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「まちづくり研究はちおうじ 第13号」の発行にあたって 

  
 
先人により歴史と伝統が育まれ、都市と緑が調和した豊かなまちとして発展して

きた本市は、平成29年度に「市制施行100周年」を迎えました。 

 この歴史的な年を機に、本市の歴史を振り返り、このまちを築き上げてきた先人

の努力に思いをはせるとともに、次代を担う子どもたちが思い描くまちの未来を共

有するため、様々な記念事業に取り組んでまいりました。 

市民や企業、大学といった、八王子にゆかりのある方々との協働による取り組み

を通じて、本市の「市民力・地域力」の素晴らしさを改めて実感したところです。 
 

本誌は、平成 27年４月に東京都で初めて中核市に移行した本市が、分権時代に

ふさわしい「人財育成」を図っていくため、職員自らが執筆・編集し、政策研究の

発表・発信を行っている職員発の政策研究誌です。 

本号では、「市制 100周年記念号」として、記念すべき節目の年に行われた取り

組みやその過程を通じて得られた知見を広く周知・共有するとともに、地域課題の

解決に向けた本市独自の政策事例や調査研究を掲載しております。 
 

行政・大学関係の方々の政策研究の参考にしていただくとともに、市民活動団体

や事業者を含めた幅広い市民の皆様に手に取っていただき、本市の次の100年のま

ちづくりに向けた政策研究のきっかけとなることを願っております。 

結びに、本誌の発行にあたりご協力を賜りました皆様に心から御礼申しあげます。 

 

 

 

    平成30年３月 

 
 
 
 
 
 

 
 

 八王子市長  
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主な出来事 

 

４月………………………………………………………… 

●「大相撲八王子場所」がエスフォルタアリーナ八王子で開催 

●「いじめを許さないまち八王子条例」を施行 

 

５月………………………………………………………… 

●「ＩＦＳＣボルダリングワールドカップ八王子」が 

エスフォルタアリーナ八王子で開催 

 

７月………………………………………………………… 

●ドイツ・ヴリーツェン市と友好交流協定を締結 

●コニカミノルタ サイエンスドーム（こども科学館）リニューアル 

●オリジナル婚姻届「100年婚姻届」の販売を開始 

●『新八王子市史』全14巻が完成 

●「健康福祉フォーラム」を開催 

 

８月………………………………………………………… 

●ＮＨＫ「のど自慢」をオリンパスホール八王子で開催 

●八王子まつりで「山車総覧」を実施 

●「プロジェクションマッピング」を東京工科大学で実施 

●「スポーツ推進フォーラム」を開催 

●「生涯学習フォーラム」を開催 

 

100周年を 

彩る１年 

平成29年度は、市制100周年を記念して 

市内で様々な取り組みが行われました。 

主なものから記念すべき１年を振り返ります。 
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９月………………………………………………………… 

●30日間にわたり「全国都市緑化はちおうじフェア」を開催 

●「みどりのまちづくりフォーラム」を開催 

 

10月………………………………………………………… 

●「市制施行100周年記念式典」をオリンパスホール八王子で開催 

●妊娠・出産・子育て相談案内窓口「はちおうじっ子 子育てほっとライン」を開設 

●「生活文化創造都市フォーラム」を開催 

●「八王子景観100選」を選定 

●「文化芸術フォーラム」を開催 

 

11月………………………………………………………… 

●「100年婚姻届」の販売を記念して、市役所で「届け出挙式」を実施 

●「安全安心フォーラム」を開催 

●姉妹都市間の「下水道マンホール蓋交換式」を開催 

 ●「歴史伝統フォーラム」を開催 

 

２月………………………………………………………… 

●「子どもミライフォーラム・明日へつなぐ」を開催 

●「タイムカプセル収納式」を開催 
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『新八王子市史』編さん事業の成果と課題 

 

 

八王子市市史編集委員会委員長 藤田 覚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

八王子市の市制 100周年記念事業として計画された『新八王子市史』全巻の刊行が、2017（平

成29）年３月に終了した。1963（昭和38）年から1968（昭和43）年にかけて『八王子市史』（以

下、旧市史と略称）が刊行されたので、実に半世紀ぶりになる市史である。本編が通史編６冊・

自然編・民俗編の計８冊、資料編が計６冊、全14冊からなり、付帯刊行物として「八王子市史叢

書」と「新八王子市史民俗調査報告書」各５冊、「新八王子市史自然調査報告書」と「新八王子市

史近現代統計資料集」各１冊の計12冊と、「八王子市史研究」５冊を刊行した。 

資料所蔵者や関係機関と多くの市民のご協力、調査執筆にあたった研究者の方がた、および編

さん室職員の献身的な努力により、市制 100周年にあわせて全巻刊行することができた。ここで

は、『新八王子市史』編さんの経緯と成果、および残された課題について書いてみたい。筆者は、

『新八王子市史』編さんにあたり八王子市市史編集委員会の委員長を務めたが、以下に書く事柄

は、編集委員会を代表してではなく、直接に担当した近世史部分の調査執筆に関わった一員とし

てのあくまでも個人的な理解、意見に過ぎないことを前もって断っておきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新八王

子市史 

本編 通史編 原始・古代、中世、近世（上・下）、近現代（上・下） 自然編 民俗編 

資料編 原始・古代、中世、近世（１・２）、近現代（１・２） 

付帯刊行物 

八王子市史叢書（１～５）、新八王子市史民俗調査報告書（第１～５集）、 

新八王子市史自然調査報告書、新八王子市史近現代統計資料集 

八王子市史研究（第１～５号） 

『新八王子市史』全14冊 

●市制100周年特別企画 “百年の彩りを 次の100年の輝きへ” 
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１．『新八王子市史』編さん事業の経緯 

  

（１）編さん事業の開始 

八王子市が2017（平成29）年に市制100周年を迎えるのを記念する事業の一つとして、市史編

さんが企画され、2007（平成19）年４月１日、総合政策部に市史編さん室を設置し正式にスター

トした。初年度は、地域史研究者あるいは市役所庁内からの市史編さんに対する意見の聴取、相

模原市市史編さん室、小平市市史編さん室などを訪れ、先行する市史編さん事業の視察、および

神奈川県寒川文書館、長野県松本市文書館など資料所蔵機関に赴き、資料の整理・管理のあり方

の視察など、市史編さん事業を具体化するための基本的な調査を行った。 

翌2008（平成20）年には、前年度と同様の調査・視察とともに、６月、市長の諮問に応じ、市

史編さんの基本的な事項について調査審議し、答申する組織として「市史編さん審議会」が設置

された。会長・副会長、市民公募の２名を含む委員８名の10名からなる審議会は、市史編さんの

大枠、構想、刊行計画などを審議し、2009（平成21）年１月、市長に答申「八王子市史編さんの

基本構想及び編集方針の策定について」を提出し、市史編さん事業は具体化へ大きく前進するこ

とになった。市史編さん室はこの答申に基づいて、同年２月、「八王子市史編さんの基本的な考え

方‐市史編さん基本構想（素案）」を策定し、パブリックコメントを実施したうえで、同年12月、

「八王子市史編さんの基本的な考え方‐市史編さん基本構想」（以下「基本構想」という。）と「八

王子市史編集方針」（以下「編集方針」という。）を決定した。 

 

（２）編さん作業の具体化 

市史編さん室では、「基本構想」と「編集方針」を決定するとともに、具体的な市史編集作業を

担う、自然部会、民俗部会、原始・古代部会、中世部会、近世部会、近現代部会の６専門部会を

設け、審議会を代表する者と各部会を代表する者で構成される編集委員会を設置した。2009（平

成21）年４月に第１回編集委員会を開き、それ以降、市史の内容や具体的な編集方針など、市史

編集に関する重要で専門的な事項について継続的に協議を重ねた。 

このように、市史編さん事業は2007（平成19）年に開始されたが、各部会ごとの編さん作業が

始まったのは2009（平成21）年からであり、そのうえ当初は手探り状態が続き、本格的な軌道に

乗るのはさらに遅れたのが実情だった。つまり、市史編さん事業は10年計画だったが、実際の市

史編さん作業を行う各専門部会にとっては、計画された冊数を刊行するまでに最長で８年、実質

的にはもっと少ない時間しか与えられなかった。そのような短い年月で、本編と資料編14冊、付

帯刊行物12冊を編集し刊行するのは、各部会委員と編さん室職員にとって至難の業であった。こ

の時間的な制約は、刊行計画の一部手直しはあったものの、かなりの無理と不十分さを生み出す

ことになった。 

 

２．市史編さんの目的と方針 

 

（１）市史編さんの方針  

各部会ごとの市史編さんの内容は、「基本構想」（全文は、『八王子市史研究』第２号、2012（平

成24）年３月刊行に掲載）に基づいた。編さん目的は、第１点は、八王子の歴史的位置を明らか

にし、市民の地域への理解を深め、市民自らが行うまちづくりに役立てること、第２点は、八王

子の自然や歴史、伝統文化を改めて見直して、八王子市の発展と文化の向上に資すること、第３

点は、八王子に関する有形、無形の歴史資料を整理、保存、管理し、後世に伝え、現在及び将来

の活用を図ること、の３点であった。現在の八王子の歴史的位置を確認し、市民によるまちづく
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り、および市の発展と文化の向上に役立て、そのための歴史資料の整理・管理・活用を図る、と

いう主旨である。 

編さん方針は次の９点からなる。①旧市史や最新の諸研究の成果をふまえ、「生活する市民の視

点」から新たに編さんすること、②これまで市が刊行してきた『八王子の空襲と戦災の記録』、『八

王子市議会史』、『八王子千人同心史』の成果を活かすこと、③市民に親しまれ、まちづくりや生

涯学習、学校教育などに活用できるものとすること、④専門家の執筆による学問的に高いレベル

を保ちつつ、平易な文章で読みやすくすること、⑤写真や図版を多用し、ＤＶＤなどのニューメ

ディアの活用などにより市民に親しみやすくすること、⑥政治・経済・行政史に偏らず「地域に

生きた人々の視点」から編さんすること、⑦八王子の地域的、歴史的、文化的な特性に配慮する

こと、⑧資料を国内外から広く収集し、伝承など無形のものにも配慮すること、⑨収集した資料

は、公文書館などの施設を整備し、

適正に保存・管理して、広く市民

に公開し活用を図ること、である。 

編さん方針の第１点にある「生

活する市民の視点」から編さんす

るため、市民協働を打ち出した。

そのため、①市民や地域、大学と

協働して地域の歴史を掘り起こす、

②市史編さんへの市民参加、参画

の機会を拡大する、③地域の研究

団体や個人、学校などと連携し、

編さん事業の普及と次世代に向け

た人材の育成をはかる、などを掲

げた。 

この「基本構想」と同時に、それを踏まえた「編集方針」（前掲『八王子市史研究』第２号）も

決められた。そこでは、新たな時代に対応した八王子市を築くため、「生活する市民の視点」から

市域をあらためて調査・研究・分析し、歴史的・総合的に考察することの必要性が謳われている。

そこから、①八王子の歴史と自然を総合的、かつ具体的に把握して考察する、②「地域の視点」

から時代区分や分野を柔軟に取り扱う、ことなどの方針が決定された。 

 

（２）編集方針の重要点 

筆者は、この「基本構想」と「編集方針」の策定にまったく関わっていないので、市史編さん

の調査・執筆にあたって前提としなければならない課題として与えられたものだった。 

筆者は、「基本構想」と「編集方針」のなかで、「生活する市民の視点」、「地域に生きた人々の

視点」、「地域の視点」を重視した市史づくり、および資料（有形無形を問わず）を広く調査・収

集したうえでの市史づくり、という点が重要であると理解した。それは、八王子の歴史というと、

すぐに八王子千人同心などの定形化した話題に止まるのが多いことに問題を感じていたからであ

る。筆者は、近世の市域に生きた名もなき普通の人びと（それが大多数の住民）の暮らしを可能

な限り具体的に描き出すことを近世史部分の目標にすえ、本編・資料編の構想を立てた。もちろ

ん、市史編さんは時間の制約があり、また明らかにしたくとも資料がなければできないので限界

はあるが、上記の方針と目標の具体化を重視したつもりである。  

八王子市の歴史編さん刊行物 

刊行物名称 刊行年月 

『八王子市史』上巻 1963（昭和38）年３月 

『八王子市史』下巻 1967（昭和42）年３月 

『八王子市史』附編 1968（昭和43）年１月 

『八王子の空襲と戦災の記録』 1985（昭和60）年３月 

『八王子市議会史』資料編Ⅰ・Ⅱ、年表編 1988（昭和63）年３月 

『八王子千人同心史』資料編Ⅰ・Ⅱ 1990（平成２）年３月 

『八王子市議会史』記述編Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 1990（平成２）年８月 

『八王子千人同心史』通史編 1992（平成４）年３月 

『新八王子市史』全14巻 2017（平成29）年３月 
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３．旧市史の成果と問題点 

 

（１）旧市史の概要 

八王子は、1917（大正６）年に東京市についで東京府で２番目に市制が施行された。旧市史は、

1956（昭和31）年10月に市制施行40周年の記念事業として計画され、市は翌年に市史編纂委員

会を組織し編さんを開始した。そして、1963（昭和38）年に上巻、1967（昭和42）年に下巻、1968

（昭和43）年に附編の３冊が刊行された。上巻は1300ページ近く、下巻は1780ページを越える

大部なもので、八王子市として初めての本格的な自治体史であった。 

なお、通史にあたる第三編は近代が明治20年代（1887～96年）までの叙述で終わっている。 

 

 

（２）旧市史の特徴と問題点 

旧市史上巻に、当時の植竹圓次市長の名で序があり、「八王子は、いまや人口 17万をこえる東

京都下第一の工業都市として飛躍的発展をつづけています。この地方は、今から 450年ほど昔、

大石氏が滝山に城をかまえたころから、織物の産地として全国にその名を知られてきました。し

かし、その背後にあった人人の生活や、その生活をささえている郷土そのものの姿はほとんど知

られておりません。そしてそれを知りうるいろいろの資料も失われつつあります。発展のテンポ

が速いだけに失う度合いも大きいようであります。これをそのまま放置しておいては、この八王

子市を築きあげてきた私たち祖先の姿を正しくつかむことは不可能となりましょう」（前後略）と

記されている。  

市史編さんの目的は、人口17万人を超え都下第一の工業都市に発展した八王子市を生みだした、

先人たちの生活と地域社会の姿を明らかにすることにあった。その点では、新八王子市史編さん

の「基本構想」、「編集方針」とそれほど変わるところはない。しかも、それを明らかにする資料

は散逸の危機にあると警告している。およそ半世紀前に、市域の歴史資料は散逸の危機的段階に

あった。郷土資料館設立も、このような危機認識が背景の一つであったろう。 

刊行された旧市史を読むと、①下巻は、原始から始まり明治20年代までの八王子市域の通史的

叙述になっているが、上巻は行政の変遷と現状報告にとどまっている。行政の歴史と現状報告が

半分を占め、行政史偏重と言えるだろう。序にいう「人人の生活や、その生活をささえている郷

土そのものの姿」を明らかにする、という方針からはかなり課題を残したと言わざるを得ない。

『新八王子市史』編さんの「基本構想」の第６点に、「政治・経済・行政史に偏ることなく」とい

う方針が盛りこまれた背景でもあろう。 

②附編には近世の多数の村明細帳が収録されているが、旧市史は資料編を欠いている。なぜ資

料編がないのか、この辺りの事情は不詳であるが、その頃までの自治体史には同様の事例がかな

上巻 

第一編 総説 序説／自然環境 

第二編 行政 

議決執行／財政／戸籍人口／教育／農業／工業／商

業金融／通信／交通運輸／土木／保健衛生／労働民

生／司法公安／市民生活・観光 

下巻 
第三編 沿革 原始時代／古代／中世／近世／近代 

第四編 宗教・民俗 仏教／神道・キリスト教／民俗 

附編 

合併町村の沿革／災異（中世以後の自然災害や火災

などの災異年表）／史料集（江戸時代の村明細帳が

中心）／文化財一覧 

『八王子市史』 
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りあったことも背景であろう。『新八王子市史』近世編を担当して驚いたのは、下巻や附編で利用

されている資料のなかに、もはや散逸して見ることができないものが多々あったことである。資

料編に収録しておいてくれればと、残念な思いをさせられた。『新八王子市史』において資料編が

６冊刊行されたのは、この辺りの反省からでもあろう。 

旧市史の近世部分だけでいうと、八王子市域の特産品でもあった生糸・織物の生産について、

きわめて詳細な営業者の経営分析を行い、すぐれた学術論文の内実をもっている。しかし、「基本

構想」第４点にいう、専門家の執筆による学問的に高いレベルを保ちつつ、平易な文章で読みや

すくする、という点からはやや問題が残る。学問的な高いレベルと読みやすさ、市民の親しみや

すさ、という点は『新八王子市史』において強く意識しながら編さんを進めたが、率直に言って

なかなか困難な課題だった。 

 

４．『新八王子市史』の成果と課題 

 

（１）資料の収集と整理 

『新八王子市史』の編さんは、旧市史の成果と課題を

踏まえ、「基本構想」と「編集方針」にそって編さん作

業が行われた。はじめにで紹介した刊行物を刊行できた

ことが、最大の成果といえる。内容の面では、「基本構

想」が掲げた、①現在の八王子の歴史的位置を確認する

こと、②市民によるまちづくり、および市の発展と文化

の向上に役立てること、③そのための歴史資料の整理・

管理・活用を図る、という３点の目的を十全に満たすことができたのか否かは、にわかに判定で

きないものの、その確かな基礎を築いたと評価できるであろう。 

旧市史との比較で特筆すべき成果は、資料編６冊と付帯刊行物である。自治体史は、自治体の

領域の内外に所在する資料（有形無形を問わず）を悉皆的に調査して収集し、それを厳密に読解・

分析して得られた事実に基づいて客観的に叙述する、という手順で編さんされるものであり、ど

れも疎かにできないものである。なかでも、資料の悉皆調査は必須のものであり、自治体史編さ

んに限らず歴史研究の前提でもある。それがどれだけ出来たかが、自治体史の出来の善し悪しを

かなりの部分で決めてしまうほどのものである。  

『新八王子市史』編さんにあたり、可能な限り悉皆的な調査を行

った。とくに中世史では、関係資料が各地に分散して残存している

のが常識であり、全国的な目配りが必須であるが、それ以外の時代

でも、市域内に所在する資料だけでは不十分なものになってしまう。

しかし、市史編さんの時間的な制約もあり、時間切れという残念な

部分も残したのが実情である。 

調査して新たに発見した資料を含め可能な限り所蔵者から借用

し、市史編さん室で保存に必要な防虫や中性紙封筒への封入などの

処理を施しながら、緊急的な資料目録を作成し写真撮影をするとい

う手順で進められた。それを終えた後、資料は所蔵者に返却してい

った。すでに所在がわかっていた資料も、ほぼ全点の写真撮影を行

ったうえで、紙焼き（写真のプリント）を作成した。その数は、13

万点という膨大なものである。 

この作業は、大量の労働力と経費とを必要とする。今回は、編さ

個人所蔵の資料を調査 

編さん室の紙焼きファイル 
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ん室職員の特段の努力により、国の緊急雇用対策予算から、資料の写真撮影と紙焼き作成の経費

の多くを獲得できた。これは、八王子市史編さんにとって僥倖であった。 

これがもった大きな意義は２点ある。第１点は、市史編さんに利用する資料を、いちいち所蔵

者のお宅や所蔵機関に伺いお手数を煩わすことなく、市史編さん室などで繰り返し見ることがで

きるようになったことである。これは、とくに膨大な資料を扱う近世史と近現代史部会の作業の

効率化に大きく貢献し、市制 100周年までに全巻刊行できた大きな理由のひとつではなかったか

と思われる。第２点は、資料の保全と活用の道を拓いたことである。原本資料を写真撮影し紙焼

き（原本資料の複製）を作成したことは、不幸にして原本資料が自然災害や火災などで失われた

としても、複製で保存されることになるからである。歴史資料を後世に遺し伝えるという点で、

非常に大きな意義がある。また、資料を調査・研究に利用したい研究者や市民が、容易に閲覧で

きる条件が作られたことも意味する。紙焼きの複製の自由な公開・閲覧が可能になれば、市域の

歴史研究の発展に寄与することになるだろう。 

 

（２）資料編と付帯刊行物刊行の意義 

このような資料の調査・収集・整理を経て、資料を解読・検討したうえで、資料編に掲載する

に相応しい資料を精選しながら全６冊の資料編を刊行したのである。しかし、近世史部会の例を

あげると、資料編の編集・刊行作業は、資料の調査・収集・整理と同時併行で進めなければなら

なかった。つまり、関係資料を網羅的に把握したうえで掲載する資料を選択する、という時間的

な余裕がなく、ある事柄に関わるもっとも相応しい資料が刊行後に見つかるという残念な事例も

生じた。くわえて、資料編に収載した資料は膨大な数に上ったため、本来なら数年かかるであろ

う原本との照合による丁寧な校正を短時日で行わざるを得なかった。そのための資料の読み違い

や校正ミスなど、不注意なミスを防ぐことが出来なかった。 

それでもなお、資料編の刊行は、かなり重要な資料を自由に活字で読むことを可能にした。原

本資料を利用できた一部の研究者や市民だけではなく、多くの人びとが、資料に基づいた市域の

歴史研究を進めるための基礎を提供することができた。その点では、「資料利用の民主化」を実現

したことにもなる。 

近世は伝存する資料が多いので、資料編２冊に収載できる量は限られる。そこで、江戸時代の

地域を知ることができる基本的な資料だが、分量が大部なものを付帯刊行物『八王子市史叢書』

として刊行することにした。江戸時代の宿・村の姿をよく示す「村明細帳」を集めた『村明細帳

集成』、近世の土地台帳である検地帳を集めた『検地帳集成』、江戸時代の戸籍簿の役割も果たし、

家族や人口動向を理解できる宗門人別帳を集めた『宗門人別帳集成』を刊行した。これにより、

江戸時代の市域の様子を伝えるもっとも基礎的な資料を提供できた。 

民俗部会による由木地区聞き取り調査 郷土資料館における収蔵資料調査 
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近世・近現代史部分は、ほとんどを紙に記された資料を用いたが、原始・古代史部分はもとよ

り中世史部分も金石文や遺跡資料を活用して、市域の中世の復元を試みた。また、「基本構想」に

謳われていた、「伝承など無形のものにも配慮すること」を具体化したのが、民俗部会の刊行物で

ある。紙に記された資料を有形資料とすると、民俗部会では、伝承や住民からの聞き取りなどを

中心とした無形資料を収集し、さらにモノ資料も分析の対象とした。市域を西部、東部、西南部、

北部、中央部の５地域に分け、おのおの『新八王子市史民俗調査報告書』として５冊を刊行した。

さらに『八王子市史叢書』２に「聞き書き 織物の技と生業」、５に「八王子写真民俗誌」を収め

た。また、自然部会では『新八王子市史自然調査報告書 八王子市動植物目録』、近現代史部会で

は『新八王子市史近現代統計資料集 数字が語る八王子の現代』を刊行し、本編あるいは資料編

を補い理解を深めた。そして、市史編さんの調査・研究活動の成果を市民に広く知らせるために、

『八王子市史研究』を創刊号から第５号まで５冊刊行した。 

このような資料編および付帯刊行物を作成した成果のうえに、本編の通史的な叙述を行った。

歴史の分野では、「基本構想」、「編集方針」に従って、政治・経済・行政史に偏らず、「生活する

市民の視点」、「地域に生きた人々の視点」、「地域の視点」を具体化し、さらに学術的な水準と読

みやすさを追求しつつ通史叙述に努めた。 

 

（３）近世編にそくした成果 

 

ア．近世とはどのような時代か 

近世部会の部会長として、近世編の資料編と本編（通史編）を、近世（その大半は江戸時代）

という時代について次のような理解を前提に編さんした。 

近世の村や地域はどこも一様ではなく、自然や生産と生活の条件に応じてさまざまな姿を示し、

おのおの個性的だった。しかも、17世紀前半までに成立した村々は、そのほとんどが幕末まで続

き、その姿を大きく変えながらも現代に至るまで市域の枠組みになっている。また、市域の旧家

には、16世紀末、17世紀前半から現代まで連綿として続いている例も少なくない。 

江戸時代に名主など村役人を務めた家には、

村と住民の歴史を物語るたくさんの古文書が

持ち伝えられた。それは、村と住民が江戸時

代以来ずっとその地に続いてきたことの証で

もある。この村と住民が何百年も持続するこ

とは、日本の歴史において画期的なことであ

り、現代に至る私たちの生活、文化に大きな

意義を持った。人びとは、自然条件に応じた、

あるいはそれを利用した産物の生産を工夫し、

そのもとで独特の生活とそれに基づいた文化

を育んでいった。江戸時代は、村と地域がも

っとも個性的に自立していた時代でもあった。人びとは、村の内部で完結した生活をしていたわ

けではなく、多様な生業と生産物の販売などを通して、村の外側の世界と密接な関わりをもちな

がら暮らしていた。 

村びとは、孤立しては生活できなかった。生活と生産のさまざまな面で助け合う強い結びつき

を持つと同時に、時には抑圧的ともなる強い規制のもとに暮らしていた。これは、村共同体とよ

ばれ、村の持続と家の持続は車の両輪であり不可分の関係にあった。 

領主たちは、兵農分離、城下町集住政策のもとで、領地から離れて江戸を初めとする城下町な

繭棚での養蚕 

（出典：『桑都日記』続編25 国立公文書館所蔵） 
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どへ移ってしまい、村には領主がいないのが近世の特徴のひとつである。村を支配する領主が在

地にいない近世の住民は、村を自治的に運営していた。年貢納入それ自体、村が請け負う村請制

という仕組みだった。幕府が出すさまざまな指示や法令は、村役人に渡すとそこから住民に伝達

され周知された。このように、村が住民によって自治的に運営されていたので、領主が領地にい

なくても支障はなかった。それ故に、江戸時代の領主たちは、持続する村と住民に依存して成り

立っていたといえる。近世とは、そのような時代だった。 

 

イ．近世編の成果 

「基本構想」と「編集方針」に示された「地域に生きた人々の視点」、「地域の視点」の具体化

に努めたが、どこまでできたかは外部のご批評を仰ぎたい。ここでは、明らかにできた、つまり

成果と考えている点のいくつかを羅列的に提示したい。 

（ア）現在の中心市街地の形成と江戸時代の八王子宿。八王子宿は、徳川氏（ついで江戸幕府）

が武蔵南西部地域を支配する拠点として建設され、初め代官頭大久保長安とその配下、ついで八

王子十八代官と称される幕府代官が在陣し、八王子千人組も土着したため、ただの在郷町とはい

えない小規模な城下町（代官陣屋町）の観を呈していた。多数の代官と千人組の領主的な需要を

満たすとともに、周辺農村住民の必需品と金納年貢のための貨幣を獲得する場、さらには甲州道

中で伝馬役を担う宿駅として、六斎市と商業は保護された。とくに絹織物生産の発展により、八

王子宿の市と商業は、武蔵南部から相模西部にまたがる広範囲の地域を市場圏にもつ、多摩地域

経済の中心に発展した。18世紀末から人口も急増し、幕末の関東では、上州桐生につぐ第２位の

規模と繁栄を誇る市に成長した。その八王子宿の市と商業のしくみと発展の過程、およびそれを

実現させた住民の活動と人口増加を明らかにできた。なお、経済的な関係は多摩郡内を越え、江

戸の三井（越後屋）などの大商人、さらには近江商人らを介して京・大坂の上方ともつながって

いたことも解明した。 

 

（イ）多様な生業。桑栽培、養蚕、製糸、染色、織物の各工程について、『八王子織物史』上巻の

欠を補った。桑栽培は16世紀末にすでにかなりの規模に達していたこと、蚕種は信州などの業者

が年に１回八王子宿で大会合を持つなど、八王子が関東各地の養蚕地帯の一中心地であったこと

を明らかにした。 

市域では、畑が多いため一年分の主食すら不足がちのため、織物関係だけではなく、薪炭など

の山稼ぎ、街道筋の商い、土地に見合った多様な余業など複合的な生業により貨幣を手に入れ、

不足する物品を購入し、領主への金納年貢を納めて生活を維持していた姿を明らかにした。近世

の市域の人びとの生活を成り立たせていた生業の実態を、ある程度提示できた。 

甲州道中と八王子宿（出典：『八王子名勝志』２ 国立国会図書館所蔵） 
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（ウ）近世の村と住民の暮らしの実相。村と家はただ漫然と持続できたのではなく、持続するた

めの努力を積み重ねた。自然災害や火災、飢饉などにより村や家が危機に陥った際、それをどの

ように切り抜けて維持・再建を果たしたのかを具体的に明らかにできた。 

近世の人びとの一日、一年、一生、すなわちライフサイクルを具体的に見ることにより、近世

という時代を担った近世人の生の姿に迫ることができる。人びとは、現世後世のため信仰の世界

をもち、寺や神社と深い関係を持つとともに、仏事や神事・祭礼を担っていた。経済的な発展と

ともに読み書き算盤などの教育も普及し、上層百姓のなかには、俳句・和歌・漢詩などの文字文

化を嗜む人びとも増え、一般の人びとも相

撲や芝居の興行、神事祭礼、花火など生活

に根ざした文化を作り上げ楽しんでいた。

そのことは、今に残る市域各地の獅子舞や

車人形などによっても確認できる。千人同

心やごく上層の農民が生みだした文化だけ

ではなく、八王子市域に花開いた多様で豊

かな民衆的な文化を掘り起こした。 

（エ）幕末維新と市域の経済的・社会的な

変動。開港により自由貿易を強制され資本

主義的世界市場に編入させられた。それは日本全体の産業と流通構造に大変革を迫り、それに政

治的に対応できない幕藩制国家は解体し、新たな政治体制である明治国家を生みだした明治維新

という大変革をもたらした。この大変動は、八王子市域にも否応なく波及し対応を迫った。八王

子市域におこった変化について、諸物価が４、５倍高騰して厳しい生活状況に追い込まれ、住民

間に鋭い対立を生んだ一方で、養蚕・製糸・織物の発展していた市域では、最大の輸出品生糸を

軸に対応し、開港以後の経済変動に対応して富みを蓄積した者も少なくない。このような点も含

め、開港、維新変革により八王子市域に起こった出来事をできるだけ具体的に掘り起こした。 

 

５．残された課題 

 

市史編さんには時間的な制約があるために残された課題と、市史編さんを行った結果として生

まれる課題とがある。市制 100周年の記念イベントだけで終わらせてはならない。残された課題

として、４点だけ提示しておきたい。 

第１は、市史編さんは時間の制約があるため、時間不足による不十分さが残る。「記念事業」イ

ベントで終わらせることなく、継続的に歴史探究をすべきである。①悉皆的な資料調査の継続の

必要性。まだ発見されないままの資料があり得るからである。②資料目録の作成。市史編さんに

より約13万点の資料が収集され、作成された資料目録は編さん作業用には使えたが、緊急用のか

なり粗い仮目録である。これを本目録にまで内容を高める必要がある。既存の資料目録も、年代

比定の誤りや不正確など内容的に不備な点も散見される。質のよい資料目録作成は、地味だがも

っとも重要な作業である。「基本構想」には、付帯事業に「市史本編及び資料編を補完するための

『資料目録』、『調査報告書』等を刊行する」と盛りこまれている。③市域歴史研究の継続。通史

編はかなりの水準のものが出来たと考えるが、時間的な制約や研究レベルなどにも制約されてい

るので、市域の歴史研究を組織的に継続する体制や仕組みが必要である。 

第２は、刊行された通史編・資料編の再点検、および継続的な歴史研究のため、収集した資料

を公開し、閲覧・利用できる体制をつくる必要がある。通史編の叙述の当否、その資料的な根拠、

資料編掲載資料の翻刻や読解の当否などは、絶えず広く再点検され修正されるべきものである。

柏葉市の様子（横川村） 

（出典：『桑都日記』図解 国立公文書館所蔵） 
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そのためにも収集、利用された資料は、情報公開の点からも公開されなければならない。また、

収集資料を整理、保管、公開、閲覧できる体制、そのための施設と人員が必須となる。それは、

文書館などとよばれる施設に他ならない。資料を所蔵・保管しているだけで、公開・閲覧できな

いのではいわゆる「宝の持ち腐れ」である。資料の公開・閲覧は、所蔵機関の義務であることを

しっかり認識すべきである。 

第３は第２と関わるが、資料の散逸と消滅を防ぐ措置の必要性である。旧市史で使われた資料

で所在がまったくわからないものがかなりあり、唖然とさせられた。旧市史の編さんから『新八

王子市史』編さんまで約半世紀、八王子市域は甚大な自然災害や戦火に見舞われなかったが、か

なりの数の資料が消滅し散逸した。火災で焼失したもの、所蔵者が処分したものなどもある。 

各地で地震や水害など甚大な自然災害が発生し、地域の歴史を語る大量の資料が消滅、あるい

は危機に瀕し、その救済・保全活動が行われてきた。文化財行政は文学や美術・工芸などの芸術

作品、建築などに目が向きがちだが、歴史資料は地域の歴史を語る、あるいは記憶する貴重な文

化財であることを厳粛に認識すべきである。大変な努力により大量の歴史資料を持ち伝えた所蔵

者が、個人宅で保存し続けることは困難になりつつあり、災害頻発の現代では消滅の危険性がつ

きまとう。文書館や歴史博物館のような所蔵機関を設けて保管することが妥当であり、行政の急

務であろう。 

第４は、通史編は学術的な水準と読みやすさの両立を追求したつもりだが、市民にとって大部

であり、やや難しい叙述も含まれている。一般市民向け、小中高生の発達段階に応じたコンパク

トな書籍の刊行が求められる。「基本構想」に、付帯事業として「市史の市民への普及を図るため、

写真や図版を中心に編集した市史普及版や歴史年表などの刊行について検討する」がある。「市史

普及版」や「市史歴史年表」などの内容について議論の必要はあるが、これも実現しなければな

らない課題だろう。 

以上、市史編さんを終えた後の課題として４点を提示したが、課題を解決するには、市域の歴

史を研究する機能を備えた文書館、歴史博物館などの施設を造るしかない。「基本構想」は、「編

さんの過程で調査、収集した資料は、将来に向けて公文書館などの施設の整備を図り、適正に保

存、管理し、広く市民に公開して活用につとめる」を掲げている。資料の保存・管理・公開のみ

ならず、市域の歴史を継続的に研究する機能も備えた施設にするべきだろう。 

 

（ふじた さとる） 

本稿における年号は、西暦・和暦の順番で表記しています。 
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「ＩＦＳＣボルダリングワールドカップ八王子2017」開催報告及び 

経済波及効果分析 
 

          明星大学 経済学部 講 師 小林健太郎 

             准教授 中田 勇人 

            国際スポーツ大会推進室 総務担当主幹 宮木 高一 

 
 

はじめに 

 

 平成 29（2017）年５月６日（土）・７日（日）の２日間、エスフォルタアリーナ八王子（八

王子市総合体育館）でスポーツクライミングの１種目であるボルダリングのワールドカップが

開催された。 
本大会は、スポーツクライミングが東京2020オリンピック競技大会の追加競技に決定した後、

日本で最初に開催される国際大会であることから、国内外の注目を集め、当日は多くの観客と

マスメディアが来場し、大いに盛り上がったところである。 

八王子市は、この大会を市制100周年記念事業として位置づけ、準備段階から実行委員会に

参加、大会の周知・気運醸成・選手等のおもてなしにより、大会支援を行った。 

本稿では、１で大会の概要や本市の対応、大会開催を通じて得た成果等について報告し、２

で大会による地域への経済波及効果を分析する。なお、１の執筆は八王子市が、２の執筆は明

星大学の小林・中田が担当する。 
 
１．ＩＦＳＣボルダリングワールドカップ八王子2017の開催 

 
（１）経緯 

 主催者である公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会（以下「日山協」という。）

では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京2020大会」という。）の

追加競技の選考を見据え、平成27（2015）年中から、開催地である東京都内でワールドカップ

が開催可能な会場を模索していた。そこで、エスフォルタアリーナ八王子が規模・設備・アク

セス等の観点から候補として挙がり、平成28（2016）年３月、市に対し開催申請、その後９月

に支援・協力の依頼があった。 

市では、東京 2020大会を見据えて策定した

『八王子市東京2020オリンピック・パラリンピ

ック競技大会に向けた取り組み方針』に基づき、

東京 2020大会の気運醸成やスポーツ振興に資

すること、外国人選手の受け入れ・おもてなし

を通じて国際スポーツ大会開催に係るノウハウ

を蓄積できることから支援を決定した。平成28

（2016）年11月には、臨時組織として職員６名

（専任１名・兼任５名）体制の国際スポーツ大

会推進室を新たに設置している。 
平成 28（2016）年 11月 22日 合同記者会見 

尾形日山協副会長（写真左）と石森八王子市長（写

真右） 
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（２）ボルダリングについて 

 

ア．スポーツクライミング 

ボルダリングは、「スポーツクライミング」と呼ばれる競技の一種目である。スポーツクライ

ミングには、ボルダリング・リード・スピードの３種目、さらにオリンピックの際に行われる

３種目混合のコンバインドがある。 
ボルダリングを競うワールドカップは、スポーツクライミングの国際競技組織である国際ス

ポーツクライミング連盟（International Federation of Sport Climbing 以下「ＩＦＳＣ」

という。）により、年間５～７大会、世界数か国を転戦し行われており、今回の本市でのワール

ドカップは、平成29（2017）年において第４戦目にあたる。 
 

イ．ボルダリングのルール 

 高さ５ｍまでの人工の壁に、「ホールド」と呼ばれる様々な大き

さ・形の突起物が付いており、壁の一番上部に「トップ」と呼ば

れるホールドがある。選手は、制限時間内にトップまで登りきる

と「完登」となり、複数の課題（予選・準決勝５課題、決勝４課

題）のうち、いくつ完登できたかで競う。制限時間内に何度でも

トライ（課題に挑戦すること）できるが、完登までに要したトラ

イ数の少ない方が上位となる。 
そのほか、所々にボーナスポイントが付くホールドがあり、完

登数、トライ数で並んだ場合は、ボーナスポイントで順位が決ま

る。 
 
 
（３）ＩＦＳＣボルダリングワールドカップ八王子2017の概要 

 

ア．名称   IFSC Climbing Worldcup(B)-Hachioji,Tokyo(JPN)2017 

              日本呼称：ボルダリングワールドカップ八王子2017 
 

イ．日程   平成29（2017）年５月６日（土）9:30～18:40  男女予選 

  平成29（2017）年５月７日（日）9:00～17:30  男女準決勝・決勝 

 

ウ．企画運営 主  催：国際スポーツクライミング連盟 

公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会 

  主  管：公益社団法人東京都山岳連盟 

  企画運営：ボルダリングワールドカップ八王子2017実行委員会 
 

エ．開催コンセプト 

・ 世界トップレベルの選手によるパフォーマンスの展開と感動 
・ スポーツクライミングの一般への認知向上と普及 
・ 東京2020オリンピック競技大会の追加競技としての大会運営能力向上 
・ スポーツクライミングのB to B戦略の構築、価値向上 

  

競技の様子 
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オ．競技会場 エスフォルタアリーナ八王子（八王子市狭間町1453番１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．出場国数及び選手数 

   27の国と地域  138名（男子84名 女子54名） 

１ オーストラリア 男５ 女１ 15  イタリア    男６ 

２  オーストリア  男３ 女４ 16  日本      男 21 女 20 

３  ベルギー    男１ 女１ 17  韓国      男３  女２ 

４  カナダ     男７ 女２ 18  ラトビア    男１ 

５  中国      男１ 女１ 19  マカオ     男１ 

６ クロアチア   男１ 20  ロシア     男２ 

７  チェコ     男１ 21  シンガポール 男３  女１ 

８  デンマーク   男１ 女１ 22  スロベニア  男２  女２ 

９  スペイン    男５ 23  セルビア        女１ 

10  フィンランド  男１ 24  スイス         女２ 

11  フランス    男７ 女４ 25  台湾          女１ 

12  イギリス    男５ 女３ 26  ウクライナ  男１  女１ 

13  ドイツ     男２ 女３ 27  米国     男３  女４ 

14  イスラエル   男１  ※ アルファベット順 

 

エスフォルタアリーナ八王子外観 

競技会場内レイアウト 

メインアリーナに、男女５課題ずつ、10課題の壁を仮設設置 
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キ．観戦料 

５月６日（予選）     大人1,500円・中高生1,000円(前売りは各500円引き） 

５月７日（準決勝・決勝） 大人3,000円・中高生2,000円(前売りは各500円引き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                    
 

 

 

（４）大会結果 

 

ア．入場者数 

 ５月６日（土）予選     1,917人 

 ５月７日（日）準決勝・決勝 2,340人 

   合計 4,257人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ．選手成績 

 男  子 女  子 

１位 
アレクセイ・ルブツォフ 

（ロシア） 

ヤンヤ・ガンブレット 

（スロベニア） 

２位 楢﨑 智亜（日本） 野口 啓代（日本） 

３位 渡部 桂太（日本） 野中 生萌（日本） 

 
  

ポスター ５月７日（日）当日の会場前 

左から、楢﨑選手、野口選手、ガンブレット選手、

ルブツォフ選手、野中選手、渡部選手 

観客席の様子 会場に設置された壁 
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（５）運営にあたっての市の支援 

市制100周年記念事業の冠事業として位置づけ、大会開催前から実行委員会の構成メンバー

として参画し、大会の気運醸成と選手・観客のおもてなし及び円滑な大会運営への協力を行っ

た。 

 
ア．気運醸成の取り組み 

 

（ア）周知 

観戦チケット発売日に合わせポスターを作成し、東京都内及び近県のクライミングジム（100

か所）、市区町村のスポーツ所管課及び市内の小中学校へ配布し、ワールドカップの周知に努め

た。 

また、横断幕・のぼり旗を作成し、ＪＲ八王子駅・高尾駅前及びエスフォルタアリーナ八王

子周辺に掲出したほか、街路灯用フラッグをＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺の商店街の街

路灯に150枚掲出し、市民に周知するとともに、選手を歓迎する気運を盛りあげた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（イ）小中学生への観戦機会提供 

 ボルダリングは競技の歴史が浅く、10代で活躍する選手も多い。ボルダリングを身近に感じ

てもらうことによる東京2020大会の気運醸成や、「観る」、「する」スポーツの振興につなげる

ため、大会のチラシを全児童・生徒に配布した。また、本市在住・在学の中学生に限り５月６

日(土）は先着300名、７日(日)は先着100名まで入場無料とした。 

 
（ウ）ボルダリング体験の実施 

ワールドカップ当日、会場入口脇に子ども用ボルダリ

ングウォール２基を設置し、会場を訪れた子どもたちに

ボルダリング体験を提供した。これには、２日間で延べ

768人が参加した。 
 

 

イ．おもてなしの取り組み 

  

（ア）記念品 

来場した選手・コーチ・役員等に、市から記念品とし

て八王子織物のてぬぐい（市制 100周年記念ロゴ入り）

と市内障害者施設で作成した手作り品（着物箸・しお

り・木製グッズ）をお渡しして歓迎した。 

のぼり旗 街路灯用フラッグ 横断幕 

ボルダリング体験 

記念品 
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マルシェの様子

（イ）大会入賞者への副賞の授与 
表彰式において、市からの副賞として、男子１位にネクタ

イ、２位・３位にはストールを、女子１位・２位にストール、

３位にはバックと、全て本市の地場産業である織物の記念品

を市長から授与した。 
 
（ウ）レセプションパーティー 

大会終了後、会場内多目的室にて、市主催のレセプション

パーティーを開催した。市の伝統文化の紹介として、八王子

芸妓衆による舞を披露し、遠方から来られた方々をおもてな

しした。 
ＩＦＳＣのマルコ会長、日山協の八木原会長ほか、選手・コ

ーチ・役員等200名でにぎわうパーティーとなった。 
 
（エ）外国語ボランティアの配置 

 海外から多くの外国人選手・役員が来場することから、八

王子国際協会及び大学コンソーシアム八王子の協力を得て、

延べ 50人の外国語ボランティアを、高尾駅や会場内に配置

した。 
日本人のほか、フランス・ベルギー・ドイツ・スウェーデ

ン・セネガル・インドネシア・ベトナムの留学生も参加し、

学園都市ならではの国際色豊かなボランティアとなった。 
 

（オ）市内飲食店の参加によるマルシェの実施 

来場されたお客様のために、道の駅、地元商店会及び市内

の商店により、会場３階ホールにて、飲食物や土産物を販売

するマルシェを実施した。 
大会両日とも、午前・午後の間にコース変更（壁のホール

ドの付け替え）を行うため、２時間程度の休憩時間が設けら

れる。マルシェは、主にこの時間帯に利用されることを想定

した。 
 

ウ．大会運営への協力 

大会運営には、会場警備や観客整理・誘導等、多くの運営スタッフを必要とする。市では、

東京2020大会に向けて、外国人選手のおもてなしのノウハウ等を学ぶ機会と捉え、５月５日（金）

選手受付・登録に５名、６日（土）・７日（日）に各30名ずつ職員が従事した。 

 

（６）成果 

 

ア．地域活性化 

本市への経済波及効果は、概算値で6,130万円（詳細は２参照）となっている。エスフォル

タアリーナ八王子の通常営業では得られない効果である。国際スポーツ大会の開催により、一

定程度の地域活性化効果が期待できることを示していると考える。 

副賞のネクタイとストール 

レセプション会場の様子 

外国語ボランティアの皆様 
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イ．スポーツ振興 

市内の小中学生に大会を広く周知したことにより、小学生以下の子どもの観戦者が５月６日

（土）219人、７日（日）206人と両日とも200名を超え、子どもたちがスポーツに親しむきっ

かけになったものと考える。 

本大会開催の効果かどうかは不明であるが、大会後、市内の民間スポーツクライミングジム

が２か所増え、合計４か所になっていることを付け加える。 
 
ウ．本市とエスフォルタアリーナ八王子のプロモーション効果 

ボルダリングが東京2020大会競技種目に決定したことや、日本選手が国際大会で好成績を収

めていること、本大会でも男女ともに２位・３位に入賞したことなどから、メディアからも高

い関心が集まった。開催前・開催後も新聞等で連日取り上げられ、テレビやネットニュース等

も含め、主催者調査では合計242件掲載された。八王子市とエスフォルタアリーナ八王子の知

名度アップに大いに貢献したと考える。 
なお、当日のメディア来場数とテレビでの放送結果は以下のとおりである。 
・ テレビ局、新聞社、海外メディア等の来場 

５月６日 35社 89人 

５月７日 39社101人 合計190人 

・ ＴＶ放送 

ＮＨＫ ＢＳ１ ５月７日19:00～20:49 

ＣＳスカイＡ  ５月７日19:00～23:30 

ＮＨＫ総合    ５月９日01:45～03:24 
 
エ．外国語ボランティアの活用実績 

八王子国際協会と大学コンソーシアムの協力を受け、学生等の通訳ボランティアを実数で29

人、大会前日の選手登録時のボランティアを含め延べ50人配置したことは、東京2020大会を

見据えた、外国人へのおもてなしの良い経験となった。 

 
オ．職員の経験 

 国際スポーツ大会の運営と外国人選手、役員等に向けたおもてなしのノウハウを学ぶため、

大会２日間で、担当所管課を含め47名の職員が会場整理、受付、案内等の大会運営業務に従事

した。大会後、各職員から様々な意見・反省点等を集約し、得られた貴重な経験は次回の国際

大会、更には、東京2020大会に活かしていきたいと考えている。 

 
（７）今後の改善点 

 
ア．外国人選手対応について 

最寄駅やエスフォルタアリーナ八王子内の各所に外国語ボランティアを配置したが、想定し

たよりも通訳の機会は少なかった。むしろ、会場案内や観客整理に従事する市職員が外国人選

手から話しかけられることが多々あり、外国語ボランティアの配置場所や、市職員と外国語ボ

ランティアとの連携などにつき、改善の必要性を感じた。これに加えて、外国語に堪能な職員

の育成・活用も課題となる。 
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また、会場内の掲示物についても、トイレや３階席への経路、マルシェの場所等の掲示物が

日本語であり、外国人選手や外国人客には理解できないものであった。市の施設内の表示物に

も外国語表記またはピクトグラムを併記する必要がある。 
 

イ．マルシェ 

 地元商店会等により飲食・土産物を販売するマルシェを実施したが、アリーナ席からは動線

がわかりにくく、昼の休憩時（壁のホールドの付け替えによる２時間程度のもの）には、会場

の外へ出て、近くのショッピング施設等で食事をする観客・選手が多かった。また、土産物に

ついては、観光目的の来場ではないためか、予想より販売数が伸びなかった。マルシェの場所

や案内掲示の再検討と、土産物以外に食事を提供する出店者を増やすなど、ニーズに応じた改

善が必要である。 
 
ウ．大会運営 

（ア）来場者に配付されたプログラムには、選手名・国・ランキング等の紹介はあるが、競技

時のゼッケン番号が表記されておらず、有名選手を除いては、どの選手がトライしてい

るのか判りにくい状況があった。 
（イ）競技中に大音量でバックグラウンドミュージックを流し続けているため、解説が聞き取

りづらい場面もあった。また、運営者側では200名近いボランティアを活用しているが、

各セッションで指示をするはずのスタッフがおらず、ボランティアが困惑することが多

かった。加えて、一部のボランティアの配置に偏りがあり、適切な人員配置とともに、

効率的に運営していく必要がある。 
（ウ）小学生以下無料の旨の周知を市のチラシ・広報等で広く行ったことから、200名を超え

る小学生以下の子どもが保護者とともに来場した。観客席は、チケット販売枚数のみの

用意であり、席が足りなくなることが危惧された。メディア席や関係者席をできるだけ

供出した上に、中学生の先着無料入場者数が予想を下回ったため事なきを得たが、チケ

ット販売数と席の確保については、大きなトラブルになる可能性があった。 
このことは、主催者側の課題であるが、市として実行委員会の中で指摘し改善を求めて

いく必要がある。 
 
２．経済波及効果の分析 

 

２では、本事業における経済波及効果について産業連関表（後述）を用いた分析を行う。ま

ず、結果の概要について、簡単に確認しておく。 

 

 

 経済波及効果額 一次波及効果内訳 

一次波及効果 53,014,623   
直接効果 41,497,796 

間接効果 11,516,826 

二次波及効果 8,285,489   

単位：円 経済波及効果計 61,300,111   

 

 

図表１ 経済波及効果概要 
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図表１にまとめたとおり、本事業における経済波及効果の合計は、約6,130万円と推計され

ている。この内訳は、事業の実施に伴う直接的な効果が約4,150万円、それに伴う間接効果が

約1,152万円であることから、これを合計した一次波及効果は約5,301万円となり、そこから

さらに波及する二次波及効果約829万円となっている。 

 
（１）分析の基本的な手順 

 ここでは産業連関分析を行う際の基本的な考え方について、ごく簡単に述べる。産業連関分

析は、その名称どおり産業連関表を用いた分析のことであるが、ここで取り扱うのは、なかで

も生産誘発分析と呼ばれるものである。 
産業連関表は、産業をいくつかの部門に分け、個々の産業部門が、生産活動を行う際に、ど

の産業からどれだけの中間投入（原料など）を用いて、生産を行っているのかを推計・記述し

た統計である。 
この性質を用いて、ある産業で新たな需要が発生した時に（直接効果）、関連産業に派生して

発生する新たな需要（間接効果）を推計できる。この直接効果と間接効果を合計したものを一

次波及効果と呼ぶ。なお、今回の分析には、平成23（2011）年八王子市産業連関表（25部門表）

を用いた。 
新たに派生した需要によって生産が増加するということは、各産業の付加価値（分配）を押

し上げることになることから、このような需要の増加は、最終的に労働者の所得を押し上げる

ことにつながる。所得の増加は消費を増加させることが期待されるから、新たな需要の増加を

生み出すことにつながる（二次波及効果）。 
この一連の流れを、今回の推計に当てはめて考えフローチャートの形式にまとめると図表２

のように表すことができる。 
 

図表２ 経済効果の流れ 

 

 
 以上の点から、今回の分析で、産業連関表を用いた経済波及効果の推計を行うためには、は

じめに直接効果がどの程度の大きさであるかを推計しておく必要がある。今回の大会の開催に

伴い、八王子市内で新たに発生し、八王子市内で効果が波及すると考えられる需要、すなわち

直接効果は、民間消費支出、家計外消費支出、政府消費支出の３つの項目からなる。今回の分

析では、これらの３つの項目について、簡単に次のように想定している。 
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・民間消費支出：観戦に来場する観客が使用した食費や交通費などの支出 
・家計外消費支出：ボルダリングワールドカップの事業主体が支出する運営費に関する支出 
・政府消費支出：八王子市が負担する事業経費等の支出 
上記のうち、家計外消費支出、政府消費支出の２項目については、直接的に金額の把握が可

能である。これらのうち八王子市内で支出されたものに関しては、直接効果として考えてもよ

い。 
ここで問題となるのは、民間消費支出、すなわち観客の行動に伴う金銭的な支出の推計であ

るが、これについては、別途アンケート調査を実施しており、これを基に推計を行うこととし

た。 
 
（２）アンケート調査の実施と直接効果の考え方 

 （１）のとおり、今回の分析における直接効果は、民間消費支出、家計外消費支出、政府消

費支出の３つの項目に大別されるが、民間消費支出については、新たに推計を行う必要がある。

今回の分析のために、ボルダリングワールドカップの２日目に、来場者を対象に聞き取りによ

るアンケート調査を実施した。基本的な調査の概要は以下のとおりである。 
 

調査日時 ： 平成29（2017）年５月７日（日） 

調査主体 ： 八王子市及び明星大学経済学部 

調査場所 ： ボルダリングワールドカップ会場内（エスフォルタアリーナ八王子） 

調査対象 ： 来場者（延べ4257人）、うち214名から回答を得た 

調査方法 ： 調査票をもとにした聞き取り及び自計式 

 

 
 
アンケート調査は決勝戦が行われる７日のみ実

施した。これは、予選の行われる６日のみを観戦

するケースはまれであると想定したためである。

調査にあたっては、八王子市と明星大学経済学部

が共同で実施している。実際の調査は、ワールド

カップの会場内で来場している観戦者に、調査票

を基に聞き取りまたは対象者自ら記入してもらう

形式としている。大会の休憩時間中には会場内で

聞き取りを行い、それ以外の時間は会場の外で休んでいる来場者に聞き取りを行った。 

図表３ アンケート調査用紙 

アンケート調査の様子 
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アンケート調査の聞き取りは、八王子市職員４名及び明星大学経済学部学生４名が従事して

いる。なお、使用したアンケート調査票は、図表３のとおりである。 
次に、直接効果の推定のための考え方について簡単に示す。来場者がとりうる支出を伴う経

済活動としては、大きく分けて、①会場までの移動、②当日の飲食、③当日の飲食以外の買い

物（土産、ボルダリンググッズなど）、④遠方からの来場の場合の宿泊などが考えられる。また、

八王子市における経済効果を考えるための調査であるため、八王子市内での支出を特定化する

必要がある。直接効果推計の方法として、基本的には、調査結果を項目ごとに集計し、アンケ

ート調査の対象者数で割れば、一人当たりの値が算出できる。これを２日間の総来場者数にか

けることによって、全体の直接効果の推計がなされたとみなすこととする。 
 

（３）経済波及効果の推計 

 

ア．直接効果の推計 

 

（ア）民間消費支出 

はじめに来場者の移動についてみておく。今回のボルダリングワールドカップの会場である

エスフォルタアリーナ八王子は、京王電鉄高尾線の狭間駅前に立地している。来場者が京王線

で来場している場合、狭間駅を利用していると考えればよい。ＪＲのみを利用している場合に

ついては、少し歩くものの高尾駅から徒歩で移動しているということを想定した。また、神奈

川方面から横浜線を利用し、バスも利用している場合は、横浜線で相原駅まで来た後、路線バ

スを利用したと想定する。アンケートの調査結果からは主としてこれらの点が明らかになった

ため、ＪＲの利用者については一人につき平均で片道170円、京王線利用の場合150円、路線

バス利用の場合180円の区間を八王子市内で利用したことを想定している。 

自動車やバイクなどを利用して来場した場合、八王子市内をどの程度の距離を走行したかに

ついて正確に測定することは難しいが、概ね10㎞の距離を１ℓの燃費で走行（バイクの場合そ

の半分）し、ガソリン単価を130円/ℓとして推計を行っている。 

なお、交通費のうちタクシー代と、宿泊・食事・その他（グッズ等）の金額については、ア

ンケート調査において支払金額を直接聞いているため、その金額を集計している。 

アンケートの集計結果をもとにした、以上の支出額の想定を、推計値の基礎となる一人あた

りの支出とみなす。この値を２日間の延べ来場者数4,257名に乗じることによって直接効果の

推計値が算出できる。ここまでの集計から、直接効果に該当する民間消費支出の推計がなされ

たことになる。 

 

（イ）家計外消費支出・政府消費支出 

 家計外消費支出にはボルダリングワールドカップの事業主体が支出する運営費が、政府消費

支出には八王子市の事業経費が該当する。事業主体が支出する運営費には、八王子市外で支出

されている項目も多く含まれることが想定される。このことから、運営に関する費用について

は、各項目について支出先を確認し、少なくとも八王子市に本所・支所がない事業主体への支

出は、八王子市への経済的な影響はないものと考え、直接効果の項目から除外することとした。

一方、八王子市の事業費については、直接効果としては原則として八王子市内で支出している

ものとして取り扱っている。 
以上が民間消費支出、家計外消費支出、政府消費支出についての基本的な考え方となる。 
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ここまでで、大会により新たに発生した需要である直接効果の推計値がわかる。これをまと

めたものが図表４である。 
図表４ 直接効果の推計値 

  
 

イ．間接効果の推計 

 前節で推計した直接効果（新規需要）を用いて間接効果を推計することとなるが、これらの

効果についても解説しておく。本稿の分析において経済波及効果としては、一次及び二次の２

つの波及効果を考えている。 
 
（ア）一次波及効果 

まず、一次波及効果は、直接効果（新規需要）に加えて、さらに間接効果として中間投入物

が地域内でどれだけ発生するかというものである。例えば、ボルダリングワールドカップの観

客が、八王子市内で弁当を購入したとする。この時、八王子市内で新たに弁当の需要が発生し

ていることとなる。これが前節で確認した直接効果であるが、この弁当の新規の需要は、この

弁当を生産するために投入された別の産業の需要となっているはずである。つまり、この弁当

がコンビニエンスストアで購入されたとして、直接効果（新規需要）は、小売りの部門に発生

していることとなるが、この弁当の生産に際しては、食材の生産者や弁当容器の生産者あるい

は電気・ガス・水道など生産物を中間投入として経済効果が波及していると考えるのである。

これが間接効果である。 
ただし、ここで注意が必要なのは、弁当の生産に必要な中間投入が、全て八王子市内で賄わ

れているわけではなく、他地域からの「移入」または外国からの「輸入」に依存している場合

もあるという点である。間接効果の推計の際には、この移入・輸入を差し引いて計算を行う必

要がある。 
間接効果の基本的な考え方は、最終需要が与えられたときに、その最終需要に見合うだけの

生産がどの産業でどれだけ必要かを、産業連関表から逆算して求めるというものである。 

 

（イ）二次波及効果 

次に、二次波及効果についても説明しておく。ここまでの説明では、直接効果や間接効果に

より、各産業において需要が増加しているのであるから、当然それに応じた生産が行われてい

ることになるということを確認してきた。 
このように生産が増加したのであれば、同時に、生産増加の一部が、所得の増加につながる

ということが予想される。この所得の増加のうち、一部は雇用者報酬となる。これは家計の所

民間消費支出

交通費 1,665,203

宿泊 1,754,355

外食 3,929,967

弁当 2,265,758

その他 3,128,298

合計 12,743,581

家計外消費支出

運営費等 23,761,056

一般政府支出

八王子事業費 4,993,159 単位：円 
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得の増加につながるものであるから、当然、消費の増加、すなわち新たな民間消費支出につな

がることが期待される。 
所得増加による民間消費支出の増加は、最終需要を増加させることとなる。この最終需要の

増加と、そこからさらに得られる中間需要の増加の効果を指して、二次波及効果と呼ぶ。 
ただし、所得の増加分が全て消費の増加となるわけではない。ここでは、雇用者報酬に、東

京都の推定する平均消費性向（所得のうち、消費に回す割合）を乗じて、民間消費支出額の推

定値とする。推定には、平成24（2012）年度の勤労者世帯の平均消費性向0.752を用いた。 

 

ウ．経済波及効果の推計結果 

ここまでの分析で、ボルダリングワールドカップ実施に伴う八王子市内での直接効果、間接

効果（一次・二次）を推計することができた。これをまとめたものが図表５である。 
 

図表５ 経済波及効果（まとめ） 

 
 

図表５のとおり、八王子市内での直接効果は約4,150万円である。次に、この直接需要から

八王子市内においてどの程度中間投入が増加するかという間接効果であるが、これは1,152万

円と推計できる。最後に、所得増加による消費の増加にさらなる中間投入の増加を加えた二次

波及効果については、829万円と推計できる。 
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このことから、ボルダリングワールドカップ開催に伴う八王子市内での経済効果の合計をみ

ると6,130万円となることがわかる。図表５にあるとおり、ボルダリングワールドカップに伴

う八王子市の支出は500万円弱である。 

ここから得られる経済波及効果の合計が6,130万円であることを考えると、八王子市からの

支出に対する金額ベースでおよそ12倍程度の経済波及効果が見込めることがわかる。これはワ

ールドカップという事業規模の大きいイベントを誘致することの効果やそれに伴い市外からの

大きな集客を見込めることの効果が大きいことをうかがわせる結果となっている。 

 
おわりに 

 

ボルダリングワールドカップ八王子2017は、本市では初めての本格的な国際スポーツ大会で

あるため、初めて使用する会場での施設設備チェック、消防や警察との調整、来賓等招待者の

調整、ボランティアの手配等、当日まで細かい調整が続いたが、事前の周知活動やマスメディ

アの報道等のおかげもあって会場は満員となり、大会運営も円滑に終了した。 

その結果、ＩＦＳＣの評価も高く、平成30（2018）年の日本でのワールドカップも八王子市

で開催することが決定している。しかし、成功裡に終わったとはいえ、多々、改善点も見受け

られた。次回が更に良い大会となり、東京2020大会に向けて、スポーツクライミングをはじめ

としたスポーツ振興の気運を大いに盛り上げるよう支援を行っていく。 

また、市と明星大学経済学部との共同調査では、本大会が市の開催支援額を大きく上回る経

済効果をもたらしたことが判明している。従って、今後もエスフォルタアリーナ八王子をはじ

めとした市内のスポーツ施設等を活用し、国際スポーツ大会開催等のスポーツツーリズムを積

極的に推進することが、八王子市の活性化策のひとつとして求められていくものと考える。 

最後に、大会の開催に関わった多くの関係者、ボランティアの皆様に深く感謝申し上げる。 

 
参考資料 

 

・八王子市『八王子市産業連関表 概要』2018年 
 
参考ホームページ 

 
・東京都「都民のくらしむき（東京都生計分析調査報告）」 
 http://www.toukei.metro.tokyo.jp/seikei/sb-index.htm（アクセス日：2018年３月 31日） 

 
（こばやし けんたろう・なかた はやと・みやき たかいち） 

 

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/seikei/sb-index.htm
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若手職員による「未来への提言」プロジェクト 

― 八王子市政の「次の100年」を担うひとづくり ― 

 

 

都市戦略部都市戦略課 主任 辻 誠一郎 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

はじめに 
 
市は、市制100周年を機に、平成29（2017）年11月から平成30（2018）年４月にかけて、

これからの100年に向けたビジョンを考える、若手職員による「未来への提言」プロジェクト

を実施した。市の未来を担う若手職員を中心に、将来予見し得る重要課題を浮き彫りにすると

ともに、自由な発想で解決の方向性を見出し「八王子市の未来図」を検討した。 

これは、未来に向けた課題の明確化やビジョンの提示を通じた、未来を担う職員の政策形成

能力向上を目的としており、都市戦略部都市戦略課と総務部職員課の共催による、プロジェク

ト型研修として位置づけられている。 

本稿では、プロジェクト設置からの流れを振り返り、担当として感じた成果と課題について

述べる。 
 

１．プロジェクトの概要 
 
（１）メンバーの募集 
概ね30歳以下の職員を対象として、課題論文「あなたが考える『2040年の八王子』」の提出

を条件に希望者を募ったところ、図表１のとおり19人のメンバーが集まった。全員が主事で、

平均経験年数は約３年半、平均年齢は 27歳と、かなり若い職員の比率が高い（いずれも平成

30（2018）年３月末現在）。 
 

図表１ プロジェクトメンバー一覧 

グループ 所属 氏名  グループ 所属 氏名 

◎１ 都市計画課 河上 武俊 ◎３ 情報管理課 矢部 越理 

○１ スポーツ振興課 阿部 裕也 ○３ 地域医療政策課 前嶋 悠子 

  １ 資産税課 高浦 羽純   ３ 契約課 富澤 悠 

  １ 子育て支援課 耳浦 文子   ３ 区画整理課 萩原 慶子 

  １ 企業支援課 清水 俊明   ３ 計画課 加藤 裕己 

◎２ 生活福祉地区第二課 林 俊介 ◎４ まちなみ景観課 赤羽 祐哉 

○２ スポーツ施設管理課 山田 恵大 ○４ 高齢者いきいき課 中濵 美那子 

  ２ 資産税課 芳賀 紗奈美   ４ 経営計画第一課 片山 久美子 

  ２ 高齢者福祉課 小俣 直子   ４ 生活自立支援課 時友 彰吾 

  ２ 保険年金課 小林 恒輝 ◎：リーダー ○：サブリーダー 
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（２）カリキュラム 
インプットの機会を積極的に与えつつ、政策立案の思考を学んでいけるよう、外部講師によ

る講演や先進的な取り組みを実施している自治体への視察、グループでのディスカッションを

織り交ぜて進めた。具体的には、市の重要な意思決定に関わる部長５名による基調講演ののち、

以下のとおり実施した。 

図表２ カリキュラム 

 
 
ア．課題図書の配布（11月） 

これからの日本が直面する課題について、共通の基礎知識を持ってプロジェクトに臨めるよ

う、課題図書1を配付した。 
 
イ．講演及びグループディスカッション（12月） 
人口減少がもたらす影響と、その対応の最前線について様々な視点から学ぶため、外部講師

を招いて以下のとおり講演を行った。なお、いずれの講演も全職員向け研修として実施した。 
 

開催日 講師 概要 

平成29（2017）年 

12月12日（火） 

首都大学東京 

都市環境学部教授 

饗庭 伸氏 

人口減少がまちのハード面に与える影響や、これからの

時代の都市計画を考える視点を提供していただいた。 

平成29（2017）年 

12月19日（火） 

株式会社栄鋳造所 

代表取締役 

鈴木 隆史氏 

独自のグローバル経営を行う立場から、変化し続ける社

会に対応していくために必要な組織経営や人財のあり

方について語っていただいた。 

 

    
  
                                                   
1 河合雅司著『未来の年表 ―人口減少日本でこれから起きること―』（講談社現代新書、2017年）を選定。
人口減少がもたらすインパクトが、客観的なデータに基づき示されている。 

饗庭教授講演 鈴木社長講演 



29 

 

講演後、プロジェクトメンバーを４グループに分け、講演内容の考察と、「八王子の未来図」

についてのブレインストーミングや課題の整理を行った。 
 

   
 
 
ウ．自治体視察（１月～２月） 
時代の変化に対応するまちづくりの事例を学ぶとともに、知識・問題意識を政策に反映し、

実践していくプロセスを学ぶことを目指し、以下のとおり、先進的な取り組みを実施している

自治体への視察を行った。 
 

実施日 視察先 概要 

平成30（2018）年 

１月 24日（水） 
日野市 

多摩平の森における高齢化した団地の再生を事例とし、社会の変化

に対応する官民連携のまちづくりについて講義をいただいた。 

平成30（2018）年 

２月７日（水） 
豊島区 

東京 23区唯一の「消滅可能性都市」として挙げられたことを機に、女

性にやさしいまちの実現に向けて実施してきた取り組みについて講義

をいただいた。 

 

   

 
 
 
エ．中間まとめの作成（１月） 
視察と並行して、これまでに抽出してきた課題について、データに基づく分析やマクロな視

点からの整理・重点化を行い、平成30（2018）年１月末に「中間まとめ」を作成した。 

グループでのブレインストーミングの様子 

日野市視察にて 

まち歩きをしながら、心地よい空間を作

りあげてきたプロセスや知恵を学んだ。 

豊島区視察にて 

視察終了後、池袋駅近くにできた芝生

広場で、新区庁舎をバックに撮影。 
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ブレインストーミングの段階では、「高齢者の増加」のような単なる現象を課題としているも

のや、「税収の減少」のような抽象的な課題が多かった。中間まとめに向けた検討では、「高齢

者の増加」という現象の結果「誰がどう困るのか」を明確にし、「税収減」について「いつ、ど

の収入が、なぜ、どのぐらい減るのか。その結果どうなるか」を検討するなど、解決策の提言

に必要なレベルに課題を具体化していった。 
 
オ．フィードバック～骨子の作成（２月～３月） 
中間まとめに基づき、各グループで提言の骨子を作成した。中間まとめ提出以降は、各グル

ープのリーダーを通じて、都市戦略課から随時フィードバックを行った。課題の分析が不十分

な点、課題と提案がつながっていない点、提言の構成が整理しきれていない点などを確認しな

がら、提言をブラッシュアップしていった。 
 
カ．成果報告 

プロジェクトの最終的な成果は、報告書にまとめて庁内向けに公開するほか、平成30（2018）

年５月中に全職員向け研修という位置づけで報告会を実施する予定である。 

 
２．プロジェクトの成果 
 
ここでは、プロジェクトにより得られた成果を、目的として設定した①未来に向けた課題の

明確化とビジョンの提示、②未来を担う職員の政策形成能力向上の２つの視点から振り返る。 
 
（１）課題の明確化とビジョンの提示 
骨子のとおり、市がこれから直面していくであろう課題が、グループごとの様々な切り口で

明確化され、課題に立ち向かうための方向性が大きな視点で提言された。 
もちろん、今回のプロジェクトで市の未来図について、「答え」が出たということではない。

しかし、成果報告会の実施や報告書の公開などにより、庁内にメンバーの努力と成果を広く伝

えることで、次の100年に向けて目指すまちの姿を考える機運を盛り上げることにつながるの

ではないだろうか。 
 
（２）職員の政策形成能力向上 
 
ア．インプットの習慣化 
プロジェクトの感想・手応え等について行ったアンケートでは、これまで以上に自主学習を

行っていきたいと答えたメンバーが大半2となった。検討を通じて、市の未来への関心がより強

まったこと、業務外での知識習得の重要性を実感できたものと考えられる。 
 
イ．政策形成の思考 
本プロジェクトを通じて向上を目指したのは、具体的な課題を発見してその原因を特定し、

重点化・体系化したうえで実効性のある解決策を提案するという、一連の政策形成で必要とな

る能力である。これについて、事務局のアドバイスに基づき提言を作成していく過程で、日常

業務や一般的な研修では得られない経験をすることができた。 

                                                   
2 「以前から習慣的に自主学習を行っている」と答えたメンバーを含め、19名のうち12名が「より多く自主
学習を行っていく」と回答した。 
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なお、中間まとめ以後のフィードバックについて、直接のやり取りは主にリーダーと行って

いた。時間的制約や日程調整の困難さからこのような方法をとったが、人財育成面の意義を考

えると、なるべくグループの全メンバーが出席する場でフィードバックを行うことが望ましい。 
 
ウ．チーム力 
意見の違うメンバー間の議論からよりよい結論を導く能力や、効率的なチーム運営能力など、

チームで成果を出すための力については、ア・イ以上にメンバーの成長実感が高い3。困難な課

題に時間をかけてチームで取り組むという、プロジェクト型研修ならではの成果である。 
あわせて、プロジェクトを通じて意欲を持った職員同士のネットワークができたことは、メ

ンバー及び本市にとって、将来にわたる財産となるだろう。 
 
エ．アウトプット能力 
最終的なアウトプットである報告書は作成中の段階であるが、フィードバックを重ねる中で、

検討内容を端的にまとめ、論理的な文章として形にする能力が目に見えて向上しており、事務

局として手ごたえを感じている。 
 
３． 今後の課題 

 
（１）ハードルの低い、継続的な向上心の受け皿 
個人的な感覚ではあるが、多くの職員は、業務外の知識取得や自身の政策形成能力向上につ

いて、必要性は認識していても「何からやってよいのかわからない」、「長期間のプロジェクト

や自主研究グループの立ち上げはハードルが高い」という状態にあるのではないだろうか。 
今回のように腰を据えて取り組むプロジェクトの前段階として、誰でも、いつでも、気軽に

参加できる「向上心の受け皿」があれば、業務外での能力向上習慣の定着に資すると考える。 
 

 
 
 
自治体によっては、市の企画部門や人財育成部門が事務局となって自主研究会を運営し、図

書の輪読・ディスカッションなどを通じて基礎的な能力向上を行っている。研修受講などの受

け身の学習機会とは異なる、ちょっとしたプラスアルファのきっかけを増やしていく必要があ

るのではないか。 
 

                                                   
3 前述のアンケートにて、チームで成果を出すためのいくつかの能力について、どの程度成長を実感している
か５段階で質問したところ、いずれも平均値が４近い数値となった。 

「ちょっと」を「もっと」に、「もっと」を「ずっと」に。 
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（２）テーマ設定の具体性と提言の実現 
今回のプロジェクトでは、市制100周年とのリンクを意識して「将来課題解決に向けた方向

性」という幅の広い課題を設定している。これについて、今回のプロジェクト期間やメンバー

の年齢層を考えると、やや難易度が高かったようにも思えた。 
また、メンバーからは、単なる「研修」で終わらせず、提言が実際の施策につながる仕組み

があると、さらにモチベーションが上がるという感想があった。 
これについては、テーマをより具体的に設定し、内容次第では実際の施策に反映させるプロ

ジェクトとすることで、さらに具体的な手ごたえを感じてもらうことができると思われる。 
一方で、テーマを絞るほど、また提言の実現を重視するほど、具体的な「できない理由」が

立ちふさがり、自由な発想で検討をすすめることが難しくなる。ときに、課題の本質を追及す

ることよりも庁内外を説得するテクニックや「落としどころ」の探り方が重要になることもあ

るだろう（もちろんこれも行政職員に必要な能力ではあるが）。そうなると、今回のプロジェク

トで目指した成果（課題の明確化とビジョンの提示、職員の政策形成能力向上）の達成からは

遠のいていく可能性が高い。 
テーマの具体性や提言の実現性については、プロジェクトの目的や想定するメンバー層を考

慮して、適切に設定する必要がある。 
 
（３）人財の発掘、育成、そして活用へ向けた仕組み 
今回のプロジェクトを通じて、意欲ある若手職員を見出すとともに、各々の得意分野を深く

知ることができた。幅広い知識を課題発見に活かしたメンバーや、課題の分析・整理に独自の

スキルを発揮したメンバー、独自の視点で解決策を見出すことに長けたメンバー、グループを

盛り上げ、全体のレベルアップに貢献したメンバーなど、皆がそれぞれの能力を大いに発揮し、

伸ばしていった。この人財発掘という成果は、当初目的としていた人財育成と並ぶ、プロジェ

クト型研修の特長といえる。 
今後、同様のプロジェクトを実施することで、通常の業務とは異なる人財発掘が行える可能

性が高い。そこで得られた価値ある情報を、適材適所の人財配置に結び付ける仕組みについて

も、検討する意義があると考える。 
 
おわりに 

 
先日参加したある研修にて、某市の政策形成能力向上に向けた取り組みが紹介された。講師

曰く、「市の人財育成制度や優れた政策形成・実施サイクルが有名になったことで、『ぜひこの

市役所で働きたい』という積極的な動機を持った志望者が増えている」とのことである。 
これが本当なら、本気で地域に貢献したい・チャレンジしたいと考え、自ら情報収集を行う

志望者ほど、同市のような自治体を選ぶ傾向にあると言える。この流れが進んで行けば、今後

は職員の政策形成能力についてもますます自治体間格差が広がっていく時代になるだろう。 
本市が人財獲得の面でも「選ばれ続ける自治体」であるためには、これまで以上に職員が政

策形成能力を伸ばし、発揮していける仕組みを作っていくこと、そしてそれを積極的に内外に

発信していくことが必要である。 
本プロジェクト及び本稿、ひいてはこの『まちづくり研究はちおうじ』が、そのための一助

になれば幸いである。 
 

（つじ せいいちろう） 
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グループ１提言骨子 

「次の100年の輝きをプロデュース ― ハッピーライフ802 ― 」 
河上武俊・阿部裕也・高浦羽純・耳浦文子・清水俊明 

 
１．課題分析 ‐暮らしから想定される負の未来像‐ 

 
本グループでは、本市に訪れる可能性がある「負の未来像」を明らかにし、未来像を転換す

るための要因について検討を行った。まず、抽出した課題を「働き方」、「暮らし方」、「学び方」

に大きく分類し、カテゴリごとに「負の未来像」について想定を行った。 
働 き 方・・・後継者不足やＡＩ化による地元企業の衰退が挙げられ、地域雇用吸収力の低

下により働きたくても自由に働けない都市が想定される。 
暮らし方・・・人口減少に伴い住宅や公共施設のストック過多、魅力あふれる中心市街地の

衰退による生活利便性の低下など、にぎわいの薄れた都市が想定される。 
学 び 方・・・多様化する子育てや教育の価値観の変化、子育て層に配慮した施設の不足な

どが挙げられ、学ぶ場を選択する時代から取り残された、子どもがいなくな

る都市が想定される。 
 
２．ライフスタイルの創出による、負の未来像からの脱却 

 
少子高齢化による人口減少は、止めることの出来ない問題である。そのため、近隣都市との

差別化や都市開発、公共施設の拡充により住民を呼び込む考え方では、根本的な解決には至ら

ず、持続可能な都市の構築にはつながらないと考える。 
本グループは、「働き方」、「暮らし方」、「学び方」に共通する「ライフスタイル」というキー

ワードに注目した。近年、経済的な価値だけでは測れない「ゆとり」や「質」を重視する生活

など、人々の価値観の多様化が進んでいる。例えば、仕事の効率性や働き方の見直しによる私

生活と仕事の両立や、インターネットを活用した在宅ワークの充実など、様々なライフスタイ

ルが登場している。このような、時代に合わせた新しいライフスタイルは、物質的な充足によ

らずに幸せを実現するための鍵となっていく。 
ただし、ここで行う提言は、特定のライフスタイルを問題解決の「答え」と定めるものでは

ない。幸せを実現するライフスタイルは、人ごとに、また時代と共に新たな形へと今後も変化

を遂げていくものである。 
そこで、本グループは、八王子市の目指す未来像として、「魅力あふれる多様なライフスタイ

ルを創出し続ける都市」を掲げた。変化し続ける時代や価値観にあわせ、常に新しく、魅力的

なライフスタイルを可能にする都市として、住民の満足度（幸福度）向上・都市の活性化を実

現し、負の未来像からの脱却を図る。 
 
３．目指す未来像の実現に向けた方向性 
 
（１）八王子だからこそ実現できるライフスタイルを重視 
魅力あふれるライフスタイルの創出にあたっては、前述した人々の価値観の多様化を前提に、

よりオリジナリティーを持った提案を重視する必要がある。すなわち、日本全国どこでも実現

できるライフスタイルではなく、本市の立地特性を活かしたライフスタイル創出を重視してい

く。これを実現するための資源となるのは、本市の充実した既存ストックと豊富な自然である。 
既存ストックとしては、地元商店や企業、農業などの産業ストック、地域コミュニティや郷
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土愛といったコミュニティストック、都市機能の集積や公共施設・交通等のインフラストック

が挙げられる。また、豊富な自然には、都心や他県への豊富なアクセシビリティーを持ちあわ

せながら緑豊かな自然に身近に触れ合うことができる本市の立地的要素が挙げられる。 
これら、様々な要素が混ざり合う八王子だからこそ可能となるライフスタイルの創出を行う

ことが、住民の満足度（幸福度）の向上や都市の活性化の実現につながると考える。 
 
（２）ターゲットの選択と様々な世代の担い手の協力 
 限られた市の財源を有効に活用しながらライフスタイルの創出を図るには、ターゲットを明

確にする必要があると考える。そこで、多様なライフスタイルの選択が可能な世代であり、ラ

イフスタイルの創出に伴い都市の活性化を促すポテンシャルを持つ世代である子どもから若年

層までをターゲットとして捉える。また、医療の発達による健康寿命の向上をポジティブに捉

え、これまで高齢者と定義されてきた65歳以上の豊富な人材や経験を活かし、ライフスタイル

の創出への担い手として参加を促す。 
 
（３）民間活力の積極的な活用 
前述したようにライフスタイルは、多様化し、日々変化を遂げている。魅力あるライフスタ

イルの創出には、ニーズを的確に捉えた柔軟な発想や行動力が必要である。そのことから、行

政の民間活力の積極的な活用によるライフスタイルの創出を提言する。 
行政：魅力あるライフスタイルの研究・分析の機会の設定やライフスタイルの創出に見合

った民間企業への仕組的・金銭的投資を行い、活力を促す制度設計を行う。 
企業：市の支援を受けつつ、住民へ多種多様なライフスタイルの提案を行う。 
住民：提案されるライフスタイルから自らに見合ったライフスタイルの選択をし、ライフ

スタイルを実現する場として本市を選択する。 
これら、行政・民間企業・住民の三者においてライフスタイルの創出という一連の流れを生

み出すことにより、ひと・経済・まちの流れの活性化を図り、相乗効果による、さらなる質の

高いライフスタイルの創出を期待する。 
 
（４）ライフスタイル創出の基盤整備 
 負の未来像で想定した、ライフスタイルの構成要素である「働き方」、「暮らし方」、「学び方」

から、考察を行った。 
働 き 方・・・起業や事業拡大の場の提供や技術支援など働く場の提供 

暮らし方・・・農業体験や自然に囲まれた暮らしの提供、空き家などの既存ストックの活用

によるにぎわいのある都市の再編 

学 び 方・・・地産地消による食育や、豊かな自然を活かした子育て、地域住民の経験や知

識を活かした地域による子育ての推進 

これら施策の推進には、民間企業との協定や広報活動、公共ストックを活用した場の提供な

どの活動支援、制度設計や条例制定等による規制緩和、税制優遇や補助金等による金銭的支援

を行政が積極的に仕掛け、ライフスタイルの創出を図ることが考えられる。 

 
少子高齢化による人口減少をポジティブに捉え、住民の活力や幸福感を増進していくために、 

個性を尊重した魅力あふれるライフスタイルを実現できる都市を目指すべきである。 

各グループの提言の詳細は、本事業の報告書に記載
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グループ２提言骨子「市民ひとりひとりがいきいきと暮らす土台作り」 

林俊介・山田恵大・芳賀紗奈美・小俣直子・小林恒輝 

 
１．テーマ設定 ‐「しあわせ」を目指す土台をつくる‐ 
 
（１）100人アンケートに見る価値観の変化 

我々は、市民一人ひとりがしあわせでないと、よりよいまちづくりは実現しないという原点

に立ち返り、しあわせの感じ方について100人アンケートを実施した4。 

この結果から、しあわせの形は実に多様である一方、「将来への不安」については、生理的欲

求や安全欲求（マズローの欲求５段階説）に関連するものが上位を占めることが分かった。 

価値観の多様化は、人々のライフスタイルの変化という形で、データにも表れている。例え

ば、平均勤続年数、平均寿命から、ライフスタイルを形作る様々な要素の変化が読み取れる。

さらに、人口1,000人当たりの出生率、平均初婚年齢、全婚姻件数に対する再婚件数の割合等

について約20年前と比較してみると、結婚・出産等のライフスタイルも多様であるとわかる。 

 
（２）テーマ設定 

かつての成長社会と異なり、もはや「○○すればみんながしあわせになる」という図式は成

り立たない。このような時代に行政が果たすべき役割は、「不安の原因」を取り除いていくこと

であると考える。具体的には、前述のアンケートで上位に挙がった「収入減少」、「福祉サービ

ス」の不安を解決していきたい。不安の原因を取り除き、持続可能な行政運営を行うことで、

市民がいきいきと過ごすための土台作りを行うことを目的とする。 
 
２．課題 ‐負のサイクルが生み出す未来図‐ 
 
（１）負のサイクル 

人口減少や人口構造の変化により、右図のと

おり負のサイクルが起こり、まち全体の衰退に

つながる恐れがある。 
 
（２）行政分野ごとの課題 
負のサイクルがもたらす影響を、行政分野別に検討する。 
① 産業分野（産業空洞化により、雇用がないまち） 
生産年齢人口減少により、特に製造業で産業空洞化が加速する。製造業での雇用がなくな

れば、生産年齢人口のさらなる流出により、消費も減少、小売業等の他の産業への影響も大

きい。市民の収入は減少し、財政も悪化、行政サービスの低下にもつながる恐れがある。 
② 福祉分野（適切な福祉サービスが受けられず、健康でいきいきと暮らせないまち） 
後述のとおり、現状でも、年齢による区分けにより福祉サービスを利用できない方がいる。

「人生100年時代」と言われる大きなライフスタイルの変化が訪れれば、制度と現実の不整

合はさらに広がっていくだろう。加えて、財政悪化により、あらゆる世代の住民に対する福

祉サービスが低下し、生涯安心して暮らせないまちになる。 

                                                   
4 「①あなたがいきいきと過ごせるときは？」、「②どのようなまちに住みたいか？」、「③将来の不安はあ
りますか？」について、男女 20～60代に対して自由記述で調査した。 
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③ 都市分野（公共交通廃止により、日常生活が困難なまち） 
利用者が減った公共交通路線（バス等）が廃止され、自動車なしでは簡単に出かけられな

くなる。交通不便が店舗の撤退、居住者の減少に拍車をかけ、空き家増加につながる。それ

により治安も悪化し、不用意に出歩けないうえ、火災や倒壊に巻き込まれるなど、災害リス

クが増加する。税収減少により財政難を迎えた行政はインフラ整備を行うことができず、日

常生活もままならなくなる。 
 

３．課題解決の方向性 
 
（１）産業分野（エネルギーと雇用が生まれるまち八王子 エネルギー政策×製造業誘致） 

現在の日本は電力供給の９割近くを火力発電に依存しているため、エネルギーコストが原油

価格等の影響を受けてしまい、安定性・価格競争力を高めることが難しい。 
そこで、バイオマス発電を中心とした再生可能エネルギー政策により、エネルギーが地産地

消する仕組みを作り、エネルギーコストを抑えることで製造業を誘致することを提言する。具

体的には、企業の再生可能エネルギー活用に対し助成金を設けるなどし、エネルギーを地域で

循環させる。市内の製造業各社に対してバイオマス発電の導入を支援することで、エネルギー

のコストがかからない仕組み作りを行う。 
この点で、八王子市は、①中央道・圏央道による高速道路交通の利便性、②広い森林面積や

高い森林率による豊富なエネルギー資源という、他にない強みを持っている。 
ただし、現状では、再生可能エネルギーは化石燃料と比べて効率が良いとは言えない。産学

連携や特区を設けるなどして、積極的に開発を支援していく必要がある。 
 

（２）福祉分野（生涯いきいきと暮らせるまち八王子 介護・障害サービスの一体化） 

現状、介護サービスは65歳以上（２号被保険者は40歳以上）を、障害サービスは障害者手

帳取得者等を対象としている。これにより、高齢者が障害福祉事業所で介護サービスを受けら

れないなど、制度間の谷間が存在する。また、将来的には平均寿命の延びにより、かつての医

学的知見にもとづく年齢要件が時代に合わなくなる。 
年齢要件を撤廃し、身体介助の必要な度合いで利用者を決定する新たな基準を設け、介護・

障害サービスを一体化することを提言する。 
身体介助・福祉用具等のサービスや認定調査・給付等の重複した事務をスリム化し、福祉サ

ービスを維持するとともに、利用者にとってもわかりやすく利用しやすい制度にしていきたい。 
 

（３）都市分野（交通便利で活気のあるまち八王子 広域行政×コンパクトシティ） 

人口減少が進めば、公共交通網の取捨選択は避けて通れない問題となる。小規模拠点間をつ

なぐ公共交通を全て維持するために多大なコストをかけるのではなく、八王子駅・南大沢駅な

どの主要拠点と各拠点間の路線に重点的な投資を行う必要がある。あわせて、主要拠点につな

がる交通網周辺を重点地区とし、点在する空き家のリノベーションや民間管理の複合施設設置

を行うほか、小中学校の空き教室や廃校を失われた都市機能（買い物・行政サービス等）の代

替拠点として機能させることで、人々で賑わい、ゆとりのある街並みにつながる。 
さらに、他市との公共施設共有を提言する。スポーツ施設・図書館等を、建物の老朽化具合・

立地や地域の人口・利用数等を基に取捨選択する。そして、複数ある施設の中で残すべき施設

を他市と共同所有して収益を改善し、それ以外については地域のニーズに沿って再利用・売却、

を行うほか、新たな共有施設を設置するなどして、効率的な施設管理・整備を実現する。 

各グループの提言の詳細は、本事業の報告書に記載
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グループ３提言骨子「稼げる自治体八王子」 

矢部越理・前嶋悠子・富澤悠・萩原慶子・加藤裕己 
 
１．はじめに 
 
（１）人口減少がもたらす変化 
人口減少社会において、八王子市においても様々な影響が出てくることが予想される。平成

37（2025）年までには税収が減少する一方で、市内各所のバリアフリー化が必要になる。平成

52（2040）年までには大学の減少、市内業者の減少、災害時の対応力の低下などが予想される。 
また、国の政策も変化している。ふるさと納税などの政策によって地方に財源を移すことが

進められ、今後は人の流れを地方に持っていく方向に動いている。 
人口減少の中で住民の取り合いになるなど、自治体間の関係についても変化が予想される。 

 
（２）人口減少社会における課題とお金の関係 
人口減少社会における最も大きな課題として我々が注目したのが、税収の減少によってこれ

まで提供できていたサービスが維持できなくなることである。これによって派生する多くの課

題は、歳出に見合った財源を確保することで解決できると考えられる。 
例えば、インフラの整備にかかる経費は、人口が減少したとしても大きく落ちることはない。

その一方で人口減少によって財源が減少していけば、そのギャップによって、老朽化による安

全性や施設機能の低下、景観の悪化などの問題が発生する。財源の維持によりこのようなギャ

ップを埋めることで、現状と同じサービスが提供でき、多くの問題が解決できると考える。 
 
２．主題 
 
（１）人口減少社会においては財源を稼ぐことが必要 
人口減少社会を乗り切るためにはいかに財源を確保すべきかが大事になる。本市においては、

平成37（2025）年には68億円、平成52（2040）年には161億円の財源不足が予想される。 

  
「未来シミュレーター5」の予測をもとにグループで作成 

                                                   
5 千葉大学大学院人文社会科学研究科倉阪秀史教授による、「多世代参加型ストックマネジメント手法の普及
を通じた地方自治体での持続可能性の確保」プロジェクト（OPoSSuM）が公開している、全国の自治体の人

口・産業構造や財政状況の中長期予測。＜http://opossum.jpn.org/news/2018/04/06/455/＞（アクセス日：

2018年３月 20日）。 

平成37（2025）年 

歳入：1,731億円 

歳出：1,799億円 

 

平成52（2040）年 

歳入：1,394億円 

歳出：1,555億円 

http://opossum.jpn.org/news/2018/04/06/455/


38 

 

（２）財源を稼ぐための３つの方針 
 
ア．ダイエットシティ ‐歳出を減らす‐ 
・ へんな窓口 

郵送物・刊行物の電子化を進める。紙での郵送を希望する場合、手数料が必要になる。 
・ へんな事務所 

事務所の無人化、ＡＩ化を行う。また、無人コンビニなど民間施設との融合も進める。 
・ 電子化推進税 

問い合わせや申請手続きの電子化を進める。窓口を希望する場合、税金がかけられ、

電子化を進めるための財源として活用する。 
 
イ．ゼニゲバシティ ‐歳入を増やす‐ 
・ グレイブ八王子 

八王子に長期間税金を納めることで病院に行くためのタクシーが無料になったり、無

料の老人ホームへの優先入所権が獲得できたりする。グレイブは墓の意味で「ゆりか

ごから墓場まで」の墓場を意味する。 
・ テング税 

高尾山に入山する人から、入山税をいただき、環境保全のために使う。 
・ 未来チャージ 

公共施設の駐車場や電話問い合わせを有料化したり、公用車の貸し出しをしたり、積

極的に財源の確保に努める。こうして集められた財源は一般会計とは別に“チャージ”

され、ホームページで金額を公開し、あらかじめ決められた事業のために使う。 
・ インフルメイヤー 

市長が先頭に立って情報発信を積極的に行い、インフルエンサーになる。市長発信と

いう話題性のあるなかで直接的に企業に働きかけることで、企業誘致を促進する。 
・ 運命共同体政策 

市内への企業誘致などで補助金を出す代わりに株の取得を行う。また、取得した株を

使って、市で市内企業の抱き合わせ株を発行し、購入者を募る。 
 
ウ．ガラパゴスシティ ‐多様な働き方を推進し、生産性・魅力を向上‐ 
・ 副業特区 

副業を許可する企業のみが入ることができる特区を作る。エリア内には副業を推進す

るためのコワーキングスペースや相談窓口などの複合施設を設置する。 
・ キャリアアップ有給休暇交代制度 

市役所及び市内企業で、職員間での有給休暇の売買を行える制度を導入する。育児・

介護や自己研さん・学校に通うなど休暇を取らざるを得ない職員が活用できる。また、

有給休暇の売買に課税することで、税収増につなげる。 
・ 高尾のパリ化 

近い将来、外国人労働者の大量流入が始まると予測される。フランスの文化として、

残業の概念がなかったり、バカンスといった概念があったりといったことが挙げられ

る。そのような文化を取り入れ、働きやすい文化を根付かせることで、質の高い人材

を呼び込む。 

各グループの提言の詳細は、本事業の報告書に記載
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グループ４提言骨子「お互いさまで“わがまま”が叶うまち」 

赤羽祐哉・中濵美那子・片山久美子・時友彰吾 

 

１．提言概要 
 
平成52（2040）年に八王子が目指すべき理想の社会像として、「多様な価値観が共存し、お互

いさまで助け合える社会」を掲げ、それを実現するために「①正しい情報の整理・共有・発信」、

「②限られた資源を有効に活用」、「③トータルウィン（TOTAL-WIN）の関係構築」という視点を

考慮して解決策を提案する。 

 
２．現状・・・流動的な社会変化 
 
・ 価値観の変化     ・・・物質的充足から、精神的豊かさや生活の質の向上を重視 

・ 人口急減・超高齢化  ・・・日本全体も八王子市も、長期的に総人口は減少 

・ 科学技術イノベーション・・・情報通信技術の急激な進化 

 →あらゆる「モノ」が瞬時に結び付き、互いに影響する状況 

 
３．現状のままだった場合の、八王子の未来の姿 

 
流動的な社会変化に適応することができなければ、様々な価値観が分断し、限りある資源を

奪い合うような社会が到来する。これは、個人にも社会にも不幸な未来である。 
 

（１）価値観が乱立：「自分さえよければそれでいい」社会に 
・ 高齢者の増加→高齢者福祉を優先→生産年齢人口への負担が拡大、負の連鎖 
・ 年少人口の減少→生徒・学生の奪い合いが発生、定員割れとなる高校や大学の増加 
（八王子では大学の都心回帰が進み、市内から大学が撤退）         など 

 
（２）資源不足：このまま資源にテコ入れをしないと、資源は減少・枯渇し、悪化の一途 
・ 生産年齢人口が減少→働き手が不足 
・ 税収の減少→インフラや公共施設の整備が困難              など 

 
４．八王子の理想の社会像 

 
八王子が目指すべき理想の社会像として、「多様な価値観が共存し、お互いさまで助け合える

社会」を提言する。 
特定の人に我慢を強いるのではなく、お互いに譲歩し合い、あらゆる立場・属性の人々の想

いが共存可能な社会を構築することで、様々な人々が多様な価値観を認め合い、支え合いなが

ら幸せに暮らすことができる。 
また、人々が幸せに暮らすためには、資源（ヒト、モノ、カネ）の確保も不可欠となる。し

かし、少子高齢化・人口減少により資源は減少していく。そこで、民・産・学・公が協働し、

それぞれの得意分野や不得意分野を相互に理解し、適切な対応を施すことで、限りある資源を

効果的に活用することができる。 
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５．実現を阻害する要因 
 
分野別で様々な課題が考えられるが、根本の課題として挙げられるのが以下の２つである。 
・ 課題① 価値観の多様化に伴い、人によって「理想の社会像」が様々あるため、「目指す 
    べき社会」の共通認識が無い。 

・ 課題② 少子高齢化や人口減少に伴い、資源が不足する。 
 

６．解決策 
 
課題①・②を解決するため、以下の３つの視点を考慮して、解決策を提案する。 
・ 視点① 正しい情報の整理・共有・発信 
・ 視点② 限られた資源を有効に活用 
・ 視点③ トータルウィン（TOTAL-WIN）の関係構築 

 
（１）政策キーワード「共有化の仕組み」 
多様な価値観を持つ人々がつながり、議論できる場をつくることで、社会全体で「理想の社

会像（多様な価値観が共存し、お互いさまで助け合える社会）」を共有できる仕組みを構築する。

最終的には各々の価値観をすり合わせて合意形成につなげる。 
（施策提案：セイサクレシピ、セイサクトライアル、セイサクキッチン） 

セイサクレシピ（情報共有プラットフォーム）の概要 

都市の「前提条件」を共有するとともに、あらゆるデータ・要望・政策を集約可能なウェ

ブサイトをつくる。地区ごとや属性ごとなどの掲示板や、簡易的に意向を確認できる住民投

票機能を備え、共通の前提条件のもと、みんなが納得できる政策をウェブ上で模索していく。 
協働参加の度合いにより、地域通貨ポイントの発行による参加の動機づけや、閲覧数増加

に伴う広告物収入などにより、仕組みの持続を図る。 
 
（２）政策キーワード「ネガ→ポジ」 
一般的に否定的に捉えられているものについて正しい知識を得ることで相互理解を深め、お

互いさまの社会を構築する。また、ネガティブなイメージがあるものをポジティブに捉え直す

ことで、新たな資源・チャンスとして活かしていく。 
（施策提案：終の棲家・はちおうじ、終活フェスティバル） 
 

（３）政策キーワード「選択と集中」 
市域全体の利便性につながる中心拠点への機能集約と、各地域の特色を活かした機能分化の

両側面を考慮して、限りある資源を有効に活用する。地域ごとに異なった特色や文化が明確に

なることにより、それぞれのライフスタイルに適した地域を選択できるようになる。 
（施策提案：中心市街地復権、各地域の独自文化の醸成） 
 

（４）政策キーワード「広域連携」 

八王子の交通の要衝という特性を活かし、周辺自治体や関係自治体との戦略的な広域連携を

目指す。八王子を中心として既存自治体の垣根を超え、新しい時代に対応した運営の効率化や

資源の共有化、課題の協働解決を図ることで、世界のリーディングシティとなる。 
（施策提案：北条兄弟都市連携、政令指定都市化、横田基地国際空港化連携） 

各グループの提言の詳細は、本事業の報告書に記載
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「八王子版ネウボラ」による妊娠期からの支援の充実 

     ― 安心して妊娠・出産・子育てができるまちづくり ― 

 

医療保険部大横保健福祉センター 館長 富山 佳子 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

本市では、「すべての子どもたちが健やかに育つ地域づくり」を進めるとともに、「子育てし

やすいまちナンバーワン」を目指して、安心して子育てができるよう地域と協働しながら様々

な施策の充実を図ってきた。 

平成27（2015）年３月には第３次子ども育成計画『ビジョン すくすく☆はちおうじ』を策

定し、「みんなで育てる みんなが育つ はちおうじ」を基本理念に掲げ、特に平成28（2016）

年度には、全ての子育て家庭を対象とした妊娠期からの切れ目のない支援をする仕組みである

「八王子版ネウボラ」を新たな子育て支援施策の柱として導入したことから、その経過と成果

及び課題について報告する。 

 

１．なぜ、ネウボラの仕組みが必要なのか  

 

（１）ネウボラとは 

「ネウボラ」とは、北欧フィンランドの公的な妊娠・出産・子育てに関わる相談支援拠点で

あり、フィンランド語で「相談場所（neuvola）」を意味する。フィンランドでは、妊娠したら

病院ではなく、ネウボラで妊娠の診断や妊婦健診、必要な相談や指導を受ける。  

ネウボラの支援対象は全ての家庭であり、妊娠から出産、

子育てに関することはもとより、医療面、家族関係、経済

的状況に至るまで同じ保健師が総合的に妊産婦や家庭状況

に応じた支援を行う。特に妊娠初期や産後の母親には、心

身の大きな変化や慣れない育児に戸惑いがあるため、その

時期を支えるネウボラは妊産婦や子育て家庭にとって心の

拠り所となる存在である。 

 

（２）妊娠・出産・産後の女性が経験する心身の変化及び社会的背景 

女性にとって、妊娠し、子どもを授かるということは、人生を大きく左右する出来事である。

授かり婚として結婚のきっかけとなることもあるが、近年、未婚での妊娠届出が増えている。

思いがけない妊娠で仕事をやめざるを得ない、貯金もない。入籍するかしないのか、パートナ

ーとの関係も不安定、住む場所も決まっていない。親や親族からの協力も得ることが難しい。

このように家庭的、経済的基盤が不安定な状況で、妊娠・出産・子育てへの覚悟や準備に戸惑

いや不安を抱える妊婦が目立つ。 

また、年代を問わず人格形成や社会性の未熟さ、地域や近隣における交友関係の希薄さや難

しさ、核家族化の進行により子育てのサポートを求めることなく孤立していく妊婦や子育て家

庭の増加が懸念される。さらに晩婚化や不妊治療に伴う高齢出産の増加により、妊婦自身の健

康上のハイリスク化、子育てと親の介護を同時に抱えるダブルケアの増加も想定される。 

ネウボラでの健診の様子 

フィンランド大使館ホームページより 

●八王子市の政策事例報告 
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産後うつを引き起こす一番の要因は、新生児の世話に伴う生活環境の変化であり、特に出産

後数日は女性ホルモンが激減し、気持ちが不安定になりやすくなることから、産後うつは、出

産した人なら誰もが発症する可能性がある。 

出産直後にとどまらず、その後も子育て中に産後うつの状態に陥る例もある。「涙が止まらな

くなった」、「話したいのに言葉が出てこない」、「何もする気が起きない」、「焦るばかりで家事

や育児が手につかない」。産後の体力回復に時間を要したり、思うようにいかない慣れない育児

に振り回されたりして、過酷で大変な産後を多くの女性が経験しているのではないだろうか。 

 

（３）妊娠・出産・子育てを取り巻く現状と課題について 

本市の出生数は、ここ10年、平成21（2009）年4,350人をピークに年々減少傾向にあり、

平成28（2016）年には3,557人となった。また、平成28（2016）年の本市の合計特殊出生率１

は1.22となっており、全国平均の1.44や東京都平均の1.24を下回っている（図表１）。 

また、女性の社会進出や晩婚化、不妊治療の高度化などにより第１児を35歳以上で出産する

割合は、平成 17（2005）年から平成 28（2016）年のいずれにおいても概ね 20％を超え、増加

傾向にある（図表２）。 

 

図表１ 本市における出生の状況（出生数と合計特殊出生率） 

 
 

 

 

図表２ 本市における第１児の母の年齢（％） 

 

 

 

  

                                                   
１ ある１年において 15～49歳の各年齢の女性の出生率を合計したもの。 

（出典：厚生労働省『人口動態統計年報』及び東京都『統計衛生年報』） 

（出典：『八王子市保健所年報』平成 29年度版） 
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 図表３に、本市の世帯の状況を示す。「夫婦と18歳未満の子どものいる世帯」の割合につい

ては平成12（2000）年から平成27（2015）年にかけて78.8％から78.7％とほぼ変化はない。

しかし、「ひとり親世帯」の割合については、7.4％から10.6％と増加傾向にある。 

「子ども虐待による死亡事例等の検証結

果等について」（第13次報告/平成29（2017）

年８月厚生労働省）によると、全国におい

て心中以外の虐待死48例52人中死亡した

子どもの年齢は０歳が30人（57.7％）と最

も多く、特に０歳のうち月齢０か月が 13

人（43.3％）と高い割合を占めている。主

たる加害者が「実母」26人（50％）ともっ

とも多い。また、実母が抱える問題（複数

回答）として、「予期しない妊娠・計画していない妊娠」が18人と最も多く、次いで「妊婦健

診未受診」17人（32.7％）、「若年（10代）妊娠」13人（25.0％）であった。心中による虐待

死（未遂を含む）は 24例・32人中、０歳が６人（18.8％）で最も多く、主たる加害者は「実

母」29人（90.6％）、加害の動機（複数回答）は「保護者自身の精神疾患、精神不安」、「育児

不安や育児負担感」が多いという結果である。 

 

２．八王子版ネウボラ導入に至るまでの経緯 

 

（１）妊娠期からの支援における課題 

平成 27（2015）年度までは、主に市民課と市内 14か所にある事務所に出された妊娠届とア

ンケートの記載状況により、若年妊婦や相談相手・協力を得る人がいない妊婦、相談を希望す

る妊婦を把握していたことに加え、子ども家庭支援センターや産科医療機関との連携を通じて

支援の必要な妊婦に対して、保健福祉センターから連絡し相談につなげていた。その中には、

働いている方も多く、保健福祉センターと連絡がつかないまま出産を迎え、産後４か月の頃ま

でに行う「こんにちはあかちゃん事業」による訪問（以下「あかちゃん訪問」という。）でよう

やく会えるということもあった。なお、あかちゃん訪問の訪問率は、平成28（2016）年度98.4％

である。 

また、子ども家庭支援センターでは、妊婦対象の講座の開催や子育てひろばの利用案内に工

夫を凝らすとともに、産前・産後サポート事業（ハローベビーサポート）による家事援助ヘル

パーの派遣サービスも開始したが、要支援と思われる全ての妊婦との接点を持つことは難しか

った。 

 

（２）課題解決に向けた八王子版ネウボラの着眼点 ‐ポピュレーションアプローチ‐ 

産後うつや子どもへの虐待という事態は、条件が重なれば、誰にでも起こりうる。では、安

心して妊娠、出産、子育てができる仕組みづくりにおいて、いったいどこに起点をおくべきか。

子ども家庭支援において多岐にわたる課題が山積する中、保健福祉センターでは、従来からの

母子保健事業をベースに、まずは妊娠期からの支援の充実を図ることを目標とした。 

子育て支援施策における第一の目標は、「子どもの虐待死をなくすこと」である。虐待死事例

の多くが０歳であり、しかも０歳０か月の割合が高いということは、出産直後の退院時を起点

とした支援開始ではすでに遅いということである。 

  

（出典：国勢調査（各年10月１日現在）） 

図表３ 本市の世帯の状況（％） 
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従来、本市では虐待発生への対処を目的として、「要保護・要支援群」を対象としたハイリス 

クアプローチを中心に行ってきた。八王子版ネウボラでは、児童虐待の発生予防をより重視し、

全ての妊婦・子育て家庭を対象としたポピュレーションアプローチを重点化した（図表４）。 

保健師等が全ての妊婦と面談をすることで、妊婦がその後も安心して相談できる関係を構築

し、心身の状況や家庭の状況を把握して必要な教育や相談支援が受けられる仕組みをつくるこ

とで、「困る前につながる」というのが八王子版ネウボラにおける支援の起点である。八王子版

ネウボラが起点となって、子ども家庭支援センターや産科・小児科医療機関・子育てひろばな

どと連携して、産後うつや子どもへの虐待の予防、早期発見、早期介入支援の糸口をしっかり

とつかむことが八王子版ネウボラ導入の着眼点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（３）子ども家庭支援センターと連携して妊娠期支援の先行した取り組みを開始 

児童虐待の相談は年々増加し、虐待を疑う段階ではすでに深刻な状況や一刻を争う事態に陥

っている場合もある。本市の子ども家庭支援センターでは、日々要保護・要支援の児童や家庭

の実態を把握し、必要な支援を行っている。本市では従来から子ども家庭福祉を担当する子ど

も家庭部と母子保健を担当する医療保険部が連携し、個々の家庭支援に取り組んできたが、状

況の把握や介入・支援には限界があった。また、要保護児童２や特定妊婦３の判断基準が部署間

で違いがあることから、日常的な情報交換や支援状況の共有方法についてはかねてから課題が

あると認識していた。 

そこで、まずは若い子育て世代が多く居住するニュータウン地区を管轄する南大沢保健福祉

センターにて、妊娠期からの支援強化に関する取り組みを開始することにした。平成27（2015）

年度には妊娠届出時の妊婦面談を開始し、子ども家庭支援センターとの特定妊婦等に関する連

携会議を定例化することで、妊娠期から虐待予防の視点を持って日常的な情報連携や支援方針

の確認の機会を得ることとなり、より早い時期からの連携支援を強化することができた。 

 

 

 

 

  

                                                   
２ 虐待や放任など保護者に監護させることが不適当あるいは保護者からの遺棄などの理由により保護者がい
ない児童。 

３ 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦。なお、要保護児童及
び特定妊婦についての個人情報は、法的に子ども家庭支援ネットワーク内で共有できる。 

＝全ての妊婦・全ての子育て家庭が困る前に接点を持つ 
健康群 

要観察・見守り群 

要保護・支援群 

ポピュレーションアプローチ（八王子版ネウボラ） 

図表４ 「ハイリスクアプローチ」と「ポピュレーションアプローチ」のイメージ 

ハイリスクアプローチ（既存のアプローチ） 
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図表５ 従来の母子保健分野、子ども家庭福祉分野における連携支援 

 

 

３．妊娠期からの切れ目のない支援の仕組み「八王子版ネウボラ」の構築に向けて 

 

（１）八王子版ネウボラ事業の目指す姿 

妊婦や子育て家庭を孤立させず、有機的に連携し合った機関等による必要な支援につなぎ、

必要に応じて継続的に見守る仕組みを構築することは、今後の少子社会の重要な課題である。

そのことにより児童虐待や貧困家庭の連鎖を断ち切ることが極めて大切である。 

本市では平成28（2016）年度から安心して妊娠・出産・子育てができるよう支援する仕組み

として八王子版ネウボラを新たな子育て施策の柱とした。 

①「母子保健施策」と「子育て支援施策」の両面から一体的、包括的な支援を提供すること、

②保健師等によるきめ細やかな相談支援から、全ての妊産婦、乳幼児の状況を継続的に把握す

ること、③必要に応じて個別支援プランの作成を行い、関係機関との連絡調整を行いながら妊

娠・出産・子育てへの支援を切れ目なく提供することを目標とし、まずは産前、産後の妊産婦

への支援の充実を図るため、全ての妊婦を対象とした妊婦面談を開始した（図表６）。 

 

図表６ 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援 

 



46 
 

（２）八王子版ネウボラにおける子育て世代包括支援センターの位置づけ 

平成28（2016）年に母子保健法が改正され、平成29（2017）年４月から子育て世代包括支援

センターが法定化された、概ね平成32（2020）年度末までに同センターの全国展開を目指して

整備を進めていくことと閣議決定した。子育て世代包括支援センターは、フィンランドのネウ

ボラを参考とした妊娠・包括支援モデル事業における「妊娠・出産包括支援センター」から、

利用者支援事業の「母子保健型」と位置づけ推進することになった経緯がある。 

本市では母子保健法改正での法定化（平成29（2017）年４月１日施行）に合わせ、八王子版

ネウボラの仕組みを中核として、医療保険部（保健福祉センター３か所）と子ども家庭部（子

ども家庭支援センター６か所）を子育て世代包括支援センターとして位置づけ、事業要綱を平

成29（2017）年10月に制定した。 

 

（３）八王子版ネウボラでの最初の出会い ‐全ての妊婦との妊婦面談‐ 

平成28（2016）年４月以降、妊娠届出をされた全ての妊婦の方を対象に、保健師、助産師な

どの専門職による妊婦面談を開始し、平成28（2016）年度には妊娠届受理者3,692人中2,439

人（66.1％）と面談を行った。これまでの妊娠届出及び母子健康手帳の交付は、市民課や近く

の事務所で行われることが常識ととらえられていたが、チラシやポスターでの啓発に加え、妊

娠が判明した際に産科医療機関から直接、妊婦面談の案内をいただくことで、保健福祉センタ

ーでの届出や妊婦面談利用率は飛躍的に向上した（図表７）。 

 

  

 
 

妊娠届 

受理数 

面談数 

(面談率) 

要支援数Ａ

（率) 

Ａうち、地区

担当保健師

による継続 

支援数 

Ｈ27年度 3,805 
495 

（13.0％） 

393 

（10.3％） 

135 

（3.5％） 

Ｈ28年度 3,692 
2,439

（66.1％） 

380 

（15.6％） 

179 

（7.3％） 

Ｈ29年度 

（1月まで） 
2,948 

2,359 

(80.0%) 

348 

（14.8％） 

130

（5.5％） 

 

妊婦面談はひとり20分程度で、保健師、助産師などの資格をもつネウボラ担当職員が対応す

る。相談内容によっては１時間程度の相談時間を要する場合もあるが、一人ひとり丁寧に個別

の事情に合わせて必要な情報提供や相談の案内をしている。妊婦の体調や気持ち、家族関係や

経済的状況、産前産後の過ごし方などの相談内容により、今後の支援プラン提案の判断をする

重要な機会である。 

平成28（2016）年度においては、妊婦面談の利用者の

うち要支援と判断した方が380人（15.6％）おり、地区

担当保健師による支援や産科医療機関、子ども家庭支援

センターの支援につなぐとともに、うち179人を継続し

て保健師が支援した（図表８）。 

また、妊婦面談の利用がない場合には文書や電話での

連絡、時には家庭訪問や産科医療機関との調整を図り、

全ての妊婦の状況把握に努めた。 
妊婦面談の様子 

図表８ 妊娠届出数と妊婦面談数の推移 図表７ 妊婦面談率の推移 

飛躍的な向上 
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（４）育児パッケージ（はち★ベビギフト）の配布 

フィンランドのネウボラでは、社会からの祝福を込めて育児パッケージ（衣類や哺乳瓶など

の一般的な育児用品の詰め合わせ）が配布される。本市では、「はち★ベビギフト」として祝福

と子育て応援メッセージを込めてパッケージに八王子らしい工夫を凝らした。 

  
 
 
 
 
 
 
 

受け取った妊婦の方やご家族からは、木のおもちゃや絵本を手にして「自分も癒される」、「上

の子が喜びます」、「パパにおなかの赤ちゃんに読み聞かせをしてもらいたい」などの声が聞か

れ、あかちゃん訪問では、「同じ産院で産まれた赤ちゃんは、みんなこのおくるみをお揃いで使

っていました」という微笑ましいエピソードもあった。 

八王子版ネウボラに関わる職員から、妊婦面談の際に、祝福や安心して相談ほしいという願

いを込めて手渡すことで妊婦との信頼関係が深まり、赤ちゃんを迎える準備や親としての心構

えを持つきっかけになっていると感じている。 

 

４．包括的な支援連携体制の構築に向けて  

 

（１）妊娠期からの情報管理と連携支援のための情報活用について 

妊婦面談では個別支援プランを作成し、個々の状況に合わせて次回の相談や確認の時期を妊

婦と共有している。また、要支援と判断された妊婦のリストは台帳化し、支援方針やその後の

進行管理に活かしている。なお、本市では平成23（2011）年度から、乳幼児健診結果などを記

録する総合健診システムを導入し、妊娠期からの情報も同システムで管理している。 

さらに、平成27（2015）年度から南大沢ニュータウン地区で先行して開催していた特定妊婦

進行管理会議を子ども家庭支援センターが中心となり市内全域に拡大し、各保健福祉センター

八王子版ネウボラの案内冊子「親子の健康ガイド」。主に、妊婦面談やパパママクラス、あかちゃん 

訪問などで使用し、妊娠・出産・子育てに関する情報を分かりやすく説明している。 

・手作りの“木” のおもちゃ（多摩産材） 

・おくるみブランケット（八王子産） 
～市内業者による織り・縫製・染め・デザイン～ 

  ・家族と赤ちゃんに読んでほしい絵本 
    ～“いのち”の大切さを伝えたい～ 

ギフト 
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が把握した特定妊婦やハイリスク妊婦４への支援方針や役割分担について、妊娠期から相互に

情報を共有することで出産から退院後の支援がスムーズになった。  

  

（２）小児科医・産婦人科医との連携会議 

 保健福祉センターでは、地域の小児科・産婦人科医療機関とそれぞれ連携会議を定期的に開

催している。医師のみならず看護師・助産師・ケースワーカーも積極的に出席をいただいてお

り、顔の見える有機的な連携支援体制づくりの柱となっている。 

医療機関としての立場から、気になる事例や日頃感じていることについて意見交換を行う中

で、小児科医から外国人母子が多いとの問題提起を受けて、外国語版母子健康手帳交付につい

て、チラシを作成し、８ヶ国語の母子健康手帳の配布と活用についてあらためて周知を図った

ところである。 

 

（３）八王子版ネウボラ乳幼児手帳 

 地域の子育て支援機関や医療機関との連携

課題として、個人情報の共有の方法が挙げられ

る。 

 子どもの個性や発達に合わせた効果的な支援

には、発達・発育の経過や受診歴・相談歴・支

援方針を共有できることが望ましい。 

母親（保護者）と医療機関、保健福祉センタ

ー間では、必ず母子健康手帳の情報を確認して

必要な情報提供や相談の記録として活用してい

る。 

しかし、保育園や幼稚園、学校・子育てひろ

ばなどの教育・福祉分野では、母子健康手帳を

確認する機会は少なく、情報共有ツールとし

ては使いづらいことが分かった。 

そこで、もっと気軽に使える「八王子版ネウボラ乳幼児手帳」を

つくり、平成 29（2017）年 10月からあかちゃん訪問等での配布を

開始した。保護者や関係機関が記録を残すことで、手帳を介して発

達発育や相談の経過を共有し、共通認識のツールや支援方針の目安

になることを期待している。 

乳幼児手帳は、八王子市の乳幼児期から就労期までの切れ目のな

い支援事業「はちおうじっ子マイファイル事業」５の一環として、

全ての子育て家庭に活用を呼びかけはじめたところである。 

 

（４）八王子版ネウボラの総合相談案内窓口の開設 

平成 29（2017）年 10月、大横保健福祉センター内に、妊娠・出

産・子育てに関する総合相談案内窓口として「はちおうじっ子 子

育てほっとライン」を開設した。保健師、助産師などの有資格者が

                                                   
４ 若年あるいは 40歳以上の高齢初産、内科や産婦人科疾患の既往や合併症があるなど、身体医学的なリスク

がある妊婦。 
５ 子どもの成長や発達に関する情報を一つにまとめるためのファイル。子どもの誕生から自立に向け継続的
な支援を行うため、情報共有をスムーズにサポートする取り組み。 

「はちおうじっ子 子育て

ほっとライン」チラシ 

八王子版ネウボラ乳幼児手帳 
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電話とメールでの相談に応じ、内容に応じて子ども家庭支援センターや保健所・子育て関連部

署などに電話を転送して、職員が直接、相談主旨を整理して伝えたうえでつないでいる。 

妊娠や出産、一般的な子育て相談のほか、どこに相談したらよいか分からない相談の受け皿

としても周知を図っている。これまで縦割り行政の狭間で埋もれてしまいがちだった問題を、

必要な情報や支援につなげることができる総合相談窓口としての役割を担っており、ぜひ活用

していただきたい。 

 

５.八王子版ネウボラ導入の成果 ‐産後うつや乳児虐待を未然に防ぐセーフティーネットに‐ 

 

妊娠はライフサイクルの中でもたいへん大きなイベントであり、喜びだけではなく、想定外

の挫折や未知への不安、社会的責任への重圧を伴う場合もある。特に女性にとっては誰かに頼

りたい、相談したいというニーズの高まる時期である。 

困る前に信頼できる相談相手に出会うことは、困ったそのときにＳＯＳを出せる状態になる

ための大切な準備ともいえる。また、困ったときに、しっかりと相談を受け止めてもらえるこ

とでさらに信頼関係は深まる。ここでは八王子版ネウボラでの最初の出会いが、次につながる

糸口になり、妊娠・出産・子育てへの戸惑いや不安を和らげ、必要な手続きを経て相談先に早

急につなぐことで産後の支援体制がこれまで以上に効果的にできた事例を紹介する。 

なお、個人情報保護の観点から、個人が特定できないように一部改変させていただいた。 

 

【事例１】 生活実態のつかめない若年妊婦との関係づくり 

18歳初産。パートナーや家族の協力なしとの情報を妊娠届から把握。何度か本人の携帯電

話への連絡は取れたが、仕事の都合を理由に妊婦面談には応じない。出産予定の産院と連絡

をとったところ、妊娠経過は順調であるが、健診の予約日に受診がないなど、産院でも心配

をしている状況であった。その後、本人と連絡が取れない時期が続き、子ども家庭支援セン

ターにも相談。子ども家庭支援センターが調査に出向いたが本人とは面会できず、届出のあ

った住所には居住実態がない可能性もあり、生活実態がつかめずにいた。 

産院での受診情報を確認しつつ、出産間近ではあったが、産院スタッフの協力を得て、外

来にて地区担当保健師との面談を設定し、ようやく顔合わせができた。はじめは警戒してい

たが、産院スタッフが間に入ってくださったこともあり、保健師の役割や今後の関わりにつ

いて理解いただき、ようやく打ち解ける様子があった。その後、無事に出産したとの報告が

あり、子どもの予防接種や風邪症状時の受診先などの電話相談も本人からも入るようになっ

た。届出住所は八王子市内であるが、市外近郊の実家で生活しており、実家も母子家庭で経

済的に厳しいことから、今後のひとり親としての自立についても相談継続中である。 

 

【事例２】 我が子の障害を受け入れる 

  36歳初産の妊婦。保育士として働きながらの待望の出産であった。妊娠中期に夫とともに

妊婦面談に来所し、パパママクラスにも参加するなど積極的な夫婦であった。出産後、赤ち

ゃんに先天的な障害があることが分かった。先に退院した母親は赤ちゃんの顔をみることも

つらいと面会に出向かず、退院の時期がきても自宅に連れて帰ることを拒否した。一方、父

親、祖父母は赤ちゃんのことをかわいいと受け止めていた。 

地区担当保健師は病院からの連絡を受け、家庭訪問して母親の気持ちを聴いた。「保育士と

して知識や経験がある分、障害のある子どもを育てる大変さを知っている。頭では分かって

も心が動かない。受け入れられない」と泣きながら何度も語った。 
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病院にも出向き、病院スタッフ、父親、祖父母とも話し合い、赤ちゃんの障害の状況や今

後の治療方針についても確認した。 

一時は赤ちゃんを施設に預けたいとまで考えた母親であったが、少しずつ落ち着き、家族

の強力なサポートもあって赤ちゃんは退院した。地区担当保健師による家庭訪問や電話連絡

に関しては、短時間の接触を頻繁に持つようにし、悲観しがちな母親の気持ちに寄り添いつ

つ、できるだけ明るく助言を重ねた。 

  母親は家に閉じこもり、うつ症状と思われる様子もあったので、心療内科への受診を勧め

たり、赤ちゃんと母親のケアのため週１回の訪問看護を利用するようにした。 

３か月ほど経ったある日、訪問したら母親は笑って言った。「なんだか、だんだんかわいく

思えてきちゃって」その後の母親の変化は劇的であった。最初は抵抗を示していた同じ障害

をもつ親子の会に、おそるおそる参加しはじめ、１年後にはリーダー的な存在となり、同じ

ように病気や障害をもった赤ちゃんを授かった家族に寄り添い、保育士としても活躍してい

る。 

 

６. 今後の課題について  

 

（１）産後のケア充実に向けて 

退院直後の産婦・褥婦は、心身の回復期にあり孤立しやすく育児不安を抱えやすい。出産で

の一般的な入院期間は５日程度と短く、入院期間中に産後の体力を十分に回復することや新生

児の世話に慣れることは難しい。退院後、里帰りや親族などの協力を得られる場合はゆっくり

養生できるであろうが、本市でのアンケート調査では、「産後の協力が十分得られた」と回答し

た方は66.8％にとどまった。 

本市では、平成27（2015）年度から産前・産後サポート事業として「ハローベビーサポート

事業」を開始している。食事の支度、掃除や洗濯などの家事や兄妹の送迎、子育ての相談に応

じてもらえるサービスは、産前産後の身体が思うように動かない、忙しい時期に助けてもらえ

る心強いサービスである。平成 27（2015）年度の延べ利用者数は 86人であったが、八王子版

ネウボラがスタートしてからの平成28（2016）年度は188人となり、利用者数は増えている。 

 また、退院直後の母子に対して助産師などが心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安

心して子育てができるよう支援する「産後ケア事業」の導入を問うアンケートでは、回答者の

９割以上の方が事業を必要と感じており、訪問型のサービスを希望する声が約７割と多かった。 

このことから、訪問型の産後ケア事業を八王子版ネウボラでの支援メニューに加え、産前・

産後サポート事業や他支援サービスをコーディネートして支援の充実に活かしたいと考えてい

る。 

 

（２）八王子版ネウボラから始まる子ども家庭支援 

八王子版ネウボラは、「妊娠期からの支援の充実」で開始したところであるが、決して妊娠期

の支援の充実や行政側からのサービス提供だけでは実現しない。 

今後は、八王子版ネウボラをひとつのきっかけにして、地域ごとの民生・児童委員や町会自

治会、小中学校、保育園、幼稚園、学童保育所、子育てひろば、児童館、医療機関や警察署な

どと顔の見える相談支援ネットワークを構築しつつ、地域住民と行政との話し合いや協働事業

に着手していくことが、保健福祉センター地区担当保健師の役割でもあり、児童虐待の発生予

防のための地域基盤づくりにつながるのではないだろうか。 

 例えば、子ども家庭部子どものしあわせ課が地域の助産師会に委託して実現した「赤ちゃん
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ふれあい事業」は、学校が主体となり、助産師会が地域、行政をコーディネートした協働事業

である。 

 中学生を対象に助産師による命の授業や妊婦・赤ちゃんとのふれあい体験とともに、地域の

民生・児童委員や保育園、児童館、保健福祉センター等の支援関係者との出会いも創出してい

る。 

思春期にあり、なかなか親や友達にも本音で話せな

い時期であろうが、中学生が毎回、残してくれる感想

文からは、私たち大人が伝えたい「命の大切さ」や「他

者への敬意」、「妊娠・出産・子育てへの心構え」など、

しっかりと受け止められており、きっと忘れずに覚え

ていてくれる体験になったと感じさせてくれる。ぜひ、

中学生のはちおうじっ子全員に、これまでの自分自身

の成長やこの先の妊娠・出産・子育ては、行政や地域

のたくさんの人に大切に見守られ、八王子版ネウボラ

という安心して妊娠・出産・子育てができる仕組みが

あることを知ってもらいたい。 

 

（３）子ども家庭支援から広がる八王子版地域共生社会へ 

 八王子版ネウボラへの理解は、この２年程で子育て世代と子育てに関わる施設や機関におい

て、進んできたと考えている。 

 しかし、「子育ては母親の仕事である。子どもは母親に育てられるのが一番だ。母親なのに子

どもを預けて遊びに行くなんて非常識。母親がしっかりとしつけられないから子どもがワガマ

マに育つのだ」というような発言も時々耳にする。初めて母親業に向き合う女性たちは、一生

懸命にいい母親になろうとたくましく成長する。一方では、傷つき、挫折し、追い詰められる

母親をどうしたら救えるか。毎日のように報道される児童虐待の新聞記事やテレビニュースを

子育て世代以外の方や子育て支援に携わる仕事以外の方は、どのように感じ、捉えているであ

ろうか。 

痛ましい、なぜこのようなことに……と感じているなら、自分の地域の子育てを母親だけに

担わせてはいけない。近所で見かける母親を孤立させてはいけない。他人事ではなく「我が事」

として一緒に考えてくれる人、気づいてくれる人が増えることを望む。 

少子高齢化や児童虐待防止、待機児童問題などが社会問題として取りざたされるなか、よう

やく子育て世代包括支援センターが法定化された今こそ、行政は、地域共生社会に向けて、地

域で支えあう子育てのまちづくりを推進する「子育てプロモーション」にさらに取り組むこと

が必要なのではないか。 

 

おわりに 

 

本市の基本構想・基本計画である『八王子ビジョン2022』に書かれている一文を紹介する。

「人とひとが支えあう姿は、若い世代に元気や安心感、そして次世代を担っていく勇気を与え

る」。八王子版ネウボラの拠点である保健福祉センターは、地域の高齢者の憩いの場でもある。

また、健康づくりサポーターや高齢者ボランティアの皆様には、いつも助けられている。素晴

らしい市民力を発揮し、地域を上手に活性化させる姿を目の当たりにするたびに勇気付けられ

ている。高齢になっても成熟した自分らしさを活き活きとかもし出す人、人の役に立てること

中学生と赤ちゃんがふれあう 

赤ちゃんふれあい事業 
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を自分の生きがいとする人たちが、こんなにたくさんいることを、若い世代に知っていてもら

いたい。元気な高齢者たちに、助けられた、育てられた、応援してもらった経験を若い世代に

実感してもらいたい。そのことが、地域共生社会の助け合い、支え合いにつながることを願う。 
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こども科学館リニューアル及び周辺施設の一体整備 

   ― 次代を担う子どもたちにつなぐ、市制100周年のレガシー ― 

 

            生涯学習スポーツ部こども科学館 館長 叶  清 

主査 小山 豊 

 
 

はじめに 

       
「久し振りに来ました。子どもの頃、よく来たんです。本当に懐かしいです」 
これは、リニューアル整備の着手にあたり、主に40～20代、子ども連れのお客様に直接、当

館の感想を聞いた際の多くの方の反応である。この世代は子どもの頃、小中学校の授業や保護

者に連れられて来館した「第一世代」の方々である。感想には以下の言葉が続く。 

「でも、全然変わってないんですね」この言葉が、リニューアル前の館の状況を端的に表し

ている。 

以下、本稿では、市制100周年記念事業として実施した、こども科学館リニューアル整備事

業及び大横保健福祉センター・大横町公園をあわせた周辺施設の一体整備事業について報告す

る。なお、「こども／子供／子ども」の表記については、施設名称は「こども」、条例表記は「子

供」、文中表記は「子ども」とする。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．こども科学館の状況 

 

（１）これまでの主な動き 

こども科学館は、「子供の科学に関する知識の普及及び啓発を図り、次代を担う創造性豊かな

子供の育成に寄与する」（八王子市こども科学館条例第１条）ことを目的に、平成元（1989）年

１月28日開館。以後、科学展示、プラネタリウム番組投影、科学工作教室などの事業を行って

きた。リニューアルに至る主な動きをまとめると、下記のとおりである。 

 

夢ロケット 国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）展示と 

体験シミュレーター 

リニューアルオープン後のこども科学館 
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【主な動き】 

・平成13（2001）年８月 

愛称を「サイエンスドーム」とする 

・平成20（2008）年３月 

プラネタリウム機器リニューアル 

・平成25（2013）年８月 

ネーミングライツを導入し、愛称を 

「コニカミノルタ サイエンスドーム」とする 

・平成27（2015）年３月 

ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）と 

「宇宙航空教育活動に関する協定」締結 

（八王子市教育委員会） 

 

入館者数は開館以来、年間５万人前後で推移していたが、プラネタリウム機器入替後の平成

20（2008）年度には６万人を超えた。 

その後も、小惑星探査機「はやぶさ」の帰還、皆既日食、金環日食などの天文現象と合わせ

た企画の実施などにより、平成21（2009）年度には７万人、平成23（2011）年度には９万人を

超えている。その後も、概ね年間８万人以上が訪れており、多くの方に親しまれるとともに、

基礎的な科学知識を普及・啓発する施設としての役割を担ってきた。 

 

 

 

（２）展示物・設備・施設の状況 

 当館の運営コンセプトは「遊びながら、子どもたちの“科学する心”を育てる」。このコンセ

プトをもとにした「プラネタリウム（見る）、体験型展示物（触る）、科学工作室（作る）」の構

成となっている。このうち、展示物については、１階は基礎物理を中心とした展示、２階は生

物・物理のほか、遊びを中心とした展示である。また２階には、小動物のはく製３体や、北浅

こども科学館 外観 

図表１ こども科学館入館者数の推移（昭和63（1988）～平成 28（2016）年度） 
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川から発見されたハチオウジゾウの牙などの化石のレプリカを展示。そのほか、館外には京王

堀之内駅前に展示されていた営団地下鉄（現・東京メトロ）丸ノ内線の車両１両を平成12（2000）

年に移転し、一般公開している。この車両は「流星号」の愛称で親しまれ、子どもたちに人気

を博している。 
館内展示物の展示フロア別・設置年度別の経過は、図表２のとおりである。 

 
図表２ 展示フロア別・展示物の設置年度別一覧 

 

（展示数：点）  

展示 

フロア 

設置年度 

計 
開館時設置 

平成13年 

～17年 

平成18年 

～22年 
平成23年～ 

１階 28 14 ２ ０ 44 

２階 16 ３ ５ ０ 24 

計 44 17 ７ ０ 68 

※平成 12年度まで新規設置なし。撤去数は含まない。  

 

（３）課題 ‐展示物・設備・施設の老朽化‐ 

 これらの展示物のなかには、経年とともに故障で利用できないものが出てきた。部品供給ど

ころか、修理の技術を持つ企業がなくなるなど、対応の目途が立たないまま「故障中」と表示

したものもある。また、時代の経過とともに内容が陳腐化したものもあった。 
館で実施する利用者満足度調査結果（平成16（2004）～26（2014）年度）においても、「展示

の故障が多い」、「時代を反映した展示物を積極的に導入して、子どもたちの科学への関心を高

めてほしい」、「低学年にも理解できる展示物を」との声が多く寄せられていた。 
 そのようななかでも一定の来館者の確保、増加につながったのは、プラネタリウムで投影さ

れる星空・宇宙の魅力を求めて来館されるお客様のおかげである。 
平成20（2008）年３月のプラネタリウム機器のリニューアル後、平成20（2008）年度のプラ

ネタリウム観覧者数は、入替前の平成 18（2006）年度比１万人以上増の 51,674人。その後、

平成23（2011）～27（2015）年度の観覧者数の平均は60,844人である。 
しかし、プラネタリウムもドーム内側スクリーンの黒ずみ、表皮が破れて使用できない座席、

投影プログラムを制御するＯＳの動作の不安定化などへの対応が課題となっていた。 
 また、館内の電気、空調機器の故障、トイレや排水設備の不具合などの設備の不調、雨漏り

や湧水の影響など、施設面での機能低下も進行していた。 
 
２．市制100周年記念事業「こども科学館リニューアル整備」の実施 

  

このような状況下、平成27（2015）年１月に、平成29（2017）年の市制100周年に向けて、

次代を担う子どもたちのための市制100周年のレガシーとして、こども科学館のリニューアル

整備を記念事業と位置付けて実施することが決定した。また、合わせてこども科学館・大横保

健福祉センター周辺施設の一体整備（後述）を行うことが決定した。 
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（１）展示物リニューアル 

 

ア．展示物更新基本計画の策定 
リニューアル整備事業実施の決定を受け、展示物更新を先行して進めることとなった。 
計画策定にあたり、まずは展示物に関する利用者満足度調査結果（平成16（2004）～26（2014）

年度）を踏まえ、検討を重ねた。このなかで本計画の基本理念を「八王子から宇宙へ、“科学す

る心”をつなぎ、ひろげる」、基本方針を「新たな『宇宙時代』への対応」、「地域を学べる展示

物の充実」、「未就学児も楽しめる場の整備」、「実感を伴う体験型展示を重視」とした。 

この基本理念の背景となるのが惑星探査など、近年目覚ましい宇宙開発の進展である。また、

日本人宇宙飛行士の活躍、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）プロジェクトへの我が国の参画、

国産ロケットの開発成功などにより、宇宙がより身近な話題になってきたことから、プラネタ

リウムによる「天文現象」としての宇宙とあわせて、「宇宙」というキーワードを加え、新たに

基本理念として取り上げることとした。 
同時に「次代を担う子どもたちには、無限の可能性を秘めた宇宙こそ、テーマに相応しい」

との思いが込められている。 

図表３ 展示物更新の基本的な例 

 
 

 
 

 

 
 

  

（出典：『八王子市こども科学館展示物更新基本計画』（平成 27（2015）年３月）より作成） 
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また、計画策定と並行して宇宙関連の展示物を展開するにあたり、本市と協定を締結してい

るＪＡＸＡに協力を求めた。 
ＪＡＸＡの活動状況などに係る知識や展示物更新のアドバイスを得ているなかで、ＪＡＸＡ

が製作した国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の 10分の１模型（全長約 10ｍ強）が新たな展示

物として候補に上がり、本市への貸与に向けてＪＡＸＡと調整を進めることとなった。 
 

イ．展示物設計プロポーザル実施 

次のステップは、展示物更新基本計画を具現化するための展示物設計プロポーザルである。 

平成27（2015）年７月、「八王子市こども科学館展示物等リノベーション1・デザイン委託業

務に係る審査委員会」（委員長：生涯学習スポーツ部長、副委員長：学校教育部長）を設置し、

実施設計受託業者の選定を行った。 

実施要領に定めた本業務の目的は、①市制100周年記念事業として実施するリニューアルオ

ープンに向けた企画・設計業務、②ＪＡＸＡから借用する模型を活かす展示、③ハチオウジゾ

ウの化石の活用、④展示室以外の施設の活用の４点である。これらを踏まえた提案を求めたと

ころ、指名業者７社のうち２社が審査に臨み、平成27（2015）年８月、株式会社丹青社、株式

会社乃村工藝社の２社に対し、１次審査（業務実績等審査・提案内容等審査）、２次審査（プレ

ゼンテーション・ヒアリング審査）を行った。 

審査項目の大別は、①業務実績等、②展示物企画提案、③その他（積極性・応答力・意欲な

ど）である。このうち、今回の展示物更新のポイントになるのが②の項目である。全体の評価

に加えて、「リニューアルしたことのインパクトが感じられるか」、「メインテーマの『宇宙』の

展示物が魅力的か」の評価及び全体評価が高かった株式会社丹青社案の採用を決定し、同社と

「八王子市こども科学館展示物等リノベーション・デザイン委託契約」を締結。以後、具体的

な展示設計案の作成に着手した。 

 

ウ．展示基本設計の策定 

続いて基本理念・基本方針を具体的な展示ストーリーや展示演出として形にする工程として、

基本設計の策定を行っている。 
 

図表４ 展示物更新に向けた基本設計 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 リニューアルを「リノベーション（刷新。建築物などに新しい価値を加えること）」と称した。 
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 基本設計（展示ストーリーや展示演出計画）の主な考え方をまとめると、以下のとおりであ

る。 

 

（ア）１階展示室 

「遊びカガク」 ‐子どもたちを主ターゲットとした科学の広場‐ 

これまでより低年齢層の子どもたちが楽しめるように、「遊び」の要素を取り入れたエ

ンターテイメント性の高い演出を行う。 

 

（イ）２階展示室 

「地球・宇宙・未来」 

小学校高学年から中高生までをターゲットとした展示演出。国際宇宙ステーション（Ｉ

ＳＳ）を舞台に宇宙開発をリアルに体感できる、本格的なシミュレーションを中心とし

た展示。地球環境や未来について考えるきっかけとなる展示。 

「八王子を知ろう」 

ハチオウジゾウに関する展示を中心に、八王子の自然科学に関する展示。フレキシブ

ルな展示やイベントスペースを整備し、科学館の運用に柔軟に対応。 

 

展示物の更新・設置にあたり、既存の展示物は、教育効果の高

いもの、人気の高いものは可能な限り再調整のうえ、継続展示す

ることとした。また、子どもたちに親しんでもらうため、イメー

ジキャラクターとして、市内に研究所を持つ、発明大好き「ハカ

セ」と、ハカセが甦らせたハチオウジゾウの助手「はっちゃん」

を新たに設定した。 
 この基本設計を平成28（2016）年９月の第３回市議会定例会に本件契約議案として上程。全

会一致で可決され、新たな展示物、リニューアル整備への大きな期待を、より一層感じるとと

もに、いよいよ更新に向けて、展示物の制作・設置に着手することになった。 

 

（２）プラネタリウム改修  

開館後20数年を経過し、当館の大きな魅力であるプラネタリウムでも老朽化が進行していた。 

また、平成20（2008）年３月にリニューアルしたプラネタリム機器も、本来の性能を発揮さ

せるための整備が必要な時期を迎えていたため、プラネタリウムも大規模な改修を行うことと

した。 

プラネタリウムでは、一般番組のほか、小学３・４・６年生、中学３年生向けの理科の学習

番組を上映している。改修工事に伴う休館期間中は各校の体育館に直径７ｍ、約40名収容のエ

アドームの移動式プラネタリウム設備を持ち込む「出張プラネタリウム」を実施。延べ55校、

3,953名が体験した。 

 プラネタリウムの主な改修内容は、以下のとおりである。 

 

【主な改修】 

ドーム内スクリーン改修、光学式投影機オーバーホール、デジタル式投影機の部分更新、 

全座席入替、カーペット張替、ＬＥＤ照明導入、投影機用ＰＣ入替、音響設備入替など 

 

 

「ハカセ」と「はっちゃん」 
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（３）施設・設備改修  

施設・設備も、ほぼ全館に及ぶ大幅な改修を行うことになった。このため、工事期間の平成

28（2016）年 10月から平成 29（2017）年５月まで、事務室を富士森公園野球場２階に移転し

た。 

施設・設備改修の主な内容は、下記のとおりである。 

 

【主な改修】 

建築：内装、床、トイレ、外壁、屋上防水など 

電気設備：受変電設備、動力設備など 

空調設備：空調設備、換気設備、機械排煙設備など 

昇降機設備：エレベーター構内拡張 

給排水設備：衛生器具、排水通気設備、消火設備など 

 

リニューアルオープンの時期を、夏休みに多くの子どもたちに来館していただくため、平成

29（2017）年７月の夏休み前に決定。展示物設計では、設計業者任せでなく、子どもたちがよ

り学び、楽しめるものとするため職員もアイディアを出し合い、調整を進めた。 

そして、平成 28（2016）年 10月工事着工。複数の工事を並行して行うため、工程管理と安

全管理の徹底には特に注力した。２週間に１度の全関係者による定例会議、随時工事担当者別

に行うミーティングの実施により、安全確保と情報共有を密に行った。工事施工に要する電力

の取り合いなど、様々な調整事項が発生したが、全ての工事において事故なく完成を迎えるこ

とができた。 

 

図表５ リニューアル整備事業行程一覧 

 
 

３．こども科学館・大横保健福祉センター周辺施設の一体整備 

 

（１）一体整備の考え方  

こども科学館周辺は、どのような特色のある地域だろうか。北側には浅川が流れ、遊歩道の

ある憩いの場であるとともに、当館をはじめとする市の施設・公園があり、多様な世代が集う

地域である。そこで、こども科学館再整備と合わせ、大横保健福祉センター、大横町公園及び

周辺道路を面としてとらえ、各施設の特徴を活かした新たな交流空間を生み出すための一体整

備を市制100周年記念事業と位置付け、行うこととなった。 

コンセプトは次ページのとおり、子ども・子育て世代・高齢者の３世代が集う地域であると

いう特徴を活かした、３世代交流空間の創出である。 
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図表６ 一体整備のコンセプト 

 
 
（２）一体整備の概要 

 

ア．こども科学館 

主に、駐車場区画線の引き直し、不陸（凸凹）調整、ゲート整備、フェンス撤去・再設置、 

国旗掲揚ポール新設、周辺施設案内サイン設置など、駐車場や外構の整備を行った。 

当館前には当館・大横保健福祉センター・大横町公園の総合案内サインを設置（図表７②）。 

車やバスで訪れる方には、八王子商工会議所脇の市道八王子

394号線入口に、施設案内の大型案内サインを設置（図表７⑤）

するなど、初めて訪れる人にも地域全体が分かるようにした。 

 幼児に人気の高い「地下鉄 流星号」は、外装を再塗装。こ

の車両を製造した企業が「限りなく当時の車体色に近い色を再

現しました」と語る自信作である。オープン後、「子どもの頃、

この電車が走っていた所に住んでいたんだよ」と懐かしげに子

どもに語る父親の姿があった。 

 

イ．大横町公園整備 

大横町公園整備では、健康遊具、芝生スペース、スロープ設置などを実施した。隣の大横保

健福祉センターからスロープを通って直接公園に入ることができるようになり、利便性が大幅

に向上（図表７④）した。また、要望の高かった「芝生に入ることができる」公園となり（図

表７①）、天気の良い日は、大横保健福祉センターでの乳幼児・３歳児健診の後、芝生でくつろ

ぐ親子、その光景をベンチから温かい目で見守る高齢者の姿が見られる、居心地の良い空間と

なった。新設された健康遊具（背伸ばしベンチ・ぶら下がり器具・平均台）には、使い方の解

説板も設置した。 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

地下鉄 流星号 

背伸ばしベンチ ぶら下がり器具 平均台 
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ウ．市道八王子394号線整備 

道路・交通安全施設改修では、主に市道八王子394号線歩道整備（バリアフリー化）、照明灯

設置、横断防止パネル柵設置など、安全安心で快適な歩道空間を確保した。道路を約15センチ

かさ上げしたことにより、歩道との段差を解消したのに加え、自転車ナビマークも新たに設置

して、歩行者・自転車とも、利便性・安全性を大幅に向上させた（図表７③）。これにより景観

もすっきりしたものになった。 

なお、今回整備された歩道には、ロケットや月

のイラストの描かれたブロックを数か所敷設して

いる。これは設計担当者の「おもてなし」の気持

ちの表れである。今回のリニューアルには、こう

した関係者の思いも込められている。 
 

図表７ 周辺施設の一体整備事業（抜粋） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

月やロケットのイラストが描かれたブロック 

②総合案内サイン 

⑤大型案内サイン ④大横町公園スロープ 

①大横町公園芝生スペース ③市道八王子 394号整備 

① 

② 
③ 

⑤ 

④ 

（地図出典：Google MAP） 
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図表８ 周辺施設の一体整備事業行程一覧 

 

 

４．リニューアルオープン 

 

（１）展示物・プラネタリウム・館内設備 
多くの人の思いが込められたリニューアル整備が、遂に完成を迎えた。 
１階の展示室には夢ロケット、ボールコースター（①）などの16点を展示。２階はリニュー

アルの目玉となる、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の大型模型（ＪＡＸＡから無償譲渡）と

体験シミュレーター、小惑星探査機「はやぶさ」シミュレーター（③。操作卓はＪＡＸＡから

無償貸与）、デジタル４次元地球儀ダジックアース（④）、ハチオウジゾウ展示（⑤）、八王子隕

石展示などの16点。展示物の合計32点のうち、約６割にあたる19点が、新規制作展示物であ

る。展示室のどこかに市制100周年記念のロゴがあるので、ぜひ探してほしい。 
プラネタリウム（②）は、継ぎ目の少ない真っ白なドームに映し出される、より鮮明な映像

を幅広になった座席で快適に観覧できるようになった。 
また、館内には新たに専用の授乳スペースを確保し、「赤ちゃんふらっと」に登録するなど、

より快適に利用していただける施設となった。 
 

 
 
 
 
 
 
 

      ①ボールコースター              ②プラネタリウム・星空解説 

 

 

 

 

 

 

 

 ③はやぶさシミュレーター             ④ダジックアース          ⑤ハチオウジゾウコーナー 
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（２）リニューアルオープン内覧会・オープニング式典開催 

 

ア．内覧会 

お披露目の場として平成 29（2017）年７月 20日（木）に公募市民を招待し、内覧会（兼報

道関係者向け）を開催。子ども74名、大人43名、計117名が参加した。当日はイベントとし

て、東京都環境局主催事業「打ち水日和～江戸の知恵・東京のおもてなし～」の打ち水実施団

体として、招待者とともに打ち水を行ったほか、人気のプラネタリウム番組「銀河鉄道の夜」

の冒頭15分程度の映像の視聴、館内展示物の見学を行った。参加者の皆さんからのご好評をい

ただき、リニューアルへの期待と、確かな手応えを感じることができた。 

 

イ．オープニング式典 

平成 29（2017）年７月 22日（土）のオープン当日、式典の準備・運営は、生涯学習スポー

ツ部一丸となった応援体制で、この日を迎えることができた。オープニングセレモニーには、

鑓水小学校金管バンドの子どもたちが約60名のフル編成で参加。ファンファーレや曲演奏でセ

レモニーを盛り上げていただき、子どもが主役の当館のリニューアルオープンに相応しい幕開

けとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新たな取り組み 

 リニューアルオープンにあたり、より多くの方に、繰り返し来館していただくとともに、新

たな来館者層の掘り起こしに向けた検討を行い、以下の２つの取り組みを実施した。 

これらの取り組みを踏まえ、リニューアル後の年間目標入館者数を当初目標の 10万人から

11万人に見直した。 

 

ア．料金制度の新設・充実 

利用料金については、リニューアルにより大幅に魅力を高めた展示やプラネタリウムを十分

に楽しんでいただき、多くの方が訪れやすく、リピーターとして繰り返し訪れていただけるよ

う大幅に見直し、以下のとおり再構築した。 

 

  

オープニング式典でのテープカット 鑓水小学校による金管バンド演奏 
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（ア）【新設】入館料とプラネタリウム観覧料の「セット券」 

・子ども200円   ※個別購入の場合250円（入館料100円・観覧料150円） 

・大人 .650円   ※個別購入の場合700円（入館料200円・観覧料500円） 

 

（イ）【新設】定期入館とプラネタリウム観覧料をセットにした「年間パスポート」 

・子ども600円・大人1,950円 （「セット券」の３回分相当） 

 

（ウ）【充実】定期入館のみの「年間パスポート」 

・子ども300円・大人600円  （入館料の３回分相当） 

※リニューアル前： 

子ども1,000円・大人2,000円（入館料の10回分相当） 

 

イ．「トワイライトプラネタリウム」の新設 

当館のプラネタリウム番組は、土日祝日に上映する５番組のうち、４番組は主に小学生くら

いまでの子ども向け番組である。これまでも「夜間上映」、「大人向けの番組上映」への要望が

寄せられていたことから、リニューアルしたプラネタリウムの魅力を、新たな来館者層の掘り

起こしにつなげるため、毎月１回、土曜日の午後６時～７時、主に大人を対象とした番組を上

映する「トワイライトプラネタリウム」枠を新設した。 

 

（４）オープン後の状況 

リニューアルオープンの平成 29（2017）年７月 22日から８月 31日までの 41日間の入館者

数は、延べ29,360人で、前年度同期比（16,711人）の約1.76倍である。土日を含めた１日あ

たりの平均入館者数は約716人（前年度同期407人）。連日、多くの子どもたちで賑わい、リニ

ューアルへの期待が高かったことを改めて感じることとなった。 

平成29（2017）年４月から、オープン後、半年を経過した平成30（2018）月１月末までの入

館者数は、72,605人（４月～７月実施の教室参加者などを含む）。 

また、リニューアル後の８月から 11月の入館者数を、平成 27（2015）年度の同期と比較す

ると、平均して約40％近い伸びを示している2。 

 

ア．有料入館者の利用券購入状況 

 平成29（2017）年７月22日から平成30（2018）年１月31日までの有料入館者（個人）40,459

人の利用券の購入状況は、次頁図表９のとおりである。 

 

  

                                                   
2 平成 28（2016）年度は、平成 28（2016）年 10月以降、全館休館につき、平成 27（2015）年度との比較とし

た。ただし、平成 27（2015）年 12月１日～28（2016）年１月 15日まで全館休館につき、平成 27（2015）

年８月～11月の比較とした。 



65 

 

図表９ 有料入館者（個人）の利用券購入状況 

（平成29（2017）年７月22日～平成30（2018）年１月31日） 

 

入館券、入館・観覧セット券の利用状況を見ると、概ね有料入館者３人のうち２人は入館・

観覧セット券を購入し、プラネタリウムを観覧していることになる。また、年間パスポートは、

623名（子ども304名・大人319名）が入館・観覧の利用券を購入しており、多くの方に展示・

プラネタリウム双方の魅力を感じていただいていると考えている。 

年間パスポート（入館・観覧）の購入者は、平成30（2018）年１月末までに1,011名が再度

来館しており、購入者の61.6％がリピートしている割合になる。 

 

イ．トワイライトプラネタリウム 

記念すべき最初の番組は、展示の目玉である国際宇宙ステーションとコラボレーションした

「国際宇宙ステーションＩＳＳからの眺め」。初回の上映には、雷雨にも関わらず多くの方が来

場され、ほっと胸をなでおろした。 

続く11月からの第２クールの上映は、この企画が「土曜の夕方はトワイライトプラネタリウ

ム」として定着するかどうかの試金石となるものと考えていた。そこで、根強い人気を誇る「銀

河鉄道の夜」を決定した。初回の上映には定員（218名）を超える 233人が来場。急遽２回上

映して対応した。なお、「銀河鉄道の夜」は好評につき、１月からは平日及び土・日・祝日の番

組として投影している。 

 

図表 10 トワイライトプラネタリウム観覧状況 

  

 

８月から１月までの計６回の観覧者は、子ども180人、大人684人の計864人。１回平均144

人となった。人数もさることながら、その年齢構成・性別・層を見ると、20歳代の男女・グル

子ども 大人

1  ８月19日（土） 87 12 75

2  ９月23日（土） 183 33 150

3 10月21日（土） 82 24 58

4 11月25日（土） 233 47 186

5 12月16日（土） 176 34 142

6 平成30年  １月20日（土） 103 30 73 ベテルギウスの最期

864 180 684計

回 上映日

平成
29年

番組名

国際宇宙ステーション
ＩＳＳからの眺め

銀河鉄道の夜

観覧者
（人）

内訳
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ープ・男性同士・女性同士といった若い層や、子育てが一段落したと思われる中高年のご夫婦

など、明らかにこれまでの来館者には見られなかった層の観覧者が、多数来館された。 

土曜の夕方、ゆったりとプラネタリウムを鑑賞したいという潜在的なニーズの掘り起こしに、

確かな手応えを感じている。実はこれらの番組は最新作ではない。今後も当館の展示との関連

やターゲット、上映実績などを踏まえ、番組を厳選して上映していきたい。 

 

（５）課題・今後の展開  

長年の懸案であった展示物更新、施設・設備などの大規模改修、プラネタリウム改修のハー

ド面での整備は完了した。しかし、展示物は時間の経過とともに陳腐化が進む。プラネタリウ

ム投影機器も更新が必要であり、これらを踏まえた計画的な対応が必要である。 

今後の事業展開で重要となるのがソフト面の充実である。ニーズを踏まえた科学工作教室の

実施のほか、ＪＡＸＡとの連携による宇宙開発に係る企画展示や宇宙関連イベントの実施など、

子どもたちの宇宙への関心をより高める取り組みに注力していく。 

また、文献や隕石の分析調査など、国の研究機関の協力を得て、郷土資料館との共催で開催

し、「大人も学べる科学館」として高い評価をいただいた特別展「八王子隕石と小惑星探査機は

やぶさ」（平成 28（2016）年３月～４月）のような、腰を据えた調査研究も行いたい。専門性

の高い事業内容のため、職員の育成も必要である。 

まずは、平成 31（2019）年１月に開設 30周年を迎える当館の記念イベントとして、ＪＡＸ

Ａの協力を得て宇宙に関する企画展や講演会の開催を予定している。 

また、周辺施設の一体整備によって、地域の利便性・快適性が大幅に向上した。次の段階は、

３世代交流につなげる仕組みづくりである。大横保健福祉センターとともに、事業レベルでの

取り組みを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 29（2017）年 11月 26日に開催した市制 100周年記念事業「宇宙飛行士講演会」にて 

大西 卓哉氏（ＪＡＸＡ宇宙飛行士）を囲んで 
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おわりに 

 

「わぁ、全然変わってる！」子ども、大人を問わず、オープン後、初めて来館されるお客様の

第一声である。日本語の表現として、「全然」は正しくないが、それだけ大きく変わったという

直感的な感想なのだろう。そのまま展示室にダッシュしてしまう子どももいる。帰りには親子

の「今日は楽しかったね。また来ようね」との会話も聞かれる。再び館に子どもたちの笑顔と

歓声が還ってきた。 

本稿の冒頭で来館者第一世代の感想を紹介したが、その言葉の奥には、子どもの頃、自分た

ちの住むまちにプラネタリウムの科学館があった、そして今もある。そのことへの世代を超え

た思い、郷土への思いが感じられた。そしてこれからは第二世代の子どもたちによって、その

思いが次の世代に引き継がれる。これこそが、次代を担う子どもたち、そして次の100年への

レガシーなのだと思う。101年目を迎え、その思いを強くした。 

今後も、宇宙や科学に親しんでもらうだけでなく、学校の授業ではできない体験を通じて、

子どもたちが夢や目標に向かって挑戦していく意識を持つきっかけとなるよう、進化し続ける

こども科学館としていきたい。 

子どもたちが宇宙や科学、それらを支える技術、ものづくりなど、様々な分野に関心を持ち、

そのなかから近い将来、宇宙飛行士や科学者、技術者が生まれ、日本で、そして世界を舞台に

活躍してくれることを願う。 

 
参考資料 

 

・八王子市『八王子市こども科学館展示物更新基本計画』2015年  

 

 （かのう きよし・こやま ゆたか） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

大横町公園にて憩うご家族 
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新たなステージを迎えた八王子市のシティプロモーション 

   ― 戦略的なブランド確立とシビックプライドの醸成に向けて ― 
 

 

都市戦略部都市戦略課 主任 辻 誠一郎 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

はじめに 
 

本市は、平成27（2015）年６月『八王子市シティプロモーション基本方針（以下「基本方針」

という。）』を策定し、３年間にわたり様々な事業を実施してきた。これらの蓄積をもとに、平

成30（2018）年度からは、確立したい都市イメージを表すブランドメッセージを制作し、これ

に基づく全体戦略を策定していく。 

本稿では、ターニングポイントを迎えた本市のシティプロモーションについて、まずその意

義や目的を改めて整理したうえで、これまでの事業を総括する。そして、これらを踏まえて、

計画的なシティプロモーション推進にあたっての課題と、現時点での将来展望を概観する。 

 
１．シティプロモーションの意義 

 

（１）八王子市の人口動態・人口推計 
本市の人口は、今のところほぼ横ばいの状態となっているが、平成 27（2015）年 10月策定

の『八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）』では、出生率・

移動率等が現状のまま推移すると、平成 72（2060）年には総人口は約 37万人に減少すると予

測している。中長期的には総人口の減少や生産年齢人口比率の低下は避けられないものであり、

いかに地域の経営を維持し、住民の福祉を増進していくかが重要な課題となっている。 

 
（２）八王子市におけるシティプロモーション 

基本方針及び総合戦略では、人口減少社会の中で、地域の経営を維持するための活力を保つ

（あるいは増進する）ためのアプローチの一つとしてシティプロモーションを位置付けている。 
ただし、日本全体の人口が減少していくなかで、都内の自治体が定住人口の奪い合いのみに

終始することは、長い目で見れば広域的な活力低下を招くことにつながり、国の掲げる地方創

生の趣旨とも矛盾しかねない。そのため、本市のシティプロモーションでは、積極的な転入者

の増加ではなく、都市ブランドの確立や「郷土愛」＝シビックプライド1の醸成による、①定住

人口の減少緩和、②交流人口の増加、③活動人口の増加を目指している（図表１）。 
なお、③の活動人口とは、様々な地域活動に参画する人口を意味する。市の総人口や税収な

ど、地域を運営するための人的・物的資源の縮小はある程度不可避であるとしても、「自分たち

のまちのために、自分に何ができるのかを考えて実行する」住民が増えれば、地域の暮らしを

豊かに維持していくことができる。 

  

                                                   
1 ここでいう「郷土愛」は、まちへの愛着や誇りに基づく、「自分がこのまちの一員である」という積極的な
当事者意識を指す。 
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２． 八王子市シティプロモーション基本方針について 

 

（１）概要 

基本方針は、本市がシティプロモーションに着手するにあたり、前提となる情報を整理し、

政策軸と取り組みの方向性を示したものである。一方、総合戦略では、魅力発信につながる政

策のパッケージを数値目標付きで示しており、両者をあわせて行政計画としての機能を果たし

ている。 
基本方針では、20～30代の若年層の定住意向が低く、転出入人口の多くを占めていることや、

市内大学を卒業した学生のほとんどが市外に転出している現状を踏まえ、①市内の若年層の転

出抑制、②市外の若年層におけるイメージ向上、③市内の大学生の愛着醸成の３つの政策軸を

設定した。以下、各政策軸における基本的な考え方や基礎としたデータの概要を記述する。 
 

（２）市内の若年層の転出抑制 

まず、市政モニターアンケートや市政世論調査から、若年層が本市のどのような要素を魅力

と感じているかを分析し、本市の「資源」を確認した。これらの分析と、八王子市都市政策研

究所による研究成果2をもとに、市民に対して特に訴えていく魅力を示している。 
 

（３）市外の若年層におけるイメージ向上 

長い歴史を持ち、世界的な観光地である高尾山や商業集積地を擁する本市は、多摩地域でも

トップの認知度を誇っている。 
 

図表２ 八王子市の認知・訪問経験率と多摩地域内自治体における順位 

対象 質問 20代 20代 

多摩地域内 
在住者 

行ったこと（住んだこと）がある  83.3%(２位)  85.8%(２位)  

名前を知っている  100.0%(１位)  99.8%(１位)  

多摩地域外 
在住者3 

行ったこと（住んだこと）がある  49.2%(１位)  57.4%(１位)  

名前を知っている  98.2%(１位)  98.9%(１位)  

 
                                                   
2 『人口構造の変化を見据えた八王子のまちづくり‐地域特性を活かした「選ばれ続ける都市」を目指して‐』 
3 関東各都県及び山梨県在住で「多摩地域を知っている」と答えた 4,693人が対象。 

（出典：『多摩地域におけるシティプロモーションについて』（東京都市長会 2014）を基に筆者作成） 

図表１ シティプロモーションで目指すもの 
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そのため、本市においては、多くの自治体が目的に掲げている「知名度の向上」はある程度

達成されており、その先の段階、すなわち「住む場所としてのよいイメージを持ってもらうこ

と」、そして「具体的な比較優位性を知ってもらうこと」に重点的に取り組むこととしている。 
 
（４）市内の大学生の愛着醸成 

本市は、学園都市という性質上、転出者に占める 20歳～24歳の割合が突出して高い。この

ことを踏まえ、基本方針では、大学生の愛着醸成を目指すことを３本柱の一つに位置付けてい

る。この点は、他市のシティプロモーション戦略にはあまり見られない特徴である。 
基本方針では、単に学生の転出を抑止するという発想に縛られず、卒業して転出した後を意

識して施策の方向性を示している。 
 

図表３ 基本方針における施策の方向性 

 
 

在学中の大学生に八王子市を「自分たちのまち」と感じてもらうことで、将来的な再転入が

期待できるだけでなく、毎年２万人以上のプロモーターを全国に送り出すことができると考え

ている。 
 

３．これまでのシティプロモーション事業 
 

（１）市民ライターによるフェイスブックページ 

平成28（2016）年度より、市民ライターによるフェイスブックページ「itsumono‐八王子の

『いつもの』を探すwebマガジン‐」を運用している。平成30（2018）年３月末現在、８名の

ライターが活躍しており、これまでに1,000件超の「いいね！」を獲得している。 

市外への拡散も視野に入れているが、主に想定する読者層は 

市内在住者であり、「八王子暮らしの楽しみ方」を知る・感じる 

ツールとして役立ててもらうことで、愛着醸成を図っている。 

市民ライター活用の効果としては、以下３点が挙げられる。 

・ 行政の側からではなく、市民目線で「私の好きな八王子」

を発信することにより、共感を呼ぶ情報発信ができる。 

・ 店舗・イベント等を比較的自由に紹介できるため、 

読者にとって使い勝手のいい情報を提供できる。 

・ 様々な個性を持つライターが得意分野を活かした記事を

書くため、バラエティー豊かなページになる。在住・在勤

の地域も様々で、広い市域の魅力を余さず伝えられる。 
 市民目線の記事を投稿 
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（２）大学との協働による動画制作 

学園都市の強みを活かし、平成27（2015）年度から平成29（2017）年度の３年間にわたって、

市内にキャンパスを持つデジタルハリウッド大学との協働でプロモーション動画を制作した。

動画制作は大学の授業に位置づけられ、大学教員等の指導のもと、学生が撮影・編集を行った。 

同大学は、撮影・編集について高い技術を有しており、市にとっては、通常の業務委託と比

べて格段に低いコストでクオリティの高い動画を制作できた。 

 

制作した動画の例 

  
 

 

 

 

 

大学にとっても、責任を持って一つの作品を創り上げ、それが公の場で公開されるという貴

重な経験を学生にさせることができ、教育面でのメリットがある。筆者は担当者として撮影に

何度も同行したが、特に複数年度にわたり参加した学生について、撮影・編集の技術はもちろ

ん、現場での効率的な動き方と臨機応変な対応、機材の扱いなど、多くの点で目覚ましい成長

を感じた。 

なお、今後同様の企画を実施するのであれば、以下の点に注意が必要である。 

・ 市として明確なコンセプトを示す 

事業者への委託でも同様だが、「誰に」、「何を伝えて」、「どう感じて（行動して）欲し

いのか」という基本コンセプトは、事前に明確にしておく必要がある。 

・ 協働相手の強み・弱みを把握する 

「学生の自由な発想で作る」と言えば聞こえはいいが、本当に面白いものをつくるには、

その道の経験が必要である。３年目の動画制作では、これを「仕組み」として担保するた

め、企画段階に外部専門家を入れた。 

・ マンパワー及び制作期間 

協働相手はあくまでも教育機関であり、教育カリキュラムや個々の学生のスケジュール

など、進行にあたって配慮すべき事情が多くある。大学・学生に過度な負担をかけること

のないよう、通常の業務委託よりも余裕を持った進行管理が必要である。 

 
（３）シティプロモーションサイトの開設 

 

ア．概要 

平成29（2017）年３月に、八王子市の「暮らし」の魅力を発信するシティプロモーションサ

イト「都会にないもの 田舎にないもの ここにある。」を開設した。抽象的なイメージアップ

様々な風景を「色」ごとに紹介する「Colorful Life」。 

市制 100周年のキャッチコピー「百年の彩りを 次

の 100年の輝きへ」を意識した。 

オリジナルダンスソングを総勢 600人が踊りつ

なぐ「ぼくらの八王子ＭＶ」。Youtubeでの再生

回数は、本市の動画ではトップ（６万５千回）。 
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にとどまらず、「八王子市に住みたい（住み続けたい）と思い、行動してもらう」という、具体

的な行動変容を意識した媒体である。 

 

   
 

 
イ．サイトの内容 

制作にあたって、「八王子に暮らすことの魅力とは何か」を明らかにするため、市政世論調査
4で20代～30代市民の「住み続けたい理由」の上位に挙がった、①緑が多く自然に恵まれてい

る、②交通の便がよい、③買い物に便利の３つを仮説とし、30代前後の市民へのヒアリングを

行った。 

ここから見えてきたのは、 

・ 便利な生活のすぐそばに、豊かな自然があるまち。 

・ 中心市街地などに魅力的な個人経営店舗が多く、農業も盛んな食のまち。 

・ 都心をはじめ関東一円へのアクセスに優れ、仕事もレジャーも楽しめるまち。 

というまちの姿である。いずれも、都市機能だけ・自然だけのまちでは実現できない、八王

子ならではのライフスタイルを可能にする魅力である。 

サイトでは、これらの八王子ならではのライフスタイル＝「三ツ星の暮らし」を、実際に八

王子での暮らしを楽しんでいる市民へのインタビューを多用して紹介している。 

 

ウ．評価と課題 

このサイトは、著名人の登場もあってか、複数の新聞で大きく取り上げられ、問い合わせ等

の反響も大きかった。 

サイト開設により魅力発信のプラットフォームができたことも重要だが、本市のシティプロ

モーションにおいて最大の意義は、固有の資源を活用したライフスタイル＝「三ツ星の暮らし」

を提案することで、住む人にとって「八王子でもいい」ではなく、「八王子がいい」理由を明確

にしたことである。平成29（2017）年度は、サイト以外の媒体においてもこれを意識し、例え

ばフェイスブックの新たな市民ライターには、八王子ならではのライフスタイルを楽しんでい

る方を積極的に登用し、サイトとの世界観の共有を図っている。 
次なる課題は、アクセスを誘導する仕掛けの整備である。既にサイトと連動したプッシュ型

媒体であるパンフレットを、発信したいライフスタイルに共感する方が多く訪れると思われる

施設やイベント会場で配布し、効果的な誘導と魅力の訴求を狙っている。今後は、各種バナー

広告など、より広い範囲に周知できる媒体の活用も検討していきたい。 
 

                                                   
4 基本方針策定にあたって参考にした、平成 26（2014）年に実施した市政世論調査の結果を使用。 

対談ページより 

ヒロミ氏と市内在住の建築家 加藤渓一氏 
サイトのトップページ 
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サイトと連動したパンフレット 

 
（４）「100年婚姻届」の販売 

 

ア．概要 

平成 29（2017）年７月 31日から、市制 100周年記念事業として「100年婚姻届」を 1,000

部限定、500円で販売した。記念すべき年に婚姻する夫婦の「100年続くしあわせ」を市全体で

祝福することで、若い世代の愛着醸成及び市制100周年の効果的な機運醸成を図った。 

本市が婚姻届の制作に着手した時点では、平成28（2016）年度に「プレミアム婚姻届」の販

売を開始した立川市など、既に独自婚姻届の制作を行っている自治体も珍しくなかった。事業

実施にあたっては、その中でいかに「八王子らしさ」を出し、差別化を図るかを特に重視した。 

    

 

 

 

また、筆跡を残せる複写式の届出用紙や、３年後のお互いに宛てるメッセージカードなど、

特別な瞬間の思い出を残すための工夫を行った。 

 

イ．民間との連動企画 

本事業の特長として、市内のブライダル事業者や店舗と連携し、「まち全体でふたりを祝福す

る」ムードを作っていることがある。これにより、先行自治体との差別化を図るのみならず、

より効果的にまちへの愛着を醸成する効果を期待している。具体的には、市内ブライダル事業

者による期間限定の特別プラン「『100年婚』特別企画」や、「八王子お店大賞」受賞店による

届出特典、届出窓口となる市の本庁舎及び事務所への、業者協賛によるフォトブースの設置な

どである。 

ブライダル事業者や、ターゲットに近い

年齢層の市民へのヒアリングを重ね、

「ボタニカル系」のテイストを選んだ。 

織物のまち歴史を想起させるものとし

て、布貼りの表紙に、市内の染工場にて

シルクスクリーンプリントを施した。 
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ウ．事業の狙い 

前述のとおり、主目的の一つは若い世代の愛着醸成であるが、婚姻届の部数は1,000部限定

であり、ターゲットも「今年度に婚姻届を出す夫婦」に絞られている。そのため、事業の結果

が「婚姻届を手に入れた方の好感度上昇」にとどまれば、期待できる効果は一時的かつ限定的

なものとなってしまう。本市は、これに加えて以下の効果を見込んでいる。 
・ 心に残る仕掛けでコアなファンを作る 

「夫婦になる」という一生の記念に残る瞬間をともにお祝いし、形になるものを残すこ

とで、ブランド確立にあたって重要なコアなファンを獲得。 
・ ブライダル業界の活性化 

事業者や一般社団法人観光コンベンション協会を巻き込んだオール八王子の情報発信

により、「八王子市での結婚」のブランド価値向上につなげる。 
・ 庁内のプロモーション機運の醸成 

婚姻届の販売や受付、市庁舎での結婚式などを通じて、「来庁者と接する機会は、すな

わち八王子を好きになってもらうチャンスである」という職員のプロモーション機運を醸

成する。 
 
エ．反響 

「100年婚姻届」は、一般社団法人八王子観光コンベンション協会が設立した特設サイトや、

市の制作したリーフレットの配布に加え、購入した方自身によるＳＮＳでの発信により注目を

集め、数多くのメディアにも取り上げられた。その結果、平成29（2017）年度途中で、完売に

より販売終了となっている。 

購入した方からは、「お店からもあたたかく祝ってもらえた。忘れられない日になった」など、

モノへの満足にとどまらない、まちに対するポジティブな反応を多く得ることができた。 

 
（５）これまでの事業の総括 

 

ア．発信すべき魅力の絞り込み 

基本方針は、市としてどのような魅力を発信するかについて、ターゲットごとの大まかな方

向性を示すにとどまっている。そのため、これまでの魅力発信事業では、毎回、事業の目的・

ターゲットごとに魅力をピックアップして編集し、適切な媒体・発信方法を検討してきた。 
この過程を経たことにより、八王子市ならではの暮らしの魅力が見えてきた点は、重要な成

果といえる。この蓄積をもとに、事業目的ごとの発信すべき魅力や発信方法をさらに絞り込む

ことができれば、個々の事業にかかる時間と労力を削減しながら、全庁的に効果的で一貫性の

ある魅力発信を進めることができる。 

八王子駅南口総合事務所に設置したフォトブース 「100年婚」特別企画の一つ 市庁舎での人前式 
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イ．魅力の認知 

平成29年度には、民間企業が企画した自治体の魅力に関するいくつかのランキングで八王子

市の順位が大きく上がっている5。どこまでが事業の成果であるかは明らかではないが、様々な

媒体で、都心とも地方とも違う八王子の魅力が認知され始めたと言えるのではないか。なお、

事業の進捗・成果を適切に測る指標設定については後述する。 
 

ウ．アウタープロモーションとインナープロモーション 
平成28（2016）～29（2017）年度のシティプロモーション事業では、アウタープロモーショ

ン（対外的な魅力発信）が中心となっており、これらは一定の成果を挙げたと考えられる。 

その一方で、市政世論調査における市民の愛着・誇り等については、目に見える変化が出て

いない。図表１に示したとおり、都市ブランドの確立とシビックプライドの醸成を両輪として

進めていくために、今後は「郷土愛」を意識したインナープロモーション（市民向けの魅力発

信）がより重要になってくる。 
 

４．シティプロモーション推進にあたっての課題 

 
本市が目指す都市ブランドの確立やシビックプライドの醸成は、いずれも一朝一夕に達成で

きるものではない。このような場合、①目的を明確化し、②達成までのステップ（段階別の道

筋）を示し、③具体的な手段を体系化し、④評価可能な目標を設定するものとしての行動計画

を立てること、そして立てた計画については、⑤常に情報をアップデートして最適化し、⑥責

任を明確にして進行管理を行うことが重要である。 

前述のとおり、本市は、平成27（2015）年に策定した基本方針と総合戦略の２つをあわせて

行政計画としての機能を持たせている。しかし、基本方針については、目的や達成までのステ

ップが具体化しきれておらず、皆で走り出すうえでのゴール・道筋の提示としては課題がある。

また、総合戦略は、『八王子ビジョン 2022』に基づく施策の中から、特に人口減少に対応する

ために必要な施策をパッケージ化したものである。そのため、「どのようなブランドを確立すべ

きか」をこれから決定する本市の場合、その目標に向けた施策を体系化した新たな戦略が必要

となる。 
 

（１）戦略策定レベルの課題 

 

ア．確立したいブランドイメージの設定 

本市がシティプロモーションによって目指すものは、「１．シティプロモーションの意義」で

示したが、計画策定にあたっては、これに加えて「八王子市＝○○なまち」という、確立した

いブランドイメージを明確にする必要がある。 

そのための手法として、平成30年度にブランドメッセージの制作を予定している。これは、

単に注目を集めるためのキャッチフレーズとは異なり、八王子にしかない価値や目指すまちの

姿を、一文で表したものである 
これについて、先行事例の調査や静岡県富士市への視察、この分野の第一人者である東海大

                                                   
5 HOME'S総研「買って住みたい街ランキング（2018首都圏版）」では、駅周辺の拠点性と発展性、交通・生活
利便性のバランスの良さが評価され、前年の 22位から３位に躍進した。 

日経 DUAL「共働き子育てしやすい街ランキング 2017」では、全国で 18位にランクインした（前年度 43位）。 
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学の河井孝仁教授6からいただいたアドバイス等から実感したのは「みんなが納得し、一緒に目

指していこうと思えるビジョン作り」の重要性である。このためには、役所の中で完結しない、

市民を巻き込む制作プロセスが必要になる。具体的には、以下の流れを想定している。 
 

（ア）発散・・・個々の魅力のピックアップ 

市民を集め、まちの魅力をなるべく多く挙げてもらう。一生懸命考える中で、今まで魅力と

考えていなかったものが魅力に見えてくる。 
 

（イ）共有・・・魅力をみんなで実感する 
（ア）で挙がった魅力のうち、重複のなかった（一人だけが挙げた）「知られざる魅力」を、

発散プロセスに参加したメンバーで実際に体験しに行く。知り合いや家族も巻き込み、ＳＮＳ

での発信を干渉することで情報を拡散していく。 
 

（ウ）編集・・・「語れる」まちにする 

出てきた魅力をもとに、「八王子だからこそ幸せになれる人」の物語を複数作る。人物像はな

るべく具体的に設定し、人生に訪れる様々な困難を、八王子ならではの何か（地域資源、行政

サービス、地域特性など）によって乗り越えていくストーリーとする。 
例：新潟出身で、明星大卒業後、新宿に勤務している川口カスミさん（34）。３年前に同僚の山田タカオ

さん（35）と結婚し、出産を機にタカオさんの実家に近い八王子に住むことにしたが・・・・。 
一つの物語だけなら他のまちでも成り立ちうるかもしれないが、複数の物語が重なり合う場

所が、他にない、八王子が世界一になれる領域（バトルフィールド）である。 
これを誰でも「語れる」よう、言葉で表現したものがブランドメッセージである。 
例：浜松市では、「家康の出世城がある」、「製造業が盛んで、立身のチャンスがある」、「互いの糸を切りあ

う凧揚げ合戦」といった複数の物語から、「出世の街 浜松」というブランドメッセージを制作した。 
 
イ．戦略構築の考え方 

 

（ア）ターゲットの具体化 

限られた資源で効果的なプロモーションを行う以上、ターゲットをいかに具体的に設定する

かが成否を決めるカギとなる。一般に、シティプロモーションのターゲットを絞り込む基準と

しては「年齢」、「家族構成」、「収入」、「居住地域」等があるが、これに加えて「価値観」、「ラ

イフスタイル」も取り入れることを検討している。 
量的なサービス競争、すなわち単純なメリットの提示で獲得した人口は、より有利なサービ

スを提供する自治体を見つければ、再度転出してしまうおそれがある。それよりも、市の強み

や確立したいブランドイメージに共感してくれる人に訴求することで、ともに八王子のブラン

ド価値を高めるパートナーを増やしたいという狙いである。 

 

（イ）ロードマップの作成 

都市ブランド確立に向けて、確立したいブランドイメージにつながる魅力を重点的に磨き上

げ、発信していくためのロードマップを作成する。これには、概ね以下のプロセスを想定して

いる。 
                                                   
6 河井教授には、平成30（2018）年２月 15日の管理職向け研修「すべての仕事はシティプロモーションにつ
ながる」にてご登壇いただいた。ブランドメッセージの制作プロセスも、河井教授発案の手法によるもので

ある。 
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・ 過去の調査結果を精査するとともに、必要に応じて新たな調査を行い、ブランドに関連す

る要素（例えば「子育てのまち」のイメージを確立したいのであれば、待機児童の割合・

教育環境・小児医療機関の充実度等がこれにあたる）がどう評価されているかを確認。 
・ 現状で高い水準にあるものは、より積極的に情報発信。 
・ 特に足りていないもの、さらに伸ばす余地があるものを体系化し、そのための施策群に優

先順位や達成目標（時期・目標値）をつけたロードマップを作成。 
特に魅力の磨き上げにあたっては、各事業部門がメインで施策を推進するため、全庁的に目

標を共有したうえで、関連所管と連携したロードマップ作りを行う必要がある。 
なお、都市ブランド確立と両輪となるシビックプライド向上についても、基本的な考え方は

ブランド確立と同様である。ただし、どのような要素を伸ばせばシビックプライドにつながる

かについては、今後分析が必要である。 
 
（ウ）ビジョンにもとづく施策の「リ・デザイン」 
（イ）では、ブランド確立に特に効果的な施策を重点化したロードマップ作りについて述べ

た。これに加えて、既存のあらゆる施策をブランドメッセージに結びつけて組み直す、施策の

「リ・デザイン」も進めていきたい。この点では、ブランドメッセージ「いただきへの、はじ

まり」の制定後、健康体操など様々な既存事業について、いかに「いただきへの一歩を踏み出

す」ものとするかという視点で見直しを行った富士市や、「女性にやさしいまちづくり」という

ビジョンに基づき、既存事業を見直した豊島区の事例が参考になる。 
 

（エ）目標設定と評価基準 

達成度の客観的な評価は、シティプロモーションを推進する自治体に共通する課題である。

八王子市の場合は、最終的な目的達成のために都市ブランドの確立とシビックプライド醸成を

目標としており、これを測る指標として、若年層の推奨行動実施率（市政世論調査で「八王子

の魅力を人に伝える行動をとった」と答えた割合）を使用している。 
なお、本格的なプロモーション事業の開始が平成28（2016）年度であり、ほとんどの媒体の

完成が平成29（2017）年となったこと、これらの媒体の多くが市外への魅力発信を主眼に置い

ていたことから、現状目に見える変化は出ていない。 

これについては、①市外へのブランドイメージの浸透を評価できないこと、②シビックプラ

イドが推奨行動として表出化したケースしか測定できないことの２点において、指標追加ない

し改善の余地がある。 
①については、確立したいブランドイメージを設定したのち、その認知度や八王子市にその

イメージを抱く人の割合等を測る調査が必要となろう。②については、民間企業や一部の自治

体で採用されているＮＰＳの考え方をもとに、図表４に示す２つの指標を設定する予定である。 

ＮＰＳとは、「Net Promoter Score」の略で、特定の商品やサービスについて、推奨意向を持

つ人の割合から批判的な考えの人の割合を引いた値である。これは、ブランドへの信頼度や愛

着度を的確に表すとともに、その時点でのブランド価値の成長性を示すものともなっている。

すなわち、ＮＰＳが高いほどブランドへのポジティブな評価が多く流れることから、ブランド

価値がさらに高まる傾向にあると言える。 
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図表４ 新たに設定する指標 

政策目標 指標 測定方法 

都市ブランドの確立 
（対市民） 

推奨意欲 
スコア 

まちの魅力を、家族・友人・知人にどの程度おすすめしたいと思うか、

０～10点の 11段階で回答してもらい、推奨者（７～10点を付けた人）

の割合から非推奨者（０～３点を付けた人）の割合を引いて算出 

シビックプライドの 
醸成 

活動意欲 
スコア 

まちをよくする・面白くするために何かしたいと思えるかを、０～10

点の 11段階で回答してもらい、活動意欲高位（７～10点を付けた人）

の割合から活動意欲低位（０～３点を付けた人）の割合を引いて算出 

 

 

図表５ 評価指標のイメージ 

 
 

 

 

（２）施策推進レベルの課題 

 

ア．職員の「自分事」化 

既に述べているとおり、都市ブランドの確立及びシビックプライドの醸成を行う上では、基

礎となる魅力そのものを磨き上げる具体的な施策推進が必要である。実際に、各所管が日々実

施している様々な事業がまちの魅力を磨き上げ、本市ならではのライフスタイルにつながって

いる。しかしながら、目指すブランドイメージが明確化されていない現時点では「自らの仕事

がブランド確立やシビックプライド醸成につながっている」と意識して業務を行う職員は多く

ないだろう。 
この点、戦略の中で都市ブランド確立・シビックプライド醸成につながる施策を体系的に示

すこと、そして各所管の施策のリ・デザインを実施することで、シティプロモーションと各業

務の関連性を認識させる効果が期待できる。 
加えて、職員が市の目指すブランド価値に共感していることが、シティプロモーションを「自

分事」として捉えることや、魅力を的確に語れるようになるために極めて重要である。各種研

修と並び、市の魅力を実感させる機会をいかに作るかということも課題となる。 
この「自分事」化と共感によって、「自分は、自らの業務を通じて八王子市が目指す『○○な

まち』をつくっている」というスタッフプライドを全職員が持てることが理想である。 
 

活動意欲スコアに 

よる計測 

推奨意欲スコアと 

内外へのブランド 

価値調査による計測 

各施策について、個別の

評価指標に基づく計測 

各施策について、個別の

評価指標に基づく計測 
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イ．市民の「自分事」化 

都市ブランドの確立・シビックプライドの醸成とも、行政だけで達成できるものではない。

そのため、行政には、様々な主体が個々に行ってきた魅力の磨き上げ・発信に羅針盤を示し、

ベクトルをそろえていく役割や、魅力の磨き上げ・発信に関わる主体を増やす役割が期待され

る。①目的設定から発信まで、市の取組に市民を巻き込むこと、②シティプロモーションの意

義や取り組みについて理解を得ること、③そして魅力の磨き上げ・発信に参加しやすい仕組み

や場を作ることという３つの視点から、具体的な事業を計画に組み込んでいきたい。最終的に

は、行政の手を離れて市民主導で自走できることが理想である。 
 
おわりに 

 
これまで見てきたとおり、八王子市のシティプロモーションには、「目的や達成までのステッ

プの明確化」、「事業の計画的な遂行」の２点において、それぞれ改善の余地がある。平成27（2015）

年度から平成29（2017）年度にかけては「走りながら考える」体制で事業を進めてきたが、平

成30（2018）年度からは、これまでの事業で得た知見や築いたツールを最大限活用しつつ、計

画的な推進体制を構築することを重視していきたい。また、計画策定後は、事業の実施と並行

して、計画策定の基礎としたデータをチェックし、必要に応じて計画に修正を加えていくこと

が必要になると考える。 

奇しくも、シティプロモーションが新たな局面を迎える平成30（2018）年度は、八王子市の

「次の100年」の最初の年である。100年の歴史を持つこのまちが、100年先まで愛され続ける

ように、戦略的なシティプロモーションを進めていきたい。 

 

（つじ せいいちろう） 
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大学と地域の協働で醸成するソーシャル・キャピタル 

   ― 「みなみおおさまカフェ」の実践を通した地域包括ケアシステムの構築 ― 
 

首都大学東京大学院 人文科学研究科 修士課程２年 岸本 尚大 

高齢者あんしん相談センター南大沢 センター長 森島 早苗 

南大沢を知ってほしい会 渡口 智子 

首都大学東京 都市政策コース 教授 和田 清美 

首都大学東京  人文・社会系  教授 和気 純子 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 
私たちは、平成 28（2016）年 11月より、大学を拠点とした多世代交流型コミュニティ・カ

フェ「みなみおおさまカフェ」を運営している。学内の喫茶コーナーに、大学職員や学生、Ｎ

ＰＯ職員などから構成されるスタッフと地域の高齢者を中心とする参加者合わせて100名近く

が集まり、世代を越えた交流が展開されている。 
「みなみおおさまカフェ」では、ほっと一息つけるようなつながりの場を地域につくり、産

学官民の協力体制を形成することで、地域包括ケアシステムや地域共生社会構築の発展を目指

している。本稿では、はじめに「みなみおおさまカフェ」の実践の概要を紹介し、ソーシャル・

キャピタル（社会関係資本）の視点からカフェの機能を整理する。そのうえで、「みなみおおさ

まカフェ」における多職種連携のあり方を振り返り、大学と地域との協働による地域活動の展

開について考察していきたい。様々なセクターが手を取り合ってよりよい活動を模索している

私たちの活動報告が、市制100周年を迎えた八王子市の発展に少しでも寄与できれば幸いであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１．「みなみおおさまカフェ」とは 

 

（１）設立の背景 

 カフェの概要を紹介する前に、はじめに３つの視点から設立の背景について整理する。 
 

多世代が交流する「みなみおおさまカフェ」 

●大学コンソーシアム八王子加盟大学による寄稿論文 
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ア．ニュータウンにおける住民の社会的孤立問題 

首都大学東京が立地する南大沢地区は、約35年前にニュータウンとして開発された地域であ

り、平成29（2017）年現在高齢化率は20％前後であるものの、当時移住してきた人たちの高齢

化が今後急速に進展することが予想されている（八王子市 2017）。このことに加えて、近年の

無縁社会化やニュータウンならではの集合住宅を中心とする住宅構造等の理由により、主に高

齢化した住民が孤立し、その多くが社会から切り離された存在となりやすいことが地域の課題

であると考えられる。また、高齢者のみならず、子育て世代や障害者なども社会から孤立して

しまいがちなことが、主に近隣の福祉関係者のなかで問題視されている。これらの理由から、

地域に住む人にとって少しでも誰かとのつながりを感じられるような場を作ることが、地域の

ニーズとして切実に求められていた。 
 

イ．地域における協働体制の構築 

近年、福祉に関する問題が複雑化・深刻化するなか、それらの課題に対処するためには、多

職種間の協働体制の構築が必須であるといわれている。南大沢地区も、上記のようなニュータ

ウンならではの生活問題が増大しており、さらなる多職種連携を推進するためのきっかけづく

りが必要とされていた。 
 

ウ．大学の地域貢献 

近年、大学は学内のみで活動することのみならず、学術的・教育的な活動を積極的に地域に

展開し、社会に貢献することが求められている。さらに、私たちの所属する首都大学東京は、

大学と最寄り駅の往復だけで地域生活が終わってしまう学生が多い。地域で生活する一員とし

て地域活動に取り組むことが、学生にとっても貴重な社会経験になるのではないかと、学生や

教員のなかでも議論されていた。当時からボランティアを経験したいという学生も多く見られ

たことから、大学と地域が協働する先駆的な取り組みが構想されていった。 
 

（２）カフェの立ち上げ 
このように、地域からのニーズ、そして大学からのニーズが重なり合い、互いに協働して南

大沢をより生活しやすい地域へと活性化させるために、八王子市高齢者福祉課、高齢者あんし

ん相談センター南大沢、首都大学東京和気研究室が中心となって、誰もが気軽に立ち寄れるコ

ミュニティ・カフェの運営が構想された。この構想の背景には、同時期に八王子市において、

高齢者の社会参加を促進するための生活コーディネーターを地域に配置する「生活支援体制整

備事業」が開始されたということもある。「みなみおおさまカフェ」の最初の運営会議が開催さ

れたのは平成28（2016）年４月であり、これまでの域学連携のなかで培われてきた関係性をも

とに様々な団体に声を掛け、学生とともに協働メンバーとして運営会議への参加を募った。そ

して、カフェのコンセプトや具体的なプログラム、運営メンバーの役割など11月の初回のカフ

ェに向けて議論を重ねた。 
立ち上げの際に困難であったこととしては、まずカフェの担い手を確保することの難しさが

挙げられる。日々それぞれの活動に邁進されている地域の団体や学生に、カフェの構想に賛同

してもらい協働メンバーとして参加してもらうことに苦心した。また、大学のキャンパス内で、

カフェを実施する場所を見つけることにも困難が伴った。飲食ができる場所は学内でも限られ、

さらに他の学内団体と場所の確保で重なることもあり、場所を転々とせざるを得ない状況にな

ったこともあった。 
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（３）「みなみおおさまカフェ」の活動概要 

 

ア．名称 

カフェの名称は、任意団体「南大沢を知ってほしい会」が考案した、「みなみおおさま」とい

うキャラクターに由来している。 
「みなみおおさま」はカフェのなかでもマスコットキャラクター

のような存在となっている。この名称には、カフェが誰にとっても

親しみの持てる場となり、さらには私たちの暮らす南大沢という地

域により愛着を持ってもらいたいという思いが込められている。ま

た、運営団体名の「＆TMU」には、首都大学東京（Tokyo Metropolitan 

University）とともに、南大沢や八王子市の多様な人々とのつなが

りを築いていこうという思いが込められている。 
 
イ．メンバー 

 主な運営メンバーは図表１の通りである。中心と

なっているのは、首都大学東京 和気純子研究室（高
齢者福祉）、和田清美研究室（地域社会学）及び高齢

者あんしん相談センター南大沢（地域包括支援セン

ター）である。また、「みなみおおさまカフェ」の特

徴として、学生が主体的に運営に関わっていること

が挙げられる。コーヒー焙煎、議事録の作成など、

力を合わせそれぞれの強みを活かしながら、中心メ

ンバーとして活動している。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．カフェ当日の活動内容 

基本的に、毎月第２火曜日10時～12時の時間帯で、首都大学東京 国際交流会館喫茶コーナ
ーで開催している。学内施設の活用には、外部施設と比べて場所が確保しやすい、大学が地域

に開かれた場所になるといったメリットがある。カフェにいらした方からは、「これまで大学に

立ち入ったことはなかったが、カフェの開催をきっかけに大学内を散策することができた」、「大

学の構内に入ることで、若い学生が集まる姿を見ることができ元気をもらえる」という声をよ

く耳にする。 
 「みなみおおさまカフェ」では、毎回運営メンバー約35人、参加者約60～80人が会場に集

まる。カフェでは、ほっと一息つくための飲み物としてコーヒーや緑茶などを100円で提供し

ており、飲み物を片手に和やかに思い思いの時間を過ごしていただいている。具体的には、地

赤いエプロンがトレードマークの学生スタッフ 

マスコットキャラクター「みなみおおさま」 

・首都大学東京 教員・学生 
・八王子市高齢者あんしん相談センター南大沢（地域包括支援センター） 
・生活支援コーディネーター（八王子市高齢者福祉課・社会福祉協議会） 
・ＮＰＯ法人八王子市市民活動協議会 
・民生・児童委員 
・南大沢を知ってほしい会 等 

図表１ 主要な運営メンバー 
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域の参加者同士が会話を交わしたり、学生が参加者のテーブルに入り交流を深めたりする様子

がみられ、世代や地域を越えた様々なつながりが生まれる場となっている。また、多くの開催

において、カフェではイベントタイムを設けており、競技ダンスやジャグリング、管弦楽団な

どの学内団体、そして地域で活動する市民団体などが、それぞれの特技を披露し、発表者・参

加者ともにいつもと違う楽しい時間を過ごせるよう工夫をしている。さらに、カフェでは２月

にはバレンタイン、12月にはクリスマスといったように、その時期に合わせた装飾をしたり、

季節のお菓子を提供したりと、カフェに参加したからこそ皆で楽しむことのできる季節感あふ

れる工夫を凝らすことも重視している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表２ 毎月のカフェにおける取り組み 

 
 

エ．定期的な運営会議  

毎月１回運営メンバーが大学内に集まり、カフェの運営に関するディスカッションを行う「コ

ア会議」を実施している。コア会議では、グループに分かれて前回までのカフェの開催の振り

返りをしたり、今後のカフェに向けた改善策を提案したりと、運営メンバーがそれぞれの立場

や強みを活かしながら、多角的に活発な議論が展開されている。 
 

カフェ当日の様子 地域の詩吟の会による発表 
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オ．情報発信・外部における活動 

「みなみおおさまカフェ」では、活動を外部へ発信することにも重点を置いている。情報発

信により参加者を増やしていけるだけでなく、取り組みが外部の団体に広まることで、さらな

る協力体制を構築することができると考えている。また、私たちの取り組みを、他の活動団体

の参考としてもらい、産学官民協働によるコミュニティ・カフェの活動を全国に広めていきた

いという強い思いもある。さらに、発信することは、「みなみおおさまカフェ」が成長する大切

な機会であるとも考えている。外部の方からコメントをいただいたり、他の活動団体を参考に

したりすることによって、風通しの良い発展的な団体として成長していきたいと考える。 
具体的な発信方法としては、ホームページの運営、チラシの作成、外部イベントへの参加な

どを行っている。ホームページでは、今後の予定を更新するだけではなく、毎月のカフェの様

子を紹介する活動報告やギャラリー、スタッフブログなど親しみやすいコンテンツを充実させ

ている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表３ 外部における取り組み 

 
  

「みなみおおさまカフェ」ホームページ 
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２．ソーシャル・キャピタルの視点からみた「みなみおおさまカフェ」の役割と成果 

 

（１）ソーシャル・キャピタルとは 

これまで「みなみおおさまカフェ」の活動について概観してきたが、つながりづくりを重視

して活動を積み重ねてきた「みなみおおさまカフェ」の果たす機能について、ソーシャル・キ

ャピタルの視点を参考に考察を進めていきたい。 
近年、無縁社会化が進展するなかで、ソーシャル・キャピタルという概念に注目が集まって

きている。ソーシャル・キャピタルとは一般的に「社会関係資本」と邦訳されており、人の心

を通じた「信頼、規範、ネットワーク」といった、いわば「絆」を意味する概念であるとされ

ている（稲葉 2016）。より厳密な定義としては、ソーシャル・キャピタル研究の第一人者であ

るハーバード大学のＲ．パットナムによれば「協調的行動を容易にすることにより社会の効率

を改善しうる信頼・規範・ネットワークなどの社会的仕組みの特徴」であるといわれている（パ

ットナム 2006）。ソーシャル・キャピタルの社会の効率を改善する機能の好例としては、災害
時における地域コミュニティの再生が挙げられる。東日本大震災では、人々の生活に甚大な影

響がもたらされたが、「信頼、規範、ネットワーク」で特徴づけられる地域のソーシャル・キャ

ピタルが、地域コミュニティの再生をスムーズにさせたことは社会的に大きな注目を集めた（稲

葉 2011）。 
個人や地域の有するソーシャル・キャピタルは、日常生活の様々な面に影響を及ぼすと言わ

れている。例えば、ソーシャル・キャピタルの程度が低くなるほど、言い換えれば個人や地域

の「絆」が弱いほど、心身の健康や生活の質（ＱＯＬ）、幸福感が低下する傾向にあることが多

くの研究論文で報告されている。ソーシャル・キャピタルに関連する概念として、「社会的孤立

（家族や地域とほとんど接触がない客観的な状態）」というものがあるが、社会的孤立状態にあ

る人は、「私的なネットワーク（家族、近隣の住民、知人など）から支援を受けにくい」、「生活

満足度が低下する」、「ネガティブな感情を経験することが多くなる」などの指摘がされている

（山口 2013）。南大沢を含む多摩ニュータウンエリアは、団地の多い地域であり構造的に他者

との関係が得にくく、高齢者を中心とした孤立した住民への対応が喫緊の課題であると考えら

れる（金子 2017）。「みなみおおさまカフェ」は前述した背景をもとに、地域におけるソーシャ

ル・キャピタルの醸成に貢献するものと考えられる。 
 

（２）「みなみおおさまカフェ」のソーシャル・キャピタル醸成機能 
ソーシャル・キャピタルの分類には様々なものがあるが、「個人レベルのソーシャル・キャピ

タル」、すなわち個人間等のネットワークと、「地域レベルのソーシャル・キャピタル」、すなわ

ちコミュニティなど集合体の関係性に分ける考え方がある（稲葉 2016）。ここでは、この分類

に従って「みなみおおさまカフェ」のもたらすつながりづくりの機能について振り返ってみた

い。 
 
ア．「個人レベルのソーシャル・キャピタル」を醸成する機能 

  

（ア）参加者の視点 

「みなみおおさまカフェ」の大きな機能の一つに、地域住民にとって気軽に誰かとつながる

ことができる場であるというものがある。よく、参加されている方から、「普段家に閉じこもり

がちであるが、ここに来ると学生や地域の人とお話しができて、とても嬉しい」、「毎月カフェ

を開催してくれることで、空欄のカレンダーに予定を記入することができるようになった。毎
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月の楽しみになっている」という声をいただいている。また、中には抑うつ気味で閉じこもり

がちであった高齢の方が、民生・児童委員の誘いから毎回カフェに参加するようになり、カフ

ェ以外の地域活動にも積極的に参加するようになった、という嬉しい知らせをいただいたこと

もあった。 
 

（イ）学生の視点 

「みなみおおさまカフェ」における多世代間の交流には、普段は大学と下宿先との生活で完

結しがちな学生にとって、地域の先輩と関わるという機会になればという願いも込められてい

る。「みなみおおさまカフェ」の参加者は高齢の方が多いが、学生たちは参加者のテーブルに入

り地域住民の方との交流を通して、身近な大学近辺のリアルを知ることができる。また学生は、

多職種協働によるカフェの運営を通じて、現場の最前線で邁進する民生・児童委員や地域包括

支援センターの職員、市の職員、地域で活動するＮＰＯ法人など、多種多様なバックグラウン

ドを持った方たちと深く関わっていく。地域社会における多様な主体と関わる経験は、大学を

卒業してから社会の中で活かすことのできる大変貴重なものであると考える。多世代交流とい

う縦のつながり、多職種協働という横のつながりを経験することで、学生にとって身近なとこ

ろから価値観の枠組みを広げる場になることが期待される。 
 
イ．「地域レベルのソーシャル・キャピタル」を醸成する機能 

 
（ア）カフェの開催を通して形成される団体間のつながり 

 「みなみおおさまカフェ」は、個人レベルのソーシャル・キャピタルを形成する場であると

とともに、地域の中の団体間のつながりといったよりダイナミックな関係性を構築する場とし

ても機能している。例えば、学生のサークル団体がカフェでパフォーマンスを披露したところ、

地域のサロンの運営に携わっている参加者の目に留まり「ぜひうちでもやって」という依頼を

受けたことがあった。その学生サークル団体にとっては数少ない自分たちの特技を披露する格

好の機会であった。これは一事例ではあるものの、カフェへの参加を通して地域の中に存在す

る団体同士が確実に結びついてきている。 
 
（イ）運営を通して形成される協働体制 

 地域レベルのソーシャル・キャピタルの醸成のもう一つの側面として、運営を通した様々な

セクター間の協働体制の構築があると考える。まずは、大学と地域とのつながりの視点である。

前述したように、近年大学は、より地域社会に開いた存在として、社会へ貢献することが求め

られてきている。大学が拠点となって多様な主体とつながりながら福祉実践を行うことで、互

酬的な関係性が構築されてきている。また、地域のセクター間の結びつきを強化する視点もあ

る。わが国の社会問題が多様化、複雑化しているなか、地域包括ケアシステム推進の必要性が

叫ばれているが、地域における多職種連携体制の構築は今後より重要になっていくと考えられ

ている（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 2013：厚生労働省 2017）。定期的に協働してカ
フェの運営に携わることで、様々なセクター間の関係性を強化できると考える。 
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３．「みなみおおさまカフェ」における多職種間の協働体制 

 
地域活動の領域では、「コレクティブ・インパクト」という立場の異なる組織がお互いの強み

を出し合い社会問題を解決していくというアプローチが注目を集めている（長浜 2014）。私た

ち「みなみおおさまカフェ」でも、様々なセクターとの協働を基盤としてともに活動を作り上

げていくことを重視しているが、ここでは私たちがどのような点に着目しているのかをまとめ

てみたい。 
 
（１）役割分担 

 「みなみおおさまカフェ」では、単に多様なセクターが同じ場に集まるというのではなく、

それぞれの強みをできる限り活かすことを大切にしている。以下、カフェ開催当日、具体的に

どのような役割を設定しているのか、分担グループごとに整理する。なお、今回紹介する役割

分担は完全に固定しているわけではなく流動的であり、必要であればお互いの役割を補い合う

ことも多い。 
 
ア．喫茶担当 

 主に学生と民生・児童委員が担当している。喫茶系の資格を有する学生がその専門性を活か

し、また民生・児童委員はこれまで培ってきたノウハウを発揮して、互いに協働しながら飲み

物の提供を行っている。 
 
イ．設営担当 
 主に男性のメンバーが担当している。会場が本学国際交流会館 喫茶コーナーであるためセッ
ティングにさほど大きな労力は要さないものの、音響の設定や受付の設置などハード面の準備

を担当している。 
 
ウ．受付担当 

 主に高齢者あんしん相談支援センター職員と民生・児童委員ＯＢが担当している。 
 
エ．誘導担当 

 主に学生、民生・児童委員、社会福祉協議会ボランティアなどが担当している。誘導係とは

大学の正門から会場まで参加者を誘導する係である。誘導を通じて気軽に参加者とコミュニケ

ーションをとることができるのが利点である。学生にとっても交流のきっかけになりやすい。 
 
オ．統括 

全体の見守りは、本学教員、高齢者あんしん相談センター職員、大学院生などが中心となっ

て行っており、カフェの開催全体に関わる業務を担当したり、適宜必要なグループの手伝いを

したりしている。また、カフェの時間が始まれば、学生を中心に手の空いた者は、参加者のテ

ーブルに入り一緒に交流を楽しんでいる。 
 
（２）運営会議における多様な視点 

運営会議は毎月１回実施しているが、毎回多くの運営メンバーが参加することが特徴である。

ここでは多様なメンバーが集まるメリットと多様な視点を引き出すための工夫についてまとめ

る。 
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運営会議では、基本的に和気研究室、高齢者あん

しん相談センター南大沢のセンター長が代表として

全体の流れをつくり、その上で他のメンバーが意見

を交わす形式を採用している。 

多様な主体が協働して議論を交わすメリットとし

て、これまで行ってきた活動にそれぞれの立場の持

ち味をいかした鋭いメスが入ること、また風通しが

よくなりカフェ全体の価値観が固定されにくいこと

などがある。一方で、立場や性格の違いから、発言

しやすい人、発言しにくい人が生まれると、特定の者の発言に意見が傾いてしまい、多職種協

働の持ち味は活かせない。「みなみおおさまカフェ」では、このような状態を回避するため、

小グループに分けて議論を行うという工夫をしている。具体的には、「喫茶グループ」、「設

営グループ」、「プログラムグループ」など運営機能ごとに５、６人程度のグループにわかれ、

これまでのカフェの反省点やこれからのカフェに必要なことなどをディスカッションしその内

容をまとめる。そして、ある程度意見が固まったところで、各グループの案を運営メンバー全

員の前で発表し、その内容を全体で精査する。このプロセスでは、少人数で議論を行うため誰

もが発言しやすく、多職種協働の持ち味がより活かされるのではないかと考える。また、それ

ぞれの立場の都合から不満や不安がうまれることもある。様々な主体が参加する運営会議では、

このような悩みをすり合わせ、皆で共有化し検討を通して解決につなげる機能も担っている。 

 

（３）支え合える関係性 

「みなみおおさまカフェ」運営面の特徴として、「強みを活かす」ことを挙げたが、これは

決して担当になった者のみに担わせるというわけではない。強みのある人に軸を置きつつも、

周囲のメンバーでサポートし合える価値観を大切にしている。例えば、コーヒーを淹れる担当

の学生がいるが、一人で全て行うのではなく、ちょっとした困りごとがあれば近くにいる民生・

児童委員や地域の人がサポートしている。 

「みなみおおさまカフェ」では、通常のカフェ以外でも、交流会を開いたり、カフェの開催

のあとに運営メンバーで昼食を取ったりと、本音で語り合える場がもうけられている。これら

の交流が、信頼関係を築くのに役立っている。また、カフェ運営に限らず、学生メンバーが悩

みごとを地域の人やセンター長、教員など様々なメンバーに相談できる関係性が築かれている。

逆に、他のメンバーが学生に相談をお願いすることもある。このようにお互いを支え合う関係

性が、多職種協働の継続性や生産性に結び付いているのだと考える。 

 

４．今後の課題 

 

これまで「ソーシャル・キャピタル」や「多職種連携」の視点から「みなみおおさまカフェ」

の歩みと成果の一側面を紐解いてきた。しかし、私たちの活動には課題が多く残っている。 

第一の課題は、比較的速いサイクルでのメンバーの入れ替わりである。カフェの運営を担う

学生は入学してから卒業までの期間が短く、個人としての継続的な関わりが困難である。また、

地域の運営メンバーも担当業務の変更から入れ替わってしまうこともよくある。今後は、これ

らのリスクをあらかじめ想定して、継続性の担保される活動のあり方を模索していきたい。 

毎月実施している運営会議の様子 
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二つ目の課題は、社会から孤立している地域住

民へのアウトリーチのむずかしさである。社会的

孤立問題への対応は、カフェの狙いのひとつであ

り、民生・児童委員などによる地域住民との関わ

りに着目しながら、より様々な人が参加できる活

動にしていきたい。 

最後に、参加者の主体性をより尊重する視点の

必要性である。これまでは、参加者は「お客さん」

としてやや受動的な存在としてとらえることが多

かった。しかし、「みなみおおさまカフェ」における多職種協働では、運営メンバーのみなら

ず参加者も、ともにカフェを作り上げる仲間として尊重すべきと考える。 

 
おわりに 

 
はじめて「みなみおおさまカフェ」を開催してから１年以上が経つが、回を重ねるごとに様々

な人々が派生的につながってきている。リピーターも多く、その方が新しく友人を誘う、とい

うつながりの連鎖もよく見られるようになった。私たちは、今後も、大学と地域が連携し、様々

な人々が「つながる」ことのできるコミュニティ・カフェの運営を軸に、少子高齢化がすすむ

地域社会のあり方をさらに追究していきたいと考えている。 
 
参考文献 

 

・八王子市『多摩ニュータウン再生検討のための基礎調査の結果について』2017年 
・金子淳『ニュータウンの社会史』青弓社、2017年 
・厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）』2017年 
・稲葉陽二・吉野諒三『ソーシャル・キャピタルの世界：学術的有効性・政策的含意と統計・解析手法の検証』

ミネルヴァ書房、2016年 
・稲葉陽二『ソーシャル・キャピタル入門‐孤立から絆へ』中公新書、2011年 
・三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング『＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステム構築における今後の

検討のための論点』、2013年 
・長浜洋二『ＮＰＯのためのマーケティング講座』学芸出版、2014年 
・パットナム・ロバート・Ｄ『孤独なボウリング‐米国コミュニティの崩壊と再生』柏書房（柴内康文訳）、
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・山口麻衣「第４章 孤立高齢者が抱える生活・心理上の課題」稲葉陽二・藤原佳典編『ソーシャル・キャピ

タルで解く社会的孤立‐重層的予防策とソーシャルビジネスへの展望』ミネルヴァ書房、2013年 

 
（きしもと なおひろ・もりしま さなえ・とぐち ちえこ・わだ きよみ・わけ じゅんこ） 

熱心に講演に耳を傾ける参加者たち 
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文化資本としての壁画を活用したコミュニティデザインの可能性 

― 八王子医療刑務所壁画制作プロジェクトを振り返って ― 

 

 

東京造形大学 現代造形創造センター（ＣＳＣ） 准教授 岩瀬 大地 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
はじめに 
 
東京造形大学（以下「本学」という。）は、昭和 41（1966）年の設立から八王子市に立地し

ている大学である。本学は、アート・デザインによる地域課題の解決や地域活性化への貢献、

及び大学教育・研究の向上を図ることを目的として、平成 28（2016）年 10月３日に八王子市

と包括連携協定を締結した（東京造形大学 2016）。これは、「社会をつくり出す創造的な造形活

動の探究と実践」という建学の精神にもとづき、社会連携・貢献を強化していくという強い意

志の表れと言える。そして、本学が八王子市と協定を締結した平成 28（2016）年という年は、

奇しくも本学が創立 50周年を迎える節目の年であり、八王子市にとっては、翌年の市制 100

周年に向け、様々な祝賀行事や記念事業を企画・準備しているタイミングであった。 

協定締結を機に、本学は八王子市と積極的に連携し、地域課題の解決や地域活性化に貢献す

る様々なプロジェクトを行っているが、八王子医療刑務所壁画制作プロジェクト（以下「本プ

ロジェクト」という。）は、そのなかの一つとして実施されたものである。本論文では、本プロ

ジェクトの報告をもとに、文化資本としての壁画制作プロセスの活用によるコミュニティデザ

イン（市民が協働した地域づくり）の可能性について議論する。 
 

 
 
 
１．プロジェクトの概要 
 
本プロジェクトは、八王子市市制100周年を記念して平成29（2017）年９月16日から10月

15日の間に開催された「第34回全国都市緑化はちおうじフェア（以下「緑化フェア」という。）」

地域住民・親子が壁画をペイントする様子 
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の来場者に、市民協働で八王子の魅力を発信する取り組みとして企画・実施されたものである1。

また本プロジェクトは、本学が緑化フェア実行委員会から委託を受け、本学の社会連携活動の

一環として、八王子医療刑務所（以下「医療刑務所」という。）の長さ140メートルの壁に巨大

壁画を描くために行った制作研究である2。 

実施にあたり、「八王子市に住む地域の人々が壁画制作への参加を通して、本学と協働して地

域アートを共創する」という基本コンセプトをもとに具体的な方法論が構想された。それに基

づき、八王子市立第三小学校と第六小学校の子どもたち、子安町三丁目町会・万町一丁目町会

の人々をはじめとした市民のほか、医療刑務所の職員、本学学生など、合計100人以上が本プ

ロジェクトに参加し、ワークショップなど地域協働を通して一つの作品を制作した。 

 
（１）八王子医療刑務所について 

医療刑務所の歴史は八王子市の歴史よりも長く、明治11（1878）年に、神奈川県
．．．．

監獄八王子

監獄署として八王子町
．
字元横山に設立された。明治26（1893）年の火事による焼失を機に、明

治28（1895）年に現在の子安町に移転した。昭和２（1927）年には、八王子少年刑務所と改称

し、その後昭和26（1951）年に八王子医療刑務所と名を改めた。現在の施設は昭和55（1980）

年 11月に改修したものである。平成 30（2018）年１月には、子安町に移転してから 122年と

いう長い歴史に幕を閉じ、昭島市へ移転した。 

医療刑務所跡地について、八王子市では、平成27（2015）年度に「八王子医療刑務所移転後

用地活用計画」を策定しており、将来イメージとして、学びと交流が次の100年をつくる「ま

ちに開いた新たな集いの拠点」を目指している。現在、活用計画に基づき、導入施設の整備に

向けた基本計画を検討中である。 
 
（２）壁画制作現場について 
本プロジェクトを行った壁画制作の現場は、医療刑務所の北側の壁である。壁画制作前の壁

の状況を写真１に示す。  
 

写真１ 壁画制作前の医療刑務所北側の壁の様子 

 
 

  

                                                   
1 このため、壁画は長期保存を前提としたものではない。 
2 本プロジェクトは、絵画専攻領域生嶋順理教授と宮崎勇次郎助教、筆者が担当した。 

筆者撮影 
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図表１に、医療刑務所の壁位置を黒の太線（  ）

で、壁画制作現場となった北側の壁は黒の点線（・・・）

で示す。 

医療刑務所の住所は子安町三丁目26番１号で、北側

の壁は子安町三丁目と万町一丁目に面している。ＪＲ

八王子駅南口から徒歩約８分、京王線京王片倉駅から

徒歩約８分という距離に立地している。 また西側には

国道16号が、東側にはＪＲ八王子駅南口から伸びると

ちの木通りが通っており、医療刑務所の南側で合流し

ている。壁画制作現場は、閑静な住宅街の中に立地し

ている。 

 
 
２．壁画制作のプロセスについて 

 
本プロジェクトは、平成28（2016）年９月１日から平成29（2017）年９月７日の間に実施さ

れた。本プロジェクトの作業全体の工程を図表２に示す。「八王子市に住む人々が、壁画制作へ

の参加を通して、本学と協働して地域アートを共創する」という基本コンセプトのもと、壁画

のデザインを考える地域住民参加ワークショップを企画した。 
 

図表２ 壁画制作の流れ 
平成28（2016）年 平成29（2017）年 

活動内容 ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

第１回公開ワークショップ              
第２回公開ワークショップ              
第３回公開ワークショップ              
第４回公開ワークショップ              
壁画制作ワークショップ              
デザイン画の調整              
壁画転写シートの作成              
壁画制作              

数字は月  

  
（１）連続ワークショップ 
第１回から第３回公開ワークショップは、平成28（2016）年９月から11月の間、「Zokeiま

ちなかカレッジ」で本学の現代造形創造センター（以下「ＣＳＣ」という。）の主催で開催され

た3。集団の創造的な作業を通じたグループダイナミックスにより壁画のデザイン画を参加者と

共に考えていくための方法論として、連続ワークショップを企画・実施した（木下 2013）。こ

のワークショップの参加者の招集は、「本プロジェクトに関心のある住民は誰でも参加可能」を

いう条件を提示したうえで、子安町三丁目や万町一丁目町会長に依頼した。進行・ファシリテ

                                                   
3 Zokeiまちなかカレッジは、本学の非公認の施設であるが、平成 27（2015）年に地元のご厚意により、本学
の八王子社会連携活動の拠点としてＪＲ八王子駅南口近くの子安町一丁目に開設した。 

図表１ 八王子医療刑務所と 
壁画制作現場の場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
至京王片倉駅 

（地図出典：Google MAP） 
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ーションは筆者が務めた（写真２）。第１回から第３回ワークショップの内容は、終了後に筆者

が分析し、本学絵画専攻教員によって視覚化されたものを次回ワークショップの参加者に提示

した。参加者は、「絵を描くことで考える」というプロセスに不慣れなため、用意したデザイン

画をもとにディスカッションを行う形式をとった。ワークショップは参加者のアイデアが飽和

点に達し、納得するまで行われた。 

第４回公開ワークショップは、平成28（2016）年12月10日にＣＳＣが主催し、八王子市立

第六小学校図工室で開催された。このワークショップは「八王子の未来を描こう」をテーマと

し、未来の担い手である小学校３年生から５年生の子どもたちが参加した（写真３）。このワー

クショップの参加者は、八王子市立第六小学校と第三小学校の校長を通して呼びかけた。参加

者の選定は、「小学校３年生から５年生（各校15名程度）」という条件を提示して、校長に依頼

した。ワークショップでは、絵画専攻教員が子どもたちのサポート役に入った。子どもたちが

描いてくれた絵について教員が分析を行った結果、子どもたちの絵に共通に見られた「八王子

の暮らしと自然の共生」というテーマを抽出し、そのコンセプトをもとに子どもたちの絵が再

構成された。 

 
写真２ Zokeiまちなかカレッジでのワークショップの様子 

 
本学大学院生撮影 

 
写真３ 子どもたちとのワークショップの様子 

 
筆者撮影 

 
上記のプロセスを経て、「八王子の歴史・現在・未来絵巻」をコンセプトにしたデザイン画が

平成29（2017）年３月末に完成した。このデザイン画は、八王子がたどってきた歴史・現在の

姿・八王子の未来で構成された物語を一つの絵巻にまとめたものである（図表３）。 
  



95 

 

図表３ 壁画のデザイン画 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
① 壁画は、北条氏照と八王子城から始まる。氏照は八王子城など北条氏の重要な支城を治
めていた武将であった。八王子の歴史は氏照から始まったと言える。 

② 武田信玄とその娘松姫が登場。1582年に武田氏が滅亡すると、信玄の娘であった松姫は
甲斐国から逃れ、八王子で出家し晩年を過ごした。 

③ 八王子宿を背景に座る大久保長安が登場。北条氏が滅び、氏照が八王子を治めていた時
代が終わると、関東は徳川家康が治めることになった。徳川家に命を受けた大久保長安

が、八王子宿を整備・支配していった。後に江戸幕府の支配体制が安定してくると、交

通網は整えられ、まちには織物市が立ち、八王子は甲州街道最大の宿場町として栄えて

いった。 
④ 八王子千人同心が登場。八王子千人同心は、かつての武田氏の家臣たちを中心に八王子
地域の治安維持や日光東照宮の防火と警備を主な目的として組織されたものであり、地

域の誇りの一つである。また参加者の中には子孫の人も参加していた。 
⑤ 養蚕の作業の様子が登場。養蚕の発展は、1859年に横浜が開港すると、八王子周辺の生

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑩ ⑨ 
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糸は貿易品として横浜へ運ばれ、世界に輸出されるようになったことによる。 

⑥ 八王子大空襲による焼け野原から機関車Ｄ51が未来へ向かって力強く走り出す絵が描か
れている。昭和20（1945）年８月２日、八王子では大空襲があり、市街地の約80％が焼

失した。昔、八王子駅には機関庫がありＤ51が停車していたことを、ワークショップ参

加者の多くが記憶していた。戦後、八王子のまちは人々の努力で復興し、新しい時代へ

と発展していくことになった。 

⑦ 市の木であるイチョウを背景にして東京オリンピックの自転車競技が登場。昭和39（1964）
年に開催された東京オリンピックでは、八王子が自転車競技会場になった。 

⑧ 現在の八王子は、都心に近い立地にもかかわらず、多摩御陵や高尾山に代表される豊か
な自然に溢れている。 

⑨ 次の 100年、このような豊かな自然と人々の便利な暮らしの共存を目標に、八王子の絵

巻は未来へと続いていく。この部分は、未来の担い手である子どもたちの手で、「100年

後の八王子の姿」を描いてもらった。 

⑩ 絵の最後には、市制 100周年のロゴマークとキャッチコピーである「百年の彩りを 次

の 100年の輝きへ」で終了。デザイン画のなかには、市の花であるヤマユリや市の鳥で

あるオオルリ、緑化フェア公式ＰＲキャラクターの「みどリ～」、市の観光ＰＲキャラク

ターの「はっちお～じ」など、八王子ゆかりの生き物やキャラクターが散りばめられて

おり、壁画に彩りや楽しさを添えている。 
 
（２）本学の授業との連動 
壁画制作は、本学授業とも連動して行われた。平成29（2017）年４月から７月の間、ハイブ

リッド特別演習Ａ９「八王子医療刑務所壁画を現場体験する」において、デザイン画を壁に転

写する「転写シート」を制作した。この授業の履修者は合計13名で、絵画専攻の学生を中心に

映画やグラフィックデザイン専攻など様々な専門を学ぶ学生も参加した。転写シートの制作は、

本学にある大型のプリンターを使用し、ロール紙に実寸大でデザイン画を出力した。全てを出

力した後、紙の裏にクレヨンを塗り完成である。黒色のクレヨンを塗った転写シートを壁に貼

り、上から線をなぞることで絵が壁に転写される。完成した転写シートは、数枚で１ユニット

になるようにマスキングテープでつなぎ合わせた（写真４）。転写シートの完成には、約３か月

弱の期間を要した。 
完成したシートは壁画制作現場へ搬入され、転写作業や色塗りなど、様々な壁画制作の作業

に学生が従事した。現場では、学生一人ひとりに責任ある役割を与えた。一連の作業は、刑務

所の保安上の問題発生を避けるため、医療刑務所職員の立ち合いのもと行われた。巨大壁画制

作には、多くの人々との協働作業やコミュニケーションが必要となる。また制作中に通行人か

ら様々な反応を見ることができた。社会からの直接的な反応を見ながらの制作は、大学内では

決して得られない貴重な学びの体験である。この授業に参加した学生は、単に壁画制作の全体

プロセスを体験的に学んだり、壁画制作のノウハウを学んだりするだけではなく、社会のなか

で表現することの意味や協働作業による協調性、コミュニケーション能力など社会人基礎力が

育まれたのではないだろうか（写真５）。これは補足だが、この授業に参加した学生が、本プロ

ジェクトを支援してくれた地域の人から子安町にある空き家の提供を受け、自身の制作展示を

行った。このように社会連携の授業をきっかけにして学生がキャンパスを飛び出し、学生自ら

が積極的に社会に働きかけていく姿を見ることができたことは嬉しい限りである。 
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写真４ 転写シート制作の様子 

 
筆者撮影  

 
写真５ 現場での作業の様子 

 

筆者撮影 

 
（３）現場での壁画制作 
平成29（2017）年６月下旬から始まった現場での作業は、本学の卒業生で壁画のスペシャリ

ストである神谷 節氏をリーダーとして行われた。最初に、何十年にわたり蓄積された汚れを落

とすため、壁の高圧洗浄を行った。次に、壁にシーラーで下塗り塗装を２回施した。高圧洗浄

に必要な電気や水道は、壁の前の住民に協力いただいた。塗装後、転写シートを壁に貼りシー

トの上からペンで線をなぞることで黒いクレヨンの線を転写していく。白い壁に黒い線を入れ

た後、下塗りを行う。絵の中の細かい模様などの描写は、後で再度シートをはり、ペンで細か

い模様をなぞり、刷毛で色を入れていく。このような手作業の繰り返しが140メートルも続く

という途方もない作業であった。 

 
（４）壁画制作ワークショップ 
平成29（2017）８月19日・20日の２日間、ＣＳＣが主催となり、医療刑務所で壁画制作ワ

ークショップが開催された。このワークショップの参加者は、市の都市緑化フェア推進室が窓

口となり、平成29（2017）年８月１日に発行された市報で募集された。このワークショップに

は、八王子市民や子安町三丁目町会と万町一丁目町会の住民、医療刑務所職員の家族、八王子

市立第三小学校や第六小学校の子どもたちが参加し、あえて空白にしていた「八王子の未来」
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の部分に、将来残したい「自然」や「動物」、描きたい「もの」など、自由な発想で「将来こう

あってほしい八王子の姿」を思い思いに描いてもらった。 

19日のワークショップは、10時から12時までの午前の部と14時から16時までの午後の部

を、合計２回開催した。20日のワークショップは、午前の部のみ開催した。 

参加者の年齢層は幅広く、幼児から高齢の人まで延べ50人もの地域の人が参加した。参加者

はまず赤鉛筆で壁に直接下書きをし、その後、アクリル絵の具で好きな色を塗った。なかには

直接刷毛で絵を描く参加者もいた。どの参加者も時間を忘れ思い思いの絵を描いている姿が印

象的であった（写真６）。  

 
３．本プロジェクトが直面した課題について 

 
本プロジェクトが上記のプロセスを経るためには、乗り越えなければならない課題に数多く

直面したが、地域の協力によってその多くは解決することができた。以下にその課題をまとめ

る。 
 
（１） 作業時間の制約 
現場での制作作業には、毎回、壁の内側と外側に医療刑務所職員の立ち合いを要した。医療

刑務所の人員配置上の負荷が大きいため、午前９時から午後５時までと作業時間が厳格に決め

られた。許可された時間を最大限効率よく使うため、午前９時に現場に入る前にその日に使う

塗料や道具を準備し、他のメンバーと作業内容を確認・共有する打ち合わせを行った。午後５

時には完全撤収なので、午後４時30分に作業を終了し、脚立や刷毛、バケツなどの道具の片付

けを行った。壁画制作には大量の塗料や脚立などの道具が必要である。医療刑務所に用意して

もらった資材置き場は、現場からかなり離れた医療刑務所のガレージであった。そのため、作

業中にその場所に塗料や道具を取りに行き来することは、作業効率に深刻な影響を与えること

が懸念された。この課題の解決策を探るにあたり、子安三丁目町会会長に相談したところ現場

の目の前に住む住民を紹介してもらい、本プロジェクトのために中間資材置き場として空き地

を提供してもらうことで解決した。中間資材置き場は数日使う塗料缶や脚立を保管するのに利

用した。 

写真６ 壁画制作ワークショップの様子 

 
東京造形大学広報撮影  
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（２） 天候 
壁画の現場作業期間は、６月下旬から９月上旬である。この２か月強の短期間に壁画を完成

しなければならなかった。基本的に雨が降ると作業は一旦中断した。天候がさらに悪化すると、

医療刑務所職員は本来の業務配置に戻ってしまう。この場合、たとえ天候が回復しても、本来

の業務配置を中断することは困難であったことから、作業の再開はできなかった。貴重な時間

を雨で無駄にしてしまったことが合計10日ほどあったが、作業中に地元の人々からの「造形大、

頑張れよ！」という声援に元気付けられたおかげで、失った時間を取り戻すために頑張ること

ができた。 
 
（３） プロジェクトの拠点 
本プロジェクトではスタッフの休憩場所やスタッフが寝泊まりする場所、筆洗する場所など

プロジェクトの拠点となる場所がなかった。医療刑務所には、トイレや着替えなどの場所とし

て「三心館」を提供してもらったが、刑務所という性格上、施錠管理が徹底されており、毎回

職員に鍵を開けてもらわなければ使用できなかった。また医療刑務所では筆洗する場所がなか

った。この課題は、地元商店主のご厚意により、現場から歩いて約２分の場所にある空き家を

提供していただけたことで解決することができた。 
 
４．文化資本としての壁画制作プロセスを活用したコミュニティデザインの可能性 

 
本プロジェクトは「八王子市に住む地域の人々が壁画制作への参加を通して、本学と協働し

て地域アートを共創する」という基本コンセプトのもとに行われ、地域の人々が参加するワー

クショップを通じて地域協働で制作された。このような地域の人々と本学が共創した壁画制作

は、八王子の文化資本と捉えることができるのではないだろうか。今後、地域の様々なアクタ

ーがこの文化資本を活用して新たな価値を創造する活動へ波及していくことで、新たな地域づ

くり活動や市民活動、地域経済活性化活動など、市民が協働して地域づくりを行うコミュニテ

ィデザイン活動が誘発されていく可能性があると考える（本田 2016）。しかしながら、このよ

うな活動は自然発生的に生まれるものでない。従って八王子市などの行政には、地域のアクタ

ーたちが主体的にこの文化資本を活用し、地域のなかで新しい価値創造活動を創出できるよう、

積極的な支援が求められる。 
そのためには、八王子市は壁画を「鑑賞する」ものとしてではなく、地域づくりにダイナミ

ックに「活用する」もの、つまり資本として捉える視点が重要である（図表４）。以下に活用例

を提案する。 
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図表４ 文化資本（共創プロセス）を活用したコミュニティデザイン 

        

 

 

（１） 世代間交流活動活性化によるソーシャルキャピタルの形成への活用 

第一に、共創を通じた世代間交流活動の活性化が考えられる。例えば、今回の壁画制作では、

歴史の体験者が歴史を知らない世代に、壁画を使って昔の体験や記憶、昔の八王子での暮らし

などを伝え、継承していくことができた。このような世代間交流が広がっていくことで、地域

住民の間に新しい関係や信頼が生まれるなど、パットナムの言う「橋渡し型ソーシャルキャピ

タル」が形成されていくことが期待できる（パットナム 2001）。ソーシャルキャピタルが形成

されていけば、地域内での相互扶助活動が活性化し、福祉コミュニティ形成にもつながってい

くと考えられる。 
また、ソーシャルキャピタルの形成は、地域社会における価値観や理解の共有を伴った関係

性を市民の間に生み、地域に一体感のあるコミュニティを形成していくことを可能にする（濱

田 2010）。その結果、市民が地域づくりの当事者としての意識と関わりを持つシビックプライ

ドを醸成することにつながり、より良い地域を市民が協働で作っていくコミュニティデザイン

が可能になっていくと考える。 
そのためには、市民活動団体や地域包括支援センターなどの地域のアクターたちが、壁画制

作のプロセスをモデルとし、世代間交流活動促進のプログラムをデザインすることが必要にな

ってくると考える。八王子市には、これらの取り組みを支援する役割が期待される。 
 

（２） 地域学習への活用 
八王子市内の小学校や中学校、高等学校などの教育機関が、地域の人々と本学が共創により

制作した壁画のデザイン画を地域学習のテキストとして活用することで、子どもたちが自身の

住んでいる地域の歴史を学ぶきっかけになるのではないだろうか。その結果、子どもたちに郷

土愛を醸成することにつながっていくと考える。地域に対する愛着やコミュニティへの帰属意

識を育むことは、未来のコミュニティデザインの担い手としての「人づくり」につながってい
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く。そのためには壁画のデザイン画を活用した教育カリキュラムのデザインが必要になってく

ると考える。 
 
（３） 回遊性向上の可能性 
今回、壁画を制作したことにより、緑化フェアのメイン会場である富士森公園から壁画を鑑

賞にＪＲ八王子駅南口方面に行くという来場者の声や、地元町会の方々から「壁画を見に来て

いる人々がかなり見受けられた」との反応をいただいた。短期間ではあるものの、ＪＲ八王子

駅南口地区において壁画鑑賞を目的とした訪問客が増加したことから、南口の商店を利用する

訪問客が増え、カフェや雑貨屋、空き家を活用したアトリエの開設など新しく起業する機運が

地区内で生まれてくる、といった可能性も考えられるのではないか。このような機運が醸成さ

れ、地域が楽しいアートの街になっていけば、リピーターも増加し、地域全体の価値が向上し、

結果として地域経済活性化が期待できる。つまり、街中におけるアートは、地域活性化に向け

た好循環を生み出す可能性を秘めていると言える。 
その好循環を生み出すためには、八王子観光コンベンション協会のウェブサイトや八王子観

光のパンフレット、八王子観光マップ等との連携を図り、街中アートの外部への積極的なＰＲ

が効果的である。また毎年八王子で開催される「北條氏照まつり」や「八王子いちょう祭り」、

「高尾山もみじ祭り」などの情報を発信するときに、街中アートと連動して発信するなど、Ｊ

Ｒ八王子駅南口をアートの街としてＰＲしていくコミュニケーションの工夫も可能であると考

える。 
 

おわりに 
 
本プロジェクトは、市報をはじめ朝日新聞デジタル、朝日新聞東京川の手版、大分合同新聞、

毎日新聞大学倶楽部、タウンニュース、読売新聞多摩版、Yomiuri Online、美術手帖、子安地

域住民協議会広報紙など様々なメディアに紹介され大きな反響があった。 
これはひとえに地域の人々のおかげである。本プロジェクトは本学と多くの地域の人々が協

働して成し遂げられたものであり、地域社会と連携し、信頼関係を構築しながら地域アートを

制作したことで、これからの本学が地域で社会連携活動を展開することに対して自信を深める

ことができた。また、地域の人々が「壁が明るくなって本当によかった。ありがとう」や「よ

くやってくれた。お疲れ様でした」と壁画の完成を喜んでくれたことは何より嬉しいことであ

った。今後、地域の様々なアクターが自分たちの手でこの壁画制作を通じて得た文化資本を積

極的に活用し、より良いコミュニティデザインに向けた活動を展開していってくれたら幸いで

ある。 
また本学も、将来的に地域のアクターたちと連携し、上記で提案したコミュニティデザイン

に積極的に関与していければと考えている。 
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産学連携による「マッスルスーツ」開発の取り組み 

   ― 株式会社菊池製作所 代表取締役社長 菊池 功氏に聞く ― 
 

 

聞き手：産業振興部企業支援課 主事 村田 海 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

はじめに 

 

新技術の研究開発や、新事業の創出等を図ることを目的とした企業と大学等との連携、いわ

ゆる産学連携は、企業の新製品開発・技術力向上・技術的課題の解決などの方策の一つとして

期待されてきた。一方、経済のグローバル化の進展は、生産拠点の海外移転や各国の企業との

競争の激化をもたらし、大企業はもとより、これまで、下請けとして我が国を支えてきた中小

企業も、大企業の動向に左右されない自律力、海外企業との競争に打ち勝つための技術力を身

につけなければならない時代になった。それに加えて、近年、消費者の価値観の多様化1や商品

ライフサイクルの急速な短期化2が起きていることを受け、企業は柔軟かつ迅速に製品開発に取

り組まなくてはならなくなっている。こうしたことから、これまで以上に産学連携が重要なの

である。 

しかし、文部科学省の調査によると、産学連携の実現には大学研究者の情報収集が困難であ

ること、自社の研究開発人材の不足、資金的に余裕がないなどの様々な課題があるとされてい

る。とりわけ中小企業においては、産学連携に取り組む企業の割合は１％であり、比較した主

要先進国を含む 26カ国のなかで最も低いという報告3もある。また、世界経済フォーラム（Ｗ

ＥＦ）の『The Global Competitiveness Report 2016–2017』を基に内閣府が作成した資料4に

よると、日本の「科学者・技術者の有用性」では世界各

国のなかで３位であるのに対し、「研究開発における産学

連携」は18位とかなり出遅れている。こういった背景の

もと、国や自治体においては、イノベーションを創出す

ることも一つの目的として、産学連携を促進しようと様

々な支援策を講じている。本市においても、市内の中小

企業が大学などとの共同研究などを行う際にかかる経費

の一部を補助し、産学連携に取り組む企業を支援する制

度を平成26（2014）年度から実施している。そのような

なか、八王子市内で創業し、株式上場も果たした株式会

                                                   
1 『「消費者理解に基づく消費経済市場の活性化」研究会（消費インテリジェンス研究会）報告書』（経済産
業省）によれば、「商品を選ぶ際の価値観は価格を重視する人が大幅に減少していることに対し、自分のラ

イフスタイルや好きなものであるか、気に入っているかどうか、というように「自分に合っているかどう

か」を重視する人が増加傾向にある」とされている。 
2 『2005年版中小企業白書のポイント』（中小企業庁）によれば、「消費構造の変化等により売れ筋商品の短
命化が進展」しているとされている。 

3 『中小企業の産学連携の実態』（公益社団法人中小企業研究センター 調査研究報告資料） 
4 『世界経済フォーラム（ＷＥＦ）国際競争力レポートにおけるイノベーションランキングの現状の分析に
ついて』（内閣府） 

株式会社菊池製作所 

代表取締役社長 菊池
き く ち

 功
いさお

氏 

●企業による産学連携事例 
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社菊池製作所（以下「菊池製作所」という。）は、社業である精密金属加工の技術力を活かしな

がら、産学連携に積極的に取り組んでいる企業の一つである。その取り組みからは、高齢化が

進む我が国の社会課題の解決に資する製品も生まれており、国の補助金による導入対象製品と

して、市内の福祉施設に導入された例もある。 
今回、その製品である「マッスルスーツ」と呼ばれる着用型筋力補助装置の開発の経緯と、

福祉施設における導入事例をレポートし、市内企業のポテンシャルを知っていただくとともに、

ものづくりの現場を探ってみたい。 

 

１．菊池製作所の沿革 

 

 昭和45（1970）年に八王子で創業し、現在

では従業員数400人規模の大企業へと成長を

遂げた菊池製作所代表取締役社長の菊池 功 
氏にお話を伺った。 
 菊池氏は、就職を機に上京。入社した試作

開発を行う会社が八王子に拠点を構えたこと

を契機に、菊池氏も八王子へと移り住んだ。

その後、勤めた会社で習得したノウハウを活

かし、20代前半で独立。ＪＲ西八王子駅周辺

の八王子市千人町のアパートの一室において、

夫婦で事業をスタートした。「時代がどんなに

変わろうとも、日本の社会を支える土台はものづくりである」という信念のもと、「ものづくり

に応えるものづくり」をスローガンに掲げ、多種多様なものづくりに挑んだ。今では、開発か

ら試作・量産までを手がける独自の「一括一貫体制」で、大手メーカー約50社からの依頼を受

けるほどの技術力を持つ会社を作り上げた。一代で上場企業を築いたその裏側には、いくつも

の苦悩と並々ならぬ努力があったであろうことは想像に難くない。 

 菊池製作所の強みは、１社でトータルのものづくりをすることが出来る「一括一貫体制」で

ある。通常、ものづくりは工程によって必要な技術や設備が異なるため、各工程において専門

的に事業を行う企業が多い。そのため、菊池製作所のように総合的なものづくりに対応できる

企業は数少ない。この類稀なる技術と設備を自社製品開発にも応用できないか。その発想が出

発点となり、産学連携に踏み出し、現在、連携大学は20を数える。 

 

２．産学連携 

 

 最初に連携先として選んだのは、八王子市内の東京工科大学である。同大に所属していた一

柳健教授と連携したことがきっかけとなり、同社の産学連携の扉が開かれた。同社が産学連携

に取り組む目的は、自社の技術力の向上、製品開発だけではない。連携によって、この世にな

い新しい製品の開発を行い、社員に夢や目標を持たせること、それも狙いの一つであると話し

てくれた。 

 現在、約20大学と連携している同社だが、「１社で20大学と連携できる会社はまずないだろ

う」と菊池氏は語る。産学連携の実現に向けた課題については、市から企業・大学双方に話を

伺っても、適切な研究者とのマッチング・両者の目的意識のズレ・資金確保・開発期間の長期

化・役割分担の難しさなど、解決すべき多くの課題があり、連携のハードルは高い、あるいは

菊池製作所の社屋（本社第１工場） 
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高く見えてしまうとのことであった。そのなかで、多くの大学との産学連携に取り組み、製品

を生み出している同社の産学連携成功の秘訣について聞くと、その答えは実にシンプルだった。

「互いの立場・目的の違いについて理解し、コミュニケーションをしっかり取ること。トップ

である社長の信念・方向性が強固であること。そして、何よりも当事者が「本気」であること」

特に、「大学は、雇われ社長とは連携したがらない。本気でよい製品を作ろうと考えているかど

うかを、相手は簡単に見抜いてしまう」という。菊池氏の言うように、「いいモノを作る」、「世

の中に貢献する」という信念が、組織文化が異なる企業と大学との連携には必要不可欠である

に違いない。また、その強い信念が高い行動力につながり、連携に適した研究者を引きつける

など、産学連携実現の壁となっている課題を乗り越えていくのだろう。 
産学連携に「本気」で取り組む菊池氏は、平成18（2006）年４月、社内に産学連携の拠点 

「メカトロニクス研究所」を設けた。これは、大学において研究されている先端的な技術を社

会に還元することを目的とする施設である。前述のように、企業と大学は組織文化が異なり、

企業は経営を、大学は研究・教育を基盤としている。しかし、社会に貢献するという目的にお

いては、企業と大学での違いはない。ここでは、その大いなる目的が両者を結びつけている。

技術を製品化するうえで、大学は技術・知識は持っているが、それをモノとして形にすること

は出来ない。そこを菊池製作所が補い、両者の強みを生かすことで、今までになかった製品が

誕生する。まさにこの拠点は、大学の先端的な研究成果を製品として形にするイノベーション

創出の場である。 
 
３．時代の変化に応じた「マッスルスーツ」の開発について 

 

（１）概要 

 同社の数々の産学連携を通した製品開発事例の

なかで、今回注目したのは着用型筋力補助装置「マ

ッスルスーツ」である。これは、空気圧で駆動する

人工筋肉を使用した装着型のアシストスーツで、作

業の負荷を軽減し、腰痛を予防し、安定的な作業を

実現するものである。東京理科大学工学部の小林宏

教授が自身の研究を通し考案したものであるが、そ

れを製品化するために、菊池製作所からアプローチ

をかけた。そして、同社の高い試作開発力を活かし、

教授の研究を形にした。製品化に成功した後は事業

化するため、小林教授と菊池製作所で東京理科大学

発のベンチャー企業「株式会社イノフィス」を設立

し、現在はそのイノフィスにおいてマッスルスーツ

に関する事業を行っている。 
 
 
 

マッスルスーツ 
（スタンドアローンタイプ） 
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マッスルスーツの装着方法 
 
マッスルスーツの使い方は単純だ。スーツを背負い、付属のポンプ（空気入れ）を用いて手

動で空気を充填する。すると、人工筋肉が膨張、上へと引き上げる力が発生し、それがモノを

持ち上げる際の補助力になる。約５㎏の本体から得られる補助力は最大25㎏で、リュックサッ

クのように背負うことができるため、マッスルスーツ自

体の重さはあまり感じない。電気（モーター）を使用し

ていないため、場所を選ばず、どこでも使用できるのも

特徴の一つである。介護・農業・物流業などの分野で使

用することを想定しており、現在では介護施設を中心に

3,000台以上を販売している。マッスルスーツについて、

担当者は「こういった人の力をサポートするロボットの

効果は、サポートを受ける人の体形などに影響を受ける。

効果は、あくまでも人の感覚によるものなので、評価が

難しい。なかには、補助力をあまり感じないという人もいる。そういった課題を吸い上げるこ

とや、分析することは非常に難しい」としながらも、今後の開発について、「より多くの分野で

使えて、受け入れやすく、使い勝手のよい製品にしていきたいと思っている。そのために、今

後も使用者のニーズに応え、軽量化・小型化・低価格化・使いやすさの向上を追求していきた

い」と語ってくれた。 
 

（２）導入施設の声（株式会社レオパレス 21 「あずみ苑 館町」にて） 

 実際にマッスルスーツを導入した施設

の声を聞くため、市内の介護施設「あず

み苑 館町」の施設長の小川氏、株式会社
レオパレス 21の運営部のドラガン氏に

インタビューを行った。同施設は、株式

会社レオパレス 21が運営する介護施設

である。職員は37名のうち13名が男性、

24名が女性である。年齢は 20～60代ま

でと、幅広い年代の職員が在籍している。  
レオパレス21グループの介護施設「あ

ずみ苑」では「こころの元気」をコンセ

プトに心身を豊かにするレクリエーションや食事、地域社会との交流を深めるイベントを充実

させることで入所者・利用者をサポートしている。今回インタビューを行った「あずみ苑 館町」
でも、日々の食事や定期的なイベントなどに特に力を入れており、鮮魚の解体ショーや地域交

流イベント、毎週木曜日には認知症にも効果があるとして注目されているアロマを使ったマッ

あずみ苑 館町 施設外観 

付属のポンプで空気を充填する様子 
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サージを行っている。また、「企業理念『新しい価値の創造』に基づき、介護ロボットや介護シ

ステムの導入、異業種との連携によるイベントの共同開催など、積極的かつ先駆的な取り組み

をしている｣と担当者は言う。 
 「あずみ苑 館町」がマッスルスーツを導入した背景には、介護業界が抱える大きな課題があ
った。それは、「腰痛」である。腰痛は、一度発症するとなかなか治らず、それがきっかけで辞

職せざるを得ないケースもある。同施設には、性別・年齢ともにそれほど偏りがなく職員が在

籍しているが、腰痛予防としてコルセットを巻く職員も多いとのことであった。腰痛にならな

いようにするために、ケアの方法は工夫されているが、腰痛は介護業界の大きな問題の一つで

あることは間違いない。そのような背景から、同施設では、腰への負担を軽減し、腰痛を予防

するツールとしてマッスルスーツを導入した。 
 レオパレス21では、数年前から介護現場で有効なロボットについて、インターネット、新聞

などの様々な角度から情報収集を行っていた。コミュニケーションロボット PALRO（パルロ）

の導入を皮切りに、次なるロボットの導入の検討を行っていたなかで、厚生労働省の介護ロボ

ットの導入支援事業の対象となるロボットとして、移乗介助機器5に着目した。数ある移乗介助

機器のなかで、マッスルスーツに決めた要因は、「電源を使わないこと」と「ランニングコスト

がかからないこと」だという。電源を使わなければ、場所を選ばず使用でき、充電時に使用で

きないということもない。また、日常的・長期的に使用するため、継続的なコストが不要であ

るという点も大きい。 
 マッスルスーツは、各地にある45事業所の「あずみ苑」に各２台ずつ、全体で90台を導入

した。今回訪問した「あずみ苑 館町」でも、２

台のマッスルスーツを、スタッフがそれぞれ交

代で使う。マッスルスーツの着脱をレクチャー

してくれた施設長の小川氏は、「慣れればスーツ

の着脱は10～20秒ほどでできる」と使い慣れた

様子で話してくれた。また、「マッスルスーツを

使うと、自分の力じゃないものを体感できる。

身体的な負荷が軽減されるし、補助をされてい

るということから精神的にも楽になる」と語る。

職員がマッスルスーツを使用することに関して、

「当初、入所のお客様は、職員が見慣れないものをつけていると興味を持つ人もいたが、一方

で不安な表情をする人もいた。最近では、警戒心はだんだんと解けてきているように思う。職

員が負担なく仕事ができていることを、好意的に見てもらえていると感じている」と施設利用

者の理解も得られているようであった。 

                                                   
5 ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器で、①介助者が装着して用い、移乗介
助の際の腰の負担を軽減する、②介助者が一人で着脱可能であること、③ベッド、車いす、便器の間の移乗

に用いることができるという特徴を持つもの。 

あずみ苑 館町 施設長 小川氏 
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 マッスルスーツを活用する主な場面は、車椅子やベッドへの

移乗・シーツ交換・ベッドの高さの変更などの作業時である。

「現在は、必要時にその都度マッスルスーツを着脱しなければ

ならないが、常時着用したままでいることが出来れば、ますま

す使い勝手が良くなるのではないか」と実際に使用した立場か

らのニーズについても話していた。また、「あずみ苑」の公式ブ

ログでも、過去にマッスルスーツの記事を掲載したことがある

など「施設の概要・事業内容の周知とともに、介護業界の動向

について、一般の人へ発信していくことも担っていきたいとも

考えている」とのことだった。介護業界は、人材を集めること

が難しいとされているが、少子化・超高齢社会・人口減少とい

う社会構造の変化のなかで、介護業界のみならず、今後、多く

の業界で人材確保は一層厳しくなるであろう。一般的に介護業

界は、体力的に厳しい職場というイメージがあるなかで、介護施設においてサポートロボット

を導入し、労働環境の改善を図っている事例を周知していけば、業界のイメージアップにつな

がるかもしれない。この点には、施設単体ではなく、業界全体で一体的に取り組めるとよいと

感じた。 
 「あずみ苑」では、今後の施設運営について、「顧客満足

度向上を追及するうえで、介護ロボットのみならず、活用

できるものがあれば導入を検討したい」と新しい取り組み

に前向きであった。将来的にどういったツールがあればい

いと思うかという質問に対して、「やはりお客様の自立を支

援できるツールがあったらよいと思う」とのことだった。

また、昨今ＡＩと呼ばれる人工知能が話題となっているが、

介護事業はいずれ人の手を離れていくと思うか、との質問

に対しては、「完全に離れることはないと思う。ただし、人

工知能や介護ロボットとの共存がより必要になると思う」

と語ってくれた。最後に、「今後も企業理念『新しい価値の

創造』に基づき、時代の変化に応じて、顧客満足度向上を追及していきたい」と話していたこ

とが非常に印象的だった。 
 
４．菊池製作所の今後の事業について ‐「サポート産業」の確立に向けて‐ 

 

 製品開発が難しいことは、技術に明るくない者でも漠然と想像できるが、菊池氏は、「大手

メーカーでさえ、多額の費用をかけて製品開発をしても、世に出る製品は少数」と言う。消費

構造が変化している現代においては、たとえ生産者目線でよいものであっても消費者のニーズ

とマッチしない、あるいはＰＲ・販路が不足していると売れない時代である。菊池氏は、これ

からのものづくり企業について、「ものづくりの他に、販売・サービスも同時に行わなければ安

定した事業はできない」と言う。「自分たちで作ったものは、自分たちで売っていく。そういう

考え方でないと、作ったけれど売れないということが往々にしてある。それがものづくりの怖

さだ」と強調していた。 
 また、「今や、生産拠点が海外に移ってしまっているが、開発・試作の工程までも海外に移っ

てしまうことなど、誰も想像していなかったのではないか。そういった変化のなかで、企業は

マッスルスーツ活用時の様子 

運営部 ドラガン氏 
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新しい分野を常に開拓していかなくては生き残ることはできない」として、同社は、今回のマ

ッスルスーツをはじめとした、新しい産業分野の確立を目指していくとのことだった。その産

業分野を菊池製作所では「サポート産業」と呼んでいる。今回のマッスルスーツがその好例だ

が、介護・観光・建築などの既存のサービスに、新たなサポートが入ることで、さらなる需要

が派生していくことを菊池氏は見越している。「今までは人が人をサポートしていたが、社会構

造の変化に伴い、その仕組みは限界を迎えようとしている。これからは、モノが人を支える時

代。ゆくゆくは、モノが人を支えて、その人がまた違うモノを動かすという形、モノ人モノの

時代が必ず来る」と言う。 
 現在、サポート産業の確立に向け奮闘している同社であるが、「人のサポートには非常に繊細

で、注意しなければいけない部分がある」と言う。「人間の尊厳をいかに守っていくか」という

点だ。例えば、トイレに行くことが困難な人に対して全面的に補助してしまう行為は、自分自

身のことさえも出来ないのだと本人や周囲に明示する行為であり、人間の尊厳を大きく傷つけ

てしまう恐れがある。それでは「自ら生きる人生ではなく、生かされた人生になってしまう」

と菊池氏は言う。「全面的な補助でなく、出来ることに関しては最大限やってもらう。そうする

ことで、サポートを受けながらも活きた人生を送ることができる。サポート産業においては、

心のサポートも同時に考えなければならない」と同社が確立を目指す事業の根幹について聞か

せてくれた。 
 
おわりに 

 

 今回のインタビューを通して非常に印象に残った点が２つある。 
 １つは、製品開発の難しさである。製品開発は、産学連携という手法を用いて先端技術を使

った製品を生み出し、それで終わり、ではない。月並みであるが、そこがスタートなのである。

実は、今回の「あずみ苑 館町」のインタビューの際にも、菊池製作所のグループ企業である株
式会社菊池ハイテクサプライの担当者が同席し、あずみ苑の担当者のマッスルスーツに対する

評価を、普段の調査で気づけなかった新たな改良のヒントが得られないかと聴き入っていた。

そういったよい意味での貪欲さ、地道な努力がなければ消費者から選ばれる製品はできないと

いうことなのだろう。この点に、菊池氏が言っていた「自分たちで作ったものは自分たちで売

っていく」という言葉が強く反映されているのだと思った。 
 ２つは、技術・アイデア・販路・ネットワークなど、自らに足りないリソースを積極的に外

部から取り入れることの重要性である。特に、少子高齢化などを背景として生産性向上が政府

の主要課題にもなっている昨今、事業の生産性・効率性をあげていくためには「餅は餅屋」と

いう考え方は極めて重要であろう。それは、行政組織も例外ではない。行政も企業と共に多種

多様な主体との「連携」を通して、地域経済の発展に向けて今後も努力していかなければなら

ないと感じた。 
 東京都のなかで多摩地域は、輸送用機械器具や情報通信器具などの付加価値の高い製品を作

る企業が多く立地しており、東京都全体の製造品出荷額・付加価値額の５割以上をこの地域が

占めている。その多摩地域のなかでも八王子市は製造業事業所数・従業者数・製造品出荷額で

トップクラスであり、電子機械器具や電子部品などのハイテク産業の立地が本市の特長となっ

ている。市内には、日本を代表する大企業の研究開発拠点が立地しており、また、オンリーワ

ンの技術や製品によって、国内だけでなく世界の先端的なものづくりを支える中小企業も数多

く存在する。そのなかには、今回インタビューを行った菊池製作所のように、時代の変化に柔

軟に対応し、積極的な事業展開をする企業が他にもあるに違いない。 
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さらに、八王子市内には、21の大学等（大学・短大・高専）が立地しており、東京都が策定

した「都市づくりのグランドデザイン」の中では、「多摩地域の企業、大学、研究機関やものづ

くり産業といった既存の集積を関連付けた拠点を形成し、整備が進む道路・交通ネットワーク

で相互に連携することで、世界の優秀な人材が集まる新たなビジネスチャンスを生み出す」と

され、地域資源を活かした連携の促進に向けた取り組みが計画されている。今後、様々な主体

間での連携を加速していく上で行政が担うべき役割の一つには、「連携のハードルを下げること」

が挙げられる。その一環として、本市では、産と学という一つの側面において、冒頭で記述し

た産学連携の補助金制度を行っている。その他、今回のように具体的な事例を紹介することも

連携の促進に少なからず寄与するのではないかと思う。そういった意味で、今回の報告が、産

学連携の課題や重要性等と八王子市の企業の取り組みを知っていただくきっかけとなれば幸い

である。 
（むらた かい） 

【会社概要】 

 

 

 

 

 

（平成 29（2017）年４月末現在） 

・社 名：株式会社菊池製作所 

・代表者：代表取締役社長 菊池
き く ち

 功
いさお

 

・所在地：八王子市美山町 2161番地 21 

・創 業：昭和 45（1970）年４月 

・資本金：1,303百万円 

・従業員：国内連結400名、海外子会社 100名 
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リノベーションまちづくりに関する事例調査研究 

   
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

はじめに 

 

本市では、市街化調整区域の既存集落である小津町において、地元町会がＮＰＯ法人を立ち

上げ、市の支援の下、地域の空き家をリノベーションし、新たな住民を呼び込む交流拠点等に

活用する取り組みを始めたところである。 
また、中心市街地においては、古民家や空き店舗をリノベーションし、新たな交流や起業の

場とするなど、既存ストックの有効活用によって地域活力を向上する取り組みが各所で試みら

れ始めている。 
そこで、今後の本市のまちづくりに活かすことを目的として、空き家等のリノベーションに

よるまちづくりに地域住民とともに先進的に取り組む北九州市の事例を視察し、本調査を実施

した。なお、分析・考察については、あくまで私見であることを申し添える。 
 

１．視察先の選定理由 

 
北九州市は、平成 23（2011）年度から民間まちづくり会社に委託し、「リノベーションスク

ール」を開講している。これは、空き家・空き店舗等の既存ストックの活用がまちづくりの話

題となる中で、建築・不動産・まちづくりに欠かせないリノベーションの実践技術を学ぶ場で

あり、ひいては、土地やビル等の不動産オーナーに対して資産活用に関する提案を行い事業化

することで、エリアの価値を高めていく取り組みである。 
リノベーションの手法を効果的に用いて、地域住民による主体的なまちづくりが実現してい

る北九州市の事例は、今後の本市の取り組みの参考になるため、視察対象に選定した。 
 

 
 

中山町でまちづくりに取り組む小山氏 

 
 

中川町のインテリアショップ 

 

●政策立案活動報告 

視察先： 

視察者： 
福岡県北九州市 

都市戦略部都市戦略課 

拠点整備部中心市街地政策課 

都市計画部土地利用計画課 

 
課長補佐兼主査 

主査 
課長補佐兼主査 

 
川上 寧子 
中山 卓巳 
倉田 貴文 



112 

  

２．取り組みの背景 

 

（１）中心市街地の状況 

北九州市は、福岡県の北部にある政令指定都市で、新幹線発着駅であるＪＲ小倉駅周辺を中

心とする面積約486.8㎢、人口約95万人の九州を代表する都市のひとつである。八幡製鉄所に

代表されるように、古くから北九州工業地帯を支える鉄鋼供給地として栄え、近年は国家戦略

特区など、国による新しい制度を次々と取り入れた先進的なまちづくりに積極的に取り組む自

治体として知られている。 

北九州市の人口は、昭和54（1979）年の約107万人をピークとして近年減少傾向にあり、平

成29（2017）年12月時点の人口は約95万人となっている。人口減少に伴う小倉駅周辺の中心

市街地におけるにぎわいの減少・商業環境の悪化が懸念されている。 

中心市街地における路線価は、平成12（2000）年から平成22（2010）年までの10年間で約

1/4の水準に下落し、オフィス空室率も約 16％と、東京（約８％）、大阪（約 10％）及び周辺

都市の福岡（約 12％）と比べ高い水準を示している。「テナントの撤退・空き店舗の増加 → 

地域雇用の受皿であるサービス業の縮小 → にぎわいの減少 → 更なる空き店舗の増加」

といったネガティブスパイラルの解消が課題とされていた。 

そこで平成23（2011）年に、増え続けている小倉中心部の遊休不動産や公園・広場などの都

市施設を積極的に活用し、その空間を楽しく、心地よい空間にリノベーションすることで、そ

こにクリエイティブな人と様々な新しいまちのコンテンツを集積させ、小倉のまちを雇用創出

エンジンに変えようとする試みとして、「小倉家
や

守
も り

構想」がスタートした。 
 
（２）リノベーションスクールの開講 

「家守」とは、江戸時代における長屋の大家の呼称で、長屋における借家管理、家賃徴収、店子
た な こ

の面倒など地区の雑事を一手に引き受けるマネージャーのような存在であった。 

北九州市は、民間事業者を「家守事業者」として、「行政及び地域住民等と連携し、建物管理

や入居者支援等を通じた総合的な地域づくりを行う、現代版の『家守』」と定義し、民間主導の

官民連携によるまちづくりに取り組んでいる。まちなかの遊休不動産に価値を見出し、新しい

使い方を提案し、新しい人を呼び込み、新しい事業を行うことで、まちの産業振興や雇用創出、

コミュニティ再生などを通じて、エリア価値の向上を図る、エリアマネジメント手法の一つで

ある。 

北九州市では、産業経済局商業・サービス産業政策課を担当所管として、中心市街地の約80ha

を対象地に選定し、パブリックマインドを持った志の高い「不動産オーナー」及び「家守事業

者」の発掘と、リノベーションを実施する仕掛けづくりとして、リノベーションスクールを開

催した。 

リノベーションスクールは、北九州市内に実在する遊休不動産を対象とした３泊４日の集中

講座である。受講生を８～10人のユニットに分け、それぞれにユニットマスターと呼ばれる全

国のリノベーション実践者を講師として配置して実践的な研修を行い、最終日には公開の場で、

事業化を前提として物件オーナーに対しプレゼンテーションを行い、有望な提案については実

際に事業化を行うというものである。 

実在の物件を用いて、実際のオーナーに提案を行うという極めて実践的なカリキュラムが人

気となり、全国から延べ850人を超える受講生を集め、首都圏周辺では豊島区や静岡県熱海市

など、各都市の家守事業として波及している。 
 



113 

  

  

 

 
リノベーションスクールは、平成29（2017）年３月までに合計12回開催され、約20件のリ

ノベーションを通じて新たに400人を超える地域雇用を創出するなどの成果を挙げており、中

心市街地のほか、市内の他の地域にも展開されている。 

そのうち、近年、リノベーションまちづくりに取り組み始めた若松区中川町地区においては、

スクールの卒業生が事業者となり、スクールで作成した事業計画を基に、地域の不動産オーナ

ーや商店主などを巻き込んだ地域の一体的なリノベーションに取り組む例もあり、物件再生か

ら地域再生に重点を置いた新たな取り組みとして注目されている。 

 
３．視察概要 

 

リノベーションスクールは平成29（2017）年３月をもって終了しているが、これまでのスク

ールの取り組み及び小倉中心市街地地区における成果事例については、多数の関連書籍やホー

ムページ等で広く知られているところである。このことから、本視察は、それらの先行事例を

踏まえて地域再生の最前線となっている、若松区中川町地区のリノベーションまちづくり事例

を中心に行った。 

 
（１）若松区中川町地区におけるまちづくりの沿革 

北九州市の中心である小倉駅周辺から北西へ７～８㎞、洞海湾を挟んで若松半島の東側に位

置する若松区は、かつて石炭の積み出し港として栄え、明治時代における我が国の産業革命を

支えた。しかし、近年は、人口減少と高齢化が進んでおり、中川町周辺においては、昔ながら

の木造長屋が立ち並ぶ街区において空き家率が５割（30軒／60軒）となっており、固定資産路

線価も３万円台まで下落するなど、地域活力の低下が顕著となっている。 

そこで、リノベーションスクールに参加した中川町地区の事業者と不動産オーナーが主体と

なり、地域資源を活かし、現在あるヒト・モノ・コトを混ぜ合わせることにより、新たなコト

（多世代交流、異文化交流、移住など）を生み出し、まちの再活性化を目指す、リノベーショ

ンまちづくりがスタートした。 

 
 

図表１ リノベーションスクールのシステムと実施体制 

（出典：『2013年度リノベーションスクール年次報告書』） 
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これまで実施されてきた小倉駅周辺の中心市街地における商業ビルの再生を中心としたリノ

ベーションまちづくりに対し、リノベーション対象が木造の長屋を主体とした住宅地であるこ

とから、「身の丈に合ったまちの活性化」、「地域の誇りの醸成」をテーマとしている。地域の住

民や商業者等に、次世代のまちの担い手として周辺で就学する学生を加え、限られた予算の中

で手作り感あふれるまちづくりを行っていることが特徴である。 
 

図表２ 若松区中川町地区におけるリノベーションまちづくりの沿革 

平成 26（2014）年８月 

第７回リノベーションスクール＠北九州 

地区内の事業者と不動産オーナーが参加し、地区内の物件に対する事業計画

を策定 

10月 スクールの卒業生がまちづくり団体「ワカマツグラシ」を設立 

平成 27（2015）年３月 
まちづくり拠点「カフェダンジョン」完成 

地域交流イベントを適時開催 

平成 28（2016）年１月 九州工業大生による空き家再生プロジェクト「recoya」完成 

２月 第１回まちづくり再生塾＠若松を開催 

５月 ワカマツグラシが中心となり「若松区中川町エリア再生計画」（図表３）を策定 

10月 学生シェアハウス「若松寮」プロジェクト開始 

12月 
九州女子大生が長屋をリノベーションする「九女ハウスプロジェクト」完成 

代官山から誘致したインテリアショップ「MATERIAL中川町」出店 

 

若松区中川町エリア再生計画対象地区（白破線内） 

（地図出典：Google MAP） 
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（２）中川町リノベーション事例と現地の状況 

若松区中川町地区の現地状況については、リノベーションまちづくりを主体的に実施するま

ちづくり団体「ワカマツグラシ」の代表を務める小山洋明氏に、まちづくり拠点である「カフ

ェダンジョン」で説明をいただき、現地を案内していただいた。 

小山氏は同町内で飲食店を経営する傍ら、平成26（2014）年８月に開催された第７回リノベ

ーションスクールに地元の不動産オーナーと共に参加し、地区内をモデルとしたエリア再生計

画を策定したことがきっかけで、まちづくりに携わることとなった。 

スクールから２か月後の同年10月には「ワカマツグラシ」を設立し、半年後の平成27（2015）

年３月にはまちづくり活動の拠点となる「カフェダンジョン」を完成させるなど、スピード感

をもって活動に取り組んでいる。小山氏は、「当初から不動産オーナーの理解と協力が得られた

ことが大きい」という。その裏には餅つきなどの地域行事に積極的に参加することで活動の周

知を行うなど地道な努力がある。地域の協力を得て、学生が空き家をセルフリノベーションし

て居住する「recoya
リ コ ヤ

」、「若松寮」、「九女ハウス」のほか、東京都渋谷区代官山からインテリア

ショップ「MATERIAL中川町」を誘致するなど、次々と地域リノベーションを実現している。 

  

図表３ 

（出典：北九州市提供資料） 
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中川町の路地の様子は次のとおりである。築50年ほどの２階建ての古い木造家屋が多く立地

し、所々に空き地も見られる。 

 

 
区域内の路地空間 幅は半間ほど 

 
空き地も見られる 

 
中川町における空き屋のリノベーション事例（一部）は、下記のとおりである。 

 
ア．「カフェダンジョン」 

カフェ・バーであるとともに、中川町のまちづくり拠点としてリノベーションされた店舗。

まちづくりに関わる様々な関係者が集えるよう大きなテーブルや黒板が設置され、異業種のメ

ンバーが出入りしている。コワーキングスペースや会議等、様々な使われ方を想定している。 
 

 
外観 

 
ワカマツグラシ 代表 小山洋明 氏 

 

 
廃材等を用いてバーカウンターを設置 

 
イス、机などもＤＩＹで廃材等から製作 
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イ．「若松寮 NAKAGAWA BASE」 

学生が空き家をリノベーションし、シェアハウスとして数名で居住している。学生自ら餅つ

き大会を企画・開催するなど、高齢化が進んだ地域住民とも温かな関係を築いている。 
地域住民からは「学生が住むことでまちに活気が出てきた」との声が寄せられている。 

 

 
外観 

 
学生がシェアするダイニングキッチン 

 
ウ．「recoya」 

九州工業大生による空き家再生プロジェクト。学生３人が築約50年の家屋を１年間かけてリ

ノベーションしたもので、外観からは想像できないおしゃれな内装となっている。 

卒業等により居住する学生がいなくなった場合、ゲストハウスとしての活用も検討している。 

 

 
懐かしい雰囲気の炊事場 

 
小屋裏を活かした居室空間 

 
地域の不用品もアンティークとして活用 

 
壁も黒板塗料で仕上げて議論の場に 



118 

  

 
ソファのあるリビング 

 
寝室 

 

エ．「MATERIAL 中川町」 

代官山にあるインテリアショップ「Decor Interior Tokyo」の２号店。オーナーが北九州市

出身で、ワカマツグラシがＤＩＹイベントを開催した際に縁ができたことから、地域を一緒に

盛り上げたいと東京に続く２号店をオープンさせた。壁紙やペンキなどのＤＩＹ素材や床材や

建具などの資材まで、インテリアグッズをそろえている。視察の際に、ちょうどオーナーがカ

フェダンジョンに顔を出していた。 

 

 
外観 

 
什器はＤＩＹにて製作 

 

 
ハリを活かした店内 

 
おしゃれなＤＩＹ素材を展示・販売 

 

オ．「Share Atelier」 

中川町にはリノベーションに必要な工具がそろう作業場があり、利用料を支払うことで利用

できる。大型の作業道具を所有していない学生等は、ここを借りて作業をすることができる。

ワカマツグラシが設置したもので、通称「アトリエ」と呼ばれている。 
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必要な工具が一式借りられる 

 
カンナ等が使える作業台 

 
（３）ワカマツグラシの活動 

図表４に、ワカマツグラシによるリノベーション活動のステップを示す。エリア再生計画に

謳われたコンセプト「地域に必要なモノ・コトを自ら作り出す」に従い、拠点施設の整備から

再生計画の策定、リノベーションの実践まで、ワークショップ形式とＤＩＹにより参加者自ら

が作り出すことを基本としている。 

なお、北九州市は当事業に対し、空き家改修費などの事業費としてではなく、改装に伴う材

料代・資材代等をワークショップ経費として支援している。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）行政の関わり方のポイント 

北九州市商業・サービス産業政策課に本視察に対応いただき、中川町のリノベーションまち

づくりを進めるうえで市として留意していることとして、下記の４点をお話しいただいた。 

（出典：北九州市提供資料） 

図表４ ワカマツグラシの活動 
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ア．スモールスタート 

まち全体のような大きな規模のものを動かすのは難しいことから、小さな点から物事を動か

すスモールスタートの発想を持ってまちづくりを行っている。具体的には、中川町というスモ

ールエリアを設定し、ワカマツグラシが『若松区中川町エリア再生計画』を策定する際に支援

を行った。 
 
イ．パブリックマインドを持ったオーナー等の発掘 

空き家の問題を地域の課題として考え、主体的にリノベーションまちづくりに取り組んでい

く「志の高い」不動産オーナーや家守事業者を見つけることが最も重要である。「パブリックマ

インド」を持ったオーナーをどのように発掘して、関係を築いていくかが成否を分ける。中川

町の場合は、小山氏の存在とともに、同氏と一緒にリノベーションスクールに参加していた空

き家のオーナーの理解があったことから、事業が円滑に進んだ。 

発掘の仕組みとして、市ではリノベーションスクールを実施していたが、中川町ではワカマ

ツグラシが実施した「ＤＩＹイベント」をきっかけに新たなリノベーション店舗をオープンで

きたことから、単発のイベントであっても「この指とまれ」が効果的に機能する。 

 
ウ．民間主導の官民連携 

民間と行政とではスピード感が違うため、北九州市のリノベーションまちづくりは、不動産

事業者や商店街関係者等で構成する「北九州リノベーションまちづくり推進協議会」が推進役

を担う形をとっており、市はオブザーバーとして関わっている。 
 

エ．ワンストップ支援 

事業推進時に出てくる様々な課題に対応するため、行政は表には出ないが、重要な黒子の役

割を果たしている。物件が出てこない、融資を受けられな

い、法的な課題を解決したい、商店街・地域住民・民間企

業の不安や反発といった課題が出てくる際、北九州市が窓

口を一本化して対応していることが、事業のスピード感と

オーナーと入居者、地域の信頼感を生んでいる。 
法的な課題解決については、図表５に示すように、事業

者が事業実施にあたって行う、行政組織（建築・保健所・

消防等の各部門）に対する問い合わせや手続きについて、

市の担当部署である商業・サービス産業政策課が間に入り

ワンストップで仲介を行うものである。 
行政がこういった調整により地ならしを行うことが、本

事業の成功を生むポイントの一つである。 
 

（５）成果と課題 

成果であるが、短期的な視点では、空き物件が再生されていくことである。空き家が事業化

することで、住む人が増え、新たなビジネスが創造され、地域ににぎわいがもたらされる。ま

た、住人しかいない高齢化した地域に学生が入り、まちを歩くことになったことで、中川町に

活気が生まれている。 
 
 

図表５ リノベーションまちづくりに 

おける行政のワンストップ化 

（出典：北九州市提供資料） 
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長期的な視点では、エリアの価値向上である。リノベーションそのものの魅力ではあるが、

古い建物に現代の感性で新たな命を吹き込み、世界に一つのオリジナルな空間づくりが実現す

る。建物を再生させる喜びや楽しさで人をひきつけるリノベーションという手法は、新陳代謝

であるとともに、長い目で見ると、建物だけでなくエリアの付加価値を創りだすだろう。 
中川町の事例でみる成果は、決して大規模ではないが、地域の再生につながっているものだ

と考えられる。 
課題は、人材である。中川町でのリノベーションのまちづくりを担うワカマツグラシは任意

団体であり、中心となるメンバー３名が本業を持ちながら活動しているが、任せられ、分担で

きるメンバーが増えないと活動も広がらない。地域の事業者主体の取り組みのため、組織化に

よる事業の継続性が課題である。 
また、学生が主体的にこの取り組みに関わり、シェアハウスに居住し地域活動に楽しく参加

しているが、卒業により人の入れ替えが発生することから、学生が住まなくなった時の施設の

活用方法を想定しておく必要がある。若松地区には宿泊施設が少ないことから、シェアハウス

をゲストハウスにリニューアルするといったアイデアも出ており、リノベーションされた施設

の次のステージへの移行も必要となっている。 
 

４．分析・考察 

 

（１）リノベーションまちづくりを推進するポイント１ ‐目的に応じた事業体制の構築‐ 

以上の視察結果から得られた、リノベーションまちづくりを推進するために必要と考えられ

るポイントを整理する。 
図表６に、今回の北九州市の事例を含む、全国の主な空き家のリノベーション事例の実施体

制を示す。いずれも不動産オーナーと事業者の間に、空き家を活用した事業の斡旋、管理・運

営等を担う中間組織が位置し、専門家等のアドバイスや資金面での支援をワンストップで実施

する体制が一般的な形となっている。 
図中①は、ＮＰＯ法人空家・空地管理センターの事例である。同法人は空き家や空き地の所

有者に対し、管理や活用を支援することを目的として設立された非営利団体であり、不動産オ

ーナーから相談を受け付け、空き家物件の条件や所有者の要望にあった事業者を紹介し、事業

を実現する。基本的には地域のまちづくり等の視点は入っておらず、民間の不動産事業者主体

の個別の不動産物件活用スキームに近い形となっている。 

図中②は、兵庫県篠山市で古民家再生を通じて地域振興を図っている一般社団法人ノオトの

事業スキームである。一般社団法人ノオトとマザーファンドが、共同出資の会社（株式会社NOTE

リノベーション＆デザイン）を設立し、その会社を通じて物件を買い取って改修を行い、改修

した物件を事業者に貸し出すことで、全体の収益構造を構築している。地域や集落の再生を対

象とした、より地域再生を意図した仕組みとなっており、また空き家物件の買い取りや賃貸料、

改修費等の事業費についても中間組織が調達・融資する、包括的な仕組みとなっている。 
図中③は、今回視察対象とした北九州市におけるリノベーションスキームである。中間組織

に民間事業者と行政、学識経験者などを構成員とする協議会を設置し、事業実施に係る企画・

調整等を行う。不動産及び事業オーナーに加えて、調整対象として地元商店街と地元商店が入

るなど地域のまちづくりを意識した体制となっており、事業自体も空き家等の活用を通じたま

ちづくりが目的となっている。 
図中④は、本市の沿道集落地区に位置する小津町において、古民家や耕作放棄地の再生を通

じて地域再生に取り組むＮＰＯ法人小津倶楽部の事業スキームを示したものである。空き家や



122 

  

耕作放棄地の増加といった地域課題の解決を目的に、町会・自治会の理事を中心に構成された

ＮＰＯ法人で、自治会発という点で特徴的であり、より地域のまちづくりに重点が置かれた体

制という点では、ワカマツグラシの取り組みもこれに近い状況となっているものと考えられる。 
 

 
 
 

  
 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表７は、これらの体制を整理したものである。それぞれの主体との関係性や中間組織の事

業範囲、地域のまちづくりへの介入の仕方などに着目すると様々な実施体制が考えられる。こ

のことから、空き家個別の事業とするか、まちづくりを志向した事業を行うかなど、あらかじ

め考慮したうえで、それぞれの事業目的や地域特性に応じた適切な事業実施体制と中間組織を

構築する必要があると考えられる。 
  

①ＮＰＯ法人空家・空地管理センターのスキーム ②一般社団法人ノオトのスキーム

③北九州市リノベーションスクールのスキーム ④ＮＰＯ法人小津倶楽部のスキーム 

図表６ 全国の主なリノベーションまちづくりの事業実施スキーム 

（出典：ＮＰＯ法人空家・空地管理センター ホームページ） （出典：LIFULL HOME'S ホームページ） 

（出典：北九州市提供資料） 

協議会を構成 

（出典：八王子市資料） 
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図表７ リノベーションまちづくりの事業実施スキームの整理 

事業実施スキーム 概要 事例 

 

民間の不動産事業者や一般

社団法人、ＮＰＯ法人等が不

動産オーナーから相談を受け

付け、空き家物件の条件や所

有者の要望にあった不動産活

用希望者を紹介し、事業を実

施する。 

基本的には地域のまちづく

り等の視点は入っておらず、

民間の不動産事業者主体の個

別の不動産物件活用スキーム

に近い形となっている。 

ＮＰＯ法人空家・ 

空地管理センター 

一般社団法人ノオト 

 

中間に民間事業者と行政、

学識経験者などを構成員とす

る協議会を設置し、事業実施

に係る企画・調整等を行う。 

調整対象として地元商店街

と地元商店が入るなど、地域

のまちづくりを意識した体制

となっており、事業自体も空

き家等の活用を通じたまちづ

くりが目的となっている。 

北九州市リノベーシ

ョンスクール 

 

空き家など低未利用地の増

加といった地域課題の解決を

目的に、地元町会・自治会に

近い主体がＮＰＯ法人などを

立ち上げ、不動産オーナーと

不動産活用希望者をつないで

いる。 

より地域のまちづくりや課

題解決に重点が置かれた体制

である。 

ワカマツグラシ 

ＮＰＯ法人小津倶楽

部 

 

（２）リノベーションまちづくりを推進するポイント２ ‐事業収益に応じた手法の選択‐ 

リノベーションに関わる不動産賃貸事業収支は、下記の要素を用いて略算が可能とされてい

る。 
①投資コストの算出 

②事業期間の設定 

③年間収入の設定（賃料収入） 

④年間支出の設定（物件の維持管理に要する費用（賃料収入の30％を想定）） 

⑤年間純収益の設定（③－④）  

⑥投資回収期間の算定（①÷⑤） 

⑦事業収支の判断 ⑥≦②×1/2 かつ ⑥≦５年間（できれば３年間が望ましいとされる。） 
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ここでケーススタディとして、投資回収期間を一般的な５年間として、不動産賃貸事業とし

て成立する賃料単価（円／坪月）に対する初期投資としてのリノベーション単価（円／坪）の

応答を分析した。図表８では、Ｘ軸にリノベーション単価、Ｙ軸に投資回収期間をとり、図中

の複数の傾きのグラフは２千円／坪（月）から10千円／坪（月）の賃料単価に対応したＸ、Ｙ

の関係を表している。 
不動産賃貸事業を成立させるためには、リノベーション対象物件の立地、用途、建築年数等

に応じて得られうる賃料単価に応じたリノベーション単価を設定する必要があるが、図表８に

よりその概略を把握することが可能となる。例えば、家賃６千円の物件について、投資回収期

間を５年間と設定するならば、適正なリノベーション単価は226.8千円と予想される。 
若松区中川町地区の事例によれば、学生寮等に活用するためのリノベーション手法として学

生によるセルフリノベーションにより事業費を抑えているが、期待できる賃料収入が一般的な

賃貸住宅等から得られる水準より低いことを想定すると、事業計画上の理にかなっているもの

と判断できる。 
簡易な事業性のチェック方法ではあるが、これらの手法により、地域特性に応じた身の丈に

合った事業手法を選んでいくことが、まちづくり活動を持続的なものとするために必要と考え

られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

（３）リノベーションまちづくりにおけるポイント３ ‐行政のワンストップ支援‐ 

北九州市における一連の取り組みにおいて、効果的であったことの一つに、「行政のワンスト

ップ化」が挙げられる。 

オーナーも諦めている物件を見つけること、高止まりした家賃を最初は売上10％に抑えてく

れと交渉をすること、市から銀行へ事前説明をすること、新しいことをしないでほしいという

地元の人に対して、まちづくりは単に収益が目的でなく社会課題を解決する取り組みであると

納得してもらうこと。時には、地権者や融資元の金融機関等にも事業者とともに打ち合わせに

同席する。 

こうして行政の顔が見え、リノベーションまちづくりに対する市の姿勢を地域の関係者に伝

えることで、相手の信用を得て、事業が円滑に進んでいるとのことであり、本市においてもす

ぐに取り組めることとして、実践すべきであると感じた。 

図表８ リノベーションの事業収支計画における 
投資回収期間・リノベーション単価・賃料単価の関係 

（筆者作成） 



125 

  

おわりに 

 

今回の視察において、リノベーション先進市である北九州市の最新の現場状況に直接触れな

がら、事業の主体者から説明を受けられたことは大変有意義であった。とりわけ、ワカマツグ

ラシ代表の小山氏が、事業資金や立地など、決して十分とは言えない環境の中で、たくさんの

地域の方々を巻き込みながら、楽しそうにいきいきと活動されている姿が非常に印象的に残っ

ている。今後、行政が予算の制約を受けるなかで、息の長い持続的なまちづくりを行う必要が

あることを考えると、今回視察した若松区中川町地区の取り組みは、大きな可能性を持つ事業

実施手法であると感じた。 
また、リノベーションまちづくりは民間主導が最大のポイントである。実働的な実行委員会

を行政の外に作り、民間組織がハンドルを握り、行政はオブザーバーに徹することで、市事業

とした場合の制度的な制約や時間の縛りを受ける恐れの少ない、民間のニーズにあったスピー

ド感のある事業展開が図られるという示唆を受けることができた。今後、本市において同様の

展開を図る際の留意点としていきたい。 
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立地適正化計画の策定に向けた事例調査研究 

 

視察先：北海道札幌市、福岡県北九州市 

視察者：都市計画部 土地利用計画課 課長補佐 竹内 勝弘 

視察者：都市計画部 土地利用計画課 課長補佐 中里 和徳 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

はじめに 

 

本市では、『都市づくりビジョン八王子』（『第２次八王子市都市計画マスタープラン』。以下

「都市づくりビジョン」という。）に掲げる「拠点・沿道ネットワーク型」都市構造の実現に向

け、立地適正化計画を策定することとし、平成29（2017）年度から計画策定に向けた検討を進

めている。 

立地適正化計画とは、全国的な人口減少・少子高齢化を背景として、「都市再生特別措置法等

の一部を改正する法律（平成26年８月施行）」により、都市再生特別措置法第81条に規定され

た新たな制度である。 

内容としては、居住機能や医療・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

化と、これらにアクセスする持続可能な地域公共交通の充実に向けた、都市全体を見渡した計

画である。さらに、都市計画制度と経済的インセンティブ（財政・金融・税制等による支援措

置）とを結びつける役割を果たすもので、都市計画法に基づく都市計画に加えて、広義の意味

での都市計画制度と位置付けられている。 

立地適正化計画に関する具体的な取り組みを行っている自治体は、平成29年７月31日現在、

全国で357都市、このうち、112都市が計画を策定・公表済である。また、都内では、府中市、

日野市、福生市の３市、近隣では、相模原市が策定に向けた取り組みを行っている。 

立地適正化計画では、居住誘導区域（市街化区域の内側に居住を誘導すべき区域）及び都市

機能誘導区域（医療・福祉・商業等の都市機能を誘導すべき区域）を定める必要があるなど、

本市の都市計画に関する重要な事項が含まれることから、今回、具体的な取り組みを進めてい

る都市について、視察による事例調査を実施した。 

本研究では、居住誘導区域の設定にあたり、事例調査を踏まえ、東京圏郊外都市としての本

市に有効となる設定の考え方を検討した。 

 

１．立地適正化計画の概要 

 

（１）立地適正化計画とは 

立地適正化計画とは、居住機能や医療・福祉、商業などの日常生活を支える都市機能の立地

の適正化と、これらにアクセスする持続可能な地域公共交通の充実に向けた、都市全体を見渡

した計画であり、民間の都市機能への投資や居住を緩やかに誘導するための計画となるもので

ある。 

また、都市計画制度の観点から、居住機能や都市機能の立地、地域公共交通の充実等に関し

ては、公共施設の再編、公有財産の最適利用、医療・福祉、中心市街地活性化など、様々な関

係施策との連携が必要不可欠であり、関係施策との整合性や相乗効果を考慮し、都市が抱える
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課題解決に向けて総合的な検討を要する計画である。 

 

図表１ 立地適正化計画制度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページ） 

 

（２）本市における計画策定の目的 

本市の都市づくりビジョンでは、長期的な人口減少と都市の変容を見すえ、地域公共交通を

軸とした都市拠点の機能強化を進めて、暮らしやすくて、移動しやすい、低炭素で持続可能な

集約型の都市構造として、「拠点・沿道ネットワーク型」都市構造を目指すこととしている。 

本市は、これまで水とみどりを活かした都市づくりと自然環境の保全に努めながら、道路ネ

ットワークや公共交通の充実と、安全で快適に暮らせる市街地整備などを進め、高度経済成長

期の人口増加による市街地の拡大を経ながら、約58万人の人口を有する首都圏西部の中核都市

として発展を続けている。 

今後も持続的な発展に向けて、ＪＲ八王子駅周辺では、中心拠点として都市機能の強化を図

る事業が今後も予定されている。また、八王子ＩＣ北地区や多摩ＮＴ鑓水地区などにおいても、

新たな拠点形成に資する事業が予定されている。 

しかし、人口減少・超高齢社会が進展する中、本市の『まち・ひと・しごと創生総合戦略』

の人口推計によると、2040年代には、老年人口が約 16万８千人とピークを迎え、高齢化率も

30％台に達するとともに、生産年齢人口は60％を下回り、減少傾向は続くものと予測している。

このことから、2050年の人口規模・構造を見据え、長期的な視点で、東京圏郊外都市としての

居住と都市機能の誘導のあり方を示し、「拠点・沿道ネットワーク型」都市構造（図表２）の実

現を図る手段として本計画を策定しようとするものである。 
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図表２ 「拠点・沿道ネットワーク型」都市構造の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：都市づくりビジョン） 

 

（３）立地適正化計画の位置づけ 

都市再生特別措置法において、立地適正化計画は「都市計画マスタープランの一部とみなす」

としている。また、都市の将来像については、都市計画法運用指針において、「概ね20年後の

都市の姿を展望することが考えられるが、合わせてその将来も考慮することが必要である」と

している。 

本市においても、都市づくりビジョンの一部として位置づけ、立地適正化計画による誘導策

と都市計画法に基づく土地利用規制や開発許可を一体的に運用し、これまで以上に「広義の都

市計画制度」による都市づくりを進めていくことになる。 

 

図表３ 本市における立地適正化計画の位置づけ 

 
 

（４）立地適正化計画の検討内容 

立地適正化計画の策定に向けた検討内容を図表４のとおり整理した。立地適正化計画では、

居住誘導区域と都市機能誘導区域を設定する必要がある。また、都市機能誘導区域における誘

導施設については、都市機能の充足状況や人口予測を踏まえ設定することとし、特に行政機能

やサービスについては、『公共施設等総合管理計画』（平成29（2017）年度）との連携を図りな

がら設定する。 
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図表４ 立地適正化計画の検討内容 

 

 

２．視察先の選定理由 

 

視察先は、市街地の形状や高齢化率等の人口動態など、都市構造が近似している都市として

北九州市を選定した。 

 なお、本研究では、平成28年度に実施した札幌市の事例調査と合わせて、居住誘導区域の設

定の考え方を検討する。本市を含む３都市の都市構造比較を図表５に示す。 

 

図表５ 本市との都市構造比較 

区分 八王子市 札幌市 北九州市 

【面積】 
◆市域 
◆都市計画区域 
◆市街化区域 
◆市街化調整区域 

 
18,631ha 
18,631ha 
7,997.1ha (42.9％) 
10,633.9ha (57.1％) 

 
112,126ha 
56,795ha（50.7％) 
25,017ha (※44.0％) 
31,178ha (※54.9％) 
※都市計画区域に占める割合 

 
49,195ha 
48,865ha（99.3％) 
20,435ha (※41.8％) 
28,430ha (※58.2％) 
※都市計画区域に占める割合 

【人口】 
◆H27(2015)国調 
◆H42(2030)推計値 

 
57.6万人 
53.1万人 
※H27比 8.0％減 

 
195.3万人 
187万人 
※H27比 4.2％減 

 
96.1万人 
86.6万人 
※H27比 9.9％減 

【高齢化率】 
◆H27(2015) 
◆H42(2030)推計値 

 
24.7％ 
29.7％ 
※H27比 5.0％増 

 
23.6％ 
32.6％ 
※H27比 9.0％増 

 
29.3％ 
34.4％ 
※H27比 5.1％増 

【DID】 
◆H22面積(2010) 
◆H22人口(2010) 
 

 
6,164ha（※77.0％） 
83人/ha 
※市街化区域に占める割合 

 
23,025ha（※92.3％） 
80.2人/ha 
※市街化区域に占める割合 

 
15,753ha（※77.1％） 
55.7人/ha 
※市街化区域に占める割合  

【空き家率】 
◆H25(2013) 

 
10.7％ 

 
14.7％ 

 
5.6％ 

【公共交通ｶﾊﾞｰ率】 
◆全人口 
◆高齢者 

 
92.3％ 
84.5％ 
※圏域：駅 700ｍ、 

バス停300ｍ 

 
76.4％ 
－－％ 
※圏域：駅 800ｍ、 

市電・バス停 300ｍ 

 
79.5％ 
－－％ 
※圏域：駅 500ｍ、 

市電・バス停 300ｍ 

(高台地区：標高50m以上は 

バス停から 100m以内) 

【土地利用】 
◆住居系 
◆商業系 
◆工業系 

 
8,208ha (84.2％) 
375ha (3.8％) 
1,167ha (12.0％) 

 
18,691ha (74.7％) 
3,457ha (13.8％) 
2,869ha (11.5％) 

 
12,014ha (58.8％) 
1,966ha (9.6％) 
6,455ha (31.6％) 
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３．視察の概要 

 

視察では、インタビューによる聞き取りとともに、居住誘導区域内の高齢化や人口減少が顕

著な地域や都市機能誘導区域の事業予定箇所などの特徴的なエリアを、路線バスで移動しなが

ら現地踏査を実施した。インタビューによる聞き取りでは、居住誘導区域及び都市機能誘導区

域の設定の考え方、届出制度の運用に係わる先進的な取り組みについて調査した。両市の立地

適正化計画の概要及び区域設定の考え方を図表６に整理した。 

 

図表６ 札幌市及び北九州市の立地適正化計画の概要 

 
札幌市 

平成28（2016）年８月策定 

北九州市 

平成29（2017）年４月策定 

居
住
誘
導
区
域 

 

 

  

 

 
 

 

【設定の考え方】 

◆『札幌市第２次都市計画マスタープラン』で示す、

「複合型高度利用市街地」の区域を基本に「集合型

居住誘導区域」を設定。 

◆人口分布の偏在を是正しつつ、人口密度の維持・増

加を図るため、土地の高度利用を基本とした集合型

の居住機能の集積を目指す。 

◆「複合型高度利用市街地」とは、概ね環状通の内側

と地下鉄の沿線、地域交流拠点に位置付けられてい

るＪＲ駅などの周辺としている。 

 

 

 

 

【設定の考え方】 

〔STEP１〕居住誘導区域に「含む区域」を設定 

◆都市機能誘導区域 

◆公共交通利用圏 

鉄軌道駅半径500m圏、バス路線(※主要幹線・幹線

軸に係るもの)沿線300m圏（高台地区は100m圏） 

◆良好な居住環境が形成・保全される区域 

土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、又は

開発許可による開発・整備区域であって、５ha以上

の住宅系地区計画が定められた区域 

 

 

 

 

  

・主要幹線軸：概ね10分に１本以上の頻度

で公共交通機関が運行する交通軸 
 
・幹線軸：概ね 30分に１本以上の頻度で 

公共交通機関が運行する交通軸 
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札幌市 北九州市 

居
住
誘
導
区
域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市街化区域に占める居住誘導区域の面積割合 

23.3％ 

〔STEP２〕居住誘導区域に「含まない区域」を設定 

◆市街化調整区域など 

◆災害発生の恐れのある区域 

◆法令・条例により住宅の建築が制限されている区域 

◆宅地造成工事規制区域 

「良好な居住環境が形成・保全される区域」は除く 

◆工業地域のうち工業専用地域又は臨港地区と隣接

し、かつ、一体的な土地利用がなされている区域 

 

◆市街化区域に占める居住誘導区域の面積割合 

58.9％ 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

 

 

  

 
 

  

【設定の考え方】 

◆『札幌市第２次都市計画マスタープラン』で示す、

「都心」及び「地域交流拠点」を設定。 

◆「都心」とは、ＪＲ札幌駅北口の一帯、大通東と豊

平川が接する付近、中島公園、大通公園の西端付近

を頂点として結ぶ区域 

◆「地域交流拠点」とは、交通結節点である主要な地

下鉄・ＪＲ駅の周辺で、都市基盤の整備状況や機能

集積の状況・動向などから、地域の生活を支える拠

点としての役割を担う地域のほか、区役所を中心に

生活利便機能が集積するなどして区の拠点として

の役割を担う拠点 

【設定の考え方】 

◆『北九州都市計画区域マスタープラン』との整合を

図ることとし、設定する区域は、都心・副都心・地

域拠点のうち、『北九州市都市計画区域マスタープ

ラン』において広域拠点・拠点としている地区を基

本に設定。 
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札幌市 北九州市 

誘
導
施
設 

 誘導施設 

都心 

・国際競争力の向上に資する高次都市

機能を有する施設（MICE関連施設、

高機能オフィスビル） 

・教育文化施設（大規模ホール） 

・多くの市民が利用する公共施設（区

役所、区民センター、図書館、体育

館、区保育･子育て支援センター） 

地域交

流拠点 

・多くの市民が利用する公共施設（区

役所、区民センター、図書館、体育

館、区保育･子育て支援センター） 
 

 

 
 

（出典：表中の図表は、札幌市及び北九州市提供資料） 

 

４．本市の参考となる居住誘導区域の設定の考え方の検討 

 

（１）検討方法 

 居住誘導区域の設定の考え方については、図表７に示す手順で検討する。 

 

図表７ 検討の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）標準となる考え方 

 『立地適正化計画作成の手引き』では、標準的な考え方を図表８のとおりとしている。 

 

図表８ 『立地適正化計画作成の手引き』における考え方 

【基本的な考え方】 

◆一定のエリアにおける人口密度の維持により、生活サービスやコミュニティの持続を確保 

◆都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案した、公共公益施設の維持

運営などの効率的な都市経営 

【居住誘導区域の設定】 

◆生活利便性が確保される区域 

 都市機能誘導区域となるべき都市拠点の中心部に徒歩や地域公共交通により容易にアクセスできる区域 

◆生活サービス機能の持続的確保が可能な区域 

 医療、福祉、商業等の日常生活サービス機能の持続的な確保が可能な人口密度水準が確保される区域 

◆災害に対する安全性等が確保される区域 

 土砂災害や浸水被害等により甚大な被害を受ける危険性が少ない区域 

① 標準となる考え方の整理 

『立地適正化計画作成の手引き（平成29（2017）年４月 国土交通省）』 

② 先進都市の考え方の整理 

事例調査等を踏まえ、考え方と都市構造の評価軸を抽出・比較 

③ 本市の参考となる設定の考え方の検討 

都市構造の類似の観点から、本市の参考となる評価軸（視点）を整理 
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（３）先進都市の考え方 

先進都市では、長期的な人口動態を見すえつつ、『立地適正化計画作成の手引き』で示す標準

的な考え方を基本に、各都市の都市構造の特性に対応した考え方を示している。 

札幌市では、人口分布の偏在を是正しつつ、人口密度の維持・増加を図るため、土地の高度

利用を基本とした集合型の居住機能の集積を目指すことを基本的な考え方としている。『札幌市

第２次都市計画マスタープラン』で示す、「複合型高度利用市街地」の区域を基本に設定し、市

街化区域に占める居住誘導区域の面積割合は23.3％となっている。 

北九州市では、鉄道・バスが発達している便利な場所（幹線軸）へ居住を誘導し、居住を高

め、バスのサービス水準の維持を目指すことを基本的な考え方としている。郊外部の土地区画

整理事業や開発許可による開発・整備区域であって、５ha以上の住宅系地区計画が定められた

良好な居住環境が形成・保全される区域を含めた設定をしており、市街化区域に占める居住誘

導区域の面積割合は58.9％となっている。 
 

図表９ 札幌市及び北九州市の区域設定の考え方 

札幌市 北九州市 

◆土地の高度利用を図る区域 

『札幌市第２次都市計画マスタープラン』で示す、

「複合型高度利用市街地」の区域を基本に集合型の

居住機能の集積を図る区域 
 

◆生活利便性が確保される区域 

 

 

 

 
 

◆生活サービス機能の持続的確保が可能な区域 

概ね環状通の内側と地下鉄の沿線、地域交流拠点に

位置付けられているＪＲ駅などの周辺の区域 
 

◆災害に対する安全性等が確保される区域 

土砂災害等により甚大な被害を受ける危険性が少な

い区域 
 

 

 

 

 
 

【含めない主な区域】 

◆一般住宅地 

『札幌市第２次都市計画マスタープラン』で示す、

複合型高度利用市街地、郊外住宅地、工業地・流通

業務地以外の地域 
 

◆郊外住宅地 

開発時期の古い郊外住宅地の一部で、今後も生活利

便性・交通利便性を確保しつつ、持続的な地域コミ

ュニティの形成を目指す地域 

 

 

 

 
 

◆生活利便性が確保される区域 

公共交通利用圏 

鉄軌道駅半径 500m圏、バス路線(※主要幹線・ 

幹線軸に係るもの)沿線 300m圏（高台地区は 

100m圏） 
 

◆生活サービス機能の持続的確保が可能な区域 

都市機能誘導区域 

 
 

◆災害に対する安全性等が確保される区域 

土砂災害等により甚大な被害を受ける危険性が少な

い区域 
 

◆良好な居住環境が形成・保全される区域 

土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業、又は

開発許可による開発・整備区域であって、５ha以上

の住宅系地区計画が定められた区域 
 

【含めない主な区域】 

◆宅地造成工事規制区域 

良好な居住環境が形成・保全される区域と重複する

場合を除き、斜面地とみなして含まない区域とする 
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（４）本市の参考となる設定の考え方の検討 

本市の参考となる居住誘導区域の設定の考え方については、『立地適正化計画作成の手引き』

及び先進都市の考え方を踏まえ、「生活利便性が確保される区域」、「生活サービス機能の持続的

確保が可能な区域」、「災害に対する安全性等が確保される区域」、「良好な居住環境が形成・保

全される区域」の４つの視点により検討する。 

 

ア．生活利便性が確保される区域 

本市は、図表 10に示すように、路線バスのネットワークが充実しており、市内全バス停の

300ｍ徒歩圏の人口カバー率は 93.6％と高く、ほとんどの居住地をカバーしている。また、日

中（９：00～16：00）１時間当たり４本以上のサービス水準の高い路線の 300ｍ徒歩圏の人口

カバー率は76.3％となっており、市街化区域のほとんどをカバーしている。 

さらに、都市機能誘導区域となるべき都市拠点への徒歩や路線バス等によるアクセスのしや

すさを見ると、図表11に示すように、市街化区域のほとんどの地域が概ね30分程度、市街化

区域縁辺部及び沿道集落地で30～60分程度で都市拠点にアクセスできることからも、市街化区

域全域で路線バスが利用しやすい環境が整っており、現状、生活利便性が一定程度確保されて

いる。 

図表 10 サービス水準別路線バスカバー圏域 

 

 

 

（出典：八王子市資料） 
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図表 11 都市拠点へのアクセシビリティ 

 （出典：八王子市資料） 

 

イ．生活サービス機能の持続的確保が可能な区域 

日常生活サービス機能のうち、スーパーマーケットに着目して、徒歩や路線バス等によるア

クセスのしやすさを見ると、図表12に示すように、市街化区域のほとんどの地域で概ね15分

以内、市内全人口の約83％が30分以内にアクセスできる。 

さらに、図表 13に示すように人口密度に着目し、市街化区域の約 77％を占めるＤＩＤ（人

口集中地区）では、平成22（2010）年の83.1人/haから平成62（2050）年では 71.9人/haと

減少はするが、国土交通省の『都市構造の評価に関するハンドブック』によれば、居住を誘導

する区域における人口密度の全国平均は64人/haであることを考慮すると、日常生活サービス

機能の持続的な確保が可能な人口密度水準が一定程度確保されていると考えられる。 

 

図表 12 スーパーマーケットへのアクセシビリティ 

（出典：八王子市資料） 
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（出典：八王子市資料）      

 

ウ．災害に対する安全性等が確保される区域 

本市は、まちと自然が重なり合う地形的特性を有する都市であり、西部地域の山間部には沿

道集落地、また、郊外には昭和40～50年代にかけて丘陵地を造成した大規模開発住宅地を有し

ている。一方で、図表14に示すように、これらの地域には、土砂災害警戒区域に指定されてい

る箇所が多く存在し、隣接する居住者も少なくはない。 

立地適正化計画で、土砂災害により甚大な被害を受ける危険性が少ない区域を居住誘導区域

として示すことは、土砂災害リスクの周知とともに、「歩いて暮らせる身近な生活圏」の目安で

ある居住誘導区域へ緩やかに（長い時間をかけて）誘導する効果があると考えられる。 
 

図表 14 土砂災害警戒区域と居住の関係 

 

（出典：八王子市資料）    

エ．良好な居住環境が形成・保全される区域 

先述のとおり本市には、大規模開発住宅地が民間開発、公的開発ともに多く存在している。

これらの住宅地は、図表15に示すように、土地区画整理事業や新住宅市街地開発事業、開発許

図表 13 2050年の人口密度の推計 
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可による開発など、事業手法は様々であるが、計画的に整備された市街地であることから十分

な道路空間や適切な密度で配置された公園を有している。一方で、購入者の一斉入居という特

有の事情から、今後は高齢化や空き家の増加が懸念される。 

長期的に見れば、既成市街地が長い年月掛けて代謝を繰り返してきたのと同様に、このよう

な良好な居住環境が形成されている住宅地、特に、高齢化した住宅地については、今後代謝を

繰り返すためのタネ地と捉え、居住者の年齢構成の若返りも可能と考えることもできる。 
 

図表 15 大規模開発住宅地の立地 

 
（出典：八王子市資料） 

 

５．おわりに 

 

 近年、立地適正化計画を策定する都市は増加しており、知名度も高まってきている。一方で、

地方都市の先進事例のイメージが先行し、居住誘導区域に対する認識の違いから、区域区分に

加えて「第２の線引き」との誤解が生じることがある。 

 本研究では、居住誘導区域の設定にあたり、参考となる評価軸（視点）について、現状、生

活利便性が一定程度確保できており、長期的にも日常生活サービス機能の持続的な確保が可能

な人口密度水準が一定程度保たれることを示した。また、土砂災害により甚大な被害を受ける

危険性が少ない区域を居住誘導区域として示すことの効果についても検討した。 

 その結果、居住誘導区域の設定は、決して「第２の線引き」ではなく、「歩いて暮らせる身近

な生活圏」の目安となる区域を示し、周知を図ることで、緩やかに（時間をかけて）居住を誘

導しながら、市街地の拡大（スプロール）を抑制することにつながる可能性を示すことができ

たと考えている。  

今後、立地適正化計画による誘導策を進めていくためには、都市全体を見渡した現状分析と

将来予測から都市構造の課題を整理し、目指すべき都市構造を示し、客観的かつ定量的な分析・

評価を定期的に行うことで、市民、企業等との間で合意形成を図ることが重要となると考えら

れる。 

 

（たけうち かつひろ・なかざと かずのり） 
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義務教育学校の教育課程編成に向けた調査研究 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
はじめに 

 
平成18（2006）年の教育基本法の改正、平成19（2007）年の学校教育法の改正によって、義

務教育の目的・目標が定められたことに鑑み、小・中学校の連携を強化し、義務教育９年間を

通じた系統性・連続性に配慮することが望まれている。本市は、『八王子市小中一貫教育に関す

る基本方針』（平成20年７月策定）に基づき、小・中学校の円滑な接続を図っており、平成21

（2009）年度より順次４校の小中一貫校を開校した。 

そのようななか、平成27（2015）年６月に学校教育法の一部が改正され、これまでの小学校、

中学校に加えて、義務教育学校が新たな校種として位置付けられた。義務教育学校の創設にあ

たっては、地域の実情や児童・生徒の実態など様々な要素を総合的に勘案して、設置者が主体

的に判断できるようになっており、既存の小・中学校に加えて、義務教育を行う学校に係る制

度上の選択肢が増えたことになる。このことは、本市を含む全国の自治体がこれまでに設置し

てきた小中一貫校における取り組みが認められたものと捉えることができる。 

これをうけ、本市では、小中一貫校であるいずみの森小中学校を平成32（2020）年４月に義

務教育学校として開校する準備を進めている。義務教育学校の教育課程の編成に向け、実際の

義務教育学校及び先進地域における小中一貫教育の教育課程を調査研究するために視察を実施

した。 
 

１．視察のねらい 

 
（１） 本市における検討の視点 
これまでも、本市の小中一貫教育は、児童・生徒の生涯学習の基礎づくりのために必要な学

力の習得と体力の向上、豊かな心の醸成に向けた教育活動を展開してきた。しかし、小・中学

校の指導内容や指導方法に関する互いの理解不足、情報交換や連携の不足、児童・生徒が学習

内容に対するつまずきを抱えたままでの進級・進学、中学校で増加傾向にある不登校等の課題

が挙げられている。 
義務教育学校では、小学校・中学校で分かれていた教職員組織が１つになることで、９年間

の児童・生徒の成長を見守ることができるようになる。このことにより、義務教育における出

口の学力を保障するとともに、生活指導上の諸問題の解決に向けた取り組み、学校段階間のよ

り円滑な接続が期待できる。 
具体的な教育課程の編成にあたっては、次の視点で情報収集・検討を行っている。 
 

佐賀県 
広島県 

 

 
 

学校教育部     統括指導主事  佐藤 晴美 

学校教育部 指導課 指 導 主 事 北川 大樹 

視察先： 

 

 

 
 

視察者： 

 

玄海町教育委員会、玄海町立玄海みらい学園 
呉市立昭和中央小学校 
府中市立上下学園 上下中学校 
（府中市小中一貫教育研究大会） 
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・ 教育課程の編成と改善の実際 
教育課程の編成に向けた基本的な考え方や、課題に対する改善策と成果を確認する。 

・ 教育委員会の役割 
小中一貫教育の推進や義務教育学校の開校に向けた計画や組織、施設や人的な支援をど

のように進めてきたか。 
・ 管理職1のリーダーシップ 

教職員の意識を高める工夫など、校区における小中一貫教育を推進するうえでのポイン

トはどのようなものか。 

 
（２） 視察先の選定について 
視察を実施する主な理由は、義務教育学校及び先進的に小中一貫教育に取り組む地域、学校

のこれまでの取り組みや研究成果を踏まえ、管理職からの聞き取りや教育活動の様子を観察す

ることができる点にある。そのため、視察先として次の３自治体を選定した。 
・ 平成 29（2017）年４月に、複合施設として義務教育学校玄海みらい学園を開校した、佐

賀県玄海町。 

・ 平成19（2007）年度から全市を挙げて小中一貫教育を導入し、平成23（2011）年度より

文部科学省の研究指定を受けて研究に取り組んできた広島県呉市。 

・ 全国に先駆けて平成16（2004）年度から小中一貫教育を導入し、平成29年度より新たな

小中一貫教育制度を導入した広島県府中市（小中一貫教育研究大会への視察）。 

 
ア．佐賀県玄海町 

同町は、平成29（2017）年４月１日に町立玄海みらい学園を開校

した。同校の開校に向けて、平成19（2007）年２月に「玄海町教育

環境を考える検討委員会」が発足。同委員会は、まず１学級30人程

度の学級編成、町内の６校の小・中学校を１校に統合、同一敷地内

での小中一貫教育の推進という方向性を示し、これに基づき、平成

23（2011）年４月に「玄海町は小中一貫教育を基本とすること」と

の答申をまとめた。これを受け、平成23年４月に、玄海町教育委員

会の方針として小中一貫教育の推進が決定した。その後、平成 24

（2012）年３月から平成27（2015）年３月までの３年間にわたる玄

海町立小中学校基本構想等検討委員会、各作業部会の検討を踏まえ、

平成27（2015）年４月に（通称）小中一貫校玄海みらい学園が開校

した。 
 なお、施設・設備の面では、同学園には教育委員会

が設置（隣に校長室・職員室、向かいに１年生教室）

されており、周辺の社会教育施設を活用した教育活動

が日常的に行われている点に特色がある。 
  

                                                   
1 校長及び副校長（または教頭） 

玄海町教育委員会 

 
職員室の並びに教育委員会事務 

局の執務室が設置されている。 
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玄海みらい学園のあゆみ 

平成19（2007）年２月 

平成23（2011）年４月 

 

平成24（2012）年３月 

～平成27（2015）年３月 

 

平成27（2015）年４月 

平成29（2017）年４月 

玄海町教育環境を考える検討委員会発足 

玄海町教育環境を考える検討委員会 

「玄海町は小中一貫教育を基本とすること」答申 

第１回玄海町小中学校基本構想等検討委員会 

各作業部会の開催 

（学校運営、教育課程、通学、学校支援） 

（通称）小中一貫校 玄海みらい学園 開校 

義務教育学校として 玄海みらい学園 開校 

 
イ．広島県呉市 

呉市は、全国に先駆けて、平成19（2007）年度から全ての中学校区で小中一貫教育を推進し、

文部科学省の研究指定を受けて取り組みを積み重ねてきた、小中一貫教育の先進地域である。

同市の推進する小中一貫教育の３つの方針は、義務教育９年間を見通したカリキュラムに基づ

く指導、発達段階に応じた「４・３・２区分2」、地域の自然・人・文化・歴史の特色を活用し

た教育活動となっている。 

なかでも、同市で小学校校長を務める棚田寛二氏は、現職までに小学校教諭、中学校教諭、

小中一貫教育校教頭、小学校校長の経歴があり、呉市の小中一貫教育を学校現場から創ってき

た経験を持っている。呉市教育委員会からの紹介を受け、今回の訪問となった。 

 

呉市の小中一貫教育のあゆみ 

平成12（2000）年 

平成16（2004）年 

平成18（2006）年 

平成19（2007）年 

～平成22（2010）年 

 

平成23（2011）年 

～平成26（2014）年 

平成27（2015）年 

～平成30（2018）年 

研究開発学校3指定 

中央教育審議会へ、小中一貫教育についての研究成果報告 

中央教育審議会「新しい義務教育を創造する」答申4 

全ての中学校区で小中一貫教育を実施 

第１期 ・全市で小中一貫教育を推進 

・全中学校区の研究公開 

第２期 ・小中一貫教育全国サミットの開催 

 

第３期 ・呉型カリキュラムの実践・検証 

・英語が話せる子どもの育成 

 

呉市の小中一貫教育の３つの特徴 

○ 全ての中学校区で実施している 
○ 「４・３・２」の学年区分である 
○ 各中学校区の地域の特色を活かした取り組みを推進している 
（地域の自然環境を活かした教育活動、地域住民の教育参加 など） 

                                                   
2 呉市では、子どもの発達に応じ、義務教育９年間を「前期」（小１～４）、「中期」（小５・６～中１）、「後期」

（中２・３）の３期に区分し、指導内容と指導方法を工夫している。 
3 新たな教育上の課題等への対応を実験的に行う学校について、柔軟な教育課程の編成・実施を認めるもの。 
4「今後の初等中等教育改革の推進方策について」、「地方分権時代における教育委員会の在り方について」、「今

後の教員養成・免許制度の在り方について」の３つの諮問を受けて答申したもの。この答申が、全国的な小

中一貫教育の実施に向けたきっかけとなった。 
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ウ．広島県府中市 

府中市は、平成16（2004）年度から小中一貫教育の試行を開始し、平成20（2008）年度より

全ての中学校区で小中一貫教育を推進してきた。これまでに、「学力の向上」、「いわゆる中１ギ

ャップ5の解消」、「豊かな人間性の育成」において成果を上げてきた先進地域である。平成 29

（2017）年４月からは、小中一貫教育のさらなる推進により、義務教育の充実を期している。

具体的には、２校の義務教育学校（府中学園、府中明郷学園）の開校、小中一貫教育の実践手

法の上に、コミュニティ・スクールの仕組みを活かし、生きて働く「学び」の実現を目指して

いる。 

 

２．視察概要 

 

視察の狙いに基づき、次の３つの視点、「①教育課程の編成と改善」、「②教育委員会の役割」、

「③管理職のリーダーシップ」を設定した。各訪問先での調査内容を整理すると下表のように

なる。 

 

 玄海町 呉市 府中市 

① 教育課程の編成と改善 ○ ○ ○ 

② 教育委員会の役割 ○ ○ ○ 

③ 管理職のリーダーシップ － ○ － 

 

（１） 玄海町立玄海みらい学園 

佐賀県には義務教育学校が５校あり、そのうち１

校が玄海みらい学園である。この複合施設の開校及

び運営に係る具体的な取り組みについて、玄海町教

育委員会 教育長 中島安行氏及び指導主事 眞﨑新

氏から聞き取り、整理した。 
校舎建物には、玄海みらい学園と玄海町教育委員

会が併設されている。玄海みらい学園の総面積は１

万2000㎡で、校舎の中央にみらいホール、みらいホ

ールにつながる階段上にメディアセンター（学校図書館・ＰＣルームなど）がある。 

児童・生徒数は498名で、全25学級（前期課程612学級、後期課程７学級、特別支援学級・

通級指導学級６学級）、教職員は約70名である。同学園は、平成27（2015）年４月に小中一貫

校（玄海小学校・玄海中学校）として、その後、平成29年４月に義務教育学校玄海みらい学園

として開校した。 

小中の教員免許状を両方所有している教員は、約半数である。今年度から義務教育学校にな

り、後期（前期）課程の教員が前期（後期）課程の授業の一部を受け持つ、「乗り入れ授業7」

が実施されている。 

                                                   
5 明確な定義はないが、「問題行動等調査」の結果を学年別に見ると、小６から中１でいじめや不登校の数が
急増するように見えることから使われ始め、今では小・中学校間の接続の問題全般に用いられている。 

6 義務教育学校の修業年限９年のうち、小学校段階に相当する６年を前期課程、中学校段階に相当する残りの

３年を後期課程と呼ぶ 
7 中学校への進学に伴う学習環境の変化（学級担任制から教科担任制への移行など）による児童・生徒の不安

をやわらげるほか、教員・児童・生徒の一体感醸成など、小・中学校教育の質向上に効果があるとされる。 

校舎内中央に位置するみらいホール 
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ア．教育課程の編成と改善 

学年区分は、「４－３－２」を基本としているが、生徒指導主事は１年生から９年生までを一

貫して見通して、指導している。 
乗り入れ授業については、日常的に実施しているが、教員の持ち授業時数の不均衡が生じな

いように、時間割等で教員一人当たりの担当する授業時数を調整している。 
学校行事については、体育祭は９学年一体で行っており、９年生が

１年生と手をつないで入場する場面が見られる。また、入学式は第１

学年、卒業式は第９学年で実施となるが、第６学年の前期課程修了式

をどのような形式で実施するかについては、現在検討中である。 
児童会・生徒会には１年生から参加で、５年生になると児童会役員

の、７年生になると生徒会役員の選挙権・被選挙権を得ることができ

る。４年生は児童会役員選挙に関わることはできないが、各学級から

選出された代表委員が、児童会の中心になって活躍している。 
特色ある教育活動としては、地域の地理的な特色を活かした海洋教

育が挙げられる。地域住民の協力を得て、今年度は１・２・７年生が

地引網体験を行った。また、国際交流事業として、コロワルスクール（オーストラリア）と隔

年で相互に行き来している。毎年、クリスマスカードや年賀状のやり取りをしていることに加

え、留学生が来校する機会を活かした授業を設定し、第１学年から外国語活動を行っている。 
さらに、高等学校との連携も行っており、サマースクールでは高校生が児童・生徒の学習指

導を支援してくれている。このような取り組みを継続する中で、今後の小・中・高の連携の在

り方についても可能性を探っている。 
後期課程の生徒の部活動については、後期課程の教員が顧問に、前期課程の教員が副顧問に

付くことで、全教員が部活動に関わっている。 
施設・設備面としては、体育館にはステージがなく運動専用となっている。舞台やホールを

利用する際は、隣接する町民会館を利用することとなっている。 

体育館 

１年生の体育の授業 

体育館内でリレーをしていた 

メディアセンター 全９学年が制服を着用 

写真は１年生の図工の授業（海の生き物づくり） 

全９学年の児童・生徒が利用する昇降口 

サイズに関わらず収納できる靴箱になっている 

渡り廊下が町民会館に接続している 
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以上の取り組みにより、日常的に小・中学校の分け隔てなく教員のコミュニケーションが生

まれ、一体感を作り出している。 
 
イ．教育委員会の役割 

同学園の開校にあたって、「玄海みらい学園のあゆみ」に示した通り、平成 24（2012）年か

ら教育委員会に４つの作業部会（学校運営・教育課程・通学・学校支援）を組織した。目指す

児童・生徒像を「新究律愛」、これにあわせて目指す教員の姿も設定し、各作業部会は目標を共

有しながら検討を積み重ねてきた。また、教育目標については、１年生から９年生までの全て

の児童・生徒が分かる言葉として、キャッチフレーズ「みらいへの挑戦 ～Go forward～」を設

定した。 
また、学校の中に教育委員会があり、月１回のＭＧ会（事務局と学校との連絡会）で情報を

共有している。今夏には、県主催の第１回義務教育学校連絡協議会を開催し、県内の５つの義

務教育学校の教育活動の報告や悩み等の情報交換を行った。初めての開催だったが、情報交換

が盛んに行われ、質問がたくさん出たことで時間が足りなくなったため、今年度中に２回目を

実施する予定である。 
新校舎の運用状況について、２点気になることがあった。第１は、教室の廊下側面をガラス

張り、可動式としている点である。開放感を狙って設計されたものだが、運用してみると集中

できる学習環境という点で問題があると分かった。特に、８・９年生の教室は対面となってい

るため、年度当初は互いを気にして集中できない様子が見られた。そのため、衝立を設置し学

年の区分を明確にするとともに、視界を遮断するように工夫した。第２は、理科室にガスの配

管が敷設されていない点である。この理科室では、ガスバーナーなどの実験機材を利用するこ

とができない。 
このことについて、教育委員会事務局の担当者の話によると、設計の段階で学校や教科の担

当教員に確認をとっていなかったことが原因として考えられるとのことだった。同学園の教員

はガスがないなりに授業を行っているが、設計段階でのミスであるとの認識であり、特に学習

指導に関係する施設・設備の設計については慎重にすべきであるとの助言があった。 
 
 

     

 

昨年度まで小中一貫校玄海みらい学園の教員として勤め、今年度より玄海町教育委員会への

異動となり、今回の視察の対応を担当した眞﨑指導主事は、玄海みらい学園が義務教育学校と

してスタートして、感じていることについて次のように語っていた。 
・ ４・９年生の出番が多い一方、通常の小学校で当たり前になっている６年生の活躍の機

会が少なくなっている。「４－３－２」の区分にこだわらず、これまでの小学校のよさを

活かして「６－３」で実施する教育活動があってもよいのではないか。 
・ 前期課程・後期課程に関わらず、合同で研究や行事に向けて取り組むことにより、教員

が一体になっている。 

教室の廊下側側面 ８・９年生教室前のスペース 理科室 

基本的にはこのように閉じている 視界を遮るために衝立を設置 ガスの配管が敷設されていない 
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・ 相互の乗り入れ授業では、後期課程の教員が前期課程の授業を担当することに加え、前

期課程の教員が後期課程の授業を担当することもできる。 
・ 前期課程の教員が、部活動の副顧問になっており、得意な分野を活かしてメインで指導

している教員もいる。 
義務教育学校としての教育活動は始まったばかりであり、どのように教育課程を編成し、改

善していくかは実施しながら検討し、作り上げていくとのことだった。 
 
（２）広島県呉市 

呉市の小中一貫教育の推進における取り組みについて、２つの校区（白岳小学校、警
けい

固
ご

屋
や

学

園）で経験した具体的な取り組みを、呉市立昭和中央小学校 校長 棚田寛二氏から聞き取り、

整理した。 
 

ア．教育課程の編成と改善 

 

（ア）白岳小学校での小中一貫教育の推進（小学校校長） 

乗り入れ授業については、呉市教育委員会からの加配教員8が付いている英語に加え、副校長

が担当する数学で実施した。また、朝の学年・学級裁量の時間には、担任の個性を活かした取

り組みができるようにした。学級の朝の時間の年間経営案を作成させ、各学級担任が創意・工

夫を活かした特色ある取り組みを行っている。歌を歌う学級、百人一首をやる学級など、様々

で、その部分においては担任の個性や得意分野による差が出ている。 
 

（イ）警固屋学園での小中一貫教育の推進（中学校教頭） 

小中合同企画会議を組織し、「教育課程」、「研究」、「生徒指導」、「体育的行事」、「文化的行事」

の委員会を設定した。この会議で学園としての小中一貫教育の方向性を確認し、具体的な教育

活動の企画・運営につなげていった。 
学力向上については、９年間で身につけるべき基準を整理した「学力向上マップ」を活用し

て、一人ひとりの定着状況を学年や学校段階を越えて引き継げるようにした。さらに、市の学

力調査の結果を経年で記録した生徒学習カルテを活用して、一人ひとりの学習の定着状況を確

認し、指導ができるようになっている。 
小中交流活動としては、４年生と９年生、３年生と８年生、１・２年生と７年生の組みあわ

せで、例えば４・９の交流を「４９バリ（よくばり）」などの名称を付けて行った。異学年交流

の成果としては、中学生の挨拶をよくする姿を見て、小学生が真似て挨拶がよくできるように

なったこと、運動会での走りを見た小学生が憧れを感じるようになったことなどが挙げられる。 
第７学年の節目の行事として行っている立志式では、ＰＴＡ、地域、保護者の出席を募り、

保護者、地域とともに生徒の成長を祝っている。 
 

イ．教育委員会の役割 

県費、市費の小中一貫教育推進講師の加配があったので、学校としては乗り入れ授業を実施

することができた。県や市による人的な措置を始めとする支援がないと、乗り入れ授業を実施

することはできない。また、呉市教育委員会は「小中一貫 DAY」を設定し、夏休みに小中交流

イベントを行うなど、中長期的な視野に立って綿密に準備を進めていた。 
同校は、教育委員会の主導により渡り廊下を設置し、小・中学校をつないだ形態をとってい

                                                   
8 都道府県が条例で定めた教職員配置の定数に上乗せして配置した教職員。 
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る。渡り廊下がつながったことで、小学校の校舎には１～４年生、中学校の校舎に５・６年生

が移って「４－５」の学年区分を意識して教育活動をすることが可能になった。 
 

ウ．管理職のリーダーシップ 

 

（ア）白岳小学校での小中一貫教育の推進（小学校校長） 

小学校の校長として着任して、タンクトップ等を着てかなり肌を露出して登校する５・６年

生女子児童の私服の様子から、制服を導入した。このことにより、校外学習では一目で本校の

児童と分かるようになった。 
また、中学校の教員は、「小学校では、盛り上げたようなすごい髪型が許されているんですよ」

と言ってきたことがある。「中学校でダメなものは、小学校でもダメ」を確認することから、具

体的に小中一貫教育における指導の一貫性を検討するようになった。 
白岳中校区は、１中２小で構成されている。小・中学校はつながるが、小・小の連携がなか

なか難しい。また、授業規律と学習内容の共通化が図られなければ、中学校でリセットせざる

を得ないことになる。この点については、校区で共通の指導方針“スタンダード”を設定する

ことで対応を図っている。 
 

（イ）警固屋学園での小中一貫教育の推進（中学校教頭） 

教員に、「自分の学校に来る小学生がどのような様子か気になりませんか？」と問いかけ、校

区内の小学校の指導や児童の様子を見に行くように促した。このように、小・中学校の教員に

通称「留学」を推奨した結果、中学校の教員が空き時間に自ら小学校の授業を見に行くように

なり、次第にＴ２（児童の学習を支援する役割）として授業の中に入っていくようになった。 
また、中学校の教員が小学校の授業を見に行ったところ、「持ち時数が増えても、小学校の習

熟度別指導に入らせてほしい」と申し出る教員が出てくるようになった。他にも、中学校の教

員が小学校の道徳の授業を見て学ぶ機会をもったところ、自身の授業改善に努める姿が見られ

るようになったなどの効果が表れている。 
小中一貫教育を推進するためには、管理職同士の綿密な打ち合わせや情報共有などが必要で

あり、一貫校区の管理職の日常的なコミュニケーションが非常に重要である。 
 

（３）広島県府中市（府中市小中一貫教育研究大会） 

 

 ア．府中市が進める小中一貫教育 

府中市の小中一貫教育は、平成 16（2004）年度より一体型9の府中学園、府中明郷学園、併

用型の府南学園、連携型の上下学園の４つの学園（中学校区）でスタートした。９年間を見通

した「府中市小中一貫教育カリキュラム」をもとに、子どもたち一人ひとりの状況を把握した

授業づくりの実践に取り組んできた。平成29（2017）年度より、新たな小中一貫教育制度を取

り入れ、一体型の府中学園、府中明郷学園が義務教育学校へ、併用型の府南学園、連携型の上

下学園が併設型10小学校・中学校へそれぞれ移行し、より一層、子どもたちの９年間の成長に

寄り添った教育を推進していくこととしている。新たな制度のポイントとして、「子どもたちの

実態に応じた学習内容の入れ替え」と「府中市の独自教科の創設」を掲げている。 

                                                   
9 連携型…小学校と中学校が離れている。一体型…小学校と中学校とが同じ敷地にある。併用型…１中学校区
内に、隣接する小学校と離れている小学校がある。 

10 義務教育学校は１人校長、１つの教職員組織であるのに対し、併設型小学校・中学校はそれぞれの学校に
校長、教職員組織がある。 
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平成 29（2017）年度 広島県府中市小中一貫教育研究大会テーマ 

「社会に開かれた教育課程の実現に向けて」 
 

 上下学園 教育研究テーマ 

「主体的な学びを促す授業の創造」 
～「課題発見・解決学習」におけるパフォーマンス課題・評価の観点から～ 

上下学園（府中市立上下北小学校、府中市立上下南小学校、府中市立上下中学校） 
 
イ．府中市立上下中学校の教育活動について 

本校は学校目標に「21世紀に求められる資質・能力を

そなえ、行動する生徒の育成」を掲げ、次の６つの教育

活動の柱を設定している。 
・ 小学校・中学校・高等学校・地域・家庭と共に 

～コミュニティ・スクールによる連携・協働～ 

・ 主体的に深く学び行動する生徒 

～上下地域の活性化案を考え、試みよう～ 

・ 思いやりと郷土愛をもつ生徒 

・ 郷土上下を誇りに感じ、地域に貢献する生徒 

・ 心身ともにたくましい生徒 

・ ＩＣＴを活用した教育活動の推進 

～ＩＣＴの効果的な活用と指導方法の工夫～ 
 
ウ．教育課程の編成と改善 

府中市の進める小中一貫教育の特徴は、市内の全ての

小・中学校で、学習指導要領に基づき、９年間を見通し

た中で、全ての子どもの可能性を最大限に伸ばす教育を

進めることである。 
小学校と中学校が協力して、教科学習・生徒指導・学校行事等について、９年間で達成すべ

き目標を設定して取り組むことを基本理念としている。 
 

３つの目的 

１ 生きる力の基礎基本を育てる 
２ 知・徳・体をバランスよく育てる 
３ 全ての子の可能性を最大限に伸ばす 

 
府中市教職員５つの原則 

１ 各中学校区で、９年間の連続性のある教育を展開する 
２ 小中学校の文化などの違いを理解、共有する 
３ ９年間の一貫したカリキュラムを編成する 
４ 異年齢集団の活動に取り組む 
５ 教職員の教育力を高めるために、指導内容や指導方法などの工夫改善を図る 

 

上下学園の公開授業 

 
上下中学校の教室で、上下北小学校 

６年生の算数の授業が公開された。 

 

 

中学２年の英語では、「おすすめスポット 

広島編」として、総合的な学習の時間と 

関連付けた授業が行われていた。 
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府中市は小中一貫教育に取り組むことを通して、義務教育９年間の充実を目指している。育

成する生徒像を“全ての子どもたちが１年ごとの学習と生活を満喫し、１年間に蓄えた力を自

ら使って、次のステップに進む”、“中学３年生はそれぞれの夢に向かって、自らの進路を切り

拓いていく”と設定している。 
 この生徒像を実現するため、義務教育９年間の教育課程において児童・生徒に身に付けさせ

る力を明確にするのが、「府中市小中一貫教育カリキュラム」である。このカリキュラムは、各

教科等の目標を小学校、中学校ごとに明示し、既習事項で押さえるべき内容や上の学年や中学

校との学びの連続性を示すことで、系統性を把握できるように構成されている。教員の教材研

究及び校内での授業研究における学習指導案の作成時に活用するなど、府中市小中一貫教育推

進の基礎資料となっている。平成 24（2012）・25（2013）年度には、小中一貫教育カリキュラ

ムの改訂を行い、各教科の「身に付けさせる力の一覧表」を加え、より系統性が見えやすいも

のに改善を図った。 

 現在は、第３期の「新府中市小中一貫教育カリキュラム」の改訂に着手し、新学習指導要領

に対応した資質・能力の視点から見直しをしている。特に、各教科等の本質を押さえ、育成す

べき資質・能力を反映させたカリキュラムに改訂する作業を行っている。広島大学大学院から

の協力を得ながら、同市における各教科等の実態把握及び今後の方向性と課題を明らかにする

とともに、義務教育学校における教育課程の編成を見通し、各教科教育、授業づくりの未来像

を論理的に構築することをねらいとしている。 

 
エ．教育委員会の役割 

 

（ア）授業改善の取り組み 

府中市教育委員会は、以下の３つの方向性に基づき、授業改善に取り組んでいる。 
 

○ 学ぶ目的と学びの必然性 

「何のために」を明確にすることを第一義とし、「どのような子どもを育てるための授業

か」、「子どもにとってその授業がなぜ必要か」ということが、教師にも子どもにも参観

者にも分かる授業を創造。 
○ ９年間の学びを視野に入れた授業設計 

・ カリキュラムと認知心理学に裏打ちされた教材研究 
・ 育成すべき「資質・能力」と評価方法の明確化 
・ 主体的な学習にするために子どもの既有の知識を把握 
・ 既有の知識が授業につながりにくい子どもへの手立ての工夫 

○ 社会に開かれた教育課程 

コミュニティ・スクールの仕組みを生かして、目指す子ども像を共有しながら地域とと

もに教育に取り組んでいる。具体的には、「生きて働く学び」、「教室の中で閉じない学び」

を子どもたちに届けるために、次の４つの視点で学校・地域の「強み」を活用している。 
・ 地域に生かす（地域のひと・もの・ことを生かして学習をつくる） 
・ 地域を学ぶ（地域の施設・偉業・伝統等を学ぶ場をつくる） 
・ 地域と学ぶ（地域の方と一緒に学ぶ場をつくる） 
・ 地域に貢献する（ボランティア活動・地域貢献する過程で学校の学びを確かめる） 
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（イ）コミュニティ・スクールの取り組み 

府中市では、小中一貫教育を縦糸、コミュニティ・スクールを横糸として、市民とともに学

校教育の充実に取り組んでいる。小中一貫教育は、平成16（2004）年度から全市で展開してお

り、視察時点で 13年目を迎えていた。平成 24（2012）年度から取り組みを始めたコミュニテ

ィ・スクール指定については、現在６校であり、平成31（2019）年度には市内全12校となる。

小中一貫教育とコミュニティ・スクールを同時に展開する効果として期待するねらいを「義務

教育９年間の拡がりの中で『学びの機会』を最大限に生かすこと」としている。 

とりわけコミュニティ・スクールの取り組みでは、子どもたちだけでなく関わるもの全てを

躍動させることに重点を置いている。具体的には、「子どもたちのために協力する」という関わ

り方を「将来の地元の若者を育てる」という視点に切り替えていくことである。 

「地域の課題に挑戦してくれる将来の地元の若者の育成に、本気になって一肌脱ぐ」という

地域の大人としての役割を「地域創生」という視点で認識することもコミュニティ・スクール

が生み出す学びであると捉えている。このことと関連して、「小中一貫教育カリキュラム」の改

訂を連動させることで、各教科等の「学びの連続性」に合致させた地域協働学習を構成できる

ように整えている。 

 
３．今後に向けた考察 

 
本市において義務教育学校の教育課程編成に生かすべき事項について、各地での訪問調査を

踏まえ、あらかじめ設定した３つの視点「①教育課程の編成と改善」、「②教育委員会の役割」、

「③管理職のリーダーシップ」で整理する。 

 
（１）教育課程の編成と改善 

いずれの地域においても、小中一貫教育による学力の定着と向上、地域の特色を生かした教

育活動の創造という２つの柱を中核としており、本市の取り組みの方向性と共通していた。ま

た、新しい試みに挑戦する一方、教育効果や教員の負担等から判断して廃止する取り組みがあ

った。少なくとも、年度ごとに改善を図ることで実効性や効果のより高いものにつくり上げて

いる。 
従って、教育委員会として、義務教育学校の教育課程の編成と改善及び小中一貫教育の推進

に向けた取り組みを進める上でのポイントは次の２点である。 
・ 児童・生徒の実態、保護者・地域の願いを踏まえた上で、教育効果を検証し、改善のサ

イクルを繰り返す。 

・ 義務教育学校の教職員組織の機能、学力の定着と向上、生活指導の方法について、日々

の教育活動の課題を整理するとともに組織として検討し解決を図る。 
 
（２）教育委員会の役割 

いずれの地域においても、小中一貫教育の推進に向けて、市としての明確な目標を設定する

とともに、一定期間をかけて組織としての準備を積み重ねていた。目標が周知され、準備段階

から多くの教職員が関わることにより、学園または小・中学校、教職員が主体的に教育活動を

創造することにつながっていると捉えることができる。 
従って、教育委員会として、義務教育学校の教育課程の編成に向けた取り組み及び小中一貫

教育の推進する上でのポイントは次の２点である。 
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・ 本市における今後の公立小・中学校の在り方について、中・長期的な視野からも目標を

明確にし、議論を重ねる。 

・ 設定した目標の実現に向けた検討事項・準備内容を分類・整理したうえで対応する組織

を構築し、学校や教職員と連携しながら検討・準備を進めていく。 
 
（３）管理職のリーダーシップ 

小中一貫教育の推進に向けて、教育委員会は管理職がリーダーシップを発揮できるように支

援する必要がある。例えば、乗り入れ授業の実施には、県や市による小中一貫教育推進講師（相

当する加配教員）の配置が必要である。しかし、校区や校内での運用については、管理職が教

職員に対して丁寧に説明し理解を得るとともに、教職員の小中一貫教育の推進に向けて意欲を

高められるよう広い視野で対応した上で、校区の特色を生かした教育活動を推進する柔軟さが

必要である。 
従って、教育委員会が、管理職のリーダーシップを発揮できるよう指導・助言、支援するポ

イントとしては次の２点である。 
・ 各校区の管理職が、市の小中一貫教育の考え方を十分に理解し、教職員に丁寧に説明し、

理解を得るとともに、校区の地域の特色を生かした運用ができるよう支援する。 

・ 管理職や教職員のアイディアを生かした小中一貫教育を一層推進できるよう支援する。 
   

おわりに 

 
本市の小中一貫教育は、平成17（2005）年度の「小中連携の日」の取り組みから始まった。

この小中一貫教育では、全校で教員同士が情報を共有し、実態を踏まえた指導法を研究するこ

とに加え、地域の実情にあわせた取り組みを推進してきた。今回の視察は、これまでの取り組

みにおける成果と課題を整理するとともに、新学習指導要領の趣旨を踏まえた新しい小中一貫

教育の創造に向け、本質的な検討を行うための多くの材料を獲得できた点で有意義だった。 

視察の１日目、玄海みらい学園に到着したのは昼休みの時間だった。数人の後期課程の生徒

が、１年生の教室の前の廊下で、１年生と笑顔で話をしている姿が見られた。教員によると、

このような様子は日常的に見られるとのことだった。義務教育学校には、１つの学校として、

児童・生徒が学年を超えて交流する中で、日々の教育活動が展開していく、そのような魅力と

可能性があると感じた。 

いずみの森小中学校が義務教育学校になることで、教職員が一体となって力を結集し、義務

教育９年間を修了させるという目標を明確にすることができる。この目標の実現に向けて、地

域の実情にあわせた特色ある学校づくりを前提にしながら、小学校・中学校で一人ひとりの身

に付けた指導技術を相互に学びあうような教職員組織を構築するとともに、児童・生徒が学年

を超えて学びあう、そのような本市の義務教育のモデルを創造していく。 
 

（さとう はるみ・きたがわ だいき） 
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八王子ものづくり型創業支援に関する事例調査研究 
 
視察先：福岡県 北九州市 fabbit北九州 

                     福岡市  Fukuoka Growth Next 
視察者：産業振興部企業支援課 課長補佐 春田 一志 

   主  任 川村 友宏 
 

 
はじめに 
 
八王子市では、地域の創業を促進させる施策として、国の産業競争力強化法に基づき、民

間事業者等と連携して創業支援に取り組む「創業支援事業計画」を平成26（2014）年３月に

策定し、開業率の向上、雇用の確保、地域の活性化を目指している。また本市には、多摩地域

最大の1,500を超える製造業者が立地しているが、近年、全国的に製造業の事業所数は減少傾

向であり本市も例外ではない。本市の創業支援事業による創業者の業種は飲食やサービス、小

売などが多くを占めており、製造業に関連する案件が少なく、ものづくりの起業を促すことが

課題の１つとなっている。 
平成 24（2012）年にアメリカで『メイカーズ』というものづくりに関する著書が出版され、

製造業の世界にいる人々の間で大きな話題となった。内容を一言で言えば、３Ｄプリンターの

性能が向上し、高価な工作機械や大がかりな工場を持たなくても、誰もがものづくり事業者、

すなわち「メイカーズ」になれるというものである。これまでの一般的なものづくりと言えば、

工場に大小の機械設備を導入して、機械音を立てながら製品を作っているイメージである。ま

た、自動車や医療などの精密部品を作る際の製品を試作するために、先端的な機材である３Ｄ

プリンターや３Ｄスキャナーなどを活用する例も知られていた。しかし、３Ｄプリンターの性

能向上は、工業技術者だけでなく、クリエイターやデザイナーなど、これまでものづくりに対

して間接的にしか関わってこなかった人達が、自ら積極的にものを作る流れを生み出している。

様々なアイデアを持った人達が頭の中のイメージを形にすることで、具体的な製品イメージを

他者と共有することができる。そうして生まれる“もの”にニーズがあれば、一点ものでもビ

ジネスになる。規模を求めなければ、人々が“メイカーズ”になるまでの道のりは、大幅に短

くなっているのである。 
こうした状況を受けて、“新たなものづくり”に資する施設が日本国内でも整備されてきた。

市内でも民間企業が東京都の「多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業」を活用し、平成

29（2017）年 12月に中心市街地でものづくり型創業支援施設「fabbit（ファビット）八王子」

を開設することになった。 
市としてこの施設と連携し、市内の製造業や大学など地域資源を活かして、ものづくりに

関連する創業を目指す者の支援を強化していくために、多様な創業スタイルを支援する地域産

業活性化の取り組みについて調査研究するべく、先進都市の視察を実施した。視察先としては、

ものづくりを踏まえた先進的な創業支援及び官民連携を行っている fabbit北九州及び

Fukuoka Growth Next（以下「ＦＧＮ」という。）を訪問し、あわせて国家戦略特区に指定さ

れ「創業・雇用創出拠点の形成」に取り組む北九州市と、「グローバル創業・雇用創出」に取

り組む福岡市の担当者にヒアリングを行った。 
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１． 視察の内容 
 
（１）fabbit1北九州 

 

ア． 施設開設の経緯 
北九州市は、官営八幡製鉄所で知られる重工業のまちとして栄えたが、昭和55（1980）年

頃をピークに人口が年々減少し、平成２（1990）年には高齢化率12.7％（平成29（2017）年

３月末現在は29.6％）となり、日本の平均値12.0％（平成28（2016）年10月１日現在27.3％）

を上回る高齢化都市となった。少子高齢化の先端を走り始めるなか、平成５（1993）年に、

若者を集客するべく小倉駅北口にラフォーレ原宿小倉が開業するが、平成19（2007）年には

閉鎖となり、まちに活気がなくなっていた。そこで平成24（2012）年に、活力ある小倉駅北

口を取り戻すべく、アニメや漫画などのサブカルチャー関連のギャラリーや店舗が入居する九

州エリア屈指のサブカルチャースポット「あるあるCity」を開業し、様々なイベントなどに

より多くの若者の集客に成功した経緯がある。 
こうした地域の現状を踏まえ、平成25（2013）年に北九州市などが、softbankグループ創

業者である孫正義氏の弟、孫泰蔵氏らが登壇する、ものづくり（Fabrication）とＩＴの融合

がテーマである「FabIT Summit」（ファビットサミット）を開催した。 

これらをきっかけとし、北九州市では、官営八幡製鉄所の操業開始以来、100年を超える

「モノづくり」の実績を重ねて発展してきた都市であること、漫画家を多く排出してきたまち

で、サブカルチャーなどの新しい動きがあることなど、これまでの産業文化を基盤に、デジタ

ルコンテンツやＩＴなどの新産業をサポートする動きが盛り上がっていた。 

平成26（2014）年３月、都内でDMM.make AKIBA2 の立ち上げや、シェアスペースを手掛け 

る株式会社nomad
ノ マ ド

（以下「nomad」という。）と、不動産業の株式会社アパマンショップホール 

ディングス（以下「アパマンショップ」という。）が中心となり、総合的ニューカルチャーの

インキュベーションスペース「fabbit北九州」が、あるあるCity２号館に開設された。 

 

イ．施設構成 
 施設内容については、以下のとおり。 
・ シェアオフィス（固定席53席、ラボタイプ４ブース） 
・ 会議室、ライブラリースペース、イベントスペース 
・ fab room（工作室）、その他３Ｄファブリケーション関連設備 

 

fabbit北九州の施設見取り図 

 

                                                   
1 新しいものづくりを総称した「fabrication（製造・組立）」にコンピューターテクノロジーとともに次の

ステージを目指す想いを込め、コンピューターが扱う単位「bit」を組み合わせた造語。 
2 シェアオフィスやイベントスペースなど、ビジネスの拠点として利用できる「DMM.make AKIBA Base」と、

試作品づくりなどの本格的なものづくりに対応する機材でプロトタイピングを可能にする「DMM.make 

AKIBA Studio」で構成された、ハードウェア開発をトータルでサポートする総合型のモノづくり施設。 

（出典：fabbit北九州ホームページ） 
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ライブラリースペース 

（ア）固定席 

個人事業主や、企業に所属しながらもパソコン１つで仕事ができる者が固定契約をして利

用している席。自分の席が固定されているため、業務及び作業に必要な書類や、様々な備品を

デスクに持ち込み作業ができる。しかし、机には引き出し等が付いていないため、私物は机上

に置いておくか、一定程度の大きさのものなどはロッカー（1,500円／月）を利用する。なお、

固定席は全53席中50席が契約で埋まっており、空きはわずかである。 
 
 
 

 
 
 
 

 
（イ）ラボタイプ 
 チームとして使用が可能なスペースで、ベンチャー企業のオフィスとして住所利用や登記

も可能である。 
なお、住所利用及び登記については、ラボ会員は無料（固定席会員は、5,000円／月）。 
４室あるラボタイプは満室。空き待ちの状態。入居期間の上限は無いが、契約時に期間を

決定する。入居企業については、以下のとおり。 
・ Web制作会社。通常のWebサイト、ショッピングサイトなどの作成 

・ ３Ｄモデル及びデータの作成や、３Ｄ教育及び人材育成事業の会社 

・ Web・モバイルアプリの受託開発会社 
・ 国内外における各種Ｅコマース事業会社 

 
 
 
 
 

 
 
（ウ）イベント及びライブラリースペース 
 イベントは、創業に関するセミナー、ＩｏＴや法務に関する内容など毎週のように開催 

されている。なかには、ハンバーガーを１年分（365個）食べつくすイベントなど、入居者及

び入居以外の参加者の交流機会の創出を行っている。また、ラボタイプ施設に入居している企

業による３Ｄプリンターを使ったセミナーやＷＥＢ作成関係のＩＴ講習会など、積極的な施設

活用がなされている。 

 
 
 
 
 
 

  

固定席（廊下から） 

入口の黒板（入居企業４社） 入居企業１ 入居企業２ 

固定席（内部） 

イベントスペース 
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（エ）その他施設 
施設内には重要な打合せなどが可能な会議室、簡単な打合せができるソファースペースが

設置されている。また、fab roomでは、一般的な３Ｄプリンターに加え、石膏造形の３Ｄプ

リンターも使用できるようになっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
ウ． 運営について 
 
（ア）運営者及び連携機関の役割 

この施設の運営者及び関係者は、様々な分野で先進的な取り組みを行っている事業者であ

る。創業に関連するノウハウを個々に持ち、それぞれの強みを活かした役割分担により、創業

者の支援を行う体制が整っている。 
役割としては、大きく分けて２つに分類される。 
 

ａ．施設整備に関するハード面  

アパマンショップが所有するビルを提供し、施設や機材などを整備しつつ、株式会社ツク

ルバがプロデュースし、利用者にとって付加価値の高い施設、その場所で「何か」をしたい、

それが「できる」空間をデザインする。 
 

ｂ．運営及び企画に関するソフト面 

株式会社あるあるCity（以下「あるあるCity」という。）とHouyou株式会社（以下「Houyou」

という。）(立ち上げ当時はnomad)が施設の運営に関しての人材を配置し、スタートアップに

つながるコンテンツの提供及びセミナーやイベントなどの企画を検討する。また、施設内の３

Ｄプリンターに代表される機材関係については、株式会社ABBAlab（以下「ABBAlab」という。）

が使い方などを支援する。さらに、nomad、ABBAlabらが創業者及び入居者に対して、投資す

る機会の提供を行っている。 

 
図表１ 運営者及び連携機関の役割 

企 業 名 役   割 

株式会社あるある City、Houyou株式会社 施設運営、起業・スタートアップ支援・投資 

株式会社アパマンショップホールディングス ビル所有者、施設整備 

株式会社ツクルバ プロデュース、空間デザイン 

株式会社ABBAlab（アバラボ） デジタルファブリケーション支援、投資 

株式会社nomad イベントや投資に関する業務 

 
（イ）運営方法 

運営については、起業者のスタートアップを支援するあるある Cityと Houyouを中心とし、

ソファースペース 

４人打合せ可が３か所 

会議室 

８人用が３室 

 

３Ｄプリンター 石膏造形 

３Ｄプリンター 
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入居者の受け入れ・利用方法・イベントの開催・３Ｄプリンターなどの機器の取り扱いなどに

対応している。 

従業員２名が、施設の一時利用・カフェ等の管理・ミーティングスペース及び機器の利 

用などに対応している。  

 

（ウ）利用方法等 

固定席会員及びラボ会員については、オープンエリア（イベントスペース及びライブラリ）

以外は 24時間利用できる。ものづくりに興味を持ってもらうため、３Ｄプリンターなどを使

い、実際にものづくりを体験し、複数のカリキュラムでステップアップしていくワークショッ

プなどを定期的に開催している。また、全国の創業支援施設をインターネットでつなぐことで

北九州に居ながら各地の創業セミナーやイベントにリアルタイムで参加・聴講することができ

る。 
 

エ．本施設の強み 
 

（ア）運用面 

特筆すべき事項の１つ目は、創業者及びベンチャー企業を支援するための、魅力ある充実

した施設であること。２つ目は、創業者を支援する運営側に、新しい形の創業支援の最先端で

取り組んでいる関係者がいること。３つ目は、北九州市の活性化に向け危機感を持ち、自ら立

ち上がった民間事業者が存在していることである。また、本施設の運営者の中には、シェアオ

フィス・イベントスペースの運営や、ハードウェア開発をトータルでサポートする総合型のモ

ノづくり施設「DMM.make AKIBA」を手がける者がおり、実空間と情報空間を横断した場づく

りを実践する者など最先端の事業に取り組んでいる。  
こうした多様な支援者が関わっていることで、様々な連携につながっていくことは、創業

する者にとって充実した支援であると言える。 
 

（イ）ハード面 

施設については、空間デザインの専門である株式会社ツクルバがプロデュースしている。

施設全体がテーブルや椅子、ドアや備品に至るまで木目調でやさしい印象であることに加え、

暖色系の照明を使用することで明るすぎずどこかホッとする雰囲気である。このように仕事を

するのによい環境であるため、創業する者（創業の種）が自然と集まり、多くの苗が育ってい

ることが強みとして挙げられる。また、イノベーションを生み出すオープンな空間は、若者や

クリエイターなどを呼び込める場所であると感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木目調でやさしい印象の施設内 
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オ．行政の関わり（担当者へのヒアリング） 
北九州市 産業経済局新成長戦略推進部 産業政策課 加地主任にお話しを伺った。 

平成25（2013）年２月、「FabIT Summit2013 in 北九州」と題して、起業を志す方やベンチャ

ー企業の方を対象に、起業に向けた心構えやネットワークづくり、成功事例などに関するセミ

ナーを北九州市内で開催した。このセミナーには、nomadの小笠原代表や他の若手起業家、さ

らにはベンチャー支援に造詣の深い方々も出席しており、こうした取り組みを契機として

「fabbit北九州」の開設に至った。 

施設は民間企業が主体となり整備したもので、運営を含め、市として直接関わりを持って

いる訳ではないが、市の新成長戦略における「ベンチャー企業の創出・育成」等を推進するた

めの重要な施設と考えている。 

市では、スタートアップ（起業）を促進する取り組みとして、起業を目指す方、それを支

える方達が気軽に交流できる「場づくり」を進めるため、平成 27（2015）年に「北九州スタ

ートアップネットワークの会」を立ち上げた。会員同士の交流会やセミナー（スタートアップ

ラウンジ）を毎月開催しており、こうしたイベントの会場として「fabbit北九州」を定期的

に利用するなど、施設の開設当初から相互に連携した取り組みを進めている。 

 
（２）Fukuoka Growth Next 

 

ア．施設開設の経緯 
福岡市の繁華街で、若者など多くの人々で賑わう中心市街地の天神地区に本施設は立地し

ている。明治６（1873）年に開校し、平成26（2014）年度に閉校となった旧大名小学校を活

用した、新しい形の創業支援・スタートアップ支援施設である。 

福岡市は、平成26（2014）年に「グローバル創業・雇用創出国家戦略特区」に指定され、

地域限定で規制緩和などの改革をし、その効果を促進するためにスタートアップ減税、外国人

創業人材等の受け入れ（スタートアップビザ3）やエンジェル税制4の拡充など様々な事業に取

り組んでいる。この施設開設もそういった取り組みの１つである。 

本施設は、福岡市が平成29（2017）年１月に実施した「福岡市スタートアップ支援施設運

営事業」の公募に対し、福岡地所株式会社（以下「福岡地所」という。）・さくらインターネッ

ト株式会社（以下「さくらインターネット」という。）・アパマンショップの３社が共同で提案

し、採用されたものである。市の事業の目的は、市内３か所のインキュベート施設及びスター

トアップカフェを１か所に集約し、民間事業者のアイデアやノウハウを活かした官民共働型の

スタートアップ支援施設を整備し、スタートアップ企業のさらなる成長や既存中小企業の第二

創業5の促進を図ることである。 

 
イ．施設構成 
 明治６（1873）年の開校後、昭和４（1929）年に竣工した鉄筋コンクリート造であるため、

ＦＧＮが入っている校舎（写真）内部は、昭和初期のアール・デコ調のデザインが施された施

設となっている。 

                                                   
3 経営管理ビザのことであり、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活
動が可能となる。 

4 ベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して、税制上の
優遇措置を行う制度。 

5 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合など。 
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 施設内容については、以下のとおり。 

・ コワーキングスペース6（100席）、シェアオフィス（60席） 

・ チームルーム（42室）、会議室（５室）、イベントスペース 

・ START UP CAFÉ(スタートアップカフェ)、ハニー珈琲、GOODAY FAB、awabar fukuoka 

外観は、小学校そのもの。従来の教室をそのまま活かしている。正面玄関内は４段の階段

があり、バリアフリーではない。また、エレベーターは設置されていない。 

 

ＦＧＮ平面図１階～３階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
6 事務所スペース、会議スペース等を共有しながら独立した仕事をすることができるスペース。 

旧大名小学校正面外観（出典：ＦＧＮ提供資料） アール・デコ調のデザインが施された階段 

（出典：ＦＧＮホームページ） 
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シェアオフィス１ シェアオフィス２ 午睡休憩スペース 

（ア）シェアオフィス 
全 60席のシェアオフィスは、現在満室状態である。月単位の契約で利用するが、机を隣り

合わせる者同士は全く別の会社及び事業を行っている。同じ空間に居るためか、同業種異業種

問わず交流が生まれやすい環境が整っており、入居する契約者はまるで同じ会社に所属してい

るかのようである。異なる企業間のつながりが期待できる空間である。また、施設内には「午

睡休憩スペース」を設けており、気分転換及び疲労回復のために利用することができる。 
 

 
 
 

 

 

 
 

（イ）チームルーム 
全42室はこちらも満室である。主に創業年数の若いスタートアップ企業らが入居している。

入居企業は、分割された元教室（７㎡～30㎡／チーム当たり）を使用しており、その事業内

容は様々である。ＩｏＴを活用したセンサデバイス7とクラウドサービスの開発を行うソフト

開発系の企業や、こだわりの調味料を１本から製造し、最新のクラウドサービスを活用したサ

ービスで、自分だけのソースを作ることができる企業、ハンドボールチームの選手をビジネス

パートナーとして雇い入れイチゴなどの農産物を海外へ輸出する企業や、本気で起業したい学

生による九州大学の「九州大学起業部」など、多彩な事業を行っている企業が入居している。 

 
（ウ）コワーキングスペース及びイベントスペース 
コワーキングスペース兼イベントスペースは施設１階奥に位置している。視察時には、イ

ベントを行っており、コワーキングスペース（フリー席）は別の会議室を代替として利用され

ていた。運営者の一つでもある福岡市は、自主事業で積極的に施設を活用し、創業支援だけで

はなく、地元企業のビジネスにつながる仕掛けを行っている。 
 
（エ）START UP CAFÉ（スタートアップカフェ） 

創業する方、または既に創業した方も含め様々な相談事に対応できるよう、複数名の相談

担当者が常駐している。メニューは、起業相談（起業コンシェルジュが対応）、コワーキング

スペース（登録なしの無料利用可）、起業・創業に関するセミナーの実施、人材マッチングサ

ービス、士業（弁護士・税理士など企業に関する専門家）による個別相談会（事前予約で英語

対応も可）、スタートアップビザの受付窓口（海外の起業家が対象）、FUKUOKA GLOBAL 

STARTUP CENTER（海外展開及び海外からの福岡進出を支援）、雇用労働相談（ＦＥＣＣ8）など。 
 

（オ）ハニー珈琲 

一般の方々や入居者に美味しいコーヒー等を提供する傍ら、カフェ創業を検討している人

から、開業を具体的に考えている方まで、実際のカフェ機材を手に取りながら話を聞くことが

できるセミナーなども行っている。 
                                                   
7 様々なデータを人間や機械が扱い易い媒体の信号に置き換え、コンピューターに接続して使うあらゆる機器
のこと。 

8「福岡市雇用労働相談センター」のこと。 
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（カ）GOODAY FAB（グッデイファブ） 
３Ｄプリンターなどを活用し、アイデアをカタチにできるものづくり工房。この施設は、

入居者だけでなく一般の方も自由に利用できる。特に会員登録はないが、機材の使用に関して

一度講習を受ける必要がある。機材などを管理するスタッフがいるが、使用方法は講習会で覚

える必要がある。夏休みなどは、学生のものづくりの自由創作の場にもなる。 

運営については、ものづくりやＤＩＹ材料・工具を販売し、九州北部を中心にホームセン

ター事業で成長する株式会社グッデイ（以下「グッデイ」という。）が担当。施設内にある工

具類は、すべてグッデイの店舗で販売しているものである。必要であれば、その場で購入する

こともできる（GOODAY STORE併設）。 

 
（キ）awabar fukuoka（アワバー福岡） 
夕方から日付が変わるまで営業している立ち飲みバーである。サラリーマンや会社の代

表・起業家・デザイナー・エンジニア・学生など様々な人達がこの場所を訪れる。 
定期的なイベントも開催し、イベント開催時には、20～100名程度の参加者で賑わい、投資

の話も出るなどビジネスにつながる場を提供している。 

 

ウ． 運営について 
 
（ア）運営者及び連携機関の役割 
この施設は、多種多様な事業分野に関わり先進的な取り組みを行っている事業者や個人が密

に連携し合い、一般的な創業やものづくり創業だけでなく、既存の企業の事業発展などに寄与

する取り組みを行っている。特に、アクセラレーションプログラム9については、Mistletoe株

式会社の代表である孫泰蔵氏が創業の分野でけん引役となっており、awabarの火付け役とな

るなど様々な取り組みを行っているABBALabの小笠原治氏は、プログラム提供者として位置づ

けられている。ＦＧＮの組織としては、大きく分けて４つに分けることができる。 
 
ａ．施設運営の現状及び今後に関すること（頭脳的役割） 
運営委員会の４者（福岡市・福岡地所・さくらインターネット・アパマンショップ）が支

援の現状を踏まえた上で、今後どのような施設運営をしていくかを議論し決定する。 
 

ｂ．運営に関すること（ハード面） 

運営事務局が施設管理を行い、固定席及びチーム席の事業に対して常時相談できる体制を

整えている。また、施設に入っている支援コンテンツを管理している。 
 

ｃ．運営に関すること（ソフト面） 

起業・創業に対する方などに対して多彩なコンテンツを提供する。STARTUP CAFEやハニー

珈琲、GOODAY FAB及びawabar Fukuokaが強力な支援態勢を整えている。 
 
ｄ．その他施設の運営に関すること 
その他の協力者・連携者がアクセラレーションプログラムの提供、人材育成・マッチング、

クラウドファンディングに関するセミナーやイベントなどの企画を検討する。また、創業者に

                                                   
9 大手企業が新興企業（ベンチャー・スタートアップ）に対して協業・出資を目的とした募集行為を開催す

るもの。 
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対しメンターと言われる仕事上の指導者、助言者が様々なアドバイスを行うほか、投資家など

がピッチコンテスト10でさらに創業者のプランのブラッシュアップに協力している。 
 
（イ）運営方法 

運営については、基本的に事務局が主導で様々な事業を管理している。事務局の人員体制

は、事務局長含め 12名のスタッフがシフト制で業務に当たっている。常時６名程度で対応し

ている。また、運営委員会の４者は、毎週１回会議を２時間程度行っている。施設の方向性や

創業を支援するための目標値を達成できているかどうかなど進捗状況を共有している。 

STARTUP CAFEについては相談役が７名おり、コンシェルジュは常時１～２名とアシスタン

ト１名が在籍している。毎週木曜日は、士業（弁護士・税理士など企業に関する専門家）・金

融機関の個別相談会を開催している（17：00～20：00）。ＦＥＣＣでは、弁護士や社会保険労

務士などの専門家が常駐している。各施設の運営に関する人員体制は、GOODAY FAB１～２名、

ハニー珈琲１～２名、awabar２～３名である。 

イベントスペースの利用状況としては、ほぼ毎日イベントが入っている。起業者向けや既

に創業している事業者向けであるため基本的には平日のイベントが多いが、土日にも各種イベ

ントを開催している。本施設に関わる多様な関係者が事業を企画しているため、切れ目無く常

に施設が動いており、活気があることを対外的にうまくＰＲしている。 
 
エ．本施設の強み 

本施設の強みは、以下の４つに分けることができる。 
 
（ア）施設及び場所について 

本施設の強みは、前述したとおり、インキュベート施設及びSTARTUP CAFEを１か所に集約

した官民共働型のスタートアップ支援施設であり、立地が福岡市を代表する繁華街に位置し、

人々が自然と集まる、また集まりやすい場所であることである。建物が元々小学校であること

は、誰でも気軽に入ることができ、人を集めることができる要因となっている。現在の施設利

用者は、中学生から80歳代の方まで、非常に幅広い層である。創業支援施設であるから、ビ

ジネスを行う者しか入れないということではなく、ふらっと立ち寄れる雰囲気作り、また、誰

もが利用できるコンテンツを提供できている。はじめて起業・創業する方にとって、こういっ

たアクセス、雰囲気のよい場所があることで、更なる創業希望者が集まってくると考える。 
 
（イ）運営に関わる団体及び人材について 

運営に関わる団体については、前日視察したfabbit北九州のように、創業の分野で先端的

な取り組みをしている牽引企業が多く関わっている点が、施設利用者にとって心強い点である

と言える。特に運営委員として、秋葉原で「DMM.Make AKIBA」を運営するさくらインターネ

ットが関わっており、創業のみならず、３Ｄプリンター・３Ｄスキャナーなどの先端的機材で、

新たなものづくりの可能性を支援している。注目すべきは、事務局のスタッフである。ここの

スタッフは単なる事務作業要員として事務局に籍を置いているわけではない。それぞれが福岡

市を除く運営委員会の企業に所属しており、起業・創業に関する専門家なのである。そのほか、

ものづくりコワーキングを進めるnomadに所属する者もいる。こういった強力な常駐メンバー

が福岡での創業、企業のスタートアップ支援を担っている。 
                                                   
10 自社の事業計画や将来性を短時間で端的に述べ伝える催しであり、主にスタートアップ企業が投資家から

出資を募るために行われる（出典：weblio辞書） 
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（ウ）支援する体制について 

創業者の各ステージ及び創業後のサポート体制についてもうまく分けられている点が特徴で

ある。何かをしたい入口にいる人や、未創業者で、ある程度のサポートが必要な人、創業後の

事業体制についてなど、支援を受ける側に分かりやすいよう役割分担されている。 
また、創業者向けのセミナーや各種イベントを随時行っており、起業家やベンチャー経営

者、大手ＶＣ11の社長などの講演・勉強会・ピッチコンテストなどが、１年半で約200回以上

開催を予定している。また、fabbitのグループと連携し、インターネットでの中継により、

国内の離れた場所で開催されるイベントだけでなく、海外ともつながり、日常では会うことの

できない大手企業や、ベンチャー企業の社長へリアルタイムで質問をすることができるイベン

トに参加するなど、先進的な取り組みが実施されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（エ）創業ブランドとしての位置づけ 

市は、「創業するなら福岡へ」というキャッチフレーズを掲げ、創業するための施設・支援

者・仕組みなどにより、九州地方のみならず、全国的に見ても前述のとおり先進的な取り組み

をしている。また、本施設の運営に関わる関係者、スタートアップを支援するメンター、毎日

のように開催されるセミナーなど魅力あるコンテンツを有している。こういった施設運営が、

創業ブランドとして世の中に認識され始めている。「常に動いている感じ」が、創業を志す者

あるいはスタートアップのベンチャー企業などにとって必要である。 

 
オ．行政の関わり（担当者へのヒアリング） 

福岡市 経済観光文化局創業・立地推進部 創業・大学連携課 富田課長にお話しを伺った。 

福岡市は、独創的なアイデアまたは技術をもとに新しい製品やサービスを生み出そうとす

る創業者を育成するため、平成12（2000）年に福岡市創業者育成施設（インキュベート施設）

を開設し、本格的な創業支援を始めた。その後、平成24（2012）年には、「スタートアップ都

市ふくおか宣言」を行う一方、平成25（2013）年には、創業支援に積極的に取り組む都市と

の間で「スタートアップ都市推進協議会」を設立するなど、日本全体の創業の拠点を目指した

取り組みを行っている。創業に力を入れていくきっかけとしては、現福岡市長が平成23

（2011）年に米国シアトルを訪問したことによる。市の全体的な流れを変えていくには、首

                                                   
11 未上場の新興企業（ベンチャー企業）に出資して株式を取得し、将来的にその企業が株式を公開（上場）
した際に株式を売却し、大きな値上がり益の獲得を目指す投資会社や投資ファンドのこと。 

（出典：ＦＧＮ提供資料） 

創業者の支援体制 
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長がトップダウンで宣言しないと実行できず、また、地域の民間活力や創業に関する先進的な

取り組みをしている団体など色々な力を使わないと難しいのである。 

施設運営に係る事業費は、平成29（2017）年４月から平成30（2018）年９月までの１年半

で約9900万円となっており、この費用については福岡市が支出している。ただし、施設運営

については、施設内部のリノベーションや人件費など含めると福岡市が支出している額では不

足しているとのこと。足りない分は、福岡市を除く運営者が負担している状態である。本事業

に係る補助金額の出所としては、市内各地区に点在していたインキュベート施設の運営費を、

そのまま本施設の運営費に当てているため、新規事業ではあるものの予算の増額とはなってい

ない。創業支援の成功の秘訣は、その道のプロと協力して事業を行うことである。行政の人間

は定期的な人事異動があり担当者が変わってしまう状況であるため、そういった場合でもいか

に事業を継続できる仕組みを作るかということが重要である。 
市ができることとしては、「場の提供」と「規制緩和」であり民間の協力者が動きやすいよ

うにルールを作っていくことである。行政の公平性は、時にスピード感のある民間の動きの足

を引っ張ってしまうことがある。やりたい人（民間）に任せることがうまくいくコツである。

市が主導となり、地場企業とスタートアップ企業が出会い、コラボレーションすることでお互

いの強みを活かし、ともに大きく成長・発展することを目指したマッチングイベントである

「スタートアップセレクション」を年に１回行っている。民間事業者への委託事業であり、

1,000万円（平成29（2017）年度）をかけて開催している。マッチングイベントでは、マッチ

ング件数を指標としており、マッチング内容の後追いを１年間程度行うことも委託内容として

いる。 
 
２．分析・考察 
 
ものづくりに関連する多様なスタイルの創業を支援するには、一定程度の施設整備（ハー

ド面）に加え、支援内容及び支援体制など事業内容（ソフト面）を充実させ、多様な団体及び

人材が関わっていることが重要である。 
そのためには、ものづくりの新しいカタチに対応したツールがあること、相談体制が整っ

ており相談しやすい雰囲気であること、多様な連携体が関わっていることが重要である。 
 

（１） ものづくりの新しいカタチに対応したツールなどの整備 
今回視察した fabbit北九州やＦＧＮには、これからのものづくりの新しいカタチに対応し

た機材などが整備されている。 

一方で、施設を利用しようとする方は年齢も経験も様々で、必ずしも先端的な機材を使い

こなせるとは限らない。初心者が訪れることも十分に想定される。このような場合に機材の使

い方を教育できる人材が必要となってくる。視察先のＦＧＮでは、ものづくり工房内に機材を

管理するスタッフが常駐しているため、何か問題があれば相談できる体制になっている。ただ

し、基本的にはものづくり創業などビジネスに資する利用が主であるため、気軽に使ってもら

いつつ利用者には一定程度の本気度が求められる。 

本市においてこの点については、ものづくり創業支援施設をサポートする連携者である市

内の医療光学系の事業者をはじめ、今後、市内中小企業等の協力を得ながら、ＦＧＮの事例を

参考とした創業支援体制を構築していくことが求められる。 
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（２）相談体制の特徴 

ＦＧＮは、施設・設備だけでなく、創業者を支援するための相談体制が非常に充実してい

ることが特徴である。創業希望者のステージ毎にそれぞれ別に支援者がおり、その時々に合っ

た支援を提供することができている。 

ＦＧＮの基本的施設としては、コワーキングスペース、シェアオフィス、チームルーム、

会議室、イベントスペースであり、これについては貸し出しをメインとする事業であるが、注

目すべきは施設内に入っているSTART UP CAFEの相談体制である。START UP CAFE自体は市が

設置しているが、創業相談に関わるあらゆる相談に起業コンシェルジュが対応しており、士業

（弁護士・税理士など起業に関する専門家）による個別相談が常時できる体制が整っている。

さらには、雇用・労働に関する分野のエキスパートである弁護士・社会保険労務士に相談でき

るＦＥＣＣが併設されているため、スタートアップ企業に必要な雇用などの問題に対して充実

したサポート体制が整っている。 

本市にあるインキュベーションオフィスやコワーキングスペースでは、ＦＧＮのように創

業分野の専門家が常時在籍し、相談できる体制は整っていない。現状では、週のうち数回専門

家による相談日を設けている状況である。しかし、創業希望者はいつ何時相談に来るか分から

ず、創業に至る可能性がある人をいかに多く拾っていけるかが本市としての課題である。 

また、本市にもＦＥＣＣと似た機能を持つ東京都労働相談情報センター八王子事務所が明

神町三丁目の労政会館内に併設されている。この施設は、駅からは少し離れた場所であるため、

スタートアップ企業あるいはベンチャー企業などが相談に訪れるには、利用しづらい。こうし

たことから、ＦＧＮの中にＦＥＣＣが入り、常時相談できる状態と同様の体制は本市において

もヒントとなる。 

 
（３）多様な主体が関わっていることの重要性 
今回の視察した２施設では、非常に多くの主体が施設の運営などに関わっていることが分

かった。 
まず、施設の運営に関しては、単独の団体が運営しているのではなく３者以上の複数の関

係者が協力しているのである。また、関係する団体が、それぞれの得意分野や強みを活かして

運営に携わっているという点は、本市の起業創業を支援する連携体である「起業家応援プロジ

ェクト八王子」でも同じことが言える。 
ただし、本市の連携体と違うのは、さらに多くの専門性の高い主体が関わっているという

ことである。ものづくりの新しいカタチを支援する設備や先進的な取り組みにより賑わい・交

流を促進させるコミュニティーの場をつくるプロ、前述の孫泰蔵氏や小笠原治氏など日本の創

業分野を代表するようなスタートアップのけん引役が数多く関わっている。 
こういった人々の協力により、創業者にとって有益なセミナーやイベントなどがほぼ毎日

開催され、また、関係者のネットワークを活かし、同様の創業支援施設をインターネットでつ

なぎ各地域に存在する創業者が参加し、普段会うことのできない著名人などを招いた会議を開

催することを可能にしている。重要なことは、創業支援の事業が常に「動いている」ことであ

る。これにより施設としての付加価値はもちろん、創業しやすい地域としてのブランド作りに

成功しているのである。 
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おわりに 
 
本市では、市の基本構想・基本計画である『八王子ビジョン 2022』に掲げる 49の施策の１

つとして、新産業の創出を掲げ、「環境や医療・介護分野などの新たな事業に取り組む多様な

事業者が本市に集まり、市内で様々な技術・製品が開発され、新たなサービスも生まれている」

ことを目指す姿としている。これを実現するため、創業支援事業計画に基づき関係機関ととも

に創業支援策を講じている。 

しかし、創業支援に関しては、『八王子ビジョン2022』策定前の平成17（2005）年から取り

組んでおり既に13年を経過してきた中で、現在の創業支援事業に新たな風を吹き込み、ソフ

ト、ハード両面において、創業者が今求める内容に対応していくことが必要であると感じた。

危機感を持ち官民連携で地域を変え、盛り上げていこうとする人々の取り組みに触れ、改めて

本市の創業支援策について考えるきっかけ及びヒントを得ることができる視察となった。 

 
参考ホームページ  
 
・fabbit北九州 

http://fabbit.co.jp/locations/kitakyushu.php（アクセス日：2018年３月 31日） 

・北九州市 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/k9901001.html（アクセス日：2018年３月 31日） 

・Fukuoka Growth Next 

https://growth-next.com/（アクセス日：2018年３月 31日） 

・福岡市 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/business/startup/index.html（アクセス日：2018年３月 31日） 

 

（はるた ひとし・かわむら ともひろ） 

http://fabbit.co.jp/locations/kitakyushu.php
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/k9901001.html
https://growth-next.com/
http://www.city.fukuoka.lg.jp/business/startup/index.html
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本市は、平成27（2015）年の中核市移行により、新たなステージに立ちました。移譲された 

事務権限を最大限に活用し地域特性に合った施策を展開していくために、職員一人ひとりがよ 

り一層自覚を持ち、意識と能力の向上を進めるとともに、経営的視点を持ったスピード感のあ 

る施策展開を図ることで組織全体の活力を高めていかなければなりません。 

市では現在、平成27（2015）年度に策定した『人財育成プラン』に基づき、職員一人ひとり 

の人財育成だけでなく、組織全体の機能向上のための様々な取り組みを進めています。その制 

度の一つ、自己啓発支援として、自主研究グループ活動への助成制度※を設けています。自主

研究グループでは、自身の業務の枠を超え、組織横断的に仲間が集い、市の現状や課題を幅広

く学ぶ勉強会や、自らの業務を深く調査研究することで業務への精通やスキルアップを図ろう

とする活動等が行われています。 

平成29（2017）年度は、これから紹介する２つのグループ６名が活動を行いました。 

 

グループ名 テーマ 

住宅都市建築研究会 
住宅、建築、まちづくり等、各分野を取り巻く話題に

ついて考える 

無人飛行物体研究室（ドロ研） 八王子周辺におけるドローン活用上の課題等の整理 

 

 

※「自主研究グループ活動助成制度」 

市政の様々な課題について自主的に調査研究を行う３名以上の職員のグループ活動を支援し、

自己啓発意欲の高揚や政策形成能力の向上を図ることなどを目的としています。助成の対象は、

図書などの購入費や指導・助言者に対する謝礼などです。 

自 主 研 究 
 

本市では、職員の自己啓発支援の一環として、市政を取り巻く 

課題などについて調査研究するグループ活動を支援しています。 

 
 

総務部職員課人財育成担当 
    

グ ル ー プ 

活 動 紹 介 

●八王子市職員の能力開発 
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住宅都市建築研究会 

代表：まちなみ整備部建築指導課  橋本 英章 
 

●研究目的 

私たちの活動では、建築・都市計画・観光・地域商業の活性化など、まちづくりに関する様々

な話題に焦点を当て、関連する取り組み事例を調査することで、当市の状況を踏まえ、我がま

ち八王子の魅力向上や実現可能性のある新しい提案につなげていくことを目的としています。 

 

●活動実績 

本年度の研究対象は、観光資源の発掘や活用を軸に、地域再生・地域の活性化を図ることを

目指した事例を取り上げました。 

まず、山梨県南アルプス市では、若者が転出し、高齢化が進む集落において、ＮＰＯがマウ

ンテンバイク（以下「ＭＴＢ」という。）愛好者の若者を関係人口として呼び込み、ＭＴＢが走

行できるトレイルの整備と里山保全や森林の管理を同時に行おうとする試みを実施しており、

地域活性化や耕作地の再生等に取り組む事例として取りあげました。 

次に、あきる野市では、他県からの移住者が、地域観光の拠点を開設して、サイクリングや

トレッキングなどのアウトドアスポーツやアクティビティの体験を提供し、地域に根差した新

しい観光事業を立ち上げた事例を取りあげました。 

これらの取り組みは、本市においても十分参考になるものと思い、実際に取り組まれている

事業者の方々を訪ね、話を伺いました。 

 

 

「南アルプスマウンテンバイク愛好会」ホームページ 

●活動によせて 

今日では、行政主導型のまちづくりから、ＮＰＯの活動や行政と市民との協働によるものへ

のシフトが多くみられるようになりました。近隣自治体においても、参考となるべき地域再生

へのチャレンジがあり、観光資源の発掘（再認識）を核とした取り組み事例もみられます。こ

のような取り組みは、これからのまちづくり、まちの魅力づくりのうえで、重要であると感じ

ています。 

 

●メンバー紹介 

所 属 氏 名 所 属 氏 名 

経営計画第二課 上原 洋八 まちなみ景観課 森木 絵里奈 

建築指導課 橋本 英章 
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無人飛行物体研究室（ドロ研） 

代表：まちなみ整備部まちなみ景観課 赤羽 祐哉 
 

●研究目的 

技術革新による新たな潮流としてドローン技術の発展が挙げられる。しかし、日本では平成

27（2015）年 12月の航空法改正を皮切りに、飛行空域制限や申請・許可制への移行等、空間

的・制度的制約が複雑に絡み合い導入障壁が高くなった。本研究は、「この空の先、見たこと

のない八王子を求めて。」と題し、個人や自治体のドローン導入の障壁を少しでも下げるため

に、八王子周辺の空間特性を考慮しながらドローン活用に向けた課題等を整理することを目的

とした。 

 

●活動実績 

課題整理 無人航空機と模型航空機の八王子周辺における飛行可能条件等の整理 
聞き取り調査 日本工学院主催ドローン研修へ参加。都内唯一の飛行訓練施設の見学 
飛行訓練 安全のための対面・円形・８の字・非目視・アクロバット飛行等の訓練 
飛行許可申請 航空法に基づくＤＩＤ（人口集中地区）内飛行のための許可申請 
ガイドライン検討 公有地における安全飛行のためのルール及びガイドラインの検討 
活用方針検討 八王子の空間特性を活かしたドローン活用方針の検討 
 

   
八王子周辺ＤＩＤ 飛行訓練施設見学 空撮飛行訓練 

 

●活動によせて 

本年度、「見たことのない八王子」に出会うことは叶わなかった。しかし、ドロ研構成員が私

的に高性能ドローンを購入する、ひと月当り15日程度の活動を行う等、目に見える形で導入障

壁が下がっていき、楽しく活動を続けられたことこそが本研究の成果と言えそうだ。 
今回の活動を通じて、ドローン飛行にとって八王子周辺の空間特性は立地（ＤＩＤではない

地区の存在、都心から近い等）や撮影対象（豊かな自然環境、都市的なまちなみ等）等を考慮

すると、東京都市圏では相対的に優れていることが分かった。今後は、こうした特性を活かし

て、安全に楽しくドローンを広く活用できるような枠組みを考えていきたい。 
 

●メンバー紹介 

所 属 氏 名 所 属 氏 名 

保育幼稚園課 島田 洸 基盤整備推進課 相川 誠 

まちなみ景観課 赤羽 祐哉 

 



 

 

 

 

 

編集後記 
 

市制100周年記念期間を振り返ると、あわただしくも、精彩に富んだ一年でした。 

本誌の編集作業でも、10年がかりの巨大プロジェクトである市史の編さんをはじめ、本市初

の国際スポーツ大会や地域力が発揮された全国都市緑化はちおうじフェア等の取り組みにふれ

るなかで、先人が築きあげてきた本市の豊かな資産に改めて気付かされました。本誌が、わがま

ちに誇りを持つきっかけづくりや知見を共有する一助となればと思うところです。 

同時に、節目の取り組みだからこそ、一過性のイベントで終わらせることのない「レガシー（ア

ウトカム）」の意識が私たち職員に求められていることも感じます。 

101年目こそ、本市の底力が試されているのかもしれません。 
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表紙のネクタイは、市制１００周年を記念して、八王子織物工業組合が 
企画・デザインし、市内織物工場で作られたオリジナルネクタイです。 


