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１１１１    人口人口人口人口のののの推移推移推移推移    

 

■年齢３区分別人口推移（平成 22年国勢調査を基に推計） 

 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

（人）

0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（高齢者人口）

平成

基本計画期間基本計画期間基本計画期間基本計画期間

591,101 588,056592,615

580,344

人口ピーク

69,420

（11.74%）

64,099

（10.82%）

58,022

（9.87%）

54,587

（9.41%）

377,774

（63.91%）

373,376

（63.00%）

371,359

（63.15%）

361,525

（62.29%）

143,907

（24.35%）

155,140

（26.18%）

158,675

（26.98%）

164,232

（28.30%）

27272727 32323232 37373737 42424242
（年）
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２２２２    財政見通財政見通財政見通財政見通しししし    

 

■基本計画 10 か年分（平成 25～34 年度）の財政見通し（単位：百万円） 

 

 

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

340,344340,344340,344340,344

都支出金都支出金都支出金都支出金

259,794259,794259,794259,794

そのそのそのその他他他他

75,84575,84575,84575,845

市税市税市税市税

898,411898,411898,411898,411

市債市債市債市債

96,92596,92596,92596,925

各種交付金等各種交付金等各種交付金等各種交付金等

233,755233,755233,755233,755

4.0%4.0%4.0%4.0%

12.3%12.3%12.3%12.3%

5.1%5.1%5.1%5.1%

13.6%13.6%13.6%13.6%

17.9%17.9%17.9%17.9%

47.1%47.1%47.1%47.1%

歳入歳入歳入歳入    歳出歳出歳出歳出    

総額総額総額総額：：：：１１１１兆兆兆兆９９９９千千千千 50505050 億億億億７７７７千千千千４４４４百万円百万円百万円百万円    

人件費人件費人件費人件費

280,345280,345280,345280,345

扶助費扶助費扶助費扶助費

635,535635,535635,535635,535

公債費公債費公債費公債費

124,184124,184124,184124,184

物件費物件費物件費物件費

209,356209,356209,356209,356

補助費等補助費等補助費等補助費等

148,700148,700148,700148,700

維持補修費維持補修費維持補修費維持補修費

27,90227,90227,90227,902

繰出金繰出金繰出金繰出金

264,652264,652264,652264,652

投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費

214,400214,400214,400214,400

11.2%11.2%11.2%11.2%

13.9%13.9%13.9%13.9%

1.5%1.5%1.5%1.5%

7.8%7.8%7.8%7.8%

11.0%11.0%11.0%11.0%

6.5%6.5%6.5%6.5%

33.4%33.4%33.4%33.4%

14.7%14.7%14.7%14.7%
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３３３３    都市像別都市像別都市像別都市像別のののの主主主主なななな事務事業事務事業事務事業事務事業    

 

第第第第１１１１編編編編    みんなでみんなでみんなでみんなで担担担担うううう公共公共公共公共とととと協働協働協働協働のまちのまちのまちのまち    

第１章 市民自治の推進 
●地域を支える多様な担い手の育成支援 ●地域市民センター・拠点事務所の役割の充実 

●市民活動支援センターの機能強化 ●「大学コンソーシアム八王子」の活動の充実 

●市民参加による市政運営の推進  

第２章 市民が納得できるサービスの提供 

●情報セキュリティ対策の強化 ●公文書の適正な管理と保存・活用 

●近隣自治体との公共施設の相互利用の推進 ●ICT を活用した市民サービスの充実 

第３章 地方分権時代にふさわしい行財政運営の推進 

●効果的な事務権限の移譲 ●財政マネジメントサイクルの充実 

●公共施設の「中長期保全計画」策定 ●分権時代にふさわしい職員の育成 

第第第第２２２２編編編編    健康健康健康健康でででで笑顔笑顔笑顔笑顔あふれるあふれるあふれるあふれる、、、、ふれあいふれあいふれあいふれあい、、、、支支支支えあいのまちえあいのまちえあいのまちえあいのまち    

第１章 誰もが心豊かに暮らせる市民生活の推進 

●ワークライフバランスの推進  ●消費者トラブル防止対策の充実 

第２章 誰もが生きがいを持ち安心できる地域づくり 

●地域福祉の人材育成 ●障害者相談支援事業所の機能拡充 

●介護予防対策の推進 ●高齢者あんしん相談センター (地域包括支援セ

ンター)の充実 ●地域包括ケア体制の構築 

第３章 保健医療の充実 

●食育の推進 ●大横保健福祉センターの開設 

●がん予防対策の推進 ●保健所の移転整備と機能拡充 

●地域医療体制の連携強化  

第第第第３３３３編編編編    活活活活きききき活活活活きときときときと子子子子どもがどもがどもがどもが育育育育ちちちち、、、、学学学学びがびがびがびが豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むまちむまちむまちむまち    

第１章 全ての子どもが健やかに育つ地域づくり 

●子ども家庭支援センターの機能拡充 ●一時保育・定期利用保育などの保育サービス拡充  

●待機児童解消 ●親や子どもが育つ場の充実 

●子ども家庭支援ネットワークの強化  

第２章 未来をひらく子どもを育てる教育 

●中学校給食の充実 ●特別支援教育の充実 

●地域の力を活かした学校づくり ●ICT を活用した学習の推進 

第３章 学びを活かせる生涯学習の推進 

●八王子学園都市大学の推進 ●地域市民センター図書室の図書館分室化 

●新体育館などスポーツ環境の整備充実 ●総合型地域スポーツクラブの支援・育成 

第４章 未来につながる文化の継承と創造 

●市制 100 周年記念事業の実施 ●市史の編さん 

●伝統文化、芸能の保護伝承 ●資料館の整備 
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第第第第４４４４編編編編    安心安心安心安心・・・・快適快適快適快適でででで、、、、地域地域地域地域のののの多様性多様性多様性多様性をををを活活活活かしたまちかしたまちかしたまちかしたまち    

第１章 自然と共生し地域の多様性を活かしたまちづくり 

●JR八王子駅北口駅前広場の整備 ●JR八王子駅南口周辺のまちづくり 

●旭町・明神町地区の整備 ●区画整理事業の推進 

●市営住宅の建替 ●手づくり公園整備及び公園アドプト制度の推進 

第２章 地域力を活かした安全で安心なまちづくり 

●防災機能を備えた都市公園の整備 ●緊急輸送道路の沿道建築物耐震化の推進 

●市施設の防災拠点機能強化 ●由木地区、北西部地区への消防施設の設置 

●災害時連携体制の強化 ●地域の防犯力の強化 

第３章 快適で人にやさしい交通環境づくり 

●八王子南バイパス・北西部幹線等都市計画道路

の整備 

●高尾駅橋上化と南北自由通路の整備 

●自転車利用環境の整備  ●生活道路の安全性向上 

●圏央道八王子西インターチェンジのフル機能化

の推進 

●交通空白地域の移動手段の確保 

第第第第５５５５編編編編    魅力魅力魅力魅力あふれるあふれるあふれるあふれる産業産業産業産業でにぎわうでにぎわうでにぎわうでにぎわう活力活力活力活力あるまちあるまちあるまちあるまち    

第１章 地域経済を支える産業の振興 

●産学公連携の推進 ●産業交流拠点の整備促進 

●産業の活性化に向けた人材育成・活用 ●企業誘致の推進 

●地元中小企業への支援の充実 ●流通機能集積の推進 

●労働関係機関と連携した就労機会の提供  

第２章 まちの活力を創出する産業 

●起業・創業や事業開拓のための支援の充実 ●新産業分野の事業創出支援 

●コミュニティビジネスの事業化支援  

第３章 まちの魅力を向上させる産業 

●中心市街地活性化の推進 ●商店会への振興支援の充実 

●高尾の里整備 ●観光資源の発掘・活用 

●都市農業の振興と市民参加型ふれあい農業の支援 ●森林の育成・保全事業の推進 

第第第第６６６６編編編編    一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが育育育育てるてるてるてる、、、、人人人人とととと自然自然自然自然がががが豊豊豊豊かにつながるまちかにつながるまちかにつながるまちかにつながるまち    

第１章 一人ひとりが考え、ともに守る環境 

●環境教育・環境学習の拠点づくり ●環境市民会議の活性化と地域との連携 

第２章 環境負荷の少ないまちづくり 

●CO2排出量の削減対策 ●再生可能エネルギーの普及促進 

●生ごみの減量・資源化の推進 ●不燃ごみの資源化の推進 

●高効率発電を備えたごみ処理施設の整備  

第３章 自然と共生した安全で快適な環境 

●湧水等水辺の保全事業の推進 ●総合的な治水対策の推進 

●斜面緑地・保護地区の拡大 ●市民との協働による緑地・里山の管理 

●下水道管の長寿命化対策 ●都の多摩川流域下水道への編入 
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４４４４    八王子市八王子市八王子市八王子市のののの都市宣言都市宣言都市宣言都市宣言    

 

平和で明るい暮らしを実現するために、私たちのまちは５つの都市宣言をしています。 

 

○ 八王子市八王子市八王子市八王子市親切都市宣言親切都市宣言親切都市宣言親切都市宣言        

私たちの愛する郷土八王子市には、いま槌音高く道路に、学校に住宅に、そしてオリンピック競技場

に空前の大建設が始まっております。 

これらの新しい街づくりに太陽のような温かい光を吹きこむものとして、私たちは三年前から全市を

あげて「親切運動」を進めてまいりました。 

ことしは特にこの八王子で世紀の祭典といわれる東京オリンピック自転車競技が行われ「世界は一つ」

の合言葉と共に銀輪の覇権が競われます。 

この機会に私たちは、多年の念願である親切運動を一層強く大きく展開し、その賛同を世界に得たい

と思います。 

日本の一角にあがるこの小さな運動は、平和と友情をねがう全世界の人々の心をうち必ずや地上にみ

ち満ちて、世界平和の基となることを信じ、ここに八王子市を「親切都市」とすることを宣言します。 

昭和 39 年 5 月 9 日（八王子市） 

 

○ 世界世界世界世界連邦平和都市宣言連邦平和都市宣言連邦平和都市宣言連邦平和都市宣言        

八王子市は戦争放棄を憲法に明記した日本国民の立場から、世界の恒久平和を実現し人類の福祉の増

進を目的とした世界連邦建設の趣旨に賛同する。 

今日人類の生存を脅かしつつある爆発的人口増加、食料・資源の枯渇、環境破壊等は、武力による支

配を法の秩序におきかえた戦争のない世界平和機構によってのみ解決し得るとの認識に立って、他の宣

言諸都市とともに相携えて人類永遠の平和の確立に努力する。 

右、宣言する。 

昭和 53 年 12 月 21 日（八王子市議会） 

 

○ 八王子市八王子市八王子市八王子市非核平和都市宣言非核平和都市宣言非核平和都市宣言非核平和都市宣言        

世界の恒久平和は、人類共通の願望である。 

しかるに、核軍備拡大競争は依然として続けられ、人類が平和のうちに生存する条件を根本から脅か

している。また、通常兵器の軍備拡大競争も一段と激化し、世界の各地で武力紛争や戦争が絶えまなく

続き、限定核戦争の脅威が迫っている。 

わが国は、世界唯一の核被爆国として、また、平和憲法の精神からも核兵器の廃絶と軍備縮小の推進

に積極的な役割を果たさなければならない。 

したがって、わが八王子市は、非核三原則の完全実施を願い、厳粛に非核平和都市を宣言する。 

昭和 57年 6月 29 日（八王子市議会） 
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○ 八王子市八王子市八王子市八王子市交通安全交通安全交通安全交通安全都市宣言都市宣言都市宣言都市宣言        

八王子市民は明るく平穏な生活を願っています。交通事故はこの願いをむなしいものにするとともに、

多くの悲惨な犠牲者を生み出しています。 

交通事故の恐ろしさは誰もが知っています。この悲しみと不幸をもたらす交通事故を八王子市から追

放するため、今こそすべての市民が立ち上がるときです。 

交通安全対策の基本は、交通環境を整えるとともに、市民一人一人が交通安全思想を高めることにあ

ります。 

人命最優先を基本理念として、安全な街づくりに真剣に取り組む決意を新たにし、交通事故ゼロへの

願いをこめて、八王子市を「交通安全都市」とすることを宣言します。 

昭和 58年８月６日（八王子市） 

昭和 58年７月 18日（八王子市議会） 

 

○ 八王子市八王子市八王子市八王子市男女共同参画都市宣言男女共同参画都市宣言男女共同参画都市宣言男女共同参画都市宣言        

わたくしたちは、人がひととして尊重され、いきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現をめざし、

ここに八王子市を「男女共同参画都市」とすることを宣言します。 

1. わたくしたちは、男女がお互いに尊重し合えるまちをつくります。 

1. わたくしたちは、あらゆる分野に男女が平等に参画できるまちをつくります。 

1. わたくしたちは、家庭・地域・職場で男女がともに責任をにない、いきいきと働けるまちをつくり

ます。 

1. わたくしたちは、男女がともに健康で安心して生活できるまちをつくります。 

平成 11 年 12 月 6日（八王子市） 

 

５５５５    八王子市八王子市八王子市八王子市のののの姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市・・・・海外友好交流都市海外友好交流都市海外友好交流都市海外友好交流都市    

○ 姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市    

◆ 苫小牧市苫小牧市苫小牧市苫小牧市    

江戸時代後期に八王子千人同心が北辺警備と

開拓のため勇払原野に移住したのを縁に、昭和 48

年（1973 年）に姉妹都市の盟約を結びました。 

◆ 日光市日光市日光市日光市    

江戸時代に八王子千人同心が東照宮などの火

の番を勤めた縁で、昭和 49 年（1974年）に姉妹

都市の盟約を結びました。 

 

○ 海外友好海外友好海外友好海外友好交流交流交流交流都市都市都市都市    

 平成 18年に市制施行 90 周年を迎えたことを機に、海外都市と交流をスタートしました。幅広い市民

交流を期待することから、アジア地域の３都市と友好交流協定を締結しました。 

◆ 泰安泰安泰安泰安（（（（たいあんたいあんたいあんたいあん））））市市市市【【【【中国中国中国中国】】】】 

◆ 高雄高雄高雄高雄((((たかおたかおたかおたかお））））市市市市【【【【台湾台湾台湾台湾】】】】 

◆ 始興始興始興始興((((しふんしふんしふんしふん））））市市市市【【【【韓国韓国韓国韓国】】】】 

平成 18年 9月 23 日締結 

平成 18年 11月 1 日締結 

平成 18年 11月 7日締結 
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６６６６    策定策定策定策定のののの経緯経緯経緯経緯

 

  

年 月 

平成22年

10 月 

 

11 月 

平成23年

１月 

 

 

 

 

 

２月 

 

 

 

３月 

 

７月 

 

８月 

 

 

 

 

 

９月 

 

 

11 月 

 

 

12 月 

 

 

 

 

市民アンケートのため

グループインタビュー

広報 11 月 1 日号で

市民アンケート実施

12 月 15 日 

広報特集号で素案内容

政策審議室、各事務所

（12 月 15 日～２

発足式 

市民会議

広報８月 15

基本構想・基本計画素案

経緯経緯経緯経緯    

 

市 八王子ゆめおり

アンケートのため、市内 12 か所で 

グループインタビュー開催 

で市民会議委員募集 

１月 17 日 市民会議発足式

・市長や明星大学渡戸教授

・前市民会議委員

ション 

実施(１月７日～31 日) 

１月 22、30 日、２

・市の部長職による

説明計３回 

２月 19 日 第１回全体会議

２月下旬～ 分科会活動

３月 27 日～ 

結
果

を
活

用
 

７月 10 日 新基本構想

間のまとめ」作成

広報８月 15 日号で「中間のまとめ

（市ＨＰにも掲載、募集期間

寄せられた 155 項目

８月下旬～９月下旬

会が各種団体・企業

（計 42 回） 

９月４日 市議会議員

（市民会議委員 12

11 月 分科会活動終了

（活動回数延べ 232

む） 

素案内容について周知 

各事務所で素案配布 

２月 15 日） 

８月下旬～ 起草委員会

12 月３日 第２回全体会議

市長への報告会・

・市民会議名称を

議 2011」に決定

・市民会議解散 

 

市民会議 

15 日号 

基本計画素案 

ゆめおり市民会議 2011 

市民会議発足式 

明星大学渡戸教授による講演 

前市民会議委員によるパネルディスカッ

２月 12 日 市政概要説明会 

による市民会議への市政概要

回全体会議・合同分科会 

分科会活動スタート 

 リーダー会議スタート 

新基本構想・基本計画素案「中

作成 

のまとめ」に対する意見募集 

募集期間８月 15 日～31 日） 

項目の市民意見を検討 

月下旬 市民会議の各分科

企業ヒアリング実施 

市議会議員との意見交換会 

12 名、市議会議員 15 名） 

分科会活動終了 

232 回；団体ヒアリング含

起草委員会スタート 

回全体会議・ 

・市長へ素案を提出 

を「八王子ゆめおり市民会

決定 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 

平成24年

１月 

 

４月 

６月 

 

 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

 

９月 

 

10 月 

 

11 月 

12 月 

 

平成25年

１月 

 

３月 

 

 
【目的】基本構想・基本計画の策

定に当たり、市民が重視する生活

課題を把握し、市民会議の議論に

活用してもらうために実施 

 

調 査 対 象：市内在住の満 18 歳以

上の男女 5,000 人（無作為抽出） 

調 査 期 間：平成23年１月 7 日（金）

～１月 31 日（月） 

調 査 方 法：郵送配布・郵送回収 

有効回収数：2,551 票 

有効回収率：51.0％ 

市民委員会の意見等

原案策定 

12 月下旬～ 

提出された素案を踏

スタート 

６月 25 日 市議会議員

換会 

「基本構想」パブリックコメント

(９月１日～10 月１

市が議会に上程する

「基本構想策定議案

例会に上程 

「基本計画」パブリックコメント

（１月４日～２月４

「基本構想・基本計画

広報４月１日号で公募市民委員会委員

募集 

12 月 19 日 基本構想策定議案

市民アンケート 

市 市民

策

生活

に

歳以

 

）

 

意見等を受け、所管調整、

踏まえ、市の原案策定

６月９日 第

６月2 3日 第

７月７日 第

７月1 3日 第

７月 2 1日 第

市議会議員と市との意見交

パブリックコメント実施 

１日) 

する「原案」を確定 

基本構想策定議案」を第４回市議会定

パブリックコメント実施 

４日） 

基本計画」発行 

公募市民委員会委員 

８月3 1

基本構想策定議案 議決 

 
【目的】基本構想・基本計画の策

定に当たり、市民の意見を広く反

映し、実現性のある素案を作成す

るために設置 

 

市民委員：184 名 

組 織：全体会議、下部組織と

して６つの分科会を設置。また、

各分科会のリーダー及びサブリー

ダーで構成するリーダー会議と起

草委員会を設置 

八王子ゆめおり市民会議 2011  
【目的

定に当

会議 2011

市原案

関する

言を聴取

 

学 識 経 験

市民 会議 委員

無作為抽出市民

市民委員会意見書

基本構想特別委員会

151  

市民委員会 

第１回市民委員会開催 

第２回市民委員会開催 

第３回市民委員会開催 

第４回市民委員会開催 

第５回市民委員会開催 

1日 意見書の提出 

目的】基本構想・基本計画の策

当たり、「八王子ゆめおり市民

2011」から提出された素案の

市原案への反映状況及び考え方に

する妥当性について、意見・助

聴取するために設置 

学 識 経 験 者：４名 

市民 会議 委員 ：６名 

無作為抽出市民：３名 

以上の計 13 名で構成  

市民委員会 

市民委員会意見書 

基本構想特別委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市基本構想・基本計画 

平成２５年３月 

発 行    八王子市 

編 集  八王子市 総合政策部 政策審議室 
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みんなで紡ぐ幸せ 
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