
八王子市内在住の画家、橋本豊治氏により、八王子を象徴する歴
史や文化、産業が描かれた「八王子郷土讃画」。その絵を原画にし
た縦 3.5 メートル×横 12 メートルの巨大なレリーフ（壁画）が市
役所本庁舎１階の市民ロビーに掲げられています。
本構想の表紙は、この絵に描かれている「織物のまちの象徴・糸
車と市の木イチョウ模様の織物」をモチーフにしてデザインしまし
た。

① 北条氏照公と滝山城のさくら
② 織物のまちの象徴・糸車と市の木イチョウ模様の織物
③ 八王子の獅子舞と八王子市徽
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⑤ 八王子千人同心
⑥ 農業の象徴・稲
⑦ 市の花ヤマユリ
⑧ 高尾山と山伏・天狗 背景・八王子市街地

原画：橋本豊治氏

八王子市役所 1階　市民ロビー

壁画「八王子郷土讃画」
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力
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�
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世
代
へ
伝
え
て
い
く
た
め
に

私たちの「ふるさと八王子」の魅力は、

豊かな自然とともに、先人たちの知恵と

技術によって守り受け継がれてきた輝か

しい歴史です。これらを未来に引き継い

でいくことは、今を生きる私たちの責務

です。

古くから人が住み、桑
そう

都
と

と称されて養

蚕や絹産業で発展してきた、八王子の長

い歴史。その証となる遺跡や城跡、伝統

芸能等の有形、無形の文化財は、市民共

有の貴重な財産であり、本市の未来を築

いていく礎となるものです。この財産を

次世代に引き継ぐためには、何をすれば

よいか。それを多くの市民のみなさんに

ご協力いただき、一緒になって考えて本

構想にまとめることができました。

本構想を「ふるさと八王子」の未来を

築く“道しるべ”として、構想に掲げた

基本理念を市民のみなさんとともに着実

に実現していき、次代の担い手である子

どもたちに、そして 100 年、200 年先

の世代にも愛され続ける八王子であるよ

うに、「歴史文化を活かしたまちづくり」

を進めていきます。

市制 100 周年という記念の節目では、

未来に向けた本市のまちづくりについ

て、子どもたちも市民の一人として様々

な提案をするという素晴らしい機会をい

ただきました。子どもも大人も一緒に

なって「ふるさと八王子」の未来を考え、

子どもたちはふるさとへの誇りと愛着を

より一層深め、自らのアイデンティティ

を築くことができました。

八王子の「歴史文化」を次の 100 年

につなげていくためには、学校教育や生

涯学習を通じて、その魅力に触れて、知

り、学び、それを活かしていくことがで

きる環境を整えることが重要だと考えて

います。

子どものころに、八王子の歴史文化が

描かれた『八王子かるた』に触れて郷土

愛を育み、心に刻まれたふるさとへの想

いとともに世界や未来に向かってはばた

いていく。その実現を目指し、この歴史

文化基本構想を手引きにして、笑顔と元

気が溢れる子どもたちと一緒になって取

り組んでいきます。

八王子市長　石
いし

森
もり

 孝
たか

志
ゆき

八王子市教育委員会

教育長　安
やす

間
ま

 英
ひで
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