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会議録
会議名 第 回 産業振興会議

日時 平成 年 月 日（金） 午前 時 分～ 時 分

場所 開発交流プラザ会議室

委 員 内山真宏、落合 隆、小野桂一、加藤一詞、姜 雪潔、小玉陽子

志村 勝、高柳 茂、田中伸晃、中庭光彦、福井昌平、吉田善一

大西健二（産業振興部長）

事 務 局 橋本 徹（産業政策課長）、山岸 研（企業支援課長）、平本博美（観光課

長）、鈴木秀吾（農林課長）、三吉徳浩・志村慶太（産業政策課主査）、

久田伸之（企業支援課主査）、鈴木恵子（観光課主査）、西山光俊（農林

課主査）

欠 席 者 氏 名 古瀬智之委員

次 第 １．開会

２．産業振興部長あいさつ

３．新委員紹介

４．傍聴人について

５．報告 前回の振り返り

６．議事

①今後の進め方

②新しい観光と の推進

③その他

７．閉会

公開・非公開の別 公開

非 公 開 理 由 なし

傍 聴 人 の 数 なし

配 付 資 料 名 ・次第・委員名簿

資料 第１回産業振興会議録

資料 データ集

資料 今後の進め方

資料 施策ごとの課題など

資料 八王子 都市推進センター活動計画基本構想（案）

資料 八王子 都市推進センター活動計画実施計画

資料 ①八王子の新たな観光振興と 推進について

②日本版 形成・確立の必要性

出
席
者
氏
名
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会 議 の 内 容 １ 開会

大西産業振興部長あいさつ

２ 新委員紹介

事務局より、新委員を紹介。

傍聴人について

事務局より、傍聴の有無を報告。

配布資料の確認

事務局から配布資料の確認

報告

前回の会議録についての説明。了承となったので、市ホームページ

へ掲載する。

【橋本】 それではこの後の議事については座長におまかせする。

【中庭座長】議事の 今後の進め方について、事務局から説明願う。

【橋本】 資料３．４をご覧ください。資料３の前半部分については

番から７番は前回の説明どおりだが、今回新たに８番、林業の

再生を付け加えさせていただいた。この１番から８番について

今後ご意見をいただきたい。

資料４をご覧いただきたい。委員の皆さまにお願いしてい

るのは、産業振興マスタープランの見直しで、このプランは施

策 から７までの施策ごとに方針を定めている。施策ごとに社

会情勢の変化など加筆し、さらに検討課題を記入した。プラン

は施錯ごとに分かれているが、議論については施策ごとではな

く課題ごとにしていただきたい。これは課題によっては施策を

またがるようなものもあり、関連性の深いものもあるためであ

る。施策ごとでは何度も同じ議論になる可能性もあり、市が抱

えている産業振興の課題には施策を横断する議論が必要と考

える。今後は施策にとらわれず、大きなテーマの中で議論を深

め、ご意見をいただきたい。

今後の会議の進め方だが、今回のテーマとしては『新しい

観光と の推進』についてご意見をいただきたい。次回以

降となっているが、１回で１テーマが終了するとは考えていな

いので、次のテーマとお考えいただきたいが、『農商工連携と

６次産業化』、その次が『就労環境と林業再生』と進めていき

たいと考えているがよろしいか。

ご意見がなければそのように進める。

今回の議題は『新しい観光と 』なので、議論の中心は

資料 の中の 番産業交流拠点の開設を見据えた施策、 番新

たな観光の推進と の推進、 番地域ブランドの創出と発

信となろうかと思う。その中身について説明する。資料５をご

覧いただきたい。 ページだが、本市が観光と について
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どのような取り組みをしているかの説明で、これに取り組むこ

ととなった発端は、東京都が整備する産業交流拠点の計画が明

らかになったことである。今まで本市になかったコンベンショ

ン施設ができるということで、これを有効に活用していくには

どうすればいいか。そうしたことで に取り組むこととな

った。そうしたことから、皆さんに産業交流拠点の活用方法に

ついてご意見を伺いたい。続いて資料 ①の ページをみてい

ただきたい。 についての説明となっている。 誘致

により、地域経済の発展に繋げていくという考え方である。

なぜ が注目されるのかというと、高い経済波及効果、

イノベーションの創造、都市のイメージアップなどのメリット

があると考えられているからだと思っている。 ページだが、

を推進するにあたりどのように進めていくかを記載して

ある。魅力的な プログラムの開発、誘致活動、開催者へ

の支援、情報の発信などを記載した。

そうした中、まずは推進のための組織づくりということで、

当初は 単独組織を考えていたが、観光とセットで考えて

いくべきであろうということから、この４月より観光コンベン

ション協会を立ち上げることとなった。その組織であるが、総

務部門、観光部門、コンベンション部門を設け、それぞれに委

員会と理事を配置し、調査・分析、一般観光、 事業を進

めていくものである。

資料 の ページをご覧いただきたい。組織を立ち上げた

後のスケジュールを示したものである。第 期の活動として市

制 周年、第 期としてオリンピック・パラリンピック、第

期として産業交流拠点の開設と活動期間を分けて進めてい

くものである。

以上が本市の についての概要となる。

資料 ①に戻って、新しい観光事業についてだが、 ペー

ジに観光部門の組織の考え方について記載した。八王子版

を確立していくことや、稼げる観光事業を行っていくこ

とと考えている。 ページに戻っていただきたい。新たな組

織のポイントだが、一般観光と を推進するにあたり、企

画・立案機能の強化、理事会・委員会組織の再編成、事務局体

制の強化と考えている。

続いて ページだが、着地型・体験型観光の推進や都市間

交流のあり方、他にもブランド化ともリンクするが地域資源の

活用と商品開発といった考え方を示してある。そのために例と

して、 ページの新しい観光の形態を示した。本市の観光資

源を掲載したが、これをどのように活用していくかについてが

MICE

7 7

MICE MICE

      MICE

11

MICE

MICE

      

MICE

MICE

      6 19

1

100 2

3

      MICE

      7 16

DMO

15

MICE

      17

18



4

課題になってくると考えている。説明は以上となる。

【中庭議長】少し戻って、資料 の今後の進め方だが、先ほどは皆さん

から意義はなしということだったが、再度確認する。この進め

方でよろしいか。それともう一つ、意見をいただきたい項目と

して 番林業の再生が追加されたわけだが、これも含めてこ

の内容でこのあと議論していくということでよろしいか。

意義がないようなのでこれで進める。

資料 について事務局から説明を受けたが、これにつ

て中身に関してご意見や質問をいただきたい。

【志村委員】少し補足したい、私は観光協会だが、資料 の ページに

ついて。そもそもなぜ に取り組むことになったがだが、

番大きな理由は交流人口を増やしたいということ。八王子も

含め人口減少社会が始まっており、地域の活性化や地域経済を

鑑みると、ひとつは交流人口であり、国内外からお客さんを招

きいれる必要があるだろうと、これは観光協会の使命であろう

と。もうひとつは定住人口を減らさないこと。これは行政の仕

事なので役割分担していこうと。そこは押さえておきたい。

もうひとつ、全体として観光と産業の区別をこれからはして

はいけない。そういった意味で、この基本構想の ページ、

戦略のコンセプトでグローカル 都市というのがあ

る。八王子市には留学生が多かったり、海外の友好都市があっ

たり、当面そこを活用してグローバルな視点を持ち、対策は

色々な地域資源や様々な産業を取り入れて、それを施策という

か柱にして進めていく、事例として ページ以降に示されて

いる。こういったことを行うことで、地域住民の参加を促し、

ライフスタイルまで視野に入れた政策をとっていきたい。

ページでは、魅力的なエクスカーションということで、

八王子市に固有の自然や伝統文化などをしっかり押さえて、今

後の観光あるいは に活用していく考えである。これまで

のような高尾山一極の観光ではなく、色々な産業を取り入れた

なかで有効活用していくのが観光コンベンション協会の使命

であろうと考える。

資料 だが、活動基本計画と活動実施計画を進めるなかで、

その推進会議のメンバーは当初から色々な産業から集まって

議論して作った計画である。

事務局にお願いだが、そもそも と観光だとか見直しの

きっかけになった観光産業振興会議があって、その提言書があ

るので資料として出してもらえると、八王子が最初から観光を

このように変えていこうとしていた出発点がわかる。

【橋本】 そのようにします。
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もう一つ説明がある。今回皆さんにご意見をいただく主旨は

施策ごとに分けられない部分があり、テーマごとに課題やご意

見をいただきたい。それを次回までに現在の産業振興マスター

プランにどのように反映させるかを事務局で精査し、お示しし

たい。

【内山委員】 推進にあたって確認したい。現在、八王子の宿泊施設

など今後の予定も含めて、どのくらいキャパがあるのか。

【山岸】 旅館業法の届出から、ホテルの区分で施設数は 、室数で

は 室少々となっている。

【中庭座長】私も以前は をやっていたので、心当たりを話したい。

現状は 室ということだが、実際に八王子市はどのくら

いのコンベンションを誘致しようとしているのか、これが決ま

らないと、それにふさわしい宿泊施設が揃っているのかいない

のか、という判断ができなくなる。ということは、京王プラザ

のような施設がもっとないといけないのか、あるいはもう少し

小さな日本らしいゲストハウスのようなたくさんあったほう

がいいのか、色々な議論になるだろう。立地的に言うと、東京

と横浜が競争している中で 都市を作っていかないとい

けないと、宿泊はそちらに集中していると、横浜市は東京には

勝てないと言っている。そんな中で展示会場として産業交流拠

点ができる。オリンパスホールを複合利用して、どういうコン

ベンションの形、 の形を商品としてセールスしていこう

ということが、ある程度具体的に出てこないと逆に施設整備を

どのようにしていけばよいのか。ということを実際に 都

市推進センターが色々な団体や代理店に売りにいくとき、特徴

が分からないままになってしまうのではないかと思う。

【内山委員】現状 室ということで、座長のお話にあったように進

め方によって変わってくるかと思う。私は昨年まで相模原にい

たが、そこで相模原駅前に○○というホテルがあり、連日海外

の客が泊まっていた。動向を見ていると、 ～ 時にバスで

きて、翌朝 時に出発するようだ。 時 時にくるという

ことはホテルの近辺で食事もすると、そうなればお金を落とし

ていくであろうと思う。

【橋本】 ホテルの誘致についても考えている。また、ホテルのほかに

も内山委員が言われたように、バスの駐車場をどう確保してい

くかというのも課題となっている。

【大西委員】内山委員から話のあった相模原のホテルの状況だが、八王子

でも同じような状況であると聞いている。夜やってくるという

ことだが、夕食を済ませてからきている宿泊客が多いようだ。

翌朝には出発し、富士山などに行ってしまうとのことである。
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通過型の利用の仕方であろうと。そうした客をいかに市内で観

光してもらい、飲食を利用してもらうのが課題であると考え

る。ただ、最近は少し変化が現れてきているようで、そういっ

たバス利用、団体利用が減少か横ばいではないかと聞いてい

る。インバウンドが団体旅行から個人旅行に変わってきている

のではないか。

【中庭座長】 と区別して、旅行客はいわゆる素泊まり型になってい

て食事は外で食べるということが多くなっている。地方都市で

はビジネスホテルの利用が多い。一方 都市で考えると、

自分のところで食事をしてもらい、飲食の経費を落としてもら

ったほうがよい。となると、ホテルの中で落としてもらうのか、

まちの中で落としてもらうのかは、まちの中でというのが主流

な考え方になっている。主催者として考えると、当然パーティ

とかあり、それはまち中もあるだろうが、それをできる会場が

あるのかないのか、セールスのときに大事なことになる。基本

会場プラス懇親会場があり、それが何名規模でできるのか、ど

ういう施設のバリエーションがあるかが今後の課題になって

くるのではないか。

【加藤委員】最近、海外の方をまちの中で多く見かける。私の知る限りで

は、例えば中国の方が留学していて部屋を借りていて、そこへ

家族が観光にきて、そのマンションなりを利用してまち中へ出

ていくと。それとホテルだが、 室ということだが、若い

方はシングルなのかツインなのかだが、シングルは嫌だという

方も多くいるらしい。室数よりも、部屋の種類も検討課題とし

たほうがよいのではないか。

【中庭座長】部屋のグレードも考えるべきということで、他にはどうか。

【落合委員】いま中国の方がという話しがあって、商工会議所では中国語

でのお店の紹介を行っている。値段がどのくらいであるとか、

何が食べられるのかを紹介したものを作って各ホテルに置い

てもらっている。中国語に限らず色々な言語でお店を紹介でき

れば、まち中に出ていただく方策になるのではないか。いきな

り行って、何がいくらで食べられるのか、わからないと不安要

素になる。

【姜委員】 私が最近把握した情報を皆さんで共有したい。最近の中国の

若い人たちの観光の傾向は、ガイドブックを頼ってというより

アプリを使っている。日本に来る前に、何を食べるか、何を買

うかの情報を集めたアプリを使っている。これは多数のユーザ

ーからの口コミを集めたもので、例えば八王子だったら○○の

サンドイッチが美味しいという情報があって、それを見ている

ユーザーは、現在地からどうそのお店に行けるのかとか情報が
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出ているものである。来ている人たちが勝手にセールスをして

くれているようなもの。アプリとかインスタとかに取り上げら

れるような店は、取り上げてもらえるようなワンポイントを作

っている。今まで飲食店は味で勝負してきたと思うが、客は話

題になるようなものを求めている。そういったものを意識した

アドバイスをしてあげたほうがいいと思う。

【中庭座長】いまの発言になにかあれば。

【橋本】 が起爆剤になるということは、情報としては持ってい

る。それをどのように活用していくかというのは、今後の検討

課題になってくると思う。

【姜委員】 先ほどの宿泊施設にも関係してくるが、昔だったらホテルに

宿泊することを求めていたが、最近は「モノ」から「コト」へ

移行するにつれ、民泊したいという人がホテルより高くてもそ

うしたいという人が増えている。これは法律の規制とかがある

が、どう受け止めるのか考えどころか。

【橋本】 国のほうでも民泊関係は法整備を進めているので、そうした

ことも含めてすすめていかなければならない。まち中を早朝歩

いていると、外国人観光客の家族連れを見かけることがある。

また、宿泊施設ではなく空港に泊まる観光客もいると聞いた。

空港の待合室で宿泊することで、費用を捻出して他に使うとの

こと。都内のホテルの稼働率がそれほど上がってないのに、訪

日客は増えていると。新聞社が分析したところ、ホテルに泊ま

らず、公共的な施設の中に泊まっているかたがいると結論づけ

られた。

【中庭座長】観光振興としてはそうしたバックパッカー的な人は値段も安

く、日本の文化にも触れたいと。 都市で言うならばエク

スカーションの対象になるか。一方で を誘致するのであ

れば、主催者、団体にこの都市を選んでもらうかであることか

ら、両面からの意見が出ればよい。

【中庭座長】高柳委員どうか。

【高柳委員】先ほど中か外かといった話があったが、過去の観光地などで

も、むしろ囲いすぎてまちの活性化が失われてきているところ

もあったので、その辺どうバランスを取るのか。就労から見た

意見だが。

【橋本】 中か外かという区切りではなく、広く観光客を誘致していか

なければならないと思う。

【中庭座長】福井副座長どうか。

【福井副座長】志村委員と を関わらせていただいた経緯があるの

で、ぜひ成功させたいという思いがある。元々そうした大きな

議論が出てきたきっかけというのが、産業交流拠点の開設によ
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り、どう活用していくのかということだった。やはり が

推進できるコンベンション機能を八王子につくろうという流

れが出来てきた。これは必然性があった。なぜかと言うと、高

尾山にあれだけの人が来ているのに、なぜ中心市街地に人がこ

ないのか、こういう議論があった。観光的な政策から見ると、

高尾にきている人たちを中心市街地に引っ張っていく、そのた

めにはどうしたらいいのか、交通が足らないのではないか、ま

ちの魅力が足らないのではないか、こうした議論がされてい

た。ところが、現実に八王子のまちを見ていくと、宿場まちか

らの発展、それとビジネス産業つまり産業都市としての発展と

考えられる。意外と のまちだと考えられる。明治維新以

降、繊維産業など技術的な交流などを含めてビジネスのまちだ

ったと思う。東京都の繊維試験場があって、国や都の行政機関

もあって、 が盛んに行われていたのではないか。戦後、

大学も増えたり、色々集積されてきていて、大学は では

なく研究 研究みたいなものだが、研究者同士の交流などが

行われてきていた。そういった人たちの中からも、八王子はカ

ンファレンスの機能を持つ場所がないと声があがった。機能的

には大学内でもできるが、そこからアフターコンベンションを

含めてどうするのかといったときに、まちの持っているおもて

なし機能みたいなものとマッチングしないと。ビジネスの人は

自分の拠点を持っているかもしれないが、大学の先生たちはど

こへ行ったらいいか分からない。だったら新宿にしよう、都心

にしようと回避されてしまった。繊維産業はだんだんと衰退し

ていって、 の機能がなくなってきている。八王子の中心

市街地の元気のなさというのは、百貨店がいなくなったことで

はなく、 の活性化を進めていくべきではないか。

では八王子の持っている産業力はどうなのかと調べると、都

内でもトップクラスであるとか、今までの工場がグローバルイ

ノベーションセンターに変わってきているとか、新しい企業の

立地であるとかが進んでいる。八王子は産業都市として発展し

ていく力がある。大学も学生の奪い合いになると、キャンパス

の都心回帰となっていく流れがあり、学校自身で色々な研究者

の交流を進め、ぜひ八王子にきてくれと学会などを開催してい

くような意欲を持てるように、まちを上げて推進していく必要

があるだろう。そういう意味では をあるいは研究 研

究を支える様々なサービス機能の充実が大きくて、そこに集ま

った人たちが高尾山などのアフターコンベンションを利用す

ればそれがクローズアップされる。高尾山にきている人たちに

中心市街地に来てくださいではなく、中心市街地が や
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様々な人の交流や集積を重ねることによって、高尾とかの観光

資源がさらに生きてくる。そういう発想の転換をすべきではな

いかと。八王子が歴史的に持っているビジネス的な性格を踏ま

えて、広めていく必要があるのではないかと思う。

八王子は を進めることで、 が広がる都市基盤が

あると思う。 と が両方できる都市はそんなに多く

ない。○○市に行っても百貨店はたくさんあるが、それがなく

なったらどうなっていくのか。八王子には文化的にも都市機能

的にも厚みがあり、戦略として と があって、

に取り組んでみたらどうかと思う。

ホテルの話があったが、シティホテルは京王プラザホテルが

あるが、もう一つ二つあってもいいと思う。その他にビジネス

ホテルもあるが、ないのはリゾートホテル。八王子の特徴とし

て「わくわくビレッジ」があるが、世界的にはユースホステル

の括りになる。北欧などでは高齢者と若者が一緒にとるような

施設で、色々な機能を持ち、カンファレンスを行ったりしてい

る。様々な年齢層の方を満足させる施設である。八王子では「体

験楽習フェスティバル」があるが、若いファミリーがそれほど

費用をかけず、自然に触れ合ったりする体験型の施設を作るに

は優れた立地条件を持っている。「わくわくビレッジ」は人気

でなかなか予約が取れないと聞いている。かつてはユースホス

テル的なものは三多摩にもたくさんあったが、高度成長期から

バブル期になくなってしまった。あの時代に戻ろうという考え

方に立てば、ユースホステルなんて意味のないもの。持続可能

なこれからの地域のこととか、ライフスタイルを考えたらむし

ろ立地条件としては「わくわくビレッジ」のようなものをきち

んと位置づけてやるというのは、これからあるのではないか、

また民泊もあるのではないか。運営の仕方の問題だと思う。

【中庭座長】さきほど志村委員からもあったが、これで八王子の へ

の取り組みのいきさつがクリアになったと思う。

八王子は多摩の中でものづくりナンバーワンということで、

やはり だと。これを強みにするまちは に移行させ

ることができると。そういう戦略だと思う。

大規模コンベンション施設ができるような場所ではなく、

の展示場で地元の産業がどんどん展示でき取引できるよ

うなものが誘致できるようにと考えると、近いイメージはどこ

かというと、大田区の か。地元の中小企業をたくさん扱い

周辺にビジネスホテルも多く、羽田からも近いということもあ

るが、民泊もできる。国際コンベンション施設だと、維持のコ

ストはかなり掛かる。一方、日本ではリゾートコンベンション、

BtoB BtoC

BtoB BtoC

BtoB BtoC MICE
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リゾートカンファレンス施設というのが成功した例がほとん

どない。○○は閉鎖、○○もうまくいっていない。そういう文

化が根付かず、富士山の麓に作る計画もあったが中止となっ

た。地方都市が持っているコンベンション施設は特色を打ち出

せなくて、どこも四苦八苦している。その中で八王子の強みは

というところなのであろうというのは福井副座長のお話

しどおりだと思う。そうすると、大田区（ ）のようなとい

うより、プロトタイプのイメージとして持つということになる

と、この後の展開が分かり易いだろう。大事なのは地元の事業

者のコミュニティであろう。誘致する側もものづくりだけでは

なく、サービス商品もそうだが、新しい商品を作っていかなけ

ればいけない。そのためには色々な事業者のコミュニティがあ

って、そこに関わっていく基盤が必要になる。世界の 都

市でも言われていることである。 の役割分担など、そう

いった検討も必要になってくる。

国内外に八王子の会場を使ってくれとシティセールスして

いくと思う。まさに産業商工の話、シティプロモーションの話

と、八王子で言えば都市戦略の話であろう。先ほど志村委員が

交流人口の話をされたが、この中にロングステイ、あるいは超

ロングステイの滞在客みたいな人が、観光で来て 年ぐらい研

究所にいるとか、そしてまた帰ってくるとか、これは国内外ど

ちらもだが、そういうような滞在客が八王子のファンになって

くれるというような意味合いでのシティセールス、シティプロ

モーションも必要になってくるだろうと思う。

から へ移行させるところの にどう移行させる

のかを、日本や韓国も含めて構想を持っていないので、そこを

うまく準備できれば回っていくのではないか。これも大きい課

題かと思う。

【内山委員】今の話しの中で、座長の地元の事業者のコミュニティと副座

長の八王子が元々持っていたものを発想の転換をしながら進

めていくとあった。私が官公庁の日本版 を見たとき、ま

ず３つの言葉が印象に残った。一つは地域の稼ぐ力を引き出

す。二つ目が地域の誇り。三つ目が地域への愛着。今日の資料

の中でも愛着と誇りという言葉があり、冒頭の事務局の説明に

もあった。根底がそういうところにあって、地域を発展させて

いかなければならないと感じた。地域金融機関にいる中で、八

王子は市に誇りを持つ市民が多いと感じる。それを大事にしな

がら進めていくのかと。

【中庭座長】大事なキーワードだと思う。福井副座長いかがか。

【福井副座長】八王子セミナーハウスというのがあり、かつては都心の学
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生たちから見ると都心から離れた緑の中の丘陵リゾート的な、

アーバンに対するルーラルな感じをもった施設で、教員と一緒

に宿泊しながら普段のキャンパスでは得られない濃密なコミ

ュニケーションを取れるものだった。ところが、あまり内容に

ついて知られていない。こういうセミナーハウス的な発想を広

げていって、それを都市の力だというように考えていったら、

内在的に学会を呼べる機能を八王子のまちの中に作ろうとい

う話が出てきてもおかしくなかったのではないか。いいものが

あるのにそこから発想していくとか、さきほどの話にあった誇

りみたいなものを稼ぐ力に変えるとか、愛着を稼ぐ力に変える

とか、そういったマネージメントがうまく機能してこなかった

と思う。

観光産業の流れの中でフードフェスティバルを行っている

が、これも農商工連携というか、地産・地消・地活の流れを受

けながら、八王子産をベースにしてシェフが料理を作るという

ことによって、新しい食文化みたいなものを市民も共有でき

る。形的には だが、結果的に事業そのものは にな

っている。

【中庭座長】稼ぐ力、非常に大事なことだと思う。誇りとか愛着は若い人

がまちづくりを考える上でキーワードになっている。

例えば熱海では、リノベーションのまちづくりということ

で、レストランやゲストハウスを作っており、そういう人たち

は愛着を持って行っている。土地に根ざしてきた人と、新しい

人が一緒に活動している。この活動も といって差し支え

ない、熱海は観光客が増加している。

【田中委員】農協関係だと、組合員を対象にしたイベントとか年に 回

ほど東京都の事業として行っている。開催するにあたって、今

回検討しているような会場、商業施設といったものがなく、近

県に出向いていって商品等を提案している状況である。同じ都

内でも八王子ではなかなか出来ない現状である。課題としての

一点は大型バスを借りていかなければならないこと。もう一点

は、参加者がそのイベントだけでは集まらないので観光をセッ

トにしなければならない。八王子の知名度が上がってきている

なかで、全国の農協と話しをしていて高尾山がやはり知名度が

高い。他市の方に八王子にきて楽しんでもらえるようなものを

作ってもらいたい。八王子の人は都内に行って観光する人が多

いので、逆に都内の方に八王子へきてもらえるような施設と

か、魅力のある観光スポット作ってもらいたい。

いま農協では地元の農家を活性化するにあたって、また一般

市民の方に東京の農業を知っていただこうということに力を
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注いでいる。食育フェスタとかも商工会議所に話しをもらい、

地元産の野菜を出すよう、若手後継者が主体となって参加して

いる。

一般の方が市民農園とか体験型農業とか、土に触れて楽しみ

たいという希望が多くなっている。その課題としては環境整備

がある。参加者が自動車で来て、手洗いやトイレもあり着替え

もできるようにしないと呼び込みが難しい。そういった施設を

作るとなると、行政の協力がないと難しい。

八王子には多種多様な生産現場があるが、都内の栄養士の研

修では他県の野菜を扱っていた。高月の米農家がパネリストと

して参加したら、そんな近くにあるのならば子どもを連れて見

学に行きたいという話しもいただいている。交通整備を整えて

もらえればと感じている。西インターがフルインター化したこ

とにより、人の流れが変わってくると思うので、そこを活かし

た呼び込みができればと思っている。市内全域に人の流れがで

きるような施策をとってもらえれば、農協も協力していきた

い。

【中庭座長】食は大変大事なもので、地域の資源だと思う。なかなか安定

供給できないということで、しり込みされてしまうこともあ

る。仮設の店舗とかを出すなど観光地では特色を出していると

ころもある。そういうことは可能か。

【田中委員】市内の農家ではほとんどが庭先で通りすがりの方に買っても

らうようなことをしている。市内の飲食店に地場野菜を使って

もらったり、東京都が中心となってそうした紹介の冊子を作っ

たりホームページで紹介したりしている。

【福井副座長】道の駅滝山は地場産野菜で人気がある。フードフェスティ

バルでも八王子産の江戸東京野菜ということで関心が違う。江

戸東京野菜は、東京オリンピック・パラリンピックの選手村で

も使われる方向に与党の中では話されているらしい。江戸東京

野菜をウェルカム商品に位置づけようとしているそうだ。八王

子しょうがとかエンドウマメとか高倉大根とか。東京近郊農業

は蘇ると思う。人口の極端な増加は終わって、落ち着いて減少

社会になってくると、本格的な農家をやろうとする人が増えて

東京近郊の農家も増えるのではないか。練馬大根のような江戸

東京野菜を八王子で作ろうという戦略があってもいいのでは

ないか。

【中庭座長】農業法人はかなり立ち上がっているか。

【田中委員】いや、農業法人は立ち上がっていない。

【中庭委員】そうすると若い人たちが入ってくるのが大変では。

【田中委員】新規就農者で、異業種から入ってくるとなったときに農地が
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整備されていないということがあって、西多摩とか相模原とか

農業振興地域に行ってしまう。八王子の場合、すぐに収穫にな

るような条件のいいところは限られている。また山間部に近い

夕やけのようなところだと獣害もひどい。ブルーベリーなどに

変えても摘み取りに来るひとが減ると、農家としてはどこまで

作付けするのか分からなくなってくる。

【中庭座長】農業基盤整備が の政策につながっている。先ほど言わ

れたように稼げないと続かない。地元で稼げる商売でないと

の商品として売り出せない。これも一つ課題であろう。

事務局に確認だが、林業の方は別なのか。次の次に林業を予

定しているが、委員の中にはいないようだが。

【橋本】 委員の中に林業の方はいない。

【中庭座長】志村委員、今までの話しを踏まえていかがか。

【志村委員】先ほど話したように としては全産業支援と方針は立て

ているが、本格的に稼動するのはこの４月からである。４月１

日に観光コンベンション協会が出来上がってから。 を担

当している職員は、商工会議所に所属しながら２名いる。まだ

セールス用のパンフレットとかホームページとかを作ろうと

している。その前段階でも、市の協力もありエスフォルタアリ

ーナを活用したボルダリングの国際大会とか、大相撲とか

施設としての引き合いがある。 という看板を上げ

て、色々な施設のところに関係を持てば相談がくる。

もう一つは創価大学だが、モンゴルの大学関係の人たちが来

るとのことで話をもらったりしているので、これから営業冊子

なりホームページなり、八王子が を始めたことを発信す

れば、現行の関連施設で出だしとしてはできるかと思う。そこ

の実績を踏まえながら、他の都市での魅力の発信だとか、農業

も含めて全産業的なものをその中に入れ込んで することが

大切だと思う。今作っている冊子には、農業、江戸東京野菜も

含まれている。

【中庭座長】モンゴルの大学関係という話があったが、 （日本政府

観光局）が、毎年日本コンベンション統計を出しているが、国

際学会が多いのは、東京、つくばだが、国内学会は医学会が多

く他には工学系の学会で、会場は大学が多い。そういう意味で

は八王子はこれだけ大学が多く、工学系の大学もあるので、そ

こで開かれた学会をカウントしてもらうと、八王子で開かれた

学会ということになる。

【志村委員】確かに話しを聞くと、大学で会議を行うのだが、八王子に泊

まるのかというと、そこは分からない。先ほどホテルの話もあ

ったが、 の担当としては八王子に泊まってほしいという
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のを できる。その辺も含めながら八王子の良さやアフター

コンベンションを業務の一環として を進め、経済効果やま

ちの賑わいにつなげていくような方向に進めたい。

【中庭座長】サイバーシルクロードさんはいかがか。

【小野委員】内山委員が話されたことだが、八王子には八王子大好きな人

が多く、色々な人が色々な活動をしている。学生しかり若い商

業者がワイン祭りを行ったり、ユーロードでは色々なイベント

が行われている。そうした点と点を複合的に に取り込ん

で売り込みができればよいかと思う。

中小企業を回っていると、ご存知かと思うが精密機械や技術

を持っているところが多い。ところが知られていない。そうい

ったものを内外にアピールできるよう、情報発信は難しいと思

うが、届けたい相手に届けられるようにできるとよい。

もう一つクラウドファウンディングをやっているが、地域特

区型で、地元でこんなイベントをやりたいとか、こんな技術で

商品開発したいとか、そういうことの資金を募るネットを通じ

て行う仕組みである。色々な媒体を使って情報発信している

が、市民からの賛同を得られていない。面白いイベントもある

が資金が集まらないことと、情報がどこまで伝わっているのか

が分からない。同じ地元の人間がやっているのに、市民に伝わ

っていない。

【中庭座長】クラウドファウンディングはどういうプロジェクトが今あが

っているのか。

【小野委員】高尾の天狗というのがあって、これは高月で作っている米を

使って稲から育てて、諏訪でお酒にする。 万円を目標に

取り組んでいるところ。

【中庭座長】今どのくらい集まっているのか。

【小野委員】まだ 日くらいだが、 万円くらい。いいねとは言われ

るが、資金提供は少ない。

【中庭座長】もう少しメニューがあると集まってくるのではないか。プロ

ジェクトの層を厚くするというのが、コンベンションの種を作

ることにつながる。前半部に話された精密機械を含めた情報機

器だが、これは産業観光のエクスカーションのプログラムとか

できないか。

【小野委員】できると思う。

【志村委員】東京都の観光財団があって、そこが のコンベンション

を担っているところで、大きな国際会議もやっている。そのま

ま八王子に持ってくることはできないが、例えば分科会の誘致

だとか、そういうものの打合せはしている。そのとき大切なの

は、ビジネスで来ている客がいるので、精密機械工業がそうな
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のか、あるいは大手の研究機関がそうなのかというのはある

が、そのあたりのメニューを作ってくれると、国際会議があっ

たときの一会場として、八王子でおもてなしができる。これを

課題として捉えている。

【中庭座長】宿泊しないという話しがあったが、会議だけであれば都内に

帰ってしまう。 の展示会場があり、視察もできるとなれ

ば宿泊を伴うものになるので、その仕組みを作るべき。そうし

た多様なプログラムをものづくりで作れるコミュニティが必

要。

【福井副座長】昨年体験楽習フェスティバルを産業振興部と行ったが、そ

のときに○○新聞が、○○社の内視鏡とカメラの技術について

出展するという記事を東京版に掲載したところ、八王子市民も

だが、圧倒的に 区から来ていた。関係者に聞くと、○○社

の研究所は絶対見たいとか、かなり八王子のことを知ってい

る。そういうところをアフターコンベンションというか、高尾

に上る人もいる、温泉に入る人もいる、農業体験の人もいる、

その中で企業を見たいとか、あるいは市内に限らず○○自動車

とか、多摩地域を含めた形で考えたほうが良い。

【中庭座長】広域連携というか、広い視野でプログラムを作るのは大事か

と思う。

【吉田委員】国際会議とエクスカーションはつながっている。私も二つの

大きな国際会議のメンバーだが、一つは から 人規

模の物理の関係で、これはエクスカーションが行われており、

企業とか研究所の見学会を組み合わせている。もう一つはレー

ザーの関係の学会で２年に一度行われ、ドイツで行われたとき

は○○（自動車）の工場を見に行ったり、お城のツアーに行っ

たりした。工場見学と観光的なエクスカーションを組み合わせ

るというのはよく行われている。

国内では京都国際会議場と千葉の幕張メッセで会議を行っ

たことがある。その時に会場決定の決め手になったのは、京都

では市から千葉では県からの援助金があったこと。大きな会議

になれば、色々なところからの寄付なり援助を求めており、そ

れが出してもらえるところに決まっていく。

協会とも関係するが、展示会などでは、色々な国か

らきてもらうためのキーになるのが宿泊場所になる。出展者は

仕事で来ているので、展示会場の近くで安く泊まれる場所を求

めている。なので、展示会で重要なのは宿泊場所の確保になる。

【橋本】 援助金については、観光コンベンション協会で検討をはじめ

ている。競争に勝つにはそこは重要で、市から協会に支出する

補助金の中でその援助金を出せるように予算立てしている。
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志村委員から説明のあったエスフォルタアリーナでのイベ

ントだが、宿泊できないというところをどうするかという課題

はあるが、大相撲が観客だけで から 人、ボルダ

リングのワールドカップが予選会で 人、本選・決勝で

人ということで、その他にも観光課が主催しているロッ

クコンサートでも 人以上の集客が見込まれる。ロック

コンサートではいわゆる追っかけもいるので、地方から来て宿

泊してもらえる。集客力が高いイベントを多く開催するかが重

要な課題になってくると思う。特にスポーツ系のイベントで

は、全国大会ならば必ず宿泊がセットになってくる。さらに子

どもの大会であれば家族の参加も見込まれる。そういったとこ

ろに力を入れていかなければならない。特にスポーツイベント

は援助金を支出しなくてもよいものが多い。

【中庭座長】吉田委員のお話しにあったように、八王子の企業だけでなく

広域多摩全体でプログラムを提供することもできるだろう。

【吉田委員】それが必要になる。

【中庭座長】現在、広域多摩の圏内では展示会場として使われているとこ

ろは。

【吉田委員】たま工業交流展を行った職業能力開発センター。

【福井副座長】立川のパレスホテル。

【吉田委員】多摩地区では工業系の展示会が多いので、産業交流拠点がで

きれば使われるようになると思う。

【中庭座長】宿泊についてだが、多くの市が客を全て受け止めなくてはな

らないと考えているが、現実問題として八王子が何割くらいを

引き受けて残りを他でという戦略が必要となるだろう。実際に

はコンベンションの参加者だけではなく、準備にかかるスタッ

フも含めると、かなりの数になる。展示会であればものも動か

す形にもなる。こういったところも今後具体的に詰めていく必

要があるだろう。

【小玉委員】私も工学系の大学なので、国際学会など関わることもあった。

現状で海外の協定校 大学と学内でシンポジウムを隔年に

行っている。周年事業に合致したときの運営となると、

人から 人の規模となる。今まではそういう内容を八王

子市に提供したことがなかった。これから を進めるとい

うことなら、周知をしてもらい情報を提供できるようにしたい

と思う。実際に、 人、 人来るとしても、海外の

方は 人くらい。現在は○○ホテルに宿泊してもらい、エク

スカーションとして、こちらでコーディネートした内容を案内

しているが八王子は案内するところがない。甲府の方だとか他

県に案内している。観光バスも八王子近辺に案内できるものが
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なく、旅行代理店にお願いしている。バスの問題も考えてもら

いたい。シンポジウムなどイベントを行うにあたりコーディネ

ートは、大学独自で行うといってもプロではないので難しい。

観光コンベンション協会が立ちあがったときには、そういう手

伝いをしていただけるとありがたい。大学がこの協会にどのよ

うに関わるのか、まだ見えないところもあるが教えていただき

たい。

【中庭座長】 人でも学会なので、観光コンベンション協会に知らせて

いただきたい。学会があればエクスカーションとして八王子近

隣の観光ができるような商品を作れるのか、バスの置き場も含

めて競争力を高めないといけない。

【橋本】 さきほど志村委員が言われたモンゴルの関係は、先日話をい

ただいて 担当が動いた。学会への対応方法について検討

しているところである。

【大西委員】 に関して言えば、繊維産業の伝統があり製造の段階か

ら関わる人が集まることで商いが繁盛してきた。現在は先端産

業などに変化しているが、 を軸にしていくというのは重

要な点だと思う。八王子市は首都圏の一大消費地の中にあるの

で、 の部分も進んでいる。エスフォルタアリーナでは、

自動車ディーラーの展示を行う予定である。そうしたこともこ

れから増えると予想される。

先ほどから資源についてはたくさんあると話しをいただい

たが、それが組み合わされていない、活用されていないという

のが課題であると考えている。そこを活用するためにはコミュ

ティを作り、それが機能したなかで結びつけていけるかだと考

える。そういう意味では二つあり、一つはイベントなどへの支

援をしっかりしていくこと、もう一つは産業のコミュニティを

しっかり作ることだと思う。産業振興部全体で捉えていかなけ

ればならない。

農業においては、八王子の場合は田中委員のお話しにあった

ように、大規模の農地があるわけではなく小規模の農地で、さ

らに山間部が多い。山間部の農地も、市街化調整区域の振興と

いう都市計画の一部としてまちづくりを考えていくなかで、建

物を建てられるようになるとか、都市計画の仕組みができてい

る。その中で地元の方々を含めた勉強会・研究会を進めている。

【中庭座長】時間も迫ってきたが、他にはどうだろうか。

【高柳委員】ハローワークで就職の話しをしている現場では、都心もしく

は千葉方面から転居してくる人が多い。理由を聞いてみると、

地震に強いからとか地味な理由ではあるが、過去の震災の例な

どから八王子は被害が少ないとか。地震に強いまちとかアピー
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ルすることもできるのではないか。

【中庭座長】 では、録画録音の映像技術者、 等の情報技術者な

どの仕事が必要になってくる。他には翻訳とか通訳者も必要に

なる。そして現場を動かすスタッフや速記者なども必要になる

など個別の事業者がたくさん必要になってくる。そういう事業

者が八王子で活動できる基盤が作れればよいと思う。

【吉田委員】私は の関係の仕事もしているが、先日も秩父市と羽村

市に と一緒に行った。 はグローカルということで、

海外協力隊の経験者を自治体に雇ってもらって、海外での経験

を活かしてもらいたいと考えている。今まで は海外で予

算を使っていたが、今後は国内で使おうということで、まさに

グローカルな取り組みをやろうとしている。

【福井副座長】先ほどエスフォルタのボルダリングワールドカップの話し

があったが、オリンピックの競技種目は夏と冬合わせて あ

る。しかし の公認競技は なので、 近い競技はオリ

ンピックの種目になっていない。その競技はワールドゲーム等

が行われている。ボルダリングはスポーツクライミングの中の

一つの種目として、オリンピックとの兼ね合いから何年かに一

度ワールドゲームが行われている。

有明に大きな施設が出来るので開催に強くなるが、小さい

（インターナショナルフェデレーション）が あるので、ボ

ルダリングを行うことで、色々な の方に「八王子ってすご

いな」と思ってもらえる。１回だけではなく、今後のことも含

めて進めてもらいたい。

【橋本】 担当所管課としても、レガシーをどのように残していくか考

えている。また、できるだけワールドカップも何年かに一度は

回ってくるような形で進めていかなければいけないと思う。

市民の方の利用枠との兼ね合いでもあるので、バランスを取

りながらになると思う。

【中庭座長】時間となったので、本日はここで終了となる。ここまでの議

論を事務局でまとめて、次回の会議で方向性について結論を出

すということにする。

【橋本】 次回の開催は４月２５日火曜日１９時から、ここ開発交流プ

ラザで行うこととする。
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