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  八王子市都市政策研究所の紹介と平成 22 年度の活動状況 

                     八王子市都市政策研究所 

◆設置の趣旨◆ 

 平成 22 年４月、八王子市都市政策研究所（以下、「研究所」とする。）は、総合政策部政策審

議室内に組織内シンクタンクとして誕生した。その前身であり、市政に関する調査・研究活動

を行ってきた市長の私的諮問機関である八王子市都市政策研究会議は、平成 15 年に設置され、

これまで調査研究に基づく市長への政策提言や成果報告会の開催などを行ってきており、提言

の一部は既に実行に移されるなど、一定の研究成果を挙げたうえでその活用・実現を果たして

きた。しかし、昨今の社会経済情勢の急激な変化にあたり、新たな時代に対応する先駆的政策

や施策を広く調査研究し、その具体化を図るためには、専門的知識の確保や調査研究能力の向

上を中心とした組織的対応が必要であることから、改組・体制強化を行ったものである。 

 

◆役割と機能◆ 

組織内シンクタンクとして実現に直結した政策提案を行うため、その役割は、政策審議室の

本来的機能である「新規施策の立案」や「特命事項の調査研究」を強化しつつ、その一部を担

うことである。また、基礎自治体の企画部門には新たな役割として、各所管が政策立案するに

あたっての協議・相談に応じることやストックしているデータの提供、学識経験者との橋渡し

などを通じ、全庁的な政策形成能力の向上に寄与することも求められている。こうした役割を

発揮するために、以下に示す各機能を相互に関連を持たせつつ活動を行っている（図表１）。 

 

図表１ 八王子市都市政策研究所の機能と役割 

役割１：政策の開発 

実効性ある政策の開発を目指し、以下の２つの機能を柱とした活動を行う。 

機能 活動の内容 

調査研究機能  
社会調査などによる独自データの収集／文献調査などによる最新情報の収集 

実務経験者・学識経験者等からの指導を踏まえた研究・分析 

政策・情報蓄積機能  
新規政策課題の先行的情報収集／統計情報等の収集・整理 

庁内外におけるネットワーク構築／先進的政策や研究成果の蓄積 

 

役割２：政策の発信 

 開発した政策の実現と職員の政策形成能力向上を目指し、以下の３つの機能を柱とした政策

の発信を行う。 

機能 活動の内容 

政策提案機能  市長への提案・報告・所管部への提案／広く社会へ向けた政策提案 

政策・情報発信機能  理事者への情報発信／庁内及び担当課への情報発信／外部への情報発信 

政策助言機能  各部事業への助言／各部事業への技術的支援／庁内研修の開催・支援 

●都市政策研究所事務局から 
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◆研究テーマ◆ 

 平成 22・23 年度の研究テーマは次のとおりであり、22 年度の研究報告については本誌に掲

載されているとおりである。 

 

（１）『八王子市に求められる事務権限とその効果的な活用について 

～地方分権進展への対応～』【本誌 pp.19-42 参照】 

【目的】 

市町村への事務権限の移譲に関する情報を収集・蓄積し、本市に求められる事務権限

移譲のあり方等を研究する。 

現在、地方分権の動き自体に関しては、政権運営をめぐる政府の動きが安定しないこ

ともあり様々な評価・意見が示されているが、「基礎自治体にとっての地方分権の意義」

自体は変わるものではない。本市としても地方分権に関する積極的かつ適切な考え方を

構築していくことが引き続き必要であり、これまで以上に地域の課題を主体的に解決し

ていく姿勢が強く求められている。事務権限を、法令に従ってただ受け入れるのではな

く、「八王子市が求める事務権限は何か」という視点から主体的に構想し、積極的に情

報発信していくことこそが、実のある地方分権改革の実現に向けた基礎自治体の立場と

して不可欠なことであると考え、今後想定される事務権限移譲への対応戦略を構築すべ

く一定の先行的検討を行うものである。 

【概要】 

内閣府の地方分権改革推進委員会による勧告や地域主権戦略大綱を踏まえ、市民生

活に大きく関連する事務権限を取り上げ、事例研究を行う。庁内各部署への照会・ヒ

アリングや他市の視察等を通して現場の実態を把握するとともに、事務権限の移譲を

受けるメリットや課題を整理し、権限を活かした特色あるまちづくりを行う判断材料

とする。 

①八王子市、政令市、中核市、（特例市）、一般市の所掌事務の範囲を比較する 

②八王子市が都から特例で移譲されている事務の把握 

③分析の枠組みと課題の検討 

④各所管へのヒアリング 

⑤東京都へのヒアリング 

⑥他自治体への視察・ヒアリング 

⑦東京都・本市における地方分権改革の経緯確認 

 

（２）『より豊かな高齢社会を目指して～八王子の未来を考える～』【本誌 pp.43-88 参照】 

【目的】 

     中・高年齢層市民の生活実態や生活意識、地域での活発な活動や取り組みの現状を

調査・研究することによって、より豊かな高齢社会の実現に必要な条件を探り、政策

形成の基礎資料とすることを目的とする。 

高齢社会の到来については悲観的な見方がなされることもあるが、本来長寿化の実

現は歓迎すべきことである。高齢社会の到来を正面から受け止め、「高齢者が地域社会

でいかに豊かな暮らしをしていくことができるのか」という問いに答えていくことは、

ひいては「市民の豊かな暮らし」や「住みやすいまちづくり」を考えることにもつな
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がるものである。中・高年齢層にとっての「幸福な老い」や「生きがい」とはどのよ

うなものか、人と人とのつながりや結びつき、社会的役割の量や質の違いがそれらに

どのような影響を与えるのかについてアンケートでたずねるとともに、高齢者が実際

に主体となって活動している団体への聞き取り調査を行うことを通して、高齢社会が

抱える課題の改善に向けての複合的アプローチを模索する。 

【概要】 

平成 22 年度は、次の２つの調査を実施した。 

①高齢社会の全体的な傾向・実態を把握することを目的とした市民へのアンケート調査

（量的社会調査） 

②高齢社会の課題が集約しているとみられる町会・自治会、市民活動団体等への聞き取

り調査（質的事例調査） 
 

具体的には、無作為抽出により 50 歳以上の中高年世代 3,000 人へのアンケート調

査を行い、実際の生活実態や近所づきあい、地域との関わり等についてたずねた。回

収率は 70％と高く、市民の関心の高さをうかがわせた（単純集計結果・クロス集計結

果については、『八王子市における中高年世代の生活実態と生活意識に関する調査報

告書 平成 22 年 12 月』参照）。ヒアリング調査については、町会･自治会、市民活動

団体、ＮＰＯへ個別に聞き取り調査を行いそれぞれの現場の課題や実態把握に努めた。 

 

◆23 年度の研究計画◆ 

 平成 23 年度の主な研究計画は次のとおりである。 
 

【地方分権】 
・平成 22 年度研究に追加する形で、平成 23 年度は「八王子市に求められる事務権限」を選定

し、取りまとめる。また、事務権限の移譲を既に受けた自治体を調査し、今後の権限移譲に

際しもっとも効果的な方法を模索する。 

【高齢社会】 

・調査から得られたキーワード「社会参加」を基軸に、市民団体へのヒアリング調査およびア

ンケート調査の自由記述欄を分析し、アンケートの調査結果と併せて提言として最終報告書

を取りまとめる。 

 

◆これまでの主な活動◆ 

（１）都市政策アドバイザーの羽貝教授、前田教授による地方分権に関する庁内夜間自主研修 

（平成 22 年 11 月・本誌 pp.7-18 参照） 

＊首都大学東京大学院の羽貝正美教授、東海大学の前田成東教授には、都市政策ア

ドバイザーとして運営委員会への出席をお願いしているほか、調査研究に際して

定期的に指導を受けている。 

（２）事務移譲に関する庁内研修会の実施（平成 22 年 11 月） 

（３）「中高年世代の生活実態と生活意識に関する調査報告書」を発行（平成 23 年１月） 

（４）都市政策研究所運営委員会の開催（平成 22 年度：７回 次頁及び図表２参照） 

（５）都市政策アドバイザーによる研究指導（平成 22 年度：14 回 次頁参照） 
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≪研究所運営委員会≫ 

回 開 催 日 開 催 内 容 

第１回 平成 22 年４月 22 日
・委員挨拶及び事務局紹介 

・今後の研究に関するオリエンテーション 

第２回 ４月 28 日 ・研究テーマの選定について 

第３回 ６月 ３日
・研究テーマの決定と年間活動予定について 

・一括交付金制度に対する八王子市の考え方について 

第４回 ７月 ８日
・高齢社会アンケート調査・聞き取り調査骨子（案）について

・地方分権の今後の予定について 

第５回 11 月８日

・地方分権（事務権限移譲）の研究活動について 

・高齢社会の研究状況について 

・地域分析の推進に向けて（提言・案） 

・『まちづくり研究はちおうじ 第７号』について 

第６回 平成 23 年１月 13 日
・事務移譲の中間報告書・移譲事務検討シートについて 

・高齢社会アンケート調査報告書について 

第７回 ３月 30 日
・事務移譲・高齢社会の中間報告書について 

・23 年度の研究計画について 

≪都市政策アドバイザー指導≫ 

回 開 催 日 開 催 内 容 

第１回 平成 22 年５月 13 日 ・研究計画について 

第２回 ５月 24 日 ・研究内容について 

第３回 ６月 10 日 ・高齢社会の調査内容について 

第４回 ６月 24 日 ・高齢社会の調査内容・地方分権の研究工程について 

第５回 ７月 ８日 ・高齢社会アンケート調査票の質問文について 

第６回 ７月 22 日 ・高齢社会アンケート調査票の質問文について 

第７回 ８月 ３日 ・地方分権進捗状況及び高齢社会アンケート調査について 

第８回 ８月 20 日 ・地方分権進捗状況及び地域分析部会について 

第９回 ９月 15 日 ・事務移譲の庁内研修及び地域分析部会提言書について 

第 10 回 10 月 14 日 ・権限移譲の進捗状況・地域分析提言書について 

第 11 回 11 月 ５日 ・地方分権に関する庁内夜間自主研修について 

第 12 回 11 月 25 日 ・高齢社会聞き取り調査の質問項目について 

第 13 回 平成 23 年１月 31 日 ・高齢社会・事務移譲の中間報告書について 

第 14 回 ３月 ３日 ・高齢社会・事務移譲の中間報告書について 
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◆組織体制◆ 

研究体制としては、専任の所長、兼務の副所長、専任の職員研究員４名、さらに専門研究員

を１名配置している。運営については、学識経験者２名、総合政策部長、まちづくり計画部長

の４名の委員に所長を加えた５名からなる運営委員会を設置し、専門アドバイザーを交えて、

研究所の運営方針や研究内容など、重要な案件について検討している。なお、研究所の場所は

八王子市役所本庁舎３階の総合政策部政策審議室横である。 

 

図表２ 都市政策研究所の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆研究所のこれから◆ 

 研究所は、昨年４月の発足当初から「研究のための研究はしない」、「政策は実現してこそ意

味がある」というスタンスのもとで活動してきた。 

地方分権時代を迎え、自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政運営をしていくた

めには、現状を認識し課題を把握した上で、独自のビジョンを持った政策を立案し、実現

へと結びつけることが求められている。 

社会経済情勢が大きく変化する中、市民からの様々な意見を取り入れ、政策に広く反映させ

ていくこと、その一方で、日々の業務の先にある市の未来をどう描いていくか。この思いを抱

きながら、自治体シンクタンクとして研究所は何をすべきかの問いをこれからも続け、そのう

えで、市民、学識経験者、市職員とともに、地に足をつけて歩む研究所としていきたい。 
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