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１ 計画策定の趣旨 

⑴ 「八王子ビジョン２０２２」から受け継ぐもの 

本市は、市政運営の基本的な運営指針である基本構想と、その実現のための基本的な施策

展開と目指す姿を示す基本計画から成る「八王子ビジョン２０２２」を平成２５年（２０１

３年）に策定、基本計画を平成３０年（２０１８年）に改定しています。 

当ビジョン策定時には、課題の把握から素案・原案策定に至るまで多くの市民に参加いた

だきましたが、その中で市民と市が共有したものは、次の４つの思いでした。 

 

① 自然と歴史に恵まれたまちの魅力を次世代に引き継ぎたい 

② 持続可能な社会を創りたい 

③ 人々の支えあい、信頼の絆での結び付きを大切にしたい 

④ 生きる喜びと幸せを感じられる八王子にしたい 

 

その思いを市民と市が協力して形にしたものが、「八王子ビジョン２０２２」であり、そ

の実現のための柱は「人とひととの支えあい、つながり」と市民・行政の互いの役割と責任

ある行動による「協働」です。 

 「八王子ビジョン２０２２」の基本計画部分は令和４年度（２０２２年度）で計画期間を

終えますが、基本構想は市政運営の基本的な運営指針であるとともに、あらゆる市民の諸活

動のよりどころとなるものとして普遍的であると考えています。社会環境が大きく変化す

る中でも、夢と希望が持てる魅力あふれるまちを実現するために、市民力の結晶ともいえる

「八王子ビジョン２０２２」の基本構想とその思いを受け継いだうえで、２０４０年を展望

した新たな基本計画として「長期ビジョン」を策定します。 

  

計画策定の趣旨 

（１） 
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＜基本構想（抜粋）＞ 

 

１ 基本理念 

「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」 

 

 ２ ６つの都市像（私たちが目指すまち）及び実現のための基本方針 

⑴ みんなで担う公共と協働のまち 

① 市民自治の推進 

② 市民が納得できるサービスの提供 

③ 地方分権時代にふさわしい行財政運営の推進 

⑵ 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

  ① 誰もが心豊かに暮らせる市民生活の推進 

② 誰もが生きがいを持ち安心できる地域づくり 

③ 保健医療の充実 

⑶ 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

  ① 全ての子どもが健やかに育つ地域づくり 

② 未来をひらく子どもを育てる教育 

③ 学びを活かせる生涯学習の推進 

④ 未来につながる文化の継承と創造 

⑷ 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

  ① 自然と共生し地域の多様性を活かしたまちづくり 

② 地域力を活かした安全で安心なまちづくり 

③ 快適で人にやさしい交通環境づくり 

⑸ 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

  ① 地域経済を支える産業の振興 

② まちの活力を創出する産業 

③ まちの魅力を向上させる産業 

⑹ 一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

  ① 一人ひとりが考え、ともに守る環境 

② 環境負荷の少ないまちづくり 

③ 自然と共生した安全で快適な環境 

 

  

  

１．計画策定の趣旨 
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＜基本構想に掲げる基本理念と都市像（私たちが目指すまち）のイラスト＞ 

  

１．計画策定の趣旨 
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⑵ 社会環境の変化を踏まえた、基本構想の新たな体現 

２０４０年を展望すると、社会環境はさらに加速度を増して変化していくことが予想さ

れています。そのため、「長期ビジョン」は、いかなる時代の変化にも柔軟に対応できる市

政運営につながるものである必要があります。 

近年、社会環境の変化は著しく、未来の予測はこれまで以上に困難になっています。例え

ば、情報や医療分野の技術の目覚ましい進歩などがある一方で、かねてから懸念されてきた

人口減少・少子高齢化の進行は、国や地方公共団体などで様々な取組が行われてきているに

も関わらず、歯止めがかかっていない状況です。また、令和２年（２０２０年）から大きな

問題となっている新型コロナウイルス感染症により、生活様式や価値観に大きな変化が生

じています。 

このような様々な社会環境の変化を踏まえ、未来の予測が困難な時代に適応していくた

めには、市民と市がともに社会に合わせて柔軟に対応していくことに加え、市政が目指す方

向を明確に定める必要があります。 

これらのことから、短期的な社会環境の変化に対応する柔軟性と、未来のために真に必要

なことに確実に取り組んでいく実行性の双方を備えた長期的な基本計画とすることを目指

し、「人とひととの支えあい」、「市民と市の協働」、「チャレンジする市役所としての姿勢」

に重点を置いた計画としました。 

  

１．計画策定の趣旨 

（２） 
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２ 「長期ビジョン」の概要 

⑴ 位置付け 

 「長期ビジョン」（基本計画）は、基本構想に掲げる都市像を実現するため、社会環境の

変化や意見聴取の結果などを踏まえ、「みんなで目指す２０４０年の姿」と基本的な施策展

開を示すものです。 

 「基本構想」と「長期ビジョン」を「（仮称）はちおうじ未来デザイン２０４０」として

取りまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 計画期間 

２０４０年を展望した「長期ビジョン」の計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から

令和１２年度（２０３０年度）までの８か年です。 

  

（
仮
称
）
は
ち
お
う
じ
未
来
デ
ザ
イ
ン
２
０
４
０ 

「長期ビジョン」の概要 

（１） 

（２） 
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⑶ 構成 

「長期ビジョン」は、「みんなで目指す２０４０年の姿」、「未来を拓く原動力」、「変革の

キーワード」、「重点テーマ及び取組方針」、「施策」※などで構成します。 

素案では、「みんなで目指す２０４０年の姿」、「未来を拓く原動力」、「変革のキーワード」、

「重点テーマ及び取組方針」を記載しています。 

 

ア みんなで目指す２０４０年の姿 

  “市民の暮らしや理想の状態”を表現した２０４０年までに実現を目指す１１の姿

です。 

 

イ 未来を拓
ひら

く原動力 

   これまでの柱である「人とひととの支えあい、つながり」と市民・行政の互いの役割

と責任ある行動による「協働」を継承しつつ、より発展的に捉えた内容であり、取組を

加速化させていくものです。 

 

ウ 変革のキーワード 

社会や行政のあり方の再構築に向けた取組です。 

 

エ 重点テーマ及び取組方針 

「みんなで目指す２０４０年の姿」の実現に向け、令和１２年度（２０３０年度）ま

でに重点的に取り組む内容です。 

 

オ 施策 

   「都市像」を実現するための取組です。 

 

 

※ 施策については、令和１２年度（２０３０年度）に向けて今後策定していきます。 

  

２．「長期ビジョン」の概要 

（３） 
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⑷ 計画体系図 

  

２．「長期ビジョン」の概要 

（４） 
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（案） 

２．「長期ビジョン」の概要 
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３ 計画策定の背景（社会環境の変化） 

⑴ 人口減少・少子高齢化の進行 

 日本の総人口は、令和２年国勢調査では１億２，６１５万人ですが、平成２９年（２０１

７年）に発表された国立社会保障・人口問題研究所の将来推計（出生中位（死亡中位）推計）

によると、令和２２年（２０４０年）には１億１，０９２万人、令和４２年（２０６０年）

には９，２８４万人まで減少すると見込まれています。 

 合計特殊出生率1は、戦後最低であった平成１７年（２００５年）の１.２６から１０年間

は微増傾向にありましたが、近年では減少に転じています。出生者数は平成を通じて減少傾

向にあり、新型コロナウイルス感染症の影響も懸念されます。 

 また、高齢化率（総人口に占める老年人口（６５歳以上人口）の割合）は年々上昇し、令

和２年国勢調査では２８.６％に達しており、令和２２年（２０４０年）には３５.３％まで

上昇すると推計されています。 

 本市の人口は、平成２７年国勢調査で初めて減少に転じましたが、令和２年国勢調査では

微増し、５７.９万人でした。しかし、平成３０年（２０１８年）に行った将来推計の中で、

最も人口が減少するシミュレーションでは、令和２２年（２０４０年）には４７.９万人、

令和４２年（２０６０年）には３６.８万人まで減少すると見込んでいます。 

合計特殊出生率は、平成１７年（２００５年）から平成２２年（２０１０年）にかけては、

増加傾向にありましたが、近年は減少傾向にあります。また、出生者数は、平成２１年（２

００９年）以降は減少が続き、平成２７年（２０１５年）には一旦増加となりましたが、令

和元年（２０１９年）は３,１００人と平成１７年（２００５年）以降で最少となっていま

す。 

令和２年国勢調査における年少人口（１５歳未満人口）の割合は１１.２％で、昭和５５

年（１９８０年）と比較すると大幅に減少しています。生産年齢人口（１５歳以上６５歳未

満人口）の割合は６１.４％で、老年人口の増加に伴い減少しています。高齢化率は２７.

３％となっており、令和２２年（２０４０年）には３５.１％まで上昇する可能性がありま

す。 

人口減少・少子高齢化が進展する中では、持続可能な社会の実現のために必要な活力を維

持することが重要であり、そのために、まち・ひと・しごとの好循環を生み出すための仕組

みづくりや、関係人口の創出・拡大などが求められています。 

また、平均寿命の延伸により、「人生１００年時代」の到来が現実味を帯びてきた中では、

健康寿命の延伸を図るとともに、ライフステージに応じてどのような働き方を選ぶか、就労

以外の学びや社会参加などをどのように組み合わせていくかといった生き方の選択を支え

る環境の整備が重要となっています。 

                             
1 「１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性が一生の間に産む子供の数の推計値。 

計画策定の背景（社会環境の変化） 

（１） 
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■日本の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■八王子市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合計特殊出生率・出生者数の推移 

 

  

出典：平成２７年（２０１５年）までは

総務省統計局「国勢調査」、令和２年（２

０２０年）以降は国立社会保障・人口問

題研究所「日本の将来推計人口（平成２

９年推計）」における出生中位・死亡中

位推計より作成 

出典：平成２７年（２０１５年）までは

総務省統計局「国勢調査」、令和２年（２

０２０年）以降は「八王子市まち・ひと・

しごと創生総合戦略（２０２０改定

版）」における将来推計(シミュレーシ

ョン１)より作成 

出典：東京都福祉保健局 「令和元年人口動態統計」 

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 
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⑵ ライフスタイルや価値観の多様化 

 社会環境の変化に伴い、人々のライフスタイルや価値観は多様化しています。近年では、

人とひととのつながりに対する考え方の変化や単独世帯や共働き世帯の増加などにより、

地域の町会や自治会への加入率は減少傾向にあります。一方で、地域課題は多様化・複合化

しているため、身近な地域の役割はますます重要となっており、市民同士が支えあえるつな

がりを醸成し、地域コミュニティ機能を積極的に維持・向上していく必要があります。 

 また、外国人人口の増加により様々な価値観が流入しているほか、婚姻・出産・子育てに

対する考え方なども多様化しています。高齢者や障害者も含め、誰もが様々な暮らし方や働

き方を選択でき、社会参加意欲や経験・能力を活かすことができる環境と一人ひとりが互い

の個性や人権を尊重し、認め合うことができる環境の整備が必要です。 

さらに、望むライフスタイルを実現する妨げとなる貧困やヤングケアラー2などの複雑化・

複合化した課題の解決に向け、重層的な支援体制を構築することが求められています。 

 

⑶ 新型コロナウイルス感染症の影響とポストコロナ時代の到来 

 新型コロナウイルス感染症は、令和２年(２０２０年)１月に国内で初の感染者が確認さ

れて以降、今日まで多くの感染者・死亡者が確認され、日々の生活にも大きな影響を与えて

います。感染拡大の防止のためには、国・地方公共団体・医療関係者・専門家・事業者を含

む国民が一丸となり、予防に取り組む必要があることから、国から感染拡大防止対策を取り

入れた「新しい生活様式」の発表がなされ、それぞれの立場から実践が進められています。

「新しい生活様式」の実践は、人々の価値観や行動様式に劇的な変化をもたらし、仕事や日

常生活においても、対面から非対面への転換が進んでいます。また、非対面・非接触型の社

会インフラが求められるようになり、テレワークやキャッシュレスなどデジタル化が加速

しています。他方では、自宅近くで過ごす時間が増え、身近な公園・緑地、里山などが有す

る多様な機能が再認識されるなど、質の高いオープンスペースの需要が高まっています。量

的・質的な確保と併せて、既存の他施設との連携を行うなど、「グリーンインフラ3」として

の効果を高めていくことが求められています。 

今後は、新型コロナウイルス感染症のような予測できない事象が発生した際の対応だけ

ではなく、感染症拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、今回顕在化した課題を克服し、

ポストコロナ時代の「新たな日常」を構築していく必要があります。 

  

                             
2 一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。 
3 社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能（生物の生息の場の提供、

良好な景観形成、気温上昇の抑制など）を活用すること。 

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 

（２） 

（３） 
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⑷ 自然災害の頻発化・激甚化 

 近年、地球温暖化による気候変動の影響と考えられる集中豪雨や台風の大型化などの異

常気象が、世界各国で発生しています。国内においても土砂崩れ、洪水などの災害、農作物

への被害、サプライチェーン4の断絶などが社会経済基盤に大きな影響を及ぼすとともに、

気温上昇による熱中症など人体への健康被害も深刻な問題となっています。また、首都直下

地震が今後３０年以内に７０％の確率で発生すると予測されているなど、災害対策の必要

性が高まっています。 

 本市においても、令和元年東日本台風をはじめとした台風や集中豪雨などによる被害が

近年発生しており、頻発化・激甚化する自然災害などから市民の生命と財産を守らなければ

なりません。地球温暖化を防ぐ取組を継続しつつ、将来起こり得る災害や気候変動による被

害の回避・軽減に向けて、強さとしなやかさを持ったまちを実現するため、土地利用の誘導

や市民・事業者など様々な関係者との連携・協働が求められています。 

 

⑸ 科学技術の進展 

近年の科学技術の進展は目覚ましく、インターネットと携帯電話の普及により押し寄せ

た情報化の波により、デジタル基盤の整備が進むとともに、ＡＩ（人工知能）やＩｏＴ5な

どのデジタル技術も浸透してきました。デジタル化の進展により変化する社会・経済に合わ

せて、自身の組織やビジネスモデルを変革し、デジタルを業務効率化のためだけのツールと

して実装するのではなく、新たな価値の創出に活用することによって競争上の優位性を確

立させるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）6の実行が、これまで以上に求めら

れています。 

今後到来する社会では、交通ネットワークを構築するプラットフォームであるＭａａＳ7

や自動運転などの公共交通分野、スマート農業8、ＶＲ（仮想現実）を活用した観光業、ド

ローンを活用した宅配サービス、オンラインによる遠隔診療や介護ロボットなどの医療・福

祉分野など、様々な産業を支援する新技術の誕生と利活用が期待されています。 

市民生活の利便性向上や人口減少に対応した行政運営のため、ＡＩやロボティクスなど

新たなテクノロジーを積極的に活用するスマート自治体の実現が求められています。 

                             
4 ある製品が、原料の段階から消費者に至までの全過程のつながりのこと。供給網。 
5 Internet of Things の略で、「様々な物がインターネットにつながること」「インターネットにつながる様々な物」を

指す。 
6 スウェーデンの大学教授であるエリック・ストルターマンが提唱した概念であり、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる

面でより良い方向に変化させることと言われている。 
7 マース。Mobility as a Service の略で、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数

の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や

医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な

手段となるもの。 
8 ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進している新たな農業のこ

と。 

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 

（４） 

（５） 
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＜２０４０年社会のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、令和３年（２０２１年）１０月に、「２０４０年の八王子を描く～長期ビジョ

ンの策定に向けて～」をテーマに「市民フォーラム・未来を語る」を開催しました。 

このフォーラムでは、「科学技術予測調査から見る２０４０年の八王子」と題して講演が

行われ、その中で文部科学省の「令和２年版 科学技術白書」が紹介されました。ここでは、

科学技術が進展した２０４０年の社会を想像していただく際の参考として掲載しています。 

 

 

 

  

出典：文部科学省「令和２年版科学技術白書」 

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 
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⑹ 都市構造の変化 

 人口減少・少子高齢化が進行する中、人口密度の低下が著しい地域では、公共交通や生活

利便施設などのサービス水準の維持が課題となり、また、空き家が増加し、適正に維持管理

されなければ、防災、衛生面など、生活環境の悪化、地域活力の衰退などをもたらすことが

懸念されます。 

 このような状況の中、国においては、「都市再生特別措置法」や「地域公共交通活性化再

生法」などの改正が重ねられ、居住と医療・福祉・商業などの日常生活を支える都市機能の

立地の適正化やこれらのまちづくりと連携した公共交通ネットワークの再構築を図るため

の仕組みや支援制度が創設されました。 

 人口減少と人口構造の変化に適応した都市づくりは、都市機能の集約化・コンパクト化へ

の転換とともに、消費エネルギーの削減や資源の有効活用など、地域の質を総合的に高める

ことが求められています。 

 また、既存の沿道集落においては、地域コミュニティの維持、農林業や豊かな自然環境な

どの地域資源を活用した観光など新たな産業の担い手の定住を促すことが求められており、

昨今の自然災害などを考慮した防災・減災を意識した土地利用を誘導し「新たな日常」に対

応したコミュニティを形成していく必要があります。 

 

⑺ 産業構造の変化 

 過去１０年間の日本のＧＤＰ（国内総生産）の成長率は平均０.３％となっており、経済

は成熟した段階にあります。社会の成熟化により、価値観の多様化が進んできた中、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大により、これまでの需要と供給のバランスが急激に変化し、新た

な産業を模索していかなければならない状況となりました。そのような中、これまでの経済

成長のもととなった市場の拡大を前提とした経済振興から、社会構造の変化に応じて多様

な価値観に合った、持続的に産業の創出が可能な構造への転換が求められています。さらに、

終身雇用制度からの転換や副業・兼業の増加など、雇用のあり方も変化しています。 

 本市においては、令和２年（２０２０年）に「霊気満山 高尾山～人々の祈りが紡ぐ桑都

物語～」のストーリーが都内で唯一の日本遺産に認定されたことに加え、令和４年（２０２

２年）には「東京たま未来メッセ（東京都立多摩産業交流センター）」がオープンします。

また、リニア中央新幹線は、令和９年（２０２７年）に東京・品川～名古屋間の開通を目標

としており、本市は中間駅の周辺エリアとなります。これら知的対流拠点9としての本市の

ポテンシャルを活かした交流人口の増加のほか、関係人口の増加による地域経済の持続的

成長や活性化などが求められています。 

                             
9 地域の魅力ある「しごと」の内発的な創出・発展に向けて、自治体や地域の様々な主体が連携して知恵やアイデアを出

し合い、実際の活動に昇華させていく場。 

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 

（６） 

（７） 
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⑻ 厳しさを増す地方財政 

地方公共団体の財政は、社会保障制度に基づき支出される扶助費が高齢化などにより増

加する一方で、歳入の大宗をなす地方税は、人口減少に伴う減収が見込まれ、非常に厳しい

環境にあります。 

また、高度成長・安定成長期に整備された道路・橋梁や上下水道などの生活インフラ、学

校や図書館などの公共施設の維持・更新が課題となっているほか、多様化・複合化する地域

課題にも対応していく必要があります。 

このような状況の中、本市がより安定的に行政サービスの提供を行うためには、デジタル

技術の活用や周辺の地方公共団体との広域連携を行うなど、効率性を高めていくことが不

可欠です。 

 さらに、様々な主体が継続的にまちづくりに関わる仕組みを構築することで、公共の担い

手を増やし、一層の協働によって持続可能な行財政運営を推進していくことが求められて

います。 

 

⑼ 地方分権の進展 

 日本の行政システムは、長い間、国が政策を決めて、地方公共団体がそれを担い仕事を進

める「中央集権型」体制が続いていました。このような中央集権型の体制により、日本は明

治以降の近代化や戦後の経済復興、高度経済成長を成し遂げてきました。しかし、地域社会

を取り巻く情勢が大きく変わり、それまでのような中央集権的な体制では、個別の課題を解

決していくことが困難になってきました。 

そこで、国と地方の役割分担を進め、国は外交や防衛などの国でなければ果たせない役割

を担い、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることで、地方公共団体による地域の実

情に応じたきめ細かな対応が実現できるよう、今まで国に集中していた財源や権限を地方

に分ける「地方分権」の推進が図られることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：八王子市 ホームページ 

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 

（８） 

（９） 
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本市は、これまで、保健所政令市や景観行政団体への移行をはじめ、積極的に都から事

務権限の移譲を受け、市の実情に合った独自の基準を反映した条例を策定するなどの成果

を上げてきました。 

このような「自らのまちのことは自ら決める」という地方分権の考えに基づき、さらなる

権限移譲を求め、平成２７年（２０１５年）４月１日に都内初の中核市となりました。移行

をきっかけに、本市が誇る「市民力・地域力」を活かし、ワンランク上のまちづくりを進め

ています。 

 今後は、中核市としての権限を最大限活かしながら、引き続き団体自治の拡充を図るとと

もに、地域が主体的に活動する「地域づくり」を通して、八王子ならではの住民自治を確立

していきます。 

 

⑽ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）は、平成２７年（２

０１５年）９月の「国連持続可能な開発サミット」で採択された「持続可能な開発のための

２０３０アジェンダ」に記載された、１７のゴール及び１６９のターゲットからなる国際的

な開発目標です。地球上の誰一人として取り残さないことを誓い、経済・社会・環境をめぐ

る広範囲な課題に対する総合的な取組が示され、地球規模での推進が図られています。 

本市の基本理念「人とひと、人と自然が響き合い、みんなで幸せを紡ぐまち八王子」に基

づき定めた６つの都市像の実現に向けた取組は、ＳＤＧｓの理念と方向性が一致していま

す。八王子市は、基本計画を推進することで、ＳＤＧｓの達成に貢献しています。 

  

３．計画策定の背景（社会環境の変化） 

（10） 
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４ みんなで目指す２０４０年の姿 

 

２０４０年までの目標として１１のみんなで目指すわがまち八王子の２０４０年の姿を

定めました。 

一人ひとりの市民が未来のことを考え、行動していく中では、明確化した目標を共有する

ことが大切であるため、多くの市民の声を聞き、“市民の暮らしや理想の状態”で表現して

います。市民や大学、企業などと目標を共有し、協働のまちづくりを進めることで、「都市

像」を実現していきます。 

 

＜みんなで目指す２０４０年の姿一覧＞ 

⑴ 人とひと、人と地域など多様なつながりを実感し、ほっとする住みよいまちをみんなで

つくっている。 

⑵ 住み慣れた地域で元気に年を重ね、人生１００年時代を活き活きと暮らしている。 

⑶ それぞれの個性を互いに認めあい、それぞれが望むフィールドで活躍している。 

⑷ ワクワク感を持って、「やりたい！」に挑戦でき、笑顔で自分のみちを歩んでいる。 

⑸ 子どもの幸せをみんなでわかちあい、安心と喜びを持って子育てしている。 

⑹ 一人ひとりが高い防災意識を持ち、互いに支えあいながら、強さとしなやかさを持った

まちで安心して暮らしている。 

⑺ 行きたいときに、行きたいところへ簡単にアクセスでき、便利で快適な生活を送ってい

る。 

⑻ 地域産業のイノベーションによって、より便利で豊かな生活を享受して暮らしている。 

⑼ お気に入りの「ふるさと八王子」の魅力を発信し、世界が「Hachioji」の魅力を体感し

ている。 

⑽ 地球規模で考え、地域で実践し、環境負荷ゼロのまちを目指しながら暮らしている。 

⑾ 自然と調和したまちで、みどりあふれる美しい空間を満喫しながら心豊かに暮らして

いる。 

  

みんなで目指す２０４０年の姿 
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次ページから、それぞれの「みんなで目指す２０４０年の姿」について、以下の項目を記

載しています。 

 

＜都市像＞ 

「みんなで目指す２０４０年の姿」は、基本構想に掲げる全ての「都市像」の実現につ

ながるものです。ここでは、「みんなで目指す２０４０年の姿」の実現が、最も貢献する

「都市像」を濃色で示しています。 

 

＜背景＞ 

 「みんなで目指す２０４０年の姿」を掲げる際に意識した社会背景 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

 「みんなで目指す２０４０年の姿」の実現に向けた市の２０４０年までの取組の方向性 

  

４．みんなで目指す２０４０年の姿 
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⑴ 人とひと、人と地域など多様なつながりを実感し、ほっとする住

みよいまちをみんなでつくっている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

 ・人口減少・少子高齢化の進行による担い手不足などに起因した地域活力の低下 

・高齢者世帯や単独世帯などの増加 

・つながりに対する考え方やライフスタイルの多様化による地域コミュニティの希薄化

などの地域社会の変化 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

 ・地域共生社会の実現に向けた持続可能な住民主体のまちづくりの推進 

 ・社会的孤立防止に資する関係構築（実感できるつながりに向けた交流の創出） 

  -交流の創出に向けた目的にとらわれない居場所づくりやつながる機会の創出 

  -バーチャルを活用したつながりのきっかけづくりや交流の創出 

・義務感のないゆるやかなつながりから始まるコミュニティの活性化  

 

  

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （１） 



20 
 

⑵ 住み慣れた地域で元気に年を重ね、人生１００年時代を活き活

きと暮らしている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

・人生１００年時代の到来による健康寿命延伸の必要性の高まり 

・高齢者の増加、生産年齢人口の減少による労働力不足の深刻化や社会保障費（年金・医

療費など）の増大 

 ・高齢者世帯や単独世帯などの増加 

 ・認知症高齢者、要支援認定者・要介護認定者の増加 

 ・８０５０（９０６０）問題10、老老介護などの社会的課題 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

 ・地域共生社会に向けた人とひととのつながりと笑顔で支えあえる関係づくり 

・地域包括ケアシステム11の推進による一人ひとりが「望む生活」の実現 

・セルフケア能力の向上に向けた幼少期からの切れ目ない健康づくりの推進 

 ・自然に健康でいられるきっかけ・環境・都市づくり 

 ・社会参加促進と地域資源の充実による生きがいづくり 

 ・地域医療体制の強化 

 

  

                             
10 ８０歳代の高齢の親と、５０歳代の子どもの組合せによる、社会的孤立などの問題。背景に、家族や本人の病気、親

の介護、離職（リストラ）、経済的困窮、人間関係の孤立など複合的課題を抱えている。親子の高齢化・長期化により、

９０６０問題へと移行し始めている。 
11 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい、健康づくり、

予防、見守り、介護、生活支援、医療が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供体制。 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （２） 



21 
 

⑶ それぞれの個性を互いに認めあい、それぞれが望むフィールド

で活躍している。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

 ・ライフスタイルや家族形態の変化による価値観の多様化 

 ・外国人人口の増加 

 ・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催（多様性と調和への期待） 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

 ・「知る」から始まる心のバリアフリー推進によるノーマライゼーション12社会の実現 

 ・誰もが安心して暮らせるユニバーサルデザイン13のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
12 障害者など社会的に不利益を受けやすい人々が、社会の中で他の人々と同じように生活し、活動することが社会の本

来あるべき姿（ノーマルな姿）であるという考え方のこと。 
13 年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるよう生活環境その他の環境を作り

上げること。 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （３） 



22 
 

⑷ ワクワク感を持って、「やりたい！」に挑戦でき、笑顔で自分の

みちを歩んでいる。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞     

・予測困難な時代における教育で育むべき資質・能力の変化 

 ・人生１００年時代の到来による生涯学習・リカレント教育の必要性の高まり 

 ・科学技術の進展や新型コロナウイルス感染症による働き方・学び方の変化 

 ・終身雇用制度からの転換や副業・兼業の増加などの雇用のあり方の変化 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

 ・社会の変化を見据えた子どもたちの「生きる力」の育成 

 ・生涯学習の推進によるつながり・生きがいの創出と学習成果の活用 

・キャリア形成・生涯現役に資するリカレント教育の推進 

・自然体験の充実及びデジタル技術や大学などを活用した学習機会の拡大 

・働き方を選択できる環境づくりの推進 

 ・個人の知識・能力を地域に還元する仕組みづくり 

 

 

 

 

  

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （４） 



23 
 

⑸ 子どもの幸せをみんなでわかちあい、安心と喜びを持って子育

てしている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

・少子化の進行 

 ・核家族世帯の増加 

 ・障害児や外国人家庭など配慮が必要な子ども・家庭の顕在化 

・子どもの貧困、低所得世帯やひとり親世帯の困窮、児童虐待、教育格差、ダブルケア14、

ヤングケアラー2などの社会的課題 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

・地域や子育て世代同士のつながりの醸成による負担感・孤立感の軽減 

・切れ目のない多面的な子育て支援の強化 

 ・働き方を選択できる環境づくりの推進 

 

     

                             
14 晩婚化と出産年齢の高齢化により、育児と介護に同時に携わる際の負担などの問題。 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （５） 



24 
 

⑹ 一人ひとりが高い防災意識を持ち、互いに支えあいながら、強さ

としなやかさを持ったまちで安心して暮らしている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

・首都直下地震などの発生リスクや気候変動に伴う自然災害の頻発化・激甚化 

・人口減少・少子高齢化の進行や地域コミュニティの希薄化による自助・互助・共助機能

の低下 

・高齢者をはじめとする災害弱者（災害時要援護者）への対応の必要性の高まり 

    

＜実現に向けた方向性＞ 

・先端技術やグリーンインフラ 3を活用したレジリエント15なまちづくりの推進 

・災害履歴やリスクを踏まえた土地利用や施設整備の推進 

 ・減災に資するみどりの適正管理の促進 

 ・自助・互助・共助を支える防災情報伝達の強化 

 ・つながりの広がりや多様な連携による地域防災力の強化 

 

 

 

 

 

 

  

                             
15 強靭さ・復興力。（ここでは「災害に対する強靭さ、しなやかに変化に対応できる持続可能性」として使用） 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （６） 



25 
 

⑺ 行きたいときに、行きたいところへ簡単にアクセスでき、便利で

快適な生活を送っている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

・人口減少・少子高齢化の進行による都市のスポンジ化及び公共交通サービスの縮小

（交通空白地域の増加） 

 ・環境にやさしい低炭素な交通への展開気運の高まり 

 ・カーシェアリングや駐車場マッチングサービスの広がり 

 ・道路・橋梁の老朽化 

 ・自動運転車などの先端技術の進展 

  

＜実現に向けた方向性＞ 

・ライフスタイル、地域特性に応じた都市の集約化・コンパクト化の推進 

・誰にでも使いやすい持続可能な公共交通システムの構築及び新たな移動手段の戦略的

活用 

・中心市街地などの回遊性及び安心・快適な歩行空間の確保 

・道路を活用した賑わい溢れるコミュニティ空間の創出 

・自動運転やМａａＳ7など先端技術の活用に向けたスマートシティの推進 

  

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （７） 



26 
 

⑻ 地域産業のイノベーションによって、より便利で豊かな生活を

享受して暮らしている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

・人口減少・少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少 

 ・東京都立多摩産業交流センターやリニア中央新幹線による更なる人材交流の活発化 

 ・圏央道をはじめとする広域交通の進捗 

 ・インターネット上での電子商取引の普及、Society 5.016時代の到来、第４次産業革命17

の進展 

 ・人口減少・少子高齢化を背景とした商業や交通網の変化などによる買い物難民の増加 

 ・働き方の変化による居住に対する選択肢の増加 

 ・国が「２０５０年カーボンニュートラル18に伴うグリーン成長戦略19」を策定 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

・企業の競争力を高める産学官の共創によるイノベーションエコシステム20の構築 

 ・女性、高齢者、障害者、外国人など多様な人材を活かす戦略的な人材活用を推進（ダイ

バーシティ経営21） 

 ・テレワーク・ワーケーションなど新たな働き方への対応 

 ・社会的課題・地域課題解決のための新たなビジネスの創出  

・既存企業の持続可能性確保に向けた新しい価値の創出、事業継承、生産性向上の推進 

・企業ニーズを踏まえた産業系土地利用誘導（受け皿づくり）の推進 

                             
16 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課
題の解決を両立する、人間中心の社会。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、
情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもの。 
17 １８世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第 1 次産業革命、２０世紀初頭の分業に基づく電力を用
いた大量生産である第２次産業革命、１９７０年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化
である第３次産業革命に続く、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩのようないくつかのコアとなる技術革新を指す。 
18 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合
計を実質的にゼロにすること。 
19 国が掲げる「２０５０年カーボンニュートラル」への挑戦を、「経済と環境の好循環」につなげるための産業政策 
20 行政、大学、研究機関、企業、金融機関などの様々なプレーヤーが相互に関与し、絶え間なくイノベーションが創出
される、生態系システムのような環境・状態。 
21 多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造に
つなげている経営 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （８） 



27 
 

⑼ お気に入りの「ふるさと八王子」の魅力を発信し、世界が

「Hachioji」の魅力を体感している。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

・高尾山をはじめとする豊かな自然、長い歴史や文化、伝統産業など多岐にわたる観光資

源を有する地域特性 

・資源回収など政策分野における先導的な取組の実績 

・人口減少・少子高齢化による地域づくりの担い手不足に対する交流人口・関係人口への

期待の高まり 

・桑都・八王子の歴史文化を高尾山との結びつきで物語るストーリー「霊気満山 高尾山

～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」の日本遺産認定 

 ・ＭａａＳ7の概念の登場や観光に活用できるデジタル技術の進展 

      

＜実現に向けた方向性＞ 

 ・交流人口・関係人口の増加に向けたターゲティングによる観光・ＭＩＣＥ22の推進 

 ・観光資源の洗練化及び潜在的な観光資源の発掘 

・歴史・文化などの魅力の発信による愛着や誇りの醸成  

 ・世界を魅了するシティプロモーションの推進 

 ・八王子のファンを巻き込んだ情報発信の促進 

  

                             
22 企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会

議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれ

るビジネスイベントなどの総称です。 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （９） 



28 
 

⑽ 地球規模で考え、地域で実践し、環境負荷ゼロのまちを目指しな

がら暮らしている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

 ・地球温暖化による気候変動リスクの高まり 

 ・ＳＤＧｓの浸透による環境問題への意識の高まり 

・国が令和３２年（２０５０年）までにカーボンニュートラル 18を目指すことを宣言 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

 ・再生可能エネルギーの導入推進・普及 

 ・グリーンイノベーション23の積極的な導入 

 ・環境配慮行動の定着に向けた環境教育・環境学習の推進及び事業者支援 

 ・３Ｒ24の推進による循環型社会の実現 

 ・都市の集約化・コンパクト化によるエネルギーの効率化 

・温室効果ガスの吸収源としてのみどりの保全・創出 

 

 

 

 

  

                             
23 革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の加速化・新技術の創出を行い、その研究開発成果の実利用・普及を強力

に推進するために社会システムの転換を図り、これを通じて産業・社会活動の効率化、新産業の創造や国民生活の向上

に資するもの。 
24 廃棄物などのリデュース（Reduce：廃棄物の発生自体を抑制すること【発生抑制】）、リユース（Reuse：使い捨てせず、

繰り返し使用すること【再使用】）、リサイクル（Recycle：廃棄物などを再生利用すること【再生利用】）の３つの頭文

字をとった呼称。 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （10） 
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⑾ 自然と調和したまちで、みどりあふれる美しい空間を満喫しな

がら心豊かに暮らしている。 
 

＜都市像＞ 

①みんなで担う公共と協働のまち 

②健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

③活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

④安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

⑤魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

⑥一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 

 

＜背景＞ 

 ・高尾山をはじめとした豊かな自然（森林、里山、河川など）のある地域特性 

 ・市街化によるみどりの減少 

 ・担い手不足などによる農林業の衰退や生産緑地の減少 

 ・自然豊かで良好な環境を求める価値観の高まり 

 

＜実現に向けた方向性＞ 

  ・水循環の再生や防災など、様々な分野においてのグリーンインフラ 3の活用 

 ・森林資源や緑地の保全と利用促進による森林などの循環の強化 

 ・農業関連施策による農地の保全と活用 

 ・持続可能な都市農業による地産地消の推進 

・学びや憩い、活動の場としてのみどりの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．みんなで目指す２０４０年の姿 

 （11） 
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５ 未来を拓
ひら

く原動力 
 

本市では、「八王子ビジョン２０２２」に基づき、「人とひととの支えあい、つながり」と

市民・行政の互いの役割と責任ある行動による「協働」を柱として市政運営を行ってきまし

た。その中では、本市が誇る市民力・地域力に支えられ新たなステージを迎える「市民との

協働」を掲げて、地域コミュニティ活動の支援や、市民参加しやすい環境整備、様々な市民

や団体の特性を活かした市民協働の推進など、市民自治の推進に取り組んできました。 

今後の社会環境の変化を踏まえると、今まで以上に様々な主体と一丸となり対応してい

く必要があるため、「長期ビジョン」では、これまでの柱を継承しつつ、より発展的に捉え

た内容を「未来を拓く原動力」として掲げ、取組を加速化させていきます。 

 

⑴ 地域自治 

 子ども・子育て支援、防災・減災対策、防犯対策など、地域課題の中心はより住民に身近

なものへと変わってきているため、地域の実情に合わせた対応がこれまで以上に必要です。

地域のことを地域自らが決め、それを実行する「地域自治」の推進により、地域課題の解決

を図っていきます。 

 

⑵ 共創 

 生産年齢人口の減少に伴う働き手不足による医療・介護問題や公共交通ネットワークの

縮小、消費市場の規模縮小による地域経済の衰退、さらには気候変動とともに深刻化する災

害対応など、社会的課題・地域課題は多様化・複合化していくことが予想されます。 

これらの課題に対応していくためには、行政のリソースだけでは、限界が見られるように

なっており、多様な主体が持つ特性を紡ぎ、互いの知恵とノウハウを共有し、新たな価値を

創造する「共創」を基盤として施策を展開していくことが重要となります。民間事業者、大

学などとの連携による「共創」により、社会的課題・地域課題の解決を図っていきます。 

  

未来を拓
ひ ら

く原動力 

（１） 

（２） 
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６ 変革のキーワード 

 

地域経営の変革に向け、社会や行政のあり方を再構築する取組を全施策共通のキーワー

ドとして定めました。 

 

⑴ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 

 本市におけるデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）とは、デジタル技術やデータ

を活用して、市民視点に立って行政サービスを変革し、新たな価値を創出するものです。 

 本市ではこれまでも、業務効率化を図るための業務プロセスのデジタル化や一部手続の

オンライン化などに取り組んできましたが、ＤＸにおいては、デジタル技術やデータを活用

して、市民視点で業務を検証・見直し、行政サービスのあり方を再構築することが求められ

ています。 

 単に手続をオンライン化するだけではなく、申請手続き自体を不要とし、該当する市民に

漏れなくサービスを提供するように仕組みを抜本的に変えていくなど、誰もが分かりやす

く使いやすい、ニーズにマッチした質の高いサービスを実現し、市民の生活をより豊かにす

るため、ＤＸに取り組みます。 

 

⑵ カーボンニュートラル 

 令和２年（２０２０年）１０月、国は令和３２年（２０５０年）までに温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。「排出を

全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、

植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意

味しています。カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減並び

に吸収作用の保全及び強化をする必要があります。 

 このカーボンニュートラルへの挑戦が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成

長につながるという発想で取り組んでいくことが重要です。本市が有する森林資源や水資

源、里山などの豊かなみどりの保全・活用はもとより、市民一人ひとりのライフスタイルの

転換など、全市一丸となって取組を推進するべく、令和３２年（２０５０年）のカーボンニ

ュートラル実現に向けて取り組みます。 

 

※ 人為的なもの 

 

  

変革のキーワード 

（１） 

（２） 
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７ 重点テーマ及び取組方針 

 

「みんなで目指す２０４０年の姿」の実現に向け、令和１２年度（２０３０年度）までに

重点的に取り組む内容を定めました。 

 

⑴ 未来の主役づくり 

～テーマに込めた思い～ 

未来を担うのは子どもから高齢者までの一人ひとりの市民です。一人ひとりが主役であ

るまちの実現には、健康で周囲の支えあいのもと、つながりによる安心の中で自分のみちを

あるけるようになることにとどまらず、個々のできる範囲での社会参加を通じて支える側

になっていくことで、心の豊かさや生きがいを得ていくことが重要です。 

一人ひとりが主役であるまちの実現により、個人の成長だけではなく、地域の未来にもつ

ながる好循環を生み出し、地域コミュニティの活性化、地域や八王子への愛着や誇りの醸成

につなげていきます。 

 

【取組方針】 

ア 地域全体で子育てを支えるとともに、切れ目のない質の高い教育を通して、未来を

担う子どもの「生きる力」を育みます。 

 

イ 多様な学びの機会を創出し、誰もが働きやすく、社会参加できる環境を整えること

で、一人ひとりの「自己実現力」を育みます。 

 

ウ 自然に健康でいられる環境と地域医療体制を整備するとともに、セルフケア能力を

高める支援を通して、一人ひとりの健康を育みます。 

  

重点テーマ及び取組方針 

（１） 



33 
 

⑵ 未来へのつながりづくり 

～テーマに込めた思い～ 

 現在、地域課題は多様化・複合化してきており、解決のためには今まで以上にきめ細かい

対応が求められることから、地域共生社会実現に向けた地域づくりの重要性はさらに高ま

っています。また、人口減少を想定した中では、市民の郷土愛を育み、本市に住み続けても

らうことに加え、本市に魅力を感じ、地域の人々と関わり地域のために動こうとする関係人

口や、本市を訪問先や居住地として選択をする交流人口を増加させていく必要があります。 

一方で、社会的課題への対応を捉えた場合には、様々な関係機関との連携を強化・創出し、

シナジー効果を最大限高めていくことが重要です。 

地域の魅力を活かして進める地域づくりの推進により、多様化・複合化した地域課題の解

決を図るとともに、未来へつなぐ地域の活性化を図ります。 

 

【取組方針】 

ア 多様かつ複合化した地域課題の解決に向け、市民力・地域力をもとにして、地域が

主体的に支えあえる「地域づくり」を推進します。 

 

イ 日本遺産をきっかけとして、桑都文化を磨き上げ、地域活動や地域の産業・経済の

活性化を図るほか、豊富な資源を活用した地域主体の観光まちづくりを推進します。 

 

ウ 豊かな産業資源の優位性や学園都市としての知の集積を活かし、産学官民連携で革

新的なイノベーションによる価値創造を目指します。 

 

  

７．重点テーマ及び取組方針 

（２） 
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⑶ 未来に続く都市づくり 

～テーマに込めた思い～ 

 本市は、豊かな自然環境、地理的優位性と交通の利便性に恵まれ、大学や産業が集積する

首都圏西部の中核都市として発展を続けてきました。 

一方で、東日本大震災を教訓とする防災意識の高まりや人口減少・少子高齢化の進行、地

球規模での環境問題の深刻化など、社会情勢や本市を取り巻く都市環境は、大きな転換期に

直面しています。 

市民の安全・安心につながる強靭なまちづくりを推進するとともに、都市の快適性の向上、

地域経済発展に資する産業振興、環境への配慮・自然との調和に向け、ハードとソフトの両

面からこれまで以上に注力することで、次世代に引き継いでいくことのできる、未来に続く

持続可能な都市を形成していきます。 

 

【取組方針】 

ア 自助・互助・共助の連携強化を図るとともに、自然や先端技術を活用し、災害の脅

威から市民の命を守る強靭なまちづくりを推進します。 

 

イ にぎわいと活力を生み出すため、新産業分野の事業創出や既存産業への支援を行う

ほか、公共交通の充実とともにウォーカブルなまちづくりを推進します。 

 

ウ 自然環境と都市機能が調和した都市の実現に向け、再生可能エネルギーの導入推

進・普及など持続力を生み出す取組を推進します。 

 

    

  

７．重点テーマ及び取組方針 

（３） 



35 
 

８ 参考（主な意見聴取一覧） 

⑴ ワークショップ 

 ア 中学校区別ワークショップ 

 期間：令和２年（２０２０年）１２月～令和３年（２０２１年）７月 

  対象：全３７中学校区 

  人数：６５３名（延べ人数） 

内容：「２０年後のありたい姿」とその実現に向けて「必要なこと」 

 イ 高校生ワークショップ 

  期間：令和２年（２０２０年）１０月・１１月 

  対象：市内高等学校生徒 

人数：８校１５名 

内容：市のありたい姿とその実現に向けて大切なもの 

ウ 大学生ワークショップ  

  期間：令和２年（２０２０年）１０月・１１月 

  対象：市内大学生 

人数：６大学２１名 

内容：市のありたい姿とその実現に向けて大切なもの 

 

⑵ アンケート調査 

 ア 長期ビジョン策定に向けた市民アンケート調査 

  期間：令和３年（２０２１年）１月１５日～１月３１日 

  対象：無作為抽出した１６歳以上の市内在住者５,０００名 

  回答：２,４１８名（有効回収率４８.４％） 

  内容：日常生活の実態、自身の将来に関する認識、本市の現在と将来に関する認識 

イ 長期ビジョン策定に向けたＷＥＢアンケート調査               

期間：令和３年（２０２１年）３月１日～３月３１日 

対象：市内在住者及び交流人口や関係人口など本市に関わりがある方 

回答：１,０３７名 

内容：日常生活に関すること、自身及び市の将来に関すること、結婚・出産・子育てに

関することなど 

 ウ 長期ビジョン策定に向けた小・中学生アンケート調査            

  期間：令和３年（２０２１年）６月２８日～７月２１日 

  対象：市立小学校及び義務教育学校児童４～６年生１３,６６５名 

     市立中学校生徒１～３年生及び義務教育学校生徒７～９年生１３,１０８名 

  回答：市立小学校及び義務教育学校児童４～６年生７,０３８名 

（有効回収率５１.５％） 

市立中学校生徒１～３年生及び義務教育学校生徒７～９年生８,０６１名 

（有効回収率６１.５％） 

  内容：市への定住意識に関すること、市の将来に関すること 

参考（主な意見聴取一覧） 
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 エ ふるさと納税者アンケート調査（実施中） 

   期間：令和３年（２０２１年）４月～１２月 

   対象：本市にふるさと納税を行った市外在住者  

   内容：本市への訪問の有無や地域資源の魅力に対する認識など   

    

⑶ 「（仮称）はちおうじ未来デザイン２０４０」懇談会（開催中） 

期間：令和３年（２０２１年）９月～令和４年（２０２２年）３月 

構成：１６名（学識経験者、市内活動団体、ワークショップ参加者など） 

内容：長期ビジョン素案（案）に対する意見聴取など

８．参考（主な意見聴取一覧） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）はちおうじ未来デザイン２０４０ 素案 
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令和４年（２０２２年）１月 

 

発 行 八王子市 

編 集 八王子市 未来デザイン室 

所在地 〒１９２－８５０１ 

八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

電 話 ０４２－６２６－３１１１（代表） 

０４２－６２０－７３０７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－６２７－５９３９ 


