「まちづくり研究はちおうじ

第 14 号」の発行にあたって

本市は、高尾山に代表される豊かな自然をはじめ、長い歴史と伝統・文化など、
人々を魅了する地域資源を有し、大学や先端技術産業が集積する首都圏西部の中核
都市として、高い市民力・地域力を活かし発展してまいりました。
平成 27 年（2015 年）には都内初となる中核市へ移行し、平成 29 年（2017 年）
には「市制施行 100 周年」という記念すべき節目の年を迎え、多摩のリーディング
シティとして、独自性・創造性を発揮したまちづくりを進めているところです。
本誌は、この地方分権の時代にふさわしい「人財育成」を図っていくため、職員
自らが執筆し、大学コンソーシアム八王子の加盟大学や市民からも寄稿をいただき、
編集した「職員発」の政策研究誌です。
本号では、「次の 100 年につなぐ持続可能なまちづくり」を特集テーマに、中核
市権限を活用した住民主体による沿道集落の活性化や、人口 50 万人以上の都市で
全国第 1 位となったごみの減量及び資源化の取り組み、次世代にとって住み続けた
いまちを目指す子どもの参画など、本市ならではの事例を掲載しております。
さて、次の 100 年へのスタートとなる今年度、市はまちの将来像を示すブランド
メッセージ「あなたのみちを、あるけるまち。八王子」を決定しました。今後、本
誌に掲載してきた事例をはじめ、様々な施策に磨きをかけることで、
「わたしのみ
ちを、あるけるまち。」と実感できる「八王子ブランド」の確かな礎を創ってまい
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 31 年（2019 年）３月

八王子市長

まちづく り研究は ちおうじ
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持続可能なまちづくり」

沿道集落地区におけるまちづくりの可能性
― 小津町を事例に ―
都市計画部土地利用計画課

課長補佐兼主査

倉田

貴文

はじめに
本市では、市北西部地域の市街化調整区域内に位置する既存集落を、都市計画マスタープラ
ンで沿道集落地区として位置づけ、地域の活力向上を図ることとしている。そのうち小津町に
おいては、地元町会がＮＰＯ法人を立ち上げ、市の支援事業等を活用して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。
そこで、先行事例である小津町における取り組みを中心に、都市計画、住民協働、活動を後
押しするまちづくり組織の３つの視点から、今後の沿道集落地区におけるまちづくりに活かす
ことを目的に本稿を整理する。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．沿道集落地区とは
図表１に、本市の『都市づくりビジョン八王子（第２次都市計画マスタープラン）』の土地利
用計画図を示す。
沿道集落地区は、本市の市街化調整区域の北西部及び西南部に位置する高月、戸吹、上川、
美山、小津、上恩方・下恩方、裏高尾の７集落のうち、おおむね 50 以上の建築物が連担してい
る既存集落の土地の区域と定義している。土地利用の方針としては、
「農地と住宅地が一体とな
った農村環境の維持・向上に努めるとともに、周辺の自然環境の保全を前提に、地域コミュニ
ティの維持、農林業や新たな産業の担い手の定住など、地域振興に資する新たな土地利用を図
る」こととされている。
図表１

沿道集落地区位置図
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２．沿道集落地区の都市計画上の位置づけ
（１）市街化調整区域

‐市街化を抑制すべき区域‐

戦後の高度成長に伴う無秩序な市街地拡大（スプロール）のコントロールを主目的に昭和 43
年（1968 年）に実施された都市計画法の抜本改正に伴い、多摩地域では昭和 45 年（1970 年）
12 月 26 日に区域区分（線引き）が告示され、沿道集落地区は市街化調整区域に区分された。
以降同地区は「市街化を抑制すべき区域」とされ、原則として開発行為を認めないことにより、
市街地のスプロールを防止するとともに、道路等の公共基盤整備の拡大に歯止めをかけること
とされた。
これにより、沿道集落地区における開発行為は、都市計画法第 34 条各号に示される立地基準
に即したものでなければ許可してはならないものとして、線引き以前から立地する建物の建て
替えや農林業等の地域産業の振興に資するもの以外は、立地が厳しく制限されることとなった。
（２）沿道集落地区

‐かつて職住が近接した持続可能な生活圏‐

図表２に、明治時代の地形図（旧版地図）を示す。沿道集落地内の小津や恩方など、現在の
集落或いは町会・自治会等の地名・名称が認められ、古くから薪炭材や建材などの生産場所と
して、集落単位の農林業を主体とした、職住近接した持続可能な地域が形成されていたと考え
られる。
戦後の社会・経済構造の変化に伴う生活・就業形態の変化等により農林業離れが進み、２・
３次産業従業割合が増加した結果、市街化区域内に形成された市街地と比較して、就業・就学
地から離れた、いわゆる生活不便地域とされてしまった。
一方で、厳しい開発規制により、市の財産とも言うべき豊かな自然環境や営農環境は保全さ
れ、近年こうした自然豊かな環境で過ごしたい、居住したい等の利用ニーズが高まっている。
沿道集落地区の居住地や自然体験等のサービスを享受できる観光地としての潜在的なポテンシ
ャルは、以前にも増して上がっているものと考えられる。
図表２

明治時代の八王子市の地形図（明治 39 年（1906 年）〜明治 41 年（1908 年）測量）
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３．中核市権限を活用した新たな土地利用制度の構築

‐住民主体のまちづくり‐

（１）都市計画法に基づく開発許可権限の活用
平成 11 年（1999 年）の地方分権一括法に基づく国と地方の分権化の推進により、都市計画
事務が国の機関委任事務から自治事務化され、市町村などの基礎自治体が都市計画決定の中心
的主体として位置づけられるとともに、用途地域や地区計画等について、東京都との協議を経
たうえで、市の都市計画事務として地域の実情に応じた決定が可能となった。
また、本市の平成 27 年（2015 年）４月の中核市移行により、それまで東京都が実施してい
た都市計画法に基づく開発許可権限が本市に移譲された。これにより、市が開発許可の実施主
体となるとともに、都市計画法に基づく委任条例の制定や開発審査基準の整備など、国の運用
指針等に即する形ではあるが、市の実情に応じた制度設計や運用が可能となった。
市街化調整区域については、都市計画法第 34 条各号の委任条例の制定が可能となり、同条第
10 号の市街化調整区域地区計画（通称「3410」）及び同条第 11 号の条例による区域・用途指定
（通称「3411」）により、集落性や市街地との近接性等、一定の条件下において開発許可を行う
ことが可能となるなど、国の地方分権の一連の流れと本市の中核市移行により、都市計画分野
における市の裁量は格段に広がった。
（２）都市計画法に基づく委任条項を活用した土地利用制度の概要
本市では、前項に示した「3410」に対応する土地利用制度として「市街化調整区域における
地区計画運用方針（沿道集落地区）」を、「3411」に対応する土地利用制度として「市街化調整
区域の活力向上に向けた適正な土地利用に関する条例」をそれぞれ制定し、平成 28 年（2016
年）４月１日に施行した。
制度設計にあたっては、平成 24 年度（2012 年度）から調査・検討を開始し、主に関東周辺
の同様の制度を有する都市から、本市と同様の人口規模を有する 18 都市を抽出し、制度の概要
について整理するとともに、区域の指定要件や立地を可能とする建築物の用途、許可対象者に
求める要件等、条例の構造について分類を行った。その上で、
「3410」及び「3411」により適切
な土地利用コントロールを行う際の必要条件として、次の３要件を設定し、制度構築を行った。
①区域指定1と建築物の用途指定の明確化
⇒山間の集落環境を保全し、地域住民のまちづくりの意向を組み入れた区域及び建物用途の
明確な指定
②属人許可2や開発規模、接道等の技術基準の設定
⇒集落の維持に必要な分の個別開発のみを認める、属人許可や開発規模、接道等の基盤条件
といった技術基準の明確な設定
③地域との利害調整の仕組みの導入
⇒地域住民及び都市計画審議会、開発審査会等との調整が可能な制度設計
本市における制度設計を図表３に示す。制度適用の前段に、地域住民主体でマスタープラン
である沿道集落地区まちづくり計画を作成し、その計画に即した区域及び建築物の用途を条例
で指定することより、土地利用コントロールを行うこととした。この市による区域や用途指定
の前段に、マスタープランの作成を地域住民の手に委ねた点が、本制度の大きな特徴である。
1

2

市街化調整区域であっても、市が指定した区域内であれば集落の出身要件を問わず、住宅等、一定の用途の
建築物を建てることができる制度。
市街化調整区域における建築物の建築について、当該建築物を利用する人の属性に基づき許可をするもの。

3

なお、区域と用途の指定にあたっては、相模原市、熊谷市の事例を参考に、地域の申出を受
けて市長が告示することにより、適宜追加指定が可能なものとした。また、区域の指定にあた
っては、開発審査会及び都市計画審議会の意見聴取を必要なものとした。
「3411」条例により指
定可能な区域は、市街化区域からの近接・隣接要件から概ね１㎞未満の区域で、かつ公共下水
道の整備計画区域内とし、それ以外の１㎞以遠の基盤整備が整っていない区域については、
「3410」の市街化調整区域地区計画により土地利用コントロールを図ることとした。
図表３

新たに考案した本市における土地利用制度の仕組み

図表４

新たな土地利用制度における集落性の考え方
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図表５

新たに考案した本市における土地利用制度（「3411」条例）

【一般的な 3411 条例】

４．住民主体まちづくりの実践

【考案した八王子市における制度設計】

‐小津町の事例‐

（１）まちづくりの目標と将来像の共有

‐大学・専門家との連携‐

前項に示した新たな土地利用制度の創設に伴うパブリックコメントにて、まちづくりの検討
を行ってみたいという裏高尾町摺指地区と小津町を対象に、地域の魅力の掘り起こしとまちづ
くりの方向性について話し合うバスツアーを行った。その際参加した東京大学まちづくり大学
院都市デザイン研究室のスタッフから、
「小津町を大学のまちづくり演習の対象地としてはどう
か」という申し出を受け、２か年にわたって多角的な視点から検討をいただいた。
演習メンバーと町会有志によるまち歩きやワークショップを経て、大学側から小津町内の３
つの地域において、拠点整備と地域の特性を活かした活動を行うまちづくり提案が提示され、
小津町のほぼ中央という立地と、地区内の空き家や耕作放棄地の地権者の協力状況など、比較
的条件が整っていた原地区がモデル地区として選定された。

東京大学まちづくり大学院の演習メンバー

演習メンバーによるまちづくり提案
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まちづくりワークショップでの議論やまち歩きの様子

原小津地区の将来整備イメージ模型

（２）まちづくり活動の開始

町内の夏祭りでの模型の展示状況

‐できることからやってみよう！‐

大学側の提案を受け、通常だと「いつかできるといいね」、「市が補助をつけてやって」など
となるのだが、小津町住民は意欲的で、
「とりあえず、できることからやってみよう！」となり、
活動が開始された。
図表６に、まちづくり活動を開始してから約６か月の期間における活動内容を示す。最初は、
まちづくり活動の拠点に想定していた空き家の庭の草刈りを、住民と市職員の２名から始め、
その後は徐々に参加者が増え、毎週土曜日に来られる人で作業する、という形になった。
また、図表７に、まちづくり活動を実践する中で表出した、小津町住民の基本生活スキルを
示す。重機を使った農作業や、特殊工具を使った伐木作業など、市街地の居住者には持ちよう
がなく、通常では専門業者に依頼しなければならないような様々な専門的スキルが、小津町住
民には普通のこととして備わっていることが明らかとなり、うれしい誤算であった。
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作業開始前の様子

重機による整地作業（重機は住民の私物）

剪定枝の処理作業（機械は住民の私物）

登山道の案内看板づくり

再生された耕作放棄地（畑）

空き家掃除の様子
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日時
2016 年
9 月 10 日(土)

図表６

まちづくり活動開始時の活動内容

活動内容

日時
2017 年
1 月 7 日(土)

作業開始、空き家周辺草刈り

活動内容
樹木伐採、伐採樹木の選定

9 月 17 日(土)

カーポート撤去

1 月 14 日(土)

樹木伐採

9 月 26 日(土)

カーポート基礎撤去、樹木伐採、整地

1 月 15 日(日)

小津倶楽部理事会

10 月 1 日(土)

樹木伐採、チップ化

1 月 21 日(土)

樹木伐採

10 月 15 日(土)

山の看板づくり、樹木男定

1 月 28 日(土)

樹木伐採、畑の整地

10 月 22 日(土)

樹木伐採、チップ化

1 月 29 日(日)

「第 1 回空き地・空き畑デザインワークショップ」

10 月 29 日(土)

残材の処分

2 月 4 日(土)

杉の玉切り、整地、耕転、伐倒

11 月 5 日(土)

物置小屋の整理

2 月 11 日(土)

柚子の伐採、桑の整理

11 月 20 日(日)

まちづくりワークショップ、空き家のゴミ処理

2 月 18 日(土)

広場南側の下草・支障枝の整理、簡易製材のテスト

12 月 3 日(土)

共有林、民有林の状況確認

2 月 25 日(土)

「恩方地区住民まちづくり懇談会」NHK 取材

12 月 10 日(土)

樹木(老木の梅・粟)伐採

3 月 4 日(土)

キュウイ棚支障木整理、柚子の枝払い、片付け等

図表７

実際のまちづくり活動で表出した小津町住民の基本生活スキル

（３）まちづくり団体の組織化

‐多様な主体がまちづくりに参画できる仕組みづくり‐

定例活動が安定化し、今後の活動の発展と継続を見通すと、耕作放棄地や空き家の土地・建
物の賃貸借契約の締結、活動に対する行政等の支援の活用などが必要となることから、まちづ
くり組織の法人化が検討された。
法人形態としては、ＮＰＯ法人、一般社団法人、一般財団法人の３形態（図表８）が候補に
挙がったものの、組織立ち上げに伴う費用面の負担や社会的な信用性の担保、行政等からの支
援受け入れの難易等の諸条件を考慮し、ＮＰＯ法人化が望ましいと判断されたことから、東京
都生活文化局への認証手続きを経て、平成 29 年（2017 年）４月、ＮＰＯ法人小津倶楽部が設
立・登記された。
これにより、図表９に示すような土地・建物所有者との間で１〜５年の定期賃貸借契約を結
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び、土地利用に対して意欲のあるＮＰＯ会員が利用するという事業スキームが可能となった。
図表８

まちづくり組織としてのＮＰＯ法人・一般社団法人・一般財団法人の比較

項目

NPO 法人

一般社団法人

一般財団法人

設立にかかる期間

書類作成に 3〜4 週間
所轄庁の審査で約 4 か月
登記手続に約 1 週間
合計約 5 か月

書類作成に 1〜2 週間
登記手続に約 1 週間
合計 2〜3 週間

書類作成に 1〜2 週間
登記手続に約 1 週間
合計 2〜3 週間

書類作成の難易
必要な構成員数
構成員の入会制限
構成員の議決権の数

高い

低い

低い

10 人以上

2 人以上

1 人でも可
可

不可

可

一人一票

定款で定めれば変更可

−

設立に必要な役員等の人数

理事 3 名以上、監事 1 名以上、
合計 4 名必要

理事 1 名だけでも設立可

理事 3 名以上、監事 1 名以上、
評議員 3 名以上、合計 7 名必要

役員の親族規定
理事会等への
出席義務及び開催回数
設立に必要な財産（基金）額

有り

無し

無し

書面評決が可
開催回数は必要に応じて

書面評決不可
原則年４回の開催が必要

書面評決不可
原則年４回の開催が必要

設立手続に必要な経費
活動内容

0 円でも設立可
定款認証手数料：0 円
定款添付印紙代：0 円
登記時の印紙代：0 円
合計 0 円
公益の増進に寄与する
活動に限られる

所轄庁への報告義務
法人税の免除
法人住民税の免除

有り
税法で定められた収益事業を
行っていなければ有り
税法で定められた収益事業を
行っていなければ有り

登記変更時の印紙代免除
知名度
小津町でのまちづくり活動組織
化における評価・採否

図表９

0 円でも設立可

300 万円以上

定款認証手数料：約 5 万 2000 円
登記時の印紙代：6 万円
合計 11 万 2000 円

定款認証手数料：約 5 万 2000 円
登記時の印紙代：6 万円
合計 11 万 2000 円

特に制限なし

特に制限なし

無し

無し

原則無し

原則無し

無し

無し

有り

無し

無し

高い

低い

低い

◎

○

△

ＮＰＯ法人小津倶楽部によるまちづくり事業のスキーム

（４）ＮＰＯ法人としての活動

‐住民主体まちづくり活動の自立と継続を目指して‐

ＮＰＯ法人化以降は、会費やイベント開催等に伴う参加費等のほか、市の市民企画事業補助
金3等の活用や、地域資源を活かしたコミュニティビジネスを展開し、確保した財源により持続

3

市内で活動する非営利団体が、地域の課題の解決や、よりよい市民生活の実現のために、自ら企画立案し
実施する事業について、市がその経費の一部を補助するもの。
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的な運営が図られている。また、住民主体による訪問型サービス事業の担い手として、高齢者
が自ら行えなくなった自宅の庭掃除や植木の剪定のほか、見守りや傾聴など介護保険外のサー
ビスを地域住民に提供するなど、日常生活の安全・安心の下支えともなっている。
平成 31 年（2019 年）２月現在、正会員 35 名（町内 14 名、町外 21 名）、賛助会員 23 社、ボ
ランティア会員 53 名（町内 36 名、町外 17 名）がＮＰＯ会員として活動している。

再生山林の木材を使った木工ビジネス

再生した空き家を活用したイベントビジネス

市内のデザイナーや若手事業者と連携した物販イベント（延べ 1,500 人以上が来町）

５．分析・考察

‐住民主体まちづくりを推進するための３つの要件‐

（１）まちづくり組織を活用した土地の所有と利用の分離
今後、少子高齢化の進行により、沿道集落地区に限らず空き家や耕作放棄地は増加し、その
適正管理の問題はより顕著になると考えられる。しかし、空き家等の所有者は、先祖代々受け
継いだ土地や建物を提供することについて、
「むやみに人に貸すものではない」、
「変な人に借り
られたらどうしよう」、
「貸したら返ってこないのでは」など、様々な心配と懸念を持っている。
ＮＰＯ法人小津倶楽部では、図表９に示すように、地域から信頼のある本ＮＰＯ法人が、所
有者と利用者の間に入り、定期借地・借家契約などの法的手法を活用することで、土地・建物
の所有者の物件に対する権利を保全しながら、意欲のあるものに活動の場を提供するという事
業スキームで、課題の解決を図った。本手法は、地域には意欲と行動力が求められるが、空き
家や耕作放棄地再生の汎用スキームとして、他の沿道集落地区にも波及できるものと考える。
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（２）住民主体という意識の萌芽

‐明確な活動概念（コンセプト）と臨む姿勢‐

これまで小津町での取り組みが順調に推移している要因として、楽しみながら活動しつつも、
まちづくりを地域住民自らの問題として捉え、明確な「活動概念（コンセプト）」と「活動に臨
む姿勢」を定めて取り組んでいることが挙げられる。下に、ＮＰＯ法人小津倶楽部代表理事前
原教久氏が掲げているまちづくり 10 か条を示す。
「大事なのは『方針』や『目標』ではなく、もっと基本的な『概念』と『臨む姿勢』。活動は
楽しみながらでないと継続しないので、目標は定めずに無理せずできるところまでやる。活動
する時には、10 か条を気にしつつ、今の地域を大事にしながら進めていこう。」というものと
解釈している。楽しむ人を集め、住民主体の活動を継続していく秘訣が、ここに凝縮している
のではないだろうか。

〇小津倶楽部まちづくり 10 か条
コンセプト：
『現在の自然環境・住環境はそのまま残し、地域の資源を活かしてまちづくりをする』
①仲間づくりをしよう。一人では何もできない。
②自分たちが主体的に取り組む意思を明確にしよう。
③活動のコンセプトを明確にし、ブレない活動をしよう。
④小津の良さ・強みを大切にし、その魅力を発信しよう。
⑤無理をせず、とりあえずやれることからやってみよう。
⑥居心地の良い空間づくりを心がけよう。
⑦活動に遊び心を持ち、いつも笑顔を忘れず活動しよう。
⑧小さなアイディアでも形にしてみよう。
⑨常に好奇心を持ち、失敗を恐れずやってみよう。
⑩人との出会いは大切にし、ネットワークは大いに活用しよう。

（３）まちづくりを円滑に進める協働のカタチ

‐初動期における行政職員の役割‐

かつて今の下恩方町辺名地区に逗留し、地域社会に溶け込みながら日本人が形成するコミュ
ニティの根幹を問い、戦後日本社会の行く末を憂えた、作家で社会学者のきだみのる氏は、自
著の中で、「Do ut des」（与えよ、さらば与えられん）、いわゆる「Give and Take」の考えが、
日本的コミュニティの人的関係の秘密を解く鍵だ、とした。
現在の小津町における住民主体のまちづくりは、参加する各主体が、仕事やプライベートの
隔てなく、個々が持てる力を互いに与え合う「与えの連鎖」で成り立っている。まちづくり活
動に限ったことではないが、物事の初動期において、地域住民と行政などの関係主体がお互い
に相手の出方をうかがい膠着状態に陥ることはよくある。その際には、まず行政職員が持てる
力を率先して与えることにより、活動が動き始める最初のきっかけを作ることも重要では、と
考える。
おわりに
図表 10 に、筆者が考える沿道集落地区におけるまちづくりの各段階とコミュニティの状態等
について示す。小津町の事例は、数世帯の移住は既に実現したものの未だ第２段階であり、今
後、他集落への波及や、農泊推進事業の活用等による滞在を含む次の段階に進むことを期待し
ている。また、上川町や高月町においても、まちづくりＮＰＯの立ち上げなど同様の動きがあ
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るが、まちづくりに係る主体や町会・自治会の構成など、地域特性もそれぞれ異なることから、
市は、今後も地域と積極的にコミュニケーションを図り、多方面からの求めに柔軟に対応しつ
つ、持続可能なまちづくりの推進に貢献できれば幸いである。
図表 10

沿道集落におけるまちづくりの各段階とコミュニティの状態

まちづくりの各段階
第 1 段階
情報の共有
第 2 段階
体験・経験の共有
第 3 段階
地域生活の共有
第 4 段階
多様な交流による
活力の向上

コミュニティの状態

必要なこと

地域の情報を整理して外部に発信し、地域
外の関心のある人々が、情報をキャッチで
きるようになっている。
地域の行 事や課題への取 り組みに対 し、
地域の内外の人が一緒に参加し、地域の
人々もそれを受け入れている。
地域外の人々が仕事や趣味など自身の目
的のために地域を訪れ、滞在するなど、生
活の一部を地域と共有している。
上記の各段階に加え、地域に移住し地域
とともに生活している人もいるなど、多様な
交流により地域の活力が向上している。

・情報の整理・発信
・担い手の確保
・地域の理解
・外部の人々を受け入れる体制づくり
・地域のまちづくりの方向性の共有
・滞在できる場所の確保
・活動の場づくり
・地域の魅力の維持・増進
・定住できる場所の確保 など
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「循環型都市八王子」の実現に向けて
― ごみ減量・資源化の取り組み ―
資源循環部ごみ減量対策課

主事

前田

宏樹

主事

遠藤

亜紀

はじめに
本市の清掃事業を所管する資源循環部は、２つの清掃工場と３つの清掃事業所を含む９課で
組織している。さらに、一部事務組合の多摩ニュータウン環境組合や、東京たま広域資源循環
組合と連携して清掃行政に取り組んでいる。
三多摩では、ごみ量の増加や最終処分場の逼迫などの問題からごみの減量が求められ、本市
は、平成 16 年度（2004 年度）に 30 万人以上の都市で全国初となるごみ収集の有料化、戸別収
集を導入し、ごみ減量に向けた取り組みを行ってきた。また、
『八王子市ごみ処理基本計画』
（平
成 25 年（2013 年）３月）では、「『循環型都市八王子』の実現」を基本理念に掲げ、健全で恵
み豊かな環境が保全される社会を目指している。この実現に向けた近年の取り組みにより、環
境省発表のランキング（平成 29 年度（2017 年度）実績）では、人口 50 万人以上の都市におい
てリデュース1部門（１人１日あたりのごみ・資源物総排出量）全国１位の実績が得られている。
本論文では、まず前半部において、これらの実績に関わる主な事業を紹介する。また、後半
部では、三多摩では初の取り組みとなる、本市のノウハウを活かした海外途上国へのごみ処理
支援事業について紹介する。
１．ごみ減量・資源化に向けた取り組み
（１）家庭系ごみ減量・資源化に向けた取り組み
家庭から排出されるごみの減量・資源化には、市民の協力が不可欠であり、市民のごみ問題
に関する意識の向上や行動の変化が求められる。
これらを踏まえ、意識や行動を見直す機会として、市民とコミュニケーションを図りながら
啓発事業を展開している。また、情報提供や指導に関する事業では、各清掃事業所の清掃指導
員による、きめ細かな活動を実施している。その詳細は、次のア〜カのとおりである。
ア．家庭における生ごみ減量啓発（食品ロス、ダンボールコンポスト）
家庭系可燃ごみの組成割合では、生ごみが約 40％（平成 29 年度（2017 年度）組成分析調査
結果）を占めており、最も多い。そのため、この生ごみの減量・資源化に向け、様々な取り組
みを行っている。
その一環として、可燃ごみとして排出され、
「食品ロス」となってしまう食べ残しや未利用食
品を削減するために、広報特集号（平成 28 年（2016 年）10 月１日発行）を通じ、買い物時、
1

リデュース（Reduce）とは、
「廃棄物の発生抑制」を指す。リユース（Reuse：再使用）、リサイクル（Recycle：
再利用）とあわせて「３Ｒ（スリーアール）」と呼ばれる。
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調理時、保存方法等における工夫の方法を紹介した。
「食品ロス」という言葉の周知や、生活の
ちょっとした工夫がごみ減量につながることを根気よく市民に意識づけ、食品ロス削減への協
力を促している。
また、本市ではダンボールコンポストによる生ご

写真１

ダンボールコンポスト

みの減量を市民へ紹介し、普及拡大を図っている。
ダンボールコンポストとは、ダンボール箱に入れた
基材（もみ殻くん炭やココピートなどで構成される。）
に生ごみを入れてかきまぜ、微生物の力で分解し、
たい肥に変えるものである（写真１）。ダンボールコ
ンポストをより多くの市民が利用できるよう、使い
方や効果を伝える講習会を年 30 回程度開催してお
り、多くの市民が参加している。講習会は、初めて
取り組む方を対象とした初心者向け講習会と、既に
取り組んでいる方が取り組み中に生じた疑問を解
決するための経験者向け講習会を行っている。

ダンボールコンポストは市役所売店などで販売

そのほかにも、市内の小学４年生を対象に、環
境学習の一環として、児童が家庭から持ち寄った生ごみをダンボールコンポストでたい肥化す
る授業を、一部の小学校で行っている。できたたい肥は学校農園等で活用している。
授業や講習会では、本市が認定した「生ごみリサイクルリーダー」が活躍している。生ごみ
リサイクルリーダーとは、生ごみリサイクルに関する熱意と見識があり、地域への普及活動に
積極的かつ協力的な市民であり、現在８名を認定している。生ごみリサイクルリーダーとの協
力関係により、市民と市が協働で普及拡大を行う仕組みづくりを進めている。
ダンボールコンポストによりできたたい肥を家庭で利用しない市民には、たい肥を新しい基
材と無料で交換し、引き取ったたい肥を駅前花壇などで活用している。また、ダンボールコン
ポストを含む生ごみ処理機器の購入費用を市で補助しており、より多くの市民が生ごみ処理機
器を利用できる環境づくりを図っている。
生ごみは生活と密接な関係にあり、市民の協力なくしては減量が難しいものであるため、工
夫することで減量が可能であることやそのメリットを紹介し、かつ市民が協力しやすい体制づ
くりを進めることが重要である。
イ．現場職員による指導・情報提供
本市には３つの清掃事業所があり、各清掃事業所の清掃指導員により、正しくごみの排出が
できていない家庭や集合住宅へ、直接、指導・情報提供を行っている。また、清掃指導員が町
会・自治会等に出向き、ごみの正しい分別方法や減量方法などを説明する出前講座を行ってい
る。さらに、出前講座は要望のある市内小学校でも行っており、ごみ収集車への投入体験やご
みの分別体験を行い、児童がごみ問題について考える機会を提供している。
このように、現場職員による直接顔をあわせた指導・情報提供により、市民がより理解しや
すいきめ細やかな啓発を行うことができ、市民の意識の向上や行動の変化につながっている。

14

ウ．集合住宅優良評価制度
本市独自の取り組みとして、市内の集合住宅において、ごみの出し方

写真２

認定証

ルール・集積所維持管理が適正な集積所を優良集積所として認定する「集
合住宅優良評価制度」を設けている。認定希望の集合住宅に対し、現場
職員が一定の基準を満たしていることを確認し、認定証（写真２）を集
積所に掲示するものであり、現在 132 か所の集合住宅を認定している。
この取り組みにより、管理者や住民の分別意識、清潔な集積所を維持
する意識が高まり、認定集合住宅の美観が保たれている。
エ．紹介冊子によるリユースショップの利用促進
リユースの取り組みの一例として、市内及び周辺地区で中古品の衣類や雑貨、家具等の売買
を行っている店舗を一覧にした「リユースショップ紹介冊子」を市役所や各市民部事務所で配
布している。
リユースショップ紹介冊子は、環境省モデル事業として、市内の中央大学ＦＬＰ環境プログ
ラムゼミナール生との協働で平成 26 年度（2014 年度）に作成したものである。売りたいもの
の種類ごとに取り扱いのある店舗を掲載してあるため、売りたいものに応じた店舗を見つける
ことができる。
この冊子により、まだ使えるものを捨ててしまうのではなく、リユースを促進し、ごみを減
らす意識の向上につなげている。
オ．リネットジャパン㈱によるパソコンの無料回収
小型家電リサイクル法認定事業者であるリネットジャパン(株)と協定を締結し、平成27年
（2015年）12月から宅配便を利用したパソコンの無料回収事業を開始した。
本事業では、段ボール箱にパソコンを入れ、余ったスペースにはその他の小型家電を入れる
ことができる。利便性の良いパソコンの処理方法を提供できるだけでなく、小型家電も同箱に
入れられることを周知することにより、不燃ごみの減量につなげることができる。
開始から平成 30 年（2018 年）３月までの回収量は 33.2ｔ（うちパソコン 21.6ｔ）であり、
現状ではまだ少ないが、
「従来の排出方法は手間がかかる」という声が多いパソコンを、宅配便
により無料で回収できる本システムは市民から好評であり、今後も周知に取り組んでいく。
カ．不燃物処理施設における手選別の導入

写真３

不燃ごみ手選別の様子

不燃ごみの中間処理施設である戸吹不燃物処理センター
において、平成 27 年（2015 年）４月に手選別ラインを導入
した（写真３）。人の目と手による手選別で、回収した不燃ご
み中の小型家電、金属類、ガラス・せとものなどを分別する
ことで、より多くの不燃ごみを資源化することにつながって
いる。そのため、資源化量の向上に加え、埋立処分量の削減
に大きく貢献している。
（２）事業系ごみ減量・資源化に向けた取り組み
事業系ごみの減量・資源化の推進は、事業者が廃棄物の
管理・排出方法について正しい知識を持ち、自ら取り組む
ための意識の向上が必要である。
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手作業で細かく選別し、
より多くの不燃ごみを資源化

そのために減量・資源化行動のきっかけとなる適切な指導、情報提供を行うために次のア〜
オの事業を行っている。
ア．減量・資源化を促す訪問指導
事業系一般廃棄物排出量 20ｔ/年以上又は事業所延床面積 3000 ㎡以上の事業者を大規模事業
者と位置づけ、年間の事業系ごみの減量計画となる「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」
の提出を条例で義務付けている。
この計画書に基づき、資源化可能な品目を多く焼却処理している事業者を中心に、職員が直
接訪問し、ごみの排出状況の確認及びごみの資源化・適正処理を促す訪問指導を行っている。
その際、ごみの減量・資源化のメリットを提案・情報提供し、事業者の意識向上につなげて
いる。
写真４

イ．清掃工場での搬入物検査

搬入物検査の様子

清掃工場では、搬入される事業系ごみについて、
不定期に搬入物検査を行っている（写真４）。
搬入物検査により、産業廃棄物等の不適物を発見し
た場合には、その場で収集運搬業者を指導し、排出事
業者を確認する。排出事業者には職員が直接出向き、
適正排出を促す訪問指導を行っている。
搬入物検査と訪問指導を連携して実施することで、
収集運搬業者、排出事業者の適正分別への意識の定着
を図っている。
市職員により搬入物の内容を細かく検査

ウ．事業者向け講習会の開催
市内の事業者を対象に、年に１回事業系ごみに関する講習会を開催している。事業系ごみの
減量・資源化の方法やメリットを情報提供するほか、具体的な適正管理・排出方法について講
習を行っている。これは、事業者が事業系ごみについて正しい知識を持ち、ごみの減量・資源
化に向けた行動変化の機会となるよう、意識改善を図ることを目的としている。
エ．事業者向け紙資源ストックスペースの設置
中小事業者を対象に、事業系紙類の資源化促進のた

写真５

事業者向け紙資源
ストックスペース

め、市内各所に無料で紙類を持ち込むことのできる専
用のストックスペースを設置している（写真５）。
現在は利便性を考慮し、清掃事業所や市民部事務所
を中心に設置箇所を 10 か所に拡大することで、中小事
業者についても資源化のしやすい環境を整備し、資源
化意識の向上を図っている。

登録した事業者が紙類を持込めるスペース
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オ．事業系食品廃棄物減量に向けた食べ切り協力店の拡大
飲食店の利用客に残さず食べる「食べ切り」を促すために、ポスター・ステッカー（写真６）
を店内に掲示し、食品ロスの削減施策に理解を示す飲食店を募っている。
ポスター・ステッカーのデザインは、市内の東京造形大学の授業で平成 28 年（2016 年）11
月に学生が提案したものである。本市のリサイクルマスコット「クルリ」のがっかりしたよう
な表情とともに、
「え、それ残すの・・・」というメッセージが載せられている。学生ならでは
の印象的なデザインを受けて、大学と協働して「食品ロ
写真６

ス削減プロジェクト」を立ち上げた。

食品ロス啓発ポスター

ポスター・ステッカーを飲食店で掲示してもらい、食
品ロス問題を周知することで、利用客に食べ切りを推奨
し、事業系食品廃棄物の減量効果を狙っている。加えて、
飲食店利用客へ家庭でも食べ残しを出さないよう意識づ
けを図ることで、家庭からの食品廃棄物の減量を促すこ
とも目的としている。
平成 30 年（2018 年）３月時点で約 110 店舗が登録し
ているが、今後も「食べ切り協力店」を拡大し、事業者
及び家庭からの食品ロス削減を推進していく。
（３）ごみ減量・資源化に向けた取り組みの成果
本市の市民 1 人 1 日あたりのごみ・資源物総排出量及びリサイクル率の推移を示す（図表１）。
様々な取り組みの成果として、１人１日あたりのごみ・資源物総排出量については、減少傾
向にあり、平成 29 年度（2017 年度）時点で 777ｇ/人・日まで減量することができた。その結
果、本市は人口 50 万人以上の都市においてごみ排出量の少ない自治体ランキングで全国１位と
なった。一方、リサイクル率は右肩下がりになっており、平成 29 年度（2017 年度）時点では
33.9％となっている。
これは全国的な動向として、新聞の購読率の減少やびん・缶・ペットボトルなどの容器包装
の軽量化による資源物の重量減が大きな要因となっている。しかし、こういった市民・事業者
の協力によるごみの減量、資源物の分別が、全国的に見ても高い水準のリサイクル率の維持に
寄与しているのである。
図表１

市民 1 人 1 日あたりのごみ・資源物総排出量及びリサイクル率の推移

（出典：「平成 29 年度 清掃事業概要（平成 28 年度実績）」より筆者作成）
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また、清掃工場での焼却やごみ収集車から発生するＣＯ２ 排出量の推移を示す（図表２）。ご
み有料化によるごみ量の減少や戸吹清掃工場の灰溶融炉停止により、電気使用量が減少すると
ともに売電量が増えたため、大幅な減少を達成できている。近年においても、ごみの減量によ
り減少傾向を維持できており、さらなる環境負荷の低減に貢献している。
図表２

（出典：「平成 29 年度

ＣＯ ２ 排出量の推移

清掃事業概要（平成 28 年度実績）」より筆者作成）

（４）さらなるごみ減量・資源化の取り組み及び課題
これまで述べてきたとおり、本市は様々なごみ減量・資源化に関する取り組みを行ってきた
結果、リデュース部門、リサイクル部門共に全国的に高い水準を維持している。今後もさらな
るごみ減量・資源化によりこの水準を維持するため、次に掲げるような新たな取り組みも行っ
ていく予定である。
ア．剪定枝資源化事業
現在、剪定枝は可燃ごみと同時回収し、市清掃工場で

写真７

資源化対象となる剪定枝

焼却処理しているが、この剪定枝は民間資源化施設へ搬
入し、ボイラー燃料やたい肥等への資源化が可能である。
現在はモデル事業として、選定した一部地域から可燃
ごみとは別に回収し、市内民間資源化施設に搬入してい
る（写真７）。また、学校などから排出される剪定枝も一
部資源化している。
今後は、市内全域を対象とする本格実施に向けて、
排出日や排出方法の周知などの課題改善を進め、市民
が協力しやすい環境を整えていく。
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民間施設を通し、燃料やたい肥へ資源化

イ．小中学校での上履き・靴拠点回収事業
現在、上履き・靴は可燃ごみとして回収し、焼却処理しているが、これらを資源化する事業
を検討している。
現在はモデル事業として、市内一部の小中学校に回

写真８

上履き・靴回収ボックス

収ボックスを設置し、児童・生徒の不用となった上履
き・靴を対象に拠点回収を行っている（写真８）。回収
したものは市内民間事業者へ運搬し、事業者を通じて
東南アジアなどの海外でリユースされており、リユー
スが難しいものは固形燃料の原料としても利用されて
いる。本事業は、環境教育の一環として、児童・生徒
がごみの減量・資源化を考える機会となることを目的
としている。
今後は事業の拡大に向け、学校との連携体制や効率
的な回収体制などの課題改善を進めていく。
ウ．社会情勢に適応した啓発・指導・情報提供体制の確立
さらなるごみの減量・資源化のために、特に本市のごみ出しルールが浸透していない転入者
や学生、外国人に対し、効果的な啓発・指導・情報提供を行う必要がある。現状の指導を継続
していくほか、不動産会社との連携や、転入手続きの多い時期に市役所の窓口付近へ相談コー
ナーを設置するなど、きめ細かな情報提供を進めていく。
また、高齢化が進行する中、ごみ出し困難者を対象に現場職員が声掛けを行う「ふれあい収
集」などの現状の制度も活用しつつ、現場力を活かした啓発により、高齢者やごみ出し困難者
が、よりごみ出しルールを理解しやすい環境づくりを行っていきたい。
さらに、近年、世界的にも問題化しているプラスチックごみを起因とする海洋汚染について、
本市としても、毎年市民との協働により清掃活動を行っている「みんなの町・川の清掃デー」
などの事業の中で周知・啓発を進めていきたいと考える。
２．太平洋島嶼国における国際協力事業‐ミクロネシア連邦チューク州のごみ問題改善支援‐
（１）事業概要
太平洋に浮かぶ小国、ミクロネシア連邦チューク州において、これまで述べてきた本市が有
するノウハウを活かし、ごみ問題改善の支援にも取り組んでいる。平成 29 年度（2017 年度）
から実施中の３年プロジェクトであり、公募により参画が決定した創価大学や市内企業ととも
に、産学官協働による全６回の現地派遣を主軸に活動している。さらに、平成 31 年度（2019
年度）には、現地職員を市に招へいし、ごみ減量の取り組みに関する国内研修を予定している。
なお、本事業は独立行政法人国際協力機構（以下「ＪＩＣＡ」という。）からの委託事業であ
り、費用はＪＩＣＡから全額補てんされる。
（２）事業に至る経緯
平成 23 年（2011 年）から２年間、市職員を青年海外協力隊として州政府環境保護局へ派遣
するとともに、同年に外務省「草の根・人間安全保障無償資金協力」を活用して本市の収集車
を寄贈したことにより、現地のごみ収集サービスの向上に貢献した。しかしながら、依然とし
て埋立場の確保が困難であり、ごみ減量の取り組みが求められていることや、メンテナンス知
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識の不足による収集車の劣化が進んでいる等の課題があった。そこで、ＪＩＣＡの「草の根技
術協力事業（地域活性化特別枠）」に事業提案を行ったところ、多摩地域で初めて採択され、平
成 29 年（2017 年）８月に事業契約を締結した。
（３）ごみ処理の現状
チューク州の埋立場は、現在、海面にテトラポッドで囲んだ場所を使用している（写真９）。
しかしながら、この埋立場もあと１年ほどで満杯になる見込みで、次の埋立場の開設に向けた
目処も立っていない。また、ごみ収集は、悪路のため収集車が行けない地域があることや、収
集車自体も不足していることから、島の約４割の地域しか対象になっておらず、中心街から離
れた場所には収集に行くことができない状況である。そのため、島では散乱したごみが各所で
見られる。このように、ごみの減量が喫緊の課題となっている一方で、州内にはリサイクル企
業が一切ないため、具体的な取り組みが困難な状況にある。
写真９

上空から見たチューク州の埋立場の様子

海のすぐ隣にごみを埋め立て（倉林元気氏（青年海外協力隊員）撮影）

（４）活動内容
こうした現状を改善するため、現地では主に次に掲げる活動に取り組んでいる。
ア.２Ｒ（リデュース・リユース）の普及に向けた取り組み
ごみの減量に向けて、現地でも実行可能な「リデュース」（発生抑制）と、「リユース」（再
使用）の取り組みを普及させるため、創価大学の経済学部教授及び学生を中心に、現地ＮＧＯ
と協働して取り組んでいる。現在、プラスチック容器包装禁止法案が州議会で審議されている
ことから、特にレジ袋の利用削減に向けてアンケート調査や出前講座などの啓発活動を行って
いる（写真 10）。今後は、現地ＮＧＯと協働してマイバッグを作成し、住民へ配布するほか、
スーパーマーケット等にも働きかけていく予定である。
写真 10

ペリア村での出前講座の様子

子どもから大人まで多くの住人が参加
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イ．ごみ収集・車両整備業務の改善
チューク州の主なごみ収集方法は、トラッシュビン収集とホーンコレクションの２種類であ
る。トラッシュビン収集とは、トラッシュビンというカゴを設置した場所での集積所収集であ
り（写真 11）、約 20 か所設置されている。ホーンコレクションは平成 24 年（2012 年）から開
始された方法で、収集時に収集車のクラクションを鳴らすことで、住民にごみを道路まで持ち
出してもらい、収集する方法である。
各家庭での堆肥化が可能な草木などの有機性ごみが多量に出されている課題に対し、住民が
分別して排出するよう促すための啓発を実施するとともに、収集車をより長く利用できるよう、
車両整備の知識や技術を本市職員から現地の現場職員へ継承している。
写真 11

トラッシュビンでの収集の様子

多くのごみが排出されている

ウ.生ごみ処理槽の設置
道路が悪路のためにごみ収集に行けない収集困難地域に対し、土壌の微生物の力により分解
する生ごみ処理槽を市内企業が１基設置し、今後、もう 1 基設置する予定である。この処理槽
には、生ごみの他にも草木などの有機物も投入できるため、収集困難地域におけるごみ問題が
改善することを期待している。
エ.その他
第二次派遣では関係者会議を開催した。ごみ問題に関係する政府機関や現地ＮＧＯが一堂に
会して、課題を共有したほか、レジ袋削減に向けた今後の取り組みについて活発な議論が行わ
れた。以降の派遣でも継続的に開催することで、現地機関同士の連携を促していきたい。
図表３

派遣スケジュールと従事内容

（筆者作成）
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（５）市内外への波及効果
本事業はメディアからの注目度も高く、新聞各紙に掲載されている他、ＮＨＫ番組の「これ
でわかった！世界のいま」でも放映され、市民から多くの反響があった。また、国際理解教育
の一環として、これまで市内小中学校や大学で講演を行っており、
「将来、他の国のためになる
ことをしてみたい」、「あたりまえにごみが処分されているのがありがたいと感じた」などの感
想が寄せられている。
今後も内外に向けて活動内容や成果を発信し、本市の国際協力の取り組みをＰＲしていく。
おわりに
ごみ問題は日々の生活と密接な関係にあるため、減量・資源化には市民・事業者・市の三者
による協働が不可欠である。日々変化する社会情勢に適応するためにも、本市の高い市民力・
地域力を結集し、さらなるごみの減量と環境負荷の低減を推進する。
『八王子市ごみ処理基本計画』の基本理念である「『循環型都市八王子』の実現」を目指すた
めに、ここで掲げた取り組みを継続・発展していくことで、未来の世代につなぐ持続可能な社
会を築いていきたい。
（まえだ
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ひろき・えんどう

あき）

子どもにやさしいまちづくり
− 子ども意見表明の尊重と子ども参画の取り組み −
子ども家庭部児童青少年課

市立中野児童館

児童館長

井垣

利朗

はじめに
次の 100 年に向けた持続可能なまちづくりのためには、次代を担う子どもたちに「このまち
が好き」、
「このまちに住み続けたい」とまちに愛着を感じてもらうことが重要であり、
『ビジョ
ン

すくすく★はちおうじ

第３次子ども育成計画』に基づき、本市では「子どもにやさしい

まちづくり」（図表１）の実現に向けて取り組みを進めているところである。
「子どもにやさしいまちづくり」を推進するためには、子どもの意見表明を尊重し、子ども
の意見を継続的に聴き、子どもが責任を持ってまちづくりに参画する仕組みを作ることが必要
である。本市では、平成 29 年（2017 年）に市制 100 周年を迎え、子どもから意見を聴く機会
をつくり、「ミライへの提言」として子どもの声を目に見える形にした。
本稿では、本市が取り組んできた、子どもの権利条約を踏まえた「子どもの意見表明の尊重」
と「子ども参画の取り組み」について、経過や成果・課題を述べるものとする。
１． 子どもの権利条約とは
子ども施策を展開するにあたっての重要な視点は、子どもを施策の対象とするのではなく、
「権利の主体」と捉え、子どもの権利を大切にするまちづくりに取り組んでいくことである。
子どもの権利を国際的に保障しているのが、
「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」
であり、世界中の全ての子どもが、一人の人間として成長・自立していくために必要不可欠な
養育や支援を、国際的な共通理解のもとで保障しているものである。平成元年（1989 年）に国
連総会で採択され、平成 31 年（2019 年）に採択 30 周年の佳節を迎えた。
本条約は、前文と本文 54 条からな

図表１

子どもにやさしいまちのイメージ図

り、
「生きる権利」、
「育つ権利」、
「守
られる権利」、「参加する権利」の
４つを基本的な権利として子ども
たちに保障している。
その中でも「参加する権利」は、
大人が子どもをパートナーとして、
子どもの意見に共感・尊重し、子
どもの年齢に応じた大人の対応の
重要性をうたっている。
本条約の第 12 条第１項におい
て、
「締約国は、自己の意見を形成
する能力のある児童がその児童に
（筆者作成）

影響を及ぼすすべての事項につい
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て自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童
の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」と明記している。
「子どもの参加」とは、子どもたちが自らの可能性を広げていくことができる居場所や、学
校・家庭・遊びの中で蓄えた生きる力を試せる場を、子どもたちに提供していくものである。
ただ大人と一緒に考える機会を与えるということではなく、子どもが主体的に意見を述べ、子
どもが提案したことを実現させるまちづくりを推進することである。これは、子どもが積極的
にまちづくりを担っていくという「子ども参画」という考え方につながるものである。
「子どもの参加」ができるまちづくりをするためには、子どもの権利条約の考え方を前提と
した、大人側の姿勢が求められるところであり、
「子どもにやさしいまちづくり」を実現するた
めの重要な要素となるものである。
また、
「子どもの意見表明の尊重」とは、それらの居場所において、子どもが意見を述べ、大
人が聴き、社会の一員であることを認めることである。その結果、子どもは自己肯定感を高め、
まちに愛着を持ち、社会参加意識を向上させることができるようになる。
２．子どもの意見表明の尊重と子ども参画の取り組みの経過
本市では、子ども権利条約の考え方を取り入れながら、平成 13 年（2001 年）２月に「八王
子市子どもすこやか宣言」を行った。この宣言は、自然豊かなこの八王子で、子どもたちがい
きいきと生活し、自らの可能性を伸ばすとともに、子どもの権利をみんなが理解し、お互いに
信頼しあえる関係を大切にすることにより、子どもたちが心も体も豊かに成長できることを目
的に行ったものである。
そして、
「八王子市子どもすこやか宣言」の普及啓発とともに、子どもの権利条約の４つの基
本的な権利の中で子どもの参加する権利である第 12 条の子どもの意見表明権を具現化する取
り組みを、平成 13 年（2001 年）から７年間にわたり「子ども会議」として実施してきた。
その後「はちおうじ子ども議会（以下「子ども議会」という。）」、
「子どもミーティング」、
「子
ども意見発表会」、「子ども☆ミライ会議」と段階的に発展させ、子ども家庭部子どものしあわ
せ課を担当所管とし、児童館を実施主体及び活動拠点として実施してきた（図表２）。
図表２
実施年
平成 13（2001）
〜19（2007）年

子どもの意見表明の尊重と子ども参画の取り組みの経過
名称

事業内容
児童館を利用する子どもたちが、地域新聞作

子ども会議

り、地域マップ作り、遊び体験、会議を開催

平成 20（2008）年 はちおうじ子ども議会
平成 21（2009）
〜24（2012）年
平成 25（2013）
〜28（2016）年
平成 29（2017）年
〜

子どもミーティング
子ども意見発表会
子ども☆ミライ会議

子ども議員が、取材したテーマ別に意見表明を
行い、市長に議場で提言書を提出
子どもたちが、テーマ別に意見集約し、市長と
意見交換
子どもたちが、自らが実施したアンケート調査
の検証結果を市長に発表
ミライ提言「八王子はわたしたちがつくるま
ち」の作成と市長への発表

（筆者作成）
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平成 20 年（2008 年）には「子どもすこやか宣言」の推進のため、
「子ども育成計画」の策定
に向けて子どもの意見を反映させるため、
「子ども議会」を開催した。公募で集まった子どもた
ちは「子ども議員」として、市議会議員との質疑応答、市の施設見学、市の各所管課の担当者
へのヒアリングを行った。
「子ども議員」を支援する若者として、ロールモデルとなる大学生による「学生サポーター」
を設置した。「学生サポーター」の設置は、子どもの伴走者として子どもに寄り添うとともに、
学生自身もファシリテーターとして関わり、社会参加のプロセスや市政を学ぶことができた。
これにより、若者が参画するまちづくりの仕組みの一つとなるとともに、将来、市民または市
職員として市政に参画していきたいという気持ちにつながっていくと考える。
「子ども議員」は、
２日間の合宿を通して発言通告書を作成し、市議会の議場において７つの委員会を構成し提案
を行い、市長・教育長が答弁をした。
「子ども議員」が、市政を学び、まちについて意見をする
ことは、八王子の新たな魅力の発見につながり、自分たちのまちをより良くしたいという欲求
へとつながった。
平成 21 年（2009 年）からは、
「子どもミーティング」として「農業」、
「河川」、
「防災」など
のテーマに沿って、子どもの目線の提案を行い、市長との意見交換を実施した。子どもの提案
を傍聴した来場者からは、
「子どもにしか気がつかない視点があり、八王子の未来の事業計画に
子どもの意見を取り入れてほしい」という感嘆の声をアンケートで残している。
本市の子どもの意見表明権を具現化する取り組みは、子どもの遊び場・居場所である児童館
を活動拠点としてきた。児童館は、０歳から 18 歳の子どもが、主体的な遊びを通して健やかに
育ち、家庭や学校とは別の、安心して過ごすことのできる第三の居場所として、子どもの権利
に基づき、子どもの意見を尊重した運営を行っている。自由に想像し、仲間と考えた結果が楽
しいという経験は、本来、子どもの遊びの経験の中で培われるものである。児童館では、子ど
もの遊びの権利を理解した上で、そのための環境を整えるとともに、地域の子ども関係機関と
ネットワークを構築し、生きづらさを感じる子どもへの相談や支援を行っている。
児童館においては、あ
らゆる世代の子どもの
声を日常的に受け止め、

図表３

児童館における意見表明機会

【ポイント】

【活動の階層】

子どもの居場所づくり
やまちづくりのために、
子どもの意見を届けて
きた。（図表３）。
平成 25 年（2013 年）
会」として、子どもが
学校や子どもの居場所
について、子どもが考
えたアンケート調査を
実施し、4,776 名の意
見を集め、市長に結果
報告をしている。

【支援活動】
ルール作り、
イベント参画
【企画活動】
居場所における遊び
【基礎活動】

児
童
館
に
お
け
る
意
見
表
明
機
会

（筆者作成）
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３． 子どもの参画が進んだ市制 100 周年記念事業「子どもミライフォーラム」
（１）子ども☆ミライ会議
平成 29 年（2017 年）に、子どもたちが、自分た
ちの住むまちや地域について考え、未来に伝えたい
八王子の魅力を語り合い、まちづくりについて主体
的に考え、未来への提言をまとめる「子ども☆ミラ
イ会議」を開催した。
これを機会に、本市の子どもの参画が進むように、
市制 100 周年記念事業「ビジョンフォーラム」1のグ
ランドフィナーレ「子どもミライフォーラム」の事

ワークショップの様子（筆者撮影）

前会議と位置づけた。
子どもと学生が、大人と一緒にまちづくりに参画
し、実践していく主体者であるとの自覚を持つこと
が重要であり、会議の運営や合意形成も子どもを中
心とする工夫を行った。
子どもに寄り添い、意見を受け止めるために子ど
ものロールモデルとなる学生を「学生リーダー」とし
て活用したことは、参加した子どものまちづくりへの

ポスター作成の様子（筆者撮影）

参画意識を高めるものとなった。なお、学生は過去に
「子ども議会」、「子どもミーティング」、「子ども意見発表会」に子どもとして参加した子ども
の意見表明の経験者であり、子どもから大学生へと立場は変わるが、まちづくりに継続して参
加している。
ワークショップでミライへの提言をまとめるにあたり、多くの世代の子どもの意見を反映で
きるように、各「ビジョンフォーラム」の中学生の提言、「絵画・作文コンテスト」 2の子ども
の意見、
「子ども☆ミライ会議」アンケートの 4,228 名の子どもたちの意見を参考にした。この
アンケートは、児童館を利用する小学生から高校生世代の子どもを対象に実施するとともに、
「児童館・こどもシティ」3の会場で子どもたちが自ら調査を行ったものである。
また、子どもたちがまちの良さを自ら学び気づくために、子ども家庭部以外の各所管に情報
提供などの協力を求めた。例えば、総合経営部広聴課が企画主管する「子どもモニター八王子
探検隊」の事業との連携では、公共施設や民間企業の見学を行い、聞き取り調査をした。これ
により、発表する意見に根拠付けができ、八王子の魅力を再発見し、今まで出てこなかった八
王子の特徴を活かした意見が出るようになった。そのひとつとして、
「交通の利便性や中小企業
の発展は、これから八王子の未来には必要である」という意見が、提言の５つ目に取り上げら
れることとなった。

1

これまでの 100 年の成果を「まなび（振り返り）」、次の 100 年の発展に向けたビジョンを「むすび（共有）」、
次世代に八王子の夢と希望を「つなぐ（継承）」をコンセプトに、健康福祉・スポーツレクリエーション・
生涯学習・自然環境・産業振興・芸術文化・安全安心・歴史伝統の８つのテーマについて未来への提言を行
うリレー形式のフォーラムを行った。
2
市制 100 周年記念事業として、青少年対策地区委員会連絡会が子どもたちに八王子のまちや未来に関心を持
ってもらいたいとの思いで、平成 28 年度（2016 年度）に「ぼく・わたしたちの八王子 子ども絵画コンテ
スト」、平成 29 年度（2017 年度）に「小・中学生作文コンテスト」を開催した。
3
地域と連携をして、子どもが考えた仮想のまちをつくり、まちの中で仮想通貨を使って就労体験や消費活動
を行う模擬社会体験のイベントで、児童館が年に十数回開催している。
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（２）ミライへの提言「八王子はわたしたちがつくるまち」
「子ども☆ミライ会議」のワークショップの中で、
「子どもミライフォーラム」で市長に提案
する提言づくりを行い、５つにまとめた。
子どもたちは、
「私たちは、八王子が子どもにやさしいまちになることを願う。そして、私た
ちは責任を持って取り組むことを宣言する」という思いで、提言のタイトルを『八王子はわた
したちがつくるまち』とした。

提言１「子どもが大人と一緒に楽しく安心して遊べる場所があるまち」
自然豊かな公園に楽しく安心して遊べる場所を設置し、ケガをするから遊具を撤去
するのではなく、自然を活かしたターザンロープやアスレチックを増やしてほしい。
提言２「犯罪がなく市民全員が安心してくらせるまち」
ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮した施設を増やすほか、子どもからお
年寄りまで、顔を知り合い交流できる憩いの場を増やすことが、安全安心な暮らし
につながる。
提言３「元気よくあいさつする世界一笑顔あふれるまち」
「おはようございます」と恥ずかしがらずに地域の人にあいさつをすることが、人と
の交流や世界へのＰＲのはじまりとなる。障害の有無や年齢にかかわりなく、みん
なが楽しく笑顔で暮らせるまちを目指す。
提言４「自然を活かした観光が盛んで楽しめるまち」
子どもの目線で八王子の良さを見つけて発信し、まちの活性化を図る。八王子の豊
かな自然を活かすため、ゴミ捨てやクリーン活動を通して、環境保全にも、自主的
に取り組む。
提言５「商工業によって栄え、交通が便利なまち」
市内には多くの中小企業や工業団地で培われた技術がある。それを学び伝え、さら
に新しい技術を生み出すことで、更なる発展につなげたい。

最後に、
「決定した提言は、自分たちの手で書き上げたいよね。また、提言を誰でもわかるよ
うに、提言を表すロゴマーク（イラスト）を考えよう」と「子どもミライフォーラム」で提示
するポスターを作成した。

ポスター（筆者撮影）
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（３）子どもの意見をつないだ「子どもミライフォーラム」
市制 100 周年記念事業「ビジョンフォーラム」のラストを飾る「子どもミライフォーラム」
を、平成 30 年（2018 年）２月４日に開催した。子どもと市長のパネルディスカッションにお
いて、未来の八王子への夢と希望の取り組みを提案し、最後にミライへの提言「八王子はわた
したちがつくるまち」を発表した。
「提案の実現には、市民全員の助け合いが大切で、
子どもにしかできないことを子どもがやり、大人に
しかできないことを大人がやり、市長さんしかでき
ないことを市長さんにやっていただきたい」と高校
生が発言した。
市長は「八王子のキャッチコピーは、
『都会にない
もの、田舎にないものここにある』である。
この八王子の魅力を勉強して、八王子をもっと好き
になってほしい」と期待を込めて発言した。
市長に提言を手渡し

フォーラムでは、基調講演講師の日本ユニセフ協

（筆者撮影）

会専務理事・早水研氏から、世界における「子ども

にやさしいまち」の取り組みを紹介していただいた。講演の中で、
「フランスで 240、フィンラ
ンドで５、韓国で 17 自治体が『子どもにやさしいまち』に認定されている。「子どもにやさし
いまちづくり」に取り組むことで、子どもの社会への参加意識が高まり、大人がどのような状
況にある子どもも健やかに成長することを願うようになる。そして、貧困問題や少子化に対し
ても解決のヒントが見えてくる。八王子市は、日本における子どもの権利条約を踏まえた自治
体である『子どもにやさしいまち』を目指し、ユニセフが推進する「子どもにやさしいまち作
業部会」に積極的に携わっている」と本市の取り組み姿勢を高く評価し、期待を寄せた。
４． 子どもの意見表明の尊重と子ども参画の取り組みの成果
（１）「子ども育成計画」に子どもの意見を反映
「子どもにやさしいまちづくり」を推進するためには、子どもの意見や提案を聴くだけでな
く、提案に対して大人や行政が実行責任を果たすことが重要である。まちへの夢を子どもが提
案し、計画に反映されたことに対し、参加していた子どもは「自らが提案したことが形となり、
実現していくことを見る責任が自分にも生まれた。これから大人になる自分は、希望を持ち、
このまちを愛し続けることができる」と感想を述べた。
平成 26 年（2014 年）と平成 27 年（2015 年）に子どもの意見を計画に反映しようと、「子ど
も育成計画」策定に関わる子ども・子育て支援審議会委員に対し、子どもたちが自ら調査を行
った子どもアンケートの報告と提案をした。
その結果、次の５つの子どもの意見が現行の『ビジョン
ども育成計画』に反映された。
① 「子どもが気軽に相談できる場所がほしい」
② 「子どもの遊び場所を増やしてほしい」
③ 「大人が、歩きタバコやポイ捨てをやめてほしい」
④ 「安心安全なまちにしたい」
⑤ 「きれいなまちにしたい」
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そのほか、市長・教育長に提案された子どもの意見を尊重し、大人と行政が即時に動き、今
までに以下の４つの提案が実現した。
① 平成 20 年度（2008 年度）
「子ども議会」で、
「こども政策課」であった所管名を変更し
てほしいとの提案があり、所管名が「子どものしあわせ課」になった。
② 平成 23 年度（2011 年度）「子どもミーティング」で、浅川の標識を子どもが安全に利
用できるように新しくしてほしいと提案があり、看板や標識の一斉点検を行った。
③ 平成 27 年度（2015 年度）「子ども意見発表会」で、安心安全な子どもの遊び場所の整
備をしてほしいとの提案があり、新しく遊具を設置し、公園内や周辺を明るくするため
木の伐採を行った。
④ 平成 27 年度（2015 年度）「子ども意見発表会」で、甲州街道の活性化について提案を
行い、会議の生の声を届けたいとの意見があり、商店会長との懇談会を行った。

（２）若者のまちづくりへの参画を推進
本市の子どもの意見表明の尊重と子ども参画の取り組みの特徴は、子どもに寄り添い、意見
を受け止めるために子どものロールモデルとなる学生を活用したことである。
学生が参加することで、若者の意見もまちづくりへ活かすことができるとともに、子どもと
の活動を通して本市の魅力を感じ「子どもにやさしいまち」であり「子育てしやすいまち」と
してこのまちに住み続けたいと思ってもらうことにつながる。
例えば、平成 20 年（2008 年）の「子ども議会」に「子ども議員」として参加したＡさんは、
その後の意見表明機会に毎年参加し、大学生になった現在は「学生リーダー」として活動して
いる。現在は、大学でまちづくりの研究をし、将来は本市のまちづくりを担う行政職員を目指
しており、本市の市民会議に大学生の代表として参画している。Ａさんの原点は、
「小学５年生
のときに『子ども議員』として自分たちが住むまちを見つめ、真剣に考え提案した『子ども議
会』である」という。さらにＡさんは、
「発言した提案に、責任を持って次は実践者となること
が本当のまちづくりへの参画である」という。
子どもがまちづくりに主体的に参画することは、このまちに住み続けたいと思う市民を育て
ることにつながっている。
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図表４

（３）各所管における意識の向上
市制 100 周年記念事業の「ビジョンフ

子どもの参画チェックシート

〜 八王子市市制100周年記念事業ビ ジョンフォーラム 「子どもの参画」チェックシート〜
1

ォーラム」は、次世代に八王子の夢と希

こ のチェッ クシー トにつ いて
このチェックシートは、各ビジョンフォーラムの担当者が、それぞれのフォーラムにおいて、子どもの参画が進んでいるか、ま
た、子どもの意見を次の100年に向けた未来への提言につないでいるかをセルフチェックするためのツールとして作成したもので
す。また、エンディングである子ども☆ミライフォーラムをきかっけに、子どもにやさしいまちづくりを目指す本市の持続可能な
仕組みづくりに繋げていくことも目的としています。

望をつなぐこと、次世代の子どもの意見

2

子 どもの参 画を進 めるに あたって
次の2点について御理解ください。
①ビジョンフォーラムに組み入れる子どもの意見はまちづくりへの子どもの参画の枠組みであること。
②子どもの人権と参画及び八王子の子どもにやさしいまちづくりの理念。

3

子 どもの参 画のチ ェック シート

をとり入れることをコンセプトとして８
つのテーマでフォーラムを実施した。各

項目

フォーラムでは、中学生からの提言や中
学生のパネルディスカッションへの参加

Ⅰ
※

解説

チェック

1

子どもが意義や役割を理解している。

ビジョンフォーラムに向けて子どもが考えた意見や提案が、八
王子のまちづくりに影響を与えることを子ども自身が理解して
いる。

□

2

ビジョンフォーラムのテーマを、子どもが自分たちのこととし
子どもがまちづくりのパートナーとして、主体
て捉え、まちづくりについて積極的に意見を述べ、その意見が
的に取り組む機会を提供している。
尊重される活動や場面がある。

□

3

ビジョンフォーラムに向けた活動のなかで、子どもや子ども集
子どもが年齢や成長・発達段階、場面や気持ち 団の変化に気づき、話し合いの広がりや活性化を促し、継続的
に応じて継続的に関わる配慮や工夫がある。
に子どもが発言や行動ができるように大人が寄り添うなどの工
夫がある。

□

4

ビジョンフォーラムに無理なく参加できるように、子どもの生
子どもが無理なく参加できるスケジュールを立
活実態に応じた開催回数や時間が設定されたスケジュールを立
てている。
てている。

□

5

ビジョンフォーラムの会場の安全性を大人と子ども、両方の目
子どもが安心できるように安全管理がしっかり 線で確認し、不備の無い安全管理を行っている。特に子どもの
している。
移動等当日の運営について、子どもの予期せぬ行動に対応でき
るように、適切に人員を配置している。

□

6

子どもが発言しやすい雰囲気づくりをしてい
る。

ビジョンフォーラムのテーマの表現等が子どもにとって身近で
好奇心をくすぐる表現となっている。また、発言の切り口とな
る取り組みに関する情報や事例を提示し、子どもの発想や創造
力を高める工夫をしている。

□

7

ビジョンフォーラムの活動において、子どもの要望に応じて、
子どもが役割を果たせるように、十分なサポー 知識や情報が子どもに適切に提供できる配慮がされており、子
トがある。
どもの発想や質問に対して、大人が真摯に傾聴し、対応してい
る。

□

8

子どもが楽しく、いきいきと活動している。

子どもが楽しみながらビジョンフォーラムの活動ができるよう
に配慮されており、各々の子どもの意見が尊重されることで、
子どもがやりがいを感じながら活動をしている。

□

9

子どもの意見やアイディアにきちんと対応して ビジョンフォーラムで子どもが表明した意見や提案について、
いる。
所管として受けとめ、検討又は対応している。

□

10

各ビジョンフォーラム等において発表された子どもの意見や提
子どもの意見や提案をつないでいく仕組みがあ
案がミライフォーラムに反映されるよう、子どもの意見をつな
る。
いでいく体制や仕組みを整えている。

□

11

子どもが取り組みについて振り返る機会があ
る。

ビジョンフォーラムへの参加した経験を子どもたちの成長（自
己肯定感、自尊感情の高まり。）につなげるため、子どもの取
組や各フォーラムでの子どもの意見・提案の反映状況をフィー
ドバックし、子どもたちが振り返る機会を設けるなどの工夫が
ある。

□

を取り入れた。
実施にあたり、子どもの意見表明機会
を提供し子どもの参画を推進してきた子
ども家庭部が「子どもの参画チェックシ
ート」を作成し、フォーラムを担当する
各所管で活用できるように提示した。こ

Ⅱ
※

れは、子ども参画に取り組んだ経験のな
い各所管担当者が、子どもの意見を尊重
できているかセルフチェックをすること
ができ、子どもの参画の意識を高めるた
めである。
「子どもの参画チェックシート」
（図表４）については、子ども条例を策
定している札幌市の「子どもの参加ガイ

Ⅲ
※

4

ドライン」とロジャー・ハート の「参画

※Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、ホップ、ステップ、ジャンプのイメージでプロセスの段階を表しています。
Ⅰ・・・企画及び事前調整などの準備段階
Ⅱ・・・フォーラム当日の運営段階
Ⅲ・・・フォーラム実施後の検証段階

のはしご」（図表５）を参考とした。

（子ども家庭部作成）

「ビジョンフォーラム」で、各所管が
互いに横断的につながり、子どもの意見

図表５

ロジャー・ハートの参画のはしご

を次の 100 年へつなげたことは、
「子ど
もにやさしいまちづくり」につながる
大きな一歩となった。
また、市の各所管の計画策定におい
て、子どもの意見表明権を意識し、子
どもの声を聴き、子どもの参画を根本
としたまちづくりに取り組む意識の醸
成につながったと考える。

出典『子どもの参画』（ロジャー・ハート

4

萌文社、2000 年）

ロジャー・ハートは、ニューヨーク市立大学環境心理学及び発達心理学の教授で、子どもを取り巻く物理的
環境と子どもの発達との関連に焦点を当てた研究を行っている。特に、子どもに関する発達理論の環境デザ
インへの適応と、子どもの環境教育を専門としている。早くから「子どもの参画」の重要性に焦点を当て、
現在ではこの分野における世界的な第一人者であり、世界各地で様々な先進的プログラムのアドバイザーと
して活躍している。彼の示す「子どもの参画」の理論は、今後、子どもの参加・参画の議論や環境教育の分
野などにおいて、幅広く参考にされるものと考えられている。
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５． 今後の課題
（１）子どもの権利に対する啓発普及活動の拡充
子どもの意見は、あらゆる年代の声でも大人に届け、市政に反映されなければならない。あ
らゆる場面の子どもの権利保障とあらゆる場面での意見尊重と参画の仕組みが必要である。
そのためには、行政、学校など子ども関係機関、家庭、地域社会における全ての大人に対し
て、子ども権利に対する啓発普及活動の拡充が求められる。
（２）日常的に子どもの声が市政に届く仕組みづくり
次の 100 年を目指し、
「夢と希望を持てるまち」の実現を目指すためには、イベントとしての
一過性のものではなく、恒常的に子どもの意見を聴き、子どもや若者がまちづくりに参画する
仕組みが必要である。
また、地域社会、家庭、学校、行政等各単位での具体的な取り組みとそれらを総合的につな
ぐため、行政の横断的な連携が不可欠である（図表６）。
例えば、子ども家庭部と教育委員会で既に取り組んでいる「子ども☆ミライ会議」や「中学
生サミット」を発展・連携させ、広く多くの子どもの声を行政に届けるために、教育委員会、
児童館、学童保育所、保育園等での常設の委員会を設けることなどが考えられる。これまでの
福祉・教育・青少年対策などの諸分野に分かれている子ども施策を、まちづくりという視点で
捉え直し、包括的に推進していくことが必要である。そのために、例えば、子ども家庭部が各
所管へコンセンサスをとり、子どもの最善の利益を尊重し子どもの権利を守るために、
「子ども
条例」の制定について検証していくことも大切であると考える。

図表６

子どもにやさしいまち（長期ビジョン）

（子ども家庭部作成）
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おわりに
「子ども会議」から「子ども☆ミライ会議」までのワークショップの中で、とても印象に残
っている子どもの意見がある。
「私の団地の隣に高層マンションが建つらしい。行政の方針だという。私の親や団地に住む
大人には説明会があったが、子どもにも情報開示や説明をしてほしい。私たちもこのまち、そ
して、このマンションに住んでいる。今後、この団地に住むのは私たちである」
また、
「子どもの目線でしかわからないことがある。高層マンションが建つとその隣の公園が
暗くなる。子どもの通学時間が一番影響を受ける。そうなると防犯灯を明るくしなくてはいけ
ない。子どもは関係ないと思わないでほしい」と言う意見である。
子どもの意見を市政に届け、子どもが住み続けたいと思われる「子どもにやさしいまち」を
目指して、次の 100 年がスタートしている。
参考文献
・八王子市『ビジョン

すくすく★はちおうじ

第 3 次八王子市子ども育成計画』、平成 27 年（2015 年）

・喜多明人・荒牧重人・森田明美・内田塔子共著『子どもにやさしいまちづくり〜自治体子ども施策の現在と
これから〜』日本評論社、平成 16 年（2004 年）
・荒巻重人・喜多明人・半田勝久編『解説子ども条例』三省堂、平成 24 年（2012 年）
・財団法人明るい選挙推進協会『私たちの広場Ｎｏ．304』、平成 21 年（2009 年）
・ロジャー・ハート、IPA 日本支部訳『子どもの参画〜コミュニティづくりと身近な環境ケアへの参画のため
の理論と実際〜』萌文社、平成 12 年（2000 年）
・札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課『子どもの参加ガイドライン』、平成 23 年（2011 年）
・八王子市『八王子市市制 100 周年記念事業ビジョンフォーラム

次の 100 年へ〜「八王子の未来」へ提言』、

平成 30 年（2018 年）
・八王子市『未来へつなぐ

ぼく・わたしたちの思い』、平成 30 年（2018 年）

参考ホームページ
・ユニセフの「子どもにやさしいまちづくり事業」ホームページ
https://www.unicef.or.jp/cfc/about/about03.html（アクセス日：平成 31 年（2019 年）1 月 11 日）

（いがき
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としろう）

■八王子市の政策事例報告

大腸がん検診における成果報酬型官民連携モデル事業

医療保険部成人健診課

主事

武藤

香織

はじめに
日本人の２人に１人ががんに罹患し、３人に１人ががんにより命を落としている。がんは、
本市においても、死亡原因の第一位であり、市民の生命と健康に大きな脅威となっている。
本市では、平成 25 年（2013 年）３月に『がん予防推進計画』、平成 30 年（2018 年）３月に
『がん対策推進計画』を策定した。働き盛り世代や、子育て世代の早すぎる死を防ぐことを基
本理念とし、がんの予防、検診受診によるがんの早期発見、教育・啓発活動等の施策を掲げて
いる。その施策の中でも柱となるのが、がん検診の推進である。市民のがんによる死を減少さ
せるため、科学的根拠に基づくがん検診を、質の高い検診体制で実施し、そのうえで、様々な
受診率向上事業に取り組む必要がある。本稿は、その取り組みの１つであり、がんの早期発見・
早期治療による市民の健康増進、それに伴う医療費の適正化を図るために導入した、大腸がん
検診・精密検査受診率向上事業（以下「本市事業」という。）における「成果報酬型官民連携モ
デル」事業について報告する。
１．成果報酬型官民連携モデル事業の概要
成果報酬型官民連携モデル事業は、民間資金を活用して実施する成果連動型の民間委託事業
である「ソーシャルインパクトボンド（ＳＩＢ）」モデル（以下「ＳＩＢ」という。）の一端で
ある。まずは、これまでの委託契約との違いや、ＳＩＢの詳細、導入意義について説明する。
（１）これまでの委託契約と成果報酬型の委託契約
通常、行政サービスを民間事業者への委託で実施する場合、行政は事業者に実施したい委託
内容を仕様書により提示する。事業者は、事業実施に関わるコストを積算、見積額を提示し、
行政との業務委託契約締結に至る。そして、行政はサービスによる成果に関わらず、事業者の
サービス実施の対価として委託料を支払う（図表１）。
一方で、成果報酬型の委託契約では、行政が達成したい目標を示し、その段階的達成度に応
じた支払いルールをあらかじめ決めておく。事業者はその目標達成のために創意工夫し、これ
までにはない革新的サービスを提供する。そして、行政は事業者が実施したサービスに対して
ではなく、その成果に応じて成果報酬として委託料を支払う。
さらに、事業者がサービス提供費用を民間の資金提供者から調達し、後に資金提供者へ成果
に応じて報酬を還元する仕組みが加わったものをＳＩＢという（図表２）。
なお、本市事業では、一定の成果が達成できなかった場合、支払い自体が発生しない。
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図表１

これまでの契約形態

図表２

一般的なＳＩＢモデル

（出典：ケースリー株式会社 幸地正樹氏作成資料より転載・加筆）

（２）ソーシャルインパクトボンド（ＳＩＢ）とは
ＳＩＢとは、平成 22 年（2010 年）にイギリスから始まった、行政の成果連動型支払契約と
民間資金の活用を組み合わせた官民連携手法の一つである。行政は、医療・介護、教育、困窮
者対策など、社会的課題の解決が必要とされる分野において、従来公共事業として行われてい
る事業を民間事業者に委託する。民間事業者は、ノウハウと民間資金を活用して効率的・効果
的なサービス提供を行い、行政はその成果に応じて資金提供者に報酬を支払うものである。一
般的なＳＩＢモデルでは、サービス事業者の選定、プログラムの進捗や課題整理などを行う中
間支援組織や、成果を専門的かつ客観的な立場で評価する第三者評価機関を設置する。
しかし、本市事業では、こうしたステークホルダーはいずれも設置していない（図表３）。そ
れは、事業スキームが、対象者を抽出し勧奨通知を送付するといったシンプルなものであり、
複雑な課題発生の恐れや進捗管理の必要がないことによる。また、後述のとおり支払表（事業
者へ支払う対価の根拠となる表）は、本市の過去の検診実績、レセプトデータから作成した、
恣意的要素を含まない「成果指標」を基に作成されている。支払額を決定する検診・精密検査
受診結果においても、毎年、国に報告を行っているデータであり、誰しも追認可能な客観的デ
ータに基づくためでもある。
また、本市事業は、あ

図表３

八王子市の成果報酬型官民連携モデル事業

くまでサービス提供事業
者と成果報酬型の契約を
結び、事業者がどこから
資金を調達するかは、倫
理に反する相手でない限
り関知しないという立場
をとった。そのため、完
全なＳＩＢモデルではな
いため、事業の名称を「成
果報酬型官民連携モデル」
とした。
（出典：ケースリー株式会社 幸地正樹氏作成資料より転載・加筆）
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２．導入の経緯
平成 27 年（2015 年）に、経済産業省から本市にがん検診をフィールドにしたＳＩＢモデル
事業実施の打診があった。ＳＩＢにおける委託料の支払いは成果に応じたものになるため、Ｓ
ＩＢモデル導入には、成果を評価しうる体制が整っていることが大前提となる。本市は、後述
するように、八王子市医師会（以下「市医師会」という。）の協力により精度管理（質の高い検
診を安定的に行う仕組み）の基盤が整っていたため、モデル事業実施の声がかかった。
実施の要請を受け、都市戦略部、総合経営部、行財政改革部、財務部、そして、事業所管で
ある医療保険部が横断的に連携し、全国の先駆けとなる本市事業の導入について、市としての
意思決定を行った。なお、事業目的は、
「ＳＩＢ実施を目的とせず、市民の健康増進という目的
を達成するために、ＳＩＢという新たな手法を試みる。そして通常のがん検診事業の予算の範
囲内で成果連動型支払を取り入れる」こととした。
（１）なぜ八王子市の大腸がん検診なのか
最初に、本市のがん検診事業の位置付け、対外的評価について説明する。
本市は、がん検診の分野において、市医師会の協力のもと、高い精度管理体制を構築してお
り、国立がん研究センターや厚生労働省とも連携、協力関係にある。また、国の「科学的根拠
構築に資する検査検証事業」に参加するなど、がん検診の受診率、精度管理向上に精力的に取
ふるい

り組んでいる。がん検診とは、がんの疑いのある方を篩 にかける検査であり、がんの疑いがあ
るとされた方（要精密検査者）は必ず医療において、精密検査を受ける必要がある。自治体の
がん検診事業で最も重要とされ
ているのは、要精密検査者を確実

図表４

各種がん検診精密検査受診率の推移

100%

に精密検査に結びつけることであ
り、その指標を「精密検査受診率」 95%

95.4%

95.5%

91.3%
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93.3%

94.6%

91.5%

90.4%

国の目標値 90%以上

本市の精密検査受診率は市医師
会の協力のもと、大腸がん検診を

87.3%
85%
85.3%

除き 90％を超え、平成 28 年度
（2016 年度）は 95％以上を達成

81.6%
80%

自治体である。
さらに、確かな質でのがん検診

78.6%
79.7%

している（図表４）。本市の人口
規模から鑑みると全国でも稀有な

97.8%
97.4%
97.0%

97.6%
95.8%
94.3%

92.3%

98.1%

97.9%
96.8%

93.5%

95.1%

と言う。国では、精密検査受診率
の目標値を 90%に設定している。

97.1%

97.0%

79.3%

75.9%

77.6%

75%
平成23年度

平成24年度

胃がん

平成25年度

肺がん

大腸がん

平成26年度

乳がん

平成27年度

平成28年度

子宮頸がん

（出典：「地域保健・健康増進事業報告」をもとに筆者作成）

の実施という点でも、全国的に高
い評価を受けている。それは、胃がん（バリウム検査・内視鏡検査）、肺がん、乳がん検診のエ
ックス線フィルム・画像の二重読影体制である。すなわち、市医師会では、全受診者の症例を
持ち寄り、医師会内に設置した検診委員会において、検診を実施した医師とは異なる複数の医
師が二重読影を行っている。通常、二重読影は、同一院内で二人の医師で確認することでも成
立するが、市医師会ではこれを認めていない。これは、
「八王子方式」と呼ばれ、近隣自治体の
みならず全国から視察を受けている。このような実施体制が、今回、経済産業省から打診を受
けた背景にある。
次に、数あるがん検診のうち、なぜ大腸がん検診であったかを説明する。国は、研究と検証
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を通じて、住民の死亡率を減少させ、かつ検診を受ける利益が不利益を上回ると科学的に証明
された５つのがん検診を指針に示し、実施を推奨している。現在、指針に示されているがん検
診は、大腸がん検診を始め、胃がん、肺がんと女性の乳がん、子宮頸がんだけである。
この中でも、大腸がんは、日本人のがんによる部位別死亡原因で、女性第一位、男性でも肺
がん、胃がんに次いで第三位と高い。検診の方法は、便を採取し、がん病巣から出る血液が混
じっていないかを検査する便潜血検査であり、受診者の身体に与える物理的負担や影響が他の
がん検診と比較して少ない。罹患者、死亡者が増えているがん種である一方、簡便かつ検査コ
ストも安価であるため、費用対効果が求めやすい。また、図表４で示したとおり、本市では、
大腸がんを除く４つのがんでは精密検査受診率が国の目標値である 90％以上を達成している
ものの、大腸がん検診については、70％台後半で推移している。
したがって、大腸がん検診を多くの市民に受診していただき、早期発見、早期治療につなげ
ることで市民の生命と健康を守り、かつ行政においても、早期治療による医療費の適正化、削
減効果も期待できるのである。
（２）導入の決め手
がん検診をフィールドに、
「成果報酬型官民連携モデル」事業を実施することが決定したため、
事業所管である当課では、実施方法、対象者について、議論を重ねた。この議論は、これまで
当課が実施してきた受診率・精度管理向上事業と関わる。
当課ではこれまで、今回選定された事業者とソーシャルマーケティング手法を活用した様々
な勧奨事業を実施してきた。ソーシャルマーケティング手法とは、共感、お得感、限定感、行
動指示といった市民が求める情報をシンプルかつビジュアル的に発信し、受診行動につなげる
ものである。毎年、検診種別、対象者について様々な企画を練り、その介入効果としてどの程
度受診率が上昇したかを確認してきた。
さらに、大腸がん検診においては、市独自事業
として、平成 26 年度（2014 年度）に、大腸がん

図表５

便潜血検査キット送付
による受診率の推移

検診無料クーポン券対象者及び前年度健康診査受
診者等、約９万人に便潜血検査キットを送付した。
さらに、健康診査と大腸がん検診を同時に受診す
ると通常 700 円の自己負担額を 500 円に減額する、
セット受診による割引も開始した。
この取り組みにより、大腸がん検診の受診率は
平成 25 年度（2013 年度）の 16.1％から平成 26
年度（2014 年度）は 26.0％に上昇した（図表５）。
特に、市の特定健康診査1対象者の受診率は、平成
25 年度（2013 年度）17.5％から平成 26 年度（2014
年度）30.7％までの上昇が確認できた。さらに、
継続的に受診できる環境を整備するため、平成 28
年度（2016 年度）からは前年度大腸がん検診受診
者全員（平成 29 年度（2017 年度）から要精密検
査と判定された方は除く。）に便潜血検査キットを
1

（出典：平成 25 年度（2013 年度）、平成
26 年度（2014 年度）大腸がん検診受診
者数をもとに筆者作成）

40 歳から 74 歳のすべての被保険者・被扶養者を対象に、主にメタボリックシンドロームの予防と改善を目
的として実施される健診。なお、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群に対しては、特定保健指導
（積極的支援、動機付け支援）が行われる。
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送付する体制を整えた。現在では、約 11 万人の特定健康診査対象者のうち、約 4.5 万人の受診
券に便潜血検査キットを同封し送付している。
以上のように、事業所管としての業務が目指すべきところは、市民の健康増進であり、それ
に寄与する施策は継続的に実施してきた自負があった。また、本市事業は、成果がなければ委
託料の支払いは発生しない仕組みである半面、成果があった場合は、通常の委託契約より委託
料が高くなる。そのため、成果報酬型に切り替える必要性、取り入れるべき場所があるか、検
討が必要であったのである。
検討の結果、前述の便潜血検査キット送付事業において、特定健康診査は受診しているが、
検査キットを２年連続で送付したにも関わらず、大腸がん検診を受診されない方に対する受診
勧奨の方法については頭を悩ませている現状に気が付いた。検査キットを送付することにより、
受診に際して最大の障壁と考えられる、事前に検査キットを受け取りに行くという手間を解消
した。それでも、受診に至らない層に対し、今後も漫然と税金を使って勧奨を行うことは、勧
奨を行わずに受診している方からは理解を得がたい。しかし、検診を受診しない方を放ってお
いてよいかと言えば、こうした方は、症状が出てから医療にかかるため、そこで発見されたが
んは、進行していることが多く、治療に伴う身体的負担は大きくなり、医療費も高額となる。
そこで、この状況を解決するため、
「成果報酬型官民連携モデル」事業を導入することに決定
したのである。すなわち、市が勧奨を行っても頑として動かなかった層に対し、民間事業者が
創意工夫したこれまでと異なる勧奨を行い、市はあらかじめ決定したルールに則り、成果があ
ったときだけ報酬（委託料）を支払うこととした。
もう一点、本市の大腸がん検診は、前述したとおり、精密検査受診率が他のがん検診に比べ
低い水準で推移している。大腸がん検診は、直接臓器を調べる検査方法ではなく、便に混じっ
た大腸からの出血を調べる間接検査であるため、必ずしも出血ががんに因るものとは限らない。
そのため、血液が混じった理由をがんではない、痔や生理等他の要因であると自己判断してし
まうこと。さらに、精密検査の方法が、原則、内視鏡検査となるため、二の足を踏んでしまう
ことなどが原因と考えられる。本市に限らず大腸がんの精密検査受診率は全国的な課題の一つ
である。そこで、受診率だけではなく精密検査受診率の向上もあわせて今回の事業内容として
盛り込んでいる。
（３）導入意義
本市事業を取り組む意義として、以下の６つが挙げられる。
まず１点目は、市民の健康増進に貢献できることである。市からの一律、汎用的な勧奨では
受診に至らない市民に対して、ＳＩＢを導入したことにより、大腸がん検診・精密検査受診率
が向上し、大腸がんの早期発見・早期治療に結びつけることができる。
２点目は、勧奨により成果が出なかった場合、支払いが発生しない、つまり、無駄な税金を
投入する恐れがないことである。成果が出た場合の支払額は通常の委託業務より大きくはなる
が、本市事業のような、成果がでるか分からない、これまでの介入では効果が期待できない分
野・対象において有効であり、かつ、革新的な民間事業のサービス提供手法を学ぶこともでき
る。
３点目は、事業実施効果をアウトカムとして可視化できることである。これまでは事業実施
後の効果検証において、受診率の上昇（アウトプット）までしか把握することができなかった。
しかし、本市事業の核心である成果指標を算出することで、受診率、精密検査受診率の向上に
よる早期大腸がん罹患者の発見が、どれだけ医療費適正化効果があったか、事業実施効果を医
療費削減額（アウトカム）として可視化することができるようになったのである。
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４点目としては、実質的な医療費の適正化である。市は国民健康保険の保険者として、被保
険者である市国民健康保険加入者に対し、年間約 400 億円を医療費に対する保険給付費として
支出している。一般会計であるがん検診事業と、国民健康保険事業では会計が異なるが、一般
会計から国民健康保険特別会計へは年間数十億円の繰り出しにより補填せざるをえない状況が
ある。こうした状況を鑑みれば、事業会計は異なるとはいえ、本市事業により、早期大腸がん
罹患者が多く発見されれば、医療費削減、医療費の適正化を期待できる。
５点目は、医療費のコスト削減により新たな事業展開を図れることである。医療、介護、福
祉といった義務的・固定的経費が増大する中、政策的予算が限られる状況は、どの自治体も抱
える共通の問題である。医療費の適正化を図ることにより、削減された医療費分を異なる事業
に投資し、新たな市民サービスの提供につなげることができる。
最後の６点目はシティプロモーション効果である。資金提供者も入ったＳＩＢモデル事業は、
神戸市（糖尿病重症化予防）と並び、日本初の取り組みである。そのため、全国の自治体はも
とより、民間事業者、資金提供者、また、メディアなどからも注目され、先進自治体として視
察、問い合わせが後を絶たない状況である。
３．事業の実施内容
本市事業は、国民健康保険に加入する市民を対象に、大腸がん検診の受診勧奨を行う大腸が
ん検診受診率向上及び八王子市の大腸がん検診を受診した全要精密検査者に対し、精密検査の
受診勧奨を行う精密検査受診率向上の二本立てとなっている。
（１）対象者
前者の取り組みは、平成 29 年度（2017 年度）市国保加入者のうち、便潜血検査キットが送
付される方（前年度市大腸がん検診受診者）を除く約 65,000 名がベースとなる。この中から、
受診勧奨効果が期待できる約 12,000 名を民間事業者がＡＩ（人工知能）を活用して抽出し、創
意工夫をこらしたアプローチとして、オーダーメイド勧奨（詳細は後述）を実施した。なお、
今回は、これまでの既定予算内での事業実施となっており、この予算内で介入可能人数が
12,000 名である。
後者の取り組みは、平成 29 年度（2017 年度）、市の大腸がん検診を受診し、要精密検査と判
定された 3,119 名が対象となる。
（２）スケジュール
本市事業のスケジュールは、全ての地方自治体が国に対し報告義務のある「地域保健・健康
増進事業報告」
（以下「健増報告」という。）に基づいている（図表６）。健増報告では、がん検
診の翌年度に受診者数、翌々年度に精密検査受診者数及び早期がん発見者数を報告する。その
ため、本市事業は、平成 29 年度（2017 年度）に開始、事業実施、評価期間を含め平成 31 年度
（2019 年度）までの３か年事業となっている。
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図表６

事業スケジュール

（出典：「健増報告」スケジュールをもとに筆者作成）

（３）ＡＩを活用したオーダーメイドの受診勧奨の詳細
本市事業において、これまでの委託契約と異なる点が、ＡＩを活用し受診勧奨効果の高い層
を抽出、個人の属性に合わせたメッセージで受診勧奨を行うオーダーメイド勧奨である（図表
７）。
市は民間事業者に過去６年間（平成 23

図表７

オーダーメイド勧奨通知

年度（2011 年度）から平成 28 年度（2016
年度）まで）の大腸がん検診及び健康診
査受診結果データを提供した。
このデータを、民間事業者はＡＩを活
用して解析し、受診勧奨効果別に、受診
意図のある層、関心のある層、関心が薄
い層の三層に分け効果の高いと思われる
受診意図のある層を中心に約 12,000 名
の抽出を行い勧奨対象者とした。この
12,000 名について、さらに過去の検診、
健診の結果データ及び問診項目から、大
腸がん罹患及び死亡のリスクが高まると
科学的に認められている、加齢、飲酒、
肥満、運動不足、喫煙、検診未受診の六
項目を集積した。そして、それぞれ該
当項目にチェックが入る形で個々のリ

（出典：送付データをもとに筆者作成）

スクを通知する資材を開発、これをオ
ーダーメイド勧奨と呼んでいる。これこそ、今までにない革新的な受診勧奨方法である。
（４）成果指標に基づく支払表
成果報酬型官民連携モデル事業の契約においては、成果に応じて支払いの有無、金額が決定
する。そのため、関係者の恣意的要素を含まず、客観的に誰もが納得できる支払表の設定が重
要となる。
本市では、この支払表を作成するにあたり、平成 24 年（2012 年）６月から平成 28 年（2016
年）８月までの市国保被保険者レセプトデータ（実医療費）を分析した。市の大腸がん検診を
受診し、早期でがんが見つかった方の平均医療費（654,884 円）及び検診を受けずに大腸がん
と診断された方の平均医療費（2,527,398 円）を算出、比較した。この平均医療費の差分から、
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仮に将来大腸がんに罹患

図表８

大腸がん発見時の医療費削減効果

し、治療が必要になって
も、大腸がん検診を継続的
に受診し早期の段階で発見

早期以外の大腸がん患者の医療費

2,527,398円

されれば、１人当たり約
1,872,514 円の医療費が削

−

減されることになる（図表

検診経由早期⼤腸がん患者の医療費

654,884円

８）。この金額と平成 26 年

＝

度（2014 年度）のがん検診
実績を組み合わせることに

早期がん発⾒時の医療費削減効果

1,872,514円

より、受診率、精密検査受
（出典：算出データをもとに筆者作成）

診率上昇分による早期がん

発見者を算出し、本市にもたらされる医療費削減効果を想定した。
また、今回、成果指標は、大腸がん検診受診率、精密検査受診率、早期がん発見数の３点と
した。この数値は、毎年国に報告を行っている健増報告に含まれるものであり、指標の客観性
を考慮した。がん検診はスクリーニングという、がんの疑いのある方を篩にかける検査である。
その性質上、がん検診を受診しても、要精密検査者が精密検査を受診しなければ検診を実施し
た意味がない。そういったがん検診事業の本質を鑑み、前述のとおり、本市の課題である、大
腸がん検診の精密検査受診率向上に重きを置き、指標の比重を「受診率：精密検査受診率：早
期がん発見者数=１：２：１」と設定した。この成果指標を基に、医療費削減効果から事業費・
成果報酬分を除き、本市に便益が発生する受診率、及び精密検査受診率より支払いが発生し、
かつ支払額を予算範囲内とする支払表を設定した（図表９）。
図表９
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（出典：ケースリー株式会社 幸地正樹氏作成資料より転載・加筆）

４．平成 29 年度（2017 年度）事業実施詳細及び評価
（１）大腸がん検診受診率向上業務
対象者には、６月と 11 月に勧奨、再勧奨通知を送付した。６月の勧奨は今まで本市の大腸が
ん検診受診勧奨通知の中で最も効果のあったはがきを送付し、11 月の再勧奨ではオーダーメイ
ド版（図表７）の通知を送付した。なお、再勧奨において、ＡＩで受診確率が高いと判定され
た方の中には、過去３年間の健診や検診の受診歴がなく、大腸がん罹患等のリスクが不明な方、
あるいは分析の結果リスクのない方がおよそ半数存在した。そういった方には、大腸がんのリ
スクを記載し、自身で確認しチェックを行う様式（汎用版）の通知を送付した（図表 10）。
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図表 10

大腸がん検診受診率向上業務詳細

（出典：送付データをもとに筆者作成）

勧奨の結果、対象者 12,162 名のうち 3,264 名が大腸がん検診を受診、受診率は 26.8％とい
う結果となった。これは、支払表の上限受診率の 19％を上回り、大きな成果があったと言える
（図表 11）。平成 30 年（2018 年）８月には、事業者に対し、成果報酬委託料 2,441,000 円の支
払いを行った。
図表 11
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（出典：平成 28 年度（2016 年度）、平成 29 年度（2017 年度）大腸がん検診受診動向をもとに筆者作成）
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（２）精密検査受診率向上業務
本市事業は未だ継続中のため、平成 29 年度（2017 年度）実施詳細のみ報告する。
まず、精密検査は原則内視鏡検査であることを示したリーフレットを作成した（図表 12）。
このリーフレットについて、検診開始前、ほぼ全ての医療機関が参加して行われる検診事務説
明会（平成 29 年（2017 年）５月 12 日開催）にて周知を図った。最初の勧奨として、大腸がん
検診の結果説明の際に、要精密検査者には、このリーフレットを医師より手渡してもらい精密
検査受診を促すよう依頼した。
続いて、市では、要精密検査者のうち精密検査を受けていない、また、結果が把握できない
方については、アンケートを送付し、その把握に努めている。二度目の勧奨は、精密検査未受
診者へのアンケート送付の中に図表 12 右側の通知を同封するものである。この通知には、市の
大腸がん検診の実績として、どれだけの方からがんが発見されているかを示し、まだ、精密検
査受診に至らない方に対し、自分の事として捉えてもらうとともに、受診までのステップを明
瞭に示す行動指示で、受診へのハードルを下げる狙いがある。
最後の勧奨として、平成 31 年（2019 年）１月に精密検査受診勧奨通知を送付した。
図表 12

精密検査受診率向上業務詳細

（出典：勧奨資材をもとに筆者作成）

５．今後の課題
（１）成果指標の設定
本市事業では、レセプトデータ（実診療行為に基づくデータ）に基づく医療費削減効果額、
また、毎年、国へ報告を行っている数値を基に成果指標を作成したが、実施している中でこの
評価についても様々な課題が浮上した。成果報酬型契約の核心は、客観性をもった成果指標を
設定できるか否かであるため、適正な検証が必要である。
まず、今回の大腸がん検診受診率向上事業は、特定健康診査対象者のうち前年度大腸がん検
診未受診者約 65,000 人のうち、前述のＡＩが抽出した受診確率の高い 12,000 人を対象に勧奨
を行ったものである。支払基準となる受診率の算定は勧奨対象者、つまり 12,000 人の受診率で
算出している。しかしながら、支払表を決定するにあたりベースとした受診率の９%は、平成
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26 年度（2014 年度）、特定健康診査対象者のうち前年度大腸がん検診未受診者の約 65,000 人で
算出している。今回は、予算の前提があり、介入対象者を 12,000 人とせざるをえない事情があ
ったが、そうであれば、受診率のベースは、受診確率の高い層でどの程度であるかを検証、設
定する必要があった。
また、支払いの指標として「早期がん発見者数」を設けているが、精密検査受診率が上がれ
ば早期がん発見者数が増加するのは必然である。支払表も複雑になるうえ、今後の展開を考え
ると、特に規模の小さな自治体では、年度により発見数のバラつきが大きくでることも予想さ
れる。したがって、早期がん発見者数は、指標として適さず、あえて、個別に設ける必要性は
ないと考えられる。
最後に、今回の支払表の作成は支払上限額、支払額、成果を示す便益表の順に作成したため、
受診率の増加と、市の便益が比例しない部分もある。本来は医療費削減額と受診率を基に医療
費適正化効果の表を作成した後に支払額を決定すべきであったと考える。
（２）契約手法
本市事業は、一者指定の随意契約を締結している。今回の事業は、経済産業省からの打診に
より始まったモデル事業だったこともあり、事業内容がある程度規定されていた。がん検診の
受診率・精密検査受診率の向上コンサルティングに実績があり、かつＳＩＢ事業にノウハウを
もった民間事業者は他になく、特例的な措置である。将来的には、前述の成果指標とも関係す
るが、市国保被保険者レセプトデータ（実医療費）より作成した医療費適正化効果の成果指標
に基づき、特定健康診査対象者のうち前年度大腸がん検診未受診者約 65,000 人の受診率をどれ
だけ上げたいのかを市が提示する。それについて、複数の事業者が勧奨対象者や介入方法、そ
して金額を示す、プロポーザル方式により契約先を決定することが望ましいであろう。今回の
オーダーメイド勧奨は、確かに成果はあったが、事業としてはより安価で実施できる可能性が
ある。
また、契約書には、事業費に対し、成果報酬相当分 10%を上乗せすると明記している。市が、
民間事業者に対し、どこから資金を調達するか関知しないのであれば、この記載は必要なかっ
たと考える。調達資金に対し、どれだけの成果報酬分を設定するかは、事業者と資金提供者の
間で決定すればよいことであり、市はその総額をもって金額提示を受ければよいと考える。
おわりに
今回のモデル事業は、日本初のヘルスケア部門でのＳＩＢ事業として、多くの方々から支援
をいただき、実施に至った経緯がある。そのため、本市事業を、本市の今後の受診勧奨にどう
活かすかを考えると同時に、ＳＩＢ事業の今後の展開に方向性を示すことも責務であると考え
る。
まずは、
「大腸がん検診・精密検査受診率向上事業」は、どの自治体でも活用可能なテンプレ
ート化を目指す。前述の課題解決を図るとともに、成果指標の前提とした市国民健康保険被保
険者のデータは、他の自治体でも活用可能であるのか、さらに検証が必要である。
次に、他分野における「成果報酬型官民連携モデル事業」の水平展開である。水平展開にお
いて、実施の鍵となるのは成果指標の設定である。できる限りシンプルかつ明瞭で客観性をも
った、市民から理解を得られるような成果指標が求められる。また、ＳＩＢ事業を導入するこ
とが目的となっていないか、改めて考える必要もある。ＳＩＢ事業は成果が出た場合、成果報
酬分を上乗せして支払う。導入の際は、成果報酬型に切り替える必要性、取り入れるべき場所
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があるか十分に検討することも重要である。
そして、今回、本稿に述べた以外にも、ゼロから立ち上げた事業ゆえ大変な苦労があり、そ
れについて庁内外の協力により、乗り切ることができた。成果指標の設定は、統計など専門知
識がなくては成し得ず、経済産業省から派遣されたシンクタンクが担った。債務負担を設定す
る上では財政課、成果報酬型契約書を作成する上では契約課の協力を得た。事業実施内容を詰
める上で、民間事業者を含めた会議体は、月数回のペースで実施した。当課としては、オーダ
ーメイド勧奨という民間事業者の革新的介入とは言え、市の名で発送するため、内容確認は不
可欠であった。要するに、今回、本市はがん検診の分野で取り組んだが、案件組成から事業実
施に至るこのプロセスを、また他の自治体でゼロから実践するということは難しいと考える。
したがって、本市の成果は本市内に留めるのではなく、広く公開し他の自治体でも活用できる
ようにすべきである。一方で、他分野で取り組む自治体があれば、本市のように国等の協力を
得ながら、モデル事業として実施し、その成果も広く共有できることを期待する。
最後に、資金提供を含めたＳＩＢ事業の見通しである。まず、民間資金という点では、事業
規模が重要である。本市のモデル事業の 1,000 万円規模であれば、本来、民間事業者は外部か
ら資金を調達しなくても受託は可能である。これが、数千万円、億といった単位になり、民間
事業者が自身で準備できなくなった際に、資金提供者が求められるのであろう。
そして、ＳＩＢ事業は、成果が出るかわからない分野で導入するという前提がある。一方で、
今回、がん検診の分野で取り組み、生じた一つの考えとしては、成果がでることが確実にわか
る分野でも有効であるということである。がん検診のように、死亡率減少効果と、医療費削減
効果が示されたのであれば、一自治体でその成果を享受するのではなく、国や都道府県といっ
た広域行政が取りまとめ、事業をテンプレート化し、他の自治体が活用できるようにする。そ
の際の資金提供者については、民間に委ねるのではなく、広域行政が補助金といった形で積極
的に役割を果たすべきではないかと考える。
本市事業はまだ継続中である。今後も事業を実施していく中で、効果検証、課題解決、情報
発信を行い、八王子市のがん検診分野のみならず、
「成果報酬型官民連携モデル」事業が多くの
自治体、分野で活用されることを願う。
参考ホームページ
・ケースリー株式会社ホームページ コラム：「八王子市中間成果報告会」レポート
https://www.sib.k‑three.org/blog/sib‑report1（アクセス日：平成 30 年（2018 年）10 月 31 日）
・神奈川県ホームページ

第２回未病産業研究会勉強会・交流会を開催しました！

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f536433/mibyosangyokenkyukaibenkyokai2‑2.html（アクセス
日：平成 30 年（2018 年）10 月 31 日）
・八王子市ホームページ

成果報酬型官民連携モデル事業

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/kennsinn/p023983.html（ア クセ ス 日 ： 平 成 30 年
（2018 年）10 月 31 日）

（むとう
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かおり）

大学コンソーシアム八王子

10 年の歩み

― 学園都市という地域特性の活用事例 ―
市民活動推進部学園都市文化課付

主査

吉岡

淳二

（大学コンソーシアム八王子事務局派遣職員）

はじめに
八王子市は、地域に大学等が多数立地する、全国でも有数の学園都市という地域特性を持っ
ている。その特性を活かすため、八王子市は大学・企業・市民との連携・協働による「学園都
市づくり」を掲げ、高等教育の充実と地域社会の活性化につなげている。その中で、大学コン
ソーシアム八王子は、加盟団体間の連携による効果的な学園都市づくりを行うため、平成 21
年（2009 年）４月に連合組織として設立された。平成 31 年（2019 年）３月現在、周辺部を含
めた 25 の大学・短期大学・高等専門学校（以下「大学等」という。）、行政及び産業団体等を含
めた６つの団体により組織されている（図表１参照）。
これまで様々な取り組みを行い、学園都市づくりを推進し、平成 31 年（2019 年）４月で設
立 10 周年を迎えることとなったが、大学コンソーシアム八王子の取り組みとその成果が広く知
られているとは言いがたい。
本稿では、10 年間の大学コンソーシアム八王子の取り組みとその成果について、「大学等が
多数立地しているという地域特性が、大学コンソーシアム八王子の取り組みによってどれだけ
地域と大学等に還元されたのか」という視点から振り返るとともに、今後の課題やあるべき姿
について、市からの派遣職員として大学コンソーシアム八王子事務局業務に従事する立場から
考察を行うものである。
図表１

大学コンソーシアム八王子加盟 31 団体（うち、大学等 25）
（平成 31 年（2019 年）3 月現在）

※

左から縦に、市内大学（八王子キャンパス開校順）、
市外大学（大学コンソーシアム八王子加盟順）、その他加盟団体の順
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１．学園都市づくりのあゆみ
（１）大学等の進出の背景
はじめに、八王子市の学園都市づくりのあゆみから簡単に紐といてみたい。
今から遡ること昭和 38 年（1963 年）に、工学院大学が大学として初めて八王子市に開校し
て以降、次々に大学が進出し、昭和 40 年代終わりには市内の大学は 12 校を数えた。さらに昭
和 50 年代以降も多くの大学の進出が続き、平成の時代を迎えるまでには 20 校の大学等が市内
にキャンパスを構えた。その後、いくつかの大学が市外へ移転するも、東京都立大学（現在の
首都大学東京）や、平成 18 年（2006 年）には株式会社が設立したデジタルハリウッド大学が
旧三本松小学校に開校したことで、現在の市内 21 大学等の顔ぶれとなった。
このように、八王子市へ多くの大学等が進出した背景には、当時の様々な事情が重なったも
のと推測される。昭和 30 年代に入ると高度経済成長とともに都市部の人口が増加し、それに伴
う生活環境や交通状況の悪化等の大都市問題が深刻化した。このため、当時、都市部の人口増
大の大きな要因となった工場及び大学等の新増設を制限する「首都圏の既成市街地における工
場等の制限に関する法律」（以下「工場等制限法」という。）が昭和 34 年（1959 年）に制定さ
れ、大学等は都心部での施設の拡張が不可能となり、郊外への進出を余儀なくされたのである。
そのような中で、多くの大学が八王子の地にキャンパスを構えるに至ったのは、廉価で広大
な土地を確保できたことや、都心から 40 ㎞の距離にあり教職員や学生の通勤、通学にも便利で
あったこと、さらには、自然に恵まれ教育環境に優れており、かつ「東京の大学」というイメ
ージが残せるといった要件が揃ったものと考えられる。
なお、平成の時代に入り、都心の空洞化や工場等制限法の廃止（平成 14 年（2002 年））によ
り、都心部にキャンパス用地を取得しやすい環境が整い始めると、市内の一部の大学において、
学部やキャンパスを都心部に移転させる動きも始まった。一方で、八王子市の地域特性を活か
し、キャンパスを八王子に集約する大学や、新たな学部を市内のキャンパスに新設する大学も
あることから、
「都心回帰」が市内の全て大学等に当てはまるとは考えていない。キャンパスの
移転や学部の再編等は、大学等の経営判断によるところであるが、今後も、大学等が八王子市
に立地するメリットを感じてもらえるまちづくりを進めていくことが重要であると考える。
（２）大学等の特徴
現在、市内には、中央大学や首都大学東京などの多分野の学部を有する総合大学をはじめ、
多摩美術大学、東京造形大学といった美術系大学のほか、山野美容芸術短期大学、ヤマザキ動
物看護大学などの専門性の高い単科大学、また、理工系の技術者育成に力を入れる工学院大学
や東京工科大学など、バラエティに富んだ大学等が立地する。また、桜美林大学や多摩大学と
いった市外に立地する大学等も、大学コンソーシアム八王子の趣旨に賛同し、本市の学園都市
づくりに様々なかたちで参加している。これらの大学等で学ぶ学生は、５千人あまりの留学生
を含め約 11 万人に及び、まさに本市は多彩な分野における知的資源の宝庫と言っても過言では
ない。
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（３）学園都市づくりの位置づけ
八王子市では、大学の進出が始まった昭和 30 年代から、学園都市づくりを意識していたわけ
ではない。中央大学（当時は学生数 13,000 人）の開学を翌年に控えた昭和 52 年頃（1977 年頃）、
大学等の教員や学生を地域の知的資源として捉え、まちづくりに活かそうという機運が高まり、
行政や市民、大学が一体となって大学との結びつきを強め学園都市づくりがスタートした。
昭和 54 年（1979 年）に策定した基本構想の都市像の１つに｢歴史と文化を創造する学園都市｣
を掲げたのを皮切りに、その後、平成元年（1989 年）に策定した基本構想・基本計画（『八王
子 21 プラン』）では、本市の都市像の１つに「明日をひらく教育・文化・学園都市」を掲げた。
また、平成 10 年（1998 年）に策定した基本構想・基本計画（『新八王子 21 プラン』）の中でも、
引き続き、学園都市づくりを重要な課題とした。
さらに、ゆめおり市民会議からの提案を受けて策定した平成 15 年度（2003 年度）からの基
本構想・基本計画（『八王子ゆめおりプラン』）では、
「学園都市の特性を活かした大学、企業と
の協働を進める施策を展開していく」とした。
現在の基本構想・基本計画（『八王子ビジョン 2022』（計画期間：平成 25 年度（2013 年度）
〜平成 34 年度（2022 年度））においても、学園都市の特性を活かした協働による施策を展開し
ていくこととしている。
なお、平成 15 年（2003 年）8 月より、学園都市づくりを推進する所管として市民活動推進部
学園都市文化課を設置している。
（４）『はちおうじ学園都市ビジョン』の策定
平成 29 年（2017 年）4 月、基本構想・基本計画の実現に向け、本市の目指す学園都市づくり
の基本理念と基本方針を明確にする『はちおうじ学園都市ビジョン』を策定した(計画期間：平
成 28 年度（2016 年度）〜平成 36 年度（2024 年度）)。
基本理念を「大学等と地域がともに発展するまちづくり」とし、大学等の行う高等教育の振
興を通じて、大学等と地域が互いに関わり、ともに発展するまちづくりの実現を目指している。
また、地域全体が学びの場となり、大学等と地域が連携しあう「まるごとキャンパス八王子」
をキャッチフレーズに掲げた。さらに、共通方針を「学園都市ブランドの強化」とし、あわせ
て「地域連携支援」、
「産学公連携支援」、
「学生活動支援」、
「学生の就職支援」、
「生活環境支援」
「留学生支援」そして「生涯学習支援」の７つを基本方針とし、具体的な施策の方向性を定め
ている。（図表２参照）
市として、学園都市づくりの指針を明確にしたことは、今後展開する施策において幅広い分
野での大学等との連携・協働がこれまで以上に必要とされていることの表れである。また、大
学等においても、地域と連携した教育課程の編成や地域課題の解決に向けた研究の推進など、
地域の活性化に寄与する取り組みが求められていることから、今後、
『はちおうじ学園都市ビジ
ョン』をもとに行政（地域）と大学等がさらに連携した学園都市づくりを進める必要がある。
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図表２

『はちおうじ学園都市ビジョン』の全体像

（５）学園都市づくりに取り組む団体等
本市の学園都市づくりは、行政や大学のみならず、市民・経済団体等との連携した取り組み
にも支えられていることを忘れてはならない。
昭和 55 年（1980 年）には、学園都市づくりを推進する一市民組織として「学園都市推進会
議」
（発足時の名称：
「大学連絡協議会学園都市友の会」）が発足し、学生向け生活情報紙「ビッ
グウエスト」の発行や学生フェスティバルの開催など、本市の学園都市づくりを市民の立場か
ら支援している。
また、平成８年（1996 年）には、学生の街八王子の魅力を高めることを目的に、学生主体の
組織である「八王子学生委員会」が発足した。毎年５月に開催される「合同学園祭『学生天国』」
や、いちょう祭りにおける「学生広場」などは学生が自ら企画運営を行っているイベントであ
り、若さ溢れる行動力で八王子の盛り上がりに一役買っている。
さらに、平成 14 年（2002 年）に組織された「八王子市学園都市文化ふれあい財団」は、学
園都市づくりの拠点施設である学園都市センターの維持管理をはじめ、学園都市大学（いちょ
う塾）の事業運営や、平成 21 年（2009 年）に設立された「大学コンソーシアム八王子」の事
務局機能など、本市の学園都市づくりを担っている。
これらの団体のほか、八王子商工会議所や大学セミナーハウスが、後に詳しく述べる「大学
コンソーシアム八王子」の一員となり、学園都市八王子の発展に力を注いでいる。
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２．学園都市づくりの中心となる「大学コンソーシアム八王子」
（１）大学コンソーシアムとは
大学コンソーシアムとは、単独の大学等では実施が難しい事業を共同で行うため、近隣地域
に立地する大学等で連携して組織する団体の総称である。大学等だけでなく、自治体や産業団
体など地域との連携を促進することを目的の１つとしている団体も全国には多く存在する。主
な取り組みとしては、単位互換事業、地域住民への生涯学習講座の提供及び学生の地域での活
動支援事業等である。現在は 50 以上の大学等で構成されている「大学コンソーシアム京都」が
平成６年（1994 年）に設立されたのを皮切りに、全国規模で団体数が増加し、平成 31 年（2019
年）３月現在で 48 の大学コンソーシアムが、大小様々な規模で活動している。
また、各地域の大学コンソーシアムの情報の交換と経験・研究の交流を図るため、平成 16
年（2004 年）に「全国大学コンソーシアム協議会」が設立されて以降、年１回、「全国大学コ
ンソーシアム研究交流フォーラム」が全国規模で開催され、各団体が活動の幅を広げている。
ここからは、本市の学園都市づくりの中心的な役割を担う「大学コンソーシアム八王子」に
ついて、詳しく述べていきたい。
（２）大学コンソーシアム八王子の設立
ア．設立検討委員会による検討
大学等・行政・市民・学生・産業団体などの様々な団体で、学園都市ならではの多様な取り
組みが成長していく一方で、団体間の事業の重複や、資源の分散化といった弊害も生じたこと
から、それらの団体を束ねて一元的な学園都市づくりを推進する組織が求められるようになっ
た。そのため、市は平成 19 年（2007 年）から、大学コンソーシアム八王子設立検討委員会を
組織し、八王子地域に立地する全大学等や、既に組織化されていた八王子市学園都市推進会議、
八王子商工会議所など、学園都市づくりに関係する団体に対して、コンソーシアム設立に伴う
施策のあり方や、既存事業の整理統合についての意見聴取を行うとともに、大学コンソーシア
ム京都などの、先進的な大学コンソーシアムの視察を行うなど、八王子における大学コンソー
シアムのあり方について検討を始めた。
イ．「まるごとキャンパス八王子」というキャッチフレーズの誕生
平成 20 年（2008 年）に、文部科学省の戦略的大学連携支援事業である「八王子未来学の構
築を目指した大学・市民・行政からなる大学連携と実践活動の高度化（以下「八王子未来学」
という。）」が採択され、八王子地域の 14 の大学等による地域での教育活動に対し、国から助成
を受けることとなった。大学等の枠を超え、八王子地域全体を一括りのキャンパスと捉え、学
生が地域の様々な資源を通して学ぶことをイメージした「まるごとキャンパス八王子」という
キャッチフレーズが考案されたのもこの頃である。
国からの助成は３年間で終了したが、優れた大学間連携事業の多くは、大学コンソーシアム
八王子における事業として継承されることとなった。
ウ．大学コンソーシアム八王子の誕生
大学等と市民・経済団体・行政などが連携・協働し、大学・学生・市民にとって、より一層
魅力ある学園都市を目指して、平成 21 年（2009 年）４月に大学コンソーシアム八王子が誕生
した。加盟団体の構成は、市内 21 の大学等と、近隣の２大学等を加えた合計 23 の大学等のほ
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か、八王子商工会議所、公益財団法人大学セミナーハウス、八王子市学園都市推進会議、八王
子学生委員会、公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団及び八王子市の合計 29 団体で
あった。（図表１参照）
会長には、東京工科大学学長である軽部征夫氏が、副会長には当時八王子市長であった黒須
隆一氏と、市民団体として学園都市づくりを進めてきた八王子市学園都市推進会議の会長であ
る石森浩元氏が就任し、地域と大学等とが一体となった、オール八王子での学園都市づくりを
推進する体制が整った。
３．大学コンソーシアム八王子の概括
（１）目的
大学コンソーシアム八王子の設置目的は、会則に「高等教育の充実、地域社会の発展並びに
地域の国際化を目指すなど魅力ある学園都市の形成に向けた中心的な役割を担うこと」と規定
している。加盟団体である、大学等・市民・経済団体・行政等が連携し、それぞれが地域に大
学等があるメリットを感じることができるよう、様々な事業を実施していくことがうたわれて
いる。
（２）事業概要
大学コンソーシアム八王子で実施する個々の事業は、図表３で示したように、前身団体等に
おいて実施されてきた事業である。そして、上記目的を達成するために、会則において６つの
事業に分類している。具体的には、ア．小中高大連携や大学等の地域貢献活動の支援などを行
う大学等連携事業、イ．加盟大学を全国に周知する活動などを行う情報発信事業、ウ．まちの
活性化や学生イベント活動等への支援などを行う学生活動支援事業、エ．加盟大学と産業界と
の連携などを行う産学公連携事業、オ．生涯学習の推進や大学施設の市民開放の拡大などを行
う生涯学習推進事業、カ．外国人留学生の生活や活動の支援の充実などを行う外国人留学生支
援事業である。
図表３

八王子地域における主な学園都市づくり事業の変遷

（出典：『八王子市の学園都市づくり平成 30 年度版』（八王子市学園都市文化課）及び
『八王子未来学事業成果報告書「八王子の未来への提言」』をもとに筆者作成）
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（３）組織体制
各事業を実施するにあたり、加盟団体の教職員等から構成される部会やワーキンググルー
プを組織し、事業実施に必要な企画・立案・運営業務を行っている。全体の事業計画や予算
案は、各部会を束ねる運営委員会及び理事校で構成される理事会での審議を経て、全加盟団
体の代表者が出席する総会において決議している。
事務局は、公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団が、設立以降一貫して担って
いる。平成 31 年（2019 年）３月時点の事務局体制は、正規職員５名（うち２名は兼務）、嘱
託職員３名、臨時職員１名の合計９名となっている。
事務局の役割は、事業を実施するうえで必要な事務手続き全般をはじめ、事業の企画を検
討する部会やワーキンググループの開催に係る連絡・調整、委員の意見をもとにした企画案
の作成、そして事業当日の運営支援等、組織運営の中核機能を担っている。
（４）予算規模と財源内訳
大学コンソーシアム八王子の予算規模は、平成 30 年度（2018 年度）で約 5,710 万円である。
内訳は、事業実施に係る会場利用料、印刷製本費、講師謝金、消耗品費等の物件費が約 2,430
万円、事務局運営に係る人件費が約 3,280 万円である。
事業を運営するうえで必要となる財源は、加盟団体からの会費収入のほか、八王子市や八王
子市学園都市文化ふれあい財団が支出する負担金、事業への参加料・委託料収入となっている。
４．１０年間における主な事業の推移と成果
（１）夏休み子どもいちょう塾と子ども向け大学等イベント情報の発信
ア．事業概要・経緯
「八王子未来学」の取り組みとして平成 21 年度（2009 年度）及び平成 22 年度（2010 年度）
に行われた子ども向けの実験教室「未来スクールはちおうじ」を引き継ぎ、平成 23 年度（2011
年度）から、大学コンソーシアム八王子が主催となり、学園都市センターを会場として、後述
する「八王子学園都市大学いちょう塾」の子ども版という趣旨の「夏休み子どもいちょう塾」
に名称を変更した。内容は、加盟大学等の教員が助手の学生とともに、小学校高学年向けに夏
休み期間中の特別講座を行うもので、子どもの学ぶことへの関心・意欲を高めることを通じた
地域貢献を目的としている。
「未来スクールはちおうじ」におけるキャッチフレーズが「夏休み
の自由研究、今年は教授がお手伝い」というものであったように、夏休みの自由研究としての
成果物を使用できる講座の人気が高い傾向にある。
写真１

プログラミングの講座

写真２

食べ物の色を分離する講座

東京薬科大学提供

中央大学提供
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イ．大学コンソーシアム八王子が実施するメリット
本事業のこれまでの実績は図表４、５で示すように、提供講座数及び受講者数は年々増加し
ている。大学コンソーシアム八王子が主催となり、参加大学等数が増えたことにより、実験教
室だけでなく、ロボットづくりやパソコン、裁判員体験や美術等、各大学等の特色を活かした
講座が数多く提供されている。その結果として、自分の体験したことのない分野に触れ、学ぶ
ことへの関心・意欲を高めた子どもが大きく増加したものと推察される。
なお、平成 28 年度（2016 年度）の講座数の大幅な増加は、前年の抽選倍率が２倍に達した
ことから、実施日数を従来の 1 日から２日間へと拡大したことが要因である。
図表４

図表５

参加大学等数の推移

受講者数・講座数の推移

※図表４、５ともに平成 23 年度（2011 年度）以降が大学コンソーシアム八王子の実績

ウ．近年の取り組み（プログラミング講座の増設と生涯学習センターとの連携）
平成 32 年度（2020 年度）から実施される新小学校学習指導要領において、プログラミング
教育が必修化されることとなった。初等教育の現場では、こうした科目を児童に教えるノウハ
ウ不足が課題として挙げられている。子どもいちょう塾においても従来からプログラミング講
座は提供されていたが、特にプログラミングは子どもだけでなく、保護者の方の関心も高いこ
ともあり、定員を超える傾向が強かった。そこで、事務局から大学等に対してプログラミング
に関する講座提供の呼びかけを強化した。大学等教職員の方々の協力により、平成 30 年度（2018
年度）にはプログラミングの講座数が、前年の３講座から６講座まで増設することができ、好
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評を博した。講座数だけでなく、大学等教員による高い専門性に裏づけられた質の高い講座は、
アンケートにおいて高い満足度（平成 30 年度（2018 年度）98％）を示す結果となり、多くの
子どもたちの将来につながる貴重な機会となっている。
また、平成 30 年度（2018 年度）から、八王子市教育委員会が共催として加わり、会場を生
涯学習センターにも広げて実施したことにより、料理講習室や木工室等、用途に合った施設の
選択が可能となり、講座数が増えて手狭となっていたスペースに余裕を持って開講できるよう
になった。年々増加の傾向にある申込者に対し、少しでも多くの小学生が受講できるように、
今後も生涯学習センターとの連携は継続して実施していく方針である。
エ．受講生及び保護者の声
受講した児童からは、「興味のなかった科目が好きになった。もっと学んでみたい、体験し
てみたい」という感想が多く、学ぶことへの関心・意欲が大いに高まっていることがうかがえ
る。保護者からも、「小学校では体験できない内容に触れられてよかった」、「子どもが夢中
になって、集中して取り組む姿が印象的だった」、「将来進むべき道を子どもが探すうえで、
有益だった」など、我が子が夢中になって受講している姿に感動し、将来の進路にまで影響を
及ぼす可能性を感じさせる声が挙がっている。これまでの８年間で、延べ 2,375 名の児童が受
講し、学びに対する知的好奇心が喚起されたことになる。これらのことは、大学等の知的資源
が地域に還元されている証とも言える。
現在、第１回に受講した当時の小学６年生は、大学入学又は就職を迎える年齢となっている
が、本事業が将来の進路選択において少なからず反映されていることを期待したいものである。
オ．子ども向け大学等イベント情報の発信

‑ 「八王子まるごと子どもキャンパス」の発行 ‑

夏休み子どもいちょう塾は、子ども向け講座を学園都市セ
ンターや生涯学習センターに集約して開催しているが、加盟
大学等のキャンパスにおいても様々な子ども向けイベントが
実施されている。大学コンソーシアム八王子としては、加盟
大学等のＰＲを行うことで、市民に八王子が学園都市である
ことを知ってもらい、大学等を身近に感じてもらうことを目
指している。
そこで、平成 29 年度（2017 年度）から、このような情報
を集約した情報誌を 30,000 部発行し、小学校の協力のもと、
八王子市立小学校全児童に配付している。これは、子どもだ
けでなく、保護者にも加盟大学等をＰＲすることにより、学
園都市八王子を幅広く周知することをねらったものである。
情報誌のタイトルは、八王子地域に立地する大学等キャンパ
スが、まるごと子どもにとっての学びの場である、という趣
旨で、「八王子まるごと子どもキャンパス」と名付けた。
発刊２年目であるが、大学等において開催されるイベントに、例年より多数の来場者があっ
たという大学等担当者の声が寄せられるなど、今後、更なる効果が期待できる。
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（２）学生発表会と市長への直接提案事業
ア．事業概要・経緯
学生発表会は、加盟大学等の学生に日ごろの研究成果を学外で発表する機会を提供すること
で、他大学等の教員・学生、行政職員、産業界関係者から講評を受けるとともに、他大学等の
学生の発表を聴講することで学生同士の交流が図れる事業である。大学等の研究成果というシ
ーズ（種）を社会に発信することにつながるものでもあり、企画・運営は、加盟大学等の教員
で構成されている産学公連携部会が所掌している。
本発表会は、前身団体である「八王子産学公連携機構」が、産学公の連携につなげようと平
成 14 年（2002 年）から開催していた「研究成果発表講演会」や「はちおうじ企業・地域活性
化アイデア発表会」を、大学コンソーシアム八王子が平成 21 年（2009 年）に整理・統合し、
「第
１回大学コンソーシアム八王子学生発表会」と名称変更して開催したのが始まりである。また、
平成 22 年度（2010 年度）からは、市が主催していた、学生が市長に直接市政提案を行う「学
生と市長とのふれあいトーク」を学生発表会に統合した。発表件数は、例年 170 件から時に 200
件を超える年もあり、参加学生数は延べ約 700 名、座長・審査員として運営に携わる教員数も
約 50 名にも及ぶ。これは、前述した産学公連携機構や市の主催する事業がコンソーシアム設立
前から八王子に定着しており、大学等の教育カリキュラムとして既に活用されていたことが要
因として挙げられる。
本発表会の特色には、学術団体が特定分野に限定した発表会を行っているのに対し、多様な
分野の研究成果が発表できること、他の大学コンソーシアムにはない規模の加盟校を有してい
る点が挙げられる。特に、まちづくりについて学生ならではの視点で、八王子市長に直接提案
できる部門は、特記すべきである。学生が提案した内容が実現する可能性もあることから、毎
年約 30 件のエントリーがあり、事前審査を経て選出された８団体が市長に直接提案をしている。
学生たちはこの日のために提案内容とプレゼンテーション能力を磨いてきており、毎年、受賞
した学生の喜ぶ姿や、残念ながら入選できなかった学生が涙を流して悔しがる光景が見られ、
まるで学園都市八王子における大学間甲子園のような雰囲気も感じられる。
イ．発表形式・分野分け
発表形式は、口頭発表、ポスター発表及び作品展示があり、学生がそれぞれ選択している。
発表分野は、情報通信、環境、化学、電気・電子、デザイン、まちづくり等、文系、理系問わ
ず多岐に渡っている。
写真３

「学生が市長に直接提案！」での発表
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写真４

ポスターセッション

写真５

表彰式では市長が表彰状を授与

写真６

緊張しながらも堂々と発表する学生

ウ．市長への直接提案の実現化事例
市長への提案における実現化事例は、平成 18 年度（2006 年度）から平成 29 年度（2017 年度）
までで 22 件にものぼり、学生の提案が確実に市政に活かされている。
図表６

市政提案における主な実現化事例

心肺蘇生法を楽しく学べるツールの提案が市内小学校授業にて活用された事例
創価大学経営学部経営学科 安田ゼミナール（平成 30（2018）年度）

外国人観光客向けガイドマップの作成・配布
杏林大学久野ゼミナール
（平成 26（2014）年度）

南大沢文化会館サイン計画のための取り組み
首都大学東京笠松研究室
（平成 26（2014）・平成 27（2015）年度）
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エ．産学公連携の限界と新たな方向性
本発表会の課題としては、産業界との連携不足が挙げられる。当初、発表会の開催趣旨は、
産学公の連携を図ることが主眼に置かれていた。しかしながら、発表分野が多岐に渡るため、
企業関係者からは「どの発表を聴けばよいのかわかりづらい」という声が挙がっていた。また、
大学等によっては、この学生発表会を学生の卒論発表に向けた練習の場として活用しているこ
ともあったことから、研究成果が「そのまま企業で活用できる水準ではないものが多い」とう
意見も寄せられるなど、企業ニーズとのギャップが生じ、結果として企業との関わりを強化で
きない状況が続いた。
一方で、学生の学びの充実という観点からは非常に有意義な事業であると、多くの教員から
の声があったことから、平成 29 年度（2017 年度）の産学公連携部会において、事業目的の整
理を改めて行った。産学公の連携は、学生教育の充実を最優先にしつつ、学問分野による分類
とは異なる特定の「産業分野」に合わせたセッションを設け、当該分野の産業界の専門家に審
査員として関わってもらうことで、産学公の連携を図ることにつなげ、成果を出せる可能性が
あると考えた。
具体的には、平成 29 年度（2017 年度）は、農業分野に関する発表・提案ができる「農業セ
ッション」として束ね、ＪＡ八王子やサイバーシルクロード八王子から審査員を招き、八王子
の農業の活性化につなげるための取り組みへと強化した。また、平成 30 年度（2018 年度）は、
「観光セッション」を新設し、公益社団法人の日本交通公社や八王子観光コンベンション協会
から審査員を招き、審査の高い専門性を担保することで、学生にとっての学びの充実を図った。
参加学生にとっては、当該分野の専門家に対して発表を行える場となり、有益なフィードバッ
クが得られる機会となったと、非常に好評であった。
今後は、前述した「農業」や「観光」といった特定分野のセッションにおける提案を、産業
界の関連団体等との連携した取り組みとして具現化を図っていく中で、後述する「学生企画事
業補助金」制度の活用へつなぐなど、学生の起業や産学公連携のきっかけとなるスキームを構
築していく必要がある。
（３）学生が企画した地域貢献事業に対する補助金制度（学生企画事業補助金）
ア．事業概要
学生企画事業補助金は、八王子地域の課題解決や地域の活性化につながる学生の活動を支援
するため、加盟大学等の学生が自ら企画・運営・実施するイベントやプロジェクトに対して、
大学コンソーシアム八王子がその費用の一部を補助するものである。
審査員は、本事業を所掌する市民・学生連携部会の部会員である、八王市学園都市推進会議
から選出された企業経営者や、学生の立場で地域の活性化活動を行う八王子学生委員会メンバ
ーと市の学園都市文化課職員である。毎年６月に、書類による１次審査、面接による２次審査
を行っている。なお、補助対象期間は、７月から 12 月まで（平成 30 年度（2018 年度）からは
「７月から翌年１月末まで」に改定）の約半年間で、補助金額の上限は、１件あたり 10 万円と
している。
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イ．10 年間で「まるごとキャンパス八王子」を象徴する事業に成長
（ア）サークル等イベント開催助成から、学生の社会貢献活動支援へ
本事業は、大学コンソーシアム八王子設立前から、八王子市学園都市文化ふれあい財団が、
学生サークル活動の大学間連携を促進する目的で実施していた「学生企画イベント補助事業」
が礎となっている。設立直後の平成 21 年度（2009 年度）から平成 22 年度（2010 年度）までは、
同様の趣旨のもと、大学等の美術系サークル連携による美術展や、複数大学等の音楽・写真サ
ークルの連携による合同イベント等に対して補助金を交付していた。
その後、学生による社会・地域貢献活動を活発にすることが「まるごとキャンパス八王子」
の実現につながることから、平成 23 年度（2011 年度）には、補助対象を環境・福祉・地域・
ボランティア等社会的貢献を目的とするイベントやプロジェクトに改変した。その結果、高尾
山に外国人観光客を誘致する事業や、東日本大震災の被災学生による震災支援活動等、より社
会的な課題に目を向けた活動が増えた。さらに、本事業が学生の学びにつながることが大学等
教員にも周知された結果、大学等のゼミナール・研究室の活動の一環で補助金を活用する事例
が増加している。
（イ）補助金額の倍増
予算規模は、平成 21 年度（2009 年度）から平成 27 年度（2015 年度）までは合計 50 万円で
あった。その後、本事業が大学等の学生に定着し、応募件数が増加してきたこと、地域への貢
献度の高さが評価されたことから、平成 28 年度（2016 年度）以降の予算規模は倍増し、合計
100 万円となった。八王子市学園都市文化課から大学等への周知協力もあり、応募大学等の増
加に伴う応募件数が大幅に増加し、採択を受ける競争率も高くなった。（図表７）
その結果、採択団体による活動の質が上がるとともに、学生の活動も各大学等の特色を活か
したユニークなものが増えた。
図表７

学生企画事業補助金 採択団体数
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（ウ）成果報告会の充実
毎年２月に、本事業に参加した学生による成果報告会を開催している。本会で学生は、審査
員から感想やアドバイスをもらうとともに、これまでの活動の意義を振り返るなど、教育的な
視点からフィードバックが行われることで、活動から得られる学びを深めていった。一方で、
報告会の中で、直接学生と関わった市民が発言する機会が設けられていなかったことから、社
会貢献としての活動を通した学生への学びが足りないとの声が教員から寄せられた。
そこで、平成 29 年度（2017 年度）から、学生の活動に協力していただいた市民の方々にも
成果報告会への参加を呼びかけ、学生の活動が地域にとってどのような意味があり、一方でど
のような課題が残ったのかなど、学生に向けてコメントしてもらう機会を設けた。その結果、
学生の力が市民の刺激となり、地域の活性化につながっている事実や、学生の経験不足による
不備等に対しても協力してくれた市民からの温かいサポートを受けていた点が明らかになるな
ど、学生側からの報告だけでは見えない地域側の視点が明らかとなり、より活動の意義や成果
が明確になった。
また、活動を終えた学生からは、
「プランをつくるだけでなく、自ら動いて地域でもまれる中
で成果を残せたことは、自分にとって大きな糧となった。」、
「体験に基づく自信がついて、就職
活動にも活かせた。」との感想が寄せられている。地域を学びの場とする「まるごとキャンパス
八王子」を体現している事業であると言える。
写真７

成果報告会の様子①

写真８

報告会終了後の記念撮影

成果報告会の様子②

会場には学生に協力した地域の方々も

（エ）地域課題の解決に学生の力を活かす補助金制度

‑ 指定課題部門の新設 ‑

平成 30 年度（2018 年度）から、地域の課題に関する調査研究活動に取り組む大学等の研究
室・ゼミナールに対して補助金を交付する「指定課題部門」を新設した。従来の補助金対象活
動がいわば学生の自主的な地域貢献活動であったことに対して、本部門は大学等が有する専門
性を具体的な地域の課題に活かす仕組みを構築し、大学等の知的資源を八王子地域に還元する
ことにつなげることを意図している。
初年度のテーマは、公益社団法人八王子観光コンベンション協会が提供した「八王子ならで
はのＭＩＣＥ事業への提言〜グローカルな視点から〜」とし、調査研究委託という形で同協会
から提供された経費を財源に、４大学の研究室・ゼミナールに助成が行われた。本調査研究は
単年度だけでなく、優秀な提案に対しては複数年度の補助金の交付を想定しているが、これは
協会の大学等研究室・ゼミナールへの期待の高さの表れである。
本調査研究の成果報告会は、公益社団法人八王子観光コンベンション協会が主催する「平成
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30 年度第３回ＭＩＣＥフォーラム」において、市内のＭＩＣＥ関連事業者に向けて行われた。
今後も、地域課題を解決するために大学等の知的資源を活かす本取り組みを発展させていくべ
きであると考える。
（オ）学生活動の地域への発信強化
学生が八王子で様々な地域貢献活動を行う姿は、
「まるごとキャンパス八王子」を体現するも
のである。これを広く発信することで、学生や協力した市民の方々の成果の発表につながると
ともに、学園都市八王子のＰＲにつながることが期待される。
従来の成果報告は、ポスターを学園都市センターで掲示するに留まっていたが、平成 29 年度
（2017 年度）から発信を強化し、大学コンソーシアム八王子情報誌をリニューアルして、学生
企画事業補助金採択団体の活動を紹介する記事を中心とする内容とした。活動の情報は、学生
からの報告のほか、事務局職員が現地を訪問し、地域の方の声も盛り込むことで、より興味を
引く内容とした。配布先は、市民センターや市民活動支援センター等の市の施設に加え、大学
進学者が想定される市内高等学校にも配布した。ある高等学校教員からは、
「八王子地域の学生
がこんなにも多様な地域活動を行っていることを初めて知った。こうした情報を生徒に周知す
ることは大変意義があるため、全校生徒に配付した」との声も寄せられるなど、学園都市八王
子のブランド構築に貢献したと考える。

図表８

大学コンソーシアム八王子情報誌
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（４）八王子学生ＣＭコンテストの開催
ア．事業概要・経緯
本コンテストは、平成 25 年度（2013 年度）からジェイコム八王子の主催で実施されていた
が、デザイン・メディア等を学ぶ学生をはじめ、大学コンソーシアム八王子加盟大学等の多様
な学部・学科で学ぶ学生の力を活かせることから、市制 100 周年を記念して、前年の平成 28
年度（2016 年度）から大学コンソーシアム八王子が引き継いで実施することとなった。
なお、大学コンソーシアム八王子が引き継いで実施するに至ったのは、市の課長補佐職７名
（平成 27 年度（2015 年度）昇任者）が、研修の一環で、職員提案制度1における『100 周年に
向けた施策づくり』の具現化に向けた取り組みについて検討し、本コンテストをブラッシュア
ップして開催することについての提案がきっかけであることを申し添える。
本コンテストの企画・運営は、美術系・デザイン系の大学等の教員で構成されているワーキ
ンググループが担当しているが、大学コンソーシアム八王子での主催となり、学生が動画制作
を通じて八王子の良さを知り、愛着を持ってもらうことや、応募作品を活用して八王子市のＰ
Ｒを行うことを本事業の目的として整理した。なお、市制 100 周年が終了した平成 29 年度（2017
年度）以降も、八王子をＰＲする動画作品を学生に募集する動画コンテストという趣旨で、継
続して実施している。
イ．学生対象のコンテスト運営のポイント
本コンテスト実施に向けた企画段階で、ワーキンググループの教員から挙げられた動画コン
テスト成功の秘訣としては①応募作品数が多いこと②参加する学生のやりがい・納得につなが
る審査員がいること③受賞作品の放映メディアや魅力的な会場設定等、コンテストの付加価値
を高めること等であった。こうした貴重な意見がもととなり、現在のＣＭコンテストが形づく
られている。
本コンテストにおける審査員は、株式会社電通統括クリエーティブディレクターである岡野
敏之氏、
「うる星やつら」、
「ＮＡＲＵＴＯ」など多数の名作アニメ制作に携わった株式会社ぴえ
ろファウンダーの布川郁司氏など、映像産業界の専門家が就任している。また、受賞作品は、
新宿ユニカビジョンや市内ＹＹビジョン等の街なかの大型ビジョン、地方の地上波テレビ局で
あるＫＢＳ京都におけるＣＭ枠、八王子市や大学コンソーシアム八王子で実施される主催事業
の中において放映されるほか、受賞者には商品券が贈呈される。また、平成 28 年度（2016 年
度）は、作品が大スクリーンで上映されるという点を学生に訴求するため、古くから八王子で
開業していたレトロな映画館「ニュー八王子シネマ」を会場として実施した。

1

本市の行政の効率化、市民サービスの向上を目的に、新たな施策や業務の改善に係る提案を職員から募集す
ることで、行政運営の進展及び職員の能力開発を図る制度
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写真９

写真 11

閉館直前のニュー八王子シネマでの
上映会（平成 28（2016）年度）

懇親会での審査員からのアドバイス

写真 10

写真 12

受賞者と審査員・市長との
記念撮影

受賞作品の新宿ユニカビジョン
での上映

ウ．コンテストの実績と課題
応募作品数は、当初 10 数件程度であったが、大学コンソーシアム八王子の主催事業となった
平成 28 年度（2016 年度）には 14 大学等 28 名から 30 作品が集まるなど、ほぼ３倍となった。
これは、加盟大学の教員がワーキンググループ委員として運営に関わり、コンテストへの参加
を学生に直接促していることもあるが、デザイン・メディア系の学部・学科のない総合大学や、
大学コンソーシアム八王子非加盟大学である都心の大学からも応募があるなど、前述した複数
の付加価値をコンテストに盛り込んでいる点も大きな要因であると考えられる。
八王子をＰＲする動画作品が、学生だけで毎年多くの応募があるという事実は、大学コンソ
ーシアム八王子でなければ実現できなかった。また、参加学生へのアンケート結果からは、映
像制作に携わる中で、
「日ごろから八王子の良さを探しながら街を歩くようになり、八王子に愛
着を持つきっかけとなった」との感想も寄せられている。
作品は、全てユーチューブで閲覧できるようにしているが、今のところ全国的に大きな話題
となっている作品はまだ生まれていない。今後、話題性の高い作品が生まれることを期待する
ところである。
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（５）外国人留学生への支援事業
ア．事業概要・経緯
平成 21 年度（2009 年度）から、外国人留学生を所掌する大学等職員を中心とした留学生対
策ワーキンググループを組織し、留学生の生活支援や就職支援など、各大学等で共通する課題
を大学コンソーシアム八王子として解決できないか議論を行い、適宜事業を実施している。
イ．留学生座談会・勉強会
平成 22 年度（2010 年度）から毎年１回、外国人留学生が普段日本で生活していて感じる不
便な点や大学コンソーシアム八王子に支援してほしいことなどを聴く場として、外国人留学生
座談会を開催している。また、大学等の留学生担当職員が、留学生支援を行う中で必要な専門
知識を身につけるため、外部講師を招いての勉強会を毎年１回開催している。
写真 13

留学生座談会

写真 14

留学生支援担当者勉強会

ウ．外国人留学生のための就職支援事業
平成 28 年度（2016 年度）及び平成 29 年度（2017 年度）の座談会は「留学生の就職事情」を
テーマに、既に就職活動を終えた卒業生や現役の４年生から、これから活動を行う下級生に経
験談を語る場を設けた。卒業後も日本に残って就職したい留学生が、語学能力や就職活動に関
する情報量の少なさなど、日本人学生に比べて様々なハンディキャップがあることにより、日
本の就職活動に適応できず帰国せざるをえないケースが多いという課題が浮かびあがった。
一方、日本の中小企業では人手不足が深刻化し、外国人人材の採用ニーズが高まっている。
また、都心の外国人就職支援機関や他地域の大学コンソーシアムでは、既に外国人留学生向け
の就職支援イベントを実施し、そのニーズの高さから、年々参加者が増加してきている状況に
ある。
八王子市は、毎年、八王子市多文化共生推進課の委託事業として八王子国際協会が「外国人
留学生のための就職セミナー」を実施していたが、その充実のため、大学コンソーシアム八王
子や市の他部署との事業連携も検討されてきた。
これにより、平成 30 年度（2018 年度）は、八王子国際協会の「就職セミナー」に、大学コ
ンソーシアム八王子が共催で加わった。具体的には、コンソーシアム事務局が加盟大学等の留
学生への周知を、八王子市企業支援課が市内企業への参加を促し、企業関係者と留学生との交
流を主目的に、市内企業５社が参加した「外国人留学生のための合同企業説明会」を実施した。
初めての取り組みということもあり、参加留学生は６大学９名と小規模ではあったが、日本

62

での就職に対して意識の高い学生が参加したことで、参加企業の感想は概ね好評であった。今
後は、合同説明会という形にこだわらず、１・２年生向けに中小企業を紹介できる事業も必要
であると考えている。
（６）八王子学生委員会及び八王子市学園都市推進会議への支援
大学コンソーシアム八王子は、加盟団体である学生団体「八王子学生委員会」や、市民団体
「八王子市学園都市推進会議」の活動を支援する取り組みを行っている。各団体の主催事業で
ある「★学生天国★」及び「ビッグウエスト学生フェスティバル」は、毎年５月に開催される
八王子地域の学生が集う合同学園祭であるが、大学コンソーシアム八王子が共催という形で支
援している。
ア．八王子地域合同学園祭「★学生天国★」と学生の成長する姿
「★学生天国★」は、地域住民が日ごろ目にすることの少ない学生のパフォーマンスや活動
展示をまちなかで繰り広げる行事であり、学園都市八王子を象徴するイベントの１つである。
平成 17 年（2005 年）に、第 1 回「★学生天国★」が開催されて以降、ほぼ毎年実施され、
第 13 回目を迎えた平成 30 年度（2018 年度）では、参加学生団体数 42 団体、参加学生数 614
名、来場者数 23,000 名であった。会場である八王子駅北口のユーロードは、学生のパフォーマ
ンスや活動展示ブースで埋め尽くされる。学生の熱気を市民が間近に感じられるイベントとし
て地域に定着している。
学生は、テーマの考案、企画書作成、40 を超える学生団体への協力依頼、協賛企業の募集な
どの準備活動を、学業と並行しながら実行している。これだけの規模のイベントを運営するに
は、学生は多くの外部団体の協力を仰ぐ必要があり、プレゼンテーション能力のほか、人を動
かすための「絶対に成功させたい」という熱意が必要となる。こうした活動は、通常の学生生
活では体験できないことから、大きなやりがいが得られる一方で、時には思うように進まずに
壁にぶつかるメンバーも多い。
だが、その壁を乗り越えたときに、学生は大きく成長する。事務局職員にとっては、活動に
携わった学生が「★学生天国★」を経験するごとに、最後までやり抜く責任感や人前でのプレ
ゼンテーション能力、新たな取り組みに挑戦する意欲等、目に見えて伸びていく姿を何人も目
にすることとなり、この仕事に携わる醍醐味が味わえる瞬間である。学生の力が八王子の活性
化につながるとともに、学生自身の大きな学びにつながっている好例である。
イ．八王子市学園都市推進会議の沿革と、「ビッグウエスト学生フェスティバル」
昭和 55 年（1980 年）に、学園都市協議会の附属機関として発足した「大学連絡協議会学園
都市友の会」が、平成９年（1997 年）４月の学園都市協議会の改組に伴い、学園都市づくりを
推進する一市民組織として設立された団体が「八王子市学園都市推進会議」である。主な活動
は、
「ビッグウエスト学生フェスティバル」の主催、新入生のための生活便利帳「ビッグウエス
ト」の編集と新入生への配付、東京箱根間往復大学駅伝競走の壮行会や応援横断幕の掲出、八
王子いちょう祭りへの参加等である。
「ビッグウエスト学生フェスティバル」は、お茶会、学生落語会、書道展、写真展、美術展、
音楽祭など、複数の学生イベントの総称である。個々のイベントは、大学等による様々な学生
サークルによる合同開催の形式で行われている。これは、学園都市推進会議会員が長年に渡り
大学等サークル団体と関係を構築した結果であり、毎年約 400 名の学生が参加している。特に、
学生落語会は毎回満席になるほどの人気で、そのレベルの高さには定評がある。
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写真 15

写真 16

「★学生天国★」での路上
パフォーマンス

「ビッグウエスト学生フェス
ティバル」学生音楽祭

（７）ＦＤ2・ＳＤ3事業
ア．事業概要・経緯
ＦＤ・ＳＤとは、一言で表現すると「大学等教職員の資質向上のための取り組み」であるが、
通常は、個別大学等の自助努力によって実施されるものである。八王子地域においては、大学
間連携によっても実施することで、資源の共有化と相互補完を図り、効率的な教育改革の推進
を行っている。平成 20 年度（2008 年度）に「八王子未来学」の取り組みにおける第１回「八
王子未来学」ニューＦＤ/ＳＤセミナーが開催された。本セミナーで、大学レベルの連携は企業
秘密のない世界であり、教育に秘密はないことを確認したうえで学生の利益を目指すことが大
切、という趣旨の講演があり、大学等間の連携による教職員の質の向上の取り組みの前提とな
る重要な考え方が示された。その後、平成 22 年度（2010 年度）まで合計３回のセミナーが開
催される中で、大学間の壁を取り払い、情報共有、大学等運営のノウハウの共有を進め、自由
に連絡が取りあえる教職員ネットワークが構築された。
本事業は、
「八王子未来学」の取り組みが終了した平成 23 年度（2011 年度）から、企画運営
主体であるＦＤ・ＳＤ専門委員会の組織ごと、大学コンソーシアム八王子に引き継がれること
となった。
イ．大学コンソーシアム八王子ＦＤ・ＳＤフォーラムの特色
平成 23 年度（2011 年度）以降、ＦＤ・ＳＤフォーラムは大学コンソーシアム八王子の主催
事業として、全国の大学等教職員に門戸を広げた形で実施することとなった。また、この年か
ら、文部科学省高等教育局大学振興課の方を来賓に招き、高等教育施策の最新の動向について
の講演を取り入れることとした。その結果、参加者数は従来の約３倍に増えた。多くの大学等
教職員が本フォーラムを活用することとなり、大学コンソーシアムのスケールメリットが最大
限に活かされる結果となった。フォーラムのプログラムは、基調講演と分科会の開催としてい
る。
平成 25 年度（2013 年度）からは、内容を充実させるため、開催期間を１日から２日間に拡
大した。１日目の基調講演では、講師を１名から２名に増やしたうえで、講演後にはパネルデ
ィスカッションを実施し、設定テーマについて多角的にアプローチすることで、フォーラムの
2
3

ＦＤとは、「ファカルティ・ディベロップメント」の略で、大学等教員個人や教授団の資質開発のこと。
ＳＤとは、「スタッフ・ディベロップメント」の略で、大学等事務職員等の経営参画能力を向上させるため
に大学等が組織的に行う研修・研究活動を指す。
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意義をより深めるものとした。また、２日目は、分科会を午前と午後の２コマで構成し、従来
よりも長い受講時間を確保することで、より深く学べる機会とした。
参加者アンケートからは、
「高等教育施策の最新動向について知ることができる」、
「パネルデ
ィスカッションでは、普段学内では聞くことのできない本音ベースの意見交換がなされており、
大変参考になる」などの声が寄せられている。大学コンソーシアムという中立的な団体が主催
していることを最大限に活かし、現場職員にとって本当に役に立つ議論が聞けるという点は、
単独の大学等の事業ではできない特筆すべきメリットである。
（８）情報発信事業
ア．大学コンソーシアム八王子情報誌の発行
情報発信事業は、加盟大学等や学生の活動や大学コンソーシアム八王子の取り組みを市民並
びに全国へ発信することで、八王子に大学等が多く立地するメリットを活かし、八王子が「ま
るごとキャンパス」であることを周知し、学園都市ブランドを強化することを目的に実施して
いる。
大学コンソーシアム八王子設立前である平成 17 年度（2005 年度）から、大学等の連携組織
である「八王子市学園都市連絡会」が、市民に大学等キャンパスへ足を運んでもらうとともに、
学生同士の交流促進のため、加盟校の学園祭情報を集約した「学園祭ＭＡＰ」を毎年発行して
いた。大学コンソーシアム八王子設立後は、学園祭情報に加え、特色ある活動を行っている学
生の特集記事の掲載等、内容の充実を図るとともに、発行部数を約 13 万部に増刷し、新聞折込
みにて広く周知してきた。
なお、前述したとおり、平成 29 年度（2017 年度）からは、大学等キャンパスにおける子ど
も向け事業情報を集約した「まるごと子どもキャンパス」や、学生企画事業補助金採択団体の
学生活動を掲載した情報誌の年２回の発行とし、質・量ともに充実を図っている。
イ．Ｗｅｂサイトのリニューアルの実施
平成 28 年度（2016 年度）には、情報発信の更なる強化を図るため、Ｗｅｂサイトをリニュ
ーアルし、各事業をより分かりやすく伝えられる内容に変更した。また、ＳＮＳでのきめ細か
い情報発信を実施している。
ウ．情報発信事業の課題
前述したとおり、未だ大学コンソーシアム八王子の取り組みが広く知られているとは言いが
たい。その要因として、組織としてのＰＲ不足にあることは明らかであった。
また、平成 29 年（2017 年）に策定された『はちおうじ学園都市ビジョン』においても、市
民、学生、教職員それぞれが、八王子に大学等が多く立地する魅力を感じられるよう、
「学生が
育つまち」としての情報発信に重点をおき、学園都市ブランドの強化に取り組むことがうたわ
れている。
近年は、学園都市センターにて大学コンソーシアム八王子の取り組みを紹介するパネル展示
や、加盟団体のロゴマークを掲載したバックパネルを製作しイベントで活用するなど、取り組
みのＰＲ強化に努めているが、まだまだ途半ばであり、今後の課題となっている。
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５．考察
（１）加盟大学等の学生数の確保につながる取り組み
18 歳人口の減少が進む中、大学等では学生数の確保が大きな課題となっており、教育環境の
充実を進め、大学の魅力を高めることで学生を確保しようとしている。国は、地方に立地する
大学等の学生数確保のため、東京 23 区内における大学等学生の収容定員を抑制する施策を展開
しているが、八王子地域に立地する大学等は定員抑制の対象外となっている。そのため、八王
子地域における大学等施設の建て替えが複数の大学等で盛んに行われるなど、積極的に八王子
にキャンパスを構えることを選択している動きもある。
上記の課題に対し、大学コンソーシアム八王子が今後取り組むべきこととして、加盟大学等
を高等学校にＰＲするような情報発信事業の充実が考えられる。具体的には、地域資源を題材
とした加盟大学等における特色ある取り組みや、大学コンソーシアム八王子を活用して教育活
動を充実させている教員の取り組み事例を集約し、高等学校の生徒に対して周知するような取
り組みである。以上の取り組みは、高等学校との関係づくりに時間と労力がかかるものの、大
学等がコンソーシアムに加盟することで、学生数の確保につながる取り組みである。
（２）「学園都市づくり」のさらなる推進のために
「学園都市づくり」を推進するうえでの現状の課題は、地域が学生に求めているものと、大
学等が地域に求めていることにギャップが生じている、という点がある。
地域としては、学生の若い行動力を活かして地域の活性化につなげたいというニーズがあり、
イベント運営やボランティア活動に携わる人員としての役割を期待する傾向にある。
大学等としては、学生は人手不足を補うための人員ではない、と考えており、地域での活動
を通して学びが得られるかどうかを重視している。学生の本分は学業であり、平日の日中は授
業がある。
「授業に出なくても単位は取れる」と言われたのは昔の話で、今は「授業に出席しな
いと卒業できない」。高等教育の質を向上させる国の施策のもと、事前事後学習も義務づけられ
ており、放課後もキャンパスに残って勉強することが推奨されているほか、部活やサークル活
動に携わる学生も多い。この結果、アルバイトの時間すら確保するのも困難な学生もいるよう
である。平成 32 年（2020 年）には、経済的な困難を抱えた若者にも教育の機会を提供するた
めの「高等教育の無償化」が一部実施されることで、学生がアルバイトをする必要性が低くな
り、ますます学業の重要性が増してくる。
また、大学等から地域へのアプローチが増えたことは、特筆すべき点である。以前は、地域
からの要望に大学が応える、という関係が主であった。約 20 年前から始まった文部科学省を中
心とした大学教育改革の流れや、18 歳人口の減少に対応するための教育研究の質の向上の中で、
実践的な学びを通じて学生の主体性を育むことで、より社会に役に立つ人材を育成しようとい
う動きが広がっている。ＰＢＬ（Project Based Learning）や、サービスラーニング、コーオ
プ教育（産学公連携の理論と実践のキャリア教育）などと呼ばれる教育手法であるが、主に、
学生がフィールドワークや就業体験等を通じ、実社会における課題の解決に取り組む中で学び
を得ようという手法である。行政や企業は、課題解決に学生の視点を取り入れることで、組織
の活性化につなげる機会を得るほか、自らの取り組みを学生にＰＲする機会と捉えている。こ
のような取り組みは、学生の教育と、行政や企業の双方にとって有益であり、以前よりも連携
が進む状況にある。このように、日ごろの学生の教育研究活動の延長線上にある地域活動は、
学生の参加意欲が高まる傾向にある。
以上のことから、地域と大学等とのギャップを埋めるためには、大学コンソーシアム八王子
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の主催事業をはじめとして、大学等による地域資源を活用したフィールドワーク等の取り組み
を拡充し、地域の活性化につなげていく取り組みを継続していくことが必要となる。そして、
このような取り組みを定着させ、地域で学生を育てる視点をもつことで、本市が大学等にとっ
て魅力ある教育環境として認知され、本市にキャンパスを構えるメリットをより感じてもらえ
るものと考える。
また、学生が地域との関わりを通じて本市への愛着を深めていくことで、本市が学生にとっ
て卒業後も「働き・暮らす」場となることにつながっていくものと考えている。
（３）大学コンソーシアム八王子の活動に関わる大学等教職員の人材確保
大学コンソーシアム八王子において、各部会やワーキンググループにおける大学等の教職員
からの意見は、各事業のあり方を考えるうえで非常に重要なものである。一方で、大学等の外
部組織の諸活動に係る事務負担が一部の意欲ある教職員に偏ってしまい、大学等における本来
業務の支障になってしまうケースもあり、課題となっている。
今後、大学コンソーシアム八王子の更なる発展を考えるうえでは、コンソーシアムの諸活動
に携わる教職員への学内における評価や、大学等への財政支援の拡充及び教職員の社会連携活
動に対するインセンティブの付与が必要であると考える。
文部科学省の大学等に対する補助金制度には、大学間連携による取り組みも存在するが、申
請主体が大学コンソーシアムとなりうるものがなく、各大学等における優先順位を勘案すると、
申請主体を担う大学等が出てこない。補助金制度の申請主体に大学コンソーシアムのような中
立的な団体が対象となる制度の整備が待たれるところである。
なお、以上の課題・要望は、平成 30 年（2018 年）３月２日に開催された文部科学省中央教
育審議会における将来構想部会（委員懇談会）において、大学コンソーシアム八王子の代表と
して、会長である軽部征夫東京工科大学学長が出席し、意見を述べている。
おわりに
これまで述べてきたように、大学コンソーシアム八王子の設立及び実施事業を通して、大学
等の資源がより効果的に地域に還元されてきた。この 10 年間に渡る、コンソーシアム事業の充
実に伴い、大学等が多く立地し、コンソーシアムとして活動していることのメリットを享受す
る市民や学生、大学等教職員も増加している。この間、コンソーシアムの活動に携わった加盟
団体の教職員の功績は非常に大きく、少しずつ歩みを進めてきたことが大きな成果となってい
る。
一方で、近年の大学等を取り巻く環境の変化により、大学等と地域との関係はますます重要
となってきている。しかし、大学等における地域貢献・社会貢献に費やせる資源はまだまだ限
定的であるのも事実である。
人口減少時代に突入している昨今、学園都市という地域特性を最大限に活かしながら、加盟
団体が一致団結のもと大学コンソーシアム八王子における各事業の取り組みをさらに深化する
ことが、大学等と地域との相互の発展の実現と、八王子市の持続的な成長に欠かせないと考え
ている。
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■大学コンソーシアム八王子加盟大学による寄稿論文

ＩｏＴ・ＡＩを活用した八王子防災プロジェクトについて
拓殖大学工学部

教授

拓殖大学産学連携研究センター

センター長

前山

利幸

はじめに
近年、台風や地震などの自然災害に対して改めて関心が集まっている。特に、ゲリラ豪雨の
発生回数は増加傾向にあり、ゲリラ豪雨や台風の上陸回数を勘案すると、水害の発生も増加傾
向にあると想像される。ここで、水害の発生について考える。国が管理する一級河川や都道府
県が管理する二級河川は、すでに水位を監視する機器の設置が進んでいるケースも多く、急激
な水位の変化を遠隔で知ることができる。一方、市町村が管理する中小河川や用水路はその絶
対数も多く、全てに水位を監視する機器を設置するには、非常に多くのコストを必要とするた
め、導入が進まない現状がある。
筆者らはＩｏＴ(Internet of Things)に関する研究・開発に取り組んでおり、その応用先の
１つとして防災・減災への活用について検討を進めていた。この検討を具現化するために、八
王子市、株式会社エイビットそして拓殖大学の産官学連携で、総務省が進める「身近なＩｏＴ
プロジェクト」に「ＩｏＴ・ＡＩを活用したリアルタイムハザードマップの作成と行動支援情
報の提供モデル実証事業『八王子防災プロジェクト』」として応募し、平成 28 年度（2016 年
度）に採択された。
本稿では、その「八王子防災プロジェクト」の概要について説明する。
１．プロジェクトの概要
（１）背景
八王子市は、市内に多くの中小河川や用水路がある特徴的な地形をしており、水害の脅威が
身近にある地域と言うこともできる。平成 20 年（2008 年）８月末には、全国で記録的な豪雨
による河川氾濫や土砂崩れが発生し、八王子市でも８月 28 日から集中豪雨に襲われ、特に浅川
地区においては浸水や土砂崩れが多数発生し、さらに川町地区では住宅が倒壊するなどの甚大
な被害も発生した。（写真１）
プロジェクトメンバーの多くはこの豪雨を経験し、ＩｏＴの技術による中小河川の水位監視
の重要性は共通の認識である。

69

写真１

平成 20 年（2008 年）８月 29 日（左）と 30 日（右）の南浅川の状況

（出典：八王子市「平成 20 年（2008 年）８月末豪雨の記録」）

（２）目的
このプロジェクトでは、ＩｏＴ技術を防災・減災に活用することを目指して、八王子市が管
理する中小河川や用水路にＩｏＴ技術を活用した水位計測センサーを設置し、八王子市内の中
小河川等の水位データ及び気象データを取得・蓄積し、蓄積されたビックデータをＡＩにより
解析する。これにより、中小河川等の水位を予測し、河川の氾濫等に対する迅速な避難誘導の
ための行動支援情報を提供するリアルタイムハザードマップの作成等を目的として実証実験を
実施した。（図表１）
図表１

プロジェクト概要図

（出典：東京都『地域版第４次産業革命推進プロジェクト』）

70

（３）体制・役割
本プロジェクトにあたり、八王子市、民間企業（株式会社エイビット、みらい株式会社、株
式会社ハレックス、株式会社Ｍ２Ｂコミュニケーションズ）、拓殖大学の産官学連携により「八
王子市災害対策推進コンソーシアム」を構成した。
八王子市の地元企業である株式会社エイビットは、プロジェクトの代表として、ＩｏＴを活
用した水位計測センサーの開発と製造を担当した。八王子市は、都市戦略部都市戦略課が代表
部署となり、関係部署と共に水位センサーを設置する河川の選定や地域住民との調整を行った。
気象情報会社である株式会社ハレックスは、気象情報を提供し、河川の水位予測に関する様々
な知見を提供した。ＩｏＴネットワークの事業会社である株式会社Ｍ２Ｂコミュニケーション
ズは、ＩｏＴ防災ネットワークを LoRaWAN（低電力かつ広域の無線通信）で構築した。ＩＴコ
ンサルティング会社であるみらい株式会社は、プロジェクトの進行管理や、総務省などの関係
省庁との調整を担当した。最後に、拓殖大学工学部電子システム工学科前山研究室は、水位デ
ータのＡＩによる活用の検討と LoRaWAN の電波伝搬の解析に加え、河川への水位センサーの取
り付けを学生が企業のエンジニアと共に作業するなどのＯＪＴも実施した。（図表２）
図表２

実施体制・役割

株式会社
エイビット

☑水位監視システムの開発
☑アンテナ設置場所の提供

八王子市

☑実証場所提供
☑広報活動
☑関係部署との連絡・調整
☑アンテナ設置場所の提供

株式会社
ハレックス

☑気象データの提供

株式会社
☑システム開発・運用
Ｍ２Ｂコミュニ
☑ＡＩアルゴリズム
ケーションズ
みらい
株式会社

☑事務局支援
☑報告書作成等

拓殖大学

☑電波・通信技術のアドバイス
☑アンテナ設置場所の提供

（４）課題
本プロジェクト実施における課題のひとつは、低コストな水位監視システムがないことであ
る。これは、従来の河川に使用している水位監視システムは、大きな河川に取り付ける大規模
で高コストなシステムしかなく、初期コストとして 1,000 万円〜2,000 万円程度、運用コスト
として年間 50 万円程度かかるため、多数の設置が必要な中小河川等への導入は非現実的であっ
た。
もう一つは、橋梁への負荷がかからないセンサー設置方法の標準化である。橋梁の耐久性低
下につながる設置方法は避けなければならないものの、橋梁設置のためのマニュアルが整備さ
れていなかった。
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２．実施状況
（１）水位計測センサー等の開発
これらの課題を解決するために、まずは低コストな水位計測センサーの開発が必要であった。
初期・運用コストを抑え、かつ中小河川等の水位データを計測できるセンサーを株式会社エイ
ビットが開発した。初期コストが 50 万円程度、運用コストが年間５万円程度の小型で軽量化し
た水位計測センサー（ＩｏＴ機器）である。また、外部電源を必要としない電池内蔵型のセン
サーであるため、設置場所を選ばないという特徴もある。（写真２）
次に、橋梁へのセンサー設置方法の確立をした。水位計測センサー取り付け時に橋梁の耐久
性を損なわないため、橋梁への穴あけ加工をしないことや、漂流物との衝突時のダメージを軽
減するために橋梁の下流側に取り付けることなど、標準工法を確立した。（写真３）
写真２

エイビットが開発した小型・軽量の

写真３

橋梁へのセンサー設置の様子

水位計測センサー

（２）水位データの収集について
中小河川等における水位上昇のメカニズムを解明するために、水位データの収集が必要であ
った。そのため、八王子市内の中小河川等及び拓殖大学内の砂防ダムの計 15 か所に水位計測セ
ンサーを設置した。また、水位計測センサーからの情報を受信する基地局（ゲートウェイ）と
して、市役所屋上等の計 11 か所に電波受信用アンテナを設置した。（図表３）
これにより、水位計測センサーから超音波を発生させ、その反射で水面の高さを計測し、そ
れを LoRaWAN を用いてデータを送ることによって、低コストかつ高精度な水位データ収集を実
現した。また、中小河川は水位変動が大きいため、一級河川の 10 分間隔よりも短い２分間隔で
水位情報を取得（図表４）するとともに、水位の特徴の抽出と、水位予測の精度向上を図るた
め、１つの河川について上流、中流、下流の３か所に水位計測センサーを設置して計測するこ
ととした。
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図表３

水位計測センサーとゲートウェイの配置

▲：ゲートウェイ

図表４

写真４

ゲートウェイ

●：水位センサー

ある地点の時間ごとの河川水位リアルタイムデータ

（３）データ解析について
収集した水位データと地域雨量を示す気象データを組み合わせて解析を行った。データ解析
にはＡＩ（深層学習）を用いており、水位計測センサーによる実測値とＡＩを用いた予測値の
誤差を縮めていった。一級河川よりも水位変化が激しく予測は困難であるが、40 分後のＲＭＳ
Ｅ（実測値と予測値の乖離の程度を表す指標。０に近いほど高精度）は 0.05 以下となり、ＡＩ
を用いない従来の水位予測よりも高い精度を達成できた。
なお、台風到来時に拓殖大学内にある砂防ダムにおいて、雨水とともに斜面にある土石がダ
ムに流れ込んだことで水位計測センサーが土石に埋まり、以降のデータの取得が出来なかった。
データ収集をしていくにあたっては、土石対策も検討する必要があると考える。（写真５）
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写真５

砂防ダムの様子

３．今後の展開
当初、本プロジェクトではリアルタイムハザードマップの作成を目標としていた。しかし、
八王子市の山間にある河川等は、降雨に伴う水位の変化が大きいことなど、河川氾濫のメカニ
ズムは複雑である。また、災害対策基本法、気象業務法により、リアルタイムで予測・公表す
ることなどに、大きな課題が残されたため、活用方法については引き続き検討していく必要が
ある。
また現在、国土交通省が危機管理型水位監視システムの設置を推進しており、中小河川に水
位計測センサーを設置する動きが加速している。河川は多くの自治体をまたがって流れている
ため、水位計測センサーを複数の自治体において設置することで高精度化することができる。
今後は、多摩川流域をはじめとして八王子市周辺の自治体が連携して事業を展開していくこと
が効果的と考える。
４．八王子防災ＩｏＴワークショップの開催
平成 31 年（2019 年）3 月 26 日に、八王子防災ＩｏＴワークショップを大学コンソーシアム
八王子と開催した。高校生から大学院生まで、多くの若年層の参加があり、ワークショップで
は、八王子防災プロジェクトの紹介とＩｏＴの基礎に関する講義に続き、ＩｏＴの演習を実施
した。演習では、超音波センサーで得た水位情報をマイコン1で処理しクラウドに収集し、Ｉｏ
Ｔの一連動作を、センサーや通信機能をマイコンプログラミングすることにより実現した。
写真６

1

ワークショップの様子

スマートフォンやパソコンと比較して簡易なコンピュータ。マイクロコンピュータ。
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おわりに
本プロジェクトでは、対象河川の選定と水位計測センサーの取り付けが平成 29 年（2017 年）
12 月に完了した。以降データ収集を開始したが、期間が半年間と短かったうえ、降雨や台風が
少なかったこともあり蓄積データが少なく、ＡＩの為の深層学習が不十分であった。そのため、
今後も継続して水位データの収集を行っていく予定である。
また、ＡＩの為の深層学習に必要なデータ収集量を確保するため、水位計測センサーの設置
場所を追加し、水位データのサンプル数を増やしていく必要がある。
自然災害の原因となる、台風やゲリラ豪雨の発生を食い止めることは出来ない。しかし、Ｉ
ｏＴなどの新しいテクノロジーを活用することで自然災害の被害を減らすことは出来ると考え
ている。今回のプロジェクトによる取り組みは継続中ではあるが、減災へ向けたファーストス
テップを踏み出すことが出来たと考えている。
プロジェクトを進めるにあたり、ご協力いただきました関係各位に改めて御礼を申し上げま
す。
参考文献
・東京都産業労働局「地域版第４次産業革命推進プロジェクト」平成 31 年（2019 年）１月

参考ホームページ
・「平成 20 年（2008 年）８月末豪雨」八王子の記録
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/emergency/bousai/m12873/006/p005645.html
（アクセス日：平成 31 年（2019 年）３月 29 日）
・総務省「身近なＩｏＴプロジェクト

当該プロジェクト報告書」

https://www.midika‑ＩｏＴ.jp/project/368/

（アクセス日：平成 30 年（2018 年）12 月 22 日）

・内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h19/bousai2007/html/honmon/hm01000101.htm
（アクセス日：平成 30 年（2018 年）12 月 22 日）

（まえやま
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川口土地区画整理事業に伴う経済波及効果の推計
明星大学経済学部
明星大学経済学部

准教授
准教授

小林健太郎
中田 勇人

はじめに
本稿の目的は、
「川口土地区画整理事業」に伴う経済波及効果の推計を、八王子市産業連関表
（25部門表）を用いて行うことである。
「川口土地区画整理事業」は、八王子市都市計画マスタープランに基づき、地域経済の振興
や首都圏物流の効率化を目的とし、自然環境に十分配慮しながら圏央道の整備効果を活かした
広域物流拠点として整備を行うもので、民間事業（組合施行）として行われている。
川口地区は内陸の高台に位置し、圏央道八王子西ＩＣ に近接し、圏央道を通じて首都圏の
様々な業務核都市や空港、港湾に連絡可能であるとともに、拠点形成に向けたまとまった用地
を確保しやすいため、土地区画整理事業を実現する地区として選ばれた。
平成 29 年度（2017 年度）から事業が開始され、平成 37 年（2025 年）に完了する９年がかり
の事業で、平成 29 年度（2017 年度）から工事着手に向けた関係機関の協議が開始され、平成
30 年度（2018 年度）末に準備工事に着手している。
位置図

計画地区域図

あきる野 IC

圏央道

秋川街道

公園
宝生寺団地

中央自動車道

八王子西 IC

流通業務用地
八 王 子 IC

流通業務用地

緑地

京王八王子駅
西八王子駅
八王子駅

道路

八王子ＪＣＴ
高尾駅

【所在地】

京王線
JR 横 浜 線

八王子市川口町、上川町、西寺方町、美山町地内

【計画面積】 約 172ｈａ（うち約 140ｈａを(一財)八王子市まちづくり公社が所有）
【権利者数】 76 人

平成 30 年（2018 年）４月１日現在
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【整備手法】

【導入機能】

土地区画整理事業（組合施行）
平成 22 年（2010 年）１月 29 日

組合設立準備会結成

平成 30 年（2018 年）２月 28 日

組合設立認可

圏央道のネットワークを活かした広域物流、中継、地域配送を想定

このような事業の経済波及効果を推計する場合、大きく分けて二つの経済効果を考える必要
がある。一つは、土地区画整理事業において、土地が整備され、そこに立地する企業が操業す
るまでの事業に関する効果（図表１※１）、もう一つは、実際に企業が操業することによって発
生する経済効果（図表１※２）である。
以上の点について経済波及効果の推計を行った結果、土地区画整理事業については、直接効
果及び間接効果（一次・二次）を合わせた経済波及効果は、およそ 528 億円（事業期間合計）、
それに伴う雇用創出効果は、述べ 4,535 人（１年あたり約 504 人）と推計された。また、操業
後の経済効果については、直接効果及び間接効果（一次・二次）を合わせておよそ 87 億円と推
計された。
１．推計の基本的な考え方と経済波及効果の概要
（１）分析の基本的な手順
はじめに、今回の産業連関分析において、どのような手順で経済波及効果の推計を行うのか
について、簡単に解説する。
産業連関表とは、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、実際に八王子市内でどれだけ支出され
たか（直接効果）の推計を行い、関連産業に派生して発生する新たな需要（間接一次効果）を
推計できる。
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（間接二次効果）。
なお、本稿の分析においては、土地区画整理事業及び操業後の二つの経済波及効果について
分析を行うが、推計の基本的な構造は変わらないため、どちらも上記のような手順が踏まれる。
本稿においては、直接効果、間接一次効果、間接二次効果の３点の推計を指して経済波及効
果と呼ぶこととする。今回のケースにおける各効果についての推計方法と概要をまとめたもの
が、次の図表１である。
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図表１

経済波及効果の推計方法と概要
※２

※１
川口地区土地区画整理事業
直接効果の推計

経済効果

川口地区立地企業操業後

経済効果

直接効果の推計

※３

家計外消費支出
総固定資本形成（民間）

家計外消費支出
• 事務費等
産業連関表の支出シェアを用いて配分
7億円

• 倉庫業 生産額
29億2,568万円
• 工場 生産額
44億4,451万円

• 土地造成費
155億9,000万円
• 建物等建設
• 設備等設置
1,329億6,017万円

域外への漏出

川口地区物流拠点立地企業操業による直接効果
73億7,026万円・・・①

川口地区物流拠点開発による直接効果
445億718万円・・・①

間接波及効果の推計

間接波及効果の推計

直接効果による八王子市内での需要増加（間接1次効果）
39億3,316万円・・・②

直接効果による八王子市内での需要増加（間接1次効果）
7億6,968万円・・・②

需要増加による付加価値の増加及び所得増加

需要増加による付加価値の増加及び所得増加

所得の増加による消費の増加（間接2次効果）
43億9,810万円・・・③

所得の増加による消費の増加（間接2次効果）
5億9,042万円・・・③

経済効果合計：①＋②＋③
528億3,845万円

経済効果合計：①＋②＋③
87億3,037万円
※ 1万円未満切り捨て

※４

（２）土地区画整理事業の経済効果推計の流れ（図表１ ※１）
はじめに直接効果として考えられるのは、当該事業における歳出と造成された土地に操業す
る企業（以下「進出企業」という。）の建築及び設備投資の費用である。支出として主だったも
のは、土地の造成や道路の敷設などの土木工事に関するものである。区画整理組合の事業計画
によれば歳出総額は９年間で 169 億円が計上されており、その大部分が工事費である。そのう
ち、区画整理に関わる工事費（土地造成費）155 億 9,000 万円及び事務費７億円の合計 162 億
9,000 万円が、経済効果に関連する支出として取り扱うこととする。また、当該事業に伴い、
29ｈａの土地が分譲されるが、ここには物流倉庫や工場などが建築されることが期待されてい
る。これにより、進出企業の建築費用及び操業開始後そこで稼働する機械設備などが設置され
ることから、これらの建築や設備投資にかかる費用が発生する。これらの費用合計は、1,329
億 6,017 万円と推計された。このことから、土地の造成等及び進出企業の建築設備投資費用を
合わせた支出合計は、９年間で 1,492 億 5,017 万円となる。しかしながら、これらが全て八王
子市内への直接効果となるわけではない。このうち実際に八王子市内で需要される金額が直接
効果として計上される。このことから、直接効果の算出に際しては、八王子市内で需要される
であろう金額を推計する作業が必要となる。
次に、間接一次効果は、直接効果で発生した八王子市内での需要が、同じ八王子市内の産業
に対し、どの程度の新規需要を発生させるかを推計するものである。土木工事のようなものを
考える場合、まず、建設業者への需要が直接効果として発生したとすれば、建設業者は、必要
な機材や建設資材を調達する必要が出てくる。このため、建設業者への支出という直接効果は、
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機材や建設資材を販売する業者への支出という需要を発生させていることとなる。この効果が
間接一次効果である。
最後に、間接二次効果は、直接効果で発生した需要と間接一次効果で発生した需要による雇
用者の所得増加が新たな消費の増加、つまり需要の増加を生み出すことになるという点に着目
し、これを推計したものである。八王子市内での直接効果・間接一次効果により、増加した付
加価値は、その一定割合が雇用者所得として分配されることとなる。しかしこれらの所得のう
ち消費される部分についても、必ずしも八王子市内で消費として使用されるわけではない。こ
のため、間接二次効果では、消費のうち八王子市内で需要されると想定される支出額を推計す
る作業が必要となる。
（３）立地企業操業後の経済効果推計の流れ（図表１ ※２）
操業後の経済効果を推計するためには、はじめにどの程度の敷地でどの程度の事業が営まれ
るかについて仮定する必要がある。この分析では、供用される 29ｈａの土地の 20ｈａに大規模
倉庫が２事業所、９ｈａの土地に工場が６事業所だけ立地することを仮定して分析を進める。
この場合、直接効果は、これらの事業所がすべて操業した場合の生産額によって求めることが
可能である。整理事業の直接効果は、支出された金額のうちどの程度が八王子市内の事業所に
支出されたかを推計する必要があるが、操業後の直接効果の場合、この区画に立地した企業は、
八王子市内に立地していることから、これらの企業がどの程度の生産を新たに行うかを推計す
ればよいということである。このことから、本稿の分析では、大規模倉庫と工場の生産額をそ
の専有面積から求めるという方法を採用した。その結果、直接効果となるこれらの事業の生産
額はおよそ 73 億円と推計された。これ以降の間接効果は、土地区画整理事業の推計と同様の考
え方で推計がなされ、全ての波及効果を合わせた経済効果は、およそ 87 億円と推計された。
２．土地区画整理事業の経済効果
これまでは、土地区画整理事業で発生する経済効果について整理してきた。ここからは、経
済効果の推計における詳細について、述べていくことにする。
（１）土地区画整理事業に伴う各種事業費の推計方法（図表１ ※３）
経済波及効果の分析を行う際に、特に重要になる点が直接効果の推計である。ここでは、八
王子市内の需要となる直接効果の推計方法について確認する。
直接効果の推計のためには、その基礎となる需要発生の見通しを付けておく必要がある。今
回、推計に使用できる情報は、区画整理組合の事業計画による歳出歳入計画と計画予定地の開
発面積である。この土地区画整理事業において、期待される成果は物流拠点等の整備である。
この土地が物流拠点として機能するためには、土地の造成を進めたうえで、整備された土地を
利用する企業が必要となる。このことから、この分析で直接効果として推計するのは、第 1 に
土地の造成・道路敷設等、計画地区の開発に際する土木工事関連の需要、第２に整備された地
区に立地することが期待される進出企業の建物・設備等の建築・設置費用である。また、直接
効果のもととなる支出は、主に「家計外消費支出」、
「総固定資本形成（民間）」の２つの項目か
らなると考えられる。以下では、これらを順に確認していく。
まず、家計外消費支出に該当する金額は、区画整理組合の事業計画書にある支出のうち、事
務費７億円の内数となる。ただし、現時点では、この事務費はどのような産業に対して支出さ
れるか不明である。このため、ここでは便宜的に、半分の３億 5,000 万円については対事業所
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サービスに支出がなされ、残りの半分については、産業連関表の産業別支出配分を用いて、当
該歳出費を按分することとする。これらの支出は、川口土地区画整理組合から支出されるもの
であり、当該組合の需要として発生しているものであるため、全額を八王子市内の需要とする。
次に、総固定資本形成（民間）については、一つは、土地の造成・道路施設等の工事費であ
る。これらは建設業に支出されると想定して直接効果の推計を行う。これについても事務費と
同様に、組合の歳入となっていることから、八王子市内で需要が発生していると考える。この
ことから、工事費 155 億 9,000 万円が、そのまま八王子市内への需要増加となるものとして推
計を行う。
二つ目に、分譲地の利用想定として、20ｈａの敷地に倉庫業の事業所（物流施設）が２件、
９ｈａの敷地に製造業の事業所（工場）が６件、それぞれ立地するという想定で推計を行う。
物流施設や工場が操業するために必要な設備は、大きく分けて建物とその中に設置される各種
設備である。これらの建築投資や設備投資費については、先見的にはデータを得ることができ
ないため、以下の各節で物流施設の建築投資・設備投資と工場の建築投資・設備投資に分けて、
詳細に支出額の検討を行う。
（２）物流施設の建築投資費及び設備投資費の推計（図表１ ※４）
はじめに物流施設の建築投資費について検討する。先述した通り、物流施設の利用想定とし
ては、20ｈａの土地に、２つの事業所が立地することを想定する。ここでは単純に、２件の物
流施設が 10ｈａずつ土地を利用して立地することを想定する。このことから、以下では、１件
あたりの敷地利用につき、どの程度の支出が見込まれるかの推計を行う。
物流施設の建築について、検討する際には、そこに立地する施設の大きさについて想定しな
ければならない。本分析で用いることができる情報は、面積だけであることから、これをもと
に検討する。この場合、物流施設の構造を仮定し、敷地利用率（どの程度の大きさの建物にな
るか）について想定することで、便宜的に建築投資費の推計ができる。そこで、近年、着工し
た大型物流施設から 20 件を選択し、情報をまとめた結果、平均的な敷地利用率は 194.0％であ
った。また、最も多い構造は鉄骨造で 20 件中 10 件であった。これらをまとめたのが図表２‑
１である。
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図表２‑１
施設名称

敷地面積
（㎡）

1

東京レールゲートWEST

2

東京レールゲートEAST

3

倉庫業の建築費用算出資料

延床面積
（㎡）

着工
（年）

竣工
（年）

23,000

71,800

2018

2020

東京都品川区

71,000

161,000

2021

2021

東京都品川区

しまむら東松山商品センター

41,274

22,565

2015

4

枚方Ⅱロジスティクスセンター

26,588

57,312

2018

5

市川塩浜物流施設（仮称）

82,600

183,800

6

GLP流山Ⅱ

42,945

96,435

7

GLP枚方Ⅲ

52,000

119,000

8

ロジポート川崎ベイ

9

134,833

296,799

階数

敷地利用率
（％）

PC造

6

312.2%

PC造

5

226.8%

埼玉県東松山市

鉄骨造

3

54.7%

2020

大阪府枚方市

鉄骨造

4

215.6%

2022

2020

千葉県市川市

鉄骨造

4

222.5%

2016

2018

千葉県流山市

PC造

4

224.6%

2017

2018

大阪府枚方市

PC造

5

228.8%

2019

神奈川県川崎市

鉄骨鉄筋コンクリート
造，一部鉄骨造

5

220.1%
234.6%

2017

所在地

構造

Landportあつぎ愛川町

39,819

93,428

2020

神奈川県愛川町

RCS造

6

10

MCUD川崎Ⅰ

54,339

99,073

2018※

神奈川県川崎市

鉄骨造

4

182.3%

11

MCUD川崎Ⅱ

11,693

23,712

2017

神奈川県川崎市

鉄骨造

4

202.8%

12

MCUD本牧

33,343

69,837

2016

神奈川県横浜市

鉄骨造

4

209.5%

13

DPL流山Ⅰ

66,581

141,316

2016

2018

千葉県流山市

PC造造，一部鉄骨造

4

212.2%

14

SOSiLA横浜港北

39,064

87,444

2016

2017

神奈川県横浜市

RCS造

4

223.8%

15

コメリ北海道流通センター

82,944

37,244

2017

2018

北海道苫小牧市

鉄骨造

2

44.9%

2018

京都府田辺市

鉄筋コンクリート造，
鉄骨造

6

231.5%

2018

愛知県小牧市

鉄骨造

4

208.1%

2018

北海道札幌市

鉄骨造

2

106.6%

2019

茨城県つくば市

鉄骨造

4

214.9%

2020

埼玉県坂戸市

PC造一部鉄骨造

4

201.8%

平均

194.0%

16

プロロジスパーク京田辺

69,702

161,357

17

GLP小牧Ⅱ

17,519

36,449

18

DPL流山Ⅰ札幌東雁来

61,610

65,653

19

プロロジスパークつくば

65,600

141,000

20

DPL坂戸

88,565

178,711

2017

2016

2017

面積は小数点以下四捨五入

※増設部分

PC造：プレキャスト鉄筋コンクリート造
RCS造：柱鉄筋コンクリート梁鉄骨工法

また、平成 29 年（2017 年）の建築着工統計から、用途が倉庫となっている建物を構造別に
見ると図の通り、鉄骨造が最も多い。このため本施設も鉄骨造を採用した。
図表２‑２

構造別に見た着工倉庫の件数（平成 29 年（2017 年））
構造
木造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造

着工件数

構成比(%)

2,844

18.8%

29

0.2%

259

1.7%

11,465

75.9%

コンクリートブロック造

151

1.0%

その他

360

2.4%

15,108

100.0%

鉄骨造

合計

次に、これらの１㎡あたりの建築単価についてである。平成 29 年（2017 年）の建築着工統
計から東京都で着工された鉄骨造の倉庫の工事費予定額を床面積の合計で除して１㎡あたりの
建築単価を求めた。結果は 15 万 7,901 円になった。そこで１件あたりの建設投資費は、下記の
式から求められることとなる。
建設投資費＝敷地面積×敷地利用率×１㎡あたりの建築単価
具体的には、30,635,642,848＝100,000 ㎡×194.0％×157,901
であることから、１件あたりの建築投資費は、およそ 306 億 3,565 万円と推計された。
次に、物流施設の機械設備投資費の推計を行う。本項目の計算については埼玉県の作成した
「企業立地に係る経済波及効果シミュレーションツール」を参照した。機械設備投資額を推計
するために、まず平成 27 年（2015 年）の固定資本マトリックスから「運輸・郵便業」の建物
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の建設費と「その他の機械・設備」への投資額の比を求める。
ただし、固定資本マトリックスは１年間の新規と既存の企業の固定資産投資がまとめてある。
そのため、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」の耐用年数を各項目に掛けて、両者の
比が新規事業所の比に近似するよう調整した。
図表２‑３

物流施設の機械設備推計１1
固定資本形成 ※
（運輸・郵便業）

耐用年数

住宅以外の建物

343.6

31*

その他の機械・設備

666.2

12**

※平成 27 年（2015
年）データ 単位：10 億円 名目
平成27年，10億円，名目

これらの数値の推計より、両者の比は 0.75 となることから、最終的に物流施設１件あたりの
機械設備投資額は 235 億 7,311 万 9,704 円となる。以上が、大規模な倉庫を想定した建築設備
投資費用の推計となる。
（３）工場の建築投資費及び設備投資費の推計（図表１ ※４）
次に、９ｈａの土地に工場が立地するという想定の下で、これらの建築・設備等で発生する
と考えられる工事等の費用について推定を行う。ここでは９ｈａの敷地に２ｈａの施設が３件、
１ｈａの施設が３件と仮定した。工場についての設置にかかわる費用を考える場合、物流施設
と同様に、その内容構成は、建物の建築費用と建物の中に設置する機械設備についての費用の
２つに分けられる。以下では、この２つを順に説明する。なお、建物の構造は、平成 29 年度（2017
年度）の建築着工統計より、東京都の製造業用建築物で最も工事件数が多い鉄骨造を仮定する。
東京都における新築の当該建造物（会社）の平均的な敷地利用率を計算すると 26.9％になる。
１㎡あたりの建築単価は、平成 29 年度（2017 年度）の建築着工統計より、東京都の当該建造
物の工事予定額と床面積の合計から１㎡あたりの建築単価を 23 万 2,475 円と推定した。ここで
床面積が前出の数値と異なるのは定義の違いによるものである。
図表２‑４
敷地面積の合計
(㎡)

327,773

工事費予定額
（万円）

2,775,678

床面積の合計
（㎡）

88,049

床面積の合計

119,397

敷地利用率

26.90%
％

1㎡当たりの平均単価
（万円）

23.25

次に、１件あたりの建設投資費については、下記の式から求められる。
建設投資費＝敷地面積×敷地利用率×１㎡あたりの建築単価
このことから、２ｈａの施設の場合、12 億 4,898 万 4,118 円になる。
1

耐用年数についての想定は、*住宅以外の建物では、「金属造の建物で工場・倉庫用」かつ「骨格材に肉厚が
４mm 以上のもの」を使用した。**また、その他では、「倉庫業用設備」を使用した。

83

1,248,984,118＝20,000 ㎡×26.9％×232,475
よって、１ｈａの施設は半額の６億 2,449 万 2,059 円、この６件の合計額は 56 億 2,042 万
8,531 円になる。
次に、平成 27 年（2015 年）の固定資本マトリックスから「製造業」の「住宅以外の建物」
の建設費と「その他の機械・設備」への投資額の比を求める。
ただし、固定資本マトリックスは１年間の新規と既存の企業の固定資産投資がまとめてある。
そのため、建物については国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」の耐用年数を、その他
の機械・設備については耐用年数を 10 年と仮定し、各項目に掛けて、両者の比が新規事業所の
比に近づくよう調整した。このことから両者の比は 3.37 となる。工場の建築投資費とこの値か
ら工場全体の機械設備投資費は 189 億 2,222 万 3,120 円となる。
図表２‑５

物流施設の機械設備推計２2
固定資本形成※
（製造業）

住宅以外の建物
その他の機械・設備

耐用年数

1,078.7

31*

11,258.1

10**

平成27年，10億円，名目
※平成 27 年（2015
年）データ 単位：10 億円

名目

ここまでの想定では、総固定資本形成（民間）は、建物建設として 668 億 9,171 万円、設備
投資として 660 億 6,846 万円が支出されることになるが、これらの事業所は必ずしも八王子市
内の事業所に対し支出されるものとは考えられない。
川口土地区画整理事業における需要総額は、家計外消費支出が７億円、民間総固定資本形成
のうち、土地の造成・道路敷設等で 155 億 9,000 万円、建築・設備投資を合わせて 1,329 億 6,017
万円となると推定した。
（４）土地区画整理事業の直接効果、間接効果の推計（図表１ ※１内①②③）
前節までの結果を受けて、実際に八王子市内における最終需要額の推計を行う。
今回の推計においては、事業計画書によると、一部、八王子市からの助成金の支出が示され
ているが、今後進められていく事業であるため、現時点では、これらの工事を請け負う事業所・
企業が八王子市内のものであるかという情報はない。このため、ここでは、八王子市内で民間
の需要として家計外消費支出及び固定資本形成（民間）に振り分けられると考え、その他、倉
庫・工場などの建設及び機械設備等の設置については、必ずしも八王子市内で需要が発生する
ものではないことを想定して経済効果の推計を行う。
まず、事業計画書によると、当該計画期間９年間の合計で、７億円が家計外消費支出、155
億 9,000 万円が総固定資本形成（民間）として支出される計画である。家計外消費支出の７億
円の産業別の支出内訳は、現時点では不明であるため、ここでは便宜的に３億 5,000 万円を対
事業所サービス、残りの３億 5,000 万円を産業連関表の支出構成比によって按分することによ
り求めた。一方、総固定資本形成（民間）の 155 億 9,000 万円については、全て建設業への支
出へと振り分けられると仮定した。
次に、土地区画整理事業によって、そこに立地することが期待される進出企業の倉庫・工場
2

耐用年数についての想定は、*住宅以外の建物で「金属造の建物で工場・倉庫用」かつ「骨格材に肉厚が４
mm 以上のもの」を使用した。 **また、その他の建物については参考になる数値がなかったことから、ここ
では便宜的に耐用年数を 10 年と仮定している。
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建設及び機械設備の設置についての需要額について考える。実際に、この地区に進出する企業
の建設等費用については、八王子市内の事業者によって施工が行われるかは不明であることか
ら、八王子市内で支出される金額を推計する。実際に八王子市内で家計外消費支出を産業連関
表の支出構成比により按分したのと同様に、産業連関表の最終需要の情報を用いて、八王子市
内の経済主体の支出先の産業構成比を作成し、これに移出比率を乗じた係数を作成し、按分し
た値を需要額とみなす方法を採用する。このような係数を作成しておけば、仮に八王子市内の
事業所に、なされた支出額がわからない場合にでも、八王子市の家計、企業、政府などの経済
主体（支出元）が、どの程度の支出を行ったのかという情報で、八王子市内の事業所にどの程
度の支出がなされるのかを推計することができる。
以上の計算により、当該事業に対する需要は、家計外消費支出と総固定資本形成（民間）の
２つの項目で発生することとなる。ここまでの想定から、最終需要は、家計外消費支出、総固
定資本形成（民間）の２項目である。前述の通り、９年間の合計の支出金額は、事務費として
支出される７億円は家計外消費支出として、工事費として支出される 155 億 9,000 万円は総固
定資本形成（民間）として支出される。また、建物の建設費用や機械類の設置費用として想定
される支出である 1,329 億 6,017 万円については、総固定資本形成（民間）として支出される
ことを想定し、合計は 1,492 億 5,017 万円となる。しかしながら、ここまで検討してきた通り、
建物の建設費用や機械類の設置に関する費用が、全て八王子市内で支出されるわけではないこ
とから、自給率を勘案した支出構成比を算出する必要がある。
この結果を示したものが図表２‑６であり、実際に八王子市内で発生することが想定される最
終需要額は、家計外消費支出が７億円、総固定資本形成（民間）が 438 億 718 万円となり、そ
の合計は 445 億 718 万円となり、これが当該事業の直接効果である。
図表２‑６

支出項目産業別

直接効果（外生変数）の推計値

直接効果（外生変数）推計値
外生変数：家計外消費支出，，総固定資本形成（民間）
単位：円
総固定資本形成
家計外消費支出
需要合計
（民間）
農林水産業
1,366,917
1,147,365
2,514,282
鉱業
‑80,858
‑4,307
‑85,166
飲食料品製造業
18,020,007
0
18,020,007
その他の製造業
9,358,045
40,505,372
49,863,417
化学・石油・石炭製品製造業
4,131,115
0
4,131,115
鉄鋼・金属製品製造業
688,742
3,599,459
4,288,200
一般機械製造業
55,055
2,253,192,113
2,253,247,168
電気機械製造業
3,042,976
605,915,499
608,958,475
輸送機械製造業
0
72,377,634
72,377,634
建設業
0
38,036,299,755
38,036,299,755
電力・ガス・水道
171,782
0
171,782
商業
33,461,723
1,509,185,109
1,542,646,832
金融・保険業
3,670
0
3,670
不動産業
0
0
0
運輸業
9,825,955
139,279,937
149,105,892
情報通信業
3,479,188
948,794,747
952,273,936
公務
0
0
0
教育
0
0
0
研究
0
0
0
医療・介護
12,397,072
0
12,397,072
対個人サービス業
20,865,119
0
20,865,119
対事業所サービス業
351,512,229
196,892,810
548,405,039
宿泊業
56,959,632
0
56,959,632
飲食業
174,741,632
0
174,741,632
本社
0
0
0
合計
700,000,000
43,807,185,493
44,507,185,493
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経済効果の推計は、この直接効果 445 億 718 万円を基礎として行う。
ここまで確認してきた通り、直接効果として八王子市内で発生した需要は、八王子市内で事
業を営む各産業に支出されることとなる。これは、新たに発生した需要であるから、この需要
に応じるために、派生需要が発生することとなる。例えば、土地造成で建築業に直接効果とし
ての需要が発生した場合、この事業を請け負った事業者は、新たに資材や機械を調達すること
になる。つまり、建築業者への需要が、製造業などの新たな事業への需要へとつながることと
なる。このように直接効果によって生じた需要から派生する効果を間接一次効果と呼ぶ。この
間接一次効果の合計は、産業連関表から 39 億 3,316 万円と推計された。また、経済波及効果は、
間接一次効果のみにとどまるものではない。直接効果で新たに発生した需要により、これらの
産業で雇用される雇用者の所得が上昇することとなり、同様に間接一次効果で発生した需要も
各産業で雇用されるものの所得の上昇につながる。一般的に、所得の増加は、民間消費支出の
増加につながると考えられることから、これらの所得増加のうち、消費に回される部分で、か
つ八王子市内で発生する消費支出の増加が見込まれる。これらの新規需要の増加を指して間接
二次効果と呼ぶ。この結果、雇用者所得の増加から得られる間接二次効果は、43 億 9,810 万円
と推計された。なお、所得増加のうち、消費支出となる金額の推計に際しては、平均消費性向
として 0.752 という値を用いた。
以上の検討の結果、直接効果、間接一次効果、間接二次効果を合わせた経済効果の合計は、
528 億 3,845 万円と推計された。 （図表２‑７）
図表２‑７

物流拠点整備前の経済効果
単位：円
経済効果

直接効果

44,507,185,493

間接効果(1次)

3,933,167,699

間接効果(2次)

4,398,106,252

経済効果計

52,838,459,444

48,440,353,192
4,398,106,252

（５）土地区画整理事業に伴う雇用創出効果の推計
次に、この事業における雇用創出効果の推計を行う。産業連関分析における雇用創出効果と
は、経済効果として発生する生産増加額と雇用係数の積で求めることができる。ここで雇用係
数とは、雇用者数／生産額で定義される。これは生産一単位あたり何人の労働者が必要である
かという指標と解釈することが可能である。つまり、この分析による雇用者の増加は、経済効
果として発生する全ての生産の増加が、新規の雇用として評価されることを意味する。期待さ
れる生産額の増加は、既にその産業で仕事に従事している雇用者の賃金の上昇や労働時間の増
加に伴う残業代の支出となる可能性があるが、雇用創出の分析においては、このような事も含
めて、純粋に新規の雇用創出に繋がると解釈する。この意味で、雇用創出効果は、生産額あた
りの延べ労働者数の増加と解釈できる。
それでは具体的に雇用創出効果の推計手順について確認する。既にここまでの分析で生産額
は算出されていることから、問題となるのは、雇用係数の推計である。八王子市における産業
別一人あたり給与所得のようなデータを用いることができれば、より正確に雇用創出効果の推
計が可能となるが、市区町村レベルで直接統計データを取得することができなかったため、既
に公表されている八王子市の従業者数を用いて雇用者の推計を行うこととする。既存統計によ
る従業者は、18 部門に分類されているものであり、今回使用している 25 産業分類と直接対応
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しない。このことから、両者で分類が一致しない個所については、東京都における構成比及び
全国の構成比を利用して推計を行う。
この結果を示したものが図表２‑８である。ここには、推計された従業者数及びその構成比と
産業別の生産額、雇用係数を掲載した。本稿においては、便宜的に従業者数＝雇用者数として、
従業者÷生産額＝雇用係数 として雇用係数を求めた。
図表２‑８
農林水産業
鉱業
飲食料品製造業
その他の製造業
化学・石油・石炭製品製造業
鉄鋼・金属製品製造業
一般機械製造業
電気機械製造業
輸送機械製造業
建設業
電力・ガス・水道
商業
金融・保険業
不動産業
運輸業
情報通信業
公務
教育
研究
医療・介護
対個人サービス業
対事業所サービス業
宿泊業
飲食業
本社
従業者数

雇用係数推計値

従業者数
244
35
3,315
7,545
3,404
1,972
3,027
3,646
2,516
12,686
876
66,399
3,855
5,298
12,045
4,179
2,051
2,483
666
32,718
5,024
8,566
428
6,889
21,955
211,822

構成比
0.12%
0.02%
1.56%
3.56%
1.61%
0.93%
1.43%
1.72%
1.19%
5.99%
0.41%
31.35%
1.82%
2.50%
5.69%
1.97%
0.97%
1.17%
0.31%
15.45%
2.37%
4.04%
0.20%
3.25%
10.36%
100.00%

生産額
5,379
821
80,235
81,150
62,407
12,736
93,330
161,723
14,605
148,883
62,960
228,235
100,930
164,621
120,391
94,094
115,245
168,930
52,781
286,618
144,784
276,143
9,779
142,571
274,509

雇用係数
0.045
0.043
0.041
0.093
0.055
0.155
0.032
0.023
0.172
0.085
0.014
0.291
0.038
0.032
0.100
0.044
0.018
0.015
0.013
0.114
0.035
0.031
0.044
0.048
0.080

次に、既に算出した生産誘発額に雇用係数をかけて雇用創出効果を求めたものが図表２‑９で
ある3。
この結果を確認すると、直接効果、間接一次効果、間接二次効果を合わせた雇用創出効果は、
延べ 4,535 人と推計される。これは９年間の事業計画における全ての金額をベースに算出され
たものであるから、１年あたり約 504 人の雇用が確保される水準であることがわかる。
次に、経済効果別、産業別の効果を見てみると、事業規模が非常に大きいことから、直接効
果による建設業での雇用創出の効果が大きいものであることがわかる。なお、直接効果と間接
一次効果は、直接需要とその需要を満たすための効果を捉えたものであることから、建設業の
ほか、一般機械製造業、商業での雇用創出効果が大きいものの、それらの雇用者所得の増加か
ら派生する支出の効果を捉えた間接二次効果以降の雇用創出効果については、商業だけでなく、
不動産業や医療介護分野での波及効果が相対的に多く発生していることが確認できる。

3

生産額と雇用係数の積である雇用者数には、小数点以下の数値が存在するが、ここでは小数点以下は、一律
切り捨ての処理を行っている。このことから雇用創出の効果が 1 未満の産業への新規の雇用増加は発生しな
いこととしている。
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図表２‑９

物流拠点整備事業による雇用創出効果
直接

農林水産業
鉱業
飲食料品製造業
その他の製造業
化学・石油・石炭製品製造業
鉄鋼・金属製品製造業
一般機械製造業
電気機械製造業
輸送機械製造業
建設業
電力・ガス・水道
商業
金融・保険業
不動産業
運輸業
情報通信業
公務
教育
研究
医療・介護
対個人サービス業
対事業所サービス業
宿泊業
飲食業
本社
合計

0
0
0
4
0
0
73
13
12
3,240
0
448
0
0
14
42
0
0
0
1
0
17
2
8
0
3,874

間接一次
0
0
0
7
0
19
0
1
0
10
1
178
2
4
29
1
0
0
1
0
7
27
0
0
53
340

間接二次
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3
137
9
33
22
2
0
5
0
62
16
2
1
21
2
321

合計
0
0
0
11
0
19
73
14
12
3,256
4
763
11
37
65
45
0
5
1
63
23
46
3
29
55
4,535

単位：人
合計/年
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
2.1
8.1
1.6
1.3
361.8
0.4
84.8
1.2
4.1
7.2
5.0
0.0
0.6
0.1
7.0
2.6
5.1
0.3
3.2
6.1
503.9

３．立地企業操業後の経済効果（図表１ ※２）
最後に、物流拠点整備が完了し、ここに立地する全ての事業所が一斉に稼働し始めたことを
仮定して、稼働後一年目における経済効果の推計を行う4。ここで問題となるのは、現時点にお
いて、物流拠点整備後の情報が存在しないという点である。このことから本研究においては、
前節の直接効果の推計において仮定した分譲地の利用想定をそのまま援用し、20ｈａの敷地に
倉庫業の事業所が２件、９ｈａの敷地に製造業の事業所が６件、それぞれ立地するという想定
で推計を行うこととする。
倉庫業については、国土交通省総合政策局物流政策課物流産業室による「平成 29 年度（2017
年度）倉庫業経営指標」及び「平成 23 年（2011 年）東京都産業連関表」を参照した。これに
よれば普通倉庫業における１社あたりの従業員数は、平成 29 年度（2017 年度）で 185 人と報
告されている。また、従業員一人あたりのデータを確認すると、平成 29 年度（2017 年度）の
所管面積は 604 ㎡とされる。今回の推計では、１事業所あたり 10ｈａの面積を使用することを
想定していることから、１事業所 100,000 ㎡の敷地を使用することとなるため、便宜的に 10,000
㎡の土地を所管面積と想定し、一人あたりの所管面積である 604 ㎡で除すことにより、当該倉
庫の従業者数を推計する。
この結果、倉庫１棟あたり、およそ 165.56 人の従業者が必要であることがわかる。よって、
倉庫２棟の合計の従業者数は、165.56(人)×２(倉庫)であることから、従業者数は 331.12 人と
なる。
次に、平成 23 年度（2011 年度）東京都産業連関表の地域内表（統合中分類）、及び雇用表（統
4

実際には、事業の途中の年度から操業を始める事業所が存在する可能性があるものの、どの程度の事業所が
これに該当するか、事前的な情報を得ることができない。このことから本稿における分析では、物流拠点の
整備事業が完了するまで各事業所は操業を行わないことを仮定した。
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合中分類）により、倉庫業の従業者一人あたり需要額を算出する。これによれば、倉庫業の最
終需要計は、855 億 2,100 万円、従業者総数は、9,679 人であることから、倉庫業の一人あたり
の最終需要額は 883 万 5,726 円となる。よって、この最終需要総額に倉庫の従業者数 331.12
人をかけることにより、およそ 29 億 2,568 万円の需要が、倉庫の操業により発生すると推計さ
れる。
次に、工場の操業については、「工業統計表」と「八王子市産業連関表」の情報を利用する。
基本的には、工業統計表の製造品等出荷額及び工場敷地面積のデータを使用して、面積あたり
の製造品出荷額等のデータを作成し、９ｈａの土地に振り分けるという方法をとる。ここでも、
どのような工場が立地するかについての情報が不足しているため、便宜的に八王子産業連関表
25 部門表の製造業部門のうち「その他の製造業」を除く、全ての製造業、すなわち「飲食料品
製造業」、「化学・石油・石炭製品製造業」、「鉄鋼・金属製品製造業」、「一般機械製造業」、「電
気機械製造業」、
「輸送機械製造業」の６部門に振り分ける方法を採用した。振り分ける方法は、
各産業の製造品等出荷額/９ｈａを求め、「八王子市産業連関表」における各製造業部門の生産
額のシェアを掛け合わせるというものである。この結果、工場操業後の需要推計額は、44 億
4,451 万円となる。
図表３‑１

工場操業後の需要推計
単位：百万円

製造出荷額等
/9ha

産業連関表による
構成比

出荷額等推計

飲食料品製造業

4,168.2

×

0.19

=

786.8

化学・石油・石炭製品製造業

6,271.3

×

0.15

=

920.8

鉄鋼・金属製品製造業

8,312.6

×

0.03

=

249.1

一般機械製造業

4,934.1

×

0.22

=

1,083.4

電気機械製造業

3,416.5

×

0.38

=

1,299.9

輸送機械製造業

3,040.7

×

0.03

=

104.5

以上の結果は、全て八王子市内での需要として発生することとなるため、これを便宜的に家
計外消費支出として需要されるものと想定して、経済効果を推計すると以下のようにまとめら
れる。
図表３‑２

物流拠点整備後の経済効果
単位：円
経済効果

直接効果

7,370,266,441

間接効果(1次)

769,683,770

間接効果(2次)

590,425,398

経済効果計

8,730,375,609

8,139,950,212
590,425,398

以上の推計から、物流拠点が操業することによる操業初年次の１年間の経済効果は、87 億
3,037 万円程度見込まれることとなる。
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おわりに
本研究では、川口土地区画整理事業に伴う経済波及効果の推計を、９年間にわたって見込ま
れる土地区画整理事業の経済効果と、土地区画整理事業が完了し、実際にその地区に企業が立
地し、事業を行うことで発生する経済効果の２つに分けて、それぞれの経済効果の推計を行っ
た。今回の経済効果の推計は、今後発生すると期待される経済効果の推計ということもあり、
立地すると思われる事業所の産業分類や規模などについて、もしこのような産業が、この程度
の規模で立地すればといった仮定に依存する結果であることは言うまでもない。これらの点を
踏まえて、結果を検討する際に、推計が過大あるいは過小になる可能性について、特に重要な
点を述べていく。
まず、直接効果の推計に際して、想定される立地企業の種類や規模に関しては、事後的な評
価を待つしかないが、総固定資本形成（民間）の八王子市内の産業への効果について、現行の
産業連関表の情報を用いて、平均的な自給率が用いられているという点をどのように評価すれ
ばよいかという点が問題となりうる。つまり、大型の建築需要に際して、八王子市内でどの程
度の受注がなされるかという点について、先見的には不明な点が多い。この点については、実
際に工事の開始以降、どの地域の事業者が工事を手掛けることになるのかにより、直接効果の
規模が変動する可能性を否めない。仮に、八王子市内の事業者が想定より多く受注することに
なれば、直接効果はより大きなものとなることが期待される。
最後に、操業後の経済効果の推計に際して、大型の倉庫が２棟建設される想定を用いている
が、そこで雇用される従業員の推計に際して、国土交通省総合政策局物流政策課物流産業室に
よる「平成 29 年度（2017 年度）倉庫業経営指標」の普通倉庫業における一人あたりの所管面
積の情報をもとに推計を行っている。これらのデータは、あくまで平均的なものであるため、
実際にどのような性質の倉庫が立地するかによって、その従業者数やあるいは、生産性が異な
ることが予想されるため、従業者数や需要額について、推計値が大きく異なることも考えられ
る。
以上、本分析における過大推計・過小推計に関するいくつかの可能性を示したが、いずれの
課題についても、八王子市内での需要想定に依存するものである。実際に事業が開始され、支
出構成や自給状況、立地企業の内容構成が明らかになることにより、推計値の見直しが必要と
なるものもあるだろう。本稿はあくまでも一考察ではあるが、新たな企業の誘致につながるこ
れらの事業について、全体の経済波及効果は非常に大きなものとなることが明らかになった。
本研究の実施にあたり、ご協力をいただきました関係各位に、改めて御礼を申し上げます。
参考資料
・企業立地に係る経済波及効果シミュレーションツール
・平成 25 年工業統計表

経済産業省

・平成 29 年度倉庫業経営指標

国土交通省

・平成 23 年東京都産業連関表

東京都

・川口土地区画整理事業

埼玉県

総合政策局物流政策課物流産業室

都市計画の概略の案について

八王子市

（こばやし
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■一般公募投稿論文

八王子を歩行者優先のまちへ
司波

寛

はじめに
わが国は、昭和 40 年（1965 年）頃から、大都市やその郊外で鉄道の運行密度が高い地域で
は高層化しながら都市機能の集積が進む一方、大都市、地方都市に拘わらず、郊外部における
市街地の低密度での拡散が続き、商業施設、公益施設、工業・流通施設等の郊外化まで進行し
た。地方都市では、中心市街地の空洞化という問題が発生し、深刻度を増している。その結果、
わが国の多くの地域は自動車交通を基本とした社会構造が出来上がったのである。自動車がな
くては生活できないという問題は、高齢化の進展とともに大きな社会的問題を投げかけること
となった。近年しばしばニュースとして報道される高齢運転者の事故である。今後一層、わが
国の高齢化が進むことは明らかであり、この問題はなるべく早急に解決しなければならない。
解決の道は、公共交通を高密度に普及するか、市街地を集約（コンパクト化）するか、であ
る。前者の道は、現状のような拡散した市街地の状況では、維持運営費が高くなることが明ら
かで、なるべく不要な社会的費用を低く抑えなければならない少子高齢社会には不適合である。
後者の道は、経済力のまだ大きな間にうまく対処できれば、移動にかかる社会的費用が縮小さ
れ将来に適合できる。
本論では、八王子における集約された市街地での歩行者環境の改善のあり方を検討し、その
視点から将来の地域構造のあり方をみることとする。八王子をモデルに取り上げる意味は、集
約した市街地の良さと、郊外部に住宅、商業、工業、流通、公益、文化、教育等の都市機能が
分散立地し、自動車を生活必需品としなければならない社会構造をあわせ持っているからであ
る。言わば、国全体の縮図的都市構造を持っているのが八王子である。以下の論では、集約し
た市街地の将来のあるべき姿を、歩行者優先のまちをどうつくるかという視点から検討した。
１．歩きやすいまちづくりに向けて
（１）検討対象地区とその概況
先に示した課題を、八王子の中心地区を取り上げて検討する。中心地区は、八王子市民にと
って様々な形での交流の場であり、現状以上に歩行者優先のまちにすることが、市民の交流を
一層促進することになる。
検討を行うのは以下の地区である。駅前道路、ＪＲ線、国道 16 号、甲州街道に囲まれたおよ
そ 25ｈａ（東西約 600ｍ×南北約 400ｍ）の区域である。中心市街地活性化基本計画で市が位
置づけている中心市街地の一部に当たるが、八王子市民にとって最も親しみが持てる地区であ
る。ＪＲ八王子駅には中央本線、横浜線、八高線のホームがあり、市内各地からのバスも駅前
広場に集まる路線を持っており、アクセス性は極めて優れている。親しみの持てる店舗、飲食
店、娯楽施設も多く立地している。中町の芸者文化も近年新たな目で注目されつつある。また、
単身者用が目立つが中高層の住宅も多く、居住者も多いようである。斜めに歩行者専用道路、
愛称ユーロードが通っており、まちの構造としても歩行者を大切にしている。ただし、いくつ
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かの問題も抱えている。まず、ユーロードであるが歩行者専用と言いながら、延長わずか約 500
ｍの間に数か所で自動車の通過する道路があり、そのうち４か所（駅からの入口も含めて）に
信号が設置されており、赤信号の間、歩行者は目の前を自動車が通り過ぎるのを待つことにな
る。それと無秩序に駐車場があり、思わぬところで出入り車両に驚かされることがある。平面
の駐車場も多く、未利用の空き地とともに、まちの景観を著しく損なっているという点でも大
きな問題である。現状をベースに一層歩行者を優先するまちへの進化が望ましい（以下で用い
る図表は、国土地理院の基盤地図情報による）。
図表１

歩行者優先化を検討する対象地区（ユーロード周辺）

（２）歩行者優先化の構想（初期段階）
初期段階でやるべきことは以下の二つである。
一つは、ユーロードを完全に歩行者専用とし、途中の車道の横断を全てストップする。この
地区に入った自動車は、全てユーロードの手前で折り返さなければならない。幸い、この地区
は区画道路が良く整備されており、自動車の折り返しを確保できる基盤は十分にある。
もう一つは、地区内での自動車の走行速度を低く抑える（時速 10ｋｍ以下等）ことである。
この二つのことは、ユーロードの快適さ増進のほか、この地区全体で通過自動車が排除され
ることと、速度制限により、歩行者の快適性と安全性の増進が期待される。この地区のまちと
しての魅力が一層増進することは間違いない。自転車は法で示す通り、歩行者専用区間の走行
はできない。言うまでもないことだが、消防、警察等の緊急車両は例外として扱う。
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図表２

対象地区の歩行者優先化構想（初期段階）

（３）歩行者優先化の構想（最終段階）
最終段階いわば目標とする構想であるが、以下のことを行う。区域内の全ての道路を歩行者
優先道路とし、安心して歩けるまちを実現するのである。そのためには、地区内の駐車場を撤
去し、周辺道路沿道を適切な位置に移設する必要がある。地区内の居住者、事業者の自動車も
周辺の駐車場を利用することが望ましい。あわせて、道路景観を今までとは異なる発想で作り
直していく必要があるだろう。水の流れや、花壇、シンボル的樹木、彫刻等の設置である。ま
た、道路に面した店舗は、テントの張り出しや、ベンチ、テーブルの仮置き等もできるように
して、まちの賑わいづくりに寄与してもらう。
地区内の駐車場が全て周辺に移転されたとしても、緊急車両や貨物の搬出入等のまちにとっ
て必要な自動車交通の通行は許容する必要があり、後に海外の事例で紹介するが、こうした事
例を参考に八王子独自の発想で例外的な自動車交通のあり方を決めていけばよい。
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図表３

対象地区の歩行者優先化構想（最終段階）

２．実現のために
以上に示した構想を実現するには、都市のあるべき姿に対する人々の考え方の転換、その上
に立った市民の理解と協力、制度面での改革が必要である。以下でこのことを検討する。
（１）制度面での改革のあり方
道路交通に関して以上のような交通規制を実施できるのは、わが国では道路交通法によって
公安委員会（実施は警察）となっており、まちづくりを取り扱う市の行政権限とは直接的には
関係ない。この問題は、近年では市民サイドの意見を公安委員会も考慮するようになっており、
市の担当部署と市民が協力して動けば、解決できる可能性は高い。各地で実施されている歩行
者天国はその一例である。しかし、一言付言すれば、こうしたまちの改造に関する権限は、そ
の都市の市長に一本化されるような制度改正が行われることが望ましいことは言うまでもない。
最終段階の構想を実現するためには、駐車場の撤去と周辺への移設を行わなければならない
が、これについては、現行の『八王子市駐車場整備計画』（平成 30 年（2018 年））との整合性
をまず検討しておく必要がある。本論で歩行者優先化を検討している対象地区は、駐車場整備
地区のうち北口地区から甲州街道の北部の市街地を除き、駅周辺の市街地を加えた地区である。
検討対象地区は、北口地区のデータが近似していると考えても良いであろう。この北口地区の
駐車場の現況台数（同計画書では「整備台数」）1,141 台で、ピーク時の需要は、平日 75％、休
日 77％となっており、需要に十分対応できている。周辺地区に既に存在するものと地区内に立
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地し、本構想実現のためには廃止が必要なものとの区別はなされていないが、およそ 1/2 とす
れば、600 台程度の駐車場の移設が必要となる。長期的に考えれば、これから建築されるビル
の付置義務等で対応できる可能性が高い。
もう一つの問題は同じビルに併設している駐車場（地下、屋上等）の扱いである。駐車場だ
けの利用禁止ができればよいが、現実的ではない。こうしたビルはその建て替え時まで駐車場
の移設を待つ必要があろう。駐車場が移設できない状況では前面道路の歩行者専用化はできな
いので、そうした意味ではこの最終段階構想が実現するにはかなり長期の時間が必要である。
なお、この地区を駐車場設置禁止地区と駐車場設置誘導地区に区分する必要があるが、現行の
制度では対応できないので、新たな制度構築が必要である。おそらく、国が何らかの法改正を
行う必要があろう。この制度が確立すれば、他都市でも新しい都市づくりの視点から駐車場の
再配置が実施可能となる。
（２）これからの都市のあり方の中での歩行者優先のまちの位置づけ
先に、中心地区の歩行者優先のまちへの発展の方向を示したが、各駅の徒歩圏についても様々
なやり方で歩行者優先のまちづくりを進めていく必要がある。このことが進展すれば、中心地
区は言うまでもなく、各駅周辺地区は極めて暮らしやすいまちへと進化する。この進化をその
ことだけにとどめるのではなく、郊外からあるいは市外からこうした地区への人口集積を図り、
多くの市民が歩いて暮らすことを享受できるようにする必要がある。都市構造のコンパクト化
につなげるということである。
そのために、こうした地区への機能集積を図る施策を進めるべきである。国交省が枠組みを
示している拠点地区への機能集中優遇策を基本にしながら、八王子独自の工夫を加え推進する
ことが期待される。こうした機能集中の中でも重要なのが、郊外居住の高齢者と子育て世代の
中心地区への移転促進である。安全で快適に歩けるまちは、こうした人々の絶好の受け皿とな
ることができるが、経済面でも魅力ある制度としておく必要があるだろう。その方策として、
こうした人々が住む住宅を公共事業として進めることと、民間の共同住宅建設にあたって一定
割合で住戸を公共サイドに提供することを義務付ける（補助制度と同時並行）ことが必要であ
る。このことによって、転居した人々が自動車を生活必需品とする生活環境からの脱出を推進
する。この施策の推進は、中心地区への商業や利便施設の立地を促進することにつながると期
待され、更に、減少局面にある八王子全体の人口増にもつながる可能性がある。
３．海外の先進事例に学ぶ
ドイツの多くの都市は、わが国同様、第２次大戦で大きな被害を受けた。そこからの復興事
業を見ると、わが国と都市に対する考え方が大きく異なることがわかる。ドイツの都市復興事
業は、元の姿に戻すという考え方が基本になっている。このため、自動車交通の発展に対する
対処の仕方もわが国とは大きく異なる。自動車交通に適応するように都市の形を改造するので
はなく、都市の形に合うように自動車の使い方を制約したのである。周知のように都市間は戦
前からアウトバーン（高速道路）が相当程度まで整備され、自動車交通の利便性が進んでいた
が、都市部では自動車交通を都市の形に適合させたのである。その事例を、ドイツ南西部の小
都市フライブルク・イム・ブライスガウを取り上げて紹介する。
わが国では、アメリカはヨーロッパ諸国と比べ、自動車交通のコントロールがされていない
と考えられているが、そうではない都市もある。オレゴン州のポートランドはその一つの事例
である。ポートランドは、自動車交通の発展に伴い、自動車の利便性を増進する公共投資を続
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けてきた。その結果市街地の拡大が続いたが、この施策を大きく転換し、市街地の拡大防止策
とあわせて自動車交通から公共交通への転換を図り始め、同時に都心の快適化に向けて改造を
始めた。第２の事例紹介で、このポートランドを取り上げる。
どちらの都市も、歩行者を大切にする都心改造を行いつつ、公共交通の整備を進めたのであ
る。
（１）フライブルクの都心での歩行者優先システムづくり
フライブルクは人口約 23 万人の小都市であるが、約 80 万人が住む広域圏の中心都市である。
フライブルクは、昭和 48 年（1973 年）に新しい都市整備計画を発表、その実現に向けての事
業を始めた。要点は、①都心（約 700ｍ×700ｍの角の丸い方形）の周辺に環状道路を整備し、
一部城壁を壊してその跡地に、公共駐車場を数か所建設（地下方式、高架方式あり）する。②
環状道路の中には、基本的に自動車交通を入れない。また、環状道路内では一切駐車場の設置
を認めない。③路面電車を都心から四方に向けて整備し（現在営業距離 35ｋｍ）、その終端駅
には無料の駐車場を整備し、広域圏からの都心への来街者の自動車を基本的にここで止める（パ
ークアンドライド方式の導入）。④都心周辺の駐車料金を高額に設定する一方、公共交通の料金
を低廉化する。駐車場に一日駐車する金額で１か月分の公共交通定期券が購入できる。⑤広域
圏諸都市のバス、域内区間の国鉄（今は民営化されドイツ鉄道）等と 17 社の交通連合を結成、
運賃をゾーン制（どの路線を使って、どう乗り換えても一つのゾーン内移動であれば料金一律）
とした。
その他、細かいことは省略するが、10 数年ほど前、フライブルク市の都市整備部長が筑波大
学に招かれての講演で、「わが市の居住者の 90％は、路面電車駅の５分以内に住んでいる」と
語ったのを今でも覚えている。その路面電車は、都心に乗り入れ、その区間は歩行者道路と共
用（トランジットモール）で、速度を落として運転されている。
都心の中には、１台の駐車場もなく、居住者も自動車を保有する場合、都心外に駐車場を保
有するか、借りるかしなければならない。都心には公的住宅がかなりあり、高齢者には安く提
供されているようである。高架の駐車場の上屋がしゃれた公共住宅になっているのを見たこと
がある。
緊急車両と都心内ホテルに客を運ぶタクシーは都心を通行できる（観光産業を大事にしてい
る都市政策の表れ）。また、貨物自動車は４ｔ以下の積載可能車に限って、平日の日中だけ都心
を通行できる。自転車は乗ったままで走行することはできない。また、土日の午前、教会前広
場で周辺の農家が農産物を小型トラックに積んできて、朝市を開くが、この小型トラックも許
可があれば、都心に乗り入れることができる。
（２）ポートランドの市街地拡大防止策と公共交通の整備促進
ポートランドは、人口約 62 万人、広域圏人口約 230 万人のアメリカ西海岸北部の中心都市で
ある。昭和 54 年（1979 年）、若い市長は市民の支持に押されて、都市の成長を管理する政策を
導入した。周辺諸都市に市街地が拡散膨張していたので、広域行政の中で実施しなければなら
ないという難しさはあったが、広域政府を説得して「都市成長限界線」を定めた。これはわが
国の市街化区域の設定のようなものである。成長線外の農業の振興策もあわせて実施している。
さらに、成長線内の交通システムを自動車中心主義から公共交通重視主義に切り替えた。最初
に行ったのが高速道路計画を中止したことである。次いで、市街地を流れるウィラメット川の
沿岸にあったまちと川を隔てる高速道路を撤去し、跡地には公園、文化施設等を整備した。昭
和 61 年（1986 年）、広域政府の交通局は、路面電車の整備計画を公表し、都心から郊外に延び
96

る路面電車（愛称ＭＡＸ）の整備をはじめ、今では５路線 84ｋｍを営業している。なお、連邦
政府は特別立法でこの事業への連邦補助金を交付した。これと並行して、同市は先に紹介した
高速道路の廃止を契機に、都心（約２ｋｍ×３ｋｍ）の改造を始めた。中心地区の中央にあっ
た市営の駐車場を廃止し公園にしたこと、都心を縦断する路線と環状型路線を持つＭＡＸとは
別の路面電車（一部区間相互乗り入れあり）を整備したことである。路面電車の南北線が走る
約３ｋｍの道路はトランジットモール化した。また、自転車道路ネットワークを建設したこと
と、バス網を充実させ自転車積み込み（バスの前部に積み込み装置を付置）を可能にした。な
お、当初は都心内の公共交通料金は無料とした。以上の施策で、交通政策が自動車から公共交
通と自転車に大幅に転換し、結果として歩きやすい都心に変身した。中心地区の人口増加、企
業立地も進んだようである。
おわりに
わが国の人口減少と高齢化はますます速度を増して進行中である。経済成長と人口増加を前
提に進められてきた都市、地域の政策の大きな転換が必要である。高齢者が安心して暮らせる
状況をつくることを第一とし、あわせて、子育て世代の生活環境も大幅に改善し、人口の減少
速度を緩和する必要がある。そのためには、多面的な施策の展開が必要であるが、本論ではま
ちの歩行者環境を改善することが大切ではないかという切り口からこのことを論じた。これを
契機にコンパクトな社会を構築し、社会システムの維持管理にそれほどコストをかけずに、多
くの国民が平等に、かつ幸せに暮らせる社会構造への転換を図るべきである。わが国が大きな
社会資本投資をできる時間はそう残されていないのではないか。その少ない時間に正しい投資
を行って、社会構造の転換を図る必要がある。ここで示した八王子モデルは、その一案である。
（しば

ゆたか）
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平成９年（1997 年）４月東京理科大学講師（都市計画講座担当)就任、平成 20 年（2008 年）３月退任。
現在、（一社）国土政策研究会理事を務める。
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高齢者の自立支援・重度化防止に向けた事例調査研究
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はじめに
本市では、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく生活を続けるため
に必要な「予防・介護・医療・生活支援・住まい」などの支援が、日常的な生活の場で提供さ
れるよう、地域ぐるみでサポートし合う仕組みである「地域包括ケアシステム」を推進してい
る。この地域包括ケアシステムのさらなる強化に向け、平成 30 年（2018 年）３月に「八王子
市高齢者計画・第７期介護保険事業計画（以下「介護保険事業計画」という。）」を策定した。
その中で、高齢者の自立支援・重度化防止の観点から、
「介護予防・日常生活支援総合事業（以
下「総合事業」という。）」の充実を図ることとしている。
総合事業は、平成 23 年（2011 年）の介護保険法改正により、要支援者に対する予防給付サ
ービスと、要支援・要介護になる可能性の高い虚弱高齢者に対する介護予防事業を一体的に行
えるようにするために創設された制度で、この当時は必須事業ではなく、実施するか否かは市
町村の判断に委ねられていた。
その後、平成 27 年（2015 年）の介護保険法改正により、それまで全国一律であった予防給
付のうち、介護予防訪問介護、介護予防通所介護について、各市町村が地域の実情に応じて、
住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率的にサ
ービスを提供できるよう大幅に再編され、市町村は、平成 29 年度（2017 年度）中に総合事業
を実施することとされた。そこで、この総合事業の枠組みを活用し、高齢者の自立支援・重度
化防止に資する先進的な取り組みを実施している寝屋川市及び豊明市の視察による事例調査を
実施した。
１．視察の目的と視察先の選定理由
（１）視察の目的
総合事業は、図表１のとおり「介護予防・生活支援サービス」と「一般介護予防事業」に大
別される。介護予防・生活支援サービスは、これまで全国一律に提供されていた介護予防訪問
介護と介護予防通所介護について、地域の実情にあわせて、独自に多様な支援ができる仕組み
に変わった。この介護予防・生活支援サービスは、さらに訪問型と通所型のサービスなどに細
分化される。
一方の一般介護予防事業は、全ての高齢者を対象としており、住民運営の通いの場など社会
参加の場を充実させる事業や、リハビリテーション専門職（以下「リハ専門職」という。）等を
活かした自立支援に資する取り組みを実施し、高齢者が生きがい・役割をもって生活できる地
99

域を目指すものである。本市では、一般介護予防サロンや高齢者ボランティア・ポイント制度
などがこの一般介護予防事業に位置付けられる。
図表１

総合事業の体系

介護予防・生活支援サービス
従前相当のサービス

【訪問】
【通所】

旧介護予防訪問介護・通所介護に相当するサービスで、指定された介護保険事
業者が実施主体となり、その従事者が提供するサービス。内容は全国一律のサービ
スと同じ。

サービスＡ（基準緩和型） 【訪問】
【通所】
介護予防サービス提供事業者の基準を緩和したサービスで、指定された介護保
険事業者が実施主体となり、身体介助を伴わない生活援助（掃除、炊事等の家事援
助）や身体機能の維持・向上に資する支援。専門資格のない従業員でも提供可能。

サービスＢ（住民主体型） 【訪問】
【通所】
総合事業

専門性を必要としない軽度な支援を提供する住民主体（有償・無償ボランティ
ア）のサービスで、地域の住民組織やＮＰＯなどが主体となり、日常生活における
多様な困りごとに対する支援を提供。

サービスＣ（短期集中型） 【訪問】
【通所】
３〜６か月の短期間で行われるサービスで、保健・医療等の専門職による支援を
提供。

サービスＤ（移動支援）

【訪問】

訪問サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援。

一般介護予防事業
一般の高齢者を対象として、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを
通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりの推進や、リハビ
リテーション専門職等を活かした自立支援に資する取り組みの推進などを通じて、要介
護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域をつくることを目的とした
事業。

本市の介護保険事業計画では総合事業について、
「利用動向などを見定めながら、各日常生活
圏域で過不足なくサービス提供できるよう推進」することとしている。しかしながら、図表２
のとおり訪問型サービスについては、先駆的な取り組みを実施しているものの、通所型サービ
スは平成 29 年度（2017 年度）から実施してきた検証事業を通じて、顕在化した課題を踏まえ、
一般介護予防事業を充実させたうえで再構築することとしたところである。既に一般介護予防
事業の充実には着手しているものの、一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業と
は両輪となるものであることから、並行して本市の取り組み内容を検討していく必要がある。
そこで、本市の地域資源を考慮し、事業内容の検討に資する先進自治体を選定し、調査研究視
察を実施した。
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図表２
類

八王子市における介護予防・生活支援サービス事業の実施状況
介護予防・生活支援サービス事業
型
通所型サービス
訪問型サービス

サービスＡ（基準緩和型）

検討中

実施

サービスＢ（住民主体型）

検討中

実施

サービスＣ（短期集中型）

検討中

実施

サービスＤ（移動支援）

検討中

（２）視察先の選定理由
ア．大阪府 寝屋川市
寝屋川市は、一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構（以下「医療
経済研究機構」という。）のモデル事業に協力する形で、短期集中型予防サービスを中心とした
介護予防事業を展開し、大きな成果を挙げている。具体的には、複数のリハ専門職によるチー
ムアプローチにより、徹底したアセスメントを実施し、対象者の症状に応じた適切なケアを短
期集中型で実施することにより、機能回復を図り、社会参加を継続させるというものである。
本市においても多数のリハ専門職（理学療法士等）が活動しており、この地域資源（人材）を
活用した介護予防事業を検討するために有益な情報が得られると考え、視察先として選定した。
イ．愛知県 豊明市
豊明市は、短期集中型のサービスと一般介護予防事業を組み合わせ、自立に向けた支援を展
開している。多職種によるケアカンファレンスを市が主体となって開催し、多職種間で課題と
方向性を共有し、適切な支援を実施しているのが特徴である。また、地域資源を掘り起こし、
ＮＰＯや民間企業との協働による介護予防の取り組みや、公的保険外サービスの創出など、地
域の特性に応じた事業を展開しており、本市が目指す一般介護予防を基軸とした取り組みを進
めていくにあたり、有益な情報が得られると考え、視察先として選定した。
２．視察概要
（１）大阪府寝屋川市
寝屋川市は、面積 24.73 平方キロメートル、東西５km、南北５km と市域は非常にコンパクト
であるが、人口 231,991 人を擁し、平成 31 年（2019 年）４月に中核市へ移行した。日常生活
圏域は６圏域、地域包括支援センターは、圏域ごとに２センターとしており、現在 12 か所設置
している。
第７期介護保険事業計画策定時の高齢化率は、18.1％であり、本市（18.4％）とほぼ同じ水
準である。しかし、全ての団塊世代が後期高齢者になる平成 37 年（2025 年）には高齢化率が
23.2％、要介護認定者数が 15,000 人を超えると推計しており、本市同様、超高齢社会への対応
が急務となっている。
ア．取り組みの背景
寝屋川市では、平成 29 年（2017 年）４月の総合事業開始当初から、短期集中予防サービス
（以下「通所型Ｃ」という。）を実施していたが、通所型Ｃを実施する事業所は３事業所、利用
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者は６人と利用の拡大につながらなかった。通所型Ｃと並行して行っていた自立支援に向けた
市主催の研修の講師を務めていた、株式会社トラピ（本社：寝屋川市）の鎌田社長の伝で、公
益社団法人日本理学療法士協会の大規模臨床研究助成を受けて、医療経済研究機構が実施する
実証研究のフィールドとしての市の事業協力について提案があり、協定締結の上、モデル事業
を実施することとなった。
臨床研究は、理学療法士を中心としたチームアプローチにより、
「対象者の元の生活の再獲得、
対象者が望む活動の場などにつなぐ」ことをコンセプトとし、従前どおり介護保険サービス（デ
イサービスやデイケア）を利用し続けることと、地域での活動や社会参加を推進する通所型Ｃ
のどちらが介護予防に効果的であるか検証することを目的としている。
ここで重要な点は、
「従前どおり介護保険サービスを利用し続けるべきか」という部分である。
この問題意識の根底にあるのは、寝屋川市における認定区分の重度化率が全国平均よりも高い
ことにある。図表３が示しているように、要支援１の方で 43％、要支援２の方は 24％が重度化
している。つまり、従前どおりデイサービスやデイケアに通っていても、自立支援や重度化防
止には必ずしも有効ではないということを示している。そのため、新たな切り口で介護予防に
取り組む必要があるのではないか、という仮説を検証するためモデル事業を実施するに至った。
図表３

寝屋川市の要介護（要支援）状態区分の変化
平成28年3月

区分
要支援１ 要支援２

寝屋川市

全国

要介護
１・２

要介護
３〜５

重度化率

要支援１

57.4%

26.4%

13.6%

2.6%

42.6%

要支援２

19.7%

56.4%

18.5%

5.4%

23.9%

要支援１

67.9%

19.9%

11.2%

1.0%

32.1%

要支援２

11.3%

67.5%

19.2%

2.2%

21.4%

平成27年3月

平成27年3月

（出典：寝屋川市提供資料をもとに筆者作成）

イ．寝屋川市における自立支援
寝屋川市では、要支援者の元の生活の再獲得・継続、つまり介護サービスを受け続けるので
はなく、要支援者が元々行っていたこと（スポーツや趣味の講座、通いの場、仕事など）を出
来る状態に戻すことが本来の自立であると考えている。高齢者の状態は千差万別であるため、
複数の専門職（チームアプローチ）による丁寧なアセスメントを実施する。その際に、本人が
望む生活はどのようなものか、ゴールを設定し、かつリハ専門職を含めて共有を図る。本人を
含め関係者間でゴールを共有することが最も大切である。その上で、必要なプログラムを検討
し、短期集中（３〜６か月）のリハビリテーションを行い、社会参加につなげていく。
ここでいう社会参加とは、単にサロンのような通いの場の利用者という立場だけでなく、活
動的な高齢者にはサービスの担い手側になってもらうことも含む。地域社会での活躍の機会（役
割）を創出していくことが長期的な視点での介護予防につながるという考え方である。図表４
のとおり、当初は通所や訪問型の予防サービスを行いつつ、日常生活上の支援（生活支援サー
ビス）を提供していくが、一定期間（３〜６か月）後には、社会参加を実現し、その結果とし
て生活支援サービスの量が必要最小限に変わっていくという好循環を生み出していく。
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図表４

寝屋川市の自立支援の考え方

予防サービス

通いの場で活動的

（通所＋訪問）

な状態を維持
担い手

活動的な高齢者
生活支援サービス
（家事援助・配食・ごみ捨て・買物支援など）

自分で行うことが増えるにつれて、生活支援サービスの量が必要最小限に変化

（出典：厚生労働省資料をもとに筆者作成）

寝屋川市では、この自立支援に向けた考え方を共有する場として、地域ケア会議を位置付け
ている。地域ケア会議は、医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決、個別ケ
ースの課題分析等による地域課題の明確化、地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくりな
どを行う場である。しかし、地域ケア会議を機能させるためには人材の育成が欠かせない。ま
ずは、地域ケア会議のファシリテーター役を担う、地域包括支援センターの職員を対象とした
研修を実施した。
加えて、自立支援型ケアプランへの理解を深めてもらうため、市内のケアマネジャー、通所
介護・訪問介護職員を対象としたセミナーも実施。地域ケア会議の模擬会議を実施するなど、
実践的な内容とした。また、本事業の核となるリハ専門職に対しては、リハビリテーション連
絡会に登録している専門職約 50 人を対象にセミナーを実施した。これらの研修を通じて、関係
者間で自立支援についての共通理解を持つことができている。
ウ．事業構築プロセス
総合事業が始まる前は、図表５に示したように、要支援認定を受けた後にサービスが開始さ
れ、そのまま通所型サービスを利用し続けるという方がほとんどであった。平成 29 年（2017
年）４月に総合事業を本格実施した際、サービス開始前にケア会議を実施し、その後に通所型
サービスを利用、６か月後にケア会議を実施し、状態把握に努めるというプロセスに変更した。
しかし、多くの場合、その後も同様のサービスを利用し続けているというのが実態であった。
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図表５
アセス
メント

経時的
変化の
把握

ケア
会議

なし

なし

なし

総合事業開始当初の通所型サービス

サービス
開始
介護予防通所介護
【総合事業移行前】

【平成 29 年（2017 年）4 月〜】
なし

なし

ケア
会議

通所型サービス（現行相当・サービスＡ）

(新設)

6 か月後
ケア
会議
同サービス継続
(新設)

（出典：寝屋川市提供資料をもとに筆者作成）

当初のケア会議では、ケアマネジャーのアセスメントを基に、30 分で検討（包括支援センタ
ー職員、看護師、理学療法士）し、サービスを開始するという流れであった。しかし、この方
式では、ケアプランの検証は出来ても、実際にサービスを提供する事業所において、自立に向
けた効果的なサービスへとつなげられず、結果として従前どおり通所型サービスを提供され続
けるという状況になってしまっていた。
そこで寝屋川市では、この状況の要因を分析した結果、次のような結論に至った。
① 現状、利用者の実生活に基づく状態像の把握プロセスにリハ専門職が直接関与していないた
め、初回訪問の時点では生活行為の改善と社会参加による「元の生活・役割の再獲得」に向
けた目標設定が出来ていないケースがある。
② ６か月ごとの地域ケア会議における情報共有にとどまり、利用者の変化を客観的な測定指標
により評価ができていない。
これらの課題認識から、モデル事業では図表６のとおり再構築を行った。モデル事業のスキ
ームで特徴的な部分は３点ある。まず、リハ専門職による訪問アセスメントを実施し、利用者
本人の望む生活を実現するための明確な目標設定を行う。その際、利用者との間で設定した目
標を共有することが大切になる。
その上で、通所測定（状態把握）を実施し、それらの結果を踏まえ、ケア会議に諮る。ケア
会議では、包括支援センターの職員がファシリテーターを務め、ケアマネジャー、通所型Ｃ事
業所、寝屋川市職員が参加し、３か月後に設定した目標を達成するために各主体が何をすべき
か共通認識を持つことを主眼としている。
そして、３か月のサービス終了後に改めてケア会議を実施し、状態把握を行ったうえで、社
会参加へとつなげていくというスキームである。

104

図表６

短期集中予防サービスを基軸としたモデル事業

対象者状態の経時的な調査・測定

社会参加へのつなぎ

サービス開始
訪問
アセス

通所
測定

ケア
会議

(新設) (新設) (変更)

通所型サービス
（短期集中）
(運用開始)

３か月後
測定

ケア
会議

社会
参加

元の生活、社会参加の継続

(新設) (変更) (新設)

(アウトカム測定)

サービス担当者会議を兼ねる
「新・地域ケア会議」の運用
リハ専門職の訪問によるアセスメント
（出典：寝屋川市提供資料をもとに筆者作成）

エ．モデル事業の概要
本モデル事業は、先述のとおり医療経済研究機構が日本理学療法士協会から研究助成を受け、
寝屋川市を実証フィールドとして実施した事業である。加えて、協力機関として千葉大学、成
城大学、大阪大学が協力している。市と医療経済研究機構は協定を締結し、寝屋川市は利用者
に係るデータの提供、医療経済研究機構は市に対する事業運営支援と分析結果のフィードバッ
クを行うという役割分担になっている。モデル事業は図表７に示したとおり、要支援者 421 人
を対象とし、通所型Ｃを実施する方（介入群）と実施しない方（対照群）とに分けて実施した。
協力事業所は、市内の通所型Ｃ事業所３事業所に加え、期間限定で市の保健福祉センター内に
開所した事業所を加えた４事業所で実施した。

事業目的

実施期間

図表７ モデル事業の概要
短期集中通所型サービスの効果を検証し、その結果を反映した介護予防・日
常生活支援総合事業を実施することで、高齢者の介護予防・自立支援の促進
につなげる。
平成 30 年（2018 年）４月〜８月 サービス提供（週１回×３か月）
11 月 サービス終了後の効果測定
12 月 成果報告書の作成

調査対象者

要支援者 421 人（介入群：211 人、対照群：210 人）

協力事業所

市内４事業所

通所型Ｃで提供するプログラムは、最終的に社会参加につなげるという目標に向けて、セル
フマネジメント、運動器機能向上、口腔器機能向上、栄養改善、社会参加の５つのプログラム
で構成されている。特に重視しているのは「セルフマネジメント」で、プログラムが終了する
３か月後を念頭に置き、社会参加活動に対するモチベーションを高めることを目的としている。
セルフマネジメントでは、ツールとして「セルフマネジメントシート（図表８）」を使い、日々
の生活の中で挑戦できたこと、できなかったことを記録し、できなかったことに対してリハ職
が適切にアドバイスを行う。この活動を通じて、対象者本人が自分の可能性に気づき、自信に
つなげるという効果を狙っている。
短期集中といっても週１回のサービス利用のみでは運動機能の向上は難しい。そのため、こ
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のセルフマネジメントシートをいわば「宿題」として利用者に書いてもらい、サービスとサー
ビスの合間の１週間を埋めるものとして活用している。個別面談では、ケアプラン、アセスメ
ントシートに加えて、このセルフマネジメントシートの情報をもとに、利用者の可能性を引き
出し、社会参加へと後押ししている。市担当者によれば、専門家に褒められることが何より対
象者のモチベーションアップにつながっているとのことであった。
モデル事業におけるプログラムと通常の通所リハビリテーションとの違いは、面談重視（個
人に寄り添ったプログラム内容）、社会参加重視の２点である。一般的なサービスでは、活動が
抑制されてしまうが、面談を通じて利用者本人がやりたいこと、目標を共有し、本来持ってい
る力を引き出すことに主眼を置いている。
図表８

セルフマネジメントシート

（出典：寝屋川市提供資料）

オ．モデル事業の結果から得られたこと
介入群 211 人のうち、実際に通所型Ｃを３か月間最後まで利用した方は 132 人。その結果は
図表９のとおり、本人の同意のもとで介護保険サービスを終了した方が 26 人（19.7％）、サー
ビスを継続する方が 75 人（56.8％）、生活機能は高まったもののサービスを継続する方は 31
人（23.5％）で、この 31 人に対しては引き続き介入をしていく対象（意欲を喚起することで日
常生活の再獲得が可能な方）としている。
生活機能が高まっているにも関わらず、サービスを継続してしまう理由として、利用者から
は「（サービスが）無くなると不安だから」「利用すると楽だから」「（サービスの負担額が）安
いから」といった声があった。やはり、これまで使っていたサービスを止めてしまうことへの
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抵抗感や漠然とした不安感がこうした声に表れている。
図表９

生活機能は高まったがサ
ービス継続 ＝ 提案対象
人 数
割 合

介護保険サービス終了
人

数
26 人

割

モデル事業の結果

合
19.7％

31 人

23.5％

サービス継続
人

数
75 人

割

合
56.8％

合

計

人

数
132 人

（出典：寝屋川市提供資料をもとに筆者作成）

モデル事業から浮き彫りになった課題として、第１に関係者間での規範的統合（基本方針の
共有）が重要であるということ。図表３で示した要支援認定区分の変化を見ても、従前の介護
保険サービスを継続した結果、要支援１で４割、要支援２で２割を超える方が重度化している。
モデル事業では、リハ専門職によるチームアプローチをベースとした、短期集中サービスを実
施したことにより、２割の方はサービスを終了し、また本来サービスを終了しても良いと思わ
れる方を合わせると４割強の方が生活機能の回復につながった。
これは、一定の効果が見えた時点で従来型のサービスを終了することを前提とし、社会参加
まで含めた長期的な視野に立った介護予防を展開するという基本方針を、リハ専門職をはじめ
とした関係者はもとより、対象者との間で共有していたことによるところが大きい。この規範
的統合をいかに醸成するかが課題となる。
もう１つ重要な点は、機能改善後のセルフマネジメント支援である。通所型Ｃを利用してい
る最中は、サービスとサービスの合間にも自己管理によって行えていた運動等も、サービス期
間が終了し、リハ専門職との関わりが無くなるとモチベーションを維持できなくなってしまう
という対象者も存在した。社会参加につなげた後もセルフマネジメントを維持していけるよう、
いかに支援していくかが課題となる。
こうした課題認識から、寝屋川市では特徴的なアプローチを行っている。運動面では、自宅
でできる介護予防体操など、ステップ１〜３まで段階的に取り組める運動プログラムの冊子を
配付している。リハ専門職は、敢えて直接介入せず、実施方法等のアドバイスにとどめ、自分
で冊子の説明を見ながら実践できるよう工夫している。また、日常的に行っている「掃除」も
エクササイズと捉え、例えば掃除機をかける行為は散歩になる、屈む動作が畑仕事と同じとい
った形で、億劫になっていた掃除を運動プログラムに位置付けるといった工夫も行っている。
カ．平成 31 年度（2019 年度）の展開
寝屋川市では、モデル事業の結果を踏まえ、全体フローを見直している。具体的には、モデ
ル事業で実施していた、訪問指導後のケア会議を無くし、訪問指導時のアセスメント結果とサ
ービス開始時の測定結果を基に、通所型Ｃのプログラムを実施、その後、サービス終了時の測
定結果をもとにケア会議を実施するという流れとした（図表 10）。
これは、モデル事業を通じて「介護サービスに頼らない自立支援」に関する意識が醸成され、
サービス終了を目指すという基本方針を関係者間で共有できたことで、事前にケア会議を実施
せずに通所型Ｃを提供しても大丈夫であるとの判断による。今後は他のサービス（デイサービ
スやデイケア）提供時においても、基本的にはサービス終了を目指すということにつき、関係
者間で規範的統合を図っていくとのことであった。
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図表 10

平成 31 年度（2019 年度）以降のフロー
３ヶ月後

訪問
指導

測定

通所型サービス
（短期集中）

測定

ケア
会議

元の生活、社会参加の継続

全 12 回（３ヶ月）
（出典：寝屋川市提供資料をもとに筆者作成）

（２）愛知県豊明市
愛知県豊明市は、名古屋市の東隣りに位置し、ベッドタウンとして発展してきた。市の面積
は 23.22 平方キロメートル、人口 68,728 人、高齢化率は 25.4％であり、全国の高齢化率 28.1％
（平成 30 年（2018 年）10 月 1 日現在）と比べるとやや低い状況である。しかし、高齢者の中
では前期高齢者にピークがあることから、10 年後を見据えると後期高齢者数が急激に伸びる地
域といえる。豊明市には、単一の医療施設として全国一の病床数（1,435 床）を有する、藤田
保健衛生大学病院をはじめ、３つの病院がある。加えて、特別養護老人ホームは４施設 259 床、
介護老人保健施設は２施設 448 床と、人口規模に比して医療・介護資源に恵まれていることか
ら、施設依存の傾向があり、医療費の実績が高く、在宅サービスの利用が伸びないという状況
が続いていた。
ア．けやきいきいきプロジェクト
豊明市における地域包括ケア構築に向けた取り組みは、豊明団地をモデル地区とした官民連
携事業「けやきいきいきプロジェクト」から始まっている。けやきいきいきプロジェクトは、
平成 26 年度（2014 年度）から始まった取り組みで、独立行政法人都市再生機構（以下「都市
機構」という。）、藤田保健衛生大学及び豊明市の３者連携（それぞれ互いに包括連携協定を締
結）により、学生、団地住民とのコミュニティ形成等を目的とした事業（図表 11 参照）である。
豊明団地は、昭和 46 年（1971 年）に建設された団地で、５階建てエレベーター無しの建物
が 55 棟立ち並び、2,127 戸、4,228 人が暮らしている。同プロジェクトには、学生や民間企業
など様々な主体が参加し、地域包括ケアシステムのモデルを作ることを目指した。団地の高層
階（４・５階）に学生及び教職員向けの居室を設けたところ、平成 27 年（2015 年）から毎年
20 人程度、藤田保健衛生大学の学生や教職員が入居し、現在約 80 人となっている。入居にあ
たっては、コミュニティ活動に参加することを条件とした。同大学の学生は、卒業後、医療系
の職に就く方が多く、コミュニティ活動に参加することによって、高齢者とのコミュニケーシ
ョン能力の養成にもつながり、社会人になった際の強みになっている。
都市機構は、空き店舗を改修し「まちかど保健室」を整備。藤田保健衛生大学は交代でスタ
ッフを送り込み、まちかど保健室を運営している。まちかど保健室では、医療専門職による講
座や学生によるイベント等を開催し、年間 5,600 人もの来室者がいる。
また、市は、団地内の集会所棟を、
「けやきテラス」というコミュニティ施設にリニューアル
した。けやきテラスには、地域包括支援センターのほか、在宅医療・介護の相談窓口「豊明東
郷医療介護サポートセンター『かけはし』」、集会所機能を併設。団地内住民のコミュニティの
核として機能している。
けやきいきいきプロジェクトを運営していく中で、高齢者の買い物支援や、通いの場の確保
といった問題などが顕在化し、これらの課題解決に民間企業が乗り出すという形で企業とのパ
イプが繋がっていった。月１回、市、藤田保健衛生大学、都市機構、自治会、包括支援センタ
ー、医師会、社会福祉協議会及び企業によるプロジェクト会議を開催。図らずもこの会議が、
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生活支援体制整備事業1 の第２層協議体のような役割を果たし、各主体間で情報を共有すると
ともに、それぞれが保有するリソースを使って課題解決を行うという体制が構築できた。
こうした民間企業との協働の成果の１つが、けやきテラス内に設置した「ROBOTIC SMART HOME
（ロボティックスマートホーム）」である。これは、藤田保健衛生大学に加え、トヨタ自動車株
式会社ほか６社が参画し、高齢者がロボットや支援機器を用いて、自宅で安心快適に生活でき
る空間「高齢者向けスマートホーム」の創出を目指し、様々な実証実験が行われている。けや
きいきいきプロジェクトの取り組みを通じて得た経験が、民間活力を最大限に活用する豊明市
の礎になっている。
図表 11

豊明団地けやきいきいきプロジェクトの連携体制

（出典：豊明市提供資料）

イ．通所型Ｃ「元気アップリハビリ」の創設
豊明市は、愛知県内では最も早い平成 28 年（2016 年）３月に総合事業へ移行した。当時、
豊明市では短時間デイサービスが流行しており、後期高齢者人口の伸び率が６％であったにも
かかわらず、給付費の伸びは 2.5 倍にもなっていた。また、これらのサービス利用者の６割は
市外の事業者へ流れていることが分かった。
さらに、分析を進めると、図表 12 に示したように要支援１の方の 57％、要支援２の方の 28％
が重度化しており、この危機意識を包括支援センターのスタッフと共有することとした。その
結果、寝屋川市同様に従前のサービスを利用し続けても重度化しているという客観的な事実に
基づき、これまでとは異なる視点で自立支援を行うという目的意識から、短期集中的に介入し
て効果測定を行ったうえでサービスを終了し、自立に導くというコンセプトで通所型Ｃの検討
1

生活支援体制整備事業とは、ＮＰＯ、企業、介護サービス事業所、ボランティアなど多様な主体と連携しな
がら、日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図ることを目的とした事業。この
体制整備に向けて、日常生活圏域（第２層）で各主体間の情報の共有・連携強化の場として設けるものが「第
２層協議体」である。
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を行うこととした。
当初、短期集中予防サービスは、週１回、６か月の個別機能訓練と月１回の訪問を組み合わ
せ、30 回を限度としていた。事業効果を測るため追跡調査を実施したところ、終了後６か月後
の状態は、２割の方が悪化（悪化は疾病によるもの）したものの、８割の方は維持・改善して
いた。さらに、１年後の追跡調査でも７割の方が維持・改善という状況であることが分かった。
一般的には新しい考え方に基づく事業には懐疑的であるものだが、こうしたエビデンスに加え、
市内の４事業者（通所リハビリテーション事業所）に新規の顧客（利用者）はすべて繋ぐこと
を約束したことで、事業者の理解を得ることができた。
通常は、利用者の状態を把握し、従前相当サービス、通所型Ａ、通所型Ｃのいずれかに振り
分けるが、豊明市では原則として全て通所型Ｃのサービスを受けてもらっている。まず通所型
Ｃを提供し、その過程で効果を見ながら、必要に応じてサービスを切り替えるというスタンス
である。平成 30 年度（2018 年度）は 74 人が通所型Ｃを利用し、そのうち８割強が自立してお
り、大きな効果を生み出している。
図表 12

豊明市の要介護（要支援）状態区分の変化
平成28年3月

区分

豊明市

全国

要介護
１・２

要介護
３〜５

要支援１

要支援２

重度化率

要支援１

42.9%

29.7%

26.4%

1.1%

57.2%

要支援２

9.5%

62.5%

26.2%

1.8%

28.0%

要支援１

67.9%

19.9%

11.2%

1.0%

32.1%

要支援２

11.3%

67.5%

19.2%

2.2%

21.4%

平成27年3月

平成27年3月

（出典：豊明市提供資料を基に筆者作成）

ウ．サービス終了後の受け皿「まちかど運動教室」
自立と言っても、その先に社会参加の受け皿が
無くてはならない。総合事業を始める前は、まとも
な通いの場が無かったことから、市が主体となって
教室型の介護予防教室「貯筋体操」を市内２か所で
月２回開催していた。申し込み不要で自由に参加で
きることから、大変人気を博した。しかし、市が会
場の確保から受付まで実施する形であったため、住
民主体の活動として地域内で水平展開することは難
しいと判断し、総合事業の開始とともに住民主体型
の「まちかど運動教室」を立ち上げた。これは、週
１回、約１時間の運動プログラムを提供する場で、
申込不要で自由に参加可能としている。市はインス
トラクターの派遣を行うのみにとどめ、場の確保や
開催日程の決定など運営を地域に委ねることとした。
豊明市には 27 の区のもとに 128 の町内会があるが、
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写真１

まちかど運動教室のチラシ

27 区のうち 16 区でまちかど運動教室が立ち上がっている。市は、まちかど運動教室を地域に
委ねるにあたり、地域の自主性を重んじ、区長を集めて説明会を行ったうえで手挙げ方式（自
らの意思で実施する方式）で立ち上げている。市は、まちかど運動教室の共通フォーマットの
チラシを印刷するのだが、裏面に掲載する開催日程の一覧表は、全てブランクとし、区が決定
した日程を後から記入できる形とするなど、普及するための工夫を行っている。
エ．多職種合同ケアカンファレンス
豊明市の特徴的な取り組みとして、多職種合同ケアカンファレンス（以下「カンファレンス」
という。）がある。参加する職種は、地域包括支援センター職員、ケアマネジャー、介護サービ
ス事業所、医師、薬剤師、リハ専門職、保健師、看護師、歯科医など多種多様である。これは、
地域ケア会議としても位置付けており、要支援・事業対象者については月１回４ケース、要介
護については、月１回講義＋３ケースといった内容で実施している。このカンファレンスは、
症例を発表し多職種で検討するというものであるが、単に利用者のケアプランを検討するので
はなく、当該利用者を一例として自立（ケアを終わらせる）に向け、どのようなアプローチが
有効であるかを検討する場である。この場合、最も大切なことは、カンファレンスに参加する
多職種間で規範的統合が図られていることである。規範的統合がなされているからこそ、共通
の目標に向かってそれぞれの立場から何ができるかを建設的に考える場として熱を帯びるので
ある。
要支援・事業対象者を扱うカンファレンスの場合は市の健康長寿課が、要介護者を扱うカン
ファレンスは包括支援センターの職員又は主任ケアマネジャーが司会進行役を務める。参加者
に対して委嘱等は一切行っておらず、報酬も支払っていない。また、オープンな会議であり、
参加者に開催通知を出すといったこともせず、年間スケジュールを開示するのみである。した
がって、その日によって参加者は異なり、また、職種間での上下関係も作らず、それぞれの専
門職が互いに刺激し合い、存在感を高められるよう努めている。
カンファレンスは、１ケースあたり 20 分程度を要し、平均すると 50 人程度の参加者がある。
他の職種の意見を互いに聞くことで、多様な視点を持つことができるようになり、専門職とし
ての技量も上がっていく、いわば

技術移転

の場と位置付けているところが先進的である。

オープンであるがゆえに、カンファレンスに参加する動機づけも重要となるが、参加すること
により専門職間で顔が見える関係になり、信頼関係が構築されることで利用者を紹介し合うな
ど、結果として利用者の増加につながるといったことが動機づけとなり、毎回多くの専門職が
参加している。
オ．実践経験を踏まえ進化した自立支援
豊明市では、当初、通所型Ｃのサービスを終了した後、社会参加の受け皿を用意、又は探し
てあげるという考えを持っていた。そのため、図表 13 のように通所型Ｃを基軸にし、３段階に
ステップアップしていき、最終的に受け皿としてまちかど運動教室などの通いの場へ繋ぐとい
うプロセスを想定していた。
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図表 13

自立支援当初モデル
Step３

Step２
Step１

回復期

・いきいき教室
・運動特化デイサービス

集中介入期

生活期

・まちかど運動教室
・地域サロン
・ふれあいミニデイ
・大人の学校

・元気アップ集中リハビリ
（通所型Ｃ）

6 ヶ月

Start

Goal

1年

（出典：豊明市提供資料を基に筆者作成）

しかし、事業を進めていく中で、誰もが元々営んでいた暮らし、ライフスタイルを持ってお
り、そこにトラブル（困りごと）が発生してしまった結果、介護保険サービスが必要になった
だけであり、短期間集中的にリハビリテーションに取り組むことで「元の暮らし（日常）を取
り戻す」ことこそが自立支援の目的であるという気づきを持つこととなった。とかく、介護保
険サービスを終えるというと、「卒業」や「介護切り」といった表現を使われることが多いが、
本人が望む生活を取り戻すという表現が適切であり、こうした考えのもと、自立支援プロセス
を見直し、図表 14 に示す自立支援モデルへと進化した。
図表 14
一時的な
活動追加

自立支援モデル

PLUS 集中介入期（非日常）
元気アップ集中リハビリ
（公的保険サービス・総合事業）

日常生活へ移行

BASIC メニュー（日常）
以前の暮らし
普段していたこと
しなくなったこと

・地域の運動教室、サロン
・趣味のサークル、友人付き合い
・普段の家事等の役割
・市場サービスの利用（フィットネスクラブ、ショッピング、娯楽、喫茶店、
温泉、旅行など）

専門的支援
Start

3〜6 ヶ月

1 年後

（出典：豊明市提供資料を基に筆者作成）

現状の自立支援モデルでは、地域の通いの場での活動や市場サービスといった保険外サービ
スを活用しながら、本人が望む暮らし（日常）を営んでいただくことを基本としている。そこ
に何らかの理由（疾病など）により、日常の暮らしができなくなってしまった場合に、必要に
応じてリハ専門職による公的保険サービス（通所型Ｃ）を一時的かつ上乗せ的なサービスとし
て提供するという形としている。
この自立支援モデルでは、図中「BASIC メニュー」となっている部分をいかに充実させるか
が重要となる。豊明市では、
「ないものねだり」から「あるものさがし」へ、という視点で、地
域の資源を洗い出し、それらを有効活用している。その掘り起し役を担っているのが、生活支
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援コーディネーター（専任３人、兼任６人）である。この生活支援コーディネーターが地域資
源の掘り起こしを行っており、例えば「○○のお店は、まるでデイサービスのようだ」とか「○
○公園では、太極拳のサークルが活動している」といった、ローカルな情報を日々収集してい
る。
また、BASIC メニューをうまく活用するためにはコーディネート機能が欠かせない。この役
割を果たしているのが、平成 29 年（2017 年）11 月に支える住民の互助活動として開設した「豊
明市おたがいさまセンター『ちゃっと』
（以下「ちゃっと」という。）」である。これは、従前か
ら地域の支え合い活動を展開してきた、コープあいち、ＪＡあいち尾東農協、南医療生活協同
組合の３協同組合と市が連携して運営しており、買い物、掃除、ゴミ出し、食事の準備、庭仕
事など、生活上の困りごとを住民同士の互助で解決するためのコーディネートを行っている。
「ちゃっと」は、困りごとの相談を受けると利用者宅を訪問し、サービス利用チケットを販
売する。チケットは、利用者がサービスを利用した際に、お手伝い出来る方（サポーター）に
渡すもので、30 分以内 250 円という設定である。サポーターは、作業を終えると「ちゃっと」
に実施報告を行うとともにチケットを換金してもらうという流れである。
現在、登録サポーターは 138 人、開設後８か月の利用者は 36 人（延べ 136 人）。サポーター
は、
「おたがいさま講座」を受講すれば登録できる。利用者もサポーター側にもなれるという点
で、お互いの得意技を出し合って支え合う、互助活動になっている。
カ．民間活力の導入
豊明市では、企業 14 社と協定を締結し、企業との協働による保険外サービスの開発に取り組
んでいる。企業を地域資源と見立て、 あるもの に何をしてもらうか、という視点でアプロー
チしている。企業は、意外にも高齢者の生活実態や何に不便を感じるかといったユーザー視点
に立っていないと感じた市の担当者が、日頃の業務を通じて把握した高齢者ニーズや、それに
基づくサービス開発のヒントなどを与え、情報発信のお手伝いまで行っている。例えばスポー
ツクラブでは、市職員、ケアマネジャー、理学療法士が現地を訪れ、運動器具類のチェック、
プログラム内容の検証などを行い、意見をフィードバックする。その結果として、図表 15 にあ
るように、企業にとっては新規サービスの創出により顧客の獲得につながり、市民にとっては
高齢者に配慮したきめ細やかなサービスを享受でき、市にとっては公的保険外サービスの充実
につながるという

三方よし

の関係が成り立っている。

民間活力を活かした保険外サービス創出のきっかけは、市外（名古屋市）にある温泉施設「楽
の湯」と「コープあいち」との協働である。温泉施設「楽の湯」は、名古屋市緑区に立地し、
豊明市にも送迎バスを走らせていたが乗車率が低迷していた。そこで、市は、楽の湯に通うこ
と自体が外出支援になると考え、乗車率向上に向け住民へのＰＲの手伝いを申し出た。市と楽
の湯とで、チラシや割引チケットを共同制作し、住民に直接配付したところ乗車率が２〜2.5
倍に上昇、これに比例して利用者数も２〜2.5 倍になった。
また、コープあいちは、参加していた「けやきいきいきプロジェクト」の会議で、高齢者の
買い物に関する課題について議論している中で、高齢者は自分の目で見て商品を選びたいとい
う意識を持っており、既存の個人宅配ではそのニーズを満たせていないという点に気づいた。
そこで、店舗に足を運び自分で選んで購入した商品をその日のうちにお届けする「コープふれ
あい便」をスタート。全ての商品について 5,000 円以上購入するか、シニア会員登録をしてい
れば、無料で玄関先まで届けてもらえるサービスが生まれた。このコープふれあい便を開始し
て以来、利用者数は、3.1 倍、客単価 21％増となっている。
楽の湯及びコープあいちとの協働が呼び水となり、年１回、民間事業者とのサービス開発に
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関する協議の場を設けたところ、企業が企業を呼び込み、現在では 14 社との協定締結に至って
いる。例えば、カラオケボックスで行う体操教室（第一興商）、スポーツクラブによるシニア向
けプログラム開発（コナミ）など、高齢者にとって利用しやすい価格の市場サービス（保険外
サービス）が次々と生まれている。
図表 15

公的保険外サービス創出支援の考え方

（出典：豊明市提供資料）

キ．自立支援に向けた豊明市モデルの要諦
豊明市の担当者は、総合事業の本質は「価値観の変容」であるとしている。担当者も「介護
保険サービスを長く使ってもらう」という意識から、
「普通の暮らしを長く続けられるよう、疾
病の重症化を防ぐための習慣づけを行う」という意識へと支援の方向性を変えてきた。
一方、リハ専門職の立場でも「サービスの終了は気の毒、専門職が関わり続けることが必要」
という意識から「医療・介護は本人にとっては非日常。元の自由な暮らしに戻そう」という意
識へと価値観を変容する必要がある。
そのためには自治体としての政策判断が必要となる。急激に介護給付費が伸びている現状を
変えるには、報酬単価を下げるか、サービス提供を終えるかの二者択一である。総合事業には、
基準緩和型サービス（Ａ型）があるが、これは従前のサービスと変わらない内容であり、事業
所の人員体制等を緩和するというもの。結局、デイサービスに通い続けることが前提となるう
え、報酬単価を下げた結果として将来的に事業者が立ち行かなくなることが想定される。こう
した分析のもとで、豊明市は通所型Ｃと一般介護予防事業を中心に据え、介護保険サービス漬
けにしない自立支援アプローチに取り組むという政策判断を行っている。
豊明市が目指す自立支援とは、
「介護保険サービス漬けにしない自立支援アプローチ」である。
それは、従前のように、介護保険サービスを組み合わせて提供したり、利用者をサービスに当
てはめたりといったアプローチではなく、利用者本人が望む生活――通いたい場所、果たした
い役割、楽しいと思うこと――などを再獲得するための支援を行うことである。
「できるだけ本
人の

ふつうに暮らせるしあわせ

を支えていくために、役立つモノを「見つける、探す、無
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ければ創り出す」、これが豊明市が目指す地域包括ケアの方向性なのである。
図表 16

豊明市の自立支援アプローチ

（出典：豊明市提供資料）

３．本市における自立支援・重度化防止施策の方向性
本市における要支援者の状態区分の変化を図表 17 に示した。本市ではこれまでこのような分
析を実施していないため、寝屋川市、豊明市と算出条件は異なると考えられる。図表 17 は、平
成 27 年（2015 年）３月に新規に要支援認定を受けた方で、かつ１年間に継続して給付を受け
た実績のある方について状態区分の変化を見たものである。この場合、要支援１の方が要支援
２以上に変化（重度化）した割合は 77.7％、要支援２の方が要介護１以上に変化した割合は
53.3％と、全国平均よりも相当高い結果が出た。先述のとおり、本市は新規認定者のみに絞っ
ているなど条件が異なることから、国の状態区分変化率とは単純比較は出来ないが、既存のサ
ービスを利用し続けているだけでは、重症化に向かってしまう傾向であることは明らかである。
要支援１・２という軽度認定者に対し、今後どのようにアプローチしていくのか、本市におい
ても問われているといえる。
図表 17

本市の要支援状態区分の変化
平成28年3月

区分

八王子市

全国

要介護
１・２

要介護
３〜５

要支援１

要支援２

重度化率

要支援１

22.2%

8.3%

61.1%

8.3%

77.7%

要支援２

20.0%

26.7%

33.3%

20.0%

53.3%

要支援１

67.9%

19.9%

11.2%

1.0%

32.1%

要支援２

11.3%

67.5%

19.2%

2.2%

21.4%

平成27年3月

平成27年3月
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寝屋川市、豊明市で展開されている自立支援・重度化防止の取り組みは、
「日常生活の再獲得」
という目標を明確に定め、基本的には介護保険サービスを短期間で終了し、本人の望む暮らし
に戻すことを念頭に置き、通所型Ｃを基軸とした取り組みを行っている。その起点となるもの
が、リハ専門職のチームアプローチによる徹底したアセスメントである。そこで、本市のリハ
専門職の状況を見ると、リハ専門職としては理学療法士 254 人、作業療法士 235 人、言語聴覚
士 69 人が市内で従事しており（平成 29 年版南多摩医療圏

保健医療福祉データ集）、南多摩５

市の中で突出して多い。また、東京都理学療法士協会八王子市支部も組織され、支部内には作
業療法士、言語聴覚士も含めた三職種による連絡会も発足するなど、既にリハ職同士のネット
ワークも構築されている。
こうした人的資源を活用し、本市では図表２に示したとおり、総合事業の中で通所型サービ
スについては検討を行っているところであるが、訪問型サービスについては既に取り組みを行
っている。特にリハ専門職が関わるサービスとして、短期集中型の予防サービス「食楽訪問」
を平成 30 年（2018 年）３月から展開している。これは、要支援等の認定を持つ在宅高齢者を
対象に、専門職（言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士）によるチームアプローチによるアセ
スメントを経て、３か月の短期集中型訪問支援を実施し、社会参加へとつなげる取り組みであ
る。対象者の口腔機能と栄養に関する課題に対し、包括的な専門支援を行うことで食べること
に起因する生活課題を改善し、活動量を上げることでフレイル（虚弱）状態になることを予防
することを目的としており、今後は認定区分の変化、主観的健康観（自身の健康状態の主観的
な評価）及び活動量の変化（生活の広がり）を指標として効果を測定していく。ここで大切な
ことは、活動量の変化である。これまで自宅に閉じこもっていた方が、外出できるようになり、
趣味のサークルなどに参加できるようになるといった、生活の広がりを持てるようになること
が重要な点である。この訪問型短期集中予防サービスは、口腔機能に着目した自立支援の取り
組みであるが、今後は、視察先で展開されている通所型Ｃのように運動器機能に着目した介護
予防サービスを車の両輪として展開していく方向で、現在検討を行っている。
図表 18

訪問型短期集中予防サービス「食楽訪問」

訪問型・通所型いずれにせよ、短期集中的に介入した後は、社会参加へとつなげ、日常生活
を再獲得することが目的である以上、地域資源（活動の場）の掘り起しが重要となる。ここで
大切なことは、高齢者の「通いの場＝サロン」といった固定観念に縛られないことであり、日
常生活の再獲得という考え方は、本人が望む活動、元々行っていたことに戻してあげることで
ある。そのためには、サービスを終えたらサロンへつなぐというステレオタイプな考え方では
なく、趣味サークルや市民活動団体、場合によっては仕事など多様な社会参加のあり方を示し
ていくことが重要と考えている。
本市の社会参加に資する資源に着目すると、市民活動の領域では、市内のＮＰＯ法人数は 273
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団体であることに加え、八王子市市民活動支援センターの「はちコミねっと」に登録している
団体数は 400 を超え（一部ＮＰＯ法人と重複あり）、環境保全、子育て支援、趣味サークルなど
多種多様な市民活動が展開されている。加えてスポーツ関連団体も、八王子市体育協会に加盟
する各連盟に加え、総合型地域スポーツクラブなども存在する。また、高齢者サロンは現在 169
箇所、シニアクラブは 205 団体存在している。行政が受け皿を用意するというのではなく、こ
うした地域資源を

見える化

し、個々の価値観に応じて多様な活動の中から選択できる仕組

みづくりが求められる。
さらに、本市には 19,000 を超える企業の事業所が存在し、その中には高齢者向けのサービス
や製品を提供している企業も少なくない。今後は、これら民間企業との協働による公的保険外
サービスの創出も必要となろう。そのためには、地域資源の掘り起こしを担う生活支援コーデ
ィネーターを有効活用しつつ、高齢者分野に限らず庁内の多様な所管が連携し、資源の棚卸し
を進めていくべきと考える。
「日常生活の再獲得」を目的とした寝屋川市及び豊明市の取り組みは、自立支援・重度化防
止施策はどうあるべきかを問いかける、意欲的な取り組みである。その背景には、地域の様々
な主体との協働関係の構築、データに基づく客観的な地域分析、地域資源の掘り起しといった
地道な取り組みを通じて、
「通所型Ｃと一般介護予防を中心とした自立支援」という選択を行っ
た。国が示した一例としてのサービスメニュー（図表１）をそろえるという

手段

から入る

のではなく、本質的な自立支援とは何かを見極め、確信をもって事業に取り組んでいる。
今後、高齢化が一層進展していく中で「ないものねだりからあるもの探しへ。地域にないも
のは創り出す。」という精神のもとで、地域資源を活用した自立支援・重度化防止に取り組むこ
とは、地域包括ケアを進めるうえで大変重要な視点であり、大いに参考としたい。
おわりに
「総合事業」の事業の趣旨について、国が示したガイドラインでは、
「支援する側とされる側
という画一的な関係性ではなく、地域とのつながりを維持しながら、有する能力に応じた柔軟
な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につなげていくことが期待される。」と記述してい
る。専門的なサービスを必要とする方には、専門的なサービスを提供しつつ、一方で住民主体
の多様なサービスの充実を図り、対象者にとって自身が望む生活を営むために必要なサービス
や社会参加活動を選択できるような環境を整えること、それは高齢者が自分らしくいきいきと
暮らせる地域づくりにほかならない。
今回視察した寝屋川市、豊明市は、この総合事業の趣旨を理解し、実践している自治体であ
るといえる。共通点は、単に介護給付費を減らすためにサービス提供を抑制するというもので
はなく、
「日常生活の再獲得」を目的としていることである。つまり、介護事業者による専門的
サービスを受けている状態が「非日常」なのであって、その状態から早期に脱却し、利用者が
望む暮らし、
「日常」に戻すことこそが自立支援なのだと両市の担当者は考え、その目的に向け
て事業を展開している。豊明市の担当者が、
「国に期待していても答えは出てこない。制度改正
等で揺れる中で、自治体として芯を持っているかである。」と語っていた。地域の実情を分析し、
地域資源を洗い出し、わがまちにとって何が必要なのか、そこから見出した 向かうべき方向
を明示し、まい進するという強い意志が感じられた。
我が国は世界的に見ても例のない超高齢社会を迎えている。他の国々は日本がこの課題に対
してどのように対処するのか注視している。国はこれまでも日本再興戦略や未来投資戦略等の
中で、
「健康寿命の延伸」を明確に位置づけ、様々な施策に取り組むことしている。この大方針
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のもとで、私たち自治体に求められていることは、総合事業のコンセプトにあるように地域の
実情に応じた自立支援・重度化防止の取り組みである。今一度足元を見つめ直し、本市ならで
はの自立支援・重度化防止に向けた施策を構築していきたいとの想いを強くした、大変示唆に
富んだ視察であった。
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大規模災害時に発行するり災証明書の円滑な発行のための調査研究
視察先：熊本県益城町・熊本市
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はじめに
平成 30 年（2018 年）、平成最後の夏は日本全国で災害に見舞われた年となった。６月の大阪
府北部地震を始め、７月の西日本豪雨、８月の歴史的猛暑、９月の北海道胆振東部地震が続き、
改めて日本列島は災害大国であることを認識し、住民に最も身近な地方自治体の災害対応業務
の重要性がますます増大しているところである。
大規模災害により住環境に多大な影響が発生した場合、地方自治体は「り災証明書」を発行
する。り災証明書は、被災者生活再建支援金や義援金の支給、応急仮設住宅の入居、瓦礫の撤
去など、被災者に対する支援措置の判断材料として幅広く利用される。り災証明書の発行が被
災者生活再建の第一歩であり、いかに迅速かつ効率的に発行できるかが、被災者生活の早期再
建の重要な鍵となる。
平成 28 年（2016 年）４月に発生した平成 28 年熊本地震（以下「熊本地震」という。）では、
平成 29 年（2017 年）10 月 16 日現在、死者 249 人（関連死含む。）、負傷者 2,790 人の人的被害
のほか、全壊 8,674 棟、半壊３万 4,563 棟、一部損壊 16 万 2,312 棟の住宅被害が発生しており、
被害が最も大きかった熊本県においては、20 万 3,882 件（平成 29 年（2017 年）５月 11 日時点）
のり災証明書を発行している。
熊本地震によるり災証明書の発行に関し、その課題と反省を学ぶべく、益城町と熊本市へ行
政視察を行ったところ、発災当時の両自治体とも課題であったのが「り災証明書発行のノウハ
ウがない」ことであった。災害業務として行うり災証明書の発行は、平常時に実施することは
ない。平常時に十分な対策を講じていなかったため、被災者生活の早期再建のために迅速な対
応ができず、被害認定調査及びり災証明書発行に大きな課題を抱える結果となった。
本市のり災証明書の発行対応としては、平成 29 年度（2017 年度）に被災者生活再建支援シ
ステムを導入するとともに、被害認定調査計画及びり災証明書発行計画を策定し、災害時はこ
の計画に基づいてシステムを活用しながら、迅速かつ効率的にり災証明書の発行を行う体制を
整えているところである。
この被害認定調査計画、り災証明書発行計画は、あくまで本市に大規模災害が発生した想定
で策定したものであり、実効性に欠ける部分もある。そこで計画をより実効性あるものとして
活用するべく、実際に熊本地震で被災した益城町、熊本市でり災証明書発行の陣頭に立ってい
た職員の話を直接伺い、課題点、反省点について本市への還元を行った。
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１．災害発生時の自治体業務
大規模災害が発生すると、自治体は災害対策基本法に基づいて災害対策本部の設置（災害対
策基本法 23 条の２）や避難所における災害防止（同法 86 条の２）を行い、災害救助法に基づ
き応急仮設住宅の設置を行う。
災害発生直後のニュースでは、地震等によって陥没した道路や土砂崩れしたエリアの光景と
ともに、避難所での炊き出しの様子や、住民が自治体と共同で運営する避難所生活の映像が放
映される。こういった発災後の初動活動を終えると、自治体の災害対応は「応急・復旧」の段
階へと移行する。この応急・復旧活動の１つが、今回の研究テーマとしている生活再建支援の
ためのり災証明書の発行と、発行に必要な住家被害認定調査である。
図表１

発災から生活再建支援の流れ

（筆者作成）

２．り災証明書発行と被害認定調査
り災証明書は、災害により被災した住家等について、その被害の程度を証明したものであり、
災害対策に関する市町村の自治事務の一つとして、かねてより災害発生時に被災者に発行され
てきたものである。
こうしたり災証明書は、現在、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配
分等の支援措置の適用の判断材料として幅広く活用され、被災者の生活再建の第一歩として極
めて重要な役割を果たしている。
り災証明書の発行には、前提として住家の被害そのほか当該市町村長が定める種類の被害の
状況を調査しなければならないとされている（災害対策基本法第 90 条の２第１項）。このうち
住家の被害については、内閣府から「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定
運用指針」が示されており、これらを踏まえて住家の被害程度を調査・判定を行う1。住家の被
害程度について原則的には、部位別の損害割合を算定し、それらを合計して住家全体の損害割
1

この被害認定とは別に、災害時の家屋の損壊の判定基準として、災害直後に行われる「応急危険度判定」が
ある。これは、市町村の応急危険度判定士（行政又は民間の建築士等）が中心となって、余震などによる倒
壊の恐れなどを緊急に外観から判定し、家屋に赤色の「危険」、黄色の「要注意」、緑色の「調査済」という
三種類のステッカーを貼っていくもので、二次災害を防止することを目的として実施するものである。名称
や性質が似ているため、被災地では混在してしまうケースが多数発生してしまうため、丁寧な説明が求めら
れる。
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合を算出して、
「全壊」、
「大規模半壊」、
「半壊」、
「一部損壊」の４区分で認定することとなって
いる（図表２）。
図表２

災害に係る住家の被害認定基準

（出典：内閣府「被害認定に関するＱ＆Ａ」より筆者作成）

なお、住家の被害認定調査結果を受けてり災証明書の発行となるが、発行には被害認定調査
結果に対する被災者の同意が必要とされている。一方的な行政の被害認定ではなく、被災者が
行政の判定に納得して初めて発行可能となるため、被害認定調査には質の高い業務が求められ
ている。
調査は、第１次調査、第２次調査の２段階で実施され、第１次調査は、住宅の敷地内に立ち
入り、①外観の損傷状況の把握、②住宅の傾斜の計測、③屋根、外壁、基礎の損傷の把握を行
う。第２次調査は、第１次調査を実施した住宅の被災者から申請があった場合に実施され、第
１次調査と同様の調査に加え、被災者の立合いのもと、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、
柱、建具、設備の損傷の把握を行うものである。この被害認定調査のフロー図を、水害の調査
とあわせ、巻末資料として図表 15、16 で示した。
３．視察先の選定理由
熊本県益城町、熊本市を視察先とした理由は、両自治体が熊本地震において甚大な被害を受
けたという共通項があるほか、この２つの自治体には被害認定調査の方法に違いがあったため、
比較効果を得るために選定したものである。
被害認定調査の方法は、それぞれ益城町は全棟調査、熊本市は申出調査という調査方法をと
っていた。これらの調査の詳細は図表３のとおりであるが、市内で大規模災害が発生した際は、
八王子市でも被害状況に応じた調査を実施するため、異なる調査方法を立てた２自治体を選択
した。
図表３

全棟調査と申出調査

（筆者作成）
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４．益城町、熊本市の災害対応の実態と課題点
益城町、熊本市の視察内容を（１）被害認定調査、
（２）り災証明書の発行、
（３）受援体制、
（４）指定避難所の運営という４つの視点に絞り、災害対応で課題となった点について挙げて
いく。
（１）被害認定調査の実態
益城町、熊本市両自治体に共通した課題は、調査に必要な物資の不足と、被害認定調査員の
準備不足であった。
ア．益城町
益城町における、被害認定調査のスケジュールは以下のとおりである。
図表４

益城町における被害認定調査スケジュール

年月日

発災後日数

対応

平成28年4月14日

‑

前震

平成28年4月16日

0

本震

平成28年4月22日

6

災害対策本部でプロジェクトチームを設置するという検討がなされる。

平成28年4月25日

9

家屋被害認定プロジェクトチーム、り災証明プロジェクトチームが設置される。

平成28年4月26日

11

業務に必要な物品等を確保するために、調査票やデジタルカメラ、ヘルメット、消せるボールペン、マーカー、画板、ガ
ムテープ、下げ振り、コンベックスといった備品や車両の手配を進める。

平成28年4月27日

12

関西広域連合や福岡県を中心とした他自治体からの応援職員50〜60人、県職員20〜30人規模の応援が5月上旬に
入ってくることが決定する。
県主催の家屋被害認定調査事前研修に参加し、机上による研修を受講。

平成28年4月29日

13

活動方針、調査方針、調査班の１日のスケジュール、他自治体からの被災調査員受入れ予定からなる、益城町「被災
家屋調査実施計画」を策定。

平成28年4月30日

14

家屋被害認定調査を開始。被害の大きい地区から調査開始。

平成28年5月4日

18

内閣府特命担当大臣の「り災証明書の発行を5月中に終えたい」との発言を受け、新たに東京都市長会から応援職員
が入る。同時期に、パソコン25台リースして被災者生活再建支援システムをインストールし、業務に当たる。

平成28年6月5日

50

一次調査を終える。

平成28年6月6日

51

二次調査開始。

平成28年6月14日

59

家屋被害認定プロジェクトチームの業務を終える。二次調査については、家屋被害認定プロジェクトチームで段どりを
行い、り災証明プロジェクトチーム及び税務課に引き継ぐ。

平成28年7月1日

76

二次調査結果説明（個別）開始

平成28年8月4日

110

上記不服者二次再調査

（出典：益城町「平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書」より筆者作成）

準備が不足していたものの１つ目は、益城町において、４月 30 日から現地で家屋被害認定調
査業務を開始するための必要な物資（下げ振り2、デジタルカメラ等）である。災害が発生して
から物資を調達することになり、揃うまでに時間がかかってしまった。
２つ目に、り災証明書発行業務の効率化のために被災者生活再建支援システムを発災後に導

2

下げ振り…おもりと紐を使って、地面に対して垂直を保てる道具（写真は次ページに掲載）。
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入したものの、システムの運用開始に時間を要してしまい、効果的な活用をするまでに至らな
かった。また運用にあたっては、システム自体は内閣府の指針（災害に係る住家の被害認定基
準運用指針）に基づき構築されているものの、実際に調査をした職員の知識・技能不足、それ
に伴う応援職員の研修も十分な内容を行うことができなかったことが課題となった。
また、住民にとっては、家屋被害認定調査・り災証明書発行が様々な支援メニューの基点と
なることから、住民からの問い合わせが殺到した。電話や窓口での対応には一人当たり数十分
かかるため、住民を待たせることとなった。職員側が家屋被害認定調査に関する知識・技能を
十分に持ち合わせていなかったために、対応に苦慮することもあった。
写真１

被害認定調査の様子

写真２

下げ振りとコンベックス
（巻尺）を使った調査の様子

（筆者撮影）

（益城町から提供）

(出典：内閣府「災害に係る住
家の被害認定基準運用指針」)

イ．熊本市
熊本市における、被害認定調査のスケジュールは以下のとおりである。
図表５

熊本市の被害認定調査スケジュール

年月日

発災後日数

対応

平成28年4月14日

‑

前震

平成28年4月16日

0

本震

平成28年4月22日

6

住家被害認定１次調査を開始。

平成28年4月28日

12

本格的に１次調査を開始。

平成28年5月10日

24

被害状況の全容把握も兼ねて全棟調査を行っていたが、申請に基づく申請調査を開始。

平成28年5月18日

32

全て申請調査に変更。

平成28年5月25日

39

１次調査の結果に不服のある場合に実施する２次調査を開始。

平成28年7月26日

101

２次調査実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった場合の再調査を開始。

（出典：熊本市「平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録誌」より筆者作成）
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熊本市では、４月 22 日から現地での家屋被害認定調査業務を開始した。当初は、被害状況の
全容把握も兼ねて被害の大きい地域を優先して全棟調査を行っていたが、被害状況が市内でも
様々で全棟調査は非効率であったことから、５月 10 日から申出調査に切り替えた。熊本市でも
益城町と同じく被災者生活再建支援システムを利用したが、職員が操作方法に不慣れなことも
あり、運用がスムーズにいかなかった。
益城町と同様、調査に必要となる物資（下げ振り、デジタルカメラ等）が不足したことにあ
わせて、調査に回るための車両の確保に苦慮した。調査班は最大で 67 班体制としていたが、市
で保有する公用車の台数は限られるため、タクシーを利用せざるを得なかった。当然、タクシ
ー券の費用が発生するものの、熊本地震に係る被害認定調査業務は災害救助法の適用3とされな
かったため、財源は国や県から支出されず、財源捻出のための調整に時間がかかってしまった。
写真３

写真４

益城町役場仮設庁舎

益城町の職員へのヒアリング

（筆者撮影）

写真５

（筆者撮影）

復興中の益城町の様子

写真６

（筆者撮影）

（筆者撮影）

写真７

益城町役場仮設庁舎のくまモン

写真８

熊本市の職員へのヒアリング

（筆者撮影）

（筆者撮影）

3

復興中の益城町の様子

災害救助法の適用…救助に関する費用は、都道府県が支弁することとなっている（災害救助法 18 条 1 項）。
そして、費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てる義務が課せられている（災害救助法 22
条）。救助の実施に関する事務の一部が市町村長に委任された場合、市町村は、委任された救助の実施に要す
る費用について一次繰替支弁することになる（災害救助法 29 条）。
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（２）り災証明書発行の実態
益城町、熊本市両自治体に共通した課題は、第１次調査の結果に被災者の納得が得られない
ケースが多かったことである。第１次調査の結果に納得が得られなければ、内観を詳しく調査
する第２次調査を実施することとなるが、第１次調査と異なり細部まで調査するため時間がか
かってしまい、結果として被災者支援の第一歩となるり災証明書の発行が遅れてしまった。
ア．益城町
益城町における、り災証明書発行のスケジュールは以下のとおりである。
図表６

益城町のり災証明書発行スケジュール

年月日

発災後日数

対応

平成28年4月14日

‑

前震

平成28年4月16日

0

本震

平成28年4月25日

9

り災証明プロジェクトチーム発足

平成28年5月1日

15

り災証明の申請受付

平成28年5月20日

34

グランメッセ熊本駐車場にてり災証明書交付開始

平成28年6月5日

50

グランメッセ熊本駐車場での交付終了

平成28年6月9日

54

益城町中央公民館（仮庁舎）でり災証明書交付開始

（出典：益城町「平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書」より筆者作成）

益城町では、り災証明書の申請受付を５月１日から開始した。手続きを早めにして住民に安
心感を持ってもらえるように、町役場の若手職員からのアイデアにより各避難所（全８か所）
に受付を置いて実施した。その後、５月４日の防災担当大臣の「り災証明書の発行を５月中に
終えたい」との発言を受けて急ピッチで作業を進めるため、発行会場を５月 20 日から６月５日
までグランメッセ熊本駐車場で実施したが、テントを張っていたものの、雨風・粉じんなどが
パソコンやプリンタに入り込み、故障の原因となってしまった。
発行窓口については、対応可能な件数を想定し 20 ブース設け、発行業務を開始した。発行で
きる件数は１日 700 件程度だったが、当初の見通しが甘く、初めての業務で不慣れだったこと、
またり災証明書を求め、長蛇の列が前日夜からできるなど、申請件数が多く、想定どおりに進
めることができない日もあった。
写真９

写真 10

グランメッセ熊本駐車場

り災証明書発行会場

（益城町から提供）

（益城町から提供）
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り災証明書は、被害認定調査の結果は義援金や生活再建支援金の金額などの支援内容に大き
く影響するため、住民にとっては大きな関心となっていた。結果として判定内容に不服のある
住民が多く、第２次調査の受付件数が 4,000 件を超える要因となった。
第２次調査とは、
「２．り災証明書発行と被害認定調査」の項目で述べたとおり、建物の外観
調査に加え、内部の損傷を１つ１つ把握するものである。そのため、第１次調査よりも長い時
間を要する第２次調査の件数が 4,000 件を超えてしまったことから、結果として被災者の生活
再建支援が遅れることとなった。原因としては、り災証明書発行時に十分な説明をしないまま
に第２次調査の受付を始めてしまったことなどが挙げられた。
図表７は、グランメッセ熊本で発行した集中発行期間（５月 20 日から６月５日）のり災証明
書の受付件数と、第２次調査の受付件数の推移を折れ線グラフで掲載しているが、図表７の折
れ線グラフから見ると、約４件に１件が第１次調査の結果に納得されずに第２次調査の申し込
みを行っている。また、グラフ上には表してはいないが、発行開始から翌年３月 31 日までの累
計の受付件数は、第１次調査が１万 3,829 件、第２次調査が 4,384 件で 31.7％の住民が再調査
の申し込みを行っている。

図表７

益城町のり災証明書受付件数と第２次調査受付件数（発行開始 17 日間）

（益城町ヒアリング内容より筆者作成）

126

イ．熊本市
熊本市における、り災証明書発行のスケジュールは以下のとおりである。

図表８

熊本市のり災証明書発行スケジュール

年月日

発災後日数

対応

平成28年4月14日

‑

前震

平成28年4月15日

−

一部損壊のり災証明書の手書きによる交付を開始したが、窓口によっては２〜３時間待ちの状態であった。

平成28年4月16日

0

本震

平成28年5月17日

31

５区役所他でシステムを活用したり災証明書を交付。り災証明に係るコールセンターの運用を開始。

（出典：熊本市「平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録誌」より筆者作成）

熊本市では、り災証明書の申請受付を４月 15 日から開始した。今回の震災では、前震翌日
の４月 15 月からり災証明に関する問い合わせが殺到しており、写真等により被害状況が確認
できる場合は「一部損壊」の証明書を即時発行するとともに、半壊以上のり災証明書は被害認
定調査を必要とすることから、調査依頼の受付を行った。しかしながら窓口も被災している状
況で、窓口によっては２〜３時間待ちの状況だった。

写真 11

生活再建支援相談窓口の様子

（出典：熊本市「平成 28 年熊本地震 熊本市震災記録誌」）

発行窓口は、福祉部門が担当していたが、住家被害認定調査は税務部門で実施しており、局
間連携に苦慮した。り災証明書の受付・住家被害認定調査からり災証明書発行までの全体を統
括する担当がおらず、例えば調査結果のデータと申請書の住所・氏名が一致しないなど、連携
がうまくとれなかった。被災者支援制度の大部分は被害の程度によって支援内容が決定される
ため、支援を受けるにはり災証明書の発行が不可欠であり、申請から発行までの事務を可能な
限り迅速かつ正確に実施するための、組織横断的な部署を設置することが必要であった。
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り災証明書発行窓口で、第１次調査をしたのが約６万 5,000 棟に対して、その結果に納得が
いかず、第２次調査へ申込があったのが約３万 8,000 棟であり 58％の住民が再調査の申し込み
を行っている。要因の１つには、市の被害認定調査の後に、家庭で加入している保険会社の調
査員による損傷程度の調査によって、再調査を勧奨されたことが考えられる。また、被害認定
調査の調査班ごとの判定方法の平準化が課題として挙げられる。
図表９は、発災後のコールセンターへの問い合わせ件数及び問い合わせが多かった項目であ
る。発災後は、り災証明に関する問い合わせが非常に多く、職員による対応が困難な状況であ
ったため、制度内容や手続き等の問い合わせに対応するため、り災証明に係る問い合わせ専用
のフリーダイヤルコールセンターを設置し、５月 17 日から８月 31 日まで運用した。これによ
り、り災証明に係る申請方法、必要書類、受付窓口、発行までの流れの確認等についてはコー
ルセンターで対応し、市職員が電話対応以外の業務に時間をさけるようになり、震災対応にお
いて非常に効果的であった。

図表９

問い合わせの件数及び項目の推移表

（出典：熊本市「平成 28 年熊本地震熊本市震災記録誌」）
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≪参考≫り災証明書と、り災証明書を活用した主な支援メニュー及び被害程度に応じた支援金
の一例
図表 10

り災証明書

り災証明書
世帯主住所

八王子市１−１−１

世帯主氏名

八王子 太郎
２０××年 ××月 ××日 東京都地震による
八王子市１−１−１

り

り災者住所
り災者

状

り災者区分

況

り災場所
り災物件種別

平成

年

月

世帯人員

災害の原因

災

図表 11

り災証明書を活用した主な支援メニュー

日

４ 人

八王子 太郎
物件居住者
八王子市１−１−１
居宅

世帯構成
続柄

年齢

続柄

年齢

八王子 太郎

氏 名

世帯主

50

八王子 一郎

氏 名

子

20

八王子 花子

妻

50

八王子 良子

子

15

（出典：内閣府「災害に係る住家の被害認定と罹災証明
書の概要」）

り
災
程
度

区

分

参

考

図表 12

一部損壊

被害程度に応じた支援金の一例

ここに被害の程度
が表記される。

その他

（出典：内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」）

上記のとおり、り災したことを証明する。
平成
年
月
日
八王子市長

○○ ○○

（３）受援体制の実態
ア．益城町
益城町では、当初、30 班体制で 50 日程度かけて約 1.5 万棟を調査するという計画を想定し
ていたが、防災担当大臣の発言を受けて５月中に被害認定調査を終了させるという計画に変更
することとなった。これに伴い関西広域連合や福岡県、東京都市長会を中心とした応援職員が
益城町へ入ったことにより、最大時には 45 班体制（現場応援職員約 100 人）となった。現場の
応援職員の数が短期的に急増したのに対して、益城町側の体制としては熊本県市町村課から来
た２人の応援職員のみであった。人員などの調整作業は町職員が行ったことから、応援職員の
受け入れ・配置等に多忙極まりない状況となった。また、数多くの応援職員が家屋被害認定調
査業務に携わったため、業務の質の確保にも苦慮した。
イ．熊本市
熊本市における受援体制で苦労したのが、応援職員のスケジュール管理であった。応援職員
は全国各地から来てもらえるものの、応援の自治体ごとに滞在期間や到着、出発の時間等が異
なるため、応援職員の業務内容の研修スケジュールや調査チームの編成を組むことに時間を要
した。
また、益城町、熊本市両自治体ともに、被害認定調査の際に建築士や土地・家屋調査士に協
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力を仰ぎ、行政職員とともに調査に当たった。特に第２次調査には知見を持つ建築士等の協力
は、被災者の納得を得るのに効果的なものとなった。
（４）指定避難所運営の実態
ア．益城町
４月 17 日の本震後には、避難者は最大で 16,050 人に及んだ。避難者の多くは余震による建
物倒壊を恐れ、建物外に避難しテントなどで生活する青空避難や、自家用車の車内で生活して
いた。車中避難者の中には避難所内に設置した受付に来ることなく、生活した方も多くいたこ
とや、避難所として指定していない自治公民館や、自宅の庭先、畑のビニールハウス、民間団
体のテントなどを代替避難所として使用する方もいたことから、避難者の全容把握が非常に困
難となった。
益城町総合体育館は、収容できる人数が非常に多い指定避難所として指定されていたが、４
月 14 日の前震の際に、天井の一部に崩落・損傷が見られたため、避難所としての開設を見送っ
た。その後、16 日の本震により、体育館内の天井タイルなどがすべて崩落する事態となった。
仮に 14 日の時点で避難所として開設していた場合、避難していた方が甚大な被害を被っていた
可能性が高かった。避難所開設前の応急危険度判定で、目に見える損傷を発見した場合は、避
難所としての開設を慎重に行うことは非常に重要であることが伺える。
避難所開設の推移として、本震のあった４月 16 日時点で 16,050 人に及んだ避難者は、日を
追うごとに減少し、本震から１週間後には、およそ半数の 7,319 人まで減少した。
小中学校の教室で生活をしていた避難者は、５月８日の授業再開を前に、同学校の体育館へ
移動することになった。５月８日時点の避難者数は 4,312 人で、そのうち車中避難者は 1,000
人、テント泊を行っていたのは 670 人であった。
５月 31 日には、本震によって天井設備が崩落した総合体育館のアリーナ改修工事が終了し、
体育館前に設置されていたテント村（テントでの避難生活を行っていた場所）を閉鎖した。８
月 31 日には各小中学校で体育館を使用した授業を再開することに伴い、避難者を総合体育館へ
移動、集約を行った。８月中旬には避難者は 798 人いたが、移動に伴い帰宅する避難者もいた。
９月中旬には避難者は 225 人、10 月中旬には 96 人まで減少し、10 月 31 日には避難所として開
設していた総合体育館も閉鎖し、全避難所が閉鎖された。各避難所の閉鎖に伴う避難者の移動
については、基本的に１か月前から避難者に告知・周知を行っていたことから、トラブルなど
は起こらなかった。
イ．熊本市
熊本市では、２度の大きな揺れによる家屋倒壊、ライフラインの断絶や余震による不安から、
最大約 11 万人の避難者が発生した。熊本市の地域防災計画では、避難所への避難者の最大想定
を約５万８千人としていたことから、想定の２倍近い方が避難を余儀なくされた。
発災翌日の４月 15 日５時現在の避難者数は約２万５千人であったが、同日 15 時には約５千
人まで減少していた。16 日に本震が発生したことから避難者は急増し、17 日には 11 万人 4を超
える避難者が発生した。21 日には 267 か所の避難所を開設することとなった。その後、熊本市
内では、電力の復旧や、スーパーマーケット・コンビニエンスストア等が開店してきたことか
4

指定避難所や、公共施設へ避難してきた人数のみであり、指定避難所以外の場所への避難者や車中泊避難等
の避難者数を除く。
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ら自宅に戻る避難者が増加した。市内の水道が復旧した翌日の５月１日には避難者数は１万人
を下回ることになった。各避難所を集約して、12 か所の拠点避難所での避難所運営を開始した。
その後、避難者数・避難所数は時間の経過とともに減少し、９月 15 日には市内避難所を全て閉
鎖することとなった。
図表 13

益城町と熊本市の避難者等に係る経緯

（出典：益城町「平成 28 年熊本地震 益城町による対応の検証報告書」より筆者作成）

５．益城町、熊本市の災害対応に関する課題を受けた改善点
（１）準備体制の構築
益城町、熊本市両自治体の反省点は準備が十分でなかったことである。効果的なり災証明書
の発行が可能となる被災者生活再建支援システムを導入したのは災害発生直後の混乱期であり、
被害認定調査に必要な資材を調達したのも災害が発生してからのことであった。大規模災害発
生時、通常業務にはない災害対応業務にスムーズに移行させるために、より具体的な想定を基
に必要な機材の部数及びその調達方法、応援職員の人数等、計画として定めておく必要がある。
また、本市は平成 29 年度（2017 年度）に被災者生活再建支援システムを導入しているため、
災害時に職員が使用できるようにシステム操作研修などで体制を整えておく必要がある。
（２）受援体制の構築
被災した自治体は、余力がなく目の前のことで手一杯、何をしたら良いのか分からないとい
う状態である。受援体制を事前に整えていなければ、災害対応に追われ、応援職員派遣の申出
を断らざるをえない状態になる可能性も考えられる。一方で、東日本大震災、熊本地震という
大きな災害体験を受けて、全国の自治体では支援の経験値が高まっている。平成 30 年（2018
たいこう

年）７月豪雨では、被災自治体と支援する都道府県・政令指定都市をペアにする「対口支援（カ
ウンターパート）」方式によって被災 18 市町に対し、25 都道県市から 406 人を派遣することと
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なっている（平成 30 年（2018 年）７月 29 日時点）5。
本市においても、支援を円滑に受け入れる受援体制を高めるため、応援の受け入れ調整を一
括して行う専門窓口を設置することや、応援職員をコントロールするためのローテーション表
を現行の被害認定調査計画やり災証明書発行計画に位置付ける等、事前準備が必要である。
（３）指定避難所の運営
熊本市の避難所運営の反省点は、住民主体でなく、その多くを職員で行っていたことで本来
業務の再開に後れをとってしまったこと、また、他市からの応援職員で行っていたことから職
員間で情報がうまく引き継ぐことができず、住民の要望に対応できない状態となってしまった
ことである。益城町でも同様の状況ではあったが、益城町では発災後に作成した益城町避難所
運営マニュアルの中に、
「避難所運営は、地域住民による『自主運営』が基本となること」を明
記し、地域と協力、連携しながら避難所生活の仕組みを確立するよう体制の変更を図った。こ
のように、避難所は住民主体で行うべきで、市は運営のバックアップ体制を整えておくことが
必要である。防災担当だけではなく、要配慮者担当等の関係する複数の担当課が横断的な体制
を組み、役割分担を明確にしたうえで、平時から事前の備えを整えておくことが肝要である。
また、地域防災計画や避難所開設マニュアルは存在しているものの、内容に精通している職
員が少なかったことから、規定通りの開設がほとんど行われなかった課題についても、職員の
事前の準備やマニュアルの実効性の検証が欠かせない。
６．八王子市の取り組み
本市では、益城町及び熊本市への視察結果を基に、災害対応の準備体制を構築した。まずは、
被害認定調査業務やり災証明書発行業務を円滑に発行できるような計画を策定し、ピーク時で
被害認定調査に携わる職員が 376 人、り災証明書発行に携わる職員が 192 人と想定し、その内
訳は以下のとおりとしている。

図表 14

り災証明書に係る災害対応に従事する職員数

（出典：八王子市「被害認定調査計画」「罹災証明書発行計画」より筆者作成）

災害時に 568 人の職員が円滑に災害業務に行えるようにするために、まず①の税務部職員が
災害対応を取れるように職員研修等を進めている。
平成 29 年度（2017 年度）に導入した被災者生活再建支援システムを使ってり災証明書を発
行できるように税務部の職員全員に研修を行うことや、市内の小規模災害に対する災害対応に
5

内閣府「平成 30 年７月豪雨等による被害状況等について」（平成 30 年（2018 年）７月 29 日）
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ついても、特定の職員だけでなく、幅広い職員に対応経験を積ませるなど、今後も、災害対応
にあたることができる職員のすそ野を広げるための研修を継続していく。
また、本市の避難所開設・運営方法については、地震災害を中心とした避難所の開設、運営、
廃止に必要な手順を定めた「避難所運営マニュアル」を作成している。引継ぎがうまくいかず、
特定の職員が避難所運営に長期間従事することになった課題について、本市マニュアルの中で
も、毎日の記録として日誌を作成し、報告事項を整理すること、災害対策本部へ定期的に報告
を行うことを規定している。発災時には、目先の事態への対応に追われ、記録・報告が疎かに
なる場合もあるが、着実に行う必要のある業務として、避難所運営職員を対象とした研修を通
じて周知していく。
益城町・熊本市の事例であった、職員主体での避難所運営により、職員に大きな負荷がかか
った課題については、本市マニュアルの中で、
「避難所担当職員は、施設管理者、ボランティア
等と協力し、避難所の自主運営が円滑に行われるよう努める」旨を規定している。マニュアル
を受けて、避難所運営を行うための協議会・委員会を立ち上げ、発災時の避難所運営をしてい
る地域なども存在する。今後とも、地域の防災訓練への参加や出前講座、本市主催の訓練を通
じて避難所運営への参加、協力について呼びかけていく。
おわりに
税務部は、市民の皆様に対し税金を課し、徴収する部署である。税金の申告受付、税額の計
算、滞納者の対応等、日々の業務は税金に係る事務に終始している。大規模災害時には災対税
務部として、これまで記したような災害対応業務に当たることとなっているが、意識のうえで
は災害対応業務は「特別なときに対応する業務」として捉えられてしまっている。
「特別な業務」
と認識しているままでは、いざ大規模災害が発生した際にスムーズな災害対応業務への移行が
困難となってしまう。そのため、市内への被害がさほど大きくない小規模災害から税務部全体
で災害対応にあたり、来るべき災害に対して、対応できるようにしていく。
災害対応には、平常時からの準備が重要だということを今回の視察で学んだ。毎年の職員研
修と、今後の災害対応の積み重ねで、災害時のエキスパート職員を育成していきたい。
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≪資料①≫
図表 15

被害認定調査フロー図【地震】

（出典：内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」）
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≪資料②≫
図表 16

被害認定調査フロー図【水害】

（出典：内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」）
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歴史文化資源の活用に関する事例調査研究
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はじめに
本市では、市内の文化財を的確に把握して文化財の保存・活用を図るために、文化財行政の
マスタープランとなる「八王子市歴史文化基本構想」の策定を進めている。あわせて、本市固
有の魅力ある歴史や文化財を物産・観光と結びつけて、地域の魅力を発信するための、文化庁
の事業である「日本遺産」の認定に向けた準備を進めている。
そこで、今後の本市における「歴史文化資源を活かしたまちづくり」の取り組みに役立てる
ことを目的として、本市と同様の取り組みを進めている愛知県豊田市と、既に「日本遺産」に
認定され、先行的な取り組みを進めている岐阜県岐阜市を視察し、本調査を実施した。
１．視察先の選定理由
現在進行形で、歴史文化基本構想策定や日本遺産認定を目指した取り組みを進めている自治
体が直面している課題やその解決策等について調査するため、指定・登録文化財の件数が本市
と同程度で、日本遺産認定申請に向けた取り組みを進めている豊田市を視察先として選定した。
また、既に日本遺産に認定された自治体における、日本遺産認定後の事業展開や民間との連
携体制、日本遺産認定がまちに与えている影響等について調査するため、平成 27 年度（2015
年度）に日本遺産に認定され、平成 29 年度（2017 年度）日本遺産フォローアップ委員会（文
化庁）の審議で優良事例と判断された岐阜市を視察先として選定した。
２．視察先の現状・事例の紹介①
写真１

‐豊田市の事例‐
写真２

豊田市郷土資料館
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敷地内に移築保存されている蔵

豊田市といえば、トヨタ自動車の企業城下町のイメージが強い。しかし、平成の大合併によ
り市域を拡大した都市には、地域ごとに特色を持つ多種多様な歴史文化が息づき、それらを大
切に引き継いだ文化財行政が展開されている。
（１）豊田市の政策の背景・意義・課題
昭和 38 年（1963 年）に実施された豊田大塚古墳の発掘調査によって発掘された多数の出土
品の保管場所が無く、
「市の宝は自分たちで守ろう！」という気運が昭和 42 年（1967 年）の豊
田市郷土資料館設立につながったという。郷土資料館は平成 29 年（2017 年）に設立 50 周年の
特別展を開催したということだが、平成４年（1992 年）に増築されていることもあり、それほ
ど老朽化しているようには感じられない。敷地には、移築した蔵や古民家が展示されており、
暑くなければしばし佇んでいたくなるような心地よい空間になっている。
平成 28 年度（2016 年度）に新博物館基本構想を策定し、平成 29 年度（2017 年度）から２か
年で基本計画を策定中である。また、平成 18 年度（2006 年度）から平成 34 年度（2022 年度）
までの計画で、豊田市史編さん事業を進めている。さらに、新博物館基本構想と並行して、平
成 30 年（2018 年）に豊田市歴史文化基本構想を策定した。豊田市郷土資料館長、近代の産業
とくらし発見館長、豊田市史編さん室長と

４足の草鞋

を履く文化財課の森課長は、新博物

館基本構想と歴史文化基本構想を同時並行で策定することで、博物館の骨格づくりと文化財の
活用の両面に相乗効果があったと話している。だが一方で、基本構想には、豊田市が平成 29
年（2017 年）４月１日に施行した「WE LOVE とよた」条例との連携をうたっているが、教育委
員会と市長部局との連携には課題が多い様子だった。
日本遺産認定に向けても、課題が多いようだ。構成文化財のひとつとなりうる、各地域に残
る農村歌舞伎が演じられたと伝えられている農村舞台の多くは、
「舞台が使われなくなった昭和
30 年代から結果的に残ってきたもの。各地域に伝わる歌舞伎に対する市民の認知度はあまり高
くなく、どのようなストーリーを描くか、また、他の文化財とどのように結びつけるかが課題」
とのこと。
「トヨタ自動車」という強いイメージから連想される近現代の産業との結びつきを明
快に説明するにも困難が多いようである。
（２）豊田市の政策の詳細・効果

ア．豊田市歴史文化基本構想
豊田市が策定した歴史文化基本構想は、市内に存在する指定・未指定に関わらない様々な「文
化財」と、その文化財に関わる様々な要素が一体となった「歴史文化」を対象としている。基
本構想は 方針 であるため年限は設定せず、
図表１ 「歴史文化」の対象範囲
事業計画に落とし込むときに期限や目標を設定
するという。
基本構想でいう「歴史文化」の対象範囲とし
て図表１を掲げているが、
「ストーリーとして歴
史文化を語れれば何でも対象にする」との考え
方で、その対象を非常に幅広く捉えていこうと
いう姿勢だ。
「市民が大切にしたいと思っている
ものに対して、行政が『良いもの』であると認
めることが重要」と語っている。対象を広く捉
出典：豊田市歴史文化基本構想
えて『良いもの』を認定し、それをみんなで守
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り伝えていこうという考え方にはとても共感できる。
基本構想には、関連文化財群として 13 のテーマが設定されている。これらについては、市側
が検討委員会に提案したものについての議論を経て、追加や統合を繰り返した結果として 13
になったとのこと。ちなみに、古くから信仰の対象となっていた「神仏習合の霊山・猿投山」、
中馬街道を軸にした「内陸交通と交流」、徳川家康のルーツ「武家の惣領 松平氏 」の３つの
テーマは、豊田市を語るうえでは テッパンネタ だそう。
「農村舞台」は、前述のとおり、意
識的に関連文化財群のひとつとして設定したがストーリーをどう補強していくかが課題となっ
ているとのことだ。
文化財を守り伝えていく制度としては、ボランティアガイド「とよた歴史マイスター」や「伝
統的郷土芸能団体認定制度」による未指定文化財への補助など幅広く実施しており、丁寧に文
化財行政に取り組み、伝統的な郷土芸能を大切にしていることが感じられた。
イ．豊田市における文化財の保存・活用
（ア）重要伝統的建造物群保存地区「足助のまちなみ」
写真３

写真５

写真４

「井筒亀」のイノシシ

昔ながらの佇まいの商店

「猪コロッケと焼肉膳」

写真６

足助中馬館

出典：足助観光協会 Ｗｅｂサイト
http://asuke.info/view/rekishi/entry‑24.
html（アクセス日：2018 年 10 月 31 日）

重要伝統的建造物群保存地区に選定されている「足助のまちなみ」を視察した。昼食に、と
案内していただいた「季節料理

井筒亀」の駐車場は満車だが、平日の昼下がりに通りを歩く
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人の姿はほとんどない。
「井筒亀」の駐車場の壁にはイノシシの生皮が干してあった（写真３）。
案内していただいた担当者によれば、いつもの風景なのだそうだ。これに影響されたわけでは
ないが、メニューから選択したのは「猪コロッケと焼肉膳」（写真４）。猪肉はどこでも食され
ているものだが、これだけ上品に美味な料理で提供されるのであれば、胸をはって

名物

と

うたえるものだと思う。
まちなみの中には、昔ながらの佇まいの商店（写真５）や、銀行だった県指定有形文化財の
建物を活用して市が運営する「足助中馬館」という資料館（写真６）などがあり、また、街道
脇の小路や川沿いの家並みなど、多彩な魅力が詰まった地域である。一方、地域住民の日常生
活が営まれており、ここに人を呼び込む施策を展開する場合は、観光と生活をどう両立させる
かが課題となりそうだ。
また、観光客の多くは重要伝統的建造物群保存地区のまちなみより、手前にある紅葉の名所
「香嵐渓」に 11〜12 月に集中的に訪れ、
「足助のまちなみ」への人の流れは多くないとのこと。
素晴らしいまちなみがあるだけに、工夫のしどころである。
もともとこの地域にあった郷土資料館は合併後も受け継がれ、地域の伝統文化を伝えている。
足助は漆の産地で、
「足助乾漆」という、麻布を芯にして漆だけを固めて抹茶茶碗や花器を作る
独特の技法の漆工芸があったそうだが、残念ながら継承されておらず、漆を採取していた場所
もわからなくなっているとのこと。手がかりは展示されている道具数点だけという状況で、伝
統が一度途絶えると復活への道は険しいものだという現実を目の当たりにした。
（イ）神社の境内に残る「農村舞台」

写真７

農村舞台

街道沿いの「岩倉神社」の境内に「農村舞台」
がひっそりと佇んでいる（写真７）。豊田市が保
存・活用を検討している重要な文化財のひとつで
ある。だが、前述したとおり、農村舞台は結果的
に残っているという状況であり、その保存・活用
の道筋は険しいものになるだろう。
豊田市では、基本的な姿勢として建物を寄付や
買い取りによって市有化しないこととしている。
例外として、江戸時代末期の長屋門（平成 16 年
（2004 年）７月市指定文化財）の建物を底地と一
緒に寄付受領し、保存しているというものがある。

写真８

百々の貯木場

しかし、基本構想の方針にも示されているとおり、
調査して記録をとったうえで取り壊す、という選
択をすることがほとんどだという。
農村舞台は市内に 84 件残っているが、そのうち
文化財に指定されているものは２件。舞台として
定期的に活用されているのは１件のみという状況
で、保存・活用していくためには難しい判断も迫
られるかもしれない。
（ウ）土木遺産「百々の貯木場」
大正時代まで営業されていたという、貯木場が残っている。川の水を引き入れ、矢作川流域
の山々から切り出した材木を名古屋、時には桑名まで送り届けるのに利用されていたこの貯木
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場は、その役目を終えた後も、地元の人々の洗濯場として活用されていたという。
「百々」は「どうど」と読むそうで、川の流れる音を表現した地名だそうだ。今は発電所の
建設などによって川の水位が下がり、川面は人々の生活の場から離れてしまっているが、地域
の生活や生業に矢作川が深く結びついていた記憶を留める大切な遺産である。
３．視察先の現状・事例の紹介②

‐岐阜市の事例‐

（１）岐阜市の政策の背景・意義
う

「信長と鵜飼」のまち、岐阜。日本遺産制度の初年度に認定されてから４年目になり、日本
遺産を活用した事業を自力で展開していくフェーズに入った。
日本遺産の認定がまちの様子に与えた影響はあまり大きくはないと、岐阜市教育委員会社会
教育課歴史遺産活用推進係の髙橋係長は言う。日本遺産制度そのものの知名度が低く、市民に
認識されていないとのこと。文化庁は、女優や元プロ野球選手、アーティストに料理人、歌舞
伎役者といった顔ぶれの「日本遺産大使」を任命しているが、認知度を上げるために自治体の
イベントで彼らを活用しようとしても、費用が高くとても呼べるものではないのだそうだ。
日本遺産が市民やまちに影響をほとんど与えていないことは、まちの様子をみてもよくわか
る。まちなかでは、ポスターやのぼり、看板等に「日本遺産」の文字を見かけることはほとん
どなく、目につくのは「信長」と「鵜飼」の文字。シャッターが閉まった店舗が多いアーケー
ド街「柳ヶ瀬商店街」も、日本遺産認定の前後でその様子にはほとんど変化がないようだ。
また、日本遺産認定制度の初年度は、具体的な目標値の設定は申請様式にはなかったため、
岐阜市でも目標設定は行っておらず、効果測定も行われていないとのことである。
しかし、これらのことは実は岐阜市にとって大きな問題ではないようだ。そこには、
「日本遺
産制度」をひとつのツールとして活用してステップアップしていく壮大な計画がある。
（２）岐阜市の政策の詳細・効果
写真９

ＶＲコンテンツ用貸出端末

写真 10

「信長と鵜飼」

ア．まちづくりのツールとしての「日本遺産」
岐阜市では、日本遺産魅力発信事業としてＶＲコンテンツやパンフレット等の作成やガイド
の育成等に取り組むとともに、平成 28 年度（2016 年度）の日本遺産サミットを岐阜市で開催
するよう調整し、積極的なＰＲを行った。
これは、もちろん「日本遺産のまち」として岐阜市のイメージアップを図り、来訪者の増加
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や郷土の誇りの醸成を目指したものであるが、実のところは、その先を見据えた計画的な取り
組みなのである。
ＶＲコンテンツは、平成 29 年（2017 年）に１年を通して行った、織田信長が岐阜に入城し
て地名を岐阜と命名してから 450 年となることを記念した「岐阜市信長公 450 プロジェクト」
の目玉となるもので、ＰＲ事業を展開して「信長」と、信長が賓客をもてなした「鵜飼」を岐
阜市のブランドとして確立させる取り組みを充実させていった。そして、その先に見据えるの
は、長良川鵜飼の「ユネスコ無形文化遺産」登録である。
岐阜市で展開した日本遺産魅力発信事業は、初年度である平成 27 年度（2015 年度）にホー
ムページ・ポスター・リーフレットの作成、ＶＲコンテンツ作成に着手、イベントの開催等（事
業費 49,802 千円〈補助金 46,109 千円〉）、２年目にＶＲコンテンツの完成（事業費 56,524 千円
〈補助金 28,935 千円〉）、３年目はガイド育成やツアーの組み立て（事業費 14,734 千円〈補助
金 10,000 千円〉）という内容で展開してきた。４年目はガイド研修に絞り込み、予算額も 1,500
千円に縮小されている。５年目は、ガイド研修の他、地方創生交付金を活用した事業展開を検
討しているとのこと。また、平成 30 年度〜31 年度（2018 年度〜2019 年度）の２か年で歴史文
化基本構想を策定し、平成 32 年度（2020 年度）以降は「歴史文化基本構想を活用した観光拠
点づくり事業」補助金の活用を念頭に置いている。
取り組みの中核を担っている、日本遺産「信長公のおもてなし」岐阜市推進協議会は、岐阜
市と、観光コンベンション協会や商工会議所をはじめとした事業に直接関係する数団体が加わ
る形で構成し、会計は、市が協議会に負担金として事業費全額分を支出し、協議会は年度末に
余剰金と国からの補助金を市に戻入するという、シンプルな仕組みとなっている。協議会の開
催は年に１〜２回程度で、様々な事項についての承認を得るための機会とし、実務は岐阜市教
育委員会社会教育課に置いた事務局で処理をしている。この体制は、少なくとも前述の「歴史
文化基本構想を活用した観光拠点づくり事業」補助金の活用を終えるまでは維持する予定であ
るとのことだ。
ちなみに、既に日本遺産に認定されている岐阜市が歴史文化基本構想を策定する理由は、日
本遺産をはじめとする文化財行政が岐阜城周辺の比較的狭いエリアを中心に行ってきたので、
周辺の各地域においても文化財を保存・活用するための計画をつくる必要があることと、当該
補助金が活用できることにあるという。
イ．岐阜市における文化財の保存・活用
（ア）長良川鵜飼
６人の鵜匠（宮内庁式部職鵜匠）が一子相伝で継承している、1,300 年以上の歴史をもつ長
かがり び

良川鵜飼。暗闇に篝 火の灯が浮かび上がり、鮎を驚かすために船べりを叩く音と鵜匠の掛け声
が響く、幻想的な世界が目の前に広がる。この日まで、過日の大雨の影響で観覧船が出船でき
ないため川岸からの観覧となったが、その魅力を十二分に味わうことができた。
鵜舟は鵜匠のものだが、観覧船は市の事業で、観覧船は市立の造船所で造られている。国の
重要無形民俗文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産登録を目指している鵜飼だが、鵜匠が
雇う鵜舟船夫のなり手がおらず、鵜舟を造船できる職人は、全国で１名のみで年齢は 80 歳を超
えているという、実は綱渡りのような状態で今日まで継承されているそうだ。
長良川うかいミュージアムは、鵜飼の技術や伝承、鵜の生態等について映像や展示を通じて
学ぶことができる施設だが、何より金華山や長良川と一体化した空間デザインが秀逸であり、
「信長公のおもてなし」の心を感じることができる。
「鵜の庵

鵜」では、鮎雑炊を食しながら鵜匠の話を聴き、鵜の生活や鵜飼の歴史に触れる
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ことができた。79 歳の鵜匠は生涯現役を志し、方言満載で、一子相伝で伝承されてきた鵜匠の
なんたるかや、自然を相手にしてきた経験に基づき、過日の大雨や水害にも意味があるのだと
いうような話をされた。
（イ）岐阜城跡と復興天守

写真 11

写真 12

信長公居館跡

岐阜城復興天守

国史跡の岐阜城跡。山麓の居館跡と、山上の城郭に造られた復興天守は、それぞれに信長が
もてなしの場とした雰囲気を味わうことができる。
居館跡では、露出した岩肌が伝える往時の庭園の迫力を感じられるとともに、ＶＲコンテン
ツによって再現された居館の様子を発掘現場上で疑似体験することができる。ガイダンス施設
のボランティアガイドも充実しており、岐阜城の歴史とおもてなしの空間を満喫できる。
岐阜城天守からの眺めは、圧巻である。360 度の大パノラマは、天下統一を志した織田信長
の野望を今に伝えているようだ。
（ウ）岐阜市歴史博物館
昭和 60 年（1985 年）に開館し、平成 17 年（2005 年）にリニューアルオープンした岐阜市
博物館。館内受付窓口と館内清掃は業者委託しているが、展示等の館運営は市職員が直営で行
っている。
写真 13

長良川鵜飼

写真 14
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「鵜の庵

鵜」の鮎雑炊

特別展の準備中で、観覧できたのは常設展と特別展示の「濃尾震災とその時代」だけであっ
たが、見ごたえのある展示で、岐阜の歴史が時代ごとにわかりやすく説明されており、また、
提灯、和傘、団扇をメインにした岐阜の伝統工芸も美しく展示されていた。
写真 15

４．分析・考察

岐阜市歴史博物館

〜歴史文化資源の活用について〜

（１）愛知県豊田市の取り組みに見倣うべき視点
歴史文化基本構想を策定し、日本遺産認定を目

写真 16

TOYOTA Ha:mo（ハーモ）

指していること。市町村合併により市域が拡大し、
地域ごとに、それぞれの歴史文化＝地域の魅力が
あること。街道沿いに歴史文化が感じられるまち
なみが点在していること。限定された時期に、限
定された場所に集中する観光客をどう回遊させる
かが課題であることなど、歴史文化を切り口にす
ると豊田市は本市とよく似た状況にある。大きく
異なるのは、合併が「平成」のものであり、合併
前の各町村において歴史文化の保存・活用に取り
組まれており、それをうまく継承しているという
ことである。
本市においては、その部分を補うべく、各地域

出典：トヨタ Ha:mo Ｗｅｂサイト
https://www.toyota.co.jp/jpn/hamo/
（アクセス日：2018 年 10 月 31 日）

で大切にされている歴史文化をしっかりと掘り起
こして、歴史文化基本構想に位置づけていくことが重要になるであろうことを強く感じた。
豊田市＝トヨタ自動車、近代産業がメインだという先入観をもって臨んだ今回の視察で、そ
れ以外の部分をじっくり見させていただいた。担当者は「近代産業とは結びつかないので……」
と話していたが、まちなかですれ違ったトヨタの小型電気自動車「Ha:mo（ハーモ）」
（写真 16）
には、全国各地で取り組まれているレンタサイクルの何歩も先を行く大きな力を感じた。重要
伝統的建造物群保存地区のまちなみを、近代産業の賜物で巡る観光客の姿が見られるのは、そ
う遠い未来ではなさそうだ。さて、八王子のまちは、何に乗って巡ろうか。
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（２）岐阜県岐阜市の取り組みに見倣うべき視点
写真 17

ぎふメディアコスモス館内

写真 18

金華山テラス

案内していただいた地域は、
「長良川中流域における岐阜の文化的景観」が重要文化的景観に
選定されている。岐阜の歴史文化を感じながら歩き回った後に見た、長良川の水面と金華山、
その向こうから昇る朝日は、とても美しかった。
昔ながらのまちなみが残る、長良川に近いエリアを歩いていると、突然、真新しい建物が目
に飛び込んできた。平成 27 年（2015 年）に開館した、岐阜市立中央図書館を中核施設とした
複合施設「みんなの森

ぎふメディアコスモス」である。
「建築界のノーベル賞」と紹介される

こともある「プリツカー賞」を受賞した経歴をもつ、多摩美術大学八王子図書館などを設計し
た伊東豊雄氏の設計によるもので、岐阜の県産材「東濃ひのき」をふんだんに使い、
「金華山や
長良川に呼応する文化の森をつくる」がコンセプトの施設。１階は市職員の執務スペースと利
用者が自由に憩うことができるベンチ、貸スペース、カフェ、コンビニが緩やかに仕切られて
共存している。２階は図書館。高橋係長によると、市内にある県立図書館と完全に差別化して
いるとのことで、県立図書館は自習禁止で調査研究を主眼においた蔵書となっているが、ここ
は学生の自習場所や仕事を終えたサラリーマンの休憩場所としても利用できる、低い書棚とひ
とつひとつ表情の違うベンチが印象的な、素晴らしい憩いの空間となっている。施設のコンセ
プトどおり、金華山を意識したテラスには鵜舟をイメージした船の中に椅子があって、金華山
を眺めながら船上での読書を楽しむこともできる（写真 18）。
岐阜市では、ＮＰＯによるガイドツアーを委託事業として実施しながら、人材の育成にも取
り組んでいる。民間事業者との協働によって日本遺産関連事業を推進していることは、文化庁
による日本遺産フォローアップ委員会の審議で高く評価されている。また、文化財年報「岐阜
の文化財」は、２年度分まとめたものを制作して無料配布、希望者には郵送対応もしており、
地域の歴史文化を周知する取り組みを地道に行っている。日本遺産認定後の事業展開は、新規
事業として社会教育課だけで取り組むのではなく、市全体の既存事業と組み合わせて持続的に
事業を実施していける体制を整えている。今後は、歴史文化基本構想を策定して、
「岐阜城と鵜
飼」以外の各地域において歴史遺産をつなぐストーリーをつくるというが、それを「岐阜市版
日本遺産」とするとともに、日本遺産「信長公のおもてなし」の

サイドストーリー

と位置

付けることで、日本遺産の活用にも広がりを持たせていこうとしている姿勢は、大いに参考に
していきたい。
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（３）本市の取り組みの現状と課題
本市では、八王子市文化財保護条例（昭和 52 年（1977 年）３月 15 日条例第６号）に、市と
文化財の所有者及び関係者の責務を定め、条例に基づく八王子市文化財指定基準に基づき文化
財を指定して、保護にあたってきた。一方、平成 29 年（2017 年）に本市が市制 100 周年を迎
えるにあたり、新市史の編さんや多くの記念事業を通じて、本市の歴史をひもとき、その魅力
を広く市民と共有することができたが、文化財に指定されていない、多くの魅力ある歴史的・
文化的遺産をどのように保存し、活用するかという考え方は整理してこなかった。
現在、市制 100 周年を機に再認識することができた本市の歴史的・文化的な魅力をどのよう
に保存・活用していくか、その考え方をまとめた「八王子市歴史文化基本構想」の策定に取り
組んでいる。既に顕在化している魅力だけでなく、市内各地域で大切にされている歴史的・文
化的な魅力を掘り起こし、市と所有者だけでなく、社会全体でその魅力ある歴史文化をどのよ
うに保存・活用していくのか、その考え方をどこまで明確にわかりやすく示せるかが課題とな
っている。また、その保存・活用の取り組みを推進する仕組みや体制づくりについても考え方
やスケジュール感を示していかなければならない。豊田市や岐阜市をはじめ、先行的に取り組
んでいる自治体の事例を参考にして、実現可能な計画の策定を進めていく。
おわりに
今回の視察において、歴史文化を活かしたまちづくりに先進的に取り組んでいる自治体の、
担当者をはじめ関係各位の生の声を現場の空気に触れながら聞くことができたことは大変有意
義であった。視察の対応に時間を割いていただいた皆様に心より感謝を申しあげたい。
豊田市の取り組みからは、市内の各地域に残る歴史文化を大切にして丁寧に保存していくこ
との大切さを改めて認識することができたとともに、文化財施策を地域活性化や観光施策とど
う結び付けていくかという視点について多くの示唆を受けることができた。岐阜市の取り組み
からは、市として大きく明確なビジョンをもつことの重要さを実感できたことと、
「長良川鵜飼」
のような多くの観光客が訪れる華やかな事業の裏で、それを支える関係者がどのような苦労を
しているかを目の当たりにできたこと、そして、地域の歴史文化を知ることを通じて、誇りあ
る日本の歴史を改めて再認識することができたことが、大きな成果であった。
「歴史文化基本構想」は、策定することが目的なのではなく、それをツールとしてどのよう
に「歴史文化を活かしたまちづくり」を進められるかが重要であるということを肝に銘じて、
取り組みを進めていきたい。
（ひらつか

ひろゆき・くさま
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あき・しばた

やすのり）

■八王子市職員の能力開発

自 主 研 究

本市では、職員の自己啓発の一環として、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。

グ ル ー プ
総務部職員課人財育成担当

活 動 紹 介

市では現在、平成27年度（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。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。
そこで、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
とする活動が行われています。
平成 30 年度（2018 年度）は、これから紹介する３つのグループ 15 名が活動を行いました。

グループ名
住宅都市建築研究会
スタジオセイサク 802（ＳＳＨ）
無人飛行物体研究室（ドロ研）

テーマ
住宅、建築、まちづくり等、各分野を取り巻く話題に
ついて調査する。
社会全体で質の高い合意や協働を形成するための仕
組みを検討する。
ドローン活用に向けた課題や可能性等を整理する。

※「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、
図書の購入費や指導・助言者に対する謝礼などです。
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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
本研究グループは、建築、都市計画、観光、地域の活性化等に関する話題に焦点を当て、ま
ちづくりに関連する取り組み事例の調査を通じて、本市の魅力向上や新しい取り組みへの提案
につなげることを目的に活動している。
●活動報告
本年度は、公共施設のリニューアルを主なテーマとした。昭和 40〜50 年代に建設された公
共施設の多くは、老朽化や当初の計画が現在の市民ニーズにマッチしていない等、性能的、機
能的に更新を迫られている状況にあるものもある。そこで、公共施設のうち、特に図書館に注
目した。図書館は生涯学習や市民活動の拠点としての役割を担い、また、地域の賑わいや生活
の核となっている。文部科学省が「これからの図書館の在り方」について有識者の議論を公開
しており、これを基に、図書館が担う機能や役割が、書物というメディアの形態が変化の過程
にあって、将来に渡り、どのような機能変革が求められ、市民活動の核として希求されるあり
方について考察することとした。そこで、市立中央図書館を対象とし、同図書館が抱える問題
や課題等を調査、分析し、求められる姿を具体的に検討したリニューアル計画の提案を作成す
ることを試みた。提案を作成するにあたり、片柳学園日本工学院八王子専門学校建築設計科と
協働し、授業にて官学連携課題として取り組んでもらった。学園都市で学ぶ学生とともに、身
近な行政課題に対する提案を作成する試みを行い、卒業制作展で成果発表を行った。
もう一つは、昨年度に続き、山梨県南アルプス市でマウンテンバイク（以下「ＭＴＢ」とい
う。）を通じて地域再生活動に取り組んでいる方々が中心となって開催されたシンポジウムに
参加した。昨年９月に東京大学農学部で開かれたシンポジウム「森林スポーツ新時代」に引き
続き、国機関、林政学者、国内各地域の MTB 活動団体、MTB 業界関係者らが集い、海外におけ
る林政動向、法制度や、スポーツ、レジャーと森林活用に関する事例発表、これからの日本の
森林活用のあり方や方策、里山保全や森林管理への取り組みについて、議論や意見交換を行っ
た。山林や丘陵に囲まれる本市において、参考となる情報が多く得られた。

中央図書館リニューアル計画の提案

「マウンテンバイクシンポジウム in 山梨 2019」の様子

●活動によせて
まちづくりの手法は多様化し、地域の特性に応じた取り組みが求められている。ますます、
行政の果たす役割とは何かと考え、取り組みを進めていくことが重要であると感じている。
●メンバー紹介
所

属

経営計画第二課
まちなみ景観課

氏
上原
森木

名

所

属

洋八

学園都市文化課

絵里奈

建築指導課
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氏
露崎
橋本

名
拓
英章

スタジオセイサク 802（ＳＳＨ）
代表：まちなみ整備部まちなみ景観課

赤羽

祐哉

●研究目的
本研究グループは、市制 100 周年を迎えた平成 29 年度（2017 年度）に実施の「若手職員に
よる「未来への提言」プロジェクト（ＭＴＰ）」にて共通の問題意識を有していたメンバーを
基に構成されている。
「成長社会」から「成熟社会」への移行に伴う流動的な社会変化に適応できなければ、様々
な価値観が分断し、限りある資源を奪い合うような未来が到来することが予想される。本研究
では、まちづくりデザインゲームの手法を参考に、社会全体で質の高い合意や協働を形成する
ための仕組みを検討することで、自治体の課題解決の一助とすることを目的としている。
●活動実績
課題目的の共有化

ワールドカフェ形式の応用により３か月で約 20 回の集会を実施

需要の調査想定

札幌市景カード担当者からのヒアリング及び意見交換等の実施

ゲーム手法の調査

市販ボードゲームのルール特性や仕掛けの分析による手法調査

案の構想設計

ワークシート等の試作及び需要に合わせたデザインゲーム案の設計

プロトタイプ検討

設計したデザインゲーム案のプロトタイプ作成検討

●活動記録

デザインゲームプログラム

ワークシート試作案

ゲーム手法の調査

●活動によせて
ＭＴＰからの継続的な活動であり、一定の問題意識は共有化できていたとはいえ、複数人で
考えや手法を共有・協力するのは、やはり高度な作業であると再認識した。そのため今年度は、
本研究グループすらも一つの事例と見立て、メンバー間での質の高い合意や協働を形成するた
めの仕組みを、トライアンドエラーを繰り返し、工夫と修正を加えて実践してきた。
今後は、あくまで自主活動であるという前提を踏まえ、互いの長所を最大限引き出すことで、
さらに質の高い合意や協働を形成するための仕組みを考えていきたい。
●メンバー紹介
所

属

氏

名

所

属

氏

名

経営計画第一課

片山

久美子

生活自立支援課

時友

彰吾

高齢者いきいき課

中濱

美那子

高齢者いきいき課

今村

春歩

久美

保育幼稚園課

誠

まちなみ景観課

都市戦略課
都市整備課

勝沼
相川
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島田
赤羽

洸
祐哉

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
社会の情報化に代わ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
は飛行空域制限や申請・許可制への移行等、諸条件が複雑に絡み合い導入障壁が高くなった。
本研究は、昨年度に引き続き、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、
「この空の先、見たことのない八王子を求めて。」というテーマのもと、継続的にドローン活
用に向けた課題や可能性等を整理することを目的としている。
●活動実績
屋外飛行訓練

屋外での対面・円形・８の字・非目視・アクロバット飛行等の訓練

活用手法調査

書籍等を参考にドローンの特性を活かした活用方法を調査

実地飛行空撮

八王子市内の名勝における飛行及び空撮の実施

DID 内飛行準備

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等の準備

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

●活動記録

八王子周辺 DID

屋外飛行訓練

高月町田園空撮写真

●活動によせて
昨年度からの継続的な活動と多くの方々のご協力の賜物として、今年度、ついに「見たこと
のない八王子」の一部を確認することができた。しかし、それは広大な八王子の一部に過ぎな
い。また、ドローンには多くの需要や課題が隠されていることも新たにわかった。
今年度の活動を通じて、多くの方々がドローンの利活用に可能性を感じていることを再確認
した。今後は、東京都市圏では相対的に優れている八王子周辺の空間特性（立地：DID ではな
い地区の存在・都心から近い等、撮影対象：豊かな自然環境・都市的なまちなみ等）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。
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編集後記
「次の 100 年につなぐ 持続可能なまちづくり」という特集テーマで編集を行った本号ですが、
市民の皆様が八王子を愛し、地域をよくするために取り組む活動の一つひとつの積み重ねが、
まちの持続性を高める豊かな土壌をつくっていると実感したところです。
さて、市制 101 年目にあたる本年。市民参加により、本市のブランドメッセージを「あなた
のみちを、あるけるまち。八王子」に決定しました。自分らしく生きられるまちだからこそ、
よりよくしたいと感じる。こうした「活動する人」が、本市を元気にする原動力となる。
本市は、人口減少時代を乗り越える、次代の社会モデルの構築に向けた一歩を踏み出しまし
た。
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