと。それも、私、本人も、ついつい癖が出ちゃって、今でも人から言われるんです

よ。だから、私自身も気をつけなきゃいけないと思っているんだけども、本当に市民の皆

さんによく理解をしていただこうと思うんだったら、こういうところはちょっとお気をつ

けになったほうがよろしいんじゃないかなという気がしますね。だから、まず日本語を先

に書いて、後に括弧して片仮名を書いておくとか、そうすると、言葉の理解も皆さんがで

きるようになってくるから、字引がわりにもなるという気がします。 

○西田観光課長  ありがとうございました。 

○加藤委員長  この関係につきましては、観光産業振興会議のほうでかなり詰めておる

んですけども、時間のほうも限られております。 

 続いて、農業分野のほうに入りたいと思いますけれども、戦略１９～２１、事務局から

のご説明をお願いしたいと思います。 

○高橋農林課長  農林課長の高橋と申します。よろしくお願いいたします。 

 ちょっと時間のところの関係もありますので、抜粋しているような形になるかと思いま

すけど、よろしくお願いいたします。 

 １０年後の姿ということで、「農業の担い手が確保され、安定した農業経営ができる」

ということと、「遊休農地の有効利用、農地の流動化」というようなことを掲げておりま

して、１９－１の戦略になりますけれども、９個ありますけれども、中でも主となるよう
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なものをお話をしたいと思います。 

 まず、担い手不足の関係でございますけれども、担い手不足、遊休農地対策といたしま

して、高齢で農業従事が困難な農家を中心に、農業ボランティアの派遣を行っていきたい

というふうに考えております。また、そのことにより、その市民のボランティアに対して、

農業のあるライフスタイルの体験ができるんじゃないのかとして、提供ができるというふ

うに考えております。また、平成２３年に開講いたしました「はちおうじ農業塾」、これ

の卒業生による担い手の確保を行っていきたいというふうに考えております。 

 次に、遊休農地対策として、認定農業者や新規就労者を対象とした農地の利用権設定事

業、こういうものを推進することにより、新たに高齢で耕作ができなくなった農地を、そ

の農地を活用したい農家などに農地レンタル事業を構築し、農地の流動化を図っていきた

いというふうに考えております。 

 次に、６次産業化ですけれども、新鮮で安心・安全な農産物を利用した、例えばブルー

ベリージャム等に代表されますが、新しい商品の開発に取り組んでいきたいと考えており

ます。今後は６次産業化サポートセンターなどと連携して、６次産業を推進してまいりた

いと思っております。 

 また、市内各地で、道の駅八王子滝山を拠点とした出張販売などにより、地場農産物の

販路拡大も推進してまいります。 

 最後に、農業のインフラ整備としまして、農道の整備、また、灌水施設の整備なども計

画的に行っていく予定でございます。 

 次に、１９－２、都市農地の農業環境整備、これは獣害関係でございますけれども、野

生獣による農作物被害等の新たな取り組みとして、市民と協働して、野生獣のすみかとな

る山際の耕作放棄地を利用した新たな事業を立ち上げ、農作物被害の対策に取り組んでま

いります。 

 次に、ボランティアによる追い払い駆除隊員によるパトロールの強化による、野生獣に

よる被害の軽減を進めてまいります。 

 次に、東京都、警察との連携をし、農作物被害低減のため、防除指導の充実を図ってま

いります。 

 次に、２０、林業の再生でございます。八王子市の林業は、市域の４２％を占めており

ます。森林の機能は木材を供給するのみでなく、水源の涵養や災害から暮らしを守る、地

球温暖化対策にも役立っていると。しかし、木材価格の低迷など林業が衰退し、林業の循
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環が長年に放置された森林などが荒廃をしているという現状がございます。その中の戦略

といたしましては、木材利用促進や間伐材を利用した木材製品や、林業に関するパネルの

展示などにより、木材利用の推進を図っていきます。それと、管理ができない森林は、森

林経営計画への加入を進めるとともに、森林の保全に努めてまいります。 

 次に、国や都に保安林の施業要件の見直しを働きかけることや、国や都と連携をし、間

伐、枝打ち、下刈り等を計画的に行うことで、森林整備を図っていきたいというふうに考

えております。 

 最後に、戦略２１、地域ブランドの創出でございますが、地域ブランドの創出は、６次

産業化、農商工連携により、八王子ブランドにふさわしい付加価値をつけた農産物の新た

な商品の開発と、道の駅を拠点とした販路拡大にも努め、積極的に展開してまいります。

ブランド品の代表的なものとしては、高尾山天狗サイダー、高月清流米せんべい、プリン

セスカレーなどもあります。中でも畜産としては、磯沼牧場の乳製品、道の駅にある金子

牧場のアイスというようなところが、有名なものがございます。 

 説明は短いですけど、以上でございます。 

○加藤委員長  ありがとうございます。それでは、ただいまのご説明に対しましてご意

見をいただきたいと思います。いかがでございましょうか。 

○柴田委員  農業振興事務所の柴田でございますけども、まず、１９－１で、戦略の①

から⑨まで挙げていただいておりますけども、非常にわかりにくい、整理されていない状

態だと思うんですね。これ、八王子市さんの第２次八王子市農業振興計画では、これらの

次が第３次になるんだと思うんですけども、整理して、こういう戦略を挙げていますので、

もう少し整理をして、それは、まずはこれを多分、皆さん、委員の人が見て、何を言って

いるのかわからない部分が多くあると思うんですね。例えば戦略の内容にしても、八王子

の１０年後の姿のところに、「担い手が確保されて、安定した農業経営ができている」と

いうのは、産業としての農業をきちっと確立するためにどういう戦略をするか。その下の

「遊休農地の有効活用により、農地の流動化が進んでいる」、これは市街化調整区域の農

業振興地域を中心とした地域だと思うんですね。八王子市の場合は、市街化区域の農業と

市街化調整区域の農業、二つを抱えておりまして、これは戦略がちょっと違ってくるんだ

というふうに思うんですね。この辺をもうちょっとわかりやすく書く必要があるというふ

うに思います。 

 それで、まず、担い手の確保については、これは農業振興地域もそうですし、市街化区
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域内も当てはまることなんで、これには農業ボランティアの事業を拡大して、農業ボラン

ティアを派遣していって、高齢化対策とか、あと市街化調整区域内であれば、農地の流動

化を図っていくということというのは必要になると思いますけども、例えば①のボランテ

ィアを派遣していくということとか、あと③の農作業の受委託制度の構築、これは市街化

区域内では流動化が図れないので、本当に高齢者で農業がきつい方については、みずから

耕作しなきゃいけないので、この作業の受委託制度の構築というのは欠かせないわけなん

ですが、この辺の整理というか、これが必要だと思いますし、受委託制度の構築について、

もう少し具体的な何か方策をきちっと整理する必要があるというふうに思います。 

 ②の関係主体との連携強化というのは、この戦略の中に入れることではなくて、この戦

略を実施する上での手段だと思うんですね。だから、ＪＡ八王子と連携して農業従事が困

難な農家の抽出、情報共有化であれば、農業従事が困難な農家の抽出というのが戦略にな

って、連携してやるのが当たり前なのであって、この辺、ちょっとこの②をこの中に入れ

てくるというのはおかしいんじゃないかと。 

 あと、その下の市内のＮＰＯとか企業、大学等の共同で、地域資源の発掘、活用を推進

するというのだったら、これ、地域資源の発掘、活用するというのが戦略で、そのための

手段として、この連携があるというふうに私は思うんですね。その辺が非常にわかりにく

い。 

 あと、④については、これ、新規就農者と認定農業者を対象にと並列にしていますけど

も、まずとるべき対策としては、これは農業振興地域、また、その調整区域の中ですから、

認定農業者のような主体になるものに対して、農地の流動化を図るということがまず先に

来るんだと思うんです。その後、新規就農者、これは東京都でも新規就農者の就農支援を

やっておりますが、せいぜい都全体で、今、１０人ぐらいですね。他産業から農業をやり

たいといって入ってくる人にもすごいハードルがありまして、まず当面の生活資金、また、

農地を借りられるか、借りられないかということもありますし、非常に困難なんで、ここ

に大きくうたったとしても、なかなかその対策は難しいんであって、認定農業者のような

中核的な担い手に農地の流動化推進というのがまず来て、そのほかに、新規就農者があれ

ば、積極的に受け入れる体制を構築していきますよというふうな表現じゃないと、おかし

いんじゃないかというふうに思います。 

 あと、⑤の６次産業化について、これはやっぱり国と都との連携とか、６次産業化サポ

ートセンターとの連携、これ、国のあれですよね、６次産業化の。ですから、この連携は
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いいんだけども、どうやって６次産業化を推進するのかということを戦略として書いてい

かないと、連携をとるだけでは何の戦略にもならないし、あと、先ほど、戦略２１の地域

ブランドで、特出しで言っているんですけども、この６次産業化と地域ブランドというの

は密接な関係があるので、この辺でも整理したほうがいいんじゃないかなと思います。 

 あと、獣害対策を１９－２で特出しで持ってきているんですけども、これって何か意味

があって、獣害対策だけ特出ししたんでしょうか。これ、あったんですけども、この獣害

対策も戦略のこの並びの中に入れて、産業としての農業をきちっと確立する上では、農振

地域では流動化が必要であり、山間地域では獣害対策が必要というふうな、そういう整理

のほうがいいんじゃないかなというふうに思います。獣害対策だけ特出しでしたという理

由がちょっとよくわからないという感じです。 

 あと、ふれあい農業の充実ということ、これ、タイトルだけ上げているので、ちょっと

どういう形にするのかはわかりませんけども、東京都で非常に推奨しているのが、体験農

園ですね。市民農園じゃなくて、体験型の農園、農家がみずから経営する体験型の農園を

進めておりまして、現在、８２ほど、東京都の中にあるんですが、八王子市には余りない

と思うんですよ。だから、その辺の推進を図るのか、あと親子体験もありますけども、こ

れは市が実施主体でやるのか、あと、いろんな団体がやるのかですね。今、いろんな企業

でもこういう農業の親子体験をするような、企業のＰＲとしてやったり、社会貢献として

やったり、企業との連携とか、ＮＰＯとの連携とか、いろいろあると思うんですね。この

辺は、やはり市民とのふれあい農園の充実をするのであれば、その辺、具体的な何かがあ

るのか、その辺もちょっと聞きたかったんですけど、この辺を飛ばしてしまったので、わ

からないんですね。 

 農地のインフラ整備については、市と東京都で連携して計画的にやるというのは、一応

私たちのほうでも伝えておりますけども、全体的に見て、ちょっと整理が不十分、また、

何を、どういう戦略をするのかがちょっとわかりにくい。この辺、ちょっときちっとすべ

きと。 

 あと、先ほど説明にあった「農地のレンタル事業」というふうに、次のページにも書い

てありますけれども、これは非常に難しいことであって、レンタル事業というのを始めた

んだけども、これはあれですよね、基盤整備法に基づく流動化と、あと、２１年の農地法

の改正によって、一般法人も農地を借りて農業ができるというふうに変わってきた。それ

によって、かなり、今、全国的には企業が農業に従事しているというのはあるんですけど
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も、その辺も視野に入れているのか。「農地のレンタル事業」という言葉はちょっと使え

ないと思うんですね。できないこともあるし、戦略の中では。だから、こちらにある「農

地の流動化推進」というような言葉を使っていかなければなというふうに、ちょっと専門

的なことで、皆さん、わかりにくいと思うんですが、ちょっと時間もないので、一応私が

感じたのはそういうことです。 

○加藤委員長  ありがとうございます。私の不手際でございますけども、時間のほうの

予定は過ぎておるんですけど、もう少し議論を進めさせていただきたいと思っております。

よろしくお願いしたいと思います。 

 ただいまのご意見につきまして、課長、いかがでございましょうか。 

○高橋農林課長  今、いろいろ多岐にわたっていただいたので、修正することはして、

先ほどレンタルという、平たく言えば、町田市でやっている農地バンクと同じようなのは、

今、考えておりまして、それも法上の問題なんかも含んでいるので、ちょっと名前、ネー

ミングはちょっと農地バンクとはできないので、ちょっと名前を変えただけなので、そこ

ら辺もしたいというふうに思っております。 

 全体の説明等がちょっと不十分だということなので、そこら辺を少し直させていただき

たいと思います。 

○福井副委員長  八王子の立地特性を生かしたというふうに、これは甲谷委員に聞きた

いんですが、農工連携、農業と工業が連携するという、非常に重要な事象も実は非常に持

っているんじゃないかなと。もちろん、これ、農地法の問題とか、いろいろな農業政策、

今までの歴史的な流れの上に乗っからなきゃいけないんですけれども、最近、農林水産省

さんなんかも、量の増産ではなくて、質の増産だと。質の増産というのは何かというと、

健康だとか、安全だとか、安心だとか、それから、どちらかというと、ほかの医療にかか

らない。要するに、健康でおいしくて、そういう食料、トレーサビリティがはっきりして

いるものをつくろうというニーズが高まっていて、特に都市近郊の農業のいわばかかわり

みたいなものですね。非常に大きな工業的な技術とか情報技術とうまくミキシングさせて

いくやり方ということで、最近の言葉で言えば、ＮＨＫもスマートアグリを、この前、９

０分で特集をしておりましたけれども、そういう非常に環境制御技術をしっかりつくって、

これは、今、オランダが一番進んでいるんですけれども、オランダの人に、私、昨年、聞

きましたら、一番のライバルはどこだといったら、日本だと。絶対日本が追いかけてくる

ということを言っていましたね。そういう意味で、今、千葉大学の環境健康フィールド研
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究所なんかも、スマートアグリの社会実験なんかをやっておりまして、いろんなメーカー

が、日立さんだとか、いろんな、ＪＡももちろん入っているんですけれども、いろんな企

業スキームがスマートアグリはもう実験農場を今やっているんですね。五つぐらい、今、

グループができて、今、競っているんですけれども、その最先端のものみたいなもので。

そういうものに対して、八王子が持っている機械産業だとか、情報産業とか、そういうも

ののマッチングが私はあり得るんじゃないかと。実際も、大手の流通業界であるとか、ト

ヨタさん、ＮＥＣ、こういうところなんかは、既存の日本の家電の技術をうまく使うとか、

太陽光パネルをグリーンハウスの上に入れて、ベンチレーションも全部、自立型でやって

いるという形で、電力についてもやっている。そういうことをもうやっていて、価格的に

も、非常に従来だったらむちゃくちゃ高くかかったものを、物すごく、今、国際的な価格

競争としても言ってきているという構造があるんですね。ＪＡも、最初はかたくなだった

ようですけれども、今、やっぱりそういう形での連携を進めようという動きも出てきたり

なんかしているようで、ぜひ、工業学会というか、それと農業の、要するに農工連携です

よね。それから、大学もあるわけですから、何かそういう意味で、何かそういうものが一

つ、八王子らしい戦略テーマとしてあっていいんじゃないかなと。 

○甲谷委員  その点は、私なんかも非常に関心があったものですから、実際にそういう

ことに関心がある企業というのを探しまくって、いろいろ実際に訪ねていってみたんです

けど、まだまだですね。我々が、今、コンタクトしている中小企業さんの間では、なかな

か実現がまだちょっと遠いかなという感じがしますね。やはり大学があるんで、例えば農

商工連携を実際にやられて、事業としてやっていらっしゃる方も既にあるんですね。これ

は桑の葉っぱをお茶にして、これは「創輝」が創価大学と連携してやられている。こうい

うのも我々も支援はしているんですけれども、もっともっと本当は広範にやるべきじゃな

いかと。特に、今、ＴＰＰの問題やいろんなことがありますんで、一つの国の政策として

も、そこのところをもっと強化していかなきゃまずいだろうと思いますね。その素地はあ

る。その辺は、むしろ例えば岡崎委員のほうで、非常にレベルの高い技術をお持ちのとこ

ろといろいろやっていらっしゃいますので、そちらのほうの状況のほうがいいんじゃない

かと。 

○岡崎委員  この都市型農業というのは、やっぱり消費地に近いということもあって、

やっぱり産業としての農業でしょうから、成立しやすくて、産業としての農業を考える場

合に、いわゆる農業だと、いろんな天候とか、自然に影響されるというのがあるんですけ



 

 ―３９― 

ども、例えば農地の高度利用で、施設化、園芸化して、安定的な農業を展開するという方

法もあるし、あるいは、この辺は工業形態もファブレスになっていて、今までの工場とい

うのが要らなくなると、空くのですね。そこを植物工場にして、植物工場のいろんな智恵

については、例えば東京農工大とか、先生が持っているテーマは、部屋が四季折々になっ

ていて、植物がその部屋を循環するんですね、春夏秋冬。そうすると、植物の生育が早ま

るわけですね。そういうものを実は工業関係の人が取り組むと、なかなか販路とか、農業

関係の助成金を得たり、そのお金の面とか、何か難しい面があるので、今、思っているの

は、やっぱり先ほど出ていました認定農業者で規模拡大を図る人と、そういった工業関係

の人と、異分野で連携をさせていくと、新しい産業の芽が出て、そこで出たものは消費地

に近いわけですから、付加価値もつけて売っていくことができるわけで、したがって、６

次産業というと、農家がつくって、加工して、売ってという６次産業じゃなくて、地域で

の６次産業化ができたら、もっと付加価値がある展開ができて、工業関係も、今は非常に

業種によっては厳しい、特に電機電子が厳しいわけで、そういう人が新しい事業の芽が見

出せて、かつ、農家の人は付加価値がつけられると。そういう意味では、消費地に近いと

いう都市農業ならではの、何というか、付加価値型農業というか、そういう展開ができて、

ぜひそういう展開をコーディネーションする。もう工業関係だと、もうコストは乾いた雑

巾を絞るぐらいのコストダウンというのはしていて、農業関係だと、深く突っ込んでやっ

たわけじゃないですけども、もうちょっとそういうことが展開できる素地があるのかなと

思うので、ぜひ、戦略の中では、産業としての農業推進みたいなことを農工連携と絡めて

入れていただくといいかなと思います。 

○加藤委員長  農商工連携といいますか、６次産業化というものを抱えておりますけど

も、それらを含めて、もう少し夢のある、この地域としてのというご意見だったと思いま

すけども、そのほか、田中委員、いかがですか。 

○田中委員  ちょっとこういった問題からは離れてしまうんですけど、一つの情報とい

たしまして、現在、私ども農協の生産組合で、新しくパッションフルーツの部会を本年２

月につくりまして、今、若い青年８名でつくりまして、今後、いろんな面で販路を拡大し

ていきたいと思いますので、また、その節は、いろいろ次期ブランド化の中で、各方面に

お世話になるかと思いますので、よろしくお願いします。 

○加藤委員長  いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 時間がなくて申しわけないですけども、ただいまいただきましたご意見、また、時間が
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なくて、言えていない方もいますけども、その場合には、また事務局のほうにご連絡いた

だければなというふうに思っております。 

 きょうのご意見を踏まえまして、次回までに、またご意見を膨らませていただければと

いうふうに思います。 

 では、最後に、事務連絡をお願いいたします。 

○事務局（冨澤）  次回につきましては、これまで議論いただきました戦略１～２１、

全ての戦略につきまして、皆さんの意見を反映したものをご提出させていただきますのと

ともに、きょう、配りました地域別の展開につきましても提示させていただいて、最終確

認という形でご議論していただく予定です。 

 次回の日程ですが、７月３０日の火曜日の午前１０時から正午を予定しているところな

んですが、ご都合は大丈夫でしょうか。ご確認いただいて、ご都合が悪い場合、ご連絡を

いただくような形で、この日程で進めさせていただければと思います。 

 事務局からは以上です。 

○加藤委員長  よろしいでしょうか。 

 次回は取りまとめということで、実質、議論いただきます最終回ということになろうか

と思います。そのときにまたいろんなご意見いただければというふうに思っていますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第６回の検討委員会を終了します。どうもお疲れさまで

した。 


