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ビジョンフォーラム・グランドフィナーレ

八王子市は多くの人に愛されながら、魅力あふれるまちとして発展してきました。本

市の魅力をさらに引き出し、市内外の皆さんに知っていただきたいと、市制１００周年

を記念する代表事業として、子どもたちを含め市民の皆さんとともに、８つのテーマで

本市の未来を語り合うビジョンフォーラムを開催しました。

各ビジョンフォーラムでは、中学生が事前ワークショップなどを通してテーマについ

て学び、本市の未来像を話し合いました。その最終となる子どもミライフォーラムでは、

子どもたちが主体となって未来の八王子について考えました。そして、すべてのフォー

ラムにおいて、子どもたちから、まちづくりに対する素晴らしい提言が発表されました。

さらに、子どもたちが参加・参画しながら実施した一連の記念事業の集大成となった

グランドフィナーレ。その企画・運営・出演すべてにおいて中学生が中心となり、当日は、

我がまち八王子を大切に思い、未来に向けて自ら行動する子どもたちの熱気で溢れてい

ました。

子どもたちの意見がまちづくりにいかされる社会は、すべての人にやさしい社会であ

り、未来を創るまちづくりにつながります。本市においてもこれからの１００年に向け、

子どもたちも大人とともにまちづくりに参加し、子どもたちの意見が尊重されることが

大切であると考えています。

このまちに生まれ、育つ子どもたちが、本市の未来を考え、同じ時代を生きる仲間た

ちとともにまとめた、まちづくりへの提言。市制１００周年記念事業を締めくくり、こ

の記念すべき節目を未来へとつなげるグランドフィナーレに参加した中学生からのメッ

セージ。これからのまちづくりにいかしたい、子どもたちの思いを紹介します。
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グランドフィナーレ
八王子の魅力を引き出す、８つのテーマで開催したビジョンフォーラムと、

子どもミライフォーラム・グランドフィナーレ
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【スポーツ推進フォーラム・わたしたちの提言】
スポーツの魅力を多くの人たちが感じ、スポーツの魅力を共有できるまちであるために・・・

多様なスポーツの魅力に触れ、深める異なる世代の絆
●「異なる世代間でも仲が深められるような講演会や大会」のような、スポーツをしやすい環境をつくる
●地域の人たちと協力し、初心者の方でも達成感を味わえるような「講演会や体験会」を開催する

【健康福祉フォーラム・わたしたちの提言】
未来の八王子が、健康で元気な人々であふれるまちであるために・・・

笑顔で「心」と「からだ」を健康に
●「生きる」とは奇跡の重なり。両親がいなければ今の自分もいない
●健康とは「肉体的」「精神的」「社会的」の３つからなる
●人とつながることで、一人でできなかったことができる

市内中学校で実施した事前ワークショップの様子。
「いつも笑顔なこと」など、体だけでなく心も元気で
あることが大切という意見や、「家族と一緒に食事をする」、

「たくさん会話をする」など、周りの人と一緒にできることに
ついて、意見が集まりました。

「健康」とは、「生きる」
ということ。薬を飲んでいても、義足を装着していてもその人が精いっぱい生きようとして
いればそれは健康

「健康」とは、

「笑顔」でいること。心も体

も元気でないと本当の

笑顔はつくれない

健康でいるために自分自身でやることと、誰かとできることがある。誰かと一緒に取り組むことで感動や喜びをシェアすることができる

健康
福祉

スポーツ

八王子市役所で実施した事前ワークショップの様子。
スポーツの魅力について、「老若男女で楽しめる」、「達成感を味わえる」点に注目
しました。その良さを多くの市民に広めることで、八王子はスポーツの力で、
もっと魅力あふれるまちになるのではないかと話し合いました。

スポーツには、
「努力の成果が出る」「支えてくれる人の大切さに気付く」「礼儀が身に付く」「仲間が増える」

等の魅力がある
→ 「達成感を味わえる」

スポーツには、
「老若男女で楽しめる」「達成感を共有できる」「周りの人と仲を深められる」等の魅力がある
→「異なる世代でも絆を

深められる」

八王子は、

スポーツの力でもっと魅

力あふれるまちに変わ

ることができる
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生涯
学習

み ど り

【生涯学習フォーラム・わたしたちの提言】
「未来につなぐ生涯学習」をテーマに。生涯学べるよりよいまちにするために・・・

生涯学びたいという意欲を育てる環境 
●学ぶことは、誰もが自分らしく生きるために必要
●生涯を通じて学ぶ意欲と、それを実現する環境が必要
●学校の勉強だけでなく、多くのことを学び、経験することが「生涯学習」

【みどりのまちづくりフォーラム・わたしたちの提言】
自然に恵まれた八王子にあるたくさんの「都市公園」を、さらによくするために・・・

だれにでも長く使われる都市公園に
●都市公園の発展のために、どの年代にも長く使われる公園を目指す
●子どものときに来ていた人が、大人になっても来るような公園にする

東京純心女子中学校で実施した事前ワークショップの様子。
これからの自分たちの生き方を学習する中で、プロテニスプ
レイヤー伊達公子さんの人生を学び発表。その内容をもとに
検討し「自分らしく生きること」、「学ぶことは、誰もが自分
らしく生きるために必要なこと」などの意見が出ました。

生涯学び続けるために
必要なこととして、「挑戦」「努力」「興味をもつこと」「人との関わり」が大切である

学 ぶことに 興 味

をもつためには、時間的

なゆとりや心のゆとりが必要で、

家族の支えや周りの応援から、

意欲が生まれ、挑戦や

努力ができる

市内中学校で実施した事前ワークショップの様子。
「八王子の都市公園の魅力を、より高めるためには？」をテーマに
話し合いました。多世代が楽しめるよう「道の駅と都市公園」を融
合することについての検討などで盛り上がりました。

☆市民がより一層利用する公園とは
・花畑エリア、イベントエリア、スポーツエリア

など、いくつかのエリアに分かれる
・都内唯一の道の駅がある八王子市が「道の駅のまち」に
  なればよい→「道の駅と合体した公園」
・どんな人でも安心して利用できることが大切
・防災施設を公園内に作り、地域で防災訓練を行うこと

で防災訓練が交流の場になる。また、実際の避難
場所としても使える

→「安全で長く使える公園」
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生活
文化

文化
芸術　

【生活文化創造都市フォーラム・わたしたちの提言】
「八王子の産業　未来への期待」をテーマに。産業が発展したよりよいまちにしていくために・・・

交通、安心安全、サービスを軸に新たな八王子へ
●交通の利便性を高める、ＡＩなどの先端産業が集まるまち
●医療や福祉など、安心・安全に暮らすための産業が元気なまち
●市民や訪問者をゲストとして迎えるキャストマインドのあるまち

【文化芸術フォーラム・わたしたちの提言】
より多くの人が文化芸術を楽しめるまちになるために・・・

取り入れよう、普段のくらしに楽しい芸術
●市民にとって身近な場所で文化芸術に触れる機会をつくる
● SNS で情報を発信し、若い世代に文化芸術のよさを知ってもらう

第七中学校で実施した事前ワークショップの様子。
産業について学び、市内の交通について事前調査をふまえて検討。
自分自身と産業との関係を考え、自分が働いてみたい産業、
革命を起こしてみたい産業について話し合いました。

現在の八王子のよさを

生かしながら、盛り上げて

いくべき産業とは何か 「交通の便利さ」「生

き生きとしたまちの基本であ

る安心安全」「新しい産業を生か

した観光と農業」を基に進

めるまちづくり

甲ノ原中学校で実施した事前ワークショップの様子。
文化芸術の魅力は、「感情が残せる」、「個性が出る」、「楽しい」ことにあると考え、
市民のみなさんにその魅力を広く知ってもらうには、
どうしたら良いか話し合いました。

☆文化芸術の魅力とは

　・感情を表現できる

・多くの人にその国の文化の素晴らし　

さを伝えられる

・人によって捉え方が違うのが面白い

・時代の背景が感じられる

→見る側も作る側も、

自分も見ている相手も楽しい

☆文化芸術とは
・楽しいもの・美術・舞踊・アニメーション・映画・音楽・演劇・華道・茶道・歌舞伎・能、狂言→新しいものから古いものまで多岐に渡る
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安全
安心

歴史
伝統

【安全安心フォーラム・わたしたちの提言】
自分が暮らす地域を災害から守り、災害に強いまちにするために・・・

地域と連携し、自分たちで守る八王子の安全
●避難方法や避難理由を理解し、日頃から地域と協力する
●孤立、食糧不足という状況を想定して避難訓練に参加する

【歴史伝統フォーラム・わたしたちの提言】
「歴史・伝統を次の100 年へ」～八王子の歴史・伝統を次の世代につなげるために～・・・

未来にいかそう　～それぞれの時代の八王子の魅力～
●ＳＮＳを活用しよう
●スタンプラリーを実施しよう
●本や漫画による伝達　　　●職人による体験学習会の開催

市内中学校で実施した事前ワークショップの様子。
身近で起こり得る災害として、地震、土砂災害、洪水、台風、噴火、
ミサイル攻撃などのほか、自身の経験から、大雪という声もありました。
必要な災害への備えを話し合った中では、備蓄や防災知識などだけでなく、

「地域との連携」についての意見が多く、学校が避難所になった場合に
自分たちができることについて意見がありました。

☆災害が起こったら、
自分が暮らす地域は

どのような状況になるか
・けが人や帰宅困難者の発生・休校の実施・孤立の恐れ
・すぐに影響のある被害、長期的に影響が続く被害の

両方がある

☆災害に備えて

　　どのような準備が必要か

・地域の危険を把握する

・災害時の行動を知ってもらう

・先生の誘導する避難訓練ではなく、

自分たちで判断する避難訓練が必要

・行動の理由を理解した

現実的な防災訓練を実施

生涯学習センターで実施した事前ワークショップの様子。
八王子の歴史上の好きな人物や興味のある出来事の話で盛り上がりました。
歴史を学ぶことは、郷土の魅力をより深く知ることにもつながることや、
八王子の歴史や伝統を、次の世代や海外へ伝えていくためにどうしたら良いかと話し合いました。

☆八王子の歴史で
　　　　興味のある出来事

・滝山城の攻防
（10 倍近くの武田軍の攻撃を食い止めた）
・八王子城の攻防

（豊臣勢の攻撃に少数の軍勢で耐えていた）
・横川楳子による女子教育

・八王子空襲

     ☆市外の人に伝えたい

        八王子の 歴史・伝統の魅力

・八王子織物（織物技術の先進地や

　江戸に近く、織物業が発展する条件

    が揃っていた）

・祭り（八王子まつりやいちょう

     祭りが知られている）

・八王子車人形
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・未来の八王子のま
ちは、どうなっているだ

ろう？
・子どもにとって、どういうま
ちになっているといいだろう？

・そのために、私たちには何が
できるだろう？
・そのために、どのような

約束が必要だろう？

子ども
ミライ 【子どもミライフォーラム・未来への提言】

八王子はわたしたちがつくるまち
◉　子どもが大人と一緒に楽しく安心して遊べる場所があるまち
◉　犯罪がなく、市民全員が安心してくらせるまち
◉　元気よくあいさつする世界一笑顔あふれるまち
◉　自然を活かした観光が盛んで楽しめるまち
◉　商工業によって栄え交通が便利なまち

　子どもミライフォーラムでは、事前ワークショップとして、約半年間にわたり「子ども☆ミライ会議」を開催。

公募で集まった１７名の子ども大使（小学校５年生～高校３年生）が、6 名の学生リーダー

と一緒に、未来の八王子について自由に話し合い、提言をまとめました。

○ワークショップ「私が描く未来の八王子」
　自分たちが普段感じていること、考えていることから、未来

の八王子についての意見を出しました。そして、メンバー同士

で意見交換もし、様々な意見をもとに、まちづくりについて話

し合いました。

・交通手段が多く、みんなが           移動に困らないまち・観光客がたくさんいて、お店がいっぱいなまち・イベントがもっと増えるとよい・フードマイレージが低い食材をあつかい、地産地消を進め、自給率が高いまちにしたい

・森があり、自然がたくさんあるまち・野生の動物がたくさんいて、人と動物がふれあえるまち
・いろいろな植物があるまち・自然と都市の両方があり、色んなことに栄えるまち・自然を使った公共施設があるまち

・子どもが安心して自分から

悩みを相談できるまち

・町中にあふれるどんな人も暮らしやすいまち

・高齢者にやさしいまち

・障害のある人も安心して、安全に過ごせるまち

・みんなが笑っていて、笑顔があるれるまち

  ・犯罪のないまち

・みんなが仲良くて全員とつながりがあるまち

・スポーツを通して色々な人と人との関係が

        生まれるまち

・地域企業と関われる場がほしい

・子どもからお年寄りまで全ての人が関われて

       人と人のつながりが強いまち
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○アンケート活動　〜 4,228 名の子どもたちの意見を〜
八王子がどんなまちになったらいいか、たくさんの子どもたちの意見を反映した提言をつく

りたいと、子ども☆ミライ会議と同時に、質問項目も子どもた

ちが考えたアンケートを、市内10か所の児童館で実施しました。

【アンケートの声から】
・施設はつくらないで、今ある公園をもっと魅力あるものにしたり、

アピールする必要がある。今あるものをみて、今あるものを使おう！
・安全安心なまちにするために、まずは自分たちが安全安心に対する

意識を持たなければいけないと思った。そのためには色々な経 験
をすることが大切。

・同じ目標に向かって取り組んでいくことが大切！

○「ミライへの提言」まとめ
　これまでのワークショップでの子どもたちの意見のほか、各ビジョンフォーラムでの中学生の意見、

絵画・作文コンテストの意見、児童館の子どもたちが行ったアンケートを参考に、まちづくりへの提

言をまとめました。そして、子ども☆ミライ会議を通して、子どもも大人と一緒にまちづくりについ

て考えるとともに、自分たちができることに取り組んでいくことの大切さを感じ、その思いを込めて、

提言のタイトルを「八王子は私たちがつくるまち」にしました。

八王子のまちは、
商工業によって栄え、交通

や企業との交流によって、便利
で明るいまちになります。

そのために、私たちは、公共交通機
関を利用したり、商店街で買い物

をすることに取り組みます。

八王子のまちは、
楽しく安心して遊べる

場所があるまちになります。
そのために、私たちは、子どもた
ちが楽しく安心して遊べるように
するため、時間がある時には公

園で遊んでいる小さな子ども
の見守りに取り組みます。

八王子のまちは、
犯罪がなく、市民全員が

安心して暮らせて笑顔がある
まちになります。

そのために、私たちは、地域の人同
士が顔見知りになるようにします。
そこで、大人と子どもが一緒に
いられる場所を増やすよう
に取り組みます。

八王子のまちは、
自然を活かした観光が盛

んなまちになります。
そのために、私たちは、子どもの目
線で八王子のいいところを発信した
り、クリーン活動・自主的なごみ拾い・
ごみの分別をしっかりするなどし
て環境を壊さない活動に
取り組みます。

八王子のまちは、
人と人との交流が大切

にされるまちになります。
そのために、私たちは、恥ずかし
がらずに、地域の人に「おはよう
ございます」などのあいさつをし
て、自分から積極的に人との
交流を大切にすることに
取り組みます。
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市制１００周年記念事業を締めくくる「グランドフィナーレ」が市民のみなさまの記憶に残るイベント
となるよう、学校も違う、今まで会ったこともない中学生１１名が、企画・運営をしました。
【開催日時・会場】平成 30 年２月４日（日）午後３時 15 分〜午後４時      八王子市芸術文化会館（いちょうホール）大ホール

プ　ロ　グ　ラ　ム
１　ファンファーレ　　　　　　　 鑓水小学校・八王子実践中学校・高等学校
２　ダンス「ぼくらの八王子」　　   たにぞう・藤井保育園・センター八王子

  いずみの森小中学校
３　合唱「100 年先の君へ」　 　      南大沢小学校・館小中学校
４　お囃子　　　　　　　　　　　本町囃子連
５　和太鼓　　　　　　　　　　　川口中学校
６　子どもたちからの提言　　　　英訳：末藤　百香（横川中学校）
７　全員合唱「Ｂｅｌｉｅｖｅ」　  指揮：高麗　猛斗（いずみの森小中学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　伴奏：後藤　真彩（浅川中学校）

○プログラム
私たちは、「八王子の過去・現在・未来を感じられる」、「さまざまな世代が交流する」という２つのコン

セプトを掲げ、プログラムを考えました。

○子どもたちからの提言
私たち運営委員会が、各ビジョンフォーラムのワークショップに参加した子どもたちからの提言をもとに、

キーワードにまとめ、「子どもたちからの提言」として発表しました。

健康福祉
笑顔で「心」と
「からだ」を

健康に

子どもミライ

八王子は
私たちがつくるまち

文化芸術
取り入れよう

普段の暮らしに
楽しい芸術

スポーツ推進
多様なスポーツの

魅力に触れ、深める
異なる世代の絆

歴史伝統
未来にいかそう

〜それぞれの時代
の八王子の魅力〜

安全安心
地域と連携し

自分たちで守る
八王子の安全

生涯学習
生涯学びたい
という意欲を
育てる環境

みどりのまちづくり
だれにでも長く

使われる
都市公園に

生活文化創造都市
交通、安心安全、
サービスを軸に
新たな八王子へ

伝えよう 未来を担う はちおうじっ子
       ～これまでと、これからの八王子～

グランドフィナーレ
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私たちは、今の八王子が大好きです。八王子は、自然豊かでありながらも、生活もしやすいまちです。子ども
から大人まで、幅広い年代が楽しく過ごすことのできるところです。そして、私たちから見て、八王子の大人の皆
さんが「八王子市民」でよかったと誇りに思っていると感じることがたくさんあるからです。

例えば、伝統文化です。「八王子まつり」や「八王子織物」といったよき伝統を受け継ぎ、さらには発展させて
いること。環境としては、「高尾山」や「夕やけ小やけふれあいの里」など家族や友人と外出できるところが多い
こと。スポーツでは「東京八王子トレインズ」をはじめとする多くのスポーツを観戦したり、実際に私たちがスポー
ツやレクリエーションをしたりする施設も多くあります。

八王子が、便利で暮らしやすいまちになったのは、これまでの１００年
の先人の知恵と努力が基となった歩みがあったからだと思っています。こ
の先、どのように社会が変わっていくか分かりません。でも、八王子を
どのような環境になっても「いいまちだ」と市民みんなが思えるまちに変
化させていくかは、八王子に関わる私たち次第だと思うのです。そのこ
とを心に強く刻み、次の１００年に向け歩み出していきましょう。

〜 企画・運営 〜
【会場の飾りつけ】

　「市制１００周年のお祝い」、「八王子らしさを」という思いを大
切に、市内の小・中学校に協力依頼をしました。
　また、会場前の看板、ステージ上の吊り看板には、「絹織物
のまち八王子」を象徴する『蚕』と『桑の葉』をデザインしました。
●作品提供●
第一小学校：児童作品「おめでとう八王子 100 周年ハッピーケーキ」・「スパッタリング１００周年をデザインする」
上川口小学校：児童作品「上川のリース」、 鑓水中学校：華道部作品「壇上生花、受付生け花」　　　
高尾山学園：児童作品「こころもよう〜押花表現〜」・生徒作品「屏風」

【ボランティアの募集】
自分たちの企画を実施する上で、どんな仕事が考えられるか、何人ぐらい必要かを考え、ボランティアを募集しました。
長房中美術部
内田 実希・太田 典杏・加藤 菜都・齊藤 梨夢・三明 百合・守屋 未来（館小中）
萩原 佳希・矢木 孝虎（椚田中）
木下 愛美・福田 七海（浅川中）
岩原 妃菜・田村 綾乃・利谷 成美（鑓水中）
●運営委員●　 
木村 海斗〔舞台誘導〕（第一中）
高麗 猛斗〔司会〕・武井 想〔接待〕（いずみの森小中）
佐藤 拓斗〔タイムキーパー〕・山下 雄大〔セッティング〕（楢原中）
後藤 真彩〔出演交渉〕（浅川中）
砂本璃央子〔プログラム〕廣瀬 陽菜〔来客者誘導〕（陵南中）
小林美咲子〔接待〕・玉井 香穂〔装飾〕・等々力あいり〔総務〕（上柚木中）


