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会議録
会議名 第４回 産業振興会議

日時 平成 年 ７月４日（火） 午後 ６時 分～８時０ 分

場所 開発交流プラザ会議室

委 員 内山真宏、落合 隆、姜 雪潔、小玉陽子、小野桂一

志村 勝、松田和美、田中伸晃、中庭光彦、福井昌平、吉田善一

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、加藤一詞

次 第 １．開会

２．傍聴人について

３．報告 前回会議録

４．議事

①第３回会議でのアイデア群について

②テーマ「都市農業活性化・林業再生」

「農商工連携・農福連携」

「地域課題解決に向けたソーシャルビジネスの活性化」

③その他

５．閉会

公開・非公開の別 公開

非 公 開 理 由 なし

傍 聴 人 の 数 １名

配 付 資 料 名 ・次第

資料 第３回産業振興会議会議録 （メール添付）

資料 第３回産業振興会議事業アイデア （メール添付）

資料３ 庁内検討会意見分類 （メール添付）

資料４ スケジュール訂正 （当日配布）

資料５ 市政モニターアンケート（たたき台）参考
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【会議録】

１．開会 ・・・・・・・・・橋本産業政策課長

２．傍聴人について・・・・・三吉産業政策課主査（傍聴人１名）

３．報告 前回会議録・・・・橋本産業政策課長より説明

４．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） 配付資料を確認する。

それでは議事に移る。サイバーシルクロード小野様が途中退席予定のため、中庭座長に

お願いするが、先に小野様から説明いただく。

○中庭座長 では、どうぞ。

○小野代理委員 私からサイバーが取り組んでいる農業関係について、これまでの経緯と

今後の活動について説明する。

お配りした「これからの農業振興に向けて」という資料をごらんいただきたい。

サイバーシルクロードがなぜ農業に着目したかというと、２年ほど前、養蚕業に目をつ

けた。養蚕業は、つくばの研究所で色々な生糸を活用し、光る糸とかを作っている。あと、

コニカミノルタの繊維用のインクジェットプリンターに着目した。話を進めてみたが、養

蚕業はこれから新しいことにチャレンジする余力がなく、そこで視点を変えて、八王子は

色々な農産物をつくっているので、ＪＡ八王子の田中委員にご協力いただき、２年ほど前

からＪＡに所属する若手のグループ、青壮年部の方々と接点を持ち、何度か意見交換を行

った。

我々も、農業というのは全く新しい分野で全く素人なので、実際に農家の方と話をして

みると、色々な課題が浮き彫りになった。家族経営による少人数の生産体制の限界、新し

い取り組みに対する意欲、現状に満足している。相続の問題、地産地消につながる物流の

課題等々。そんなことを重ねて、１ページの報告書になっている。

クラウドファンディングの試みも行った。昨年の４月にクラウドファンディングという

仕組みを活用して、八王子の農業を盛り上げてはどうかと検討を重ね、八王子産の野菜、

特に八王子生姜は江戸東京野菜であり、農家と協力してクラウドファンディングで募集し

たところ、目標１００万円のところ１２０万円集まって、市内の飲食店と和洋菓子店の協

力により商品開発された。

昨年９月、商工会議所とＪＡ八王子が業務提携を結び、田辺会頭と立川前組合長出席の

もと調印された。今後はＪＡと一緒に商工会議所としても農業の取り組みを盛り上げてい

くという新聞記事にもなっている。

クラウドファンディングは、チラシで周知を図り、１２０万円集まった。燻製工房グー

テとか、あとシフォンカフェ、ボン・ムーは生姜を使った商品が思いのほか成功し、レギ

ュラー化したという実績がある。

続いて、販売促進プロジェクトだが、生姜プロジェクトに日本工学院八王子専門学校の

先生が興味を示し、ぜひ商品開発したものについて学生が販売促進やマーケティングに関

わりたいということで、チラシ、キャッチコピー、あとＳＮＳへの発信の方法とか、そう

いったアイデアを今回協力いただいたプロジェクトメンバーと一緒になって考える取り組
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みを行った。

続いて、八王子農業の６次産業化のシンポジウムを今年２月に開催した。定員５０名だ

ったが、当日は１００名以上に参加いただいた。６次化に向けた取り組みに興味を示す方

が本当に大勢いるのを実感できた。当然、生産者を始め、地元の飲食、物販店、物流、コ

ンサルとか金融、色々な方に参加いただいた。我々も農業支援はこれが初めてで、まずは

基調講演で、八王子の農家から八王子の農業について話を伺った。その後、実際に６次化

に着手している多摩草むらの会という団体から話を聞き、最後は６次化に向けた進め方を、

実績を持つパワフルジャパンという会社に依頼して話を伺った。

続いてクラウドファンディングの第２弾として、現在募集中だが、パッションフルーツ

の商品開発を考えている。プロジェクトメンバーと、パッションフルーツは生産組合を持

っているので、１２名の若手農家と一緒に実行しているところ。

それから、パッションフルーツの商品開発プロジェクト事業が走り始めた。クラウドフ

ァンディングのプロジェクトが一方で走っていて、もう一方で商品開発のプロジェクトが

走っていてわかりにくいのだが、東京都の補助金を受け、２年間かけて、なぜ八王子でパ

ッションフルーツなのかといったストーリーから、６次化と、飲食というところで、実際

に皆さんに飲食店で味わってもらうために行っている。クレアとアーバンの２社に協力い

ただいいる。販売名については、６次化については京王百貨店のバイヤーに加わってもら

い今後２年かけて、二つの柱でものづくりにチャレンジしていこうと考えている。

さらにＩＴという視点で、農業はどこまで進んでいるのかを勉強しようということで、

農業×ＩＴと、スマート農業の現状と今後について、今度は７月２０日に勉強会を開催す

る。

最後は、大学×八王子農業の産業振興ということ。これまで２年近く農業生産者とかか

わり、課題は主に二つある。まず収益の面。どうしても価格競争に陥るので、収益をどう

やったら確保できるか。それから人材の面、主に家族経営が中心なので、どうしてもマン

パワーに不足がある。この二つの課題解決のためどのようにしたらいいのかということを

今模索している。

では大学という地域特性を生かして何かいい取り組みができるのではということで、ま

ず一つ目が収穫のロスを解消するため学生に収穫の手伝いをしてもらう。とはいえ、ただ

の学生ボランティアでは意味がなく、６次産業化に対する検討ということで、各大学の強

みを生かし事業発展に必要な具体的な取り組みを検討していこうと。学生が、自分たちで

摘み取ったものをいかに商品開発して、販路を開拓して、どのようにブランド構築できる

のかというところまで考えてもらうことをやってみようかと思っているところ。

今は大学コンソーシアムの産学公連携部会で農業についての話をしたところ、三つの大

学から非常に興味を示してもらい、先週農家へ行ってきた。今後、大学間連携も含めて、

農業振興、６次産業化を見据えた形で取り組んでいこうと考えている。

具体的は、下恩方に生産農家が集積しているブルーベリーで、まずは若い農家の方に成

功事例をつくってもらい、じわじわ広げていけたらという期待はしているところ。

○中庭座長 ありがとうございます。

前回が第 回ということで、前回の議事の冒頭で、ふわふわとした言葉ではなく事業、

あるいは事業をまとめたプロジェクトのアイデアをいただき、それを書き込むようにした
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いということに同意いただいた。今日はそれを踏まえ、前回はＭＩＣＥについてのテーマ

を中心にやったが、私もそういう事業イメージでやろうということを前回の冒頭に申し上

げたので、ＭＩＣＥについては、まだ事業レベルまでには落ちていないということだろう

と思う。

今日予定では、今お話しいただいたが、都市農業活性化・林業再生、農商工連携・農福

連携、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についてということで、

各委員からアイデア、特に事業ベースでのアイデアをいただければと。

ここで、アジェンダには①②ということで、②には私が申し上げたアイデアが、①には

第３回会議でのアイデア群が書いてあるが、これが何を意味しているかというと、前回の

話をもう少し、資料２に前回の発言録をうまくばらした形で皆さんのアイデアが書いてあ

り、これを詳しく、こういう事業があったらいいのかなという事業のアイデアまで、前回

のＭＩＣＥの話だが、そのアイデアの話もいただきたいということ。

今日は、この２本柱で行きたい。恐らく皆さんは農業関係の方を考えてきたと思うので、

まずそちらを話して、ＭＩＣＥを後段、資料を見ながら前回の振り返りも含めて、事業ア

イデアを改めて資料の２にかぶせる形でいただければと思う。

それでは、まずは農業関係ということで、都市農業活性化・林業再生、農商工連携・農

福連携、地域課題解決に向けたソーシャルビジネスの活性化について、各委員のアイデア

をお聞きできればと思う。皆様いかがでしょう。

○姜委員 先ほどのサイバーシルクロードの取り組みに関して説明いただいたので、そ

れに関連して何点か気になっているところから感想というかお話しを。

私自身も地方の研究をしているところで、６次産業化とか農商工連携を、地方では誰が

主体になっているかというと、ほとんど中高年の女性である。女性グループで、子育てが

終わって、まだ介護という重荷がない段階のときに、農村地域の生活改善のグループで、

何人かで一緒にみそをつくりましょう、ジャムをつくりましょうというような展開が多い。

先ほどの資料を拝見すると、若手の農業者になっている。

農村女性と比較して見る場合、実は二つの意味があると考えていて、一つは地域のコミ

ュニティービジネスとしての展開。普通の本格的なビジネスよりも、もう少しやわらかい

切り口で入って、それほど高い収益を求めてないというのが、入りやすいメリットがある

のと、もう一つは中高年女性の参加は消費者目線で考えるようになる。今回、このグルー

プの写真では女性の参加者が比較的少ないのがまず一つ気になった。

もう一つ、学生だが、私もゼミ生と一緒にプロジェクトに取り組んでいると、農産物の

付加価値を高めるような提案をしようとディスカッションすると、彼らは自分の目線で考

えてしまう。学生の消費能力で評価してしまうという癖がある。だから、このグループで

も本当はマダムの参加が一番必要ではないかが気になった。そのあたり教えてもらいたい。

○小野代理委員 今回、きっかけが青壮年部というところだった。青壮年部に女性がどれ

だけ在籍しているのかわからないので、 の田中委員が詳しいと思うが。

○田中委員 女性は実質いない。

青壮年部は男性の後継者の集まりなってしまっている。都内のほかのＪＡでも、青壮年

部組織の中で女性の在籍は、消防団に女性がいるのかというのと同じぐらい少ない。仕事

場が東京だと、奥さんが農業に携わらなくても、ほかの仕事があるということで、農業に

  

JA

  



5

だけ専念しなくていいというところもあり、女性の後継者はいない。ここ近年では、後継

者に男性がいないから娘さんがお婿さんをとって就農するという取り組みを始められてい

る方が少し現れてきているところだと思う。

○姜委員 中高年の女性を巻き込むのが、実際に農作業をやらせるのが無理だとしても、

例えばミーティングとか商品開発とか、アイデアで何か参加してもらえるような仕掛けづ

くりとかがあるといいと思う。

○中庭座長 後で報告書をまとめたときに、仕掛け作りをこれからするって言うと、や

らないのだなという感じの報告書になってしまうので、できれば今のマダムを中心とした

販路づくりプロジェクトとか、そういう事業として言葉にして残していきたい。

姜委員、今の話を仮に事業として説明するとなると、どういう事業という形での説明に

なるか。

○姜委員 宿題にさせていただきたい。

○志村委員 今、姜委員が言ったことに私も賛成だ。女性が入ると視点が全然違うから。

たしか国立だと思うが、農業なのか、あるいは趣味的な家庭菜園なのかというのはあるが、

そこで生産されたものを、喫茶店なりレストランなりで出しているという取り組みという

のは結構あるのではないかと思う。その辺のアイデアというのは絶対に女性のほうがいい

と思う。

６次産業化ということで、サイバーシルクロードがやっているのは基本路線で、それこ

そ農業生産者から、それから加工して、販路拡大しようとするもので、これは基本路線で

いいことだと思う。そこに、さっき姜委員が言われた入りやすいコミュニティービジネス

的な、ニッチ産業と言ってもいいかもしれないが、できる範囲でやるというのが６次産業

の段階の中にあるのではないのか。自分たちのつくった生産物を料理にしたり、ケーキに

したり、それを販売したりとか、そこまで行けば姜委員が言われた入りやすさと、女性の

参加だとか、それが図られるのではと思った。

○中庭座長 女性が結局、つくるほうにも参加して、コミュニティービジネスとして、

最後、例えばカフェみたいなところで実際に販売するところまで運営するというプロジェ

クトをやって、コミュニティービジネスとしてやってみるといいという、そういう事業に

なってくると、途端に具体的に見えてくる。

なぜ僕がこういうことを言うかというと、サイバーの資料の中で、６次産業化のシンポ

ジウムで草むらの会の風間さんを呼んでいる。風間さんは多摩ニュータウン、多摩市のＮ

ＰＯで、稲城にも農園を持っているが、そこで女性の方も一緒になってつくって、それを

ニュータウン、新たに再開発された諏訪二丁目団地の１階に「ゆめーぬ」というカフェを

実際につくっていて、そこは高齢者だけじゃなくて、子育て世代のたまり場になっていて、

そこも多摩草むらの会が運営している。これは女性目線で、すごい感じがいい。いつ行っ

ても入れないぐらいというコミュニティービジネス。

生産とカフェを一緒にする、マダムが主体となったプロジェクト、運営を組んでいくと、

カフェ・・・・になるとか、そのような形の言葉にして議事録に残してもらうと、多分、

事務局の方は多分大変ありがたがると思う。

○姜委員 生産とカフェとか、まさに生産者側の目線からすると、ない発想のものだ。

それを実際に変えていって、こういう商品とお菓子というようなものになってくると、主
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な購入者を考えていっても女性なわけで、そういった目線で考えられるようなことと、あ

とは女性同士が口コミを通して商品開発も、勝手にマーケッターになってくれる。そこの

ところも期待できるのではないかと思う。

○中庭座長 では大体、今ぐらいの感じの具体性を持って話していただければと思う。

○落合委員 商工会議所としても連携協定を結んだという経過だが、もともと１０数年

前から八王子の花卉農家と一緒になって、朝顔市をやっている。そのように一緒に仕事を

してきて、共同意識が大分できてきたということで、機運の醸成もできたのではないかと

いうことで連携協定に踏み切った。

連携したからには、今後どういったことをしていこうかということで、マッチングなの

だろうなと。もちろん、ＪＡ抜きにということではないが、販路をどこかで開拓していく

ことも必要だろうということで、協定をしたときには、印象に残っているのは、当時の理

事長が、「やっぱり農家の所得をアップしないと」ということをおっしゃっていた。やはり

そういった販路を見つけるということで、いろいろ動いている。

市内飲食店と生産者を直接つなぐことを今進めているが、これもなかなか難しい。お店

はお店で自社のブランドを守るための品質を維持したい、それと必要なときに必要なだけ

の品物をおさめてくれるような便益性を求めている。生産者は生産者で、自分で生産しな

がら、また配送もして、また取引の管理をしてとなると、本当に生産者の方だとなかなか

難しいということで、そこの仲介というか、そういうマネジメントができるような組織と

いうか、人というか、そういったものがあるといいだろうなと思っている。

○中庭座長 仲介、俗に言えば卸だが、ちょっと違うのだろうけれど。

○落合委員 やっぱり直接に取引ができるような形というのをやってみたいというか、

イメージとしてあるのだが。

また、最近よく軽トラマルシェというのがある。産業交流拠点が平成３４年にできると

いうので、そういったものを視野に、直接生産者が販売できる。もちろん道の駅もあるが、

やっぱり地の野菜を売るということも、またおもしろいのかなと。朝市というのはよくや

っているが、独特の、何かそういったアイデアを出した朝市。農産品だけじゃなくてもい

いのかなと思うが。

○中庭座長 軽トラ市は集客力がある。

○落合委員 まちの中もいいが、逆に、少し農家に近いほうのエリアでやるとか。

○田中委員 販路としては、やっぱり商工会議所と協定を結んだ中で、いろんな業者が

関心を持って、今まで聞くところがなかったから黙っていた方が手を挙げて、声を出して

お話しいただいて、結構、直接農家さんと取引してもらう形はふえてきている。前組合長

も、農家の人と、国の政策の絡みもあるが、農家の所得を上げていこうという中で、そこ

に農協が何か力添えできれば、農家のメリットになるのなら、どんどん進めていくという

のが現状だ。

うちにも直営の直売所があるので、そういったところを活用して販売、あとそれ以外に

金融店舗という形もあるので、農産物を売っていることがなかなかできないので、直営の

直売所から持ち出したり、地元の農家から生産物を提供いただき、金融店舗で野菜の即売

をするとか、そういった形に近いものを何かできないかと今模索しながら、１店舗、２店

舗という形で、今始めているところだが。
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その中で、移動販売ではないが、軽トラックに野菜、生産物を積んで、自治会とか、そ

ういったところでも、朝市じゃないですけど来て、売ってもらえればという要望があれば、

それに応えられるような形ができないのかなということで、今検討をしている。それには

どうしても地元の農家の生産物、やっぱり地場野菜が欲しいという要望が多いので、直売

所の直営のところも生産者に声かけて集めているという形を、取り組んでいる。

○中庭座長 農商連携ですよね、結局。ただ一方で、やはりＪＡの立場も、生産者の立

場もある中で、移動店舗なんかは、これは生産者が売りに行くというものなので、スペー

スがうまくいけば何とかなりそうな話であると思うのだが。

１番目の市内の飲食店と、うまくマッチングできるような仕組みというのはどうかとい

うことだが、もっと具体的に言うと、では全部、ＪＡを通してくれればいいのだという話

なのか、もっと多様な生産者と、もっとつながってくれたほうがいいということなのか、

それができるのかどうかということも含めて考えていったほうがいいということなのか。

私はよそ者だから、こうやって言っているが。

○田中委員 農協の立場としては、農協を通していただきたいというのがあるが、現状

としては、農家、生産者の所得を上げていくには、一つ考えるのは、仲卸とか、そういっ

たところの中間マージンを省いていくのが一番早い。そこで農家も、直接やってくれるよ

ということあれば、つながっているケースはある。

○中庭座長 そうすると、生産者と、商店との多様な取引をつくる仕組みというのは考

えていかなきゃいけないということでは同じ考えか。

○田中委員 に、なるかと思う。

○中庭座長 ここが多様なものにならないと、八王子市の魅力が出てこないと思った。

○内山委員 金融機関なので、農家はやっているが、主な収入が不動産賃貸とか、そう

いう方が多い中、なかなか金融機関として農業に余り向き合っていなかったのも事実だ。

多摩信用金庫は５年前からＮＥＸＴファーマーズプログラムという、若手の農家の育成を

始めた。今第５期だが、始めた当初は３０代でやっていたが、なかなか３０代は集まらず

に、今年は４０代までと年齢層も上げてやっているのが現実。

参加者、受講者は農協というだけの収入だけでなく、夢として皆さんから出てきた言葉

が花畑牧場、ミルクキャラメルの。最終的に、ああなったらいいなという言葉が６次産業

的なことだが出てくる。それには色々課題、悩みというか、農地法の問題とかがやはりネ

ックになるということが出ている。

一般のサラリーマンに比べれば、農家は広い土地があり、その中の一部でもいいから工

場を建ててなんていうことを、若い方感じている。ある程度東京の農業、農業やられてい

る方は、農業専門だけじゃなくて、不動産という収入もあって、お金もある程度有る方も

いると思う。そういう中で、金額的にも設備投資の面も法的にできないということがある

ので、若い方の悩みなのかなと思っている。

農業製品を自分たちがつくるものを、ブランドにしたいという思いを、皆さん、持って

いる。

例えば、町田市でメロンの栽培をふやしていっている。それがここのところ、定着して

きて、地域には知れ渡ってきている。なぜ町田でメロンなのか、歴史的なつながりはなか

ったと思うが、町田でメロンをつくってそれが地域に発展し、メロンジュースや、加工物
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をつくろうとしている。八王子のブランドとなる食べ物、大きなことをつくっていける事

業ができたらというか、それが過去や歴史にとらわれず、これからの新しい八王子市とし

て考える上で、そんな発見できたらと感じている。

○小玉委員 姜委員がおっしゃられたところは私も感じている。大学生にこういうミッ

ションを与えて、臨場感が沸くのかというのがあった。女子学生ならスイーツが大好きで

とか、そういうところも広がるのかと思いながら、大学生というより、調理師学校とか、

専門学校の人たちのほうが豊かな発想になってくるのかと感じながら、話を聞いていた。

それで、ブランドの話は私ももっともだと、発言したいと思っていた。あきる野のトウ

モロコシとか、稲城の梨とか、八王子って何だろうといつも考えていた。今回、生姜の話

も出てきた。生姜は、女性は温まることで好きで、新百合が丘では生姜専門のレストラン

がはやっていて、着眼点はいいのかなと思うが、やはり、この季節になったら買おうとか、

そこへわざわざ行こうというようなものが、主婦目線とすると欲しいと思う。

私は大学コンソーシアムですから、大学の立ち位置でお話ししなければいけないが、農

業とか林業とか、この辺は、八王子にそういうものがあるということ自体認識がなくて。

林業などは、そうか、そういうお仕事の方も、この八王子にいたのだというのがここで初

めてわかったぐらいで。

○中庭座長 今生姜が女性に人気があるというのを初めて聞いた。大学コンソーシアム

は大学だけだが、今、小玉委員がおっしゃった中で、八王子市内の調理師の方はかなり八

王子の資源になる。少なくとも今の食ということを考えたときに。そうすると、大学コン

ソーシアムというか、八王子に調理師学校とか、あるいは食の関係の製菓学校って、ある

のかないのか、私は全然わからないが。

○事務局（三吉） ある。

○中庭座長 それは大学コンソーシアムとつき合いがあってもよさそうな感じもするが、

法律が違うからだめということなのか、わからないが。

○小玉委員 食品を扱っている学部もあるとは思うので、そういうところに広げるのも、

もちろんあると思うが。

○中庭座長 最初におっしゃったように、学生目線と、実際プロで、これからそういう

仕事をやっていこうという方の目線とでは、マーケットの質が違うのだろうということに

なる。実はそこまでかぶせていくことは意味があるのかもしれないというのを、今、小玉

委員の話を聞いて思った。そこまで入ってくると、大学コンソーシアム、もっとおもしろ

くなるのかもしれない。

○吉田委員 ＴＡＭＡ協会は、今年３月に東京農工大学と、ＪＡむさし、それにＴＡＭ

Ａ協会で連携協定を結んだ。やはり都市型農業、農工をどうしていくかということで、Ｔ

ＡＭＡ協会は傘下の中小企業を抱えているので。中小企業の持っている技術をうまく農業

に生かせないかってことで、まずはマッチングをやろうと。大学も入って、農業側、ＪＡ

むさしのほうから、こういうことで困っているということで、具体的には、例えば保存用

の冷蔵庫をまちなかに置いといて、そこで販売する、そういうものとか、あとはセンサー

類ですとか、そういうものを出してもらって、それに対してＴＡＭＡ協会傘下の会員企業

にいろいろ、うちでは、こうできますと。まずはマッチングをやろうということだ。

それと、先ほどの女子の話だが、正確な人数は覚えていないが、農工大の場合は半分以
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上が女子学生だと。むしろ農業女子というのは非常に多い。そういう意味では、むしろ、

農工大も、女性の農業というのに対してもどんどんこれからやっていこうと。例えば力仕

事をロボットとかでやるとか、そういうこともやれるのではないかってことで、特に三者

で連携したことによって、特に工のほう、中小企業も、そういう技術というのを農業につ

ぎ込んでいく。そのために、まずはマッチングをＴＡＭＡ協会が中心になって今やろうと

している。

○中庭座長 今の連携の話は、すぐ形になりそうだが、マッチングの話で八王子市の農

家の方が実際に例えば実証実験に携わっているとか、実際に使われているようなこととい

うのはあるのか。

○吉田委員 具体的な話は、ＪＡむさしと３月に連携協定したときにディスカッション

をして、若手の農協の組合員の方からいろいろ提案はあった。なかなか、ＪＡむさしでは

工学関係と連携してやっているところまでは行ってない。これからじゃないかと。

○中庭座長 これからやっぱり具体的に、利用の現場に落としてくということが必要だ

ということか。

○吉田委員 そうだ。特にやはり流通という面でも、一つの例というのが、東京駅に持

っていって、朝、会社から注文すると、夕方には東京駅のロッカーに入っていて、そこで

取り出して、というのもできるのではないかと。そういう流通網も含めて、これから工学

系の会社と連携していけたら。

○志村委員 農地の活用みたいなことで提案だが、やっぱりうちはＭＩＣＥを福井先生

と一緒にやっていて、「参加体験楽習」、楽しく学ぶというのを頭に置くと、農地活用で、

先ほど内山委員も農地法の関係でいろいろ制約があると話があったのはそのとおりだが、

何か一つ象徴的な成功事例が欲しいなという思いがある。

八王子は都市型農業で位置的に人が来やすい。交通の便がいいので、そこで農業を参加

体験学習できる施設を伴った農業の紹介というか、八王子のプレゼンツの一つにしたいな

というのは出てくる。超えなきゃならない、法的なものだとか、そういうのってだんだん

変わっていくと思う。そういうものをやりたい。

実際に八王子の地酒をつくるプロジェクトというのが今ある。酒屋の河内屋が中心にな

って、私も小野さんも参加しているが、このあいだ田植えをやった。今週は草刈りで、９

月に稲刈りをやって、１２月には、醸造所がないので、それは長野に仕込みに行って、お

酒にして２月に試飲会をやって、市内の酒屋も参加しているので、そこに卸すというプロ

ジェクトをやっているが、それも参加体験学習だ。

でも、高月の農家に行くときに、例えば駐車場がない、レクする場所がないとか、そう

いうのがある。今は町会の会館を使いながらやっているが、だんだん参加者がふえてくる

と、うまく調整ができない。そういう環境を整えるような象徴的なプロジェクトをやった

らどうかというのが一つ。

それと、林業だと、多摩産材ということで八王子の材木も一緒くたになっている。八王

子産材だけ分けて、等級つけて、それを出すというと量が少ない。そういうことがあるの

で、東京都の林業とタイアップしなきゃいけないなと感じている。

東京都の檜原村に都民の森というのがある。これも参加体験学習なのだが、そこには製

材所みたいな工場があって、そこで机だとか椅子だとか、小物じゃなくて、家庭で使える
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ようなキットがあって。そのキット自体は買えない。そこに行って組み立てないと購入で

きない。ただ、それがすごく安い。すごく立派な椅子が２，０００円とか、テーブルが５，

０００円とか、１万円かからない。それを商売にするのか、あるいは参加体験、いわゆる

森林の保全、東京都がやっているものだが、それも一つのいい事例かなと思っている。

仕事で行って、それがおもしろくなって、時々そこへ行って、小物をつくったり。結構

おもしろい。そんなのも八王子で、できたらなと。

ソーシャルビジネスをやるのか、あるいは行政が関与して、森林の保全だとか環境だと

か、その辺でやるのか。切り口は幾つかあると思うが、その辺もちょっと題材にしたいな

と思っている。

○松田委員 私は専門ではないが、特に農業とか林業とかというのは時間がかかるもの

なのかなと思う。お米なんかは１年がかりだし、果物は場合によっては木が育つまで２年、

３年というのがあるかもしれない。生産して加工して販売して収入を得るというスパンが

ものすごく長いので、そこをどうやって維持していくのか。１年目はこういう資金調達が

できても、２年目、３年目、継続していくのにどうするのかというところが、先々、問題

になるのではと、ちょっと素人考えだが、思っている。

ハローワークなので、農業をやりたいと相談に来る方もいるが、実際になると、やっぱ

りお一人で、少人数だと生産体制に限界があるという話も出たが、一人でやれる作業量は

限りがあるから、そこで上がってくる生産量は当然小さくなるし、それに見合った収入と

いうことになってくるので、これもやっぱりどのぐらいの規模でやるのかというのもある

かとは思う。小さい数でやってしまうと、それこそ八王子市内でこぢんまりとやるとか、

どこかの店舗でこういう名産があるよというのをうまく広げていかないと、そこまで来て

もらわないと買ってもらえないというのもあるかもしれない。八王子だから、近いから２

３区内の飲食店にたくさん買ってもらえるように売り込んでいくという作業も必要なのか

もしれないが、それも時間かかるかなと。資金と時間をどう解決するかというのはちょっ

と気になるところではある。

○中庭座長 その辺は、たましんにはいろいろノウハウがあるのでは。

○内山委員 どうしても金融機関って、やれ融資だ、やれ預金だって、お金をかけるの

につながりがちだが、基本的に多摩信用金庫の考え方としても、地域の企業の課題解決に

色々な形で応援はしていきたいと思っているが、具体的に、では何かというのはちょっと。

○福井委員 私も八王子とのつき合いは長いので、いろんなところに首を突っ込んでい

て、何かまとめることはできないが、八王子の可能性、特に農業を含めた可能性としては

三つあると思っていた。一つは農商連携、もう一つは農工連携、もう一つは市民農園、つ

まり市民がサードパーティーというか、サードプレイス的な形で農に触れていくという三

つの方向があるのではないかなと。もちろん農福連携というのもあると思うが。

実は私、足利にあるココファームという非常にすばらしい障害者の福祉団体が、こころ

み学園というのだが、障害のある人たちが１８歳までは色々な形で障害者施設の中で面倒

を見てもらえるのだが、１８を過ぎると各家庭に戻っちゃう。そこから全然職場がないと

いうか、仕事がないというので、ある福祉団体のトップが考えて、そういうのじゃいけな

いなということで、アメリカを視察したら、農業がいいとみんなが言うと。農業は一番合

っている。その中で特にブドウ、ワインづくりがいいよということで示唆を受けて、今か
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ら４０年ぐらい前、ココファームという、要するにブドウ園を開設し、そこでブドウをつ

くって、今はものすごいブランドとして、色々な方々に支えられて、非常に大きなビジネ

スになっている。沖縄のＧ７サミットのときには、ここの発泡ワインがみんなに配られて、

そのときにきたシラク大統領が、どこのシャンパン、どのブランドですかって聞いたとい

う、そういう話題がある。足利にあるのだが、私も大好きで、そこのワインを取り寄せた

りもする。

そういう農福連携では実はすばらしい事例がある。それをやるためには福祉行政なり、

そういうものを支えていく大きなフレームワークが必要になってくる。農福連携について

は、ちょっと今のところ私はココファームを応援しているので、八王子ではどうなのかな

と、なかなかイメージは沸いていない。

農商連携は、これはもう最初から八王子は非常にレストラン事業だとか、もともとＢｔ

ｏＢのまちだから、要するに接待だとか、そういういろんな形があって食文化が盛んだ。

であれば、八王子で持っているすぐれた食材と、それからレストランのシェフが直接にカ

ップリングをして、八王子の食文化を豊かなものに見せるイベントが必要なんじゃないか

なというので、八王子フードフェスティバルというのを５年前に始めた。

最初はストアサイドからＢ級グルメがいいのではないかと。そういう色々な、八王子の

食文化の中には八王子ラーメンもあるぞとか、Ｂ級グルメがあるぞと。Ｂ級グルメはやめ

ましょう、どこでもやっているからと。とにかくＢ級グルメではなく、八王子が持ってい

るすぐれた食材と、それから、それを調理するシェフが直接出会って、そしてそれで食材

を提供していく。そういうものにしていくべきじゃないかということで、結構、我慢をし

ながらやってきている。

今年も９月の全国都市緑化フェアの会場の中では３日間、八王子のフードフェスタとい

うのをやるのだが、そもそもそれは新たに産業交流拠点にできる都市広場のメーン事業の

ものとしてやろうということの中で、最初から農商連携の姿を追求していこうということ

だ。その中で、もちろん滝山の道の駅の生産農家との関連だとか、ＪＡとの関連みたいな

のはもちろんある。

やっぱり江戸東京野菜というもののすごさみたいなものを我々も今感じていて、江戸東

京野菜をどのように応援して本物にしていけるのか。これは固定種の、モンサント系じゃ

なくて固定種の種から自立的に再生できるものなのだが、そういう意味で、江戸東京野菜

みたいなものを含めた形で、どうやってブランド化していけるのかというのが大きなテー

マなんじゃないかなと思って、これは一つ。

もう一つは、農工連携というのは、これは要するに今のところ余り可能性はないと思っ

ているが、一番大きな事業というのはグリーンハウス、温室栽培だ。特にある一定の品質、

農薬を使わない、あるいはいろんな意味での一つ一つの生産品をＩＯＴみたいな形で管理

もできるという形で言うと、高級レストランとか、あるいは東京を代表するいろんなスー

パーであるとか、高級食材とか、そういうものに対しては、グリーンハウス、温室的な、

最先端の工業技術とマッチングした農業というのは、東京に立地した三多摩地区のあり方

としては非常にあるのではないかと思っているが、ほとんど今誰もチャレンジしていない

のではないか。この部分についてはどうするのかというのは、これからの課題なのかなと

思っている。
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それからもう一つは、市民農園。これもこの前、シンポジウムが八王子であったが、副

業として農業をする。主業としている中心的な農家の方々が怒っちゃう話だが、逆に自分

はプランナーだとか、自分はプロデューサーだが農業もやりたいという形のかかわり方と

いうのが、割と大東京を背景にした中で言うと、相当大きなニーズが実はある。それに対

して圏央道沿線には実際、ものすごい市民農園が生まれている。生まれているのだが、ト

ラブルもいっぱい生まれている。ちょっとやったけど、パッと投げ出してしまうとか。農

地を貸している農家との間でうまくコラボができてないとかという問題があって、市民農

園のニーズはすごくあるのだが、それが一つの大きな成果を生むところまで行っていない。

この中のモデルで、割とうまくいっているのが鶴ヶ島だ。鶴ヶ島は埼玉県の農業試験場

の跡地をうまく活用しながら、どちらかというと市民農園の方々が共通のルールを持って、

何をつくるかを決めるとか。それについては、自分の土地にトマトだけここでつくるとか、

そういうのではなくて、一つの農業の仕組みを、あるクオリティを持った形で、シェアし

合って、学びながら、働きながら、成果も得ていくという、そういうルールだ。そこの共

同市民農園の中には、ちゃんと汗をかいた後には入浴できるような温浴施設もついている

とか、ミーティングルームもあるとか、カフェもあるとか、そういう形で鶴ヶ島の市役所

も戦略的に入って、市民と農業、農業っていっても片手間ではありませんよ、みたいな。

そこにはプロが入って、ちゃんとやっている。

そういうモデルがある中で、私は八王子型市民農園方式というのが、実はあるのではな

いか。それがブルーベリーなのか、パッションフルーツなのか、何なのか、戦略的な農産

品は何なのかってことについては、私は余り知識がないのでよくわからないが、何かやっ

ぱりそういうやり方というのは実は八王子にはあるのではないかと思う。

本当は一番やってみたいなと思うのは、農工連携のほうの、何かグリーンハウスを含め

た企業との連携みたいなことができないかなと思うが、ただ、八王子の農家の皆さんが、

いや、そんなのいいよと思っているのか、どうなのか、その辺のところがちょっとよくわ

からない。

○中庭座長 総括していただいた感じだが、田中委員、ここまでくるとだいぶ話がしや

すいのでは。

○田中委員 最初の話で言うと、女性が入った中でのというところで、確かにクラウド

ファンディング等をやっている中で、一番欠けている部分なのかなと思う。というのは、

自分なんかも傍から見ている中で、若手の農業者だと、自分の原価計算で、原料がこの値

段だから、最終的に加工費にはこれだけかかるから、この値段で売りたいというような計

算方式になってしまっている。逆にそこで女性目線、主婦目線という形になってくると、

幾らだったら、この商品を買いたいとか、買ってもいいかとか、これだと高いとか、その

辺が今現在のところ、そういった部分がないのかなというのは感じる。

それは各直売所に出てくる加工品を見ても、都内に行けば、この値段でも買ってもらえ

るかなと思うのだが、八王子でこの値段はどうかというのもやっぱり考えられるので、そ

の辺は目線が変わってこないと。

例えば、そこで加工品を入れる、ジャムを入れる瓶のデザインをちょっとおしゃれにす

ると、値段より見た目という、そういったところが必要になってくるのかなとは思ってい

る。
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そういった中で、女性が農業者の、今、比較的、農家の娘さんが、６次産業化で自分が

何かやってみたいということで、自分のところでお店も、マルシェもやって、そこで売っ

ているものを加工して食事として提供するとか、自分たちの畑でつくった作物を使って、

アレンジメントという形で草花を使ってとか、そういう講習会をやっている農家も中には

いる。

では一軒でやっているものの規模を大きくしてできるかというと、やはりその辺は難し

いのかなと。そういったところでやるには大型の直売所、申しわけないですけどＪＡ八王

子はそういったのがないのだが、例えば道の駅的な大きい店舗の中で、先ほど言われたよ

うに体験できるような、フラワーアレンジメントができるとか、ブーケをつくれるとか。

あとは比較的、今増えてきているのが綿花で、いろいろな色のついた綿花を使いながら、

ちょっとアレンジしてみるとか、そういった教室ができる施設ができてくればいいのかな

ということも考える。

こういった体験型、これが期間限定でなく、常時できるような、そういった施設が八王

子にあってもいいのかなとは思う。今、わくわくビレッジがそれに近いものをやっていて、

そこに行って、簡単な体験学習ができる。そういったところに、あそこは宿泊施設も兼ね

ているので、例えばブルーベリーであれば、そこを拠点として、大型の農家の圃場
ほじょう

に行っ

て、体験してきて、そこで収穫したものを持ち帰って、わくわくビレッジ内の、調理施設

があればそういったところで何かつくって、自分たち独特のものをつくるとか、そういっ

た流れのものが一つできていけば、そこに寄ってくれる人はふえるのかなと。

拠点ができれば、そこに先ほど言った多摩産材を使った加工品とか、そういったものが

組み込まれていけば、いろんなアイテムがふえてきて、呼び込む材料になるのかなとは思

う。

○中庭座長 農工連携は。

○田中委員 農工連携については、私はちょっと申しわけないが、先ほどの話に若干否

定的なのだが、農工連携でできるのは、まず設備投資がかかってくる。あとは、一番都市

農業で問題になるのが税制面の関係。先ほども話が出ているが、何かをつくるとなると、

そこに許可がおりるのかどうか。おりたとしても、そこは農業として認めてもらえない。

そういった中で税金をそこまで払う、そういったコストをかけた中でできるのかという形

のものは難しいのかなと。

例えば、ちょっと東京都から離れれば、ほとんど固定資産税はかからない。用途地域と

しては無指定みたいなところに、例えばトラックに積んでいる、保冷のトラックのコンテ

ナを持っていって、そこに設備を投入すれば、簡単に栽培施設ができる。電気があって、

そこに入れる光源があって、あと水があればできるとか、そういったものとは違ってくる

ので。

八王子にそれをもってきた場合に、これは税金が幾らですってかけられると、農家もな

かなか難しい。そういったのができる適地に持っていって、やってもらうのがいいし、そ

こに携わる人材、今度は雇用のコスト面もやっぱり出てくると思う。家族労働ではもう、

農工で行った場合に、まず成り立たないので、そこに雇用を入れて賄っていかないと。多

分課題になってくるのは労働力になってくるので、そういったところでは、八王子とか、
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そういった都市近郊ではちょっと難しいのかなと。そこで残ってきているのが家族農業で、

一つ、労働環境の改善として考えられるのが、農家の機械化とか。

あと一つ、自分の個人的な考えだが、そこに逆に農福、要は海外に行くと障害者じゃな

いですけども、精神的に病んでいる方とか、そういったケアするために農業を活用すると

か、そういった話も聞くので、そういった雇用、あと福祉とか、そういった資金を使いな

がら活用するというのが一番いいのかなとは。普通のサラリーマンの方も結局、先ほど農

業をやりたいというのも、会社の中で、人間関係がぎくしゃくしている中で、畑に行って

土をいじったり、草花をいじったり、そうすると気が紛れるとか、そういった話も聞くの

で、そういったところで都市農業を活用していくというのが一つの手ではないのかなとは、

個人的にはちょっと感じる。

○木内委員 皆さんの話を聞いていて、幾つか、八王子の場合は多様な展開の仕方とい

うものを考えられるかなと。農業といってしまうと、やっぱりきちっと生活していけるだ

けの稼ぎを継続的にと考える部分と、いろいろな組み合わせの中に農という要素を入れる

中でやっていくという要素と、それは両方できるのかなと。特に年金生活者が、別に生計

を立てられるだけの稼ぎじゃなくても、自分が自由に旅行に行ったりするときのお金ぐら

いは稼げるとか、そういうぐらいの形で何か仕事にならないか。そういうコミュニティー

ビジネスというか、ソーシャルビジネスというか、その中に八王子の農産物を使った形で

うまく、農家は当然、生産物を正当な価格で買ってもらうのだけれど、そこにいろんな形

でいろいろなものがかかわることによって、それこそ地域包括ケアの中にそういう要素が

入ってきて、働く人はそれなりに生きがいや、健康づくりや、ちょっとしたお小遣い稼ぎ

になるような場ができるのでは。

先ほど、軽トラックでの販売、マルシェというのもあったが、今は買い物難民というと、

スーパーに移動販売車を出してほしいとか、そういう大がかりなことを考えてしまって、

なかなかうまく事が進まないが、八王子だったら、ある程度エリアを限定した中で、そこ

で新鮮な野菜を毎日とは言わないけれど、月に一回とか週に一回は軽トラックで運んでく

れるとなれば、そこで成り立つ仕組みというのは、会員制みたいな形でもつくれるのでは

ないかなと。要は定期的に必ず、いつにはそれがあるよというのが定着すれば、お客さん

がふえてくる。いつあるかわからない、たまたま一回こっきりとかというのでは、なかな

か長続きしない。ただ、農作物という性質上、一年中、同じように同じ量だけ提供できる

かというと、そういうことでもないので、そこに色々な形を組み合わせるという工夫が必

要なのかなと。

特に、ひとり暮らしの高齢者なり、中高年の方、核家族とか小家族がふえてくると、ス

ーパーでも結局、必要以上の単位でしか買えない。だから、キュウリ１本欲しいとか、ト

マト１個欲しいとかという、実はそういうニーズというのは、ある程度の住宅地とかであ

れば、あるはずなので。生産者からすると、全部売り切れないと困るということがあるだ

ろうから、会員制、ある程度の仲間をつくる中で、朝どれ野菜を新鮮なうちに必要な量だ

け買う、だけど一定量は余ってしまう、余ったものは例えばコミュニティーレストランで

あったり、子供食堂であったり、地域の中で使い切る。そういう仕組みがつくれて、そこ

に地域の農家の方が入っていく。その辺ができると、一つの生活の中での定着という可能

性があるかなと。
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あるいは、働き手のところに福祉系の要素を入れる。そういうものを、ある程度の地域

の単位の中で考えることは可能なのではと。学生もそこにいろいろな形でかかわり、いろ

いろできるのかなと思うし、そういうシステムを管理するためのＩＣＴ活用とか、そうい

うところで大学に協力してもらうとか、地域の企業の方に入ってもらうとか、そういうい

ろんな入り口がつくれるのかなというのが、一つ。ソーシャルビジネス系というか、業と

しての農とは言えないかもしれないが、生産者からすると、全部売り切れないと困るとい

うことがあるだろうから、会員制、ある程度の仲間をつくる中で、朝どれ野菜を新鮮なう

ちに必要な量だけ買う、だけど一定量は余ってしまう、余ったものは例えばコミュニティ

ーレストランであったり、子供食堂であったり、地域の中で使い切るといいなということ

で、八王子みたいなところでできる要素はあるのかなというのが一つ。

それと、逆に思い切りブランド化というか、八王子でＭＩＣＥをやると必ず懇親会でこ

ういう料理が出る、こういうものが食べられるという、そういうブランドづくりをするこ

とによって、ＭＩＣＥ都市としての八王子の価値も上げられる。二極というか、その中間

も当然あるとは思うが、その辺のことも考えられる。手土産大賞もあるが、余りかさばら

ず、八王子だからこういうものが入手できる、必ずＭＩＣＥのときには手土産としてつけ

られる。そうすれば一定量、必ず消費されるという、計画的な生産にもつながるし、八王

子ブランドにもつながる。そういうものは当然、品質がすごくいいということも求められ

るが、パッケージのデザインなどで付加価値をつけることによって、量は少なくても満足

度の高い商品づくりということは可能なのかな。両面できる可能性はいろいろあるのかな

と感じた。

あと、林業の関係では、地方創生加速化交付金を使って、２８年度に林業再生の可能性

をいろいろ調査研究して、ここで報告書をまとめている。八王子は残念ながら林業で生活

できる事業者はいないが、今後、何らかの形で森林の整備計画をつくれるような単位で何

かできないかと。そのためには所有者をはっきりさせて、計画をつくれる規模のモデルを

つくって、林道を入れるためには、そういう計画をつくらないと補助金が入らないので、

そういうことを考えていこうと。今、何かできないかというところの検討に入り始めたと

ころで、少し時間をかけながらやっていくということで、庁内的で話をしているところだ。

○中庭座長 前半の農商工連携絡み、ソーシャルビジネスも含めた形は話がほぼ出尽く

したと思う。資料２が前回、ＭＩＣＥの振興をテーマに、この委員会で出たアイデアを事

務局でまとめてもらったものだ。この中には具体的に事業としてすぐできる話もあれば、

例えばアートなんかも特色の一つになるとか、色々ばらつきがある書き振りになっている。

これをあと、残り１５分か２０分ぐらいで、もう少し具体性を持たせたいなというものが

あれば、それをちょっと指摘いただきたい。具体的にこうしたいとまで行かなくてもいい

が、優先順位つけたい、少し上に上げたいというのでもかまわない。これは優先的にやっ

てみたいというのを、指摘願いたい。

まず福井委員から指摘いただければ。

○福井委員 志村委員がＭＩＣＥのフロントに立っているので、私もＭＩＣＥ都市戦略

を応援してきた経緯がある。ＭＩＣＥ関連と大学ブランドとの関連というのは、やはりき

ちっと仕込んでいく必要があるフィールドではと、ずっと思っている。

２３ぐらい大学関連機関があって、それと地元の企業が、大手もあれば中小企業もある
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し、ニーズがあるという流れの中で、今までは余りマッチングなんて考えていないと。な

ぜかというと、企業はオールジャパンで採用していく、そういう人事政策的な形というの

は、ずっと歴史的な経緯があって、その流れとかなんとかでやってきていた。ところが、

今後のことを考えていくと、大学と地域の企業との間の人材のマッチングを戦略的に考え

なきゃいけない時期が来ていると思う。

そういう中で、もちろんグローバル人材で考えれば、別に日本人じゃなく、海外の人で

もいいや、アジアから来た人でもいいやということで、早稲田、慶応とかは、そっちに着

手している。東大とか東工大も着手している。そうじゃなくて、もう少しセンター・オブ・

コミュニティーというか、要するに地域に立脚した産業構造みたいなもの、農業も入ると

思うが、そういう部分でのマッチングをやっていく仕掛けづくりというのは、必要じゃな

いかなと思う。これは就職の問題もあるし、共同研究みたいなものもあるし、委託研究み

たいなものもあるわけで。

そういう意味で言うと、大学と企業の間のお見合いをする、いろんなコラボをしていく

仕組みみたいなものを、ＭＩＣＥ論の中で幾つかつくっていく必要があるのではないかと。

就職フェアでもいいし、八王子にはこんな企業があるよ、こんな人材を求めているよと。

学生が、そういう地域の企業の人材ニーズみたいなものにも触れられるとか、農業なんか

も、ＭＩＣＥの事業を、もうそろそろ手がけながら、そういう形のものをつくっていく必

要があるのではないか。

それから、地域課題を解決するためのソーシャルビジネスについては、今、包括協定と

か、色々な形があるが、八王子の場合、中核市になったのだから、福祉行政だとか、産業

振興だとか、都市計画の分野等々においては、むしろ積極的にこういう課題をソリューシ

ョンするための合同研究を呼びかけて、そういう企業と大学のマッチングの場をつくって

いくということも、あってもいいのではないかなと。

そこは、何で八王子に大学があるのかという話になっていくのではないかなと思う。私

は一つだけ、こうなればいいなと思ったのは、東京純心大学が幼児教育をやっている。情

操教育とか、参加体験学習だとか、今で言うアクティブラーニングだとか、ＥＳＤだとか、

そのような部分を、もっと自然と触れ合うとか、いろんなアートとか芸術とか、クリエイ

ティブな環境と触れ合っていくとかということを教える分野が幼児教育だ。４歳から９歳

まで。それに対して小学校は６歳から１２歳までで、読み書きそろばんを教える。日本は

それを学校の先生に委ねちゃうから、とにかく先生は過剰になって、大変なことになって

しまっている。親も全部、先生に、学校にという形になっている。ところがヨーロッパは

完全に幼児教育の専門家と、小学生の読み書きそろばんを教える先生というのは別になっ

ている。純心大学は幼児教育を教えているので、そういう幼児教育の資格を持っている小

学校の資格を持った先生が、より多く八王子で採用されるという話になると、これは非常

にいいマッチングになってくるのではないかなと思う。幼児教育の資格、そんなものは要

りませんよという時代ではなくなってきていると、私は思う。

ということで、色々な形の、ニーズとシーズの関連というのは組み合わせていけるので

はないかなと思うので、行政も、八王子の大学の持っている特色だとかシーズだとか、そ

ういうものを見きわめながら、企業とのマッチングの場をつくってくということが必要で

はないかなと思う。
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なるべく早く、大学と企業とのお見合いの構造みたいなものが、どうだったら八王子は

できるのか、ＭＩＣＥ論としてもつくっていくべきなのでは。

○中庭座長 ほかにもう少し具体的に、ここ、もう少し押したいというのがあれば。

○吉田委員 ＴＡＭＡ協会を見回すとＰＰＬ、大学院生などを、企業に学生を送って、

企業の課題を積極的に解決してもらう。非常に学生にも企業にも評判がいい。来年度は２

倍にふやそうかと計画している。その反面、就職はしてもらえないというのがあって。今、

経済産業省の方向性としては、逆に学生とのお見合いよりもむしろ企業の魅力発信に力を

入れようということで、特に中小企業の魅力発信をどんどんしていって、こういう特徴が

あるのだというので、そこに学生が食らいついてくるような、そういう方向を今やってい

こうということで。まさに川越も地域の企業を学生目線で見て、そこの魅力を発掘して、

パンフレットなり、ホームページなりをつくってということで、そうやると今度は非常に

就職も、その地域だけじゃなく、ほかのところから来たりするので、中小企業の魅力発信

というのをやはりやるというのも一つの大きな課題かと思う。

○志村委員 前回もいろいろ意見もらって、気づかなかったところも結構出てきた。Ｍ

ＩＣＥ推進するに当たって、八王子の資源を活用して、中心市街地なり、交流人口なり、

ふやそうという命題のもとでやっていたが、当初はやはり大学の活用というと、学会を誘

致しましょうと。もちろん大きな柱としてそれはあるが、こうやって議論をすればするほ

ど、あるいは大学回りをすればするほど、大学の強みというのは何だろうと、ちょっと整

理ができなくなった段階だ。ただ単にイベントを誘致するということではなくて、その根

底にはやはり八王子にある企業がきちんと参加できて、それで例えばイノベーションが具

体的に生まれるような、そういった設計をしなきゃ、最終的にはいけないだろうなと。

今まだ第１段階としては、そういった強みなり弱みなり、あるいは企業のほうと関連性

を持たせるような情報、これはＴＡＭＡ協会に相談すればいい、あるいは資金の関係は、

たましんとどうなっているのかとか、そこのつなぎ合わせをまずするようかな、という状

況だ。

もう一つは、ＭＩＣＥ的な事業も、スポーツＭＩＣＥなり、大学なりで引き合いがある

ので、それはそれできちんとやって、向こうからのリクエストをもらい、それはＭＩＣＥ

という経常的な面での練習はしつつ、やはり八王子の強みというのを頭に置きながら、ど

ういった産業分野に力を入れたらいいのか。広く、農業も含めての話で。そういった状態

なので、そういう方向性を当面の事業で出せればいいなと感じている。

○中庭座長 そうなると、やっぱり工学系、理工系が中心になってくるという現状があ

るということか。

○志村委員 産業交流拠点ということで想定していたのはそうだ。

ＭＩＣＥは当然、会議を集めるというのももちろんあるし、八王子の魅力を発信すると

いうのも根底にある。だからシティープロモーションも大切だし、シティープロモーショ

ンする上で、やはり、先の話になるかもしれないが、自主事業的な、コアとなるものもや

ってかなきゃいけないと。そこはフードフェスティバルだとか、体験楽習だとかで経験を

積んで、やっているという段階なので。

○福井委員 一つだけ、ちょっと田中委員に質問だが。江戸東京野菜をどういうふうに

考えているのか、一度しっかり聞こうと思っているのだが。
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私はイベント的にいろいろ仕掛けたりして、実は変なところでブームになって、なかな

か江戸東京野菜が欲しいのだけど手に入らない。固定種の種をずっと持っておられた方が

次もつくって、さらにその種を採取して、また次をつくってという、そういう非常に持続

的な仕組みを考えているわけだから、要するに欲しいって言って、すぐに大量生産できる

わけではない。要するに持続可能な生産拡大みたいなものを、八王子なら八王子市が、あ

るいは行政と一体になりながら、かなり持続的にそれをやっていけるような仕組みがない

と、いきなり言われても非常に困るよという部分がある。農家の側としても、だまされな

いぞみたいなところもある。その辺のところを、しっかりとステップアップさせた形で進

めていかないといけないのではないかなという側面と、やっぱり江戸東京野菜というのは

すごいブランドになるのではないかなって、僕らも思っていて、それをちょっと田中委員

はどう思っているのか、ちょっと聞きたかった。

○田中委員 一応、農協としても江戸東京野菜に関しては消費拡大とか、宣伝していこ

うという形で今、取り組みはしている。今、八王子が一応３品目を登録して、古くから入

っていたのが高倉大根。八王子には、繊維産業という形の中で、女工さんたちが簡単に食

べられる、漬物という形で普及し、漬物用の大根なのだが、それに関しては現在、干し大

根を一般の家庭で使うことは、まずないという中で、それを生食で調理していろいろ模索

しているというところで、お店に並んでいる大根よりも長く手間がかかる大根なので、な

かなかそこは普及できていない。

もう一品、川口エンドウ、最盛期にはかなりの量を共販出荷という形で市場出荷してい

たキヌサヤをまた復活する形で今取り組みをしている。それも江戸東京野菜のメンバーに

協力してもらって、規格品で出荷していく、収量も上げるよう作付けも徐々にふやしてい

るが、どうしても作付け、収穫期間が短い関係で、江戸東京野菜の川口エンドウですよと、

出せるものがなかなか。生産量に対してのごく一部で、それ以外のものを、何かほかの加

工品でできないかというところも含めて、模索しているような状況だ。どうしてもキヌサ

ヤ自体が、加工して何かというのが、やっぱりちょっと難しい。つけ合わせの飾りという

ようなイメージがどうしても強い。今、スナップエンドウみたいに、加熱して、そのまま

サラダ感覚で食べられる、食べたときに甘みを感じるというものに、どうしても食生活が

移行している。いつも組合員にお叱りいただきながら、何かできないのかなという形で。

ことしに関しては、一応Ａ品という形のもので、名前が出るものは農協で一部買い取り、

直売所に並べたりという形をとっているが、やっぱり絶対量が少ないので、先ほど福井委

員の話どおり、買いたくてもないというのがかなりあって、職員も買おうと思っても買え

なかったり。その辺は農家と来年に向けて、どういうふうにやっていくかと検討している

状況だ。

中には遊休農地を借り受けて、そこでできないのかなというところもあるのだが。あと

は、小学校に出向いて授業の中でつくってもらったり、江戸東京野菜のスタッフのほうで

動いてもらったりというのはあるが。

３品目、八王子生姜は、１点としては普及宣伝という形で一応ブランド名の袋を使って

販売してもらう。道の駅とか、直営の直売所、あとは農家が出荷される仲卸を通して、少

し宣伝をかけながらやっている。あと商工会議所の協力で、京王百貨店に、八王子産の野

菜を使ったそうめんをつくってもらって、その中に八王子生姜を練り込んで中元商品とし
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て並べてもらっている。そういったところで少し宣伝しながら、何か使ってもらえないか

なということを模索している状況だ。

昨年、関心を持った漬物業者が、東京オリンピック絡みで何か加工品を、東京ブランド

でつくりたいという話をもらって、試作した。八王子生姜自体が葉生姜なので、加工する

にも手間がかかってしまう。大生姜と違うので、なかなか難しかったのかなと。

あとは、農家が、直接八王子市教育委員会で八王子生姜を使った給食メニューを計画し

ているという話で、それが９月ごろに全校一斉でという話を聞いている。

そのように、色々な年齢層を含めた情報発信しながら取り組んでいる。作付面積もある

程度ふやしていきたいと、生産者も種わけをしながらやってはいるが、どうしても冬場の

保存、種の保存状況がうまくいかない。普及センターと合わせて協力支援をしているが、

調査した中では、種を腐らせてしまって、思ったような作付け結果が得られなかったとい

うのも事実なので、その辺を勉強会しながら、少しずつ支援しながら、何か売っていけな

いかなと模索しているところだ。

○中庭座長 それでは本日の議論はこれで終了したい。本日出た意見は事務局のほうで

取りまとめのほうをよろしくお願いする。

○事務局（橋本産業政策課長） 以上で、第４回の産業振興会議を終了する。ありがとう

ございました。

  


