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会議録
会議名 第３回 産業振興会議

日時 平成 年 ５月２４日（水） 午後 ６時 分～８時１ 分

場所 開発交流プラザ会議室

委 員 内山真宏、落合 隆、加藤一詞、姜 雪潔、小玉陽子、平田 歩

志村 勝、松田和美、田中伸晃、中庭光彦、福井昌平、

木内基容子（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）、橋本光太郎（観光

課長）、音村昭人（農林課長）、三吉徳浩（産業政策課主査）、春田一志

（企業支援課主査）

欠 席 者 氏 名 古瀬智之

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 前回会議録

６．議事

①スケジュールと今後の進め方

②テーマ関連図について

③テーマ「学園都市ブランド強化に向けた産学連携のあり方」

「就労環境の変化・働き方改革に対する施策のあり方」
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資料６ 平成２８年度市政モニター第２回アンケート結果

参考 日本再興戦略会議概要版

働き方改革概要版

１００周年イベントガイドブック

全国都市緑化はちおうじフェアパンフレット

滝山三城パンフレット

八王子観光コンベンションガイド

【会議録】

１．開会 ・・・・・・・・・橋本産業政策課長

２．産業振興部長あいさつ・・木内産業振興部長

３．新委員紹介・・・・・・・橋本産業政策課長より紹介（松田委員）

新課長紹介・・・・・・・ 橋本産業政策課長より紹介（橋本観光課長・音村農林課長）

４．傍聴人について・・・・・三吉産業政策課主査（傍聴人なし）

５．報告 前回会議録・・・・橋本産業政策課長より説明

６．配布資料確認・・・・・・三吉産業政策課主査

○事務局（橋本産業政策課長） それでは、本日配付した資料について、若干の補足を

する。はちおうじ学園都市ビジョンの概要版と本編とお配りしてあるが、本日のテーマで

もある学園都市ブランドの強化というのが、共通方針ということで書かれているが、これ

を共通方針とし、例えば、基本方針の２の産学公連携の支援とか、あるいは基本方針の４、

学生の就職支援、こういったような内容で産業マスタープランの見直しとも非常にかかわ

りが深いので、本来であれば事前にお配りして、今日の議論に役立てたいところだったが、

本日配付したものを持ち帰りの上、一読いただきたい。

資料の６の市政モニターアンケート、これは見本である。市で、年に２回、無作為抽出

した市民にアンケートを行い、市政について意見をいただいている。本年度第１回が７月

に予定されており、その中に産業振興マスタープランの見直しにかかわる質問項目を入れ

たいと考えている。それについては、また次回の会議で、こういった内容でということを

示したい。なお、この市政モニターアンケートの後ろに八王子レガシープランが掲げられ

ており、オリンピック・パラリンピックに関する八王子の取り組みプランも掲げられてい

るので参考にしていただきたい。

資料５については、企業支援課、山岸から説明する。

○事務局（山岸企業支援課長） 八王子市内の工業地における企業立地及び操業環境調

査だが、産業振興部と都市計画部が共同で昨年度調査をして、３月末に報告がまとまった

ので本日配布した。

八王子市は企業誘致に取り組んでいるが、土地の需要に対して供給がなかなか追いつい

ていないというか、土地もほとんど使える場所がなくなってきている問題がある。八王子

に限らないが、住工混在ということをよく言われているが、工業専用工業地と違って、準

工業地域等々だと、従来、工業が立地していたところにマンションが建つようなことがあ

って、先に立地していた事業者が住民の方々の住環境を守るか、事業者の操業環境を守る
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かということになってきている。市としては、当然住環境を守ることも大事だが、一方、

市の産業振興の観点のからいえば、事業者にいかに立地を継続してもらうかということも

課題になっている。

土地利用計画課も、いわゆる用途地域を定めることのほかに、地区計画、特別用途地区

等々の設定によって、例えば、工業系の地域で住居系の制限をするということで、事業系

の操業環境を維持していく方法論としてはあり得るわけだが、そういうことが必要なのか、

あるいは実現可能なのかを調査するという目的で行った。

もう一つは、産業振興部で所管している奨励金を始めとする企業立地に関する支援制度

のあり方についても、利用者側の現在のニーズはどうなっているかということを明らかに

したいということで、調査を行った。

中身をお目通しいただき、今後の議論の参考にしていただきたい。

○事務局（橋本産業政策課長） それでは、次に議事の５番、前回の議事録について修

正すべき点や意見等あればお願いする。特にないようであれば、市のホームページにアッ

プする。

それでは、今後の進行を、中庭座長からお願いする。

○中庭座長 中庭です。改めまして、よろしくお願いします。

３回目ということで、議事の一部スケジュールと今後の進め方について、事務局から説

明をお願いする。

○事務局（橋本産業政策課長） 資料の２－１から、産業振興マスタープラン見直しス

ケジュールについて明確な説明をしていなかったので、今後のスケジュールについて確認

する。

産業振興会議は、５月から７月に、３回予定しており、この中で、皆様にいただいた意

見を反映しながらマスタープランの素案づくりを進めていく。市政モニターアンケートは

７月の上旬から中旬にかけて行いたい。次回の会議の中で、事務局が作った質問項目原案

について意見をいただき、市民にアンケート調査をかけたい。その集計が８月末までかか

る。９月、１０月は１００周年事業もあるので、８月、９月、１０月については産業振興

会議を閉会し、構想素案の原案を作成する。素案について１１月ごろ、この会議で報告し

意見をいただく。それを受け、商工会議所や関係団体からヒアリングを行い、その結果を

反映させ、１月の中旬ぐらいには素案をこの会議に報告し、改定原案を確定したい。２月

の下旬ぐらいには改定版を決定して、３月に議会報告、４月公表と考えているが、現時点

でのスケジュールなので、年度後半には若干、動きが生ずる可能性があることをご承知い

ただきたい。

見直し方法については、事務局でも検討する中で今後の進め方を、中庭座長にご相談申

し上げた。

そこで資料の３番、中庭座長から、今後の検討についての素案をいただき、その素案に

基づいて今後は進めたいと考えている。基本的には各回のテーマについて意見をいただい

た中で、その考え方をまとめ、最終的にはＭＩＣＥ都市戦略の推進と、地域課題の解決に

向けたソーシャルビジネスの活性化、その２つを柱にしていきたいと考えている。

資料の３番、中庭座長案と書いてあるが、その左に、今申し上げたとおり、２つの柱、

ＭＩＣＥ都市戦略の推進と、地域課題解決に向けたソーシャルビジネス活性化が今後検討
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していくテーマとなる。学園都市ブランドの強化、就労環境の変化・働き方改革が今回の

議題。それから、都市農業の活性化、農商工連携、市民生活視点での産業振興が次回の会

議の議題、ＭＩＣＥ戦略と中心市街地の活性化が３回目の議題と想定している。

この案について、中沢座長からご説明をいただき、皆様方のご了解が得られればそうい

った形で進めていきたい。

○中庭座長 議事としては、①と②ということで、分かれており、まず、橋本課長から

産業振興会議、それに対して八王子市がどうするという資料２－１、これを全体のスケジ

ュールとして示しいただいた。

これについて、私自身は産業振興会議では一体何をするのか、一体何を成果イメージ、

あるいは着地点とするのかということがはっきりしない感じがする。第２回に非常に活発

な議論があったが、議論が活発なだけに、全然違うことを言っているのだが、実は同じこ

とを語っているようなこともある。八王子市政は、色々な計画が立てられており、マスタ

ープランのビジョン２０２２と、産業マスタープランの第２期、前者について具体的な事

業がどうぶら下がっているのか。マスタープランについては、どういうことがうたわれて

いるのか。全部ちょっと突き合わせてみたが、これに横串を刺すのは並大抵なことではな

いということがわかってきた。

今、急速に商業環境が変わってきている。特にこの産業振興会議が都の産業交流拠点と

いうインパクトに対して、市がどのように対応するのかということが明確な課題として示

されており、それをこの会議でどう取り組んだらいいのかということを、まず、そのやり

方を考えなくてはいけないだろうということで、考えてみたのが、資料３である。

２－１とともに、まず産業振興会議としては、こういう設定テーマでということで考え

た。事前に事務局から、こういうテーマについてご意見を賜りたいということで、皆さん

にお題がいったと思う。

３、ＭＩＣＥ都市戦略の推進、それと地域課題解決に向けたソーシャルビジネスの活性

化というのは、こう書くと抽象的で全く行政的でよくわからない。我々としては、具体的

なアクション、ここの委員は事業者の方たちで、やっぱりアクションにつながるような物

言いをしないと、全く実効性を持たないということになるので、ちょっと言い方を変えた。

多様な地域課題を解決できるソーシャルビジネスをどうやったら増加できるのかという言

い方、言っていることは多分同じだろうと思うが、ちょっと表現を変えた。

この２つを柱に、上から学園都市ブランド強化で、一番下は中心市街地活性化と広域連

携、これが今回の産業振興会議のテーマとなる。

では、実際にこれを実現するための事業は、どういうものなのかを、右側に事業アイデ

ア群ということで、これはあくまでも私の主観で、こんなことは多分やらなきゃいけない

だろうなというのを上から並べた。多分、並べようと思えば１００とか２００ぐらい並べ

られると思うが、それでは困るので、とりあえず１４個ぐらい並べた。例えば学園都市ブ

ランド強化に向けた産学連携のあり方は、他大学間連携とか差別化どうするのかとか、大

学間連携、これはグローバル連携も多分含まれると思うが、そこで生まれるシーズはどう

いうものがあるのか。それをどう商品企画しないといけないのか。具体的な事業は、ここ

からアイデアを生んでいかなきゃいけないだろうと思う。あるいは、課題解決とか商品デ

ザインという、そういうテーマでも産官学連携でパイロット実施をしなきゃいけない。こ
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ういう事業もしなきゃいけないみたいな形は、八王子市、大学コンソーシアムでもやられ

てないと思う。経営系のマーケティングでは、工学系はやられていると思うが、農林業と

か食品加工のマーケティングとか、企業の紹介なども、学園都市ブランドと地元の産業、

これは食品産業、大事な産業で、これは農業林業両方かかわっていて、そこの大学の連携

をどうするのというようなことを考えていかなきゃいけない。

同じようなことを、全部考えていかないといけないが、ここで線結びしたのは、それぞ

れの左側のテーマと右側の事業アイデアが全部複合的に重なっている。つまり、１つのテ

ーマに１つの事業しかつながってないのなら話は簡単だが、複数のテーマに１つの事業が

重なっているということになると、これをどうまとめたらいいかということが、次の問題

として出てくるだろうと思う。

こうやって矢印、線で結んであると、見難いので、それをちょっと表に整理したのが次

の表になる。

表頭の上のところは産業振興会議の設定テーマとして２本の柱ということでＭＩＣＥ都

市戦略の推進、地域課題に向けたソーシャルビジネスの活性化とした。

私が１番から３番まで説明したけれども、そのほかにも、それぞれが１番から７番のテ

ーマのどれか一つだけじゃなく、複数にかかわっているということを議論したい。例えば

農業、林業の観光化とか、アクティビティー開発による収益効果などは、考えなければい

けない。恐らく２番目の就労環境の変化とか、働き方に対する生活のあり方ということも、

都市農業の活性化、林業再生、農商工連携、農福連携にもかかわっているし、市民生活視

点の産業振興にもかかわっているし、中心市街地活性化にもかかわっている。ＭＩＣＥに

もかかわっているかもしれない。この○が多い事業ほど、実は相乗効果が出しやすい事業

になるだろう思う。○が少なければ相乗効果はそれほど見込めないかもしれないが、必要

かどうかは別。必要度はさておいて、相乗効果が出しやすいことは多部門が連携して取り

組まなきゃいけない、そういう事業になる、そういう認識でいいのではないか。

そこで 番目、産業振興会議で検討すべき点は何か、一応私の私案を四角囲みで出した

が、まず一つは、設定テーマごとの課題、事業アイデア群を皆さんに多数出してもらい、

それがどの課題、テーマに相乗効果を与えるのか、○の数で判断しようじゃないかと。つ

まり、左側で私が概略として出したが、皆さんの立場でこれはやらなきゃいけない事業と

いうのはあるだろうと思う。それを皆さんが今後出していっていただければいいだろうと

思う。その事業が１から７、つまり、今回の産業振興会議でお題に出されているテーマの

どこにかかわっているのかというのを考えて、例えば農業活性化とどういうふうにかかわ

ってくるかとか、文字で書けるぐらいのイメージで○をつけていただければいいだろうと

考えた。最初はこの事業アイデア群をたくさん出しましょうというのが、まずこの会議の

仕上がりイメージと考えた。

２番目、事務局の側では、基本計画としてもう既に想定されている事業、並びに産業振

興マスタープランの第２期で想定した事業と、この会議で話し合われたこととに隔たりが

あるのかないのかという判断が出てくると思う。なので、今回いただいた事業アイデア群

と、事務局の中で部内調整ということになろうが、受け入れられる、受け入れられない、

あるいはこれはちょっと違うというようなことの差を判断してもらえればいいのではない

か。
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３番目、事業アイデア群をもとに、それらを複合的に実現するためのプロジェクトを挙

げると書いてある。これは、この会議で事業アイデア群をたくさん出すのだが、ずらっと

出すだけだと、ちょっとまとまりがつかめない。これを行うためには、全体としてどうい

う事業を組み合わせてやらないと成り立たないというのは必ず出てくる。

右側に例として出したもの、ＤＭＯを国が支援しているわけだが、ビッグデータの収集

とマーケティング、これデータをエビデンスしてやりなさいと言われている。以前のＴＭ

Ｏにはなく、ＤＭＯに求められているのはそこなのだが、左側のこの事業アイデアを全部

やろうと思ったら、やはりこういうデータ処理をやらないといけない。だから、そういう

ことは協力して集めましょうと。皆さん持っているデータはそれぞれバラバラなので、そ

れをどう集めたらいいのかということが当然出てくる。なので、そういうプロジェクトも

行ったほうがいい。

例えば、産官学による展示会の誘致と、集客の収益化のためのサービス高度化プロジェ

クト。客が集まっても、それをお金にできなかったら、産業交流拠点を誘致しても経済波

及効果、あるいは雇用の波及効果は生まれない。集まっただけではなく、そこでお金を落

としてもらうためには、どういうサービスを皆さん開発するのですかということ。それを

みんなで売るためのプロジェクトを見ましょうよというのも一つあるかもわからない。あ

るいは観光客向け、滞在客向けの統合的なプロモーションのプロジェクトをどうするのか。

これも、ＤＭＯを使えるのかどうかわかりませんが、中心市街地は中心市街地でやらなき

ゃいけないし、コンベンション協会はコンベンション協会でやらなきゃいけない。

もちろん、ターゲットは違うので、プロモーションのやり方は違うはずなので、そうい

うプロジェクトが、事業アイデアを出していくと、やらなきゃいけないプロジェクトも多

分出てくるだろうということで、この会議で挙げられればいいと思う。実現できるかどう

かまではわからないが、やらなきゃいけない、八王子市が今取り組まなくてはならないと

いうことまでは多分わかると思う。

４番目、交流施設の活用等に向けて事業アイデア、プロジェクトの優先順位を決めるこ

と。ここまで材料を出した上で、事業とプロジェクトの優先順位を決めればいいのではな

いのか。

５番目、ここまではアイデアなので、事業アイデア、プロジェクトを、今度は総合的、

あるいは参加型で進める方法を考えていく。これは、参加型というのは実行するための体

制をどう組んだらいいのかという、そういうもの。ステークホルダーとなるようなコミュ

ニティーの方はたくさんいるので、そういう方々が実際に動ける方法を考えるということ。

そこまで具体的な仕上がりイメージがあれば、この産業振興会議での話が具体的に、な

おかつ散漫にならないでいくのではないのかなと思い、私の案として出させていただいた。

議事の①と②、一緒の説明になっているが、①は事務局として全体として進める。左側

は我々がこの会議でどういうことをやるのか、意見交換はもちろんそうだが、それだけだ

ったら、よくある行政の懇談会と同じような形になってしまう。今それが八王子市に許さ

れると私は思っていない。やはり具体的にみんながおもしろいという事業を盛り込んでも

らえれば、この委員会の成果として、着地点としていいのではないのかという話を事務局

とさせてもらった。資料についてそんなに大きく直されず、出してもらっているところを

見ると、受け入れてもらえたものと思っている。
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これを踏まえて、この資料２－１のスケジュール、それと資料３の委員会での進め方、

これについて、まず、同意をいただければと思うので、質問等あれば、各委員、お願いす

る。

まず、内容についてはいかがか。皆さんがやることについてはご了解いただけたか。

福井副座長からいかがか。むしろ、現場をたくさん踏まれていらっしゃるので。

○福井委員 今、委員長が示されたフレームワークでよろしいのでは。

○中庭座長 皆さん、いかがか。委員がおもしろくないということだと、会の意味がな

い。おもしろくないということは、前例踏襲でこの先変わらないということ。皆さんがや

っておもしろいと思う事業を出してもらわないと八王子は変わらない。加藤委員いかがか。

○加藤委員 ここからスタート、これからという理解でよいか。

○中庭座長 まだいろいろ言える段階である。

○落合委員 当初の考え方とは方針転換したが結構だと思う。

○内山委員 第１回目、２回目に対して、明確になってきた。基本的にはこの事業アイ

デア群というのをたくさん出して、その中でまた答えを求めていくというような方針か。

○中庭座長 そうすれば、自然にプロジェクトが浮かび上がってくると思う。

○小玉委員 テーマとして上げられているものも、進め方もよく理解できた。林業とか、

農商工連携、全く未知の世界で、そういうものについて役に立てるのか、話を伺っていき

たいなと思う。

○中庭座長 大学コンソーシアムは非常に大事だし、大学として考えれば全部に関連す

るかと思う。

○姜 委員 座長が大変わかりやすく整理していただいたおかげで、これからのやるこ

ととやり方について、理解ができた。

○松田委員 ハローワークなので、雇用に関することについては、多少なりとも情報提

供できるかなと思う。雇用に関することが専門になるので、例えば大学に対しての、学生

の就職に関する相談というのは日ごろから伺っているが、学内でどういう専攻をされてい

て、それを地域にどう生かしてというような、学業に関するところまで、なかなか踏み込

んでタッチすることは余りないもので、役に立てるのかという不安は若干ある。

○中庭座長 八王子の大学を卒業した学生を、どう八王子市内の雇用につなげるのかと

いうことがある。もう一つは、学卒３年で仕事をやめる人が３割以上いるという状態は今

も変わっていない。社会人の学び直し、あるいはキャリアをどんどん変えるというときに、

マッチングというのは、全部ここのテーマにはかかわってくるので、こういう与件をいた

だきたい。

○田中委員 ２回目から参加したが、難しい会議に何か出てしまったなという感じがあ

るが、微力ながら考えられることをやっていきたい。

○中庭座長 ぜひともお願いしたい。

○志村委員 前回も、ＭＩＣＥの議論をいろいろしてもらい、委員皆さんにとっても、

私にとってもそうだが、一応ＭＩＣＥの概要とか、大体固まってきた中で、プラス今回の

事業アイデアなのかと。これを並べ、提案することにより、関連事業者や関係者とのつな

がりできる。ＭＩＣＥの来年度以降の事業については、まだアイデアレベルで、それが具

体的な計画に近づくような進行ができれば、十分有意義なことだし、最終的に市の産業振
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興マスタープランなり、アクションプランなりに載れば、十分活用したい。

○中庭座長 ＭＩＣＥについては、市内の雇用効果と経済波及効果、これをいかに高め

るかということ。もう一つは八王子市内のシティーセールスについてどのようなチャンネ

ルつくるのかということが非常に大事なことになってくる。

○平田委員 事業アイデアというのは、具体的にどんどん出てくるので、会議も盛り上

がりそうだなというような印象を受けた。

質問したいのが、設定テーマのところ。大きな目標がＭＩＣＥ都市戦略とソーシャルビ

ジネスの増加というところで、その右側に書いてある７つのこのテーマというのは、どち

らかというと、この２つの大きな柱に向かっていくための手法として捉えるのか、それと

も、これは一つの目的なのか。中には、それこそ目的であるものもありそうだし、手法と

してその二つに向かっていくものもあるだろうなというふうに思った。この議論を進める

中で、手法として取り入れていくものなのか、一義的な目標とするのかというところも整

理をできると変わるかなと思う。

○中庭座長 これも議論の中で整理していきたいと思うが、今言われたことは鋭い指摘

で、本来であればこの２つを目的として、右側の７つのテーマが手段としてあると考える

のが、オーソドックスだろうと思うが、「が」というのは、実はこの２つのテーマに、この

７つのテーマそのものも、今、何も線を引いてないが、全部つながっていると思う。なの

で、ＭＩＣＥ都市、あるいは地域課題に向けたソーシャルビジネスというそのものが、実

はこの右の７つのテーマを下支えしているという言い方もできる。だから、双方でつなが

っている。双方でフィードバック、ループを描いているという考え方で捉えたほうが、い

いのではないかと思っている。

どちらかが片方に向かっていれば、話はしやすいが、多分そうじゃないだろうと。だか

ら、実際にはテーマは７つプラス２なのかと。

ただ、事務局からは、一応この２つの柱で示されたので、そう置いているが、議論の中

で少しずつ優先順位が出てくると思うので、その中でうまく区分けしていけばいいかと思

っている。

○平田委員 多分、話を進める中で見えてくるものもあるのかなと。

○木内委員 部長は本来だと事務局側でいろいろ意見を承るというのが、役所の会議か

と思うが、この産業振興会議は以前からこういう形で、同じテーブルで議論をするという

イメージだろうと私なりに解釈している。いわゆる審議会と違い、ここでその計画案を固

めるのではなく、自由にいろいろな立場からいろんなアイデアを出していただき、我々行

政ではなかなか気がつかないものや、行政だと実現性のほうを先に考えてしまうので、抑

制的なものになりがちだが、この会議の中ではそういうことではなくて、こういうことが

やれるのではないかという可能性のほうに重きを置いたいろいろな意見をいただければ、

我々にとっても非常に刺激にもなるし、気づかされる部分も出てくると思う。今期だけで

はなく、この先も八王子の産業振興を進めていく中で、将来的に参考になる部分も含めて、

いろいろなご意見をいただければありがたい。

今日は残念ながらサイバーシルクロードの古瀬会長は欠席だが、昨日会合があり、その

中で、私どもが最初に座長に相談したときに掲げた２本の柱のうちの１つソーシャルビジ

ネスという言葉を使われた。中小企業を八王子市で支援をしていく重要性があり、サイバ
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ーシルクロードもその最先端を担っていただいている。その中で、やはり起業や創業を支

援していけるのか、そういう土壌をつくっていけるのか、そこが勝負だということを、い

ろんな形でご指摘をいただいている。この２本の柱のうちの１つについては、その視点も

踏まえた形と捉えるべきということを、おっしゃられたのではないかと思う。我々も狭い

コミュニティービジネスとかソーシャルビジネスということだけではなく、これからの環

境変化のニーズに応えていくものを、八王子からどのように発信していけるのか、そうい

うことを何らかの形でプロジェクト化できれば、新しいスタートになるのかなと思ってい

る。そういったアイデアもいろいろ出していただくことを期待したい。

○中庭座長 それでは改めて伺う。この資料２－１のスケジュール、それと進め方、資

料３については、これで同意をいただいたということでよろしいか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○中庭座長 それでは、議事の①と②はこれで議了とする。

次に、今日の後半の③学園都市ブランド強化に向け、産学連携のあり方、それと就労環

境の変化・働き方改革に対する施策のあり方というテーマに移る。これについて、各委員

から意見をいただきたいということで、あらかじめ事務局から、後まとめるときに紙にあ

ったほうがやりやすいだろうということもあって、発言要旨記入票というのを配らせてい

ただいた。

提出していただいた方、今日お持ちの方はそれをお話しいただければ、提出してない方

は今日お話をいただければと思う。

テーマ１、テーマ２、それぞれについて、ここで発言をお願いしたい。

○志村委員 ＭＩＣＥの視点からの学園都市ブランド、私の想定は大学だったが、そこ

を想定した中での話になる。前回も話したが、ＭＩＣＥを推進する上で、単なる観光とか、

会議とか、そういうものの誘致、それはもちろん手法としてやるが、根底にはやはり八王

子及びその周辺地域の産業に視野を向けながら、八王子独自の、あるいは八王子が誇れる

ような資源を使うといった意味で、大学の集積も八王子の誇れる有益な資源だし、そのほ

かにもまた農業とか、スポーツＭＩＣＥとか、ものづくり関係、その辺も視野に置きなが

らＭＩＣＥ計画を作っている。学園都市ブランド、大学の活用といったところで書いてあ

るが、それぞれの大学の強みというのがなかなかまだわからない。

学術系地域連携と書いてあるが、これは福井副座長とよく話すのだが、ＣＯＣ――セン

ター・オブ・コミュニティー、いわゆる地域に開かれた、地域と連携する大学のその機能

が求められると。あるいは、これには書いてないがＣＯＥ――センター・オブ・エクセレ

ンスということで、その大学が保有する国際的に卓越した研究とか、そういうものに着目

をしたい、それがＭＩＣＥにとって大学との連携というか関係性ではないのかなというの

が基本にある。そういったものを、うまく大学連携型、産学官民の連携とか、それによっ

て事業他市との差別化ができるようなブランド化の事業ができるのではないか。

前回配ったＭＩＣＥの基本構想で、ここでも大学の集積を生かしたＭＩＣＥ戦略の推進

ということで、そのイメージはＣＯＥとＣＯＣの連合型だと思う。慶應大学が毎年、東京

国際フォーラムで慶應科学技術展を行っている。理工学部の研究成果だとかを展示しなが

ら、事業者が来たり、あるいは研究者が来たり、そこで新たなイノベーションが生まれる

ということを頭に置いてその事業をやっている。そういうものが八王子でできないかなと
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いうのが念頭にある。大学との連携、ＭＩＣＥはこれが基本だ。

その中で、当然付随的というのではないが、事業例としては、各種学会の誘致があった

り、今申し上げた大学連携のＣＯＣ展だけじゃなく、プラス特別のカンファレンスをやっ

て、そこに関連事業者が集まったり、そういう取り組みだとか。あるいは、留学生とか在

住外国人市民、これも多様な人がいると思う。留学生もいろいろな分野で活躍している方

もいる、それをごった煮にするのではなくて、一つのテーマを持って、在住の研究者もた

くさんいるので、その人たちと一緒に、何か展示会でもいいし、カンファレンスでもいい

し、そういう事業の組み立てができないか。そこには、当然関係者もたくさんいるので、

国内外からの関係する大学とか、研究者が集まれるようなものを、ここの新たにできる産

業交流拠点で展開するというようなアイデアを思っている。

それからもう一つ、事業例の最後に書いてあるが、アートをテーマとした台湾高雄市等

との国際交流事業。これも、二、三年前に福井座長と一緒に高雄市へ行って、湾岸の開発

を見た。昔、製糖工場のあたりだとか、あるいは製糖工場の関係で鉄道が引かれ、広大な

土地がある。そこの元々あった工場とか、倉庫とか、そういうのを芸術に使っているとい

うのがある。そこには大学があり、アーティストがいて、クリエーターもいるといった中

で、結構盛んに新しい文化の創造をやっている。八王子市にも多摩美とか、造形大とか、

クリエーティブな活動をしているところがあるので、そういう交流ができると、産業交流

拠点のイメージとしてはものづくりとか、いろいろなイベントがある中で、八王子のアー

トも特色の一つになるのではないか。そこに交流が生まれてまた行き来をしたりして、そ

れがそのＭＩＣＥにつながるのかなと、一つのアイデアだが挙げさせていただいた。

○中庭座長 今、テーマ２、就労環境の変化・働き方改革についても、ＭＩＣＥの場合、

実際開かれると、そこの会場でパートタイムでも問わず、人はたくさん必要になる。ある

いはいろんな専門職の方も、これは通訳、翻訳、デザイン、印刷等々たくさん必要になる

と思う。そういう観点から、このテーマ２について何か。

○志村委員 今言われたのと同じで、ちょっとそれを書こうか、それともこっち違うの

かって、ちょっとよくわからなかった。

○中庭座長 分けるのは多分事務局が分けていただくとして。

○志村委員 一つの事業があると裾野が広がるということで、今、座長が言われたとお

り、単純に考えても、飲食関係とか、あるいはその展示会なら展示会を設営する事業者と

か、あるいは印刷業者とか、あるいは通訳、翻訳、それからそれらの機材をおろすとか、

あるいはアフターコンベンションへ行くと、その場所、それから移動手段、そうしたとこ

ろでの需要が見込まれることによって、活発に行われれば当然、それぞれ関連事業者の、

関連会社の雇用――新たな雇用とか、そういうものにつながるといったことは、ＭＩＣＥ

としては経済波及効果として考えている。

○中庭座長 今の志村委員の話について質問等もあれば、つけ加えていただきたいと思

う。

○姜 委員 完全に志村委員の意見には賛成だ。私も志村委員が言われたように、各大

学の強みを生かしたような、そういったプロジェクトベースの連携も、我々大学関係者は

非常に望んでいる。

八王子の特徴といえば、人口当たりの高等教育機関がすごく多いということだが、だか

  

  

  

  

  

  



11

らこそ、こういう、ぜいたくな大学資源の使い方ができる。本学も大学だが、意外と横の

連携が学内ではできにくい。学務が忙しい時期には、同じ大学の先生は一緒に忙しくなっ

てくるので、そのあたりの事情も考えると、あえて異なる大学、異なる学問分野との連携

がうまくいくケースがあるのではないかなと思っている。

私たち自身は中小企業経営とか、近年では、ここのテーマの２に挙げているソーシャル

ビジネスには着目はしているけれども、要は商品の売り方に関しては、日々学生指導して

いる中で、学生もそういうことを勉強してはいるが、物理的な商品開発とか、そういった

ニーズは、技術面のことも含め理工学部がある大学の先生と手を組みたいと考えている。

では、地域社会の中にどんな課題があるのか、これはまた福祉とか、教育とか、もしかし

て行政サービスの延長線上とかには、そういった需要があるかもしれない。そういった事

業分野の、どんな需要があるかに関しては、ほかの大学と連携するようなプロジェクトが

あると一番うれしいと考えている。

それと、この産学連携のあり方について、私個人の提案があるのだが、私自身の大学院

時代は、中小企業の皆さんには大変お世話になっていて、やはり中小企業にとっては経営

者自身、勉強するところが欲しいというところが課題の一つにある。もう一つは、会社内

の中堅管理職の社員や、若手社員の育成のことは常にテーマであり、そういった会社の多

くは、新入社員に自社の教育プログラムをつくって、あるいは現場で教育するようなやり

方しかなかった。しかし、せっかく八王子は多くの大学、高等教育機関があるから、それ

を利用できるような仕組みをぜひ提供してあげたいとも考えている。

日本の産学連携の場合は海外とは大分違って、海外は大体産学連携といった場合は大学

の先生が主導で民間企業、先生の進んだ研究ら価値を、あるいは相乗効果を生み出してい

くというところあるが、日本ではよく学生が活躍するとか、地域社会はどうかかわってい

るとか、そういったところには価値を生み出しているという部分がある。民間企業の一般

社員のリーダーシップ開発に関しては、我々経営学部の場合そういったプログラムを用意

することを進めていったらおもしろいのではと考えていた。

○内山委員 要は企業の社員の育成、教育を大学でやるというようなスタイルか。

○姜 委員 そのとおり。そのような形の産学連携はまだほとんど例がない。

○中庭座長 大学が今やりたいところ。大学は１８歳人口がどんどん少なくなっている

ので、社会人、あるいは高齢者の生涯教育とか、高齢者がふえた社会人のステップアップ、

あるいは中小企業のブラッシュアップをやっていくということかと。大学コンソーシアム

はこれをどう受けとめるか。

○小玉委員 これは社会人教育という扱いであって、昔はよく企業から大学院生として

１年間研修に来るという例があったが、最近は企業の中でもそういう余力がなく来てない。

中堅社員の育成の目標がどういうものなのかを示せないと、難しいだろうなと思いながら

聞いていた。

本校は工学系の大学であり、医薬工、工学、医療、あとは薬学の３大学が連携して、自

分たちの中で研究を回すと、一緒に何かをつくろうということを、今活発に行っているが、

そこに、学以外の産官がどうやってかかわっていくかというのがとても重要で、今はそれ

ができていない。ブランド力強化ということを、ここで目的として挙げるならば、そこに

踏み込んでいくことが重要だと思うので、それは行政がうまく調整をしてもらわないと発
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信できないと思う。

学園都市というブランドを大前提にするとなれば、やはり成果を外に見せる努力が必要

であって、その成果というのは場所であったり、製品であったり、八王子市にはこういう

ものがあるよというのを見せなくてはいけないと思う。そうなったときに、大学は知識を

提供して、企業は商品や、そこでつくっているもの、八王子市としては、そこの調整を賄

ってもらえるような、そういう仕組みが重要だと思う。それにはどうしたってお金が必要

になるわけで、そこを、皆さんが同じ方向に向かって提供できるようにしていくというこ

とをこの会議でやっていけばいいのかと思った。

そうはいっても、現実的にいろいろな学部、専攻の大学があるわけで、全てが同じ形で

できるとは思えないので、そこはコンソーシアムというところで、広く伝達していかなく

てはいけないという役目もあるのだろうと思った。産業振興部だけではなく、私がかかわ

っている大学コンソーシアムを担当している部署の方にも入っていただく必要があるとか、

だんだん広くなってきてしまうかと思った。

○中庭座長 今のは、やはりブランドというところか。

○小玉委員 そこが一番だと。

○中庭座長 先ほど志村委員が、慶應大学が有楽町の駅前の国際フォーラムを選んでい

ると。

では、八王子を選んでもらうということ、つまり、大学コンソーシアムのブランドかも

しれないし、八王子というコンベンション都市のブランドなのかわからないので、そこを

どう高めてくのかという議論にしたい。大学コンソーシアムとしては、どういう事業で協

力できるのか、協会はどういう協力ができるのか、どういう事業を見つければいいのかと

いうのが次の課題になってくる。

○内山委員 実際やる場所を設定するというのもブランド戦略の一つかと。中身は言わ

れたとおり、大学間の横の連携で特定のテーマの発信の仕方というのもブランドの一つだ

と思う。そのあたりをうまく組み合わせているところがあるので、中身はともかく学ぶと

ころは結構あるかなという感じはしている。

○福井副座長 補足させてもらうと、慶應大学の工学展だが、必ずしも慶應の工学部とい

うのはブランド力があったわけではないと思う。いろいろなことはやっていたということ

だが、こんなこともやっていたのかみたいな、知っている人があまりいなかった。なので、

一流企業の人たちに慶應大学の工学部がこんなことをやっていますよということをど真ん

中でやった。東京国際フォーラム、三菱とか、三井とか、東芝とか、全ての日本の先端的

な企業の経営者や、いろんなサラリーマンがいるところに慶應大学の工学部はこんな可能

性を持っていますよと、要するにＭＩＣＥをやった。そこで、単にこんなことをやってい

ますよ、ではなく、相談にも応じますよと、いろいろな形で企業との連携を含めて、５年

やると通年のものになってきて、恐らく慶應の工学部のブランド力は相当上がったのでは

ないかという気がする。それはお金がある慶應だからできたのではないかと思う。

もう一つの例としては、早稲田大学が中野にグローバル・コミュニケーションセンター

をつくり、上層階は海外から来た学生たちの住宅にしている。低層階は地域社会に開かれ

たエクステンションセンター機能を持ちながら、上層階は、海外から来た学生たちの非常

に安全安心な高質な住居を提供している。それをグローバル・コミュニケーションセンタ
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ーとしてマネジメントしていく、こういうやり方。一挙に中野のまちに外国人がふえて、

学生たちが増えている。これも早稲田大学だからできるのだと思う。座長の多摩大学でそ

れをできるかというとなかなか難しいかと思う。

○中庭座長 できない。

○福井福座長 八王子に大学がたくさんあるよと言っても、例えば中大や首都大学東京が

何かやっているのかというと、どうもそこまで行き切れていない。行き切れていないのだ

ったら、お互いに連携して、何かをやるということがあるかというと、それもやっていな

い。そこのところが考えどころの部分なんじゃないかなという気がする。

先ほどの話の中で、八王子というか三多摩地区も含めてだが、持続可能な発展に結びつ

く一種のソーシャルビジネスが活躍できる人材の育成については、一緒になってやったっ

ていいのではないかなという気がする。先ほど小玉委員から、研究拠点としてもという話

があったが、ことしの２月に八王子の市民フォーラムで、首都大学東京の福祉科の学生か

ら、まちカフェを大学のキャンパスの中で社会実験としてやっているという発表があった。

地域の人たちに集まってもらって、福祉課題としてどんなものが必要なのか、高齢者にい

ろいろと話してもらいながら、そういった課題を取り上げていこうということ。私から質

問したのは、それは単位になるのか、博士論文にはと言うと、もう全くならない。ボラン

ティア的な、単なるアイデアだけになる。ところが、パリ大学になると、学生は、科学館

だとか、博物館だとか、図書館だとか、そういうところでラーニング、子供たちに授業的

というか、一種の課外活動みたいなものを何時間、何授業やると全部単位をもらえる。も

う、最初からソーシャルビジネスというか、社会活動というか、生涯学習のフレームワー

クの中にちゃんと組み込まれてやっていて、それが単位になる。だから、卒業するために

は工学部の学生は、産業技術館みたいなところで、校外学習の子供たち、例えば小学校の

６年生に何授業やったとかそれが全部単位になるようなところまで踏み込まないとなかな

か地域間連携とか、産学官連携とか、行政と学究機関のつながりみたいなものというのは、

本気にならないかなという気がする。

それを積極的な仕組みとするには、大学は単位にするぐらいの気持ちでないと。まちカ

フェなんて、元気に学生が始めていいよと言って応援している間はいいが、来年できるの

か、再来年できるのかというのは全然わからなくなることがあるので、やっぱりそこは今、

ソーシャルビジネスに視点を置くとか、何か八王子における特徴みたいなものを出してや

るべきなのではないかなという気がする。

手法は結構出てきている。慶應とか、東大とか、早稲田なんかはもう始めているが、小

さい大学はでき切れていない部分があって、この学園都市というブランドで考えるよう、

そこに実質的な仕組みをつくり上げていこうというのが非常に重要ではないかと思う。

○中庭座長 大学コンソーシアムの中で連携の段階で終わっているので、それを今のよ

うな形での単なる講義の単位互換じゃなく、実際に授業を行った者に対しての単位互換は

まずきちんとするということ。あるいは、それはまずそういう授業をしたらいいのかとい

うこと。

それと、慶應ぐらいだったらいいのだが、一校ではなかなかできないというのが今の議

論で、八王子の大学が連携して何かをつくったりする、そういうプロジェクトってあるよ

うで大学としてはない。
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○小玉委員 ない。

○中庭座長 お互いの助け合いはやっているが。

○小玉委員 何か成果物がない。

○中庭座長 ない。そういうものをつくる授業というのをＭＩＣＥに乗せたり、ソーシ

ャルビジネスに乗せたりすると、相乗効果は結構ある。そういうのも出てくるだろうと。

先ほど姜委員が、人口当たりの高等教育機関の多さというのが八王子の特徴だと言って

いて、八王子の教育力、研究力、ブランド力を出していければなと。この中に中小企業の

方の教育。それは、基本的には学校のプログラムというよりも、実際社会人の方が自分で、

意識の高い人たちが自分でお金を出して働くというのが実態ではあるので、そういう方た

ちの社会でのスキル、あるいは実際に商売をちょっと変えたいときにどうやったらいいの

かということを学ぶようなこととか、ソーシャルビジネスといってもいろいろあるので、

実際に飲食業、これを利益率上げるのにはどうしたらいいのかとかいうような、身近なテ

ーマで、そういうこともコンソーシアムのプロジェクトとして扱っていくというアイデア

もあるのではないかと。そういうこととハローワークが一緒になって、若い人と実際の雇

用をマッチングさせましょうとか、そういう事業を進めようということもあるかと。

○平田委員 ＴＡＭＡ協会がやっている事業の紹介でもあるが、今、出ていた話で多分

現実にはできるなと思う。２つあるのだが、一つは大学や研究者が何か発表して、慶應大

学の例も一緒だが、ＴＡＭＡ協会もＪＳＴ、文科省の関係団体、科学技術振興機構と一緒

にやっている新技術説明会に協力している。ＪＳＴは市ヶ谷に関東本部があるので、そこ

に大学の先生が来て、一人一人の研究者が自分の研究発表を話す。そこに民間の方が話を

聞きに来ている。特に大手の方が多いと言っている。自社の新しい研究開発に向けて、そ

の先生が技術的に何か開発したことを、自分の研究に取り入れていくということをやって

いて、１日で５、６人の先生が話されるそうだが、参加者は多いときで４００人くらい集

まっている。

数年前にＴＡＭＡ協会でもＪＳＴと共催でやらせていただき、ＴＡＭＡ協会側はこの多

摩地域の大学の先生、関係する大学の先生を集めて発表会を行った。自分自身はその会に

は参加してないが、学園都市センターの１２階でやって、事前申し込みで７０人くらいあ

ったところが実際は１００人以上集まった。そういうところ、多分中小というよりは、ど

ちらかというとちょっと大き目の、研究を実際やっている会社の方が来るのかと思う。そ

ういうのを八王子の一つの大学でやるというのも手だし、複数の大学の研究者を集め、そ

こで八王子というブランド名を出していくのも一つかと。今はＪＳＴのほうは、各地に出

ていってその会をやることは余りやっておらず、基本的には市ヶ谷に来てもらってという

形だそうだが、それは交渉次第というか、話し合いの余地もあると思う。

あと、大学で社会人教育という話があったが、偶然、私もここ最近企業訪問した中で、

企業のほうから大学と一緒に勉強したいという声が幾つか出てきたなと思っている。企業

が、今、景気がある程度中小企業にも仕事が落ちてきているので、目先はいいらしいが、

ただ５年後１０年後、どういうところに行くのかがわからない。そういう意味ではアイデ

アを探しているというのはすごく言われていて、ＴＡＭＡ協会は首都大学と一緒にＰＢＬ

事業をやっている。企業に大学生に来てもらって、そこで企業の課題を出す、本当に将来

的にどうなるかわからないような課題を出して、学生がそれに対して提案を出すというも
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の。そこに参加している企業からも、実はそれは一度学生が企業に来て、大学に戻って何

回かゼミのような形でやって、また提案をするのだが、その場に若い社員なんかも入れて

もらえると、考え方だとか、アイデアのひらめき方とかそういうものができていいかもし

れないという話をしている。ＰＢＬ事業はただ集めてやるだけではうまくいかないので、

いかに先生方がリードしていくかというところもあると思うので、そういうリードの仕方

とかも、大学間でできると広がっていくかなと。

○内山委員 慶應の話と、今の話だが、実はたましんでは去年工学院大学と、先生の研

究シーズの発表会を実際やった。定員は、中小企業メインで３０名ぐらいの枠で、実際に

先生たちがやっている研究課題、発表会、そこでいろんな強みを出してもらってマッチン

グできたらというのをやって、枠としては少なかったが、人数が集まって成功は成功とい

う形になった。

八王子ではどうかとなったとき、八王子市の協力もあって、ほかの大学も絡んでいけば、

八王子市としてももっと大きな母体の中で、それこそ志村委員が言っていた大学の強みも

発表できるし、それによって八王子の企業がもっとつながりを持ち、企業にとっては収益

に導くようなことができるのではないかなと、改めて感じた。

うちはまだちょっと小さい枠の中ででしかまだやっていないが、それをもっと大きい枠

でできるのかなと感じた。

○中庭座長 ここはＴＡＭＡ協会さんを見ていても、シーズは結構持っていて、多分応

用のところ、別に先端技術じゃなくてもいいのだが、ちょっとした技術などを、例えば飲

食の現場でこう使うと、実はこういうデータがとれたりして、すごい生産性ももっと上が

るよとか、そういう応用のところのマッチングとか意見交換の場が不足しているのかなと。

これは大学コンソーシアムを見ていても感じることで、いわゆる技術移転とか、そういっ

たところだとどうしてもものづくりの先端のほうに行ってしまうが、それを現場で応用す

るところもできるだけ降りてきてやるような事業をするといいのかなと。

○平田委員 もともとは大学の先生側からの発信という形もあるが、これもまたＪＳＴ

と一緒にやった事業だが、産側から官学側へのプレゼンテーションというのも去年までや

っていて、民間の自分たちが今関心持っているところだとか、研究の内容を大学の先生に

発表する、逆のパターンなんかも結構好評だった。ただ、ＪＳＴのほうは、昨年度で終わ

ってしまったので、どういう評価だったのかが気になるところだが、そういう機会もあっ

てもいいのかなと思う。

○中庭座長 あるいは実際に現場の課題に応用してみて、ということか。知的財産権に

あまりこだわらずに、どういう応用ができるのかということを開発する事業をしていかな

いと、あまりサービスの生産性の向上にはつながらないということもあるのかなと、デー

タも集まらないということもあるかと思うので、それは良い示唆をいただいたと思う。

○落合委員 産学連携については、いわゆるものづくりと思ってきたのだが、市内の事

業者と話をする中でよく言われていることは、敷居が高いというようなこと。実際に産学

連携ってどこまで中小企業の方々の実践ができているのかなということになるわけだが、

あまりできてないのであれば、産学連携に特化したコーディネーター、先ほども話に出た

横串を差す人というか、あるいは本当に寄り添って支援をするような人材というのがあっ

てもいいのではないかということを考えている。
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大学に少し前に聞いたときに、市内に留学生が１，５００名位いるということなので、

中には優秀な方ももちろんたくさんいると思うので、その辺が地域の企業に就職ができる

ようなことも今後考えられるだろうから、そういう横串というか、コーディネーターがで

きる方の育成もいいかなと思っている。

皆さんの話を聞いていて思いついたが、１，５００人の留学生がいる。本当にムスリム

の留学生の方もたくさんいるだろうと思っているが、やはり生活の中で、生活しやすい環

境というような話もあったので、食事というか、ハラルの問題になるわけで、そういうの

をどうされているのかなというのは、ちょっとお聞きしたかった。

創価大の学生は、ムスリムウエルカム八王子という研究テーマをやって、ネットワーク

多摩という多摩地域の大学が持っている組織で優秀賞をとられたという話を聞いて、それ

も読ませていただいた。私は詳細を知りたいと思って学生にメールを送っているが、返事

が来ないという状況で。あと、拓大でそういう学生に食事を提供する事業者がいて、実際

に聞いたら、いわゆる既製品、ハラルアップのついた既製品を提供しているのだと。その

厨房施設だとか、全てのものにイニシャルコストがかかるので、そういうことをしている

というような話は聞いている。実際にどこで食事をして、何を食べているのだろうかなと

思った。もしそういうことができるのであれば、せっかく大学がこれだけあるだから、大

学セミナーハウスが南のほうにあるが、ああいうのを小さくてもいいから町の真ん中へ持

ってきて、そういうムスリムウエルカム八王子とかブランドとして言えるのではないかと

いう気もしている。

○中庭座長 落合委員の発言要旨のテーマ２のところの人手不足のところでＩＴの活用

ということ書かれている。先般中国の上海で暮らしていた子から聞いたが、ほとんどの飲

食店は紙のメニューないという。スマホで全部決済できるので、スマホにメニューが全部

映るというのが普通のスタイルだと。では、その中国人が八王子に来たときに、飲食店と

か、商業で対応できるのかどうかと。それで思ったが、もう銀聯（ぎんれん）カードも普

通なので、そこなんかを、このＩＴとかの活用のところで、大学と地元の商店会とで連携

するとか、あるいはやりたいとか、何かそういうことはないか。

○落合委員 そこまで八王子の飲食のお店が進んでいるかいうのはあるが。

○中庭座長 ただ、やっぱり実際にしないと多分来てくれない。

○落合委員 実際に留学生をアルバイトで使っているというケースが結構ある。

○姜 委員 今のところで１点補足すると、座長から説明があったように、中国の飲食

店で、特に出前ビジネスが非常にはやっている。東京でもそういったランチタイムになる

と、オフィス街でランチの出前ができるが、中国の都市部では出前が非常に安く頼める。

日本で出前を頼むと、みんなネットや電話でこれとセットとか、定食下さいと言って、あ

る程度注文まとまらないと配達してくれない。人件費が安い中国なのでそういったことが

できるのだが、これが全部アプリでできる。決済まで全部。メニューを頼むと最後の決済

は全部アプリで完結させるようなところまで来ていて、私もたまに帰っているときに、友

達が集まって食事するときに何店舗もそういった出前をとって、何分後に来るとか、もう

時間で逆算してできるというようなところまで来ている。

まだ日本ではその対応がおくれている飲食店がたくさんあり、例えばラーメン店とか、

うどん屋とかで写真つきのメニュー自体が実はまだないところが多い。留学生の友達が、
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月見そばが何なのかわからなくて、漢字ばかりを見ていても、物が想像できないので、食

べログをわざわざ調べて月見そばというメニューが書いてある、何か表示が書いてある写

真を見つけて初めて頼めるというような話をしている。今のような状況では、大学生であ

れば、本当に社会貢献、それこそボランティア活動でそういった店に入って、簡単にメニ

ュー表をつくることができるけれども、本当に産学連携というと、どうしても非常に高い

ところ技術力を生かすとか、形に持っていきやすいけれども、学生が地域社会の愛着を培

うためには、そういった簡単なシンプルで小さな一歩のほうがもっと、満足感が得られる

かもしれないと思う。

○中庭座長 今の現場の産学連携というの、実はすごい大ヒントで、しかもこの出前ビ

ジネス、すごい雇用を生むと思う。

○平田委員 先ほどの木内委員からもソーシャルビジネスの捉え方という話があったが、

多分今の話は何かビジネス化できそうな感じがする。大学があるのと、金融機関もいるの

で、ファンドで出資してもらうとか、それこそ産学連携のやり方で物をつくるだけじゃな

くて、経営者もいっぱいいるというところを捉えれば、経営者がメンターになって経営指

導をするようなやり方もあるかと思う。

○中庭座長 そう、まさにそのとおり。

○平田委員 もっと学生ベンチャーを増やしていくことが必要かなと思う。ベンチャー

の大切なところは、起業の数を増やす、開業率を増やすと政府が言っていることももちろ

んだが、それよりもベンチャーマインドを育ててくというところが一番大事じゃないかな

と思っている。それは中小企業の経営者のマインドにも影響するべきところだと思うが、

多くの方が海外ビジネスをやられて、スピード感が違うと言っている。それは日本の働き

方の問題にもなってくると思う。もともとの終身雇用での仕事の仕方という捉え方の中で、

仕事のスパンの長さというのが多分、海外、中国は本当に１年２年でどんどんビジネスが

変わっている。でも、それを悪いことではなくて、やはり一つのステップになって、新し

いことをやっていくという捉え方も、そのベンチャーの考え方というのをよしとする社会

をつくっていくというところで日本の働き方も変わるだろうし、仕事のやり方も変わるだ

ろうし、それを学生のときからやっていくと、また今後の将来の人材も変わっていくので

はと思う。

○加藤委員 ４、５年前からある大学の研究室と商店街、それと私がやっているイベン

トを一緒に続けていて、去年の八王子まつりなんかもサウンドビーコンを使って山車の紹

介をしている。

今までもコンソーシアムが紹介をしてくれた先生が来ても、その先生が、実際にやりた

いのかどうかがわからない。そうすると、申しわけないけどたまたま人の紹介で知り合っ

た研究室の先生と話をしていて、その人のやりたいこととこちらが求めていることはぴっ

たり合うと、その中でＳＮＳとか、メディア関係とか今でも連携して続けている。大学じ

ゃなくて、大学の中の人がやりたくて、我々が求めているものと合致しないとうまくいか

ないというのが一つある。それから、そのときの学生、５年ぐらいつき合っていた学生は、

八王子で３人就職をして２人ぐらい住まわせて、一緒にずっと続けていることもある。も

う１人は、私の地域の商店街のホームページつくったり、企業のホームページをつくった

りして食べているので、現場で一緒にやっていきながら、徐々に育つみたいな形がベスト
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かなと思っている。

○中庭座長 こういうのも、ＩＴ技術、ＩＣＴを使ってどんどん便利に稼ぐこともでき

るし、雇用のほうも、実はもっといい人がマッチングできるようなことも、結構使える。

○加藤委員 使える。その中で大学も幾つか入ってきているので、その大学同士の連携

じゃなく、違う大学の子たちとの組み合わせを上手にやってあげることも多分できるだろ

う、大手企業の方たちも無償ボランティアで来ているので、そことの技術のやりとりみた

いなものが結構現場でできているというのはある。

○中庭座長 いいですね。まちなかラボみたいな感じで。

○加藤委員 そういう名前でつくっているものがあるし、これからもう少し進めていこ

うというのもある。

○中庭座長 ＪＡなど農業のほうでは。

○田中委員 大学が集まってきている中で、大学を卒業する際にインターンシップを活

用されて就職先を見つけている学生が多い。ただ八王子の中でインターンシップ先として

企業を選んでいる方って余り聞かないようなイメージがある。そういったところで、大学

のほうで八王子市内の企業にインターンシップ先の候補として見に行っていただくような、

そういった機会を増やしていただくのはどうか。というのは、将来市内産業の人材確保で、

企業や商店街とのつながりで地元八王子に根づいている方もいる、そういったところを少

し強化できないのかなというのが、ちょっと疑問なところ。

もう一つは、学生による研究調査、そういった取り組みをされている。市の農林課に学

生から連絡が来た。３月に農林課と農協で協力し市内の直売所、農家が利用される直売所

のマップをつくったが、アプリにしたいと、そういう取り組みをさせてもらえないかと、

農林課に問い合わせがあったとのこと。学生が、これをちょっとやりたいなというものと、

共有できる取り組みが今後増えていけばよい。

○中庭座長 テーマ２のほうは、いかがか。

○田中委員 問われていることと違っているかもしれないが、会社の就労環境というの

は、仕事のやり方が変わってきて、日本の独特の、終身雇用やサービス残業は当たり前と

いう時代ではなくなってきていると思う。会社でも社員が楽しく仕事ができるような環境

の整備とか、そういったことも取り組みがあり、会社にいる時間より家庭にいる時間のほ

うが長くなってきていると思うので、八王子市内に子育て世代、子供がいる世代が定住で

きるような環境がつくられていけば、職場と居住地が近いのが作業効率等も含めていいか

と思う。そういったところを変えていくことが一つ挙げられるのでは。子育て世代に定住

してもらうには、教育現場のあり方とか、家族での対話時間、過ごす時間を持てる市内の

環境とか、公園とかそういった家族で楽しめるまちづくり。農業でいえば、体験型農業と

か、そういったものを含めた環境整備が必要ではないか。

○中庭座長 農業体験をアクティビティーとして商品化していくという事業は経営面か

ら見てどうか。

○田中委員 実際に市内の農家直営の市民農園もかなり展開されているので、まるっき

りないわけではないと思う。まして耕作者が高齢化してきて、そういった求められる方に

体験する場所を提供するのは、お互いに求め合っている部分があるかと思う。住宅を開発

しているメーカーも、例えば南大沢で高層住宅を建てるとき、その中に残っている一部の
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緑地を水田にしたり、ビオトープをつくったり、そこに居住されている方が体験できる施

設もつくられてきている。そういう余暇を楽しむための場は、一般の会社に勤められてい

る方のニーズは高いのではないかと思う。

○中庭座長 もう一つ聞きたかったのは、海外からやってきた方、農家民泊で日本の文

化に触れるということで非常に喜ばれる。大分の安心院（あじむ）町もそれで成功してい

て、農家のそういう雰囲気が残っているなと思っている。

○田中委員 農家民泊については、海外から来て求められている方があり、高尾山がミ

シュランに載ったからそこに来て、そこに古い家があるからそこで泊まってというと、そ

こまでの要素がちょっと足りない。やっぱりそういったＳＮＳとかアップされてくるよう

な、そういった田舎と言ったら申しわけないが、そういったところ、まるっきり違うとこ

ろ、異空間に来るようなイメージのところにやっぱり行ってみたいというのがあるかと思

う。今、下町でもかえって普通のホテルよりは旅館とか、そういったところが望まれてい

る。八王子は高尾のほうだと、若い世代が住むのに昔の古民家とか、そういったところを

わざわざ買われて移住されてきているというのも聞いている。そういった方を取り込んで、

海外から来られた方はガイドブックに載っているようなところに行ってしまうのかと。そ

れを八王子で、例えば恩方とかいったところでできるのかなと思う。

○内山委員 インターンシップという話が出たが、今回のテーマである学園都市ブラン

ド強化に向けた産学連携って、どうしても企業対大学、あるいはニーズとシーズが頭に入

ってしまうところだが、やはり人というのは大事だと思う。

多摩地域の数字だが、多摩地域の大学の卒業生のうち、５％しか多摩地域内で就職して

ない。要は多摩地域で４年間勉学に励んでいた学生のほとんどが多摩地域以外に行ってい

ると。還流していない。それには、田中委員も話したように、インターンシップとか、企

業との協力等々というのは力を入れて、地元企業のイメージアップも図っていくというこ

とは大切だし、あと、それに伴い八王子の魅力を伝えることによって、産学連携、何とな

くかた苦しいという話も出たが、ニーズ、シーズだけじゃなく、それを人というものに観

点を置いて、八王子でとにかく働きたい、八王子がこんなに魅力があるというのを学生に

も、人にもやっぱり教えていくというのも、事業テーマというか、項目に何か入れてもい

いかと思う。

○中庭座長 八王子の魅力を訴えていくというのは、もう何十年も言われているような

気がするが、具体的に何なのという話になる。大体出てくるトピックが決まっているが、

内山委員から見て、特に八王子市の魅力をアップするのにどんな事業を思い浮かべるか。

○内山委員 今の話の中からいくと、私自身は、例えば大学と企業が積極的に学生をこ

ういうインターンシップ等々、あと大学が会社を教育するとか、そういったことでも、新

しいことを強みにしていってもいいかとは思う。確かにどこの自治体、どこの市でも、あ

るいは日本全国、同じような課題だと思う。新しいこと、今までやってなかったことを魅

力にしてくのが今の世の中なのかなと思う。

○木内委員 実は先ほど産業振興部だけではなく、学園都市を担当している市民活動推

進部とか、福祉とか、庁内においてもいろいろな部署が、本来このマスタープランづくり

の中にもかかわっていかないといけないと。それは私どももそういう問題意識を持ってい

るので、庁内検討会を４月に発足させ、そこにはそういう部署、まちづくり系も含めて産
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業交流拠点を活用していくということもある。それが再開発とか、そういうところにもつ

ながっていくことで横断的にかかわってもらい、そこで、いろいろフリーに発言してもら

い、どういう連携ができるのか、あるいは他の部署から見たときに産業振興部がやってい

ることについて、何か物申したい部分があったら言ってくれというようなことでいろいろ

話をした。そこで出てきた中で、一つこれは売りにできるかと思ったのが、八王子市自体

がいろんな地域性があり、いろいろな住民層もいる、５６万人いる中では、実証実験のフ

ィールドとして非常に手ごろというところ。都心に近いということでのメリットもあるし、

それから、いろんな住民層がある、いろんな地域性のある地域を抱えている、何か商品開

発をするにしても、本当にそれが商品として成り立つのかどうかという、マーケティング

というか、何かいろんな実験をできることができるフィールドとしてブランド化していけ

るのではないのか、そういう意見も出た。

実際に都市戦略部にいろいろと、戦略的な技術革新をどうビジネス化していくかという、

そういう実証実験のモデル事業を各省庁がやっていて、民間から直接応募する場合にはフ

ィールドになる地元自治体の了解が要るので、対応してくれというオーダーが幾つも来る

ようになってきている。なので、特にＩＣＴを活用して、新しいビジネスモデルをつくっ

ていく、あるいはそのプラットホームをつくる、そういう実証実験の場として結構八王子、

売れるのかなというのが一つ。

それと、シティープロモーションの中で、田舎でもない、都会でもないということを売

りにしている中では、地方に移住だ、定住だということをそれぞれの地方都市も一生懸命

やっているが、都市生活の人たちがいきなり過疎のところに行ってというのも、よっぽど

意思の強い人は別だが、行ってみたらなかなかうまくいかないというのもあるとすれば、

八王子あたりで、一定期間お試しをするとか、何かそういうフィールドとして八王子を売

っていくという売り方もあるかなとか、いろいろそういうことを考えているのが一つ。

あと、消費地としての八王子という中で、どんなニーズがあるのか、どんなものだった

ら商品化できるのかという、そこのところをつかむのに、産学連携ということで、企業と

大学だけじゃなくて、そこに市民が入ることでもっと有効性の高い、何か連携の事業化を

していけるかと。そこの、市民を巻き込むことで何かできることがあるのではないかとい

うことを、どう具体的につなげていけるのか、そこが課題かなと考えている。

昔の八王子の最初のそもそもの学園都市のときは、やはりいかに大学、学生にお金を落

としてもらうかとか、ボランティアで学生を、大変な失礼な言い方だとそのときからも言

われているが、学生を活用する、留学生を活用するという言い方をしてきた。そうじゃな

くて、市民の側も生きがいみたいな部分、あるいはまちづくりの中での盛り上がりの中に

若い人たちが入ることによっていろんな展開ができると、むしろ市民の側から留学生や大

学生にどんなことができるのかというところで、その４年間、あるいは２年間過ごした学

生が、八王子はいいところだった、できれば八王子に住み続けたいと思ってもらえるよう

な、そういう学生、研究者、留学生と市民との関係性を、あるいは地域との関係性をどう

つくれるかというところが、行政としては取り組まなければいけない部分なのかと。

一応、そういう中でおのずとソーシャルビジネスの部分であったり、多様な働き方の部

分であったり、人材のマッチングであったり、そういうものにつながっていくのかなとい

うことを今日もいろいろ意見を聞きながら、そこをもう少し明確な言葉遣いで発信してい
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けるように考えていきたいと考えている。

○中庭座長 これで終了したいと思うが１点だけ。きょう皆さんから示していただいた

この発言要旨記入表だが、次回は３つのテーマ、２つのテーマでも全然時間ないようだっ

たが、これで次回３つのテーマできるのかということもあり、それも含めて事務局と調整

する。次回も記入表を事前にお配りする。そのときに、こういう課題がある、だけでとめ

ないで、こういう事業をしたい、したらおもしろいだろうというのを皆さん、次回のテー

マで羅列していただけるように、私からお願いする。

それと、今日のテーマについても後でこの議論を聞いて、つけ加えたい、盛り込みたい

というものがあったら、後で事務局に送っていただく形でお願いしたい。やはり課題とか

じゃなく、具体的な事業をたくさん出すことが大事だと思う。今日はたくさんそんなヒン

トを皆さんからいただいたと思うので、ぜひともお願いする。

以上で第３回の振興会議を終了する。

  


