八王子市

は じ め に

市長が各地域に出向き、市政について報告するとともに、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対話集会「市長と語る」。
市民と行政が協働のまちづくりを進めるための大切な機会として、平成 27 年
度は、５月から７月にかけて全４回実施しました。
平成 27 年４月の中核市移行後、初めての開催となる今回は、会場ごとに周辺
の「地域づくり」などをテーマに設定。より地域に身近な対話集会として開催。
“活力ある魅力あふれるまち・八王子”の未来に向けたアイディアを 34 名の方々
から市長にご提案いただきました。各会場では参加した市民 435 名の皆様のご
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あ
げます。
この冊子は、今回の対話集会の内容をまとめたものです。市では、いただい
た皆様のご提案等を真摯に受け止め、今後の施策に反映してまいります。
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１．意見・要望等項目別件数
会

場

第１回

第２回

第３回

第４回

エ ス フ ォ ル タ加
住北
野八王子駅南口
アリーナ八王子 市 民 セ ン タ ー 市 民 セ ン タ ー 総 合 事 務 所

要望項目の分野
地域コミュニティ・協働・市民サービス・
行財政運営 等

合 計

2

0

1

2

5

0

0

0

1

1

1

2

0

2

5

9

4

6

7

26

4

2

1

5

12

1

1

1

1

4

17

9

9

18

53

(第１編 みんなで担う公共と協働のまち)

福祉・障害者・高齢者・保健医療
市民生活・社会保障制度 等
(第２編 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支え
あいのまち)

子育て・教育・生涯学習・文化 等
(第３編 活き活きと子どもが育ち、学びが豊か
な心を育むまち)

まちづくり・防災・防犯・交通環境 等
(第４編 安心・快適で、地域の多様性を活かし
たまち)

産業の振興 等
(第５編 魅力あふれる産業でにぎわう活力ある
まち)

環境・地球温暖化対策・ごみ 等
(第６編 一人ひとりが育てる、人と自然が豊か
につながるまち)

合

計

※ 分野の区分は、基本構想・基本計画「八王子ビジョン2022」の都市像による

市政への要望項目別件数
地域コミュニティ
協働・市民サービス
行財政運営 等
5件, 9.4%

環境・地球温暖化対策
環境・地球温暖化
ごみ 等
対策 ごみ 等
4件, 7.5%
4件, 7.5%

福祉・障害者
高齢者・保健医療
市民生活
社会保障制度 等
1件, 1.9%

産業の振興 等
12件, 22.6%

まちづくり・防災
防犯・交通環境 等
26件, 49.1%

子育て・教育
生涯学習・文化 等
5件, 9.4%

1

２．メインテーマ・各会場の実績
開催日

会場・メインテーマ

地 域

地

区

浅
横

川
山

延べ
参加者数

（人）

５月16日

５月30日

エスフォルタアリーナ八王子
西 南 部
「高尾周辺の地域づくり」

加住市民センター
「加住・滝山周辺の地域づくり」

北野市民センター
「北野周辺の地域づくり」

６月20日

７月４日

北

部

西

部

東

部

東 南 部

八王子駅南口総合事務所
「中心市街地の活性化と
中
八王子のまちづくり」

発言者数 発言項目
（人） 数（件）

149

10

17

74

7

9

93

7

9

館
加 住
石
川
元 八 王 子
恩
方
川
口
由
木
由 木 東
南 大 沢
由
井
北
野

央

本

庁

119

10

18

合

計

435

34

53

３．所管別内容
（１）所管別件数一覧表
部

名

部

件 数

都

市

戦

略

部

1

産

総

合

経

営

部

1

環

業

名
振

興

境

件 数
部

11

部

5

市

史

編

さ

ん

室

1

都市緑化フェア推進室

1

行

財

政

改

革

部

1

資

源

循

環

部

1

市 民 活 動 推 進 部

4

都

市

計

画

部

14

総

務

部

1

拠

点

整

備

部

9

財

務

部

1

ま ち な み 整 備 部

4

部

2

道

路

交

通

部

5

校

教

育

生

活

安

全

福

祉

部

1

学

部

2

健

康

部

1

生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 部

6

部

1

子

ど

も

家

庭

合

計

73

※一件の発言に対し、担当が複数の所管にまたがることがあるため、発言項目数と件数が異なる。

2

（２）所管別件名一覧表
都市戦略部
案件番号
48

1件
発

言

項

目

開催日

中心市街地の活性化について

7月4日

総合経営部
案件番号
13

1件
発

言

項

目

開催日

地域の生活安全確保及び地域の活性化について

市史編さん室
案件番号
17

1件
発

言

項

目

開催日
5月16日

高尾周辺を自然と文化のミュージアムシティに

行財政改革部
案件番号
28

5月16日

1件
発

言

項

目

開催日

市ホームページからの連絡方法について

市民活動推進部
案件番号

6月20日
4件

発

言

項

目

開催日

15

陵南地区同時開発及び完成後について

5月16日

36

青年会の復活について

7月4日

41

市街地の活性化について

7月4日

49

中心市街地の活性化について

7月4日

総務部

1件

案件番号
48

発

言

項

目

開催日

中心市街地の活性化について

7月4日

財務部

1件

案件番号
2

発

言

項

目

開催日

高尾地域の自然環境保護と林業・農業の振興について

生活安全部
案件番号

5月16日
2件

発

言

項

目

開催日

16

陵南地区同時開発及び完成後について

5月16日

20

消防団の補助要員について

5月30日

福祉部
案件番号
50

1件
発

言

項

目

開催日

中心市街地の活性化について

7月4日

3

健康部

1件

案件番号
27

発

言

項

目

開催日

大林寺墓地建設反対について

6月20日

子ども家庭部
案件番号
16

1件
発

言

項

目

開催日

陵南地区同時開発及び完成後について

5月16日

産業振興部
案件番号

11件
発

言

項

目

開催日

2

高尾地域の自然環境保護と林業・農業の振興について

5月16日

4

高尾周辺の自然を生かしたまちづくりについて

5月16日

6

高尾山周辺地域の更なる観光資源の開発と促進計画について

5月16日

17

高尾周辺を自然と文化のミュージアムシティに

5月16日

23

農業振興について

5月30日

24

滝山の観光について

5月30日

30

八王子の農業の未来について

6月20日

46

八王子市の再開発について

7月4日

47

中心市街地の活性化について

7月4日

48

中心市街地の活性化について

7月4日

52

中心市街地活性化の方策について

7月4日

環境部

5件

案件番号

発

言

項

目

開催日

2

高尾地域の自然環境保護と林業・農業の振興について

5月16日

3

高尾地域の自然環境保護と林業・農業の振興について

5月16日

5

高尾周辺の自然を生かしたまちづくりについて

5月16日

11

金比羅山についての質問と要望

5月16日

45

八王子市の再開発について

7月4日

都市緑化フェア推進室 （平成28年１月～）
案件番号
25

発

言

項

目

開催日

都市緑化フェアについて

5月30日

資源循環部
案件番号
35

1件

1件
発

言

項

目

開催日

あったかホールのプールサービス内容変更のお願いについて

4

6月20日

都市計画部
案件番号

14件
発

言

項

目

開催日

7

高尾山周辺地域の更なる観光資源の開発と促進計画について

5月16日

9

高尾駅南口歩道橋設置と歩道整備について

5月16日

12

地域の生活安全確保及び地域の活性化について

5月16日

14

陵南地区同時開発及び完成後について

5月16日

19

杏林大学の移転について

5月30日

26

新滝山街道沿道の土地利用計画について

5月30日

31

北野駅北口周辺への交通アクセスについて

6月20日

32

北野駅北口周辺への交通アクセスについて

6月20日

37

ＪＲ中央線を越える野猿街道の陸橋交通規制について

7月4日

38

ＪＲ中央線を越える野猿街道の陸橋交通規制について

7月4日

43

ＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺のバリアフリーについて

7月4日

44

弱者にやさしい街づくりを！ベンチがほしい！

7月4日

47

中心市街地の活性化について

7月4日

53

新交通システム導入と中心市街地活性化について

7月4日

拠点整備部
案件番号
8

9件
発

言

項

目

開催日

高尾駅南北自由通路及び新駅舎の計画について

5月16日

18

イオンモールの開業について

5月30日

21

イオン開業後の渋滞対策について

5月30日

33

横浜線下の歩道設置について

6月20日

34

横浜線下の歩道設置について

6月20日

40

市街地の活性化について

7月4日

42

ＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺のバリアフリーについて

7月4日

47

中心市街地の活性化について

7月4日

52

中心市街地活性化の方策について

7月4日

まちなみ整備部
案件番号

4件
発

言

項

目

開催日

3

高尾地域の自然環境保護と林業・農業の振興について

5月16日

5

高尾周辺の自然を生かしたまちづくりについて

5月16日

39

市街地の活性化について

7月4日

51

八王子駅前景観等について

7月4日

5

道路交通部

5件

案件番号

発

言

項

目

開催日

1

高専通りに自転車専用道をつくって

5月16日

10

高尾駅南口歩道橋設置と歩道整備について

5月16日

29

打越町旭ヶ丘団地北斜面から梅洞寺正門前経由北野街道へ通じる
公道開設のお願い

6月20日

43

ＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺のバリアフリーについて

7月4日

44

弱者にやさしい街づくりを！ベンチがほしい！

7月4日

学校教育部
案件番号

2件
発

言

項

目

開催日

18

イオンモールの開業について

5月30日

19

杏林大学の移転について

5月30日

生涯学習スポーツ部
案件番号
6

6件
発

言

項

目

開催日

高尾山周辺地域の更なる観光資源の開発と促進計画について

5月16日

17

高尾周辺を自然と文化のミュージアムシティに

5月16日

22

多摩川右岸の散歩道の整備について

5月30日

41

市街地の活性化について

7月4日

48

中心市街地の活性化について

7月4日

52

中心市街地活性化の方策について

7月4日
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４．意見・要望等及び市長答弁の要旨
メインテーマ

「高尾周辺の地域づくり」

【西南部地域】
案件
番号

平成 27 年５月 16 日
（エスフォルタアリーナ八王子）

意見・要望等要旨

（発言者）

【高専通りに自転車専用道をつくって】

市長答弁要旨

担当所管

①歩道は、自転車も通行できるが、歩行者

①高専通りは、高専の角からめじろ台方面 が優先である。自転車は軽車両なので違反
と狭間方面の道路の幅が同じなのに歩道 には罰則が適用されるが、まずは交通ルー
が狭い。土日や学校が休みの期間は、歩道 ルやマナーの遵守を徹底することが最優
に自転車が多く通る。特に子どもなどは、 先だと考えている。
スピードを出して走るので、非常に怖い思
いをすることがある。
この歩道には小学校や八王子方面へ行

市では、子どもの頃から自転車のルール
やマナーを知るための取り組みとして、小
学３年生を対象に自転車教室を実施し、

くバス停、商業施設もあり、この付近では 「自転車免許証」を交付している。
通る人が一番多い所だと思う。３車線の車

新たに自転車道を整備するには財源が

道のうち、歩道に近い道は空いているの

必要になり、実現は難しいので、市では、

で、自転車道をつくってほしい。

市内各所の車道左側の路面に、自転車が走

②この歩道には段差や、雨水が歩道に流れ る目印となる「自転車ナビマーク」を書き
込む箇所もある。歩道を歩道らしく、安心 込み、自転車利用者に車道への通行を促し
して歩けるようにしてほしい。

ている。高専道路でも、ナビマークの設置

（篠原 迪子 様） を検討しており、自転車が車道の左側を走
1

るようにして、歩行者が怖い思いをするこ
とがないようにしていく。
②この通りには歩道が狭い箇所や、傾斜の
きつい箇所もある。現場を確認し、危険な
箇所は、できるかぎり対応していく。

≪参考：自転車ナビマーク≫
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道 路 交 通 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【高尾地域の自然環境保護と林業・農業の
振興について】

市長答弁要旨

担当所管

本市の産業振興を進める中で、農業、林
業は非常に重要。特に農業は、都下随一の

ＪＲ高尾駅から高尾街道を通って四谷

耕作面積がある。市内には山も数多く残さ

方面へ行くと、西側は森林が広がり豊かな れているが、林業の経営・再生は、採算性
緑のある地域である。この緑や自然を保全 など様々な課題がある。山を維持するに
していくことが重要。谷戸に生息している は、山の再生が重要。市では間伐等を随時
貴重な動植物などの自然を守り、後世に残 行いながら、木を育てることに取り組んで 環
すのが私たちの役割だと思う。
2

森林は林業という産業として、農業とと
もに生産と消費に地域が一体となって持

さらに進めてほしい。

部

いる。
また、市では、椚田小学校の学童保育所 産 業 振 興 部
や、高尾 599 ミュージアムの壁などに多摩

続的に取り組むことが必要。このような地 産材を使用している。
域循環型の農林業、商業も含めての振興を

境

財

務

部

環

境

部

行政が率先して利用することで地元産
材をＰＲし、消費の促進に取り組んでい

（川又 秀夫 様） る。東京都も多摩産材の活用を積極的に行
っており、都の補助等も利用して、市でも
多摩産材や八王子産材を活用していく。
【高尾地域の自然環境保護と林業・農業の
振興について】

川町のスポーツパーク建設計画は、平成
25 年 12 月の市議会で、建設促進の請願が

川町にスポーツパークの建設計画があ

採択されている。しかし、事業者は事前相

るが、この計画は産業の発展にも自然環境 談の段階で市民への説明会等は行ったが、
を守るという点でも役に立たないので、市 説明会で出された意見等にまだしっかり
は許可をすべきではないと思うが、市長の と対応できていないのが現状。今後どのよ
見解はどうか。
3

（川又 秀夫 様） うな形になるか、市も注視している。
この計画は「東京都自然保護条例」に基

づき、都の自然環境保全審議会において まちなみ整備部
様々な議論がされることになる。現状では
先が見えないが、市では、自然環境への配
慮について、しっかりと審査し、適正な指
導を行っていく。

8

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【高尾周辺の自然を生かしたまちづくり
について】

市長答弁要旨

担当所管

高尾山は季節によっては、多くの方が数
珠つなぎで登る光景が見受けられる。たび

高尾山は、世界的に有名な観光地になっ たびメディアにも登場し、都心から１時間
た。年間 300 万人もの観光客や登山客が訪 で行ける自然の宝庫なので、日帰りで行く
れる、都心から近い自然豊かな素晴らしい には最高の場所だと思う。
山だが、現実はオーバーユースで、大変混
雑している。

年間 300 万人とも言われる来山者に、中
心市街地に訪れていただくための様々な

元八王子・恩方・川口・加住などの西部 取り組みを進めている。また、これから京
地域の丘陵には、豊かな自然が多く残され 王電鉄の高尾山口駅の温浴施設や、市の
ている。高尾山に訪れる人たちをリピータ 「高尾 599 ミュージアム」
がオープンする。
4

ーとして、西部地域に呼び込むことが可能

できるだけ長く八王子に留まり、買い物

ではないか。そのためにも西部地域 の などでお金を使っていただくことが地域

産業振興部

山々、丘陵、現在荒れている山に手を入れ の活性化に結びつく。
て、開発の危機にある地域の保全に努めて
ほしい。

高尾登山には多くのハイキングコース

（市川 晶子 様） があり、裏高尾にも良いコースがある。そ
のような魅力あるハイキングコースの動
線上の陣馬山や今熊山などを紹介すると
ともに、高尾周辺にある国史跡八王子城や
市北部の国史跡滝山城など、できるだけ多
くの方に自然とふれあえるようなＰＲを
していく。

【高尾周辺の自然を生かしたまちづくり
について】

開発には様々な手続きが必要になるが、
本計画については、先ほどの回答のとお

川町のスポーツ施設の建設計画予定地 り、現在は事前相談の段階にある。
は、東京都の絶滅危惧種のサンコウチョウ

本市は、本年４月に中核市になり、開発

やオオタカも見られる地域である。また、 の許認可は市が行うことになったが、この
大沢川の源流部で、夏にはたくさんのホタ 計画は「東京都自然保護条例」に基づき、
ルが乱舞する貴重な自然が残されている。 都の自然環境保全審議会において様々な
5

この地に土砂を持ち込み、谷を埋めてサ 議論がされることになる。
ッカーコートや野球場などの施設を造る

地域住民の皆さんが心配されているよ

計画だが、埋め立ててまでスポーツ施設を うな開発なので、市でもしっかりと指導を
造る必要はない。市は、「八王子市環境基 続けていく。
本条例」によって、高尾の素晴らしい自然、
八王子の素晴らしい自然環境を守ってい
くという毅然とした態度を示していただ
きたい。

（市川 晶子 様）

9

環

境

部

まちなみ整備部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【高尾山周辺地域の更なる観光資源の開
発と促進計画について】

市長答弁要旨

担当所管

高尾山を訪れる多くの観光客に、八王子
の様々な魅力ある場所を積極的にＰＲし

高尾山は八王子を代表する観光地であ て、八王子の魅力を感じていただきたいと
り、高尾 599 ミュージアムや山頂のビジタ 考えている。
ーセンターなど、高尾山は情報発信基地に
なると考えている。

８月にオープンする高尾 599 ミュージア
ムでは、高尾山はもちろん、八王子全体の

また、この地域には都立高尾陣馬自然公 様々な観光資源も積極的にＰＲしていく。
園があり、影信山や陣馬山、入浴宿泊がで また、本年４月に高尾山口駅にオープンし
きる夕やけ小やけふれあいの里、国の史跡 た観光案内所でも、八王子のパンフレット
6

で日本の城 100 選にも選ばれた八王子城 を置き、特産品の販売など、高尾山を訪れ
跡がある。その周辺には日影沢林道、滝ノ た観光客に、八王子全体の様々な資源をＰ
沢林道、坂東林道、明王林道など、多くの Ｒしている。
魅力ある観光資源がある。これらの林道

産 業 振 興 部
生涯学習スポーツ部

近年、トレイルランニングの競技人口が

を、影響のない範囲で、積極的に登山道と 増えており、高尾山でも本年 12 月に第１
して整備・活用できないだろうか。

回の大会を開く予定で、現在準備を進めて

変化に富んだ山登りや家族連れのハイ いる。多くの方に出場していただき、今後
キングのルートとして、また、最近では高 も定期的に開催していきたい。
尾山で走る人がいて、トレイルランニング
のコースにも利用できる。
（坂本 為昭 様）
【高尾山周辺地域の更なる観光資源の開
発と促進計画について】

小仏信号所は、複線化と電化によって駅
はなくなり、バスに切り替わったと聞いて

中央線には昔、旧小仏信号所があった。 いる。新駅の設置をＪＲに要請した場合、
それを駅として再活用できないか。
甲州街道に沿って走る中央線は、昭和

費用を全て市が負担しなければならない
ので、実現できないと考えている。

39 年頃まで単線だったが、列車の本数を

現在、裏高尾ではバスが運行されている

増やすために区間の長い浅川駅と与瀬の

が、バス事業者によると、京王高尾山口駅

間に小仏信号所を設置して、安全を確保し に建設中の温浴施設がこの秋にオープン
7

ていた。

する時期に合わせ、小仏と高尾山口を結ぶ 都 市 計 画 部

現在は複線化されたが、観光資源の開

路線、または高尾山口駅と中心市街地を結

発・促進のため、旧小仏信号所の跡地を再 ぶ路線の新設を検討しているとのこと。
活用して、仮の小仏駅を作ることを提案す

新路線の運行によって、今後、多くの方

る。中央線より西の陣馬、夕やけ小やけふ にこの地域を訪れていただけると期待し
れあいの里、八王子城跡へ行く人たちの足 ている。
となり、東京から直接来て、降りればすぐ

高尾山は本市の核となる観光資源。この

に山へ行ける。高尾への集中を分散化でき 集客力を活かし、多くの方に市内にも回遊
るのではないか。

（坂本 為昭 様） していただけるよう、施策を行っていく。

10

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【高尾駅南北自由通路及び新駅舎の計画
について】

市長答弁要旨

担当所管

高尾駅南北自由通路整備及び北口駅前
広場整備については、平成 26 年 6 月、本

高尾駅南北自由連絡通路の整備は、市民 市とＪＲ、京王電鉄の三者で協定を締結
にとって長年の懸案。多くの市民が、早期 し、現在、詳細な設計作業を進めている。
の工事着工と完成を心待ちにしている。

できるだけ早い着工、完成を目指したい

高尾駅は、首都東京の西の玄関口であ が、線路上の工事となり、夜間の電車が通
り、外国人も多く訪れる観光名所の高尾 っていない時間の工事となるため、通常の
山、多摩御陵への起点として重要。魅力あ 工事よりも時間がかかってしまう。南北自
ふれるまちづくりをお願いしたい。

由通路は 28 年度に工事着工予定、完成は

高尾駅舎及び南北自由通路の建設にあ 32 年度を目指している。
8

たっては、周辺の北口駅前広場の開発と合

北口駅前広場は、南北自由通路より１年 拠 点 整 備 部

わせ、さらに総合的かつ多角的に検討を加 後の、33 年度の完成を目指している。
えていただきたい。駅舎及び南北自由通路

中核市になり条例を制定したので、景観

のデザインは、利便性はもちろんのこと、 の点でも高尾をイメージできるような統
自然との調和を損なわない景観を第一に、 一感を持たせた駅舎、駅前広場にしていき
さらに上品でモダンなものになることを たい。
希望する。

地域の皆さんを始め、地権者の皆さんに

また、利用者にわかりやすく、使いやす もできるだけ早い段階で示していきたい
い施設にしてほしい。 （吉沢 清志 様） ので、もうししばらくお待ちいただきた
い。
【高尾駅南口歩道橋設置と歩道整備につ
いて】

東浅川小学校の土地の高低差を活用し
ての横断歩道橋の設置については、地元の

現在、町田街道の拡幅工事が進んでいる 地区連合会からも同様の要望をいただい
が、高尾駅南口から続く歩道の、市立東浅 ている。設置には、土地所有者の了解が必
川小学校前北西の角にある町田街道の上 要で、学校用地も削減される。
に横断歩道橋を設置してほしい。
9

現在、町田街道の拡幅工事が進行してお

信号があるが、自転車利用者には不便で り、構造的な検討も行う必要がある。
ある。ぜひ、道路を自転車で通れるように
してほしい。

さらに、周辺の開発状況を考慮して、歩

（森林 幸治 様） 行者が分散するような整備が必要になる
ので、直ちに結論は出ないが、今後、検討
していく。

11

都 市 計 画 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【高尾駅南口歩道橋設置と歩道整備につ
いて】

市長答弁要旨

担当所管

ご指摘の場所の歩道の改良については、
市でも課題として認識している。

沖電気の跡地に大和ハウスが大規模な

この歩道整備については、平成 28 年度

住宅を建設中である。完成すると、歩行者 に詳細設計を行い、29 年度に工事に着手
が多くなるので、その点を考慮してほし し、計画的にバリアフリー化を含む整備を
い。また、現在、八王子消防署浅川出張所 行う。
10

の前を工事しているが、大規模なホームセ

ご指摘のあった、歩道にせり出した部分

ンターがオープンする予定である。消防署 の改良は難しいかもしれないが、対応を検

道 路 交 通 部

の横から高尾駅南口へ行く道路が非常に 討して回答する。
狭い。特に、京王線の橋脚が道路に出てい ≪後日回答≫
る箇所が、極端に狭くなっている。
ぜひ、現場を一度見ていただきたい。

橋脚部は、反射テープを貼り短期的な安
全対策を行った。全体整備の中で対策を行

（森林 幸治 様） っていく。
【金比羅山についての質問と要望】

金比羅山は、本市が公有地化したので、

上宿町会・中宿町会の共同で提案する。 現在の自然をしっかり守って保全してい
金比羅山は、自然公園として保全を進める きたい。基本的に自然の緑地としての維持
と聞いているが、山頂の木が高くなり過ぎ 管理が前提となるので、伐採は最小限にと
て、山際の住宅が日陰になり、生活に大変 どめたい。
支障を来している。中宿町会では、以前の
11

日照の問題は大変難しく、自然環境保全

山の所有者に、数年前から何度となく話し 団体からの意見もある。
合いをしたそうだが、伐採してもらえなか

安全面で緊急性のある木については間

った。木を守ってほしいという意見もある 伐していきたい。基本的には現在の自然を
ので、高い木を伐採して低木を植えるよう そのまま残したいので、ご理解願いたい。
工夫してほしい。
（塚原 稔 様）

12

環

境

部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【地域の生活安全確保及び地域の活性化
について】

市長答弁要旨

担当所管

大規模スーパーやマンションなどがで
きると、周辺を多くの車が通行する。民間

沖電気の跡地の大規模マンションと商

開発の場合、交通関係の処理については、

業施設や、消防署の前の都有地の大規模な 事業者、市、都、警視庁と協議をしながら
ホームセンターの建設が進行している。

事業を進めていくので、駐車場の台数を減

完成すると、通行車両で町田街道はさら らすことは難しい。事業者も周辺住民の皆
に渋滞する。通常の安全な生活が送れるの さんに配慮して、様々な機会を通じて説明
かなど、多くの近隣住民が心配している。 責任を果たしていると思うが、スムーズに
12

そこで、両店舗の駐車場の台数を半減さ 車が通行できるよう、市もしっかり指導し
せてはどうか。道幅の狭い現地周辺に大量 ていく。消防署前は毎日、朝夕のピーク時

都 市 計 画 部

の車が出入りするようになった場合、本当 にはかなり渋滞しており、現在、東京都が
に安全が保てるのだろうか。立川市には、 拡幅工事をしている。また、高尾山インタ
駐車場のない大型店舗が営業している例
もある。

ーから医療センターを経由して東へ八王

（八木 敏雄 様） 子南バイパスの工事を行っているが、この
工事の進捗によってある程度ネットワー
クができると、もう少し道路も空いてくる
と思う。

【地域の生活安全確保及び地域の活性化
について】

「市長と語る」における、市民の皆さん
のご発言への対応結果については、翌年度

「市長と語る」の過去の記録は、市ホー の開催時に会場で資料としてお配りして
ムページに市民の発言、市長の答弁が掲載 いるが、
『
「市長と語る」の記録』にも掲載
されている。本日の資料には、その後の対 し、市ホームページで公開している。
応結果が配布されているが、ホームページ

そこに市民が評価を書き込めるように

にも対応結果を掲載すれば、市民にとって するのは難しいと思うが、これまでの対応
市政がより身近に感じられると思う。

結果については、市民の皆さんにわかりや

また、ホームページに市民用の様式を用 すく、検索も容易にできるよう、直ちにホ
13

意して、対応結果を市民が評価できるよう ームページの掲載方法を見直し、あらため 総 合 経 営 部
な仕組みにしてはどうか。

て周知していく。

中核市・八王子の市政を「見える化」し
て、市民と行政が一体になって現在・未来
の八王子を良くしたい。
（八木 敏雄 様）

13

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【陵南地区同時開発及び完成後について】

市長答弁要旨

担当所管

東浅川の交差点における朝７時から夜

高尾インターの供用開始後、町田街道の ７時までの 12 時間の交通量調査結果では、
東浅川の交差点が渋滞するようになった

高尾インター開通前の平成 21 年と、開通

ほか、他県ナンバーの車も多く、交通量が 後の 25 年を比較して、平日では約 11％、
増えたと感じている。
14

休日では約９％交通量が減少している。

また、都有地の跡地や沖電気跡地の開発

今後、町田街道の拡幅整備や八王子南バ 都 市 計 画 部

の完成、高尾駅の橋上化によって、ますま イパスが出来れば、現在よりは渋滞が緩和
す人々の往来も増えるだろう。

されるのではないかと考えている。

交通量が増え、深刻さを増している状況
について、市長の考えを聞きたい。
（八木 正広 様）
【陵南地区同時開発及び完成後について】

現在、事業者があらゆる方面にＰＲして

沖電気跡地の大規模開発では、販売業者 いる。近くにエスフォルタアリーナ八王子
が沿線市の駅で広告を配り、八王子の魅力 があること、高尾山が近いこと、始発で東
をＰＲしている。市外からも多くの人が転 京方面へ行けることは大きなメリットだ
15

入してくるので、
「八王子の魅力」を伝え と思う。他にも高尾駅の橋上化や駅前広場
ていきたい。また、東浅川には素晴らしい 整備も宣伝材料になっている。
町会がある。このような魅力があることを

市民活動推進部

市でも、八王子の様々な魅力ある資源な

市も伝えていただきたい。市はどのような どを積極的にＰＲして、八王子に愛着を持
方法で市外からの転入者に伝え、迎え入れ っていただけるように働きかけていく。
るのか。

（八木 正広 様）

【陵南地区同時開発及び完成後について】

安全対策のため設置された連絡会には、

工事が進む中、子どもたちの安全確保に 青少年対策地区委員をはじめ町会・自治
向け、
「陵南地区大規模開発安全対策連絡 会、事業者に市も加わり、定期的に会議を
会」を作った。

開催している。

ショッピングセンター完成後は、近隣地

工事中は様々な状況の変化があるので、

域から人が訪れ、車の往来が増えると思わ できるかぎり市としても対応していく。
れる。そこで懸念するのは子どもたちのこ
16

また、完成後も長期的に子どもたちを見

とである。関連する関係各所、行政、地域 守っていかなければならないので、市だけ
の方々、私たち（陵南地区青少年対策地区 ではなく、青少対をはじめ、地域の皆さん
委員会）を含めて協議会を設置し、今後も 方の見守りが今後も重要になる。
継続して子どもたちを見守っていく必要
があるのではないか。

他の地域では、協議会のようなかたちで
様々な情報交換をしながら、子どもたちの

（八木 正広 様） 見守りなどを行っている。地域で協議会を
立ち上げていただき、市も情報提供やサポ
ートをして、子どもたちの見守り環境を整
備していきたい。

14

生 活 安 全 部
子ども家庭部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【高尾周辺を自然と文化のミュージアム
シティに】

市長答弁要旨

担当所管

ご指摘のとおり、高尾は多くの遺跡や資
産があって魅力満載のまちである。また、

浅川地区には、高尾山だけでなく、初沢 八王子全体でも魅力ある様々な資源があ
山や金比羅山など豊かな自然が多く残っ

る。高尾山口に開設した観光案内所や、８

ている。周辺には、身近な史跡や遺産が多 月にオープンする高尾 599 ミュージアムな
くある。裏高尾の木下沢には、明治時代に どの拠点を活用して情報を発信していく。
は水力発電所があったと聞いている。水力

ご提案のあったエコミュージアムは、地

発電や、林業など、間伐材を生かしたバイ 域住民の皆さんの参加によって成り立つ
オマスエネルギーなどの面でも、とても可 ものだと思う。地域の自然、文化、歴史遺
能性のある地域だと思う。

産などを活かしながら、参加することによ

自然と文化、再生可能のエネルギーも含 って、その地域により愛着を持っていただ 産 業 振 興 部
めて、地域全体のエコミュージアム構想の くことにつながっていく。
17

ようなものを高尾周辺で作ったら、全国に
誇れるまちづくりにつながるのではない

市としてエコミュージアムを推進する 生涯学習スポーツ部
というのは難しいが、市内にある多くの歴

か。市には町会・自治会、様々な市民活動 史遺産などの資源を活かして、多くの方に 市史編さん室
団体、地域とともに話を進めながら、この 知ってもらえるような取り組みをしてい
ような構想を進めていただくことを望む。 く。
（奥田 さが子 様）

市では、現在、市制 100 周年事業として
市史編さんを進めている。既に「由木の民
俗」と「恩方の民俗」を発刊しているが、
この地域の古くからの歴史や様々な情報
をまとめた「浅川の民俗」を６月１日に発
刊する。これらもＰＲして、浅川・高尾の
良さを、市民をはじめ市の内外ともに多く
の方に発信していく。

15

メインテーマ

「加住・滝山周辺の地域づくり」

【北部・西部地域】
案件
番号

平成 27 年５月 30 日（加住市民センター）

意見・要望等要旨 （発言者）

市長答弁要旨

【イオンモールの開業について】

①現時点で着工の時期等の情報は市に寄

①中央自動車道八王子インター北地区の

せられていないが、敷地面積 94,300 ㎡、

イオンモールの開業に伴う交通量の増加

地上５階建ての商業施設と地上３階建の

担当所管

見通しや、交通網の整備状況について、地 立体駐車場が建設される予定。
開業によっ
域住民の安全確保の視点から、説明してほ て増加する交通量は、１日あたり平日約
しい。

15,000 台、休日約 18,000 台が見込まれる。

②イオンモールの施設内に児童・生徒の作

交通利便性の高い地域であり、
増加する

品を展示したり、施設の見学をさせたり、 交通量への対策として、交差点の新設・改
あるいは中学生の職場体験を受け入れて
ほしい。

良、付加車線の設置などの道路改良を事業

（高橋 清一 様） 者が行う。また、周辺にお住まいの皆さん
の生活環境の保全対策として、
広範囲に交
通誘導員を配置するなど、
関係者と協議を

18

進めていく。
開業の際には、近隣の小中学校長に対
し、通学時の安全確保について注意喚起を
行い、
児童・生徒が安全に通学できるよう、
各学校で交通安全指導を徹底する。
②学校教育への協力については、イオンと
本市との間で、
地域連携に関する協定を結
ぶ予定。教育分野のほか、災害・環境・地
域振興等、
地域連携に資する様々な分野に
関する内容の協定になると思う。ご提案い
ただいた小中学生の施設見学や、中学生の
職場体験などに対応できるよう、イオンに
働きかけていく。

16

拠 点 整 備 部
学 校 教 育 部

案件
番号

意見・要望等要旨 （発言者）
【杏林大学の移転について】

市長答弁要旨

担当所管

杏林大学は平成 28 年４月に移転する

通学バスの確保について、今後、杏林大 が、現時点では、跡地利用の具体的な話は
学の移転に伴い、特に拝島方面からのバス 公表されていない。
運動場は部活などで引
便に変更があった場合、通学への重大な影 き続き利用されると思うが、普段は学生が
響が懸念される。

使わなくなるのでバス路線に影響が出る。

また、戸吹方面からのバス便のダイヤ改
19

バス便の減少によって、
高月から乗車す 都 市 計 画 部

正があり、このところ常時、登校時間に遅 る子どもたち約 20 人にできるだけ影響が
れが生じている。現在、学校・保護者・地 出ないよう、バス事業者と調整する。
域が連携して努力しているところだが、市
にも協力をお願いしたい。

学 校 教 育 部

ダイヤ改正によるバス便の時刻変更に
伴う登校時間の取扱いについては、
学校側

（高橋 清一 様） から教育委員会に話がなかったようだが、
これから調整させていただき、
可能であれ
ば登校時刻を変更したい。
【消防団の補助要員について】

現在、消防団員はサラリーマン化が進

昨今、消防団員はサラリーマンが大半を み、本市の場合、
団員 1,400 名のうち、65％
占めており、平日の昼間に団員が集まるこ がサラリーマンという状況。
とが難しいのが現状である。

消防団ＯＢの皆さんは、
豊富な知識や経

そこで、消防団ＯＢの方に補助要員とし 験があるので、
しっかりした対応ができる
て活動してもらうことができないか。
20

と思う。この方々にご活躍いただくため

大きな災害が起きた時にも、各地にある に、市としては安全管理や被害・事故に対
自主防災組織と連携すれば、活動範囲はか する補償問題などの課題への対応、
現役団

生 活 安 全 部

なり広がると思う。 （荻島 邦治 様） 員と同様の訓練や研修が必要になる。
消防団ＯＢの皆さんは自主防災組織に
も入り、地域で積極的に活動している。
消防団も高齢化が進み、
団員確保が困難
な状況だが、ＯＢの皆さんにご支援をいた
だき、消防団員の確保を進めていく。
【イオン開業後の渋滞対策について】

開業に伴い、多くの車が流入してくるの

イオンの開業後、ひよどり山トンネルを で、渋滞が発生しないよう、交差点の新設
超えた北側は、特に渋滞するのではないか や道路改良など、事業者に指導していく。
と思う。
21

また、生活道路に車が流入しないよう、

市ではその対策を考えているのか。

広範囲に交通誘導員を配置する等、
関係者

（荻島 邦治 様） と協議していく。近隣の皆さんに迷惑が及
ばないように、引き続き対策していく。

17

拠 点 整 備 部

案件
番号

意見・要望等要旨 （発言者）
【多摩川右岸の散歩道の整備について】

市長答弁要旨

担当所管

多摩川は一級河川なので、
拝島橋から下

多摩川の八王子側、高月町から小宮町ま 流についても、
国土交通省の京浜河川事務
での間の歩道を整備してほしい。

所が管理している。拝島橋から下流は、国

この間の歩道周辺は暗いだけでなく、サ の「多摩川河川環境管理計画」
において「生
ッカーグラウンドや野球場周辺では、車２ 態系保持空間」
という区域指定がされてお
台すれ違うにも危険な道路で、歩行者には り、国としては現状のまま保全し、整備を
とても危険な箇所である。
また、拝島橋の両脇は、夏になると緑が

しない方針になっている。
拝島橋から上流の滝ガ原グラウンドに

ジャングルのように生い茂り、どちらも抜 続く一直線の道は、車がすれ違う際、歩行
けられないような状態になる。将来的に、 者や自転車にとって非常に危険な場所だ
北部の加住・滝山周辺から日野まで自転車 と認識している。河川区域内の道路なの
で快適に走れるように環境整備してほし

で、整備は難しいが、現状の「スピード注

い。昭島市の土地なので難しいかもしれな 意」の看板が古くなり、注意書きがよく見
22

いが、情報交換しながら、歩行者が安全に えなくなっているので、
注意喚起を促す看
通れる道に整備していただきたい。
（原田 満雄 様）

板を設置する。
滝ガ原グラウンドは両側に野球場があ
り、子どもたちが頻繁に往来するので、現
在、市では、野球場内の道をクランク状に
して、
車がスピードを出せないようにする
よう、京浜河川事務所に提案している。
また、
グラウンドの拡張やサッカー場の
新設要望を含め、滝ガ原運動場全体の整
備・管理も含め、京浜河川事務所に要望し
ている。実現については、現状では、先が
見えないが、現在のところ市としては、こ
のような動きをしているので、
ご理解願い
たい。

18

生涯学習スポーツ部

案件
番号

意見・要望等要旨 （発言者）
【農業振興について】

市長答弁要旨

担当所管

本市は耕地面積、農業生産額が都内で最

市内の農業の現状を見ると、高齢化や後 も多い。本市に限らず、全国的に後継者問
継者問題、あるいは耕作放棄地などの心配 題、高齢化、耕作放棄地や遊休農地の増加
ごとがあるのが実情である。このような中 が大きな課題になっている。
で、市はどのように農業振興を進めていく

市では、販路を拡大する目的で、「道の

のか、教えてほしい。 （石川 耕平 様） 駅八王子滝山」を平成 19 年４月に開設し
た。組合員も増え、地域の農業振興に大き
くつながっていると思う。
先日、関東の道の駅の総会があったが、
「道の駅八王子滝山」の売上げ、来場者数
はトップクラス。来場者数は毎年 100 万人
を記録。売上も年間 10 億円で、日本全国
1,000 以上の道の駅の中でも上位にラン
クされている。
今後も八王子の生産物が道の駅で売れ
るよう、支援していく。
農業後継者の問題については、市では
23 年に「農業塾」を開講。毎年 18 人が入
塾し、２年間プロから講習を受ける。卒業
23

後はそれぞれ農業に関わる方も多い。
本年４月には、新たに第５期生の 18 人
が加わった。これらの方々が農業を続けて
いけるよう、支援していく。
市内には市街化調整区域内に遊休農地
が存在しており、遊休農地対策として、26
年に「農地バンク制度」を立ち上げた。
これは、遊休農地の所有者、農地を利用
したい方に登録していただき、
両者のマッ
チングを行う制度。
現在のところ、
面積要件などで折り合わ
ないこともあり、マッチングに結びついて
いないが、遊休農地の解消を進めていく。
これらの取り組みを通じて、八王子の農
業生産高は今後も伸びていくと考えてい
る。
農業は本市の産業の大きな柱と位置付
けており、これらの支援を通じて、引き続
き農業振興を進めていく。

19

産業振興部

案件
番号

意見・要望等要旨 （発言者）
【滝山の観光について】

市長答弁要旨

担当所管

市では平成 25 年に、
「滝山観光検討会」

本年３月、市が設置した滝山観光のため を立ち上げた。検討会の構想を踏まえ、27
の駐車場がオープンした。これで滝山観光 年度は、滝山の観光資源の魅力について、
が伸びていくと考える。

市内外に広く情報発信して、観光客の誘致

国定史跡滝山公園は、遺構状態が大変良 に結びつけるため、国の「地方創生事業先
く、歴史文化財と四季折々の豊かな自然が 行型」の補助金を活用。まずは観光客を迎
存在している。これらを上手に工夫して見 え入れる環境整備に向けた事業を展開し
せれば、もっと多くの観光客が誘致できる ている。
のではないか。
24

具体的には、旧滝山荘の再活用による来

そこで、行政と民間が協力しあえる組織 訪者の受け入れ環境の整備や、
観光ガイド
づくりや、現在ある、滝山城跡ガイドへの の充実、スマートフォンやタブレット携帯
補助など、観光客の受け入れ環境を強化す で楽しめる滝山城跡アプリの開発を委託
る積極的な事業展開をしてほしい。
（西山 富保 様）

しているところ。
本年３月に完成した滝山観光のための
駐車場は、
花見のシーズン以降は利用が減
るかと心配したが、
城跡の見学者も予想よ
り多く、今後も、滝山城跡の迎え入れ環境
のさらなる充実を視野に入れながら、滝山
観光振興を進めていく。

20

産業振興部

案件
番号

意見・要望等要旨 （発言者）
【都市緑化フェアについて】
市は、平成 29 年に市制 100 周年を迎え

市長答弁要旨

担当所管

「全国都市緑化フェア」は、毎年日本各
地で開催されている、歴史・伝統ある国内

るが、これを契機に「全国都市緑化フェア」 最大級の花と緑の祭典である。
今年度は愛
を誘致すると聞いている。メイン会場は、 知県、
平成 28 年度は横浜市で開催される。
富士森公園だが、サブ会場の一つに道の駅
八王子滝山が予定されていると聞いた。
しかし、
「道の駅八王子滝山」の駐車場

現在、
市では市制 100 周年記念事業の中
心的な事業として、
「全国都市緑化フェア」
の開催検討を進めているが、誘致はほぼ決

は狭く、通常でも車が一杯になってしまう 定している。
（注：平成 27 年７月 31 日、国土
状況である。

交通大臣が八王子市の開催に同意。開催が決定）

そこで、滝山観光と合わせ、滝山城跡全

27 年度内に基本構想、基本計画の策定

体をサブ会場として、都市緑化フェアを開 を進め、実行委員会を設置する。（注：「基
催してはどうか。
25

（大澤 敬之 様） 本構想（案）」への市民意見の募集「パブリック
コメント」を経て策定した「全国都市緑化はちお
うじフェア基本構想」を巻末に掲載）

富士森公園をメイン会場として、
各地域
でもフェアを盛り上げていく。
この北部地
域の会場は、「道の駅八王子滝山」に決定
している。
「滝山城跡をサブ会場に」
とのご提案に
ついては、
多くの方が「道の駅八王子滝山」
に訪れ、また、滝山城跡に登っていただけ
るような取り組みを進め、
市の内外からこ
の北部地域に足を運んでいただけるよう
な緑化フェアにしていく。

21

都市緑化フェア推進室

案件
番号

意見・要望等要旨 （発言者）
【新滝山街道沿道の土地利用計画につい
て】

市長答弁要旨

担当所管

本市は、平成 27 年３月に公表した都市
計画マスタープラン
「都市づくりビジョン

平成 25 年３月に新滝山街道が全線開通 八王子」において、加住町、宮下町、戸吹
した。市は、新滝山街道沿道の土地利用の 町の新滝山街道沿道の一部の地域づくり
計画等について、どのように考えているの の方針として、
「製造業や物流などを中心
か。

に、地域経済の活性化や職住近接に資する

沿道周辺には、都有地が多くあるので、 産業系土地利用」の方向性を示したとこ
それらの土地の有効利用について、市は東 ろ。これらの企業の立地を支援するため、
26

京都に提言すべきではないか。

市の「企業立地支援条例」の対象地域にも

（遠藤 一男 様） 指定した。
また、加住町から宮下町にかけては、広
大な都有地があるが、
民有地が点在してい
るので、本市が土地利用を考え、方針を示
して東京都と調整していく。
都市計画の用途変更や土地区画整備事
業の実施には時間を要するが、
新滝山街道
沿道周辺の土地利用を有効に図っていき
たい。

22

都 市 計 画 部

メインテーマ

「北野周辺の地域づくり」

【東部・東南部地域】
案件
番号

平成 27 年６月 20 日（北野市民センター）

意見・要望等要旨

（発言者）

【大林寺墓地建設反対について】

市長答弁要旨

担当所管

この請願は、八王子市議会でも採択され

平成 17 年７月に絹ヶ丘１丁目の隣地へ ている。地元住民の皆さんにとっては環境
の大林寺による墓地の開発、建設計画が の悪化につながるので、皆さんの思いは尊
発表され、下柚木 1950 番地に墓地建設の 重しなければならない。
看板が立てられた。私たちは、絹ヶ丘１

この間、裁判等があったが、大林寺には

丁目を中心として請願の署名を募り、市 住民の皆さんにしっかりと説明するよう、
議会に「大林寺による大規模墓地建設計 市の担当所管から話をしている。
画の中止を求める請願」を提出。この請

その後、現在まで動きがなく、長期間、

願は 22 年３月５日に議決され、採択され この問題は続いている状況だが、建設計画
た。

が本市の条例（「墓地等の経営の許可等に

大林寺側は住民との協議が終わってい 関する条例」）に適合しなければ、当然、
ない中、同年２月に「協議終了認定申立 却下となる。
27

書」及び「墓地経営許可申請書」を市の

大林寺から計画が提出された場合、寺側

保健所に提出した。しかし、保健所は同 は、住民の皆さんの理解が得られるように
４月 30 日付、手続き不備を理由に申請を 努力することが必要。
却下した。

この場所は、自然環境の良い、広大な場

その後、大林寺は、八王子市に対し行 所である。市では今後も地域住民の皆さん
政訴訟を起こしたが、23 年３月 24 日、東 の思いをしっかりと受け止め、指導してい
京地裁から「申請手続き不備を理由にし く。
た申請却下処分は適法」との判決が出て、
寺側の敗訴となった。
この結果を踏まえ、黒須前市長に墓地
建設について問うと「墓地建設は反対」
との答えがあった。石森市長はどのよう
に考えているか。

（西原 俊一 様）
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健

康

部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【市ホームページからの連絡方法につい
て】

市長答弁要旨

担当所管

市では、情報漏えいの危険など、セキュ
リティ上の理由から、現在、ホームページ

私は町会長を９年務めており、市の各 上には各課のアドレスを掲載していない。
課に連絡することが多い。市のホームペ 掲載している自治体もあるが、大量のメー
ージには各課の電話番号とＦＡＸ番号は ルを送り付けられるなどの迷惑行為に利
掲載されているが、仕事のため、平日の 用されてしまう恐れや、送られてきたメー
昼間に市に電話をかけることができない ルからウイルス感染する恐れがある。
ので、各課のＥメールアドレスを市ホー
ムページに掲載してほしい。

市ホームページのトップページ左下に、
ご意見・ご提案をいただく「市政への提

（江頭 和昭 様） 言」、あるいは各ページ下部にある担当課

28

への問い合わせフォームを、市民の皆さん

行財政改革部

には利用していただいている。
町会長の皆さんは、市の様々な部署との
やり取りがあるので、これらの部署のメー
ルアドレスを一覧にしてお示しするなど、
至急、対応を検討する。
市ホームページは、市制 100 周年に合わ
せて、平成 29 年１月にリニューアルする
予定。今後も市民の皆さんが使いやすいホ
ームページになるよう努める。
【打越町旭ケ丘団地北斜面から梅洞寺正

本件は、長年にわたる地域の懸案事項だ

門前経由北野街道へ通じる公道開設のお ということを市でも十分承知している。三
願い】

者の民有地なので、なかなか調整がつかな

打越町旭ケ丘団地北斜面から梅洞寺正 いが、市は、地元町会にもご協力いただき、
門前経由北野街道へ通じる道は、三人の 私道を移管して順次、所有権を市に移して
地主間の土地の境界が未確定のまま調整 いる状況。まだ解決に至っていない場所が
がつかず、52 年間公道ができない状況が 残っているが、担当者に、市道に隣接する
29

続いている。

地権者を直接訪問させ、問題解決に向けて 道 路 交 通 部

しかし、最近になって当事者間に境界 調整を図っている。
画定に向けた動きがあったと聞いてい

土地の境界が原因なので、しばらく時間

る。長年の課題の解決に向け、市には、 を要するが、市としても地域の皆さんの長
これらの地主に話し合いの機会を提供し 年にわたる思いをしっかりと受け止め、課
てほしいが、市はどのような方法で対処 題解決に向けて取り組んでいく。
していこうと考えているのか。
（山部 清一 様）
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【八王子の農業の未来について】

市長答弁要旨

担当所管

現在、国は農協改革を進めており、法改

八王子の農業で一番の問題は後継者問 正も行われる。その一方で、国は本年４月
題、高齢化問題だと思う。八王子市はど に「都市農業振興基本法」を制定し、都市
のようにしていくのかが、私には見えな 農業の振興を国や自治体の責務と定め、基
い。日野市では国の「都市農業振興基本 本計画を策定している。
法」の情報を市独自で発信したり、農協

本市では、平成 28 年４月から新たな「農

や東京都も関わって取り組んでいるが、 業振興計画」がスタートする。後継者不足
八王子市はそのような情報発信をしてい や高齢化は、都市農業に限らず、どの地域
るのか。

でも大きな課題だが、本市では、後継者は

市の農業塾、農地バンクなどの制度で、 育っていると思う。郊外の、ある程度限ら
人は動いているのか。農家自身が立ち上 れた農家ではあるが、若い方が頑張ってお
がるような施策をすることが大事だと思 り、今後も支援していく。
う。行政として、見える市民サービスを
進めてほしい。
30

「道の駅八王子滝山」は、現在も順調に
毎年売上が 10 億円あり、100 万人の方が

「道の駅八王子滝山」や「ねぎぼうず」 訪れている。周辺の農家の方にとっては、
があるが、毎日、農家自身が納品・片付 道の駅ができたことで農業への意欲が湧
けで往復するなど、制度や箱物を作った いてきたという方が多く、販売は組合の皆
だけで、現実的にはシステムが見えない。 さんが行っている。指定管理者を通じて、
市には、こうしたシステムづくりをお願 できるだけ多くのお客さんが訪れる支援
いしたい。

もしていく。

また、日本全国では、114 件の農業体験

「ねぎぼうず」も同じ指定管理者が運営

農園の取り組みが行われているが、八王 しているが、道の駅同様、多くの方が訪れ
子市ではまだ私１人だけ。日野市では、 ている。
農家自身が取り組みを進められるよう働

本市の耕地面積や農業生産高は都内１

きかけている。同様の取り組みを八王子 位を誇り、産業の１つの大きな柱と考えて
市もしてほしい。

（鈴木 亨 様） いる。引き続き、八王子の農業者の皆さん
が意欲的な取り組みができるように支援
していく。日野市の取り組みなども参考に
していきたい。
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産 業 振 興 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【北野駅北口周辺への交通アクセスにつ
いて】

市長答弁要旨

担当所管

北野駅を境に側道と本線が合流する地
点は、側道から本線に入ってさらに北野駅

国道 16 号線八王子バイパスができたこ 方面に右折しようとすると、２車線をまた
とにより、地域の交通網が東西で区切ら がなければならない道路形状になってい
れてしまった。

る。

打越交差点から側道に入り、北野事務

このような状況は改善したいが、ここは

所横、神社の信号から駅側に入ってくる 合流してからの間隔が短く、構造的に難し
ドライバーはほとんどいない。それは、 い。他には、橋を作って手前で右折するよ
側道から２車線分を横切り、３車線目に うな方法が考えられる。現状では解決策が
なる右折ラインに入るには、橋本方面か 見つからないが、一つの検討材料として考
31

ら坂の上のカーブを下ってくる車が多 えていく。

都 市 計 画 部

く、合流のための距離が非常に短いから
である。
市は、車が北野駅北口駅前に入りやす
いような措置を検討してほしい。
市は以前、北野駅のことを「東の玄関
口」と言っていたが、現況のままでは、
完全にそうではなくなる。買い物客が、
長沼方面へ迂回しなくても北野駅北口に
入って来られるようにしてほしい。
（前野 修 様）
【北野駅北口周辺への交通アクセスにつ
いて】

八王子バイパスは本年 10 月 30 日に償還
期間が終了し、無料になる。無料になれば

国道 16 号線八王子バイパスの開通当 交通量は増えると思うが、圏央道が開通し
時、片倉台や北野台は、バイパスの出入 たこともあり、以前より交通量が減ってい
口が利用できず、利便性が全くなかった。 るとも聞いている。
生活圏である北野方面には利用できな

地元の片倉台・北野台からバイパスの北

いが、鑓水方面、橋本方面へは乗り入れ 方向に乗り入れるには、ある程度見通しが
32

ができる。このことについて、当時、道 良ければ良いが、ここは本線のスピードが
路公団は「将来は北野方面への出入口を 出る場所なので、危険度が高いと考えてい
開けるが、償還が済むまでは待ってほし る。また、道路の拡幅など、構造的な課題
い」と言っていた。

がある。

乗り入れができれば北野駅付近の右折

地元の皆さんのご意見を聞く必要があ

のための本線への合流の問題も解決す るので、その声が大きくなれば、市でもし
る。本年 10 月末の無料化にあたっては、 っかりと検討していきたい。
ぜひ、団地内にバイパス出入口の設置を
考えてほしい。

（前野 修 様）
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都 市 計 画 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【横浜線下の歩道設置について】

市長答弁要旨

担当所管

横浜線高架下の道路の現状については、

北野駅近辺は、八王子の「東の玄関口」 以前から歩道を設けてほしいという要望
として開発が進められてきた。打越町で を伺っている。ＪＲによると、このトンネ
は、北野駅南口の区画整理事業、横浜線 ルの拡幅は、構造的に不可能とのことであ
の西方面の打越地区区画整理事業が行わ る。既存のトンネルの横に歩行者用のトン
れ、事業完成に至っている。
当初の地区説明会では、メインの９ｍ
道路を作るということで、生活道路が着

ネルを作る案があったようだが、多額の費
用を要するため、現状では難しい。
ご指摘のとおり、以前、開放した時に、

工された。しかし、北野駅南口地区では、 車の事故が多発したため、閉鎖して現在に
横浜線の複線工事の際、高架下に６ｍの
道路が作られたが、区画整理で９ｍの道
33

路を作ると言いながら、未だに歩道がで

至っている。
現状では、この限られた６ｍの幅員の中
に歩道を確保して、一方通行にするような 拠 点 整 備 部

きていない。平成 11 年に部分的に道路を 方法しかないのではないかと考えている。
開放した途端、１か月で交通事故が３件

歩行者専用のスペースを確保するには、も

立て続けに起き、湯殿川を挟んで全３か

う１本トンネルを掘るしか、解決策はない

所を通行止めで閉鎖したまま、学童の通

と考えており、現状では実現は難しいが、

学路なのに放置されたままである。

まずはトンネルの整備に費用がどれくら

一方通行ではなく、当初の説明どおり、 いかかるのか、ＪＲと協議の上試算して、
９ｍ道路として整備するか、みなみ野地

検討する。

区の同様のケースのように、トンネルを
作って歩道を整備すべきである。
市はどのように対応するのか、教えて
いただきたい。

（青木 浩 様）

【横浜線下の歩道設置について】

この地域の道路速度制限を管轄する南

北野駅の南口と北口、北野と打越地区、 大沢警察署によると、京王線の北側エリア
京王線を挟んで両脇の地区では、自動車 に比べ、南側エリアは交差する道路の幅員
の規制速度が異なっている。

が広く、隅切りがしっかりされており、視

駅南側の打越地区の車の規制速度は 認性が十分確保されているので、北側は時
40km/h だが、北野側は 30km/h である。
34

速 30km/h、南側は 40km/h の速度規制にな

京王線を挟んで両方面とも生活道路で っているとのこと。
ありながら、車のスピード制限が違うと

40km/h では危険だという地元の皆さん

いうのはおかしいと思う。所轄警察署に のご要望があれば調整できると聞いてい
要望しているが回答がない。市はどのよ るが、回答がないということなので、市で
うに考えるか。

（青木 浩 様） も確認する。
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拠 点 整 備 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

市長答弁要旨

【あったかホールのプールサービス内容

担当所管に確認し、後日、回答する。

変更のお願いについて】

≪後日回答≫

北野のあったかホールのプールの利用

担当所管

あったかホールのプールは、年間８万人

は、現在、200 円の１時間券だけである。 以上の方にご利用いただいている。現状で
１か月券を作ってほしいことを１年以

も、時間帯によっては混雑することがあ

上前から要望しているが、実現していな

り、１か月定期券を導入すると、入場制限

い。他市では１か月券を設定している。

を行うなどのサービスの低下を招くこと

プールは様々な階層の、非常に多くの
方々が利用しているので、ぜひ、導入を
35

検討してほしい。
また、利用時間は夏冬を通して、夜 22
時までに延長してほしい。

が予想される。
多くの市民の方に快適にご利用してい
ただくためにも、１か月定期券の発行は現 資 源 循 環 部
在のところ考えていないが、あったかホー
ルをはじめ、プール施設のある東浅川保健

（吉田 治郎兵衛 様） 福祉センターや甲の原体育館が定期的に
開催する会議において、協議していきた
※当日、会場で発言申し込みがあり、会場の参 い。
加者の了解を得て発言。

終了時間を通年で 22 時に延長すること
については、現状で夏季期間以外の夜間の
時間帯の利用者が平均 10 人と少ないこと
から、現在の 21 時までの運営を継続する。
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メインテーマ

「中心市街地の活性化と八王子のまちづくり」

【中央地域】
案件
番号

平成 27 年７月４日（南口総合事務所）
意見・要望等要旨

（発言者）

【青年会の復活について】

市長答弁要旨

担当所管

現在、本市には青年会という組織はな

私は、戦前・戦後を通じて八王子育ち いが、町会によっては青年部という組織
の 88 歳である。
戦前、青年会の活動は盛んだった。戦

があって活動している。
行政が青年会組織を作ることは非常に

後、私自身も青年会に入り、先輩に色々 難しいが、この青年部が少しずつ組織づ
と面倒を見てもらいながら、祭りなどの くりをしながら、若者が色々なかたちで
行事を行ってきた。

活動に関わるような取り組みが大事。若

今後、青年会を盛り上げて、八王子の 者に町会・自治会に加入してもらえるよ
活性化に力を貸していただいてはどう うな支援を、町会・自治会の皆さんと話
か。地元の多くの学生にも青年会に協力 し合っていく。
36

していただき、八王子の発展に尽くして
ほしい。

いちょうホールへの若者の交流の場所 市民活動推進部
の設置については、場所の提供だけでは

そこで、いちょうホールに若者が集ま 若者は集まりづらいので、町会・自治会
る場所を作り、交流できるようなサロン を支援しながら、若者にも加入していた
を作ってはどうか。 （細谷 浩三 様） だき、参加者の増加とともに青年部や青
年会の組織に拡げるような取り組みを支
援していきたい。
若者が仕事以外で地域の方とふれあう
ことは、大変重要なこと。町会・自治会
への支援を通じて、若者にも活動しても
らうような取組みを支援していきたい。
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【ＪＲ中央線を越える野猿街道の陸橋交
通規制について】

市長答弁要旨

担当所管

陸橋北側からの「進入禁止」について
は、
「陸橋周辺の道路幅が狭く、現状のま

ＪＲ中央線の上を通る野猿街道の陸橋 ま相互交通で供用した場合、交通量が増
は、これまで一方通行だったが、平成 22 加して周辺道路の安全性が低下する恐れ
年に相互通行になり、喜んでいた。

があり、一定の交通規制が必要」との判

しかし、三崎町方面（北側）から子安 断から、警察署、地元の皆さん、東京都
町方面（南側）への直進車両の走行が規 公安委員会が協議をして決定した経緯が
制されており、規制標識もわかりにくい。 ある。
37

そのため、標識を見落とした多くの直進

現状の見直しには、南側の税務署の周

車両が、そこで待機している警察官に交 辺道路の拡幅などの状況の変化が必要。

都市計画部

通違反で捕まってしまう状況である。こ まだ先になるが、税務署は明神町に移転
のようなルールを作った市長・警察署長 する予定なので、市では南側の道路の拡
等に、この規制を改善願いたい。

幅を予定している。現時点での規制解除

（伊藤 菊雄 様） は難しい状況だが、交通状況などを十分
考慮した中で安全性と利便性のバランス
を考えながら、少しでも改善が図られる
よう交通管理者である警察や、地域の皆
さんとも引き続き協議を行っていく。
【ＪＲ中央線の八王子駅から高尾駅間の
踏切について】

ＪＲ八王子駅から高尾駅間の 19 か所
の交差部のうち、歩行者用を含め 13 か所

ＪＲ八王子駅から高尾駅間は平面踏切 が平面踏切である。踏切の安全対策は、
が多い。子どもたちにとって、非常に危 東京都が「踏切対策基本方針」を策定し、
険な平面踏切ばかりなので、安心して渡 これに基づき、都とＪＲが対策を実施し
れるような踏切に改善願いたい。
（伊藤 菊雄 様）

ている。
都はこの基本方針において「平成 37 年
度までに重点的に対策を実施、検討すべ
き踏切」を「重点踏切」と指定しており、
19 か所のうち、６か所が「重点踏切」に

38

指定されている。
中央線の踏切を安全に横断できるよう
にすることは、南北の一体的なまちづく
りを進めていく点でも重要だと考えてい
る。今後も機会をとらえて、都とＪＲに
要望していく。
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都市計画部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【市街地の活性化について】

市長答弁要旨

担当所管

サ高住の整備や運営は、民間の事業者

先月、国土交通省の「※有識者会議」 が行っている。本市は、中核市移行によ
がサービス付き高齢者住宅（以下、
「※サ り、サ高住の登録事務、監督事務を担っ
高住」
）の誘導に関して、従来、郊外の土 ており、事業者からの事前相談も受け付
地の安いところに誘導することが多かっ けているほか、整備のための国や東京都
たが、
「今後は市街地に誘導するように」 の補助制度の情報も提供している。
という提案をしている。これを受けて、

整備には、一定の面積、設備、バリア

八王子駅近辺の活性化として、駅近辺に フリー構造、サービス内容などの基準が
39

サ高住を誘導してはどうか。

ある。既存の空きビルをサ高住として活 まちなみ整備部

（高木 潤一 様） 用するには、これらの基準に適合しなけ
※平成 27 年 4 月「サービス付き高齢者向け住宅
の整備等のあり方に関する検討会中間とりまと

ればならない。
また、土地や家賃が高いことから、現

め」
（国土交通省）と思われる。

状では郊外が中心になっており、八王子

※サ高住「高齢者の居住の安全確保に関する法

駅近辺での整備についても、採算性を含

律」に基づき、生活相談や安否確認、緊急時対

めて事業者の判断になる。

応などのサービスが提供される、高齢者が安心
して生活することができる住宅」のこと。

【市街地の活性化について】

「まちの駅」のように、様々な世代の

商店街の空き店舗を利用して「まちの 地域住民が交流し、地域コミュニティが
駅」を設置してはどうか。

醸成される場を作ることは、中心市街地

「まちの駅」は、人と人との出会いの においても必要だと考えている。平成 27
場、高齢者サークルの発表の場、合唱や 年度から、中心市街地で地元商店街や地
演奏等の発表の場、学生の落語やバンド 域住民のグループが民間事業者と連携
等の発表の場としても楽しめるのではな し、コミュニティスペースや自由に集え
いか。

る広場等の整備を行う事業に対して、整

運営はＮＰＯ法人に委託し、福祉系、 備費用の一部を補助する「中心市街地魅
教育系の学生、高齢者にスタッフに加わ 力づくり支援事業」を実施している。
40

ってもらう。

27 年度は２件を採択し、うち１件は、

法的な緩和措置や、地元金融機関によ 現在、中心市街地の空き家を活用し、コ
る財政的な支援を含め、市が音頭をとっ ミュニティスペースとなる施設の整備を
て進めてほしい。

（高木 潤一 様） 進めている。高齢者や子ども連れなど、
様々な世代が憩えるスペースがオープン
すると聞いている。
市の直営や委託等の手法による運営で
はなく、このような民間の活力による事
業を支援し、連携しながら、まちなかに
憩いのスポットを生み出していきたい。
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拠 点 整 備 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【市街地の活性化について】

市長答弁要旨

担当所管

現在、生涯学習センター主催の市民自

学園都市ホールや生涯学習の市民自由 由講座では、八王子の特色を生かした
講座には、様々なコースがあるが、高齢

様々な講座を開催している。平成 23 年度

者を対象とした「グルメと歴史散歩」の

には八日町や八幡町、中町の老舗や史跡

ようなコースを作ってはどうか。

を巡る「まちなか散策

老舗が語る甲州

その基点として、
「まちの駅」を使い、 街道 今、昔」という講座を開催した。
高齢者を中心とした市街地の活性化づく
りを考えることを提案する。

ご提案を踏まえ、食や歴史など、本市
の様々な地域資源について、現地を巡回

（高木 潤一 様） する講座の実施など、市民の皆さんの要
望に合った、より一層魅力ある講座の充
実に努める。
41

生涯学習スポーツ部

この他にも、学園都市大学の「いちょ
う塾」では、
「大学コンソーシアム八王子」 市民活動推進部
加盟 25 大学等に、専門的な講座を提供し
ていただき、市民の皆さんが身近な場で
学べるよう、ＪＲ八王子駅北口の学園都
市センターを中心に講座を開催してい
る。大学側に、ご提案のような講座を実
施できる人材が確保できるかという課題
はあるが、
「大学コンソーシアム八王子」
にもご提案を伝え、講座内容の充実を図
っていく。
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【ＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺の
バリアフリーについて】

市長答弁要旨

担当所管

新たなまちづくりには、バリアフリー
やユニバーサルデザインの視点が大変重

八王子は東京都の中でも先駆けて、
「障 要だと考えている。
害のある人もない人も安心して暮らせる
まちづくり条例」を制定した。

42

ＪＲ八王子駅北口から京王八王子駅間
のアイロードでは、
「旭町・明神町地区周

今後、この条例をより生かしていくた

辺まちづくり構想」において、誰もが憩

め、ＪＲ八王子駅周辺、京王八王子駅周

える、滞留できるベンチ等の施設を備え

辺を含め、障害者や高齢者、妊婦などの

た「都市型広場」の整備を計画している。

弱者が歩きやすい、買い物がしやすいま

道路の東側に、昭島市に移転した「産

ちづくりをお願いしたい。
例えば、西放射線ユーロードや東放射

業技術研究所」の跡地の広大な空き地が
あり、ここに第一段階として、産業交流

線アイロードに高齢者や障害者など、

拠点等複合施設を整備する。その後、保

色々な人たちが集まれる場所、憩いの場

健所や民有地を含めたアイロードに面し

の設置や、これらの通りにはベンチがな

ている区域に第二段階として、地区開発

いので、50 メートルおきにベンチを設置

を行う。そこにはある程度店舗を集約し、

してほしい。

拠 点 整 備 部

（宮本 一郎 様） 商業施設などを入れる。また、憩いの場
となる、都市型広場を作る予定なので、
ベンチを備えることになると思う。

【ＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺の
バリアフリーについて】
聴覚障害者の方々のために視覚でわか
る情報機器を設置してほしい。
現在は、ＪＲ八王子駅北口前にしかな
いが、健常者にも情報がわかりやすくな
る。また、商店街の広報活動としても活
用できると思うので、検討してほしい。
43

（宮本 一郎 様）

視覚で認識できる情報機器の設置のほ
か、ユニバーサルデザインにより、アイ
ロード周辺の安心歩行エリアに指定され
た路線では、交通管理者と連携してバリ
アフリー化や点字ブロック、音声付き信
号機等が設置されている。また、平成 25
年度には、ＪＲ八王子北口駅前広場に、
バス乗車用の音声付き案内板を設置する
など、音声・視覚ともに配慮して、利便 道 路 交 通 部
性や安全性の向上に努めている。
今後も、改修に合わせて、交通管理者 都 市 計 画 部
である警察署と調整し、検討していく。
また、ユニバーサルデザインの考えに
基づき、バリアフリー化推進に向けて事
業者や関係者と情報交換を行うととも
に、新たに施設整備を行う際には、
「東京
都福祉のまちづくり条例」や、
「八王子市
道路の移動等円滑化の基準に関する条
例」等に基づき、事業を推進していく。
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【弱者にやさしい街づくりを！ベンチが
ほしい！】

市長答弁要旨

担当所管

子安町では、とちの木通りのバリアフ
リー化や六本杉公園の再整備に合わせ

散歩で歩いてみて気がついたが、子安 て、この間の道路改修をするなど、歩行
町はごみが落ちておらず、大変きれいな 環境の改善に努めてきた。また、歩道や
まちである。みんなで自分たちのまちを 路側帯に電柱があって歩きにくい場所
きれいにしている。

は、道路改修の際に、宅地内に移設をお

このまちを歩くことが、高齢化対策に 願いしたり、道路の端に寄せるなどの対
とても良い。しかし、坂道が多く、座る 応をしている。
場所がない。町中を見渡しても、ベンチ
44

歩道は車いすの方や障害のある方も利 道 路 交 通 部

などが１つもなく、バス停にもベンチが 用するので、ベンチを設置するには、道
ないところが多い。ぜひ、子安坂上、万 幅の有効幅を広く取ることが前提にな 都 市 計 画 部
町にベンチをつくってほしい。
（浅野 富子 様）

る。
歩行に支障のある場所への設置は難し
いが、市では、
「八王子駅南口周辺地区ま
ちづくり方針」において、「歩行者が安
心・安全に回遊できる環境づくりを行う」
との方針を示している。ご提案を参考に
しながら、子どもからお年寄りまで歩き
やすい環境づくりを検討する。

【八王子の再開発について】

八王子の魅力は豊かな自然、歴史、文

八王子の拠点開発は、高尾山を中心に 化。このような地域特性を活かしていく
進んでいる。高尾山や木下沢を歩くと、 ことが、これからの八王子にとって重要
業者による開発が進み、下草や雑草、森 だと考えている。
林伐採が起きている。下草といえども昆

本市は「みどりの基本計画」において、

虫の食草であったり、動物の逃げ場であ みどりの将来図を「自然とまちと人を結
ったり、小さい生態系が作られている。 ぶ、『みどりの環境調和都市』」として、
植物の種類も貴重なものがあるかもしれ 「八王子の豊かなみどりと生物多様性の
ない。開発と自然保護という二律背反す 保全に努めていく」こととしている。
45

ることを、どのようにしてこれからクリ

一方で、都市経営の視点からは、市民 環

アしていくのか、専門家の意見を聞きな 生活の利便性の向上あるいは、産業・地
がら進めてほしい。

域経済の活性化に資する整備事業を行っ

（大河原 敏男 様） ていかなければならない。
また、まちのにぎわいを創出し、活性
化することが大変重要になる。
いずれにしても、
「自然との調和のとれ
たまちづくり」が重要になる。八王子が
進むべき道として、しっかりと取り組ん
でいく。
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境

部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【八王子の再開発について】

市長答弁要旨

担当所管

高尾 599 ミュージアムでは、来館者が

間もなく高尾 599 ミュージアムがオー 見て楽しめるように、アクリルに動植物
プンする。市民と行政のコラボレーショ を封印して展示するなど、高尾の魅力を
ンで運営し、市民の誇れる施設になると 感じ取っていただけるように展示する。
考えているが、今後、どのように運営・
管理していくのか。

施設の管理・運営は指定管理者が行う
が、学芸員を配置して監修するほか、地

自然生態系の専門家を入れて、高尾山 域住民の皆さんなどで構成される連絡会
の生態系、環境を保全し、どのようにし を設置して、継続的に意見交換を行って
46

て次世代の子どもたちに引き継いでいく いく予定である。
のか。そのようなメッセージを発信する
ような仕組みづくりを進めてほしい。

多くの観光客、登山客でにぎわう高尾
山について、新鮮な驚きや発見に満ちて、

また、施設内には、同じ内容を展示す 誰もが学び楽しめるミュージアムとして
るのではなく、時代のニーズ、訪館者の 運営していく。その時々に合わせた特別
ニーズによって中身を変えていくことが 展も実施していく。
求められる。そのような仕組みづくりも
進めてほしい。

（大河原 敏男 様）
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産 業 振 興 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【中心市街地の活性化について】

市長答弁要旨

担当所管

本年４月には、高尾山口に観光案内所

近年、高尾山に登山客があふれている。 を開設し、高尾に限らず、八王子の様々
この登山客を八王子の中心市街地へ呼 な魅力を訪れた皆さんに情報発信してい
び込むために、八日町辺りまで格安の循 る。また、新たにオープンする高尾 599
環バスで乗り降りでき、歴史を巡るよう ミュージアムでも、八王子全体の魅力を
にしてはどうか。

発信していく。高尾山を訪れる年間 300

また、着物を着てまちを歩くような、 万人とも言われる来山者に中心市街地へ
川越市のような工夫を真似できないもの 足を向けていただけるように、様々な情
だろうか。

（浅田 実 様） 報を発信していきたい。
高尾山と中心市街地を結ぶバス便の運
行は、大変重要だと考えている。

都 市 計 画 部

バス事業者によると、現在、高尾山口
47

駅と中心市街地を結ぶ新規路線の運行を 産 業 振 興 部
検討しており、実現すれば、高尾山口か
ら市内、中心市街地へ多くの方が訪れる 拠 点 整 備 部
と期待している。
ユーロードでは、本日と明日、夏の風
物市「あさがお市」と「ゆかたで楽しむ
七夕まつり」（第 14 回）が同時開催され
ている。ゆかたを着て、まち歩きを楽し
むイベントとして、すっかり定着してい
る。八王子は織物のまち。このようなイ
ベントを通じて、八王子の良さや歴史も
ＰＲしていく。
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【中心市街地の活性化について】

市長答弁要旨

担当所管

他市との交流については、現在、市で

沖縄県では６月 23 日は「慰霊の日」だ は千人同心の歴史的なつながりのもと、
が、この日は本市の歴史では天正 18 年６ 日光市、苫小牧市と姉妹都市の交流を結
月 23 日、
八王子城が落城した日でもあり、 んでいる。また、北海道の白糠町とは、
本市と沖縄県はつながりがある。

子どもたちが相互に訪問する交流を毎

これらの先人たちの犠牲の上に今日の 年、実施している。
平和があることを思うと、市は、沖縄県

八王子城跡の北条氏のつながりでは、

と何らかの交流があっても良いと思うが 神奈川県小田原市、埼玉県寄居町と交流
いかがか。

（浅田 実 様） しているほか、
「絹の道」のつながりでは、
町田市や相模原市との連携も進めている
ところ。

48

このような交流は、一過性のものでは
なく、歴史、文化、経済、人とのつなが
りが重要。他市との交流は、お互いのま
ちの魅力を高めることにもつながってい

総

務

部

都 市 戦 略 部
生涯学習スポーツ部
産 業 振 興 部

くと考えている。
６月 23 日をもって、本市と沖縄県との
交流や「平和を祈念する日」と結びつけ
るのは難しいが、歴史、文化、経済、人
とのつながりを踏まえ、今後も、様々な
機会を通じて、他市との交流を積極的に
図っていきたい。
【中心市街地の活性化について】

本市には 21 の大学等が立地しており、

八王子には 21 の大学等がある。学生た 学生は八王子にとって、知的な資源だと
ちに催し物や活性化アイデアのコンクー 考えている。また、
「大学コンソーシアム
ルがあれば、彼らが地元に帰った時の参 八王子」には 25 大学等が加盟しており、
考になるのではないか。

学生がまちづくりなどに関する様々な日

（浅田 実 様） 頃の研究成果やアイデアを、本市や企業
に発表する「学生発表会」を毎年 12 月に
49

実施している。
そこでは、
「市政提案部門」もあり、私
が直接、学生からの提案を聞かせていた
だく企画もある。
非常に斬新なアイデアや提案があり、
既に予算化を実現した提案もある。
今後も、若い方に八王子のまちづくり
に関わっていただくような取り組みを進
めていく。
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市民活動推進部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【中心市街地の活性化について】

市長答弁要旨

担当所管

より多くの特別養護老人ホームが整備

都内 23 区では特別養護老人ホームを建 されることによって、雇用や経済効果は、
設するための土地がない。
八王子市が特別養護老人ホームなどを

ある程度期待はできると思う。
しかし、一方で介護事業は、全国的に

誘致すれば、世話する若い人の雇用や経 就労希望者が十分ではなく、介護人材が
済効果も生まれるのではないか。

不足している現状を考えると、人材確保

また、若者と交流できるような工夫を が難しく、サービスの低下につながるこ
すれば、年寄りの多いまちにはならない とも危惧される。
50

と思う。

また、特別養護老人ホームが整備され、 福

経験豊かな老人のパワーも活用される 75 歳以上の後期高齢者が都内から転入し
よう願う。

（浅田 実 様） てきた場合、転入者の医療費は本市が負
担することになる。
その結果、本市の財政的な負担が増え
てしまうことになるので、市がご提案の
ような特別養護老人ホームを誘致するこ
とは、現状では難しい。
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祉

部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【八王子駅前景観等について】

市長答弁要旨

担当所管

本年４月、本市は中核市になり、
「屋外

都市化が進み、八王子が、どこにでも 広告物条例」を施行した。既に平成 23 年
ある、あまり個性や品のないまちになっ 度に「景観条例」を施行しており、市の
てきたと感じている。

「景観計画」では「八王子駅周辺は、本

１つの要因として、無秩序な色や大きさ 市の玄関口に相応しく、にぎわいや活力
の看板の乱立が挙げられる。

を持ち、また、にぎわいの中にも風格が

中核市になって制定された「屋外広告物 感じられるまちなみを形成する」という
条例」
（第９条）では、高さ４ｍ、表面面
積 10 ㎡以上に達する看板は、
「申請」と「管

方針を定めている。
駅北口周辺の屋外広告物の適正化につ

理責任者」が必要になるが、禁止はしてい いては、27 年度中に、この区域の屋外広
ない。その結果、10 ㎡以下であれば申請

告物の実態調査を行う。無許可で設置し

しなくても良いことになる。

ている広告主もいるので、広告主を特定

また、条例施行規則（第 11 条）では、
51 特例として、
「現在、適法に表示・設置さ

し、正規の申請を行うよう指導していく。
ＪＲ八王子駅周辺は、八王子の「顔」 まちなみ整備部

れた看板等は、なお従前の例による」とあ ともいうべき場所。今後、屋外広告物条
り、現在の景観に関しては「変える気がな 例の内容と景観計画との整合性を持たせ
い」との意思が感じられる。
私はＪＲ八王子駅前のチェーン店の大

るため、市民の皆さん、関係権利者、景
観審議会委員などの意見を伺いながら、

きな看板は、なくなってほしいと常々思っ 表示または設置場所、規模、色調などに
ている。中核市として、京都のように「コ ついて、地域特性に応じた屋外広告物の
ンビニはまちが指定した色にする」ことが あり方を検討していく。
可能だと思う。

今後、高尾駅では、橋上駅舎化と合わ

まちの景観についての市長の考えをお
聞かせ願いたい。

せて駅前広場の整備に着手するが、色の

（福山 信一 様） 統一感を持たせるなど、ある程度は規制
しながら、高尾のイメージに合うような
駅舎と駅前広場にしたいと考えている。
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【中心市街地活性化の方策について】

市長答弁要旨

担当所管

「５つの固有資源を中心市街地の活性

固有の資源を生かさずに、まちの活性 化につないでいく」という視点は、私も
化はあり得ない。八王子の中心市街地の そのとおりだと考えている。
資源は、①大久保長安、②信松院の軍船 ①・②八王子のまちづくりに偉大な功績
（ぐんせん）
、③八王子芸者、④ユーロー を遺した大久保長安の功績を市民に伝え
ド、そして⑤各種市民団体である。

るため、
「大久保長安の会」の皆さんに協

この５つの資源を育てることにより、 力をいただき、
「大久保長安没後 400 年記
中心市街地独特の魅力づくりができる。

念事業」として、郷土資料館で特別展な

①江戸初期の国づくりの大功労者、大久 どを実施してきた。また、中心市街地に
保長安を日本中の方々に知っていただ ある大久保長安関連の史跡等を巡るスタ
く。長安なくして徳川政権は成立しなか ンプラリーを実施するなど、地域固有の
った。長安の事績を紹介し、史跡を訪ね 資源の一つであると認識している。
てもらう。

本日も、大久保長安や信松院の日本最

②信松院の軍船を国宝とし、新郷土資料 古の木造軍船模型、八王子千人同心関係
館で展示する。

資料などの歴史資源を知っていただく

③高尾山を契機にして外国人を市内に呼 「文化財見て歩き」を実施した。
び、八王子芸者の粋と芸を堪能してもら
う。
52

このような企画を通じて、中心市街地 拠 点 整 備 部
を紹介し、地域活性化につなげていく。

④八王子周辺の都市の方々には、ユーロ ③八王子芸者については、このたび八王 産 業 振 興 部
ードのイベントを紹介し、八王子に来て 子発の NHK ドラマ「東京ウエストサイド
もらう。

物語」で取り上げられた。
（平成 27 年 12 生涯学習スポーツ部

⑤各種団体の方には、その力を発揮して 月放送）ドラマの舞台となった中町の黒
いただき、八王子の市民力を上げ、八王 塀通りなど、まちの歴史文化資源を活か
子に住む魅力を増していただく。

しながら、訪れる方に花街の情緒を味わ

私たちも努力しているが、市のより一 っていただけるようなまちづくりに、引
層のバックアップなくして、八王子の市 き続き取り組んでいく。
街地は大成しない。市にはさらなる協力 ④西放射線ユーロードは、毎週のように
をお願いしたい。

（常澤 敏彦 様） イベントが開催される「イベントロード」
として、多くの方に楽しんでいただいて
いる。このような取り組みを行う商店街
や地域の皆さんには、今後も市としてで
きる限り支援していく。
⑤様々な活動にご尽力いただいている市
民の皆さんの「市民力・地域力」は、八
王子の誇るもの。このような力を今後も
できる限り発揮していただけるように、
市としても支援していく。
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案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【新交通システム導入と中心市街地活性
化について】

市長答弁要旨

担当所管

長期的なまちづくりの視点から、多摩
都市モノレールの八王子ルートは、大変

市内には、みなみ野の八王子ニュータ 重要な路線だと認識している。
ウンと、南大沢方面の多摩ニュータウン

市民の皆さんに現状をご理解いただ

があるが、八王子ニュータウンの人達は、 き、市民全体で機運を盛り上げるため、
都心に出るには橋本駅を経由してしま 本年２月には「市民フォーラム・未来を
う。また、多摩ニュータウンの人達は八 語る」を開催した。６月 26 日には「多摩
王子にはなかなか来ない。

都市モノレール八王子ルート整備促進協

現在、多摩都市モノレールの計画は、 議会」を立ち上げ、あらためて東京都に
町田ルートが事業化路線で、八王子ルー 対して要望活動を行った。
ト（南大沢～みなみ野～八王子）は計画

多摩ニュータウンと八王子ニュータウ

のままである。実現するとしても 30 年以 ンを結び、中心市街地に至るルートは非
上かかる。建設費用を踏まえると、八王 常に大事である。できる限り近い将来、
子ルートの実現は非常に難しいが、現在、 モノレールが開設できるよう、引き続き
バスは八王子から北野を通っているだけ 努力していく。
なので、モノレール完成までの間、みな
53

新交通システムの導入検討について

み野・南大沢・八王子市街地を結ぶ、新 は、市の「都市計画マスタープラン」
「交 都 市 計 画 部
しいバス路線を作ってはどうか。

通マスタープラン」の方針で位置付けて

次に、現在、高尾山の観光客は、都心 おり、
「ＪＲ八王子駅～四谷～高尾駅ルー
と高尾山の往復で、中心市街地と全く関 ト」などについて「研究を進める」こと
連性がない。中心市街地と高尾を結ぶ重 としている。
要なアクセスになり得るので、戦前に走
っていた路面電車を復活してほしい。

研究にあたっては、市全体の総合交通
を体系的にとらえ、位置付けを明確にす

市の「都市計画マスタープラン」には、 る必要がある。
軌道系新交通システム（LRT）の導入区間

まずは多摩都市モノレール八王子ルー

として市内の「四谷ルート」があるが、 トをしっかりと位置付けた上で、本市の
そちらは別の方法を考えて、市街地に路 交通体系として新交通システムの検討を
面電車、LRT などを検討してはどうか。
（風野 康男 様）

進める、という順番になる。
八王子ルートの実現、新交通システム

※LRT（Light Rail Transit）の略。低床 の導入とも、適時適切にご提言への対応
車両、低騒音・高速化などを実現し、利 を図るべきだと考えている。
便性を高めた新しい路面電車のシステ
ム。
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５．過去の提案等取り組み状況
平成 26 年度「市長と語る」の提案等取り組み状況
テーマ ： あなたが描く 八王子の未来
各会場の実績
開催日

会場

５月 17 日

八王子駅南口
総 合 事 務 所

５月 31 日 川口市民センター

地域

中

央

北
西

部
部

６月 14 日

由井市民センター
みなみ野分館

東南部
西南部

６月 28 日

南
大
沢
市民センター

東

部

地区

本

発言者数 発言項目数
（人）
（件）

138

6

9

加住・石川
元八王子
恩方・川口

71

4

4

由井・北野
浅川・横山
館

82

8

16

由木・由木東
南大沢

104

9

16

合計

395

27

45
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庁

参加者数
（人）

第１回

平成 26 年５月 17 日

八王子駅南口総合事務所【中央地域】

＜意見＞ 高齢者が元気で楽しく暮らせることは
高齢者は、病気や治療にかかる医療費に対する不安を抱えている。
高齢者が元気で楽しく暮らせるように、75 歳以上の医療費を無料化してほしい。
（増田 忠治 様）

≪市長発言（当日）≫
試算では本市の場合、75 歳以上の医療費の窓口負担を無料化すると、毎年 40 億円以上が一
般会計からの負担となる。これは現役世代の負担の増加につながるので、公平性の観点から考
えると、実現は非常に困難だと考えている。
市では、元気な高齢者の方が地域を支え、これまでの知識と経験を活かして活動し、引き続き
元気でいられるような施策展開を進めていくので、ご理解願いたい。
【その後の対応】
75 歳以上の医療費の無料化は非常に困難です。しかし、後期高齢者医療の保険料につい
ては、都内の区市町村で年間約 100 億円の保険料軽減措置を行っており、被保険者の負担
軽減に努めています。

第２回

平成 26 年５月 31 日

川口市民センター【北部・西部地域】

＜意見＞ 高尾駅南北自由通路の設置
ＪＲ高尾駅に南北自由通路の設置を実現してほしい。
10 年ぐらい前に、南北通路の設置を求める署名運動が行われ４万 6,000 人分の署名が集まった
が、それは活かされているのだろうか。
（鈴木 清寿 様）

≪市長発言（当日）≫
過去の署名活動については、十分に承知している。この間、市では南北自由通路と橋上駅舎化
に向けて協議を進めてきた。間もなくＪＲ・京王・八王子市の３社で協定を締結する。
実際の着手は平成 28 年度頃、平成 32 年の完成を予定している。合わせて、高尾駅北口の駅前
広場も今の３倍近くに広げる予定で準備をしている。高尾駅一帯が大きく様変わりするので、期待
してほしい。
【その後の対応】
平成 26 年６月 18 日に市・ＪＲ・京王の３者で「高尾駅南北自由通路整備事業に関する
基本協定書」を締結しました。27 年度は高尾駅南北自由通路の実施設計を行うとともに、
北口駅前広場の基本設計・暫定整備工事を行う予定です。
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＜意見＞ 圏央道八王子西インターチェンジ（ＩＣ）周辺の土地活用とまちづくり
圏央道が整備され、八王子西ＩＣ周辺はますます発展の可能性が高まっている。
企業誘致など、様々な方法で周辺の土地を活用し、雇用創出、定住人口の増加、税収の確保な
ど、まちの活性化につながるよう力を注いでほしい。
（荒井 冨雄 様）
≪市長発言（当日）≫
圏央道の整備効果は非常に大きいと考えている。この６月に圏央道が東名自動車道につながり、
平成 27、28 年度には八王子西ＩＣはフル機能化され、（ＥＴＣを利用した）スマートインターとして、神
奈川方面にも埼玉方面にも入れるようになる。
八王子西ＩＣの周辺は、非常に可能性が高い土地になると思う。企業誘致を図るうえでも、この
周辺を重要視しているので、企業が進出しやすいような環境整備をしっかり行っていく。
【その後の対応】
圏央道八王子西 IC 周辺まちづくりの一環として、
「（仮称）八王子西スマートＩＣ」や「北
西部幹線道路」の整備に関する費用などを 27 年度予算に計上しました。
また、「川口土地区画整理事業」を積極的に推進するため、事業者である川口土地区画整
理組合設立準備会に対しても早期企業誘致が図れるよう申し入れを行い、併せて、市の組織
体制を強化しました。
＜意見＞ 放課後子ども教室の充実を
私どもの町会には、低学年の学童保育所の待機児童が何名かいる。このような状況を早く解消し
てほしい。
来年度からは学童保育の対象が６年生まで拡大されると聞いている。市では、「放課後子ども教
室」で対応すると思うが、試行している第九小の事例を検証し、早く実行してほしい。
「放課後子ども教室」の実施には学校の協力が不可欠である。学校側の協力が得られるよう市も
働きかけてほしい。
（佐藤 英二 様）
≪市長発言（当日）≫
市では、平成 25 年に恩方第二小学校を除く全ての学校に学童保育所を開設したが、残念ながら、
待機児童が増えているという状況にある。学校の近くに建設しなければならないので、場所が確保
できないことが課題になっている。
第九小学校の「放課後子ども教室」は、スタートしたばかりであり、状況を見ながら今後検討して
いきたい。
待機児童の解消については「放課後子ども教室」以外にも、様々な形で対応していきたいと考え
ている。
【その後の対応】
第九小学校において試行実施した運営内容の検証を踏まえ、保護者・地域による運営また
は学童保育所の運営団体の運営により、学童と一体的又は連携した総合的な放課後の居場所
対策を講じていきます。（第九小学校試行実施の内容・・・学童保育所の運営団体が放課後
子ども教室も運営し、長期休業を含む平日に毎日実施する。
）
44

第３回

平成 26 年６月 14 日

由井市民センターみなみ野分館【東南部・西南部地域】

＜意見＞ みなみ野の子どもたちに
①〔出張児童館について〕
みなみ野地域は人口が急増し、子どもの数も大変増加した。子どもたちは、小学校の中学年くら
いから公園や学校の校庭のほか、マンションの廊下やエントランス、スーパーのフードコートなどで
遊んだり、中学生はゲームセンターに出入りするなど、問題視されている。
みなみ野には児童館がないので、ぜひ児童館をつくってほしい。
②〔放課後子ども教室について〕
児童館の設置が難しいのであれば、子どもたちが、自分の足で行くことができ、子ども同士がコミ
ュニケーションを図れる居場所がほしい。出張児童館はありがたいが、年に数回しかなく、参加で
きない時もある。学校開放は雨の日、暑い日、寒い日、長期休みには利用できないため、常設の
居場所の設置を検討してほしい。
（藤田 奈津 様）
≪市長発言（当日）≫
①〔出張児童館について〕
みなみ野地区は人口が急増し、若い世代で居を構える方が非常に多く、子どもが多いという特
色のあるまちであることは認識しているが、現在、児童館の建設は予定していない。
現在、市では、ＰＴＡ・地域ボランティア・団体・関係機関など、地域の皆さんの協力により児童
館のコーディネートをしていただき、児童館と同様のサービスを行う「出張児童館」を実施してい
る。
平成 26 年度内に、この地域では七国小学校での実施を検討している。今後も地域の皆さんに
ご協力いただき、出張児童館などを一層充実させていきたい。
②〔放課後子ども教室について〕
みなみ野地区では、放課後の子どもたちの居場所として、最終下校時刻の午後４時から５時ま
での間、小学校３校において校庭を開放している。合わせて、みなみ野君田小と七国小学校では、
放課後子ども教室を週に１回実施しており、みなみ野小では、９月頃に実施できるよう、準備して
いるところ。児童館を設置できれば一番良いが、現状ではこのような対応で子どもの居場所づく
りを進めているのでご理解願いたい。
【その後の対応】
①〔出張児童館について〕
ご提案を受け、平成 26 年 11 月に由井市民センターみなみ野分館で出張児童館を開催す
るなど、平成 26 年度はみなみ野地域で７回（由井市民センターみなみ野分館１回、地域の
小学校６回）、出張児童館を実施しました。27 年度は 11 回（由井市民センターみなみ野分
館５回、地域の小学校６回）の実施を予定しており、みなみ野地域での児童館事業の拡充
を図っています。
②〔放課後子ども教室について〕
平成 26 年９月に、新たにみなみ野小学校地区放課後子ども教室を開設しました。今後は
開催日数・開催内容の充実を図るとともに、放課後子ども教室未実施校への開設を図って
いきます。
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＜意見＞ 自主防災会の立ち上げ
わが町会では、会員の半分以上がアパートやマンションに住んでいるため、掌握できていな
い。災害時に１人でも多くの命を救うために、当町会における自主防災組織の設置に向けて、市
に協力をお願いしたい。
（岡部 義孝 様）
≪市長発言（当日）≫
災害時は、自らの身をしっかり守る「自助」が大前提。そのためには市民の皆さんが災害への日
頃の備えに関心を持つことが重要と考えている。
各団体・自治会の皆さんには減災に向けて、自主防災組織を立ち上げていただくよう呼びかけ
ており、本市の町会・自治会における自主防災組織の組織率は８割を超えている。
市では、立ち上げのためのノウハウや近隣の自主防災組織の情報などの情報提供も行ってい
るので、ぜひ、相談していただきたい。
【その後の対応】
担当課職員がご発言者の町会役員会へ出向き、自主防災組織の立ち上げに必要なノウハウ
などについて、ご説明しました。
また、他の町会の役員会等にも出向して説明するなど、促進に向けた活動を継続するとと
もに、26 年度に、自主防災組織の結成・運営について説明した「自主防災組織ハンドブック」
を作成し、既存の自主防災組織に配付した他、自主防災組織をまだ結成していない町会・自
治会へも送付し組織の結成を支援しています。

自主防災組織ハンドブック
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第４回

平成 26 年６月 28 日

南大沢市民センター【東部地域】

＜意見＞ 安全・安心のまちづくり
下柚木町会では、平成 15 年度から交通事故に対する意識を啓発するため、地域の駐在所を訪
ね、交通事故の原因や件数を「しもゆぎだより」に掲載している。
また、平成 20 年からは、市のホームページの情報をもとに、防犯に役立つ情報を要約して掲載
している。
今後、防火についての情報を掲載するため、市のホームページを探したが、火災に関するもの
は掲載されていなかった。火災の原因には、センサーライトやシュレッダーによるものなど、一般に
知られていないものもある。防火意識を高めるために地域ごとの火災発生件数とその原因を市の
ホームページで公表してはどうか。
また、ホームページを見ることができない人にも情報発信を行うよう、町会・自治会に対して市が
指導すべきではないか。
（栗本 正男 様）

≪市長発言（当日）≫
火事の抑止には、市民一人ひとりの高い防火意識と行動が必要。周知・啓発活動として、火災
の発生原因を公表することは、有効な手段だと考えている。
早速、八王子消防署と調整し、火災発生原因の地区別の集計を含めた情報提供について検討
する。
東日本大震災の発生以降、市内の各地域で防災訓練などが実施されており、消防団や八王子
消防署が地域の訓練に参加している。市民の防火意識をより高めるため、市も消防署と連携して、
防火・防災に積極的に取り組んでいく。
町会の皆さん方には、引き続き防火・防災・防犯活動に取り組んでいただくようお願いする。
【その後の対応】
八王子消防署の協力を得て、市内の地区別（分団区分）火災件数と主な火災原因について、
市ホームページ「防災情報」への掲載を開始しました。
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６．会場配布資料
平成 27 年度予算 ～「八王子ビジョン 2022」の６つの都市像の実現に向けて～
本年度は、「八王子ビジョン 2022」（基本構想・基本計画）を推進するための具体的な取り組
みを示した「アクションプラン」の事業や、中核市移行により、都から移譲される事務について
予算化しました。平成 29 年度の市制 100 周年に向け、記念事業の企画などの関連事業を計上し
たほか、八王子駅及び高尾駅周辺の整備や、若者の市内中小企業への就労支援、「子ども・子育
て支援新制度」の施行に伴う幼児教育・保育の充実など、様々な事業を盛り込んでいます。

平成27年度予算の概要
予算総額
うち一般会計予算額
基金（貯金）残高
市債（借金）残高

3,673億円（対前年度比＋5.0％）
1,946億円（対前年度比＋2.4％）
196億円（27年度末）
2,181億円（26年度末）

「八王子ビジョン 2022」都市像の実現に向けて
平成 27 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）
●都市像１ みんなで担う公共と協働のまち
●市民活動推進 0
4,112 万円
市民の皆さんによる公益的な事業への補助や市民活動支援センターの運営を行うほか、ボランテ
ィア情報などを発信できる「地域活動総合情報サイト」を開設します。

・社会保障・税番号制度の運営 0
870 万円
平成 28 年１月のマイナンバーの利用開始にあたり、制度の円滑な導入に向け準備を進めます。
〈その他の事業〉●新地方公会計制度の推進…１億 389 万円

など

都市像２ 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち
●大横保健福祉センターの管理運営
8,452 万円
高齢者・障害者の活動支援、地域における健康づくりや子育てを様々な世代で支え合う活動拠点
として、新大横保健福祉センターを開設します。

●サロン活動支援
2,056 万円
社会福祉協議会と連携して、高齢者の交流や仲間づくりを行う「ふれあい・いきいきサロン」の
運営を支援します。

〈その他の事業〉●予防接種…13 億 3,412 万円 ●障害者就労支援…6,810 万円
の自立支援…１億 2,709 万円 ●健診・検診の推進…８億 7,438 万円 など
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◎生活困窮者

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
●保育施設の整備促進
11 億 5,063 万円
待機児童を解消し、安全な保育環境を確保するため、民間保育所や事業所内保育施設を整備します。
◎小・中学校のＩＣＴ環境の充実
2,287 万円
情報教育を推進するため、小・中学校の全クラスに書画カメラとプロジェクタを配備します。
〈その他の事業〉●幼児教育・保育の充実…150 億 6,317 万円 ◎産前・産後サポート…1,723 万
円
●放課後こども教室…8,863 万円 ◎こども科学館の改修…2,750 万円 ●市制 100 周年記念事
業…715 万円 ●親子方式による中学校給食…9,574 万円など
都市像４ 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち
●八王子駅周辺交通環境の改善
２億 4,599 万円
八王子駅周辺がさらに利用しやすくなるよう、マルベリーブリッジの延伸を含めた基本設計を行
うほか、南口周辺の道路工事などを行います。

・高尾駅北口駅前広場及び南北自由通路等の整備 ５億 3,750 万円
高尾駅周辺地域の利便性を高めるため、高尾駅と駅周辺の整備に向けた、南北自由通路や駅前広
場の設計などを行います。

〈その他の事業〉・圏央道八王子西インターチェンジ周辺の基盤整備…３億 4,541 万円 ◎多摩
都市モノレールの整備促進…100 万円 ◎消防団員メール配信システムの導入…120 万円 ◎
福祉避難所の整備…586 万円 など
都市像５ 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち
◎高尾 599 ミュージアムの管理運営
１億円
高尾山の豊かな自然や歴史、観光情報を発信し、観光客の増加を促進します。
●若者の就業支援
1,235 万円
中小企業を支援し、地域経済の活性化を促進するため、関係機関と連携して面接会を行うほか、
市内の中小企業に就職した若者に奨励金を交付します。

〈その他の事業〉◎海外経済交流の促進…132 万円
万円●中心市街地の活性化…1,544 万円 など

●中心市街地の総合的な再生…１億 8,097

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
・全国都市緑化フェアの誘致
5,139 万円
「花とみどり」によるにぎわいをつくりだし、緑化への関心を高めるため、全国都市緑化フェアを
誘致します。

●ごみ等の収集運搬
13 億 238 万円
可燃ごみの収集について委託エリアを拡大するほか、粗大ごみ受付支援システムを導入し、収集
業務の効率化を図ります。

〈その他の事業〉●環境教育・学習の推進…2,292 万円 ●上川の里特別緑地保全地区整備…932
万円 ◎戸吹清掃工場長寿命化対策…817 万円 など
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７．開催案内ポスター
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「市長と語る」は、市民の皆さんの思いをまちづくりに活かすため、市民と市長が直接語り合う対話
集会です。 子育て、防災、防犯、環境、地 域活性化など、市民と行政が協働で創る、これからの
八王子のまちづくりについて、ご提案・ご意見をお聞かせください。
≪開催日程≫

※各会場とも手話通訳・要約筆記を行います。

開催日時
５月 16 日（土）
午後７時～８時３０分

５月 30 日（土）
午後７時～８時３０分

６月 20 日（土）
午後７時～８時３０分

会

場

メインテーマ

エスフォルタアリーナ
八王子（狭間町）

高尾周辺の地域づくり

※駐車場あり（有料）

加住市民センター
※駐車場あり（無料）

北野市民センター

７月 04 日（土） 八王子駅南口総合事務所
午後７時～８時３０分

加住・滝山周辺の地域づくり

北野周辺の地域づくり
中心市街地の活性化と
八王子のまちづくり

※会場へお越しの際はなるべく公共交通機関をご利用ください。北野市民センターと八王子駅南口総合事務所は
建物内に民間駐車場（有料）があります。

◆発言を希望される方は 開催日の９日前までに 裏面の発言申込書をファックスまたは郵送でご提出ください。
ホームページ（http://www.city.hachioji.tokyo.jp/iken/kataru/27.html）からもお申し込みできます。
◆メインテーマ以外のご提案もお受けしますが、各会場のメインテーマを優先します。
【お問い合わせ】〒192-8501 八王子市元本郷町３-２４-１
八王子市 総合経営部 広聴課 ☎ 620－7411（直通） FAX 620－7322
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平成 27 年度「市長と語る」の記録
平成 28 年１月
八王子市
電話
FAX

総合経営部

広聴課

042(620)7411（直通）
042(620)7322

