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は じ め に           

 

市長が各地域に出向き、市民の皆様と膝を交えて、市政についてのご意見・

ご提案等をお聴きする「市長と語る」。平成 25 年度は、５月から 7 月にかけて

全６回実施しました。 

「市長と語る」では、市長による市政報告とともに、参加された市民の皆様

からいただいたご意見、ご提案に直接回答するなど、市民と行政が協働のまち

づくりをすすめるための大切な機会として、対話集会を展開しています。 

今回は「活力ある魅力あふれるまちへ」をテーマに開催し、地域の市民力を

まちづくりにいかす、皆様のアイディアを市長にご提案いただきました。 

この冊子は、今回ご提案いただいた内容をまとめたものです。 
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１．テーマ
　　活力ある魅力あふれるまちへ

２．意見・要望等項目別件数

開 催 日 会 場 地 域 地 区

福

祉

・

医

療

・

子

育

て

暮

ら

し

・

安

全

環
境
・
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル

ま

ち

づ

く

り

・

交

通

教

育

・

文

化

そ

の

他

合

計

加 住

石 川

浅 川

横 山

館

由 井

北 野

元八王子

恩 方

川 口

由　木

由　木　東

南　大　沢

合 計 14 7 10 40 8 2 81

1５月１８日
八 王 子 駅 南 口
総 合 事 務 所

中 央 本 庁 0

５月２５日
石 川
市 民 セ ン タ ー

北 部 3 0

1 5 1 1 9

６月 １日
浅 川
市 民 セ ン タ ー

西南部 0 2

0 7 1 0 11

６月 ８日
由 井
市 民 セ ン タ ー

東南部 3 2

3 13 1 1 20

６月２９日
元 八 王 子
市 民 セ ン タ ー

西 部 3 1

0 5 1 0 11

７月 ６日
由 木 東
市 民 セ ン タ ー

東 部 5 1

5 6 2 0 17

1 4 2 0 13

福祉・医療 

・子育て    

14件, 17.3% 

暮らし・安全 

7件, 8.6% 

環境・ごみ・ 

リサイクル 

10件, 12.3% 

まちづくり・交通 

 40件, 49.4% 

教育・文化 

 8件, 9.9% 

その他  2件, 2.5% 

市政への要望項目別件数 
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３．各会場の実績

開 催 日 会 場 地 域 地 区
参加者数
　　　（人）

発言者数
　　　（人）

発言項目
数（件）

加 住

石 川

浅 川

横 山

館

由 井

北 野

元 八 王 子

恩 方

川 口

由 木

由 木 東

南 大 沢

合 計 606 50 81

４．所管別内容

（１）所管別件数一覧表(平成２６年８月２６日付組織改正後の所管名で分類）

部 名 件  数 件  数

都 市 戦 略 部 1 9

市 民 活 動 推 進 部 6 2

総 務 部 1 7

生 活 安 全 部 5 12

市 民 部 2 6

福 祉 部 4 5

医 療 保 険 部 2 7

健 康 部 1 7

子 ど も 家 庭 部 5 7

産 業 振 興 部 16 1

106

10

道 路 交 通 部

都 市 計 画 部

11

20

11

資 源 循 環 部

水 循 環 部

環 境 部

9

合　　　　計

17

部　　　　　名

ま ち な み 整 備 部

7 13

86

75

拠 点 整 備 部

５月２５日

6

7

8

12

５月１８日
八 王 子 駅 南 口
総 合 事 務 所

中 央 123本 庁

西 部

６月１日 浅 川 市 民 セ ン タ ー 西 南 部 159

７月６日 由木東 市民 セン ター 東 部

88

75

学 校 教 育 部

生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 部

そ の 他

石 川 市 民 セ ン タ ー 北 部

６月８日 由 井 市 民 セ ン タ ー 東 南 部

６月２９日 元八王子市民センター

2



（２）所管別件名一覧表

１件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

22 地域の活性化（中核市) 6月　1日

6件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

19 八王子のまちづくり 5月25日

44 由井市民センターみなみ野分館の拡充 6月　8日

65 マスコットキャラクターの起用及び外国人との交流について 6月29日

68 楽曲「ああ八王子城」を八王子の観光に積極的に利用して 6月29日

76 フラワーフェスティバル由木 7月　6日

79 八王子独自のお祭りを 7月　6日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

8 市制100周年記念事業 5月18日

5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

4 駅周辺の防犯 5月18日

45 地域防災　明日に備える 6月　8日

69 防災の取り組み 7月　6日

70 若い力を集める 7月　6日

77 市境のまちの災害対策とごみ収集 7月　6日

2件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

40 長房町の住居表示 6月　1日

52 心の相談室 6月29日

4件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

49 中核市移行に伴う高齢者施策の展開 6月　8日

53 森林に親しむ、森林を生かす、自然に生きる 6月29日

54 森林に親しむ、森林を生かす、自然に生きる 6月29日

69 防災の取り組み 7月　6日

2件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

47 地域防災　明日に備える 6月　8日

49 中核市移行に伴う高齢者施策の展開 6月　8日

都市戦略部

生活安全部

総務部

市民活動推進部

市民部

福祉部

医療保険部

3 



1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

52 心の相談室 6月29日

5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

12 学童保育所 5月25日

13 学童保育所 5月25日

14 学童保育所 5月25日

57 地域における子どもの一時預かり保護機能の創設 6月29日

74 中核市として持つべき「格」と「要件」 7月　6日

16件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

11 デパートの誘致 5月25日

18 滝山城跡を観光資源として活用すべき 5月25日

23 地域の活性化（企業誘致） 6月　1日

30 八王子・高尾山周辺を整備した大久保長安の功績の活用 6月　1日

36 歩く甲州街道from八王子to高尾 6月　1日

39 八王子を観光都市に 6月　1日

53 森林に親しむ、森林を生かす、自然に生きる 6月29日

56 地域経済振興 6月29日

58 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

59 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

60 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

61 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

64 マスコットキャラクターの起用及び外国人との交流について 6月29日

67 元八王子地域の豊な資源を生かした活性化 6月29日

73 若い力を集める 7月　6日

80 八王子独自のお祭りを 7月　6日

9件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

3 電気自動車の導入 5月18日

31 路上喫煙禁止地区への指定時間・区域の拡大 6月　1日

32 浅川金比羅宮～市道87号線と接する傾斜地の開発 6月　1日

55 大沢川源流域の樹林保護 6月29日

58 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

60 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

62 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

63 森林の循環再生と木質バイオマス利活用 6月29日

66 都市機能と緑豊な自然保護との調和のとれた都市を目指す 6月29日

子ども家庭部

健康部

環境部

産業振興部

4 



2件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

19 八王子のまちづくり 5月25日

78 市境のまちの災害対策とごみ収集 7月　6日

7件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

16 新滝山街道の上下水道の整備と周辺土地の活用 5月25日

19 八王子のまちづくり 5月25日

27 美しい八王子をつくる 6月　1日

35 南浅川を蛍の住める水質に 6月　1日

39 八王子を観光都市に 6月　1日

41 浅川を市民がもっと活用できる場に 6月　8日

55 大沢川源流域の樹林保護 6月29日

12件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

6 バス路線の復活 5月18日

7 八王子駅南北自由通路への動く歩道の設置 5月18日

17 新滝山街道の上下水道の整備と周辺土地の活用 5月25日

24 中央道ズリ山の整備 6月　1日

25 町田街道の拡幅工事 6月　1日

28 安全・安心な平面歩道の設置 6月　1日

37 中央線踏切遮断時間の短縮 6月　1日

38 高尾山登山道の転落防止対策 6月　1日

42 八王子南バイパス第１工区の道路空間有効活用 6月　8日

43 八王子南部地域幹線道路の早期事業化 6月　8日

50 地域振興・産業振興 6月　8日

66 都市機能と緑豊な自然保護との調和のとれた都市を目指す 6月29日

6件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

11 デパートの誘致 5月25日

15 八王子インター北整備計画 5月25日

19 八王子のまちづくり 5月25日

21 高尾駅南北自由通路整備及び橋上化 6月　1日

50 地域振興・産業振興 6月　8日

66 都市機能と緑豊な自然保護との調和のとれた都市を目指す 6月29日

都市計画部

水循環部

資源循環部

拠点整備部

5 



5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

34 小名路公園に遊具施設を設置 6月　1日

41 浅川を市民がもっと活用できる場に 6月　8日

66 都市機能と緑豊な自然保護との調和のとれた都市を目指す 6月29日

75 多摩ニュータウン19住区南近隣公園 7月　6日

81 バスケットゴールを公園に設置して 7月　6日

7件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

1 八王子駅地下駐車場へのエレベーターの増設等 5月18日

2 歩道・車道の段差 5月18日

9 八王子駅南口周辺は自然に調和した道路環境整備を 5月18日

20 自転車のマナー 5月25日

26 美しい八王子をつくる 6月　1日

33 市道83号線の拡幅工事 6月　1日

46 地域防災　明日に備える 6月　8日

7件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

5 小学校の歴史教育に大久保長安を 5月18日

10 道徳教育の充実 5月25日

29 自転車の安全確保 6月　1日

65 マスコットキャラクターの起用及び外国人との交流について 6月29日

70 若い力を集める 7月　6日

71 若い力を集める 7月　6日

72 若い力を集める 7月　6日

7件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

18 滝山城跡を観光資源として活用すべき 5月25日

30 八王子・高尾山周辺を整備した大久保長安の功績の活用 6月　1日

41 浅川を市民がもっと活用できる場に 6月　8日

48 復元縄文住居と博物館 6月　8日

67 元八王子地域の豊な資源を生かした活性化 6月29日

68 楽曲「ああ八王子城」を八王子の観光に積極的に利用して 6月29日

79 八王子独自のお祭りを 7月　6日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

51 市民に優しいまちづくり 6月　8日

道路交通部

学校教育部

生涯学習スポーツ部

その他

まちなみ整備部

6 
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５．意見・要望等、市長答弁要旨及び担当所管        （発言者敬称略） 

【中央地域】                   平成 25年５月 18日（八王子駅南口総合事務所） 

発言
番号    意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

１ 【八王子駅地下駐車場へのエレベーター

の増設等】 

①地下駐車場から直接マルベリーブリッ

ジへ上れるエレベーターをもう１基設置

してほしい。 

②地下駐車場の障害者用スペースの数が

少なく、なかなか停められない。 

 （金澤 順子） 

①来年３月頃完成予定のマルベリーブリ

ッジの延伸工事において、京王プラザホテ

ル前に地上とデッキをつなぐエレベータ

ーを設置する。今後も、改善できるところ

はできるだけ改善していく。 

②駐車スペースの増設については、担当所

管に対応を検討させる。 

道路交通部 

２ 【歩道・車道の段差】 

③市内の道路と歩道はどこも段差が大き

い。 

（金澤 順子） 

③駅周辺等、道路と歩道のバリアフリー化

は、必要な個所から進めている。今後もで

きるところから改善を進めていく。 
道路交通部 

３ 【電気自動車の導入】 

自然環境を保持するため、環境にやさし

い電気自動車を市で導入してほしい。 

（井原 二郎） 

現状では電気自動車は車両価格やバッ

テリー価格が高く、一般に導入は進んでい

ない。 

市では、ハイブリッド車や学生が作った

ソーラーカーの展示等、市民に環境への関

心を持っていただく「エコカーフェスタ」

の開催等、CO2削減に向けた環境問題への

意識啓発の取り組みを行っている。 

環 境 部 

４ 【駅周辺の防犯】 

駅周辺のパトロールをより進化した形

で継続してほしい。風俗店の客引きを取り

締まってほしい。 

（常澤 敏彦） 

地元の皆様にご協力いただき、平成 16

年度から駅周辺でパトロールを実施して

いる。この間、繁華街の犯罪件数は大きく

減少した。パトロールの成果と感じてお

り、今後も継続していく。 

繁華街の客引きの問題は、市民の皆様か

ら多く指摘されており、警察や地域の皆様

と意見交換を行っている。引き続き皆様と

協力して取り組んでいく。 

生活安全部 

５ 【小学校の歴史教育に大久保長安を】 

郷土愛を育てるため、八王子のインフラ

を作った大久保長安について、小学校の歴

史教育に取り入れてほしい。 

（常澤 敏彦） 

残念ながら大久保長安については、資料

が散逸しているので、授業で取り上げられ

ない実態があるが、中学校では、市作成の

社会科資料集「わがまち八王子」の中で大

久保長安を取り上げている。 

没後 400 年にあたる本年は、より多く

の方に知ってもらえるような事業に、市民

の皆様と協働して取り組んでいく。 

学校教育部 
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発言
番号    意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

６ 【バス路線の復活】 

生活弱者や買物難民をつくらないまちづ

くりとして提案する。 

①平成 23 年の八王子駅南口再開発に伴

い、バス路線が大きく変更された。甲州街

道地域の利用者は高齢者が多く、バス路線

変更に不便さを感じている。９時～17 時

の生活時間帯に甲州街道経由・八王子駅北

口着のバス便（1時間に 1本以上）を復活

させてほしい。 

    （紅林 昌男） 

①バス事業者が実施した調査では、バス利

用者が非常に少ないため、事業者として事

業継続が難しいとの回答があった。また、 

甲州街道沿いは路線も多く、バス便が重複

しているという課題もある。バス事業者に

は働きかけをしているが、実現は困難な状

況にある。 

都市計画部 

７ 【八王子駅南北自由通路への動く歩道の

設置】 

②八王子駅南北通路は距離が長く、高齢者

にはつらいので動く歩道を設置してはど

うか。 

（紅林 昌男） 

②JR 八王子駅は駅舎として整備されてお

り、動く歩道の設置には新たに建築基準法

に基づく建築確認が必要となる。新たに基

準に適合するためには、駅舎の構造を全体

的に見直す必要があり、JR からは設置は

難しいとの回答があった。 

今後、横浜線と八高線の連結化を検討する

中でより使いやすい駅舎となるよう検討

していきたい。 

都市計画部 

８ 【市制 100周年記念事業】 

市制施行 100 周年事業は多くの市民が

計画段階から参画できる事業を展開して

ほしいと思っているが、市はどのような考

えを持っているか？ 100周年やその前段

階で実施したいこと、そのための準備の進

め方などについて聞きたい。 

（野牧 宏治） 

100 周年のためだけの一過性のイベン

トではなく、本市の新たな 100年に向けた

スタートとなるような記念事業に取り組

みたいと考えている。記念事業として平成

19 年から「新八王子市史」の編さんを開

始し、事業を進めている。今後 100周年事

業担当の所管課を設け、市民の皆様との協

働による事業を検討していく。 

総 務 部 

９ 【八王子駅南口周辺は自然に調和した道

路環境整備を】 

八王子駅南口では、大通りから少し入っ

た住宅地の道路は側溝や電柱もあり、舗装

状態も悪く大変歩きづらい。道路整備の具

体的な計画を伺いたい。 

また、景観に配慮して、電線の地中化を

検討してほしい。 

  

（廣木 佑実） 

八王子駅南口周辺では回遊性を持った

まちづくりを進めている。道路整備に関し

ては、子安公園や六本杉公園周辺の道路整

備を行っている。職員がパトロールを行っ

て現況の把握に努め、優先順位をつけて改

修などの工事を行っていく。 

電線類の地中化は、現在駅周辺を積極的

に進めている。地中化には莫大な費用を要

するので、優先順位をつけながら進めてい

く。 

道路交通部 
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【北部地域】                      平成 25年５月 25日（石川市民センター） 

発言
番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

10 【道徳教育の充実】 

国が力を入れている道徳教育を市でも

充実させてほしい。 

 （中橋 美登里） 

道徳教育は非常に大事なものだと思っ

ている。新しい学習指導要領の中でも引き

続き「生きる力」を育むことを取り上げて

いる。確かな学力と豊かな心、健やかな体

の「知・徳・体」をバランスよく育てるこ

とが非常に重要。 

中核市になると教員に対し市独自の研

修が行える。特色のある八王子市の教育に

ついてもこの研修でお願いしていきたい。 

学 校 教 育 部 

11 【デパートの誘致 】 

市にはデパートが１軒もない。市長には

任期中にデパートの１軒や２軒つくるよ

うな成果を上げてほしい。 

（小山 英夫） 

デパートの撤退は、運営側の経営の課題

から撤退したと思っている。商工会議所も

誘致を進めたが、誘致に至らなかった経緯

がある。デパートでなくても、ショッピン

グセンターやショッピングモールがあれ

ば市民にとっても問題ないのではないか。 

引き続き商工会議所と連携を図りなが

ら八王子のまちの発展に努めていきたい。 

産業振興部 

 

拠点整備部  

12 【学童保育所】 

学童保育所開設の設置基準はどうなっ

ているか。       （工藤 孝弘） 

学童保育所の設置基準については、国が

平成 19年に示した「放課後児童クラブガ

イドライン」を参考に整備している。 

子ども家庭部 

13 【学童保育所】 

学童保育所が近隣住民に及ぼす影響に

ついての考えと、改善に向けた市長の熱意

について聞きたい。 

（工藤 孝弘） 

「ガイドライン」は、主に保育の基準を

示しており、施設設置に伴う近隣への配慮

についての記載はないが、近隣住民の理解

を得ることは重要であると考えている。 

日々の運営の中で、近隣住民の皆様には

様々な迷惑をかけていると思う。施設整備

等、様々な角度から近隣に迷惑が掛からな

いような取り組みをしていきたい。 

子ども家庭部 

14 【学童保育所】 

学童保育所の中には、遊ぶスペースがな

いところがあるが、どのように運用してき

たのか。        （工藤 孝弘） 

１校区１学童保育所の設置を進めてい

るが、充分な施設を有していない学童保育

所がある。子どもたちが学童保育所の中で

過ごしやすい環境整備を進めていきたい。 

子ども家庭部 

15 【八王子インター北整備計画】 

 八王子インター北側で土地区画整理が

行われている。どのような施設がいつごろ

完成するのか聞きたい。 

（吉野 文則） 

本年、土地区画整理組合が設立された。

イオンリテール㈱とイオンモール㈱が、

様々な施設が入る「広域集客施設」の建設

を計画しており、2016 年春のオープンが

予定されている。 

拠 点 整 備 部 
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発言
番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

16 【新滝山街道の上下水道の整備と周辺土

地の活用】 

 加住町会では新滝山街道沿いに新会館

建設を計画している。新滝山街道にはまだ

上下水道が入ってないので、早期の整備を

お願いしたい。     （大澤 敬之） 

管理者である東京都の南多摩西部建設

事務所からは、下水道整備の工期は５月

末から８月末までで、早期完了をめざし

て準備を進めていると聞いている。 

水道の整備は、下水道工事の終了後、

続いて工事を行い、10月頃に完了の予定。 

宅地内への引き込みはその後になる。 

水 循 環 部 

17 【新滝山街道の上下水道の整備と周辺土

地の活用】 

 新滝山街道周辺には都有地も多い。八王

子市として土地利用計画の方針を示して

はどうか。       （大澤 敬之） 

新滝山街道沿道の土地利用について

は、周辺の自然や農地等の環境に配慮し

ながら、市の産業の活性化に資するよう

な企業等の立地誘導を図っていく。 

現在改定中の「都市計画マスタープラ

ン」において、都有地を含めた沿道の土

地利用方針を明確に位置付けたうえで、

東京都に提案していく。 

都市計画部 

18 【滝山城跡を観光資源として活用すべき】 

 戦国の名城である滝山城跡を八王子の

観光資源として活用すべき。市の考えは。 

（小泉 一義） 

活用については本年４月に「滝山観光

検討会」が発足した。地元の観光関連団

体等の意見をいただき、「滝山観光構想」

の策定を進めている。この構想に基づく

行動計画により、滝山観光推進に向けた

取り組みを進めていく。本市のにぎわい

につながるような観光地づくりをめざし

ていく。 

八王子城跡の整備と併せて、今後は滝

山城跡を整備していく。 

産業振興部 

 

生涯学習スポーツ部 

19 【八王子のまちづくり】 

①「自助・共助・公助」と言われるが、ま

ちを良くするのは自助。市民が自分で意識

を持ってわがまちを良くしていくとの意

識を持たないと良いまちづくりはできな

いと思う。 

②八王子駅周辺の活性化の問題は、都市デ

ザインや商業振興のプロ、商工会議所と市

が一緒にやるのが大事だと思う。 

③八王子は河川があまり利用されていな

い。住民自らが草刈をして川をきれいにす

ることで遊び場が作れ、体力づくりや自然

の大切さ、道徳も身につくと思う。 

（橋山 禮冶郎） 

①八王子の市民力、地域力の高さは常々

感じている。公園のアドプト制度を始め、

多くの市民の皆様に行政に関っていただ

いている。他市と比べても優れていると

思っている。 

②八王子は規模が大きいため、市では全

体に配慮して対応している。現在、駅周

辺に集中的に投資することで活性化が市

全体に波及するような取り組みをしてい

る。 

③「みんなの川の清掃デー」では、毎年

多くの市民の皆様に川をきれいにしてい

ただいている。河川については管理者で

ある東京都や国に整備を要望している。 

市民活動推進部 

 

拠点整備部 

 

資源循環部 

 

水 循 環 部 
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発言
番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

20 【自転車のマナー】 

 最近自転車のマナーが悪い。市の広報に

も掲載されていたが、守らない人が多いの

で、自転車にもナンバーをつけてはどう

か。 

（森井 益子） 

自転車にナンバーをつけることについ

ては、東京都でも議論があったと聞いて

いるが、市町村単独では不可能。 

市では小・中学生を対象に自転車教室

を開き指導している。警察とも連携し、

あらゆる機会を通じてマナー啓発に努め

ていきたい。 

道路交通部 
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【西南部地域】                      平成 25年６月１日（浅川市民センター） 

発言
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

21 【高尾駅南北自由通路整備及び橋上化】 

①南北自由通路と橋上駅化の進捗状況は

どうなっているか。 

②利用者の誰もが使いやすい高尾駅とな

るよう市民と行政の協働組織をつくり、

住民の意見を反映できるシステムをつく

ってほしい。 

③新駅の完成を待つのではなく、段差解

消等、バリアフリー新法に基づき点検と

改善を急いでほしい。 

（斉藤 千恵子） 

 

①現在、京王電鉄、JR と基本協定を締結

するための協議を進めており、今年度中

に締結したい。市の財政負担が少なくな

るよう、国・都・JR・京王電鉄に負担を

お願いする。早期完成に向けて努力して

いきたい。 

②これまでも地域の皆さんとの協議の場

を設け、様々なご意見をいただいてきた。

今後もさらに多くのご意見をいただくた

め、その機会を設けていきたい。 

③現在の駅施設でバリアフリーに改善す

るのは構造的に不可能。新駅の完成まで

ご辛抱いただきたい。 

拠点整備部 

 

22 【地域の活性化】  

 中核市となって権限移譲がされること

でコストもかかるが、どのようなメリッ

トがあるのか。 

 （水野 康直） 

中核市になると八王子の実態に合った

施策展開ができるようになる。八王子の

様々な実態に合った条例を制定し、八王

子の発展につなげていきたい。福祉関係

の分野では、市が行うことで迅速に対応

ができるメリットがある。 

職員を東京都に研修のため派遣する。市

民の皆様の期待に応えられるよう準備し

ていく。平成 27年４月には中核市八王子

が誕生するので期待してほしい。 

都市戦略部 

23 【地域の活性化】 

 沖電気跡地の企業誘致について、地域

の活性化につながるよう、工場を誘致し

ていただきたい。 

 （水野 康直） 

民間の土地なので民間主導で進むこと

になるが、市としては製造業がくること

を期待している。市の意向として製造業

の企業誘致をしっかりと伝えていきた

い。 

産業振興部 

24 【中央道ズリ山の整備】  

 小仏にある「中央道ズリ山」は、災害

につながる可能性があるが解決に至って

いないので、解決を図ってほしい。 

 

 （水野 康直） 

中央道建設時に発生した土砂である「ズ

リ山」の整備については、管理者である

NEXCO中日本から「安全に配慮しながら適

正に整備、維持管理を行う。」と聞いてい

る。地域住民の皆様の現地立会いのもと、

整備方針が決まったと聞いているので、

地域の意向を踏まえたこの整備方針のも

と、整備が実施されるよう市からも伝え

ていきたい。 

都市計画部 
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発言
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

25 【町田街道の拡幅工事】 

 町田街道は、国道 20 号線から JR の高

架までは拡幅されたが、高架下が狭いま

まで、緊急自動車の通行に支障も出てい

る。今後の工事の進捗についてどうなっ

ているか。 

（下田 泰造） 

道路管理者の東京都南多摩西部建設事

務所に確認したところ、高架下部分につ

いては、現在 JR東日本と協議中で、東浅

川交差点から狭間交差点までの 300 メー

トルの用地買収を進めているとのこと。 

引き続き、早期完成を東京都に働きかけ

ていきたい。 

都市計画部 

26 【美しい八王子をつくる】 

 高尾駅北口の市道の歩道はインターロ

ッキング舗装がされていたが、工事で掘

り返したまま１年以上放置されている。 

 工事業者に現状復帰の指導をしている

のか。元の状態に戻るのはいつか。 

（下田 泰造） 

ご指摘の工事箇所は、ガス事業者による

国道と市道の工事で、住民の皆様には長

期間ご迷惑をおかけしている。現在も継

続中で、工事終了後、本年６月末には本

復旧の予定。国道・市道とも、工事の占

有許可は道路の現状復帰を許可条件とし

ている。 

道路交通部 

27 【美しい八王子をつくる】 

 浅川の壁面に以前から生活排水用の塩

ビ管が突き出している。最近新たに３本

突き出したところがある。浅川の美観を

損ねるこのような工事は認められている

のか。市の考えを聞きたい。 

 （下田 泰造） 

ご指摘のあった、浅川に突き出している

塩ビ管は非常に美観を損ねているので、

河川管理者の東京都南多摩西部建設事務

所に情報提供し、改善するよう話をする。 水 循 環 部 

28 【安全・安心な平面歩道の設置】 

①高尾山インターチェンジ完成後、イン

ターチェンジ交差点では甲州街道の歩道

が地下道や歩道橋になり、車椅子やベビ

ーカーが通行できなくなった。地下道内

も防犯上問題がある。住民の安全安心の

確保のためにも平面歩道の確保が必要不

可欠である。 

②川の上に歩道を設置したため、冬は凍

結し、長い坂道の歩行は危険である。 

ユニバーサルデザインの考えに沿った

まちづくりの問題として解決してほし

い。           （平賀 豊） 

①５月中旬に市職員が地域の皆様の立会

いのもと現地確認を行った。自転車やベ

ビーカーを使った実証実験を行い、非常

に不具合が発生していることを確認し

た。冬季には路面の凍結・降雪で歩行に

支障が生じている状況も伺っている。 

②冬季には歩道の凍結・降雪で歩行に支

障が出ている状況も伺った。①②とも、

問題解決について、道路管理者である国

の相武国道事務所に責任を持って積極的

に働きかける。出来るだけ改善に向けて

取り組みたい。 

都市計画部 

29 【自転車の安全確保】 

高尾山インター下の道路形態は、中学生

の自転車通学に危険である。週末に利用

される自転車ツーリングの方からの「通

行方法に戸惑う」「危険性が高い」との苦

言も耳にしている。    （平賀 豊） 

この地域の中学校では、教員と通学す

る生徒が一緒に現地確認し、安全指導を

行っている。 

安全対策が必要な箇所については、国

道管理者、交通管理者に改善を要請して

いきたい。 

学校教育部 
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発言
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

30 【八王子・高尾山周辺を整備した大久保

長安の功績の活用】 

 八王子のまちや高尾山周辺の基盤を築

いた大久保長安を市で本格的に取り上

げ、功績を全国に PRし、その功績の現代

にも通じるものを活用することで、市の

活性化と観光資源に活用できると思う。 

          （根津 和雄） 

大久保長安は本市の礎を築いた偉大な

人物であると認識している。観光資源と

して、民間団体が主催するイベントの宣

伝協力を行ってきた。没後 400 年にあた

る本年は、郷土資料館で特別展やゆかり

の地を巡るスタンプラリーを企画してい

る。今後も民間団体と連携して PRに取り

組んでいきたい。 

生涯学習スポーツ部 

 

産業振興部 

31 【路上喫煙禁止地区への指定時間・区域

の拡大】 

 小・中学生の通学時間帯に歩行喫煙が

多く見受けられる。学童通学路での通学

時間帯の喫煙禁止を、市の「路上喫煙の

防止に関する条例」に追加してほしい。 

（塚原 稔） 

 「八王子市路上喫煙の防止に関する条

例」の指定要件に学童通学路は対象にな

っていないが、市内全域で路上歩行喫煙

を禁止しており、歩行喫煙は条例違反。

条例の周知徹底を図るため、喫煙マナー

向上のキャンペーンを行う等、学童が安

全に通学できるよう努めていきたい。 

環 境 部 

32 【浅川金比羅宮～市道 87号線と接する傾

斜地の開発】 

 浅川金比羅宮の南東部から市道 87号線

の間の傾斜地一帯に宅地開発計画がある

と聞いたが、事実であればどこまで進ん

でいるのか。市はこの地域をどのように

するのか考えはあるか。 

（野末 紀彦） 

市条例により「斜面緑地保全区域」に

指定し緑地保全に努めてきた。本年２月、

突然土地所有者から名義変更したとの届

け出があった。新所有者から宅地造成を

理由とした斜面緑地の指定解除の協議申

出書が提出されたが、現時点では具体的

な造成計画等は不明。 

豊かな緑は市民の共有財産。保全に向

けて新所有者と交渉し、公有地化してい

きたい。 

環 境 部 

33 【市道 83号線の拡幅工事】 

 初沢川に沿った市道 83号線は非常に狭

い道路だが、拡幅工事の計画はあるか。 

（野末 紀彦） 

初沢川の改修が予定されており、改修

に伴い、道路の拡幅工事を実施する予定

だが、具体的な時期は未定。 

 

道路交通部 

34 【小名路公園に遊具施設を設置】 

 小名路児童遊園は遊具施設の設置スペ

ースが基準以下で設置できないと市から

回答があった。市営住宅の跡地を利用し

て遊具を設置してほしい。（串田 孝義） 

小名路児童遊園は面積が非常に狭いの

で、周辺の空きスペースと一体化して公

園とすることを考えている。児童遊園を

少し拡げ、区域内に遊具が設置できるよ

うに検討していきたい。 

まちなみ整備部 

35 【南浅川を蛍の住める水質に】 

 小仏川と案内川の合流地点に蛍が棲め

るようにしたい。水質の問題なのか、ど

のような方法があるか教えてほしい。 

 （串田 孝義） 

小仏川と案内川の少し上流で水質検査

を行ったが、蛍の生息にとって良好な水

質が確認されている。餌となる生物の生

息状況、さなぎになるのに適した護岸の

有無、街灯や車のヘッドライトの光の影

響、その他の環境の問題も推測される。 

水 循 環 部 
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発言
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

36 【歩く甲州街道 from八王子 to高尾】 

 八王子駅から高尾駅間の甲州街道は、歩

道が整備され銀杏並木も素晴らしく、散

策に最適。街道沿いに休憩所や PRの場所

を設け、メディアやインターネットを使

って継続的にプロモーションを行う等、

活性化を検討してほしい。（鈴木 満）       

市では様々な視点からイラストマップ

を作成し、インフォメーションセンター

や観光まちなか案内所等、市の施設で配

布している。甲州街道は歴史のある街道

で、周辺に歴史遺産等もある。より多く

の人に八王子の魅力や資源を知ってもら

えるように、情報発信に努めていきたい。 

産業振興部 

37 【中央線踏切遮断時間の短縮】 

 中央線西八王子駅の両側や八王子駅西

側の国道 16号の踏切は遮断時間が長く、

遮断機が閉じたままになる。JR に列車選

別を行い、踏切遮断時間の短縮を図るよ

う、強く申し入れてほしい。 

          （中本 雅博） 

既に JRでは、西八王子駅の東側、第二

水道踏切以外の８箇所の踏切で、列車の

種別に応じて遮断機の開閉するタイミン

グが異なる「賢い踏切」の導入を図って

いる。列車の運行、踏切を通る人・車の

安全性を考えると、現状よりさらに遮断

時間を短縮することは難しいとの回答を

いただいている。 

都市計画部 

38 【高尾山登山道の転落防止対策】 

 高尾山の登山道１号路の金毘羅神社付

近で山崩れが発生。昨年秋に都の南多摩

西部建設事務所が復旧工事を行ったが、

設置されたガードレールは従来型の低い

もので、急斜面には転落防止対策がされ

ていない。早急に対策を講ずべきだが、

市はどのように考えるか。（横沢 勝弥）      

都の南多摩西部建設事務所が実施した

復旧工事では、ガードレールは車両の転

落防止対策として従来の高さのものが設

置された。 

登山客の安全確保は大変重要。安全対

策の観点から、都にできる限りの安全対

策の実施を伝えていきたい。 

都市計画部 

39 【八王子を観光都市に】 

 八王子の現状は、基幹産業を失ってい

ると思う。観光に最重点を置いた政策に

着手してほしい。その一つとして、多摩

御陵の奥の水源に貯水池を作り、川に水

が流れれば、植物や魚類も増え、観光に

もなると思う。 

     （大田 治男） 

観光振興は大変重要と考えている。観

光案内所の設置等、市内外に八王子の魅

力を発信するほか、「観光振興会議」を立

ち上げ、ご意見をいただき観光振興を進

めている。河川も八王子の資源の一つ。

住宅建設の際の浸透桝設置への補助金交

付等、水量を回復する取り組みを行って

いるが、今後も大事な河川の水量を回復

する取り組みを進めていきたい。 

産業振興部 

 

水 循 環 部 

40 【長房町の住居表示】 

 長房町は住居表示がされていない、市

内ではこの地区だけ実施されてないと思

うがその理由は。ぜひ、住居表示を実現

してほしい。 

（大田 治男） 

市には 199 の町があり、このうち住居

表示は 97町で実施。法律に基づき恒久的

な街区が形成されている市街地で実施す

るもので、地域住民の合意が必要。長房

町は今後、宅地開発や区画整理等で街区

が変わる可能性もあり、現時点では住居

表示の実施は適当でないと判断してい

る。住民の方々からの要望も出ていない。 

市 民 部 
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【東南部地域】                     平成 25年６月８日（由井市民センター） 

発言
番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

41 【浅川を市民がもっと活用できる場に】 

①浅川で自然に親しむ体験をしたいが、浅

川沿いには駐車場がないので、近くに駐車

場を設置してほしい。 

②周辺の公園やスポーツ施設の駐車場を

利用できるように検討してほしい。 

 （高橋 健） 

①河川は利水・治水のほか親水の整備も進

められているが、浅川を管理する国、東京

都では河川の自然環境に影響があるため、

グラウンド等の付属施設以外での駐車場

整備は許可していないので、河川敷内に駐

車場整備はできない状況。 

市では「みんなの川の清掃デー」や「写

真コンクール」の開催等、水辺に親しむ取

組みを推進している。市民の皆様が浅川を

ふるさとの川として大切にする心を育ん

でいきたい。 

 

②公園やスポーツ施設の駐車場は、安全安

心な施設利用のために必要最小限の駐車

スペースを整備したもので、施設利用者以

外の方の使用はご遠慮いただいている。 

土・日・祝日等の利用率が高い日の利用

は困難だが、平日の利用者が少ないときに

は、施設利用者の妨げにならない範囲でご

利用いただきたい。 

 

水 循 環 部 

 

まちなみ整備部 

 

生涯学習スポーツ部 

42 【八王子南バイパス第 1 工区の道路空間

有効活用】 

八王子南バイパスのトンネル上部の土

地と医療刑務所移転後の跡地をリンクさ

せ、さらに JR 八王子駅・京王片倉駅への

アクセスを含めた広域の土地活用を「都市

市計画マスタープラン」に位置付け、有効

な活用を地域住民と一緒に実現してほし

い。          

 （尾川 利吉） 

「八王子駅南口周辺地区まちづくり方

針」では、医療刑務所移転後の跡地につい

ては「まちの核となる賑わいの機能、誰も

が集う癒しと防災の機能の形成に取り組

む」としており、まちづくりの核となる用

地と認識している。多世代がよりよい交流

をする新たな集いの場となるよう検討を

進めていきたい。 

トンネル上部の土地とも近接しており、

防災機能を高めるという点でも重要な場

所である。今後、八王子南バイパス周辺状

況の一要素として検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

都市計画部 
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発言
番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

43 【八王子南部地域幹線道路の早期事業化】 

 北野街道都道 173 号線、八都計道３・

３・10 号線、３・３・73 号線について、

これらの路線を連関させ、早期に事業化で

きるよう、国や東京都に強く働きかけてほ

しい。         （尾川 利吉） 

 

 北野街道の片倉交差点から集いの森交

差点間の都市計画決定・事業化促進につい

ては、道路管理者である都に要請していき

たい。 

 八都計道３・３・10 号線は、現在都が

整備に向けた検討を進めている。 

八都計道３・３・73 号線は、整備が図

られるよう都に要望していきたい。 

なお、国道 16 号線子安坂上交差点から

国道 16 号バイパスの鑓水ランプ間の早期

事業化については、平成 27 年に八王子バ

イパスが無料化の予定であり、その後の状

況を把握したうえで対応を検討していき

たい。 

都市計画部 

44 【由井市民センターみなみ野分館の拡充】 

 みなみ野分館には、展示物等の搬入用の

駐車スペースがなく、不便。また、和室や

調理室、音楽室、体育館もない。図書室も

耐荷重制限があり、蔵書数に限度がある。

増設等、施設を改善してほしい。 

 

（風野 康男） 

みなみ野分館は、規模の小さい由井市

民センターを補完するため、同センター

に不足している会議室等を中心に整備し

た。建物も専用に設計したものではなく、

既存の民間施設を借用したものであるこ

とから、ご希望の施設を新たに整備する

のは難しいため、これらの施設が整備さ

れた由井市民センターをご利用いただき

たい。 

駐車場は、搬入・搬出時に利用できる

スペースを３台分確保しているので、ご

利用いただきたい。 

市民活動推進部 

45 【地域防災 明日に備える】 

 町会での自助、共助の取組みとして学校

敷地内に町会の倉庫を建てる計画があっ

た。学校・教育委員会とも合意したが、建

築不許可となったため、備蓄品等の置き場

がなく困っている。また、水の確保が心配

なので、井戸の活用を考えてほしい。 

  （市川 一恵） 

学校敷地内への自主防災倉庫の設置に

ついては、学校には教育施設としての機

能維持のための制約があり、設置できな

いことがある。地域に公共の場所等がな

い場合は防災課にご相談いただきたい。 

井戸の活用については、災害時、井戸

水は生活用水としての利用を想定してい

る。災害時に活用できるよう、地域の井

戸を把握しておくことも地域の共助の取

組みの一つと考えている。 

 

 

 

 

生活安全部 
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発言
番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

46 【地域防災 明日に備える】 

 市道 83 号線の浅川中学通学路は幅員が

狭い。また、切り立った崖に沿っている道

路であり、大地震の際の崖崩れが心配。 

市有地なので対策を講じてほしい。 

 （市川 一恵） 

高尾駅西側の市道 83号線浅川中学校付

近は、初沢川の上を一部ふさいで道路を

拡幅する工事を行う。平成 25年度は設計

を行うが、工事の実施時期は未定。 

崖を削って幅員を確保するには相当の

難工事となる。緑地保全への配慮も必要。 

落石等、通行者への危険性は充分認識

しており、道路整備工事の中で落石防止

ネットを敷設（ふせつ）する等、安全確

保を図っていく。 

道路交通部 

47 【地域防災 明日に備える】 

 災害時の医療について、病院に行けない

場合に、小学校等の避難所で地域の医者や

看護師による処置を行い、重症などの場合

に病院に運ぶ方法が良いと思うが、市長の

考えはどうか。 

 

 （市川 一恵） 

災害時等に治療の優先順位をつける

「トリアージ」という行為は、災害拠点

病院や救急病院に負傷者が殺到しないよ

う医療救護所を設け、軽症者はその場で

応急処置を行うということ。ご提案のと

おり、小中学校の付近で負傷者が多く発

生した場合、医師会等と調整のうえ、救

護所を設置することが想定される。 

共助の取組として災害時に地域の医療

関係者に協力していただく体制の構築が

大切。市では毎年総合防災訓練を実施し、

八王子医師会等の医療機関にご参加いた

だき、トリアージの訓練も行っている。 

医療保険部 

48 【復元縄文住居と博物館】 

①みなみ野分館で 9,500 年前の土器の実

物を展示したところ、大変好評だった。 

多くの市民が接することが出来るよう博

物館の建設をお願いしたい。 

②市内の史跡に行きたいと思っても案内

がないので、案内板を作ってほしい。 

      

（武藤 真啓） 

① 市内には椚田遺跡を始め、原始・古代

の遺跡が数多く存在しており、重要な歴史

遺産、宝であると認識している。今後、発

掘調査の成果を活かす等、展示の充実を図

っていきたい。また、郷土資料館の建替え

の際にはご意見を参考にして、良い施設を

作っていきたい。 

②市内の重要な指定文化財には由来等を

解説する案内板を設置している。市内の

遺跡は 1,000 か所を超えており、文化財

に指定されている遺跡の案内板の充実を

図る等、環境整備をしていきたい。 

 

 

生涯学習スポーツ部 
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発言
番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

49 【中核市移行に伴う高齢者施策の展開】 

八王子市は多摩地域の中でも社会福祉、

高齢者福祉が充実している。中核市移行に

伴い都から権限が移譲されるが、高齢者支

援等をどのように展開していくのか。 

（高野 祐一） 

中核市移行により東京都から移譲され

る権限は、福祉の分野が非常に多い。 

八王子の実態に合った施策を展開し、

都が実施していたときよりもきめ細やか

な対応、迅速な対応をしていきたい。 

福 祉 部 

 

医療保険部 

50 【地域振興・産業振興】 

近隣の市に大型ショッピングモール等

が進出することに市民として危機感があ

る。今後大型モール誘致等、産業振興をど

のように行っていくのか。 

（高野 祐一） 

八王子インター近くに 2016年の春頃、

イオン主体の大型ショッピングモールが

出来る予定であり、高尾駅近くに大規模

なホームセンター建設の予定もある。 

そのほか市内には国や東京都の未利用地

があり、活用も含めた地域づくりについ

て、今後、都市計画マスタープランの改

定の中で議論していきたい。 

都市計画部 

 

拠点整備部 

51 【市民に優しいまちづくり】 

 結婚していない父子家庭・母子家庭に対

する国の支援が少ない中、八王子市は補助

等が充実している。また、障害者の人権に

関する条例の制定や、ジェンダーに関係す

る委員会等も市民を交えてやっており、市

民に優しいまちづくりを心がけていると

感じる。今後も八王子は市民に優しい温か

いまちであってほしい。 （市川 晶子） 

ご意見として伺い、今後もそのように

感じていただけるよう、まちづくりに取

り組んでいきたい。 

そ の 他 
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【西部地域】                   平成 25年６月 29日（元八王子市民センター） 

発言
番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

52 【心の相談室】 

 市には、悩みのある方が専門相談員に相

談できる「心の相談」等があるが、もう少

し気安く立ち寄れ、相談者同士が話し合え

るような場がほしい。 

 （斉藤 節子） 

 本庁舎でカウンセラーが対応する「あな

たの心の相談室」と、保健所で保健師が対

応する「こころの健康相談」を実施してい

る。２つの相談窓口が連携し、相談者の状

況に応じた適切な相談窓口を案内する等、

きめ細かな対応に努めている。相談者が重

なってお待ちいただくことがないよう予

約制としているが、連絡のうえ、お気軽に

お立ち寄りいただきたい。このような相談

室があることを PRしていきたい。 

市 民 部 

 

健 康 部 

53 【森林に親しむ、森林を生かす、自然に生

きる】 

休耕地を利用して花を栽培する等、障害

者の方を見守る受け皿としてはどうか。 

また、休耕地を子どもや家族で農業体験

する場としてはどうか。 

（早川 百合枝） 

 休耕地を利用した、障害をお持ちの方へ

の就労支援については、市内には既に農家

から農地を借りて、花の苗・野菜・しいた

け・果実等を栽培している障害者施設があ

る。市ではこのような障害者施設への家賃

助成を行っており、このような支援を通じ

て障害者の就労支援を進めていきたい。 

 農作物を収穫する喜びを体感して生産

者と消費者が交流することは大変重要。都

市農業を理解していただくことにもなる。 

休耕地ではないが、市では親子を対象に

した農業体験事業を実施している。 

福 祉 部 

 

産業振興部 

54 【森林に親しむ、森林を生かす、自然に生

きる】 

空き家を利用した、高齢者施設待機者の

ための小規模な施設を整備してはどうか。 

（早川 百合枝） 

市では、定員最大 25 名に対し「通い」

「訪問」「宿泊」のサービスを柔軟に組み

合わせて提供することで、自宅で暮らし続

けることができるよう支援するサービス

として、住宅の転用が可能な「小規模多機

能型居宅介護」という地域密着型サービス

の整備に積極的に取り組んでいる。 

このサービスへの事業者の参入を促進

するため、建設費や改修費、開設時に必要

な備品等の費用の一部を補助している。既

に５事業所が運営されており、昨年度には

新たに３事業所の整備が決定しており、整

備中である。 

福 祉 部 
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番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

55 【大沢川源流域の樹林保護】 

 大沢川の周辺は宅地や墓地の開発で雨

水の浸透機能、保水機能が衰退し、雨の降

らない時期に水枯れや瀬枯れが発生しや

すくなっている。 

現在、スポーツパークの建設計画が提示

され、緑の環境等の保持に深刻な脅威とな

る。雨水浸透・保水機能の維持、せせらぎ

を絶やさないこと、カワゲラなどの生息環

境を次世代に引き継ぐため、大沢川の源流

域を斜面緑地保全区域に指定してほしい。 

（渡邊 章夫） 

本市は、豊な緑と清流に恵まれており、

この大事な資源は、次世代に継承していく

べきものと認識している。 

河川の水量の確保については、市が９割

を補助している雨水浸透施設設置の整備

を流域で進めていくことで水量を回復さ

せていきたい。 

スポーツパークの建設計画については、

現在、議会に賛成・反対双方の見地から請

願が出されている。市としては慎重に対応

していきたい。 

環 境 部 

 

水 循 環 部 

56 【地域経済振興】 

八王子には農林業・商工業と多様な産業

がある。地元で生産し、地元で消費すれば

循環型地域経済の発展にもつながる。 

八王子城跡や緑豊かな自然等の観光資

源や自然環境資源を活用する等、住民と市

が一体となって地域振興施策を進めてい

く必要があると思うがどうか。 

（川又 秀夫） 

 

平成 16年に施行した「いきいき企業支

援条例」では、これまでに 70 社の企業が

本市に立地し、雇用者数 3,600人、税収で

13 億という効果が出ており、引き続き企

業誘致に力を入れていきたい。 

農業は高齢化や担い手不足という実態

があるが、新たな人材育成のための「農業

塾」等、様々な事業により担い手の確保に

努めている。今後も市としてできることを

積極的に展開していきたい。 

産業振興部 

57 【地域における子どもの一時預かり保護

機能の創設】 

 東京都の養育家庭制度の里親をしてい

るが、研修を受けて経験があっても 65 歳

までしかできない。子育て家庭の支援のた

めにも、里親経験者のグループが NPO等の

団体をつくり、「ショートステイ養育協力

家庭事業」を受けられるように制度を拡大

してほしい。 

 （高瀬 礼子） 

 この制度は、保護者の病気、出産、介護

等の理由で、乳幼児や１歳から小学校６年

生までの児童の養育が一時的に困難にな

った場合、宿泊を伴い短期的に養育するこ

とで子育て家庭を支援するもの。本年５月

末現在で６つの家庭にご協力をいただき、

延 44名の子どもたちが利用している。 

地域による子育て支援は大事なこと。 

提案のあった「子どもの一時預かり」をグ

ループでの取り組みとして制度化するこ

とについて検討していきたい。 

子ども家庭部 

58 【森林の循環再生と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用】 

①市の様々な計画において木質バイオマ

ス活用の推進が計画されているが、ほとん

ど実施されていない。国はバイオマス産業

の創出に向けて７府省が連携して取り組

んでいる。市の関連所管部が連携した対策

が必要と思うがどうか。 （遠藤 尚孝） 

 関連所管が連携して対応することは重

要だと認識している。今後も、各施策を効

果的に推進するため、より一層連携して取

り組んでいきたい。 

環 境 部 

 

産業振興部 
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59 【森林の循環再生と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用】 

②市内の里山、奥山、人工林は荒廃が進ん

でいる。公共建築物木材利用促進法が策定

され、地域材利用の機運が高まっている

が、同法に基づく市区町村計画策定につい

て、八王子市の検討状況はどうなっている

か。          

 （遠藤 尚孝） 

市町村が方針を策定することの意義は

重要だと認識しているが、関係所管におい

て木材の需要量や利用目的、供給ルート等

について、調整を図る必要がある。 

市では計画及び方針は定めていないが、

これまでも市施設において内装材・外壁に

木材を使用しており、これから建設する高

尾の里拠点施設では多摩産材の杉板使用

する予定になっている。 

産業振興部 

60 【森林の循環再生と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用】 

③農業、林業の付加価値を向上させ、企業

誘致につなげるような、地産地消型の自然

エネルギー創出のための具体的な戦略が

必要である。「バイオマス産業都市推進計

画」を策定してほしい。 

（遠藤 尚孝） 

国は「バイオマス事業化戦略」の実現に

向けた補助金を交付している。バイオマス

に関する計画の策定と推進は、事業の採算

性、事業効果、国の補助終了後の負担等、

事業継続のための様々な課題がある。市の

「再生可能エネルギー導入検討会」の議論

も参考に今後調査研究していきたい。 

環 境 部 

 

産業振興部 

61 【森林の循環再生と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用】 

④「（公財）東京都農林水産振興財団」と

の連携を緊密にして、同財団が市内山林を

買い取り、加工して販売する木質資源を市

内で活用するしくみを作ってほしい。 

（遠藤 尚孝） 

 

市は、「東京都農林水産振興財団」が行

う主伐事業で伐採された木材を含む多摩

産材を利用し、木製品の作成・展示・PR

を行い、木材の利用促進を図っている。 

ご提案のあったしくみの構築は、関係団

体等との連携なくして実施は難しい。 

今後、課題も含め検討していきたい。 

産業振興部 

62 【森林の循環再生と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用】 

⑤市の「再生可能エネルギー導入検討会」

では、木質バイオマスについての議論が進

んでいない。新たな委員会を設置して検討

する必要があると思うがどうか。 

（遠藤 尚孝） 

検討会の中間報告では、今後本市で進め

るべきエネルギー種として「太陽光発電、

太陽熱利用、木質バイオマス熱利用」を挙

げている。しかし、木質バイオマス熱利用

は需要先が多くないことや、供給のしくみ

づくりが必要であること等、検討会だけで

は整理できない問題があるとの報告も受

けている。そこで、検討会の主旨である再

生可能エネルギーの普及・促進についての

議論を一貫して行うために、座長と相談の

うえ、内容を絞って検討しているとのこと

なので、ご理解いただきたい。 

環 境 部 

63 【森林の循環再生と木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用】 

⑥美山工業団地に木質ペレット工場誘致

の話がある。地元と協力して工場の誘致を

推進してほしい。  

（遠藤 尚孝） 

「再生可能エネルギー検討会」の意見を尊

重していきたいが、その全てを実施するに

は時間も費用もかかる。内容を精査しなが

ら優先性を判断して方針を策定していき

たい。 

環 境 部 
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番号      意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

64 【マスコットキャラクターの起用及び外

国人との交流について】 

①小・中学校・高等学校などの若い方から

アイデアを募り、マスコットキャラクター

を起用して、まちを盛りあげてはどうか。 

 

（岡本 政和） 

八王子には既に 10 数種類のキャラクタ

ーがあり、市内の各イベントに参加してい

る。市では、観光 PRのための天狗のキャ

ラクターについて全国からアイデアを募

集し、その中から選ばれた「はっちお～じ」

が活躍している。新たに作るのではなく、

既に存在するキャラクター達を PR して、

まちを盛り上げていきたい。 

 

産業振興部 

65 【マスコットキャラクターの起用及び外

国人との交流】 

②八王子に住んでいる多くの外国の方々

を小学校の英語教育に起用し、子どもたち

が外国の風習や文化に関心を持つよう協

力してもらってはどうか。また、祭りやイ

ベントに参加してもらえば、市民との交流

の場が開かれるのではないか。 

 

（岡本 政和） 

市では小学校の外国語活動及び中学の

英語の授業において、英語を話せる外国人

11名を、指導助手として全小･中学校に配

置している。また、各小･中学校では、地

域に居住する様々な国籍の外国人にお手

伝いいただき、外国の文化や風習を学ぶ国

際理解教育を推進している。 

市は本年度、「多文化共生推進プラン」

を策定した。国籍・民族・文化の違いを互

いに認め合い、助け合い、活かし合いなが

らともに暮らしていく「多文化共生のまち

づくり」をめざしていく。留学生も多いの

で、様々なイベントや祭りに参加してもら

うよう、働きかけていく。 

 

学校教育部 

 

市民活動推進部 

66 【都市機能と緑豊な自然保護との調和の

とれた都市を目指す】 

都心にはない緑を活かし、市街地の再開

発と市街化調整区域の自然保護のバラン

スの取れた都市開発をしてほしい。 

スポーツパーク計画に関する市民・住民

の意見も聞いてほしい。 

（市川 好和） 

 

まちの顔は、駅と駅周辺だと考えてい

る。JR 八王子駅・高尾駅等、出来るだけ

投資をして駅をいい形で変えていきたい。 

八王子駅周辺は、JR 八王子駅と京王八

王子駅間の地区開発や、JR 八王子駅南口

の医療刑務所用地等、これからも大きく変

わる要素がある。駅周辺でも緑があるよう

なまちづくりをしていきたい。 

市街化調整区域内についても、物流拠点

整備の計画があるが、計画とのバランスを

考えながら緑は残していきたい。 

川町のスポーツパーク計画については、

議会に賛成・反対双方の見地から請願が出

されているので、しっかり見定めていく。 

 

 

都市計画部 

 

拠点整備部 

 

まちなみ整備部 

 

環 境 部 
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67 【元八王子地域の豊な資源を生かした活

性化】 

 八王子城跡の周辺には小田野城跡・浄福

寺城跡等の観光資源がある。ハイキングコ

ースとして整備し、わくわくビレッジや夕

やけ小やけふれあいの里とも連携して高

尾山利用者を呼び込み、地域の活性化につ

なげてもらいたい。 

（市川 晶子） 

新たなハイキングコースの整備には、土

地所有者の承諾が必要になるので、難しい

状況にある。高尾山周辺の山や丘陵への回

遊性を持たせることは大変重要であるこ

とから、観光マップ等も利用して、より多

くの方に八王子の自然に触れる機会とな

るよう努力していきたい。 

産業振興部 

 

生涯学習スポーツ部  

68 【楽曲「ああ八王子城」を八王子の観光に

積極的に利用して】 

 私が作詞作曲した「ああ八王子城」の

CD を八王子城跡ガイダンス施設で流して

ほしい。 

八王子まつりでの演奏等、八王子の観光

にも役立て、PRしてほしい。 

（内田 和男） 

八王子城跡ガイダンス施設には、音響施

設がない。じっくり見学したいという方も

いることや、近隣には住居もあることから

曲を流したり、演奏することは難しい。 

八王子まつりは実行委員会が運営して

いるが、山車や神輿が中心のまつりで、民

謡流しも曲目は限られているため演奏は

難しいと思う。 

地元町会の盆踊りでも使われていると

のことなので、その取組みが継続され、拡

がっていくことを願っている。 

生涯学習スポーツ部  

 

市民活動推進部  
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発言
番号  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

69 【防災の取組み】 

市の防災訓練は、災害時の障害者への対

応や障害者も支援・救援に協力できるなど

市民とのふれあいを通して障害者につい

て理解していただける重要な機会となっ

ている。 

多くの市民に積極的に参加してもらう

ためにも、訓練の企画段階から障害者も参

加させてほしい。 

 （宮本 一郎） 

防災訓練には多くの関係機関が参加し

ており、運営全般に特定の団体が企画段階

から参加することは考えていないが、ご提

案については、障害に応じた適切な対応方

法、実効性のある訓練を行ううえで欠かせ

ないものと認識している。 

障害をお持ちの方のそれぞれの視点か

らの意見は、可能な限り訓練に盛り込んで

いきたいので、担当所管を通じて意見を寄

せてほしい。 

市では、「八王子市障害者地域自立支援

協議会」の協力を得て、障害の種別に対応

した避難支援マニュアル素案を本年度中

の策定を予定している。今後もご協力願い

たい。 

生活安全部 

 

福 祉 部 

70 【若い力を集める】 

①松が谷地域では、学校や PTAが防犯パト

ロールを強化している。防災無線で、夕方

に流れる音楽の後、保護者に見守りを促す

放送を流してほしい。 

（白水 嘉奈子） 

市では、防災行政無線を用いて、夕方に

子ども達への帰宅の呼びかけと無線の点

検も兼ねて夕焼け小やけのメロディーを

流している。また、子ども達の下校を見守

るきっかけづくりとして午後１時 30分に

松任谷由実さんの「守ってあげたい」のメ

ロディーを流している。放送で流す言葉や

メッセージが日常化すると、非常時に重要

なメッセージが伝わらなくなる可能性も

あり、メロディーのみ流している。 

さらに子ども達の安全を確保するため、

スクールガードリーダーや学校安全ボラ

ンティア等による総合的な安全対策も図

っていきたい。 

 

生活安全部 

 

学校教育部 

71 【若い力を集める】 

②小学生は防災頭巾を持っているが、中学

生は持っていない。安全のために中学生に

も防災頭巾を持たせた方がよいと思うが

どうか。         

（白水 嘉奈子） 

中学校では、災害訓練時に身の安全を守

るため机の下にもぐり、鞄等で頭を守るよ

う指導をしている。中学校への防災頭巾の

導入については、学校が保護者と調整し、

適切に判断するよう、現在、教育委員会が

学校と調整している。 

 

学校教育部 
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72 【若い力を集める 】 

③中学校給食の親子方式の実現に向け、給

食を民間委託化し、地域の資格を持つ人材

を雇用して地域の活性化につなげてはど

うか。 

 

（白水 嘉奈子） 

親子方式の給食の実現には相当の経費

を要するが、他に優先的に取り組むべき事

業もある。施設の状況から親子方式を実施

できる可能性のある小・中学校の組み合わ

せは数校程度であり、全校での導入は現状

では難しい状況にある。現在、小学校では

68 校中、26校が調理業務を委託し、地域

の人材を活用しており、今後も基本的に民

間活力の導入により対応していきたい。 

学校教育部 

73 【若い力を集める】 

④松が谷商店街の空き店舗を市が借りて

市民団体や大学生に安く貸し出し、地域の

住民や子どもたちが集まる「まちの駅」に

して地域を活性化してはどうか。 

（白水 嘉奈子） 

空き店舗を市が借りてさらに貸し出す

「又貸し」は、東京都住宅供給公社（JKK）

の賃貸契約の条件で禁止されている。 

この空き店舗は、現在 JKKが入居者を募

集していると聞いている。商店会が主催す

るイベント等への補助を通じて、まちの賑

わいの創出を支援していきたい。 

産業振興部 

74 【中核市として持つべき「格｣と｢要件｣】 

 先進国では、別居・離婚後の子どもに対

する両親双方の共同監護・共同養育につい

て、司法の立場で強く履行させている。 

日本でも養育費の負担や養育プラン・面

会交流ガイドラインの作成等の相談・仲

介・社会的支援・司法手続きを速やかに受

けられる制度が必要。既に立川市等が国に

意見書を提出している。八王子市も国に意

見書を提出してほしい。（小谷田 順吾）           

離婚後の養育費や、一緒に暮らしてい

ない親と子が定期的・継続的に交流を保

つ「面会交流」の相談に対しては、担当

所管課が相談内容に応じて適切な相談窓

口を案内する等、できる限りの対応をし

ている。離婚後も両親が子どもに対して

共同で監護・養育を行うための制度に関

する法整備については、今後、その必要

性や有効性等を研究していきたい。 

子ども家庭部 

75 【多摩ニュータウン 19住区南近隣公園】 

現在整備中の多摩ニュータウン 19 住区

南近隣公園の中には、大正時代の炭焼窯と

戦時中の防空壕が良好な状態で保存され

ている。公園オープン後も保存を検討して

ほしい。      

  （塩谷 暢生） 

「（仮称）南近隣公園」内の炭焼窯は非

常に古く、排煙の際の臭いや灰等の問題

があり使用は難しい。近隣の堀之内寺沢

公園に設置した炭焼窯を利用願いたい。 

防空壕は当時の生活を知る意味でも価

値がある。炭焼窯・防空壕とも安全面に

充分配慮し、見学のための保存について

都市再生機構と協議を進めていきたい。 

まちなみ整備部  

76 【フラワーフェスティバル由木】 

フラワーフェスティバル由木に農業関

係者の出店を促し、もっと賑やかな祭りに

してほしい。また、ボランティア団体等、

非営利の団体の参加料を安くしてほしい。 

  （塩谷 暢生） 

このイベントのバザールには、祭典委

員会が農協に依頼して農業関係者が出店

しており、今年は１団体増えて３団体が

参加。参加料はテントや机・椅子・電気

代等の実費相当分を一律に負担していた

だくので、軽減は難しいと聞いている。 

市民活動推進部  
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発言
番号  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

77 【市境のまちの災害対策とごみ収集】 

 災害対策について、八王子市と多摩市が

災害時の協定を結び、防災訓練を始め、日

頃から災害情報を共有してほしい。 

協定により、市境の住民は市境を越えて

それぞれが近い避難所を利用できるよう

にしてほしい。 

（小林 道子） 

本市を始め多摩地域の全ての市町村

は、必要に応じて食料や飲料水等の生活

物資の供給、避難所の相互利用、被災者

の救出や医療救護等、市域を越えて互い

に融通し合い被災者支援を行う「災害時

等の相互応援に関する協定」を締結し、

被災者支援の体制を整えている。 

災害時は本市の避難所の利用が原則だ

が、市境にお住まいの方は状況に応じて

多摩市が開設した避難所や多摩市からの

給水を利用できる。 

生活安全部 

78 【市境のまちの災害対策とごみ収集】 

 八王子市鹿島と多摩市愛宕一丁目は、市

境なので両市のごみ収集車が同じ通りを

何度も往復している。共同運行等により、

無駄をなくしてほしい。 （小林 道子）           

市では市内全域の効率的な収集を行っ

ているが、本市と多摩市ではごみや資源

物の出し方等、ごみ処理の原則や排出方

法等の違いがあり、共同でごみ収集を行

うことは非常に難しい。 

資源循環部 

79 【八王子独自のお祭りを】 

 八王子は歴史がある市なので、歴史上の

人物のお祭りをやってはどうか。 

市外の人も参加できれば、八王子の人の

優しさ・暖かさに触れてもらえる。 

（柴田 英寿） 

八王子の歴史上の人物には、八王子城

を築城した北條氏照公がおり、元八王子

地区では、地域の皆様が昨年から「元八

王子北條氏照まつり」を開催している。 

今年は、八王子宿の建設に尽力した大

久保長安の没後 400 年にあたるので、特

別展やスタンプラリーを実施する。 

ほかにも地域の特色を活かした様々な

祭りがあるので参加してほしい。 

市民活動推進部  

 

生涯学習スポーツ部  

80 【八王子独自のお祭りを】 

 八王子も観光大使を募集してほしい。 

（柴田 英寿） 

八王子観光協会の観光大使の制度で

は、八王子に愛着を持ち、八王子の魅力

を積極的に発信していただける著名人と

して歌手の北島三郎さん、本市の伝統芸

能の車人形の西川古柳さん、将棋の羽生

善治さんを任命している。一般の方の任

命は難しいが、魅力ある観光 PRの促進に

向け、提案を参考にさせていただく。 

産業振興部 

81 【バスケットゴールを公園に設置して】 

 松が谷には公園がたくさんあり、多くの

人が様々なスポーツを楽しんでいるが、バ

スケットゴールがない。以前、市に要望し

たが設置できないとの回答があった。 

ぜひ、運動公園にバスケットゴールを設置

してほしい。       （原 正男） 

公園へのバスケットゴール設置につい

ては、音や深夜の使用等、反対の意見も

いただいている。公園への遊具の設置は、

公園の利用率も考慮して優先順位を定め

ており、地域としての意見や要望を優先

した取組みとしているので、ご理解願い

たい。 

まちなみ整備部  
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６．過去の提案等取り組み状況 

平成 24年度 「石森新市長と語る」 提案等取り組み状況 
 

テーマ ： 魅力あふれるまちづくり  ～みなさんの八王子への思いを聞かせてください～ 

各会場の実績           

開催日 会    場 地 域 地 区 

福
祉
・
医
療･

子
育
て 

暮
ら
し
・
安
全 

環
境
・
ご
み
・ 

リ
サ
イ
ク
ル 

ま
ち
づ
く
り
・

交
通 

教
育
・
文
化 

そ 

の 

他 

合 
 

計 

５月１９日 
市 役 所 本 庁 舎 

（ ８ 階 会 議 室 ） 
中 央 本 庁 6 0 0 7 1 2 16 

５月２６日 加住市民センター 北 部 
加 住 

石 川 
1 1 1 6 2 0 11 

６月２日 横 山 事 務 所 西南部 

浅 川 

0 0 0 13 2 4 19 横 山 

館 

６月９日 北 野 事 務 所 東南部 
由 井 

北 野 
7 1 2 7 1 3 21 

６月２３日 恩方市民センター 西 部 

元八王子 

1 0 2 12 2 3 20 恩 方 

川   口 

６月３０日 由木中央市民センター 東 部 

由 木 

6 1 4 10 2 8 31 由 木 東 

南 大 沢 

      
合 計 21 3 9 55 10 20 118 

 

市政への要望項目別件数

福祉・医療・
子育て
21件（17.8%）

暮らし・安全
３件（2.5%）

環境・ごみ・
リサイル
9件（7.6%）

まちづくり・交通
55件（46.6%）

教育・文化
10件（8.5%）

その他
20件（17.0%）
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 平成 24年５月 19日 市役所本庁舎（８階会議室）【中央地域】 

 

＜意見＞《「都立小宮公園の整備」について》 

都立公園の小宮公園は整備が遅れている。防災と市民の憩いの面を考慮した上で、国あるい

は東京都と協議して、是非整備をしてほしい。 

                              （佐藤 邦彦 様） 

 

≪市長≫ 平成２年から小宮公園の拡張と拡大について東京都に要望をしている。昨年の 12月に 

    東京都と区市町村が共同で策定した「都市計画公園緑地の整備方針」の中で、小宮公園は 

    今後 10年間で優先的に整備する公園緑地に位置づけられたので、引き続き整備拡張と拡 

    大について、東京都に要望していく。 

 

【対応】 小宮公園の都市計画区域については、拡張するよう都市計画変更の実施と、広域公園と 

して整備していくよう東京都に要望している。今後も引き続き東京都に要望していく。 

 

＜意見＞《「アンテナショップ、ショールーム」について》 

現在使用されていない JR 八王子駅の東側の駐車場（旧そごう八王子駐車場）にアンテナショ

ップやショールームといった八王子の名店やおみやげもの屋、観光案内所などを設置してみて

はいかがだろう。 

         （小宮 継男 様） 

 

≪市長≫ 10 月をめどに、JR 八王子駅周辺に案内所を設置し、観光案内のほか、市の特産品なども紹

介していく。なお、JR 八王子駅東側の駐車場は駅ビル「セレオ八王子北館」の開店に合わせて

再開する予定。 

 

【対応】 平成 24年 10月 20日に、JR八王子駅北口に八王子インフォメーションセンターを開設

し、観光案内や市の特産品などの紹介を行っている。  

     オープンから平成 24年度末までで、４万７千人を超える方に利用いただいている。 

     平成 25年４月１日には１日での最高となる 822人の方に来ていただいた。 

     また、平成 25年４月 20日には八王子駅周辺の観光・まちなかの案内、情報発信をより

充実させるため、サザンスカイタワーの八王子駅南口総合事務所内にも「観光・まちなか

案内所」を開設した。（参考、４月末までの利用者数 392人） 

 

 

平成 24年５月 26日 加住市民センター 【北部地域】 

 

＜意見＞《「加住地域の災害対策」について》 

高月は山が崩れたら避難する場所もなく、災害時の備品もない。町会の会館に保管する災害

用の備品を市から渡してもらいたい。 

       （川久保 正子 様） 

 

≪市長≫ 災害に対しては、自助・共助・公助という三つの取り組みの姿勢がある。震災等に対しては自

助・共助という部分がほとんどを占める。特に７割方は自助が大切だということを言われている。

大きな震災の場合には、公が助けることは非常に困難である。 
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そこで、できる限り自宅で備蓄等をしていることが一番大切だと思う。その後さらにとなった時、

共助・公助という形になる。町会会館の備蓄については、町会、自治会、自主防災組織等が、

地域特性に応じた対応を進めていただければ一番いい。 

     是非、地域の自主防災組織を立ち上げて、倉庫等も設置し、そこに備品を備蓄するという方向で

検討してほしい。 

 

【対応】 高月町会の会館の周辺の自主防災組織については、平成 24 年９月１日付、名称：高月

町会防災会、構成世帯数 80世帯の組織が設立された。これにより災害用の備品（資器材）

は平成 25年 2月 20日に市から支給済みであり、今後は、隔年で必要な資器材を助成する。 

 

＜意見＞《「小中一貫校、加住小中学校の課題」について》 

加住小中学校は平成 22 年度から小中一貫校となり、同じ校舎で授業を行っているが、職員室

が手狭なため、小学校と中学校の職員室が分かれている。連携を取るためにも職員室を統合で

きないか。 

（橋本 渉 様） 

 

≪市長≫ 一貫校として小学校と中学校が連携していくためには、職員室が一体であることが望ましい。

建築基準法の規制など課題はあるが、設置に向けて検討する。 

 

【対応】 平成 25 年度に、２階の中学校職員室を１階の小学校職員室の隣へ設置するための工事

を行い、統合を図る（夏休み期間の工事を予定）。 

 

 

平成 24年６月３日 横山事務所 【西南部地域】 

 

＜意見＞《「浅川、湯殿川を結ぶ八王子周回健康ロード」について》 

浅川のゆったりロードと湯殿川沿いの道を結んで、八王子の中心部を一周する健康ロードとし

て整備してほしい。 

（高野瀬 明 様） 

 

≪市長≫ 健康ロードの整備は良いアイデアだが、浅川と湯殿川を結び、健康ロードを整備するには、一

般道との交差が多く、都や警察と調整、協議が必要。今後も関係機関と協議しながら、歩行者

や自転車が安全に通行できるよう、検討していく。 

 

【対応】 浅川と湯殿川を結ぶ道については、関係機関との調整・協議が必要となるため、関係機

関との協議を進めているところ。今後も引き続き、協議を進めながら、歩行者や自転車が

安全に通行できるよう検討していく。 

 

 

＜意見＞《「学校選択制」について》 

学校選択制で町内会もまとまりがつかなくて困っている。子ども会ひとつとっても、子ども会同

士のコミュニケーションができないということもあり、いろいろな面で障害が出ていると思われるの

で、地域の学校に行くようにしたほうがいいのかなと思う。 

（完山 貫一 様） 
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≪市長≫ 東日本大震災のような震災等が発生すると、より地域のつながり、子どもたちとのつながりと

いうのが求められると思う。その辺の実態解明、検証をして、その後議論になろうかと思う。検証

の結果を踏まえて検討していく。 

 

【対応】 学校選択制について、特色ある学校づくりや地域コミュニティとのかかわり等も含めて

検証するため、平成 24年 10月に保護者及び生徒に対して意向調査を実施した。また、平

成 24年 12月から平成 25年１月に市政モニターを活用して市民の意識調査を行うとともに、

教育現場の意向も把握するため、学校への調査を実施した。 

 保護者・生徒、学校長及び市政モニターの調査結果を踏まえ、今後の学校選択制につい

て、平成 25 年度から着手する教育振興基本計画の見直しと併せて、検証を行っていく予

定。 

 なお、平成 25 年度に実施予定の教育基本計画に関する世論調査において、学校選択制

についても調査を行う。 

 
 
平成 24年６月９日 北野事務所 【東南部地域】 

 

＜意見＞《「町会会館建設費補助」について》 

私たちの町会では、会館の建て替え計画を進めている。地域の防災力向上のため災害時に、

避難所として活用できるよう耐震性の優れた建物にしたい。そこで、町会への施設整備の補助額

をお願いする。 

（尾川 利吉 様） 

 

≪市長≫ 会館の耐震工事は今までも補助対象であったが、町会・自治会の活動を支援するため、６月

補正予算で集会施設整備の補助金などを増額する。 

 

【対応】 平成 24 年度６月補正予算で、集会施設整備補助金の新築、増築時の補助基準単価の増

額及び改修時の補助基準限度額の引き上げを実施した。 

 

 

＜意見＞《「地域のコミュニティ」について》 

弱者緊急時対応が行政など公的機関に求められている。八王子市の地域社会はどうあるべき

と考えているのか、将来を見据えた方向性を教えていただきたい。 

（荒木 勉 様） 

 

≪市長≫ 個人情報保護という問題があって、地域の支援については非常に難しいという面もある。人命

保護のため、緊急かつやむを得ない場合については行政が保有する個人情報を提出すること

は可能だが、平常時においては、高齢者、障害者のリストを本人の承諾なしには第三者に渡せ

ないという問題がある。このことから「災害時要援護者避難支援地域実施マニュアル」を策定し、

緊急時の SOS 対象者、災害時に支援が必要な方々の情報を事前にまとめておくなど、地域の

方々に災害時避難を担ってもらう共助のしくみづくりのための手引きとした。 

 

【対応】 個人情報の目的外利用が認められている大災害時に円滑に外部提供するため、平成 24

年 4月から行政が各課で保有する要援護者情報を一本化し、災害時要援護者システムで作

成した約４万人の台帳を整備し 13事務所、本庁に配備した。また、「災害時要援護者避難

支援地域実施マニュアル」は民生委員地区定例会で 436 部、町会自治会連合会定例会 30
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部、町会自治会連合会研修会 250部、各町会自治会 563部、自主防災組織 384部、その他

相談町会 934部を配布し説明会を実施した。その後、広報やＨＰを利用して全市的に取組

を周知した。地域支援組織のネットワーク化を進めるため、モデル支援組織と立ち上げよ

うとしている組織との意見交換の場を開催する等より一層の周知を図った。 

 

 

平成 24年６月 23日 恩方市民センター 【西部地域】 

 

＜意見＞《「秋川・陣馬街道沿いの市街化調整区域の見直し」について》 

上川地域の秋川街道沿いでは調整区域だけでなく農振地域もあり、二重の網がかかってい

る。純粋な専業農家もいなくなり、後継者もいない。高齢化と過疎化が進んでいる地域だ。買い物

難民が増えたり、病院へ通う人が困難を極めたりしている。きめ細かい見直しについて聞きたい。 

（石橋 亨 様） 

 

≪市長≫ 調整区域で人口減が非常に顕著であり、一度見直しをしていこうと今回、調査費を補正で組ん

だ。調整を解除していく前提で少しお話を進めていきたい。対象区域が裏高尾、小津、上恩方、

上川、高月、美山の沿道集落地区が対象となる。地域に行政が赴き、いろいろな調整をさせて

いただきたい。 

     農振地域の解除を国にも働きかけをしたことがあるが、なかなか思うようにいかないのが実態。引

き続き国に対してもその解除に向けて取り組んでいきたい。 

 

【対応】 市では、市街化調整区域内の沿道集落地区の活性化を図るため、住民の意向や地域特性

を踏まえた振興方策等の検討を開始した。 

     平成 24 年度から市街化調整区域内の集落の方々へ、アンケート調査や町会自治会ごと

のヒアリングを実施し、地域の過疎化等の実態や住民意向について伺い、現状分析を行っ

た。 

     平成 25 年度は、地域特性を踏まえた振興方策等の立案を目的に、昨年度の成果を踏ま

えて、地域特性に応じた土地利用誘導策や地域活性化メニュー（ソフト施策）の効果的な

適用等、沿道集落の活力向上施策の制度化に向けた一連の取り組みについて、関係部署と

調整を図りつつ検討を進めていきたいと考えている。 

     農業振興地域は、市街化調整区域の上に設定され、農業の健全な発展と、国土資源の合

理的な利用を目的に、法律で厳しく管理されています。 

     農振地域の解除については、国及び都の方針により困難な状況ではありますが、今後の

動向を見つつ、関連所管と調整を図りながら、働きかけしていきたいと考えています。 

 

 

＜意見＞《「高尾駅の開発」について》 

10 数年前に高尾駅の開発について質問してから現在のままである。高尾駅を高尾山開発の

拠点としてはどうか。北口の開発は駅の橋上化と共にお願いしたい。 

（後藤 孔滋 様） 

 

≪市長≫ このほど高尾駅周辺整備基金を設立した。平成 21 年にどの程度の費用がかかるか JR に一

回試算をしてもらったが、橋上駅舎と自由通路が概ね 75～90 億円、駅前広場を含めてトータル

で 126 億円ということだった。とても市で受けられる金額ではないので、再度検討させている。何

とか実現に向けて調整していきたい。駅前広場もこれから用地の買収に入る。 
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【対応】・高尾駅周辺整備基金に、当初金額の１億円に 15 億円を積み増しし、現在約 16 億円を積

み立てた。 また、高尾駅北口駅前広場の西側用地の一部について、平成 24年度に買収を

行った。平成 25年度も西側用地の一部について、引き続き買収を行っていく。 

    ・平成 25年度は、京王側駅施設の調査設計を行うとともに、JR、京王、市の三者で基本協

定締結に向けた協議をスタートした。 

 

 

平成 24年６月 30日 由木中央市民センター 【東部地域】 

 

＜意見＞《「若者の就業支援」について》 

補正予算 21 億円のうち、若年者の就業支援へどのくらい手当できるか。市が支援している八

王子市民活動協議会も 70団体が志高く活動している。そうした NPO団体が学生を受け入れて、

そしてインターンシップをやれば、彼らの社会性とかコミュニケーションとか社会人基礎力とかが

付いて、民間企業への就職のステップアップにつながるのでは。 

このような NPO団体に対し、研究費を出していただけないか。 

（平井 茂樹 様） 

 

≪市長≫ 学生の就職難はここ数年厳しい状況にあり、就職しても３年以内に３割が離職するという問題

も抱えている。できるだけマッチングをしていくというのは、行政としても大変重要だろうと思って

いる。予算では、雇用対策を行政としてもしっかり対応しなければならないと思っている。ウェブ

サイトを立ち上げて企業と学生とのマッチングをしていきたい。 

     インターンシップに対しての補助というのは考えてはいないが、市民企画事業補助金制度がある

ので、審査はあるが、これを利用してもらいたい。 

 

【対応】 平成 24年 10月に、就職 webサイト「はちおうじ就職ナビ」を立ち上げ、現在、市内の

企業 73 社掲載している。求人情報だけでなく、動画を通じて社長や社員の思い、会社の

様子を伝えたり、新人社員の一日スケジュールなどを紹介し、企業と学生の出会いの場を

創出している。 

     また、２月には中小企業魅力発見バスツアーを実施し、20名の学生が参加し、２コース

各２企業を訪問し、実際に企業の様子や社長・社員とのふれあいの場を設けた。 

 

 

＜意見＞《「学校への太陽光発電の設置」について》 

学校の屋上への太陽光発電パネルの設置は、実施可能な施策と思うがどうか。 

（遠藤 和生 様） 

 

≪市長≫ 現在、七国小学校、七国中学校、八王子駅南口のとちの木デッキ、戸吹クリーンセンター等７

か所に設置している。 

     できるだけ小中学校の屋上に太陽光発電パネルを設置する。早い時期に進めていきたい。 

 

【対応】 平成 25年度に小中学校６校に太陽光発電装置を設置する。平成 24年度は再生可能エネ

ルギー導入検討会を設置し、再生可能エネルギーの普及方針について検討している。検討

会では平成 25年度内に方針を決定する予定。 
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７．会場配布資料 

平成 25年度 「八王子ビジョン 2022」発進予算 

本年度予算は、新基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」を着実に推進し、「活

力ある魅力あふれるまち」の実現に向けて編成しました。 

「八王子ビジョン 2022」（平成 25～34年度）の初年度にあたり、計画に掲げた６つ

の都市像の実現に向け、様々な施策を展開していきます。特に、本市の顔ともいうべ

き八王子駅周辺地域の一体的整備や圏央道八王子西インターチェンジの機能強化に

伴う関連整備、被災者支援システムの導入など、地域経済の活性化と市民の安全・安

心を確保するための事業を盛り込んでいます。 

 

平成25年度予算の概要 

 予算総額   3,416億円（対前年度比＋2.7％） 

 一般会計予算額 1,867億円（対前年度比＋3.0％） 

 基金（貯金）残高    132億円（25年度末） 

 市債（借金）残高 2,205億円（25年度末） 

 

「八王子ビジョン２０２２」の６つの都市像をかたちに        

 平成 25年度の主な取り組みを紹介します。（◎は新規事業、●は充実を図る事業） 

 

● 

●市民活動支援センターの管理・運営   1,859万円 

同センターを改修し、交流スペースを設けるとともに情報コーナーを拡充します。 

●市施設の大規模修繕   ３億 9,588万円 

利用者の安全確保と施設の機能維持のため、市の施設の計画的な改修を行います。 

その他の事業―― 

◎中核市への移行の推進…61万円 ■町会・自治会活動支援…9,888万円 など 

 

 

●シルバー見守り相談室の設置   1,221万円 

高齢者の方が健康で安心して暮らせるように、「シルバー見守り相談室 長房」を設置し

ます。訪問活動による支援や地域の方による自主的な見守り活動を支援します。 

●がん検診の実施     ７億 58万円 

がん検診の受診を促進するため、胃がん・肺がん検診についても 40 歳の市民を対象に

無料クーポン券を配付します。 

その他の事業――●知的障害児療育支援…2,933万円 ◎障害者「ヘルプカード」の

作成…250 万円 ◎高齢者あんしん相談センターの整備…514 万円 ◎特定不妊治療

費助成…2,556万円 など 

 

都市像１ みんなで担う公共と協働のまち 

都市像２ 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 

平成 25年度 「市長と語る」 
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●民間保育所施設整備促進  ９億 3,738万円 

待機児童を解消し、安全な保育環境を確保するため、民間保育所が行う施設整備に対し

て助成することで、定員を 171名増やします。 

◎富士森公園陸上競技場整備・公園管理  6,017万円 

スポーツ祭東京 2013 の野球競技の開催に伴い、富士森公園陸上競技場西側トイレの改

修と園路の舗装を行います。 

その他の事業――●特別支援教育の充実…9,216万円 ◎小・中学校校舎外壁改修…

１億 6,000万円 ◎子ども・子育て支援事業計画策定…765万円 ◎大久保長安没後

400周年記念事業…504万円 など 

 

 

●八王子駅北口駅前広場の整備 10億 7,892万円 

マルベリーブリッジの延伸工事を行うとともに、駅周辺案内表示板の設置や公衆トイレ

の改修を行います。 

◎圏央道八王子西インターチェンジの機能強化に伴う関連整備 8,385万円 

圏央道八王子西インターチェンジの機能強化に向けて、接続道路の用地取得などを行

います。 

その他の事業――●耐震化促進…８億 772 万円 ◎被災者情報システムの導入…76

万円 ●旭町・明神町地区周辺まちづくりの推進…1,603万円 など 

 

 

●高尾の里拠点施設の整備  ２億 3,096万円 

観光情報発信の拠点として、博物館機能を持った施設の建設と展示物の製作を行います。 

◎高齢者や女性のための就職支援講習の実施 680万円 

高齢者や女性が身近な場所に就職できるよう講習を実施します。 

その他の事業――◎新規青年就農者への支援…151 万円 ●農業環境の整備…3,174

万円 ●企業活力支援資金や経営改善事業資金などによる事業資金の助成…２億

5,166万円など 

 

 

◎生態系豊かな水辺の整備    2,700万円 

健全な水環境の再生に向け、湧水周辺などの整備を行います。 

◎新館清掃工場の建設準備     835万円 

今後の資源循環型社会を見据え、新館清掃工場の施設建設基本構想を策定します。 

その他の事業――◎環境基本計画の策定…400万円 ◎戸吹不燃物処理センター設備

更新…１億 9,901万円 ◎自然環境評価…900万円 など 

都市像３ 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

都市像４ 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

都市像５ 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

都市像６ 一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 



８．開催案内ポスター 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「市長と語る」は、各会場へ市長が伺い、市民のみなさんと意見交換を行う対話集会です。 

八王子のまちづくりや、あなたのお住まいの地域についてのご提案（例：「自然や歴史をま

ちづくりに活かして」「地域の見守り活動を全市に広げるには」）など、あなたのアイディア

を市長に、直接ご提案ください。 

 

 

≪開催日程≫ 

開 催 日 会   場 時   間 

５月１８日（土） 八王子駅南口総合事務所 

午後７時～８時３０分 

（全会場共通） 

５月２５日（土） 石 川 市 民 セ ン タ ー 

６月 １日（土） 浅 川 市 民 セ ン タ ー 

６月 ８日（土） 由 井 市 民 セ ン タ ー 

６月２９日（土） 元八王子市民センター 

７月 ６日（土） 由木東市民センター 

※八王子駅南口総合事務所へは、公共交通機関か、近隣の駐車場(有料)等をご利用ください。 

 

※発言を希望される方は、 開催日の１０日前までに 発言申込書の提出をお願いします。 

※発言のお申し込みは、ホームページ（http://www.city.hachioji.tokyo.jp/iken/3116/038686.html） 

または、ＦＡＸ（620-7322）からもできます。  

※手話通訳・要約筆記があります。 

【問い合わせ先】八王子市 総合政策部 政策審議室（広聴担当）電話：620－7411（直通） ＦＡＸ：620－7322 
 

～市制施行 100周年まであと３年！ 八王子市は、平成 28年度に市制施行 100周年を迎えます～ 

お誘い合わせのうえ、お近くの会場へ直接お越しください。 



お わ り に 

 

 「八王子ビジョン 2022」のスタート後、初めてとなる今回の「市長と語る」

では、参加者 606名、６会場で 50名の方々から直接身近な生活環境の課題、歴

史・文化・自然・教育・防災など、様々な視点からのご提言・ご意見をいただ

きました。各会場では参加した市民の皆様のご協力のもと、活発な意見交換を

行うことができました。あらためて感謝申し上げます。 

市では、いただいた皆様のご提案等を真摯に受け止め、今後の施策への反映

に努めていきます。 

今後も、市民の皆様と一緒にまちづくりを考える「市長と語る」を積極的に

展開しながら、地域の中で多くの市民の皆様と交流し、ご意見等いただきたい

と考えています。お近くの会場で開催した際には、ぜひご参加いただければ幸

いです。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度「市長と語る」の記録 

平成 26年３月 

 

八王子市 総合経営部 広聴課 

電話 042(620)7411（直通） 

FAX  042(620)7322 

 


