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私の過去・現在・未来！？ 

－成長する都市“八王子”への挑戦－ 

 

八王子市都市政策研究所運営委員会委員、まちづくり計画部長 西田 和夫

研究所の前身、研究会議の成果報告会で 

挨拶する筆者（平成 21 年 11 月 27 日） 

はじめに 

 

 私が八王子市役所に入庁したのは、トイレットペ

ーパーや洗剤などの買占め騒動が起こった第１次オ

イルショックの年、昭和 48 年４月である。今、私の

手元に「八王子市役所職員 48 期同期会会員住所録」

なるものが残っている。そこには、93 名の氏名・配

属先等が記載されているが、当然ながらこの中には

一足先に退職した者や、残念なことに鬼籍に入った

者もいる。この名簿は４月入庁組だけであるから、

この年の入庁者は、優に 100 名を超えていたと思わ

れる。 

 昭和 48 年の本市人口は約 28 万８千人、同 58 年の

人口が 40 万６千人であるから、10 年間で 11 万９千

人、１年に１万２千人が増加していたことになる。

高度経済成長と列島改造ブームによる地価高騰、スプロール化によって、また、本市の「50 万

都市構想」も相まって、急激な人口増加に伴う行政需要に応えるために、大幅な職員採用を行

った結果であったろう。まさに、八王子市が大きく発展・成長する過程であった。 

 

１．入庁のきっかけ 

 

 そもそも八王子市に入庁したのは、きわめて単純なものであった。「八王子市の願書が１部余

っているけど、いる？」・・・大学の友人から、八王子市職員採用試験の願書を分けてもらった

こと、これが 38 年に及ぶ市役所生活の始まりである。それまでの八王子との付き合いは、高尾

山に行った際中央線の八王子駅に停車したぐらいで、降りたことは全くなかった。当然、八王

子のことは何も知らなかった。 

 初めて八王子駅に降り立ったのは、もらった願書を市役所に提出しに行った時で、願書を出

した後、八王子駅に向かうはずが追分方向に行ってしまい、迷子になってしまった。そんな調

子だから、夏の暑い盛りに行われた最終面接の際に、八王子の特産物について聞かれたが、何

も答えられるはずがなかった。面接官が気の毒に思われたのか、「八王子駅を降りて何か見ませ

んでしたか？」と助け舟を出してくれたが、私は「試験に遅れそうで急いでいて、何も見ませ

んでした。」と間の抜けた答えしかできなかった。 

 面接の帰りに駅前に立ってみると、確かに「織物の八王子」の広告塔が真正面にそびえてい

た。私も採用試験の面接官を何度かやったが、こういう受験者には無条件でバッテンをつける

だろう。それでも、何とか採用していただいたのは、ただただ幸運であったというほかない。 

●特別寄稿 
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 私の初めての職場は福祉部福祉事務所である。のこぎり屋根の織物工場跡を庁舎にしていた

が、夏は暑く、冬はすこぶる寒かった。昭和 58 年に現庁舎に移転して、格段に職場環境は良く

なった。結局、福祉部には通算して 20 年間も在籍することになった。 

 その後、長短はあるが７つの部に在籍し、本市市政の一端を担わせていただいたが、そのう

ちのいくつかを振り返ってみたい。 

 

２．初めての政策づくり 

 

 私が政策づくりに初めて携わったのは、市長の私的諮問機関として昭和 62 年に設置された八

王子市社会福祉対策協議会（会長：板山賢治 元日本社会事業大学教授）の事務局を担当した

ときである。この協議会では、２年間にわたる議論を経て、平成元年に「八王子市における社

会福祉の総合的な展開について」という提言書にまとめられたが、会議開催は各分科会での議

論を含め延べ 68 回にも及んだ。その間には、合宿ならぬ泊り込みの会議も開催し、まとめの時

期には会長との詰めのために、当時原宿にあった日本社会事業大学に日参し、連日深夜に及ぶ

ことも度々であった。 

 協議会の共通認識として、世界に未だ例のない急速な高齢化（超高齢社会）の進行は、住民

の生活、自治体の将来にとっても大きな問題であり、その対策を講ずることが行政の重要かつ

緊急な課題であるという問題意識があった。そのため、提言では、まだそれほど一般的ではな

かった「地域福祉」の観点から、ノーマライゼーションの理念に基づいて、「福祉や保健・医療

等が整った生活環境、豊かな心と健康を育む自然環境、生涯にわたる学習や余暇活動のさかん

な文化環境等が、市民の日常生活圏で確保されるとともに、道路や交通機関等が整備された都

市環境の中で、『だれもが暮らしやすいまちづくり』が図られることが必要」とし、「安心して、

ともに暮らせるまち八王子‐ハートピア八王子」が提案された。 

 この提言に基づき、『八王子市地域福祉計画（平成５～15 年度）』が策定され、その後の改定

を経て現在の『八王子市地域保健福祉計画』に引き継がれている。 

 これまでいくつかの計画づくりに関わってきたが、このときの経験が糧となって、計画づく

りに不安なく取り組めたのではないかと、大いに感謝している。 

 

３．産業振興の苗床づくり 

 

 平成 12 年７月、イトーヨーカドーでの研修中に、産業政策課長への異動内示があった。財政

課長に就いて１年３ヶ月であっただけに、この突然の異動には少々面食らったが、「産業振興」

は初当選された黒須市長の公約の目玉で、その核となる組織として産業政策課が新設されたも

のである。辞令交付のときは何をどうしていこうかという戸惑いの一方、責任の重さに身の引

き締まる思いであった。それから３年９ヶ月、Ｍ元部長と二人三脚で短距離走のように全速力

で駆け抜けたというのが実感である。 

 就任後、早速 10 月に市長の諮問機関として地域産業振興会議（会長：関満博 一橋大学大学

院教授）を設置し、その後の本市の産業振興策について提言をいただいた。その提言に基づき、

ものづくり産業を柱にして矢継ぎ早に施策を展開していった。 

 「産・産・学」のネットワーク形成を目的とした「『首都圏情報産業特区・八王子』構想推進

協議会（サイバーシルクロード八王子）」の発足（平成 13 年）、市産業振興の理念を規定した「八

王子市いきいき産業基本条例」の制定（平成 15 年）、ものづくり産業や商業、観光など５分野
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の振興策を位置づけた『八王子市産業振興マスタープラン』の策定（平成 15 年）、企業立地促

進制度を盛り込んだ「いきいき企業支援条例」の制定（平成 16 年）など、産業政策課職員一丸

となって奮闘することで、今日の本市産業振興の基礎が築けたのではないかと自負している。 

 

４．魅力ある人との良き出会い 

 

 産業振興策を試行錯誤する過程で、商工会議所など経済界の方々、農業者、市民活動団体の

方々など、多くの魅力あふれる方々の知己を得られたことは、人生の大きな財産である。 

 そうした尊敬する方々のお一人に、「サイバーシルクロード八王子」の甲谷勝人会長がいらっ

しゃる。甲谷会長は日本ヒューレット・パッカード株式会社の社長やアジレント・テクノロジ

ー株式の社長を歴任された方で、サイバーの会長職をお願いした時は、アジレント・テクノロ

ジー株式会社の会長をされていた。Ｍ元部長と私は、市の熱意と本気度を判断するためと思う

が、甲谷会長の面接試験を受けた。市の産業政策に対する痛烈な批判、今後の振興策への市の

姿勢への追及など、部長と二人冷や汗たらたらで質問に答えた記憶がある。その結果、どうに

かパスして会長職に就任していただいた。 

 それからの甲谷会長の活躍はご承知のとおりで、現在も会長として精力的に活動され、「ＪＵ

ＳＴ ＤＯ ＩＴ」をスローガンに本市の産業振興に多大な貢献をしていただいている。 

 

５．今後のまちづくりへの期待 

 

 平成 22 年 11 月 25 日、長年の懸案であったＪＲ八王子駅南口地区再開発事業が完了し、めで

たくまち開きが行われた。そこには、黒須市長をはじめ、これまでご尽力された多くの皆さん

の、喜びにあふれる晴れやかな姿があった。こうした光景を見るにつけ、まちづくりの醍醐味

は、その成果が形となって表現でき、それが後世に残せるところにあると思う。その意味で、

退職前の４年間、これまで在籍したことのなかった技術系の職場、まちなみ整備部とまちづく

り計画部で仕事ができたことは、望外の幸せであった。 

 私は、各種団体等からまちづくりの話を頼まれると、必ず「10 年後の八王子」はどうなって

いるか、という話から始めることにしていた。本市におけるこれから 10 年間に実施される国・

東京都・市の具体的な事業を例示しながら、八王子の姿をイメージしてもらった。それは、首

都圏の西の玄関（交通の要衝）としての八王子であり、神奈川県中央部から埼玉県にかけての

多摩シリコンバレーの中心（産業の拠点）としての八王子である。 

 政権交代による「コンクリートから人へ」の政策転換など、先の見えない状況があるが、八

王子のまちの姿は、都市計画マスタープランに掲げる「活力とうるおいのあるみどり・職・住

近接の都市『八王子』」という将来都市像に、いささかの変更もありえない。 

 しかし、10 年後にイメージした八王子の実現には、下記事業の推進が不可欠であることに、

大方の皆さんが首肯されると思う。 

  ① 旭町・明神町地区の地区開発 

  ② 中央道インター北地区の開発 

  ③ 川口物流拠点の整備 

 これらを推進していくには、多くの困難な課題があることは十分承知をしているが、それを

ひとつひとつクリアして、是が非でも達成していただきたい。 
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 また、まちづくりの部署に在籍中、これまでなかなか取り組んでこなかった課題も、職員の

積極的な姿勢に支えられて検討に付してきたが、どれも最後の成果を見届けることなく、残念

ながら退職することになってしまった。このことについては、誠に申し訳なく思っている。し

かし、これらもまた、良い結論を導き出していただくことを願っている。 

 

６．都市政策研究会議から都市政策研究所へ 

 

 私が八王子市都市政策研究会議にかかわったのは、総合政策部長として平成 16 年から３年間、

まちづくり計画部長として平成 20 年から３年間の、都合６年間である。 

 都市政策研究会議は、平成 15 年７月に設置されて以来、多くの市民研究員、職員研究員によ

る調査研究によって、市長へ政策提言を行うとともに、機関誌『まちづくり研究はちおうじ』

などでその成果を発表してきた。その中で、私の在任中においても常に課題となっていたのは、

専従の事務局体制の確立と、独立した組織内シンクタンクとしての研究所への移行であった。 

 そして、理事者をはじめ関係所管のご尽力の結果、平成 22 年４月、都市政策研究会議は都市

政策研究所へと進化するに至った。政府は、平成 21 年 12 月に「地方分権改革推進計画」を、

また平成 22 年６月には「地域主権戦略大綱」を閣議決定したが、これからの地方分権・地方主

権の進展により的確に対応しなければならないこの時期に、都市政策研究所が設置されたこと

は、まさに時宜にかなうものであった。 

 今後、自治体を取り巻く環境は、さらに厳しさを増していくはずで、その中で自治体職員は

地に足のついた柔軟な発想で、新たな政策づくりを進めていかなければならない。都市政策研

究所は、現在と未来への舳先を示す羅針盤として、その役割を十分に果たしていく、いや果た

していくべきことを期待してやまない。 

 

おわりに 

 

 38 年に及ぶ私の市役所生活は、とりあえず幕を降ろすことになったが、八王子市民でいるか

ぎり、大なり小なり何らかの形で市政やまちづくりに関わっていくことになる。それは地域活

動であるのか何なのか、今は判然としないが、その時にはこれまでの経験がもしかしたら活か

せるかもしれない。その意味では、見えない自分にわくわくし、少し期待もしているところで

ある。 

 最後に、これまで管理職として仕事を進める際に、常に念頭においていた教えがある。それ

は、私が随分お世話になったＧ元助役の「仕事遂行の 10 の教訓」というもので、そのいくつか

を記述し、感謝の言葉とする。 

 

   ○ トップの目標を自分たちの目標にせよ。 

   ○ 問題解決には時と条件が整う必要がある。 

   ○ やれない（やらない）言い訳はするな。 

   ○ やったことに対して言い訳はするな。 

   ○ 自分は最高で 70％、30％は周りが支えてくれるもの。できないことを嘆くな。 

 

 

（にしだ かずお） 
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