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ものづくり産業 ものづくりのナンバーワンを目指して 

 

〇八王子のものづくり産業のすがた 

・ハイテク分野を中心としたものづくり産業のまち 

東京都多摩地域、埼玉県南西部、神奈川県県央部に連なる広域多摩地域は、電機、電

子等のいわゆるハイテク分野を中心とした製造業の大きな集積がある（多摩シリコンバレー）。

八王子は地理的にその中心に位置し、さらに、技術力の高い企業や理工系の学部を持つ

大学の集積や、道路・鉄道の交通の要衝である点などの優れた条件を有していることにより、

大手メーカーの研究開発拠点や、それらを支える高水準の基盤技術を持つ中小製造業、

独自の技術や製品を持つ中小企業が多摩地域有数の集積を形成している。 

統計から見ても、八王子のものづくり産業は、多摩地域においては企業数、従業員数で

第１位、製造品出荷額については第３位と、トップクラスである。 

・ものづくり産業は減少傾向に 

全国的に工業の事業所数・従業員数の減少が続いているが、八王子市も同様に減少傾

向にある。平成２１年度の事業所数、従業員数、製造品出荷額は、産業振興マスタープラン

が策定された平成１５年度に比べ、いずれも大きく減少している。その大きな要因としては、

大手企業による生産拠点の研究・開発拠点への転換（生産が行われなくなった）や再編によ

り、八王子でも事業の撤退や縮小が進んだためと考えられる。しかしながら、市税収入では、

平成２１年度の法人市民税均等割額３８億円の内、製造業の課税額はおよそ４割(15 億円)

を占めており、現在でも市の産業の中で、ものづくり産業の重要性は大きい。 

製造品出荷額の減少は、平成２０年度のリーマンショックによる影響が大きいが、今後も、

東日本大震災や急激な円高による、さらなる国内ものづくり産業の空洞化が、八王子のもの

づくり産業に与える影響も危惧されるところである。 

 

多摩地域の主要な工業都市 

  事業所数 従業員数（人） 製造品出荷額（万円） 

  実 数 順位 実 数 順位 実 数 順位

八 王 子 市 664 ① 17,251 ① 41,055,238 ③ 

青 梅 市 279 ② 10,174   22,038,348   

府 中 市 154   11,779 ③ 74,297,710 ① 

昭 島 市 144   9,373   29,769,124   

日 野 市 94   14,178 ② 66,235,169 ② 

羽 村 市 84   8,639   38,239,603   

瑞 穂 町 233 ③ 5,838   32,690,017   

工業統計調査（平成 21 年・従業員数 4人以上）  
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平成 15 年度と平成 21 年度の工業の状況の比較 

    
平成 15 年度 平成 21 年度 

平成21/15年度比

（％） 

事業所数 831 664 79.9

従業員数（人） 20,874 17,251 82.6八 王 子 市 

製造品出荷額（百万円） 605,800 410,552 67.8

事業所数 23,521 16,469 70.0

従業員数（人） 414,015 324,995 78.5東 京 都 

製造品出荷額（百万円） 11,306,063 8,023,647 71.0

事業所数 293,911 235,817 80.2

従業員数(人） 8,228,150 7,735,789 94.0全 国 

製造品出荷額（百万円） 273,734,436 265,259,031 96.9

工業統計調査（従業員 4人以上）  

〇産業振興マスタープランで目指したものは何か 

八王子は、上述のようにものづくり産業が活動していくための優れた条件を備えている。さ

らに、東京都や(独)都市再生機構によるニュータウン開発によって、環境の整った業務用地

が存在する。産業振興マスタープランでは、このような八王子の優れた条件を活かして、もの

づくり企業の操業環境や立地環境の整備を進め、世界で一番ものづくりがしやすい場所、

そして世界最先端の製品を作りだす場所として、「ものづくりのナンバーワン」の地域となるこ

とを目指した。 

 

〇ものづくり産業振興この１０年 

 八王子市内には、産業振興マスタープランを定めた平成１５年度当時にも多くの優れた

技術を持つものづくり企業が存在したが、大企業の移転や研究所への転換、下請け系列の

崩壊などにより、受注の減少や要求される技術水準の高度化にさらされ、産学連携、産産連

携などによる技術の高度化、新技術・新製品の開発や経営基盤の強化など新たな取り組み

が求められていた。また、中小企業が単独では取り組みにくい、人材の育成も重要な課題で

あり、このようなニーズに応えるために、ものづくり中小企業を支援する組織・体制の整備を

進めることが必要であった。 

このため、平成１３年１０月にＩＴ技術を有効に活かした地域産業の振興を目指して八王子

市と商工八王子会議所が共同で設置した「首都圏情報産業特区・八王子」構想推進協議会

（通称「サイバーシルクロード八王子」）を、平成１５年の産業振興マスタープランにおいて、

ものづくり産業をはじめとする中小企業の支援機関として改めて位置付け、産・学連携、産・

産連携の促進や、人材育成などの施策を展開した。平成１６年１０月には、企業の共同研究

の場として「先端技術センターものづくりセンター」を整備し、さらに平成１７年７月には、技術

面から中小企業の連携の促進や課題解決の相談に対応する「先端技術センター開発・交

流プラザ」を JR 八王子駅前に設置して、ものづくり企業に対する支援体制は飛躍的に充実
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した。開発・交流プラザを中心に、東京都中小企業振興公社や(社)首都圏産業活性化協会

(通称「ＴＡＭＡ協会」)など関連機関との連携も深まった。 

 企業誘致については、平成１５年当時、多摩ニュータウン・八王子ニュータウン等に未利用

地が存在し、また、移転した工場跡地が住宅に転用されて工業系の土地利用が減少するな

ど、企業立地の拡大・維持は重要な課題であった。このため、平成１６年に企業誘致の制度

である「いきいき企業支援条例」を施行し、ものづくり産業を中心とした企業の立地促進を進

め、ニュータウンの大規模業務用地や工場移転後の工業団地の空き区画に多くの優良企

業が立地した。これらの企業の立地により、新たな雇用の創出と税収の増加を実現したほか、

立地企業との良好な関係が築かれ、企業による地域への社会貢献活動にもつながった。さ

らに、新たな業務用地の創出にも力を入れ、戸吹北地区の区画整理事業を促進し、ものづ

くり企業の立地につなげた。 

 これらの取り組みによって、ものづくり企業の支援体制の整備、新たな優良ものづくり企業

の誘致実現など、産業振興マスタープランが掲げる「ものづくりのナンバーワン」を目指し、も

のづくりがし易い場所、そして技術力の高い製品を作りだす場所としての地域づくりに向け

て、着実な取り組みを進めてきた。 

 

 

産業振興マスタープランのものづくり産業体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 状 課 題 

●ハイテク製品中心の製造業集積 

●豊富な産業資源 

●ものづくりの危機的状況 

●世界に通用するものづくりの振興 

●製造業の立地を促進 

●産学公の連携強化 

●IT 産業集積の活用 

●繊維産業の新しい展開 

 

 

 

 基本方針  製造業の振興  新産業の創出  産学公の連携 

 基本施策  ■工業系用地の確保と製造業誘致 

■｢首都圏情報産業特区･八王子｣構想の推進 

■ものづくりの活性化に向けた人材育成･活用 

■先端技術産業振興センター構想の推進 

これからの10年に向けて 
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指定状況 効果

全体 52件 約1,078億円

ものづくり 35件 2,440人

商業 5件 約11億7千万円/年平均

物流 12件

直接投資額（建物建設、償却資産取得など）

新たな雇用の創出

基　　本　　施　　策

工業系用地の確保と製造業誘致

　●企業進出促進のための優遇策「いきいき企業支援条例」

税収増（固定資産税・都市計画税、事業所税）

ねらい
　製造業の活性化のために、
工場から住宅系利用への転用
を抑制するとともに、企業誘致
活動や都市基盤整備を進め、
製造業の立地を促進する。

課　題
　市内には有力企業の研究・開発部門がおかれ、また高い技術
を持った中小企業が多数立地しているが、工業団地内でも工場
からマンション等への転用がみられる。将来にわたって八王子が
ものづくりの拠点であり続けるためには、製造業をはじめとした企
業立地の促進を図ることが必要であり、そのためには、企業に
とってより魅力的な地域となるような支援と施策が必要である。

取り組みと成果
　いきいき企業支援条例による奨励金制度や、東京都、（独）都市再生機構などと連携した事業用
地の情報提供と、周辺交通環境整備の見通しがたったことによる戸吹北地区の用途地域変更と
いった工業用地の確保などにより、35件のものづくり企業を誘致（市内移転・拡張も含む）した。　そ
の結果、税収・雇用の増という本来の目的効果はもちろん、ネーミングライツ(命名権)やイベントへの
協賛などの地域貢献にもつながった。

㈱エリオニクス　業務内容：超微細加工・分析装置メーカー
世界で最も細い線幅（5ナノメートル）を描画できる機器の開発に成功
◇経済産業省・中小企業庁
　「元気なモノ作り中小企業300社」に選定（平成18年）
◇東京商工会議所「勇気ある経営大賞」受賞（平成20年）
◇国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
　「微細加工技術部門賞」受賞（平成22年）

㈱コスモ計器　業務内容：工業用計測機器の開発・製造・販売
◇経済産業省・中小企業庁
　「元気なモノ作り中小企業300社」に選定（平成19年）

㈱東京精密
光ビジネスフォーム㈱
蛇の目ミシン工業㈱
トッパン・フォームズ㈱
オリンパス㈱
日本水産㈱

※大企業(製造業):資本
の額又は出資の総額が3
億円を超え、かつ常時使
用する従業員の数が300
人を超える企業（指定順
に掲載）

いきいき企業支援条例の指定事業者(ものづくり)

優
れ
た
中
小
企
業
が
集
積

多
数
の
大
企
業
が
立
地

　北八王子工業団地など、市が指定する企業立地促進地域において、ものづくり産業、物流系産業、商
業、事務所の産業用施設の新設、拡張、設備の増設を行った場合に、固定資産税・都市計画税、事業所
税相当額を３年度分奨励金として交付する「いきいき企業支援条例」を施行。
　平成16年度から22年度までに㈱山櫻やトッパン・フォームズ㈱など52件（うち､ものづくり企業は35件）を
指定しており､その効果として2,440人の雇用（うち､ものづくり企業は1,272人）を創出している。

※指定状況、効果とも平成22年度末現在
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トッパン・フォームズ㈱

　●企業による地域貢献

　●中央道・圏央道のインター周辺の工業用地確保

　　▲【日本水産㈱】
　宇津貫緑地に接した立地のため、ホ
タルの生育に配慮し、宇津貫緑地側に
は窓を設けず、夜間、光を照らすことの
ない配慮ある設計としている。また太陽
光発電により、施設内の電力削減に貢
献。

【㈱パルブレッド】▲
　太陽光発電を設
置。施設内の電力
削減に貢献。

【オリンパスわくわく科学教室】
　小・中学校の授業やサタデース
クール等で子供たちに科学の面
白さを体験できる教室を平成15
年からオリンパス社員が自発的に
行っている。これまで33回開催
し、延べ8,295人（平成23年8月末
現在）もの子供たちが参加。楽し
く科学を学んでいる。

　いきいき企業支援条例による企業支援は、雇用や税収の増といっ
た効果にとどまらず、企業による市の施策への協力や地域貢献にも
つながっている。例えば東日本大震災の際は、駅に帰宅困難者が滞
留すること抑制するため、大手企業で社内待機等の協力があった。
　また普段から様々な市民向けの取り組みも行われ、地域における市
民との「協働」を進める上で、指定事業者が企業市民としてのリーディ
ングカンパニーとなって活躍している。

カメラの原理を体験(松木中にて)

　圏央道あきる野インターチェンジ開通、新滝山街道の整備
など周辺交通環境の整備の見通しがたった戸吹北地区につ
いて、平成19年12月に都市計画変更を実施。市街化調整区
域から市街化区域に変更し、併せて用途地域を「準工業地
域」として、ものづくり産業及び物流系産業の「企業立地促進
地域」に指定した。
　その結果、平成22年にトッパン・フォームズ㈱が、平成23年
に㈱内野製作所が立地している。

地域環境に配慮した施設の建設の一例

ものづくり指定事業者による市民向けの取り組みの一例

【パルシステム生活協同組合連合会】
隣接する保育園にトラックの排ガスや騒
音がいかないよう壁を設置。

　　【㈱内野製作所】
　
 冷暖房や照明などによる電気の使用を
削減できるよう、自然の光や風を取り入
れられる設計としている。

取り組み 企業名 

中学生の職業体験受入 エム・イー・エス・アフティ㈱など 

市民向け施設見学受入 
エム・イー・エス・アフティ㈱、㈱山櫻、蛇の目ミシ

ン工業㈱、日本水産㈱、オリンパス㈱など 

市民向け教室などの開催 オリンパス㈱など 

夢街道駅伝スポンサー 
㈱コスモ計器など（メインスポンサーの㈱スーパ

ーアルプスも商業の指定事業者） 

新市民会館ネーミングライツ オリンパス㈱ 

 

7



基　　本　　施　　策

｢首都圏情報産業特区･八王子｣構想の推進（サイバーシルクロード八王子事業）

　●企業交流会「テクニカルカンファレンス」

ねらい
　高い技術を持ちながら地域では孤立しがちな
中小企業同士をつなぐことで、技術的経営的な
底上げを図る。
　潜在力を秘めた八王子のＩＴ・製造業のリソース
を最大限に活かすべく、産・産・学連携促進と中
小企業への実践的支援により、活気あふれる元
気な産業都市八王子を創出する。

課　題
　八王子市には、高い技術を持つＩＴ・製造業等
の中小企業が数多く立地しているものの、市の
主要産業として顕在化しておらず、事業者の間
の交流も少ない。また中小のみならず、大手のＩ
Ｔ・製造業や大学も多く、八王子の製造業の将
来のため、これらの潜在力を活かす必要があ
る。

取り組みと成果
　平成13年10月に設立されたサイバーシルクロード八王子は、会長に大手民間企業トップの経験
者である甲谷勝人氏（元日本ヒューレットパッカード社代表取締役）を招き、その強力なリーダー
シップのもとで市内に集積する製造業のレベルの高さに注目。交流会や個別企業の支援、人材育
成セミナーなどにより、主として中小ものづくり系企業の支援を展開してきた。
　とりわけ会員の発案で始まった、大手企業OBを中心としたシニア世代による企業支援組織「ビジ
ネスお助け隊」は、企業の相談、創業セミナー、人材育成セミナーの企画実施から、市緊急雇用対
策事業の実動部隊としての全面協力に至るまで目覚ましい活躍を見せた。
　組織構成のユニークさや先駆的な事業に取り組んだことから様々なメディアで紹介されるととも
に、全国から多くの自治体や産業支援機関が視察に訪れ、“産業活性化に取り組む八王子”のPR
に大きく貢献した。これらの取り組みは地域づくり総務大臣表彰(平成19年度)や、ベンチャーア
ウォード経済産業大臣表彰(平成20年度)を受賞するなど、高く評価された。

テクニカルカンファレンス
　八王子市内企業に共通する先端技
術をテーマに開催する技術交流会。
　この交流会を機に、超微細金属加
工技術を持つ企業や大学による研究
グループ「金属ＭＥＭＳ（超小型精密
部品）コンソーシアム」や、市内ＩＴ事
業者の連携組織「八王子ＩＴネット
ワーク」が立ち上がった。

八王子ＩＴネットワーク
　平成16年の第7回テクニカルカンファレンス「ネット社会の新たなビジネスモデルの創出」を機に生まれ
た市内IT事業者の交流グループ。毎月例会を開催し情報交換を行うほか、中小企業向け「無料IT相談」
などの地域貢献活動も行っている。
　さらに平成18年度にはメンバー有志が共同受注組織「八王子ＩＴ協同組合」を設立。単独では難しい大
型案件の受注にもつながっている。

第1回 超微細加工技術の最前線 平成14年 6月

第2回 半導体製造の最前線　 平成14年10月

第3回 中小企業のためのバイオニクス最前線 平成14年12月

第4回 大手企業の経営資源公開による新事業創生　 平成15年 3月

第5回 産業用プロダクトデザインの最前線　 平成15年 9月

第6回 次世代通信技術の最前線　　　 平成15年12月

第7回 ネット社会の新たなビジネスモデルの創出　 平成16年 6月

第8回 CASIO液晶デバイスの最先端技術　　　 平成16年10月

第9回 3次元CADの最前線　　 平成18年 2月

第10回 ロボット産業の可能性　　　　 平成19年 7月

第11回 八王子地域デジタルものづくりセミナー　 平成21年 7月
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　●高い創業率を誇る“八王子モデル”の創業支援「本気の創業塾」

　

　●シニアによる企業支援組織｢ビジネスお助け隊」

打合せの様子

創業塾生が開業した店舗

設　　　　　立：平成15年4月
アドバイザー数：64名（平成23年3月現在）
アドバイザーの：大手電機メーカーＯＢ、大手自動車メーカーＯＢ、
主な経験、資格　公認会計士、税理士、弁理士、中小企業診断士、
　　　　　　　　社会保険労務士など
無料相談の実績：累計502件（平成17～22年度)
その他主な活動：本気の創業塾(平成17年度～)/企画・講師
　　　　　　　　リーダー育成塾(平成19年度～)/企画・講師
　　　　　　　　市緊急雇用対策事業「雇用維持奨励金」(平成21･23年度)/審査員

　平成17年度の第一期から平成22年度の第六期までに、累計219
名(既創業者含む）が受講し、うち51名の新規創業を実現。未創業
者の新規創業率32.2％､創業後3年の継続率90％を誇る。
＜参　考＞
・商工会連合会が類似事業を調査した創業率の全国平均24％
・中小企業白書(2006)による、企業一般の3年後存続率53％

　【創業塾を中心とした創業支援】
　① 説明会・相談会 （事前説明会を開き、全体説明と個別の創業相談を実施）
　② スタートアップコース （6日間で創業に必要な基礎知識や創業者の体験談を集中講義）
　③ ブラッシュアップコース （｢ビジネスプラン｣を実際に作成しながら更にブラッシュアップ！）
　④ 伴走支援 （ビジネスモデルの優れた方に、お助け隊アドバイザーが1年間継続指導）
　※一般的な創業セミナーは②部分のみ。お助け隊による手厚いフォローが八王子モデルの特色！

【地域づくり総務大臣表彰】
　全国各地でそれぞれの地域をより良くしようと
頑張る団体、個人を表彰することにより、地域づ
くりへの情熱や想いを高め、豊かで活力ある地
域社会の構築を図ることを趣旨として、市区町
村や、民間団体、住民組織、個人を対象に、総
務大臣が表彰するもの。
　平成19年度に全国26の団体と3人の個人が
受賞し、その中でサイバーシルクロード八王子
は団体として受賞した。

サイバーシルクロード八王子が受けた顕彰

地域づくり総務大臣表彰(平成19年度)【ベンチャーアウォード】
　「創業・ベンチャー国民フォーラム」が、創業やベンチャー企業に対する国民の理解促進と起業意識
の喚起のため、全国各地の優秀なロールモデルとなる起業家・起業支援家を表彰するもの。
　サイバーシルクロード八王子の「本気の創業塾」を中心とした起業・創業支援活動が評価され、平成
20年度に“起業支援家”部門で経済産業大臣表彰を受賞した。

　大手企業OBを中心に、中小企業診断士や技術士等の有資格者も多数参加する「ビジネスお助け隊」は、
サイバーシルクロード八王子の活動を象徴するきわめてユニークな組織である。活動の主は中小企業支援
であり、初歩的な相談には原則無料でアドバイスを行っている。また勉強会等のメンバー相互の啓発活動が
活発で、そのためメンバー間のコミュニケーションが良く、これが「ビジネスお助け隊」としての総合力を発揮
する基盤になっている。市事業への貢献も大きく、平成21年度の市緊急雇用対策事業「雇用維持奨励金」
は、「ビジネスお助け隊」の全面協力によって実施した。
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基　　本　　施　　策

ものづくりの活性化に向けた人材育成・活用

　●  後継者育成塾「はちおうじ未来塾」の実施

ねらい
　地域の発展と企業の発展・存続を意識した
中小企業向け人材育成プログラムにより、意欲
的で高い技能をもった人材を育成していく。
　また、学生や若者が、働く場を地域の企業に
求めたり、地域で常に挑戦心を持ち続けること
ができる環境整備を行う。

課　題
 　企業が発展・存続するためには、後継者や従業
員の育成が必要であるが、資金的・時間的に余裕
のない中小企業にとっては困難である。
　また、地域が発展するためには、地域の次の担
い手になる学生や若者を受容し、育成する仕組み
が必要であるが、そういった施策が存在しない。

取り組みと成果
　中小企業の後継者を育成する「はちおうじ未来塾」、リーダー層を育成する「リーダー育成塾」、もの
づくりに係る基礎力を育成する大学や高専を活用した講座等を実施。中小企業の人材育成に効果
があったほか、異業種ネットワークづくりや地域活性化を担う人材の育成にもつながった。
　また、若者に市内の中小企業の魅力を伝えるための試みとして、企業紹介冊子の作成やインター
ンシップ事業などを実施。若者が中小企業の魅力を感じただけでなく、実際に市内の中小企業に就
職したケースも出ている。

はちおうじ未来塾
（経営シミュレーションゲームの様子）

【共同受注グループ「一括受注ジャパン」立ち上げ】

　未来塾で「父親世代のビジネスモデルではいつま
でも通用しない」ことの「気付き」を得た卒業生が、平
成20年に立ち上げた異業種共同受注組織。一社で
はできないことを複数社が技術力を結集して対応し、
設計から販売まで「一括受注」を行っている。平成22
年3月現在で１１社が参加。高性能スピーカーの設計
から販売まで受注する等
の実績をあげている。
　平成20年度「東京都基
盤技術産業グループ支援
事業」に採択。

【「HFA（Hachioji Future Association）」立ち上げ】

　未来塾卒業生が、卒業後も後継者に必要な学びの
場を自らつくり、将来の八王子の産業活性化と発展
を目標に掲げて活動している（平成２１年設立）。企
業見学会や各種勉強会などを自主運営する他、全
国の後継者グループと積極的な交流を行っている。
　また3月の東日本大震災を受け、被災地支援の活
動も積極的に行っており、
特に原発被害を受けて
いる福島県浪江町の支
援に力を入れている。

　平成19年度より、市とサイバーシルクロード八王子、八王子商工会議
所が連携して開講。
　企業が厳しい競争を勝ち抜き、成長を持続させていくために必要な「真
のリーダーシップ」を身に付けてもらうことを目的とし、知識や手法にはこ
だわらず、市内で革新的な経営を行っている経営者を講師に招いて、そ
の体験談などを通して「社長たる者の覚悟」「決断」「気づき」を体得して
いく。毎年の受講生を10名程度にしぼり、少人数で1年間をかけて育成
する。

　1年間のカリキュラム終えると、塾生には「将来の経営者」としての自覚
が芽生え、最終回では事業承継することを親（現社長）の前で宣言する。
　平成23年3月現在で46名が入塾。地元で築いた信頼関係は「地域」を意識させ、地域貢献活動にもつ
ながっている。
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　●若者や学生が地域の企業に魅力を感じることができる事業を実施

　●リーダー層や「ものづくり」の現場社員の人材育成を実施

中小企業のための「リーダー育成塾」
　平成19年度より、市とサイバーシルクロード八王子、八王子商工会
議所が連携して開講。市内中小企業の現場リーダー社員を対象に
「自分で考え、決め、行動し、周囲に良い影響を与えることのできる
リーダー」の育成を目指す。カリキュラムの作成及び講師は、「ビジ
ネスお助け隊」が全面協力。平成23年3月現在で延べ78名が入塾。

若手社員向けのものづくり人材育成講座
　ものづくり中小企業の技術向上を図るため、技術を学ぶ国立東京
工業高等専門学校での「テクノクロス講座」と、イノベーションの発想
を学ぶ「営業力＆マーケティング鍛錬塾」などを実施。ものづくり企
業のエンジニアだけでなく営業職の人材も受講。平成23年3月現在
で延べ95名が参加。

　いずれも講義内容を自社で活かし、販路拡大や社内の意識改革
などにつながったという反響があり、毎年続けて社員を入塾させるリ
ピーター企業も出ている。また地域内で、中堅社員、現場社員の異
業種ネットワークも広がっている。

グループ演習の様子
(リーダー育成塾)

３日間社長のカバン持ち体験
　平成17年度よりサイバーシルクロード八王子にて実施。学生が市内で活
躍する中小企業経営者の“カバン持ち”を行い、経営者の 行動や発言に
直接触れ、ビジネスの最前線を肌で体験し、自分の将来の“キャリアデザイ
ン”を考えていく。
　平成18～20年度には経済産業省「若者と中小企業とのネットワーク構築
事業」に採択。これまでに延べ118名の学生、115社の企業が参加。

長期型インターンシップ
　平成21年度より、大学生等を対象に、ものづくり企業での長期実践型（1
か月以上）インターンシップを実施。中小企業の販促チラシ作成や製品開
発の企画等の課題を与えられ、若手社員の指導を受けながら課題解決す
るもの。延べ17社に19名の学生が参加。仕事の厳しさの中から、中小企業
の魅力や、自ら考え、行動することの重要性を体感。

若者向けものづくり企業PR事業 ＆ ものづくり企業魅力発見バスツアー
　平成21年度に国立東京工業高等専門学校の学生が企業を取材し、企業
紹介冊子「はち．もの ＭＡＧＡＺＩＮＥ」を作成。学生の視点からみたものづ
くり中小企業50社の魅力を掲載し、大学や高等専門学校（以下「高専」)な
どに配布。
　また平成22年度には､大学・高専の学生を対象に、直接企業の現場を訪
れるバスツアーを実施。企業の実際を見て現場の人の話を聞き、中小企業
の本当の姿を知ってもらおうとするもの。ツアー実施前後のアンケートによ
れば、中小企業に対するイメージが肯定的なものに変化している。

事前学習で名刺交換
（３日間社長のカバン持ち体験）

企業の現場を訪問
（ものづくり企業魅力発見バスツアー）

中小企業を体感
(長期型インターンシップ)

若手社員同士の交流にも
(営業力＆マーケティング鍛錬塾)

　インターンシップ先の企業や冊子の取材で知った企業に、実際に就職を決めたケースも出た。
　若者・学生は、現場を体感することで有名企業への就職ありきではない「働くこと」を考えるきかっけと
なり、一方企業側は、これまで新卒学生と接する機会がほとんど無かった中で、インターンシップや企
業訪問を受け入れることで、今の学生の考え方や気質に触れ、また指導や案内をする若手従業員の
人材育成にもつながった。
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基　　本　　施　　策

先端技術産業振興センター構想の推進

　● 共同研究開発を促進する場「ものづくりセンター」

  

ねらい
　この地域のものづくりの強みであ
る広域拠点性と、先端技術産業
（企業）や大学等の研究機関の集
積を活かして、先端技術産業振興
のための拠点を整備する。

課　題
　八王子市とその周辺は、先端技術を有する企業が多く立地
する全国有数の「ものづくり先進地域」であるが、それらの企業
が今後も国際的な競争力を保ち続けていくためには、常により
高い技術を開発し、新分野を開拓していかなければならない。

取り組みと成果
　平成16年10月、市内企業や大学が連携した共同研究グループが、今までにない新製品の研究開
発を行うための場として、「ものづくりセンター」を開設した。
　さらに平成17年11月、市内や周辺地域の事業者、研究者、学識経験者が交流したり、技術や事業
のアドバイスが受けられる場として、「開発・交流プラザ」を開設した。この2つの拠点によって地域の
企業が発展するためのインフラが整い、新製品の開発や新規事業の展開に成功した事例が多く出
ているだけではなく、他地域との広域的な連携も進んだ。

【クロムフリーメッキの研究開発】

　メッキの主成分「クロム」は
有害物質で、大きな環境負
荷がかかる。
　本グループは柿渋等の自
然素材を原料にした 「クロ
ム」を含まないクロムフリー
メッキ「ＡＴ-21」の開発
 に世界で初めて成功し、特
許を取得。現在、高速道路のガケ崩れ防止ネット等
に採用されている。

【研究開発メンバー】
アートビーム(株)、(有)ティワイアソシエイツ、
国立東京工業高等専門学校 他

ものづくりセンター外観

【導電ガラスを用いた部材の開発】

 ガラスは本来｢絶縁体｣である
が、(株)東海産業が近畿大学
との共同開発で、電気を通す
「NTAガラス」を開発した。
  そしてこのガラスを活用し、
今までにない耐久性の高い
｢ガラス放電針｣の開発に世界
で初めて成功。電子部品の製
造現場などで活用される静電気除去装置用
放電針として、採用実績をあげている。

【研究開発メンバー】
(株)東海産業、アートビーム(有)、近畿大学、
東京工科大学

　「ものづくりセンター」は遊休の民間施設を借り上げ、市が直営
で運営しており、研究開発スペースが5室（開設当初3室、平成19
年度に2室増室）と、相談・会議スペースで構成されている。
　平成23年3月時点で、開設以来12のテーマについて研究開発
が実施され、5テーマで開発に成功。そのうち、4テーマは事業化
にも成功している。

ものづくりセンターで開発された製品例

【所在地】八王子市中野上町4‐8‐5
【構  造】鉄骨造2階建
【面　積】約295平方メートル（延床）
【設　備】研究開発スペース(5ブース)、相談・会議スペース

12



　

　● 事業者等の交流と広域連携を促進する場「開発・交流プラザ」

【所在地】八王子市旭町10-2　ＴＣビル５階
【面　積】約220平方メートル
【設　備】交流スペース、会議室、研究開発室

先端技術セミナー
　最先端の加工技術や医療・ロボット等の成長分野
をテーマに月１回程度開催。市内のみならず、近隣
自治体から参加をいただいている。セミナー終了後
は交流会を実施し、企業間のマッチングやネットワー
クの構築を促進している。
　国や都の助成金や施策の説明会も適宜実施。地
元企業が国等の動向を把握する拠点になっている。

先端技術セミナー 交流会

技術相談員による支援
　大手企業ＯＢが、市内企業の技術や新規事業の相談に対応し、人脈
や経験を活かして解決を図っている。企業のあらゆる課題に幅広く対応
できるよう、都の産業技術研究所、TAMA協会など他の支援機関や大学
とのネットワークを活用している。
　また相談員は積極的に企業訪問も実施。平成22年度は延べ263社の
企業訪問を行い、企業の課題解決を支援している。

　これらの活動による成果として①市内企業が「開発・交流プラザ」を「自社の課題解決の相談ができる拠
点」として認知。②地域の企業との信頼関係を築き、600社以上の事業者ネットワークを構築。③先端技術
セミナーなどきっかけに他の地域との交流が進み、市内企業の広域連携を促進。などがあげられる。

【ネットワーク活用の事例】

　東日本大震災では、翌日から市内企業に連
絡をとって被害状況の確認を進め、震災後１週
間で92社の状況を把握し施策につなげた。
　さらに計画停電や国・都・市の様々な情報
を、電子メールを活用して約600社に配信。計
画停電が一旦終了した4月8日までの26日間
に、延べ43回の情報提供を行った。

【広域連携の事例】

　BCP（事業継続計画）を意識し、本市と産業
構造が類似しており、かつ本市とのアクセスも
良い長野県岡谷市に注目。平成23年9月に
市内企業と岡谷市の企業の交流会を実施し、
広域連携を促進した。

　「開発・交流プラザ」は、市内だけでなく、周辺地域も含め
た事業者や研究者が交流し易いよう、利便性の高いJR八王
子駅至近に開設。交流スペース、会議室、研究開発室で構
成される。
　本施設の会議室や交流スペースでは、最新の先端技術や
事業の成長分野をテーマにした「先端技術セミナー」を随時
開催。また、研究開発室では、経済産業省、文部科学省から
テーマを受託した企業、団体が研究開発を行っている。
　さらに本施設には、企業の技術相談に対応できるよう、大
手企業ＯＢを技術相談員として配置（２名常駐）。相談員は
企業訪問も積極的に実施。企業の課題解決を支援するとと
もに、地域の企業との信頼関係構築も図っている。
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〇八王子の商業のすがた 

八王子市の商業は、商店数、従業員数、年間販売額、売り場面積など、いずれも多摩地

域では最大で、大小様々な店舗が本市の人々の暮らしを支えている。  

中でも大きな商業集積が見られる地域としては、ＪＲ八王子駅周辺の中心市街地地区と、

大規模な宅地開発が進んだ南大沢駅周辺地区があげられる。中心市街地地区は、歴史を

感じさせる魅力ある商店が点在し、大型店も多く集まる市内最大の商業集積地であり、八王

子の顔として商業活性化の拠点となっている。もう一方の南大沢駅周辺地区は、アウトレット

モールなどの大型店舗や大学が立地し、市外からの買い物客も訪れる一定の広域集客力

も備え、中心市街地に並ぶ商業集積地域として、大きく発展を遂げている。 

また、多摩ニュータウン地域や八王子ニュータウン地域などでも開発が進み、道路、鉄道

など交通網の整備とともに、商業施設の郊外拠点への立地が進んでいる。 

 平成１５年から現在までの間、本市内には多くの大型店の進出があったが、近隣市でも多

くの大型ショッピングセンターなどが建設され、競争は激化している。また、ネット販売の増加

やチェーン店化に加え、リーマンショックに端を発した景気後退や震災など、商業にとっても

厳しい環境が続いている。 

消費者のニーズの多様化や、他地域との競争が激化する中、本市の商店数・従業員数・

年間販売額は平成１４年度から平成１９年度にかけいずれも減少している。しかし売り場面

積については、同じ期間で増加傾向にあり、これは小規模店の閉鎖が増える一方で郊外の

大型店舗の新規開店が続いていることによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業統計調査 

〇産業振興マスタープランで目指したもの 

 産業振興マスタープラン策定にあたっての問題認識としては、時代や生活スタイルの変

化とともに進む消費者ニーズの多様化・個性化と、大規模大型店であっても競争が厳しさを

増すなど、小売業全体の競争激化の大きく２点であった。 

 このような商業の構造変化の中にあって、５３万人（平成 15 年当時）超の人口を擁する本

年間販売額（億円） 

商店数（ケ所） 

従業員数（×10人） 

売り場面積（×100㎡）

商店数、従業員数、年間販売額、売り場面積の推移 
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市の商業は、商圏としては、広域からの集客力が弱く、ほぼ市域及び周辺地域に限られて

いる一方、市民の購買力が近隣市や都心方面へ流出している状況も多く見られ、競争力の

低下が懸念されていた。本市としては、まず５３万市民を確実にひきつけ、他都市への流出

を極力防ぐことで、八王子の商業は十分に活性化するものと考え、基本方針として「58 万

（産業振興マスタープラン策定時の将来推計による）の市民をひきつける、個性あるまちの

形成」を定め、個性ゆたかな魅力あるまちを目指してきた。  

 

〇商業振興この１０年 

商業振興の施策としては、まず中心市街地の活性化を推進し、八王子の顔にふさわしい

「個性」と「品格」をもった魅力あるエリアの整備を目指した。 

 平成１５年４月に「夢・五房」、同年１０月に「八王子市夢美術館」をオープンしたほか、商店

会などが主体となり西放射線ユーロードを中心にイベントが数多く開催されるなど、街の賑

わいと回遊性を創出することができた。さらに中心市街地活性化の起爆剤として、長年の懸

案であったＪＲ八王子駅南口の再開発事業が平成２２年１１月に竣工。平成２３年４月にはオ

リンパスホール八王子がオープンするなど、新たなランドマークとしてまちに大きな賑わいを

もたらしている。しかし、その一方で平成１６年には「丸井」が撤退。そして市内唯一の百貨

店である「そごう」が平成２４年１月末の撤退を表明するなど、社会経済情勢を反映した変化

も激しく、中心市街地地区の商店街とともに活性化を進めていかなければならない。また、

多様化する消費者ニーズに対応するため、郊外拠点で進む商業集積を活用すべく、南大

沢駅周辺地区などへの商業業務施設の立地促進を進めた。 

そうした中で、広大な敷地をもつ八王子ニュータウン地域や多摩ニュータウン地域は、宅

地開発による購買力の増大に伴い多くの出店が続いている。特に多摩ニュータウン内の南

大沢駅周辺地区については、いきいき企業支援条例の企業誘致により商業施設が新規に２

施設立地するなど、さらなるまちの賑わいを創出した。 

 

産業振興マスタープランの商業体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 状 課 題 

●市民の購買の市外への流出 

●都市間競争力の低下 

●中心市街地の活性化への着手 

●商店主の後継者不足 

●多様で独自のシーズの存在 

●中心市街地の魅力向上 

●地域の特性を生かした商業力の強化 

●市民ニーズへの対応 

●個性あるまちづくり 

●高齢化に対する商店街の対応 

 

 

 

 基本方針  58 万の市民をひきつける個性あるまちの形成 

 基本施策  ■中心市街地の活性化 

       ■多様な市民ニーズに応える商業集積づくり 

       ■八王子独自の魅力づくり 

       ■商業活性化に向けた人材の育成と活用 

これからの10年に向けて 
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基　　本　　施　　策

中心市街地の活性化

　●中心市街地活性化の推進

ねらい
　個店の集積や文化・娯楽などの多くの要素を
活かして、八王子の「顔」にふさわしい「個性」と
「品格」を持った地域をつくる。
　市内最大の商業集積地で商業活性化の拠点
でもある中心市街地が活性化することで、八王
子全体の吸引力やイメージの向上につなげ
る。

課　題
　中心市街地は、本市を代表する「顔」としての
役割を担っていることから、大型店の退店や商
店街における空き店舗の増加などによる空洞化
を抑える必要がある。また、客引きや捨て看板
など、まちの雰囲気を損なう状況があり、まちの
魅力を高める必要がある。

取り組みと成果
　中心市街地で開催される主なイベントの回数は、平成15年度に20件であったが、平成22年度に
は24件に増加。特に、八王子の夏を彩る「八王子まつり」は、平成22年度に約68万人と過去最高の
人出で賑わった。
　また、JR八王子駅南口における再開発事業が平成22年11月に竣工。多摩地域最大規模の収容
数(2,021席)を有する「オリンパスホール八王子」は平成23年4月の開館以来約16万4千人（平成23
年9月末現在）の来場者で賑わっている。
　魅力ある個店を紹介するエリアマップを地元のグループなどが作成。まちのＰＲをするとともに、歩
道や街並みの整備、捨て看板等の放置行為を防止することで、まちの魅力を高めることができた。
中心市街地の歩行量（平日の12時間集計、地点7ポイントの平均値）は、平成15年の30,110人か
ら、平成22年の32,973人へ増加している。

全関東八王子夢街道駅伝競走大会
　八王子に春を告げるスポーツイベント。公道で行われ
る駅伝大会としては日本最大規模。平成22年度は、過
去最多の480チームがエントリーするまでに成長した。

八王子市夢美術館
　八日町の甲州街道沿いに完成した再開発ビル
「ビュータワー八王子」に平成15年10月に開館。市民が
気軽に親しめる「くらしの中の美術館」として、中心市街
地の魅力あるまちの拠点の一つとなっている。

夢・五房
　平成15年4月オープン。横山町の甲州街道沿いに、
近隣にない新しい業態の店舗を集めたテナントミックス
施設。夢を売る5店舗という意味を込めて名付けられ
た。

中心市街地に「夢」を

八王子メッセ「街道市」に
あわせて実施した
復興支援イベント

中心市街地で行われる主なイベント

時　期 名　称

4月初旬 花まつり

4月下旬 花と緑のまちづくりフェア

5月初旬 ★学生天国★

5月 アート・ムーチョin八王子

5月 皐月即売会

5月初旬 八王子にぎやか古本まつり

6月 エコカー・フェスティバル

6月初旬 環境フェスティバル

7月初旬 夏の風物市（あさがお市）

7月初旬 ゆかたで七夕

7～8月 和の薫る街・中町（中町盆踊り大会）

8月初旬 八王子まつり

9月中旬 おわら風の舞in八王子

9月下旬 泣き相撲

10月初旬 八王子にぎやか古本まつり

10月中旬 八王子メッセ「街道市」

11月中旬 ファイヤー・フェスティバル

11月 八王子酉の市

11月 アート・ムーチョin八王子

11月 全国大陶器市

11～12月
ガスパール・カサド国際チェロ・コン

クールin八王子(3年に1回)

11～1月 和の薫る街・中町

12月 X'masイルミネーション

2月 全関東八王子夢街道駅伝競走大会
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　●八王子の顔にふさわしい街並みや環境の整備

　●八王子らしさの情報発信

"WELCOME TO HACHIOJI "

「八王子まつり」の山車巡行もスムーズに

整備前　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備後

エリアマップの発行
　小売業を営む方などの手により、魅力ある個店を紹介するエリアマップ
などを平成17年度から発行。掲載された店舗を探しながらまちを歩く
方々の姿も見られた。

甲州街道の歩道や街並みの整備
　平成22年3月に策定された｢八王子駅周
辺甲州街道景観整備計画｣に基づき､八王
子駅入口交差点から追分町交差点の区間
において、歩道整備､道路標識の小型化等
を実施。電柱・電線類の地中化により歩道
を広げたり、歩道舗装や防護柵の色彩・デ
ザインを統一するなど、良好な景観形成に
取り組んでいる。

つきまとい勧誘行為の防止
　八王子駅北口周辺における執拗なつきまとい勧誘行為に
対し、市民から規制を求める声が高まったため、平成14年12
月に「八王子市生活の安全・安心に関する条例」を制定。指
導・警告等の規制を開始した。
　また平成14年10月からは、市長、職員、八王子警察署、防
犯協会、商店街、町会・自治会等による合同パトロールを開
始。中心市街地の安全安心の確保が図られた。

捨て看板等放置行為の防止
　路上に放置されたり､電柱にくくりつけられた捨て看板をなくすため、平成15年3月に「捨て看板防
止条例」を制定。中心市街地では捨て看板が減少し､八王子の「顔」にふさわしい美観を維持する
ことができた。

置き看板等放置行為の防止
　八王子駅周辺等で、歩道にあふれた違法な置き看板等
を規制し、秩序あるまち環境を確保するため、平成19年4月
に「生活の安全・安心に関する条例」を改正。安全で安心
なまち環境が整備された。

主な本市限定のガイドブック

名　称 出版社 出版年

るるぶ八王子市 JTBパブリッシング 平成17年

八王子Walker 角川グループパブリッシング 平成19年

まっぷるマガジン八王子 昭文社 平成19年

八王子Walker　vol.2 角川グループパブリッシング 平成20年

るるぶ八王子市　第2版 JTBパブリッシング 平成22年

平成15年度 平成22年度

98件／月 6件／月

つきまとい勧誘行為に対する指導件数

平成18年12月 平成22年4月

424件 37件

違法な置き看板の設置台数

名　称 作成年

WELCOME TO HACHIOJI 平成17年

WELCOME TO HACHIOJI -South Side Story- 平成17年

ゆったり街道　八幡町 平成17年

学・パラ・8 平成17年

Diggin' 平成18年

Hachioji専門店ガイド 平成18年

八王子　和の心　私の和（春夏綴） 平成19年

八王子　和の心　私の和（秋冬綴） 平成19年
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基　　本　　施　　策

多様な市民ニーズに応える商業集積づくり

　●企業誘致制度を活用した商業施設の立地

ねらい
　市民のニーズ、土地利用や道路条件
などを見ながら、地域に適した商業集積
を進める。
　地域の商店街においては、市民生活
に密着した特色のあるサービス・事業を
行う、意欲的な商店街・個店を支援す
る。
　商業集積地までの交通アクセスをス
ムーズにすることで、利便性を高め、集
客力の向上を図る。

課　題
　市民は、地域や店舗規模の特性を見ながら、目的に
応じて使い分けをしており、商業集積地域ごとに機能
分担を図ることが必要である。
　一方地域の商店街については、核家族化、高齢化が
進む中で、商業だけでなく地域コミュニティの核として
の役割を果たすことが求められている。
　高齢化に伴い、日常の買い物に不便を感じる市民も
多いことから、商業集積地への交通アクセスを改善す
る必要がある。

取り組みと成果
　中心市街地、みなみ野、南大沢地区では、固定資産税相当額などをキャッシュバックする「いきい
き企業支援条例」を活用して、8つの商業施設が立地（平成23年10月現在）した。
　意欲ある商店街の取り組みに対しては、「はばたけ商店街事業補助金」により支援。空き店舗の活
用、地域の交流の場となるイベント、学生と連携した取り組みを行うなど、商店街が地域コミュニティ
の核としての役割を果たすための支援を行った。
　交通空白地域の高齢者などに対する外出支援の一環として運行を始めたコミュニティバス「はちバ
ス」事業では、平日利用者の約32％、休日利用者の約45％が買い物で乗車するなど、商業集積地
における集客力の向上に寄与した。

いきいき企業支援条例を活用して立地した商業施設

ビックカメラ八王子店

ホーマックスーパーデポ八王子みなみ野店 フレンテ南大沢

八王子駅

八王子みなみ野駅

南大沢駅

スーパーアルプス八王子駅南口店

地　域 店　舗　名 開店年

スーパーアルプス八王子駅南口店 平成22年度

セレオ八王子 平成22年度

ビックカメラ八王子店 平成22年度

フレスポ八王子みなみ野 平成17年度

アクロスモール八王子みなみ野 平成18年度

ホーマックスーパーデポ
八王子みなみ野店

平成23年度

フォレストモール南大沢 平成18年度

フレンテ南大沢 平成21年度

中心市街地
地区

八王子
みなみ野駅
周辺地区

南大沢
センター
地区

※スーパーアルプス八王子駅南口店、ビックカメラ八王子店、ホー
マックスーパーデポ八王子みなみ野店は平成23年度指定
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　●独自の魅力の発信

　

　●地域の意欲ある商店街への支援

　●商業集積地までの交通アクセス向上(「はちバス」の運行）

基　　本　　施　　策

八王子独自の魅力づくり

デイサービス施設には、多くの高齢者が訪れる

「踊れ　西八夏まつり」は、毎年約4万人の来場者で賑わう

名称 開設 ルート 便数

北西部コース 平成15年3月
北の根東（川口町）～西八王子駅～東

海大学八王子病院
5便／日

東部コース 平成16年3月
JR片倉駅～北野駅～あったかホール～

長沼駅～日邸・NEC・日生団地
5便／日

西南部コース 平成23年1月
松子舞団地～石神坂～さくら台団地～

城山手～御陵参道～高尾南口駅
5便／日

はちバス

協同組合高尾パークハイツ名店会の取り組み
　空き店舗を活用して高齢者デイサービス施設を設置、空き
店舗の解消とともに地域福祉を向上させ、地域住民に喜ばれ
ている。

西八商栄会、八王子駅前各商店街の取り組み
　「踊れ　西八夏まつり」（西八商栄会）、「ゆかたを着て楽しむ七夕
祭り」（八王子駅前各商店街）など、商店街が祭りなどを実施すること
で、地域に交流の場を提供し、商店街の魅力を向上させることがで
きた。

　従来、公共交通機関がなかった地域と西八王子駅、北野駅・片倉駅、高尾駅などの商業集積地が結
ばれたことで、高齢者を中心に交通アクセスが向上するとともに、これらの商業集積地において集客力
の向上に寄与した。

ねらい
　「八王子ブランド」を確立する
ことで、消費者を引き付け、地
域の吸引力を高める。

課　題
　厳しい都市間競争の中では、個性ある商業・サービスを提供する
ことが必要である。特に、東京都の生産額の1割を占める農業、23
の大学等と学生、高尾山等の観光資源など、多様で独自の魅力を
産業振興面で十分に活用することが求められている。

取り組みと成果
　都内初となる道の駅「八王子滝山」を開設し、八王子産の新鮮な野菜・畜産品等を提供。安全・安
心な地場農産物に対する消費者意識の高まりが後押しとなり、オープン以来毎年100万人を超える
来場者、3年連続10億円超の売上を維持している。

道の駅八王子滝山の開設
　平成19年4月に開設されて以来、
新鮮で安全な野菜を買い求める
人々や地元の食材にこだわった料
理を楽しむ人々で賑わっている。
（P36に再掲）
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　●新たな担い手への支援

基　　本　　施　　策

商業活性化に向けた人材の育成と活用

　●「あきんど講座」の実施

ねらい
　若手リーダーを発掘・育成し、新規創
業を支援することで、商業の活性化、ひ
いてはまちの活性化につなげる。

課　題
　時代が求めるニーズやサービスの水準の変化に対応で
きる人材を育成したり、新たな担い手を支援するしくみが
求められている。
　また、商店経営者の高齢化も進んでいることから、後継
者の育成も課題となっている。

取り組みと成果
　時代の変化に鋭敏に対応できる経営手法などを身につける「あきんど講座」を実施。受講生が経営
する店舗に講師が出向きアドバイスをするなど実践的な講義を取り入れたり、これまでの講座を修了
した方との人脈づくりも支援している。現在では、講座の卒業生が講師になるなどの副次的な効果も
出てきている。後継者の育成についても、この「あきんど講座」の中で取り組んでいる。
　新たな担い手への支援については、平成16年度に創業時における融資あっせん制度、平成17年
度に創業者に対するオフィス賃料の補助制度を創設。融資あっせんについては、商業分野では平
成22年度までに61件を実施した。

授業の様子

「あきないリーダー」認定証

　平成16年4月の開設以来、延べ110人が受講。講義に参加した受講生には、将来のまちづくりのリー
ダーとしての活躍を期待し、「あきないリーダー」認定証を授与。

 八王子市事業資金融資制度

　市内で小規模事業を営んでいる方又は営もうとし
ている方が、事業に必要な資金について、金融機
関から融資を受けやすくするための融資あっせん
制度。
・小口事業資金　　（あっせん限度額）3,000万円
・小規模事業資金 （あっせん限度額）1,250万円
・機械・車両購入
　　　　　　 応援資金（あっせん限度額）1,000万円
・創業支援資金　　（あっせん限度額）1,000万円
※信用保証料についてはすべて全額補助。

 オフィス賃料補助

　創業後1年未満の事業者、又はこれから創業しよう
とする方で、独創性に富んだ優れたビジネスモデル
を持つ、または地域の課題を解決するビジネスを行
う事業者が、民間のオフィスを 借りて事業を行う場
合に、月額賃料の2分の1を補助（限度額50,000円/
月）。
　補助にあたっては、民間の有識者による書類審査
および審査会を設け、予定しているビジネスモデル
の新規性、事業性、市場性等について判断し、選考
の上、対象者を決定している。
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物流系産業 地域と調和のとれた物流系産業の集積をめざして 

 

〇八王子の物流系産業のすがた 

八王子は、国道１６号、中央自動車道などの高い交通結節性、周辺を含む大規模な人口

集積や産業集積から、多摩地域で有数の物流系産業の集積地となっている（多摩地区では、

事業所数、従業員数とも第１位）。さらに、平成１３年度から平成２１年度の間に、全国の運輸

業の企業数や従業員数が減少する中、企業誘致などの効果もあり、八王子市の運輸業は

大幅な増加を示している。 

特に、国道１６号、１６号バイパス周辺を中心に物流系産業の大きな集積が存在する。 

物流施設の再編、大規模化の流れの中で、北八王子工業団地、ニュータウン業務用地

などに大規模物流施設の立地が相次いでいる。 

圏央道、新滝山街道、北西部幹線道路などの道路整備が進み、物流系企業の立地ポテ

ンシャルはさらに増すと考えられる。 

物流系産業は、ＩＴ化、環境への配慮、加工物流などへの対応を求められ、特に、中小物

流系企業の生き残りをかけた取り組みが求められている。 

 

平成 13 年度と平成 21 年度の運輸業の状況の比較 

   
平成 13 年度 平成 21 年度 

平成 21/13 年度比 

（％） 

事業所数 343 417 121.6
八 王 子 市 

従業員数(人) 7,910 11,689 147.8

事業所数 22,814 19,529 85.6
東 京 都 

従業員数（人） 411,923 509,303 123.6

事業所数 191,305 148,559 77.7
全  国 

従業員数（人） 3,756,331 3,611,602 96.1

平成 13 年度事業所・企業統計調査（運輸業），平成 21 年度経済センサス調査（運輸業・郵便業） 

 

 

〇産業振興マスタープランで目指したものは何か 

物流系産業は、優れた交通条件など八王子が持つ地域特性が最大限に活きる産業で

あるとともに、大きな雇用吸収力を持ち、市民生活を支え、ものづくり産業や商業な

ど他の産業の高度化にも寄与する重要な産業である。一方で大型トラックの出入りが

環境に及ぼす影響も大きく、周辺地域や交通事情との調和が重要である。 

 そこで、産業振興マスタープランでは、物流系産業を、八王子を支える重要な産業

の一つとして、地域と調和のとれた集積を促進することを目指した。 
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〇物流系産業振興この１０年 

 八王子市内には、国道１６号沿道を中心に、物流系産業の立地に適した業務用地が存

在する。優れた立地条件を活かして、物流系企業の集積を高め、雇用・税収を確保すること

は重要な課題である。 

 平成１６年には、企業の立地・拡張の際に、固定資産税・都市計画税、事業所税相当額を

３年間キャッシュバックする奨励金制度を柱とした企業誘致条例「いきいき企業支援条例」を

制定し、国道１６号沿いのニュータウンの業務用地、工業団地、準工業地域などに、物流系

産業の立地を促進する地域を設定し、企業の立地を促進した。 

 この結果、大規模な物流施設が、多摩ニュータウン、八王子ニュータウン、北八王子工業

団地などに立地し、土地の有効活用を実現しつつ、大きな雇用を創出することができた。 

 さらに、市内では、圏央道や新滝山街道などの幹線道路の整備が進み、これを活かした、

物流系企業の誘致も大きな課題である。このため、あきる野インターチェンジに近い戸吹北

地区土地区画整理事業を促進し、ものづくり産業及び物流系産業を対象とする業務用地を

創出したほか、圏央道八王子西インターチェンジに近い川口地区物流拠点の整備を促進し、

平成２２年１月には、組合設立準備会が結成されるに至った。 

 また、物流系産業の集積を高めるためには、中小物流系企業の課題解決の支援を進める

ことも重要であり、サイバーシルクロード八王子と連携して、経営者との情報交換会、経営者、

リーダーを対象とする人材育成事業を実施した。 

 これらの事業は一定の効果を上げ、広い業種を対象とするサイバーシルクロード八王子の

人材育成などの支援メニューが充実してきたことから、物流系中小企業に特化した支援は

平成１９年度をもって終了し、その後の物流系企業の支援は、企業立地促進を中心に展開

した。 

 

産業振興マスタープランの物流系産業体系図 

 
現 状 課 題 

●多摩地域で有数の物流系産業の集積 

●圏央道の開通などにより高まる立地ポ

テンシャル 

●地域産業を支える重要な機能 

 

●産業政策上の明確な位置付けによる

施策の展開 

●操業環境の維持・向上 

●立地適地の有効活用 

●物流系産業の高度化 

 

 

 

 基本方針  八王子を支える重要な産業の一つとして、 

       地域と調和のとれた物流系産業の集積を促進 

 基本施策  ■既存物流系企業の維持・拡充 

       ■物流系企業の新たな立地の促進 

       ■物流系企業を取り巻く都市基盤等の整備 

 

これからの10年に向けて 
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基　　本　　施　　策

物流系企業の新たな立地の促進

　●多摩ニュータウン地域に物流系産業用の用地を創出

　●圏央道八王子西インター周辺への立地誘導

ねらい
　ニュータウン、インターチェンジ周辺地域な
ど、物流系企業の立地ポテンシャルの高い地
域を新たに物流系企業の立地を促進する地
区に位置付け、物流系企業の立地を促進す
る。

課　題
　物流系企業の立地ポテンシャルの高い土地を有
効に活用し、物流系企業の新たな立地を促進する
必要がある。

取り組みと成果
　多摩ニュータウンの未利用地を物流系産業の業務用地としても位置付け、物流系企業を誘致し
た。また、圏央道八王子西インターチェンジ周辺への物流系産業の誘致を進めるため川口地区物
流拠点の実現に向けた準備会を結成した。

気仙沼市へ復興応援自転車を輸送

　東京都、(独)都市再生機構と協議し、多摩ニュータウン南多摩霊
園東側業務用地について準工業地域へ用途地域を変更して、も
のづくり、物流系産業用に供しうる業務用地に転換した。これによ
り、企業を誘致することができ、地域の雇用にもつながった。

　川口町、上川町、西寺方町、美山町地内に川口地区物流拠点として整備を検討するための準備
会を平成22年1月に結成。自然環境に十分配慮しながら圏央道の整備効果を活かした広域物流拠
点として整備を行っていく予定である。
　圏央道のネットワークを活かした広域物流中継、地域配送を想定しており、整備されることで、
1,800～2,500人の就業者を見込んでいる。

　企業の部品や製品を運んだり、生活用品を家まで届け
たり、物流は産業や生活を支える基盤である。
　多摩地区全体をみると、物流量の約6割は消費関連物
資であり、最近は、配達時に高齢者の見守りサービスを取
り入れるなどの社会貢献を行っている企業もある。
　また、八王子市では、災害時における緊急輸送業務の
協力に関する協定を、東京都トラック協会多摩支部と結ん
でおり、東日本大震災の発生後には、市民の皆様から提
供を受けた支援物資の被災地への輸送に協力をいただ
いた。
　このように物流は、普段の生活から災害時に至るまで、
私たちの生活に密接に関わっている。
　

私たちの生活のなかでの物流とは・・・
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　●いきいき企業支援条例で物流系企業の立地を促進

基　　本　　施　　策

既存物流系企業の維持・拡充

　●いきいき企業支援条例で物流系産業の企業立地促進地域を指定

ねらい
　物流系企業の立地を維持・拡充・促
進していくべき地域を、明確に物流の
場として位置付け、企業の立地促
進、操業環境の維持を実現していく。

課　題
　物流系産業の活性化や企業誘致を進めるためには、物流
系企業の立地を維持・拡充・促進する地域を明確にすること
が必要である。
　物流系企業の集積地域のうち、準工業地域では住宅の立
地が進んでいる地域もある。

取り組みと成果
　用途地域や地区計画により、物流系企業の立地を位置づけるとともに、いきいき企業支援条例で
企業立地促進地域を指定して、企業の立地を促進した。

物流系指定事業者「昭島輸送」
が震災被災地支援に活躍！

　東日本大震災で被害にあった東北の
漁業・漁村復興を応援するＮＰＯ団体と
協力して、木更津と横須賀から無償提
供された船を南三陸町へ届ける役割を
「昭島輸送」が担いました。
　その様子が今夏の24時間テレビにも
紹介され、全国の方から活動に対する
励ましの言葉を頂いたとのことです。

戸吹北地区の産業用地

　いきいき企業支援条例で、北野工業団地周辺地区、
北八王子工業団地周辺地区等を物流系産業の立地促
進地域として位置付けた。
　 さらに、圏央道あきる野インターチェンジの開通、新滝
山街道の整備など周辺交通環境の整備の見通しがたっ
た戸吹北地区について、平成19年12月に都市計画変更
を実施し、市街化調整区域から市街化区域に編入、用
途地域を「準工業地域」とするとともに、ものづくり産業及
び物流系産業の企業立地促進地域とした。

　固定資産税・都市計画税、事業所税相当額を3年度
分奨励金として交付する「いきいき企業支援条例」を活
用しながら、企業立地促進地域への物流系企業の立
地を促進した。平成16年度から22年度までに12件を指
定し、832人の新たな雇用創出に結び付いている。

【「いきいき企業支援条例」の物流系産業指定状況】

物流系指定事業者件数 12 件（全体 52 件） 

内 訳 

【市民生活向け物資などの輸送】6 件 

 日用品や食料品などの宅配サービスなど市民

に身近な生活に密着するサービスの提供 

【基幹産業を支える企業物資などの輸送】6 件 

 企業向けの製品や部品などを事業者に届ける 

サービスの提供 
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基　　本　　施　　策

物流系企業を取り巻く都市基盤等の整備

　●主要道路の整備

　●物流事業者による情報交換会「ロジ・カフェ」の実施

ねらい
　主要道路の整備や物流系企業を取り
巻く課題解決への支援を行うことにより、
物流系企業の新規立地や活性化を実現
する。

課　題
　物流系企業の操業環境の向上、企業の立地促進のた
めには、都市基盤整備の推進が必要。
　物流に関わる中小企業の活性化のためには、情報化
など、中小企業が直面する課題解決への支援が必要。

取り組みと成果
　圏央道・新滝山街道の整備促進などにより、物流系企業の立地ポテンシャルの向上、操業環境の
向上を実現した。また、中小物流企業経営者による情報交換会を立ち上げ、そこで出された問題意
識をもとに、職場のリーダーを対象とした人材育成事業を実施した。人材育成などの一定の成果を
上げたことにより、中小物流企業のみを対象とした取り組みは終了した。

圏央道八王子西インターチェンジ

国道20号八王子南バイパス

新滝山街道

圏央道の整備促進
　平成19年6月、圏央道を中央道と接続する八王子ジャンクションまで延
伸。同時に、八王子西インターチェンジを開設。圏央道に平行する国道
16号の大型車の交通量が減少。

新滝山街道の整備
　平成16年4月、圏央道あきる野インターチェンジから高尾街道まで開
通。平成20年12月、かすみ学園通りから谷野街道まで開通。これらにより
滝山街道と周辺道路の渋滞が緩和された。

北西部幹線道路の整備
　平成20年3月、第1工区(圏央道八王子西インターチェンジから東へ約
400メートルの区間）まで開通。

国道20号八王子南バイパスの整備
　平成22年7月に国道20号八王子南バイパスの一部（南浅川町の国道20
号から館町の町田街道まで2.6㎞の区間）が開通。国道20号の交通量が
約2割（大型車は約4割）減少。町田街道の交通量の減少による東浅川交
差点の渋滞が緩和され、また南浅川町方面から八王子医療センターへ
の所要時間が約10分短縮された。

東京都「交差点すいすいプラン100」の推進
　「交差点すいすいプラン100」事業については、かなりの進捗を見せて
いることから、平成17年2月には新たに「第2次交差点すいすいプラン」を
策定し、交差点改良を進めている。

　運輸業等実態基礎調査（平成16年度実施）で行った物流事業者約40社へのヒアリングによって課題を
抽出し、その課題を踏まえて情報交換会「ロジ・カフェ」を実施。「ロジ・カフェ」では、地域の意欲的な物
流事業者約10社による意見交換会を平成17年～19年に全19回行い、事業者間のネットワークを構築す
るとともに、経営者を対象とする「運輸業経営者のためのワンポイント講座」、リーダークラスの従業員を対
象とした「運輸業未来塾」を実施した。
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農 業  自立と連携で活性化 

 

〇八王子の農業のすがた 

八王子の農業は、かつては水稲・養蚕・いも類が中心であったが、近年は市民の農

業に対する関心の高まりや多様なニーズに応えるため、農地と消費地が隣接している

都市農業の特徴を活かした、少量多品目の野菜を中心とした農業が営まれている。 
 八王子農業の概要をみると、農家総数・耕地面積等いずれも減少傾向にある。この

傾向は東京都全体でも同様であり、平成 12年から 17年までの 6年間で農家総数では
1,760戸、12％減、専業業農家数では 409戸、16％減となっている。 
 
農家戸数（八王子市）          (戸) 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 農家総数 専業 兼業 

平成 12 年 1,529 163 1,366

平成 17 年 1,435 190 1,245

平成 22 年 1,320 178 1,142

 

 

耕地面積（八王子市） （ha)

年 度 耕地面積 畑 田 

平成 16 年 941 866 75

平成 17 年 933 860 73

平成 18 年 918 849 69

 

販売農家（八王子市） 

年 度 
農家戸数

（戸） 

農家人口

（人） 

平成 12 年 735 3,174

平成 17 年 579 2,290

平成 22 年 491 未発表

 

部門別農家数（八王子市）     (戸) 

年 度 露地野菜 果樹類 花卉 

平成 12 年 287 137 32

平成 17 年 232 88 20

平成 22 年 311 75 24
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（多摩の農業統計）

（2010 農業センサス）

（2010 農業センサス）
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〇産業振興マスタープランで目指したものは何か 

八王子市における農業振興施策については、平成 15 年 9 月に策定された「産業振興マ

スタープラン」の分野別計画である「農業活性化プラン」を指針として位置づけ、各事業に取

組んできたところである。 

一方、東京都の「東京農業振興プラン」に基づき、平成 7 年に｢八王子市農業振興計画｣

を策定したが、農業を取りまく情勢が大きく変化するなか、農業の担い手不足、遊休農地の

増加、都市住民による農地の利用機会の拡大などの新たな課題に対応できる計画として

「農業活性化プラン」を包括した内容で平成 19 年に「第 2 次八王子市農業振興計画」を策

定し、都市農業地域として、個性を持ち、市民と共に歩む農業の実践を目指してきたところ

である。 

 

〇農業振興この１０年 ～地産地消で農家に元気を～ 

 近年の急激な都市化の進展に伴い、農地の減少がスプロール減少としてあらわれ、同時

に経営面積の縮小と兼業化への移行、若年者の他分野への流失や高齢化により農業の担

い手確保が喫緊の課題になっていた。 

こうした担い手不足が遊休農地を増加させている一因にもなっていることから、第 2 次八

王子市農業振興計画の基本施策（下表）にも掲げたように、多様な担い手をどう確保するの

か、どう育成していくのか、更に農地が消費地に近いといった都市農業の利点をいかに活用

していくのかといった視点からの施策展開をしてきたところである。 

また、八王子の農業は、露地野菜を中心に、米、果樹、きのこなど少量多品目の農産物

を消費者に提供しており、既設のＪＡ直売所に加え、平成 19 年には、道の駅八王子滝山の

大型直売所を開設し、これを核として地産地消に取組んできたことにより、消費者に安全安

心な農産物を提供するとともに、農家にも元気・活力を育んできた。 

  また、多様な担い手を養成するため、はちおうじ農業塾を立ち上げ、農家直営農園や農

作業受委託制度の担い手とすべく人材育成を図っている。こうした状況を踏まえ、基本目標

として掲げた、多種多様な農畜産物生産を活かした都市型農業のさらなる発展を目指し、下

記の６項目の基本施策に取組んできた。 

 

 

 【基本目標(将来像)】 

 多種・多様な農畜産物生産を活かした

都市型農業 

【課  題】 

●産業として発展し、後継者・担い手を確

保できる農業づくり 

●農地の遊休地化防止、農業生産・環境

の維持・保全 

●市民の関心に応えられる、開かれた農

業の実現 

    第２次八王子市農業振興計画(平成 19年 3月)の施策

【基本施策】 

 

1.多様な担い手の確保と育成 

2.つくる、売る、やりがいのある活力農業の展開 

3.農地の有効利用と農業生産環境の維持 

4.市民と進める都市農業と緑・交流のまちづくり 

5.食の安全・安心の確保、地産地消の推進 

6.計画的推進 
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　●はちおうじ農業塾の立ち上げ

基　　本　　施　　策

多様な担い手の確保と育成

　●援農ボランティア事業

ねらい
　農業に関する知識と技術を習得するための
育成事業を進め、担い手の確保に努める。
　援農ボランティア事業を拡充し、担い手がい
ない農家に対してボランティアの派遣を強化し
ていく。

課　題
 　農業者の高齢化や担い手の不足が原因で、遊
休農地化が進む中、新たな担い手の確保が必要
である。東京都が担い手の育成を目的に開設した
「実践農業セミナー」が平成21年度で終了したた
め、新たな育成の場を設ける必要がある。

取り組みと成果
　多様な担い手の確保と育成については、援農ボランティア事業により、高齢で担い手のいない農
家に人手を派遣することで一定の確保ができた。また平成19年度から開設を推進してきた農家直営
農園が、平成22年度までに11農園、25,587㎡となって今後も開設を進めることから、利用者育成の
ため、平成23年度に農業の知識や技術を習得する「はちおうじ農業塾」を立ち上げた。2年間の研修
を終えた塾生を農家直営農園利用者や、将来的に需要が見込まれる農作業受委託制度の担い手
として活用していく。

活動日、地区、作業
内容を調査する

応募者の希望に沿っ
た農家を選定

　農業に関心のある市民が、農家での農作業を手助けすることにより、高齢化や担い手不足が原因で
発生する農地の遊休化を抑制した。また、こうした人手が増えたことで、新たな品種に挑戦する農家も現
れた。受入れ農家からは、貴重な戦力として喜ばれ、なかにはボランティアが集まって受入れ農家の庭
先でバーベキューを行うなど家族的な雰囲気で楽しみながら農業にいそしんでいる。

【ボランティア派遣数】

・平成18年度⇒13名
・平成19年度⇒14名
・平成20年度⇒11名
・平成21年度⇒54名
・平成22年度⇒19名
・平成23年度⇒20名

※21年度は農家の
要望により2回募集

【活動までの流れ】

ボランティアの募集
↓
意向調査
↓
農家の選定
↓
援農開始

　東京都が実施していた実践農業セミナーの中止を受け、
市が独自に開講する「はちおうじ農業塾」での農業研修（2
年間）を実施し、自ら耕作できる人材の育成により、遊休農
地解消策としての農家直営農園の利用者や、今後取り組
みが望まれる農作業受委託制度の担い手として活用する。

【平成23年度】
・研修生18名（男性16名・女性2名）
・区画（研修ほ場1区画100㎡）
（平成24年度　研修生18名を募集予定）

平成23年夏の品評会の風景
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基　　本　　施　　策

つくる、売る、やりがいのある活力農業の展開

　●魅力ある都市農業育成対策事業補助金（都市農業経営パワーアップ事業補助金）平成19年～

　●地域農業活性化事業（認定農業者制度の普及支援・生産農家の活動支援）

課　題
  冬季間は、寒冷のため野菜の露地栽培が難しく、農業
収入が激減する時期（端境期）である。また、地場産野
菜の品揃えの確保もできず消費者に満足する野菜が提
供できない現状がある。
  地場産野菜が市場において識別でき、八王子産農産
物の有利販売ができる体制づくりが必要である。

ねらい
  端境期（冬季間）における、ハウスなど
の施設栽培などを導入し、安定出荷を図
る。
  市場での販売を有利にするために、
「八王子産」野菜であることが一目でわか
るものにする。

取り組みと成果
　端境期（冬季間）対策については、パイプハウスや鉄骨ハウス、さらには暖房機の導入により、端境
期にも生産拡大が可能となった。
　八王子産農産物が一目で判別できるように「野菜出荷箱」を統一するため、野菜出荷箱統一事業
補助金を実施し、市民への地場産野菜のＰＲと市場での販売促進につなげた。しかし、平成19年度
の道の駅八王子滝山の開設を機に、生産者の出荷が直売所中心となって市場出しする農家が減少
したため、事業は終了した。

　地域農業の実情に即して、担い手や後継者の育成確保に向け、総合
的な活動を農業関係機関や団体との連携により推進した。また、農業基
本構想に基づき、中心的担い手である認定農業者を育成・支援すること
により、地域農業の活性化に努めた。

【認定実績】

 平成18年度　 6名
 平成19年度   9名
 平成20年度　11名
 平成21年度　 7名
 平成22年度　60名

認定農業者とは・・・
　効率的かつ安定的な農業経営を目指す
農業者が作成した農業経営改善計画を、
市町村が、地域農業の将来目標を農業
経営基盤強化促進法に基づいて定めた
「基本構想」に照らして認定し、支援して
いこうとする制度。

　・平成19年度：パイプハウス15棟､暖房機6基､ポット入れ機1台(農家9戸)
　・平成20年度：パイプハウス16棟､鉄骨ハウス1棟､灌水1式(農家7戸)
　・平成21年度：パイプハウス18棟､鉄骨ハウス2棟､灌水1式、暖房機6基、
　　　　　　　　　　冷暖房機１基(農家13戸)
　・平成22年度：パイプハウス11棟､鉄骨ハウス2棟､暖房機2基(農家11戸)
  　※主な農産物は道の駅八王子滝山に出荷

　農業経営の安定化及び消費者への新鮮な野菜の安定供給を目
的に、栽培施設（パイプハウス等）整備に補助を行った。事業の成
果としては農産物の品揃えの充実や端境期における生産拡大が可
能となった。
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　●農産物直売所マップの作成

　●野菜出荷箱統一事業補助金（平成19年度をもって終了）

　近年、食の安全・安心に対する消費者の関心が高まり、道の駅八王子滝山やJA大和田ふれあい
市場、JA犬目園芸センターなどの大型直売所のみでなく、身近な場所にある直売所を知りたいという
声が多く聞かれることから、農林課とJA八王子が調査を実施し、協力をいただける生産者の意見をも
とに『はちおうじ農産物直売所マップ』を作成した。
　5,000部を作成し、JA八王子各支店（16店舗）、浅川事務所、元八王子事務所、北野事務所、
駅前事務所・本庁舎6階農林課で配布。
　農家からは「マップの作成により、利用者が増え、収益増加につながった」、消費者からは「身
近な場所で、安心安全な農産物の購入ができて嬉しい」等の声が寄せられた。

　

　市内産野菜の出荷箱を統一し、統一出荷箱購入農
家に対し購入費用の1/2を補助した。生産物の特産化
（ブランド化）を推進し、市民へのPRと市場での有利販
売・安定出荷・供給促進を図った。特に、市民に好評
な地場産農産物の識別ができた。

【主な流通先】
　①八王子青果
　②福生青果
　③東一西東京青果

マップに掲載されている
直売所の数

地　区 掲載数

本庁地区 10

浅川地区 2

由木地区 8

元八王子地区 7

恩方地区 8

川口地区 10

加住地区 5

由井地区 4

北野地区 3

石川地区 5

32



　●市民農園整備事業

基　　本　　施　　策

農地の有効利用と農業生産環境の維持

　●農家直営農園の開設

ねらい
　遊休農地化した農地を市民農園等に整
備し、活用を図る。
　野生獣による農作物被害の削減には、農
家自らの防護対策や銃や罠の有資格者に
よる野生獣の追い払い駆除を行う。

課　題
　農家の高齢化や担い手不足により遊休農地が増加
傾向にある中、農地の有効利用が必要である。
　八王子市西部地区において多発する野生獣による
農作物被害により、丹精込めて作付けされた農産物
が被害に遭うなど、営農意欲の減退が進んでいる。

取り組みと成果
　遊休農地化した農地を活用し、農地所有者自らが市民農園を開設するなど遊休農地の解消に努
めた。
　八王子市の西部地区（恩方、美山、高尾、上川、小津町等）で多発する、野生獣による農作物被害
を軽減することを目的に、「八王子市追い払い駆除隊」を結成した。日々の追い払いや駆除を継続
することで、農家の営農意欲の持続を図った。

　　・1区画：100㎡
　　・利用料金：30,000円前後/年

平成２３年度　市民農園名及び所在地

農園利用者の声！
・野菜作りができて楽しい。週末の余暇として利用している。
・農作業は大変です！農家さんの苦労がわかりました。
・子供に農作業を経験させることができた。
・自分で作った野菜の味は格別です。

事業の実施により、
25,587㎡の遊休農地を解
消することができた。

寺田市民農園

　特定農地貸付法が改正され、農家や農地所有者が自ら市民農
園を開設できるようになったことから、市では農家や農地所有者に
対し農家直営農園の開設を推奨し、新たな農業経営を確立させて
いくことで遊休農地の解消に努めた。

【開設状況】

　　・平成20年度：3農園（10,162㎡）
　　・平成21年度：3農園（ 7,327㎡)
　　・平成22年度：3農園（ 5,155㎡）
　　・平成23年度：2農園（ 2,943㎡）
　　　　　 　　　計：11農園　25,587㎡

　市民の健全な余暇利用として、野菜の栽培
等を通じ、家族ぐるみで土に親しみ、健康増
進と豊かな情操を培う憩いの場を提供した。

利用期間：2年間
利用料金：10㎡：5,000円/年, 20㎡：10,000円/年

農 園名 所 在 地 面積 (㎡) 区 画数

散 田 散田町4-12（4-316-9） 800 58

諏 訪 諏訪町386 1,325 56

緑 町 緑町445-1の内、446-1の内 734 45

寺 田 寺田町1113 1,774 106

越 野 越野25-8 704 36

東 中野 東中野1502、1503の内 621 57

由 木 下柚木2-19-19 772 51

久 保山 久保山町1-33-1、1-33-2 1,857 95

8,587 504合　　　計

※寺田市民農園には20㎡(10区画）あり。
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　●農作物獣害対策事業

　有害獣の動向調査・追い払い・駆除を行い、農作物被害の軽減を図った。また、農林課専従のパ
トロール員２名が被害地域での防除指導を行ったほか、ボランティアによる追い払い駆除隊が農作
物被害の対策として、サル追い払い活動などを行った。

ボランティア追い払い駆除隊 野生獣による農作物被害 獣害対策ハイキング

【ボランティアによる追い払い駆除隊について】
・名　　称⇒八王子市追い払い駆除隊（37名体制、平成23年4月現在）
・発　　足⇒平成14年度
・主な仕事⇒八王子市西部地区で多発する野生獣（サル・イノシシ等）による農作物被害の軽減を
　　　　　　目的に、追い払い駆除を実施している。
・隊　　員⇒銃（散弾銃）や罠の有資格者

鳥獣慰霊式⇒捕獲した数多くの動物の冥福を祈ることを目的に、毎年10月、夕やけ小やけ慰霊碑前
　　　　　　にて鳥獣慰霊式を開催している。
サル全体追払いの実施
　　　　　⇒サルによる農作物被害が多発するため、8月、9月、10月に、八王子市追い払い駆除隊
            全隊員による追い払い駆除を実施し、更なる被害の軽減に努めている。

【獣害対策ハイキング】
　八王子市の西部地区を中心に多発する、野生獣による農作物被害の現状とボランティアで活動す
る「八王子市追い払い駆除隊」への理解を深めるための手段としてハイキングを実施している。
・開催月⇒毎年11月中旬
・ハイキングコース⇒八王子市西部地区（高尾、恩方地区）を中心に10キロ程度のコースを設定
・参加者は、農家の庭先でゆずの収穫体験などを体験。

過年度の捕獲頭数
（単位：頭）

平成 イノシシ サル アナグマ アライグマ ハクビシン 計

14年度 74頭 8頭 3頭 0頭 4頭 89頭 

15年度 90頭 33頭 20頭 3頭 60頭 206頭 

16年度 180頭 34頭 45頭 21頭 83頭 363頭 

17年度 111頭 20頭 27頭 28頭 94頭 280頭 

18年度 191頭 49頭 52頭 30頭 173頭 495頭 

19年度 68頭 16頭 47頭 46頭 124頭 301頭 

20年度 100頭 26頭 69頭 46頭 117頭 358頭 

21年度 142頭 21頭 75頭 81頭 167頭 486頭 

22年度 95頭 20頭 44頭 78頭 123頭 360頭 

計 1,051頭 227頭 382頭 333頭 945頭 2,938頭 
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　●農林畜産物品評会負担金・あさがお市事業

基　　本　　施　　策

市民と進める都市農業と緑・交流のまちづくり

　●農業体験事業

【農林畜産物品評会】
　ＪＡ八王子農業祭のイベントとして開催する「農林畜産物品評
会」の経費を助成し、市内で生産された農林畜産物を広く市民に
紹介をするとともに、品評会を通じ生産技術の向上を図った。
出品数ほか
・平成20年度…出品数738点　特別賞29点　来場者数2.5万人
・平成21年度…出品数718点　特別賞29点　来場者数2.5万人
・平成22年度…出品数625点　特別賞28点　来場者数2.7万人

ねらい
   都市農業の抱える問題を市民に理解してもら
うには、市民と一体となった事業の取り組みが
必要である。そのためには、農業体験等を通
じ、市民と農家が交流できる場をつくる。

課　題
   近年、急激な都市化の進展が農業に与えた影響
は大きく、農地に隣接する住民から臭いの苦情など
の問題等、都市農業の抱える問題は多い。

取り組みと成果
   市民を公募し、農業体験事業を実施することで、農作業を通じ、少しでも農業に関心を持っていた
だくとともに、市民と農家との交流の場をつくることにより、都市農業の置かれた現状を理解させること
ができた。

【農業体験実績】
平成19年度
・農業ツアー（農家訪問）12家族24名参加
・サツマイモ堀り体験42家族150名参加
・ガーデニング体験（花の寄せ植え）35名参加
平成20年度
・農業ツアー（農家訪問）13家族26名参加
・サツマイモ堀り体験45家族166名参加
・ガーデニング体験（花の寄せ植え）43名参加
平成21年度
・農業ツアー ※台風9号の影響により中止
・サツマイモ堀り体験49家族161名参加
平成22年度
・農業ツアー （農家訪問）13家族26名参加
・ダイコンづくり体験15家族36名参加
　　(ｱ)種まき(ｲ)間引き(ｳ)収穫を3日間で体験

品評会金賞受賞「かぶ」 農産物で作った宝船

【八王子夏の風物市　あさがお市】
　市内花卉農家が生産した「あさがお」をＪＲ八
王子駅北口西放射線ユーロードで展示・販売
した。この催しは、平成14年度から行われ、平
成23年度で10回目の開催となった。「あさが
お」の評判は大変良く、毎年、800鉢程度が、販
売されている。

あさがお市風景

　農業に関心のある市民を募り、農業に触れ合う場を提供
することで、健全な余暇利用の推進と都市農業の現状への
理解を深めてもらうことができた。また、単に現場の体験の
みでなく、農家から直接話を聞くことで、子供たちに農業へ
の興味を抱いてもらうことができた。

平成22年度
ダイコンづくり体験

平成21年度
サツマイモ堀り体験
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基　　本　　施　　策

食の安全・安心の確保、地産地消の推進

　●道の駅八王子滝山の開設

ねらい
  　ＪＡ直売所（大和田直売所や犬目直売
所等）に加えて、新たな大型直売所を開
設することで、地産地消を推進していく。

課　題
  市民から安全・安心な農産物の提供が求められてい
る。
  地産地消を推進するためには、販路の拡大、特に大型
直売所の開設が必要である。

取り組みと成果
　　平成19年4月に「道の駅八王子滝山」をオープンさせ、地産地消を推進し、安全で安心な農産物
を市民に提供している。毎年、100万人を超える来場者を迎え、八王子の新名所の一つとなった。平
成23年度には、民間施設の南部地域農産物直売所「ねぎぼうず」がオープンした。

　一般道路利用者に対し、良好な休憩場及び地域情報を提供す
るとともに、地場産品の販売、飲食の提供等を通じて、消費者の
「食」に対する安全・安心への要求に応え、農業をはじめとする地
域産業の安定を図り、かつ、市民と道路利用者との交流による活
力ある地域社会の創造に資するため、平成19年4月、都内で初と
なる「道の駅」を整備した。

【開設までのスケジュール】
・平成15年度⇒八王子「道の駅」整備計画策定
・平成16年度⇒「農産物直売所」整備推進委員会、同幹事会設置
・平成17年度⇒道の駅農産物直売所運営準備委員会を設置
・平成18年度⇒道の駅農産物直売所出荷組合設立(160名体制）
・平成19年度⇒道の駅八王子滝山オープン

　利用者のアンケートによると、利用の目的の1位が「農産
物の購入」であり、本市が推進する地産地消の一翼を
担っている。また、週末を中心に体験教室、物産展、コン
サートなど各種イベントが開催され賑わいをみせている。

【売上額】　　　　　          ※（　）内は農家売上
  ・平成19年度： 9億8千万円　（2億5千万円）
  ・平成20年度：10億7千万円 （3億3千万円）
  ・平成21年度：10億9千万円 （3億6千万円）
  ・平成22年度：10億8千万円 （3億9千万円）

お客様の声！（平成23年度　顧客満足度調査より）

☆来店の目的は？
　1位⇒買い物（74％）
　2位⇒飲食　（10％）
　3位⇒休憩  （ 9％）

☆買い物ゾーンで良い商品群は？
　1位⇒野菜（地場産）（43％）
  2位⇒花・園芸　　  （23％）
　3位⇒果物          （11％）

賑わいをみせる道の駅
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観光産業 八王子まるごと観光 

 

〇八王子の観光のすがた 

本市の観光地に対する市民調査を実施したところ、約２４％が「観光都市であることに対し

てのイメージがわかない」であった反面、７０％以上が「高尾山」に代表するように、緑が多い、

よい景色を有する都市であるとの回答があった。 

都民のオアシス「高尾山」は、今から１２６７年前の７４４年、行基菩薩（ぎょうきぼさつ）によ

り開山以降祈りの山として、また、陣馬山や秩父方面、遠くは大阪府箕面市へとのびる東海

自然歩道の整備を契機にハイカーの山として、そして、ミシュランの三つ星に輝く観光の山と

して、今なお多くの来山者を迎え入れている。 

また、夏の八王子まつりには６０万人を超える観客で賑わうほか、夕やけ小やけふれあい

の里や長池公園など里山の風情を活かした施設や、歴史の拠点ともなった八王子城跡や

産千代稲荷神社など、趣きある観光スポットが多く点在していることから、本市の観光の目玉

は、 “豊かな自然”と“まつり”や歴史的、文化的資源であると言える。 

しかし行政面積が広いことも災いし、折角の観光スポットを多くの来訪者に見てもらうため

の有効な手段が見い出せないことから、市内の魅力ある観光スポットへの回遊性が課題とな

ったところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇産業振興マスタープランで目指したものは何か 

「八王子市観光産業振興プラン」では、観光地にある魅力を多くの来訪者に見てもらうこと

と同時に、飲食業、物産の販売や宿泊業など、地域経済の活性を目指した観光振興策を目

指し、八王子全体をまるごと観光地であると位置づけ、関係団体等と連携し、来訪者の満足

度を高めるため ①自然や伝統文化、先端産業を含め観光資源すべてを「まるごと」活用し、

②住民も来訪者も「まるごと」満足する環境づくりを基本方針に、ァ．観光資源の創造 ィ．八

王子の魅力を広く発信 ゥ．もてなすための環境整備の３本柱を基にアクションプランを策定

した。 
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〇観光産業振興この１０年 

本市行政面積の４６％を森林で占める豊かな自然環境を保全しながら活用するため、平

成８年４月に開園した夕やけ小やけふれあいの里では、四季折々の風情にあわせ、新緑祭

やホタル観賞、稲刈り体験などのイベントを行い、自然と利用者とが触れ合う来園しやすい

施設づくりをすすめた。また平成２２年には、「木下沢園地」の梅の里整備を進め、梅の季節

を中心に観光客やハイカーの心を癒す空間づくりを図った。 

八王子市の魅力を広く発信する取り組みとして、３か国語に対応するパンフレットを作成し、

東南アジアを中心としたセールスコールを図るほか、インターネットなどのメディアを活用し、

国内外へ観光地の魅力や情報の発信に努めたところである。あわせて、平成１９年度から２

０年度には、老朽化した陣馬高原下や今熊山麓の公衆トイレの改修を行い、ハイカーや来

訪者にとって利用しやすい環境の整備を図ったほか、ボランティアガイドを育成し、高尾山

や陣馬山の季節ごとに表す魅力を伝えるなど、年間 300 万人を超えるともいわれる来訪者

へのもてなしの整備を図ってきたところである。 

 

観光目的推計入込客数（人） 春・秋 高尾山入込客数（人） 

年度 入込客数 年度 来山者数 内外国人 

平成 16 年度 2,965,407  － - - 

平成 17 年度 3,130,017 平成 17 年度 79,641 - 

平成 18 年度 2,884,317 平成 18 年度 73,457 - 

平成 19 年度 3,098,784 平成 19 年度 97,575 - 

平成 20 年度 3,368,452 平成 20 年度 157,198 3,018 

平成 21 年度 3,326,473 平成 21 年度 96,136 2,369 

平成 22 年度 3,280,630 平成 22 年度 100,754 1,993 

※行政評価 指標実績値報告書より ※八王子観光協会調べ 5 月・11 月の休日各 2日間計 4日観測 

※観測地点 もみじ橋（高橋家前） 

※観測時間 8:00～15：00 

※平成 19 年度以前は外国人客数は観測していない 

現 状 課 題 

●観光の中心は自然環境 

●多種多様な観光資源の存在 

●観光案内情報の不足 

●受け入れ環境が整っていない 

●自然資源の保護･活用 

●地域の資源を生かした観光振興 

●来訪者ニーズへの対応 

●観光資源の発掘･活用 

 

 

     基本方針  八王子全体をまるごと観光資源として活かす 

     基本施策  ■観光資源の創造 

           ■八王子の魅力を広く発信 

           ■もてなすための環境整備 

これからの 10 年に向けて 

産業振興マスタープランの観光産業体系図 
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基　　本　　施　　策

観光資源の創造

　●交流拠点施設の充実「夕やけ小やけふれあいの里」

　●八王子花火大会・その他の事業

ねらい
　自然環境の核である高尾・陣馬エリアを中心
に、保全と活用のバランスを考慮しながら再整
備し、環境拠点施設を充実させる。また観光資
源についても、活用や発掘を進め、集客力を高
め、観光産業の活性化に結びつける。

課　題
　八王子の観光の中心は緑豊かな自然環境であ
り、その魅力を維持・保全し、整備と両立すること
が課題である。また、リピート率のや集客力の向
上を進めるためには、観光資源の活用・充実や
新たな発掘に努めることが必要となる。

取り組みと成果
  夕やけ小やけふれあいの里では、来場者のニーズに即した四季折々のイベントや地域に根差した
行事を開催するとともに、各種体験講座を行い満足度の向上を目指した。
  八王子花火大会の内容・安全・ＰＲの充実に努め、80,000人以上が来場する夏の風物詩として定
着した。
  高尾梅郷の維持・管理に取り組み、梅の里として裏高尾エリアをＰＲし、梅郷まつりは、20,000人近
い人が訪れるイベントとなった。また、期間中の「木下沢園地」の梅の里を開放した。

　「夕やけ小やけふれあいの里」の交流拠点施設としての満足度を
向上させるため、季節に応じ、地域に根差した各種イベントや様々
な体験講座を開催し、利用者の満足度向上を図った。

　「八王子花火大会」のＰＲを積極的
に行い、内容や警備を充実させるこ
とで、来場者が増加した。

　木下沢梅林の管理（剪定・下草刈
り・施肥）や桜の植樹事業、また、滝
山城跡の桜の剪定や下草刈りなどを
行い、観光資源の景観の保全・活用
を図った。

夕やけ小やけふれあいの里

利用者数と利用者満足度

年 度 
観客数 

(人) 

平成 15 年度 35,000 

平成 16 年度 50,000 

平成 17 年度 80,000 

平成 18 年度 80,000 

平成 19 年度 80,000 

平成 20 年度 65,000 

平成 21 年度 85,000 

平成 22 年度 80,000 

八王子花火大会観客数

年　度
利用者数
(人)

満足度
（％）

平成18年度 123,882 88.1

平成19年度 120,020 93.1

平成20年度 108,492 87.7

平成21年度 106,775 89.0

平成22年度 104,205 95.0
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　●八王子観光大使制度の実施

基　　本　　施　　策

八王子の魅力を広く発信

　●発信方法の充実

　●八王子フイルムコミッション事業

ねらい
  来訪者と観光産業界に対して、きめ細かい情報を発信し、「八王
子セールス」を行う。パンフレットやポスター、インターネット等のメ
ディアを十分に活用し、日本語だけでなく外国語対応を進める
等、きめ細やかな情報発信を行う。

課　題
  八王子の観光資源に関する情
報発信が十分でなく、その魅力
が知られていないことが多い。

取り組みと成果
　台湾｢ランタンフェスティバル｣など各種イベント開催場所に観光ＰＲコーナーを設置し、観光宣伝を
行うとともに、平成19年のミシュラン三つ星獲得以後急激に要望が高まった、高尾山をはじめとする
観光地情報をテレビ・新聞・雑誌等へ提供するとともに、観光大使制度事業による八王子のＰＲなど、
市民参加や産業の活性化を行った。

　様々な分野の観光情報を、個人や旅行関係者、各種メディアに対し迅速
に発信した。多くの人が魅力ある観光旅行プランを作成できるように、必要と
される情報をわかりやすく提供した。

　①目的別パンフレットの製作（エリアごと、ハイキング、外国語など）
　②高尾山の春秋の臨時観光案内所の設置及び都庁観光情報コーナー
　　へ毎年一か月間のＰＲブース設置
　③Ｗｅｂ、ＨＰ、メール、携帯電話による情報発信
　④民間企業、大学、個人等のＨＰリンクでの紹介
　⑤ＪＲ、京王各駅でのパンフレットやポスターの設置
　⑥もみじまつり､いちょうまつり､八王子まつり､街道市等でのパンフレット配布
　⑦５か国語によるＤＶＤを作成し海外等で紹介

　八王子観光大使として、北島三郎氏、西川古柳氏、羽
生善治氏、FUNKY　MONKEY　BABYS（ファンキーモン
キーベイビーズ）、の皆さんに就任いただき、それぞれ
がご活躍されている分野で八王子市のＰＲを担っていた
だき、多くの人々に本市の魅力を伝えることができた。

　八王子観光協会とともに、映像制作会社
に市内の豊かな自然をはじめ、街並みや
多くの施設等を撮影場所として紹介し、市
のＰＲに努めた。
　また、エキストラ参加による市民力の活用
や、製作者へロケ弁当の紹介等を行い、産
業活性化につなげた。

年　度
平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

エキストラ登録者
(人)

336 467 674 742 871

フィルムコミッション
撮影実績（件）

69 76 82 65 60

年　度
高尾山

推定入込客数
（千人）

平成16年度 2,472

平成17年度 2,425

平成18年度 2,422

平成19年度 2,536

平成20年度 2,690

平成21年度 2,784

平成22年度 2,792
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　●もてなしのしくみづくり

基　　本　　施　　策

もてなすための環境整備

　●観光関連施設等の整備・充実

ねらい
  市民や来訪者たちがふれあい、それぞれの趣味
や知識、経験、興味、楽しみを伝え合う交流のしく
みづくりを進め、再び訪れやすい環境を整える。

課　題
  年間を通じて大勢の方が高尾山へ来訪され
るが、来訪のたびに新たな発見や楽しみを提
供することで、マンネリ化による魅力の低減を
避ける必要がある。

取り組みと成果
　老朽化した陣馬高原下及び今熊山麓の公衆便所を改修してバリアフリー化し、利用者の利便性を
向上させた。また高尾山、陣馬山ハイキングの愛好者を対象に平成18年度に「高尾・陣馬ファンクラ
ブ」を設立し、高尾山周辺の情報提供を行ったほか、自然観察会など各種イベントを開催し、多くのリ
ピーターを確保した。

観光施設の改善・維持管理
　老朽化した陣馬高原下公衆便所・今熊山麓公
衆便所を改修。観光地のイメージアップでリピー
ト率向上に努めた。また同時に、バリアフリー化
を進めた。

ボランティアガイド制度の推進
　新たな制度として、ボランティアガイドを養成し、「高尾山ハイキングガイド」及び「高尾山観光案内所」
を実施。ボランティアガイドが様々な視点で高尾山を案内する「高尾山ハイキングガイド」は、年20回以
上開催し、延300人以上が参加する規模の事業となった。また養成したボランティアガイドが高尾山の麓
で観光案内を行う高尾山観光案内所は､原則年中無休で開所し､休日の
利用者は平均200人近く、高尾山を訪れる観光客に好評を博している。

ハイキングコース・ボランティアサポート制度
　高尾山などに訪れるハイカーを対象に、ボランティアガイドが一緒に歩
きながら見どころを案内する「高尾山見どころガイド」を土日に実施。ケー
ブルカー高尾山駅から薬王院までを、その場で参加者を募り案内。利用
者が１日平均50人を超す人気である。また海外や一般のグループから
の要請にもボランティアガイドを派遣。八王子観光のイメージ向上に努め
た。

高尾・陣馬ファンクラブ
　高尾陣場自然公園に訪れる来訪者の多くがリピーターであるため、飽き
させない魅力の発信と付加価値を提供した。また、こうした熱意ある来訪者
の希望や意欲によって、「ファンがファンを呼ぶ」仕組みづくりを構築した。
　① ファンクラブ設立に向けた関係者連絡調整会議の開催
　② ファンクラブの枠組みづくり（特典の明確化、運営の仕組みづくり）
　③ 高尾・陣馬ファンクラブの事業展開

　主な観光地までのみ
ちのりを示す案内看板
を、八王子駅北口・高
尾駅北口・道の駅八王
子滝山などに設置し、
来訪者の利便性と周
辺の観光案内に役立
てた。

観光案内看板の設置

道の駅に設置した看板

平成18年度 241

平成19年度 239

平成20年度 354

平成21年度 460

平成22年度 434

高尾・陣馬ファンクラブ
会員数（人）
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専門家による設置検討委員会（のち運営委員
会）

○
・H14に市内の先端技術系事業者や有識者から成る先端技術産業振興センター構想検討委員会設置。同
委員会の検討結果を受け、H16に先端技術センター運営委員会を設置。

需要や利用者の意向を調査 ○
・H14に61社を基礎調査し先端技術産業振興センター構想推進報告書作成。
・先端技術セミナーのアンケートを通じ、需要や利用者の意向を調査。

企業や大学と連携して製品の検査･計測など
のｻｰﾋﾞｽを開始

○

・H16のものづくりセンター開設時、企業の協力を得て中古の計測器等を無償提供を受け、あわせて条例に
て使用規定も設けた。
・H17のプラザ開設後は、技術相談員が企業のニーズを受けて大学や異業種の検査・計測などのコーディ
ネートを行っている。
・H21に多摩テクノプラザ（昭島市）が開設され積極的な活用を図っている。

「首都圏情報産業特区･八王子」構想モデル
地区の拡大

○

・国交省調査による、ＪＲ八王子駅周辺の約1㎞四方に市内IT企業の7割程度が集積しているという調査結果
を受け、IT企業のより一層の集積を図るため、H14～16までの3ヵ年、同地区にモデル地区を設定し、オフィ
ス賃料補助制度による新規創業支援を行った。
・IT企業振興から（ITを有効に活用した）ものづくり企業振興にシフトしたことを受け、H17からモデル地区の
枠を撤廃。オフィス賃料補助の支援対象地域を本市全域に拡大した。
・また、モデル地区時代は補助金のみの対応だったが、採択企業の中で倒産・廃業する企業や、市外に出
る企業も多かった。そこで、H17から「本気の創業塾」との連携や「ビジネスお助け隊」による伴走型支援を仕
組み化し、創業率の上昇を図った。

「首都圏情報産業特区･八王子」構想事業推
進体制の強化

○

・拠点となる事務所・会議室の確保（H17～たましん京八支店4F）。
・人員体制強化（H21～事務局員増）。
・執行体制を商工会議所主体に移行（H22～）。
・サイバーシルクロード八王子の個人会員となっていた企業ＯＢを中心にH15に「ビジネスお助け隊」を組織。
当初20名程度からスタート。約70名がアドバイザーとして登録しており、サイバー事業の実行部隊となってい
る。
・H16に市内のIT事業者が連携し、共同受注や地域活性化を検討する組織「八王子ITネットワーク（愛称：
HIT)」が発足。サイバーIT事業の推進部隊となっている。その中の一部の事業者を中心にH18に「八王子IT
協同組合」が立ち上がり、共同受注の契約主体となるべく法人格を得た。

国による｢構造改革特区」を積極的に導入 ○

・八王子の先端技術を活かした「世界をリードできるものづくり」を進めるためには人材の育成・確保が急務と
いう視点に立ち、そのためにネックとなっている様々な規制改革を盛り込んだ「首都圏情報産業特区」をH14
に申請。しかし国と検討を進めた結果、「現行法の運用での対応を検討する」「部分的な『構造改革特区』で
はなく日本全体の問題として検討する」などの判断がなされ、最終的に辞退した。
・H17に、ソフト系企業が多く、また多くの大学が集積している本市の特性を活かすため、競争力のある情報
関連産業を担う人材の育成・確保、地元ＩＴ企業との連携推進、有望なデジタルコンテンツ系新産業の創出
などを目的に「情報産業人材育成特区」を申請し認定された。これにより、株式会社設置の4年生大学である
デジタルハリウッド大学の八王子キャンパス開設、日本工学院専門学校において初級アドミニストレータ及び
基本情報技術者試験の午前試験を免除ずる講座の開設が実現した。

(「首都圏情報産業特区･八王子」構想事業の
推進)

○

・技術交流セミナーテクニカルカンファレンスの開催(H13～10回)。
・企業OBによる支援事業「ビジネスお助け隊」創設(H15～)。
・起業家養成・育成事業「本気の創業塾」実施(H17～6期）。
・中小企業へのインターンシップ事業「社長のカバン持ち」実施(H17～延べ120名参加)。
・人材育成事業(H19～、後継者・中堅リーダ向け他）。
・IT事業者によるネットワーク形成（八王子ITネットワーク（H16）・八王子IT協同組合（H18））。
・顕彰：地域づくり総務大臣表彰(H19)・ベンチャーアウォード経済産業大臣表彰(H20)。

既存の工業団地及び良好な準工業地域を、も
のづくりの場として市の各計画上に明示

○

・みなみ野の事業用地に「地区計画」を策定。
・「八王子地域企業立地基本計画」の策定。
・「都市計画マスタープラン」で「工業用地として保全することが望ましい地区での操業環境の形成」を方針の
ひとつとして記載。

工業系土地利用継続に向けての行政的手法
を検討

○

・市条例で「第3種特別工業地区」を設定できるようになった。（これまでは都条例）
・貸し施設設置奨励金・産業系用地確保奨励金を新設（H19）。工業系土地利用の継続に向けた促進策を
充実。
・「いきいき企業支援条例」で、その他準工業地域も広く企業立地促進地域に位置付け、工業系土地利用の
継続を促進。

中央道･圏央道のインター周辺の工業用地確
保

○
・戸吹北地区について､ものづくり産業､物流産業の業務集積地として企業立地促進地域に位置付け。
・新滝山街道沿道や圏央道八王子西ＩＣ周辺について、産業系の土地活用や立地誘導策を調査・検討。

企業進出促進のための固定資産税相当の補
助金等の優遇策

○

・いきいき企業支援条例制定(H16)。
　要件を満たした企業立地に固定・都計税、事業所税相当分を奨励金として3ヵ年交付。H16～20までの期
限付き条例で、H20に5年間延期（H26.3末まで）。
・H22までに52件指定。
　年度別指定実績：H16・1件、H17・12件、H18・7件、H19・2件、H20・18件、H21・10件、H22・2件

進出企業への工場や事業所用地などの情報
提供

○

・東京都やＵＲと連携し情報提供を行った。
・企業立地サポートネット制度を創設。立地希望企業と物件の情報を、ネットワーク参加企業（不動産事業
者）と共同し結びつけた。H16～22で、申請件数74件、回答件数86件、直接成約件数2件。ネットワーク参加
69社。

幹線道路の整備促進のための国や都と協力 ○

・H17に策定された「新八王子市総合都市交通体系整備計画」において、「魅力あふれる産業でにぎわう活
力あるまち」が目標に掲げられている。
・都市計画道路の整備
　　H15　80路線　整備済延長147.276km（63.7%）
　⇒H23.4.1現在　80路線　整備済延長170.22km（73.6%）

渋滞解消のための効果的な道路整備を推進 ○

・交差点すいすいプラン100以外での交差点改良（南多摩病院前交差点、万町交差点において現在事業
中）
・都市計画道路等（八3・4・57つつじヶ丘トンネル：H19.2.22開通、八3・4・19南大通り・信松院前：H20.3.25
相互通行開始、桜横町立体：H21.4.10本線車道部、八3・4・54中野：H21.4.22開通）
・ボトルネック箇所の解消（H19完了…ひよどり山有料道路の無料化、H20完了…交差点改良事業、H21完
了…桜横町立体化事業）

5．高付加価
値製品の開
発･事業化促
進と情報発信

(社)TAMA産業活性化協会等と協力し企業連
携や共同受注などのネットワーク化支援

○

・H15、サイバー事業から立ち上がった「金属MEMSコンソーシアム」(市内企業5社など)が、国の戦略的基盤
技術強化事業に採択され委託金（3ヶ年で約3億円）を得て研究開発を行った。
・H16、八王子市内のIT事業者が連携し共同受注や地域活性化を検討する組織「八王子ITネットワーク（愛
称：HIT)」が発足。さらに、また一部の事業者によりH18に「八王子IT協同組合」が立ち上がり、共同受注の契
約対象になるための法人格を得た。
・H20、「はちおうじ未来塾」卒業生4名により、共同受注組織「一括受注ジャパン」が発足（H22にメンバー企
業が11社となった）。
・ものづくりセンター、開発交流プラザにて、企業間連携を促進。

1．先端技術
産業振興セン
ターの設置

2．「首都圏情
報産業特区･
八王子」構想
に基づく事業
拡大

3．工業系用
地の保持･確
保策と企業誘
致の具体的な
実施

4．産業振興
を視野に入れ
た都市基盤の
整備

ものづくり産業    　　　　　　※事業名の（　）付はプラン策定時には無かった事業。　※年号は特に表記がない場合は原則年度。

アクション
プラン 事　　業

事業
実施 ◆事業の内容・実績
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大手の企業と独自の技術を有する中堅・中小企
業の連携促進

○

・H14よりサイバーで実施している技術交流会「テクニカルカンファレンス」の主たる目的は、大手企業と地
域の中小企業の連携であり、これをきっかけに市内企業とカシオやオリンパスなどの大手企業との連携に
つながった。
・開発・交流プラザの技術相談員が、大手企業と市内中小・中堅企業の産・産連携を推進。
・東京都の創造的都市型産業集積事業を活用し、市内中小・中堅の製造業が持つ技術情報を発信する
「八王子ものづくり企業技術ＰＲレポート集」を作成（H21）。

企業間の特許の移転等を支援 ○
・H14にサイバーのテクニカルカンファレンスにて「大手企業の経営資源の公開」というテーマで、オリンパ
スの休眠特許の活用を図った。

都立産業技術研究等と協力し、高付加価値製
品として繊維産業を振興

○
・産技研は従来から繊維事業者との協力体制を作っており、H18以降は技術公開等で展示販売等を行い
一層関係を強化していたが、昭島への移転後は関係が弱まっている。

地域ブランド確立のため、八王子のハイテク製
品や高品質の繊維製品の情報を発信

○

・新技術・新製品開発等支援補助金の採択企業の情報発信。
・サイバーの活動等を通してオンリーワン技術を備える会社及びその会社が手掛ける製品を掘り起こし、サ
イバーHＰコンテンツ「@Co.HacHioji」や、マスメディアを通して市内外に広くアピールした。
・ハイテク製品についてはH17より「産業交流展」に八王子市として出展しており、市内の意欲的な企業10
社程度の製品を展示することで、八王子企業の技術力を強力にアピールしている。
・繊維産業については、市内事業者は苦戦しているが、その中でも生き残っている事業者は高付加価値
製品を製造している。こうした事業者向けに旧来から八王子織物工業組合による「織物総合展」の開催や
国内最大の繊維見本市「ジャパンクリエーション」への織物組合・八王子商工会議所繊維ファッション部会
による出展に対し補助することで、側面支援を実施。また、H18より従来の「織物総合展」に参加企業を増
やし、会場をそごう八王子店に移して「繊維ファッション総合展」としたことで、例年の5倍以上の来場者を
得て広くアピールすることができた。また、イトーヨーカドー八王子店においては特に意欲の高い繊維事業
者15社ほどで展示会・即売会を年2回実施している。

「サイバーシルクロード八王子」のポータルサイト
を活用し情報発信

○

・サイバーとしてはポータルサイトは持たず、サイバーのHＰ及び会員用メーリングリスト（約400件登録）で、
随時必要な情報の提供を行っている。
・H14より、徹底した企業訪問を通して市内でオンリーワン技術を備える会社やその会社が手掛ける製品を
掘り起こし、それらをサイバーHＰ上でアピールするためのコンテンツ「@Co.HacHioji」を開始。サイバー事
務局及び産業政策課の職員が自ら取材を行い原稿を作成したもので、約80社以上が掲載されている。

国内外の展示会へ工業製品等を出展する企業
への支援

○

・国内展示会への出展補助は、H21からの3年間で東京都の「創造的都市型産業」の育成や集積の創出
のための事業と協力して実施。対象業種の中小企業が新製品の宣伝や新分野への進出のために出展す
る製品展示会の小間代について、その2分の1（上限20万円）の補助を行った。
・H18より、東京都の展示会「産業交流展」に「八王子ブース」を設け、毎年市内企業約10社に出展機会を
提供している。（H18～20まで無償。H21より一部事業者負担としている。）
・ＴＡＭＡ協会による海外展開支援事業に協力

地元で生産された工業製品の地域での購入を
促進

○
・繊維産業振興として、地元繊維産業の製品の販促をそごう八王子店及びイトーヨーカドー八王子店にて
実施。

中小企業のISO認証取得を支援 ○

・サイバーシルクロード八王子「ビジネスお助け隊」の活動の中で、中小企業にとって取得が難しいＩＳＯを
低価格・短期間で取得できるよう支援していく「ＩＳＯ取得支援ＰＪ」が発足。以来「お助け隊」のメイン事業と
して、今まで50社近くの中小企業のISO取得を支援してきた。
・現在、ISOのみならず企業組織の活性化等まで発展した活動となっている。

産業振興の視点からの国際交流 ○ ＴＡＭＡ協会による海外展開支援事業（中国、イタリア、台湾、韓国）に市内企業を誘導。

中小企業の国際的な受注業務の支援 ○
・ＴＡＭＡ協会による海外展開支援事業（中国、イタリア、台湾、韓国）に市内企業を誘導。
・都公社による国際特許取得助成制度の周知に協力。

企業の新製品開発のための助成金獲得やコン
ソーシアム形成等を支援

○

・H15サイバー事業をきっかけとし、市内企業5社等で構成される「金属MEMSコンソーシアム」が、戦略的
基盤技術強化事業に採択され、国の委託金（3ヶ年で約3億円）を得た。
・H20に「はちおうじ未来塾」卒業生4名によって、共同受注組織「一括受注ジャパン」が発足（H22にメン
バー企業が11社となった）。
・H21～23八王子市新技術・新製品開発等支援補助金を実施。
・ものづくりセンター、開発交流プラザにて、企業間連携を促進している。

企業交流会など、新技術創出の場を提供 ○

・先端技術セミナーの実施。
・サイバー事業である技術交流会（テクニカルカンファレンス）は、意欲のある事業者が交流できる場であ
り、今まで11回実施している。
・ものづくりセンター、開発交流プラザにて、企業間連携を促進している。

大学の研究設備や学内共同研究施設等の民
間企業による活用を促進

× 　―

特許戦略セミナー等を実施し、知的財産の活用
を促進

○ ・H19より、発明協会による出張相談会を開発交流プラザにて月1回実施している。

ベンチャー企業同士、または、投資家とベン
チャー企業をつなぐための交流会を開催

○

・ベンチャー企業を対象とした交流会ではないが、サイバーの「テクニカルカンファレンス」、先端技術セミ
ナーの「先端技術セミナー」等々では、交流会のテーマに関係するベンチャー企業の多数参加がある。
・投資家については個人的なエンジェル等の掘り起しはできていないが、各種金融機関やベンチャーキャ
ピタル等とは随時情報交換を行っており、案件の紹介等を行っている。

地域ファンドの立ち上げを支援 ×

・サイバー発足当初から「地域ファンド」立ち上げについては議論されており、ベンチャー育成に理解のあ
る企業、金融機関、監査法人、公認会計士等を巻き込んだ「地域ファンド勉強会」を発足して研究を進め
てきたが、投資対象を地域に限定することの難しさや、運用にたけたファンドマネージャーの存在等々に
ついての課題が生じ、さらに信用金庫等から魅力的なメニュー等が出始め、他の支援機関にてVC関連事
業が出てきたことから、検討を中止した。

起業セミナーやビジネスプランコンテストなどを
開催

○

・起業セミナーとして、日本商工会議所の補助金を活用し、市・会議所・サイバーが連携して、H17より「本
気の創業塾」（6期））を実施。H21・22には、「スピンオフ創業塾」も実施した。
・単なるセミナーだけではなく、事前相談会（受講予定者の悩みをセミナー開講前に把握し、セミナーに活
かす）、セミナー本編、ブラッシュアップセミナー（創業時期が近い人が対象）、伴走型支援（受講生にマン
ツーマンの支援が就く）と4つのステージに分かれており、創業者にとってはかなり手厚い。
・ＴＡＭＡ協会のビジネスプランコンテストに市内企業が参加

アクション
プラン 事　　業 事業

実施 ◆事業の内容・実績

6.国際化の推
進

7.新技術・新
産業の研究
開発支援

8.ベンチャー
に対する支援
の充実
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ビジネスアドバイザーによる助言・指導等の支援 ○ ・「ビジネスお助け隊」アドバイザーによる支援を実施。

創業期の事業者に対する家賃助成などの支援 ○

・H14より審査で選定された事業者に対して、オフィス賃料の半額補助（上限5万円）を最大3年間受けられる「オフィス賃料補助制度」を実施。約20社を採択。
・H14からH16までは対象区域をＪＲ八王子駅周辺の約1㎞四方に区切っていたが（モデル地区）、H17からは市内全域を対象地域としている。
・また、モデル地区時代は補助金のみの対応であったが、採択企業の中で倒産・廃業する企業が出始め、さらに採択者との信頼関係が構築できなかった（市外
に出る企業も多かった）。そこで、H17からは「本気の創業塾」との密接な連携や、「ビジネスお助け隊」による伴走型支援等を仕組化し、創業率の上昇を図った。

創業支援施設の整備 ○

・H14より、たましん京八支店4階に、サイバー事業の拠点「ブルームセンター」を設置。以来、事業者・起業家の交流スペースとして機能している。
・H14より、たましん京八支店7階に、たましん主催によるインキュベーション施設「たましんブルームセンター」が設立。本市創業支援事業（起業家養成・育成事
業）の家賃補助適用施設と位置付ける。
・H22より、市内で民間インキュベーション施設が増えてきたことを受け、H23に民間インキュベーション施設整備補助事業を開始し、その動きをより促進している。
・さらに、H23よりインキュベーションマネジャー派遣事業も実施し、市内インキュベーション施設の付加価値向上を図っている。

公設・民間のインキュベーション施設等の有効活
用を促進

○

・市内には空きオフィス等が多いことに着目し、それらを活用して創業する事業者を対象に、創業支援事業（起業家養成・育成事業）の家賃補助をH14より開始。
また、同年たましん京八支店7階に、たましん主催によるインキュベーション施設「たましんブルームセンター」が設立されたため、本市創業支援事業（起業家養
成・育成事業）の家賃補助適用施設と位置付ける。
・H22より、市内で民間インキュベーション施設が増えてきたことを受け、H23に民間インキュベーション施設整備補助事業を開始し、その動きをより促進している。
・さらに、H23よりインキュベーションマネジャー派遣事業も実施し、市内インキュベーション施設の付加価値向上を図っている。

TAMA産業活性化協会、TAMA-TLO、八王子産
学公連携機構などとの連携と支援

○

・ＴＡＭＡ－ＴＬＯコーディネータとの企業訪問。
・ＴＡＭＡ協会支援メニューの市内企業への宣伝。
・文科省産学連携コーディネータとのネットワーク形成。
・農工大ＴＬＯからの計測に関わる特許情報取得。
・農工大発ベンチャー企業と市内企業のマッチング。
・企業の要望により文科省産学連携コーディネータネットワークを使って教授検索・紹介。

大学の研究データベースの作成と公開 × 　―

産学連携についてのニーズを把握するための企
業ヒアリングを実施

○
・ＴＡＭＡ－ＴＬＯ（ＥＸＩＡ事業）との企業訪問実施。
・ＴＡＭＡ－ＴＬＯコーディネータとの企業訪問。
・大学側産学連携コーディネータとのネットワーク形成（東京高専、首都大学東京、明星大学）。

大学の研究設備や共同研究施設等の民間企業
による活用を促進（再掲）

× 　―

創業・経営・特許戦略等のセミナーを実施し、大
学の知的財産活用を促進（一部再掲）

× 　―

産学共同研究に対する助成 × 　―

若手リーダーの発掘・育成 ○

・H18に、市内企業12社に対し、後継者育成、現場リーダー育成の必要性についてヒアリング。
・H19より、後継者育成塾「はちおうじ未来塾」を開始（第1期11名、第2期11名、第3期11名、第4期13名の全46名が卒業。現在第5期生11名が受講）。
・H19よりリーダー育成塾を開始（毎年約20名が受講）。
・H21～23若手リーダー向けの研修実施（東京高専、ＴＡＭＡ協会）

マイスター制度の創設 × 　―

女性、企業OB等に向けた各種セミナーの開催 × 　―

企業OBや専門家によるアドバイザー組織の設立 ○
・H15に、企業ＯＢが自らの経験と人脈を生かして企業支援に取り組む組織「ビジネスお助け隊」がサイバーで立ち上がり、以来、年間100社以上の企業相談に
対応している。（現在約70名）

大学と企業との技術交流会を開催 ○ ・サイバー事業である技術交流会（テクニカルカンファレンス）は、大手企業と意欲のある事業者が交流する場であり、今まで11回実施している。

中小企業のための海外ビジネスセミナーの開催 ○ ・営業力＆マーケティング塾において3講座実施

総合的な学習の時間を活用した起業家教育 ×
・「総合的な学習の時間」を活用した事業は実施していない。
・H17～19に、市内大学生を対象とした「目指せ社長セミナー」を実施。これは、「実際の起業（＝学生ベンチャーという狭い意味ではなく、将来的な起業も含
む）」や「社会に出るためのキャリアデザイン形成（＝就職しても役立つこと。自分探し。）」につなげていくことを目的としている。

(学生のものづくり産業に対する理解促進) ○

・社長の3日間かばん持ちインターンシップ（H17～22で20社20名程度参加）
・長期インターンシップ事業の実施（H21：6社7名、H22：12社11名5ゼミ）
・はち・ものマガジン作成（H21：50社）
・バスツアー実施（H22：10社26名）

(ものづくりセンター運営) ○
・H16に、市内事業者及び研究開発機関等が、共同研究を行う際の”場所”（ラボ）を設置。
・H23.7現在、延べ8企業（グループ）が入居し、延べ12の共同研究開発テーマを推進。うち、5案件が事業化に成功している。
・目下4企業が入居しており、4つの共同研究開発テーマを推進している。

(開発交流プラザ運営) ○

・先端技術セミナーの実施、及び企業の交流の場を提供。技術相談員を常駐させる事で、市内事業者との接点を持つことで、企業の技術相談、産学官連携を
積極的に進め、事業者の抱える問題を把握できた。
・先端技術セミナーの開催（H17・8回、H18・9回、H19・11回、H20・11回、H21・11回、H22・10回）
・相談員の企業訪問数（H17・61回、H18・108回、H19・132回、H20・42回、H21・206回、H22・263回）
・相談案件数（H17・9件、H18・8件、H19・12件、H20・55件、H21・71件、H22・153件）
・会議室・交流スペース利用件数（H17・233件、H18・288件、H19・318件、H20・317件、H21・455件、H22・594件）
・企業情報／案件情報のデータベース化の完了。訪問企業475社のデータベースを構築し、維持・更新中

その他

9.産学公の連
帯促進

10.ものづくり
の活性化に向
けた人材育
成・活用

アクション
プラン 事　　業 事業

実施 ◆事業の内容・実績
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TMOの体制強化の促進 ○

・H15.3：「八王子市中心市街地商業等活性化基本計画」を改定し、TMO組織の強化を行った。
・H16より、「あきんど講座」の実施経費を補助。
・H16より、「夢・五房」の一部を補助しTMOを支援。
・H17より、TMOのタウンマネージャー補助金交付。

中心市街地からの情報発信 ○

【目的別パンフレットの作成支援】「輝く個店グループ支援事業」を活用しエリアマップの作成を支援。情報発信に努
めた。
【物産販売所の設置】実施せず　【情報発信サテライトの設置】実施せず
【観光協会事務所の移転】H15.6に中心市街地内（旭町）に移転。
【その他】H19～20に八王子まちの魅力くちコミ隊を支援。
（くちコミ隊の活動実績、H19八王子めぐり合いツアー3回・参加者24名。H20八王子めぐり合いツアー2回・参加者16
名。イベント（お茶会）2回・参加者18名。）

空き店舗等の活用による住民サービスの提供 × 　―

歩道や街並み整備、客引きや捨て看板の規制等
の環境整備

○

【歩道や街並み整備の促進】
・H16より甲州街道の電線共同溝工事に合わせ歩道整備を実施。
・H17～19:西放射線ユーロード再整備。
・H15：東放射線の歩道整備。
・H22.3：相武国道事務所が「八王子駅周辺甲州街道景観整備計画」を策定。
・H20：東急スクエア周辺に駐輪帯整備。
・H23：ジョイ五番街通り等で駐輪帯整備。
・H23：西放射線にて駐輪器具の設置。
【客引き・捨て看板に対する規制・指導の強化】
・八王子駅周辺繁華街の防犯対策として、H14.10から毎月「生活安全パトロール」を実施。
・H14.12：「八王子市生活の安全・安心に関する条例」を制定。
・H15.5からつきまとい勧誘行為防止対策として、警備員を配置。
・H15.3：「八王子市捨て看板防止条例」を制定。
【気軽に誰でも使えるトイレの設置】
・H17.3：元横山町二丁目地内に「だれでもトイレ」を新設し、来街者の利便性を向上させた。

八王子インター北地区の区画整理事業 ○
・H21.4：中央道八王子インター北地区周辺の一部を東京都が地元まちづくり合同会社に売却。
・H21.11：東京都へ地元地権者により、土地区画整理組合設立準備会の届け出を行う。

八王子インター北地区及び連続する新滝山街道
沿いに商業立地を誘導

○
・H20：中央道八王子インターチェンジ北地区都有地土地活用の方針を策定した。
・H23：中央道八王子インターチェンジ北地区まちづくり方針を策定した。
・いきいき企業支援条例において、中央道八王子IC周辺地区を企業立地促進地域に指定。

住宅の併設なども視野に入れた柔軟な業務・商業
施設の導入の促進

×
東京都の土地処分により、業務商業施設の立地が進んでいる。
（一部住宅併設施設有）

商業施設の立地に対する固定資産税相当額の補
助等の優遇措置

○
いきいき企業支援条例の制定(H16)
　要件を満たした企業立地に固定資産税・都計計画税、事業所税相当分を奨励金として3か年交付。当初はH20ま
でであったが、H26.3末まで延長。南大沢地区で2件を指定(H23.9現在）。

定期借地制度の活用を東京都に要請 × 　―

安心して買い物ができる商店街事業 ○

【はばたけ商店街事業補助金の活用】
【商店街ガイドマップ作製事業○H20：1件　○H21：1件
【来街者用駐輪スペース設置事業】○H22：1件
【ユーロードアーチ改修事業】○H20：1件
【街路灯改修事業】○H15：2件　○H16：1件　○H17：1件　○H18：1件　○H20：1件
・H14.10から毎月「生活安全パトロール」を実施。
・H14.12:「八王子市生活の安全・安心に関する条例」を制定。
・「駅前放置自転車対策事業」により、市内駅周辺の駐輪場設置により商店街の環境整備。
・H15以降、市内駅周辺25箇所に駐輪場を設置。
・H20：東急スクエア周辺に駐輪帯整備。
・H23：ジョイ五番街通り等で駐輪帯整備。
・H23：西放射線にて駐輪器具の設置。

利用者のニーズに応える商店街事業 ○
【はばたけ商店街事業補助金の活用】
・空き店舗対策事業の活用例：商店会の空き店舗を活用し、民間事業者がデイサービス事業の開設の際に店舗改
修費と3か年の家賃を補助。

地域とパートナーシップを結ぶ商店街事業 ○

【はばたけ商店街事業補助金の活用】
・主な支援事業：踊れ西八夏祭り、中町盆踊り大会、えんま（いなり）大祭横丁マーケット、八木町笠間稲荷大祭セー
ル。
・イベント以外：商店会店主が主体となり地域住民を対象に防災講習や文化、伝統、体験イベントなど年間計画に基
づいて行った事業を補助金対象事業としH20～21に渡り支援した。

魅力と個性ある商店街事業 ○

【はばたけ商店街事業補助金の活用】
・商店街が年間を通じて行った、一店逸品をテーマとした専門家の指導による販促勉強会と毎年実施する一店逸品
をコンセプトとした販促イベントへの経費支援を行った。
・中小企業振興公社による専門家派遣事業の積極的活用により、商店街単位の勉強会などを実施。商店街の販促
活動強化等につなげた。
・隣接する三和会商店会（振）、八王子駅前銀座通商栄会、パーク壱番街が商工会議所の主催する「あさがお市」に
合わせ、毎年開催している「ゆかたを着て楽しむ七夕まつり」を補助金により支援。
・H19：八王子駅前銀座通商栄会が公募にて決定した商店街のキャラクター「銀ちゃん」の知名度を上げるためのフ
ラッグ作製事業を支援。

情報化に対応した商店街事業 × 　―

交流ができて環境や人にやさしい商店街事業 ○

【はばたけ商店街事業補助金の活用】
・商店街の老朽化したアーケード撤去に伴い設置した省エネタイプの街路灯50基の設置に対し補助を行った。
（H20）
高尾山麓の商店会が、まつりと共に実施しているマナーアップ向上とエコ啓発運動に対し補助を行った。
・各店舗でのエコ回収活動に対し販促イベントを通じ支援している。

商　業
アクション
プラン 事　　業 事業

実施
事業の内容・実績

1.中心市街地
活性化の推
進

2.中央道八王
子インター北
地区周辺の
商業集積の
促進

3.南大沢駅周
辺地区業務・
商業用地の
利用促進

4.意欲ある商
店街への支
援
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（商店会加入促進） ○

・H21.12「いきいき産業基本条例」を改正。商店街で事業を営むものの商店会への加入を促すとともに、商店会が
実施する商店街振興事業及び地域活動への協力を求め、商店会の組織力強化を図った。
※市商連会員商店会数　H21:29商店会　H23:28商店会
　 市商連会員店舗数　　  H21:1443名　H23：1447名
   市全体の商店会数　　　H19：50商店会　H22：44商店会　（都実態調査提出資料より）

（商店街顕彰事業） ○
魅力と個性ある商店街づくりや地域活動を積極的に取り組んでいる商店街を表彰して広く公表し、市内商店街の活
性化に向けた努力を奨励し支援した。（H21.3に実施　応募のあった6商店街と2商業グループに表彰し、賞金を授
与した。）

TDM施策による交通渋滞の解消 ○

秋川街道におけるサイクル（パーク）アンドバスライド施設の設置（2か所）、バスベイの設置などを行い、中心市街地
等への交通アクセスを向上させた。
サイクル（パーク）アンドバスライド事業
・楢原地区（H16～）　駐車場台数　50台、駐輪場台数　200台
・上川地区（H22～）　駐車場台数　30台

東京都「交差点すいすいプラン100」の促進 ○
本市域では、北野街道、陣馬街道等でボトルネックとなっている交差点17か所が対象となっており、このうち10か所
について整備が完了し渋滞が減少したことで、中心市街地や商業集積地への交通アクセスが向上した。

道路整備計画の調整 ○ つつじが丘トンネル、南大通り、桜横町立体等が開通し、中心市街地や商業集積地への交通アクセスが向上した。

コミュニティバスの運行 ○
H15に北西部コース、H16に東部コース、H22に西南部コースの運行を開始した。従来公共交通機関がなかった地
域と、西八王子駅、北野駅・片倉駅、高尾駅などの商業集積地が結ばれたことで、高齢者を中心に交通アクセスが
向上した。

地産地消を推進する組織の設置 × 　―

小売店等に八王子産コーナーを設置 ○

　八王子産コーナーを小売店等に設置することについては、常時設置はできてはいないが、イベント等の際に臨時
に八王子産品を販売するコーナーを設置した。
例）そごう八王子店の「八王子のうまいもの大会」、あさがお市、街道市、イトーヨーカドー等
・「八王子のうまいもの大会」の実績　○H22. 6第一回，H22．10第二回を実施。

直売所マップの作成やイベントの実施 ○
　市民ニーズに応えて、直売所マップの作成やイベントを実施。
・H22．7：「はちおうじ農産物直売所マップ」1500部を作成し、ＪＡ及び農林課に配置した。
・イベント：街道市や朝顔市、南口オープニングイベント時等にサテライトショップを展開した。

大型直売所の設置 ○

　消費者の食に対する安全安心への要求に応え、農業をはじめとする地域産業の安定を図り、地産地消の推進を
目的に「道の駅」を設置した。
　　　　　　道の駅【H19.4.1開設】実績
　　実　績　　　　　　売上（農家売上）　　　　　　　　　 来場者数
H19　　979,325,616円（254,457,509）　　　1,313,993人
H20　1,073,820,227円（326,199,021）　　　1,097,212人
H21　1,091,964,821円（364,297,405）　　　1,194,648人
H22　1,087,341,720円（395,862,849）　　　1,127,598人

名産品の開発・販売促進に関するしくみづくりの
検討

○

 ・名産品を開発するしくみについては、「輝く個店グループ支援事業」を策定した。
八王子ブランドの開発（農林課）
H19・20：八王子産の野菜を使用したプリンセスカレー
H21：ブルーベリーのお酢や高月清流米煎餅
H22：天狗サイダー

名産品を販売する場の設置 ○
・「道の駅八王子滝山」に常設の直売所を設置。（農林課）
・そごう八王子店「八王子のうまいもの大会」、あさがお市、街道市等。

起業家をサポートするしくみづくり ○

【本気の創業塾】
H17より｢本気の創業塾｣を開催。創業に必要な経営ノウハウの基本を習得させ、実際に創業するまで「ビジネスお助
け隊」が伴走型支援を行う創業支援事業。
（実績）H17～H22までに51名が起業。内9名が商業者で市内での起業を果たしている。
【オフィス賃料補助金】
「八王子市起業家養成・育成事業」の一環で、市内で創業する起業家に対して補助を行う事業。
（実績）H17より現在まで29社が対象。内1社が商業者。
【創業支援資金融資】
市内で創業しようとする起業者が対象。その事業に要する資金について、金融機関に融資をあっ旋することで、事
業者の自主的な経済活動を促進し、育成及び振興に寄与するため、信用保証料の補助や利子補給を行った。
（実績）H16:46件（115,110千円）、H17:49件（130,420千円）、H18:68件（156,240千円）、H19:70件（156,240千円）、
H20:77件（274,250千円）、H21:84件（297,660千円）、H22:67件（203,880千円）

インターンシップの実施 × 　―

商人塾の実施 ○

あきんど講座の実施
店舗経営者や後継者の人材育成と魅力ある個店づくりの促進をテーマに講座を実施。
　　年度（期・回数）受講者数
○H16 （1期全 20回） 15人　○H17（ 2期 全15回） 29人　○H18 （3期 全15回） 15人　○H19 （4期 全15回） 14人
○H20 （5期 全15回） 14人○H21 （6期 全15回） 13人　○H22 （7期 全12回） 10人
（第1回目は八王子ＴＭＯ（商工会議所）が国補助金（単年度）、市補助金を活用して実施。第2回目からは市が実
施。）

テーマ別あきんど講座の実施
○H17～H22　　受講者数合計65人　全9テーマ実施

まちづくり推進体制づくり ○

・H16.3、H12に策定した「八王子TMO構想」を「八王子市中心市街地商業等活性化基本計画」の改定（H15.3）に
合わせて改定し、TMO組織の強化を図った。
・「あきんど講座」の実施経費を補助（H16）。
・H16から「夢・五房」の維持管理費等の一部を補助。TMOによる中心市街地の活性化を支援る。
・H17からは、TMOに対し、タウンマネージャー補助金の交付の実施。

8.商業活性化
に向けた人材
育成・活用

5.交通アクセ
スの向上

6.地産地消の
推進

7.八王子独自
の名産品の
開発促進

アクション
プラン 事　　業

事業
実施

事業の内容・実績
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若手リーダーの発掘・育成 ○

あきんど講座の実施
・人材育成事業は、まちの活性化における最も基本的かつ重要な事業としてとらえ開講している。お店づくりにとりくみ、将来
のまちづくりのリーダーを育成。
○H16:15人　○H17:29人　○H18:15人　○H19:14人　○H20:14人　○H21:13人　○H22:10人

輝く個店グループ支援事業の実施
・意欲的な小売業者等のグループの共同事業を支援することで、従来の組織では成しえなかった共同販促事業や新しい
サービスを多く生み出し、地域の活性化に貢献することができた。
○H17:5件　○H18:3件　○H19:2件　○H20:2件　○H21:1件　○H22：1件

女性や高齢者の起業を支援する融資制度の創業 ○

創業アシスト応援資金
H17より、市内の女性、若者及び中高年やその他の者の起業を促進し、地域産業の活性化に寄与した。その事業に要する
資金の借入れを行った場合、支払った利子について補助金等の交付を行った。

「女性・若者・中高年事業創出支援」　（実績）
○H17：1件　○ H18：4件　○H19：0件　○H20：1件　○H21：0件

「やる気・ひらめき応援資金」　（実績）
○H17：10件　○H18：0件　○H19：2件　○ H20：2件　○H21：3件

H22より「女性・若者・中高年事業創出支援」と「やる気・ひらめき応援資金」を統合。
創業アシスト応援資金と名称を変更。
各金融機関の新規創業者向け融資商品を活用し、市内で開業する等の条件を満たす事業者に対し、当初1年間の支払利
子金額に相当する金額を補助し、利子の負担軽減を行った。　（実績）○H22：2件

（事業資金の強化） ○
緊急つなぎ融資資金の新設
　市内の小規模事業者を対象に、緊急の資金繰りに対応するため短期つなぎ資金の融資を行う制度を創設。利子補給を
行って事業者への負担軽減を図り、市が積極的に支援を行った。　（実績）○H22：11件

立地に適している場所を物流の場として評価し、
市の各種の計画などに明示

○
・「いきいき企業支援条例」の指定区域で物流系産業を指定。
・戸吹北地区を企業立地促進地域に加えた。

操業環境を確保するため、都市計画上の手法な
どを検討・実施

○

・「いきいき企業支援条例」を施行し、国道16号線沿線の工業団地、準工業地域などを広く企業立地促進地域に位置付け、
物流系・工業系の土地利用の継続を促進。
・H19に「いきいき企業支援条例」を改正し、「貸し施設設置奨励金」、「産業系用地確保奨励金」の制度を新設し、物流系・工
業系土地利用の継続に向けた促進策を充実した。

物流系土地利用の継続に向けた、固定資産税相
当額の補助等の検討・実施

○

・H16「いきいき企業支援条例」を施行。
・H19「いきいき企業支援条例」を改正し、「貸し施設設置奨励金」、「産業系用地確保奨励金」の制度を新設。
・H21条例改正で北八地区から物流を削除。
【H23.5.18現在実績】(物流系産業）
　・指定件数　12件　　・雇用純増　1,272人

物流系土地利用の継続に向けた情報提供や斡旋 ○
・（独）都市再生機構、東京都、金融機関などと連携し、事業用地等の情報提供を行っている。
・H16.11に「企業立地サポートネット」制度創設。地元の宅地建物取引業者と協力して不動産情報の提供を行っている。

業務用地の活用の促進 ○
・H19「いきいき企業支援条例」を改正し、「貸し施設設置奨励金」、「産業系用地確保奨励金」の制度を新設し、工業系土地
利用の継続に向けた促進策を充実した。

業務用地の土地利用のあり方検討 ○
・東京都、(独)都市再生機構と協議し、多摩ニュータウン南多摩霊園東側業務用地について準工業地域への用途変更を行
い、ものづくり、物流系産業の用に供しうる優良な業務用地に転換した。

圏央道八王子西インター周辺への立地誘導の検
討

○

・H16制定の「いきいき企業支援条例」において、「圏央道八王子西インター周辺地区」を物流系産業及び、ものづくり産業、
商業の企業立地促進地域に位置付け。
・H18「圏央道八王子西ＩＣ物流拠点整備推進協議会」を設立。
・H19戸吹北地区23haについて「いきいき企業支援条例」の改正により、ものづくり産業、物流系産業の企業立地促進地域に
位置付け。
・H19戸吹北地区について、線引きの見直し、用途地域の変更、地区計画の設定が告示。

中央道八王子インター周辺への立地誘導の検討 ○

・H16制定の「いきいき企業支援条例」において、中央道八王子インターチェンジ準工業地区及び近接する北八王子工業団
地周辺地区を企業立地促進地域に位置付け。
・H23：中央道八王子インターチェンジ北地区まちづくり方針を策定した。
・大規模都有地をにらんだ「中央道八王子インターチェンジ周辺地区」についても企業立地促進地域に位置付け。

圏央道の整備促進 ○
・H19圏央道を中央道と接続する八王子ジャンクションまで延伸。八王子西インターチェンジ開設。
・高尾山インターチェンジまで、H23の供用開始を目指し整備中。

八王子西インターのフル化の促進 ○ 要望行動中

インターとつながる国道・都道の整備促進 ○

・H16新滝山街道あきる野市境から高尾街道まで本線開通。
・H18新滝山街道あきる野市境から高尾街道まで全線開通。
・新滝山街道については、高尾街道から谷野街道までの2.6ｋｍを工事中。
・H22八王子南バイパスの南浅川町の国道20号線から館町の高尾街道まで2.6㎞の区間が開通。
・国道16号の拡幅については、中野地区約1.2ｋｍについて事業中。

北西部幹線道路の推進 ○
左入町～美山町　総延長8.8km
・H20.3　第1工区開通

アクション
プラン 事　　業

事業
実施

事業の内容・実績

1.既存物流系
企業の維持・
拡充

2.ニュータウ
ンの業務用地
への立地促進

3.インター周
辺への立地誘
導の検討

4.インターと接
続する幹線道
路等の整備の
推進・促進

物流系産業

アクション
プラン 事　　業 事業

実施
事業の内容・実績
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東京都「交差点すいすいプラン100」の促進 ○
本市域では、北野街道、陣馬街道等でボトルネックとなっている交差点17か所が対象となっており、このうち10か所につ
いて整備が完了し渋滞が減少したことで、幹線道路等における交通アクセスが向上した。

TDM施策による交通渋滞の解消 ○

秋川街道におけるサイクル（パーク）アンドバスライド施設の設置（2か所）、バスベイの設置などを行った。
サイクル（パーク）アンドバスライド事業
・楢原地区（H16～）　駐車場台数　50台、駐輪場台数　200台
・上川地区（H22～）　駐車場台数　30台

情報交換会・ヒアリングの実施 ○
・H16に運輸業等実態基礎調査を実施。約40社のヒアリングを実施し具体的なニーズを掘り起こした。
・サイバーシルクロード八王子「ビジネスお助け隊」の協力により、地域の意欲的な物流事業者約10社による意見交換会
「ロジ・カフェ（Logistics caféの略）」を、H17.10～H19.12実施（全19回）。

環境問題など物流系企業の直面する課題につい
ての支援

○

・H16より環境対応を迫られる物流系事業者への支援策として、事業資金融資あっ旋制度の中に物流系産業支援資金を
追加。
・H18.5から全3日間のセミナー「運輸業未来塾」を開催（7社から延べ17名が参加）。
・H18中小物流系事業者が、経営革新を実現するために必要なスキルを身につけてもらうため、基礎講座として「運輸業
経営者のためのワンポイント講座」を隔月で実施（H19.12まで8回開催）

都市内物流効率化に向けた施策の展開 × 　―

認定農業者制度の普及支援、生産農家の活動支
援

○

地域農業活性化事業
　地域農業の実情に即して、担い手や後継者の育成確保に向けて、総合的な活動を農業関係機関・団体との連携により
推進した。
【実績】
・H18認定6名、H19認定9名、H20認定11名、H21認定7名、H22認定60名

新規就農・営農相談等の充実、援農ボランティア
による支援

○

援農ボランティア事業（登録農家35戸）
　農業に関心をもつ市民が、農家での農作業の手助けを行うことにより、担い手不足や高齢化による遊休農地の増加抑
制を図った。

【派遣者数】
・H18(13名)、H19(14名)、H20(11名)、H21(54名)、H22(19名)、H23(20名)

女性農業者のステップアップ支援、農協女性部に
よる活動支援

○ 　女性農業者の団体「ぷりんせすマーケット」に直売所や加工品（ぷりんせすカレー）のPR等の支援を行った。

担い手・後継者の育成及び活動支援 ○

はちおうじ農業塾の開講（H23～）
　2年間の講義を経て農業の知識や技術を身につけることにより新しい担い手として活用する。卒業生については、農家
直営農園の利用者や今後、需要が望まれる農作業受委託制度の担い手として活用したい。
【実績】
・H23塾生⇒18名　・7月に夏季品評会開催、11月に秋の収穫祭（予定）
・研修期間⇒2年間（事務局⇒ＮＰＯ法人八王子ひよどり農業支援センター）

中核的生産農家への営農支援体制及び事業の充
実

○ 　市及び普及センターが連携し営農支援に努めるとともに、都の事業を活用してパイプハウス整備の普及に努めた。

生産者、JA等による品質の向上、及び農畜産物加
工品やブランド化の導入

○ 　H19.4月にオープンした「道の駅八王子滝山」で加工品の販売及びPRを行った。

JAを中心とする共販体制の充実 ○
野菜出荷箱統一事業補助金
　市内産野菜の出荷箱の統一により、市場での有利販売、安定出荷、供給の促進を図った。
　※事業はH19をもって終了

（地場農産物の生産振興）
○

魅力ある都市農業育成対策事業補助金(H19～H21）
都市農業経営パワーアップ事業補助金（H22～）
　市内農家に対して、農業経営の安定及び地域住民へ新鮮野菜の提供を推進することから栽培施設整備の補助を行
い、品揃えの充実や端境期における生産拡大を行った。
【実績】
・H19（農家9戸）パイプハウス15棟、暖房機6基、ポット入機1台
・H20（農家7戸）パイプハウス16棟、鉄骨ハウス1棟、灌水1式
・H21（農家13戸）パイプハウス18棟、鉄骨ハウス2棟、灌水1式、暖房機6基、冷暖房機1基
・H22（農家11戸）パイプハウス11棟、鉄骨ハウス2棟、暖房機2基

遊休農地の有効利用 ○

農家直営農園の開設
　特定農地貸付法が改正され、農家や農地所有者が自ら市民農園を開設できるようになったことから、市では農家や農
地所有者に対し農家直営農園の開設を推奨し、新たな農業経営を確立していくことで遊休農地の解消に努める。※開設
整備補助金　上限100万円／2分の1以内
【実績】
・H20…3農園（10,162㎡）、H21…3農園（7,327㎡）、H22…3農園（5,155㎡）
  H23…2農園（2,943㎡）                      　　　　　　　　　計11農園　25,587㎡

市街化区域内農地の生産緑地追加指定と優良農
地の保全

○
追加指定実績
・H5～H18（21.47ha)、H19（1.17）、H20（0.72）、H21（0.851）、H22（0.903）

アクション
プラン 事　　業

事業
実施

事業の内容・実績

2.つくる、売
る、やりがい
のある活力農
業の展開

5.物流系企業
の直面する課
題への対応

3.農地の有効
利用と農業生
産環境の維持

アクション
プラン

農　業

事　　業
事業
実施

事業の内容・実績

1.多様な担い
手の確保と育
成
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遊休農地の有効利用 ○

農家直営農園の開設
　特定農地貸付法が改正され、農家や農地所有者が自ら市民農園を開設できるようになったことから、市では農
家や農地所有者に対し農家直営農園の開設を推奨し、新たな農業経営を確立していくことで遊休農地の解消
に努める。※開設整備補助金　上限100万円／2分の1以内
【実績】
・H20…3農園（10,162㎡）、H21…3農園（7,327㎡）、H22…3農園（5,155㎡）
  H23…2農園（2,943㎡）                      　　　　　　　　　計11農園　25,587㎡

市街化区域内農地の生産緑地追加指定と優良農地
の保全

○
追加指定実績
・H5～H18（21.47ha)、H19（1.17）、H20（0.72）、H21（0.851）、H22（0.903）

有害鳥獣被害防止策の強化 ○

農作物獣害対策事業
　有害獣の動向調査・追い払い・駆除を行い、農作物被害の軽減に努めた。
【H22年度実績】
①ボランティア51名による獣害防止対策
②サル発信機装着業務委託(4機）
③サル追い払い業務委託　　330日間従事
【捕獲実績】
・イノシシ（95頭）、サル（20）、アナグマ（44）、アライグマ（78）、ハクビシン（123）、タヌキ（146）
④農作物獣害防止対策費補助金
　・簡易電気柵　22件、ガーネット柵  1件

市民農園や体験農園の整備促進 ○

市民農園開設整備事業
　市民の健全な余暇利用として、野菜の栽培を通じ、家族ぐるみで土に親しみ、健康増進と豊かな情操を培う憩
いの場所として整備した。
・H22…10農園、700区画、10㎡⇒5,000円/年、20㎡⇒10,000円/年（寺田農園20区画）

ひよどり山農園の開設整備事業
　都有地（28,500㎡）を借り受け、農業公園的要素を持つ施設を開設し、緑の保全と市民及び都民の憩いの場
所を確保することを目的として整備。駐車場、トイレ、水道施設を設置。
【実績】
・H20～H22（各年200区画整備）　合

地元農産物、農業交流イベント等のPR ○ 　農業イベント等のPRについて、ホームページや広報誌掲載。

農業情報の提供のためのホームページ、広報紙等
の活用によるPR

○
　農業祭・あさがお市等のイベントの掲載及び市民農園、ひよどり山農園等募集は随時ホームページや広報誌
にて市民に広く周知した。

農業体験の充実、食農教育の推進 ○

農業体験事業
　農業に関心のある市民を募り農業に触れ合う場を提供した。

【事業の実績】
H19
・農業ツアー（農家訪問）12家族24名参加
・さつまいも掘り（収穫体験）42家族150名参加
・ガーデニング（花の寄せ植え）35名参加
H20
・農業ツアー（農家訪問）13家族26名参加
・さつまいも掘り（収穫体験）45家族166名参加
・ガーデニング（花の寄せ植え）43名参加
H21
・農業ツアー（農家訪問）台風9号の影響で中止
・さつまいも掘り（収穫体験）
　49家族161名参加
H22
・農業ツアー（農

直売所による地元農産物の販売促進 ○

・食の安全安心に対する消費者の関心が高まり、道の駅八王子滝山やJA八王子が運営する大型直売所のみで
なく、身近な場所にある直売所を知りたいとの声を受け、H22年7月「はちおうじ農産物直売所マップ」を作成し
た。
・H23.8.4日に南部地域に農産物直売所がオープン。出荷組合員70名が新鮮で安全・安心な
農産物を提供する。店舗名⇒ねぎぼうず、開設者⇒（株）ウェイザ

エコファーマー制度のPR・東京都特別栽培農産物
認証制度の推進

○
　化学合成農薬、化学肥料等の使用を節減した農産物の生産及び供給並びに、総合的に環境に調和のとれた
持続性の高い農業の推進に貢献した。

安全・安心な農産物生産体制の確立 ○ 　道の駅八王子出荷組合員による安全で安心な農産物を提供している。

6.施策の改革
的な推進

JA,農業委員会、市、都による農業支援・振興のため
の連携強化

○
　JA、農業委員会、市、東京都農業改良普及センター、東京都農業振興事務所が連携し、農業支援や振興を
目的に連携を強化した。

その他 （高月用水堰補修工事） ○

事業名⇒地域農業水利ストックマネジメント事業
事業費⇒3,000万円、費用配分⇒国（50％）都（15％）市（25％）受益者（10％）
受益者⇒受益農家数84戸、受益面積⇒21ヘクタール
工事期間⇒H23.11～24.3の渇水期
　高月の水田は総面積約21hａ、農家数84戸で維持管理されており、都内最大の水田地帯である。地域ではブ
ランド米の高月清流米も盛んに生産されており、安定的な食料供給に欠かせない社会資本のストックとなってい
る。ところが近年、安定的に水を供給する可動堰及び水路が経年劣化で老朽化し、突発

事　　業
事業
実施

事業の内容・実績

3.農地の有効
利用と農業生
産環境の維持

4.市民と進め
る都市農業と
緑・交流のま
ちづくり

5.食の安全・
安心の確保、
地産地消の推
進

アクション
プラン

49

51



H19・追補版

森林再生の推進 ○
高尾山頂から一丁平の針葉樹間伐
夕やけ小やけふれあいの里における間伐・植樹

景観の保全・活用 ○
高尾山一丁平の桜並木の剪定・施肥
滝山5,000本桜の維持・管理
高尾梅郷の維持・管理・整備

きれいな水と遊べる川づくり ○ 夕やけ小やけふれあいの里の川辺の整備・管理

コンベンションの誘致促進 ○
「観光」をテーマとする元気フォーラムを開催
観光関連のコンベンションへの参加、マップ・情報提供

イベントの充実 ○

花火大会への支援
オリンピック招致活動イベントへの参加
南口再開発イベントへの参加
JRのイベント事業への協力
臨時観光案内所における大学との連携

八王子独自の名産品の開発促進 ○ 多摩信用金庫との連携による、HPでの八王子の名産品紹介

道の駅の建設推進・活用 ○
道の駅での、PR、看板の設置
道の駅と連携し、パネル展、マップの配布を行った

夕やけ小やけふれあいの里の充実 ○
様々な自主事業の開催
地域住民との連携

高尾山麓交流拠点施設の整備 ○ 実施設計、地元関係団体との調整

八王子フィルムコミッション事業の実施 ○
事業の実施、デジタルハリウッド大学の活用
市民エキストラの参加
ロケ弁当の業者紹介

八王子観光大使制度の実施 ○
北島三郎氏、西川古柳氏、羽生善治氏、FUNKY　MONKEY　BABYSへの委嘱
薬王院節分会への参加

市内観光めぐりツアーの充実 ○ 協会によるミニバスツアーへの協力

八王子八十八景の活用 ○
HPでの紹介
観光情報誌への情報提供・掲載依頼

文化・伝統芸能の発信 ○
千人同心の観光ブースPR
車人形のHPや情報誌でのPR
夕やけ小やけふれあいの里での公演依頼

地域・目的別パンフレットの作成 ○
エリアマップ、ハイキングマップ等の作成
まちまるガイドの作成

ＩＴを活用した観光情報の発信 ○

観光振興PRアニメーション事業の実施
HPの内容・写真の充実
他の観光情報HP等への情報提供
ファンモンのモバイルサイトを使用したスタンプラリーの実施
モバイルサイトの開設

観光PR映像の制作 ○
5か国語での八王子まるごと観光のDVD作成
観光PRブースでの上映

観光PRコーナーの充実 ○
観光パンフレットの配布場所の拡充
都庁観光PRコーナー、府中競馬場、東京駅での観光PR活動

観光モニター制度の実施 ○
在日外国人向け観光モニターツアーの協会委託事業
実態調査による観光地・宿泊施設モニタリング

民間情報誌との連携 ○
八王子・高尾山の観光情報誌への写真・情報提供
海外向け民間誌との連携による冊子発行

外国人観光客の誘致 ○
海外友好交流都市での観光PR
外国語のパンフレット・DVDの作成

ファンクラブの設立支援 ○ 高尾陣馬ファンクラブの設立・運営

ボランティアガイド制度の推進 ○ ボランティアガイドによるツアーの実施

高尾陣馬特別警戒事業の支援 ○ 高尾陣馬特別警戒連絡協議会の実施・運営

ハイキングコース・ボランティア． サポート制度の
推進

○
高尾山見どころガイドの実施
高尾山観光案内人の実施

観光施設等の改善・維持管理 ○
陣馬高原下バス停及び今熊山麓のトイレ改築
高尾山麓トイレの水道直結工事

観光案内看板の整備 ○ 市内14か所に看板設置

観光用駐車場の整備 ○ 高尾山麓駐車場の機械化

恩方地域への交通利便性向上 ○ 陣馬高原下行きバスの発車を八王子駅から高尾駅に変更

■夢街道駅伝の実施 ○ 開会・閉会式及び町会によるイベント実施

■ファッション都市協議会への協力 ○ 花と緑のまちづくりフェア・Tシャツコンクール・街道市・陶器市等の運営協力

観光産業

6.もてなしのし
くみづくり

7.観光関連施
設等の整備・
充実

1.観光資源の
開発・活用

2.交流拠点施
設の整備

2.観光資源の
開発

3.交流拠点施
設の整備

1.自然資源の
保護・活用

事業の内容・実績事　　業
アクションプラン 事業

実施

8.交通環境の
整備

その他

4.観光関連施
設等環境整備

4.魅力の発信

5.発信方法の
充実

3.魅力の発信
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